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◎﹃小学国語読本﹄昭和八年度以降使用

国立国語研究所編

第四期﹁あ〜つ﹂

刊行のことば

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

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

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

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

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

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

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

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

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

︵今日アサヒ読本と俗称︶

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

教科書六種のことである︒その六種を使用時期に従って示すと次の通りである︒

ノヒル

弟弟弔弔弟
五四三ニー
期期期期期

第六期

昭和二十二年より使用﹃こくご﹄
いいこ読本と俗称︶

あ〜ん︶一冊にまとめ︑第二期国定読本から第六期国定

一〜四﹃国語﹄第三学年︵上下︶第四〜六学年︵各上中下︶︵今日みんな

第一期国定読本については︑﹃国定読本用語総覧1﹄︵第一期

読本まではそれぞれ二分冊とする方針で刊行を進めてきている︒このたび刊行するのは第四期国定読本の用語総覧の第一
分冊であり︑﹁あ〜つ﹂の部を収める︒

この﹃国定読本用語総覧6﹄の編集作業及び諸本の調査にあたったのは︑主幹飛田良文︵言語変化研究部長︶︑木村睦

子︵国語辞典編集室長︶︑藤原浩史︵研究員︶︑調査員林大︵前所長・名誉所員︶︑貝美代子︑服部隆︑久池井紀子︑高橋
美佐︑伊土耕平︑山田雅一である︒

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

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

館教育資料館︑千葉県総合教育センター︑藤沢市文書館︑横須賀市教育研究所︑御宿町歴史民俗資料館︵千葉県︶︑出

島村郷土資料館︵茨城県︶︑財団法人五倫文庫︑筑波大学附属図書館︑茨城大学教育学部図書室︑福岡教育大学附属

図書館︑増穂町教育委員会︵山梨県︶︑増穂小学校創立百周年記念教育資料展実行委員会︵山梨県︶︑文化庁文化部国

語課主任国語調査官安永実︑国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館事務室長中村紀久二︑山形大学教授

修

石島庸男︑山梨大学教授松井栄一︑茨城大学教授佐々木靖章︑福岡教育大学教授根本今朝男︑筑波大学専任講師
塩 澤和子
また︑前五巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂にも謝意を表する︒

平成三年五月十五日

谷

国立国語研究所長

水
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﹃小学国語読本﹂編集の考え方
﹃小学国語読本﹂各巻の編集

書誌・諸本・底本

j はじめに

︵三・三︶

︵三・二︶

︵三・一︶

︵二︶

はじめに

j
第四期国定読本について

解
︵三︶

（一

述べる︒

綴方は︑多くの平凡な人たちが考へるやうに︑単なる文字上の表現を

練習するための学課ではない︒私は綴方を︑人そのものを作りととの

へる︑人間教育の一分課として取扱ってみるのである︒

と述べている︒この考え方については︑第三期白表紙本の編纂者八波則

吉が︑﹃諦国語の講習﹄︵大正十三年刊︶の中で︑﹁近年に至って︑児童文

うな適材が随所に見られる︒これは誠に喜ぶべき現象で︑向後我が国の

学に熱心な作家が輩出し︑作品が続出し︑そのま＼読本にも採用されさ

している︒

読本界に一紀元を劃すべき時代の到来を暗示するものであらう︒﹂と記

この﹁赤い鳥﹂の運動は︑作家たちの関心を児童文学に向け︑副読本

の興隆という現象を生じた︒その原因は︑一つには文芸教育を盛んにし

ょうという考えから︑二つには読本が時代に遅れているのでそれを満た

す必要から︑であった︒西原慶一は﹃近代国語教育史﹂︵昭和四十年刊︶

ひとたび目を学校の教室外に放つと︑ごく手近かに生々と︑表現の立

の中で︑

である︒しかも読本は偶像化し︑固定化して︑漢字の系統表の観があ

場からも理解の立場からも︑真珠のように光った名作が並んでいるの

直接それらの名作に触れようとするのは無理からぬしだいである︒

り︑練習用としての意義が多いように感じられる︒時代の国語教育が︑

本格の文芸作家がこどもの世界におりて来た︒新しい時代とこどもの

と述べ︑さらに続けて︑

精神から︑やや古典的な作品までも新しい時代に呼びかえされて来

一方︑教育の世界の活動は活発であった︒大正七年七月鈴木三重吉が
児童雑誌﹁赤い鳥﹂を創刊すると︑これを契機として児童文化の運動が

二の諸氏をはじめ︑いつもこどもに話しかける鈴木三重吉・北原白

篤・有島武郎・芥川龍之介・菊地寛・山本有三・豊島与志雄・宇野浩

た︒

盛んになった︒それは文芸作品の制作とその鑑賞を中心とするもので︑

秋・野口雨情・西条八十の諸氏は︑よい意味で︑児童教育家であった︒

た︒この時代ほど学校と作家の親しかったことはない︒

たとえば︑早春外・夏目漱石・島崎藤村・正岡子規・武者小路実

童謡・自由詩・自由画・自由綴り方・児童演劇の実際にあらわれるもの

学校教育は︑無くてはならない環境としてそれらの人々をとり入れ
︵昭和十年刊︶の序で︑

で︑その目ざすところは人間教育であった︒鈴木三重吉は﹃綴方読本﹄

ることができよう︒

の大検束に続く教職員や学生の思想問題事件︑第三には満洲事変をあげ

ろいろな社会的事件があった︒第一は関東大震災︑第二は日本共産党員

クラ読本が学年進行で使用される昭和八年四月までの十五年間には︑い

第三期の国定読本が使用された大正七年四月から第四期のいわゆるサ

︵二︶ 国定読本第三期から第四期へ

本改訂の事情と︑今回の作業対象である第四期国定読本の概要について

用語総覧4﹄の解説に記したので︑ここでは︑第三期から第四期への読

本用語総覧2﹄の解説に︑第三期国定読本の概要については﹃国定読本

読本用語総覧1﹂の解説に︑第二期国定読本の概要については﹃国定読

国定読本の資料的意味と第一期国定読本の概要とについては︑﹃国定
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説
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と指摘している︒

学校もまた︑学校ごとに総合的にあるいは学年別に︑題目による分冊
式に︑別個の副読本を編纂したが︑文壇の大御所的存在であった菊地寛

の決議︑各府県師範学校より提出せる意見報告及び一般実地教授者の意

とあり︑二回の教科書調査会の決議が行われている︒今︑この決議文を

見等を参酌して編纂し︑昭和八年度から実施することとした︒﹂︵緒言︶

のは︑井上赴の記事などから見て︑昭和六年であったと推測される︒

第四期の編集担当者は︑藤岡継平編修課長のもとに︑佐野保太郎︑大

見ることはできないでいるが︑実質的に第四期の編集作業がはじまった

岡保三︑井上赴︑各務虎雄の無名の監修官であった︒中でも中心的役割

も学年別の副読本﹃小学童話読本﹄六冊︵大正十四年刊興文旦︶を書い

少年時代の読物は︑その人の一生を支配すると云はれてるる︒少年時

た︒その巻三の序文には︑

代の読物から受けた感激が生涯を通じて感情生活の基調となり︑道念

で︑大正十四年から十五年にかけて欧米一年の在留を命ぜられ︑イギリ

ス︑フランス︑ドイツ︑アメリカその他の国々をめぐり︑国語指導と国

をはたしたのは井上赴であった︒彼は﹃国定教科書編集二十五年半の中

語教科書の調査をしたことが︑サクラ読本の編集に大きな示唆を与えた

の芽となるかは︑我々自身の争はれがたき体験である︒しかも日本の
てるるか︒芸術的潤ひの少しもない教科書と︑児童の精神的発育に対

児童がその読物の選択について︑父兄教師からいかに無残に放置され
して何等の良心をも持ってみない童話雑誌と︒彼等は苦い薬と甘過ぎ

と記している︒最後まで頭に残ったものは三つあったという︒﹁すなわち

次のように述べている︒

第四期の理想像を︑自分も参加し執筆した第三期の八波読本と比較して

て︑サクラ読本の腹案が立ちはじめたと井上赴は回想している︒そして︑

そして高等科の青年前期時代の四期に分けること﹂を提唱した︒こうし

児童を一年二年の未分化時代︑三年の過渡時代︑四五六年忌少年時代︑

こうした経験から井上赴は心理学者青木誠四郎の意見を聞き︑﹁小学

に感得した︒

の編集が児童心理の発達段階にそってあんばいされていくことを経験的

さらに﹃噺尋常小学唱歌﹄のための作詞を担当した︒そして﹃小学図画﹄

と︒また帰国後は﹃農村用高等小学校読本﹄の編集︑﹃小学図画﹄の編集︑

わめて児童の心理を尊重し︑児童愛にみちた教科書であったことです︒﹂

そしてイギリス読本の古典教材がそれです︒そしてどの本にしても︑き

ハンザフィーベルの叫び声︑アメリカ読本の反復法による童謡的表現︑

る菓子とに食傷してみる︒教科書の文章の如き︑乾燥なる記述に過ぎ
ない︒しかも教科書に対抗して立った多くの童話雑誌は︑あまりに︑

感覚と感情とを尊重して︑児童の心に精神的背骨を造ることを忘れて
みる︒

と︑手きびしく教科書と童話雑誌を批判している︒

大正十一年には︑東京高等師範学校教授の垣内松三が﹃国語の力﹄を
著し︑国語教育の分野に科学的基礎を確立した︒彼はさらに﹁読方と綴
方﹂﹁国文教育﹂﹁コトバ﹂などの諸雑誌を主宰し︑国語教育界に欧米の

国語教育を考えるようになった︒垣内によって堤唱された形象理論は︑

学説を紹介して理論的根拠を与えたので︑国語教育家は世界的視野から

究する導火線となり︑こうした研究が︑サクラ読本の誕生を待っていた︒

教育学者︑心理学者︑言語学者︑文学者たちが︑言語の生きた機能を探

︵三︶ 第四期国定読本について

﹁児童の日常生活に触れたるもの﹂という教材選択の一項目を手がか

読本を作成するにあたって︑教育の児童主義が︑世界の大きな動きで

にさおさしながら︑一応りっぱな成果を収めました︒私は次の新しい

りに︑八波読本は︑当時わが国に台頭しつつあった児童中心教育の波

文部省編纂﹁小学国語読本下槍編纂趣意書﹂︵昭和八年刊︶には﹁小学国語

︵三・一︶﹃小学国語読本﹄編集の考え方

読本は大正十二年十月並びに昭和六年九月に於ける両回の教科書調査会
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あることをすでに知った以上︑児童の心理︑生理︑生活を教育的に教

文字

ととした︒

仮名は︑巻一及び巻落に於ては総べて片仮名を用ひ︑巻軸に

至って平仮名を提出することとした︒漢字の配当は︑同瞠国語

科書の正面に押し出さなければならないと考えました︒
と述べている︒そこで︑その旦一体的な姿として︑前述の四段階の発達段

読本に比して︑低学年に増加し︑高学年に減少する方針であ

仮名遣は歴史的仮名遣によることとした︒但し児童の負担を

る︒

階に︑

すべての国語教材は︑その素材からいっても︑言語表現からいっても︑
仮名遣

軽減するために︑低学年に於ては促音を表すツ︑及び拗音を

この四つの段階に適応させるよう按配することを念願とし︑したがっ

て教材はこの段階に応じて素材も表現も︑未分化から分化派生して行

表すヤ・ユ・ヨは右傍に小書し︑又コクキ︵国旗︶・ガクカ

児童の性情に適するものたらしめる方針である︒

低学年用に於ては挿画を全部色刷とし︑その画風もなるべく

都市にも農村にも偏しない方針である︒

たらしめることとした︒なほ材料の選択に於ては︑なるべく

の精神発達の過程に応じて按排し︑その表現は趣味深きもの

各方面にわたり︑最も時勢に適合したものを選び︑之を児童

材料は広く修身・公民・歴史・地理・理科・実業・文学座の

く一種の発生体系を以て展開させることが目標であり︑読本作成の理

画

料

ウ︵学校︶の如きをコッキ・ガッカウの如く書くこととした︒

挿

材

想をそこに置いたわけであります︒

こうした用意のもとに︑いよいよ作成編集の段取りに入ったが︑これ

と述べている︒

らのことについては編纂趣意書には一切ふれていない︒そのことについ
て井上は後年次のように述べている︒

作成された本ですが︑しかしその新しい意図︑計画は︑その編纂趣意

さてサクラ読本は︑以上のように︑在来と変った新しい意図のもとに

書には︑ほとんどその片鱗も示してありません︒趣意書は︑何のへん

この事は︑当時のつまらぬ編集陣営の最初の不調が︑こうさせたに過

り︑いわんや後世から見て︑実にふしぎに思われることです︒しかし︑

が示してあるに過ぎません︒これは実に当時においても変なことであ

卜することを適当と認める答申を行った︒ そこで︑編集担当者は新仮名

会は同年九月十九日 ﹁仮名遣改定案二選ル仮名遣ヲ﹂小学校教科書に採

を第四期の新教科書に採用する方針をたて︑ 教科書調査会に諮問し︑同

漢字表及仮名遣改定案に関する修正﹂ を可決した︒そこで文部省はこれ

このうち仮名遣いについては︑ 昭和六年五月臨時国語調査会が﹁常用

ぎません︒編集に対する意見の新旧の対立が︑よくて二対二︑時に一

この問題は閣議の容れるところとならなかった︒

遣いによって第四期サクラ読本の原案を作成した︒ しかし︑不幸にして

てつもないように︑分量・漢字・読替・教材の出典というようなこと

きぬほど︑日夜教材の作成編集に没頭せざるを得ませんでした︒です

対三という立場にあり︑私としては編纂趣意書を眼中におくことがで

井上赴は﹁私どもは︑また歴史的仮名遣にしたがって編成がえしなけ

ればならなくなりました︒こうした事情から編集事業は︑いたずらに遷

からあの編纂趣意書は︑編集者四人の意見の最大公約数に過ぎませ
ん︒

延して︑実は昭和七年に実施を予定したものが︑昭和八年四月実施と

井上赴はさらに続けて︑

以上のほかに︑忘れてはならない方針がある︒標準語の問題である︒

なったわけであります︒﹂︵﹁国定読本の編集﹂︶と記している︒

こうした生みの悩みを背負った編纂趣意書には︑分量︑文字︑仮名遣
い︑材料︑挿画の大方針が記されている︒

学年に於て五六割︑高学年に於て一二割の分量を増加するこ

分 量 小学国語読本︵尋常科用︶は︑奇妙国語読本に比して︑大体低

児童の生きた言語表現に出発したサクラ読本ではありますが︑吉岡読

り︑ことばの表現であるがゆえに︑素材による分類は意味がないと考え

を一切廃止したこと﹂があげられる︒井上赴は︑国語教材はことばであ

まって以来の

いな明治二十年以来伝統である素材による教材の分類

本が打ちたて︑芳賀読本によって継承された標準語は︑サクラ読本に

第二部

第十六頁より第四十七頁

第一部最初より第十五頁

また︑全十二巻のサクラ読本の巻一を︑

たのである︒

おいても厳格に守ることにつとめました︒八波読本には︑表現のニュ

アンスのために︑対話中︑時に方言らしい言いまわしも用いてありま
と述べており︑標準語の方針は継承されている︒そして具体的に次のよ

すが︑サクラ読本は絶対にそういうものを排しました︒
うにしるしている︒

第四十八頁より第七十五頁

﹃小学国語読本﹄各巻の編集

収︶

して︑役立つことが期してあります︒︵﹃国定教科書編集二十五年﹄所

導計画を立てて︑この本を取扱われれば︑りっぱに語法指導の教材と

というのがあったと思います︒ですから︑指導する先生が︑語法的指

だ一カ所だけ︑おかあさんのことばとして﹁まあ︑きれいですこと﹂

た語法や︑流行伝染的な女性語を一切受けつけないで通しました︒た

一般的に用いられました︒しかし︑サクラ読本では以上のような誤っ

なります︒これは五七調の五の句に調法ですから︑ほとんど童謡には

しそうな傾向になりました︒童謡では﹁ている﹂が︑常に﹁てる﹂に

﹁いいんです﹂などの︑﹁の﹂﹁ん﹂が︑いつのまにか一般からドロップ

小学国語読本碍聴巻十二編纂趣意書

小学国語読本褥反巻十一編纂趣意書

小学国語読本膳瞠巻十編纂趣意書

小学国語読本褥暴君九編纂趣意書

小学国語読本褥群巻八編纂趣意書

小学国語読本褥騨巻七編纂趣意書

小学国語読本漏脱巻六編纂趣意書

小学国語読本碍聴巻五編纂趣意書

小学国語読本褥瞠巻四編纂趣意書

小学国語読本褥騨巻三編纂趣意書

小学国語読本褥儲巻二編纂趣意書

小学国語読本柵騨編纂趣意書e

昭和十三年十一月二十五口翻刻発

昭和十三年五月二十五日翻刻発行

昭和十二年十二月十八日翻刻発行

昭和十二年六月三十日翻刻発行

昭和十二年三月二十五日翻刻発行

昭和十一年五月三十日翻刻発行

昭和十年十一月二十五日翻刻発行

昭和十年五月三十日翻刻発行

昭和十年二月二十八日翻刻発行

昭和九年十月十五日翻刻発行

昭和九年二月二十八日翻刻発行

昭和八年七月七日翻刻発行

十三年にかけて十二冊が刊行されている︒

各巻の編集方針を示す第四期国定読本の編纂趣意書は︑ 昭和八年から

︵三・二︶

の三部構成としたことも特記しておく必要がある︒

第三部

昭和初頭以来︑時代の自由主義の影響もありましょうが︑方言が東京
に流れこみ︑﹁とてもきれい﹂﹁とてもかわいい﹂といった﹁とても﹂
の誤った使い方がまず女性語に流れこみ︑また︑女性のことばに﹁わ﹂
﹁よ﹂がほとんど語の末につきものになりました︒また︑大辻司郎氏一
流のこっけいをめざした﹁あるです﹂﹁いいです﹂が︑最初こそおかし

こうした︑口語の用語がすべて標準語であることを期したサクラ読本

かったのですが︑後には次第に一般化するようになり︑﹁あるのです﹂

は︑言語教育の上からも注目され︑NHKは学校放送を計画し︑ラジオ
を通して正しい標準語の放送を全国に流した︒神保格はサクラ読本を台
本として正しいアクセント放送を思い立ち︑みずからその指導にあたっ

なお︑この簡単な編纂趣意書にも︑顕著な変更として︑﹁国定読本始

た︒

読替えである︒

かれたことである︒太字を用いたものは新字︑ 左傍に一を付したものは

この編纂趣意書の一つの特徴は︑付録に ﹁漢字の読方﹂という項が置

行

説
解
（6）

（7）

説
解

名の五十音・濁音・半濁音の表は巻三の巻末におき︑本文教授の際︑随

㈹五十音図

時︑適当に対照利用するようにした︒いろは四十八字目同じく巻三の巻

以下︑編纂趣意書と読本から︑その要点を紹介しよう︒
ω文部省の方針は扁輔国語読本に比して︑大体低学年に於て五六割︑

末に掲げられているが︑趣意書には全くふれていない︒

片仮名の五十音・濁音・半濁音・拗音の表は巻一の巻末に掲げ︑平仮

高学年に棄て一二割の分量を増加することとした︒﹂であった︒しかし巻

分量については︑

十二の編纂趣意書には︑﹁榑韓国語読本巻十二に比し紙数に於て四割二分

べき旨を予め発表したが︑其の後数年を経過した現在及び将来の我が

として︑既修の平仮名の練習にあて︑第十課より新漢字と共に未提出

音・半濁音の平仮名の大部分とを出し︑次の第九課は全く新字なき課

することとした︒而して第八課までの間に︑清音の平仮名全部と濁

其の提出の方法は︑在来と異なり︑巻頭より直ちに平仮名の文を以て

ω平仮名は巻三から提出した︒

国語教育の事情を鑑みる時︑高学年に於ける一二割の増加は尚分量の

の平仮名を出し︑第二十四課に至って︑﹁ぺ﹂を除く外︑全部の平仮名

巻一編纂の当初︑低学年に於て五六割︑高学年に於て一二割を増加す

を増加﹂したと述べたあとに︑

過少であることを知ったので︑当初の予定に変更を加へたのである︒

ニー

編纂趣意書によらず︑﹃国定読本用語総覧4﹄の解説による︒

﹃縛輔国語読本﹄と比較すると次のようになる︒なお︑第三期の漢字数は︑

ることを避けた︒各巻の趣意書によって提出漢字数をまとめて第三期

巻一は第二部にコより十までの数字の外に︑山・川・小・木・大の

サイタ﹂にはじまる第一部

五字﹂を出し︑第三部に﹁日・目・中・犬・上・人の六字﹂を出した︒

ガ

を一指ずつ置くこととし︑巻六まで片仮名文を使っている︒これは︑児
サクラ

用ひ﹂︵編纂趣意書︶︑詳説では第十二課以後は︑数課ごとに片仮名の文

サイタ

巻三は︑一方に平仮名を提出する関係上︑新漢字の数のあまりに多くな

いる︒

の韻律的な文の中に三九字を提出し︑残りの片仮名は第二部に提出して

巻一では﹁サイタ

童に平仮名の練習とともに片仮名の練習も疎かにさせないためである︒

として掲げられており︑第四期の特色の一つである︒

一一字数は＝二六二である︒これらは︑それぞれの巻末に既修漢字の表

第四学年以後次第に減少する方針をとった︒全十二巻を通じて提出した

加し︑高学年に減少する﹂という方針により︑第三学年を頂上として︑

㈲漢字の配当については﹁配当は︑縛韓国語読本に比して︑低学年に増

ない︒趣意書にもふれるところがない︒

㈲変体仮名は︑第三期に提出されていたが︑第四期には提出されてい

本書の新しい試みである︒

形式とも比較的単純で繰返しの多い韻文を続けて載せた︒この提出法も

と述べ︑平仮名を教える都合のよいように︑巻頭の数課は︑特に内容・

と修正し︑高学年でもページ数で約四割を増加している︒また巻五は︑

期

期

を提出した︒﹁ぺ﹂は巻末の平仮名の表によって補ふがよい︒︵巻三編

期

期

纂趣意書︶

第

第

第三期﹃四四国語読本﹄は一頁八行十八字詰であったが第四期は九行十九

期

四

字詰に変更しており︑ページ数で比較するのは正確ではないが︑各巻ご

第

とにそのページ数を比較すると次のようになる︒
期

第

＿一一一一一
九九七七六五
八三九二二〇

三

＝＝＝＝一一
二 二 二 ＿ 一 一
九〇四三六四

巻

内巻一巻巻巻
十十十九八七

四

一一一一一
四三四ニー七
三〇四四二八

ω片仮名については︑﹁仮名は︑巻一及び巻二に於てはすべて片仮名を

○〇九九七五
八二六〇八四

三

一一

巻

巻巻三三巻巻
六五四三ニー

期巻

巻一

新

第
出

三

一〇字

期
読

替
○字

新

第

四

期
替
一〇字

読

一二字
一〇

出

⊥登

ては︑同読本所用の字体により︑小学国語読本を用ひる学級に於ては︑

同読本所用の字体によって教授せられたい︒

いての注意を記している︒また︑一五の趣意書では︑﹁本読本巻三・巻四

と述べており︑学年進行によって第三期と第四期との並行する期間につ

に使用の聞の字を︑巻斗に於ては︑世間の慣用に従って間とした︒何れ

﹁大正七年から使用した碍鞘国語読本﹂及び﹁尋常小学読本﹂は︑いつれ

三九

四八

も書写体を正字として採用してみたが︑本書は辞書体を本体とした文部

巻二
七一

四五
一六〇

九八

第三期と第四期との間で特徴的なのは︑木←木︵同類の字形を含む︶︑

省活字を用ひた﹂と解説している︒

のもある︒秋田喜三郎はその著﹃初等教育国語教科書発達史﹄の中で︑

総べて﹁間﹂を用ひる事とする﹂と︑﹁聞﹂から﹁間﹂への修正をしたも

も誤ではないのであるから︑誤解のないやうに指導せられたい︒今後は

巻三
一〇二

八四
一七六

九七

二四

巻四
一五八

六四
一五六
一一〇

九三

巻五
一四九

九五
一四二

一七

巻六
一八○

八六

木←木

根

枝

集 乗

妹枚末 頼林

材

植

杉

東

村

弟

桃

箱

立←立︑系←糸︑矛←禾︑ネ←示︑者←者︑月←月︑青←青︑である︒

立←立
玄⁝←玄小
壬TIΨ手→
う→←一π

者←者
月一1Ψ口N月

違がある︒

﹁︒﹂の部分は︑分かち書きの場合と︑そうでない場合とで空白部分に相

略することとした﹂とあり︑﹁・﹂と﹁︒﹂が使用されている︒﹁・﹂と

ては従来と変りはないが︑読書力の進歩に鑑み︑本巻よりは幾分之を省

紛句読法は巻七の編纂趣意書に﹁尚句読点の打ち方は︑其の方針に於

㈹送り仮名については編纂趣意書に記されていない︒

ω分かち書きは︑第三期と同様で︑巻四まで行っている︒

青←青

壮心暑隅一絹立木桐
朝諸四三紙 妹根
都 利織 枚材
縫 末枝
綿 押下

三五

巻七
一六三

﹁萬﹂﹁麺轟﹂﹁綜﹂につき︑それぐ其の下に﹁万﹂﹁蚕﹂﹁虫﹂累L
を括弧内に付記しておいた︒厳密にいへば︑是等の文字は︑上の﹁萬﹂
﹁量﹂﹁轟﹂﹁縣﹂とは別字であるが︑世間では普通略字のやうにして用ひ

て居るから︑特に付記しておいたのである︒指導に際しては︑やはり
﹁萬﹂﹁慧﹂﹁轟﹂﹁綜﹂を本体として取扱ふべきである︒﹂と述べている︒

巻六以後も同様の扱いをしたものがある︒
字体については第三期の﹃幡韓国語読本﹄と異なるものがあり︑巻二の

編纂趣意書に

これは畢寛字体整理の標準の相違によって生じた結果で︑何れが正し
く︑何れが誤といふべきではない︒但し構鷺国語読本を用ひる学級に於

青勝者祠：三級泣板上

一四

巻八

一三五

一四七

一〇七

一〇八

一五二

一二二

＝一＝

一三〇

巻十

一四一

九六八

一〇〇

一二一

＝二六

一三六二

一七九

巻十一

一二
九八五

一＝日

巻十二
＝二六五

九七

二九

五

略字については︑巻五の編纂趣意書に︑﹁上欄に掲げた新出漢字の中︑

計

説
解
（8）

（9）

説
解

たとえば︑

昔︑ある所に一本のくすの木がありました︒どん
︵興国
へ

母鳥︶

な力が︑この木にあったのでせう︑ひるも夜
ヘ

も︑ ぐんぐん と のびて 行きました︒
ヘ

ぎやうれつ

ヘ

へ

おたまじゃくしは毎日大ぜいの兄弟や仲間と一しょに池の中を泳いで
へ

ヘ

ヘ

︵巻五 おたまじゃくし︶

へ

どれもこれも丸い頭をふり長い尾をふって元気よ

ヘ

ゐました︒ まるでありの行列のやうに後から後からぞろぞろとつゴ

いて行きました︒
く泳いでゐました︒

分かち書きの場合︵巻一〜巻四︶は︑﹁・﹂も﹁︒﹂も一字分の空白が
あるが︑つづけ書きの部分は︑﹁︑﹂には空白がなく︑﹁︒﹂には一字分

ジ︶のように﹁1﹂を用いている︒

ω仮名遣いは歴史的仮名遣いによる︒ただし﹁低学年に於ては促音を

ガクカウ︵学校︶の如きをコッキ・ガッカウの如く書くこととした﹂︵編

表すツ︑及び拗音を表すヤ・ユ・ヨは右傍に小書し︑又コクキ︵国旗︶・

纂趣意書緒言︶が︑二五からはこれを廃し大書している︒

なお︑巻一では第一部は﹁むつかしい仮名遣を要するもの﹂を避け︑

つかしいシャウ・イフ・カブ等を出﹂すなど工夫をこらしている︒

第二部では﹁仮名遣もラウ・カウ・サウ等﹂を出し︑第三部では﹁梢む
文章については︑

働口語は巻一から提示し主群まではすべて口語文である︒巻一の編纂

たもの﹂とし︑﹁口語敬体は巻一の第二部より提出せられ︑巻五まで読本

な文﹂と記している︒秋田喜三郎は︑巻一第一部は﹁幼児の用語に従っ

趣意書には︑第一部は﹁全体簡単にして韻律的な文﹂︑第二部は﹁梢複雑

文章の中心文体となり︑巻六より次第に逓減してみる︒︵中略︶口語常体

段落表示にも二種類あり︑巻一から巻八までは改行一字下げを行って

の空白がある︒

いないが︑黒身からは段落ごとに改行一字下げを行っている︒

は巻五に至り提出せられ﹁夏の午後﹂と﹁日記﹂とがその最初のもので

たとえば︑

ヘ

へ

ある︒しかし巻五までに於て︑韻文は殆ど常体であるし︑対話の中には

へ
暗い箱の中にしまひ込まれてみた小さな鉄のねちが不意にピンセッ
ヘ

トにはさまれて明かるい所へ出された︒

常体のものも少なくはない︒かくて巻六からは口語敬体にかはり読本文

小さなねぢ︶

㈹文語文は︑田畑から提出した︒第六﹁くりから谷﹂を始めとして五

児童の読解力と表現力との進展を図った︒

また︑巻髪には︑文語文への準備として文語に近い口語文を挿入して︑

章の中心文体となってみる︒﹂︵﹃門構国語教科書発達史﹄五八一ページ︶

ねぢは驚いてあたりを見廻したがいろくの物の音いろくの物の
ヘ
へ
形がごたくと耳にはいり目にはいるばかりで何が何やらさっぱりわ
︵巻九

と指摘している︒
へ

しかしだんく落着いて見ると︵後略︶

ヘ

からなかった︒

なお︑巻一から諸学の分かち書きの部分で一語が二行にわたるもの

のようで︑今日と同じ段落表示が国定読本においてはじめて行われた︒

であったのに鑑み︑今回はなるべく興味が深く︑且句調のよい文を提

その提出の方法は︑従来は簡単な説明文を以て始め︑主として文語文

課の文語文がそれで︑

出して︑児童をして︑早く文語の句調に習熟せしめることを期した︒

は﹂を用いており︑第三期と同様である︒

は︑前行の終わりに11を用い︑改行すべき個所で前行に余地のないもの
働外国の地名・人名及び外国語について趣意書には記載がないが︑第
三期同様すべて片仮名書きで︑促音・拗音の書き方に小字を用いてい

︵巻八編纂趣意書︶

この提出法は︑本書の新しい試みである︒

の形式を教へる事に力めた為︑動もすれば児童の興味を惹かないもの

ク﹂︵巻九・六〇ページ︶︑﹁キュニョー﹂︵巻十・一五七ページ︶︑ウィル

る︒たとえば︑﹁パインアップル﹂︵呼量・一一九ページ︶︑﹁ニューヨー

バー︵巻九・一一ページ︶など︒長音には﹁ボート﹂︵巻八・一一四ペー

説
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あり︑第二部は主として児童生活であり︑第三部は童話である︒さうし

︵巻三・巻斗︶へ︑神話︵巻五︶へ︑歴史︵巻六・巻七︶へ︑さうしてそ

てこの三要素を以て巻二以降が進展する︒即ち童話はやがて寓話伝説

文語文は巻八︵五節︶︑寒九︵墨髭︶︑盲溝︵十七と一部分文語のもの
二品︶︑巻十一︵十重︶︑巻十二︵九課と一部分文語のもの二課︶からな

に説話文学の分化派生が見られる︒童謡はやがて児童詩︵巻五・巻六︶

れは次第に歴史文学︵巻八以降︶への道を目ざして行くのである︒こ＼

る︒巻十一の文語文の散文は﹁所謂現代普通文の範囲に属するもの﹂と
個候文は︑吐蕃の﹁水兵の母﹂の書簡文に提出されている︒このほか

注記している︒

童生活は蓋し殆どあらゆる教材の抱合であり胎生であって︑それからあ

へ︑詩︵巻七以降︶へ︑又和歌俳句︵巻九以降︶へと展開する︒更に児

教材については︑

には巻十二﹁静寛院宮﹂の文中にある宮の書簡があるだけである︒

らゆるものが分化する︒殊に対話・模倣・身体・作業・観察

のである︒﹂︵小学読本編纂史︶と︒

が派生分化しながら︑それらがやがて人生活動の種々相へ連絡移行する

た遊戯生活から︑理科や︑発明や︑地理や︑軍事や︑劇その他の文学や

さうし

㈹編纂趣意書に先述の方針がある︒巻一については︑組織の項に次の
ように記されている︒

第一部は最初より第十五頁までで︑この部は全体簡単にして

韻律的な文を以てし︑言語に於てはむつかしい仮名遣を要する

︵一︶

巻二は巻一第三部に続くものとして︑四篇の長篇童話を収め︑これに

児童生活を材料とした短篇及び童謡を加えた︒

巻三から巻六にかけては特に記載がない︒

第二部は第十六頁より第四十七頁までで︑この部は学校及び

ものを避け︑又敬語は用ひないこととした︒

巻七は︑﹁児童の精神発達に鑑み︑特に又叙述の方面に多大の考慮を払

︵二︶

家庭に於ける児童の生活を中心として材料を採り︑梢複雑な文

巻十二は︑表現上注意すべきものとして劇形式の二篇を加えた︒

の九課である︒

国の姿﹂﹁古事記の話﹂﹁松阪の一夜﹂﹁虫の声﹂﹁魚眼の一切経﹂﹁日本刀﹂

材を選んだ︒中軸をなす教材は︑﹁見渡せば﹂﹁源氏物語﹂﹁法隆寺﹂﹁皇

う見地に立って︑国民文学を中心とし︑国民思想及び文化に関係ある教

巻十一は国民精神を基礎として︑いかなる国民文化が顕現したかとい

情・創作的苦心︑その他国民性の種々相にわたることを期した︒

立命は︑説話教材が国民的偉人の発揮した崇高な精神・優美典雅な性

と戦時との諸相を示して︑児童の英雄崇拝に適応させることを期した︒

世以降現代へかけての武士的精神・軍人的精神に中心を置き︑その平時

巻九は議論文を加え︑韻文として和歌・俳句を採録し︑説話教材は中

巻八は︑海外の事情に関する教材を加えた︒

ひ︑或は短文・長文を錯綜させ︑或は新に叙景文・説明文を加へ﹂た︒

に進んだ︒

第三部は第四十八頁より第七十五頁までで︑この部は﹁兎と

亀﹂﹁獅子と鼠﹂﹁桃太郎﹂の三篇の説話を︑省略しない形に曾て

︵三︶
載せた︒

この記述には︑井上赴の基本的な考え方が出ていない︒井上は︑全教
て行く発生的展開に従って︑教材を選択し且排列しなければならない︒

材に対する体系として﹁先づ融合未分化のものから︑次第に分化派生し

って思考推理が働くやうになって始めて理知を基礎とする叙述即ち説明

又表現に就いていへば︑感情を基礎とする叙述から出発し︑児童期に入

を先づ三部に分つた︒さうしてその第一部に集めたのは専ら感情

や議論を併せ与へなければならない︒﹂と考えた︒そして具体的には︑

﹁巻

機能的言語表現である︒その特徴はどこまでも原始言語的であり︑叫喚

㈹挿画については︑﹁低学年用に於ては挿画を全部色刷とし︑その画風

律動的である︒さうして第二部に於て︑それが挨拶や︑対話や︑濁語や︑

ことに移った︒これを素材的にいへば︑第一部は即ち童謡の胎生萌芽で

叙述に分化する言語的展開を見せ︑第三部に入って主として叙述を読む

（11）
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もなるべく児童の性情に適するものたらしめる﹂方針で︑巻四までを全

があるが︑現在︑確認できた原本は奥付に次の日付のあるものである︒

又はその修正原本として逐次刊行された︒発行された回数は巻ごとに差
昭和七年十二月二十五日発行

昭和十四年十二月二日修正発行
昭和八年七月十四日発行

昭和十四年五月十三日修正発行

巻二

昭和九年二月十四日発行

昭和十年十月十八日︑昭和十三年十一月九日修正発行
昭和九年八月十八日発行

昭和十年五月二十三日︑昭和十三年五月十三日修正発行
昭和十年二月十八日発行

昭和十三年八月十二日発行

昭和十四年二月九日︑昭和十四年九月十三日修正発行

昭和十三年二月七日発行

昭和十三年五月二十五日︑昭和十四年五月三十一日修正発行

昭和十二年七月三十一日発行

昭和十二年十二月十五日目昭和十五年十月二日修正発行

昭和十二年二月十七日発行

二十六日︑昭和十五年四月二十七日修正発行

昭和十二年六月八日︑昭和十三年五月十四日︑昭和十四年四月

昭和十一年八月十二日発行

昭和十一年十一月二十日︑昭和十五年十月二日修正発行

昭和十一年一月三十一日発行

昭和十一年六月六日︑昭和十五年四月三十日修正発行

昭和十四年十一月七日修正発行

巻五

昭和十年七月二十日発行

巻十二

巻十一

巻十

巻九

巻八

巻七

巻六

巻四

巻三

巻一

部色刷とし︑迎撃は墨画を主とし︑多少の色刷画を残した︒また巻五か
以上は﹁小学国語読本柵綿編纂趣意書﹂に述べるところを中心に若干の

ら写真凸版を用いた︒これらは︑教科書として画期的なことであった︒

なお︑用語の特色については愚稿にゆずるが︑趣意書の付録﹁漢字の
ス

解説を加えたものである︒
ア

読方﹂には︑﹁瑚泊﹂︵巻十編纂趣意書三六ページ︶のように両側に振り

仮名があり二通りの読み方を許容している︒﹃国定読本用語総覧6﹄の見

書誌・諸本・底本

通りの読み方の表を示す予定である︒

出しには一方だけ収録されているので﹃国定読本用語総覧7﹄にその二

︵三・三︶

﹃小学国語読本﹂の編集は︑昭和六年に開始され昭和十二年に完成し
た︒教科書の執筆編集は大正九年四月間ら図書局で行われてきたが︑昭
和四年七月一日には図書局は編輯課と発行課から成っていた︒当時の関
係者で﹁実際家の意見﹂として︑しばしば文部省の会合に列した西原慶
一は︑担当者について︑

当時の図書局長は後に女子学習院長に転じられた芝田徹心氏︑発行課
長は青木存義氏であった︒監修官は︑前の尋常小学国語読本以来の腕
ききがくつわを並べていた︒
佐野保太郎︵後に︑山形︑高知旧制高校長に転︑徒然草解釈の名著︶︑

大岡保三︵後に国語課長︑千葉師範校長︶︑井上赴︵在外研究員として

務虎雄︵俳文学︶の諸氏︑それに︑各方面の権威を嘱託とした陣容で

外国の教科書編纂の視察を終えて帰朝した新知識︑後に編修課長︶︑各
ある︒︵﹃近代国語教育史﹄三二五ページ︶
と記している︒

また︑個別な訂正・修正事項については︑﹃昭和九年度使用国定教科書

昭和十四年六月二日修正発行

協議会で審議され︑さらに教科書調査会で審議し可決したのである︒教

正誤表﹄﹃国定教科書及本省著作教科書訂正通牒﹄﹃文部省編纂小学校教

四人の監修官によって執筆された原稿は︑第三期の場合と同様に省内
科書調査会が決定した第四期国定読本﹃小学国語読本﹄は︑文部省原本

ができる︒修正についての詳細は﹃国定読本用語総覧7﹄の付録﹁小学

科用図書訂正通牒﹄及び巻ごとの編纂趣意書の正誤表によって知ること
行

巻十二

昭和五十九年五月

昭和十三年八月三十日翻刻発

横須賀市教育研究所蔵本

昭和十三年八月十二日翻刻印刷

解説の執筆にあたっては以下の文献を参考にした︒

東京書籍ち

この用語総覧の底本には︑奥付に印刷された使用年度を示す符号︵﹃国

国語読本︵サクラ読本︶の修正経過﹂を参照されたい︒

井上赴著・古田東朔編﹃国定教科書編集二十五年﹂

三十九年
詩社

講談社

昭和四十年十一月

穂波出版社

昭和五十八年

中央公

昭和三十八年〜

編纂趣意書2

ほるぷ出版

帝国地方行政学会

昭和五十七年二月

第十二巻

高木市之助述・深萱和男録﹃情輔国語読本﹂

東京書籍

Q教科書教授法資料集成﹄
二月

昭和四十七年十月

﹃複刻国定教科書︵国民学校期︶解説﹄

文部省﹃学制百年史﹄

昭和五十一年二月

海後宗臣﹃日本教科書大系﹄近代編四〜九国語e〜㈹

西原慶一著﹃近代国語教育面﹄

秋田喜三郎著﹃劒静国語教科書発達史﹄昭和五十二年十月文化評論出版

武蔵野書院

参照︶により判断し︑学年進行によって使用

昭和八年八月十二日翻刻発行

昭和七年十二月二十六日翻刻印刷
松井栄一尚蔵本

昭和八年七月十四日翻刻印刷

日本書籍23

昭和八年二月十五日翻刻発

された初年度使用本を使用した︒その奥付の年月日・符号・所蔵者は以

定読本用語総覧4﹄解説

巻一

下の通りである︒

行
巻二
昭和九年三月三日翻刻発行

横須賀市教育研究所蔵本

昭和九年二月十五日翻刻印刷

東京書籍は
巻三

昭和九年九月四日翻刻発行

横須賀市教育研究所蔵本

昭和九年八月十九日翻刻印刷

東京書籍に
巻四

昭和十年三月十日翻刻発行

横須賀市教育研究所蔵本

昭和十年二月十八日翻刻印刷

東京書籍に
巻五

昭和十年八月十七日翻刻発行

国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館蔵本

昭和十年七月二十二日翻刻印刷

日本書籍25
巻六

昭和十二年三月五日翻刻発行

昭和十一年八月二十八日翻刻

昭和十一年二月二十日翻刻発行

横須賀市教育研究所蔵本

昭和十一年二月三日翻刻印刷

東京書籍ほ
巻七
東書文庫蔵本
東書文庫蔵本

昭和十二年二月十八日翻刻印刷

東京書籍へ

昭和十一年八月十四日翻刻印刷

東京書籍へ
巻八
発行
巻九

昭和十二年八月二十日翻刻発行

横須賀市教育研究所蔵本

昭和十二年八月四日翻刻印刷

東京書籍と
巻十

横須賀市教育研究所蔵本
埼玉県立文書館蔵本

昭和十三年二月七日翻刻印刷昭和十三年三月四日翻刻発行

東京書籍と

巻十一

東京書籍ち

『腿
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凡

凡

例
j内容

︵二︶底本

︵七・三︶層別

︵四︶見
︵五・

︵七︶用例と所在

︵五・六︶表記

︵五・三︶品詞

︵四・二︶読み︵五︶見出し語

︵三︶用語採集の範囲

︵七・二︶所在

︵六︶見出し語の排列

︵五・五︶度数

︵五・二︶漢字

︵四・一︶単位

︵五・一︶見出し

j 内 容

︵七・一︶用例文

︵五・七︶活用形

四︶人名・地名などの注記

の注記

出し 語 の 立 て 方

（一

①目録
②本文
③図版

底本のうち︑

底

本

︵三︶ 用語採集の範囲

解説参照︒

各種機関及び個人の所蔵本を底本として用いた︒ 詳しくは本書所収の

︵二︶

全用例のうちアからツの部までを収めたものである︒

︵いわゆるサクラ読本︒全十二冊︒︶の全用語を五十音順に排列し︑その

本書は︑昭和八年度から用いられた第四期国定読本﹃小学国語読本﹄

（一

の部分を用語採集の対象とした︒ただし︑③のうち︑判読しがたい語は

除いた︒表紙・扉・ページを示す数字・奥付などの部分は︑用語採集の

なお︑本文の上部欄外に示された︑仮名・漢字の新出と読み替えの表

対象としない︒

まとめて付録とする︒

示は︑テの部以下の用例を収める﹃国定読本用語総覧7﹄の巻末に別に

位

︵四︶見出し語の立て方
︵四・一︶単

自立語は原則として文節から助詞・助動詞を切り離したものを一単位

とし︑助詞・助動詞は︑﹃現代語の助詞・助動詞一用法と実例﹄︵国立

国語研究所報告3︶を参考にして単位を決定した︒ただし︑

として一単位とし︑語尾にあたる部分を助動詞とする︒

①形容動詞は立てない︒形容動詞の語幹にあたる部分を﹁形状詞﹂

あげる﹂など意味上ほぼサ変動詞﹁する﹂にあたるものが︑体言

②サ変動詞﹁する﹂︑および﹁いたす・くださる・なさる・もうし

または体言相当のものにじかに接続している場合は切り離さな
い︒

④動植物名や固有名詞︵人名・地名・戦争名・課名・題名など︶は

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

⑤同語形であっても品詞の異なるもの︑口語・文語などで活用の

語五段活用と文語四段活用の終止形が同形で併存するものは︑一

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

なお︑単位決定の詳細については︑別に問題語一覧を作成する予定で
ある︒

例

あしたτあす・みょうにち
あす‡あした・みょうにち

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

︵五︶

ち→・じ

じ‡ち︵地︶

あいて ﹇▽おあいていたす・そうだんあいて

み

例
見出し

いつくしま

漢︷子

︵明日︶

u圧記

度数

﹇厳島﹈︹地名︺1
いつくしま

層別

そふ

表記

画影

活用形

︽ーウ・ーッ・ーヒ︾

東の方は此の橋のたもとから︑川にそって電車が

沿ふ

十一348囲嚴島は古より日本三景の一に敷へられて殊

品詞

度数

に名高く︑︿略﹀︒

漢字

出ます︒

六722

そ・う﹇沿﹈︵四・五︶4

見出し

所在︵巻・ページ・行︶

用例

い↑

各見出し語ごとに︑ 次のような事項を記した︒

見出し語の注記

した︒

︵四・二︶ 読

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

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

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

場合も生じるが︑これによって編者の意図の推定できる場合も多い︒例
えば︑﹃用語総覧5﹄の付録6によると︑﹁石﹂という字は巻三の26ペー
ジが初出で﹁いし﹂︵石がき︶︑つぎに︑巻六の64ページに読替が立ち
﹁シャク﹂︵磁石︶︑最後に巻六の95ページに読替が立つ︵大石︶︒ここで

﹃大石﹄の﹁石﹂の読みは︑前の二つと同じであってはならないので︑こ

なお第四期国定読本︵サクラ読本︶については︑読替漢字の読みは編

れは﹁おおいし﹂ではなくて﹁タイセキ﹂だということになる︒
纂趣意書に示されている︒

また見出し語のうち︑以下にあげるように︑国定読本に用いられた語
読みに二通りの可能性があったりして︑検索に支障をきたすおそれのあ

形が︑現代語として一般的な語形と異なっていたり︑漢字表記の語で︑

︵五・一︶

見出し

．うしろあし ←あとあし︵後足︶

活用語は終止形を見出しとし︑活用しない部分と活用する部分との間

た︒

現代仮名遣いによって︑和語・漢語は平仮名︑外来語は片仮名で記し

とが望ましいと思われるものは︑表記の下に‡で示した︒

さらに複数の読みがそれぞれ見出しになっていて︑相互に参照するこ

．かねだか nvきんだか︵金高︶

るものは︑＊印をつけた空見出しをもうけ︑参照すべき項目を示した︒

ユ藷

凡
（14）

例
凡

（15）

に・︵中点︶を入れた︒

︵ 五 ・ 二 ︶ 漢字

の有無などの表記の異なりを列挙した︒
は︑次の順とした︒

①片仮名
②平仮名
③変体仮名
④漢字︵片仮名の振り仮名つき︶

語の識別のため︑必要に応じて︑ 見出し語にあたる漢字を注記した︒

⑤漢字︵平仮名の振り仮名つき︶

形状詞︵形状︶

上二段︵上二︶

助詞

動詞

サ行変格

上一段︵上一︶
力行変格︵力変︶

活用形

して排列する︒

見出し語の排列

二種類以上の表記がある場合

つやゆよ︶は普

同じ仮名の連なりとなった見出しは︑次の各項を一字目から順に適用

たものとみなして︑一字目から順次︑五十音順に排列する︒

通の仮名に︑長音符号﹁1﹂は直前の仮名の母音に︑それぞれ置き換え

平仮名に︑濁音・半濁音は清音に︑小字︵アイゥェォ

見出し語の排列は現代仮名遣いの五十音順とする︒ただし︑片仮名は

︵六︶

また︑二つ以上の活用形がある場合は︑五十音順に並べた︒

て示した︒

分︶は一で記し︑活用する部分を︑原文通りの仮名遣いで︑片仮名によっ

活用形を列挙する際︑活用しない部分︵見出しで︑中点・より前の部

ではなく︑語形上の異なりをさす︒

た︒ただし︑ここでいう活用形の異なりとは︑未然形・連用形などの別

活用のある見出し語の用例について︑活用形の異なるものを列挙し

︵五・七︶

⑧ローマ数字

⑦アラビア数字

⑥漢字︵振り仮名なし︶

︵五・三︶品詞

代名詞︵代名︶

感動詞︵感︶

副詞︵副︶

品詞は次の通りとし︑後に記すような略号を用いて示した︒なお︑助
名詞︵名︶

詞と動詞は︑さらに細分類を行った︒

接続詞︵接︶

助動詞︵助動︶

連体詞︵連体︶
形容詞︵形︶

接続助詞

終助詞︵終助︶

係助詞︵係助︶

準体助詞︵芋助︶

副助詞︵副助︶

助詞は次のように分類し︑後に記すような略号を用いて示した︒

格助詞︵格助︶
︵接助︶ 並立助詞︵並助︶
間投助詞︵間助︶

五段︵五︶

また︑動詞は活用の種類によって分かち︑次のように示した︒

四段︵四︶
下一段︵下一︶

ラ行変格︵ラ変︶

人名・地名などの注記

ナ行変格︵ナ変︶

下二段︵下二︶
︵サ変︶

︵五・四︶

見出し語の意味・用法について︑必要に応じて︑﹁人名・地名・課名・

︵用例の数︶を記した︒

話し手名﹂などの注記を加えた︒なおその場合には品詞は省略した︒
︵五・五︶ 度 数

見出し語ごとに︑その使用度数

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

例

凡
（16）

①清音←濁音←半濁音

したが︑必要に応じて長短がある︒用例文の中間の一部を省略する場合

漢字字体は︑対応する普通の明朝活字体とした︒

い︒

層

別

なお︑目録と図版中の語については︑原則として層別の表示を行わな

た︒

上記の分類の第一字目によって︑図贋圏國圏のように区分を示し

以上のうち︑口語文・散文・地の文については注記せず︑それ以外は︑

③地の文会話文

①口語文文語文候文
②散文韻文手紙文

用例文の文体上の性格を次の三類八種に分類した︒

︵七・三︶

のように記し︑目録または図版中の語であることが分かるようにした︒

五36図

六目2

なお︑目録と図版中の語は︑それぞれ

ジ・行の順で所在を示した︒

用例は︑見出しにあたる語のはじまる位置によって︑底本の巻・ペー

︵七・二︶所在

付録に全体の形を示す︒

なお︑五十音図・いろはは︑本文ではそれぞれ一部分を示すにとどめ︑

用例中︑見出し語にあたる部分は太字で示した︒

同一見出し語に含まれる用例は︑底本における出現順に排列した︒

は︑︿略﹀のように示した︒

用例の長さは︑五十字︵本書の三行︶程度を目安として︑一文を採用

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

①次の品詞順とする︒

名詞←代名詞←形状詞←副詞←連体詞←接続詞←感動詞←助詞←
動詞←形容詞←助動詞
a名詞のなかでは次の順とする︒
課名←話し手名←人名←地名←それ以外の名詞

b助詞のなかでは次の順とする︒
格助詞←副助詞←係助詞←接続助詞←並立助詞←準体助詞←終
助詞←間投助詞
c動詞のなかでは次の活用順とする︒
四段←五段←上二段←上一段←下二段←下一段←力変←サ変←
ナ変←ラ変

a漢字表記の付けられるものについては︑字数の少ないものか

②漢字表記の付けられるもの︑付けられないものの順とする︒
ら多いものの順とする︒字数が同じ場合は︑一字目の画数順と
し︑一字目が同画数の場合は︑﹃康煕字典﹄の順に並べ︑同字は

まとめたうえで︑二字目の画数順とする︒

b漢字表記の付けられないものについては︑

用例と所在

平仮名←片仮名︵外来語︶の順とする︒

︵七︶

︵七・一︶ 用例文

用例は︑仮名遣い・分かち書きなどまで︑できるだけ原文通りとした︒

1

あ一あいうける

あ

あ
︵感︶12

ア

あ

一296圃 ア︑ミンナガ︑ ワット
ニゲテイッタ︒

あ︑いふねぢはもう無くな

くからあったやうです︒

九284囹
つて︑あれ一つしか無いのだ︒

上であらう︒

九264園あ㌧︑何といふ情ない身の

弟が︑たいくつして︑

﹁あ︑ん︒﹂と言った︒

六265園

きあい・ぐあい・くみあい・さしあ

大空にそ＼り立つ二十階・ あい ﹇合﹈﹇▽いいあい・うけあい・お

い・しあい・しりあい・つりあい・な

九503国

三十階の大建築︑︿略V︑さういふも

母は號外をちらと見て︑

げあい・ばあい・わりあい

十爾3園

と︑つくぐ感じさせられました︒

のを見ただけで︑あ㌧アメリカだな

あ︑︑多年の苦心は遂に報

憶良は︑遣唐使に從って支

あい ﹇愛﹈︵名︶1 愛
けんたうし

那へ渡ったこともあり︑元亀切者で

十二㎜2

其の方面で特色ある歌を多く残して

あみ

あるが︑人間に封ずる愛の心に富み︑

みる︒

たら︑りっぱな學者になるであらう

た︒

十二㎜3園
のか︒

ましぢや︒

あ︑︑天は予をほろぼし

かいけふ

船が金門海峡にさしか＼つ
あみ
て︑左右に山を仰ぎながら︑一路藍

九494囲

をた＼へたやうな水路を進んだ時は︑

見ると︑水の色はどこまで

何となく胸がをどるやうでした︒

あみ

十一価4

紅色の壁面が湖水の藍に映

も藍だ︑透明だ︒

じて︑さゴ波が紫に見える︒

十一聯6

アイウエオ︿略﹀︹第七巻付

あいうえおく略﹀︹第七巻付

ける ︽ーケ︾

が出て︑師弟相承け相縫いで︑和算

十二m11

孝和の門下には幾多の人物

あいう・ける ﹇相承﹈︵下一︶1 相承

録参照︺

三慨図

録参照︺

一76図

いうえおく略V

あいうえお2アイウエオ︿略﹀あ

あ︑︑天は予をほろぼし

あ︑︑あ＼︑後悔先に立

︵感︶−あ㌦ん

←ごひゃくにじゅうろくアール

たず︑

十二衛6園

ああん

あ＼︑あ︑︑後悔先に立

たず︑飼犬に手をかまれた方がまだ

十二価6囹

あ︑︑何と申し上げたも

十一一3010園

た︒

十二302圏

ベン先生ですか︒

十一伽4園あ〜︑あなたはベートー

曲だ︒

十一悩10囹あ︑︑あれは僕の作った

來ました︒

十一399圏あ︑︑い＼お嫁さんが出あい ﹇藍﹈︵名︶3 藍 藍

に︒

十一141囹あ〜︑此の子が男であっ

いられたり︒

十515図

いふ見出しのある所を見るのです︒

あ㌧︑それなら︑天文學と あい ﹇相﹈了いりあい

るやうでは︑選學もおしまひだよ︒

四川4軽 あ〜︑よい所だ︒
四悦4医 あ︑︑よいお天長だ︒
四鵬2圏 あ︑︑はっかしいことを
申しました︒

六404圏あ︑︑さうだった︒
六996闘あ︑︑當分やつかいになり
ますよ︒

六伽8園 あ︑︑お参りしたよ︒

七31囲あ︑︑朝の海︒
七69囹あ〜︑我が妻よ︒
七748囹あ㌧︑あぶないことだ︑あ
あ㌧︑あぶないことだ︑あ

ぶないことだ︒

七757園

九942囹

﹁︿略﹀︒﹂﹁あ︑いふ連中が今度も出

十年4囹あ㌧いふ風に︑みんなが選

ア・

あ＼

學の義務といふことを強く感じれば︑

﹇鳴呼﹈︵感︶28

選學は自然眞劒になる︒

三364囹ア・︑サウシマセウ︒

ああ

三682囹あ︑舟がしつむ︑しつむ︒

四142囹あ︑︑よくかへって來た

三796園 あ︑しまった︒

三878囹 あ︑しまったQ

あ＼

ね︒

五316圏 あ︑汽車だ︑汽車だ︒
六555園 あ︑人がこっちを見て居る︒
るまい︒

六㎜3園 あ︑なるほど︑それはわか
七541国 あ︑もう九時五分前です︒

た︒

七撚7 あ︑とうくかくれてしまつ

あ ︑瀧か︒

十411囹 あ︑これがさうなのか︒
十44．7園

︵副︶6

まりではございませぬか︒

十二箇5囹 あ︑もうし︑それはあん
ああ

八榴6囹 あ︑いふ風に髄をしぼると︑
中の水が勢よく下へ出る︒

八備4囹 だから歩く時︑あ︑いふ風

あ〜︑其の事ですか︒

ぶないことだ︒

七麗7園

あ〜︑母はもう此の世の人で

に頭が傾いて︑へんなかっかうに見
えるが︑あれは胴なのだから︑別に

八422

たかいにほひ︒

八635圃神のたふとい
あ︑︑菊の

御心なのか︑アール

はないのかと︑力を落して居ました︒

不思議はないのだよ︒

九73 空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ︑
いふ風に飛んでみたいと思ひ︑いろ

く工夫をこらした人は︑かなり古

あいうつ一あいだ
2

﹇相打﹈︵五︶1

はいよく進境を見せた︒
あいう︒つ

相打つ

氣のきいた轟は︑めったにないもの
だ︒

ごでしょ︒

四723駅

アイサツ

じゃんけんぽんよ︑ あひ

﹇挨拶﹈︵名︶一

四883

﹇▽ごあいさつ

とある店に立寄ると︑主 あいさつ

人らしいインド人が出て來て︑片言

十一襯11圏
の英語で盛にあいきやうを振りまき

︽ーチ︾

十二慨7 濁酒相打ち相激して遂に砲

あ

︽ーシ︾

﹇挨拶﹈

車二乗リマシタ︒
いさつする

あいさつ・する

︵サ変︶1

あ

﹁︿略﹀︒﹂トアイサツヲシテ︑汽

︽一

それぐ猛烈な射撃を開始した︒

あいず・する ﹇合図﹈︵サ変︶1 合圖

たじたじと引きめになった所

する ︽ーシ︾

を︑藤吉郎は︑再び扇を上げて左右

七914

合圖

﹁︿略﹀︒﹂中間は隊を組んで︑

﹇合図通﹈︵名︶1

の隊に合圖した︒

七887

愛する

前へ︑後へ︑左へ︑右へ︑合圖通り

に動いた︒

︽ーシ・ース・ースル・ーセヨ︾

あい・する ﹇愛﹈ ︵サ変︶4

十和田湖の愛すべく親しむ

國語を愛せよ︒

べき風光を︑こ＼に見出したやうに

十一榴1

平和を愛し︑美を喜ぶ我が

私は感じた︒

十一醜5

孔子の理想とする﹁仁﹂

國民の優美な性情と︑

についても︑或者には﹁人を愛する

十一一361！闘

ことである︒

︽ーセ︾

本土の西︑近く九州と相

しものせき

接せんとする所下關海峡あり︒

十一515図

す

親だあいせつ︒す ﹇相接﹈ ︵サ変︶1 相接

合圖

合口のたいこが鳴った︒

腹

合圖のたいこが鳴りひゴいた︒

宣長がかねて買ひつけの古

アヒダ

間 ‡

本屋に行くと︑主人は愛想よく迎へ

十一6810

あいそう ﹇愛想﹈︵名︶1 愛想

七902

て︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

あいだ ﹇間﹈︵名︶87

部隊長車の第︸護を合圖に︑ かん﹇▽このあいだ

皆が︑手を上げて別れの合圖

七928

九備5

をする︒
十一一821！

通り

あいずどおり

ニイサンバ︑元氣ナ聲デ︑

火を交へ︑しかも徳川方がもろくも

﹇愛敬者﹈︵名︶1

あいきやうのない言葉ぢ

ます︒

あいきょうもの

や︒

十二柵7園

敗れたのである︒

あいえい・ずる ﹇相学﹈︵サ変︶1 相
︽ージ︾

十一伍1 所々に白雲がたゴよって︑

映ずる

相親

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂とあい

いきやう者

十二燭3

中腹をおほひ︑峯をかくし︑引々の

﹇相親﹈︵四︶1

愛す

田園自ら樂しみあり︑魚 九m1
﹇愛﹈︵サ変︶2

愛すべく美しき山野は︑

感いよく深し︒

お山の上では︑

﹇合図﹈︵名︶7

四387蟹

あいず

あひつ

太古以來の歴史と結び文學と結びて︑

十二柳5図

十922図圃園我に愛する良馬あり︒

ス・ースル︾

あい・す

鳥また相親しむ︒

十二2410図

︽ーム︾

さっした︒

あいニう

しむ

十一㍑9国盛にいるかがをどつて見
でした︒
相

雪渓と相映じて︑山々を奥深く見せ
哀音

︵サ変︶−

あいしたし・む

﹇哀音﹈︵名︶1
あいげき・する

﹇相田﹈

せました︒︿略﹀︒全くあいきやう者

る︒

あいおん

十二塒3図 人なつかしげに寄り下る
激する

丁々相打ち相激して遂に砲

︽ーシ︾

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ

十二搦7

ろ

敗れたのである︒
あいこう
﹇哀公﹈︹人名︺！ 理工

あいこう

火を交へ︑しかも徳川方がもろくも

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

相攣ら

さますも︑奈良には訣くべからざる
﹇相変﹈︵副︶1

風情なるべし︒

あいかわらず

愛國

或日︑魯の哀公が孔子に︑

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねた︒

十二412

﹇愛国﹈︵名︶1

九㎜1 かういふ所で︑たまくなつ

あいこく

十一4711 今日も相攣らず︑︿略﹀機

ず
械を相手に︑﹁もの言ふおもちゃ﹂
の研究に鯨念がありません︒

あひこでしょ

の

ぬき︑

︵感︶−

ぼんぽこ︑あひつ

ちごく
かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

つゴみ︒

わしが扇で合圖をする︒

愛機

で佛にあった心地がし︑愛國の心が

七884園

﹇愛機﹈︵名︶2

十一㎜2 腹一ぽい爆揮をか＼へた愛

泉のやうにわき起るのを感ずるので

あいき

機に身をゆだねると︑やがて出獲信

次に合圖をする︒

非常な機出好きで︑しかも愛

愛國

七886囹
心

あいこでしょ

國心の強い青年であった︒

八806

﹇愛国心﹈︵名︶1

ある︒

あいきや

あいこくしん

號の下に滑り出す︒

た︒

﹇愛敬﹈︵名︶3

十一捌2 突然︑愛機がぐらっとゆれ
あいきょう

う
九囲7 此のくらみあいきやうのある

3
あいだ一あいだ

五798

カウシテ︑雨ドヒト柿ノ木ト

そぜい

の間租税を免じて︑民のかまどの煙
の立つやうになったのを大そうお喜

﹁︿略﹀︒ ﹂ ト ︑ オ モ ッ テ ヰ ル

びになりました︒

二佃6

ノ間二︑一スヂノ綜ガ︑空中ニピン

じっとして居る間に︑雪舟は︑いろ

と︑お堀をへだてて二重橋が見え︑

其の右の方には︑木の間から御所の
お屋根も秤される︒

よくく見ると︑二つの目だ

に乗入れる︒

けを砂の間から出して︑ぎょうりき

八幽9

ようりと目玉を動かしながら︑外を

月の初はまだ寒くて︑冷たい

眺めて居ます︒

どうだ︑二人に五十人つつ 九14

雨の降りしきることもあるが︑其の

もちろん其の間︑飛行機は

日々に改良せられ飛行技術もまた非

九175

來る︒

畠や道端の若草が目に見えてのびて

やなぎ

中間を貸さう︑三日の間けいこを
大分長い間お悪かったさう

間にも︑柳の芽の緑が日ましに太り︑

で︒

常な進歩を遂げたのですが︑

七衛5

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも言はな

にも︑日本語がだんく廣まって行

では十重萬人にもなり︑満洲人の間

しか住んで居なかったのですが︑今

ひようと射る︒

んと思ひ︑左右の耳の間をねらひて

狐を追ひかけしが︑射殺さんもふび

かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑

八264国満洲は雨が少く︑私がこ＼ 九349 傳令員は直門を吹きながら︑

きます︒

八248囲其の頃︑日本人は数へる程 九186図 義軍︑背中のうつぼより︑

かったといふことである︒

大豆は︑これから後一生の間︑

七㎜6園

させ︑槍の仕合をさせてみては︒

ちゅうげん

七865園

の間に︑必ず仕上げよとのことだ︒

七794囹殿の仰では︑明日から三日

アヒダニ︑ボクハ︑車ノカズ
けれども︑それは︑をり主な

ガ︑ワカラナクナリマシタ︒

た︒

六538
から顔を出して居る︒

おや︑誰かが︑しやうじの間

つて死んで居る敵の死がいの間でし

五畜6

トハリ渡サレマシタ︒

三508園少シノアヒダ︑オヒマ
ヲ下サイ︒

三974 ﹁︿略﹀︒﹂ヲヂサンガカウ

イッテヰル間二︑ウンテンシュ
ハ車ヲ ハヅシマシタ︒

と う く 一 さ うの舟を作り上

四87 さうして︑長い間か＼って︑ 弓丈3 本堂の柱にく＼り附けられて︑
げました︒

くと考へ如けました︒

したが︑

四323園長い間おせわになりま 六櫛2囹 其の昔日の中を通って行く
四457囹 こ＼に立って︑お月様
を枝の間から見たまへ︒

掘返した土のかたまりの間に

﹁︿略﹀︒﹂と呼んで︑つり床の間を縫

ありのま＼に申さざる間

に來てから二箇月になりますが︑其

九522国

サンフランシスコからロス

に見えます︒

や美しい町の上などに︑三民のやう

九511国港の景色が︑高い建物の間

は︑何時までもかくてあるべし︒

九464図囹

は︑もうひたひたと水がた＼へられ

爾軍立に押寄せて︑其の間

つて行く︒

八332図

ん︒

の間ほとんど雨らしい雨は降りませ

最初に出たのは︑もう二葉の

萬壽は格子の間から手を入れ
合って泣きました︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂親子は手を取

わっかに三町ばかりとなれり︒
かうし

自由時間で︑其の間に思ひくの事

八447
をします︒

夕食後は僕等の最も射しい

つて出て來ました︒

間から︑小さい本葉が柔い毛をかぶ

七唱9

て居る︒

七274

やうである︒

四463すると︑月は枝の間に 七265 ちやうど︑たんざく形の緑の
じっとしてゐますが︑雲は
敷物を︑程よく間を置いて敷並べた
さっさと走って行きます︒

四777その間に︑三ちゃんは︑
長い間のつかれが出た

かばんを取りに行きました︒

四川8
冬ノ間ハ︑寒イ北風ガ

とみえて︑

四悩5

ビュウビュウト吹キマハリマス︒
の間から︑私たちの學校や役場が︑

五297 その方へ行って見ますと︑木 七503困
小さく見えました ︒

アンゼルスまでの間は︑アメリカ合

衆國でも︑一番景色のよい所だとい

此の間︑たゴ水と空ばかり眺
めてみた身には︑島上の此の美しい

八備2
な家庭で︑其の日常生活の間に︑軍

兵螢は︑いはば一つの大き

な日に照らされ︑夜はきれいな月を

はれてゐます︒

五719 その間を︑私たちは︑書は暖 七534国

都市が︑まことになつかしいものに

左は山︑右は海︑此の間を
思はれる︒

汽車は︑しばしば十敷米から二十米

九524国

人としての精神をやしなふ所なので

昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀三年 八六1 網船二さうの間へ︑まっすぐ

す︒

七727

浮かべながら︑ゆっくり歩きました︒

五737 かうして居る間に︑私たちは︑

とうく海へ出ました︒

あいだ一あいだ
4

ぐらみの高さの山腹を縫って走りま
す︒

九㍑6

山と山との間に︑黄色い川の
其の間を縫って員直に走るも

やうに見えるのは︑論著であった︒

九帽9
のは︑私たちの乗ってみる飛行機の

九561国 無限の畠︑牧場︑森︑林︑
影法師であった︒

田圃の間に︑幾條の道路が縦

さうして︑まばらな村落と幾つかの

る︒

西神門を出でて行く道は︑

僕等は︑機械のたくさん陳列

十258国

やがて︑島と島との間のせ
岩と岩の間の道を抜けて︑ひ

みと感ずる︒

今を盛りと咲いてみるのを見た︒

かと見れば岬なり岬かと見れば島な

向かふの山脈との間は︑千尋の渓谷

十一522図船の其の間を行く時︑島 十一梛3 僕等が今立ってるる所と︑

を刻んで︑其の底に高瀬川の鳴って

や㌦ともするとくつれよう

みるのが︑かすかに聞えるやうな氣

りQ

爾岸及び島島︑見渡す限

がする︒

十一5210図

十﹁囲2

時にぶなの密林が︑梢の間

やすみや

中山半島の西湖岸を休屋

に至る間は︑島あり︑岬あり︑入江

十一慨11

鮮かに浮立たせたりした︒

れる太陽の光が︑下草のしだの緑を

から青空をのぞかせたり︑茂みをも

十一悌10

にすがりながら進んだ︒

とする砂と岩との間を︑﹁はひまつ﹂

り田園よく開けて︑まうせんを敷け

宣長は眞淵の志を受けつぎ︑

るが如く︑白壁の民家其の間に嵩在
す︒

十一743

三十五年の間努力に努力を書けて︑

﹁えぞまつ﹂﹁とゴまつ﹂の

遂に古事記の研究を大成した︒
十一815

原始林の間に開かれた高原の道を自

ノテトよりナニヲーに至

動車で東へ走ると︑

もあって︑諾するによく︑遊ぶによ

十一942図

る間︑大陸迫り︑潮水南に流れ︑波

霧の間に﹁さうしかんば﹂

やがて打績く松並木の間

眼下に横たはる奈良市街

長い間の難行苦行に︑身も

其の間を︑がっしりした二

階附の乗合自動車が︑押すな押すな

十二術8

と此の言葉に耳を傾けた︒

心も疲れきった一人の修行者が︑ふ

十二鵬1

走る三筋の路は︑

の西︑遠く連なる田園の間に東西に

十二鵬4図

にぬかつく︒

を過ぎて境内に入り︑先づ辞殿の前

十二44図

せたランチが進んで︑

の船の間を縫ふやうに︑私たちを乗

江上にもやひする大小無数の船︑其

岸に績く倉庫・洋館の列︑

い︒

十一捌11

の林が績く︒

﹁はひまつ﹂の間に︑高さ
皿米にも足らぬ﹁たかねざくら﹂が︑

十一悩1

十﹁鵬7困

静かなりしに︑

其の間︑山にさしか＼れ
ば舟を引きてこれを越え︑河・湖に

十一969図

出つればまた舟を浮かべて進む︒

雨雲に似てゐますが︑所々
て︑其の間から日光がもれたりしま

に青空が見え︑雲の端々が白く見え

此の間にも︑東海丸は刻々と 十一堰7

さうして︑其の間に歌を作つ

す︒

十一佃7雨の降ったあげく︑山の間
などから流れるやうに滑り出る白い

かうして前後三段の間門を通

雲は層雲といって︑雲の中でも一番

くわいらう

低い雲です︒

過する間に︑船は海面から二十六米
夕日と僕との間には︑さへぎ

ろうもん

あけ
緑深き木立の間から︑朱の

る物一つない︒

十椴1

も上るのです︒

十伽1

て紙にした＼め︑

十研5

沈んで行った︒

・十7210

よつこりと出た所に︑

十458

まい水道を過ぎました︒

十324困

らしいおもむきを見せてゐます︒

其の間に島民の家がまじって︑南洋

ますから︑町も大方内地風ですが︑

内地人がたくさん住んでゐ

してある間を通って︑すぐ二階へ上

十94

しばし森林の間に人をいざなふ︒

十47図

に横に績く︒

九鵬5

都市︑其の間に︑世界第一といはれ
るミシ・ッピ川が︑洋々と流れてゐ
ました︒

九577国 廣い場内を一巡する間に︑
豚や牛がはだかになり︑肉になり︑

ハムになり︑又くわんづめになって
行くのが︑順序よく見られます︒

九656 此の色の美しい佛法僧は︑書
の間盛に高い木から木へ飛んで︑
た ︑ ＼ ﹁ ギ ャ ギ ャ︒﹂と鳴くのですが︑

かるやうに︑元來熱帯地方の鳥で︑

九675 其のはでな色彩から見てもわ
それが夏の間だけ日本へ飛んで來る
のです︒

て來た︒

九854 其の間に︑毛利の大軍がやつ

九価9 小熊座と北斗七星との間に尾
を入れて︑小熊座を包むやうに︑の
りよう

ろくと曲りくねって連なる十ばか
りの星を龍座といひますが︑

壱越8 其の間を汽車はすさまじい勢
で走る︒

九佃10 汽車は︑もう京城の市中を走
つてみるのだ︑家々の間を︒

九衡4 暑い日がやっと暮れても︑よ

十一86

色あざやかな大鳥居・櫻門・廻廊

ひの間は家の中がむっとして︑柱も
壁も︑さはるとどうやら熱氣を吐い

を望む時︑神域のけだかさをしみじ

しんみき

てるる︒

5
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でつめかける︒

十二槻8 一だんと大きなはんの木の
間に︑かぶった白い手拭が見える︒

十二鵬10 草の芽の間から立上る水蒸
氣のかげもなつかしい︒

十一一柵4此の間．にも︑主家の難を救

︽ーイ︾

孝和の門下には幾多の人物

あひっち

が出て︑師弟相承け相縫いで︑和算

十二m11
はいよく進境を見せた︒
﹇相槌﹈︵名︶1

十一櫛2 ﹁︿略﹀︒﹂僕が思はず叫ぶと︑

あいつち

打つやうに言ふ︒

正雄君が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あひっちを

相手

と見たきり何とも言はず︑妻も︑

雨が降出しました︒

みる矢先︑十三日の夜︑あいにく大

し

あいにく此の地方に戦齪が

あみのしま

あって︑道ははかどらず︑遂に糧食

十二335

もありません︒

椰子の梢には︑そよとの葉ずれの音

や

散歩すると︑あいにく風は絶えて︑

十一襯5国夕やみ迫る廣い海岸通を

金を出さうとすると︑老人は︑ちら

彼は︑鹿介を好き相手とつけ

﹁︿略V︒﹂と言って相手にならない︒

九781

別な部屋では︑息子を相手に

ねらった︒

十664

そばでは︑母が娘を相手にき

父がかますを織ってみる︒

十672

が書きてしまった︒

あみのしま

白洲に近き藍島の漁夫︑

淡路島の東端︑本土と相

あはち

きたん

十一517図

︽ーム︾

あいのぞ・む ﹇相望﹈︵四︶1 相望む

てあそばれて進むこと能はず︒

れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも

げんかい

先づこれを救はんとして船を出した

十二悩3図

中には其の研究をばかにし あいのしま ﹇藍島﹈︹地名︺1 藍島

ぬたを打ってるる︒

行ってごらんになると︑なる 十︻465

よし︑相手は羅刹にもせ

望む所紀淡海峡となり︑厭軍に近き

︽ーシ︾

五月の太陽は︑

ほがら

波打つ自門にをど

目ざめるやうな野菜畠に齪舞

あいま ﹇合間﹈︵名︶1 あひ間

し︑ 苗代の青田を愛撫し︑

なはしろ

り︑

かに︑力強く︑

十一368魍

する

あいぶ・する ﹇愛撫﹈ ︵サ変︶−

なると

よ︑悪魔にもせよ︑佛の御言葉とあ

玉垣一つをへだてて相隣す
せいがんと

相成る

ぜひく官軍さし向け

﹇相成﹈︵四︶1

るは︑青岸渡寺なり︒
あいな・る

十二梱4圓国

︽ーリ︾

しかも︑此の戦圏のあひ間

會

を巧みに抜けて︑こしゃくにも我が

十一鵬11

爆撃編隊に突進する敵機がある︒

あいまいら・す ﹇会参﹈︵下二︶1

我も︑今父上のよみが

十二525図園

ひまゐらす ︽ースル︾

あいにく

では︑もう大丈夫だと思って

﹇生憎﹈︵副︶3

候所存に候︒

十価2

あいにく

愛撫

所鳴門海峡となる︒

あいとなり・す﹇相隣﹈︵サ変︶1相

れば聞かねばならぬ︒

十二柵2園

もちや﹂の研究に江口がありません︒

附けた機械を相手に︑﹁もの言ふお

磁石や︑時計のぜんまいなどを取

じしゃく

今日も相攣らず︑針金や︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑相手にしない友達

錦の御主を肩にかけ︑相手を

十一481

ほど︑相手は︑おそろしさうな男で
相手は︑急に様子をかへて︑

もありました︒

七593

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五995

す︒

五979

﹇相手﹈︵名︶13

はうと︑朝廷へ寛大の御与頭を請ひ

間々

あいて

奉る歎願書をたつさへた關東方の使
くし

﹇問間﹈︵名︶1

者は︑櫛の歯を引くやうに京都へ向
かったが︑

あいだあいだ

十一伽1 其の間々に︑白い﹁はくさ
んいちげ﹂や︑深紅の﹁べにばない
ちご﹂などが貼々と入侮れてみた︒

あいたい・す ﹇相対﹈︵サ変︶1 相封

にらみつけながら︑いうくと其の

︽ーセ︾

す

場を立去った義光は︑やがて宮に追

いや︑あなたの所は昨年は
大へんな御不幸で︑働手のむすこさ

七榴3囹

附き奉った︒

八974図 屋島の合職に︑源氏は陸に
陣を取り︑平家は海に船を浮かべて
相立つ

十捌3図

隣す

﹇相立﹈︵四︶1

相封せり︒

んはなくなられるし︑お孫さんは小

あいた・つ

さいし︑よめさん一人を相手に働い

︽ースル︾

十二梱2圓困 何とぞ私への御弓手と

︽ーチ︾

て居られる所へ︑暮からあなたの長

これんみん

思し召され︑汚名をす＼ぎ︑家名相

それがさ︑あってみると︑
先方はほんの青二歳で︑相手にする

七襯1園

わづらひでせう︒

相つぐ

立ち候やう︑私身命に代へ願ひ上げ
﹇相次﹈︵四︶1

参らせ候︒

あいつ・ぐ
︽ーイ︾

私事も當家滅亡を見つ＼長らへ居り

られ︑御取りつぶしに相成り候はば︑

旅人が︑わけを話してお禮の

候も残念に候ま＼︑きっと畳悟致し

のもばかくしかったが︑立合ふだ

七悩9

込んで來た︒

つで︑立上るが早いか︑いきなり打

相手はばかにすばしこいや

けは立合ってやったよ︒

くちく

相縫ぐ

七麗4園

十一579図我が騙逐隊より二回の水

﹇相継﹈︵五︶1

其の他の諸艦も多く相ついで沈没せ

雷攻撃を受けて︑敵の両旗艦を始め︑

り︒

あいつ・ぐ

あいまつ一あおい
6

﹇相侯﹈︵五︶1

相待つ

へらせ給へるに會ひまゐらする心地
す︒

あいま・つ
︽ーッ︾

十一331 今は金物も古びて黒くなり︑
とびら

玉轟の羽も光を失って︑たゴ扉や墓

にゑがかれた室里のみが色をと窟めて

みるが︑當時は︑形の美と相待って︑

輝かしい色彩がどんなに尊く舞され
たことであらう︒

︽ーミル︾

あい・みる ﹇相見﹈︵上一︶1 相見る

揮丸あともいちじるく︑ くつれ淺

十891下露 庭に一本なつめの木︑

あふ

會ふ

今ぞ相見る耳管軍︒

﹇ 会 ﹈ ︵ 四 ・五︶13

れる民屋に︑
あ︒う

う

︽ ー ッ ・ ー ハ ︒ ー ヒ・ーフ・一へ︾←おあ

ある︒

張良︑或時橋上にて白髪の

一老人に會ふ︒

十935図
十欄6図 石段の幾曲折をあへぎあへ
こえいか
へんろ
ぎ上れば︑白衣の遍路︑御詠歌を唱

時に︑名物の筏のいうく

へっ＼下り來るに會ふ︒
いかだ

十揖4図
御民われ生けるしるしあ

として流れ來るに會ふ︒
あめつち

十掴7図圏

まぶち

三633

しばらく行くと︑向かふ

赤︑青︑黄︑紫︑あらゆる色

のテープが︑降るやうに入りみだれ

七梛8

りっぱな門が見えます︒

に赤や︑青や︑黄でぬった︑

三鴨6

ガデル︒

さうして︑べつのぐわよう ﹁311圃 クルクルマハル︑ アヲ

しを細長く切って︑それをじ
ぶんたちのあたまに合ふやう
に︑わに作って︑めんにつけま
した︒

こ＼に御主人の書附があ

こん

て落ちて悩ます︒

もいひやうのない︑深くて︑しかも

さてく︑書中に合って 十307国 それは︑紺とも青とも紫と

るによって︑それに合ったらば買ひ

十二568囹
ませう︒

十二581圏
嬉しうござる︒

山腹に車をすて︑石段の幾
山腹に車をすて︑石段の幾
かうして︑つゴら折の明か
かうして︑つゴら折の明か
﹇敢﹈︵副︶1 あへて
さうなん

青青

僕のみない時は︑何時でも青

﹇青青﹈︵副︶6 青々

五167

青々と植ゑつけられた夏の稻

草が青青としげってゐました︒

あお・い

いたる所水田がよく開けて︑

見渡す限り水田が黒いて︑

縁傳ひに入口の方へ行くと︑

﹇青﹈︵形︶16 アヲイ 青イ

人が二人頭を下げてみる︒

そこには青々とした野菜を持つた老

十二唱8

青々とした稻が勢よくのびてみる︒

九麗3

稻が青々とのびてるる︒

九柵8

田を思ひ浮かべて居るでせう︒

八117

をうつすこともありました︒

は︑時々とんぼがとんで嘗て︑かげ

五141水草が青々とのび︑水の上に

あおあお

と遊んでみるやうでした︒

九梱5

になりました︒

君のうちの子馬の青と大そう仲好し

何時の頃からか︑北斗は︑清

明かるい色です︒

り天地の榮ゆる時にあへらく思へば
も

あお

九梱3

﹇▽とりあえず

か

あえて

報を手にした時︑妻は早くも夫の死

十777

だから︑東海丸遭難第一の電

るい山道をあへぎあへぎ登った︒

十一宙4

るい山道をあへぎあへぎ登った︒

十一柵4

曲折をあへぎあへぎ上れば︑

十㎜5図

曲折をあへぎあへぎ上れば︑

十㎜5図

︽ーギ︾

あえ・ぐ﹇喘﹈︵四・五︶4あへぐ

はらくと流す︒

へ︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひもあへず︑涙を

や㌦ありて頼朝涙を押さ

あなたがよく會ひたいと あ・う ﹇敢﹈︵下二︶1 あふ ︽1へ︾

お話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

十一691園

フ︾﹇▽いいあう・うちあう・うなずき

十二528図

あお ﹇青﹈︵名︶2 青

牧舎の近くまで行くと︑牧

先程お見えになりました︒

十一792

夫に追はれながら︑いうくと道端

上海を出て三日目の午後︑

の草を食んでやって睡る牛の一群に
會つた︒

十一襯7國

七十歳の大聖孔子は︑弟子

始めて洋上のスコールにあひました︒

顔回の死にあって︑聲をあげて泣い

十二303

のもばかくしかったが︑立合ふだ

た︒

先方はほんの青二歳で︑相手にする

黒川9園 それがさ︑あってみると︑

けは立合ってやったよ︒

にあひながら︑やうく向かふの岸

七号2 さうして︑ずる分あぶない目 あ・う﹇合﹈︵五︶3合ふ︽ーッ・一
あう・えいじあう・かさなりあう・か
たりあう・かみあう︒かんじあう・き

に着いた︒

八81 又時に不意のあらしや︑其の

う・たすけあう・たちあう・つきあ

を察し︑見舞の客に結しても︑あへ

りあう・くいあう・くみあう・だきあ

て取りみだした様子を見せなかった︒

他思ひがけぬ災難にあはぬとも限り

う・とりあう・にあう・ののしりあ

う・つけあう・であう︒てつだいしあ

ません︒

九三10 かういふ所で︑たまくなつ
ちごく
かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

う・はなしあう・みせあう・むかいあ

アヲ 青←うす
いたまう・むきあう・もちあう

﹇青﹈︵名︶4

で佛にあった心地がし︑愛國の心が

あお

泉のやうにわき起るのを感ずるので

7

あおいろ一あおぐ

青い

阿遠以

ア ヲ イ

︽ーイ︒ーク︾﹇▽うす

一213圃アヲイソラニ︑ ギン

あおい

ノツバサ︒

小サイシラホガ

ニツ

ひはだぶき

し

正面建声門をへだてて︑斎言葺の紫
しんでん

薄暗いらふそくの火のもと

﹇青色﹈︵名︶1

青色

へうちゅう

やうになったのは︑まことにいはれ
はくぎよく

のあることである︒

まだ明けきらぬ空に︑また＼

くんれん

軍艦旗を仰いで︑心の底まで
取掛るのである︒
かいけふ

さうして︑山の端にか＼る三
鹿介は︑此の小僧さんを主君

ども︑岩に當り石に砕け︑

ひえい

仰げばはるか北東の空に︑

くっきりと比叡山が占えて︑皇城鎭

十一81

護の姿を昔ながらに見せてみる︒
からもん

豊凶神社に華やかな唐門を

仰ぎ︑三十三草堂に一千一健の御三

十一98

を秤み︑

十一2810 先づ塔を仰ぐ︒
やくし
先づ仰がれる卜師の尊像に︑

十一304

湖上に舟を浮かべて︑雄阿

深い心の感動を覧える︒

十一802

をの

寒岳の急斜面が迫る絶壁を仰ぎ︑千

古斧を知らぬ湖岸一帯の密林を見渡
てう
した時︑私の心はすでに人間界を超

ゑつ

先づ和琴半島の優美な姿を

越してみた︒
わこと

十一823

賞しながら進むと︑湖景は快く開け

も

こと

て︑水上に美しい中島を望み︑封岸

ひ

公園神樂岡に上ると︑先つ

かぐらがをか

に秀麗な藻琴山を仰ぐ︒

十一㎜9

きんぴやうぶ

依仁親王武功記念碑が高く仰がれる︒

よりひと

十二211図韻下前にたまぐしとりて

彩な火口壁があらはにも仰がれる︒

十﹇慨4金屏風・五色岩など︑多
十13図神宮橋を渡りて︑先づ仰ぐ

うねび山たかきみいつをあふぐ今日

白雲の行方でも見てみるの

大鳥居に︑菊花の御紋章を拝するか

だ︒

先生は仰げば仰ぐほど高

く︑接すれば接するほど奥深いお方

十二398圏

るをした老人の姿も見受けられる︒

か︑大空を仰ぎながら︑くはへぎせ

十二262

かな
仰げば庭前の柿の梢は︑大
空に墨書をゑがき︑鈴なりの赤き實︑
さんごじゅ

仰げば︑半数十米の中空よ

り落來る瀧︑初は水筋通りて見ゆれ

十捌10図

くに似たり︒

夕日を浴びて︑さながら珊瑚珠の輝

十479図

しこさ︒

たやうに美しく輝いてゐます︒

さんの星が︑まるで寳石をちりばめ

晴れた夜︑空を仰ぐと︑たく

と仰いだ︒

九糾1

日月を仰いでは︑﹁︿略﹀︒﹂と祈った︒

九772

何となく胸がをどるやうでした︒

をた＼へたやうな水路を進んだ時は︑

あみ
て︑左右に山を仰ぎながら︑一路藍

九494國船が金門海峡にさしか＼つ

清められた乗員は︑これから訓練に

九394

いて︑私も町角までお送りしました︒

く星を仰ぎながら︑おとうさんにつ

八607

を聞きました︒

りして︑日露戦箏當時の勇ましい話

塔を仰いだり︑二百三高地に登った

たふ

﹁クサキハアヲイ﹂といふ 八275団さうして︑白玉山の表忠

震殿が尊く拝せられる︒

十一655
のを漢字だけで書けば︑舗装り﹁草

あおいろ

男が︑靴を縫ってみるQ

で︑色の青い豊富のなささうな若い

十一塒5

書かねばならなくなる︒

木青﹂と書いて満足せねばなるまい︒
二25圃 青イ︑青イ ウミダッタ︒
ク サ キ ハ ア ヲ イ
二25圃青イ︑青イ ウミダッタ︒ 十一659 ﹁久佐幾波玉壷以﹂とでも

二33團
三ツ︑ 青イウミニ ウイテヰタ︒

二223 シマヒ ニ︑青イカキヲ︑
カニ ニナゲツケテ︑イッテシマ
ヒマシタ︒

﹁ひとで﹂だの︑

﹇量見﹈．︵上一︶3

︽ーミ・ーミル︾

あおぎ︒みる
見る

最敬禮をしてから仰ぎ見ます

しゃいます︒

十二785圃

ミランの大寺院の屋上に︑
せんたふ

すばらしさ︒

白大理石の尖塔九十八本を仰ぎ見る

十二伽2

私はじっと梢を仰ぎ見た︑

なつかしい柚子のかをり︑ 九992

熱心に職況をごらんになっていらっ

がら︑陛下は外たうをも召されず︑

と︑風摺りの最も強い高地でありな

八571

仰ぎ

二644 青イオニヤ︑赤イ忌中ガ︑ 八搦8 星形で︑赤や青色をしてみる

タキビノマハリデ︑ヲドリヲ
ヲドッテヰマシタ︒

三777圏何十︑何百︑赤い星︑
一度にかはって青い星︑も一
度かはって 金の星︒

青い水の中から︑おちい

さんが出て來ました︒

三884
五358團木々のかげは︑ゆらくと︑
水のおもてに︑地の上に︑青く︑
黒くうつる︒

空の下には︑地上のあらゆる物が︑

八割4 どこまでも青くすみきった大
色あざやかに見える︒

恵あ

あお・ぐ﹇仰﹈︵四・五︶29あふぐ仰
ぐ︽ーイ・ーガ・ーギ︒ーグ・ーゲ︾

八柵3圃 枯野の雪は まだ消えてし
まはないのに︑ ごらん︑其の枯草

六156圃

で押通して︑武人の手本と仰がれる

七粥1 此の父母の下に︑此の家にそ
しっそ
だった乃木大將が︑一生を忠誠質素

ふぐや︑村祭︒

治る御代に︑神様の

の中に︑少しの青いものが︑ ひそ
かに芽ぐんでみるのを︒

十143 秋の空が青くすんで氣持がよ
い︒

しばふ
十一79 松青く芝生遠く績く彼方︑

あおぐ一あおば
8

十二398園 先生は仰げば仰ぐほど高
絶壁をなす奇岩の下には︑底知らぬ

かに︑や＼暗い青さをたたへ︑特に
いよ︒

八12圃

青白い

青白い

いよ︒

寄寄4

どこまでも

高

て︑其の問から日光がもれたりしま

績 十一塒10 時にぶなの密林が︑梢の間

青空は

どこまでも

廣

す︒

青空は

どこまでも

だん
さえたる青空に︑小さく噺

は

け

澄んだ青空に︑刷毛で輕く

壮麗な宮殿が幾むねも立ち

濃い青空には︑春の國から

波打つ変畠にをど

五月の太陽は︑

﹇青田﹈︵名︶1 青田

︿略﹀輕さうに浮いて行く︒

あおた

十一368圃

目ざめるやうな野菜畠に齪舞

かに︑力強く︑

し︑ 苗代の青田を愛撫し︑

なはしろ

り︑

ほがら

生まれて來たかと思はれる白雲が︑

十二冊3

輝かしい︒

並び︑其の黄金色の瓦屋根が青空に

十ニー711

鮮かに浮立たせたりした︒

れる太陽の光が︑下草のしだの緑を

から青空をのぞかせたり︑茂みをも

青空は

高度計は一千百米を示してゐ

青空の末に墨のやうな雲︑そ

十︻鵬5

向かひて移動す︒

績せる白雲︑おもむろに西より東に

ぞく

十幣9図

れは大阪のおびたゴしい煙であった︒

九牛6

を長く下界に引いてみる︒

空にくっきりとそびえて︑其のすそ

るが︑富士はやっぱり横雲の上の青

九欄9

見え出した︒

何時の間にか︑青空に富士が

八27團

くよ︒

八21囲

く︑接すれば接するほど奥深いお方
南支那海にさしか＼ると︑

淵をよどませてるる︒

海は急に朗かな︑しかも濃い青さを

十一襯1団

だ︒

見せました︒

十二649 から堀をへだてて︑や＼右
も調和よく︑高い石垣の上に聲えて

アヲシ

︽一

それが血石のやうな美し

﹇青﹈︵形︶一

これでは︑漢文流に﹁サウ
﹇青白﹈︵形︶3

流れ出る鐵は︑

色はまだ青白くて︑弱々しさ

それがさ︑あってみると︑

十一而7図圃

によし ︽ーシ︾

青空に綿を大きくちぎって︑

似てみるところがら︑俗にさば雲と
十一川4

後から後から投出したやうで︑中々
青空に薄黒い弔云がみなぎる

景氣のよい帝云です︒

ことがあります︒

十一㎎4

雨雲に似てゐますが︑所々
に青空が見え︑雲の端々が白く見え

十一堰6

八

な

ら

あをによし奈良の都は

青葉

青葉

青葉

︹課名︺1

八

ユフベノ雨ガハレテ︑青葉ノ

上二︑日が氣持ヨク照ツテヰマス︒

五253

あおば ﹇青葉﹈︵名︶4 青葉

五346

五目9

あおば

咲く花のにほふが如く今さかりなり

いひ︑

あおによ・し ﹇青丹良﹈︵形︶1 あを

けは立合ってやったよ︒

七川9圏

はいたやうな︑又は眞綿を薄く引き

のもばかくしかったが︑立合ふだ

先方はほんの青二歳で︑相手にする

あおにさい ﹇青二才﹈︵名︶！ 青二歳

＋一m−其の青白い︑しみぐと親

のばしたやうな白い雲の出るのを巻
青空

雲といひます︒

﹇青空﹈︹課名︺2

しめる光が︑我々に大きな慰を與へ
あおそら

青空
青空

そびえ立ち︑
着て︑

うなりをたて
きれいなゑ

十一柵1 青空にうろこのやうに小さ
はんてん
く群生する白い雲は︑さばの斑嵩に

るからです︒

うですが︑形はりっぱな親蝉です︒

七988

火花を散らす︒

七615圃

︽ーイ・ーク︾

あおじろ・い

モクアヲシ﹂と讃むことも出守る︒

十一658

シ︾

あお・し

い青さをた＼へてゐました︒

十﹇備7囲

手に仰ぐ天守閣群は︑︿略﹀︑如何に

みる︒

陽がまぶしく仰がれる︒

十二774囲かんとさえた冬空︑太
だい だ い り

十二価9図北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑
朱雀の大路南に走りで︑

すざく

洲をはさんで分れるやうに︑鋭角に

十二偽1 時々大通は︑川じりが三角
分岐し︑其の分岐黙に立つ高上が一
きは優麗に仰がれる︒

十二脱3㈱国 心中御憐察あらせられ︑
願の通り家名の虜︑御憐懸あらせら
れ候はば︑私は申すまでもなく一門
家僕の者共︑深く朝恩を仰ぎ候事と
存じ参らせ候︒

あお・ぐ ﹇扇﹈︵五︶1 あふぐ ︽一
グ︾

第一

青空高く

﹇青空﹈︵名︶17

雪の

遠くひく︑

着物

からだに

あがる字だこに

空は青空︑

日本一の山︒

すそを

だこ︒

て︑

六797圏

富士は

かすみの

四23圃

あおそら

八11

五392 時々︑ふはくとそれを動か 八目2 第一 青空

青さ

しますと︑ちやうど︑大きなうちは
﹇青﹈︵名︶5

であふぐやうです︒
あおさ

びやう

九糊10 何といふ美しい濃い青さであ
らう︒

風を立てたる如く︑流はよどんで底

ぶ

十桝9図 爾岸の絶壁︑あたかも屏
知らぬ青さをた＼ふ︒

十一809 明澄の水はどこまでも冷や

9

あおばがくれ一あ妙

十332困 海岸一帯にぎっしりと茂つ
丸は︑多数の船客を乗せ︑郵便物・

に赤や︑青や︑黄でぬった︑

ハシレ

シロカ
アカ

大ていの物は枯れて茶色にな

つてみる中に︑梢にすゴなりの柿が︑

八499

赤々と照ってみる︒

原始林の彼方には︑赤々と

夕日が傾いてみるのだ︒

十一期3

オヒサマ

アカイ

アサヒ

アサヒ

青イオニヤ︑赤イオニガ︑

アカイ

オヒサマ

アカイ

一62圏

ガ

ガ

一64翻

三了1圏

お耳が

長い︑

ヲドッテヰマシタ︒

目が

タキビノマハリデ︑ヲドリヲ

ニ644

アカイ

赤い ︽ーイ・ーカッ・ーク︾

董は︑赤のこいのや︑うすいあか・い ﹇赤﹈︵形︶34 アカイ 赤イ
今沈んだあたりからさし出た

赤︑青︑黄︑紫︑あらゆる色

家家の垣根といはず︑公園の

赤い︒

赤い星︑

目玉を赤くぬりました︒

三164園赤いきものをきてゐま

す︒

三621

さうして︑赤や︑黄や︑緑の
何ともいへない程美しい物がはいつ

何十︑何番︑

一度にかはって青い星︑も一
度かはって金の星︒

三775圃

あか

かみも︑ひげもぼうく

﹇垢﹈︵名︶1

あかあか

﹇赤赤﹈︵副︶2

こけが
赤々

生えたやうな男でした︒

にうづまって︑まるで︑

とのび．︑かほも︑手足もあか

口耳3

あか

の邊でした︒

などに園まれた官舎のあるのも︑此

ウ︒

五242

赤い血が︑たきのやうに流れ

若草デ︑野山ヲカザッテ見セヨ

四伽4園 北風ガ︑霜や雪デ︑野
山ヲマッ白ニシタカハリニ︑
ワタシバ︑赤イ花ヤミドリノ

しらへました︒

紙を小さく切って︑切手をこ

十339国 眞赤な花の継母花︑赤・ 三梱3圏夕日が赤い︑森の上︒
四757 三ちゃんは喜んで︑赤い
黄・紫︑色とりぐの葉のζトン

ぶつさうげ

星形で︑赤や青色をしてみる

て居ました︒

八価7

咲誇り咲巻いてみるのを見ると︑

並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に

八伽9

て落ちて來ます︒

のテープが︑降るやうに入りみだれ

七観8

青に︑ぼかし上げたやう︒

めて︑空は赤から金に︑金からうす

幾百筋の細かい金の矢が︑夕空を染

七伽1

のや︑又うす緑のがあります︒

七444

に︑美しく照りはえて居ます︒

ないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑紫

こ＼ばかりは︑寒い冬も知ら

りっぱな門が見えます︒

つ

あをやぎ

﹇煽﹈︵名︶1 あふり
さくれつ

六櫛7

貨物を積んで︑夜半に青森港を出航

青森平野

あおやぎ

あおり

ラ︾

ハシレ

マハル︑

﹁ひとで﹂だの︑

風にあふられて︑火の手がぱ 八搦8

警むらの火は︑風にあふられ
たりを明かるくした︒

て又もえ上り︑夕やみに包まれたあ

十596

つと上った︒

十5410

死んでしまひました︒

ふられて自由を失ひ︑空から落ちて

縦に熱中しましたが︑或日突風にあ

を重ね︑滑走機を改良して︑其の操

九88

それ以來︑彼はますます研究

あお・る﹇煽﹈︵五︶3あふる︽一

くったのだ︒

十一鱗3

高射砲弾の炸裂のあふりを

ぬ朝じめり枝おもげなる青柳のいと

十二樹2諸等

音もせずふるとも見え

ら陸奥湾へかけての展望が開ける︒
あをやぎ
﹇青柳﹈︵名︶1 青柳

む

十一個8

﹇青森平野﹈︹地名︺1

した︒

青森

上るにつれて︑青森平野か

あおもりへいや

たマングローブの青葉や︑︿略﹀無

日の光︑

線電信塔の眺が︑何といふことなし

血の色よ︒

青葉のそよぎ︑

に︑私の胸ををどらせました︒
十682圃
あらしやまゆ

カンナの花の

十一112 嵐山の勝景は花によく︑

青葉

青葉によく︑紅葉によく︑高尾は満
﹇青葉隠﹈︵名︶1

山秋の錦を以て知られてみる︒
がくれ

あおばがくれ

青

見たら︑岡の青葉がくれに︑それら

九川10 金さんの指さす方を立上って

﹇青葉若葉﹈︵名︶1

しいものが見えた ︒

あおばわかば
葉若葉

五352圏 雲のあとに︑うねくと︑

﹇青森駅﹈︵名︶1

青葉若葉の山々が︑ 遠く︑近く
残る︒

あおもりえき
騨

青森

十一個5 夏の或朝︑私は青森騨から

れんらく

﹇青森港﹈︵名︶1

十和田行の乗合自動車に乗った︒

はこだて

あおもりこう
港

一94圃

あか

十704 青森・函館間の連絡船東海丸 あか﹇赤﹈︵名︶1ーアカ赤﹇▽うす
は︑多敷の船客を乗せ︑郵便物・貨

ア店先テ
クルクル

しばらく行くと︑向かふ

ガ デル︒

一305翻

テ

物を積んで︑夜半に青森港を出航し
た︒

れんらく

︵名︶1 青森・函館間

はこだて

あおもりはこだてかん ﹇青森函館間﹈
はこだて

十703 青森・函館間の連絡船東海 三佃6

あかいとおどし一あかちゃん
10

ました︒

五棚2圃 やつでのかげで︑ ふっと
見つけた赤い花︒

五境4圃 細長い︑ こよりのやうな
赤い花︒

のあるはんてんをしばり附けて︑

七97 其のさをの先に︑赤いしるし
﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

くでせう︒

七419園董が赤いから︑赤い花が咲
七419園董が赤いから︑赤い花が咲
くでせう︒

ひで︑膿が赤くなる程こすります︒

七487国 さうして︑かわいたてぬぐ
七伽2 赤い大きな夕日が︑今︑西の

遠いく地平線に落ちて行くところ
だ︒

八169圏 それ程首がほしいなら︑明
日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑赤
い着物を着て︑こ﹂を通る者の首を
取れ︒

八171園それ程首がほしいなら︑明
日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑赤
い着物を着て︑こ㌦を通る者の首を
取れ︒

八176 翌日︑蕃人どもが役所の近く

下草の茂りはあまり深くない

いたましくも赤い血が附いて居た︒

九佃6
ので︑所々に地面の赤い色さへあら
はれてみる︒

垣根にかけた白い干し物︑赤

い土の色などを見ると︑なるほど朝

九佃2

くわだん

騨員の顔が見えたと思ふと消

鮮だなといふ感じがする︒

九柵2
え︑騨の花壇の赤いカン．ナの花が後

しゃんはいみ

櫻も紅葉して︑みんな赤い夕

へ走って行く︒

十628
日を受けてみるQ

八44

もう大きさだけは生つばめと

同じですが︑まだ口ばしの下の赤色

し

な

﹇赤﹈︵形︶2

赤し

︽ーキ︾

まねく︒

十481図仰げば庭前の柿の梢は︑大

アカシヤ

夕日を浴びて︑さながら珊瑚珠の輝

空に墨圭旦をゑがき︑鈴なりの赤き實︑
さんごじゅ

︵名︶3

くに似たり︒

白い花の房をつけたアカシ

やがて︑うばをも呼んで︑三

赤ちゃん

ネズミノアカチャンガ︑

す

一番後上ラハイツテ來タノハ︑

よひから︑赤ちゃんが

いやもう︑あなたはまる

で赤ちゃんですね︒

十一192圏

やくと眠ってみる︒

九57囲

ンヲオブツタヲバサントデシタ︒

七十グラヰノオバアサント︑赤チヤ

五佃7

生マレマシタ︒

二442

赤チャン

あかちゃん ﹇赤﹈︵名︶5 アカチャン

笑ひ聲やら︑歌の聲︒

五565圃

あかだすき ﹇手組﹈︵名︶1 赤だすき
がさ
すげ笠・あみ笠・赤だすき︑

人は其の夜を涙の中に明かしました︒

八454

シ︾5おどりあかす

あか・す ﹇明﹈︵五︶1 明かす ︽

又沙漠の一端に來ます︒

やの並木の績く道を行くと︑やがて

十一励4国長い橋を渡って︑アカシ

ひ切り振って行く︒

やの並木路を︑叔父はステッキを思

十﹇773

カシヤは︑あざやかな黄色︒

十627 心隔くのびたポプラや茂ったア

アカシヤ

其の日より︑喜三右衛門は︑

が︑親つばめ程こくありません︒

十489図

赤馬

赤馬の鼻で吹きけり雀

﹇赤馬﹈︵名︶1

赤色の信望に熱中し始めたり︒
あかうま
の子

あかぎ
﹇赤城山﹈︹地名︺1 赤城

九481図韻

山

あかぎやま

八棚9 右の窓に︑春の雪をいたゴい
あかぎ
て遠くすそを引くのは︑赤城山であ
はるな
り︑左の窓に績くのは︑榛名其の他
の山山である︒

︽ーイ︾

みるが︑我々に珍しいのは︑色の赤

根挿9

ハワイには支那人も西洋人も

最後に女の書を書いて︑其あかぐろ・い ﹇赤黒﹈︵形︶1 赤黒い

大きくて︑赤くて︑上海蜜

柑のやうだ︒

かん

十m10
十一2210

の鼻を赤くぬって見せた︒

ゑ
源氏は筆の先に赤い給の具

をつけて︑鏡を見ながら︑自分の鼻

十一231

黒い︑背の高い土人である︒

りきゅう

りきゅう

赤坂離宮へ︒

赤坂離宮

六七5園

翅翼き起る野点に︑家は震ひ︑

元帥は︑赤坂離宮に︑撮政

坂離宮へと急いだ︒

あか・し

殿下をお見まひ申し上げたのである︒

六儒2

せっしやう

居る中を︑七十七歳の老元帥は︑赤

地はゆれ︑市民があわてふためいて

六慨9

赤坂離宮

ゑ
源氏は筆の先に赤い糟の具 あかさかりきゅう ﹇赤坂離宮﹈︵名︶3

をいたづらに赤くぬって見せた︒

十﹇232

をつけて︑鏡を見ながら︑自分の鼻
をいたづらに赤くぬって見せた︒

わたしの鼻が︑ほんたう

いやく︑赤い方がまだ

にかう赤かったら︑どうだらうね︒

十一234圏

増しだ︒

十一243圏
十一塀1

赤
をどし

其の下に立ちて︑陸に向かひてさし

立て︑赤き扇を取附け︑一人の官女

やあ︑それなる可融威の 八976図 見れば︑へさきに長き竿を
甲は︑尼子方の大將と見た︒

九786園

﹇赤糸絨﹈︵名︶1

妹の顔はさっと赤くなった︒

に集って居ると︑果して赤い帽子を

あかいとおどし
をどし

かぶり︑赤い着物を着た人が來た︒

に集って居ると︑果して赤い帽子を

八176 翌日︑蕃人どもが役所の近く 綜威
かぶり︑赤い着物を着た人が來た︒

八782 飛去つたあとの木の枝には︑ あかいろ ﹇赤色﹈︵名︶2 赤色

ll

十一205園 でも︑かう何時までも赤
あかつき

﹇暁﹈︵名︶1 曉
あかつき

ちゃんでは困りますよ︒
あかつき

﹇赤﹈︵形︶1

赤っぽい

くに︑又老人におくれたり︒

﹇明﹈︵名︶3

いふべし︒

あかり
あかり

あかり←うす

黒

ふっと︑あかりを消したれ

外は明かるい月のかげ︒

並ぶ

尋つまさきあがり・びょうきあ

お菓子屋おもちゃ店︒

七374團夜のあかりに美しく

ば︑

五945圏

い頭と目が光る︒

のぞいて見れば︑長いひげ︑

十953図 約束の日︑曉に起きて行 五933圏 そっとあかりを 近寄せて︑
あかっぽ・い
︽ーイ︾
かうりやう

赤とん
がり

あがり

八267国 ぱさくした赤っぽい土で

﹇赤蜻蛉﹈︵名︶1

すが︑回心梁と大豆はゆたかにみの
ります︒

あかとんぼ
ぼ

赤人﹇▽

上り始メル

キノフカラ︑ウチノ慧が上り

︽ーメ︾

始メマシタ︒

五532

六254 赤とんぼが︑すいくと︑空あがりはじ・める ﹇上客﹈︵下一︶1
を飛んで居る︒

﹇赤人﹈︹人名︺1
きいの

ぺ

びん

赤帽

がる上ル

上る︽iッ・⊥フ・ーリ・

ール︾且vうかびあがる︒うきあがる・

がらざしきへ上って︑おとうさ

空には︑ぱっと火の粉が上ったり︑

雨ざらしになって居るが︑何

時々は線香の上って居ること

先づ鶴岡の八幡宮へ参って︑

母の命を助け給へと祈り︑それから

八413

もある︒

七211

時もお花が上って居る︒

七209

又少し暗くなったりする︒

白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞへ

んにごあいさつをしました︒
四954

足で陸へ上らうといふ所で︑

て渡って行きましたが︑もう 一
﹁︿略﹀︒﹂といって笑ひました︒

頼朝の御殿へ上って︑うばと二人で

ところが︑かへるとちゅう

に︑きれいな島がありましたの

お仕へしたいと願ひ出ました︒

四㎜8

で︑百合彦は︑︿略﹀︑その島へ

僕は文治とへさきにすわって︑

しかし︑二三米空中に上った

と思ふと︑急にふらふらとして︑飛

九143

下ると罷を沈めるやうにしてみた︒

船が上ると匿を浮かすやうに︑船が

八伽9

言って居る兵隊さん︑

かうして陸へ上った︑たくさ 八591 お湯から上って︑﹁︿略V︒﹂と

上ってみました︒

五173

んの子蛙は︑草のかげのあちらこち

象は︑しばらくして︑またの

らを︑うれしさうにとびまはりまし
た︒

五412

上ル頃ニハ︑蟹ノカラダガ︑

こくと上って來ました︒
五532

さうして︑其の都度成績が上

行機は地上に落ちてしまひました︒
つ ど

朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

捨て︑洲に上るが早いか︑四尺の大

丁丁は︑怒って弓をからりと

行くさまは︑實におごそかである︒

ひらめきながら︑しっくと上って

九392

つて行くやうでした︒

今桑ヲタベテ居ル筥モ︑アシ 九166

スキ通ルヤウニナリマス︒

五555

タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ

ぷ じゅん

おあがりくださる︒おあがる︒おきあ

フサウデス︒

﹇赤帽﹈︵名︶1

十閥6 安東・撫順・北平への分岐

がる・おどりあがる・かけあがる︒た

きれいなゑ

二階へ上ってみても︑さして

太刀を抜いて切ってか＼つた︒

してある間を通って︑すぐ二階へ上

僕等は︑機械のたくさん陳列

涼しい風はなささうである︒

さあ︑二階へ上って︑見て 九桝6

あがる字だこに

空は青空︑

花火も上ります︒

て︑

六801韻
だこ︒

六852圏
來るかな︒

る︒

二階へ上って︑ガラス戸から 十95
外を見ると︑全腔が︑何だか︑ぼん

にいさんは︑にこくしな 六941 窓をあけて見ると︑向かふの 十5410 風にあふられて︑火の手がぱ

やりと明かるい氣がする︒

六857

うなりをたて 九805

いろくの店も出ますし︑

嵩なので︑列車が幾つも止ってをり︑

ピイチク︑

アガル︒

六116困
とびあがる・はいあがる・はれあが

ピイチク︑

あがる・もえあがる・もりあがる︒わ

る︒ふくれあがる・まいあがる・めし

ちあがる︒つみあがる・できあがる・

赤松

漏人の赤帽が忙しさうに荷物を運ん
﹇赤松﹈︵名︶1

きあがる

十26図 玉垣に連なる鳥居の奥に︑

あかまつ

一134圏

アガル︒

テンマデ

同月サマハ︑スッカリ森
四136

ノ上ニアガリマシタ︒

二63

一136圏

バリガ

すがくしき赤松の木立を負ひたる

あがむ

︽一

豊門は︑一幅の寸書に似て︑しかも

ろう
さうごん

﹇崇﹈︵下 二 ︶ 1

荘嚴のおもむきをそへたり︒

あが・む

九欄3図 中佐が多敷の職死者中︑特

メ︾

に軍神とあがめらる＼もうべなりと

ヒ

でるる︒

あかぼう

時︑赤人が作った歌である︒

十二992 紀伊國へ行幸の御供をした あが・る ﹇上﹈︵四・五︶33 アガル あ

やまべのあかひと

あかひと

あかつき一あがる

あかるい一あかん
12

つと上った︒

十柵1 五十米程前方の水が泉のやう
に盛上り︑白い水煙が上ったと見る
間に︑鯨は其の巨膿を浮上らせた︒

十伽1 かうして前後三段の間門を通

十佃9 思はず歓呼の聲が上る︒
過する間に︑船は海面から二十六米
も上るのです︒

二階へ上って來た ︒

十爾1 其の時︑外から編つた母が︑
十一鵬8 忽ち我が編隊群の下方に︑

上方に︑こもぐ花火のやうな白煙
が上る︒

十二745図囹 若し向かふの山にのろ
しのあがるを見ば︑幸にして城を出
アカルイ

︽ーイ・ーカッ・

ム カフノ森ノ上ガ︑ア

明かるい

﹇明﹈︵ 形 ︶ 3 6

でたりと知るべし ︒
あかる・い
あかるい
ーク︾

二45
カルクナリマシタ︒

二64 アカルイ︑アカルイオ月サ
マデス︒
マデス︒

二65 アカルイ︑アカルイオ月サ

四訓4 ある年の春のころから︑
かぐやひめは︑月のあかるい晩

には︑月をながめて何かかん
がへてみるやうでした︒

四352 夜中ごろになると︑急
に︑お月さまが十も出たかと
思ふやうに︑あたりがあかる

明かるかった世界が︑急にま

くなりました︒

五13
世界中が︑もとのやうに明か

つ暗になりました︒

五63

八揖9

九236

急に世界が明かるくなった︒

暗い箱の中にしまひ込まれて

みた小さな鐵のねちが︑不意にピン
セットにはさまれて︑明かるい所へ
出された︒

かうして︑つゴら折の明か

室を明かるくし︑

十一術4

るくなったと思ふと︑ゆらゆらと動

折から︑燈火がばっと明か

たゴ天地がすてきに明かる

るい山道をあへぎあへぎ登った︒

十一伽5

かった︒

まで軍港のやみに包まれてるた軍艦

下界がだんく明かるくな

つまり太陽は︑夜の空に無

と︑其の後を追っかけるや

から︑はずんで來た︒

明かるい聲が︑納屋のかげのあたり

うに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これは又蒸そう
な や

十一一髄2

かるく見えるに過ぎない︒

我々に近いために︑特に大きく︑明

敷に輝く星の一つなのであるが︑

十二価3

つた︒

十﹁捌9

半月が光り始めた︒

夕方︑まだ明かるい空に︑

いて消えてしまった︒

それは︑紺とも青とも紫と
もいひやうのない︑深くて︑しかも
明かるい色です︒

十一燗10

の壮大な姿が︑だんくにあらはれ

杉の林を抜けると︑あたりが︑ 九327東の空が明かるくなると︑今 十一欄4

るくなりました︒

五288

ふっと︑あかりを消したれ

ぽっと明かるくなりました︒

五946韻

て來る︒

おまけに︑からだ中から光 十269困 小學校をたつねて見ると︑

ば︑外は明かるい月のかげ︒

五971園

みんなが︑明かるい教室で︑如何に

一

こん

を出して︑天も︑地も明かるいほど

小道を行くと︑

明かるいこず 十308團

も元氣よく勉強してゐました︒

林の中の

葉は落ちて

でございます︒

ゑ︑

六453圃

足一足︑かさくと鳴る落葉︒

稻むらの火は︑風にあふられ

たった今の今まで︑残念とば

十一鵬6

工場を見た後︑鈴谷三戸岸

あかるさ ﹇明﹈︵名︶1 明かるさ

の露人部落を訪れて︑宿に編つたの

恐らく遠い所は晴れてみるの

が午後の九時︑まだ新聞が青める程

綱吉は︑藁薦情に動かされな

であらう︑地平線の上だけが明かる

十型1

い人ではないが︑しかし理非にも明
かるい人であった︒

食卓には︑電燈が明かるく

しょくたく

わら

其

其の猛

農家の藁屋根に光彩を與へ︑

えんさき

の縁先に小猫を戯れさせ︑

は と ば

ロシヤ町波止場の海が︑

赤煉瓦の建物のすきから見えて︑

れんぐわ

八315圃

あかん ﹇阿寒﹈︹地名︺1 阿寒

ついてみる︒
ジャンクが 静かに浮かんで居る︒
あかん
十一375圃 さうして︑五月の太陽は︑あかん ︹題名︺1 阿寒
あかん
十一798 ︵二︶ 阿寒

十麗8

の明かるさだ︒
れんぐわ
あかれんが ﹇赤煉瓦﹈︵名︶1 赤煉瓦

い︒

十備3

すっかり明かるくなりました︒

かり思ひつめてみた清少納言の心は︑

十麗2

たりを明かるくした︒

て又もえ上り︑夕やみに包まれたあ

二階へ上って︑ガラス戸から 十597

外を見ると︑全霊が︑何だか︑ぼん

六858

やりと明かるい氣がする︒
も
萌えて明かるい若草に︑

六呂2圏

しとく︑細い雨が降る︒

空は眞青にすんで︑朝日がや

よく明かるい︒

七㎜7 空はいよくすんで︑月はい
八475

がて野ら一面を明かるくする︒

八891圏

福壽草︑ 床にかざれば︑
へ や
急に明かるい部屋の中︒

月の明かるい晩などは︑土人

ハワイは實に明かるい所であ

ほんのりと

八桝3
る︒

の群が︑椰子の木かげで︑あはれつ

八齪5

ぽい歌に合はせて︑一夜ををどり明
かすさうである︒

13

あかんこ一あきのおとずれ

神秘︑果しなき密林と︑雄大な展望

十﹁849 其の山岳は秀麗︑其の湖は
六409

．マス︒

秋の風

秋の空は實に高い︒
ちゆう

ていどう

池の彼方に没し︑老松のあたりには

もう夕やみが迫ってみた︒

る様殊に見どころあり︒

社神さび︑手向山の紅葉夕日に映ゆ

たむけやま

秋の日をまともに受けた駐 十二悩9図 春は︿略﹀︑秋は春日の

在所の庭で︑一郎と貞童が遊んでゐ
ふちはらのとしゅき

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ

十二価2図人なつかしげに寄り來る

よみ志しらず 白雲に

風情なるべし︒

さますも︑奈良には訣くべからざる

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

十︻68丁幾藤原敏行秋來ぬと

十一1010

いおりのすけ

尼子方の秋上伊織介がそれ

矢をつがへてひようと射る︒

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これも手早く

九798
峨野の昔をしのぶのもおもむきが深

十一113

もろこしの葉をかさくと秋

風がゆする︒

十605

嵐山の勝景は花によく︑ あきかぜ ﹇秋風﹈︵名︶1 秋風

あらしやま

い︒

が

らば廣澤・大澤の池をたつねて︑嵯

さ

あきあげいおりのすけ ﹇秋上伊織介﹈
ゆる秋の夜の月
いおりのすけ
にんな
春ならば仁和寺の櫻︑秋な ︹人名︺1 秋上伊織介

はね打ちかはし飛ぶかりの敷さへ見

十一71図鴎

ぞおどろかれぬる

目にはさやかに見えねども風の音に

る︒

ざい

十606

親山羊は︑柵のきはに︑秋の 十603
腰かけて聞く︑

秋の静かさ︒

切株に

日をあびてすわって居ましたが︑

六464圃

と︑さうして︑至る所に湧出する温
泉とをあはせ有する國立公園阿寒は︑
林の中の

昭和六年の秋でした︒

た望に北海道の誇であるばかりでな

八82
天正六年七月十七日︑秋とは

さうして︑長い夏も過ぎ︑秋

が來て︑野山の草木が枯れる頃︑五

九夏3

と照りつけてみる︒

いへ︑まだ烈しい日光が︑じりく

く︑まことに天下の絶勝だと私は思

を あ

阿寒湖

九903
﹇阿寒湖﹈︹地名︺1

つた︒

あかんこ
くしろ

かんだけ

十一7910 釧路市の北方八十粁︑雄阿
寒岳の直下にた＼へる阿寒湖のほと

箇月ぶりでうちの馬屋へ連れて婦り

りに來て︑私は︑始めて原始北海道
の姿をまのあたりに見ることが出來
赤んばう

ました︒

﹇赤坊﹈︵名︶3

緩急5 秋は轟の聲から見る︒
かくご
眞夏の暑さは誰も覧悟をして

青葉によく︑紅葉によく︑高尾は満

三日目ど日直いた秋雨がか
枯枝に鳥のとまりけり

が怠り︑かすかな寒さをさへ感じる︒
．あきち 尋くうち

らりと晴れて︑今日は一だんと冷氣

十二425

尼さんは去年の秋とうとう あきさめ ﹇秋雨﹈︵名︶1 秋雨

山秋の錦を以て知られてみる︒

秋の暮

十一欄8図心

島

十二梱10図圏

島大和の國は︒
あ き
あきの ﹇安騎野﹈︹地名︺1 安騎野

あきつ

あきつしま ﹇秋津島﹈︵名︶1 あきつ

すでに三日目︑空も海も︑すっきり

十一榴5困

と朗かですが︑しかし温度も下って︑

何だか世は秋になったといふ氣がし
ます︒

うまし國ぞ︑

地中海を航して︑今日は

一人此の世に残されてしまった︒

なくなって︑孫の紫の君は︑たった

十一216

こかに秋らしいものが見えてもよさ

さうして︑それが︑しきり
に﹁秋だ︑秋だ︒﹂と鳴き立てるや

九協9囹

さうなものである︒

みるが︑八月もなかばを越せば︑ど

九伽8

た︒

あかんぼう

でも引けませう︒

四佃6囹そんな弓は︑赤んばう
六822 おかあさんは︑ねて居る赤ん
ばうのそばで︑着物を縫って居られ
る︒

十一7610 眞白い日がさのかげに赤ん

秋だ︑秋だ︒

うに思はれる︒

九伽9園

ぼうを眠らせながら︑其のそばでせ
つせと編物の針を運んでみる婦人の

ほ

もう何といっても秋である︒
せ

九伽10

く見渡される︒

師の君

秋の空︑香も高く︑
今年も咲きで︑

も

が出揃って白く波打つのが︑秋らし

わ

姿も見られた︒

何よりも︑たんぼに早稻の穗

秋

九伽7

＋一目12第二十五

あき ︹課名︺2 秋

十一俄2第二十五秋

くせいは

九型3図團

︵一︶

せられた頃︑大和の安春野で狩をな

き

さった︒

あ

文武天皇がまだ皇子であら
大人は春の種まき︑秋の取入れには

やまと

十二223 水草を追ふ牧童は別として︑ 十二985
げんで齢念がない︒

木から物のこぼる＼音や 十二461 暮れやすい秋の日は早くも あきのおとずれ ︹課名︺2 秋のおと

秋の空が青くすんで氣持がよ

十363図圃

い︒

十143

をしみぐ思ふ︒

秋

十602

﹇秋﹈︵名︶2 8

秋 ﹇▽こうべがわ

あき ︹題名︺1 秋
あき

のあき・せいざんそうのあき

日二︑ トホイタンボヘ イソギ

ニー55囲スッキリハレタ秋ノ

あきのくん一あくしゅ
14

つれ

九目9 第二十二 秋のおとつれ
九伽4 第二十二 秋のおとつれ
あきのくん ﹇秋野君﹈︹人名︺7 秋野

である︒

八794

しかし︑此の報告で敵情は明
林藏が二回の探楡により

らかになったQ

十一992図
て︑樺太が島なること明らかになり
れい
忠臣の璽は慰められ︑功績

君

である︒

れ居る

︽ーイ︾
つはもの

あき

さはらのじふらうよし

兵ども皆顔を見合はせ︑

﹇呆居﹈︵上一︶1

の姿が次第に明らかになって行くの

十二441 かうして大義名分が正され︑
みくに
忠臣・義士の聖心があらはれ︑皇國

は一だんと明らかになった︒

十一一435

しのみならず︑

た︒

﹁︿略V︒﹂と︑秋野君といはれ

十374囹秋野君︑とうく雨になつ
十378
た男は︑すこぶるのんきである︒

十407 秋野君が言ふ︒

其の前を抜けて︑急に河井君を振返
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と秋野君が言ふ︒

あきれ・いる

十4310 秋野君がすたすたと急ぎ足に
つた︒
十452

秋びよ

め︒

あ・く

﹇呆﹈︵下一︶2

あきれる

一同は︑波にゑぐり取られて

イ・ーキ・ーク︾

一一753園
ン︑ワン︒

タ︒

テ居ル席ハ︑

あく

︽一

いやく︑あきれたやつ
アク

︸ツモアリマセンデシ

ソレカラニツ三ツ停留場ヲ過

ギテ︑表町マデ來マスト︑人ガタク

五研9

十二23図團高殿の窓てふ窓をあけ

﹇▽ひきあく

させてよもの櫻のさかりをぞ見る

︽ーゲ︾3ねがいあげまいら

ぐ・まきあぐ・みあぐ︒ゆりあぐ

す・ひきあぐ・ひろいあぐ・ほめあ

暴ぐ

ふしぎに思って︑今度は西側 あ・ぐ ﹇上﹈︵下二︶7 あぐ 士ぐ

サン下りテ︑席ガアキマシタ︒

七162

の口からはいらうとすると︑又其の

戸がしまって︑さっきしまった南側
の戸があいた︒

りどっとときの聲をあげさせたり︒

味方の兵を敵の後に廻らせ︑前後よ

七164北からはいらうとすれば︑北 八337図 夜に入りて︑義仲ひそかに
の戸がしまって西の戸があき︑東か

あく

︽ーケ︾

明くれば二十八日︑天よ
﹇開﹈︵下二︶1

露國が連敗の勢を回復せ

敵將ネボカトフ直黒︑今
かくご
は逃れぬところと直隠したりけん︑

義纒も︑涙にくれてしば

翌十五日の朝︑勝商は山

あくしゅ
あくしゅ ﹇握手﹈︵名︶2 握手 握手
あくしゅ
十928図鑑 ﹁さらば︒﹂と︑握手ねん

とするに︑

にのろしをあげ︑次いで城に入らん

十二7511図 十⊥ハ日︑勝商は再び山上

に至り︑家康に見えて援兵を求む︒

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎

十二754図

上げ︑﹁︿略V︒﹂と言ふ︒

し返事もせざりしが︑やうやく顔を

十二529図

を學げて︑其の部下と共に降服せり︒

にはかに戦艦ニコライ一世以下四隻

十一5810図

二・第三艦隊は︑

ど全勢力を學げて編成せる太平洋第

んため︑本國における海軍のほとん

十一547図

城に火を放つ︒

一度にどっとときをあげて︑平家の

八677図下るやいなや︑三千饒騎︑

らはいらうとすれば︑東の戸がしま

北からはいらうとすれば︑北

つて北の戸があく︒

七167

の戸がしまって西の戸があき︑東か
らはいらうとすれば︑東の戸がしま
つて北の戸があく︒

八幡様のお引合はせか︑門の
戸は細めにあいて居りました︒

八438

僕も︑出來るだけ音を立てな
いやうに行って︑あいてみる席に腰

九968

前の小窓があいて︑機關士が

掛けた︒

九柵5

中には︑穴のあいたニッケル

紙片を差出した︒

十138

貨がたった二枚しか無かったので︑
皆がどっと笑った︒

ふすまがすうとあいて︑着
飾ったねえさんがはいって來た︒

十一406

あ・く

く晴れて海上波静かなり︒

十一582図

レ︾

大キナロヲアイテ︑ワ あ・く ﹇明﹈︵下二︶1 明く ︽ ク

﹇開﹈︵五︶1一

十二6211囹

きれて見下してみた︒

あとかたもなくなった村を︑た〜あ

十595

︽ーレ︾

あき・れる

かけ進めば︑三千齢騎も績いて下る︒

連進み出で︑沢略﹀︒﹂とて︑眞先に

つら

た団あきれ居たるに︑佐原十郎義

十458 先だつて行く秋野君に從って︑ 八669図

秋晴

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 秋 野 君 が 説 明 す

橋を渡り︑岩と岩の間の道を抜けて︑
十465
る︒

﹇秋晴﹈︵名︶1

十二41図停車場の外に出つれば︑

あきばれ

﹇秋日和﹈︵名︶2

秋晴の空はあくまで澄みて︑暖さ春
の如し︒

あきびより

り 秋日和
同然4圏 雀見上げて 稻田に立てば︑
今日もからりと 秋びより︒

明らか

掛襟5 殊に今日は︑風もない秋日和
﹇明﹈︵形状︶5

である︒

あきらか

ないので︑敵は︑一先づ沖の方へ退

六605 其の後も︑攻寄せる者がたえ 上価2 人ガーパイ乗ツテ居テ︑アイ
いたが︑又押寄せて隔るのは明らか

15

あくしゅう一あける

あげく︑どうやら適當な物を作るこ

は今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

てきたう

川を討たなければ︑武家政治を土毫

別れて 行 く や 右 左 ︒

りかへって西を見れば残月が傾いて

ごろに︑
とに成功しました︒

﹇▽いであけみ

あけみ

みる︒

あ・ける ﹇明﹈︵下一︶8 アケル 明

雨の降ったあげく︑山の間

などから流れるやうに滑り出る白い

︽ーケ・ーケル︾

遂に夜が明けて鶏が鳴いた︒

夜が明けるのを待ちかねて︑

お庭師の返事でした︒

尋ねにやりますと︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

十鵬3

八868

銃聲が聞えました︒
にはとり

八548夜の明けぬ中から︑北の方で

二725ヨガアケマシタ︒

ける

雲は層雲といって︑雲の中でも一番

十一備7

からくつがへして︑新日本を打立て

明くる

十一備6囲さうして 最 後 に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

﹇明﹈︵連体︶1

低い雲です︒

上げ潮

﹇上郷﹈︵下一︶1

上

舟は︑上げ潮に乗って︑陸の

﹇上潮﹈︵名︶1

方へ動き始めました︒

七136

あげしお

さうして︑其の明くる年の春︑

舞姫に出ることになったのでした︒
あけ
﹇朱﹈︵名︶2 朱

あけ

くわいらう

心深き木立の間から︑朱の
ろうもん

色あざやかな大鳥居・槙門・廻廊

あげは

﹁︿略V︒﹂といふ嚢射音に績

︽ーメル︾

十一幽5國波に明け波に暮れる日が︑

十一一837

げ始める

﹇▽からすあげは

あげはじ・める

かすが

しんみき

みと感ずる︒

いて︑敵戦車の機黒部にばつくと

えり

の廻廊山の緑に映えて︑森嚴自ら

くわいらう

十二欄8図然れども春日の社は︑朱

あけ

を望む時︑神域のけだかさをしみじ

十一86

あけ

八458

あくる

あぐむ ﹇▽せめあぐむ

ることが出塁ないとする硬論がある︒

悪習

と言って︑其の黒い大きな手で︑私
﹇悪習﹈︵名︶1

たちに堅い握手をしました︒
あくしゅう

八186 さうして︑それ以來︑阿里山

悪心

蕃には首取の悪習がふっつりとなく
﹇悪心﹈︵名︶1

なった︒

あくしん

九201図園 もし宗任に悪心あらば︒
悪魔

たゴ︑ふとそば近く︑恐し

あくへん 且▽てんこ う あ く へ ん
あくま
﹇悪魔﹈︵名︶2 悪魔

十二㎜⁝4

あくま
あくま

い悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣

途中一度︑セイロン島のコロンボに

四千米の空には早くも夜が

れうき

明けて行く朝︑ 窓ガラ

野中の一夜は明けて︑東に

は今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

十二986

ス越しに林が黒い︒

十二801圃

太陽の光を浴びる︒

明けて︑僚機が︑くっきりと深紅の

十一捌3

寄港しました︒

それから十日間も績いたのですが︑

︽ーサ・

あけは

火柱が立つたと思ふと︑すぐ火えん

明けはなす

窓をあけ放して風を入れる︒

りかへって西を見れば残月が傾いて

けれども︑家々の窓も障子

みる︒

あ

も一せいに明けはなされて︑どこか

十二㎜2

九㎜7

なしてある︒

四面の建物で︑四方の戸は皆あけは

見ると︑お堂といふのは一間

あけ放す

﹇開放﹈︵五︶3

人の襟を正さしめ︑

﹇明﹈εよあけ・よあけまえ

がついた︒

∩▽おんはたあげ・はたあげする

なす

あけはな・す

を上げ始める︒

あげ

明方

明けきる

七154

明方の風はいやといふ下冷 ーシ︾

﹇明方﹈︵名︶3

あけ

た︒

十一冊9

﹇明切﹈︵五︶1

﹇開﹈︵下一︶20 アケル

しかし︑どんなことが

る・おあける

一685

ケマシタ︒

工率5圏

サウシテモンノトヲァ

ける ︽ーケ︒ーケル︾且▽おあけなさ

あ・ける

らか︑カナリヤのさへづりが朗かに
聞えて來る︒

︽ーレ︾

はなる

まだ明けきらぬ空に︑また＼ あけはな・る ﹇明離﹈︵下二︶1 明け
く星を仰ぎながら︑おとうさんにつ

夜は明けはなれたり︒
あけぼの

野中の一夜は明けて︑東に

﹇曙﹈︵名︶1

十二986

あけぼの

十509図
あげく

二人は︑苦心に苦心を重ねた

﹇挙句﹈︵名︶2

九132

あげく

いて︑私も町角までお送りしました︒

八607

︽ーラ︾

あけき・る

に破られた︒

午前二時︑明方の夢は爆音

三十日の明方にスエズに入港しまし

十一柵5国長い紅海も審きて︑七月

たい︒

十一883

あけがた

よ︑悪魔にもせよ︑佛の御言葉とあ
あくまで

十二佃2園 よし︑相手は羅刹にもせ

﹇飽迄﹈︵副︶5

れば聞かねばならぬ︒
あくまで
へきぎょく

十一835 脚下の水は︑あくまでも澄

みきった碧玉の色をのべて︑しか
も死の如く沈黙してみる︒

十一齪10 流はあくまでも澄み︑水量
は極めて豊かだ︒

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一解4図 算当の深大なる慈悲心と︑
心とは︑強く人々を感動せしめしに
や︑

十二41図停車場の外に撃つれば︑

朝臣の中には︑あくまで徳

秋晴の空はあくまで澄みて︑暖さ春
の如し︒

十一一㈱1

冷語9

あげる・ふりあげる・ぼかしあげる・

たんすをあけて︑自ら軍服を

あっても︑ふたをあけてはな
窓の戸を
マシタ︒

一367

一バン

︸バン

う︒

山伏たち︑とめてあげよ

サヲノ先ノ矢車ガ︑ガラガラ

四662囹

五26一

モウ桑ノ葉ヲタベナイデ︑頭
マユ
ヲ上ゲテ︑繭ヲカケル所ヲサガシマ

七㎜8

或朝︑まだ暗いうちに︑城中

そこで︑大阪の港に集って來

たじたじと引きめになった所

木下軍は︑勝どきをあげて︑

私たちは聲をあげて喜んだ︒

しっくと引上げた︒

七929

の隊に合室した︒

を︑藤吉郎は︑再び扇を上げて左右

七913

﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

七903藤吉郎は︑扇を上げて︑

て大阪の町々に上げられます︒

る船の積荷は︑小船で川や堀を傳つ

七654

が一度連れて行って上げよう︒

六悩6園大きくなったら︑をぢさん

場のうちにあるのだ︒

にある楠木正成の銅像は︑此の廣

くすのきまさしげ

六白4点きのふ上げたゑはがきの中

あげた︒

から討って出て︑どっとときの聲を

六761

オモシロイ事ヲ教ヘテ上ゲ

五佃7圏私が︑よい事を教へて上げ

ス︒

五534

シシサン︑タスケテアゲ 高ク尾ヲ上ゲマス︒

ンブン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ

オミヤゲニツヅラヲアゲ ト鳴ルト︑鯉ガ︑大キナロデ思フゾ

る・もうしあげる・よみあげる

まきあげる・まくりあげる・みあげ

七柵6囲

中には︑ころんで雪に大きな

あけて見る︒

取出し︑手早く着かへた︒
八945

﹇527圏

こんな時に玉手箱をあ

りません︒

穴をあけ︑雪だるまになって起上る

三伽3

者もある︒

デハ︑オイシイオベンタ

ウヲツクッテアゲマセウ︒

ニー41圏

マセウ︒

けたら︑どうかなるかも知れな
いと思って︑おとひめさまの
いったことも忘れて︑そのふた

眞にうつります︒

の圓をゑがく様子がわかるやうに窮

時間ぐらるふたをあけて置くと︑此

窮眞機を北極星に向けて︑一

九悩1

おとひめさまのいったこ

をあけました︒

三三1

とも忘れて︑そのふたをあけ
ました︒

順々に引出をあけて見て行く

ます︒

十117

二46一 オトウサントオカアサン
バ︑サウダンシテ︑オ日サマノ

きずを見てやらうと

六20！囹

四555

所ヘオヨメニアゲルコトニ

口許イヂュウデ︑

一バン

ソットアゲ
ノゾイ

ヨウ︒

シマシタ︒

一バン

と︑色々の蝶の中に︑とうく僕の
ベートーベンは︑急に戸を

オモヒマス︒

二535園

タイトオモヒマスQ

エライアナタニ︑ムスメヲアゲ

二505圏

口紅イヂュウデ︑

エライ人ノ所ヘアゲタイト

セカイヂュウデ︑

と同じものが見つかった︒

十一鵬3

友人がそっと立って窓の戸

あけてはいって行った︒

十一旧7

激しく押合ひもみ合ふ彼等

二472圏

思って︑私がかごの戸をあけ
雪子さんがあけて見ます

ますと︑

四825
と︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と 書 い て あ り ま し た ︒

をあけると︑清い月の光が流れるや

五45 あまりおもしろさうなので︑
天照大神は︑少しばかり岩戸をあけ

うに入込んで︑ピヤノのひき手の顔

あめのたちからを

十二682

を照らした︒

て︑おのぞきになりました︒

時とばかり︑さっと岩戸をあけて︑

五61天手力男のみことは︑この

ドテノ土

ツクシノバウヤガ

それでは︑この玉手箱
をあげます︒

三佃3圏

前にあげよう︒

タラ︑外ハ︑ソヨソヨ春ノ風︒
三858圏 この二つのをのも︑お

テ︑

二佃2圏

タイトオモヒマス︒

エライアナタニ︑ムスメヲアゲ

セカイヂュウデ︑

エライアナタニ︑ムスメヲアゲ

學げ

りあげる・つみあげる・とりあげる・

Q圏

タイトオモヒマス︒
揚げる

あ

の足もとには︑意外にも深い谷底が

上げる

アゲル

大神のお手を取って︑外へお連出し

上ゲル

﹇上﹈︵下一︶64

口をあけて待ってるるのである︒

げる

あ・げる

はさみあげる・はねあげる・はりあげ

一一

申しました︒

ノダ︒オ前︑オカケ︒

五研2囹 セツカク︑アケテ下サツタ

おあげる・おしあげる・かいあげる・

六886 うちの雀の宿といふのは︑横 る ︽ーゲ・ーゲル︾且vおあげなさる・
に穴をあけた大きなへうたんや︑古

かきあげる・くみあげる・こみあげ
る・さしあげる・しあげる・せりあげ

いつりどうろうなどで︑

六922窓をあけて見ると︑西の方の
六939 窓をあけて見ると︑向かふの

る・ひきあげる・ひろいあげる・ふき

る・だきあげる・たたみあげる・つく

空には︑ばっと火の粉が上ったり︑

空が︑まっかにそまって居る︒

又少し暗くなったりする︒

T7

あげる一あげる
16
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あけわたす一あさ

八184 蕃人どもは聲を上げて泣いた︒
してゐます︒

ぢしたりしても︑じっとおとなしく

皆が︑手を上げて別れの合圖

いったんくわんきふ

をする︒

九備4

八539 在郷軍人や︑婦人會や︑女子
青年團の人々が︑並んで萎湯をつい
で上げて居ます︒

一旦緩急ある時︑國をあげ

もう少し︑車内の温度を上

げてくれたまへ︒

十研2園

きれいに作ったしば垣の内

の僧庵に︑折から夕日がさして︑西

そうあん

十一168

側はみすが上げられ︑

すわってみた夫婦の客が︑手をあげ

て私をさし招いた︒

てるた母が︑左手をあげた︒

十一一髄11 立ってしばらくこちらを見

︽ース︾

十二糊7

そればかりか︑追討の官軍

あけわた・す ﹇開渡﹈︵五︶1 明渡す

生き物をいぢめるといふ

ことは︑佛様に淫しても申しわけの

十一1911園

徳川の恩義を思ふ野咲たちが︑おめ

が忽ち江戸表に押寄せるとすれば︑

一旦緩急ある時︑國をあげ

いったんくわんきふ

て國難におもむくのも︑

八595 私も︑兵隊さんの靴下を火に 九柵4
あぶって︑乾かして上げました︒

ないことだと︑ふだんから教へて上

どうぞ私に代って︑おと

て國難におもむくのも︑皇國のよろ

十一弔8囹

うさんやおかあさんを大事にして上

﹁︿略﹀︒﹂と︑後の方で何時

みんながわいく歓聲をあ
つみらく

はるか向かふの岡に︑もの

以上墨・げた歌でも大膿わか

しょくたく

すると︑向かふの食卓に

十悩3

き

たくみのかみ

赤穂の浪士︑大石内田之助

らかうづけのすけ

を始め四十齢人が︑亡君淺野内匠頭

あこがれ

一種のあこがれに似たなつ

﹇憧﹈︵名︶1

の仇︑吉良上野介を討って︑

あこがれ

かしさを畳えしめる︒

十一869

あごが・れる ﹇憧﹈︵下一︶1 あこが

ひたすらに法隆寺へとあこ

れる ︽ーレル︾

朝

麻の着物を着た人が︑油紙の

あさまいばん

あさ 朝﹇▽ぐん

かんせいかつのあさ・まいあさ・まい

あさ ﹇朝﹈︵名︶51

扇をゆったり使ってみる︒

九柵8

あさ ﹇麻﹈︵名︶1 麻

七217 第⊥ハ 朝

七目7第六朝

︹課名︺2

た︒

は︑でこぼこの道をかなり快く走つ

がれる私の心を乗せて︑乗合自動車

七十歳の大聖孔子は︑弟子 十一252

黒煙を上げて墜落する敵機

おめと江戸城を明渡すはずはない︒
あかほ
あこう ﹇赤穂﹈︹地名︺1 赤穗
らうし
くらのすけ
あかほ

げてあるでせう︒

も︑

十144

げて下さいね︒

十一佃4

十一槻6

しか悲鳴を上げる︒

十238園此のわけをよくおかあさん

た︒

顔回の死にあって︑聲をあげて泣い

十二303

がある︒

十一塒8

げた︒

水兵は頭を下げて聞いてみた

はうび

十五日まで雪が消えないで

こりと笑って立去った︒

が︑やがて手をあげて敬欲し︑につ

十241

するがよい︒

に言ってあげて︑安心なさるやうに

あげよう︒

しい働をして︑我が高千穗艦の名を

十237園其の時には︑お互に目ざま 十一8711園 おい︑網を揚げるんだ︒

吸をした︒

僕たちは︑爾手をあげて深呼

こびに︑國をあげて萬歳を唱へるの

八603 翌朝は早く起きて︑出獲の支 九型5
度をして上げまし た ︒

にと︑焼いたするめや氷砂糖を︑紙

八605 おばあさんは︑疲れないやう
に包んで上げられました︒

八609 皆が﹁萬歳些々︒﹂と︑ちや
うちんを上げるのに答へて︑兵隊さ
んたちも︑﹁萬歳 々 々 ︒ ﹂ と 叫 び な が
ら行きました︒

八榴3 大きなたもで︑網からいわし
をどんく僕等の船へ上げる︒
九387 午前八時になると︑艦尾の旗
竿に軍艦旗があげられる︒

九756國 どうかりっぱな武士になり︑
家の名をあげてく れ ︒

十価1囹

十二591囹

九884 毛利方の大砲を夜に乗じてう

みたら︑きっと御褒美を上げますか

十二悩5

雄大であり明朗である︒

るやうに︑萬葉集の歌は︑まことに

十二撹8

十皇︑十五皇︑績々と現れて來る︒

すごく砂ぼこりを上げて︑敵職車が

十一一819

﹁あげようか︒

からたちの垣根越しに︑あさ

費って上げませう︒

ばひ取って︑味方は一時氣勢をあげ

十二779圃園

あの山の翠霞を話してあげよ

ふとほ＼笑んで︑

ら︒

言ふ︒

べながら︑母と一しょに聞きたいと

うと言へば︑マルタはお書御飯をた

十価4

母も學げた︒

景観6 ﹁︿略﹀︒﹂僕が手を墨げると︑

母も禦げた︒

十撹6 ﹁︿略﹀︒﹂僕が手を學げると︑

た︒

廻すと︑

九972 少し疲れたので頭を上げて見

車も走る︒

九用5 時には砂ぼこりをあげて自動

てあげようが︑第一は︑馬をよくか

九備6圏 細かい事はだんくに話し
はいがってやることだ︒
ひづめ

九捌10 肢をあげさせて蹄の裏をさう

あさい一あさい
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とうこいてゐます︒

三183あさからばんまで︑﹁︿略﹀︒﹂

三二3朝になっても︑まだいた

るよ︒

六901

こんな雪の朝などは︑いつも

八俗4

すみきった朝の空氣をふるは
ばんぎ

せて︑板木が鳴りひゴく︒

も︑もう太陽はうらくとのぼって

朝かなり早く起きたつもりで

みる︒

九39

やっても︑すぐになくなってしまひ

よりたくさん來るので︑いくら餌を

ます︒

たまく汽車の窓から見渡

十九日の朝です︒

殆ど口をきく氣もしない程︑静かで

神々しい︒

かうぐ

十一四7国

すと︑朝どんなに早くても︑．あちら

十二231

こちら︑三人五人︑すき・くはを取

山がら

つて︑せっせと働いてみるのを見か

山ではたおる

いのがなほりません︒
九149

四524圃
晴れやかな朝の海︒

朝から大分風が烈しいので︑

七12團

ひごき︑

二十九日の朝︑ロスアンゼ

十二3710 朝起きるから夜寝るまで︑

見ること︑聞くこと︑言ふこと︑行

ふこと︑一切禮節に從ひ︑禮節にか
さばく

ルスを汽車で立って︑夕方︑アリゾ

今日は日曜日なので︑僕は朝

窓ガラ

かめば︑さくくと歯切

明けて行く朝︑

半月程たって︑或日曜日︑

僕は朝早く運動に出かけた︒

十二918

ス越しに林が黒い︒

十二801圃

れよく︑ 朝の氣分を新にする︒

十二793圏

に至り︑家康に見えて援兵を求む︒

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎

翌十五日の朝︑勝商は山

なへよといふのである︒

九927

ふさん

連絡船は朝早く釜山に着いた︒

れんらくせん

から圖書館へ出掛けた︒

九柳1

いろいろとやさしくお世話なし下さ

十213㈱困村の方々は︑朝に夕に︑

十二754図

ナ州の沙漠にさしか＼りました︒

九553国

ける︒

は︑ けふも︑朝から︑ とんく

てんこ

れ︑﹃︿略﹀︒﹄と︑親切に仰せ下され

やがて朝の鮎呼も終って︑

ち破られ︑起床ラッパは勇ましく

九347此の號令で︑朝の静かさが忽
さわやかな

あ＼︑朝の海︒
ほがらかな︑

朝が來た︒

ひじやう

七218韻
朝が來た︒

七223囲

七31囲
反︑ つゴいて

からり︒

朝に

二反︑ 日には八反︑ とんく

四534囲
からり︒

なり︑

七484困
す︒

顔を洗ひ︑すっかり室をさうちして

十鵬10

十﹇悩11

今日より五日目の朝早く

いよく十五日の朝です︒
夏の或朝︑私は青森騨から
始めて下り立つた朝の湖は︑

十和田行の乗合自動車に乗った︒

今日は朝から︑野田先生に山 十一矧5

室に入り︑

八905

のスキー場へ連れて行っていたごい
た︒

片方の足あとが︑一つ置き

淺い水たまりを歩くと︑足の

種まきがすんで十幾日︑淺い

るから氣持のよいものだ︒

しい緑の苗が出揃って行くのは︑見

水の上に︑二糎か三二ぐらゐ︑若々

七259

たら小さなかれひでした︒

裏がぬるりとしたので︑おさへて見

七108

に淺くなって居るのでわかりました︒

五511園

ーク︾

今日より五日目日の朝︑ あさ・い﹇浅U︵形︶9旧い︽ーイ・
こ＼に來りて我を待て︒

十944図囹

パラオ諸島が來ました︒

十月二十七日の朝︑目ざす

候︒

えんしふ

午前と午後に教練がありま 十316国

又旅客飛行機で朝立てば︑

五日目の朝︑張良早く行け
朝は霜だ︒

來れ︒

ば︑老人すでに擦りて待てり︒

八472

十947図
八493

の太陽が輝いて︑

朝の霜も忘れたやうに︑調書 十951図園

夕方には大阪へ︑

八226国

かけることもあります︒

すが︑時には︑朝早くから演習に出

七494国

から︑朝御飯をたべます︒

七488圏

朝は起床ラッパで飛起きま

なると︑かげの方が其の物より短く

四552 どんなにかないたのでせ 七296 朝は物のかげが非常に長い
が︑だんくちゴまって︑お書頃に
うが︑うちのものは︑朝まで
知らずにゐました︒

四831国 朝さそって下さい︒
五101圃 あすは︑朝早くおきて日の
出ををがみ︑それから京都へ立ちま
す︒

五554 今桑ヲタベテ居ル慧モ︑アシ
タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ
フサウデス︒

五563囲 朝からたんぼのにぎはしさ︒
たい さ う

朝から聞える笛たいこ︒

どん

五857 ラヂオ膿操に行くので︑朝は
五時半に起きた ︒

ひやら＼︑

六146圃 どんくひやら＼︑

が出はいりしました︒

六284 其の日は︑朝から︑大勢の人

から討って出て︑どっとときの聲を

六759 在朝︑まだ暗いうちに︑城中 八862 朝は誰よりも早く起きて研究 十955図囹 五日目の朝また煎れ︒
あげた︒

降績くと︑朝までには︑ずるぶん積

六843園 さっきのやうなちやうしで
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あさがお一あさせ

もらひ水
あさがおがた

朝顔につるべ取られて
朝顔

其の頂が朝顔形に開いたの

﹇朝顔形﹈︵名︶1

七402 にいさんが︑物置から古いみ 十362図圏
かん箱を取出して來て︑それを歩く
作りなほしました ︒

ます︒

十目8

あさがおに

十361

朝顔に

朝顔の日記

︹課名︺2

朝顔に

朝顔に

︹旧名︺2

第七
第七

第十一

あさがおのにっき
七目12

朝顔の

したり︑時にひようを降らせたりし

は︑かなとこ雲といって︑雷雨を起

十一M11

七954 最初は遵い所に居ますが︑年 形

を取るに從って︑だんく深い所へ
はいって行きます ︒

七961 そこで油蝉の子は︑深い所か

らだんく淺い所へ移って︑地上へ
出る日の來るのを待って居ます︒

八捌1 三月といへば春はまだ淺いが︑
汽車の窓には關東平野がうら・かに
晴れて居る︒

清水が湧出てみる ︒

十405 底はごく淺いが︑こんくと 日記

アサガホ

七268

あさかぜ

朝風

苗が二十糎ぐらみにのびて︑

﹇朝風﹈︵名︶4

十462圏瀧壺のごく誓いのが︑此の 七394 第十一 朝顔の日記
﹇朝顔﹈︵名︶6

瀧の特徴だよ︒

あさがお

くわいかん

の自宅に婦る途中︑暗やみの中に待
受けてみる怪漢があった︒

淺吉の急報によって︑聞多の

兄五郎三郎は︑押取刀で其の場へか

十819

けつけたが︑もう何も後の祭︑どこ
にも人影はなかった︒

朝霧

朝霧晴れて︑
鳴子がひゴく︒

もずの一聲

﹇朝霧﹈︵名︶3

七儒1圃

あさぎり

あちらこちらで

月のごと︑日輪ほのか

＋了4図圏しらぐと︑朝霧野山
をこめて︑
に浮かぶ︒

一門の恥ならずや︒

けとあざけり︑氣ちがひとの＼しる︒

十498図人は此の有様を見て︑たは

あさごと ﹇朝毎﹈︵名︶1 朝ごと

朝ごとにむかふ鏡の

くもりなくあらまほしきは心なりけ

十一一28図圃

り
あさごはん
あさごはん ﹇朝御飯﹈︵名︶3 朝御飯

朝御飯がすんでから︑少し勉

あさごはん

朝御飯

五865

裏庭へ行って見ると︑もう︑

強をした︒

敷へきれないほど雀が集って︑ちゆ

六883

うちゅう鳴きながら︑うれしさうに

やまうちかつとよ

お

だのぶなが

リ・ーキ・ーシ︾←はるあさし

あさ・し ﹇浅﹈︵形︶4 淺し ︽ーカ

から︑朝御飯をたべます︒

顔を洗ひ︑すっかり室をさうちして

七491国

の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ

十79図囲谷間よりはひ出で︑木

淺草

朝御飯をたべて居ます︒
てんこ
やがて朝の鮎呼も終って︑
﹇浅草﹈︹地名︺1

に朝霧流る︒
あさくさ

にぎやかな所には︑まだ淺
くわんのん

六個4囹

廣いたんぼは次第ににぎやかになる︒ あざけりわら・う ﹇嘲笑﹈︵四・五︶2

葉先が朝風に画くゆれる程になると︑

草の観音様がある︒

一45一 アサガホガサキマシタ︒

︽ーッ︒⁝ハ︾

ていまだ日淺かりし頃︑或日一匹の

それ見た事かと︑人々はあざ 九397図 山内一幽豆︑織田信長に仕へ

良馬を士買りに來れる者あり︒

有爲の奥山今日越え

ゐ

有爲の奥山今日越えて︑

あをやぎ

音もせずふるとも見え

あさせ ﹇浅瀬﹈︵名︶1 淺瀬

ぬ朝じめり枝おもげなる青柳のいと

十二柳1図圏

あさじめり ﹇朝湿﹈︵名︶1 朝じめり

淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

十二価6図圃

て︑ 淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

う

しかも春なほ甚だ暑し︒

十柵4図

韓信︑︿略﹀︑やがて腹ばひ

てまたをくgる︒見る者あざけり笑
あざける

十二瑠11図圃園
﹇嘲﹈︵四・五︶3

時には︑機械をこはしたとい
男のくせにとあざけられた︒

つて叱られ︑村の青年たちからは︑

八823

︽ーラ・ーリ︾

あざけ・る

はざるはなし︒

十973図

けり笑った︒

八826

あざけり笑ふ

朝顔

十一幣9困沙漠の朝風は︑快い程冷

ふと我にかへれり︒

七396 暖い日曜日ですから︑今日は 九悩3図 吹く朝風に︑中佐も軍曹も︑
朝顔の種をまかうといふので︑ひる
から其の用意をしました︒

矢車に朝風強きのぼり

えてゐました︒

﹇浅葱色﹈︵名︶1 淺黄色
ききやう

十二㎜4図圏
かな

よ︒

七413囹 君子︑朝顔の芽が出ました
七442 さう思ふと︑どれもこれも︑

あさぎいろ

海は深さによって桔梗

ちやうちん

﹇浅吉﹈︹人名︺2

分けたやうな美しさ︑
あさきち

弱き弓を取られて︑
﹃︿略﹀︒﹄とあざけらる＼は︑源氏

下男淺吉の提燈にみちびか 八竜2図圏
ゆ だ
れながら︑聞多が山口の町から湯田

十792

淺吉

色・淺黄色・ひわ色︑とりぐに染

十319囲

魂でもあるやうな氣がして私は︑朝
顔がかはいくてたまらなくなりまし
た︒

七458今日はお天氣も好いので︑午
後︑又おかあさんに教へていたゴい
て︑にいさんと朝顔を鉢に植ゑまし
た︒

あさのだいれんにほんばし一あざやか
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十二悩5僕も︑長靴をはいたま＼下
手の淺瀬にはいった︒

あさのだいれんにほんばし ︹課名︺2
朝の大連日本橋

八目6 第五 朝の大連日本橋
﹇浅野内匠﹈︹人名︺1

八283 第五 朝の大連日本橋
あさのたくみ

淺野内匠

きのふから降積った雪に朝日

か団やきました︒

六872

がさして︑どこを見ても︑きらく
夜風に當り朝日に當ると︑す

と銀色にかゴやいて居ます︒

七992

あさひばし

五921

﹇朝日橋﹈︵名︶1

朝日橋 あさもや ﹇朝霧﹈︵名︶2 朝もや

すん

に煙って見える︒

くわうほ

く彼方には︑川沿ひの柳が夢のやう

れ︑其の憶意珠の一つく薄れて行

ぎぼうしゅ

廣田川をだんくとさかのぼ 十一119 三條の大橋が朝もやに包ま
淺間

東も北も一帯に雲がとざし

﹇浅間﹈︹地名︺1

つて︑朝日橋のそばまで行った︒
あさま

十一伽8

う

鮮か

どこまでも青くすみきった大

あざやか ﹇鮮﹈︵形状︶18 あざやか

しゃんはい

呉漱を右に見て︑三浦

て︑僕等の村はもとより︑富士・淺

江をさかのぼるとやがて上海が朝

十一柵4国

つかり色がかはって︑見るから丈夫

間・白馬・立山等の姿を見ないのが
あさまし

さうな油蝉になります︒

﹇浅﹈︵形︶1

もやの中に展開しました︒

空は眞青にすんで︑朝日がや

︽rイ︾

十822

い

あさまし・い

全く残念であった︒

八474
東の空に朝日がのぼった︒

がて野ら一面を明かるくする︒

八869

淺野内 匠 の 家 來 の 事 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

何とか助ける道はないかと思ひまし

朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

十鵬6囹

九391

空の下には︑地上のあらゆる物が︑

たけれども︑左様致しては政道が立

夫たちにかつがれて婦つた弟のあさ

再び家に取って返すと︑今農 八梱5

ひらめきながら︑しっくと上って

あさみどり澄みわた

あさみどり︒

﹇欺﹈

︵四︶

1 あざむく

これはこれはとばかり花

り

九曜8

それに︑爾方の翼を廣げた所

ふと見れば︑道のほとり

色あざやかに︑

咲くも

たゴ晴れた夜空に星がきら

のは露草の花︒

き瑠璃の

る

に︑つ＼ましき姿を見せて︑濃

九744図醜

斑紋があざやかに見られます︒

はんもん

を下から見ると︑大きな白色の圓い

九649

の緑があざやかに廣がる︒

ところどころに梅が咲き︑萎

ちませず︑まことにせんない事でご

カ︾

十一21図

︽

毒言3

色あざやかに見える︒

な

りたる大空の刷きをおのが心ともが

十一一15図蹟

大空は

七238圏此のこずゑ︑ あのこずゑ︑

り

時は明治三十七年八月三十 あさみどり ﹇浅緑﹈︵名︶2 あさみど

ましい姿︑驚き悲しむ母親︒

き︒

十備8図工

さしのぼる朝日の光に輝いて︑

ば朝日ににほふ山ざくら花

くとさえ︑銀河があざやかに中天

といひし古人の句︑我を

の吉野山

朝飯
朝飯

段々畠の野菜が︑ふるひ附き

に美しいものであらう︒

市街は︑何とまあ︑整然とあざやか

それにしても︑空中から見る

らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑

︹題名︺1
朝飯

﹇朝飯﹈︵名︶1

幸福に私

カシヤは︑あざやかな黄色︒

十627 古里くのびたポプラや茂ったア

たい程あざやかな緑を見せる︒

そろって健康に働く家族 九術5

たちの顔を打つ︒

た＼かい御飯の湯氣が︑

の︑高しい朝飯だと思へば︑あ

十二797圃

選一3

にか＼つてみる︒

さしのぼる朝日の如く

あさめし

海の静かなることは鏡の 十一一788

あさめし

あざむかず︒

り

さわやかにもたまほしきは心なりけ

隠坊ー9図翻

行く白帆の影ものどかなり︒

如く︑朝日・夕日を負ひて島がくれ

十一5211図

みる︒

如何にも我がやまと魂をよく現して

十備10

あざむ・く

胸ををどらせつ＼︑やをら

一日︑朝日のいまだ上らざる頃なり

九捌8図

行くさまは︑實におごそかである︒

く ら のすけ

﹇浅野内匠頭﹈︹人

ざいます︒

らうし

名︺1 淺野内匠頭

たくみの か み

あさのたくみのかみ
あかほ

十悩4 赤穂の浪江︑大石内藏之助を
たくみのかみ

十5010図

窯を開かんとすれば︑今しも朝日は

き らかうづけのすけ

始め四十導入が︑亡君淺野内匠頭の

なやかにさし出でて︑窯場を照らせ

朝日

り︒

仇︑吉良上野介を討って︑あっぱ
淺はか

朝晩

アサヒ

敷島のやまと心を人間は

れ本望を遂げたといふので︑
あさはか

﹇浅﹈︵形状︶1
てうゑつ

十二桐7 生死を超越してしまへば︑
﹇朝晩﹈︵名︶2

もう淺はかな夢も迷もない︒
あさばん

七擢6囹 妻や子供に︑朝晩おねんぶ
寒いと一 三 口 っ て は 泣 き ︑ 暑 い と

つの代りにとなへさせます︒
七備3

﹇朝日﹈︵名︶13

．言っては泣き ︑ 朝 晩 よ く 泣 い た の で ︑

あさひ

一63圃 オヒサマ アカイ アサヒ
ガ アカイ
五撹6 をりから上る朝日の光に︑高
くか＼げた日の丸の旗は︑勇ましく
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あざやかさ一あし

趣を呈する︒

鮮かさ

中央に浮かぶたゴ一つの中

地上の緑のあざやかさ︑美し

の建物が夕日に映え︑新しい住宅や︑ あざやかさ ﹇鮮﹈︵名︶2 あざやかさ

三眠9 遠く國務院や︑關東軍司令部
街路樹があざやかに見える︒

くわいらう

七搦7

ろうもん

あけ
十一87 緑深き木立の間から︑朱の
さ︒

﹇生胆﹈︵名︶1

あさり

小さいくまでで砂をかくと︑
足

おもしろいやうにあさりが出ました︒

七107

あさり

島︑カムイシュの鮮かさ︒

十一839

色あざやかな大鳥居・櫻門・廻廊
を望む時︑

十﹇528図 春は島山かすみに包まれ
て眠るが如く︑夏は山海皆緑にして
目ざむるばかり鮮かなり︒

十一榴10 どれもこれも︑すき通る程
鮮かな色であった︒

あし

五118

おたまじゃくしは︑手も足も

さいしょ

なくて泳げるのですから︑

クチクカン
ヲ落サレタリ︑足ノ早イ騙 逐艦二︑

薄い水たまりを歩くと︑足の

打當テラレタリ︑

裏がぬるりとしたので︑おさへて見

最初は︑それと氣もつかぬほ 七109

たら小さなかれひでした︒

五148

れ出して︑とうく︑それが二本の

大意試みに数匹の馬を追落

績いて足が出て暗ます︒

どでしたが︑後には︑だんだんふく

七975

きんしう

取扱兵がすぐ抱上げて︑足の

番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向

八745

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

したるに︑或はころびて煮る＼もあ

今度は︑胸の両わきが破れて︑ 八655図

かはいらしい足になりました︒

五157

さうして︑左の足が一本短

そこからも二本の足が出ました︒
まへば

五443圏

クモハ︑ヤガテ︑後ノ方ノ足

くて︑前歯が二三本抜けて居ませう︒

五774

け出獲した我が軍に連れられて二つ

アシ

た軍用鳩であった︒

﹇足﹈︵名︶44

ヲ鳶口シテ︑オシリノ所カラ︑タク

あし

あし

サンノ細イ綜ヲ引出シ始メマシタ︒

わし

肢肢脚呂あとあし・いそぎあ

みつまたれんげ

し・かたあし・しほんあし・すあし・

ひ だ

十一伽9 飛騨山脈が︑三俣蓮華・鷲

たかあしがに・てあし・ひだりあし・

は

紫紺のはだ鮮

屏風のやうに︑

びやうぶ

羽・水晶・野口五郎と︑大波のやう

やうなものがあって︑それでのこ

に︑

ニ動カシテ︑コノ綜ヲ自分ノ方ヘタ

五794 今度ハ︑前ノ方ノ足ヲシキリ 八備8下へ下りると︑胸の所に足の

ひとあし・まえあし・みぎあし・りょ

六伽8

バクダン
飛行機⁝二見ツケラレテ︑爆弾

﹁たこ﹂といふ物は實に妙な

胴から足が出ないで︑頭から

八本の足を一つに揃へ︑胴を

左右の足を一ぽいにのばした

足が長い割合に︑甲は小さい

所です︒

のですが︑おもしろいのは其の口の

八町4

ら︑三米ぐらゐはあるでせう︒

八帽3

先頭に︑まるで矢のやうに進みます︒

八爾7

足が出て居るのださうです︒

八事2

頭から足が出て居るのださうです︒

が實は胴で︑胴から足が出ないで︑

物で︑あの普通に頭といって居る所

八陥2

に傾けながら進みます︒

の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横

岩や砂の上を歩く時は︑八本

かに︑そ﹂り立ち︑うねり績く雄大

そっと近づくと︑くるりと葉

井戸ばたへ行って︑足を二つ 立証7

く歩くから不思議です︒

る︒

六693囹

鹿のやうに足の早い獣は︑

の裏へ廻って︑足の先だけ見せて居

六238

た︒

五824

グリ始メマシタ︒

シシガ︑目ヲサマシテ︑

庭

ないでせう︒

四477

大てい︑ひづめが二つにわれて居る
やうだ︒

足の親指で︑板の間に落ちた涙をい

足もとを見て居た雪舟は︑盛挙なく︑

それが︑かはいさうに︑あ 山相8 少し泣きつかれて︑ぼんやり

ありません︒

四564 今でも︑山がらの聲を
ぢつてみました︒
聞くと︑まだあれが生きてゐ
六十3 雪舟は︑足の親指を使ひなが
るだらうか︑足のきずはどう
ら︑涙で︑板の間に壷をかき始めた
したらうかと思はないことは
のでした︒

切られました︒

る晩︑ねずみに足の指をくひ

四547

ラヰデシタ︒

アッテ︑足ノフミバモナイク

一パイモミガホシテ

三176圏それでは︑手もあしも

マシタ︒

大キナアシデ︑ネズミヲオサヘ

一505

うあし

茂みをもれる太陽の光が︑

荘嚴な姿︒

十﹇欄11

下草のしだの緑を鮮かに浮立たせた
りした︒

やがて拭ったやうに晴上

つた海上の一角に︑鮮かな島影を見

十一⁝剛10匝

ました︒

十﹇価8 それは肉眼で見るのとすつ
かり感じが違って︑今に露でも滴り
さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで
ある︒

十二271 とうろうの色鮮かに︑江上
に影をうつすさまは︑垂にもかきた
いくらゐである︒

十二658 其のや＼まばらな梢越しに

見えがくれして︑白壁はいよく鮮
かに︑いらかはいよくこまやかな

あし一あした
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九276 ねぢは︑仕事毫の脚のかげに
ころがった︒

九483図圃 やれ打つなはへが手をす
はと

る足をする

九645 鳩より少し小さいくらみの大
きさですが︑全払が濃い緑色で︑頭
が黒く︑のどと翼と尾とは濃い紫色

いのに大聖ぢやありませんか︒

十鶴1

﹁あじあ﹂は流れるやうに動

き出した︒
﹁あじあ﹂は防音装置がして

十研7

ロンドンには︑大英博物館

を始め︑大きな博物館や美術館があ

十二柵7

あるので︑外の響が車内にやかまし

十㎜2

﹃あじあ﹄のスタンプを押

﹁あじあ﹂は︑雲の影を追越

しませんか︒

十旧10囹

くは聞えない︒

つて︑其の一つの見物にさへ一日や
二日はか＼り︑殆ど足が棒になるの
を感ずる︒

あし

和歌の浦に潮が漏ちて來る

﹇葦﹈︵名︶1

十二994

あし

したり追越されたりして︑漏洲の大

を帯び︑口ばしと脚とは眞赤です︒

と︑干潟がなくなって來るので︑あ

あし

九柵7 大きな犬ぐらみの大きさで︑

﹁あじあ﹂の印のはいった用

一思に美都新

平野をまっしくらに突進する︒
は︑

しの生ひ茂ってみる向かふの方をさ

跡

足

﹁あじあ﹂は何時の間にか町
足あと

﹁あじあ﹂

十目13

て

十齪1

て

﹁あじあ﹂に乗り

第二十⊥ハ ﹁あじあ﹂に乗り

第二十六

足音

親山羊は︑柵のきはに︑秋の

あしおと ﹇足音﹈︵名︶2

日をあびてすわって膨ましたが︑私

六411

の足音を聞きつけて︑すっくと立上

わざと足音を立てて走り寄

りました︒

あし
﹇足柄山﹈︹地名︺1 足

れば︑笛を吹きながら静かに見かへ

九回9図

る︒

柄山

がらやま

あしがらやま

あしがらやま

東國の賊を平定して︑尊が西

へお臨りになる途中︑相模の足柄山

七65

これまでうちに居た牛は︑膿

﹇足先﹈︵名︶1 足先

をお通りになった︒

あしさき

がまつ黒で︑後足の足先と尾の房の

六644

所だけが白い︑まことに美しい牡牛

でした︒

明日

‡あす・みょうにち

あした ﹇明日﹈︵名︶！0 アシタ あし

アシタバ︑ガッカウノエ

テルテルバウズ︑テルバ

ンソクデス︒

一一了4

私がさばくを歩いて居ます た

前の人の足跡を躇みしめる
︹課題︺2

ニー33園

二合アサン︑アシタバ︑

ナリマセウ︒

ヤンデ︑アシタバ︑天キガヨク

ニー21圏雨ハコンヤノウチニ

ウズ︑アシタ天キニシテオクレ︒

片方の足あとが︑㎜つ置き 二92醜囹

のに︑人の足あとが見えません︒

と︑らくだの足あとがつゴいて居る

五501園

のに︑人の足あとが見えません︒

と︑らくだの足あとがつゴいて居る

五499圏私がさばくを歩いて居ます

﹇足跡﹈︵名︶4

にはいってみた︒

十備7

んでしまふと眠くなって來た︒

つたスタンプを入れて︑ボーイに頼

紙に手紙を書いて︑今朝押してもら

十欄3

京に迫りつ＼ある︒

﹁あじあ﹂

肢はばかにひよう長く見えます︒

﹇悪﹈与よしあし

十号7

して︑つるが鳴きながら飛んで行く

あし

﹇味﹈︵名︶2

ことよ︒

あじ

叔父さん︑北海道のいち

味εきれあじ

九佃1 時には乳をのむのも忘れて︑

ひよう長い肢で︑元氣よく草原の上
をはね廻ることもありました︒

九佃2

肢もしっかりして來ました︒
ひづめ

十一754園

ほんたうに北海道の味がするでせう︒

ごに北海道の牛乳をかけてたべると︑

九梱9 肢をあげさせて蹄の裏をさう
ちしたりしても︑じっとおとなしく

あじあ

あしあと

北海道の味もい﹂が︑今

朝︑神社の森で聞いたかんこ鳥の聲

十一756園

してゐます︒

九悩4 宿を取って︑わらちをぬぎ足
を洗って︑座敷へ通りました︒

は︑實によかったよ︒
あぢ

﹁あぢ﹂﹁たこ﹂其の外名前を

﹇鰺﹈︵名︶2

始めて聞く魚も︑たくさん富ました︒

直川3

あじ

十939図譜人足にてこれを受け︑打
ちゅうぶう

笑ひて行過ぎしが︑

十備10囹中風で︑足もろくく立
たないおちいさんが︑

﹁あぢ﹂は水中に居ると︑實
︵名︶9

に乗りて

アジアにのりて

やうに︑一歩一歩登って行く︒

十一恥8

に淺くなって居るのでわかりました︒

特別急行列車﹁あじあ﹂が︑ 五511園

九時大連嚢の﹁あじあ﹂に︑
僕は乗った︒

十撹2

回りで行けます︒

八時間遺り︑ハルビンへは十三時間

すばらしい速さで走って︑新京へは

八219困

アジア

に氣のきいた魚です︒

を ど る 心 を お さ へ る や う に ︑ 八襯4

私は静かに足を運んだ︒

十一2510

十一佃6 昨日の雨でじめくして︑
﹁︿略V ︒ ﹂ 彼 は ︑ 突 然 か う 言

うっかりすると足が滑る︒
十一価2

つて足を止めた︒

十二909園 寒いから脚を大事になさ
い︒

十二9210園 をぢさんこそ︑脚がわる
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あしだ一あす

て︑蓼拝の人々︑あたかも言合はせ

ぢつてみました︒

足の親指で︑板の間に落ちた涙をい

足もとを見て居た雪舟は︑何氣なく︑

大きなねずみが一匹︑雪舟の

たる如く︑足並の自ら揃ふも尊く思
あしのこ

る︒

十ニー210

我が國へは︑アジヤ大陸か

﹇味﹈︵五︶4

春ののどけさが︑ほんたうに

味はふ

ら青銅器を作ることが傳へられ︑

あじわ・う

九45

︽ーッ・ーハ・ーヒ︾

．

平安時代の大宮人たちは︑か

味は︑れる︒

我等は此の歌を聲高くよんで︑

其の何ともいへぬ︑ほがらかな︑

十冊3

都の春を樂しんだのであった︒

うした心持を心ゆくまで味はつて︑

甲介の大きな艦は︑もう鹿介 十橋10
足もとを清らかに流れる水が︑

行く人に︑ひそやかにさ＼やきかけ

十387

の足もとにぐたりとしてみた︒

九823

な様子です︒

足もとに居て︑今にも飛びつきさう

六佃3

はる︒

﹇盧湖﹈︹地名︺1 藍湖
あしの

﹇足早﹈︵形状︶2

こ
湖である︒

あしばや

鬼は手早だ︑足早だ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑足早に通り過ぎ

四733圃

﹇葦原中国﹈︹地

て︑彌次郎は北八に言ひました︒

九鵬5

足早

九四9 前方に湖が見えました︒塵

あしのこ

あしたから︑學校が始

オ天キダサウデス︒

四827国
りますが︑また 一しょに行きま
せう︒

五554 今桑ヲタベテ居ル慧モ︑アシ
タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ
フサウデス︒

ようと思った︒

五862 あしたからは︑もっと早く來
六839圏 あしたは︑雪合職が出來る
あしはら

あしはらのなかつくに

つ＼ましい心を味はひたいものであ

でせうか︒

る︒

足もとには︑かなり大きな
雪渓が見下された︒

十一伽7

あしはら

名︺2葦原の中つ國葦原の中つ國

皇孫の

すめみま

あしべ

多い︒

筏流しの風情のよく味ははれる所が

激しく押合ひもみ合ふ彼等 あじわ・える ﹇味﹈︵下一︶1 味はへ

燕愛の穂波を渡る夏風に吹

えんばく

る

︽1へ︾
の足もとには︑意外にも深い谷底が

さは︑ちよつと内地で味はへぬもの

かれながら︑荒野の大道を走る愉快
の小天守及び大天守が︑︿略V︑私た

頭上には︑乾の小天守︑西

十一悩1

である︒

陸

足もとからむくくと濁つ

︹地名︺一

アジヤ

︹地名︺一

アジヤ大

五十粁とは離れてゐません︒

アジヤたいりく

あすは︑朝早くおきて日の

ちょくゆ

の間に︑必ず仕上げよとのことだ︒

七793圏殿の仰では︑明日から三日

事について注意を受けます︒

七514国 績いて︑みんなで勅諭を
はんちやうどの
奉讃して後︑班長殿から︑明日の

す︒

出ををがみ︑それから京都へ立ちま

五99国

あした・みょうにち

あす ﹇明日﹈︵名︶10 あす 明日 ‡

の一つである︒

アジヤ

せりの葉並が一そう美しく見える︒

て湧上つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

十二悩6

たかつかうである︒

ちを足もとにも寄せつけないといつ

十二6811

口をあけて待ってるるのである︒

十二682

けないと感じながら︑ついて行くの

此の邊一帯の江上に︑特に

十二49図囹此の葦原の且つ國は︑
我が子孫の治むべき所なり︒

十二511図園此の葦原の中つ國を皇
あま
孫にたてまつりて︑とこしへに天つ

﹇葦原中御国﹈

日嗣を護りまつらん︒

ひつぎ

あしはら

あしはらのなかつみくに

﹁葦原の立つ御國は︑

あしはら

く︑

︹地名︺1 葦原の中つ御國
あま
十一615図圃囹 天照らす神のたまは
御位はいやさかえま
天壌ときはみなからん︒

あしひき

あしひきの山のは出

﹇足引﹈︵名︶1

﹇葦辺﹈︵名︶1

つる月かげに大海原の波を見るかな
あしべ

少し泣きつかれて︑ぼんやり

カ︑此の二大陸が互に迫る中間は︑

和歌の浦に潮満ち來れ 十一備6国右はアジヤ︑左はアフリ
ば潟をなみあしべをさしてたつ鳴き

かた

十二9811図圃
わたる

結局︑足もとにも寄りつ 十二298

るのだから︑心配しないで︑もうお

アシタバエンソク
足並

六川7

十一一403園

六952囹 お前は︑あした︑學校があ
やすみ︒

六芸6園 明日からは︑きっと︑一生

アシダ

けんめいにお纒を習って︑早くえら
﹇足駄﹈︵名︶2

いばうさんにならう︒
あしだ

三537 ﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑庭ヲ

ニナラウトシマシタ︒

見マハシナガラ︑アシダヲオハキ

し︑

あめつち

営むべき國︑

ゲニヰタ一寸ボブシバ︑﹁︿略﹀︒﹂

三54一 スルト︑ソノアシダノカ

あしひき

三

﹇足並﹈︵名︶1

十二21図圃

トイッテ︑アワテテトビ出シマシ
タ︒

あしたはえんそく ︹課名︺2 アシタ
バエンソク

ニ71

一一目4 三 アシタバエンソク
あしなみ

に清められし玉砂利さくくと鳴り

十16図 南参道に入れば︑夜來の雨 あしもと ﹇足元﹈︵名︶9 足もと

あずかりたまう一あせる
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︽ーッ︾

︽ーケル︾

二713園

流れ出した︒

コレハ大ジナコブデス︒ 九川4 並木の日かげに︑大きい包を

あっかる

こ＼にも︑あすこにも︑

くたふれてしまひました︒
五192團

日の丸の旗がひらく︒
萬歳の叫び聲が︑こ＼でもあ
あづま

それ以來︑此のへんの妙々を

﹇東﹈︹地名︺1

すこでも起ります︒

七㎜8
あずま

七72

﹁あづま﹂といふやうになったとい
あづまはや

尊は︑なつかしげに﹁あづ

︵感︶1

はれて居る︒

あずまはや

七68園

まはや︒﹂と仰せられた︒

汗

十一欄11

握る︒

はっとして思はず手に汗を

田のあぜに︑むしろを敷いて

あぜ ﹇畦﹈︵名︶1 あぜ

もらって遊んで居た弟が︑遠くから

六214

﹇汗﹈︵五︶2 汗ばむ ︽一

僕を見つけて︑﹁︿略V︒﹂と︑大喜び

である︒

ム・ーン︾

あせば・む

そろく汗ばむ程暑くなった

日ざしを受けて︑男も︑女も︑牛も︑

七271

ひたひも背中も汗ばんで來

泥田の中で働く︒

た︒

十一帯2

あぜみち ﹇畦道﹈︵名︶一 アゼミチ

ソギマス︒

ゼミチヲ︑

カリニ︑

トホイタンボヘ

カマヲカツイデ︑

イ

ア

ほこりと汗で鼻聾になった兵 ニー51圃 カマキリヂイサン︑ イネ

お人形さんが汗をかくだら

﹇汗﹈︵名︶9

六二6圏

あせ

う︒

八541

しゃくどう

誰も彼も︑赤銅色のはだか

隊さんが︑

目録室へはいると︑急に汗が

上島軍は︑八尺の槍で︑敵の

宗任は︑もと賊軍の大將にあせ・る﹇焦﹈︵五︶2あせる

七908

︽ーッ︾

九932

しかし︑土地は殆ど無限に

廣がつてみるのであるから︑あせつ

十二238

せった︒

槍先をはね上げ︑彿ひのけようとあ

て︑近頃降りし者なれば︑空家の家

雨岸の敵も味方も︑思はず手

に汗をにぎりけり︒

來どもこれを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑手

九202図

ら玉の汗を流してみる︒

八麗7

顔を激って流れ落ちる︒

日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑赤
預る

八169園 それ程首がほしいなら︑明 あずか・る ﹇預﹈ ︵五︶3 アヅカル

あ

アヅケル

へ三びきと︑ごろ

い着物を着て︑こ・を通る者の首を

仲間の者が國へ送る金をあ

ニアルコブヲ︑アヅカッテオキ

マセウ︒

七四7囹
つかって︑此の財布に入れて來たの
です︒

細川越中守を始め︑浪士を預

2

足

つた大名も残念とは思ひながら︑か

十僻10

与おあずけ
足助次郎重範

︹盛名︺

うなっては何ともしやうがない︒

あずけ
しげのり

足助次郎重範

しげのり

足助次郎重範

第四

あすけ

第四

助次郎重範

すけ

あすけじろうしげのり

十目5
十146

あすけじろうしげのり﹇足助次郎重範﹈
足助次郎重範
かさぎ
元弘の昔賊
︑の大軍︑笠置
げんこう

︹人名︺2
十148図

二ひき︑こ＼

頭の上にのせた女が︑休んで汗をふ
アヅケルコトハデキマセン︒
二706園 コンド來テクダサル時
マデ︑オヂイサンノ右ノホホ
いてるる︒
あすご ﹇彼処﹈︵代名︶3 あすこ
四693 外の鬼どもも︑あすこへ 十一佃1 帽子の下から湧出る汗が︑

取れ︒

九882 秀吉の援軍が今日來るか明日
來るか︑それを頼みに勝久は城を守
つた︒

たいわん

九旧10 聞けば︑軍人さんは今日午後
福岡へ飛び︑明日は更に皇湾へ飛ぶ
のださうだ︒

十鵬5園 明日までは大丈夫持ちます︒

十干1 明日また︑お日様︑ごきげん
よう︒

あ

明日のお客の引出物に︑

通れば︑明日正午はいよくナポリ

十一研6圏 今夜︑半島南方の海峡を
です︒

十二5310囹

︽ 一 へ︾

﹇与給﹈︵四︶1

末廣がりを出さうと思ふQ
つかり給ふ

あずかりたま・う

山の行在所をおそひ奉りし時︑足助

あんざい

九426図園 今こそ君は其の良馬を求

十154図三
園河國の住人足助次郎重

戸を守りみたり︒

次郎重範は︑ 一族を引連れて一の木

あっかる

めて︑主君のおほめにあっかり給へ︒
﹇与﹈︵五︶2

︽ーッ・ール︾

あずか・る
いったんくわんきふ

捧げまみらせて︑此の木戸を固めた
足助

範︑ かたじけなくも一天の君に命を

﹇預﹈︵下一︶一

に汗を握る︒

足助殿の御弓勢︑日頃承 九8110

ごゆんぜい

﹇足助殿﹈︹人名︺1

時︑國をあげて國難におもむくのも︑

あず・ける

り候ひし程にはなかりけり︒

十1610図園

殿

あすけどの

り︒

九柵6 してみると︑一旦緩急ある

てるるといはなければならない︒

︿略﹀︑一つには 國 語 の 力 が あ っ か つ

十二旧6 さうして︑刑事裁判では︑
ば い しん

検事が立會ひ︑又人民中から選定さ
れた十二人の陪審員が︑事實の判噺
にあっかる場合がある︒
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あそこ一あそぶ

﹇彼処﹈︵代名︶6

あそこ

たところで追ひつくものではない︒
あそこ

七273 こ＼の田も︑あそこの田も︑
掘返した土のかたまりの間には︑も
うひたひたと水がた＼へられて居る︒

みたら︑臼由自在に船も通れるでせ

十梱5 若しあそこが少しでも切れて
うが︑

密毛8 だから︑あそこへ運河を作ら
うといふことは︑何百年も前から考
おかあさんは︑あそこ︒

へられたことでした︒
十悩10園

こうしゅれい

十欄8圏 あそこの岡を知ってみるか
ね︒

ももひろ

ち

丈饒のろかい操りて︑
百計・千

﹇遊回﹈︵五︶1

遊び

遊びなれたる庭廣し︒

行手定めぬ波まくら︑

十一913図圃
ひろ

尋海の底︑

︽ーッ︾

あそびまわ・る
廻る

村のあちこちから同じやうな

ある所で︑子どもたちが

でいって下さい︒

四412

五六人集って︑かげふみをして

子どもたちはあそぶこと

あそんでゐました︒

四417
ゐました︒

モットアソンデオイデ︒

を止めて︑しばらく月を見て

子馬がたくさん來て居て︑母馬の草

九百10

四515圏

ひつえう

うちへかへって︑えんがはに
んで居るらしい︒

腰をかけて居ると︑川で︑誰かあそ

五843

でした︒

一しょに︑あそぶ必要もありません

へ︑

ハチガ︑アソビ

二人で︑水母砲をこしらへて
あそんだ︒

ナ物ヲ吸着ケテアソンダ︒

遊んで居た満洲人の子供に尋ねます

と︑

子供らと手まりつきつ﹂

この里に遊ぶ春日はくれずともよし

九228図圏

九2710園 こ＼で遊んではいけない︒

僕が唱歌を歌ふと︑北斗は︑

何時までもおとなしく草をたべなが

九悩2

ちゆう

僕のみない時は︑何時でも青

ら︑僕のそばで遊んでゐます︒

ていどう

秋の日をまともに受けた駐

僕は︑春休をハルビンの叔父

を ぢ

在所の庭で︑一郎と貞童が遊んでゐ

ざい

十607

る︒

十鵬2

時々女の子たちが出たりは

の所へ遊びに行くのである︒

いったりして遊んでみる中に︑

十一172

我が國に遊べる外國人は︑

り︒

における海上の一大公園なりといへ

早くより内海の風光を賞して︑世界

十一541図
もらって遊んで居た弟が︑遠くから

田のあぜに︑むしろを敷いて
僕を見つけて︑

六214

と遊んでみるやうでした︒

また︑目高やどぢやうなどと 九夏5
五137
あ

をたべる後を追ひながら︑旨い野原
アンブ

を心しさうに遊び廻ってゐました︒
あそ・ぶ ﹇遊﹈︵四・五︶35

︽ーバ・ービ・ーブ・ーベ・

アナタモ︑アソビニイ

ーン︾﹇▽むれあそぶ・もてあそぶ

そぶ 遊ぶ

一252圓

ラッシャイマセンカ︒

マシタ︒

ソコ
ニキマシタ︒

二232

た弟が︑たいくつして︑﹁あ﹂ん︒﹂

庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

金網で園んだ中に︑黒や黄

やすみや

中山半島の西湖岸を町屋

に至る間は︑島あり︑岬あり︑入江

十﹇梛1

かしながら遊んでみる︒

色の狐が︑きょとんとして︑目を輝

きつね

お前︑行って遊んでやりな 十一悩8

つて遊んでみる子供たちがあった︒

さい︒

六269

しょに遊んだ︒

それから︑夕方まで︑弟と︸

六267園

と言った︒

蛙の子どもが︑川ばたで 六263 一人ぼつちになって遊んで居 十一779 一面の芝生におほはれた校
正雄サン︑サ・舟ヲナガ

あそんでゐました︒

三245
三362囹

良雄さんと太郎さんは︑

シテアソビマセウ︒

三613

ぐわようしでめんを作ってあ
そばうと︑さうだんしました︒

新公園に來て見ると︑日

もあって︑釣するによく︑遊ぶによ

オヒルカラ︑私ハ︑正雄サ 六412 向かふの方で遊んで居た二匹

十一糊4囲

の子山羊は︑鳴き聲を立てながら︑

道がわからなかったので︑

ンノウチヘアソビニ行カウ

八252国

い︒

どうぞ︑ゆっくりあそん

こっちへかけて來ました︒

三価7囹

ト思ッテ︑外へ出マシタ︒

三926

五878

ニー63 アル日︑サルトカニガ︑
山ヘアソビニイキマシタ︒

十㎜9園 あれは公主嶺で︑昔︑ロシ

二204江口ガ︑下唇ラナガメテ 六182 ソレカラ︑磁石デ︑イロく

遊び

遊び

ヰマスト︑サルガ︑アソビニキ

やのコサック兵は︑あそこで教練し

遊ばす

︽一

たのだが︑今は農事試験場の羊や牛
﹇遊﹈︵ 四 ︶ 1

が︑かけっこをしてみる︒
あそば・す

ごゆんぜい

シ︾几vおかえりあそばす・おぼしめし

あそばす

︵五︶−

り候ひし程にはなかりけり︒こ＼を

十171図囹 足助殿の御弓勢︑日頃承
遊ばし候へ︒
﹇ 遊暮﹈

︽iシ︾

あそびくら・す

暮す
かね

九41 一日を遊び暮し︑遠く入相の
鐘のひゴきを聞いても︑なほ長堤の

︽ーレ︾

﹇遊慣﹈︵下二︶1

櫻は︑夕日に映じてはなやかに咲績
いてるる︒

なる

あそびな・る

あだ一あたかも
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本の子供たちが︑池のほとりで仲よ
危除を避くること能はざりき︒

熟練なる水夫といへども︑殆ど其の

十二榊5図白洲に近き藍島の漁夫︑

あみのしま

く遊んでゐました ︒

十二916 それから一時間ばかり︑僕
げんかい

先づこれを救はんとして船を出した

與ふ

叔父爲朝の弓のやうなら

ぢためとも

﹇与﹈︵下二︶5

てあそばれて進むこと能はず︒

フ・一へ︾

あた・う
を

首骨9図園

︽一

れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも
仇
くらのすけ

たちは︑何も忘れて愉快にまり投を
﹇仇﹈︵名︶2
ら うし

して遊んだ︒

あだ
あかほ

始め四十鯨人が︑亡君淺野内匠頭の

たくみのかみ

十悩4 赤穂の浪士︑大石内忌門助を
き らかうづけのすけ

仇︑吉良上野介を討って︑あっば

八94

其の國の人々は︑此の疲れは

てた鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れ
てやり︑食物を與へてやりました︒

頼朝は唐綜をゆるした上に︑

さて︑かう領地を二分し

て二人の娘に與へるからには︑予は

十二襯1囹

今後百態だけの家來をつれ︑月代り

に姉娘・妹娘の許へ参って︑饒生を

送ることにする︒

見下せば︑幾百丈の谷は︑

あたかも ﹇恰﹈︵副︶10 あたかも

九595国

殊に中央のマンハッタンで

あたかも屏風を立てたるが如し︒

びやうぶ

さうして︑五月の太陽は︑ 八649図

萬壽にはたくさんのはうびを與へま

八467
した︒

十一373圏

かういふ風に︑月の世界は︑

わら
曲辰家の藁屋根に光彩を與へ︑

十一梱1

いはば全く恐しい死の世界ですが︑

は︑十幾條の縦の大通と︑横の無敷
かうしじま
の通とが︑あたかも格子縞のやうに︑

ば︑わざと落しても與ふべし︒

九468図翌朝︑御塁所︑長四郎の心

それでみて︑昔から月忌やさしい︑

れ本望を遂げたといふので︑

には相違ないが︑みだりに騒動を起

きちんと交ってゐます︒

早早6囹 亡君の仇を報いたのは︑義

平和な営営を與へてくれるものはあ

南参道に入れば︑夜逃の雨

たる如く︑足並の自ら揃ふも尊く思

て︑参舞の人々︑あたかも言合はせ

に清められし玉砂利さくくと鳴り

十15図

も地圖のやうに見下されます︒

に包まれたマンハッタンが︑あたか

ハドソン川とイースト川と

をあはれみて︑手つから袋を開き︑

けっきょく

しめる光が︑我々に大きな慰を與へ

九615国
りません︒

取出して袴垂に與へ︑﹁︿略﹀︒﹂と言

九榴1図保昌は家に入り︑綿入一枚
聞かせたり︒

るからです︒

同一の鐵で造るのではなく︑切るに

すなはち︑日本刀は全土を
必要な堅さを持つ百錬鍛造の鐵と︑

老人來り︑一巻の書を取出 十一鵬5

つこともなく立去りたり︒

両岸の絶壁︑あたかも屏

其の屋根は︑あたかも飛行

西からの見すかしを防いでみる︒

鷺山をあたかも長城の如くおほうて︑

十二7010 眼下に見る西の丸の櫓々は︑

だかと思はせる︒

は︑あたかも地上に鏡でもはめ込ん

十ニー711 北海・中海・南海と績く池

てるる︒

機の翼のやうな落着きと輕さを見せ

十﹁2910

知らぬ青さをた㌧ふ︒

風を立てたる如く︑流はよどんで底

ぷ

ぴやう

して張良に與へ︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑い

ゑんえんたる城壁を高くめ
ぐらした北京は︑見るからに雄大だ

十型ー69

そこで︑今日は︑我が王

といふ感じを與へる︒

十二鵬6園

國を三分して︑三人の娘たちに與へ
一番孝行の心ある者に︑

ることとする︒

十二搦11囹

︵地圖を指して︶では︑

最大の恩恵を與へるであらう︒

十二柳9園

此の線から此の線までを︑そなたに
與へる︒

十掴7図

はる︒

樺太は島なりや︑又大陸

からふと

十一931図

の一部なりや︑世界の人の久しく疑
たん
問とする所なりしが︑其の實地を探
検してこれが解決を與へたるは︑實

けん

與へ

與へる

願はくは︑我に七難八苦を

﹇与給﹈︵五︶1

に我が間宮林藏なり︒

あたえたま・う
︽一へ︾

九773園

給ふ

﹇与﹈︵下一︶12

與へ給へ︒

あた・える

︽一へ・1ヘル︾﹇▽わけあたえる

さうして︑はうびの金をたく
さん與へた︒

七伽9

を重ね合はせて造るのである︒

折れないための柔かみを與へる鐵と

十959図

其の青白い︑しみぐと親

食を與へて︑再び封ぜらる︒

償

︽ーハ︾

十一m2

したのは︑結局私情を以て國法を
﹇価﹈︵名︶3

破ったのである︒

あたい

九399図 信長の家臣等これを買はん
と思へど︑債の高きを聞きて︑皆求
めかねたり︒

能ふ

して︑償は如何程でござ

．九406三園其の馬は︑いか程の債に
や︒

十一一581園

﹇ 能 ﹈ ︵ 四︶4

らうか︒
あた・う
たけだかつ よ り

十二735図 武田勝頼︑大軍を率みて
要り攻むれども︑城兵善く戦ひて抜
くこと能はず︒

十二脳6図 社寺の壮麗はしばらくお

き︑何の山︑何の川︑一木∴草に
至るまで︑歴史あり古歌あり︑人を
して低回去る能はざらしむ︒
のすこぶる多く︑一朝風浪起れば︑

十二備8図 古よりこ＼に難破するも
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其の上にそ＼り立つ天守閣はあたか

をの
十二723 斧を知らぬ密林におほはれ︑

六研4園

す︒

地の下には︑馬ふんや枯葉

でも︑中は暖い春ですもの︒

はんちやう

掘返された新しい土が︑暖い

蛙の鳴く聲がする︒

七251
暖い日曜日ですから︑今日

日光に照らされる︒

そこで︑其の國の人々は︑此

さうして︑疲れのなほるのを

私は︑さ

十二805圃白い御飯から︑ あた〜
かいみそ汁から︑ ほかくと立上
る湯氣を見つめながら︑

のんきな主人に置忘れられ︑

くくと白菜をかむ︒
十二欄11

雪にうまって冬を越した人形が︑そ

あた＼か

れでも暖さうな顔をして︑妹の小さ
な手に抱かれてみた︒
﹇暖﹈︵形状︶1

着物をはぎ取らんとて︑或

四方の山を

見おろして︑

うらの畠にみたおかあ

日本一の山︒

かみなりさまを下に聞く︑

出し︑

富士は

さんも︑かけて來て︑あたまか

四138

ら手ぬぐひを取りながら︑

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略V︒﹂

と︑にいさんは︑ぼくのあたま

四164

をなでてくれました︒

ました︒

まことに神々しくて︑しぜ

かうぐ

光のあたまにかみつかうとし

四703 ところが︑首はとび上っ
て︑口から火をはきながら︑頼
ちみたるに︑身分いやしからざる人︑

五222園

どれも︑これも︑丸い頭をふ

長さは︑八つの山︑八つの

でるました︒

り︑長い尾をふって︑元〆よく泳い

五116

んとあたまが下りました︒

五95圃
﹇暖﹈︵名︶1

ながら歩み謂れり︒
あたたかさ

の如し︒

谷にわたるほどで︑頭が八つ︑尾が

酒を見つけて︑八つの頭を八

モウ桑ノ葉ヲタベナイデ︑頭

マユ

ヲ上ゲテ︑繭ヲカケル所ヲサガシマ

五534

した︒

つの桶に入れて︑がぶくと飲みま

五234

八つ︑目はまっかで︑背中にはこけ

﹇暖﹈︵下一︶1

頭

が生えてゐます︒

温める

秋晴の空はあくまで澄みて︑暖さ春

十二41図停車場の外に出つれば︑

暖さ

あた㌧かげなる着物着て︑笛を吹き

夜︑町はつれに出でて人の來るを待

九㎜4図

げ

あたたかげ

七242 春の少し暖い晩︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

いよ︒

が入れてあるから︑夜もぽかく暖

六佃4囹

も司令塔の如く︑

十二橋1図 文久二年︑先づ臼玉に
ばくまつ

其の志をうったへて許可を得しが︑
時あたかも幕末にして人心動揺し︑

暖

たうてい此の種の事業に着手するを
得ず︒

﹇暖﹈︵形状︶2

は朝顔の種をまかうといふので︑ひ

八95

ました︒

家に入れてやり︑食物を與へてやり

の疲れはてた鳥を拾ひ集めて︑暖い

八93

してやる︒

寒いなら︑暖くなるやうに

るから其の用意をしました︒

あた＼か

︽i・ーイ・ーク︾

七型9園

な日に照らされ︑夜はきれいな月を

も花︒

暖い

あたたか︒い
暖イ

あたた・める
︽ーメル︾

あたま

薄日がぽかくと背中を温
﹇頭﹈︵名︶42

四12囲

あたまを

雲の上に

作って︑めんにつけました︒

あたまに合ふやうに︑わに

六241

黒

左の手で︑頭のあたりをつか

い頭と目が光る︒

のぞいて見れば︑長いひげ︑

三633 べつのぐわようしを細長 ス︒
五937魍 そっとあかりを 近寄せて︑
く切って︑それをじぶんたちの

出して︑

ねの所から︑小さなあたまを

三136ひよこが︑おやどりのむ

あたま

める︒

朝の霜も忘れたやうに︑眞書 十一伽8

待って︑南の暖い國へ送ってやりま
した︒

八495

の太陽が輝いて︑日なたに敷いたむ

何か︑

しろの上には︑猫がほかほかと暖さ
暖い晩だ︒

うに眠ってみる︒

九56醐

うきくとそよめく晩だ︒

暖い︑さうして

あたりが

九64團

幸福に私

あ

そろって健康に働く家族
た〜かい御飯の湯氣が︑

回しい朝飯だと思へば︑
たちの顔を打つ︒

の︑

十二798魍

ろうどのやうに︑つやくして居ま

色をした花が︑暖い日を受けて︑び

六櫛1 それこそ︑ほんたうのすみれ

セマス︒

四囲6暖イ雨ヲ何ベンカ降ラ

ヲ暖クシマス︒

四㎜5雪デモ︑霜デモ︑氷デモ︑
カタハシカラトカシテ︑野や山

ルヤウニナリマス︒

四櫛7 弱イ光ヲ出シテヰタオ
日 様 ガ ︑ ダンく暖イ光ヲ送

ソットヤッテ來マス︒

四伽4 シカシ︑北風が少シユダ
ンヲシテヰルト︑暖イ南風ガ

い

﹇暖﹈ ︵ 形 ︶ 1 9

ど残らず咲きつくして︑野も花︑山

くと見れば︑櫻といふ櫻は︑ほとん

九26 暖な春の日が一日か二日も績

浮かべながら︑ゆっくり歩きました︒

五719 その間を︑私たちは︑書は暖 七396

あたたか

あたたか一あたま

あたまでっかち一あたらしい

28

むと︑後足をふん張って︑逃げさう
にした︒

六416 草をどさりと投げてやると︑

三匹が頭をくっつけて︑おいしさう
にたべ始めました︒

七426 又︑新しい芽が︑頭に黒い皮
をかぶって出て來ました︒

あらひば

け

不思議はないのだよ︒

十一438

一年か＼つて出塁上ったの

が人間の頭のやうなもので︑ふいご
で風を吹込むと︑ゴムのくちびるが

洗刷毛を持つた数十人の水

兵が︑甲板をこすりながら頭を並べ

九374

動いて︑生きた人間のやうに聲を出

はと

天皇のお使に弓を引いた兄が︑

すぐ又天皇をお招きすると言って︑

六52

新しく家を建てたばかりか︑

六63園新しく建てた家には︑大き

一たい︑どういふ風におも

なおとしがしかけてあります︒

した︒

六柵8

父や兄は︑牛の禮をきれいに

今度新しいお堂を建てたか

眞黒な牛が︑いうくと引い

ら︑見に來て下さい︒

七146園

氣ヲ吸ハナケレバナラナイシ︑

ドウシテモ︑時々︑新シイ空

して︑新しいくつをはかせてやりま

六674

い家にはいって︑やってみろ︒

てなしをするのか︑︸つ︑此の新し

其の中に︑ふと別の考が先 六81園

生の頭に浮かびました︒

十一4411

す仕掛になってゐました︒

て進んで行く︒

鳩より少し小さいくらみの大

きさですが︑全中が濃い緑色で︑頭

九643
が黒く︑

一老人怒りて林藏の頭を

いわし雲がぐんくふえて
來ると︑空一帯が灰色になって︑何

十一川7

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

七975 すぐに背中が出る︑頭が出る︒ 九759 ﹁︿略﹀︒﹂と言って頭を下げた︒ 十﹇977図

少し疲れたので頭を上げて見

地平線から次第に見上げて︑

だか頭をおさへっけられさうになり

九㎜2

廻すと︑

七981 ぐっとそりかへるやうにして︑ 九972
頭を後へ下げます︒

頭の眞上まで行く途中︑眞中邊より

七擢9囹 劒道じまんの男に向かって︑
けたよ︒

狭い道の雨側には︑大きな

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁頭で受

つてみた︒

て行くからすきのあとに︑掘返され

七251

た新しい土が︑暖い日光に照らされ

十二4410

十三6

今日も︑又︑新しいのが二つ

今年こそ︑新しい首を供へ

夕食後︑兵隊さんから︑新し

めいくの持ってるる打出の

男たちが︑雪かきで︑ようし

せます︒

小槌から︑新しいのが幾つでも打出

八鵬5

きました︒

い兵器についておもしろいお話を聞

八596

なければならない︒

八158國

出か＼りました︒

七432

をかぶって出て來ました︒

又︑新しい芽が︑頭に黒い皮

る︒

大國主のみことは︑おどろ

つきましては︑新しく家を

いて︑﹁︿略V︒﹂﹁新しい國を開きに︒

六37圏

建てて︑心ばかりのおもてなしをい
たしたいと存じます︒

七426

そこには青々とした野菜を持つた老

をぢさんは︑何時までも頭

人が二人頭を下げてみる︒

縁傳ひに入口の方へ行くと︑

笹が僕等の頭をおほふくらゐ高く茂

さト

十一佃10

ます︒

並木の日かげに︑大きい包を

つち

四融通を歩いてみると︑大原
しば

十二921

を下げて拝んでみる︒

つかち

にら
畠の韮の花に︑頭でっかちな

水兵は驚いて立上って︑しば あたまでっかち ﹇頭﹈︵形状︶1 頭で
らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

九四5
其の手紙を差出した︒

水兵は頭を下げて聞いてみた あたらし・い ﹇新﹈︵形︶17 新シイ

父は︑ちよつと頭をかいて笑

︽ーイ・ーク︾

五648囹

新しい

水汲みに來た女の頭の上の水

が︑やがて手をあげて敬回し︑につ

十649

こりと笑って立去った︒

十241

いちもじせ﹂りが飛びちがふ︒

がて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

十201

歩いてゐます︒

梯子や︑其の外何でも頭にのせて費

はしご

女たちが︑柴や︑すりこ木や︑槌や︑

九襯1

いてるる︒

頭の上にのせた女が︑休んで汗をふ

九型3

つ見えるのがそれです︒

少し低い所に︑かなり大きな星が一

しいなりをした一 人 の 旅 人 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

七価1 此のさわぎの中に︑見すぼら
着物をぬいで頭にのせ︑一人で川へ
はいって行ったQ
將を井戸端へ連れて行き︑着物をぬ

受動3父は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑大
がせて︑頭から冷水を浴びせかけた︒

八衛8 岩や砂の上を歩く時は︑八本
の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横
に傾けながら進みます︒

物で︑あの普通に頭といって居る所

八備1 ﹁たこ﹂といふ物は實に妙な
が實は胴で︑胴から足が出ないで︑
頭から足が出て居るのださうです︒

八搦2 胴から足が出ないで︑頭から
足が出て居るのださうです︒

つた︒

十備8

がめが︑ゆれて鳴る音だ︒

に頭が傾いて︑へんなかっかうに見

八戸4園 だから歩く時︑あ＼いふ風
えるが︑あれは胴なのだから︑別に

29
あたり一あたる

やなく新しい雪を取捨ててしまひま
した︒

めて︑空は赤から金に︑金からうす
十555

日はすでに没して︑あたりが

居ますと︑小さい門がありました︒

出て︑何の氣もなくあたりを眺めて

たりを明かるくした︒

て又もえ上り︑夕やみに包まれたあ

十柵9 遠く國務院や︑關東軍司令部
の建物が夕日に映え︑新しい住宅や︑

青に︑ぼかし上げたやう︒
だんく薄暗くなって惟た︒
八425 或日の事︑萬壽が御殿の裏へ 十597 稻むらの火は︑風にあふられ

街路樹があざやかに見える︒

吹雪となって︑あたりを吹きまくつ

十一1211 四條・早薬の橋はコンタ 八481 さうして︑霜の消える頃から︑ 十709 しかも雨は雪に攣じ︑それが
組合の脱穀機の音が︑あたりの静か

さうして︑背びれのあたりを

薄く見せた︒

あたりはだんく霧が湧い

と︑其の後を追っかけるや

行くのが見えた︒

十二齪2

明かるい聲が︑納屋のかげのあたり

うに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これは又過そう
な や

から︑はずんで來た︒

僕は︑もうちき訪れる春を

考へながら︑あたりを見廻した︒

十二悩2

る

全く︑上下の者が心を一にし

︽ーッ︒ーラ・ーリ・ール・ーレ︾

あた・る ﹇当﹈︵四・五︶21 あたる 當

六612

おとうさんは︑火鉢にあたり

て︑國難に當つたのである︒

ながら︑新聞を讃んで居られる︒

六821

夜風に眠り朝日に摩ると︑す

つかり色がかはって︑見るから丈夫

七992

七992

夜風に當り朝日に當ると︑

さうな油蝉になります︒

池の彼方に没し︑老松のあたりには

十一一462

中には︑たき火にあたって居

修行者は︑座を立ってあた

北斗七星が見つかったら︑其

忽ち砲弾の一破片︑其の腰

せぼね

つまり地峡の脊骨に踊る高い

仰げば︑百数十米の中空よ

わしの豫想がほとんど當つ

岩山を切通した所で︑

十伽3

れたり︒

にあたり︑中佐はどうと其の場に倒

重心3図

星に注意しませう︒

の七つの中の︑下の端に當る二つの

九川8

にて候︒

九191図囹矢はあたらぬに︑狐は死

る人もありました︒

もう夕やみが迫ってみた︒

ない︒

けた︒

十二捌5

みながら私はかう言った︒

たりを見まはしてみる妹に︑ほ＼笑

﹁︿略﹀︒﹂不思議さうに︑あ

木の幹といはず︑今の言葉を書きつ

十二価1

彼は︑あたりの石といはず︑

りを見廻したが︑佛の御姿も人影も

十二佃3

る︒

十一一537園此のあたりの大名でござ

八559

暮れやすい秋の日は早くも

て出て︑大木の幹を彼方へ彼方へと

十一㎜⁝10

こ＼ぞと砲手は引金を引いた︒

水面に現し︑今や沈まうとする瞬間︑

十柵4

やがて︑あたりはやみに包ま 十808 あたりは眞のやみである︒

波間に沈み︑

あたりにしげし︒

八掴7図心船は次第に

れて行く︒

八513

リート造に代り︑新しい大建築が市
あたり

た︒

アタリ

さを破って景氣よく聞えて來る︒

﹇辺﹈︵名︶35

中至る所に聲えるやうになった︒
あたり

二96 アタリガ︑ウスグラクナリ

﹇▽きんざんじあた り ・ ま の あ た り

マシタ︒

敵揮いよく

何か︑あ

四352 夜中ごろになると︑急 八伽1 あたりはまだうす暗い︒
に︑お月さまが十も出たかと
八襯1 光線のぐあひで︑背中のあた
思ふやうに︑あたりがあかる
りが貼々と空色に光るのは︑ほんた
くなりました︒

うにきれいでした︒

ねぢは驚いてあたりを見廻し

うきくとそよめく晩だ︒

五288 杉の林を抜けると︑あたりが︑ 九65圃暖い︑さうして

音︑さわぐ聲に︑ふと氣がついて︑

舷門には︑銃を手にした番兵
しかし︑聞くのもめんだうだ

地平線のあたりは︑ぼっとか

一思も進んだ頃から︑だん

てるる︒

十襯8圏

十齪2図

ふと︑泥まみれの長靴をは
いた弟が︑背中のあたりまで泥をは

十二捌9
んで︑しきりにさわやかな響を静か

ね上げて︑垣に沿うた小路をとんで

脚下には︑谷川の水が石をか
なあたりに傳へる︒

十435

くあたりが仙境らしくなって來る︒

十386

すんでみる︒

九爾2

下駄が一足置いてあります︒

げ た

と思って︑あたりを見廻すと︑庭に

九燭6

があたりを警戒してみる︒

九333

げんもん

たが︑

ぱっと明かるくなりました︒
たりが
五704 みんなが重なり合って落ちる 九238
あたりを見まはし ま す と ︑

五708 谷を出ると︑あたりが少し廣
くなって來ました ︒

六241 左の手で︑頭のあたりをつか

むと︑後足をふん張って︑逃げさう
にした︒

六376 天叢雲劒を抜いて︑手早くあ

たりの草をなぎはらひ︑火打石で火
をきって︑其の草におつけになりま
した︒
七伽9 今沈んだあたりからさし出た

幾百筋の細かい金の矢が︑夕空を染

あちこち一あつい

30

り落目る瀧︑初は水筋通りて見ゆれ

感歎止まざるものありき︒

下關海峡西口に當りて明

滅する燈光を望みつ＼︑かの助左衛

十二酩9図
門の昔を思へば︑誰か其の先見と義

ども︑岩に當り石に砕け︑

官は︑六隻の主戦艦隊を率みて︑上
あち

十一566図 三笠に乗れる東郷司令長

﹇彼方此方﹈︵代名︶3

氣に感ぜざらんや︒

うりふ
こち

あちこち

村艦隊と共に先頭なる敵の主力に當

り︑片岡・出羽・瓜生・東郷︵正
路︶の諸隊は︑敵の後尾をつく︒

一

ひと

牧場には︑村のあちこちから

あちこちに︑村の家が見えま

家や森が見えました︒

五709
した︒

九佃8

同じやうな子馬がたくさん來て居て︑

ナカノ中ヲ︑アチラコチラト
カケマハッテ︑針ノ刀デ︑チク

これはどうしたことか

ちらこちらに黒ずんだ畠の土があら

はに出てみる︒

あっ︵感︶8あつあつ

三792園あっ︒
六311園あっ︒

リチクリトツ・キマシタ︒

七187囹

三鼎1

と︑浦島は︑箱をか＼へながら︑

聲を立てて逃出した︒

工は︑思はず﹁あっ︒﹂と

ゆめのやうに︑あちらこちら
と歩きまはりました︒

の若い技師が引受け︑見事に造り上

したのを︑當時こ＼に出て居た日本

とです︒

げて︑皆をあっと驚かしたといふこ

らを︑うれしさうにとびまはりまし

朝霧晴れて︑
鳴子がひゴく︒

もずの一聲

彼の苦心に成った模型飛行機

は︑見事一氣に千米近くも飛んで︑

九103

からである︒

はあっといふ間に日が落ちてしまふ

月の光にすかして︑あちらこ 八健1 日が西に傾いても︑日本なら
ばまだくと思はれる時分︑こ＼で
大小様々の氷山が︑島のやう
に︑あちらこちらに浮いてみる海上
ほげい

人々をあっといはせました︒

すべての物があっといふ間に過ぎて

くと移動してみるが︑それでみて︑

たまく汽車の窓から見渡 九樹10 下界は︑﹂見はなはだゆる
すと︑朝どんなに早くても︑あちら

しまふ︒

すなはち喜捨せる人々に

︽ーテ︾

こちら︑三人五人︑すき・くはを取

十二892囹あっ︒

つて︑せっせと働いてみるのを見か

十二232

今全速力で走ってみる︒

を︑母船から離れた我が捕鯨船は︑

馬込4

うがありました︒

ちら探しますと︑松林の中に石のら

八441

あちらこちらで

七鵬2囲

た︒

十一584図 我が艦隊は︑東郷司令長 五306向かふを見渡すと︑ひろぐ 五174 かうして陸へ上った︑たくさ 八244国 設計はしたものの︑下り大
うつり よ う
きくて︑ロシヤ人も造りかねて居ま
んの子蛙は︑草のかげのあちらこち
とたんぼがつ窟いて︑あちこちに︑
自の命により欝陵島附近に集りて
敵を待ちしが︑忽ち東方に悟りては
るかに敷條の黒煙を見る︒
しやうじやう

は︑仕事場を清津 に し ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

十一梱6 刀工が刀を鍛へるに當って
槌々々精魂を打込むのである︒

つち

アチラデモ︑コチラデモ︑

アチラニネテヲリマス︒

ホタルヲヨブコエガシマス︒

一32一

十二552園 何者かは知らぬが︑わい あちら ﹇彼方﹈︵代名︶6 アチラ あ
ちら
くわめいてるる︒ 一つ當ってみま

せう︒

元來此の城は︑︿略﹀︑地は

四鵬1

二403囹

十二703

南に飾磨港をひかへて瀬戸内海の運

まきの聲が聞えます︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で聞い

ける︒

十︻備2図

あ・つ ﹇当﹈︵下二︶− 當つ

厚い

其の志を告げて同意を得︑資金をこ

あつい

のやうに廣い池には︑かもめがあち

﹇厚﹈︵形︶5

イ・ーカッ︾﹇▽てあつい・ぶあっ

三643舟は︑あつい紙で二つ

︽

あっ・い

とぐく救助の用に當てたりき︒
海のやうに廣い池には︑か
ノォ 十一一観5 桑畠の雪も大分へつて︑あ

もめがあちらこちらに飛立ってるる︒

十二撹4

らこちらに飛立ってるる︒

どの煙があちらこちらに立上り︑海

よい天歩で︑あちらでもこち 十二皿3 廣い平原には︑民家のかま
あちらでもこちらでも︑驚く
聲︑感心する聲︑嬉しさうな聲︒

九712

らでも︑稻を刈って居る︒

六212

てみると︑沢略﹀︒﹂と︑あちらの部
や
屋で︑おかあさんの聲がした︒

五852

へ

と︑あちらでも︑こちらでも︑豆

だんくうすぐらくなる

輸を占め︑西に再三街道を受けて交
通の要路に當ってみる︒
十二8610囹 たまがあたった時は︑痛
例へば ︑ 民 法 に ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

いとも何とも思はなかったよ︒
十二価3

と規定してあるが︑實際の事件に當
つては︑︿略Vを判卜せねばならぬ︒

そ一億五千萬粁で︑月への距離の約

十二㈹1 地球から太陽への距離は凡
四百倍に當る︒

バ︑オニ

あちらこちら

﹇彼方此方﹈︵代名︶10

アチラコチラ

あちらこちら

三568

十二梛9図 かくて自洲を視察せし官
吏は︑助左衛門が公共のため一身を

一寸ボブシ
捧げてか＼る難事業に當れるを見て︑
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あつい一あつし

こしらへました︒

巨細5囹暑い︒
僕は暑いのも忘れて︑急ぎ足になつ

其の大きな建物が見えると︑

た︒

九928

板に書いて︑しっかりと釘で打附け

七川2 そこで︑考へた家主は︑厚い
てしまった︒
じゅいちみこうしゃく

くんちょう

暑い日盛に︑あっちでも︑こ

十一一71図

太さ中指ほどなる細長き

扱ひ3はん

棒と︑幅十四五糎︑長さ一米ばかり

﹇扱﹈︵名︶1

の厚板となり︒

あつかい

めいよ

切腹といふのは︑どこまでも

ざいしゃあつかい

十御7

武士の名前を重んじた扱ひであった︒

日本の馬は氣が荒いとかい

﹇厚紙﹈︵名︶1

厚紙

馬に悪いくせが附いてしまふのだ︒

ではない︑扱ふ人がいけないから︑

はれるさうだが︑それも馬が悪いの

九備8園

フ︾且Vとりあつかう

書間は︑まだ暑いくの歎聲 あっか・う ﹇扱﹈︵五︶！ 扱ふ ︽一
書問は︑まだ暑いくの迂回
暑い日がやっと暮れても︑よ

あつがみ

れた形︑

十一㎜11

長さ・幅・厚さの釣合の取

さみだれの晴間うれしく︑

白雲

はや夏の暑さを

野は輝きて︑

通す日影に︑

野に立てば

九724図圃

あつさ ﹇暑﹈︵名︶6 暑さ 熱さ

を

かくご
眞夏の暑さは誰も覧悟をして

おぼゆ︒

九伽7

みるが︑八月もなかばを越せば︑ど

こかに秋らしいものが見えてもよさ

暑さは︑もうたくさんだと言

さうなものである︒

ひたくなる︒

九御1

沙漠の湖とは妙だと思ひ

は︑水景がなつかしくてたまりませ

ながら︑やうやく暑さに苦しむ身に

十一襯4國

ん︒

此の丸太を短く切り︑細か

く砕き︑藥品でどろくになるまで

十一撹11

煮︑それを洗って乾かし︑パルプと

よし直間はどんなに暑からう

大神︑其の眞心の厚きを

造らしめ給ふ︒

賞して︑命のために壮大なる宮殿を

十一一64図

こと︑激十回の多きに及べりとそ︒

信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

熊野三山と達せられ︑古平朝野の尊

十燗3図本宮・新宮・那智は︑世に

ーク︾

あっ・し ﹇厚﹈︵形︶2 厚し ︽ーキ・

量はすばらしいものである︒

てもわかるやうに︑太陽から出る熱

十二㈹5夏の日の熱さから考へてみ

い寒さであらうと思はれます︒

くやうな暑さ︑夜は其の陸封にひど

月の世界では︑書はこげつ

とも︑日光はかすかに黄色味を帯び

厚さ

昏

孔子の理想とする﹁仁﹂

﹇厚﹈︵名︶1

十一㎜6

て︑壁や塀の強い反射が幾分やはら

三保の松原は︑意外にもあっ

︽ーイ︾
み ほ

あっけな・い

建白5

けない

悪口

正成は︑此の旗を城門に立て

﹇悪口﹈︵名︶2

けないものであった︒

あつさ

ことである︒

言ひ︑或者には﹁人の悪口を言はぬ

についても︑或者には﹁︿略﹀︒﹂と

十一一371園

て︑さんぐに賊の悪ロを言はせた︒

六752

あっこう

あっ

いふ厚紙に似たものに作るまでの工

厚板

﹇呆気無﹈︵形︶1

程が︑すべて機械の働で順序よく行
をがさはら

小笠原群島附近を過ぎる頃

から︑だんく暑くなって︑それか

十248困

しかも︑航海中こ＼が一

さすがに暑いと思ひまし

らは全く眞夏の氣候です︒

十一襯7国
た︒

﹇厚板﹈︵名︶1

はれる︒

いで見える︒

九伽1

てるる︒

壁も︑さはるとどうやら熱氣を吐い

ひの間は家の中がむっとして︑柱も

直島4

が口をついて出て罵る︒

九搦6

が口をついて出て逼る︒

九四6

つちでも︑田の草を取ってみる︒

九麗4

十875從一位侯爵にのぼり︑八十 九m7 車内も中々暑い︒
ちや う じ ゅ

一歳の光象ある長壽を終るまで︑

功績は一世に高く︑君寵はすこぶ
る厚かった︒

十一価3 ︻天にはかに墨を流したや
うに曇って︑天地も暗くなるのは︑

かうした︑すばらしく厚い雲によつ
て日光がさへぎられるからです︒

十一㎜9 遂に四千米の高度に達して︑
厚い飛行服の上から寒さがしみ込む︒

あっ・い ﹇暑﹈︵形︶20あつい 暑い
︽一・ーイ・ーカラ ・ ー ク ︾ ﹇ ▽ お あ つ い

五827 なすも︑きうりも︑みんな暑
さうにぐったりして居る︒

五835 畠のすみの日まはりは︑暑い
日を一ぽい受けて︑夏はおれの世界
だといふやうな顔をして︑三つ亡い
て居る︒

五842 暑い︑暑い︒
五842 暑い︑暑い︒

︽ーク︾

だが︑長くつかってみると︑

熱い

三四百米も走ったので︑あ

番暑い所でした︒

十一柵2国
十一一鵬4

つくてたまらない︒

あついた

底の方が熱くなって來ました︒

九重10

あっ・い ﹇熱﹈︵形︶1

七271 そろく汗ばむ程暑くなった

五889困 暑いことですね︒
日ざしを受けて︑男も︑女も︑牛も︑
泥田の中で働く︒

七㎜5囹

暑いことですね︒
なきと

三雲3 幼名を無人といったが︑寒い
と言っては泣き︑暑いと言っては泣
き︑朝晩よく泣い た の で ︑

あっする一あつまる
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あつ
﹇圧﹈︵サ変︶4 尽する

︽ ー シ ・ ースル︾

あつ・する
墜する

十757 東海丸からは︑引切りなしに
あっ
汽笛が高鳴って︑暗い海の上を墜し
た︒

十﹇佃5 二十敷機の爆音が高らかに
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ 思 は ず 機 上 に 歓 聲

響いて︑著い場内一面を墜する︒
十一塒2

が湧いて︑しばし爆音を怨する︒

﹇暖﹈ ︵ 形 ︶ 一

アッタカ

してゆるやかに流れ始めたのであっ

十二価7 ﹁荒城の月﹂が︑満堂を墜
た︒

︽ーイ︾

あったか・い
イ

二四3囲ポカポカトアッタカイ

アッチ

ア

日二︑ ツクシノバウヤハ︑ 目
﹇彼方﹈︵代名︶6

ガサメタ︒
あっち

ツチ あっち あっち

九麗4

暑い日盛に︑あっちでも︑こ

つちでも︑田の草を取ってみる︒
ごくらく

﹇彼方此方﹈︵代名︶2

へ行けば地獄︑こっちへ來れば極樂︒

ぢごく

十612魍園とんぼ︑とんぼ︑あっち
あっちこっち

あっちこっち

職人たちは︑これまでのやう

ン所ノ人並チガ︑大ゼイ集ッテ

震うかしは︑すぐに手下の者

手下の者はもちろんのこと︑

四國・九州の武士は︑博多の

きロつしヒつ

裏庭へ行って見ると︑もう︑

一度ここへ來た雀は︑次から

けさやった餌も︑もう︑なく

火は前後二回おそったが︑元

帥のさしっと︑集って來た人々の働

六二1

は︑皆さびしさうにして居ます︒

なったものと見えて︑集って居る雀

六905

があります︒

何百羽ともわからないほど集ること

次と友だちを連れて來て︑時には︑

六899

朝御飯をたべて居ます︒

うちゅう鳴きながら︑うれしさうに

敷へきれないほど雀が集って︑ちゆ

六882

濱に集った︒

六567

集って來ました︒

手傳のために︑たくさんの男や女が︑

六286

妊ません︒

ましたが︑意外にも︑手下が集って

を呼集めて︑戦の用意をしょうとし

六26

ぎやかになりました︒

く仲間が集って來て︑いよくに

右からも︑左からも︑おひ

ヰマシタ︒

見ルト︑オヂイサンノカ

五713

き馬を︑信長︑目にと団めて︑

︽ーッ・ーリ・ール・一

アツマル

﹁︿略﹀︒﹂と問へば︑家臣答へて︑

集る

﹇集﹈︵四・五︶38

﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

あっま・る

集ル

レ︾几Vおあつまりなさる・おあっま

一一643

る・はせあつまる・よりあつまる

クレテヰル木ノ前口︑タクサ

に︑あっちこっち歩き廻ったり︑一

七806

ンノオニガ︑アツマッテヰマシ
タ︒

つ所に大勢寄って︑むだ話やむだな

品物を買はうと思ふ人は︑大

仕事をしたりしなくなった︒

八㎜8

三叉4ある日︑はまべを通って
みると︑子どもが大ぜい集って︑

ていあつちこっちと店をたつねて︑

何かさわいでゐました︒

何十人︑何百人のきこり

が出た︒

四382圏囹さあ︑さあ︑集れ︑月

して︑やっと切りたふしました︒

が集って︑毎日毎日大さわぎを

四73

ねだんを問合はせ︑一番安く費る店
アツッ

アツッ︒

︵感︶一

で買ひます︒
あつつ

ニ263囹

あっばれ

︵感︶！あっ＼＼＼
あっ㌧㌧〜︒
はちまん

﹇天晴﹈︵形状︶2

あっつづつ
九価5囹
あっばれ

やぶのかげから︑

木か

四396圏

ぬつくり︑ぬつくり︑
のすけ

げから︑
ら

そなたが︑あっばれなるてがらを立

一327團 アッチノ ミヅハ︑ ニ 十2110聖血 八幡様に日参致し候も︑
ガイゾ︒

く

て候やうとの心願に候︒
らかう

ある所で︑子どもたちが

子だぬきが︑ 出て穿てお山へ
集って︑ ずらりと並んでわに
き

なった︒

たくみのかみ

大石内藏之助を始め四十齢人

が︑亡君淺野内匠頭の仇︑吉良上

十悩4
づけのすけ

四4ーノ

ギヤカニ話ヲシテヰマス︒

した︒

七652

そこで︑大阪の港に集って來

舟が︑幾さうも幾さうも集って來ま

四857 オザシキノ方デハ︑シン によって︑消し止められた︒
七81 川口近くになると︑潮干狩の
ルヰや近所ノ人が集ッテ︑ニ

あそんでゐました︒

五六人集って︑かげふみをして

野望を討って︑あっばれ本望を遂
げたといふので︑
あっばれ

あっばれ名馬︒

﹇天晴﹈︵感︶1

九432図闘

あっばれ

三481間ちょっと羽をつま＼う
としたら︑ すいと︑あっちへ
にげていった︒

五伽6私財︑少シアワテタヤウニ︑
ズ略﹀︒﹂ト言ヒマシタガ︑ヲヂサン

へ行キカケマシタ︒

バ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ト言ヒナガラ︑アツチ

り來る ︽ーレ︾

停車場デハ︑村長サン︑校
長サン︑ザイガウ軍人︑青年クンレ

何れおとらぬ馬多く集り來 四866

六912 さうして︑思ひくに︑こつあつまりきた・る ﹇由来﹈︵四︶1 集
ちのへうたんにはいったり︑あっち

九4210図

れる中に︑一きは目立ちてたくまし

のとうろうに飛移つたりして︑お米
をたべます︒
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あっむ一アデン

る船の積荷は︑小船で川や堀を傳つ
て大阪の町々に上げられます︒

七656 かうして︑多くの品物が︑自
由自在に集ったり散らばったりする
ので︑しぜん大阪が一大商業都市と
して爽達したのです︒

八175 翌日︑蕃人どもが役所の近く
に集って居ると︑果して赤い帽子を
かぶり︑赤い着物を着た人が來た︒

十一給3

四條通・京極・河原町など

に繁華が集って︑夜は電飾の輝きも

先生の目が︑みんなの笑つ

華やかである︒

十一389
た顔が︑私に集ってみる︒

我が艦隊は︑東郷司令長

りぬ︒

二度資を集めて二度散じ

﹇集﹈︵下一︶10

あつめる

信昌︑將士を集めていは

たる鐵眼は︑遂に奮って第三回の募

十一僻2図
集に着手せり︒

十二7310図
あっ・める

く︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

官の命により欝陵島附近に集りて

うつりよう

十一584図

はちまんぐう

もりをして居た時︑話がたまく槍

つるがをか

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ

みなもとのよりとも

のことに及んだ︒

八356

それから歴史編纂を思ひ立

へんさん

舞を奉納する事になって︑舞姫を集

めました︒

ち︑始めて史局を置いて學者を集め

十二438

た時の喜び︑

あて ﹇▽てあて・めあて

敵を待ちしが︑忽ち東方に當りては

あては・める ﹇当嵌﹈︵下一︶1 當て

︽ーメ・ーメル︾βおあつめ

る・かきあつめる・かりあつめる・ひ

ました︒

四656

りをしてゐました︒

の鬼どもを大ぜい集めて︑酒も

しゅてんどうじは︑けらい

つて︑岩屋の前に立て︑また︑たく
さんのにはとりを集めて︑岩屋の前
でお鳴かせになりました︒

定を實際問題に煮てはめることであ

うちあてる

しろい人がゐます︒あててごら

三153園このはこの中に︑おも

んなさい︒

時計屋さんは︑仕上げた時計

をちよつと耳に當ててから︑ガラス

九316

つの星を︑東にさ

戸棚の中につり下げた︒

今どれか

し出た軒端にすれくに當てて︑下

九腿10

からじっと見てゐますと︑やがて其

の星は︑軒端にかくれて見えなくな

大勢の人を集めて︑書も夜も︑

ります︒

した︒

或日︑信長が皇継を集めて酒 アデン ︹地名︺一 アデン

當であるかを決定せねばならぬ︒

たら︑どの程度の刑を當てるのが適

藤吉郎は︑大勢の大工・石 十二価10 ほんたうに犯人であるとし

働かせましたので︑間もなく︑大き

七786

な家が出來上りました︒

六46

てる ︽ーテ・ーテル︾﹇▽いいあてる・

る︒
四85 そこで︑大ぜいのだいく
を集めて︑舟を作りにか＼り あ・てる ﹇当﹈︵下一︶4 あてる 當

た︒

三428園 よい刀を千本目つめる はめる ︽ーメル︾
つもりで︑九百九十九本は取っ
十二悩10 裁判は︑要するに國法の規

ろいあつめる・よぴあつめる

集める

海は︑た団黙々として聲なく績き︑

そこから見下す針葉樹林の

るかに敷條の黒煙を見る︒

其の密林の傾斜が四方から集る底に︑

八367 奉納の當日は︑頼朝を始め舞 十一818
見物の人々が︑何千人ともなく集り

ごく細かい氷の粒の集った

鳥を止り木に止らせたりして︑村外

十二248小鳥のかごをさげたり︑小

ゐます︒

米から一萬二千米の高さに浮かんで

もので︑雲の中でも一番高く︑八千

十一欄7

ケ・パンケニつの湖であった︒

群青の水をた＼へてみるのが︑ペン

ました︒

九425皇猷 近く都にて信長公の御馬
じまん
そろへのあるよし︑定めて自慢の馬
に乗りて集る人々多からん︒

九693 めいく身上になって︑校舎
の後の菜園に集った︒

九837 其の中に︑尼子の茜臣が追々
京都に集って來た︒

四柵5 雲太郎雨太郎は︑けらい
を集めて弓の會を開きました︒

九851 此の聲が四方に呼掛けでもし
たやうに︑今まで敵に附いてみた奮

れの楊柳の陰に集り︑日暮れまで其

五34

この榊の木に︑鏡と玉をかざ
の鳴かしくらに打興ずる︒

十二方から凱旋門の廣場に

臣が︑軽々と勝久の所へ集った︒

十134 もう十人ばかりも集ってみた︒ 十二伽10

十318囲 遠くで見た所はたゴ一績き
の小山ですが︑實はたくさんの島が

家來ども︑集れ︒
集む

︽一

集って︑十二方に散って行くのが︑
みつばち
花に飛びちがふ蜜蜂の群を思はせる︒

十二備4囹

﹇集﹈︵下二︶4

一切纒は︑佛教に關する
そうしょ

七819

屋・人夫を集めて︑﹁︿略﹀︒﹂とさと

たる出版費は︑遂に一銭も残らずな

十一備3図苦心に苦心を重ねて集め

書籍を集めたる一大叢書にして︑

しょせき

十一偽7図

メ︾

村中の人は︑追々集って來た︒
あっ・む

集ってみるのです ︒

十5610

る混むらと五兵衛の顔とを︑代る

十571 集って來た人々は︑もえてゐ
み＼見くらべた︒

り沈んだりする鯨の上に集る︒

十描2 全船員の注意は︑海面に出た

アデンこう一あと

34

十一帽1国 考へて見れば香港以來︑

青葉若葉の山々が︑
残る︒

遠く︑近く

一番後カラハイツテ來タノハ︑

旅人は︑天雷﹀︒﹂と言ひなが

すぐ川を渡って旅人の後を追ひかけ
た︒

七悩1

しかし︑何といっても二倍以

でもない︒

新手は後から後から現れる︒

上の敵である︑新手は後から後から

九864

ら︑人夫の後について來たが︑とう

を若しさうに遊び廻ってゐました︒

をたべる後を追ひながら︑迎い野原

子馬がたくさん來て居て︑野馬の草

九佃9村のあちこちから同じやうな

意さうに︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひますQ

天略﹀︒﹂と尋ねますと︑父はさも得

父も後から干たので︑僕が︑

現れる︒

七十グラヰノオバアサント︑赤チヤ

九864

刈ったあとには︑く＼つた稻

小僧さんの自特車が後に績

七燭6外の弟や妹も︑みんな後へつ

何といふ美しさであらう︒

だが︑日が落ちた後の空は︑

くもう一度川を渡って︑人夫の家

六257
子山羊が飲んだ後で︑おとう

の束が︑田の上に並べてある︒

六434
さんは︑お乳をしぼって︑私たちに

いて出た︒

八302囲

一年半も手しほにかけた北斗

と思ふと︑僕は泣きたい程つらい氣

と一しょに居るのも︑後幾日もない

名古屋だと思ふ途端︑プロペ

がします︒

りましたが︑あとの一人がありませ

かうして︑後から後から來る

ラが止って︑後は空中滑走である︒

九鵬8

長い滑走の後離陸すると︑や
い せ
がて方向がきまって︑左に伊勢湾が

にじ

ひかく
内地の夕立とは全く比較に

が忽ち晴れた後の目もさめるやうな

ならぬ︑すさまじいスコール︑それ

十312国

はるかに赴く︒

後から後から來る兵隊さんを 九悩7
飛去つたあとの木の枝には︑

あとからついて行った家族の
ものが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

八877

いたましくも赤い血が附いて居た︒

八782

迎へて︑

八545

一時頃まで働きました︒

兵隊さんを迎へて︑とうく夜の十

八545

ん︒

く︒

味方は︑後から後からと績い

八357

眞黒な牛が︑いうくと引い

あと一月齢りもたつと︑そ

十二人の中︑十一人まではあ 九伽3

味方は︑後から後からと績い

も飲ませて下さいました︒

六598
た︒

六598

七梛8

ンヲオブツタヲバサントデシタ︒

シンガポールも︑コロンボも︑アデ

後

使出1

実名6

アデン港

アデン轡

あと

をたつねて行った︒

ンも︑皆英蕃人の纏螢の下に護達し
︵名︶一

た都市ですが︑

アデンこう

十一衛8囲 アデン港に着いたのは︑
︹地名︺一

七月二十六日の夜明です︒
アデンわん

十一衛2国 アラビヤ海を航してアデ

アト

ン轡に入ると︑海は全く一尊しまし
た︒

﹇後﹈︵名︶6 8

工うしろ・ご︒のち且Vおんあと

あと

る︒

後から出るもの程︑大急ぎで

た新しい土が︑暖い日光に照らされ

て行くからすきのあとに︑掘返され

七248

焼け死んだ人もあったさうだ︒

一232 ポチガ︑ヲヲブリナガラ︑ た︒
六998 後で聞けば︑此の火事には︑
アトニナリ︑サキニナリシテ︑
ツイテイキマス︒

クロイハコノ車ガ︑アト

カライクツモ來マス︒

二研6

二佃3牛ノアトカラ︑大キナ木
ヲツンダ車ヤ︑石ヲツンダ

七438
うです︒

車ガ︑イクツモトホリマシタ︒

四悩5 方々のへやをまいて歩
くと︑妹や弟が︑後からつい

七468園

のびて︑早く二葉にならうとするや

て來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大さわぎを

ます︒

ます︒

七682

今日は村長が居られません
七備4 ﹁︿略V︒﹂と思って︑人夫は︑

が︑後でよく話しておきませう︒

七価6囹

人の波が後から後から押寄せ

せう︒

諸君︑これも人のした後で

るから︑食事のうまいことはいふま

九384

一時間要りも活動した後であ

は︑何のざうさもない事でございま

八鵬8園

ぼれてるた︒

た︒

十5610

五兵衛は︑後から後から上つ

て彩る老幼男女を一人々玉笹へた︒

十5610

て來る老幼男女を一人並々敷へた︒

五丘要撃⁝は︑後から後から上つ

も︑若者の後を追ふやうにかけ出し

大空の虹︑
﹁︿略﹀︒﹂と大笑した︒
ろく花が咲きますよ︒
して豆を拾ひました︒
ぎやうれつ
五114 まるで︑ありの行列のやう 七682 人の波が後から後から押寄せ 八927 あとには︑松の枝から雪がこ 十562 醜いて︑老人も︑女も︑子供

ぎやうれつ

に︑後から後から︑ぞろぞろとつゴ
いて行きました︒

五114 まるで︑ありの行列のやう
に︑後から後から︑ぞろぞろとつゴ
いて行きました︒

五351圃 雲のあとに︑うねくと︑

35
あと一あな

雁は後に︑仲よくわたれ︒
まく

な

や

あと

跡εあし

明かるい聲が︑納屋のかげのあたり
﹇跡﹈︵名︶11

から︑はずんで來た︒

あと

十一嶋8圏私の船の旅も︑八月五日
五515園

でんあと・だんがんあと

から︑

大膿同じ場所で半圓をゑがくのです

十639圏園大きな雁は先に︑小さな 十﹇帽7国 後から後から飛出して︑
みしん

切って落されようといふ時だ︒

マルセーユに着くまで︑あと三日し

十783 あと四年で︑明治維新の幕が

かありません︒

イタリヤもかつては其の例

にもれなかったが︑今は殆ど其の跡

十二伽一

を絶ってしまった︒

一743

サルガアトオシヲシマス︒

あとおし ﹇後押﹈︵名︶一 アトォシ

一同は︑波にゑぐり取られて

あとかたもなくなった村を︑たゴあ

十594

きれて見下してみた︒

あとのまつり ﹇後祭﹈︵名︶1 後の祭

思ひくのあとをつけながら︑

淺吉の急報によって︑聞多の

兄五郎三郎は︑押取刀で其の場へか

十8110

穴与いわ

けつけたが︑もう何も後の祭︑どこ

二番瀬を越すと︑折からのぼ

アナ

にも人影はなかった︒

﹇穴﹈︵名︶9

タ︒

八945

天才の好い夏の夕方︑油蝉の

中には︑ころんで雪に大きな

出します︒

子は︑今日こそと穴から地上へはひ

七964

つて居ます︒

にして丸い穴を掘り︑其の中にはい

七937大ていは︑木の細い根をぢく

いつりどうろうなどで︑

に穴をあけた大きなへうたんや︑古

六886

うちの雀の宿といふのは︑横

二657 オソロシイコトモワスレ
テ︑木ノアナカラトビ出シマシ

マッテヰマシタ︒

二632オヂイサンバ︑木ノアナ
ニカクレテ︑雨ノヤムノヲ

あな

あな

る太陽の光を浴びて︑長くあとを引

冬の衰へはすでにあとを絶

大塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑

だいたふのみや

十一26図堂前四本の櫻ある所は︑

てり︒

十㎎8図

きながら︑一直線に沖へ︒

八伽4

停止する︒

小鳥のやうに舞下り︑雪煙を立てて

八942

あるので︑さう考へました︒

と︑かみ切れないで残って居る葉が

草を食取ったあとを見ます あとかた ﹇跡形﹈︵名︶1 あとかた

あと・きんりんおうじあと・だいごく

十伽3 後はもう何のわけもありませ
しかし︑自分の郡下を知つ

しかし︑敵戦車は後から後
しかし︑敵戦車は後から後
業火に打煙る戦場を後に︑

からと現れる︒

十二824

からと現れる︒

十二824

るであらう︒

を纏いで必ずこれを成し遂げてくれ

てくれる子供たちや家臣の者は︑後

十二456

十佃5 再び船は鯨のあとを追ふ︒

ん︒

十﹇701園後を追ってお出でになつ
たら︑大てい追着けませう︒

十一703 宣長は︑大急ぎで眞淵の様
子を聞取って後を追ったが︑松阪の
町のはつれまで行っても︑それらし
い人は見えない︒

十一854 其の前後けなげにも︑十人
十二852

敗走する敵を全速力でふみにじって

乗そこくの爽動機船が︑本島を後
に︑六百海里の北を望んで績々と出

あと百七八十粁で︑敵軍主

進むのだ︒

えん
別離の宴を張らせ給ひし跡なりとそ︒

十一伽1国其の古い文明の跡をたつ
ねるのが︑こ＼へ捲る旅人の目的な

若しあれが佛の御言葉であ

のです︒

上るや石のきざはしの
問はばや遠

今︑若草山に登りて古京

こほりやま

大極殿の跡はるかに指黙

羅城門の跡今も残れりといふ︒

十二鵬10図南の方郡山の町の東に︑

こほりやま

羅城門の跡今も残れりといふ︒

すべく︑南の方郡山の町の東に︑

十二伽8図

の跡を展望すれば︑

十二鵬2図

き世々の跡︒

左に高き大いてふ︑

十二476図圏

れば︑其の後に何か績く言葉がなく

それも前半分で︑まだ後
此の凱旋門を中心に︑十二

幾十塁・幾百塁の自動車が︑

と︑其の後を追っかけるや
うに︑﹁︿略V︒﹂と︑これは又大そう

十二捌11

後から後から疾駆する︒

十一一旧9

が︑後から後から疾駆する︒

子を乗せた幾十塁・主殿皇の自動車

方へ射出する街路を︑氣早なパリー

十二旧9

の半分があるに違ひない︒

十二佃7圓

てはならない︒

十二佃1

力の背後に出ることが出來よう︒

十二856

て行く姿を見るであらう︒

十一佃5 工場を見た後︑鈴谷川繋岸
の露人部落を訪れて︑宿に鯖つたの

が午後の九時︑まだ新聞が讃める程
の明かるさだ︒

十一川4 青空に綿を大きくちぎって︑
後から後から投出したやうで︑中々
景氣のよい雲です ︒

後から後から投出したやうで︑中々

十一摺4 青空に綿を大きくちぎって︑
景氣のよい雲です ︒

十一佃9園 あと四粁だ︒
十﹁偽1 絶頂まであと二等だ︒
大艦同じ場所で半圓をゑがくのです

十一帽7国 後から後から飛出して︑

から︑

あながち一あなた
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穴をあけ︑雪だるまになって起上る
者もある︒

九309 やがてピンセットでねぢをは
さんで機械の穴に差込み︑小さなね
ぢ廻しでしっかりとしめた︒

花子さん︑あなたはは

タイトオモヒマス︒

三価7圏
あなたは︑頼光様では

をみがきますか︒

四596園

私は︑けふあなたが

ありませんか︒

四597圏
こ㌦においでになると聞いて︑

十138 中には︑穴のあいたニッケル
貨がたった二枚しか無かったので︑

しまひになるでせう︒

四欄6囹 羽衣をお返ししたら︑
あなたは︑まはずにかへってお

お方ですから︑後には︑きっと
えらいお方におなりでせう︒

あなたは︑おなさけ深い

お待ちしてみたのです︒

あながち

四㎜7園

皆がどっと笑った ︒

﹇強﹈︵副︶1

十一研3 あのあばたのやうに見える
ふんくわ
のは︑大部分が火山で︑穴は噴火口
です︒

あながち

十一319 法隆寺が約一千三百年の古
き姿を其のま＼に今日に傳へて︑最

三日學校をお休みになったとの事で
したが︑もうすっかり︑おなほりに
これほどに強いあなたは︑

なりましたか︒

六312園

日本で一番目強いあなたは︑

たゴの人ではない︒
やまとたけるのみこ

六325園

あなたは短いのに限ると言

日本武皇子と仰せられますやうに︒

七859園

はれるが︑天下の人が︑皆さう考へ
るわけではありますまい︒

あなたは︑病氣上りなのに︑

わざくお出でのやうだが︑何か用

七川8囹

いや︑あなたの所は昨年は

でもおありですか︒

七鵬1圏

あなたは︑どなたですか︒

よめさん一人を相手に早い

大へんな御不幸で︑

五603囹

きせき

古唯美の木造建築を世界に誇り得る

此の前の村會で戸敷割がき

いや︑五作さん︑あなたの
さうして︑此の次の村會の

あなたの其のお心掛には︑
全く感心しました︒

七鵬2囹

て︑相談してもらふやうにしませう︒

時に︑あなたのお心持を十分に傳へ

封〆7囹

お心持はよくわかりました︒

七価4囹

ことになったのです︒

まった時︑あなたは納税免除といふ

七悩4園

わづらひでせう︒

て居られる所へ︑暮からあなたの長

あなたのおとうさんは︑ど 七賢4圏
それでは︑あなたも︑た＼
おそれ多くも︑天孫に＼ぎ

いで立って居るあなたこそ誰です︒

のみことの︑お通りになる道をふさ

五988國

みの上がこはいでせう︒

五683圏

こでおなくなりになりましたか︒

五677園

あ

のは︑全く一つの奇蹟であって︑し
ぐうぜん

アナタ

ニイ

かも太子の御孝心を思へば︑あなが
﹇貴方﹈︵代名︶59

ち偶然でない氣がしてならない︒
あなた

一252囹 アナタモ︑アソビ

なた
ラッシャイマセンカ︒

二474圏一バンエライ人ハ︑ア 五柵7圏 いかゴでせう︑けふ一日だ
け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

あなたは︑今ため息をなさ

あなたは︑今朝一人で川を
越した方ではありませんか︒

七描9園

それがあなたのやうなお方
に拾はれて︑今此の財布をいたゴか

此の間︑をば様がお出でに 七㎜1圏
なった時︑あなたは︑おかぜで︑二

六105国

なったのではありませんか︒

いましたが︑海の世界が︑おいやに

五必6囹

たによい事を教へて下さるでせう︒

言誤7特急の神様が︑きっと︑あな

ナタデス︒

ヲアゲ

海へ魚を取りに行く事にしては︒

エライアナタニ︑ムスメ

二505圏 セカイヂュウデ一
︑バン
タイトオモヒマス︒
ーバン

ーバン

ヲアゲ

二535圏 セカイヂュウデ︑

エライアナタニ︑ムスメ
タイトオモヒマス︒

二572囹 セカイヂュウデ︑

エライアナタニ︑ムスメ ヲアゲ

あなたから一文でももらふ

せてもらひましたが︑

七㎜8囹

く持っては來ません︒

氣があるくらみなら︑こ＼までわざ

主人はなさけ深い人ですか

ら︑此の金をあなたにさし上げても︑

七慨1圏

それから︑あなたのお名前

叱るやうなことはないと思ひます︒

を承りたうございます︒

七槻4圏

お金をもらったら︑あなた

の氣はすむかも知れませんが︑私の

七曜9圏

氣がすみません︒

たとひ︑家中の者がうゑ死

をするやうなことがあっても︑あな

早雪7園

たから︑いはれのない金をもらはう

とは思ひません︒

夜ふけた深山のあなたからこ

なたから︑鳴きかはしながら次第に

九637

近づいては︑又何時の間にか遠ざか

あなたのやうに︑旅行先か

京城へまみります︒あなた

つて行きます︒

九伽9圏

は︒

ら︑わざく鋸って投票なさる方も

十襯6圏

いやもう︑あなたはまる

あるのですから︒

十一192國

わたしがこんなに病氣で︑

で赤ちゃんですね︒

何時とも知れない身になってみるの

十一197圓

もう︑あなたぐらみにな

に︑あなたは釜の子に夢中なんです

か︒

十一206園
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あなたがた一あに

れば︑もっともっと大人しいはずで
す︒

十一208園 なくなられたあなたのお

十二襯1囹私は︑あなたを父上とし
︵フランス王に︶大王︑

て大切に致すつもりでございます︒

十二襯4園

兄εおんあに

ようと︑あなた次第でござるが！︒
兄の火照命は︑毎日︑海へ出

﹇兄﹈︵名︶35

五堰7

あに

じっさい

兄のウィルバーが︑最初に乗

實際の物を作るのが得意でした︒

九139

りました︒

九748

よしかげ

暉尼の兄︑義景これを見て︑

甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷

じんじらう

﹁︿略＞Q﹂と言ひしに︑

九206図

を燐めました︒

四回目に︑兄ウィルバーが乗

て魚を取り︑火学理命は︑山へ行つ

天皇のお使に弓を引いた兄が︑

する事がわかりませんでした︒

六51

かう氣がついた論うかしは︑

すぐ又天皇をお招きすると言って︑

九752

兄は︑其の人と早速仲好しに

兄と私は並んで席を取った︒

兄にゆだんなさいますな︒

父や兄は︑牛の膿をきれいに

旅行案内を見てみた兄が︑

兄と金さんが︑話し合ってゐ

淺吉の急報によって︑聞多の

て見分けがっかぬ︒

母︑兄︑醤者の顔もぼっとし

にも人影はなかった︒

けつけたが︑もう何も後の祭︑どこ

兄五郎三郎は︑押取刀で其の場へか

十819

る︒

九備4

﹁︿略﹀︒﹂

九廻6

なって︑話し合ってみる︒

兄は︑改つた口調で言った︒

九研2

へ行った︒

いろくと兄をいさめましたが︑兄

九佃1

かう氣がついた弟うかしは︑

六63圏

弟うかしは︑兄の手下を連れ

した︒

八347図

＋8210
兄の目は︑涙で一ぱいである︒

兄をウィルバー︑弟をオービ 十836兄は涙ながらにうなついた︒

十849兄は刀を振上げた︒

十838決然として兄は刀を抜いた︒

心もゆるんでしまった︒

とする母の一念に︑ はりつめた兄の

十854此の子をどこまでも助けよう

ルといひましたが︑二人は︑小門校

兄は︑何でも理くつで考へる
方でしたが︑弟は︑理くつよりも︑

九122

きでした︒

に通ふ頃から︑何よりも機械が大好

九114

人︑人の上には馬︑重なり重なって︑

弟も落つれば兄も落ち︑馬の上には

親も落つれば其の子も落ち︑ 十827

して︑新しいくつをはかせてやりま

六674

しました︒

て︑あらためて神武天皇に降参いた

六99

はどうしても聞入れません︒

いろくと兄をいさめましたが︑兄

六59

はどうしても聞入れません︒

六58

九167

末娘とのかねての婚約︑あなたはそ

五十九秒︑二百六十米といふ好成績

つた時は︑非常に調子よく飛んで︑

こんやく

かあさんは︑十二の時おとうさんを

て︑鳥や獣を取っていらっしゃいま

父上︑あなたには︑姉上

した︒

十二爾6園
の眞心がよくおわかりにならないの
あなたのお附の者の馬丁

だと存じます︒

十二描10囹
に冒して︑或はお小言が出たかも知

たとへ︑あなたがおとう

れませぬが︒

十二襯8園

様でないにもせよ︑此の白い髪やお

た方

あ

一切持参金

弟うかしには︑どうも︑兄の

れをお果しになるおつもりか︒

まぶち

あなたは演

しんぱい

あなた方は︑大そう心配ら

こんなに海が荒れるのに︑

御臨見の通り︑

六49

おなくしでしたが︑それはそれは︑
よく物がおわかりでしたよ︒

一町あなたはど

十一2011園 今にでも此のおばあさん
がみなくなったら︑
うなさらうといふのでせう︒
も

お話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

か

十一691園 あなたがよく會ひたいと
先程お見えになりました︒
あなたはまだお若いから︑

ひげを見ては︑お氣の毒だと思はね

十﹇7210圏

ばならないはずだのに︒

はて︑あなたは︑天人ぢ

しっかり努力なさったら︑きっと此

やな︒

十二蜘5園

の研究を大成することが出來ませう︒

十一備2国園 あなたは日本人︑私は
インド人︒

口で聞いたのですが

四価3囹

ね︒

なた次第

あなたしだい

十二襯6囚囚

じき

なしの乞食同然︑如何やうになされ

こ

﹇貴方次第﹈︵名︶1

あなた方は︑よく平氣で居られます

五665囹

を逃したのではありませんか︒

しい御様子ですが︑もしや︑らくだ

五432園

ございます︒

あなた方にはご用のない物で

それは︑天人の羽衣で︑

十一佃6園實はその︑今ちよつと門 あなたがた ﹇貴方方﹈︵代名︶3 あな
詠唱へ行ってみたいとかいふことで
したね︒

一嘗あなたはどういふお

方でございますか ︒

十一㎜11囹

十一㎜4園あ＼︑あなたはベートー
あなたは日本の方ですか︒

ベン先生ですか︒

十二伽11園

です︒

十二㎜5囹 あなたは︑日本語が上手

語を教へておあげなさい︒

十二欄6園 あなたの友人にも︑日本
十二価2園 あなたのために︑日本の
曲をやりませう︒

あにうえ一あの

38

十一138 兄が史記を讃んでみるのを︑

も︑鳥一羽︑獣一匹取る事が出嫁ず︑
十一98図

湾亜毒魚

はちまん

おっしゃって︑どうしても︑おゆる

命は︑兄神の釣針をなくして

しになりませんでした︒

五冊4

命は︑月日のたつのも忘れて︑

困って居る事をお話しになりました︒

五伽3

樂しくお暮しになって居ましたが︑
或日︑ふと兄神の事を思ひ出して︑
思はず大きなため息をなさいました︒

命は︑兄神の釣針をなくした

亜庭潜

あには

此の附近から亜門濟を見下

第七

︹課名︺2

景色であらう︒

あね

十一目8

つしゃつてからやっと二週間︑私の

方には︑まだお迎へ申す準備がして

ございませぬ︒

たち

あねうえたち ﹇姉上達﹈︵名︶1 姉上

つかり取れますやうに︒

らお受けになったお心の痛みが︑す

とあらゆる藥物の力で︑姉上たちか

十二粥7喜喜の力︑仁恩の力︑あり

姉

姉

姉
第七

﹁もう︒﹂と一期鳴いた時には︑

ヤは︑

されてみることを探知したコーデリ

十一一酩7 リや王が姉たちにぎゃく待

姉も大へん喜んで︑ぜひ参 あねたち ﹇姉達﹈︵名︶1 姉たち

﹇姉﹈︵名︶4

十一381

せぬ︒

廣さにおいても︑値うち

﹇姉上﹈︵名︶6

姉上

父上︑あなたには︑姉上

おとなしく︑姉上の所へ

お勤をお怠りにならうとは思はれま

十二爾9園私には︑姉上が少しでも

だと存じます︒

の紐革がよくおわかりにならないの

十二備6園

通りをおっしゃいました︒

十二柵2園姉上は︑私の思ってみる

同じでございます︒

て二人の娘に與へるからには︑予は

今後百人だけの家來をつれ︑月代り

に姉娘・妹娘の許へ参って︑鯨船を

送ることにする︒

娘よ︑下めはひどい女ぢ

チューリッ

ヤナ

スギ

ぐんくふくらみさう

アネモネや

アレ︑アノモリノ

アレ︑アノドテノ

ギノ木ノウヘニ︒
一475圏アレ︑アノ山ノマツ

一467鴎

ノ木ノウヘニ︒

一462囲

あの ﹇彼﹈︵連体︶75 アノ あの

な晩だ︒

プの蕾が︑

つぼみ

九67圃

アネモネ ︵名︶一 アネモネ

やぞ︒

十一︻描3園

十二柵1園私の心持は︑姉上と全く あねめ ﹇姉奴﹈︵名︶1 姉め

あねうえ

ぬぞ︒

においても︑決して姉のに劣りはせ

十二糊1園

十二燭11園先づ︑姉のゴナリルから あねむすめ ﹇姉娘﹈︵名︶1 姉娘
十二襯2圏 さて︑かう領地を二分し
申せ︒

母も姉も︑涙ぐんで居ました︒

六686

りたいと申します︒

六131囲

あね

姉

したところは︑何といふすばらしい

十一剛1

きげんを悪くしておかへりになりま
した︒

そばでじっと聞いてみて︑兄より先
に畳えてしまふ程でした︒

命は︑兄神の所へお出でにな

つて︑釣針をなくした事を申し上げ

兄 が 史 記 を 讃 ん で み る の を ︑ 五冊1

そばでじっと聞いてみて︑兄より先

十一1310

しかし︑兄神は︑どうしても︑

五陥9 さうして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

おゆるしになりませんでした︒

五備3

て︑いろくおわびになりました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑兄の聲︒

に了えてしまふ程でした︒
十一搦1

當惑の様子である ︒

たうわく

十一梛2 兄は︑むっつりとしてや＼
やいましたが︑兄神は︑やはりおゆ

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と︑兄が言ふ︒

十一柵1

るしになりませんでした︒

兄上

五㍑3 しかし︑巨神は︑﹁︿略﹀︒﹂と

十一鵬10 しばらくして︑兄は恐る
く近寄って︑下略﹀︒﹂
しんら

十二522図園昔︑後三年の合戦に︑
新羅三郎殿︑京よりはるぐ兄八幡

殿の陣中に参られし時︑八幡殿は︑
﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄ と て︑涙を流して喜ばれた
りと聞く︒

﹇兄上﹈︵名︶2

五悩3

さうして︑兄神に釣針をお返

事を︑くはしくお話しになりました︒

五囲1

巨神は︑解そうお喜びになつ

しになりました︒

五葬1

兄様

て︑﹁︿略＞Q﹂とおっしゃいました︒

﹇兄様方﹈︵名︶1

兄檬方の重いふくろを

十二㍑3園

それに︑姉上の所へいら

お鋸りあそばせ︒

かついでいらっしゃったので︑お

十二㍑7圏
あにわわん

そくおなりになったのです︒

あには
﹇亜庭湾﹈︹地名︺2 亜庭

四986

方

あにさまがた

十二794圃 父も︑母も︑兄も︑妹も︑
はし
だまって箸を動かしてみる︒
あにうえ

十829園兄上︒
十二533図園今かくはせ参じたる上

兄畑

は︑身命をなげうって兄上のために
﹇兄子﹈︵ 名 ︶ 1 2

蓋くさん︒

あにがみ

五稲3 火遠理命は︑兄神の所へお出
で に な っ て ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂とおっしゃい
ました︒

五掴2 兄神は︑なかく御承知にな
りませんでした︒

狩りにお出でになりましたが︑これ

五価6 二神は︑弓矢を持って︑山へ
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あの一あの

ウサギハ︑アノノロイカ

ノ木ノウヘニ︒
一483

メニマケルコトハナイトオ
モヒマシタ︒

あ のくすの木を切り
すると︑あのちゑのある

辻で火事を消し止めたのは︑えらい
てがらです︒

さいがう

あのゑはがきにあった西郷

さんの銅像は︑どこにあるのですか︒

六槻2園

ふりそ＼ぐ︒

背びれ・喜びれを上下に張って進む

始めた︒

の山々が︑片端から眼下にひれ伏し

あの美しいたくさんな松も︑

十357囲

島民の青年たちが︑コロー

ぎとしか見えない︒

二列か三列に並んで生えた川原よも

九捌6

姿は︑あのさかな屋の店先で見るの

﹁たこ﹂といふ物は實に妙な

とは全く違った感じです︒

八襯1

物で︑あの普通に頭といって居る所
が實は胴で︑

皆さんに見せたら︑きっとびっくり

習をやってみる︑あの熱心な様子を

ルの大運動場で︑毎日陸上競技の練
さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

するだらうと思ひます︒

あのいろいろの道具︑たく
違ってはみるが︑どれを見ても響き

あの孝子も︑多分其の時に

すると︑あの孝子はどうな

くて︑えらさうである︒

日 九258園

あのこずゑ︑

あの若葉︑

あさみどり︒

十424園

るね︒

眼下に廣がる太平洋を見渡
しながら︑あの向かふに日本がある︑

です︒

魔物が︑あのけやきにるた︒

ところで︑あの細長い地峡は︑

︿略﹀︑至る所掌だらけ山だらけなの

十槻1

十656園

まもの

表彰された一人だらうと思はれる︒

十428囹
ました︒

九64！0

と思はれるやうになりました︒

あの﹁ブッポウソウ︒﹂の聲の主だ

此の鳥が︑何時の頃からか︑

あると思ふと︑急になつかしくなり

皆さんに見送っていたゴいた横濱が

あの笛を聞いたら︑悪いこ 九526團

これは︑あの人が落して行
しかし︑あの美しい︑はなや

かな出帆の光景は︑もうどこにもあ

七齪1

つたに違ひない︒

七価8囹

となんか出來なくなった︒

七367園

大空は

七236圃此のこずゑ︑

の光

七232圃此の若葉︑

三951囹 アノ左ガハノウシロノ 六欄6園 ゑはがきにあった︑あのり
車ヲゴランナサイ︒
つばな橋は︑何といふ橋ですか︒
一ツゴムノクダガアルノ

三965囹アノタイヤノ中二︑モ
ウ
デス︒

ｧ8囹私は︑あの時助けてい

した︒

たゴあの小さい髄で長い旅行

りませんでした︒

八106

を磨けるせみか︑途中で死んで露つ

ウ︒﹂の聲の主は︑どうしても別の

あのかさ＼ぎの巣を見てゐ

あの山の言説を話してあげよ

うと言へば︑マルタはお書御飯をた

半価3

るのさ︒

十悩6囹

時程苦しい事はなかった︒

だから︑あの﹁ブッポウソ 十柵2囹 あの話を︑將軍から聞いた

五121 おたまじゃくしは︑手も足も

て來ないつばめも︑かなり多いとい

あの鳴き聲をする鳥なら︑自

九6510

なくて泳げるのですから︑自分の親

鳥であらうといふのです︒

何よりも︑あの家の軒下に作 九664

分は飼ってみる︒

べながら︑母と一しょに聞きたいと

さうして︑其の飼ってみる鳥
といふのは︑あの色の美しい鳥とは

したの︒

あ︒

十一385

雀の子を︑あの忠君が逃

あの雀は︑のんきでい＼な

ほんたうに︑あのねえさん

が︑よその人になってしまふのかし

十一386

いぬき

言ふ︒

三部川の水は︑此のうらみも

あの川下の洲こそ好き場所︒ 十一182園

全く違ったものでした︒

あの門の中へ︑はいっては 九666
あの中には石のらうがあっ

九793囹

九919

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて

尾を何かにきりきりと巻附け

みる︑月毎にあの淡い三日月の影を

それと共に︑あの偉大な箱根

みだい

て︑あの馬のやうな顔を︑うつ向き

九四1

加減に︑こっくりこっくり動かして
胸びれをすっと左右に張り︑

居ます︒

八襯7

浮かべながら︒

八観3

て︑唐斜面が押込められて居ます︒

八429園

なりませぬ︒

八426圏

つた古巣がなつかしいのでせう︒

八118

ふことです︒

六985囹 それよりも︑あの風に︑四

さへ︑あの通りおそい︒

六705囹 牛は︑ひづめがわれて居て

でも︑かへって産ませんでした︒

どこへ行ったのでせう︑いくら呼ん

五鵬1 しかし︑あの金剛・那智は︑

しが知って居るでせう︒

五613圏 きっと︑あの物知りのかか

トンネルを通りま す ︒

五321園 あの汽車は︑この山のドの

ゆめにも思ってゐませんでした︒

が︑あの四本足の蛙だらうなどとは︑

行ったくすの木だ︒

四113園

あのぐんくとのびて

おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

四111

たふしてしまはう︒

四67園

た荒いたかめです︒

一一

あばた一あぶ
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らQ

十一478 あの影響の悪い實験から︑
しん じ ゃ う や

やがて三年目の夏がやって來ました︒

して︑あの書眉に合はせ

ど不平がましく言った時︑

子貢が︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂な

十二608囹

あのはためく雷に︑すさ

あのあらしにおさらしになったとは︒

十二励1園
まじい雨に︒

ふんくわ

でも︑ずるぶんあばたで

あばた

の夜の空に銀の砂子をまいたと見え

すね︒

十一研2
です︒

のは︑大部分が火山で︑穴は噴火口

あのあばたのやうに見える

十一搦7園

﹇痘痕﹈︵名︶2

ふであらう︒

る小さな星と同じものになってしま

竹ざをで

爪を黄いろ

無邊際の彼方から山のや

うにうねる大波が寄せて︑一丁二千

十﹇幽3囲

トンの巨船の甲板に︑瀧のやうなし

門口から子供がたこを持つ

て出ると︑そこにるたあひるがよち

十二211

よちと逃出す︒

あ・びる ﹇浴﹈︵上一︶7 あびる 浴

四975囹それなら︑海の水をあ

びる ︽ービ・ービル︾

びて︑ねてみるがよい︒

あびました︒

四978白兎は︑すぐ海の水を

六409親山羊は︑柵のきはに︑秋の

ふ ろ
日本旅館に案内され︑風呂を

二番瀬を越すと︑折からのぼ

浴びてゆかたに着かへると︑

八三4

の足音を聞きつけて︑すっくと立上

日をあびてすわって居ましたが︑私
あは︑㌧︒

四958園

りました︒

あの時︑ざくつとおや指 あははは︵感︶2あは＼＼

隣のを

あばた

さうして︑あの美しいと見

に導かれ︑あの無数の狭間から撃ち

る︒

十二776翻

十二781囲

ぢさんは︑今みない︒

あの木の梢をつ＼いてるた

かさこそと︑

薄暗い各階にものすごく力旧してゐ

た天守の内部には︑巨材が組合って︑

十二698

かけられ射すくめられては︑

ぶきを浴びせました︒
十︻697園 あの新上屋にお泊りに てみたか︒
十二悩11 かりに︑太陽をもつともつ
あひる ﹇家鴨﹈︵名︶1 あひる
と遠い所で見るとすれば︑結局はあ
十一一673 此の狭い谷底のやうな迷路
なって︑さっきお出かけの途中
﹃︿略﹀︒﹄と︑お立寄り下さいました︒

十一7510 深い森の奥から流れて︑か
朗かな中にも一種のさびしさを持つ

すかにこだまするあのかんこ鳥の︑

た聲が︑

十一柵9囹 今日は︑あの山よりもつ
と高く登るのだぞ︒

十一伽1 あの絶頂へ上る傾斜は︑少
くとも四十五度以上はあらう︒

を皮に突立てたら︑

十一㎜1 さうして何年かの後に︑き

ぶきがほとばしって︑

しゅつと︑し

つとあの槍に登らうといふ希望を抱

四柵7園あは〜︑︑何だ︑あんな
弓しか引けないのか︒
あの左脚は義足なのに︑ま あびせか・ける ﹇浴掛﹈︵下一︶2 あ
︽ーケ︾

びせかける

る太陽の光を浴びて︑長くあとを引

八伽3

きながら︑一直線に沖へ︒

びて︑日まはりや︑ほうせん花や︑

まぶしい程照りつける日を浴

松葉ぼたんの美しく咲いてみるのが︑

我が砲兵はこれに砲揮をあ 九988
びせかけ︑散兵線からも︑速射砲・

鈴なりの赤き實︑夕日を浴

︽ービ︾

四千米の空には早くも夜が
れうき
明けて︑僚機が︑くっきりと深紅の

十481図

あ︒ぶ ﹇浴﹈︵上二︶1 浴ぶ

太陽の光を浴びる︒

十一捌5

其の枝越しの庭に見られた︒
浴びせる

歩兵砲等が︑豆をいるやうな千丁銃
﹇浴﹈︵下一︶2

浴びせられた︒

とんどあらゆるほめ言葉が︑彼等に

十悩9﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ほ

︽ーセ︾

あび・せる

の音にまじってとゴろく︒

十二8110

がせて︑頭から冷水を浴びせかけた︒

將を井戸端へ連れて行き︑着物をぬ

浴びせかける

るで何の不自由もなささうに︑仕事

七衛3父は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑大

あの時︑最後の突撃に参

あの言葉の残りを聞かう︒

あの恐しい形相から︑どう
美しい聲である︒

してこんな聲が出るかと思はれる程

十二冊7

十二鯉7園

やしくてならぬ︒

著することが出來なかったのが︑く

十二902園

がはかどって行く︒

十二865

く染めたものだった︒

きながら山を下った︒

かつて行く皆さんの姿が︑ともする

十一悌3困私は︑あの時次第に遠ざ
と涙でぼっとするのを感じました︒

十一塒6困 今にして考へれば︑あの
熱帯の戸々の強烈な日光や︑植物の
緑が︑なつかしいもののやうにさへ

ふんくわ

あのあばたのやうに見え

思はれます︒

十一旧2

るのは︑大部分が火山で︑穴は噴火
口です︒

はにわ
十ニー54 又︑古墳の外部からは埴輪

は︑忽ち端嚴な帝繹天の姿となつ

たいしゃくてん

と見れば︑あの恐しい羅刹
て︑修行者を空中に捧げ︑

たんごん

十一一描7

あの野見宿禰がそれを工夫したとい

のみのすくね

の人形などが嚢見され︑私たちに︑
ふ歴史を思ひ合はさせる︒

十二419 あの陳・票の厄で︑下路や 十二四11圓まあ︑此のお顔を荒狂ふ
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あぶない一あまぐも

さん ご じ ゅ

びて︑さながら珊瑚珠の輝くに似た

﹇油紙﹈︵名︶1

﹇油蝉﹈︵名︶9

そっと行って見ると︑二米ぐ

あぶらぜ

麻の着物を着た人が︑油紙の

油紙

淺橋にか＼る巨船は︑油書

や美しい町の上などに︑油尺里のやう

油揮

居ます︒

︹課名︺2

十二柵10

る︒

狭い歩道は人もあふれさう︒

連日の雨で︑あふれる程にな

あ ぺ

静岡の上空を通ったのも束の

の渡し

第二十一

安倍川の渡し

安倍川の渡し

安倍川の渡し

あべかわのわたし

第二十一

べ

七目9

あ

七道1

あ べ
︹尊名︺2 安倍川

間︑すぐに安倍川を越えて又山であ

九齪2

引いた︒

つて居た安倍川の水も︑今朝は大分

七冊2

安倍川

あ べ
油蝉はそれから二三週閤生き あべかわ ﹇安倍川﹈︹地名︺2 安倍川

さうな油蝉になります︒

七996
て居ます︒

あぶらぜみのいっしょう
あぶらぜみ

油蝉の一生

油蝿の一生
第十七

油蝉の一生

七目5

アフリカ

油蝉の一生

あぶらぜみ

第十七

︹地名︺一

七932
アフリカ

十一粥7囲右はアジヤ︑左はアフリ
カ︑此の二大陸が互に迫る中間は︑

︵五︶1 あぶる

あべのむねたふ

安倍宗任

あべのむね

任を召連れて︑廣き野を過行きしに︑

たふ

狐一匹︑目の前に走り出でたり︒

きつね

コッチノ

ミヅハ︑

くつれた雪は︑やがて雨落

ちのみぞにとけ込んで︑銀綜のやう

十二冊8

崎

崎

にまぶしく輝きながら︑ちょうちょ

尼

﹇尼崎﹈︹地名︺1 尼

うと流れて行く︒

七64図

あまがさき

ア

九182図八幡太郎義家︑或日安倍宗

よしいへ

私も︑兵隊さんの靴下を火に あべのむねとう ﹇安倍宗任﹈︹人名︺1

﹇灸﹈

五十粁とは離れてゐません︒

︽ーッ︾

あぶ・る
八594

あふれる

あぶって︑乾かして上げました︒
﹇溢﹈︵下一︶7

あふれるやうに生きく

黄色い花はよ あまおち ﹇雨落﹈︵名︶1 雨落ち

マイゾ︒

一335翻

イ︾

あま・い ﹇甘﹈︵形︶一 アマイ ︽一

すると︑水がさっとあふれて︑

連日の雨で︑あふれる程にな
引いた︒

八894翻

ろこびの
と︒

勝誇った敵の大軍は︑やがて
氣ちがひのやうにあふれる川

あまがつじ

あまぐも ﹇雨雲﹈︵名︶2 雨雲

十二要図

清澄な水を六十平方粁の面 あまがつじ ︹地名︺1 あまがつじ
るやうに廣がつてみる︒

積にた﹂へて︑十和田湖は︑あふれ

十一燭5

を制し︑

十㎜4

出雲一國にあふれた︒

九867

冬の日に︑

つて居た安倍川の水も︑今朝は大分

七佃2

外へ流れ出ました︒

五408

︽ーレ・ーレル︾且Vみちあふれる

あふ・れる

油蝉の子は土の中に住んで
油蝉の子の口には︑針のやう

それにしても︑一禮此の油蝉

根にさしこんで︑汁を吸って生きて

な管がありますから︑其の管を木の

七938

居ます︒

七933

匹止って居る︒

らみの高さの所に︑あぶらぜみが一

五813

み

あぶらぜみ

扇をゆったり使ってみる︒

九佃9

あぶらがみ

にでもありさうな圖だ︒

十一棚2

に見えます︒
さんばし

あぶない

り︒

﹇危﹈︵ 形 ︶ 1 0

︽ーイ・ーウ・；ク︾

あぶな・い

五百9囹 行ってもい＼が︑あぶない
から︑よく氣をつけなさいよ︒

六651 それで︑父は︑子供にあぶな
くもあるから︑牝牛にかへたいと言
つて居ました︒

七748園 あ＼︑あぶないことだ︑あ

六拗1囹 あぶなうございます︒
ぶないことだ︒

七748囹 あ﹂︑あぶないことだ︑あ
ぶないことだ︒

七757囹 あ﹂︑あぶないことだ︑あ
ぶないことだ︒

七757囹 あ＼︑あぶないことだ︑あ
ぶないことだ︒

せうか︒

七959

天氣の好い夏の夕方︑油蝉の

もう鳥などは大てい寝て居ま

夜風に當り朝日に當ると︑す
つかり色がかはって︑見るから丈夫

七993

急いで安全な場所を探します︒

すが︑それでも油蝉の子は用心して︑

七965

出します︒

子は︑今日こそと穴から地上へはひ

七963

出る日の痴るのを待って居ます︒

らだんく淺い所へ移って︑地上へ

そこで油蝉の子は︑深い所か

の子は︑何時︑どこで生まれたので

七776園 私があぶないと申したのは︑ 七944
其の事でございます︒

七備2 さうして︑ずる分あぶない目

油

にあひながら︑やうく向かふの岸
に着いた︒

﹇油﹈︵名︶2

八五1園 あぶない︒
あぶら

六786 さうして︑其の上へ油を注が
せた︒

油圭旦

はり果なき大海原ですが︑水は油の

十一衛5国 轡とはいへ︑見た所はや
やうに滑らかです ︒
﹇ 油 絵 ﹈ ︵名︶2

九511国 港の景色が︑高い建物の間

あぶらえ

あまご一あまてらすおおみかみ
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﹇雨曝﹈︵名︶1

雨ざらし

ぢぞう
其の松の下に︑石の地蔵様が

ぶつ

て居るが︑何時もお花が上って居る︒
あま
﹇尼﹈︵名︶6 尼さん 尼さ
あま

年とった上品な尼さんが佛

どうしたのか︑其の子が尼

壇に花を供へて︑静かにお纒を讃ん

だん

十﹁168

それにつけて︑御主君尼子 ん

あまさん

立っていらしゃる︒雨ざらしになつ

七208

﹁︿略﹀︒﹂小僧さんは︑雄々し あまざらし

くもかう言って︑ころもを脱捨て︑

九844

に青空が見え︑雲の端々が白く見え

十一麗5 雨雲に似てゐますが︑所々
て︑其の間から日光がもれたりしま
あまごけ
尼子家
九7510園

尼子家の御威光は︑昔にひ

家の御恩を忘れまいそ︒

九761園

あまご

尼子勝久と名乗つた︒
あまご
﹇尼子家﹈︹人名︺3 尼子家

す︒

十一佃3 雨雲はきまった形がなく︑

だ

空 ぽいに薄黒くおほふもので︑齪
雲と呼ばれてゐます︒
と

あまご ﹇尼子﹈︹人名︺6 尼子
いつも

り

でるる︒

つ

十一178

ま

よいことにして︑敵の毛利がだん

きかへておとろへるばかり︑それを

く泣出した︒

︽ーセ︾

此の葦原の中つ國を皇
あま

孫にたてまつりて︑とこしへに天つ

十二61図園

ひつぎ

﹇天照大御神﹈

日嗣を護りまつらん︒

五川1

天照大神が︑天の岩屋へ

あまりおもしろさうなので︑

天照大神の御弟に︑すさ

天照大神は︑この事をお聞き

に＼ぎのみことは︑天照大神

さうして︑天照大神のおこと

りになりました︒

雲をかきわけながら︑勇ましくお降

においとまごひをなさって︑大空の

五柵5

した︒

になって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

五973

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

五951 天照大神は︑天孫に＼ぎ
のみことをお呼びになって︑

あまてらすおほみかみ

した︒

なって︑天照大神へたてまつられま

五249 天略﹀︒﹂とみことはお思ひに

のある神様がいらっしゃいました︒

のをのみことと申して︑大そう勇氣

五195

あまてらすおほみかみ

て︑おのぞきになりました︒

天照大神は︑少しばかり岩戸をあけ

五44

なりました︒

おはいりになって︑岩戸をおしめに

五12

あまてらすおほみかみ

︹人名︺9天照大神天照大神

あまてらすおほみかみ

あまてらすおおみかみ

﹁︿略＞Q﹂と言ひながら︑見

上げた尼さんの顔は︑此の子とどこ

十一1711

尼さんは子供の髪を撫でな

尼さんはもの静かに︑

か似た所がある︒

十一191
﹁︿略V︒﹂

十一202

尼さんは去年の秋とうとう

がら︑﹁︿略＞Q﹂

十一216

なくなって︑孫の紫の君は︑たった
冷す

一人此の世に残されてしまった︒
﹇余﹈︵四︶1

城中には︑わっかに四五
あまつさへ

ば通りに︑日本の國をお治めになり

あまつさへ多額の費用を

﹇剰﹈︵副︶1

要する事とて︑彼は何よりも先づ其

たけ

御雷命︑此の地に謙りて申し給

みかつちのみこと

十一一47図時に天照大神の使者建

あまてらすおほみかみ

ました︒

あま

の調達に奔走せざるべからざりき︒

十二備1図

あまっさえ

日の糧食を策せるのみ︒

十二738図

﹇▽もてあます

あま・す

さうして︑それが尼子家の子

く攻寄せて謙る︒
九8310

﹇尼子家再興﹈︵名︶

孫であることがわかったQ
あまごけさいこう

尼子勢

尼子家再興のことは︑我が

1尼子家再興
九842圏

年來の望である︒

﹇尼子勢﹈︵名︶3

えいろく

あまごぜい

永禄十二年六月の或夜︑勝久

を奉ずる尼子勢は出雲に入り︑一城

九846

さしもの尼子勢もへとくに

を築いて三度ときの聲を作った︒

九864

疲れ︑多くの勇士は︑むざんや枕を
並べて討死した︒
はりま

播磨の上月城を占領して︑
こ＼にたてこもった二千五百の尼子

九8710

七萬の大軍にひしくと取園まれた︒

勢は︑程なく︑元春・寸言の率みる

さんのそばに來て︑立つたま＼しく

城は︑其の頃毛利軍に園まれてるた︒

尼子の賢臣は︑涙の中に四

九776 尼子の本城である出雲の富田

散した︒

九833

京都に集って來た︒

九837 其の中に︑尼子の善臣が追々

返った︒
ひでよし

九851 諸城は︑片端から尼子の手に
ざんたう

九877 尼子の残黛は︑秀吉の軍勢に
せんぽう
加って︑毛利攻めの先鋒となった︒

其の片われの元春を︑おのれ其の

九894 尼子重代の敵毛利を︑せめて
ま＼にして置けようか︒

あまごがた ﹇尼子方﹈︵名︶3 尼子方
をどし
甲は︑尼子方の大將と見た︒

九786圏 やあ︑それなる赤縣威の

いおりのすけ

九797 尼子方の秋上伊織介がそれ
を 見 て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と︑これも手早く

矢をつがへてひようと射る︒
ろうじゃう

﹇尼子義久﹈︹人名︺1
よしひさ

日嗣

ひつぎ

城主尼子義久は︑涙をのんであまつひつぎ ﹇天日嗣﹈︵名︶1 天つ
敵に降った︒

九8210

尼子義久

よしひさ

あまごよしひさ

九829 前後七年にわたる長い籠城
に︑尼子方は多く職死し︑それに
りやうしよく

﹇尼子勝久﹈︹人名︺1

糧食がとうく蓋きてしまった︒

尼子勝久

あまごかつひさ
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あまてらすかみ一あまる

あま

﹇天照神﹈︹人名︺1

ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂

あま

あまてらすかみ

天照らす神

アマド

雨戸

天照らす神のたまは

﹇雨戸﹈︵名︶4

く︑ ﹁︿略V︒﹂

十一614図齪
あまど

マドラ︑オシメニナリマシタ︒

あまのがわ
天の川

あま
﹇天川﹈︵名︶2 天の川

当寺図画の川
さうして︑此の邊︑北から南
あま
へかけて︑天の川が︑夏の夜空に銀

九価7

齢り﹇▽いちじ

の砂子を美しくまき散らしてみるの
﹇余﹈︵名︶2

が見られます︒

雀の巣くひたるを見て︑

九937

しかし︑饒りカードが多いの

どちらも星があまり大きくあ

で︑僕はどれを見てよいかに迷った︒

下草の茂りはあまり深くない

六364

けんびきやう

疑り多いのでまごくしてる

水温は紅ますに適度︑潮

ベートーベンも︑我ながら

︵五︶4

あまる

さうして︑身の丈にもあまる

ほい國に︑やはりあまった土地
のあるのが見えました︒

三344こんどは︑西の方のと

が見えました︒

三315すると︑東の方のとほい
國に︑あまった土地のあるの

と︑おかんがへ になりました︒

來て︑つぎあはせたらよからう

三307國をひろくするには︑ど
こかのあまった土地をもって

︽ーッ・ール︾

﹇余﹈

ごもりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

鯨りだしぬけだと思ったらしく︑口

十一旧3

流は錬り速くないやうです︒

十一872園

れては︑かはいさうですから︒

十佃8園饒り勝過ぎて︑人にうらま

﹁︿略﹀︒﹂と親切に教へて下さった軌

ぞいてるた人が︑にこにこしながら︑

ると︑向かふのすみで顯微鏡をの

十109

はれてみる︒

ので︑所々に地面の赤い色さへあら

九佃6

いと︑はっきりしません︒

りませんから︑よく氣を附けて見な

先生の道は鹸りに附き過 九鵬1

出過ぎて︑讃むのにかへって不便で
ある︒

十二3410圏
ぎます︒

罵り

あまりおもしろさうなので︑

三帽4園 あまり長くなりますか
ら︑これでおいとまをいたしま
す︒

五44

天照大神は︑少しばかり岩戸をあけ

けれども︑命があまりおす＼

て︑おのぞきになりました︒
みこと

五M3

めになるので︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

近頃では︑あまり大きくなつ

つて︑釣針と弓矢をお取代へになり
ました︒

六647

て︑私などの手にをへないやうにな

私どもがあまりほしがったの

りました︒

六659

設計はしたものの︑射り大

で︑父も︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

八241国

男の子は︑指先でそれをつ

きくて︑ロシヤ人も造りかねて居ま
したのを︑

九273

ま＼うとしたが︑鯨り小さいのでつ
まめなかった︒

あま・る

十二4111園先生の道は齢りに大き過
ぎます︒

あまり

浦島は︑あまりおもしろい

﹇余﹈︵副︶15

三備6

あまり

ので︑家へかへるのも忘れて︑

あまり

一426 オカアサンバ︑イソイデア
かんあまり・こせんにんあまり・さん

毎日毎日︑たのしくくらしてゐ

豆を庭に向かってみせ
じっさいあまり・さんぜんあまり・し

筆下5
いよくまきますと︑おかあさん

九453図園

直ちに飛びか＼らんと思へ

あまりの欲しさに参りて候︒

仁心7図

ども︑其の人の齢りに落着きたるに

ふと通りか＼つた某大尉がこ

氣をのまれて︑近寄りがたし︒

十189

だが︑これでは又あまりに

ました︒

じゅうあまり・しちじゅうねんあま
んあまり・はたちあまり・はちじかん

り・じゅうさんじかんあまり・にじか
あまり・ひとつきあまり・ひゃくねん

が︑雨戸をぴしゃりとおしめ
七283 静かだといふみなかの夜も︑
あまり

になりました︒
此の頃は︑雨戸をしめて始めてほっ

せられたもので︑

君画塾天皇を追慕し給ふ回りに作ら

それは︑聖徳太子が御父

しやうとく

厚意謝するに慮りあり︒

とする︒

雨ドヒ

十一308

九354 これ等の仕事は︑陸上の家で︑ 十924図寄島
毎朝起きると先づ夜具を片附け︑雨
﹇雨樋﹈︵名︶2

戸をくるのと攣りはないが︑
あまどい
カラ︑綜ヲ引イテ下りテ來タノデス︒

五765 見ルト︑クモハ︑雨ドヒノ所 あまり ﹇余﹈︵形状︶8 あまり 饒り
五797 カウシテ︑雨ドヒト柿ノ木ト

あまねく

ノ問二︑一スヂノ綜ガ︑空中ニピン
﹇遍﹈︵副︶1

トハリ渡サレマシタ︒
あまねく

十二脳11 此の喜びをあまねく世に分

それは飴りなお言葉です︒

れを見て︑飴りにめ＼しい振舞と思
十203圏

つて︑人間を救はねばならぬと︑彼
あまねし

つて︑﹁︿略﹀︒﹂と言葉鋭く叱った︒

﹇遍﹈︵形︶1

今さういふことを考へるの
十一6510

は︑妄りにもったいない氣がする︒

十一315

は氣ついた︒

あまね・し
︽ーク︾

つたへて︑寄附を募らんとす︒

十二冊5図 よってあまねく世人にう

あみ一あめ
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十一875

もうくたる濃霧にとざさ

れて︑網の綱の端に附けた目じるし

草を分けて︑だんく奥へはいって
いらっしゃいました︒

おい︑網を揚げるんだ︒

のランプも︑光がぼんやりと見える︒

網を引揚げる片端から︑海
五⊥ハ語聾のますやさけが︑

編物

眞白い日がさのかげに赤ん

﹇編物﹈︵名︶1

さをで押されながら︑網の外へ出る︒
あみもの

ばうを眠らせながら︑其のそばでせ

十一7611

つせと編物の針を運んでみる婦人の
網諸

船はエンジンを止めたま＼︑

﹇網諸共﹈︵名︶1

姿も見られた︒

あみもろとも
土ハ

十︻887

面にさゴ波が起る︒

十︻886

十︻8711圏

﹇網﹈︵名︶ 1 6

﹇浴﹈﹇▽ゆあみす

網﹇▽かな

あみ

アミ

あみ

あみ︒ながしあみしゅつぎょせん
ソコニハ︑モウ︑リツパナクモノア
網の綜も切れんばかりにか＼つてゐ

あ・む

﹇編﹈︵五︶1

るのである︒
あむ

︽ーン︾

網諸共に夜明まで潮のまにく任せ

るのだ︒

網をすき︑舟を漕ぎ︑魚

十一877

十一953図
を取る手傳ひなどして︑
あみがさ ﹇編笠﹈︵名︶1 あみ笠
がさ

五806 晩ニナツテ即行ツテ見マスト︑
ミが出來テ居マシタ︒

六三2 又︑敵ガ︑海ノ中二︑太イ針
金 ノ ア ミ ヲ ． 張 ルコトガアル︒

くに網を張ってみるところだ︒

八矧7 何十さうといふ船が︑今思ひ
八捌9 僕等の網船は︑もう網をたぐ

五565圃 すげ笠・あみ笠・赤だすき︑ 十338国画の下を︑でっぷり太った

堀から堀に通じ︑川と堀とは︑まる

網の目のやうに入りくんで

であみの目のやうに組合って居ます︒

十二柵7
みる︒

網船

僕等の船は︑左右の網船から

九232苗圃

山

十一624言為

つち

しろ
神と人和ら

神の御子︑代々のみかどの
あめ

しめす我が日の本は︑

アメ

雨﹇▽おお

天と地とはに幸あり︒

﹇雨﹈︵名︶46

ぎむつび︑

シタ︒

ナア︒

ニー11園雨ガフッテツマラナイ

ヤンデ︑

ユキ

早ク來イ︑オ正月︒

雨ガフッテモ︑

アシタバ︑天キガヨク

ニー17園上智コンヤノウチニ

ナリマセゥ︒

二614囲

ガフッテモ︑

ヰルト︑雨ガ︑ザアザアフッテ

二626アル日︑山デ木ヲキッテ

來マシタ︒

二632オヂイサンバ︑木ノアナ

並等クレテ︑雨ノヤムノヲ

マッテヰマシタ︒

ヨルデ︑熱田︑スッカリヤンデ

二636目ガサメタ時ハ︑モウ

ユフベノ雨ガハレテ︑青葉ノ

暖イ雨ヲ何ベンカ降ラ

ヰマシタ︒

四㎜6

セマス︒

上二︑日が氣持ヨク照ツテヰマス︒

五687

私は︑もと雨の一しっくで︑

五347圃 雨が止む︑ 雲が散る︒

空から落ちて來たのです︒
も
萌えて明かるい若草に︑

しとく︑細い雨が降る︒

六櫨3圃

昨日雨が降ったので︑今日は

雨はこぬかか︑絵のやう︒

アメガヤミマシタ︒

六櫨4圃

連日の雨で︑あふれる程にな

雨のどしゃぶ

七436

七柵2

り〇

七㎜8圃ものすごい

⊥ハつも芽が出ました︒

ツブノアメガ︑パラパラフリダ
シマシタ︒

一436

トウトウ︑雨ガブリダシマ

キマシタ︒

ニー0一

アメハ︑ザアザアフッテ

一424干天ガサットフクト︑大

一28一

あめ・はるのあめ

あめ

大神のみことのま﹂に︑ 五253

り始めた︒
笑ひ聲やら︑歌の聲︒
島民が︑椰子の葉であんだかごをさ
おんど
八齪6 ﹁︿略﹀︒﹂と︑一人が音頭を取 あみのめ ﹇網目﹈︵名︶2 あみの目
げて︑いういうと歩いてゐます︒
あめ
ると︑大勢の船方が︑みんなこれに
網の目
あめ ﹇天﹈︵名︶2 天
あめ
合はせて︑﹁︿略﹀︒﹂と網をたぐる︒
七648 其の川水は︑市内幾十といふ
天も水もひとつに見ゆ
さ ど
る海の上に浮かび出でたる佐渡が島

八齪8 網がつぼまって來たところで︑

網船は︑僕等の乗ってみる船を呼ん
だ︒

八十2 大きなたもで︑網からいわし

網場
﹇網船﹈︵名︶4

やがて網場へ來た︒

﹇網場﹈︵名︶1

八捌6

あみば

あみぶね

をどんく僕等の船へ上げる︒
さをで押されながら︑網の外へ出る︒

僕等の網船は︑もう網をたぐ
網がつぼまって來たところで︑

り始めた︒

八梱9

八悌8 僕等の船は︑左右の網船から
十﹇859 エンジンの調子をしらべた
り︑網の支度をしたり︑

八醜8

網船は︑僕等の乗ってみる船を呼ん

十一865 ぐっと速度を落しながら一

だ︒

網船二さうの間へ︑まっすぐ

直線に進む船のともから︑網が次第

八髄7

に乗入れる︒

八欄1

にくり出されて︑其の長さが約五千
米︒

でおくんだぞ︒

十一8611囹 網の綱をしっかりつない
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あめ一あめのうずめのみこと

つて居た安倍川の水も︑今朝は大分
引いた︒

八86 其の年は氣候が不順で︑九月
の中頃急に寒くなり︑雨が降乏きま
した︒

のは︑恐らく天下に君一人だらう︒

十二427

雨に洗はれた築山のくまざ

さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑

﹇雨霰﹈︵名︶1

雨あられ
雨太

敵の揮丸︑雨あられの如し︒
﹇雨太郎﹈︹人名︺2

﹇天地﹈︵名︶6
あめつち

アメツチ

すめみま

十一661

五目2

ラ

天の岩屋

あめ

ゲ

一

﹁アメツチ﹂といふのを

あめつち

天の岩屋

天照大神が︑天の岩屋へお

やまた

かうりん

天の岩屋︑八岐のをうち︑

天のうずめのみこと

あめ

あめ

天のう

この時︑天のうずめのみこと

ました︒

きしゃう

んなお方でした︒

かりした氣性で︑しかも︑

五977

へうき

天のうずめのみことは︑しつ

まひ
は︑岩屋の前へ進んで︑舞をなさい

五36

ずめのみこと

名︺2

あめのうずめのみこと ﹇天符女命﹈︹人

のうずめ
あめ
五974園 天のうずめ︑お前行け︒

あめ
あめのうずめ ﹇天鋼女﹈︹人名︺1 天

られて︑

他古代のすべての事が古事記にのせ

大國主命︑天孫降臨︑︿略V︑其の

おほくにぬしのみこと

十一675

りました︒

はいりになって︑岩戸をおしめにな

五12

あまてらすおほみかみ

岩屋天の岩屋

あめ
あめのいわや ﹇天岩屋﹈︵名︶2 天の

五11

一 天の岩屋
あめ

あめのいわや

て天地にとゴろきわたる瀧の音かな
あめ
︹課名︺2 天の岩屋

あめつち

十二獅11出口壁立てるいはほとほり

しあしも照らし分くらむ天地の神

十二27図工

ク

﹁天地﹂と書き︑﹁クラゲ﹂といふの

幸に雨はさして烈しくない︒

十385

あめつち

あめつち

天壌

九737図魍山遠く心はるぐ︒

天地

あめつち

御民われ生けるしるしあ

天地の大いなるかな︒

十個7図魍
あめつち

あしはら

り天地の榮ゆる時にあへらく思へば
あま
十一618図圏園 天照らす神のたまは
御位はいやさかえま

﹁葦原の中つ御幣は︑皇孫の

治むべき國︑

く︑

天壌ときはみなからん︒

あめつち

し︑

人知れずおもふ心のよ

を﹁久羅下﹂と書いた︒

まじい雨に︒

十二柵6図囲

九樹5図

あめあられ

いったかっかうです︒

時のやうに︑切れさうで切れないと

十捌3

ぐる橋の上の夕暮近き雨のはれがた
あめ
しかも雨は雪に攣じ︑それが あめ ﹇飴﹈︵名︶1 飴

あめ
ちやうど飴でも引きのばした

かささせるさ＼ぬも過

十二欄2園あのはためく雷に︑すさ

十395囹河井君︑雨の方がい＼と言 十一一柵4園 雨よ︑瀧つ瀬と降れ︒
雨に煙る行手から︑今にも薪

つたのは︑これだよ︒

十436
する︒

を負った孝子の姿が現れさうな氣が

十708

八89 折から南へ飛行中だつたつば
めは︑食にうゑ︑冷たい雨にずぶぬ

た︒

太陽や月が︑大きなかさを

あめたろう
郎

かへるとちゅうに︑きれい

な島がありましたので︑百合若

さの中に星が見えれば天氣︑さうで
天候悪愛の兆といはれる雲

四身5

十一柵10

なければ雨だなどといひますが︑

着るのは此の雲のか＼つた時で︑か

十一欄9

つかり晴上ったやうな氣がする︒

十帽10園

何だか降績いた雨でも︑す

吹雪となって︑あたりを吹きまくつ

れになって︑もう身動きも出來なく
なってしまったのです︒

八263困 満洲は雨が少く︑私がこ＼
に來てから二箇月になりますが︑其
の間ほとんど雨らしい雨は降りませ
ん︒

八265国其の間ほとんど雨らしい雨
は降りません︒

八265困 其の間ほとんど雨らしい雨
は降りません︒

は︑けらいの雲太郎雨太郎と
いふきゃうだいのものを連れ
で︑それが龍のやうに長く蒔く場合
は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ

て︑その島へ上ってみました︒

九13 月の初はまだ寒くて︑冷たい

ます︒

雨の降りしきることもあるが︑

十一佃7

雨の降ったあげく︑山の間

けた所へ︑よく意地わるの雨が降り

などから流れるやうに滑り出る白い

雲は層雲といって︑雲の中でも一番
昨日の雨はからりと晴れて︑

低い弔云です︒

十︻描1

昨日の雨でじめくして︑

太陽は朗かに此の温泉渓谷を照らし
てるる︒

十一佃6

うっかりすると足が滑る︒

や︑さういった我々地球上の氣象現

十一欄11從って雲や︑雨や︑あらし
象は一つもありません︒

四帽4 雲太郎雨太郎は︑けらい
を集めて弓の會を開きました︒

九22 さうでなくても二三分咲きか
そ＼ぐ︒

九23 雨が止んで嬉しやと思ふ夜半
から︑途方もない南風が吹出して︑
花をいためつける ︒

十14図 南参道に入れば︑夜來の雨
に清められし玉砂利さくくと鳴り
て︑

十374囹 秋野君︑とうく雨になつ
た︒

十377囹 雨の方がい＼よ︒

十379囹 名所見物に雨がい＼と言ふ

あめ

あめのかぐやま

天の香具山

﹇天香具山﹈︹地名︺1
むらやま

十二川5図圃 大和には群山あれど︑
あめ
とりょうふ天の香具山︑ 登り立
海原はか ま め 立 ち 立 つ ︒

ち國見をすれば︑ 國原は煙立ち立
つ︑

あめのたちからおのみこと ﹇天手力男
あめのたちからを

命﹈︹人名︺1 天手力男のみこと

へ渡す六千九百米のすばらしい長橋︑
衆國でも︑

アンゼルスまでの間は︑アメリカ合

皆さんは︑アメリカ合衆國

一番景色のよい所だとい

さういふものを見ただけで︑あ＼ア
はれてゐます︒

九557国

メリカだなと︑つくぐ感じさせら
れました︒

に︑沙漠があらうなどとは思はなか

ハワイと同じやうに︑日本

九515囲

アメリカ行の船は︑横濱を出

に出帆するのです︒

て八日目に︑ハワイのホノル・に寄

八備一

港する︒

あや ﹇綾﹈︵名︶！ あや

くの綜まじへてぞあやは織りける

十一一鵬9図面紅のやまと錦もいろ

危い

あやう・い ﹇危﹈︵形︶4 あやふい

ゴは︑アメリカ合衆國の一大商工都

六388

十一43一

がつしゆう

がつしゆう

アメリカ合衆國ボストン

アメリカ合衆國ボストン

アメリカだより

ゐました︒

第十ニ

アメリカだより

︹課名︺2 アメリカ

市の聾唖學校に︑一人の若い先生が

ろうあ

今度こそは︑千早城も危く見

此のま＼では尊の御命が危

であった︒

十一一脳2 思へば︑まことに危いこと

い︒

七44園

えた︒

六782

なほも東へお進みになりました︒

た尊は︑生残つた悪者どもを平げて︑

あやふい御命をお助りになつ

︽ーイ・ーク︾
市です︒

く大きな湖にのぞんでみる此のシカ

ミシガン湖といふすばらし

つたでせう︒

くわつばつ

九567困

人の子供たちは︑アメリカの小學校

むじゃき

鐙骨邪氣で活濃なアメリ

と日本語學校と︑爾方へ通ってゐま
す︒

九548困
カの子供が︑教室ではお行儀のよい

あめのたちからを

五57 岩戸のそばで待っていらっし
やった天手力男のみことは︑この

心なき町︑なるほどアメリカ合衆國

九624国封岸のうすもやの中に績く
の表門といはれるだけあって︑實に

皆さんは︑お行儀のよいこ

とでも︑アメリカの子供に負けない

がつしゆう

アメリカ合衆國や︑ブラジ

がつしゆう

危さ

勝久は危くのがれて︑再び京

﹇危﹈︵名︶1

﹇危﹈︵形︶3 危し ︽ーカ

かう考へると︑宮は︸女性

の御身で︑徳川の家を救ひ︑江戸市

十二悩4

或は︸命も危からん︒

若し彼の地に行かば︑人に怪しまれ︑

十一95！1二期 顔かたちの異なる君︑

九1910楽園 危きことかな︒

ラ・ーキ︾

あやう・し

孔子は年若い顔回をひたすらに案じ︑

十二3210 我が身の上の危さも忘れて︑

あやうさ

都へ走った︒

九868

此の運河を作ることに成功し あやうく ﹇危﹈︵副︶1 危く

︹地名︺一

アメリカがっしゅうこくボストンし

たのは︑アメリカ合衆國でした︒

十伽10

語を教へてるる︒

學校を建てて︑自分の子供たちに國

ル等に住んでみる日本人は︑日本語

万遍2

何ともいへない壮観です︒

アメリカは︑どこでも黒人

いのには驚きました︒
がっしゅうこく

アメリカがっしゅうこく

アメリカ合衆國
がっしゅうこく

アメリカ合衆國の領土だと

アメリカ合衆國

くわんせい

がつしゆう

同じ頃︑アメリカ合衆國に
同じアメリカ合衆國に︑ライ
トといふ兄弟がゐました︒
がつしゆう

九目13

こ﹂は︑アメリカ合衆國 だより
の裏門ともいはれる重要な場所です

アメリカだより
アメリカ行

アメリカ行の日本丸が︑三時

︵名︶2

第十ニ
サンフランシスコからロス 七癖6

アメリカゆき

九484
九523国

ふまでもありませんが︑

から︑港や町のにぎやかなことはい

九505国

九113

ラングレーといふ人がゐました︒

九91

る︒

日本語の歓聲が︑こ＼でも聞かれ

いふのに︑横濱で送られた時と同じ

八帽7

︹地名︺10

を見かけますが︑シカゴに黒人の多

九572国

でせうね︒

九5410国

のにも︑すっかり感心しました︒

大神のお手を取って︑外へお連出し

時とばかり︑さっと岩戸をあけて︑

申しました︒
あめのむらくものつるぎ

あめのむらくものつるぎ ﹇天叢雲剣﹈

︵名︶2 天叢雲劒 天叢雲劒
やまとひめのみこと

六345 皇大神宮に仕へて居られた尊
の御をば︑倭姫命は︑︿略﹀︑大切

な天叢雲劒を尊にお授けになり︑

あめのむらくものつるぎ

六375 天叢雲劒を抜いて︑手早くあ
たりの草をなぎはらひ︑火打石で火
をきって︑其の草におつけになりま
した︒

十目9 第八 雨の養老

あめのようろう ︹課名︺2 雨の養老

十372 第八 雨の養老
アメリカ ︹地名︺6 アメリカ5きた
アメリカ・みなみアメリカ
して錦つた時︑イスパニや人の喜ん

八桝5 コロンブスがアメリカを獲見
だことは非常なものでした︒
一∴十階の大建築︑封岸オークランド

九503国 大空にそ＼り立つ二十階・

市

あめのかぐやま一あやうし
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あやしい一あらう

民を救ひ給うたばかりか︑危き日本
の運命をもお救ひになったと言って︑
﹇怪﹈︵形︶2

あやしい

決して過言ではないのである︒
あやし・い

七328 どこからかあやしい船が現れ

︽ーイ︾

もトひろ

ち

百尋・千

あゆみきた・る

﹇聖堂﹈︵四︶1

歩み

身分いやしからざる人︑あ

がら歩み來れり︒

た＼かげなる着物着て︑笛を吹きな

九欄5図

丈鯨のろかい操りて︑ 計る ︽ーレ︾

つりながら屋根から飛んで︑

十一909図圃

過

遊びなれたる庭亡し︒

行手定めぬ波まくら︑
尋海の底︑

ひろ

﹇過﹈︵名︶1
づ

あら︵感︶4アラあら
十二416囹學を好み︑怒をうつさず︑

あやまち

二997園アラ︑ウグヒス

ヨ︒

過も二度とはしない男でございまし

ノ八目トマリマシタ︒

て︑用光の船に近づいたと思ふと︑

チャン

三394園アラ︑テフ︿ガ︑次郎

あやまつ

四798園あら︑おんなじですね︒

︽ーイ︾

荒々

んで下を見つめてみた女の子が︑ そ

しい

しかも︑此の氣醜は決して

荒い

︽ーイ︾

﹇洗﹈﹇▽かんぱんあらい︒うて

﹇荒﹈︵形︶1

日本の馬は氣が荒いとかい
ではない︑

︽ーメ︾

あらいきよ・める

街路はきれいに洗ひ清めら
洗刷

十二齪3

︵名︶1

れ︑殆ど書くづ一つ落ちてみない︒
あらひば

﹇荒刷毛﹈

敷十人の水兵が︑甲板をこすりなが

ら頭を並べて進んで行く︒

︽ーッ・ーハ・ーヒ・iフ︒iへ︾

あら・う ﹇洗﹈ ︵四・五︶17 洗ふ

で洗ったり︑くすりをつけたり

三悩2 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑くすり

して下さいました︒

四㎜1園早く川の水でからだ

五十鈴川のきれいな水で手

すズ

を洗って︑がまのほをしいて︑
その上にころがるがよい︒

い

を洗ひ︑口をす＼いで御門の前に進

五83国

さうして︑今度は︑水を鼻へ

んでをがみました︒

吸ひこんで︑その水で自分のからだ

五415

井戸ばたへ行って︑足を洗つ

を洗ひました︒

すぐそれを取出し︑きれいに

五824

た︒

五伽3

洗って︑命にお上げになりました︒
てんこ
やがて朝の鮎呼も終って︑

顔を洗ひ︑すっかり室をさうちして

七489国

から︑朝御飯をたべます︒

り洗濯したりするのに︑中々ほねが

せんたく

七528困冷たい水で︑食器を洗った

折れますが︑

もう兵隊さんは來て居て︑兵

器の手入をすまし︑靴下を洗ったり︑

八588

靴をみがいたりして居ました︒

九368囹

露天甲板洗へ︒

やみを貫ぬく 中佐の叫び︒

先づ下士官が︑甲板の吐水口 八田2露呈 荒波洗ふ デッキの上に︑
け

どんく流すと︑洗刷毛を持つた

あらひば

からふき出る海水を︑桶に汲んでは

九373

毛

け

あらいばけ

洗ひ清める

﹇洗清﹈︵下一︶1

はれるさうだが︑それも馬が悪いの

九備7囹

あら・い

んかんぱんあらい

あらい

荒々しいものではない︒

十一梱2

﹇荒荒﹈︵形︶1

すれくにかすめて︑鼻先なる土に

サルハ︑トウトウ︑ジブン

︽ーリ・ール︾

あらあらし・い

れを見つけて︑ 思はず﹁あら︒

あやまる

若し私の此の判噺があや

﹇誤︺︵五︶1

ぶすと突立ち︑狐は其の場に倒れた

九186図矢はあやまたず狐の頭上を 九303囹仕事皇のそばに︑ふさぎ込

﹇過﹈︵四︶1

たが︑不幸にも短命でございました︒

︵四︶−

︽ータ︾

あやま・つ

恐しい海賊がどやくと乗移って來
て︑用光を取窪んでしまった︒

八804 掛の人々は︑とうく彼をあ
﹇怪弄﹈

やしい者とにらんで取調べた︒
あやしみもてあそ・ぶ

︽ーバ︾
り︒

怪しみもてあそぶ

十一985図 林学の怪しみもてあそば
あやま・る

あやまる

あやま・る﹇謝﹈︵五︶3アヤマル

をお召し下さいませ︒

まってをりますなら︑どうぞ私の首

十二川9園

︽ーッ︾

る＼こと︑キチーにも増して甚だし
エ

カりしいもカヘ

顔かたちの異なる君︑

︽ーマ・ーミ︾

あやし︒む﹇怪﹈︵四︶3あやしむ
怪しむ

十一9511図囹
若し彼の地に行かば︑人に怪しまれ︑
或は一命も危からん︒

十二497図 頼朝の家臣等あやしみて︑ 二293

ガワルカッタトアヤマリマシタ︒
あやまる︑あやまる︒
歩み

更に大鳥居を過ぎ︑神氣身

高言から見下してみる五兵衛
あり
の目には︑それが蟻の歩みのやうに︑

もどかしく思はれた︒

十565

を移せば︑参道は又右折す︒

にせまるをおぼえつ＼︑静かに歩み

十23図

﹇歩﹈︵名︶2

敵の衛兵等︑あやしみて 九八10囹

﹁︿略﹀︒﹂と呼ば は れ ば ︑

十二7410﹇図

あやつる

かう

あゆみ

あやまる︑あやまる︒

一老兵︑

九粥10囹

あらためみんとするに︑

﹇操﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 2

﹁︿略V︒﹂と言へ ば ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と て 止
む︒

あやつ・る
︽ーリ︾

はと

吉といふ表具師が︑鳩の艦を研究し

きち

九77 今から百数十年前︑岡山の幸
て大きな翼をこしらへ︑それをあや

あらお一あらためる
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やうに︑

あらがねを

ろ

櫨に持運ぶ︒

た場合に︑裁判所は︑︿略﹀︑どちら

顔洗へ︒

九377囹
の主張が正しいかを富里し︑

十二838

改る

次から次へと︑新な敵を求

﹇改﹈︵五︶2

めて猛烈に撃ちまくる︒

兄は︑改つた口調で言った︒

若し裁判がなかったとした あらたま・る

九378 そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒あらし ﹇嵐﹈︵名︶7 あらし
十二儒11

︽ーッ︾

船が沖合へさしか㌦ると︑急

に烈しいあらしが起って來た︒

七35

ら︑定々相互の事が果しなく行はれ

を洗って︑座敷へ通りました︒

九752

舷門4 宿を取って︑わらちをぬぎ足

墨摺2

又時に不意のあらしや︑其の

て︑力の強い者が勝ち︑わるがしこ

八79

い者がまぬがれることになるであら

せうちう

意思ひがけぬ災難にあはぬとも限り

十858 僥酎で血だらけの傷を洗ひ︑

少ししてから︑かの人夫は︑

メ︾

弟うかしは︑兄の手下を連れ

日本刀の鋭利なことは改め

ていふまでもない︒

十一鵬2

しました︒

て︑あらためて神武天皇に降参いた

六101

改めて

あらためて ﹇改﹈︵副︶5 あらためて

柿右衛門と改めたり︒

十517図

喜三右衛門は︑やがて名を

あらた・む ﹇改﹈︵下二︶1 改む ︽一

父は少し改つた調子になった︒

有合はせの小さい畳針で傷口を縫始
うQ

從って雲や︑雨や︑あらし あらそ・う

﹁︿略﹀︒﹂といふので︑今まで

︽ーッ・ーハ︾

七巡5

と先を育って渡った︒

待って居た大勢の旅人は︑我もく

川べの宿場で泊って︑水の引くのを．

七冊6

︵五︶3 孚ふ

ません︒

十一鵬11
や︑さういった我々地球上の氣象現

﹇争﹈

めた︒

十一撹11 此の丸太を短く切り︑細か

く碑き︑藥品でどろくになるまで
あらしだ︒

象は一つもありません︒

十二協4圏

煮︑それを洗って乾かし︑パルプと
いふ厚紙に似たものに作るまでの工
あらしよ︑吹け︒

い

何氣なしに先程渡し賃を孚つた場所

じ

をフランス兵が襲広して陣所に伴な

した老人が荒野にさまよってみるの

ひどいあらしの翌朝︑獲狂

十二柵4園

荒尾

十二協9

程が︑

十二427 雨に洗はれた築山のくまざ
﹇荒尾﹈︹人名︺1

さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑
あらお

裁判の目的は︑決して人を

へ行って見た︒

十一一川3園残りの三分の一は︑改め

十二価6図

明治元年︑彼改めて政府

て長女と次女とにわけ與へる︒

十二㎜10圏 改めて申せ︒
新

箏はせたり︑人を罰したりすること
新た

昭和の聖代に生をうけた我等

﹇新﹈︵形状︶5

ではない︒

十一一柵7

ひ︑侍馨が手を煮干くして介抱する︒

ク・

十二粥11囹まあ︑此のお顔を荒狂ふ
︽

だててひかへたる荒尾九郎が甲を通

十166図 其の矢︑はるかなる谷をへ．

荒し

あらた

に燈壼建設の事を出願し︑翌二年に

ナニヲー以北は海やうや 十価5

﹇荒﹈︵形︶2

あのあらしにおさらしになったとは︒
あら・し

して︑脇腹まで貫ぬきければ︑荒尾
は馬より眞逆さまにどうと落ちて︑
シ︾

至りて許さる︒

十一945口q凶

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

﹇荒尾九郎﹈︹人名︺1

其の場に死す︒

歓喜を感ずるのである︒

あらおくろう

く開け︑潮水北に注ぎ︑しかも波甚

へんさん

敵の衛兵等︑あやしみて

﹁︿略VQ﹂と言へば︑﹁︿略V︒﹂とて止

あらためみんとするに︑ 一老兵︑

十二741！図

らためみる ︽ーミ︾

こ＼において︑林藏︑新あらため・みる ﹇改見﹈ ︵上 ︶− あ
する志を起せり︒

たに封岸大陸に入りて其の地を探検

十一956図

だ荒し︒

あらしやま

波荒くして舟をやるべからず︒

せんと志ししが︑ナニヲーより北︑

林藏は樺太の海岸を一周

十165図 其の矢︑はるかなる谷をへ

豫め

十一949図

荒尾九郎
だててひかへたる荒尾九郎が甲を通
﹇予﹈︵副︶1

して︑脇腹まで貫ぬきければ︑
あらかじめ

む︒

それから歴史編纂を思ひ立
ち︑始めて史局を置いて學者を集め

十二4310

た時の喜び︑︿略﹀︑それらが今新な

嵐山の勝景は花によく︑
青葉によく︑紅葉によく︑古聖尾は滋⁝

かういふ法律上の事があっ

れよく︑

朝の氣分を新にする︒

かめば︑さくくと歯切

九782

名を械木狼介勝盛と改め︑

たらぎおほかみのすけ

︽ーメ︾←おあらためる

あらた・める ﹇改﹈︵下︸︶2 改める

感激となってよみがへって中る︒

十二⁝⁝⁝5

十二793圃

山秋の錦を以て知られてみる︒

十一111

あらしやま

十一5410図我が海軍は︑初より敵をあらしやま ﹇嵐山﹈︹地名︺1 嵐山
近海に迎へ撃つの計を定め︑豫め全
﹇粗金﹈︵名︶1 あらがね
てんじゃう

力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒
あらがね

下に 動く起重機は︑ 生きて居る

七606翻 ⊥場の 高い天井︑ 其の あらそい ﹇争﹈︵名︶2 孚
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あらて一あらわす

日本の商品が︑かうして
十悩9

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ほ

とんどあらゆるほめ言葉が︑彼等に

十一備4国
浴びせられた︒

折もあらば鹿介を討取らうと思った︒

遠くアラビヤの内地に輸送されるの

強く︑うんと支へた感じを︑最もよ

あらゆ

︹地名︺一

した︒

ある︒

あられひしもちお白酒︑

四季3圃かはい﹂ぼんぼり︑桃の

あられ ﹇霰﹈︵名︶1 あられ

花︑

﹇霰﹈︵名︶一

アラレ←あめ

供へてけふのひなまつり︒

シマス︒

四線6 サウシテ︑雪ヤアラレヲ
降ラセタリ︑水ヲコホラセタリ

あられ

あられ

上は天皇の御製を始め奉り︑

塔と金堂は︑ともすると松

の梢に見えがくれするが︑中門だけ

は︑最初からありったけの美しさを

周園の絶壁は︑これも水際

誇るやうに︑極めてあらはである︒

十一841

からぎっしりと密林を畳み上げ︑

通な火口壁があらはにも仰がれる︒

十一搦4金屏風・五色岩など︑多

きんぴやうぶ

のをどるやうにあらはである︒

所々﹁しらかば﹂の立枯れが︑白骨

あらゆる流行のさきがけを

約四千五百首を二十巻に牧めたのが

みる︒

ちらこちらに黒ずんだ畠の土があら

十一一齪6 桑畠の雪も大分へつて︑あ

七563

かうして一から九までの数

﹇現﹈ ︵五︶12 あらはす

ふと見ると︑向かふに︑日月

わす・かきあらわす

表す 現す ︽ーシ・ース︾﹇▽いいあら

あらわ・す

をあらはし得るとともに︑

十二塒6

らはし得る ︽ーエル︾

あらわし・える ﹇現得﹈︵下一︶1

はに出てみる︒

十二柵5園私は︑あらゆる幸福︑一
上お一人にお仕へ申すのを仕合はせ
地上のあらゆる生物は︑此

と存じます︒

十二欄10

の熱︑此の光のおかげに生きてみる
のである︒

太陽こそは︑あらゆる生命
の源泉なのである︒

十二捌2

あらゆる生命の源泉である
だけに︑それは又實に偉大な存在で

十二捌4

あ

切の強しみを犠牲にしましても︑父

ぎせい

するのも︑またパリーだといはれて

十二伽3

萬葉集である︒

當時の殆どあらゆる階級の人々の作︑

十一268

あらわ ﹇露﹈︵形状︶4 あらは

あらゆる欲望にうちかって︑

ゆる種類が︑かをり高く咲いてゐま

十﹇側7国 書は街上に熱帯植物の緑
らん
がしたたり︑植物園には蘭科のあら

る梢に降りそ＼いで︑

五月の太陽は︑

く此のふくらみに見ることが出來る︒

アラビヤ人

十﹇357圃

アラビヤ海を航してアデ

︵名︶一

ン湾に入ると︑海は全く一愛しまし

十一衛2國
た︒

アラビヤじん

烈々たる太陽の下に︑ア
荒武者

らくだ
ラビや人が驕駝を追ってゐました︒

十一備1国
あらむしゃ

﹇荒武者﹈︵名︶1
だいぜん

十二376

ハワイの人口約三十八萬の中︑

どこまでも青くすみきった大

禮を實行ぜよといふのである︒

敵方に︑品川大膳といふ荒武

十二964

者がみた︒

九π10

あらゆるεあり

︵連体︶16

とあらゆる

あらゆる

赤︑青︑黄︑紫︑あらゆる色

のテープが︑降るやうに入りみだれ

七絶8

彼が織機の研究を始めてから

て落ちて來ます︒

八857

十一272あらゆる重みを受けて︑力

だといふことを︑まのあたりに見る

中佐の叫び︒

アラビヤ海

來の算木による方法を︑紙に書きあ

やみを貫ぬ く

アラビヤかい

十二鵬2 かうして︑彼は先づ支那傳

新手

ことが出來ました︒

﹇新手﹈︵名︶2

らはす筆算の方法に改めたのである
が︑

あらて

上の敵である︑新手は後から後から

九864 しかし︑何といっても二倍以
現れる︒

加へて攻來る︒

﹇荒波﹈︵名︶3

荒波

九繊3図 敵はすかさず︑更に新手を
あらなみ

に︑

八佃2図圏 荒波洗ふ デッキの上
最後は又急流の岩に激し︑

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑三

十一捌10

つて︑

︐人の心はもう驚と感激で一ぽいにな
あみのしま

先づこれを救はんとして船を出した

十一一桝4図白洲に近き藍島の漁夫︑

三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と

げんかい

れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも

八佃一

此の成功を見たのである︒

戦ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に

荒なは

てあそばれて進むこと能はず︒
﹇荒縄﹈︵名︶1

十五萬が日本人で︑それが農業・漁

十二㈱4 庭におり立つた私は︑荒な

あらなわ

はで枝を釣った松の根もとに︑そつ

八捌4

奏してみるのだ︒

業・商業を始め︑あらゆる職業に從
荒野

と顔を出してみる黒い土を見つけた︒
えんばく

﹇荒野﹈︵名︶1

十一欄11 劇変の穗波を渡る夏風に吹

あらの

かれながら︑荒野の大道を走る愉快

空の下には︑地上のあらゆる物が︑

あらゆる人間のちゑをしぼり︑
機械といふ機械を使って︑

聖帝3

色あざやかに見える︒
アラビヤ

さは︑ちよつと内地で味はへぬもの
︹地名︺一

の一つである︒

アラビヤ

あらわる一あらわれる
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をあらはし︑かつ演算することが出

九824園

れ出る

︽ーレ・ーレル︾

﹇現﹈︵下一︶29

あらは

現れ出た狼を︑亡霊が討取

︽ーデ︾

を金銀で現した錦の御旗を押立てて
來たのである︒
つた︒

現れる

上の敵である︑新手は後から後から

現れる︒

下草の茂りはあまり深くない

ので︑所々に地面の赤い色さへあら

下欄7

はれてみる︒

風とは反封に波が沖へくと

四688 そのうちに︑ふしぎな酒 十437 雨に煙る行手から︑今にも薪
を負った孝子の姿が現れさうな氣が
のき＼めがあらはれて︑しゅて

れる

十二擢2世にこれを關流と心し︑他

︽一

あらわ・れる

してみた︒

現る

の諸流に比して著しく頭角をあらは

居る者がある︒

七伽7 鏡のやうな月が︑森の上に美
しい姿を現した ︒

八柵3 もと︑土人が親愛の情をあら
﹇現﹈︵下二︶4

する︒

ル・ーレ︾

あらわ・る

んどうじは︑だんく元氣がな

十538

ワイ﹇般の風習になったのださうで

はすしるしであったのが︑今ではハ

くなり︑しまひにはぐったりと

されど︑目ざす色はたやす

ねてしまひました︒

十491図
く現るべくもあらず︑日毎に僥きて

ある︒

は砕き︑砕きては焼き︑果はたゴば

どこからかあやしい船が現れ

最初はたゴ幅の廣い掘割です

ただ一直線に掘割が眠いて︑

十一322

壁上にゑがかれた壁書の

其の果に大西洋が現れて航るのです︒

十伽4

きな水門が現れます︒

が︑約十三粁も行くと︑向かふに大

事触5

原や黒い岩底が現れて來た︒

動いて︑見るく海岸には︑凹い砂

十449 一歩轟々進むにしたがひ︑木

さては︑自分の悪だくみがあ

立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

七328

家の中へはいって行きました︒

らはれたなと思って︑すごすごと︑

六91

う然として歎息するばかりなり︒

一島未だ去らざるに一島

完全な姿を現す ︒

十一524図

更に現れ︑水路きはまるが如くにし

十⁝川4 さうして︑背びれのあたりを
てまた忽ち開く︒

て︑用光の船に近づいたと思ふと︑

水面に現し︑今や沈まうとする瞬間︑

十二497戸冠の日思ひもかけぬに︑

恐しい海賊がどやくと乗移って來

こ＼ぞと砲手は引金を引いた︒

威霊1 さしのぼる朝日の光に輝いて︑

て︑用光を取園んでしまった︒

れた諸佛・諸尊の御姿は︑

も亀裂を生じてはみるが︑そこに現

きれつ

数々︑それはもちろん所々はげ︑壁

縦に割れて︑中からみづくしい龍

太子にさ＼やき奉ったと傳へられて

しになったかは︑夢に金人が現れて

ね

そろく針葉樹が現れて來

くち

子の口の大瀧を過ぎると︑

の水面が現れた︒

やがて眼界が開けて︑前方に十和田

十一悩10

た︒

十一佃1

れる白い雲は積雲といひますが︑

上は山の峯のやうに積上つた形に現

天氣のよい日︑底が平で︑

まで軍港のやみに包まれてるた軍艦

しかし︑何といっても二倍以

十一M1

の牡大な姿が︑だんくにあらはれ

副長もはや上甲板にあらはれ

みるのでもわかる︒

る︒

九498国

は高く現れ︑それを過ぎると眼界が

やがて行手に金門橋が水ぎ

て︑今日の天氣はどうかと空を眺め

九342

て懸る︒

九328東の空が明かるくなると︑今 十﹇3311 其の如何に深く思をおこら

が現れます︒

其の中に︑かたい背中の皮が

武者二十騎ばかり︑笹戸の白旗押立

現れ

七974

てて彼方に現れたり︒

﹇現﹈︵名︶1

現

黒き影は城の一方より現

﹇現出﹈︵下二︶1

選學人の自賓の現れだね︒

現れ

しばらくして︑黒き影は

如何にも我がやまと魂をよく現して

十備5園

あらわれ

向かふの岸に現れたり︒

十二753図

らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑
みる︒

かん た ん

物語の一節を簡輩にして︑それを今

十一161 次にか＼げる文章は︑源氏
日の國語で表したものですが︑

れ出づ

︽ーデ︾

﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑ま あらわれい・ず

ことによく國民の本分︑軍人の覧悟

十二961

十二749図

しよ く く わ う

り入りぬ︒

︽ークル︾

進むに從ひて現れ來る奇

九864

開けて︑湾の右手に大市街が見え出
現

しました︒

﹇現出﹈︵下一︶！

岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

あらわれ・でる

或は深き岩穴を作る︒

十悩9図

來

あらわれ・く

﹇現来﹈︵力変︶1

れ出で︑ひらりとばかり水中にをど

をあらはした︑りっぱな歌である︒
十二塒10 これを燭光であらはすと︑

其の敷は三の次に零を二十七つけた
ものになる︒

ばん
十二欄4 これを盤の上に縦に一−本置
けば一︑二本並べて置けば二︑五本
並べて置けば五をあらはす︒

させることによって︑大きな敷や式

十二欄8 これを種種に並べ︑又攣化
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あらんかぎり一あり

十一宙8国 半分水上に現れた水車が
廻ってでもみるやうな感じです︒

十一柵7 整備員たちの不眠の努力が︑

すべての飛行機の調子よい爆音に現
れて︑如何にもそれが快く聞かれる
のだ︒

まで残って︑畠の上などに現れ︑私

十ニー16 當時捨てられた貝殼が今日
たちの目につくのである︒

十二ー51 診査何かの機會に獲掘され
せき

たところでは︑石で築いた室や石

或は足を折りて死ぬるもあり︒

弓を惜しみたるにあらず︒

八987図園

だが︑實は地球より大きいのがあり︑

八佃7図園

もし宗任に悪心あらば︒

なすのよいち

時には地球の十数倍に達するのが現

山内一豊︑織田信長に仕へ

お

だのぶなが

我等年久しく貧に苦しみ
ることを今日まで我に語らざりしそ︒

たるに︑御身は︑何とて此の金のあ

九417図園

良馬を吃りに來れる者あり︒

ていまだ日淺かりし頃︑黒日一匹の

やまうちかつとよ

那須鯨一と申す者あり︒

れることがある︒

九201図園

あらん

私が力のあらん限り修養

﹇有限﹈︵名︶1

九398図

限り

あらんかぎり

十二401圏

蟻﹇▽

しても︑先生は︑何時でも更に高い
n蟻﹈︵名︶4

所に立っておいでになる︒
あり
あり 蟻

あり
はあり
ぎやうれつ

アリ

あり

聞けば︑近く都にて信長

いやく︑おのれの心に

かいはう

入れて介抱す︒

軍曹︑かたはらにありし負

傷兵と共に︑中佐をいたはる折から︑

九悩4図

陣地は再び敵に取返さる＼

敵の突撃の聲盛に聞ゆ︒

九悩6図

こくたん

此の平生の行ありて︑此の

軍刀はあるか︒

にあらずや︒

九櫛8図園

九鵬2図

したん

壮烈なる死を遂ぐ︒

御机は紫檀にも黒檀にもあ

らずして︑たゴ黒きぬり机なり︒

十53図

平屋にして︑行幸ありし時の玉座︑

十61図御殿とは申せど︑質素なる

拝せらる︒

薯御苑に入れば︑木立深く︑

今も其のま＼に

十65図

かくうんてい

斜めぐり︑池の証悟き所に︑御茶屋

ありて︑隔雲亭といふ︒

此の御苑は︑明治天皇御親

か

ち

一人の子が御盆のため

されど︑目ざす色はたやす

く煮るべくもあらず︑日毎に焼きて

十491図

由なる事もあらん︒

軍に出でしことなれば︑定めて不自

十216國團園

じりを少々用意致して候︒

得て︑大和鍛冶のきたへたるよき矢

やまと

なれば︑大將軍の御出であらんと心

十1510三園萬乗の君のおはします城

ばく行啓あらせられたりとそ︒

太后かぎりなくめでさせ給ひて︑し

十610図此の御苑は︑︿略﹀︑昭憲皇

ありて︑自然のま＼に造らせ給ひ︑

ら森の下道・下草まで何くれと御仰

ありのま＼に申さざる間 十68図
かたはらより御毫所わび言

やせ蛙まけるな一茶これ

あり︑始めて許されぬ︒

九4610図

は︑何時までもかくてあるべし︒

九464図園

てはあるまじ︒

九456図園

自慢の馬に乗りて集る人々多からん︒

じまん

公の曲馬そろへのあるよし︑定めて

九424図園

夫の大事あらん時の用にせよ︒

まるで︑ありの行列のやう 九422図囹 貧しとて費すことなかれ︑

に︑後から後から︑ぞろぞろとつゴ

五114
いて行きました︒

くわん

棺が現れ︑︿略﹀装飾品や︑鏡・

十二4311

かつちう

劒・甲胃などが出た︒

あり
の目には︑それが蟻の歩みのやうに︑

蟻と蟻うなづきあひ

高志から見下してみる五兵衛

みくに
忠臣・義士の眞心があらはれ︑皇國

もどかしく思はれた︒
あり

十二柵3図圃

か う し て 大 義 名 分 が 正 さ れ ︑ 十564

の姿が次第に明らかになって行くの
である︒

︵ラ変︶姻

り〇

いかに心は堅くとも︑身は
士数知れず︒

かたはらにありし内田軍曹
は︑急ぎ中佐をざんがうの内に助け

九品5図

ぐんさう

鐵石にあらざれば︑砲丸に倒る・兵

九倣2図

聞きたることもある名な

昔︑袴垂といふぬす人あり

九482図圃
にあり

九柵2図

不意を討たれて︑平家の軍
は︑上を下への大さわぎ︑︿略﹀︑後

後向きに乗るもあれば︑一

大冊試みに数歯の馬を追落

或はころびて穿る＼もあり︑

九麗6図囹

けり︒

八656図

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

したるに︑或はころびて倒る＼もあ

八655図

匹の馬に二人乗るもあり︒

八344図

人乗るもあり︒

向きに乗るもあれば︑一匹の馬に二

八343図

げ・ことありげ・とある

︽ーラ︒ーリ・ール・iレ︾﹇▽こころあり

あ・り ﹇在﹈

十二8110 はるか向かふの岡に︑もの
て何かことありげにはしる西へ東へ
あり
十二搦3図囲 蟻と能うなづきあひて
すごく砂ぼこりを上げて︑敵戦車が

十毫︑十五毫︑績々と現れて來る︒

からと現れる︒

十二825 しかし︑敵戦車は後から後

或寒い日︑不意に現れた三千屠りの

れい
十二888 興安嶺おろしの吹きすさぶ
敵と出合つたをぢさんの大隊は︑

事場に現れる︒

十二906 やがて︑其の元氣な姿が仕
十二帯1 帯くの尊者︑多くの天人た
ちが現れて︑修行者の足下にひれ伏
しながら︑心から鼠舞した︒

十二悩5 それが太陽の黒点と呼ばれ
るもので︑見たところ胡麻粒のやう

あり一あり
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かりしが︑かかる中にありても︑彼

は其の地の事情を研究することを怠

月影のさゴ波に砕け︑漁

熊野三山と構せられ︑古來朝野の尊

十一534図

は碑き︑埣きては焼き︑果はたごば

ぶところなり︒

そうしょ

の教に志ある者の無二の寳として貴

書籍を集めたる一大叢書にして︑此

しょせき

︸切纒は︑佛教に約する

らざりき︒

ヨ

今より二百敷十年前︑山

わうばく

城宇治の黄葉山萬福寺に鐵眼といふ

うち

十一咽5図

の業にあらず︒

きに上り︑これが出版は決して容易

皇國の三型此の一町に 十﹇悩1図しかも其の巻敷幾千の多

こうはい

十一酩8図

火の波間に出没する夜景もまた一段

あり︒

十一571図

レンガフ

ツ

僧ありき︒

我が聯A口艦隊が能ク勝

ヰ

イ

喜捨を受けたる此の金︑

たまく大阪に出水あり︒
ジン

ミ

ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タ

十一橋9図園

十一橋2図
モト

ルモノハ︑＝一天皇陛下ノ御稜威ノ
ベキニアラズ︒

あめ

神と人和ら
天と地とはに幸あり︒

つち

しめす我が日の本は︑
ぎむつび︑

幾年こ＼にきたへたる

不全の花のかをりあり︒

ふだん

十﹇915図團

されど︑なほ心に滞たざ

鐵より堅き腕あり︒

十一934図

るものあり︑同年七月吾等にて又樺
な

みつぎもの

こ＼に支那官吏の出張所

し

太におもむけり︒

十一98！図

あり︑各地の人々旧りて貢物を捧
げ︑かつ交易をなす︒

林藏の怪しみもてあそば
る＼こと︑キチーにも増して甚だし

十一987図

其の効果空しからずして︑

十二43図参詣にはよき日なりなど

此の川の川上なり︒

て︑かのをうち退治の諸説あるは︑

十二39図澄清の川は古の簸川にし

ひのかは

もりなくあらまほしきは心なりけり

十二28図圏朝ごとにむかふ鏡のく

出水の比にあらず︒

方に大寺饅起り︑人々の困苦は前の

ききん

十一備8図然るに︑此の度は近畿地

宿志の果さる﹂も近きにあらんとす︒
きんき

十一冊6図

死を救ふは更に必要なるにあらずや︒

もとより必要のことなれども︑人の

十一価11耐熱 一切纏を世に謹むるは︑

は一にして二にあらず︒

る人々の救助に用ふるも︑編する所

これを一切経の事に費すも︑うゑた

致ス所課シテ︑固ヨリ人爲ノ能クス

十一602丸儲

も職歴を隠る＼ものあり︒

敵の艦列忽ち齪れ︑早く

十一5510図園

の報告あり︒

丸より︑無線電信にて﹁︿略﹀︒﹂と

日午前四時四十五分︑我が哨艦信濃

明治三十八年五月二十七
せうかんしなの

のおもむきあり︒

あり︒

十︻554図

信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

御民われ生けるしるしあ

こと︑敏十回の多きに及べりとそ︒
あめつち

り天地の榮ゆる時にあへらく思へば

十梱7図圃

う然として歎息するばかりなり︒

十493図 苦心はそれのみにあらざり
き︒

十507図 鶏の聲を聞きては︑はや心

つめつ＼︑窯より皿を取出しみたる
十一24図
だいたふのみや

えん

別離の宴を張らせ給ひし跡なりとそ︒

藏王堂の附近に︑金輪王
あんぐう

醍醐天皇のみさ＼ぎあり︒
ほうぎょ

天皇行宮にましますこと 十一906誤信高く鼻つくいその香に︑
三年︑遂に北方の天を望みて崩御あ

十一311図

りし御心事を察し奉れば︑涙そゴう
これを中の千本といひ︑

に林示じ難し︒

十一47図

本土の西︑近く九州と相

なほ登れば上の千本あり︒

十一516図

しものせき

瀬戸内海には至る所に岬

接せんとする所下關海峡あり︒
十一521図

あり︑湾あり︒

瀬戸内海には至る所に岬
あり︑湾あり︒

十一521図

神の御子︑代々のみかどの しろ

吉水神社を出つれば︑谷 十一624図圃 大神のみことのま＼に︑
にょいりん

何れも吉野時代の行宮の

寺跡及び吉水神社あり︒

十一28図

きんりんわう

大塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑

堂前四本の櫻ある所は︑

十柵6図圃 一つもて君を祝はん一つ
も心にあらず︑窯の周團をぐるく
もて親を祝はん二もとある松
と廻り歩きぬ︒
ざわう
十513図 一つ又㎝つ︑血走る眼に見 十一23図吉野の町に入れば藏王堂
彼は︑やがて﹁︿略﹀︒﹂と力ある聲

大將答力

我に愛する良馬あり︒

﹁︿略V︒﹂と︑

に叫びて立上れり︒
十917図囲
あり︒

十922ロロ凶圃囹

ありし所︒

十924図蟹囹 厚意謝するに饒りあり︒ 十一28図

十958図 此の度こそはと︑夜半より

十一34図

をへだてたる山腹に如意輪寺あり︒

起きて橋上に行けば︑しばらくあり
て老人來り︑

我が躇めば︑

十9610図囹 若し勇氣あらば︑我を殺 十一39図寺の上の小高き所に︑後
せ︒

我が影を

道の石さえて音あり︒

十⁝⁝⁝5図魍

十捌1図 社殿の右手に︑幾百年を纏
くす

たりと思はる＼楠の老木あり︒

十齪8図熊野川の川口に近く︑幾十
萬本とも知らぬ材木を浮かべたる大
貯木場あり︒

十旧2図 社殿は︑熊野川を背にして︑
老杉かげ暗き所にあり︒

十旧3図 鳥居をくゴりて進めば︑な
ぎの古木あり︒

十慨3図本宮・新宮・那智は︑世に
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ありあけさん一ありがたい

ば︑大鳥居ありて我が行手に立つ︒

思ひつ﹂︑人々の群にまじりて行け
ち國見をすれば︑

國原は煙立ち立

十二槌1國囲

十二悩5図社寺の壮麗はしばらくお
十二醜1囲国

れ候はば︑

ありあけさん

ある︒

ありあり

心中御憐察あらせられ︑

﹇有明山﹈︹地名︺1

つい向かふに︑ぐっと見上

ありく
我々は今日古事記を富んで︑

有合はせ

さげを
彼は︑刀の下緒をたすきに掛

﹇有合﹈︵名︶1

三備5囹

三鞭8囹

有難い

アリガ

︽ーイ・一

﹇有難﹈︵形︶30

この間は︑ありがたうご

この間は︑かめを助け

それはありがたう︒

ソレハアリガタウ︒

て下さって︑ありがたうございま

す︒

四496園

たいことでせう︒

四634園まあ︑何といふありが

お手紙ありがたうござい

それはありがたうござ

しんゑん

宇治橋を渡って︑神苑に入

四834團

ます︒

ち

四観4園

います︒

う

り︑しばらく行くと︑千年もたった

五78囲

何ともいへない︑ありがたい感じが

かと思はれる大木が立ち並んでみて︑

しました︒

五906国おはがきありがたう︒
五柵7囹 ドウモ︑アリガタウ︒
五佃9園 ドウモ︑アリガタウゴザイ

マス︒

す︒

五齪3圏 どうもありがたう︒
六124囲お手紙ありがたうございま

六129国さて︑ 二十五日置お祭には︑
わざくお招き下さいまして︑ あり

をぢさん︑きのふは︑おみ

がたう存じます︒

六悩3園

やげをありがたうございました︒

國雄君︑お手紙ありがたう︒

ほんたうに皆さんの御親切

はありがたうございます︒

七悩8園

七472困

まことにありがたい︒

七148園 壁に里旦をかいてもらへば︑

どうもありがたうござい 六盗4園 ありがたうございました︒

アリガタイガ︑オコトワ

ありがたい

三川7園

ました︒

三847囹

リシマセウ︒

一一481園

ウ・ーク︾

タイ

ありがた・い

せの小さい畳針で傷口を縫始めた︒

焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑有合は

せうちう

け︑かひぐしく身支度をしてから︑

十858

ありあわせ

る︒

ありくと讃むことが出時るのであ

言葉を通して︑古代日本人の精神を

溶々以來の歴史を知ると土ハに︑其の

十一683

︵副︶1

げる程蓄え立ってるるのが有明山で

十一帽8

明山

有

願の通り家名の庭︑御

願の通り家名の虜︑御憐懸あらせら

き︑何の山︑何の川︑一木・一草に

海原はかまめ立ち立つ︒

つ︑

十二611図 寳物殿に入りて舞観する
至るまで︑歴史あり古歌あり︑人を
一木・一草に至るまで︑

手向山の紅葉夕日に映ゆ

小倉の北西八海里の海上

くロリ

憐慰あらせられ候はば︑

に︑辛きりぎね・瞬きりうすといふ

こ

一日暴風至り︑又もや白
波浪高き海上の小島に︑

いはんや當時潮の技術甚

けだし當時差破船しば
くあれば︑これが救助を命ぜられ

十二備8図

からざるものあり︒

だ幼稚なれば︑苦心は殆ど想像すべ

えうち

十二価1図

といへども容易のわざにあらず︒

燈皇を築かんとするが如きは︑今日

十二価11図

洲の暗礁に鰯れて砕破せる船あり︒

十二桝3図

に︑平坦なる小島ありて白洲といふ︒

へいたん

十二偽3図

る様殊に見どころあり︒

十二価1図

たむけやま

歴史あり古歌あり︑

十二脳5図

して低回去る能はざらしむ︒

ものあり︒

十二2410図 田園自ら毒しみあり︑魚
あうしう

鳥また相親しむ︒

十二504図圏 奥州にありて︑御嵩あ
げの事承り︑御力をそへ奉らんため︑
夜を日に縫ぎてはせ参じたり︒

十二517図 や＼ありて頼朝涙を押さ
へ︑﹁︿略V︒﹂ と 言 ひ も あ へ ず ︑ 涙 を

はらくと流す︒
つ

十二519図圏我︑父上に後れ奉りし
い

後は︑しばらく伊豆の配所にあり︑
心に任せぬ事のみにて︑

十二524図圏 なき父上のおはしまし
たるにはあらずや ︒

十二531図鑑 かくて深く心に決する

ところあり︑はるぐ奥州に下りて
十二742図 鳥居勝商といふ者あり︑

て︑手當を蒼くることも︑またしば

秀衡を頼みぬ︒

ひでひら

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

かくて白洲を視察せし官

くなり︒
十二柵10図

約していふやう︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︒

吏は︑助左衛門が公共のため一身を

十二752図囹 さもあらん︒
十二7510図 勝商︑城内の苦しみを思

捧げてか＼る難事業に當れるを見て︑

いうよ

へば一刻も猶豫すべきにあらずとて︑

助左衛門︑半生の志實現

感歎止まざるものありき︒

明治五年︑未だ其の成るを見ずして

ざいました︒

死せり︒

するの近きにあるを喜びたりしが︑

十二冊2図

直ちに引返す︒

むらやま

十二768図園 園みの解けんは二三日
のうちにあらん︒
あめ

とりょうふ天の香具山︑ 登り立

十二川4図翻 大和には群山あれど︑

ありがたさ一ある
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す︒

ちやうだい

十二悩6園

ありがたうございます

十一246園 それは有難い︒
十二912囹 ありがたいことだ︒

有

﹇有難御座﹈

ありがたう︒

九758園 ありがたく頂戴いたしま 十二947囹 ありがたう︒

︵感︶6

十879 まことにありがたく尊いのは︑ありがとうございます
此の母の力であった︒

難うございます

四665園ありがたうございます︒
七㎜8園 ありがたうございます︒
七捌7園 ありがたうございます︒
七鵬9園 ありがたうございます︒
九951園ありがたうございます︒

十擢9 さう申し上げながらも︑清少

ありがたいことだ︒
＋一丁−o園 有難うございます︒

納言は︑たこ有難いと思ふ心で胸が

十二9410囹
ありがたいことだ︒

一ぽいでした︒

十二9410園

ありがた

軍人となって︑軍に出たの

十一581図

夜に入りて︑我が騙逐

けとあざけり︑氣ちがひとの＼しる︒

止めさせようと思って︑いろく苦
かうして︑阿里山蕃だけは︑

心をした︒

八152

しばらく首取の事も止んで平和が績
いたが︑外の部落では︑毎年祭があ

さうして︑それ以來︑阿里山

る度に首を取って供へて居た︒

八186

蕃には首取の悪習がふっつりとなく
ありし

此の修行者こそ︑たゴ一す

﹇在﹈︵連体︶1

なった︒

ありし

十二柵4

︹地名︺一

アリゾナ

ぢに道を求めて止まなかったありし
しゃか
日のお繹迦様であった︒
アリゾナしゅう
州

二十九日の朝︑ロスアンゼ
ルスを汽車で立って︑夕方︑アリゾ

九554団
さばく

ナ州の沙漠にさしか＼りました︒

ひぜん

アリッタ

誇るやうに︑極めてあらはである︒

ありとあらゆる ﹇有﹈︵連体︶3 あり

男も︑女も︑老人も︑子供も︑

とあらゆる

ありとあらゆる入間は︑花を尋ね︑

九32

天橋路には露天市場があっ

花に浮かれて出て來る︒

て︑日用品のありとあらゆるものが

十二203

雑然と並んでみる︒

私の力︑画派の力︑あり

とあらゆる礼物の力で︑姉上たちか

十二柵6園

らお受けになったお心の痛みが︑す

ありの

おのれ︑ありのま︑に申

﹇有儘﹈︵名︶2

つかり取れますやうに︒

ありのまま

ま＼

さざるは不届なり︒

九462図囹

ありのま︑に申さざる間

は︑何時までもかくてあるべし︒

九464図園

所

モモタラウハ︑オ

ヲシマシタ︒

アル日︑

山ヘアソビニイキマシタ︒

ニー62アル日︑サルトカニガ︑

トマウシマシタ︒

ヂイサントオバアサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂

一587

カケッコ

︸48ーアル日︑ウサギトヵメガ︑

ある ﹇或﹈︵連体︶8一 アル ある 或

て行きます︒

時刻によってかなりあり場所が攣つ

転義8

ところで︑大空の外の星は︑

柿右衛門は︑今より三百饒 ありばしょ ﹇在場所﹈︵名︶1 あり場

ありったけ

ヲ出シテ︑南風ヲ追立テマス︒

四榴3サウシテ︑アリッタケノカ

きになりました︒

ありったけの力を出して︑おひ

に︑太い︑太いつなをかけて︑

そこで︑神さまは︑その國

ありったけ

﹇有丈﹈︵名︶3

年前︑肥前の有田に出でし陶工なり︒

十518図

十497図人は此の有田を見て︑たは ありた ﹇有田﹈︹地名︺1 有田

は何事だ︒

を男子の面目とも思はず︑其の有檬

十195園

でわかったことと思ひます︒

ゑ はがき
の美しい有檬は︑ お送りした糟葉書

八211圃町の建物は西洋風で︑並木

十二951 其の聲につり込まれて︑僕 ありさま ﹇有様﹈ ︵名︶4有様
なみき
たちも︑たゴありがたい感じで一ぱ

いになった︒
私たち 人 類 に と っ て ︑ 否 ︑

﹇有難﹈︵名︶1

りがたいものがあるだらうか︒

すべての生物にとって︑太陽ほどあ

十一一欄8

さ

ありがたさ

で︑言葉の通じない所へ行くと︑誰

九牛8 しかし︑一度外國の地を贈ん

てい
隊・水雷艇隊は︑砲火をく二って敵

ケ

ありったけ

でも國語のありがたさをしみぐと

艦に迫り︑無二無三に攻撃せしかば︑
阿里山

感ずる︒

﹇阿里山﹈︹地名︺1

あ

阿

それを見るにつけ聞くにつけ︑
﹇阿里山蕃﹈︵名︶3

塔と金堂は︑ともすると松
の梢に見えがくれするが︑中門だけ

十一267

は︑最初からありったけの美しさを

阿里山蕃の役人になったばか

り

りの呉鳳は︑何とかして︑自分の治

あ

める部落だけでも︑此の悪い風習を

八132

里山蕃阿里山蕃

り

ありさんばん

阿里山の蕃人は心を動かされた︒

八155

ありさん

三318

アリガタ

敵艦隊は四分五裂の有檬となれり︒

﹇有難﹈︵感︶8

ウ ありがたう

ありがとう

アリガタウ︒

一256園 ハイ︑アリガタウ︒

一536園
ネズミサン︑

五277園ありがたう︒
五二9園 アリガタウ︒
六179園アリガタウ︑ オ前ハ︑ナカ
くチエガアルネ︒
十一411囹 ありがたう︒

55
ある一ある

二624アル日︑山デ木ヲキッテ
ヰルト︑雨ガ︑ザアザアフッテ

アリマシタ︒

が大そう光ってみる竹を︑一
本見つけました︒

る晩︑ねずみに足の指をくひ
切られました︒

ある日︑はまべへ出て見

ると︑わにざめがゐましたので︑

四924
﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四欄1 ある年︑外憂の軍ぜいが︑
たくさんの舟に乗って︑攻めよ
或神様は︑大きい︑りっぱな

せて來ました︒

五26
鏡をお作りになりました︒

いよく︑家も出番上ったの

思はず大きなため息をなさいました︒

六282

で︑或日︑お祝の酒もりを開くこと
或男が︑友だちに向かって︑

になりました︒

六692

或朝︑まだ暗いうちに︑城中

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六759

から討って出て︑どっとときの聲を

さうして︑こんな大火事の起

あげた︒

六伽1

ピンで︑或年の十月の末︑子供がつ

それによると︑埼玉縣の或所

さいたまけん

ばめをつかまへました︒

八お7

で︑試みにしるしを附けて放したも

ヨーロッパの或國で︑約十萬

のだといふことがわかりました︒

羽のつばめが急に落ちて來ました︒

八83

す
つまり︑今年或家の軒下で巣

を作ったつばめが︑來三又同じ巣へ

八102

即日の事︑萬壽が御殿の裏へ

もどって來るといふのです︒

八424

出て︑何の氣もなくあたりを眺めて

つたのも︑皇家の子供が︑マッチを
すって︑其のもえがらを土間に捨て

或神様は︑きれいな玉をたく

さん作って︑くびかざりのやうに︑

五27

二百社では︑此の織機と外國

滑走機を改良して︑其の操縦

九204図

よしいへ

あべのむね

八幡太郎長家︑留日安倍宗

北條時勢の母︑松下暉尼︑
しやうじ

ほうでうときより

狐一匹︑目の前に走り出でたり︒

きつね

任を召連れて︑廣き野を過行きしに︑

たふ

九182図

んでしまひました︒

られて自由を失ひ︑空から落ちて死

に熱中しましたが︑或日突風にあふ

九87

機械は外國製に及ぼなかった︒

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の

製の織機とを︑一年にわたってため

八836

で︑御殿は人ずくなでした︒

或日︑今日はお花見といふの

居ますと︑小さい門がありました︒

笛の名人南光は︑或年の夏︑

織田信長の居た尾張の清洲城

八434

たのが︑もとだといふことだ︒
をしやう

お寺の小僧になって間もない

ひもにお通しになりました︒

また︑或神様は︑山へ行って︑ 六欄8

さかき

頃︑或日︑和尚さんに冠そう叱ら

五29

大きな榊の木を根こぎにして︑持つ

れました︒

さ

船に乗った︒

土佐の國から京都へ上らうとして︑

と

もちみつ

心匠︑工が河成の所へ使をや

ていらっしやいました︒

七145
或日︑岸の草につかまって︑

五166

七325

つて︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

とうく池の外へ出て見ました︒
いつも
五198 二時︑出雲の國の︑ひの川の
はし
岸をお通りになると︑川上から箸が
流れて來ました︒

つた︒
お

或日︑信長が家來を集めて酒

だのぶなが

良馬を士買りに下れる者あり︒

ていまだ日淺かりし頃︑或日一匹の

九398図山内一豊︑織田信長に仕へ

お

或日時頼を招待せんとて︑障子の

東京から四千粁もあるフィリ

やまうちかつとよ

もりをして居た時︑話がたまく槍
或年の冬︑大將が思はず﹁寒

破れを手つからっくろひみたり︒

八63

い︒﹂と言った︒

七幽8

のことに及んだ︒

七819

がくつれた︒

は︑或日︑大風で外廻りの塀や石垣

或日︑少彦名のみことは︑お 七737

人の商人に出あった︒

五638

四312 ある年の春のころから︑ つしゃいました︒
かぐやひめは︑月のあかるい晩
五661 或人が︑始めて舟に乗った時︑
海が荒れたので︑大そう弱って居ま
或日の事でした︒

には︑月をながめて何かかん

五佃3

した︒

ある所で︑子どもたちが

命は︑月日のたつのも忘れて︑
或日︑ふと兄神の事を思ひ出して︑

樂しくお暮しになって居ましたが︑

五心3

がへてみるやうでした︒

四411

五六人集って︑かげふみをして
あそんでゐました︒

四546 それが︑かはいさうに︑あ

だのぶなが

四272ある日のこと︑もとの方 五428 さばくの中で︑或旅人が︑二 七327 船が或港に泊った夜の事であ

おちいさんがいひました︒

四42 昔︑ある所に一本のくす
の木がありました︒
四77 すると︑あるちゑのある

ま に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂といひました︒

三景3 そこで︑ある日︑おとひめさ

何かさわいでゐました︒

みると︑子どもが大ぜい集って︑

三佃3 ある日︑はまべを通って

所へ長楽ケマシタ︒

ヒメサマノォトモヲシテ︑遠イ

三555 一寸ボブシバ︑アル日︑オ

ア サ ン ニ ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三505 アル日︑オヂイサントオバ

ス ミ デ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂トナキマシタ︒

二曲4アル日︑犬ガ︑ハタケノ

ガ

U ムカシムカシ︑アル所二︑

來マシタ︒
一一

オヂイサン

W3

ある一ある
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十984

した︒

す
きさき

一條天皇のお后は︑其の頃︑

孔子の理想とする﹁仁﹂に

ついても︑或者には﹁︿略﹀︒﹂と言

十二3611

ひ︑盲者には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑或

殿の軒端に︑雀の丸くひたるを見つ
御休養のため︑宮中から下って或御

或者には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑

あいこう

或者には﹁︿略﹀︒﹂と教へ
ろ

或日︑魯の雷公が孔子に︑
れい
巡錫嶺おろしの吹きすさぶ

半月程たって︑或日曜日︑

タ︒

二706囹 コンド來テクダサル時
マデ︑オヂイサンノ右ノホホ
ニアルコブヲ︑アヅカッテオキ

マセウ︒

二741右ノホホニモ︑コブハ

アリマセンデシタ︒

二743左ノホホニモ︑コブハ

V

ムカシムカシ︑アル所二︑

アリマセンデシタ︒

ヨシヲサンモ︑ヂキニ年

オヂイサンガアリマシタQ

二川1囹

イクツアルカ︑カゾヘテ

生デハアリマセンカ︒

ぼくのうちに︑大きなぼ

ミンナデ︑三十八アッタ︒

ミヨウ︒

二叉1園

二椥4園

僕は朝早く運動に出かけた︒

十二918

六百の小勢でぶつつかって行った︒

敵と出合つたをぢさんの大隊は︑五

或寒い日︑不意に現れた三千下りの

十二888

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねた︒

十二412

た︒

十二371

十二3611

者には﹁︿略V︒﹂と教へた︒

其の後︑或炭坑にやとはれて︑
其の頃︑イギリスの或會社で︑

あらゆ

或物は濃刺

はつらつ

五月の太陽は︑

鐵道馬車を始める企があった︒

十欄4

蒸氣機關を取扱ふことになった︒

十㎜9

殿にいらっしゃいましたが︑

九443図 或日︑竹千代︑かなたの御

昭和十年の六月の三夜︑

けて︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と 命 じ ぬ ︒

九662
ラヂオで放送され︑全國の人々が︑

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 鳴く鳥の聲の實況が︑

其の美しい聲を聞きました︒

九783 或日のこと︑鹿介は部下を連
十一358圃
早耳は明朗なひわ色

る梢に降りそ﹂いで︑
ちゃかつしよく

賜物はや＼鈍重な茶褐色に︑

たる鮮緑に︑
に︑

それぐのいみじき色彩をみか

ちゃかつ

或物はや＼鈍重な茶褐 十一一伽5 或騨で停車すると︑どや

或物は明朗なひわ色に︑

んなく映嚢せしめつ＼︑

十﹇359圃

紡ぐ

十一3510圃

る・それであるから

三265園

その大きなばけものは︑

がありません︒

三198 きのふ︑ぼくが照校から
かへって來て︑見ると︑とけい

んぼんどけいがあります︒

三183
論題︑私は町のとある食堂
にはいった︒

十二悩3

て干て︑私のそばに腰をかけた︒

くと此の國の青年が四五人はいつ
すべてを捨てて︑トーマス

＝ワトソンといふ助手と一しょに︑

十﹇456

ボストン市の或電氣屋の屋根裏にた

てこもりました︒
あ・る ﹇在﹈︵五︶蹴 アル ある
一
或日のこと︑先生は︑知合 ︽ーッ︒ーラ・ーリ・ール・ーレ︾﹇▽おあ

の署者から人の耳をもらって來まし

いしゃ

十一466

あったかね︒

わたしくらみもあったかね︒
三276園そんなら︑このくらみも

ありません︒

が見えました︒

二623右ノホホニ︑大キナコブ 三345こんどは︑西の方のと
ノアルオヂイサンガアリマシ
ほい國に︑やはりあまった土地

タ︒

二623右ノホホニ︑大キナコブ 三315 すると︑東の方のとほい
ノアルオヂイサンガアリマシ
國に︑あまった土地のあるの

イムスメガアリマス︒

二467夕涼ノウチニ︑大ヘンヨ 三278園 とてもそんなものでは

トオバアサンガアリマシタ︒

ムカシムカシ︑オヂイサン

一542
或夏の半ば︑宣長がかねて

た︒

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

十一689

一［

れて︑城外を見廻ってみた︒
のよい小僧さんがみた︒

九839 其の頃︑京都の或寺に︑人品
えいろく

九846 永禄十二年六月の或夜︑勝久
を奉ずる尼子勢は出雲に入り︑一城
を築いて三度ときの聲を作った︒

九仰2 すると或日の午後︑裏山の森
で︑﹁︿略﹀︒﹂ の 聲 を 聞 い た ︒

九欄3図 着物をはぎ取らんとて︑或

ほ

夜︑町はつれに出でて人の沃るを待
ちみたるに︑

たかち

十187乱髪︑我が軍艦高千穗の一水
兵が︑手紙を讃みながら泣いてみた︒
ひに行って︑谷間へすべり落ちると︑

十412圏 昔︑或若い男が山へ薪を拾
不思議に酒の香がする︒

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

十501図 或日の夕︑あわたゴしく窯
と叫びつ＼︑手當り次第に物を運び

夏の或朝︑私は青森騨から
薄暗い小路を通り︑或小さ
中からピヤノの音が聞える︒

いみすばらしい家の前まで論ると︑

十一削8

十和田行の乗合自動車に乗った︒

十一捌5

場より走り出でたる彼は︑﹁︿略﹀︒﹂

て︑窯の火にことごとく投じたり︒

十935図 平良︑或時橋上にて白髪の
しやうれき

一老人に會ふ︒

十981 正暦五年十二月十日過ぎの
或日︑京都では︑雪がかなり降りま

W3
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﹁︿略﹀︒﹂といふものがあります︒

のあるのが見えました︒
三421 五でうの橋に來ますと︑
すると︑あるちゑのある

の木の西がはにあるたくさん
の村々は︑みんな日かげにな
ります︒

四77
おちいさんがいひました︒

三484 オヂイサントオバアサン
ガアリマシタ︒

書いてありました︒

四447 その子どもは︑この時︑
みんなからはなれて︑前の方
にある木のそばへ行きました︒

四473 川一ツコエテ鼻血フノ
村二︑ヲヂサンノウチガアリ

ケフハ︑コンナニモミ
ヲバサンモ早クカヘルヨ︒

ガホシテアルカラ︑ヲヂサンモ︑

四514囹

キチラシマス︒

ニホシテアルモミヲ︑時々カ

きを工んでみますと︑やっぱり︑

もうありませんか︒

﹁︿略＞Q﹂と書いてありました︒

四803園

あったら︑早く出して下

さい︒

四803園

ところが︑かへるとちゅう

なるほど︑鬼のやうで

する時︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲

雲太郎が弓を射ようと
はありません︒

なさることがきまりました︒

四佃1

もあり︑人のやうでもある︒

四⁝㈹6園

四備5園 なるほど︑鬼のやうで
もあり︑人のやうでもある︒

で︑

に︑きれいな島がありましたの

四佃3

じゃうずな大將がありました︒

三593園コレハヨイモノガア 四111 すると︑あのちゑのある マス︒
四832 雪子さんがあけて見ます
ル︒
おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひま
四477 ヲヂサンノウチデハ︑庭
と︑﹁︿略﹀︒﹂と書いてありました︒
三696園 このごろ︑なかまのもの
した︒
一
パ
イ
モ
ミ
ガ
ホ
シ
テ
ア
ッ
テ
︑
足
四
915翻 お前のうちは どこに
四177ばうしには︑金で字が
ある︒
ノフミバモナイクラヰデシタ︒
四504 ニハトリが來テ︑ムシロ 四柵7昔︑百合若といふ︑弓の
が︑ねこにとられてこまるが︑
何かよいくふうはあるまいか︒

賀は︑たくさんのひかうきが

三705囹 よいくふうがあります︒ 四194にいさんののってみる加

三966園アノタイヤノ中二︑モ
ウ

のせてあって︑それが︑ひろい

一ツゴムノクダガアルノ

デス︒

今でも︑山がらの聲を

こんもりと生ひしげり︑書でも
うすぐらくて︑ほんたうにもの

聞くと︑︿略﹀と思はないこと

四565

一羽かってありました︒

﹁︿略V︒﹂ト︑手ヲタ・イテ︑ 四543私のうちに︑山がらが

竹取のおきなといふおち

今お別れ申すことは︑

おことわりいたしました︒

四368囹

まことにかなしうございますが︑
いたし方がありません︒
四438それで︑﹁︿略﹀︒﹂といふ子

た一人の子どもがありました︒

四593 しばらく行くと︑大きな
岩があって︑そのそばに︑一人

のおちいさんが立ってゐまし
た︒

四797

雪子さんも︑受取ったはが

四446 みんながわいくいふの 四596囹 あなたは︑頼光様では
を︑始からだまって聞いてゐ
ありませんか︒

どももありました︒

すごい山でした︒

五126

かな

一切白木づくりで︑金の金

それよりも︑時々池の中で見

の外には︑何のかざりもありません︒

具が︑きらきらとしてゐますが︑そ

五94国

ります︒

木を並べ︑両はしに千木がつけてあ

ち ぎ

お屋根をかやでふき︑むねにかつを

五91困神殿は︑外宮と同じやうに︑

しんでん

四308 とのさまから︑おく方に 四584 大江山に來て見ると︑鬼
で笑ふものがありました︒
したいとのおことばもありま
の住む所だけあって︑大木が
五23 思ひかねの神といふ︑大そう
したが︑かぐやひめはそれも
ちゑのある神様のお考で︑神様方の

いさんがありました︒

四266

シタ︒

笑ッテヰルモノモアルヤウデ

四253

かんぱんの上から︑じいうに
とんで行くのださうです︒

ニツケテアッタ︑別ノ車ヲ

三976 サウシテ︑自動車ノウシロ
持ッテ來テ︑トリツケマシタ︒

人がありました︒

三重1 むかし︑浦島太郎といふ

浦島が︑舟にのって︑い

つもの通りつりをしてみる

三川3
と︑﹁︿略﹀︒﹂と︑呼ぶものがあ
ります︒

三佃4園 しかし︑どんなことが

あっても︑ふたをあけてはな
昔︑ある所に一本のくす

りません︒

四43

の木がありました︒

四44どんな力が︑この木に
あったのでせう︑ひるも夜も︑

毎朝︑日が出ても︑くす

ぐんぐんとのびて行きました︒

四62

ある一ある
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こひ

かける鯉やふなが︑親ではないかと
考へたことがありました︒

五129 また︑小さい目高を見ると︑
これも︑自分たちの仲間ではないか
と思ったこともありました︒

何千何萬といふ︑たくさんの兄弟や

五133 しかし︑おたまじゃくしには︑
仲間があるのです か ら ︑

五401

象のかこひの中には︑向かふ

しんぱい

の方に︑池のやうなものがこしらへ
てありました︒

あなた方は︑潤そう心配ら

しい御様子ですが︑もしや︑らくだ

五434圏

そのらくだは︑片目ではあ

を逃したのではありませんか︒

五437圏

いや︑私はそのらくだを見

それにちがひありません︒

りませんか︒

ん︒

パイ乗ツテ居テ︑アイ

のは︑實にこの金剛・那智でありま

人ガ

ゲテ︑一生ケンメイニハタライテ居

タQ

ます︒

ほ

をりのみこと

昔︑火照命と火遠忌命とい

ほでりのみこと

にいさん︑かうして︑毎

て︑そばに︑一本の大きな木があり

五佃5圏其の門のわきに井戸があっ

ても︑おもしろくありません︒

日々々︑二人で同じ事ばかりして居

五稲6囹

ふ兄弟の神様がありました︒

五麗6

タ︒

立ツテ居ル人モ︑タクサンアリマシ

五佃5

席ハミンナフサガツタ上二︑

テ居ル席ハ︑ 一ツモアリマセンデシ

五価3

した︒

マダ︑繭ヲカケル場所ヲサガ

ルノモアリマス︒

五553

こんな小さい神様を︑私は︑

しかし︑轟ではありませんで

シテ居ルノモアリマス︒

五593
した︒

五601園

からだは小さいが︑大そう

見たことも︑聞いたこともありませ
ん︒

五627園

ちゑのあるお方です︒

え︑でも︑そんなにくはし 五669園舟で暮すほど︑おもしろい
ことはありません︒

見上げると︑大きい橋があっ

に︑とんぼが止ったり︑はなれたり

きうりにそへて立ててある竹

スツカリ感心シテシマヒマシタ︒

なるほど︑門のわきに井戸が

なるほど︑門のわきに井戸が

ません︒

あなたは︑今ため息をなさ

それとも︑何か御心配でも

これさへあれば︑どんな悪

者が來ても︑少しも恐れる事はあり

五梛4囹

あるのですか︒

五伽8園

なったのではありませんか︒

いましたが︑海の世界が︑おいやに

五榴7園

た︒

あって︑そばに大きな木がありまし

五伽3

た︒

あって︑そばに大きな木がありまし

五郎2

あります︒

五803私ハ︑クモノチエノアルノニ︑ 五㎎5圏 そばに︑一本の大きな木が

た︒

て︑人や︑車や︑馬が通って暗まし

い＼え︑見たのでも︑聞い 五728
らくだをぬすんだのは︑ど

いひ分があるならば申せ︒

五495囹

こりや︑旅人︑その方にも︑ 五828

うしても︑この男にちがひありませ

五494囹

たのでもありません︒

五459圓

く御存じではありませんか︒

五454園

たのではありません︒

五451園

五135 親がそばにるてくれなくても︑ 五445圏
ちっともさびしくはありませんでし
た︒

ひつえう

五137 また︑目高やどぢやうなどと
一しょに︑あそぶ必要もありません
でした︒

は︑時々とんぼがとんで穿て︑かげ

五142水草が青々とのび︑水の上に
をうつすこともありました︒

五172 後足をまげて︑前足をついて
すわったかっかうは︑これまでのお
あまてらすおほみかみ

たまじゃくしではありませんでした︒

して居る︒

皆さん︑おかはりはありま
と書いてあった︒

せんか︒

五889國
五896

草を食取ったあとを見ます
と︑かみ切れないで残って居る葉が

つた︒

かぞへて見たら︑三十二匹あ
なるほど︑聞いて見れば︑

五923
五519囲

むべき國である︒

五953圏
それは何でもありません︒

︻々もつともである︒

五523園

それは何者であるか︑尋ね
きんしくんしやう

軍犬の金鶏動章ともいふべ
き甲號功章を︑始めていたゴいた

かふがうこうしやう

五悩7

てまみれ︒

二人がうたがったのも︑む 五974囹
りではないが︑今聞いた通りである︒

五528圏

又︑作りカケノウスイ繭ノ中
デ︑キユウクツサウニ︑カラダヲマ

五552

日本の國は︑わが子孫が治

あるので︑さう考へました︒

五516園

食ってあったからでございます︒

五196 天照大神の御弟に︑すさの 五506園 道の片がはの草ばかりが︑
をのみことと申して︑閉そう勇氣の
ある神様がいらっしゃいました︒

五329 山を下りると︑そこに神社が
ありました︒

五332 古い︑大きな杉が︑たくさん
ありました︒

五378 ぶらんこをして居るのもあり
ました︑金あみをつたって︑追つか
けつこをして居るのもありました︒
つこをして居るのもありました︒

五381 金あみをつたって︑追っかけ
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ん︒

五桝6囹少しも恐れる事はありませ
六55 其の家の中には︑ちやうど︑
獣を取るのに使ふやうな︑おとしの
大きいのがしかけてあります︒
なおとしがしかけてあります︒

六64園 新しく建てた家には︑旧き
六π9園 アリガタウ︑オ前田︑ナカ

くチエガアルネ︒

六193中ニハ︑釘ノ先二︑外ノ釘ガ
ブラ下ツテ居ルノモアル︒

六207 コレハ︑砂ノ中ニアル砂鐵ガ︑

らうと思って︑私は︑唐手で持てる
だけ持って︑山羊小屋の方へかけて
行きました︒

僕は驚いた︑どこかの屋根が︑

目がねの玉一ぽいに廣がつて︑つい

六499

買った時は子牛で︑私も︑時

大風が起って︑海はわき返った︒

六647

に穴をあけた大きなへうたんや︑古

いつりどうろうなどで︑それが︑日

量りのよいのき先に︑幾つもつるし

夜は︑へうたんの中にねるの

時引出して︑草をたべさせに連れて

六895

てあるのです︒

それで︑父は︑子供にあぶな

行ったこともありましたが︑

六651

いつの昔から︑かうしてある

もあります︒

六896

のか︑うちのおちいさんの子供の時

くもあるから︑牝牛にかへたいと言

から︑もう︑これがあったといふこ

つて居ました︒

そんな事はあるまい︒

とです︒

から︑もう︑これがあったといふこ

六897

とです︒

六696囹

け早いから︑二つあったら︑早くて

二つあったら︑早くて仕方

仕方があるまい︒

六701圏

くすのきまさしげ

があるまい︒

次と友だちを連れて來て︑時には︑

楠木正成がたてこもった千 六901 一度ここへ來た雀は︑次から
こんがう
早城は︑けはしい金剛山にあるが︑

何百羽ともわからないほど集ること

おとうさんは︑村の消防手で

お前は︑あした︑學校があ

おばあさんも心配さうである︒

後で聞けば︑此の火事には︑

地の下には︑馬ふんや枯葉

近づいて見ると︑それは︑生

きたねずみではありませんでした︒

六二7

いよ︒

が入れてあるから︑夜もぽかく暖

六㎜4園

焼け死んだ人もあったさうだ︒

六998

やすみ︒

るのだから︑心配しないで︑もうお

六952園

六935

ある︒

六927

並んで止って居るのもあります︒

中には︑向かふの木の枝に︑

まことに小さい城で︑軍勢もわっか

ほんたうに静かな晩である︒

うちの雀の宿といふのは︑横

六914

があります︒

こんな山城一つ︑何ほどの事

城中には︑十分水の用意がし
ふみとゴまって居たのは︑み

とけい

誰もだまって居るので︑聞え

六834

夕方から︑雪が降出して居る
六892

のである︒

六838

音だけである︒

と︑鐵びんの︑しゅんしゅんといふ

るものは︑かちかちといふ時計の音

六826

んなわら人形であった︒

六774

てあった︒

六746

上ると︑

があるものかと︑賊が城の門まで攻

六736

千人ばかり︒

六732

うちのおちいさんの子供の時

馬は︑一つでさへ︑あれだ

四五米ぐらみの所にあるやうに見え

それは︑こ＼から百米もはな

敵は︑高いやぐらのある大船︑

うなものである︒

敵は︑一先づ沖の方へ退いた

六699囹

るではないか︒

六502

さあ出來たぞと思ふと︑うれ

れて居る︑向かふの家の屋根であっ
た︒

六528
しくもある︒

十何萬といふ大軍である︒

針金が六本あることまでわか

る︒

六535
六566

敵は︑高いやぐらのある大船︑

クツ着クノダサウダ︒

もらって遊んで居た弟が︑遠くから

六217 田のあぜに︑むしろを敷いて
六573

た︒

こっちは︑釣舟のやうな小舟であっ

六574

た︒

こっちは︑釣舟のやうな小舟であっ

僕 を 見 つ け て ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と︑大喜び
である︒

があるから︑二人で︑おあがり︒

六227圏 そこのかごの中に︑おいも
六252 弟は︑牛を飼って居るつもり
なのである︒

の束が︑田の上に並べてある︒

六258刈ったあとには︑く＼つた稻 六582 まるで︑大きな島が出來たや
くまそ

六273 熊襲のかしら︑川上たけるは︑ 六605

が︑又押寄せて象るのは明らかであ

てうてい

力のあるにまかせて︑四方をうち從

實に︑我が國にとっては︑こ

る︒

全く︑上下の者が心を一にし

めしにかなったのであらう︑一夜︑

六614此のまこころが︑神のおぼし

て︑國難に當つたのである︒

六612

れまでにない大難であった︒

六606

へ︑後には朝廷の仰にも從ひません
でした︒

六347圓 もしもの事があったら︑忘
れずに︑此の袋の口をおあけなさい︒
と︑中に火打石がありました︒

六374 急いで袋の口をおあけになる
六397 刈集めてある草を︑山羊にや

ある一ある
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六稲9 僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア
ルガ︑一番小サイノデモ︑大キナク
ヂラヨリハ︑ズツト大キイ︒

紐帯2 質量粁モアル大洋ヲ︑ヒトリ
デ乗りキルコトモ出語ルシ︑

イデ︑サゾ困ルダラウト思フデアラ

六柵6水ニモグルト︑ドコモ見エナ
ウガ︑ソレニハ︑ウマイシカケガシ
テアル︒

六塀7 ソレニハ︑ウマイシカケガシ
ギヨライ

テアル︒

面上3 魚雷ヲ打出ス時ニモ︑此ノ目
デ︑ネラヒヲ定メルノデアル︒
グンカン

六二！ 僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ

來ルトコロヲ︑モグリナガラ進ンデ
行ツテ︑魚雷デ打沈メテシマフノデ
アルガ︑

六佃3 時ニハ︑敵ノ港ノ内ヘシノン
デ行ツテ︑不意二敵ノ軍艦ヲオソフ
コトモアル︒

キ

ライ

旧館カンダマ・デ︑大砲や魚雷デ打

六佃6 又︑弱イ敵二段シテハ︑水上
沈メルコトモアル︒

二世2 中当布︑魚雷ノ外二︑機雷ヲ
コレラ海ノ中へ敷設スルコトノ出來

タクサン持ツテ居テ︑モグリナガラ︑
ル者モアル︒
ヒ カウキ

六伽4 又︑無線電信ハ誰モ持ツテ居

飛ンデ來テモ︑水戸モグツテ居レバ︑
隠里ナモノデアル︒

シカシ︑飛行機二見ツケラレ

バクダン

六梱一
テ︑爆弾ヲ落サレタリ︑︿略﹀スル
ト︑ハナハダケンノンデアルQ

又︑敵ガ︑海ノ中二︑太イ針

金ノアミヲ張ルコトガアル︒

六捌2
六伽8園 宮城の前には廣い廣い廣場
しばふ
があって︑そこの芝生には松が生え
て居る︒

六七4愕きのふ上げたゑはがきの中
くすのきまさしげ

にある楠木正成の銅像は︑此の廣
きのふ上げたゑはがきの中

場のうちにあるのだ︒

六伽5園

六㎜8圏

廣い通は︑中央が車道とい

つて︑電車や自動車が通る所になつ
て居り︑其の雨がはに︑歩道といつ

えい

にぎやかな所には︑まだ淺

て︑人の通る所があるのだ︒
くわんのん

六梱5囹

草の観音様がある︒

六慨3

せっしやう

元帥は︑赤坂離宮に︑囁政

守られるだけは︑守らねばな

殿下をお見まひ申し上げたのである︒

六柵9

かうして︑家は最後まで無事

らないといふのが元帥の心であった︒
さいご

星川3

これは海神のた㌦りであら

であった︒

う︒

はるかに見えるのは︑相模の

それは弟橘媛のお櫛であった︒

七43圏

書館などもたくさんあって︑にぎ

七61

ぐわくわん

六捌9鐙革の観音様のそばには︑映
やかな事からいへば︑或は東京一か

七139

媛の眞心を思ひやって︑

さうして︑其のさをの先に︑

川口にか＼つた時︑ふりかへ

附けて︑﹁︿略V︒﹂と言ひましたQ

赤いしるしのあるはんてんをしばり

七98

﹁︿略V︒﹂とおっしゃったのである︒

七了！

海である︒

七66
さいがう

あのゑはがきにあった西郷

も知れない︒

六槻2園

あのゑはがきにあった西郷

さんの銅像は︑どこにあるのですか︒
さいがう

六慨3園

さんの銅像は︑どこにあるのですか︒

あれは上野公園にある︒
はくぶつくわん

六撹4囹

くすのきまさしげ

にある楠木正成の銅像は︑此の廣

そこには︑博物館や動物
園もある︒

六麗6園

明治神宮は︑境内が申そう

場のうちにあるのだ︒
けいだい

六伽2圏

潮干狩の舟は一さうもありませんで

つて見ましたら︑もう廣い海には︑

公園は幾つありますか︒

たくみ

六野8園

だ

昔︑飛騨の工といふ大工と︑

かはほり

二人は︑共にすぐれた名人で︑

見ると︑お堂といふのは一間

お目にかけたいものがある

それから敷日後の事である︒

恐るく近寄って見ると︑死

人と見えたのは︑ふすまにかいた圭旦

七193

から︑ぜひ來て下さい︒

七175園

七173

なしてある︒

四面の建物で︑四方の戸は皆あけは

七154

又仲の好い友だちであった︒

七144

百濟の河成といふ圭里かきがあった︒

くだら

七143

ひ

六欄2囹小さいものまで入れると︑

一の鳥居をくゴつてから︑

以東大震災の時であった︒

した︒

辞殿までずるぶんある︒

ゑはがきにあった︑あのり
今言った隅田公園は︑此の
六呂8

まして︑けがをした者や︑つ
んな氣持であったらう︒
しっそ

ちやうど︑お書の食事中であ
つた元帥は︑

六鵬6

い木造建であった︒

六呂3東郷元帥の家は︑質素な︑古

ぶれた家の下敷きになった者は︑ど

六鵬2

くわんとう

川の岸にあるのだ︒

六悩3園

つばな橋は︑何といふ橋ですか︒

長里6園

ずるぶんたくさんあるが︑

廣くて︑

満洲事愛でなくなった︑國

まんしうじへん

六伽5園

子さんのおとうさんがおまつりして
國のために戦死した人は︑

あるのは︑そこなのですね︒

六伽8園

それから︑此の境内にある

皆おまつりしてあるのだ︒
いうしうくわん

六伽9園

くわんけい

戦孚に關係のあるいろ

遊就館には︑

六省1園

それから︑此の境内にある

くの物が︑陳列してある︒
いうしうくわん

六伽2園

戦

遊就館には︑

昔からの武器や︑

ルガ︑中ニハ飛行機ヲ持ツテ居ル者

箏に關係のあるいろくの物が︑
陳列してある︒

くわんけい

モアル︒

六伽6 僕等ハ︑大砲ノタマガイクラ
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であった︒

七197 村の西にくぬぎ林がある︒

七315

きっちり十二米あった︒

七322二物の高さと其のかげの長さ

七522困

此の島に向かって︑北から南

中之島及び其の附近には︑近

公園はさして廣くはありませ

えいぐわくわん

げきぢやう

心齋橋筋にはりっぱな商店が

しんさいばし

つてよいくらゐです︒

しい景色で︑其のま＼水の公園とい

けしき

んが︑大川をめぐらした眺は大阪ら

七675

は中之島公園があります︒

代的な高い建物が並び︑島の東端に

七674

十もあって︑

から︑かけ渡された橋ばかりでも二

僕等の寝起きする室の中央 七671
しんだい

には︑長い机があります︒

とが︑同じになることは︑一日の中

はには棚があって︑めいめいの持物

お供の者は︑わっかに九人で
ひこしらうよしてる

七698

名所としては︑先づ大阪城が

いくた

ま

仁徳天皇をおまつりしてある

にんとく

あります︒

七688

寄せます︒

があって︑人の波が後から後から押

並び︑堀端の町には砂書館や劇場

お供の中に︑村上彦四郎義光 七681
ふと見ると︑向かふに︑日月

あれこそは大塔宮の御旗であ

高津神社や︑

かうづ

其の近くにある生急心神社︑

急いで近寄ると︑芋瀬の荘司

七699

四天王寺に近い天王寺公園に

ずっと南にある住吉神社︑

すみよし

が︑家來の大男に宮の御旗を持たせ

七701

ん︒

又木立や︑池や︑運動場や︑

ひかうちやう

近郊電車の獲達して居ること

大阪が︑水の都として嚢達し︑

いいはれがあるといはねばなりませ

大都市となったのには︑まことに尊

又煙の都と呼ばれて︑今日のやうな

七733

大阪の誇の一つになって居ます︒

も︑りっぱな飛行場のあることも︑

七724

廣い花壇があります︒

くわだん

七709

は︑美術館や動物園があり︑

びじゅつくわん

て︑さもとくいげに︑何か聲高く話
それも其のはず︑大阪は俗に

七708
七633

して居るところであった︒

七571

る︒

七565

居る者がある︒

を金銀で現した錦の御亡を押立てて

七563

といふ入があった︒

七558

あった︒

七552

が︑きちんと置いてあります︒

はには棚があって︑めいめいの持物

爾側には歌競が並び︑壁ぎ

爾側には寝毫が並び︑壁ぎ

七201 それを通り抜けて︑だらく
に︑午前と午後に一回つつあるので

七523團

坂を上ると︑道ばたに大きな松が一

たゴ自分は樂人であるから︑

船が或港に泊った夜の事であ 七524團

が︑きちんと置いてあります︒
しんだい

七327

す︒

七201 幹が二か＼へもあって︑枝が
つた︒

本ある︒

からかさを廣げたやうに出て居るの
七335

さうして︑こんな事もあっ

たと︑世の中に傳へてもらひたい︒

七343園

七339圏私は匠人である︒

いてから死にたいと思った︒

一生の思出に︑心ゆくばかり笛を吹

で︑村の人は︑これをからかさ松と
呼んで居る︒

七211 時々は線香の上って居ること
もある︒

七212 からかさ松の少し先に︑小さ
な茶屋が一軒ある ︒

どれもこれも︑魂でもあるや

董は︑赤のこいのや︑うすい
中には二枚出て居るのもあり

煙の都といはれ︑大小八千以上の工
場がこ＼にあって︑林のやうに立ち

大きい本葉は長さが二糎ぐら
ゐ︑小さいのでも一糎ぐらゐはあり

大阪が水の都ともいはれるわ
けは︑こ＼にあるのです︒

七652

出して居るのです︒

並ぶ煙突から︑たえず黒い煙をはき
えんしふ

午前と午後に教練がありま
かけることもあります︒
えんしふ

すが︑時には︑朝早くから演習に出

七493国

ます︒

七456

ます︒

七454

のや︑又うす緑のがあります︒

七445

てたまらなくなりました︒

うな氣がして私は︑朝顔がかはいく

七嘱1

七つあります︒

七215此のおばあさんにむすこが一 七437 二葉になったのは︑みんなで
人あるのださうだが︑ずっと前から
南洋へ行って居るといふことだ︒

七265 ちやうど︑たんざく形の緑の
敷物を︑程よく間を置いて敷並べた
やうである︒

七282 家の前も︑後も︑横も︑まる
で夕立の降るやうに︑蛙の聲で一ぱ
いである︒

七285 もう田植が間近いのである︒

七287 僕の學校に︑大きな杉の木が
一本ある︒

七288 高さはどのくらみあらうか︒
七291 中村君は八米ぐらみだと言ひ︑
石川君は十米以上もあると言ふ︒

それは淀川の中にある細長い

小千何百といふ橋があります︒

島ですが︑

午後八時に夜の鮎呼があり︑ 七666
︿略﹀︑大きな聲で番號をとなへます︒

七507囲

こともあります︒

七302そこで僕は︑一日の中に︑物 七495囲朝早くから演習に出かける 七661水の都ですから︑大阪には大
の高さと其のかげの長さとが︑ちや
うど同じになる時があるに違ひない
と考へた︒

ある一ある
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七749 其の時︑お供の中から大聲に︑
﹁︿略﹀︒﹂と言ふ 者 が あ る ︒

撃て居ないやうでございます︒

七撹8圏決して忘れたのではありま

七伽7園

たとひ︑家中の者がうゑ死

をするやうなことがあっても︑あな

賃を高い安いと言合って居たが︑と
七島5

美しい空である︒

だが︑日が落ちた後の空は︑

嶢けきった鐵のやうに眞赤で

たから︑いはれのない金をもらはう

せん︒

七伽4

七749 見ると木下藤吉郎であった︒
あった︒

とは思ひません︒

じありませんか︒

七769圏 殿には︑お城の破損を御存 七餌4 川べのさわぎは非常なもので
ある︒

ても相談は出來ないものと見切つた

七惚9

日で仕上げさせてごらんに入れます︒
のであらう︑着物をぬいで頭にのせ︑

空は水のやうにすんで︑風は

はなやかな空である︒

七781雑修にお申しつけあれば︑三 七脳9 一人の旅人が︑人夫と︑渡し
七829 信長は長い槍が好きである︒

七囲5

何といふ美しさであらう︒

七846園 長い槍がよいと言はれるか

七宮1

二里程行って大きな峠へか㌦

おくびやう

朝晩よく泣いたので︑近所の

く︑其の上臆病であった︒

人は︑大量のことを︑無人ではない

七備5

なきと

そこで︑大將が四五歳の時か

泣人だと言ったといふことである︒

七幽3

せんがく

往復四粁もある高輪の泉岳寺へよく

たかなわ

ら︑父はうす暗い中に大勇を起して︑

泉岳寺には︑名高い四十七士

連れて行った︒

七幽5

父は︑途々義士のことを大將

の墓がある︒

七M7

に話して聞かせて︑其の墓に参詣し

七描7

一人で川へはいって行った︒

らには︑槍のことはよく御存じであ

あるといふ程でもないが︑花びんの

たのである︒

らう︒

ると︑上の方から︑片はだぬいで︑

す＼きがゆれて︑其のかげが畳の上

七861囹 あなたは短いのに限ると言

にちらついて居る︒

大辛は︑これから後一生の間︑

杖を突きながら︑かけ下りて來る者

五雲8

大將が何かたべ物の中にきら

母もまたえらい人であった︒

當時︑膿がもうこれだけ丈夫

郷里の家は︑六畳・三畳の二

さい粗末な家であった︒

間と︑せまい土間があるだけの︑小

七摺3

になって居たのである︒

冥罰1

出して︑

食事に︑必ず其のきらひな物ばかり

ひな物があると見れば︑三度早々の

準備1

かったといふことである︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも言はな

七衛7

がある︒

するしやう

小川の水は銀の帯とも見え︑

横濱に生まれ︑横濱に居なが

上屋の廊下と向合って︑つい

見送人の中には︑ぼつく臨
氣がついて見ると︑さっきま

間と︑せまい土間があるだけの︑小

しっそ
乃木大計が︑︸生を忠誠質素

やうになったのは︑まことにいはれ

で押通して︑武人の手本と仰がれる

七柵2

さい粗末な家であった︒

七帽4 郷里の家は︑六畳・︑三畳の二

しかし︑あの美しい︑はなや

海になって︑小蒸汽船が︑煙を吐き

七襯2

ながら行ったり來たりして済ます︒

で日本丸のあった場所は︑すっかり

野営2

つて行く者もあります︒

七糊8

そこに日本丸の甲板があるのです︒

七133

のを見たことがありません︒

ら︑私は︑まだ外國へ行く船の出る

七三1

のやうである︒

きらく光る草葉の露は水晶の玉

七梱1

はれるが︑天下の人が︑皆さう考へ

見れば先の旅人である︒

五十爾は黄色なきれに包み︑

まして︑人通の多い渡し場

どうかすると︑其の日の暮

かな出帆の光景は︑もうどこにもあ

乃木大將は︑幼少の時膿が弱

しに困るやうなこともありますが︑

七備2

りませんでした︒

た事はないつもりです︒

心にすまないことは︑まだ︻度もし

七窩4圏

言ふ程の者ではありません︒

七旧2圏私は川端の人夫で︑名前を

く持っては來ません︒

氣があるくらみなら︑こ﹂までわざ

七㎜9園あなたから一文でももらふ

と思って居ました︒

行って見たところで︑もうあるまい

で落したのですから︑たとひ飛んで

七佃6圏

百両は小さな袋に入れてあります︒

七冊5園

越した方ではありませんか︒

七冊9圏あなたは︑今朝一人で川を

七㈹7

るわけではありますまい︒

七871 翌日から︑上島主水は一生け
んめいであった︒

七911 しかし︑長い槍先をびたと揃
へて突きか＼られては︑はね上げる
すき間も何もあったものではない︒

七923 しかし︑五十人はばらくで
ある︒

七941 油鼠の子の口には︑針のやう
な管がありますから︑其の管を木の
根にさしこんで︑汁を吸って生きて
居ます︒

七988 もう蝿の子ではありません︒
ところで︑此の⊥ハ年さへたい

くつだらうと思はれるのに︑外國に

七㎜1

は︑十何年も土の中にもぐつて居る
蝉があるといふことです︒

は︑私のうちへ︑まだ税金の通知が

七湿1囹外でもありませんが︑今年
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のあることである︒

七粥2 まことにいはれのあることで
ある︒

八41 時には十羽二十羽も︑ずらり
と並んで居ることがあります︒

八45 もう大きさだけは親つばめと
同じですが︑まだ口ばしの下の赤色
が︑親つばめ程こくありません︒

八141園
一概︑幾つあるのか︒

去年取った首があるはずだ︒ 八375

八394

其の五番目の舞を舞ったのが︑

はうびは望にまかせて取ら
攣るも道理︑これには深い事

ちら探しますと︑松林の中に石のら

うがありました︒

し泣きに泣いた時には︑頼朝を始め

居合はせた者に︑誰一人もらひ泣き

屋根も︑垣根も︑小道も︑小

をしない者はありませんでした︒

八473

道端の枯れた草むらの底から︑

村でこれ程痛快な仕事があら

道に落散った木の葉も︑眞白である︒

義仲からはすぐ返事があって︑ 八484

情があったのです︒

八388

せるであらう︒

八382園

本一の出來であった︒

八379囹さてく︑此の度の舞は日 八465 二人が互に取りすがって︑嬉

かの萬壽姫であったのです︒

八141圏
四十饒りあります︒

外の部落では︑毎年祭がある

八143園

八153
意外にも︑それは呉鳳の首で

度に首を取って供へて居た︒

八182
あった︒

親のやうにしたって居る呉鳳

の首であった︒

八183

八202国華の前︑大連の町の名に︑

うか︒

に見えるのさへあります︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑木曾の家に傳はつて居

八497

八46 口ばしの両わきが︑幾分黄色

た大切な刀を送ってよこしました︒

にちろ

日露戦雫の將軍方の名を取って︑大

聞えるやうに思ふのは︑空耳であら

かすかに︑ごくかすかに︑轟の音が

八63 東京から四千粁もあるフィリ

朝をねらひましたが︑少しもすきが

光盛の娘は︑其の後︑即夜頼

山通とか乃木町・東郷町とかいふの

八398

ピンで︑画集の十月の末︑子供がつ

があることをお知らせしました︒
ふとう

八204困

それから︑大きな埠頭があ

ばめをつかまへました︒

八73 南洋の島々から︑中にはさら

中には︑たき火にあたって居

風承りの最も強い高地であり

熱心に戦況をごらんになっていらっ

ながら︑陛下は外たうをも召されず︑

八572

る人もありました︒

八559

うか︒

朝は︑さあ︑此の女にはゆだんが出

唐戸には︑其の時十二になる

拝観の人々も︑今は外たうを

しゃいます︒

八582

着て居る者は︑一人もありませんで

さて萬壽は︑誰か母のうはさ
をする者は無いかと氣をつけて居ま

した︒

これを聞いた萬壽の驚と喜は︑

月の光にすかして︑あちらこ

左から右へ︑右から左へと︑

此の嚢見があってから七十年

饒り過ぎて︑オランダのホイヘンス

八734

るやうに思はれてなりません︒

回早々の時間が︑どうやら同じであ

行ったり來たりするのに︑其の一

八702

をとらへました︒

大きなランプが︑ふとガリレオの・い

天井からつるしてある此の

てんじゃう

したが︑十日たっても二十日たって

或日の事︑萬壽が御殿の裏へ

八688

八鱗2

どんなであったでせう︒

八433

て︑唐綜様が押込められて居ます︒

八429園あの中には石のらうがあっ

居ますと︑小さい門がありました︒

出て︑何の氣もなくあたりを眺めて

八425

も︑母の名を言ふ者はありません︒

八421

娘がありました︒

八405

しまひました︒

其の刀に見おぼえがあった頼

つて︑一年間に汽船が何千さうも出

來ぬといふので︑石のらうに入れて

ありません︒

に海を越えて︑遠いオーストラリヤ

治し︑百萬近い人たちが乗り降りす

大連には︑日浦といふ海
十二人の中︑十一人まではあ

八401

まで行くのがあるといふことです︒

これは遠い所といふ意味で︑

ることも書きました︒

八235囲

大連の名も此のダルニーから起つた

みの速さですから︑幾百粁の海を一

八77 汽車や自動車もかなはぬくら
氣に飛ぶことも︑決して不思議では

ん︒

八357

困って居る所へ︑御殿に仕へ
がありました︒

て居る萬壽がよからうと申し出た者

八361

ん︒

りましたが︑あとの一人がありませ

十二人の中︑十一人まではあ

りましたが︑あとの一人がありませ

八357

岸公園があります︒

八255国

遠い所でも何でもありません︒

のですが︑日本の内地からいへば︑

ばんじん

ほしがうら

ありません︒

八97 何しろ十萬といふ敷ですから︑
これを送るのも容易ではありません︒

八106 近年になって︑いろくの方
法で此の事をしらべてみますと︑や
はりさうであることがわかりました︒

八112 日本からオーストラリヤまで
は︑一萬粁以上もありますが︑つば
たいわん

めは決して自分の國を忘れません︒
首を取ってお祭に供へる風があった︒

八132 皇湾の蕃人には︑もと︑人の
八136圏 人を殺すのは︑よくない事
である︒

ある一ある
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つた︒

たやうに︑ばたくしてみる人もあ

八⁝⁝7 そばにはハワイの日本字新聞

八田1

此の旅館で出してくれるさし

さへ置いてある︒

ホノル・は︑ほんたうに美し

みは︑多分日本人の取った魚であら

八佃5

うQ

八㎜2

や し
いたる所に椰子の木立がある︑

い都市である︒

﹁ハワイの花﹂といはれるハ

並木が績く︒

八伽3

八三7

日が西に傾いても︑日本なら

八槻5

﹁星低き國﹂といふのもハワ

な

ハワイには支那人も西洋人も

膿が大きいのに︑性質がごく

月の明かるい晩などは︑土人

おとなしく︑しかも音樂が大好きで

八伽2

黒い︑背の高い土人である︒

みるが︑我々に珍しいのは︑色の赤

イのことである︒
し

八槻9

からである︒

はあっといふ間に日が落ちてしまふ

ばまだくと思はれる時分︑こ＼で

八槻2

ゑのぐでも流し込んだやうである︒

ちやうど眞白な牛乳に︑緑の

ハワイは實に明かるい所であ

イビスカスの花である︒

八月3

空氣はこれ程大切な物ですが︑

出迎の大半は日本人である︒

まさへあれば方々の織場を見て歩い

きっと属島圓︑何十億圓とい

かういふちょうはうな物は︑

ません︒

ふ高いねだんの物になるに違ひあり

八価3

つた︒

たやうに︑ばたくしてみる人もあ

ろんで︑かめの子をひっくりかへし

上手な人もあるが︑中にはこ

其の中に織機の改良を思ひ立ち︑ひ

二十四歳の時であった︒

八㎜6

しかし我々の住んでみる所には︑ど

かう考へると︑物にねだんが

こにでもあります︒

八佃9

あるのは︑︿略﹀が原因になってゐ

又︑これと反面の事がありま

ることがわかります︒

八㎜6
す︒

る︒

もう珍しくも何ともありませ

八捌7

誰一人ほしがらないものはありませ

正価6

ん︑

ん︒

八鵬4

ダイヤモンドは無くてもさし
つかへありませんが︑もし空虚が無

白埴2

こんな事もあった︒

ことに驚くべきものがあった︒

八964

といふ人が︑今までにない正確な時

博覧會を見に行ったのも此の

八833

彼が織機の研究を始めてから

此の成功を見たのである︒

職ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に

三十年︑朽ちがひといはれ︑貧苦と

八859

頃の事であった︒

八829

してみると失敗であった︒

しつばい

八826 かうした苦心を重ねて︑佐吉
じっけん
は木製の改造織機を作ったが︑實験

た︒

計を登明しました︒
きんしう

八751 取扱兵がすぐ抱上げて︑足の
番號を見ると︑四日前に︑備州へ向
け出恐した我が軍に連れられて行つ
た軍用鳩であった︒

八752 信書管は血にまみれ︑身には

重傷を負うて︑息もたえぐであっ
た︒

其の夜どこで休んだことか︑翌日に

八788 弱り果てた此の小傳令使は︑

はくらん

なって︑やうやく大石橋の自分の鳩
舎にたどり着いたのである︒

會が開かれた時の事である︒

くわい

八798 明治二十三年︑東京に博覧 八862 嚢明に封ずる彼の熱心は︑ま
八801 みなか者らしい一人の青年が︑ 八866

かったら︑我々は一刻も生きてゐら

中には︑ころんで雪に大きな

れません︒

佐吉は︑夜通し考へた事を實

さいに作らせようと思って︑元日と

八884

も知らず飛込んだのであった︒

毎日毎日機械館に填ては︑そこに陳
列してある機械の前にすわって︑じ

八946

斜が幾箇所となく並び績いてるる︒

しや

八931 此の邊では︑雪が二米近くも
けい
あって︑たゴ一面の銀世界︑快い傾

粁ばかりある︒

スキー場までは登り道で︑五

つとそれに見入って居るのであった︒
︿略﹀︑じっとそれに見入って居るの

八803 みなか者らしい一人の青年が︑ 八917
であった︒

回心の強い青年であった︒

八806 非常な機械好きで︑しかも愛
八808 彼はそこに並べてある機械を

穴をあけ︑雪だるまになって起上る

ある︒

もと︑土人が親愛の情をあら

八旧8

八宙4

はすしるしであったのが︑今ではハ

者もある︒

ワイ一般の風習になったのださうで

つばめのやうに空中に舞上つ

かすさうである︒

ぽい歌に合はせて︑一夜ををどり明

の群が︑椰子の木かげで︑あはれつ

て︑二十米から三十米も飛ばれる姿

八958

指さして︑又略﹀︒﹂と︑かたい決心

さきち

今ではハワイ一般の風習にな
つたのださうである︒

八⁝川6

ある︒

上手な人もあるが︑中にはこ
ろんで︑かめの子をひっくりかへし

八962

は︑いかにも勇壮である︒

を語った︒

八817 此の青年こそ︑後に自動織機
とよだ

を護明して︑世界の工業界に名を
と団うかした豊田佐吉其の人であっ
た︒

八821 初め大工として働いて居たが︑

65
ある一ある

して︑まるで戦場のやうである︒

八梱9 白波を立てながら︑右往左往
八悩8 入口のそばに池があって︑そ
こに甲の長さが一米もある﹁うみが
め﹂が居るのには︑びっくりしまし
た︒

八悩1 そこに甲の長さが一米もある
﹁うみがめ﹂が居るのには︑びつく
りしました︒

八価4中へはいって︑先つ目に旧い
たのは︑室の窓ぎはに幾つも並べて
あるガラスの箱でした︒

八欄2 此の室の中央に︑直樫四五米
ぐらみの圓い池があって︑中にたく
さんの﹁いわし﹂が泳いで居ました︒
のはありません︒

八糊7 一匹として反封の方向へ進む

くと泳いで︑外の魚などは眼中に

八簡7 五六十糎もあるのが︑いう

あかぎ
て遠くすそを引くのは︑赤城山であ
はるな
り︑左の窓に績くのは︑榛名其の他
はるな
左の窓に亡くのは︑榛名其の

の山山である︒

2

八塒4

谷間に沿うて所々に山村があ

縣境の山々であらう︒

他の山山である︒

八

八旧6
谷間に沿うて所々に山村があ

り︑温泉場がある︒

り︑温泉場がある︒

八旧6

東京を去って三時間齢︑かう

みなかみ

心血2

して水上騨に着いた時は︑周園はす

いよいよ日本一の長い清水ト

べて山ばかりであった︒

八樹5

九一3

月の初はまだ寒くて︑冷たい
待たれるものは櫻である︒

雨の降りしきることもあるが︑

九17

早い年には︑三月の末か四月

のごく初に︑蕾のほころびることが

つぼみ

九18

それにしても︑毎年花は必ず

あるが︑

九26

空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ＼

咲くものである︒

九75

いふ風に飛んでみたいと思ひ︑いろ

く工夫をこらした人は︑かなり古

我が國でも︑︿略Vといふ話

くからあったやうです︒

九78

があります︒

其の大きい物を作りさへすれば︑き

模型飛行機が飛ぶのですから︑
つと人間も乗って飛べるに違ひあり

九107

第五のトンネルこそ︑長さ九

いはゆるループ線である︒

ンネルにさしかかるのである︒

八搦8

ません︒

九1110

九125

明治三十三年の夏︑二人は︑

からです︒

機を作ることが︑皇軍の望であった

といふのは︑彼等もまた飛行

八儒2

千七百二米の清水トンネルである︒
ぐんま
しかし今刻々と群馬縣がつき︑
にひがた

八広7

下りになったのである︒

新潟縣が近寄りつ＼ある︒

八旧2

ないといった風をして居ます︒

八紹9下へ下りると︑胸の所に足の

もう新潟縣にはいったのであ
らう︒

八旧3

北カロライナ州の砂山のある所を見
立てて︑そこで滑走機の實験をしま

雪は深さが二米もあらうか︒

しました︒

しかし︑だんく落着いて見

これが實に飛行機における人
きろく
類最初の輝かしい成功記録であった

九179

のです︒

九245

ると︑こ＼は時計屋の店であること

かちくと氣ぜはしいのは置

がわかった︒

時計で︑かったりかったりと大やう

九253

ねぢは︑これ等の道具や時計

なのは柱時計である︒

を︑あれこれと見くらべて︑あれは

九255

何の役に立つのであらう︑これはど

んな所に置かれるのであらうなどと

これはどんな所に置かれるの

考へてるる中に︑

あのいろいろの道具︑たく

何といふ小さい情ない自分

であらうなどと考へてるる中に︑

九256

九258園

であらう︒

さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

九261園

違ってはみるが︑どれを見ても旧き

一かどの役目を勤めて世間

くて︑えらさうである︒

の役に立つのに︑どれもこれも不足

九262園

あ＼︑何といふ情ない身の

は無ささうである︒

それでは︑自分のやうな小さ

男の子と女の子である︒

上であらう︒

九264園

九288

な者でも︑役に立つことがあるのか

九267

しらと︑むちゅうになって喜んだが︑

上天氣で︑風がちっともあり
斜面を滑らせながら飛ばせることに

しゃめん

ませんので︑砂山の上へ機を運んで︑

九137

た︒

強い力の出るものがありませんでし

ひましたが︑まだ其の頃は︑焼くて

ガソリン嚢動機がよいとは思

八旧8

北の國はまだ眞冬であった︒

九13一

した︒

も野も眞白である︒

八柵3川一筋︑北へ流れる外は︑山

約十二分である︒

やうなものがあって︑それでのこ
く歩くから不思議です︒
八帽4 左右の足を一ぽいにのばした
ら︑三米ぐらゐはあるでせう︒

八帽9 其の上の所に小さい鰯角があ
つて︑それがちやうどお人形さんの

これも大きな圓をゑがくルー
八旧1

プ線である︒

八佃6

八旧4

四月といへば︑春はもうなか

ざふき

かはいらしい爾手を思はせます︒

やうに見えるのも︑何となく春らし

八捌6 雑木林の梢が︑ぼっと煙った

九12

ばである︒

い眺である︒

八鯉！ 右の窓に︑春の雪をいたgい

ある一ある
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であった︒

九305 しかも︑一番喜んだのはねぢ
九335 千敷百人の乗員は︑なほ安ら
み やま

かな眠を績けてるるのであらう︒

九336 艦内は深山のやうな静かさで
ある︒

なかったのも無理ではありません︒

月頃に限られてゐますから︑わから

しかし︑最近になって︑これ

だから︑あの﹁ブッポウソ

を疑ふ人もありました︒

九655

あると思ふと︑急になつかしくなり

皆さんに見送っていたゴい

ました︒

九528国

こ＼に由ると︑もうサンフ

とさつちやう

ぶた

こ＼に有名な屠殺場があ

ぢごく

シカゴは︑此の世の地獄だ

それに︑鳴く時期が大平五六

と

だ

た︒

九8310

さうして︑それが尼子家の子

尼子家再興のことは︑我が

孫であることがわかった︒

無益の望である︒

九842囹

しかし︑富田城は名城である

だけに︑中々落ちさうになかった︒

九852

まことに死物狂ひの戦であっ

味方の軍は約七千であった︒

しかし︑何といっても二倍以

お

だのぶなが

心密は︑織田信長に毛利攻め

毛利攻めの御先手に加り︑

いたづらに朽果てたかもし

くお前の力であった︒

一時でも其の領主となったのは︑全

れぬわたしが︑出雲に旗あげして︑

九891囹

に︑出雲一國を頂きたうございます︒

若し戦功がありましたら︑主人勝久

九873囹

つた︒

の志があることを知って︑彼をたよ

九871

現れる︒

上の敵である︑新手は後から後から

九864

た︒

九862

これは非常に珍しい鳥といふ 九861

五六月の頃︑﹁ブッポウソ

大人の握りこぶし程の大きさ

大人の握りこぶし程の大きさ

いつも

尼子の本城である出雲の富田

九902

しである︒

びつちゆう

こ＼は備中の國甲部川の渡

とつぜん後から切附けた者が

かは
鹿介は︑それが敵方の一人子

はして︑ざんぶと川へ飛込んだ︒

村新左衛門であると知るや︑身をか

むらしんざゑもん

九911

ある︒

いかにも山中鹿介幸盛であ 九9010

正しく山中鹿介であらう︒

大男の彼は︑鹿介を力で仕止

九7810圏
る︒

九813

其の後幾度か烈しい職があっ

めようと思ったのである︒

九827

である︒

名を紅舌狼介勝盛と改め︑ 九896 七難八苦は︑もとより望む所
折もあらば鹿介を討取らうと思った︒

九782

たらぎおほかみのすけ

城は︑其の頃毛利軍に萌まれてみた︒

九776

冑がかざってある︒

な鹿の角と三日月の前立との附いた

九751床の闇には︑すばらしく旧き

いらしいのもあるが︑

のもあれば︑雀の卵ぐらみな︑かは

九707

いらしいのもあるが︑

のもあれば︑雀の卵ぐらみな︑かは

九706

しい︑深みのある︑神秘的な聲です︒

ウ︒﹂と鳴く聲は︑何といっても美

九682

のではありませんが︑

九6710

鳥であらうといふのです︒

ウ︒﹂の聲の主は︑どうしても別の

市内には︑りっぱな日本人 九661

た横濱があると思ふと︑

九535国
たまさか︑大きなサボテン

町があります︒

皆さんは︑アメリカ合衆國

があるくらみのものです︒

九341 軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑ 九556国
冬は六時である ︒
きうけい

が︑

ふとう

九621国

川岸に沿うてぎっしりと並

と言った人もある程殺風景な所です

九582團

大てい黒人です︒

慮節してゐますが︑働いてみるのは

つて︑一日に何萬頭といふ豚や牛を

九574団

ルスのなごやかさもありません︒

ランシスコの美しさも︑ロスアンゼ

九5610国

つたでせう︒

に︑沙漠があらうなどとは思はなか

九358 そこで五分間の休憩があって︑ 九557團
露天甲板洗となる︒

のある者をのぞいた外の水兵員のこ

九364 五常直といふのは︑特別の務
とである︒

九365 正舷直といふのは︑特別の務
のある者をのぞいた外の水兵員のこ
とである︒

九384 一時間鯨りも活動した後であ
るから︑食事のうまいことはいふま
でもない︒

九393 朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

ひらめきながら︑しっくと上って
行くさまは︑實におごそかである︒

ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ
くし

さうですが︑それこそ櫛の歯どころ

くんれん

ではありません︒

清められた乗員は︑これから訓練に
がつしゆう

九395 軍艦旗を仰いで︑心の底まで
取掛るのである︒

表門といはれるだけあって︑實に何

九507困 こ＼は︑アメリカ合衆國 九625国 なるほどアメリカ合衆國の 九787園 鹿の角に三日月の前立は︑
ともいへない壮観です︒

其の聲の主がどんな鳥である

の裏門ともいはれる重要な場所です

九634

せんでした︒

かは︑最近まで︑はっきりわかりま

九629

から︑港や町のにぎやかなことはい
ふまでもありませんが︑

九527国 眼下に廣がる太平洋を見渡
皆さんに見送っていたゴいた横濱が

しながら︑あの向かふに日本がある︑
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九925囹 圖書館へ行けば︑幾らもあ
るだらう︒

つたカードである︒

九935 目録は︑たくさんの箱にはい
九942園 あ㌦︑それなら︑天文學と
いふ見出しのある所を見るのです︒

ひ

松崎大尉の碑もあるはずで

まつざき

もう書近い頃であらう︒

程低くなだらかである︒

二言4

す︒

草取の手をやめて︑こっちを

九川9圏
九麗6

見ればうす暗くしてある馬屋

見てみる子供もある︒

の奥の方で︑曲馬が︑生まれたばか

九M8

九995 ちよつと見たところでは︑ほ
りの子馬を︑しきりになめてやって

九981園 讃みたい本が山程あるよ︒
とんど無敷と見えるこれらの星にも︑

時には乳をのむのも忘れて︑

ゐました︒

九鼎5

幅もあるし︑骨組も丈夫に
けれども︑北斗は︑きっと軍

なった︒

高槻8囹

をはね廻ることもありました︒

ひよう長い肢で︑元氣よく草原の上

九佃2

名前や番號があり︑位置もきまって
みるのですが︑

九999北の空にもたくさんの星があ
りますが︑其の中で一つ大事な星が
あります︒

九㎜1 其の中で一つ大事な星があり
ます︒

九齪4 北極星は︑何時見てもほゴ眞

眞夏の暑さは誰も畳悟をして

馬に買上げられるに違ひありません︒
かくご

みるが︑八月もなかばを越せば︑ど

九伽9

こかに秋らしいものが見えてもよさ

北にある星ですから︑夜︑道に迷つ
た時など︑此の星を見つければ︑す

二階へ上ってみても︑さして
其の時ふと耳にするものは︑
それが果して母音であるか︑

それが果して命毛であるか︑

九柵2

藍湖である︒

九時二十分であった︒

はあり

蛾や︑こがね轟や︑羽蟻が多く︑ど

九柵9

が

れもこれも︑たゴうるさいだけであ

九経10

もう何といっても秋である︒

九欄7

何といふ美しい濃い青さであ

よく見ると︑海上一面の波は

ま

よく見ると︑海上一面の波は

ちりめん

九百8

無敷の胡麻粒である︒

ご

美しい縮緬であり︑嵩在する漁船は

ちりめん

らう︒

あしのこ

るのに︑

氣のきいた轟は︑めったにないもの

九伽7此のくらみあいきやうのある

九伽10

しかし︑聞くのもめんだうだ

だ︒

九価7

ま

美しい縮緬であり︑鮎在する漁船は
た

ほ

すべて揉上から見る樹木は︑

あ

べ

静岡の上空を通ったのも束の

右手に築港があり︑汽船が敷

名古屋だと思ふ途端︑プロペ

軍人さんは地圖を指して︑そ

ら

青空の末に墨のやうな雲︑そ

一面は家の海である︒

た飛行機が︑ かうも愉快で安全だと

九旧7 十一時三十七分であった︒
九湖1 乗るまでは幾らか不安もあっ

九旧3 天王寺公園であった︒

九平1 堀がある︑たくさんな船だ︒

九慨8

れは大阪のおびた窟しい煙であった︒

七癖7

れが奈良であることを示してくれる︒

な

九燭2

九旧10 十時三十五分である︒

ラが止って︑後は空中滑走である︒

九旧8

隻かかつてみる︒

九旧6

る︒

間︑すぐに安倍川を越えて又山であ

九五2

すこぶる貧弱である︒

九樹8

けないものであった︒

三保の松原は︑意外にもあっ

み

ご

と思って︑あたりを見廻すと︑庭に
げ

午前九時である︒

九矧5

無数の胡麻粒である︒

下駄ばきで風呂へはいる人

下駄が一足置いてあります︒

があるものですか︒

九衙7園

いや︑江戸を出立する時は
三十人であったが︑道中で追々病氣

九駕10園

彌次郎は︑どうせ買ふ氣では

を致し︑宿々に残し置いた︒

九紹1

ありませんが︑﹁︿略V︒﹂と言ひまし
た︒

殊に今日は︑風もない秋日和
九爾4

それにしても︑空中から見る

である︒

九爾5

九㍑3

市街は︑何とまあ︑整然とあざやか

山と山との間に︑黄色い川の

に美しいものであらう︒

九糊7

やうに見えるのは︑稻田であった︒

其の間を縫って管長に走るも
のは︑私たちの乗ってみる飛行機の

九㍑10

おし
談話は筆談か手まね︑急に唖

﹁︿略﹀︒﹂と書いてある︒

影法師であった︒
九酩6

になったと同様である︒

九酩8
夜の燈火をしたって代る轟は︑

はっきりはしないが︑かなり多野の
九囲4

聲であることを感ずる︒

九伽1

聲であることを感ずる︒

はっきりはしないが︑かなり多敷の

九三10

前の草原で鳴く轟の聲である︒

九伽9

涼しい風はなささうである︒

九号7

さうなものであるQ

ぐ方角を知ることが出石ます︒

九価3 さて︑此の北極星や北斗七星
を目當にして︑其の附近を見ると︑

いろくの星の列があります︒
九価4 先づ北斗七星と其の附近にあ
おほぐま

る幾つかの星を加へて︑大熊座とい
ひますが︑

りませんから︑よく氣を附けて厭な

九㎜1 どちらも星があまり大きくあ

きんしゅんたい

いと︑はっきりしません︒

あった︒

九佃2 もらった名刺には金俊泰と
九佃4 近くの山々は︑岡と言ひたい

ある一ある
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知ると︑

九研1 誰でも︑幼い時︑母や祖母に

ひなき國艦を成して︑今日に進んで
來たのであるが︑

それがまた今日の我々を結び

附けて︑理論として㎝身一膿のやう

九柵2
にならしめてみるのである︒

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

快いゆめ路にはいったことを思ひ出
若し國語の力によらなかった

すであらう︒

九㎜4

ら︑我々の心は︑どんなにばらく

九御2 此のやさしい歌に歌はれてる
る言葉こそ︑我がなつかしい國語で
になることであらう︒

國語は︑かういふ風に︑國

國語こそは︑國民の魂の宿る

つた︒

十187

明治二十七八年戦役の時であ

十203園私には妻も子もありません︒
大尉がそれを取って見ると︑

次のやうな事が書いてあった︒

十208

し

椰子の葉でふいた至極粗末

内地人の商店や家庭では︑

十一月三日の明治節に運動

島民をやとってみる所がたくさんあ

十352国

ります︒

會があるといふので︑

十355團

小さい社殿の右側に︑玉垣を

見れば近くに流があって︑

河井君︑其の話もあるがね︑

しかし歴史によると︑

十419囹

それが皆酒だ︒

十414園

廻らした泉がある︒

十404

た男は︑すこぶるのんきである︒

ふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑秋野君といはれ

見上げながら︑残念さうに一人が言

十236園其の中に︑花々しい戦箏も 十378 ﹁︿略V︒﹂雲の低くたれた空を
サイパンは︑さすが南洋の

あるだらう︒
げんくわん

十252国

玄門口といはれるだけあって︑埠
何千ヘクタールもある平な

頭は實に堂々たるものでした︒

十285国
や

耕地は︑見渡す限り美しい甘薦畠で︑

十301國

な小屋の軒下などに︑大きな石が立
て掛けてあるのは︑石貨といって︑
ちやう

た時には︑當時の習はしとして改元

十336困そこに南洋磨があり︑椰 十425囹 かういふめでたい事のあっ

になる︒

僕等は︑機械のたくさん陳列

子の街路樹がずらりと並んで︑涼し

左に茶亭があった︒

さてい

眞赤な花の佛桑花︑赤・ 十4310 それから敷十歩坂道を上ると︑

してある間を通って︑すぐ二階へ上

窓際に蝶の標本が陳列してあ 十3310国

る︒

十101

さうなかげを作ってゐます︒
ぶつさうげ

十94

所である︒

催青2

である︒

家︒國民と離すことの出來ないもの

九柵9

て國難におもむくのも︑

九柵4 一旦緩急ある時︑國をあげ

いったんくわんきふ

ある︒

九三10 我々が︑毎日話したり︑聞い

たり︑讃んだり︑書いたりする言葉
が︑我々の國語である︒

九柵3 我々は︑國語によって話した
り︑考へたり︑物事を學んだりして︑
口本人となるのである︒

九柵4 國語こそは︑まことに我我を
育て︑我々を教へてくれる大恩人な
のである︒

九閥5 此のやうに大切な鴬語である
のに︑ともすれば國語の恩をわきま

黄・紫︑色とりぐの葉のクロトン

そこに又小さい土橋があった︒

るが︑いくら調べても僕の取ったや

水晶のやうに清らかで︑白絹

へず︑中には國語といふことさへも

十4410

などに園まれた官舎のあるのも︑此
こんちゅう

十472

しかし︑長いゆったりとした

のやうに細やかである︒

の邊でした︒

十343国

十531

うなのがない︒

十104囹昆轟室がありますから︑
参考書が見たければ︑三階

そこで調べてごらんなさい︒

老いた五兵衛に︑今まで脛験したこ

ゆれ方と︑うなるやうな地鳴りとは︑

十114圏

コロールは︑わっか八平方
とうち
粁の小島ですが︑群島統治の中心地

考へない人がある︒

九三7 中には三焦といふことさへも
考へない人がある︒

であり︑パプア・セレベス・フィリ

九欄2 かういふ所で︑たまくなつ

ピン等に近いので︑南洋群島中最も

の圖書室にありますよ︒

重要な所です︒

ちごく
かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

十122圏あった︑あった︒

ある︒

村では︑豊年を祝ふよひ祭の

そこには︑取入れるばかりに

には一向氣がつかないもののやうで

支度に心を取られて︑さっきの地震

十535

とのない無畜味なものであった︒

で佛にあった心地がし︑愛國の心が

市街は︑ガラパンにくらべ

十122園あった︑あった︒

十346困

泉のやうにわき起るのを感ずるので

﹁くろた

十124

ると︑小ぎれいで落着きがあります︒

とかげ・極書鳥の剥製まで︑店一ぽ

十547

はくせい

あるきのこや︑食用になるきのこが︑

いにかざってあるのが目につきます︒

ごくらくてう

大きなガラス箱の中に︑毒の 十3410国 珊瑚の類から︑たいまい・
自然に生えたやうに出馬てるる︒

十127

いまい﹂であることがわかった︒

﹁からすあげは﹂と

ある︒

九三5 日本人は︑日本語によって教
育されなければならないからである︒

一系の天皇をいたゴき︑世界にたぐ

九佃8 我が國は︑神代このかた萬世
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なってみるたくさんの稻束が積んで
ある︒

ある︒

十791

其の夜である︒
ちやうちん

下男淺吉の提燈にみちびか

うつ向けになった際︑刀が背
それでも︑脊骨に深くくひ込

中へ廻ってみたのである︒
せぼね

十815

あたりは眞のやみである︒

多量の出血に︑しばらくは氣

十柵6園正月の十五日まではあらう

十伽6

此の岩だらけ︑山だらけの土

地を掘割って︑海面と同じ高さに水

を通すことは︑中々出來さうにあり

かと存じます︒

そんなに長くあるでせうか︒
おほみそか

十㎜9園

ません︒

上手の水門は初から閉ぢてあ

此の雪が︑大晦日まであら

うなどとは︑とても思へません︒

其の箱が長さ約三百米︑幅下

すると︑箱の底に仕掛けてあ

第二の間門を出ると前は湖で

かすみがうら

そこを通過すると先は又湖で

島は︑其の昔︑陸に省えてみた山で
ながす

後はもう何のわけもありませ

しかし︑此の大工事の裏には︑

みだい

もと此の地方に流行したマラ

ふ西洋人の命を奪ったこともありま

リアと黄熱病が︑かつては何萬とい

十梱2

もっと偉大な仕事がありました︒

十柵9

ん︒

十㎜3

間門があります︒

湖が書きると︑そこに三段の

しろ
出しては︑潮を吹く二頭の大きな白

十伽9從って︑今︑湖上に浮かぶ島

あらうといふ大きさで︑

すが︑これは日本の業態の二倍も

聖意6

りません︒

すが︑これはさう大きいものではあ

十梛9

高くせり上げられて行きます︒

る水道から水が湧出て︑船は次第に

十桝1

ります︒

干ていの船は︑ちゃんと中にをさま

三十四米もあるのですから︑今日の

十伽9

いったと同然ですが︑

りますから︑船は大きな箱の中へは

十伽7

十川2園

十川8園私は︑どうしても正月の十
五日まであると思ひます︒

これが︑十五日まであるも
昨日夕方まではちやんとあ

のですか︒

十脳3園
十㎜4園

そこへお后からのお使があり

もう歌どころではありません︒

りました︒

十欄7

ました︒

雪は今日までありましたか︒

十佃8

それは農家の燈火であった︒

十鵬9園

残念ながら︑かう御返事申し
恐らく遠い所は晴れてみるの
であらう︑地平線の上だけが明かる

十佃3

上げる外はありませんでした︒

十㎜4
聞多はもう轟の息であった︒
兄の目は︑涙で一ぱいである︒

從︸位侯爵にのぼり︑八十

じゅいちみこうしゃく

十874

総動員である︒
やがて︑三十米もある白長須
鯨が︑全く息絶えて︑小山のやうな

かうした場所を掘割るといふ

膿を水面に横たへる︒

十槻7

ことは︑並大ていの仕事ではありま
せん︒

十三10

あったわけです︒

十佃7

である︒

十価4

一ぽいの速力を出せといふの

長須鯨を見つけたからである︒

＋冊8はるか彼方に︑代るぐ背を

﹁︿略V︒﹂それは︑しぼるやう い︒
らんぱうい

な母の聲である︒

十8310

十8210

十827

だらけである︒

十825

しかし︑満身は血だらけ︑泥

そこはいも畠の中であった︒

を失ってみた聞多が︑ふと見廻すと︑

十811

十808

む重傷であった︒

十803

十802

受けてみる怪漢があった︒

くわいかん

の自宅に蹄る途中︑暗やみの中に待

ゆ だ
れながら︑聞多が山口の町から湯田

十626 まだ西日を受けてみる屋根に︑ 十794
干してあるたうがらしが書翰だ︒

もやう

十655囹此の村に︑古いけやきの木
があるだらう︒

十705 大分しけ模様であった︒
ことである︒

十706 明治三十六年十月二十八日の

のすぐそこに︑此方をさして突進し

十719 すると︑まことに突然︑右手
て古る船があった︒
むう ら ん

ウラヂボストックへ廻航するロシヤ

十721 それは︑室蘭で石炭を積んで︑
の汽船であった︒

あった︒

十738 残ったのは︑たゴ船長一人で
かんげき

十748 それは︑全く船員の感激の叫
びであった︒

だんちやう

に︑船員は思はずはっとした︒

十753 悲痛な︑しかも威嚴のある聲

あった︒

十757 聞く人々は全く断腸の思で 十856 彼は蘭方署であった︒
ちやうじゅ

くんちょう

功績は一世に高く︑君寵はすこぶ

一歳の光榮ある長亀を終るまで︑

しゅんかん

最後の瞬間まで︑非常汽笛を鳴ら

十879

であらう︒

十8710

此の母の力であった︒

まことにありがたく尊いのは︑

によらなかったら︑三十歳の井上聞
さいご
多は︑山口在に非命の最期を遂げた

それにしても︑此の母の慈愛 十㎜10

る厚かった︒

十759 東海丸は沈没したのである︑
し績けた久田船長もろ共に︒

十765 中には︑波にのまれてしまつ
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とは︑久田船長が︑

たのもある︒
十775

かねてから其の妻に言聞かせてるた
言葉であった︒

十782 元治元年九月二十五日の夜で

ある一ある
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す︒

十目5幸ひ︑此の病氣のなかだちを
か
するものが︑蚊であることがわかつ

たので︑

とたう

十悩7園 それでこそほんたうの武士
である︒

十価2 しかし︑徒黛を組んで天下を
彼等は︑まことに中心義の者

騒がすといふことは︑重い罪である︒
十悩10園

それはかへって彼等の心で

るが︑それはかへって彼等の心であ
るまい︒

十即5囹
あるまい︒

せるのが︑佛の大慈悲であると思つ

十即7囹彼等をりっぱに國法に從は
て︑自分はわざと將軍のなぞも解か

自分はわざと將軍のなぞも

ず︑そのま＼退出したのである︒

十糊9園
日曜日の午後である︒

解かず︑そのま＼退出したのである︒

十傾4

父の言葉は︑ほとんど感歎の

どもである︒

十燭2園 若しこれをお仕置にすると
十粥7

んね︒

あなたのやうに︑旅行先か

あった人は︑一人もはいってゐませ

十爾1囹此の前︑とかくのうはさの

聲である︒

いふことになれば︑今後忠義をはげ
ます道がないであらう︒
す る と ︑ ﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑

十爾7囹

多くの人々の一致した意見であった︒

十燭3

十㎜8囹 亡君の仇を報いたのは︑義

ら︑わざく編って投票なさる方も

けっきょく

には相違ないが︑みだりに騒動を起

したのは︑結局私情を以て國法を

いや︑もっともっと感心な

あるのですから︒

十善4

夕方︑父と町を散歩した時︑

當駁した家では︑定めて喜ん
蒸氣機關が出來たのは︑二三

スチーブンソンも︑イギリス

百敷十年前の事であった︒

ものを造らうとした最初で︑今から

十旧4 これが︑そもく汽車といふ

百年も前の事であったが︑

十二6

でるることであらう︒

十帽9

いて張ってあった︒

掲示板に︑當選者の名前が大きく書

十縦8

のがあったよ︒

十爾9園

破ったのである︒

い人ではないが︑しかし理非にも明

十慨1 綱吉は︑元來情に動かされな
かるい人であった︒

十欄6 天下を騒がした者は︑たとひ
武士でも︑普通ならば打首である︒

十窟7 切腹といふのは︑どこまでも
めいよ

武士の名讐を重んじた扱ひであった︒

十㎜2 佛の慈悲によって︑助ける道
でもあらばといふ下心であったらう︒
でもあらばといふ下心であったらう︒

十㎜2 佛の慈悲によって︑助ける道

袖にくるんで助けたいのは山々であ

十柵5囹 自分とても︑彼等を法衣の

しかし︑生まれつき機械の好

の人であった︒

十籾7

きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水
ねんど
車を造って小川にかけたり︑粘土で
其の頃︑イギリスの或會社で︑

汽車を造ったりして沖しんでみた︒

十二5

ぢ

これは今から百年淘り前の事

鐵道馬車を始める企があった︒

十三7

を

僕は︑春休をハルビンの叔父

であった︒

十鵬3

右手は大和尚山で︑關東

だいをしやう

の所へ遊びに行くのである︒

十旧7囹

かつすけ

ひ
州第一の高山︑左手の岡の碑は︑乃

木勝典中尉の職死された記念碑であ
ります︒

そゴうに︑乃木義軍の詩も
しのばれるのであります︒

十鵬9医

十⁝M4僕がそれを見てみると︑
天略V︒﹂と︑後から聲を掛けた者
がある︒

息子は︑

一生けんめいに苦

十価8園昔︑母と子と二人暮しの家
があった︒

十⁝肋2圏

學したかひがあって︑りっぱな身分
になり︑いよいよ故郷に蹄ることに
十旧7

﹁あじあ﹂は防音装置がして

落着いた︑美しい形である︒

なった︒

十研8

あるので︑外の響が車内にやかまし
くは聞えない︒

奉天はまことに平な大都市で︑

たゴ北陵の松林が小高く見えるだ

ほくりょう

十㎜10

﹁あじあ﹂は︑

けである︒

十柵8

一氣に國都新

天地の榮える此の大御代に生

京に迫りつ＼ある︒

まれ合はせたのを思ふと︑一臣民で

十価1

ある自分も︑しみぐと生きがひを

昭和の聖代に生をうけた我等

感ずるとよんでみる︒

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

十価5

のどかな春の日の光の中に︑

歓喜を感ずるのである︒

あわたゴしく散りゆく櫻の花をよん

十橋9

で︑優美の極みである︒

平安時代の大宮人たちは︑か

うした心持を心ゆくまで味はつて︑

十価1

かまくら

源早朝は︑鎌倉時代のすぐ

みなもとのさねとも

都の春を樂しんだのであった︒

十備4

箱根山から伊豆山へ越えて行

れた歌人であった︒

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打

十備7

寄せてみるのが見えるといふ︑圭里の

本居宣長は︑︿略V︑我が下民

もとをりのりなが

やうな歌である︒

精神の獲揚につとめた人︑まことに

十榊4

此の人にふさはしい歌である︒

明治時代の學者であり︑歌人

瓢ちあひなほぶみ

であった落合直文が︑元旦に門松を

十榊7

明治時代の學者であり︑歌人

よんだ歌である︒

おちあひなほぶみ

であった落合直文が︑元旦に門松を

十椿7

明治時代の學者であり︑歌人

よんだ歌である︒

十榊8
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ある一ある

たら︑りっぱな愛眼になるであらう

おちあひなほぶみ

に︒

あ＼︑此の子が男であっ

であった落合直文が︑元旦に門松を

う︒

彼女は文學の天才であった

婦人としても︑まことに圓
父爲時が願ったやうに︑若

しかし︑假名文であればこ

とが出來たのです︒

其の時代の生活を細かく窺し出すこ

そ︑當時の國語を自由自在に使って︑

十一153

つたからです︒

ので︑男は漢文を書くのが普通であ

十﹇153

當時︑假名文は女の書くも

のやうな假名文は書かなかったでせ

し紫式部が男であったら︑源氏物語

十一1411

満な︑深みのある人でした︒

十一149

圓満な︑深みのある人でした︒

ばかりか︑婦人としても︑まことに

十一148

に︒

たら︑りっぱな學者になるであらう

十一142園

よんだ歌である︒

其の何ともいへぬ︑ほがらかな︑

十冊3 我等は此の歌を聲高くよんで︑

京都騨に下車して︑行く

つ㌧ましい心を味はひたいものであ
る︒

十一74
く見上げる大寺院は東本願寺であ
が

り︑其のや＼西に︑同じやうな大伽
らん

藍を見るのは西本願寺である︒

大伽藍を見るのは西本願寺である︒

がらん

十一76 其のや＼西に︑同じやうな
十﹁104 さて拝所に立って恭しくぬ
かづけば︑明治天皇は︑かしこくも
二重の玉垣の奥に鎭まりいますので
ある︒

おはらめ

十一115 やさしいのは古都の眺であ
る︒

大路小路を行く人 の 言 葉 も ︑ ︿ 略 V ︑

十一124 たまく見かける大原女も︑

ごばん

すべて優にやさしいのが京都である︒

でふ
源氏物語五十四帖は︑我が

やく
今日では外割語に繹され︑世界的の

國第一の小説であるばかりでなく︑

十一1210 町並が碁盤の目盛のやうだ 十一158
といったのは昔のこと︑近郊二十七
市町村を合はせた今の京都は︑何と

十ばかりであらうか︑白い

文學としてみとめられるやうになり
ました︒

いっても近代的大都市である︒

十一134 四條通・京極・河原町など

十一173

あらう︒

十一175

何といふかはいらしい子で

はいらしい子であらう︒

け出して來た女の子は︑何といふか

着物の上に山吹色の着物を重ねてか

に繁華が集って︑夜は電飾の輝きも
華やかである︒

十一135 一千数十年半古都が︑かう
して年々に近代化して行くのもまた
自然の勢であらう ︒

十一141園 あ＼︑此の子が男であっ

﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑見

上げた尼さんの顔は︑此の子とどこ

十一181

﹁︿略﹀︒﹂と女の子は︑さも

か似た所がある︒
十一184

門は三間になってみる︒

十﹇289特に︑此の高い塔と荘嚴な

日本に二つとない美しい塔

こ㌧に美の中心を形作ってみるので

金堂とが︑不思議によく調和して︑

ある︒

生き物をいぢめるといふ 十一295

どっしりとしたものは︑

がこれである︒

う ば
それは︑此の子の乳母であ 十一2811

くやしさうである︒

十一1811
るらしい︒

や・もすると重苦しさを以て迫るの

十一1911園

ことは︑佛様に射しても申しわけの

金堂はもちろん荘嚴な大殿

に︑此の塔はどこまでも盲撃である︒

堂であるが︑それでみて︑これも不

十一298

ないことだと︑ふだんから教へて上

外はうら＼かな春の日であ

げてあるでせう︒

十一249

君用明天皇を追慕し給ふ齢りに作ら

それは︑聖徳太子が御父

しやうとく

思議に私たちをおさへっけようとし
其の終鮎が南大門である︒

る︒

十一254

塔と金堂は︑ともすると松 十一309
の梢に見えがくれするが︑中門だけ

結晶であり︑さうして︑それが又法

せられたもので︑實に太子御孝心の

ない︒

十一268

は︑最初からありったけの美しさを

それが又法隆寺といふ美の

隆寺といふ美の殿堂を現出したゆゑ

誇るやうに︑極めてあらはである︒

んである︒

柱を年中にして軍側に入口
のあるのが︑他に例のない形であり

十一2610

十一3010

何れも︑名工鳥佛師の作と

法隆寺が約一千三百年の古

すみこ

更に推古天皇の御念持佛で
づ し
あったといふ有名な玉轟の御厨子が︑

十一326

きせき
のは︑全く一つの奇蹟であって︑

古聖美の木造建築を世界に誇り得る

き姿を其のま＼に今日に傳へて︑最

十一318

拝するのであるが︑

嚴の中に︑しみぐと慈悲の御相を

して古藝術のかをりゆかしく︑威

げいじゅつ

十一315

殿堂を現出したゆゑんである︒

ながら︑何等そこに不自然を感ぜし
めない︒

柱を巽中にして両側に入口

柱は︑すべて心中邊から下

のあるのが︑他に例のない形であり

十一26！1

ながら︑

十一272

へかけて︑著しくふくらみを持つた
門の奥行が柱間三間である

丸柱である︒

十一275

ことも︑すこぶる愛ってみる︒

如何に肚大華麗な門でも︑

奥行二間が普通であるのに︑此の中

十一277

ある一ある
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私たちの心を引く ︒

十一3210 其のすかしぼりの金物の下

年であった頃︑ふと人間の聲といふ

阿禮は︑今や天にも上る心地であっ

さうして︑長いく物語を

たらう︒

十一645

ものの不思議さに氣附きました︒

しかし︑何分にも耳や口の

讃上げるのに︑殆ど心魂を捧げつく

十一446
したことであらう︒

に︑玉轟の羽が敷並べられ︑其の美
教へる方も教へられる方も︑並大て

文字といへば漢字ばかりで︑

和銅五年正月二十八日︑今

はば我が國で最も古い書物である︒

十一674

それは︑要するに我が國初

から一千二百饒年の昔のことである︒

それは︑要するに我が國初

以來の尊い歴史であり︑文學である︒

十一679

十﹇6710

殊に大切なことは︑かうし

以來の尊い歴史であり︑文學である︒

て我が國の古傳が︑古語のま＼に残

十﹇6711

我々は今日古事記を讃んで︑

つたことである︒

言葉を通して︑古代日本人の精神を

國初以來の歴史を知ると共に︑其の

しかるに︑阿禮の語る物語 十一684

我が國の古語を︑漢字ばか

せ

ありくと謹むことが出売るのであ

い

さうして新上屋の主人に︑

んでおいた︒

眞淵はもう七十歳に近く︑

年こそ違へ︑二人は同じ學

私も︑實は早くから古事

記を研究したい考はあったのですが︑
しばふ

十一724隈

問の道をたどってみるのである︒

十一716

下に聞えた老大家︒

いろくりっぱな著書もあって︑天

十﹇712

のは︑それから数日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが出干た

十﹁7011

望がかなって︑宣長が眞淵

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

萬一お旧りに又泊られることがあっ

十一708

の人である︒

本居宣長は︑伊勢の國松阪

もとをりのりなが

りで其のま＼に書きあらはすことが︑

木﹂と書くのと同様であり︑後者は

木﹂と書くのと正斜であり︑後者は

十一686

る︒

試みに︑今日若し片上名も

長過ぎて︑警むのにかへって不便で

だが︑これでは又あまりに

ある︒

十一6511

うとしたら︑どうなるであらう︒

我々の日常使ふ言葉を書きあらはさ

平叢誌もないとして︑漢字ばかりで︑

十一655

た︒

安萬侶に取っての大きな苦心であっ

十一652

は︑すべて我が國の古い言葉である︒

十一6411

文章といへば漢文が普通であった︒

十一6410

も増して大きいものがあった︒

きあらはす安萬侶の苦心は︑それに

ところで︑これを文字に書

不自由な子供たちのことですから︑

ところが︑元來先生は電氣

﹁もの言ふおもちゃ﹂の研
ワトソン君︑すぐ來てく

無理もありません︒

十一647

しい光彩が︑金色の金物のすかしを

から︑

十一465

十一502

阿禮は記憶力の非凡な人で

きおく

れ給へ︑用事があるから︒

十一4911園

究に饒念がありません︒

十一482

もありました︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑相手にしない友達

中には其の研究をばかにし

や電信の學者ではありませんでした

十一4510

いの苦心ではありません︒

通して見られたのであるといふ︒

十一333 當時は︑形の美と相待って︑

輝かしい色彩がどんなに尊く舞され
たことであらう︒

十一335 東大門から出て東院へ行く
と︑そこに一つの神秘境があった︒

十一335 廻廊・殿堂に園まれた中庭
にある夢殿は︑我が國で一番美しい
八角圓堂だといはれてみる︒

十一337 夢殿とは︑何といふゆかし
い名であらうQ
殿斑鳩宮があった︒

いかるがのみや

十一338 もと此の地に聖徳太子の宮

けんばふ

彼が天武天皇の仰のま＼に︑
言傳へをそらんじ始めたのは︑三十

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

潮時二十八歳の若盛りであ 十一664前者は﹁クサキ﹂を﹁草
つた彼が︑今ではもう⊥ハ十近い老人

が國の正しい古傳︑つまり神代以來

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

此の人がなくなったら︑我 十一664前者は﹁クサキ﹂を﹁草
の尊い歴史も文學も︑彼の死と共に

十一642

になった︒

十一638

齢年前のことである︒

我が國の正しい古記録を讃み︑古い

十一638

あった︒

十一3310 太子は︑其の宮殿の一室で 十一635

憲法十七條を書かれ︑又佛教の研究

をせられたのであるQ

十一343 夢殿の名は︑そこから起つ
たのであらう︒

十一346 本尊観世音は︑今秘佛とし
て︑當時の太子の御託を語りがほに︑
此の堂内に安置されてるるのである︒

十一354 私は︿略﹀︑太子をしみ
ぐとしのび奉るのであった︒

ほろびてしまふかも知れないのであ

十一428 其の夜︑おとうさんも︑お

かあさんも︑口ぐせのやうに

つの方法を一しょにしたのである︒

﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二

﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑話はとだ

つた︒

十一667

えがちであった︒

十一433 此の先生がまだ十五歳の少 十﹇644 勅命の下ったことを承った 十一673 これが古事記といって︑い 十一768 緑の芝生に腰をおろして讃
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書に齢念のない學生もあれば︑自轄
車を止めて野球試合の放送に聞入つ
てるる一群もある ︒

十一769 自門車を止めて野球試合の
放送に聞入ってみる一群もある︒

市内は活氣がある︒

周團の絶壁は︑これも水際 十一㎜11 明治三十七八年戦役に︑親

さねばならない︒

王が軍艦千歳の副長として︑敵艦

十一841
からぎっしりと密林を畳み上げ︑

ノーウィックを撃沈せられたのは有

ちとせ

所々﹁しらかば﹂の立枯れが︑白骨

さんばし

淺橋にか＼る巨船は︑油圭旦
ちやう

すどや

樺太廉の所在地豊原市は︑

ちやう

樺太磨の所在地豊原市は︑
すゴや

本島第一の都市である︒

つて︑本島第一の都市である︒

廣い耕地のある鈴谷平野の中央にあ

十一梱8

つて︑本島第一の都市である︒

旧い耕地のある鈴谷平野の中央にあ

十一棚7

にでもありさうな圖だ︒

十一川3

景色であらう︒

したところは︑何と︑いふすばらしい

十一棚2此の附近から下心湾を見下

あには

名な話である︒

神の湖の意である︒

のをどるやうにあらはである︒

國立公園阿寒は︑たゴに北
其の前後けなげにも︑十人

て行く姿を見るであらう︒
こんきょ

に︑六百海里の北を望んで績々と出

乗そこくの爽動機船が︑本島を後

十一856

海道の誇であるばかりでなく︑

十一849

十一7710 一面の芝生におほはれた校 十一845
庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく
こ ＼に︑英語で﹃︿略﹀︒﹄

つて遊んでみる子供たちがあった︒
十﹇784囹

と記してある︒

十﹇808 湖上の島々も多くは密林を
負うて︑其の眺は美であり奇である︒

こ＼北千島の一角を根接地

見渡す限りは午後の静かな

十一捌8

どれもこれも︑水兵さんが

エプロンを掛けたといふ︑すこぶる

十﹇鵬7

こっけいな姿である︒

ほえる者︑叫ぶ者︑かみ合
うちは
ふ者︑ころがって羽扇のやうな尾を

十一伽2

太陽をおほひかくすといふ

振る者︑それはそれは大面である︒

十一研6

此の雲が出るといわしの大

のは︑此の事であらうと思はせる︒

漁があるといふので︑いわし雲とも

十一柵4

いわし雲より︑ぐっと大き

いひますが︑

な塊になって群生する白い雲があり

十一棚2

ます︒

十一擢5 青空に薄黒い心心がみなぎる

もくくと大きくかたまつ

ことがあります︒

たり︑又時にそれが畠のうねのやう

十一榴1

に︑天の一方から他方へ並並か連な

たまく遠くからたゴよふ 十一佃4 かうして出來たパルプは︑
やうに汽笛が聞えて來るのは︑カム

つたりすることがあります︒

氣候が寒いので毛並がよく︑

珍しいのは養狐場であった︒

陰氣でいやな感じの雲であ

曇り雲と同じく︑二千米以

十一描1

午前七時である︒

下にある雲です︒

十一備6

ることはいふまでもありません︒

十一稲5

ることはいふまでもありません︒

十一佃5 陰氣でいやな感じの弔云であ

どろくにとかされてから︑種々の
燕愛の穗波を渡る夏風に吹
かれながら︑荒野の大道を走る愉快

船はエンジンを止めたま㌦︑ 十一悩2

えんばく

紙にすかれるのである︒

内地の製紙工場に送られ︑もう一度
か︒

チャッカ沿岸へ航する汽船であらう

十一869

海である︒

十一8511

出動準備の最中である︒

とする約百隻の流し塩出漁船は︑今︑

十一808 其の眺は美であり奇である︒ 十一858

十一814 此の湖の一角の底に︑まる
たどん

一

で緑色の炭團でも敷並べたやうな
﹁まりも﹂をのぞ い て 見 る の も ︑

﹁えぞまつ﹂﹁とゴまつ﹂の

興であった︒

十一816

原始林の間に開かれた高原の道を自
さうこだい

動車で東へ走ると︑途中に蔓湖皇が
ある︒

網諸共に夜明まで潮のまにく任せ

さは︑ちよつと内地で味はへぬもの

十一8110 其の密林の傾斜が四方から 十一878
集る底に︑群青の水をた＼へてみる

るのである︒

十一脳5

つい向かふに︑ぐっと見上

ある︒

植物に︑攣ったものがある

げる程讐え立ってるるのが有明山で

十一帯8

十一伽2

十一鵬1此の岩島に︑三十萬のロッ

一匹千圓といふのがあるといふ︒

十一個9

の一つである︒

のが︑ペンケ・パンケニつの湖であ
つた︒

である︒

七月の初といふことなど︑

十一891 かうした作業が五時間も績
まんさい
いて︑一萬尾に近い漁獲に船は漏載

ゆるやかに遠く傾いて︑其の果にオ

十一829 北面は正々と北見の高原が

十一9910

ペン鳥と︑三章のおっとせいが群居

げんくわん

してみるのだから︑其の騒ぎはたい

ほん

一面また西海岸の眞岡や本

樺太の玄出口といはれる
まをか

大泊は︑

やうになった︒

したものである︒

と

斗と共に漁業の中心地で︑さすがに

十﹇鵬4

つい忘れてしまひさうであった︒

ホーツク海の煙波を望ましめるので
ある︒

十米の高所にある此の湖は︑湖岸を

十一832 摩周岳の中腹︑海抜三百五
めぐらす約二百米の絶壁上から見下

ある一ある
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み﹂の花を道端に見つけるのが樂し

十一伽9 かはい＼桃色の﹁いはかゴ
間・白馬・立山等の姿を見ないのが

て︑僕等の村はもとより︑富士・淺

さうして︑沿道所々に温泉

全く残念であった︒

である︒

十一槻9

こ＼から十和田まで十二粁︑

渓流には︑至る所瀬があり
渓流には︑至る所瀬があり

十一鵬3

瀧があり︑岩の島がある︒

年中水位に攣化がありま

瀧があり︑岩の島がある︒

所所富江を全うした大樹が︑立つた

太古其のま＼の原始林には︑

ま﹂枯れてみるのがあり︑倒れて渓

十一鵬9

むし︑草木が茂ってゐます︒

せんから︑どの島も水際からこけが

十一偽5園

十一鵬3

淵があり︑瀧があり︑岩の島がある︒

十一鵬3

淵があり︑瀧があり︑岩の島がある︒

十一鵬2

て行くといった感じである︒

まるで漢流出のものを上つ

名高い奥入瀬の黒蓋に沿うて上るの

おいらせ

十一麗5

があった︒

十一槻2

みであった︒

﹁いはかゴみ﹂の花心皿りで

そばに腰掛が幾皇かある︒

示す石があった︒

十︻俊10 や＼乏く平な所に三角嵩を
十一倣11
十一伽9
あった︒

十一伽11 どれもこれも︑すき通る程
鮮かな色であった︒

十一悩3 眞夏に櫻の満開である︒

十﹇伽1 右手に見下す斜面に丁丁く
黄色い花は︑大きいのが﹁しなのき
んばい﹂︑小さいのが﹁みやまきん
ぼうげ﹂であった︒

あった︒

十﹇伽4 其の邊から︑所々に残雪が

十一伽3 やがてそこへ登りついた僕
等は︑何といふすばらしい景色を西

十一梛8 此の大自然が展開する景観

流に横たはってるるのがある︒

の方に見渡したことであらう︒

に打たれて︑僕等は殆ど一種の興奮

倒れて渓流に横たはってる
どれもこれも︑見事なもの
まだ九時である︒

御倉半島には水際から樹木

やすみや

中山半島の西湖岸を休屋

に至る間は︑島あり︑岬あり︑入江

十一鵬11

島あり︑岬あり︑入江もあ

もあって︑釣するによく︑遊ぶによ
い︒

十一鵬11

島あり︑岬あり︑入江もあ

つて︑屈するによく︑遊ぶにょい︒
十一鵬1！

つて︑釣するによく︑遊ぶにょい︒

十一襯6囲夕やみ迫る廣い海岸通を
し

散歩すると︑あいにく風は絶えて︑
や

椰子の梢には︑そよとの葉ずれの音
もありません︒

十︻衛1国 それは山間の湖水にのぞ
な
む静かな市街で︑ちやうど日本の奈
ロリ

良を思はせるものがありました︒

見渡す限りは︑かみつく
やうな岩山で︑殆ど一木一草もない

十一衛11国

殆ど一木一草もない所に

所に港があり︑町があるのです︒

十一衛11團

海峡の掌中に︑ペリムと

港があり︑町があるのです︒

十一備9困

しかし︑行っても行って

いふ小さい島があります︒

十一柵7国

金字塔の中︑一番大きい

も︑湖水はありませんでした︒

何千年の昔の人が︑ミイ

スエズ運河の北の端にあ

うとなって︑今私たちの目の前にあ

十︻齪2国

るのです︒

る此の港には︑

十一齪6囲

マルセーユに着くまで︑あと三日し

十一榴9囲私の船の旅も︑八月五日

ドイツの有名な音燭家ベー

かありません︒

やがてピヤノの音がはたと

トーベンが︑まだ若い時分のことで

十一悩7

あった︒

十一価9

うに言ってみるのは︑若い女の聲で

止んで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささ

ある︒

其のそばにある法式のピヤ

其のそばにある薔式のピヤ

ノによりか＼つてみるのは︑妹であ

十一鵬6

らう︒

十一儒7

二人は︑不意の來客にさも

ノによりか㌦つてみるのは︑妹であ

らう︒

驚いたらしい様子である︒

十一鵬9

兄は︑むっつりとしてや＼

當惑の様子である︒

たうわく

十一塀2

と言ひさして︑ふと見ると︑かはい

十一旧3 ベートーベンは︑﹁︿略﹀︒﹂

十﹁欄10國

のは高さ百四十七米齢︑石の敷三百

十﹇鶴一

一音は

音より妙を加へ神

ベートーベンの﹁月光の

らも賓えないやうである︒

に入って︑何をひいてみるか︑彼自

十一欄1

さうに妹は盲である︒

二十萬︑底の占める面積が五百二十

大金字塔のそばには︑ス

⊥ハアールもあるといはれてゐます︒

十﹁樹5國
し

巨像もあります︒

し

髄は獅子をかたどった不思議な石の

フィンクスといって︑顔は人間を︑

何といふ美しさであらう︒

が繁茂し︑全山の木すべて自然の姿
十︻髄8

である︒

十一燭8

十一悩10

ばかりである︒

十一悩4

るのがある︒

十一偶9

を感ずる程であった︒
り立つ御影石の岩塊である︒

十一伽8 それは︑大空の一角にそ＼
十﹇伽10 今こそ︑二千七百六十三米
の最高鮎に立つたのである︒

十一伽2あの絶頂へ上る傾斜は︑少
くとも四十五度以上はあらう︒
るのかなあ︒

十一旧3囹 あんな山へ登れる人があ
十一伽9 東も北も一帯に雲がとざし
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曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十一捌1

十一柵6
昔から月程やさしい︑平和

地球の直脛は

月の世界に都があって︑そ

な氣持を與へてくれるものはありま

のは此の曲である ︒

せん︒

十一価9 それは肉眼で見るのとすつ
十一捌6

がある︒

敵を追って地上へすれく

源家の重寳首切の太刀は︑

刀は武士の魂である︒

に迫る勇敢な我が機がある︒

ゆうかん

十一搦11
十一研9

ひげきり

十一悌4

日本刀は︑たゴ切味がよい

首を打つに髪までも切れたので此の
十一旧10

名があり︑

今日私たちは︑それが死の

ある︒

此の異なる二つの鐵の重ね
柔かい鐵を刀の中心として︑

十一㈱10
である︒

しやうじやう

しかも︑日本刀の貴さは輩

此の氣品︑此の氣醜こそ︑

一昏々々精魂

ひとつち

鍛へるに當っては︑仕事場
を清浄にし︑︿略﹀︑

十一捌8

日本刀の至寳であらねばならぬ︒

十一梱4

からざる氣品にある︒

に美のみではなくて︑其のをかすべ

十一欄8

き美しい刀劒があらうそ︒

十﹇欄6

世界何れの國に︑かくの如

に︑美観は︑日本刀の持つ一大特色

かうした實用上の償値の外

酒盛を堅い鐵で包むのが最も普通で

十一鵬8

方にはいろくあるが︑

十一㎜7

を重ねAロはせて造るのである︒

折れないための柔かみを與へる鐵と

必要な堅さを持つ百錬鍛造の鐵と︑

同一の鐵で造るのではなく︑切るに

すなはち︑日本刀は全土を

ばかりではなく︑打合って折れず曲

月は︑永久に人間の心の友

生意氣なと思ふ間もあらせ

そこには︑まだ飛上れない
其の周園を︑右往左往する
つみらく

黒煙を上げて墜落する敵機

十一㈱6

らぬところに大なる優秀性がある︒

月は︑永久に人間の心の友

世界であると知っても︑やつぽり月

十一櫃1

であり︑慰であります︒

十一擢1

がなかったらさびしい︒

十﹇欄8

こで天人が舞ってみるなどは︑實に

かり感じが違って︑今に露でも滴り

富士山

美しい想像ですね︒

さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで
ある︒

十一描4 一面にざらくしたやうな
感じである︒

百粁もあるといはれてゐます︒

十一佃6 一番大きいのは︑直脛が二
十一欄1 かうした火山は︑どれもこ

高いのになると八千米

れも寄しくて︑低いのでも三百米︑

口にこそ出さぬが︑心は

であり︑慰であります︒

十一湘11

の二倍以上もあるのがあります︒

十一鵬1 富士山の二倍以上もあるの

と見れば︑はるか彼方に︑

たゴ一死報國があるばかりである︒

口にこそ出さぬが︑心は

たゴ一死報國があるばかりである︒

十﹇拗1

てん

があります︒

はん
十一欄5 月の中に薄黒い︑大きな斑
嵩のやうなものがあるでせう︒

十一柵4

とびのやうな敵の敷機︑多分戦圖機

十一欄6 あれは﹁海﹂といはれる部
分ですが︑月には水一滴ありません

しかも︑此の職闘のあひ間

であらう︒

十一欄9

人影がある︒

十一価7

でもがいてるる飛行機がある︒

十一塒6

のすごく鳴った︒

ず︑天略﹀︒﹂我が後方機關銃が︑も

十一悩7

爆撃編隊に突進する敵機がある︒

を巧みに抜けて︑こしゃくにも我が

十︻悩1

から︑海といふより平原といった方
がよいかも知れません︒

十一欄1 從って雲や︑雨や︑あらし
や︑さういった我々地球上の氣象現
象は一つもありません︒

十一柵7 月の世界では︑書はこげつ
くやうな暑さ︑夜は其の反封にひど
い寒さであらうと思はれます︒

十一㎜8 まだおもしろいことがあり
ます︒

十一柵4 もちろん︑草も木もありま
せんよ︒

若し邪悪な心があれば︑如

を打込むのである︒

日本刀の精神的意義は實に

何に切味がよくとも捨ててかへりみ

十一捌9

られない︒

十﹇梱11

平和を愛し︑美を喜ぶ我が

こ＼にある︒

十一齪7

邪をにくむ正義観とは︑まことに日

國民の優美な性情と︑善にくみし︑

をの

本刀の精神其のものといふべきであ

る︒

其の邊をよく探すと︑斧の

形をした石や︑矢じりの形をした石

十二89

かういふ石を昔の人は︑天

のかけらを見つけることがある︒
てん

狗の作ったものだとか︑雷の落して

十二92

行ったものだとか言ったが︑もちろ

やはり人間の作ったものな

んそんなことのあらうはずはなく︑

のである︒

十二93

人智の開けなかった大昔に

は︑人はまだ金属を使ふことを知ら

十二96

獣の骨で針や釣針などを作

ず︑ごく手近にある石で斧や矢じり

を作り︑

十二98

かういふ時代を石器時代と

つたのであったQ

いふのである︒

十二910

さういふ石器になると︑ず

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

十一一109

らうとしても︑ちよつと出面さうに

もないのがある︒

●
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つぼ

形をした土器や︑其のかけらが爽見

十ニー011 又壺や鉢など︑いろくの
され︑其の表面になは目のやうな模
様の附いたものなどがあるQ
湿雪ー16 當時捨てられた貝殼が今日

まで残って︑畠の上などに現れ︑私
たちの目につくのである︒

十川口19 さうして︑其の貝塚及び附

や土器などが︑たまく護見される

近から︑臨時の住民の使用した石器
わけである︒

かうした遺物を調べること

によって︑古墳の年代を考へること

十ニー57
が出彫るのである︒

元來昔の歴史を知るには︑

そこらにランプがあり︑め

上から下へたれ下るのが柳

しかし︑土地は殆ど無限に

野々と働く彼等に︑どこか

螢々と働く彼等に︑どこか

ききん

其の上︑しばく飢謹があ

ききん

其の上︑しばく飢謹があ

其の上︑しばく飢饅があ

一日の勢苦を︑美しい鳴き

いうくたる長江に最もふ

見たところ︑水面とすれす

れになって流れてみるが︑それは筏

十二257

なものである︒

重にも組合はせた︑すばらしく大き

十一一255 筏は︑たくさんの丸太を幾

さはしいのは︑筏流しの光景である︒

十二253

聲に打忘れるのである︒

十二2410

り︑洪水があり︑兵齪があっても︑

十一一241

り︑洪水があり︑兵齪があっても︑
ききん

十二24エ

らものばされなかった︒

昔から彼等に封ずる救の手はどこか

り︑洪水があり︑兵齪があっても︑

十二241

つは此の著大な自然のせみであらう︒

又︑氣の長いところがあるのも︑︻

十二2311

つは此の廣大な自然のせみであらう︒

又︑氣の長いところがあるのも︑一

十二2310

たところで追ひつくものではない︒

廣がつてみるのであるから︑あせつ

十二238

躇んで婦るのが田家の生活である︒

十一一231 星をいたゴいて出で︑月を

である︒

なかんづく壮大な天壇は外 十二219

城にあって︑老樹の梢吹く風の音も

十二ー810

なかんづく壮大な天壇は外

うらさびしい程静かな所である︒

拝納ー811

城にあって︑老樹の梢吹く風の音も

十ニー59

其の頃に書かれた物をもととして研

とうかうみんかう

うらさびしい程静かな所である︒

石器・土器を始め︑古墳な

究するのであるが︑

十ニー511

此の外︑東交民巷だの︑天
こどう

橋路だの︑黒影だの︑支那だけに攣

十ニー98

どから出る古代の遺物も尊い材料と

東選民巷とは語漏公館のあ

東岳階高とは各國公館のあ

つたものや攣った名前がある︒

る所で︑

十ニー99

なるのであるから︑

語聾ー63 今日これらのものが︑或は
しせき
博物館に保存され︑史蹟や國寳など

十一一191！

る所で︑周園に銃眼のついた壁をめ

に指定されてるるのがあるのは︑か

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地

我が國へは︑アジヤ大陸か

うしたものを永遠に保存しようとい

帯である︒

．十一一132

ら青銅器を作ることが傳へられ︑從

ふ精神であることを忘れてはならな

こ＼にはいると︑道路も︑

い︒

どうたく

十二202

又銅鐸といって釣鐘のやうな形をし

かうしたものを永遠に保存

庭園も︑建物も︑すっかり西洋風で

天橋路には露天市場があっ

しょうといふ精神であることを忘れ

よひ︑

よひ︑

どこへ行っても︑楊柳を見

がねがあり︑天ぷらのにほひがたゴ

十二205

そこらにランプがあり︑め

がねがあり︑天ぷらのにほひがたゴ

十二205

雑然と並んでみる︒

て︑日用品のありとあらゆるものが

十二203

ある︒

内外二城の界もまた城壁で
城壁の所々に城門があり︑

東︑朝陽門の彼方に遠く通

南西︑平安門の彼方に︑こ
南西︑廣安門の彼方に︑こ

十二215

枝の︑上にのびて行くのが

るのが支那である︒

の一部分で︑大部分は水面下にある

十一一218

楊であり︑上から下へたれ下るのが

といふ︒

北京には︑日壇・月下・天

単糸の祭壇があって︑歴代の皇帝が

柳である︒

十一一188

れも遠く盧溝橋があるのである︒

うこうけう

十ニー87

れも遠く盧溝橋があるのである︒

うこうけう

十ニー87

これも遠く薩溝橋があるのである︒

ろこうけう

州があり︑南西︑廣安門の彼方に︑

乱淫ー85

壮麗な櫻閣がこれを飾ってみる︒

ろうかく

十ニー72

ある︒

十ニー71

てはならない︒

十ニー64

つて青銅の劒や︑ほこや︑矢じりや︑
た器物が嚢見されるのであるが︑

十ニー38 しかし︑其の中でも︑最も
ごふん

古い時代に属するものとして貴重な
のは︑古墳と︑其の中から獲見され
古墳といふのは土まんぢゆ

る遺物である︒
十二ー310

くあるが︑
形状は丸形が普通で︑まれ

うに類する塚で︑それには大小いろ
十ニー311

特に我が國特有のものとし

に方形のものがあり︑
十一一142

周章 に は ︑ 大 て い 堀 が あ る ︒

て前方後干の古墳と構へられるもの
がある︒
十一一146

の内部は︑どうなってみるであらう

天を祭られた昔がしのばれる︒

十二回10 さて︑一般にかうした古墳
か︒

77
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十二267 最も大きな筏になると︑村
中全章が乗ってみるのではないかと
思はれる程多人敷である︒

十二2610 月明の夜など︑かうした筏
の小屋といふ小屋に︑紅緑のとうろ
うを美しく鮎ずるのがある︒

に影をうつすさまは︑垂にもかきた

十二272 とうろうの色鮮かに︑江上
いくらゐである︒
やうす

十二277 何しろ揚子江は︑︿略﹀廣
いのである︒

十二278 江口から早口までの一千粁
が揚子江の下流であって︑増水期に
は一事トン級の汽船が畳々と航行す
るのである︒

十二279 増水期には一萬トン級の汽
船が粗々と航行するのである︒

十二284 近頃は獲動機船にぼつぼと
威勢よく引かせながら︑三つ︑四つ︑
七つと列をなして下るのがある︒

十二2810 それでは︑かうした大きな
筏は︑一塁どこからくり出されるの
であらうか︒

十二293 思ふに︑湖南・貴州などの

百粁もさかのぼった所にある海のや
洞庭湖は︑︿略﹀︑かうした

うな湖水であるから︑

十二296

大意の編成にはもって匿いといった

お前は無事であったか︒

君子だつて︑困る場合は

徳のある者なら︑天が助け

も困られることがあるのですか︒

十二342
るはずだ︒

十二346囹
ある︒

ことである︒

ことである︒

お前が富貴であったら︑
孔子の理想とする﹁仁﹂

言ひ︑或者には﹁人の悪口を言はぬ

についても︑隠者には﹁︿略﹀︒﹂と

十二371園

孔子の理想とする﹁仁﹂

についても︑或者には﹁人を愛する

十二3611園

予はお前の家の家令にならうそ︒

十二366圏

いふことは︑何でもありません︒

か

かへ

あらゆる欲望にうちかって︑

さうして︑顔回なればこそ︑

なへよといふのである︒

此の最もむつかしい教を︑其のま＼

十二383

實行ずることが出來たのである︒

いろく質問もし︑それで予を啓嚢

十二392圏他の弟子は︑教について

してくれることがある︒

である︒

である︒

十二446

聲である︒

みと

ひ

君子でも困られることが

なん

それは︑楠公の碑を建てに

かうして大義名分が正され︑
みくに

しかし︑自分の氣持を知つ

十二537囹

太郎冠者あるか︒

十一一562圏 や︑よいことがある︒

くわじゃ

見ること︑聞くこと︑言ふこと︑行

るであらう︒

を纏いで必ずこれを成し遂げてくれ

てくれる子供たちや家臣の者は︑後

十二457

それは︑聞きなれた里人の

の姿が次第に明らかになって行くの

忠臣・義士の聖心があらはれ︑皇國

十二442

書の力の偉大なことに感動したのは︒

自分が江戸の屋敷で史記を讃み︑史

十一一435 何年前のことであったらう︑

行ってみる家臣からの手紙である︒

十二433

あるのですか︒

十二4110園

のである︒

子の全面をよく認めることが二十た

十二408

顔回なればこそ︑偉大な孔

けないと感じながら︑ついて行くの

十二3511園世の中に容れられないと 十二404園 結局︑足もとにも寄りつ

もするといふのが小人である︒

其の顔回が︑年若くてなく 十二348在勤ったら悪い事でも何で

場所である︒

十二309
まさに後幕者を失った者の

なったのである︒

十二311
孔子が︑弟子たちを連れて

悲痛な叫びでなくて何であらう︒

十二316
きやう

匡といふ所を通った時︑突然軍兵

に園まれたことがある︒

不幸にも︑孔子の顔が陽虎

に似てみたところがら︑匡人は孔子

十二3111

十二323園

孔子は五十異所︑甘言は一

を取園んだのである︒

十二329

青年であった︒

ひ︑或者には﹁︿略V︒﹂と説き︑或

我が身の上の危さも忘れて︑ 十二372囹 或者には﹁︿略﹀︒﹂と言
孔子は年若い顔師をひたすらに案じ︑

者には﹁むつかしい事を先にするこ

十二331

又︑顔回はこれほどまで其の師を慕

何れも﹁仁﹂の一部の説明

とである︒

一法︑徳の修つた君子で

ふこと︑一切諸節に從ひ︑禮節にか

弟子たちの中には︑ぶつ 十二381 朝起きるから夜寝るまで︑

禮を實行ぜよといふのである︒

十二377

仁である︒

十二375養鯉に克って禮に復るのが

ある︒

で︑其の行ひ易い方面を述べたので

十二374

つてみたのであった︒

ちん
それから敷年たって︑陳・
あいにく此の地方に戦齪が

藥の厄があった︒

さい

十二333
十二335

あって︑道ははかどらず︑遂に糧食

奥地から出る材木が︑それぐ其の
地の流によって此の湖水に流され︑

困難に際忘すると︑自ら人

が煮皿きてしまった︒

十二3311園

く不平をもらす者があった︒

十二3310

の心がわかるものである︒

十二338

こ＼で大きな筏に組まれるのであら
う︒

十二294 洞庭湖は︑上海から千二三
百粁もさかのぼった所にある海のや
うな湖水であるから︑

十二294 洞庭湖は︑上海から千二三

ある一ある
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十二562園 これにからかさがあるか
ら︑これを費ってやらう︒

十二568園 こ＼に御主人の書附があ
るによって︑それに合ったらば買ひ
ませう︒

るによって︑すべすべ致す︒

十二576圏 とくさをかけて磨いてあ
十二595圏 主人といふ者は︑きげん
のよいこともあり︑悪いこともある︒

ま

で車艦は上下に激動するが︑かねて

十二962 ﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑ま

十二9510 出町するのである︑自分は︒

頭上には︑乾の小天守︑西

鍛へに鍛へた我が腕︑射撃は正確で

十二691
ある︒

をぢさんが負傷したのは︑

ある︒

上は天皇の御製を始め奉り︑

かく上下を問はず︑國民一

長歌の中によみ込まれた次のもので

れる歌は︑武門の家大伴氏が上代か
やかもち
ら黒影へたものとして︑大伴家持の

十一一9611 萬葉集中︑最も古いと思は

べきである︒

いふのは︑我が若色性の特色といふ

般が事に逸れ物に感じて歌をよむと

十二968

萬葉集である︒

約四千五百首を二十巻に牧めたのが

當時の殆どあらゆる階級の人々の作︑

十二966

をあらはした︑りっぱな歌である︒

ことによく國民の本分︑軍人の覧悟

ちを足もとにも寄せつけないといつ

右の方では︑敵戦車目がけ

味方の損害も相落はあらう
味方の損害も相當はあらう

をぢさんの答は︑どこか軍

何といふ痛快事であらう︒

我が機械化部隊の一せい追

十二854

十二896

人らしいところがある︒

十二878

撃である︒

十一一852

が︑勝利は信念にある︒

十二842

が︑勝利は信念にある︒

十二841

敢な我が職車がある︒

て鋼鐵の膿遣りをくらはせてみる勇

十一一8310

の小天守及び大天守が︑︿略V︑私た

外観五層の大天守は︑内か

たかつかうである︒

十二697
大手の門は南を固め︑から

ら登ると七階であった︒

十二709
め手の門は北東を押さへてみるが︑
此の城の要害はむしろ西にある︒

いざといへば︑これらの小

たいはん

中國・西國の大藩を目の上

ことに故あることと考へさせられる︒

さうして︑こ＼まで來ると︑ 十二978 ﹁︿略﹀︒﹂といった意味で︑

其の時であった︒

十二904

まことに雄々しい歌であり︑忠勇の

東の野にかぎろひの立つ

ぬ

忠勇の心の躍動した歌であ

きまったやうにをぢさんは涙ぐむの

る︒

十二984

あ

き

文武天皇がまだ皇子であら

やまと

東西の美しさを一首の中に

せられた頃︑大和の安養野で狩をな

十二984

人麿の歌である︒

見えてかへりみすれば月かたぶきぬ

ひんがし

十二979

り立つ天守閣は︿略﹀飾磨平野に浮

招魂社の前へ來たので︑石

近づきながらよく見ると︑

をぢさんこそ︑脚がわる

さった︒

よみ込んだ︑まことに調子の高い歌

今日以後は︑一身一家をか 十二989

紀伊國へ行幸の御供をした

へりみることなく︑天皇陛下の御楯

十二992

となって︑いやしい身ではあるが︑
雲容するのである︑自分は︒

である︒
きいの

十二9510

いのに大攣ぢやありませんか︒

十二9210圏

正一君親子であった︒

十二9111

前で今恭しく拝んでみる人がある︒

段を登って参拝しようとすると︑神

十二9110

正一君が婦つたのである︒

心の躍動した歌である︒

まことに姫路城は︑我が國

まことに姫路城は︑我が國

地面がでこぼこしてみるの

十二906

である︒
る︒

十二728

十二731

き國寳である︒

城郭建築の梓であり︑世界に誇るべ

十二7211

も堅固な城であった︒

しかも姫路城は︑當時の最

かぶ一大戦艦を思はしめるものがあ

らぬ密林におほはれ︑其の上にそ＼

十二726

をの
三條の堀を廻らし︑斧を知

こ＼に金城鐵壁を築かせたのは︑ま

のこぶと見た家康が︑輝政をして

十二717

の護となるのである︒

山がすべて出城となって︑此の城郭

十二596園 主人といふ者は︑きげん 十二714
のよいこともあり︑悪いこともある︒

十二601園 大儀であった︒

十二616圏 とくさをかけて磨いてあ
しらさぎ

るによって︑すべく致します︒
十二643 まことに白鷺城の名にそむ
かぬ美しい姿である︒

十二657 さうして︑此の齪舞を一層
美しくするものは︑前景にそ＼り立
つ二本の松である︒
ざ

がたれた矢狭間・ 鐵 砲 狭 間 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

や

十二671 さうして︑其の塀や櫓にう

しか も ︑ 道 の 行 手 々 々 は ︑

私たちを見下すのである︒
十一一678

すべて嚴重な門である︒

十二679 門をはいると︑多くはそこ
さうして︑激しく押合ひも

に廣場がある︒
十一一683

城郭建築の梓であり︑世界に誇るべ
新づけの白菜︑

み合ふ彼等の足もとには︑意外にも

朝飯

き國寳である︒

十二834

何といふみづくしさであらう︒

十一一791圃

深い谷底が口をあけて待ってるるの
である︒

無帽に道が曲折する︒

十二688 敷歩にして門があり︑殆ど
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十二槌6 ﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑

時︑赤人が作った歌である︒

美しい光景を眼前に見るやうにお歌

ある︒

十二998 ひたくと寄せる潮の静か
ひになってみる︒

萬葉集の歌は︑まことに雄

大であり明朗である︒

十二撹9

雄大であり明朗である︒

るやうに︑萬葉集の歌は︑まことに

以上墨げた歌でも大膿わか

な音︑鳴きながら飛んで行くつるの

山上興国の作である︒

十二湿9

羽ばたきまでが聞かれるやうな感じ
のする歌であるQ
十二9911 をのこやも空しかるべき萬
代に語りつぐべき名は立てずして
やまのうへのおくら

けんたうし

十二欄1 群賊は︑遣唐使に從って支

うQ

十二佃6園思ふに佛の御言葉であら
それも前半分で︑まだ後
修行者は︑どこまでも眞劒

の半分があるに違ひない︒

十一而7園

であった︒

十二麗11

あの恐しい形相から︑どう
してこんな聲が出るかと思はれる程

十二榴9

がある︒

テームス河のほとりに堂々

たる國會議事堂があり︑其の近くに

十二伽3

其の近くにウェストミンス

ウェストミンスター寺院がある︒

十二㎜4

建物の偉観は前者にあらう

ター寺院がある︒

十二伽5

建物の偉観は前者にあらう

が︑歴史ゆかしいのは後者である︒

十二伽6

十一一伽7 そこには︑イギリスが生ん

が︑歴史ゆかしいのは後者である︒
そこにほんたうの悟の境地

學者・嚢明家等の墓が一歩一歩に存

中でも︑市長公邸と︑取引

全く息づまるやうな光景で

ロンドンには︑大英博物館

︿略﹀などを︑さながらに知ること

る︒

芝生を傳ひ木の下道を傳ひ︑

しばふ

失はぬ︒

よし日曜日の午後であって

パリーに來て嬉しいのは︑

のある廣場があり︑

十一一伽3 又︑並木の美しい大通を眞
ふんする
直に走ると︑其の一端に噴水や花壇

すっきりした街路である︒

十二酸3

とが出果るのである︒

影を見ない自然郷をさへ探し出すこ

十二捌11

大公園の奥へはいると︑人

も︑公園はいうくたる自然の趣を

十二梱9

うくたる自然の趣を失はぬ︒

日曜日の午後であっても︑公園はい

これだけの廣さがあればこそ︑よし

十二捌8

さうして︑これだけの数と︑

歩いても公園の端を見ないことがあ

池のほとりをたどりながら︑敷時間

十一一梱7

在し︑

だ翌翌ある政治家・學者・詩人・文

書終ると︑彼は手近にある

美しい聲である︒

十二価7

十二⁝川8

の人々が雄大明朗の氣性を持ち︑極

それは︑要するに我が古代

めて純な感情に生きてみたからであ

十二皿11

あるが︑人間に封ずる愛の心に富み︑

る︒

那へ渡ったこともあり︑元來學者で
其の方面で特色ある歌を多く残して

其のてっぺんから身を投じ

木に登った︒

十二価9

て︑今や羅刹の餌食にならうといふ

かういふ遠い昔に︑古事記

と共に此の萬葉集を持ってるること
せっせん

所は雪山の山の中である︒

つて︑

もけい

世界的名作・標本・模型等

を始め︑大きな博物館や美術館があ

十二佃5

ある︒

十二佃11

らう︒

は︑ロンドン第一の交通の難所であ

所と︑イギリス銀行とが取園む廣場

十二冊4

日のお繹迦様であった︒

しゃか

ぢに道を求めて止まなかったありし

此の修行者こそ︑た窟一す

のである︒

十二佃1

病人が良藥を得︑尊者が清

十一一宙4

は︑我々日本人の誇である︒

十一而4

みる︒

十二柵1 元町學者であるが︑
十二欄2 人間に封ずる愛の心に富み︑
其の方面で特色ある歌を多く残して
みる︒

十二佃6

冷な水を得たのにも増して大きな喜

十二㎜5 いやしくも男子と生まれな
がら︑萬代に傳ふべき名も立てずし

無常は生ある者のまぬかれ

びであった︒

無常は生ある者のまぬかれ
若しあれが佛の御言葉であ

此の羅刹の聲であったら

十二伽2

が出來るのである︒

の陳列によって︑我々は世界の歴史︑

よ︑悪魔にもせよ︑佛の御言葉とあ

よし︑相手は羅刹にもせ
れば聞かねばならぬ︒

十二m3囲

うか︒

十二佃6圏

てはならない︒

れば︑其の後に何か厚く言葉がなく

十二佃11

ない運命である︒

十二佃10

ない運命である︒

十二佃9

て空しく死すべきであらうか︒
十一一㎜5此の歌は ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と い ふ

のであって︑後人をして奮起せしめ
るものがある︒

十二柵6此の歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

のであって︑後人をして奮起せしめ
をぬのおゆ

るものがある︒

小野老の歌である︒

じょめい

十二㎜11

十二撹1 野明天皇の御製で︑長歌と
しては短いものの一つである︒

十二腿2 大和の國には︑群がった
山々があるが︑

十二撹6 大和は︑りつばなよい國で

ある一ある

80

ふんする

十二窩3 其の一端に噴水や花壇のあ
る丁場があり︑

は︑今博物館と美術館になってみる

十二悩3 昔の王宮であったルーブル

が︑

十二伽7 イタリヤを旅行してみると︑

十二㎜2

十二㎜7

かう込入ったことになると︑

かなり正しい嚢一日である︒

今渡りつ＼ある長橋によつ

言葉はしどろもどろである︒

十二欄10

さうして︑彼方には︑おと

てのみ︑ベニスは陸と績いてるる︒

十二梱2
ぎ話の國の都を思はせるやうな圓屋
根や尖塔の登える水の都が浮かんで

どこか日本に似たところがある︒

十二伽9 特に空と海とが朗かである︒

新興の意氣は︑ベルリンに

見えるのであった︒

十二梱5

十二伽4 ゼノアにはコロンブスの家
がある︒

ドイツ人はどこまでもきれ

來て更にすばらしいものがあるのを
見た︒

らん

が
十二櫛8 ローマには世界第一の大伽

藍といふセントピーター寺院や︑
十二槻6

十二榴11

もちろん散歩を目的とする

近代科學を家庭生活に磨用

者もあるが︑

十一一榴2

い好きである︒

ローマ法王のバチカン宮殿があり︑
昔のローマの遺跡がある︒

十二伽9 ローマにはく略V︑昔の
ローマの遺跡がある︒
ごしま

其の上で︑一番孝行の心

ある者に︑最大の恩恵を與へるであ

十二鵬11纒
らう︒

十二摺4圏此の世の中にある何より

る︒

十二価2 例へば︑民法に﹁︿略﹀︒﹂

ほんたうにさうした不法行

と規定してあるが︑

十二価4

若しあったとすれば︑

爲があったかどうか︑

十二価4

も︑どんな尊い寳よりも︑いや︑私
自身の命よりも︑父上を大切と存じ

どのくらみの損害賠償をさ

十二価8 又︑例へば刑法に﹁︿略﹀︒﹂

ならぬ︒

せるのが暗事であるかを判臨せねば

十二価5

茂った森林︑幽豆かな平野︑

ます︒

十ニー310園

魚に富む川︑廣い牧場のある此の境
域の領主と︑そなたをするのだ︒

やら見畳えのある方のやうだが︑は

今問題になってみる人が︑

といふ規定があるが︑

十二価9

十二欄11園私は︑此の心にあること
を口に出して言へないのでございま

どうか︑

席は殆ど漏員である︒

つきりせぬ︒

ほんたうに犯人であるとし

どの程度の刑を當てるのが

其の判噺決定が裁判であっ

其の判闘決定が裁判であっ

だいしん

裁判所には︑厘裁判所・地

こうそ

かういふふうに︑二回まで

さうして︑刑事裁判では︑

検事が立會ひ︑又人民中から選定さ

十ニー36

る︒

つまり裁判を念入りにするためであ

上訴し得るやうになってみるのは︑

十二研4

があって︑

方裁判所・控訴院・大審院の四階級

十二欄6

現されるのである︒

て︑國法の趣旨は︑これによって實

十二燭2

て︑

十二価11

適當であるかを決定せねばならぬ︒

十二価10

たら︑

十一一価9

ほんたうに殺人事件の犯人であるか
弓は引きしぼってある︒

す︒

十二糊6園

十二衛6園わしには︑まだもう一人
さうあるべきぢや︒

の娘がある︒

十二備3囹
十二帽11園

それがりヤ王であった︒

か

することに力める彼等が︑一面には

十二柵12

はて︑お前さんは︑どう

十二伽11 好風景を以てた＼へられる

ナポリは︑我が漸々島市の景色に似

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの

十二棚5園

お＼︑神々も御照覧あれ︒

通ったところさへあった︒

である︒

十二悩4

其の食卓に空席があったの

十二伍5 ミラン・ローマ・ナポリは︑
古都としてよりも︑現代都市として

十二悩6

そ
此のやうに︑人々相互の訴

た場合に︑

乙が其の犯人ではなからう
かういふのが刑事裁判であ
裁判は︑要するに製法の規
定を實際問題に當てはめることであ

十二餌11

る︒

十二楓9

かといふ疑のある場合に︑

十二餌4

訟をさばくのが民事裁判である︒

しよう

十二悩1

かういふ法律上の孚があっ

最近の活動にめざましいものがある︒

一番孝行の心

十二⁝⁝⁝5
である︒

きんちやう

其の食卓に空席があったの

十二伽2 國蒸すべてが緊張したの

十二悩6
である︒

静かな旋律である︒

である︒

十二伽4 フローレンスにイタリヤの

十二価6

﹁荒城の月﹂が︑二十を堅

せんりつ

古美術をたつねてから︑ベニスへ向

十二価8
た︒

らう︒

ある者に︑最大の恩恵を與へるであ

十二燭10囹

其の上で︑

してゆるやかに流れ始めたのであっ

かはうとする汽車中のことであった︒
成 皿 で あ る こ と は聞いてみたが︑

十二伽2 今︑各國で日本語の研究が
十二伽4 ヨーロッパに來て︑外國人
に日本語で話しかけられたのはこれ
が始めてである︒
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ばいしん

れた十二人の陪審員が︑事實の判断
又︑辮護士といふものがあ

にあっかる場合がある︒
十一一塀7

つて︑民事裁判では︑原告・被告の
附添人又は代理人として其の主張を

つきそひ

助け︑刑事裁判では︑被告人のため
に辮論ずる︒

十二儒1 裁判について誰でも心得て

りがたいものがあるだらうか︒
地上のあらゆる生物は︑此

の熱︑此の光のおかげに生きてみる

十一一個1

月は死の世界であるといふ

のである︒

十二捌1
太陽こそは︑あらゆる生命

ことを︑私たちはすでに知った︒

十二捌3
あらゆる生命の源泉である

の源泉なのである︒

十一一捌4

だけに︑それは又實に偉大な存在で

おくべきことは︑民事裁判では︑裁
ある︒

直脛凡そ百四十萬粁もある

それは又實に偉大な存在で

判できめられたことに服從すること

十二捌5

であり︑

裁判について誰でも心得て
ある︒

十一一柵2
おくべきことは︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 刑 事 裁 判 で

十二個5

今かりに其のま＼そっくり

移して︑地球を太陽の中心に置くと

十二個10

一大火球だといふ︒

は︑有罪の判決が確定する前に︑み

︿略﹀などは非常に大切な

だりに人を犯罪者扱ひにせぬことで
ある︒

十一一儒6

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ
である︒

ことである︒

十二柵10 此の世を不道理や罪悪の行
ちつじょ

はれない︑平和な秩序正しいものに

此の大きな太陽が︑私たち

十二旧7夏の日の熱さから考へてみ
てもわかるやうに︑太陽から出る熱
量はすばらしいものである︒

太陽其のものの温度は︑表

面で約六千度︑内部はもっともっと

十二㈹8

濃い色ガラス︑又は黒くい

高熱である︒

十二悩3

ま

日本が生んだ敷心界の偉人

らしいものがあるのである︒

に︑關孝和といふ人があった︒

十二鵬1

き そ

二百敷十年の昔に出て︑日

本の直証︑即ち和算の基礎を確立し

十二柵2

和算といへば︑或はそろば

た人である︒

十二欄4

んによる算法のことだと考へる人も
ご

ぶしたガラスを通して太陽を見ると︑

しかし︑孝和は決してそろ

あらう︒

ばんを考案した人でもなければ︑そ

十一一欄5

表面に黒い胡麻粒のやうなものが見

それが太陽の黒鮎と呼ばれ

えることがある︒

ろばんの達者であったからえらいと

十二悩5

るもので︑見たところ胡麻粒のやう

支那では︑古來算木といふ

いふわけでもない︒

れ︑

さうして︑それが日常の計

何時の間にかそろばんのみが用ひら

算に非常に便利なものであったため︑

十二伽3

が︑

開立等の算法を行って來たのである

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十二価9

だが︑實は地球より大きいのがあり︑

時には地球の十数倍に達す
太陽のやうな三輪は︑たゴ

るのが現れることがある︒

十二悩6
十一一悩9

一つあるだけであらうか︒

太陽のやうな天膿は︑たゴ
一つあるだけであらうか︒

十二悩9

かりに︑太陽をもつともつ

が用ひられ︑算木によるむつかしい

十一一樹5 何時の間にかそろばんのみ

と遠い所で見るとすれば︑結局はあ

十二価1

る小さな星と同じものになってしま

の夜の空に銀の砂子をまいたと見え

の住む地球から見ると︑大運月と同

十二撹10

じ大きさに見えるのは︑いふまでも

することが其の目的である︒

なく︑太陽が月より非常に遠い所に

若し裁判がなかったとした

つまり太陽は︑夜の空に無

さうして︑其の中には太陽

そろばんをもまた我が戦國

時代には︑すでに輸入してみたので

十二研8

あった︒

叛意は全然忘れられてしまったので

ら︑人々相互の孚が果しなく行はれ

十一一籾1

十二価7

数に輝く星の一つなのであるが︑

十二塒3

ふであらう︒
あるからである︒

太陽が月より非常に遠い所
一時間三百粁の速さで飛ぶ

あるが︑彼の國のやうに︑算木によ

十二塒3

にあるからである︒

十二齪10

て︑力の強い者が勝ち︑わるがしこ
い者がまぬがれることになるであら
う︒

より小さいもの︑太陽とほゴ同じ大

十二欄4 若し又︑裁判が公平に行は

飛行機に乗って行くとしても︑ざつ

十二柵1

我が國の敷學は︑江戸時代に出た關

此の方法から導き出された

れぬとしたら︑せっかくの國法も償

又太陽の敷百倍といふすば

た︒

る方法を捨ててしまふことはなかつ

又太陽の敷百倍といふすば

きさのものもあるが︑

十二塒8

らしいものがあるのである︒

十二価8

と五十七年かかるわけである︒

これ程遠い所にありながら︑
つてくれる︒

太陽は私たちに十分な熱と光とを送

十二塒4

値を失ひ︑我々は安心して生活する
ことが出來ないであらう︒

十二欄8 私たち人類にとって︑否︑
すべての生物にとって︑太陽ほどあ

あるいは一あるいは
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たとへ︑慶喜に不臣の心が

法術の背景があり︑敷込の長い歴史

なかったとしても︑朝敵の名をかう

十二㈱10

孝和の天才によって︑世界的水準に
があったからで︑むしろ當然の道を

た︒

十二㎜10

十二欄4

しかも︑此の御降嫁による

宮には︑此の爾三年︑御涙

宮は︑御心に深く決し給ふ

官軍は今や潮の如く東へ寄
徳川の家は︑まさに風前の

せつ＼ある︒

十二欄3

ところがあった︒

十二鵬11

局江戸百苗円の市民を救ふことであるQ

徳川の家を救ふことは︑結

の乾くひまもない御身であらせられ

十二糊4

であった︒

公武一和の望は︑ほんの束の問の夢

十二鵬1

とである︒

ぎ給うたのは︑當時から七年前のこ

宮がく略V︑病前家茂に嫁

まで高められたのであった︒

まことにぜひもないことで
しかし︑和算にかくも嚢揮

十二研11

むるのは︑けだし蓋然であった︒
いへもち

ひとり我が孝和に至っては︑

敷學の長い歴史があったか

進んだものといへる︒

十二㎜3 算木といふのは︑長さ四五
十二捌5
らで︑

糎ぐらみの四角柱の木である︒

十二欄8 これを種種に並べ︑又攣化
十二梱8
西洋の敷學・學術と何等關係する所

させることによって︑大きな数や式
をあらはし︑かつ演算することが出
開いたのであって︑まことに文化史

なく︑ひたすら和算に掲自の天地を

十二靭3 かうして︑彼は先づ支那傳
上の一大偉観であるといはねばなら

來たのである︒

來の算木による方法を︑紙に書きあ
まことに文化史上の一大偉

ぬ︒

あった︒

十二櫃9

観であるといはねばならぬ︒

十二吊9

らはす筆算の方法に改めたのである
が︑

十二㎜10 貼窟術は︑要するに筆算に
よる代数學であって︑

十二欄1 鮎予言は︑要するに筆算に
十二槌10

された日本人の天才と錬磨があった

よる代帝徳であって︑これによって︑
ればこそ︑

しかし︑和算にかくも獲揮

つた高い域にまで進むことが出來た
十二冊1

支那の敷畳が未だかつて及び得なか
のである︒

された日本人の天才と錬磨があった

燈火であった︒

ればこそ︑我が國人が西洋の敏學を

たのは︑たゴ宮の御使藤子だけであ
宮の御文は︑實に言々血涙

無事京都に着くことの出來

代数の演算が自在に行はれるのは︑

十二欄3 當時の西洋を除けば︑かく

容易に征服して︑急速の進歩を成し

十二園8

それは全く義を立て︑理を

それは全く義を立て︑理を

當時欧米の強國は︑ひそか

おうべい

られぬ宮の御文の力であった︒

盛くし情を述べて残るところあらせ

十二醍8

られぬ宮の御文の力であった︒

墨くし情を述べて残るところあらせ

十二繊8

の御文章であった︒

十二欄！1

十二㎜9

ひとり我が國のみであった︒

つた︒

すでに大政を奉還した彼に︑
逆心などあるべきではないが︑しか

十二商9

遂げたのであった︒

十二柵7 かういふものは︑もちろん
彼以前支那にも日本にもなかったと
ころである︒

朝臣の中には︑︿略﹀とす

何事も時勢であった︒

し何事も時勢であった︒
十二鵬10

十二梱希いはゆる微分・積分は︑孝
和とちやうど同じ時代に︑イギリス

十二鵬3

焦々相打ち相激して遂に砲
敗れたのである︒

火を交へ︑しかも徳川方がもろくも

十二鵬8

る硬論がある︒

のニュートン︑及びドイツのライブ
ニッツによって創始された高級の敷
學である︒

のを生み出したのには︑西洋諸國の

十二捌5 しかし︑彼等がかういふも

思へば︑まことに危いこと

に我が國をうかゴつてみたのである︒

であった︒

十二悩2

十一一悩6 かう考へると︑宮は一女性

の御身で︑徳川の家を救ひ︑江戸市

民を救ひ給うたばかりか︑危き日本

えい

の運命をもお討ひになったと言って︑

決して過言ではないのである︒

あるいは ﹇或﹈︵副︶5 或は

垂館などもたくさんあって︑にぎ

ぐわくわん

六書1囹此の観音様のそばには︑映

やかな事からいへば︑或は東京︸か

百人中九十九人まで干れば︑

も知れない︒

或は自分も生きてみるかも知れぬが︑

十771園

さもなければ蹄らぬものと思へ︒

若し彼の地に行かば︑人に怪しまれ︑

十一9511図園 顔かたちの異なる君︑

あなたのお附の者の齪暴

或は一命も危からん︒

に封して︑或はお小言が出たかも知

十二柵11園

和算といへば︑或はそろば

れませぬが︒

んによる算法のことだと考へる人も

十二価3

あらう︒

大言試みに右回の馬を追落

あるいは ﹇或﹈︵接︶11 或は

したるに︑或はころびて出る﹂もあ

八654図

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

大將試みに敷匹の馬を追落

したるに︑或はころびて呵る﹂もあ

八655図

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒
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あるきつづける一あるく

岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

十重10図 進むに從ひて現れ篭る奇
或は深き岩穴を作る︒

﹇歩回﹈︵五︶3

やうやく鎌倉に着きました︒
あるきまわ・る
︽ーッ・ーリ︾

歩き

いにほひがして來ました︒

いてるますと︑どこからか︑よ

た︒

まさへあれば方々の織場を見て習い

下へ下りると︑胸の所に足の

やうなものがあって︑それでのこ

だれかが︑その中へせんべい 八備9

を一枚投入れますと︑象は︑のこ

五403

く歩くから不思議です︒

これはどうしたことか

くと歩いて行って︑長い鼻をのば

三伽1

まはる 歩き廻る

して︑浮いて居るせんべいを拾ひ上

十餌10図 進むに從ひて現れ留る奇

ゆめのやうに︑あちらこちら

と︑浦島は︑箱をか＼へながら︑

だから歩く時︑あ＼いふ風

ぜっぺき

町々を通ると︑まるで絶壁

の底でも歩いてみるやうな氣がしま

九589困

不思議はないのだよ︒

えるが︑あれは胴なのだから︑別に

に頭が傾いて︑へんなかっかうに見

八描4園

に傾けながら進みます︒

の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横

岩や砂の上を歩く時は︑八本

岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

げました︒

が居ませんので︑おどろいて方々さ

と︑らくだの足あとがつゴいて居る

大國主のみことが︑出雲の海

す︒

のに︑人の足あとが見えません︒
いつも

岸を歩いていらっしゃいますと︑波

や

じらう

彌次郎と北八は︑江戸を立つ

つち

四陸掘を歩いてみると︑大原

しば

九悩3

耀い飛行場に下りて︑羽衣を

大地を躇みしめて歩いてみる︒

くQ

島民が︑椰子の葉であんだかごをさ

其の下を︑でっぷり太った

失った天女のやうに︑とぼくと歩

九型9

歩いてゐます︒

梯子や︑其の幾何でも頭にのせて士買

はしご

女たちが︑柴や︑すりこ木や︑槌や︑

忍辱9

目の夕暮に︑小田原に着きました︒

たり︑馬に乗ったりしながら︑二日

て︑東海道を歩いたり︑かごに乗つ

九悩1

歩くでせう︒

さうして︑りっぱな乗馬にな
やうく
り︑軍人さんを乗せて︑意氣揚々と

九旧6
その間を︑私たちは︑書は暖

下に置くと︑飛べないので︑

ぜいくわんこうない

萬國橋を渡って︑税關構内
其の広大將は︑江戸から大阪

其の中に織機の改良を思ひ立ち︑ひ

八822 初め大工として働いて居たが︑ 十339國

に歩いて行った︒

まで︑馬やかごに乗らず︑両親と共

七七8

の廣い道を歩きました︒

七燭5

たら小さなかれひでした︒

裏がぬるりとしたので︑おさへて見

淺い水たまりを歩くと︑足の

地面をはって歩く︒

六245

浮かべながら︑ゆっくり歩きました︒

な日に照らされ︑夜はきれいな月を

五723

こっちへ近寄って來ました︒

の上に︑何か小さい物が浮かんで︑

五575

八備6

或は深き岩穴を作る︒

と歩きまはりました︒

十一595星野の爾日の戦に︑敵艦の

がして歩きました︒

五478忠愛がさめて見ると︑らくだ

に︑あっちこっち歩き廻ったり︑一

職人たちは︑これまでのやう

つ所に大勢寄って︑むだ話やむだな

七806

撃沈せられ或は捕獲せられて︑三十

大部分は︑我が艦隊のために︑或は

八隻の中逃れ得たるもの巡洋艦以下
仕事をしたりしなくなった︒

ある

ミンナガ︑ゲンキヨクア
ハヒヲザルニ入レテ︑

五498囹私がさばくを歩いて居ます

敷隻のみ︒

した︒

アルク

︽ーイ・ーキ・ーク︾←うり

﹇歩﹈︵五︶3一

ら︑京都の町を見物して歩き廻りま

十一595図或は撃沈せられ或は捕獲 風雪2 二人は長い梯子をかつぎなが
せられて︑

ある・く

十一974図 土人等︑林藏を珍しがり
て他の家に伴なひ︑多敷にて取辛み
く

歩く

つ＼︑或は抱き或はふところを探る︒

三414

君らの背中の上を歩
の陸まで並んでみたまへ︒

いて︑かぞへてみるから︑向かふ

四941園

がらあるいてゐました︒

牛若丸が︑ふえを吹きな 七108

﹁︿略﹀︒﹂ト︑イッテアルキマシタ︒

一一917

ルイテイキマス︒

一176

あるく︒めぐりあるく

十一975図或は抱き或はふところを あるく・であるく・とびあるく・ねり
探る︒

十一一162 今日これらのものが︑或は
しせき
博物館に保存され︑史蹟や國寳など
に指定されてるるのがあるのは︑

十二掴7 裁判所は︑楡事の主張と︑
被告人たる乙の雷丸とを聞き︑謹人
其の他の謹壕を取調べた上で︑或は
有罪の判決を下して刑を言渡し︑或
は無罪の判決をする︒

十二樹8 或は有罪の判決を下して刑
を言渡し︑或は無罪の判決をする︒

四五4 方々のへやをまいて歩
くと︑妹や弟が︑後からつい
て來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大さわぎを

﹇航続﹈︵下一︶1
︽ーケ︾

歩き績ける

あるきつづ・ける

けしきに見とれながら歩

して豆を拾ひました︒

四撹6

八409 二人は野を過ぎ山を越え︑な
れない道を一月蒙りも歩き助けて︑

あるける一あれ
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げて︑いういうと歩いてゐます︒
す︒

な︒

大きなからだのわりに︑目は

ねぢは︑これ等の道具や時計

を︑あれこれと見くらべて︑あれは

九255

何の役に立つのであらう︑これはど

五394

んな所に置かれるのであらうなどと

通信紙をつめたアルミニウム

小さくて︑あれでも︑下に落ちて居

八758
の管を鳩の右足に取附けた兵は︑し

十樹7 此の時出來上ったのは︑荷車
に蒸氣機關を装置したやうなもので︑

せみの代りに︑あれを取らう
きっと︑あれが取ったので

あれが無いと︑町長さんの

さてく︑金なければせ

あれからなほ航海を績けて︑

シスコに着きました︒

言ったのを︑

町のいとこが

あれ程ほしいと

十688圃

こうしゅれい

つ

あれは公主嶺で︑昔︑ロシ

別れ

其のま＼に

曲だ︒

あれを聞くと︑全くたま

あれは七月二日の午後三

十一悩10闘あ＼︑あれは僕の作った

時でしたね︒

十一燭5困

らんね︒

十﹁757圏

が︑かけっこをしてみる︒

たのだが︑今は農事試験場の羊や牛

やのコサック兵は︑あそこで教練し

十㎜8園

たことも 思はれる︒

いやらないで︑

出る時︑

五日目の五月二十一日︑サンフラン

九487囲

として手に入れたきものなり︒

ん方なけれど︑あれ程の名馬︑武士

九403図囹

懐中時計が直せない︒

くわいちゆう

九285園

つて︑あれ一つしか無いのだ︒

あ＼いふねぢはもう無くな

考へてるる中に︑

五831
か︒

五伽7囹

ございませう︒

六699園馬は︑一つでさへ︑あれだ
け早いから︑二つあったら︑早くて
仕方があるまい︒

あれは︑雪のためにたべもの
が見つからないので︑遠くへさがし

六876

九284園

る物が︑よく見えるのだらうかと思

しかるに︑阿禮の語る物語

何だらう︑あれは︒︑

ばらく鳩の膿にほ＼をすりつけ︑途

たらう︒

十一6410

しかし︑安萬侶のかうした

は︑すべて我が國の古い言葉である︒

十一6611

に行くのでせう︒

あれは上野公園にある︒
きよす
あれは︑清洲橋といって︑

あれこそは大塔宮の御旗であ

隅田川にか＼つて居る︒

六麗4園

あれ

六燭8園
アレ

る所を︑言葉其のま＼に文字に書き
﹇彼﹈︵代名︶33

七564

あれにお尋ねなさいませ︒

あれは胴なのだから︑別に

あれは﹁海﹂といはれる部

から︑海といふより平原といった方

分ですが︑月には水一滴ありません

十一旧5
かに晴れて居た空が︑ 何時の間にか

山を越すまで︑ あれ卜うら＼

曇って來た︒

八欄7

不思議はないのだよ︒

えるが︑

に頭が傾いて︑ へんなかっかうに見

八備5園 だから歩く時︑あ＼いふ風

君だよ︒

七燭7園 春子︑あれが日本丸だよ︒
八㎜6闘 あれは︑きっと華屋の源治

る︒

七838園

アレハナンダ︒
アレハナンダ︒

三瀬8園浦島さん︑あれがりゅう
あれは︑お月様が走っ

四鵬3園おや︑あれは何だらう

ありません︒

四563 今でも︑山がらの聲を
聞くと︑まだあれが生きてゐ
るだらうか︑足のきずはどう
したらうかと思はないことは

てるるのだらうか︒

てるるのだらうか︑雲が走っ

四423囹

ぐうのこ門です︒

二663囹
二664園

あれ

あらはすことが出來た︒

苦心はやがて報いられて︑量質の語

五584園

速度もおそく︑人の歩くくらみの速

勅命の下ったことを承った

きおく

阿禮←ひえ

はれます︒

アルミ

阿禮は記憶力の非凡な人で

﹇阿礼﹈︹人名︺4

中の無事を祈った︒

さに過ぎなかった ︒

だのあれ

十一793 ノートをか＼へた大嶺生が︑あれ
肩を並べて︑廣々とした芝生の上を

十一635
あった︒

歩いてみるのも見かけられた︒
しばふ

十二梱7 芝生を傳ひ木の下道を傳ひ︑

十一643

シンチユウ
銅 ヤ︑ 眞鍮ヤ︑

空回は︑今や天にも上る心地であっ

池のほとりをたどりながら︑敷時間
歩いても公園の端を見ないことがあ
る︒

十二捌9 胸を張り︑元氣よく歩く彼
等の姿勢がそれを物語る︒

歩ける

十二捌2囹 其の邊をあんまり歩いち
やいけませんよ︒

﹇歩﹈︵下一︶2

︽ーケ︒ーケル︾

ある・ける
た いへん

六伽9園 夕方は大攣な人出で︑爾が
はの歩道は︑ちよつと歩けないくら
みだ︒

鶴川3圏 やっと二月程前から起上つ
て︑今では︑どうかかうか杖にすが
つて歩けるやうになりました︒

アルミニウム ︵名︶3 アルミニウム
着ケルガ︑

六198園磁石ハ︑鐵ヤニッケルハ吸
ニウムハ吸着ケナイ︒

から︑食事をしますが︑其のおいし

七499困 すぐに武器の手入れをして
いこと︑大きなアルミニウムの食器

の御飯を︑見るく平げてしまひま

85
あれ一あわただし

がよいかも知れません︒

十一一624園 あれをはやして︑ごきげ
んをなほさう︒

九269

あれよ︑あれ

﹁あれよ︑あれよ︒﹂と言

︽ーセ︾﹇▽いあわせる・うまれあわ

といあわせる・みあわせる︒もうしあ

る・つぎあわせる・つなぎあわせる・

せる︒かさねあわせる・くみあわせ

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて

甲部川の水は︑此のうらみも

みる︑月毎にあの淡い三日月の影を

わせる

島

川に橋をかけたりなさいました︒

これから後︑萬壽はうばと心

を合はせ︑折々らう屋をたつねては︑

八456

月の明かるい晩などは︑土人

母をなぐさめて居りました︒

八旧7

の群が︑椰子の木かげで︑あはれつ

ぽい歌に合はせて︑一夜ををどり明

かすさうである︒
おんど
八麗4 ﹁︿略V︒﹂と︑一人が音頭を取

ると︑大勢の船方が︑みんなこれに

それで︑今同勢といふのは︑

合はせて︑﹁︿略﹀︒﹂と網をたぐる︒

九十3囹

といったのは昔のこと︑近郊二十七

町並が碁盤の目盛のやうだ

上下合はせてたった二人だ︒
ごばん

市町村を合はせた今の京都は︑何と

十一129

十二526図園今日より後は︑力を合

いっても近代的大都市である︒

︽一

て田や畠にしたり︑道をつけたり︑

紺青の大空には書の月が淡 五634 心を合はせて︑野や山を開い
六月の空は︑うら＼かに晴
夜︑此の雲の導く果に︑半

あはち

合はす

﹇合﹈︵五︶﹇▽おもいあわす・ぬ

﹇合﹈︵下二︶1

はせて源家の再興を計り︑父上の御

して︑あの書下に合はせ

憤りを休め奉らん︒

セ︾n▽いいあわす・みあわす

あわ・す

いあわす

あわす

所鳴門海峡となる︒

なると

望む所紀淡海峡となり︑四國に近き

きたん

十一517図

淡路島の東端︑本土と相

た感じを深くします︒
あはち
﹇淡路島﹈︹地名︺1 淡路

月の淡くか＼るなどは︑殊にさうし

十﹇柵7

れて︑所々に淡い白雲が光ってみた︒

十﹇763

く出て︑日は西に傾きかけてみる︒

十604

こんじやう

浮かべながら︒

九919

二人はそこらを見廻してみた ーク︾

が︑男の子は︑やがて仕事皇の上の

よ

︵感︶1

物をあれこれといちり始めた︒

れば︑其の後に何か績く言葉がなく

十二鵬11 若しあれが佛の御言葉であ あれよあれよ
てはならない︒

命からがら逃出した者も︑

ふばかり︒

て︑たゴ

しばらくは︑候いて起る齢震に驚い

距骨9園

一462囲 アレ︑アノモリノ スギ

あれ ︵感︶4 アレ あれ

ノ木ノウヘニ︒

ね︒

ところが途中海が荒れて︑
息子は船と共に沈んでしまった︒

十年5園

あわ

きれいな海水が︑細かいあわ

﹇泡﹈︵名︶1

八悩5

あわ

を立てながら︑どの箱にも注いで居
粟

てみたか︒

十二609囹
︽ースル︾

と叫びつ＼︑手下り次第に物を運び

場より走り出でたる彼は︑﹁︿略﹀︒﹂

︽ーシク︾

し

合はせる

望と︑さうして︑至る所に湧出する

﹇合﹈︵下一︶8

或日の夕︑あわたどしく窯

十二6010園 合はせましたとも︒

あはせ有する

果しなき密林と︑雄大な展 あわただ・し ﹇慌﹈︵形︶1 あわたゴ

﹇合有﹈︵サ変︶1

十一848

あわせゆう・する

かういひながら︑少彦名のみ あわせ 几vありあわせ・おひきあわせ

﹇粟﹈︵名︶2

ます︒

あわ

五651

一度しなった粟の董

くとお上りになりました︒

ことは︑粟の董につかまって︑する
すると︑

あわ・せる

十501図
︽ーイ・

温泉とをあはせ有する傘立公園阿寒
淡い

様のおからだは︑ぽんと空へとび上
﹇淡﹈︵形︶4

は︑

あわ・い

りました︒

が︑はね返るひやうしに︑小さい神

五652

あわじしま

或人が︑始めて舟に乗った時︑

こんなに海が荒れるのに︑

海が荒れたので︑大そう弱って居ま

五661

レ・ーレル︾

一467圏 アレ︑アノドテノ ヤナ あ・れる ﹇荒﹈︵下一︶3 荒れる ︽一

ギ ノ 木 ノ ウヘニ︒
一 4 7 5 囲 アレ︑アノ山ノマツ
ノ木ノウヘニ︒
した︒

荒狂ふ

あれこれ

あなた方は︑よく平様で居られます

七個4囹 あれ︑松轟が鳴いて居る︒
アレキサンダー 1 ー グ ラ ハ ム ー ー ベ ル

五665圏

一

アレキサンダーグラハムベル ︹人名︺

そ︑アレキサンダ ー 1 ー グ ラ ハ ム ー 1 ベ

十一512 電話を護明した此の先生こ

︵五︶3

ルで︑此の礎明は︑ベルが三十歳の
﹇荒狂 ﹈

時のことでした︒
あれくる・う
︽ーッ・ーフ︾

しやるが早いか︑荒狂ふ波間に︑ざ

七53 媛は︑尊に﹁︿略﹀︒﹂とおつ
んぶとお飛びこみになった︒

十591 人々は︑自分等の村の上を荒
狂って通る白い恐しい海を見た︒

﹇彼此﹈︵代名︶2

あのあらしにおさらしになったとは︒

十二四11園まあ︑此のお顔を荒狂ふ
あれこれ

を︑あれこれと見くらべて︑

九254 ねぢは︑これ等の道具や時計

あわただしい一あんしんなさる

86

て︑窯の火にことごとく投じたり︒

たゴしい

︽ーク︾

あわただし・い ﹇慌﹈︵形︶1 あわ
私ハ︑少シアワテタヤウニ︑

氣がついて︑あわててやめまし
た︒

五欄1

んで︑事情止むを得なかった彼の心
中をあはれみ給うた︒

あわれ・む﹇哀﹈︵四︶3あはれむ

る︒

暗室

十132園皆さん︑これから暗室で︑

あんしつ ﹇暗室﹈︵名︶1

エックス線の實験が始ります︒
あんせう

︽ーミ・ーム︾

附近に暗礁多く︑舟行自

あんせう

九467図翌朝︑二塁所︑長四郎の心 あんしょう ﹇暗礁﹈︵名︶2 暗礁 暗

礁

﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタガ︑ヲヂサン

をあはれみて︑手つから袋を開き︑

一日暴風至り︑又もや白

木とか草とかに上って︑安心

物に驚いてかけ出さうとする

︽ーシ︾

若し又︑裁判が公平に行は

﹇安心﹈︵五︶1 安

︽ール︾

するがよい︒

に言ってあげて︑安心なさるやうに

十239園此のわけをよくおかあさん

心なさる

あんしんなさ・る

ことが出來ないであらう︒

値を失ひ︑我々は安心して生活する

れぬとしたら︑せっかくの漕法も償

十二籾3

まひます︒

てやると︑すぐ安心して静まってし

て︑手のひらで輕く首や背中をなで

やうな時でも︑﹁︿略﹀︒﹂と聲をかけ

九位3

心する

あんしん・する﹇安心﹈︵サ変︶2安

とそれにしがみつきます︒

だと思ふと︑前足の爪で︑しっかり

七967

る・ひとあんしんする

ごあんしんくださる・ごあんしんなさ

あんしん ﹇安心﹈︵形状︶！ 安心﹇▽

洲の暗礁に燭れて碑破せる船あり︒

十二餌2図

在ならず︒

十二偽4図
橘中佐は︑平生志堅く︑勇

政府︑彼の志をあはれみ

部下をあはれむ心深かりき︒

氣に満ちたる軍人にして︑上を思ひ︑

九搦1図

食を與へて︑再び封ぜらる︒

バ︑﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒナガラ︑アツチ

すっかりあわてた兄うかしは︑

あわてて︑ぎゆつとつかんだ

十二柵6図

ル島

十26図 アンガウル島
あんぐう
﹇行宮﹈︵名︶2 行宮 行宮
あんぐう

天皇行宮にましますこと

に禁じ難し︒
あんざい
﹇行在所﹈︵名︶1 行在

所
かさぎ

元弘の昔︑賊の大軍︑笠置
山の行在所をおそひ奉りし時︑足助

あんざい

十147図

げんこう

あんざいしょ

りし御心事を察し奉れば︑涙そゴう

ほうぎょ
三年︑遂に北方の天を望みて崩御あ

十一39図

ありし所︒

十一28図

あんぐう

何れも吉野時代の行宮の

アンガウ

功績をよみして︑遺族に恩賞をおく

︽ーイ︾

︹地名︺一

六382

っぽい

月の明かるい晩などは︑土人

アンガウルとう

りぬ︒

てて引返すのです︒

むら雀︒

ひ窟く鳴子に
あわて飛立つ

ばらくぱ

七柵4園どうして︑又そんなにあわ

あわてたのは︑悪者どもです︒

ら︑後足が取れてしまった︒

六243

天皇のいらっしゃる所へ参りました︒

しばらく考へて居ましたが︑やがて

六28

あわた窟しく散りゆく櫻の花をよん
︽一

十価8 のどかな春の日の光の中に︑

そよしなか

あわつ

へ行キカケマシタ︒

き

﹇慌﹈︵下 二 ︶ 1

で︑優美の極みである︒
あわ・つ
テ︾

あ

て︑平家はあわてて討手をさし向け

八324図 木曾義仲都へ攻上ると聞き
たり︒

﹇慌﹈︵四・五︶3

︽ ーイ・ーキ︾

あわてふため・く
わてふためく

六研8 引績き起る鯨震に︑家は震ひ︑
つと︑

七閥6圃

あはれ

見ると︑伺うかしは︑自分の

﹇哀﹈︵形状︶1

地はゆれ︑市民があわてふためいて
あわれ

居る中を︑七十七歳の老元帥は︑赤
坂離宮へと急いだ︒

六98

しかけたおとしにかかって︑あはれ

八678図 敵は果して不意を討たれ︑
あわてふためきつ﹂船に乗りて︑皆

な最期をとげて居ました︒

さいこ

散りぐに逃行きたり︒
高射砲揮をしり目に掛けながら︑機

十一研6 あわてふためいて打出す敵 あわれっぽ・い ﹇哀﹈︵形︶1 あはれ
八鵬6

の群が︑椰子の木かげで︑あはれつ
ぽい歌に合はせて︑一夜ををどり明

アワテル

︽ーテ ︾

かすさうである︒
あ

子笹は︑あわててうちへ

﹇慌﹈︵下一︶9

翼を連ねていうく錦途についた︒
あわ・てる
あわてる

三253

︵五︶−

次郎重範は︑一族を引連れて︸の木

﹇哀給﹈
︽ーウ︾
はんぎゃく

はれみ給ふ

慶喜叛逆の報がいち早く

あわれみたま・う

スルト︑ソノアシダノカ

かへりました︒

三544

十二鵬1

あんざん

ゲニヰタ一寸ボブシバ︑﹁︿略﹀︒﹂

戸を守りみたり︒
あんざん
﹇鞍山﹈︹地名︺1 江山

江戸に達した時︑宮はさすがに御憤

立ちのぼり︑ほのほが勇ましく見え

鞍山の製鋼所から茶色の煙が

あんざん

トイッテ︑アワテテトビ出シマシ

十重4
するところを一々お聞きになるに及

りをお感じになったが︑慶喜の言上

良雄さんも太郎さんも︑

タ︒

三688

87
あんずる一あんや

あん・ずる
︽ージ︾

﹇案﹈︵サ変︶1

案ずる

安全

︵名︶一

アンテナが︑

アンテナ

恭しく地上に安置した︒
アンテナ

細長い煙突や

ペロびん

安東

あんないず

十92

﹇案内図﹈︵名︶1

案内圖

みる︒

だんな

あ︑もうし︑それはあん

旦那︑あんまりです︒

十二川5囹

九幣4圏

案内台を見ると︑動物の陳列 あんまり ﹇余﹈︵形状︶3 あんまり

室は二階になってみる︒

墓場から︑わしを連出す

まりではございませぬか︒

十二佃5園

とはあんまりぢや︒

二415

んまり

六艇4囹

う︒

あんまりおきのどくです

けれども︑春雄︑あんまり

から︑羽衣をお返しいたしませ

四観2園

とんで行きました︒

ので︑をのが︑手からはなれて︑

三787あんまり力を入れすぎた

三492 アンマリ小サイノデ︑一寸
ボブシトイフ名ヲツケマシタ︒

フニヲカシクナリマシタ︒

ネヲスルノデ︑花子サンバ︑キ

ニ︑オイシャサマノマ

マサヲサンガ︑アンマリ

あんまり ﹇余﹈︵副︶7 アンマリ あ

こ＼がどうして外國かと言ひたくな

腔︑

四631園 あんないして下さい︒
ふ ろ
日本旅館に案内され︑風呂を

る︒

浴びてゆかたに着かへると︑

八佃4

背のびしてみる︒
あんない・する ﹇案内﹈︵サ変︶3 あ
あんど
﹇安堵﹈︵名︶1 安堵
んないする 案内する ︽ーサ・ーシ︾
あんど
奮臣たちは︑ほっと安堵の

ぶじゅん

﹇安東﹈︹地名︺1

鮎なので︑列車が幾つも止ってをり︑

案内

午後は︑僕が案内役になつ

﹇案内役﹈︵名︶1

案内して下さった︒

十一761

て︑市内の見物に出掛けた︒
安南

右の地平線上︑はるかに

﹇安南﹈︹地名︺1

十一襯1國

あんなん

安直の山が半日以上も旧いて見えた

静かに爾眼を閉ぢつ＼︑聯

のも︑私たちには大きな慰でした︒
あんぴ
﹇安否﹈︵名︶1 安否
れん

九価3図

あんぴ

積ったら困るだらう︑學校へ行くの

あんぴ

隊長・船虫の安否を次次に尋ね︑ほ

あんまりへったので︑つ

やいけませんよ︒

十二捌2園其の邊をあんまり近いち

わしには何も畳えがないのです︒

い︑うは言が出たかも知れないが︑

十二棚1囹

に︒

あんぷ
﹇鞍部﹈︵名︶1 鞍部

先頭は︑もう山小屋の右下
アンペラ

暗夜と荒天の海上に︑五隻の

どうえう
ボートは木の葉のやうに動揺した︒

十761

筏の上には︑板ぶき︑又は あんや ﹇暗夜﹈︵名︶1 暗夜

︵名︶一

幾軒となく長屋のやうに建てられて

竹・アンペラなどで作った小屋が︑

十二258

アンペラ

の鞍部にたどり着いた︒

あんぶ

十一伽9

あんぶ

の如し︒

とんどおのれの苦痛を知らざるもの

たい

ジャウズ
十106

そちは︑なぜあんな事を言

掛の人に聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂と

満人の赤帽が忙しさうに荷物を運ん

あんないやく

あんな

二人は︑ほの暗い行燈のも 役

︵形状︶5

つた︒

一丁︑何をあんなに考へて

七767園

四囲7園あは＼＼︑何だ︑あんな
弓しか引けないのか︒

あんな

とで封坐した︒

十一711

あんどん

でるる︒

あんどん
﹇行灯﹈︵名︶1 行燈
あんどん

十欄4 安東・潜窟・北平への分岐

あんとう

胸を撫下した︒

十二齪11

あんど

我 が 身 の 上 の 危 さ も 忘 れ て ︑ 八16圃

孔子は年若い顔回をひたすらに案じ︑

十二3211

安全

又︑顔回はこれほどまで其の師を慕
﹇安全﹈︵名︶1

つてみたのであった︒
あんぜん

十二恢9 主な停車場には︑黒シャツ

安全

の青年が見はりをして︑旅人の安全
﹇安全﹈︵形状︶2

をはかってみる︒

あんぜん

七966 もう鳥などは大てい寝て居ま
すが︑それでも油蝉の子は用心して︑
急いで安全な場所を探します︒

九分1 乗るまでは幾らか不安もあっ

﹇安全鍵﹈︵名︶1

た飛行機が︑かうも愉快で安全だと
知ると︑

あんぜんかぎ
かぎ

十掴8 砲手は︑捕鯨砲の安全かぎを

八御9園

案内εご

あんな山へ登れる人があ
るのかなあ︒

十一伽3圏

みて︑大丈夫のはずだったのに︒

でも︑昨日あんなに残って

居るのかなあ︒

はっして身構へ︑砲身を二三回左右

十欄2圏

に振ってみた︒

安置

﹇安置﹈︵サ変︶3

︽ーサ︒ーシ︾

あんち・する
する

れた︒

六㎜3 御眞影は︑庭の中央に安置さ

﹇案内﹈︵名︶1

あんないいたす・ごあんないなさる・

十一345 本尊観世音は︑隠秘佛とし あんない
て︑定時の太子の童姿を語りがほに︑

ごあんないもうしあげる・みちあんな
い・りょこうあんない

ろ

間もなく女中が來て︑風呂の
案内をしました︒

九国5

ふ

此の堂内に安置されてるるのである︒
たいしゃくてん

十二㈹10 と見れば︑あの恐しい羅刹
たんごん

は︑忽ち端嚴な帝農道の姿となつ
て︑修行者を空中に捧げ︑さうして

い

﹇居﹈﹇▽みやい

﹇医﹈﹇▽らんぽうい

﹇位﹈←いちい

意

い

﹇意﹈︵名︶4

鐵眼︑こ＼において再び

﹁萬葉﹂とは﹁警世﹂の意

居合はせた者に︑誰一人もらひ泣き
をしない者はありませんでした︒

一番い㌧と思ふQ

十451囹此の橋から見た瀧が︑僕は

十455囹小さいが︑實にい︑瀧だね︒

十16図

南参道に入れば︑夜來の雨

はす ︽ーセ︾

に清められし玉砂利さくくと鳴り

て︑参舞の人々︑あたかも言合はせ

︽一

たる如く︑足並の自ら揃ふも尊く思

い＼

い︑なあ︒

イ・

十473園

い・い ﹇良﹈︵形︶24
イ︾

︽ーデ︾

あ＼︑い〜お嫁さんが出 いいい・ず ﹇言出﹈︵下二︶1 言出づ

はる︒

あの雀は︑のんきでい〜な

來ました︒

ｪ﹀︒﹂﹁いいえ︒

ｪ﹀︒﹂﹁いいえ︒

い㌧え︑大丈夫です︒

︽ーッ・ール︾

いいおわ・る﹇言終﹈︵五︶2言終る

六846園

たのでもありません︒

うそ を申しません︒
五459い
園︑え︑見たのでも︑聞い

四悌8圏 い〜え︑天人はけっして

ません︒

三835園い㌧え︑それでもござい

三826園い〜え︑ちがひます︒

三172園

三168囹

いいえ︵感︶7いいえい＼え

﹁︿略﹀︒﹂と︒

北海道の味もい︑が︑今 十908図圃 かたち正して言出でぬ︑

もうい〜かい︒
言合ひ

子供たちと言合ひでもし

﹇言合﹈︵名︶1

たのですか︒

十一179園

いいあい

十二槻1囹

は︑實によかったよ︒

朝︑神社の森で聞いたかんこ鳥の聲

十一756囹

十一399園

あ︒

十一386

ですがね︒

三638園い︑な︑しよう︒
三鵬6圏 夜ねる前にも︑みがく
とい㌧

四155医い︑子になった︒
四162影さうだ︑海軍がい〜︒
画825
ざあっと︑ つめたい水をかけ
ると︑ い㌧氣持だ︒

五849行
圏ってもい︑が︑あぶない
から︑ よく氣をつけなさいよ︒

マスカラ︒

此のさわぎの中に︑点すぼら
しいなりをした一人の旅人が︑人夫

おかあさんは︑目を丸くし 七M8

︽ーッ︾

これは︑い︑物が見つかつ いいあ・う ﹇言A口﹈ ︵五︶− 言A口ふ

五流2貰 イ・ノデス︒僕︑立ッテ居
六486圏
た︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂﹁何でもい㌧から︑來

六545闘

申し上げて︑切に天朝へおわびのお

と︑渡し賃を古同い安いと言合って居
いひ

て下さい︒

きんしん

︽ーテ︾

﹇言当﹈︵下一︶2
言ひあてる

いいあ・てる

たが︑

取成しを願ひ︑身は寛永寺の一院に

君も︑これから度々下ると

あてる

十川4園

よくも言ひあてたものだ︒

ら︒

十一塀8

急雨V︒﹂

と歌ふやうに言

ベートーベンも︑我ながら

十棚5圏少し言方が大きかったかし

いいかた ﹇言方﹈︵名︶3 言方

りと目を光らせた︒

終ると︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑ぎよう

十二脳1

は息がたえました︒

その上︑つけて居た荷物の 六327 ﹁︿略﹀︒﹂と言終って︑たける
其の刀を見るがい︑︒

五491園
九側2園

名所見物に雨がい︑と言ふ いいあらわ・す ﹇言表﹈ ︵五︶1 言ひ

雨の方がい︑よ︒

品までいひあてました︒

十377圏

行くがい︑︒

九即10囹高けれや︑止めてさっさと

い〜︒

九983圏

い

閉ちこもって︑ひたすらに謹愼の意
を表した︒

︵終助︶4

行者さんの腔と取りかへ

十379圏

︽ース︾

十二旧9光の強さに至っては︑殆ど

あらはす

まあ︑何でもい︑︒

のは︑恐らく天下に君一人だらう︒

十382園
居合

普通の言葉で言ひあらはすことが出

﹇居合﹈︵下一︶1

來ない︒

いあわ・せる

河井君︑雨の方がい㌧と言

言合

い〜なあ︒

﹇言合﹈︵下二︶1

十393囹

︽ーセ︾

いいあわ・す

八464 二人が互に取りすがって︑嬉 十395園

つたのは︑これだよ︒

はせる

十二撹1囹 もうい＼かい︒

十二矯5囹 もう厄介にならぬわい︒

てもよいといふのですかい︒

十一一麗10囹

十一871園 水温や海流はどうだい︒

い

十二研4 彼は静寛中宮に事の次第を

の心を︑我々は讃むことが出繋る︒

で︑萬世までも傳へようとした古人

十一一欄1

く人々を救ひぬ︒

版の事業を中止し︑力の及ぶ限り廣

意を決し︑喜捨せる人々に説きて出

十一⁝㈹11図

十一845 神の湖の意である︒

い

い

い
し泣きに泣いた時には︑頼朝を始め

「〈

「〈

いいかた
い

88

89
いいかわす一いう

つ

ケ︾﹇▽おいいつける

︹地名︺2

イースト川

うだいは︑﹁︿略V︒﹂と︑けらいに

車掌さんが︑ボーイに︑

いひつけました︒

十僻2

さてく︑某の主人は︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけてるた︒

川といふよりは海峡といつ 十二546園

イースト川

いひ

らす

︽ーシ︾

﹁︿略﹀︒﹂といひふらしました︒

四重5二人は舟へかへって︑

こりや︑旅人︑その方にも︑

いいぶん ﹇言分﹈︵名︶2 いひ分 言

分

いひ分があるならば申せ︒

五495園

ひ

裁判所は︑甲即ち原告の

訴を受附け︑乙即ち被告をも呼出

うったへ

十二旧7

して︑両方の言分を聞いたり︑

こん
それは︑紺とも青とも紫と

︽ーシ・ース︾

いいわた︒す ﹇言渡﹈︵五︶3 言渡す

明かるい色です︒

もいひやうのない︑深くて︑しかも

十307圏

彼が天武天皇の仰のま＼に︑いいよう ﹇言様﹈︵名︶1 いひやう

︽一へ︾

﹇言伝﹈︵下一︶1

鯨年前のことである︒

傳へる

いいった・える

リや王は︑三人置娘︑娘の

むこ︑重臣などを面前に呼んで言渡

萬葉集中︑最も古いと思は 十二鵬2
やかもち

す︒

︽ーメ︾

ぼん

使の者に大きなお盆を持たせて︑
﹇言触﹈︵五︶1

いひふ

﹁︿略＞Q﹂と言ひふくめてやりました︒

いいふら・す

1

﹇言﹈︵四・五︶鵬 イフ

ト︑オレイヲイヒマシタ︒

いふ

一脇7 シシバ ヨロコンデ︑﹁︿略﹀︒﹂

ヒマシタ︒

﹇383 ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ニイサンガイ

ーフ・一へ︾﹇▽といって

言フ 言ふ ︽ーウ︒ーッ・ーハ・ーヒ・

い︒う

を言渡し︑或は無罪の判決をする︒

十一一削8 或は有罪の判決を下して刑

ないとか︑言渡す︒

とか︑返金を請求するわけには行か

主張が正しいかを判断し︑金を返せ

裁判所は︑︿略﹀︑どちらの

れる歌は︑武門の家大伴氏が上代か

いひはる

しばらく は︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑たがひに

それから

﹇言張﹈︵五︶1

長歌の中によみ込まれた次のもので
ある︒

いいは・る
︽ーッ︾

四442

﹁︿略V︒﹂

いひはってゐました︒
ひふくめる

︽1

十一一旧10

ら言傳へたものとして︑大伴家持の

十二9610

言

言傳へをそらんじ始めたのは︑三十

我が國の正しい古記録を讃み︑古い

十一637

言傳へ

た方がよい程大きな︑ハドソン川と

いひ出す

イヒツ

﹇言伝﹈︵名︶1

立板に水を流すやうに物を言附けら

︽ーシ︾

いいつたえ

れるお方ぢや︒

れます︒

いいだ・す

た︒

しかんがへてからいひ出しまし

三653うさぎの良雄さんは︑少

言出す

﹇言出﹈︵五︶4

ンが︑あたかも高接のやうに見下さ

イースト川とに包まれたマンハッタ

九614国

九59図

イーストがわ

り︑﹁︿略V︒﹂と言ひすてて去れり︒

笑ひて行過ぎしが︑やがて立ちもど

︽ーテ︾

鯨りだしぬけだと思ったらしく︑口

四価8

言ひか

言

これを聞いた雲太郎きゃ

十946図老人足にてこれを受け︑打

如何にもをかしかったので︑

ご も り な が ら ︑ ﹁︿略﹀︒﹂其の言方が

十二襯3園 コーデリヤ︑言方をつく
︵五︶1

言聞

そここ㌦で︑﹁お早う︒﹂が言

︽ーサ︾

﹇ 言 交﹈

ろはぬと︑身のためにならぬぞ︒

はす

いいかわ・す

九379

︽ーセ︾

﹇言聞﹈︵下二︶1

ひかはされる︒

かす

いいきか・す

九儲4図保昌は家に入り︑綿入一枚

︽ーセ︾

﹇言聞﹈︵下一︶2

取 出 し て 垂 垂 に 與へ︑﹁︿略﹀︒﹂と言
聞かせたり︒

聞かせる

いいきか・せる

一番末の弟が︑お供物のおだ
人々は︑何のためにこんな事

を言出したかと思ひながら︑やって

八伽1

んごをたべたいと言出した︒

十2310 大尉は︑これを望んで思はず 七燭4

涙を落し︑水兵の手を握って︑
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とは︑久田船長が︑

﹁︿略﹀﹂と言聞か せ た ︒

十774

みましたが︑もとより立たうはずは

﹇言付﹈︵五︶一

官女たちは︑口々に言出しま

かねてから其の妻に言聞かせてるた

した︒

十棚4

ございません︒

言ひさす

ベ ー ト ーベンは︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇言止﹈︵五︶1

言口葉であった︒

いいさ・す
︽ーシ︾

十一憾3

いいつか・る
カル

ンバ︑オカアサンニイヒツカッ

言附ける

﹇言付﹈︵下一︶3

言ひつける

清少納一三口は︑まだ暗い中に︑

テ︑ハガキヲダシニイキマシタ︒

つける

いいつ・ける

いいつけ且vおいいっけ

十佃5

スコシタッテカラ︑太郎サ いいふく・める ﹇言含﹈︵下一︶1 言

︽ーッ︾

と言ひさして︑ふと見ると︑かはい
言知

ニー06

︽ーレ︾

﹇言知﹈︵下一︶1

さうに妹は盲であ る ︒

れる

いいし・れる

言ひす

十二㎜4 言知れぬ喜びが︑彼の胸に
﹇言捨﹈︵下二︶1

湧上って來た︒

いいす・つ

一57ーオヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
イッテ︑ヨロコ ビ マ シ タ ︒

二50ー本日サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ
ヒマシタ︒

カラウマレタトイフノデ︑モモ
雲ノ所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

一582オヂイサンバ︑モモノ中 二507 ネズミノオトウサン バ︑
イヒマシタ︒

ネズミノオトウサンバ︑

二531弔云ハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシ

マシタ︒

二514サウシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

タラウトナヲツケマシタ︒
二57 ドコカデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイフ

コエガシマシタ︒
タ︒

二537
風ノ所ヘイッテ︑天中﹀︒﹂ト

サウシテ︑﹁︿略V︒﹂トイヒ

イヒマシタ︒

タ︒

マシタ︒

二592
シタ︒

シタ︒

バ︑

ハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマ

﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガラ︑ワ

些細ハ︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

二69一

オニノ大シャウハ︑オヂ

トイッテ︑手ヲタタイテホメマ

二682

イワイサワギマシタ︒

二665

カベ

二58ーサウシテ︑﹁︿略V︒﹂トイヒ

イヒマシタ︒

カベノ所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

二574

ネズミノオトウサン

二71一

ミンナデサウダンシテ︑
バ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

オヂイサン

ハヒヲザルニ入レテ︑

イッテ︑ヲシサウナフウヲシマ

二715

シタ︒

二917

﹁︿略﹀︒﹂ト︑ネエサンガイ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑イッテアルキマシタ︒

二976

﹁︿略﹀︒﹂ネエサンバ︑前ヨ

ヒマシタ︒

U

ｪ﹀︒﹂トイヒ

ガラスカラ︑

ｪV︒﹂ト

リモ大キナコエデイヒマシタ︒
︑
ネエサン＼ノ

イッテ︑シャウジノ

二柵一

外ヲ見マシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂ト︑

ヒマシタ︒
二伽2

ヒマシタ︒
二柳3﹁︿略﹀︒﹂ト︑
ヒマシタ︒

ニイサンガイ

ひよこな
がくと︑おやど

ではい
︑ ひますよ︒

イヒマシタ︒
﹁︿略﹀︒﹂ト

三104圏

こ︑

しき力

こ︑

こ︑

といひます︒

とけいを見ようとしたので︑

さうして︑おとうさん蛙と

おかあさん蛙に︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

三261

ました︒

大きいのがじまんの大

蛙は︑うんといきを吸ひこんで︑

三277

といひました︒

おなかをふくらませて︑﹁︿略V︒﹂

子蛙はくびをふって︑

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三281

神さまは︑かうして日本

につぼん

子忌は︑﹁︿略V︒﹂といひま

一そうおなかをふくらませまし

三283 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑大平は︑

た︒

三288

した︒

の國をひろくなさったといふ

三358

ことです︒

トイッタラ︑一ショニ舟ヲ出

三377園サア︑私ガ︑一︑二︑三︑

スノデスヨ︒

三404 ミヨ子サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑

五でうの橋に來ますと︑

大キナコエデイヒマシタ︒

﹁︿略V︒﹂といふものがあります︒

三421

﹁︿略V︒﹂といひました︒

三426 牛若丸は︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

ました︒

三436

三493 アンマリ小サイノデ︑一寸
ボブシトイフ名ヲツケマシタ︒

アサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

アル日︑オヂイサントオバ

しました︒

にいさんが

三512
って︑
﹁︿略V︒﹂とい

三211

けさ︑ごはんの時に︑

えないので︑

いふ音がきこ
三205﹁︿略V︒﹂と
なんとなくさびし

こ︑

りは︑はなし でもするやうに︑

三146

二m5

ニイサンガイ

二悩6﹁︿略V︒﹂ト︑ ニイサンガイ

マシタ︒

二565風ハ︑﹁︿略V︒﹂トイヒマシ 二捌3 サウシテ︑

マシタ︒

二546

一一

二82 ソノウチ︑太郎サン バ︑

トイヒ

へ︑水ヲカケ
ｪ﹀︒﹂ト

X8

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ウチヘカケ
ｪ﹀︒﹂トイ

ｪ﹀︒﹂
ｪ﹀︒﹂

ｪ﹀︒ ﹂ ト イ ヒ マ シ タ ︒

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ト イ ヒ マ シ タ ︒

トイッテ︑スルス
﹁︿略﹀︒﹂
ノボリマシタ︒

ガラ︑ダイドコロ

R ケンチャンガ︑

ニイキマシタ︒
イヒマシタ︒

イサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

Tオヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
イヒマシタ︒

「〈

コミマシタ︒

︑バ
ニー12 太郎サン

ヒナガラ︑カサヲ サシテデカケ
マシタ︒

サウシ テ ︑

ニー35囹ラヂオガサウイヒマシ
タヨ︒
ニー36
ハ︑

ニー97

﹁︑
︿略V︒﹂ トイヒ
サウシ テ

「〈

二433 マサヲサンバ︑テイネイニ

「〈

「〈

「〈

二稔2

マシタ︒

ニー85

ト オッシャイ マ シ タ ︒

マスト︑ オカアサン

「〈

﹁︑
︿略﹀︒﹂トイヒナ
二263 サルハ

ルト木二

二207

「〈

カホヲシテ︑ イヒマシタ︒

一【

一一

ミテカラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑マジメナ

U9

R5

いつ一いつ

90

91

いつ一いつ

三532﹁︿略﹀︒﹂トイフト︑トノサ

マが出テオイデニナリマシタQ
三535 ﹁︿略V︒﹂トイッテ︑方々オ

サガシニナリマシタ︒

見マハシナガラ︑アシダヲオハキ

ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

一

三537﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑庭ヲ

ニナラウトシマシタ︒
三544 アシダノカゲニヰタ
寸 ボ ブ シ バ ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂トイッテ︑

トノサマ

アワテテトビ出シマシタ︒
三553

イッテ︑ケライニナサイマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんな

みが︑前へ出ていひました︒

﹁︿略﹀︒﹂ヲヂサンガカウ

イッテヰル間二︑ウンテンシュ

三974

スッカリシゴトガスムト︑

ハ車ヲハヅシマシタ︒

すると︑年とったねずみが︑ 三983

かんしんしました︒

三714

三718

ウンテンシュハ︑ヲヂサンタチニ︑

ハ︑

﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒

ヲヂサンタチ三人

なだまってしまひました︒

リマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑自動車ニノ

三985

﹁︿略﹀︒﹂といひましたので︑みん

三別7 かういふと︑おちいさん
のすがたは︑すぐ︑水の中に
消えて︑見えなくなりました︒

取って︑何べんもおれいをいひ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑くすり

した︒

三M2

かめが︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

て︑いろくごちそうをして下

三冊2 さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

そこで︑ある日︑おとひめさ

さいました︒

三帯7

おとひめさまは︑︿略﹀︑

まに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三二6

をおわたしになりました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑きれいな箱

そこで︑村々の人たちが

三障7 おとひめさまのいったこ
とも忘れて︑そのふたをあけ

ました︒

四68
で洗ったり︑くすりをつけたり

ことになりましたQ

した︒

すると︑あるちゑのある

おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

四118

四 7圏 鳥のやうに早いから︑
早鳥といふ名をつけよう︒
すると︑あのちゑのある

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四111見てみた人たちは︑﹁︿略﹀︒﹂

う︒

四107雨下といふ早い舟だら

がいひました︒

四84 ﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑みんな

おちいさんがいひました︒

四了8

ことになりました︒

を︑どうしたらよいかといふ

四76今度は︑切りたふした木

さうだんして︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

むかし︑浦島太郎といふ
浦島は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

子どもらは︑﹁︿略V︒﹂と
浦島は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

浦島は︑かめのせなかを

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

浦島は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

かめのせなかにのりました︒

三王1

ました︒

三七7

海へはなしてやりました︒

なでながら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

三佃6

かめを買取りました︒

三㎜3

いって︑なかく聞きません︒

三菱7

いって︑なかく聞きません︒

すと︑子どもらは︑﹁︿略﹀︒﹂と

三佃2

人がありました︒

三佃1

して下さいました︒

三田2

トイヒマシタ︒

三995私モ︑正雄サンモ︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒

三852木こりは︑そのをのを受 三993 ヲヂサンタチハ︑私心チニ︑
ました︒

いひながら︑金のをのと︑銀の

三574オニハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマ 三861 おちいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と
シタ︒

消えて︑見えなくなりました︒

三594 オニノワスレタウチデノ をのを木こりにやりました︒
コヅチヲ見ルト︑オヒメサマハ︑
三895 かういふと︑おちいさん
のすがたは︑すぐ︑水の中に
﹁︿略﹀︒﹂トイ ッ テ ︑ 大 ソ ウ ヨ ロ コ

ビマシタ︒

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

まひました︒

て︑すぐ︑水の中に消えてし

三922

と︑いってしまひました︒

三60ーソコデ︑﹁︿略VQ﹂トイッテ︑ 三田1若い男は︑すぐ︑﹁︿略V︒﹂

オヒメサマハ︑サッソクウチデノ
コヅチヲブリマシタ︒
ンベンモブリマシタ︒

三606﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガラ︑ナ

正雄サンガヰマシタノデ︑
﹁︿略V︒﹂ト聞キマスト︑正雄サン

三625 太郎さんは︑それを見て︑ 三942
﹁︿略﹀︒﹂といって︑たぬきのか

ヂサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三967﹁︿略﹀︒﹂トイヒマスト︑ヲ

ヂサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三964﹁︿略﹀︒﹂トイヒマスト︑ヲ

トイヒマシタ︒

三954ソノ中ノ一人ガ︑﹁︿略﹀︒﹂

バ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

おかあさ ん は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

ほをかきましたQ
三692

﹁︿略﹀︒﹂と︑年とったねず

いって︑おほめになりました︒
三701

その時︑一びきの子ねず

みが︑なかまのものにいひま
した︒

三704

四126 日かげになって困って
た村々も︑それからだんく
たかになって行ったといふ
にいさ ん は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

とです︒
四156
ひました︒

と︑にいさんは︑ぼくの あたま

と︑
四161只略﹀︒﹂とい
ふ﹁︿略﹀︒﹂

をなでてくれました︒

と

にいさんのばうしか
をぶ

る と ︑ お と う さ んが︑﹁︿略﹀︒﹂

四174
いって︑おわらひに なりまし九︒

にいさ
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といって︑

四201園 軍かんといっても加
︑
賀などは︑動くひかうちゃう の
やうなものですね︒
四204

んはわらひました︒
いひながら︑かんしんして 聞いて

︿略﹀︒﹂と
四205 おとうさんは﹁︑

いらっしゃいました︒

四264 スルト︑先生ガニコ︿

竹取のおきなといお
ふち

下サイマシタ︒

シテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ ホメテ

四266
いさんがありました︒
かぐやひめと

いふ名をつけまし

四295おちいさんは︑このに
子
た︒

四306 おちいさんも沢
︑略﹀︒﹂と
いってゐました︒

おばあさん
四331 おちいさんや

が︑なぜ泣くのか と聞きます

こゆみ
い

いつ
いつ

92

おちいさんはおどろいて︑

と︑かぐやひめは︑﹁︿略﹀︒﹂とい
ひました︒

四334
﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

かぐやひめも︑今はし方

イッテオ追ヒニナリマスト︑ニ
ハトリヨリ先二︑ス︑・メガ逃
ゲテ行キマス︒

バ︑

﹁︿略﹀︒﹂

ト

﹁︿略﹀︒﹂ト私ガイヒマス

四512﹁︿略﹀︒﹂ト私ガイヒマス
ト︑

ト︑

四516

四376
がなく︑泣いてみるおちいさん

大江山に︑しゅてんどうじ
らいくわう

天子様は︑︿略﹀︑頼光と

といふ鬼がみて︑

四567

イッテ︑オ止メニナリマシタ︒

オバアサン

とおばあさんに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

といって︑

四422すると︑一人の子どもが
いひました︒

いひつけになりました︒

んどうじをたいちるやうにお

いふえらい大しゃうに︑しゅて

四432﹁︿略V︒﹂と︑一人の子ども 四576
それで︑﹁︿略V︒﹂といふ子

がいひました︒
四438

どももありました︒

頼光がふしぎに思って︑

頼光は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

頼光は︑﹁︿略V︒﹂といひま

道あんないをしました︒

﹁︿略V︒﹂といって︑先に立って

すと︑女は︑大そう喜んで︑

四637

たいことでせう︒

四634園まあ︑何といふありが

すと︑

四633

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねますと︑女は︑

四626

四444 みんながわいくいふの 四605 さうして︑﹁︿略＞Q﹂といっ
て︑一つのつぼを渡しました︒
を︑始からだまって聞いてゐ
た一人の子どもがありました︒
さうして︑しばらく枝こし

に月を見てゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂

四455

只略﹀︒﹂と︑その子どもが

といひました︒

四461

﹁︿略﹀︒﹂と︑みんながいひ

いひました︒
四468
ました︒

四488オバアサンバ耳が遠イ
ノデ︑私が大キナコエデ︑
﹁︿略﹀︒﹂トイフト︑

渡シ

スル

ト︑オバアサン

バ︑

頼光たちがはいって來る
て︑ぎょろりとにらみましたが︑

のを見ると︑大きな目をむい

四664

﹁︿略V︒﹂といひました︒

四498私ガ︑オハギノ包ヲオ 四648 頼光は︑そこへ行って︑
﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑オ受取リニ

オバアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ナリマシタ︒
四506

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

おちいさんからもらった酒を

四676 頼光は︑﹁︿略V︒﹂といって︑

しゅてんどうじは︑︿略﹀︑

取出しました︒

﹁︿略V︒﹂といって︑がぶくのみ

四685

ました︒

四801 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人と

三ちゃんが︑大きな聲で︑

も笑ひました︒

﹁︿略V︒﹂といひました︒

四805

花子さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑手紙を書きました︒

四811

へ持って行って︑﹁︿略﹀︒﹂とい

四814さうして︑三ちゃんの所

ひました︒

四823 三ちゃんは︑その手紙を
雪子さんの所へ持って行って︑

天略V︒﹂といって︑渡しました︒

ニイサンヲ見ルト︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

四87一

トイフト︑オトウサンモツぐイ

四887私ガ︑大キナ聲デ︑﹁︿略﹀︒﹂

ある日︑はまべへ出て見

テ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

ると︑わにざめがゐましたので︑

四931

﹁︿略V︒﹂といひました︒

わにざめは︑﹁︿略V︒﹂と

いって︑すぐに︑仲間を大ぜい

四933

白兎は︑それを見て︑

連れて來ました︒

﹁︿略V︒﹂といひました︒

四945
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四947

わにざめは︑白兎のいふ
白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞへ

通りに並びました︒
四954

足で陸へ上らうといふ所で︑

て渡って行きましたが︑もう 一

白 兎 は ︑︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹁︿略V︒﹂といって笑ひましたQ
四961

いって笑ひました︒

き連れてかへって去たといふ
うはさがったはりました︒
﹁︿略﹀︒﹂といって︑雲太郎

馬を引いた人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

もうこの子一人になりました︒
五278

みんな︑息を切らして︑はあ

いって通りました︒

五291

四備8

きゃうだいは︑その男に﹁こけ
五296

一度いってみろ︒

天心﹀︒﹂ト︑南風ガイヒマ

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがいひま

﹁︿略﹀︒﹂と︑山下君がいひま

﹁︿略﹀︒﹂と︑ねえさんが感心

大きい猿や︑小さい猿が

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがいひま

﹁︿略﹀︒﹂といって︑見物人は

一たい︑どういふことか︑

そのらくだが片目だといふ
それでは︑びっこといふこ

かういひながら︑少心痛のみ

いふ神様です︒

ことは︑粟の董につかまって︑する

五649

その客は︑水夫に向かって︑

くとお上りになりました︒

五667

といひました︒

天略﹀︒﹂といふと︑水夫は︑﹁︿略﹀︒﹂

その客は︑水夫に向かって︑

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑水夫は︑﹁︿略V︒﹂

五673

水夫は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

といひました︒

五685

ふと氣がついて︑あたりを見

笑ひました︒

まはしますと︑二三人の人が居て︑

五706

そばを通る人は︑﹁︿略V︒﹂と

﹁︿略﹀︒しといって︑眺めて居ました︒

五724

畠のすみの日まはりは︑暑い

いって︑ほめてくれました︒

日を一ぱい受けて︑夏はおれの世界

五837

せん

だといふやうな顔をして︑三つ咲い

て居る︒

獲の者が︑急いでかへって來て︑

ばつ

五964いよくお立ちといふ時︑先

すると︑そのおそろしい男が

﹁︿略V︒﹂と申しました︒

いひました︒

歯の抜けて居るといふこと 五983

とは︑どうして知って居るか︒

五508囹

ことは︑どうしてわかったか︒

五504園

くはしく申せ︒

五471園

逃出しました︒

五423

した︒

五411

ました︒

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑さわいで居

五374

していひました︒

五371

した︒

五317

した︒

くいってゐました︒

丸﹂といふ名をつけ︑しばらく
家におくことにしました︒
四柵1 その男に﹁こけ丸﹂とい
ふ名をつけ︑

もう

﹁︿略﹀︒﹂といって︑雲太郎

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

急に︑矢先をきゃうだい

の方へ向けて︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四梱2

ました︒

四伽3

は︑一番強い弓を渡しました︒

四佃3

四佃4囹

した︒

四983 そこへ︑大國主のみことと 四佃3 雲太郎は︑おこっていひま

白兎のいった通り︑大國

いふ神様がおいでになりまし
た︒

四川4
主のみことは︑その後︑えらい
お方におなりになりました︒
四塒8 そのうちに︑うっかりして︑
﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんな

がどっと笑ひました︒
昏怠5

ました︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂ と い ひ な が ら ︑ 豆 を

四二3しまひに︑えんがはに出
ス︒

思ひかねの神といふ︑大そう

五513囹

コレハ︑量

した︒

軍犬の金鶏動章ともいふべ

のは︑實にこの金剛・那智でありま

き甲號功章を︑始めていた団いた

かふがうこうしやう

五悩5

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
きんしくんしやう

マブシノ中デハ︑カサくト 五㎜2 相手は︑急に様子をかへて︑

は︑どうしてわかったか︒

しかし︑おたまじゃくしには︑ 五545

イフ音ガシテ居マスガ︑

それは︑少彦名のみことと

一たい︑何といふお方だら

何千何萬といふ︑たくさんの兄弟や

五624園

う︒

五596園

ガ動クカラデス︒

私どもには︑もと娘が八人
ふ大蛇に︑毎年一人つつ食はれて︑

だいじゃ

ございましたが︑八岐のをうちとい

五213囹

仲問があるのですから︑

五132

なさることがきまりました︒

ちゑのある神様のお考で︑神様方の

五23

ふよいけしきだらう︒

四二5國さうして︑まあ︑何とい

白菊2 南風ハイヒマス︒

庭に向かってみせいよくまき
ますと︑

じゃうずな大占がありました︒

四柳6 昔︑百合若といふ︑弓の

四㎜6 百合若は︑けらいの雲太
郎雨太郎といふきゃうだいの
ものを連れて︑その島へ上っ
﹁︿略﹀︒ ﹂ と い っ て ︑ 百 合 若

てみました︒
四川6

は︑ごろりと草の上にねころ
びました︒

四備3 なんせんして︑鬼が島へ
流れついたれふしが︑鬼を一ぴ

いつ一いつ
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五価9 スグ前船カケテ居タヨソノヲ

ヂサンガ︑私ノ顔ヲ見ナガラ︑
﹁︿略﹀︒﹂ト言ツテ︑立ツテ下サイ
マシタ︒

五鵬3 私様︑少シアワテタヤウニ︑
﹁︿略V︒﹂ト言ヒ マ シ タ ガ ︑

五鵬6耳翼︑少シアワテタヤウニ︑
バ︑﹁︿略＞c﹂ ト 言 ヒ ナ ガ ラ ︑ ア ツ チ

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト 言ヒマシタガ︑ヲヂサン

﹁︿略＞Q ﹂ ト ︑ ニ イ サ ン が 言 ヒ

へ行キカケマシタ ︒
五濁8

五心1
﹁︿略﹀︒ ﹂ ト ︑ ニ イ サ ン が 言 ヒ

天上﹀︒ ﹂ ト ︑ 私 モ 言 ヒ マ シ タ ︒

マシタ︒

五研4

マシタカラ︑私バカケマシタ︒

五㈱一 スルト︑ニイサンガ︑小サイ

天皇のお使に弓を引いた兄が︑

壇上鳥をめがけて︑ひようと放ちま
した︒

六52
すぐ又天皇をお招きすると言って︑

一たい︑どういふ風におも

新しく家を建てたばかりか︑

六了9圏
てなしをするのか︑一つ︑此の新し
﹁︿略V︒﹂と︑兄うかしが申し

い家にはいって︑やってみろ︒

六307

少女は︑すっくと立上って︑

にかくして居た劒を抜いて︑たける

﹁︿略＞Q﹂と言ふが早いか︑ふところ

なるほど︑さういふお方で

一たい︑どういふお方です

の胸を突きました︒

六313園
か︒

六321圏

熊襲をうつて︑都へおかへり

いらっしゃいましたか︒

六335

になった日本武尊は︑其の後︑東の

六83

國の悪者を平げよといふ勅を︑お受

一

ますと︑﹁︿略V︒﹂と言ひながら︑

けになりました︒

ぼんやり︑こんな事を考へて

ついて守った︒

ひっし
武士といふ武士は︑必死のか

生きてかへった者は︑敷へる
それで︑父は︑子供にあぶな

角の形といひ︑膿のかっかう
角の形といひ︑膿のかっかう

といひ︑申分のない良い牛です︒

ばくらうは一たん錦りました︒

六658 父が︑﹁︿略V︒﹂と言ひますと︑

つたから︑思ひ切って︑向かふの言

六666園 今年は︑思ったより凶刃年だ

私どもがあまりほしがったの

ふ通りに金を出さう︒

或男が︑友だちに向かって︑

で︑父も︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六667

六695

大は小をかねるといふから︑

﹁︿略V︒﹂と言ひました︒

小さい鍋を返し︑大きい鍋を

やっぱり大きい方にしよう︒

六715園

六826

これを園んだ賊は︑百萬とい

正成は︑此の旗を城門に立て

もう此の上は︑何でもかでも

百人逃げ︑二百人逃げして︑

聞えるものは︑かちかちとい

聞えるものは︑かちかちとい

ゆんといふ音だけである︒

ふ時計の音と︑浮びんの︑しゅんし

とけい

六825

十萬ばかりになった︒

始め百萬といった賊も︑しまひには

六793

前の谷に渡して橋にした︒

大きなはしごを作り︑これを︑城の

攻落してしまへといふので︑賊は︑

六777

て︑さんぐに賊の悪口を言はせた︒

六752

かり人や馬でうづまった︒

ふ大軍で︑城の附近一たいは︑すつ

六734

﹁︿略V︒﹂と言ひました︒

銭彿はうとしますと︑金物屋の主人︑

受取って︑おばあさんが︑もう五十

私は︑大きな聲でひとり言を 六723

入は弓に矢をつがへ︑一人は劒を抜

六442

言って︑裏へ廻りました︒

六405

いて︑つめ寄りました︒
六219 ﹁︿略﹀︒﹂と言って︑僕はかば
んを下す︒

稻を刈って居られたおとうさ

居ると︑﹁︿略V︒﹂といふおとうさん

六229

んとおかあさんは︑腰をのばして︑

﹁︿略﹀︒﹂僕は言った︒

のお聲︒
六552

元の兵は︑一人も上陸させぬ

十何丈といふ大軍である︒

弟は︑いなごを飼って置くの

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂と言はれた︒

六566

六246

六568

二人ハ︑ 喜 ン デ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト

聲デ︑﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタ︒

だと言って︑田の土で園をこしらへ

五柵2

た︒

がひとり言を言ふ︒

六654

といひ︑申分のない良い牛です︒

六654

つて居ました︒

くもあるから︑牝牛にかへたいと言

六652

ほどしがなかったといふ︒

六617

くごで防いだ︒

一人ぼつちになって遊んで居 六608
た弟が︑たいくつして︑﹁︿略﹀︒﹂と

六266
言った︒

といふ意氣ごみで︑濱べに石垣をき

言ヒナガラ︑テイネイニオジギヲシ

ほ をりのみこと

六251﹁︿略V︒﹂と︑大きな聲で︑弟

テ︑カケマシタ︒

れど︑かはい＼花よ︑花の名は︑

五目8圃 三本並んで︑ さびしいけ

ほでりのみこと

何と言ふのか知らないが︒

五麗6 昔︑火照命と火遠理命とい
ふ兄弟の神様がありました︒

おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言

はれたので︑僕は︑又弟の方へ行つ

六268

た︒

五慨7 天の神様がお出でになったと
いふので︑毎日々々︑︿略﹀︑命をお

すっかりよって︑よいきげん

へ行かうとしました︒

ふので︑よろくしながら︑奥の間

になったたけるも︑もうねようとい

六298

もてなしになりました︒
つてすまなかったね︒

五囲4園 ほんたうに︑むりな事を言

はず︑かぶら矢を取って弓につがへ︑

六17 すると︑善うかしは︑物も言
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とけい

ふ時計の音と︑鐵びんの︑しゅんし
ゆんといふ音だけである︒

六829 しばらくすると︑おとうさん

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ お と う さ ん が 言

おかあさ ん が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

が ︑ 新 聞 を 置 い て︑﹁︿略﹀︒﹂と言は
れる︒

はれる︒

六833

六837

﹁︿略﹀︒ ﹂ と ︑ 私 が 言 ふ と ︑ お

はれた︒

六図1

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 言 ひ な が ら ︑ お と

とうさんが︑﹁︿略 V ︒ ﹂

六854

うさんが立上られた︒

六885 うちの雀の宿といふのは︑横
に穴をあけた大きなへうたんや︑古
いつりどうろうなどで︑

ぼされた︒

イフ長イ管が立ツテ居テ︑
バクライ

シカシ︑飛行機二見ツケラレ

テ︑︿略﹀︑爆雷トイフモノヲ投ゲコ

﹁︿略﹀︒﹂と僕が言ふと︑をば 六伽8

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑涙をこ

六997

ナイ︒

大砲ヲ何十門モスエツケテ︑

軍艦ヲ︑一打チニ沈メタ時ノ

六㎜4園

のは︒

六柵2囹

何ですか︑其の歩道といふ

やかなのは︑何といふ所ですか︒

をぢさん︑東京で一番にぎ

ユクワイハ︑何トモ言フコトが出來

六梱9

ハ︑何トモ言フコトが出來ナイ︒

艦ヲ︑一打チニ沈メタ時ノユクワイ

海上ノ城ダトイツテイバツテ居ル軍

六梱7

デアル︒

マレタリスルト︑ハナハダケンノン

さうして︑こんな大火事の起

ぼされた︒

六欄2
つたのも︑或家の子供が︑マッチを
すって︑其のもえがらを土間に捨て
﹁︿略﹀︒﹂おとうさんは︑ひと

たのが︑もとだといふことだ︒
六㎜⁝6

り言のやうに︑かう言はれた︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑私は思はず言ひ

﹁︿略﹀︒﹂と︑私が言ふと︑に

ました︒

六脳4

六価4
いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとり言のやう

に︑私は言ひました︒

六欄2

通る所になって居り︑其の爾がはに︑

央が車道といって︑電車や自動車が

六㎜5圓大都會では︑廣い通は︑中

をすると︑少しすかして置いても︑

これで︑此のガラスのふた

日中は二十四五度ぐらみになるから︑

六研9園

のか︑うちのおちいさんの子供の時

六897 いつの昔から︑かうしてある
から︑もう︑これがあったといふこ

六感8園

きよす
あれは︑清洲橋といって︑

今言った隅田公園は︑此の

隅田川にか＼つて居る︒

六悩2園

川の岸にあるのだ︒

地ひゴきと共に︑東京の何十萬の家

六価1 ﹁︿略V︒﹂といふ︑ものすごい

は︑ 一度に震動した︒

命からがら逃出した者も︑し

ばらくは︑績いて起る齢震に驚いて︑

六価9

たg﹁︿略﹀︒﹂と言ふばかり︒

六餅4 天長﹀︒﹂といふ家人の問に封

と答へた︒

して︑元帥は︑おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂

元帥は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑聞入れ

六罰5 ﹁︿略V︒﹂と︑人がす＼めても︑

守られるだけは︑守らねばな

なかった︒

六糊9

それ以來︑此のへんの順々を

らないといふのが元帥の心であった︒

七72

七113

それ以來︑此のへんの國々を

さうして︑其のさをの先に︑

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑つかんで

附けて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

赤いしるしのあるはんてんをしばり

七102

すそをはしょったりしました︒

ぬいで足袋にはきかへたり︑着物の

ましたので︑みんなが︑くつしたを

七91 船頭さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひ

はれて居る︒

﹁あづま﹂といふやうになったとい

七73

﹁あづま﹂といふやうになったとい

歩道といって︑人の通る所があるの

其の両がはに︑歩道といつ
それから︑地面の上ばかり

えい

ゑはがきにあった︑あのり
つばな橋は︑何といふ橋ですか︒

六鵬7園

も知れない︒

やかな事からいへば︑或は東京一か

書館などもたくさんあって︑にぎ

ぐわくわん

六麗1園此の観音様のそばには︑映

いって︑電車が通って居る︒

でなく︑地面の下にも︑地下畑道と

六捌2囹

て︑人の通る所があるのだ︒

六㎜7園

はれて居る︒

春といふよりも夏だよ︒

昔カラ︑船トイヘバ︑皆水ノ
センバウキヤウ

僕等ノ背中語論︑潜望鏡ト

だ︒

とです︒

六933

いくら言っても︑圭里ばかり

お前は︑口で言って聞かせ
﹁︿略﹀︒﹂かう言ひながら︑和

るだけでは︑だめだ︒

六欄4園

かいて︑ちっともお纒をおぼえない︒

おとうさんを送り出してから︑ 六鵬2園

出て行かれた︒

お か あ さ ん は ︑ ﹁︿略V︒﹂と言って︑

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ お ば あ さ ん に 言

はれて︑僕は︑寝床の中にもぐりこ

六954

六佃6

尚さんは︑雪舟を引つばつて本堂へ

急いで︑なはをといてやりな

んだが︑火事が氣になって︑なか

六柵8

上ヲ走ルモノトキマツテ居タガ︑

六価3

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六三6

行きました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑僕は言った︒

く眠られなかった︒
六975

六983 おとうさんは︑をぢさんやを
﹁︿略V ︒ ﹂ と 僕 が 言 ふ と ︑ を ば

ばさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

六995

さ ん は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と言って︑涙をこ

いつ一いつ
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たくみ

見せると︑ふりかへったのは知らな
ひ だ

い人でした︒
くだら

かはなり

七142 昔︑飛騨の工といふ大工と︑
ひ だ

たくみ

百濟の河成といふ 圭 旦 か き が あ っ た ︒
かはなり

百濟の河成といふ垂かきがあった︒

くだら

七142 昔︑飛騨の工といふ大工と︑

つて︑﹁︿略﹀︒﹂ と 言 っ た ︒

七151 或日︑工が河成の所へ使をや

とする︒

七291

けは︑こ＼にあるのです︒

中村君は八米ぐらみだと言ひ︑ 七659水の都ですから︑大阪には大
小千何百といふ橋があります︒
みだう

大阪騨からほゴ南へ︑御堂筋

なかの
やがて︑大江橋を渡って中之

公園はさして廣くはありませ

石垣の石の大きいのは有名で

つてよいくらゐです︒

しい景色で︑其のま＼水の公園とい

けしき

んが︑大川をめぐらした眺は大阪ら

七677

島といふ所へ膨ます︒

しま

七665

といふ大通を進むと︑

中村君は八米ぐらみだと言ひ︑ 七663

石川君は十米以上もあると言ふ︒

七291

みんながいろくな事を言ふ

石川君は十米以上もあると言ふ︒

七292
が︑誰もまだ其の木のほんたうの高
さを知って居る者はない︒

海賊どもは︑顔を見合はせて︑

七695

七749

其の時︑お供の中から大聲に︑

そちは︑なぜあんな事を言

﹁︿略﹀︒﹂と言ふ者がある︒

つた︒

七767園

では聞くが︑そちに申しつ

信長の万頃に上島主水といふ

うへじまもんど

けたら︑一業何日で出撃るといふの

七779圏

か︒

七817

槍の名人といふので︑自ら誇

者が居た︒

つて居た︒

七818

七845園長い槍がよいと言はれるか

らには︑槍のことはよく御存じであ

これが名人といはれた自分の

すが︑中でも縦六米︑横十一米とい

さいご

七349

らう︒

せう︒

七㎜2

せう︒

して︑長いのがよいと言は

あなたは短いのに限ると言

漏六年といふ長い地下生活に

ところで︑此の六年さへたい

くらべて︑何といふ地上の短い命で

七997

漏六年といふ長い地下生活に

くらべて︑何といふ地上の短い命で

七997

るわけではありますまい︒

はれるが︑天下の人が︑皆さう考へ

七859園

れる理由は︒

七854圏

し上げたのです︒

と仰せられたから︑私の思ふ所を申

たゴ︑殿がそちの考を言へ

ふすばらしく大きい石には︑誰でも

大阪が︑水の都として嚢達し︑

七852園

最期だと思って︑用人はとくいの曲

又日本最初の寺といはれる四

びっくりさせられます︒

天王寺など︑何れもゆるしよの古い

七702

神社やお寺です︒

七397

朝顔の種をまかうといふので︑ひる

かういふ所へ來ると︑もう煙

かういふ所へ叢ると︑もう煙

川や堀に幾千といふ船が通つ

れてしまひます︒

の都といふことなどは︑すっかり忘

七712

れてしまひます︒

の都といふことなどは︑すっかり忘

午後八時に夜の黙呼があり︑ 七711

・⁝﹂と︑
いざといふ場合には︑暗が
ひこしらうよしてる

七733

ぬ景色です︒

て居るのは︑大阪でなくては見られ

お供の中に︑村上彦四郎義光 七721
それも其のはず︑大阪は俗に
煙の都といはれ︑

七631

といふ人があった︒

七558

りでも武装することが出來ます︒

七525国

大きな聲で番號をとなへます︒

コ︑二︑三︑四︑

整列して︑沢略﹀︒﹂といふ心持で︑

七508囲

から其の用意をしました︒

暖い日曜日ですから︑今日は

を静かに吹始めた︒

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七348

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑笛を取出した︒

七153 見ると︑お堂といふのは一間 七345 それで海賊どもに向かって︑
四面の建物で︑四方の戸は皆あけは
工 が ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

なしてある︒
七156

河成は︑何心なく南側の戸口からは
いらうとした︒

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七177 工の家へ河成から使が來て︑

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七182 すると︑召使の者が出て來て︑

七183 言はれるま＼に︑座敷へはい
らうとして戸を開くと︑驚いた︒

七191 すると河成が︑笑ひながら座
敷 か ら 顔 を 出 し て︑﹁︿略﹀︒﹂と言つ
た︒

七216 此のおばあさんにむすこが一
人あるのださうだが︑ずっと前から
南洋へ行って居るといふことだ︒

七279 書間は︑働く人や牛にゑんり
よをするやうに聲をひそめて居るが︑

くつだらうと思はれるのに︑外國に

土煙の都と呼ばれて︑今日のやうな

は︑十何年も土の中にもぐつて居る

其の川水は︑市内幾十といふ

大都市となったのには︑まことに尊

蝉があるといふことです︒

七M5

堀から堀に通じ︑川と堀とは︑まる

いいはれがあるといはねばなりませ

夕方から夜になると︑自分たちの世
界だといはんばかりにさわぎたてる︒

ん︒

大阪が水の都ともいはれるわ

であみの目のやうに組合って居ます︒

七651

七283 静かだといふみなかの夜も︑

此の頃は︑雨戸をしめて始めてほっ
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七鵬5園 まことにお氣の毒だといふ
ので︑まあ︑今年は納めないでよい
ことになりました︒

ざいます︒

七鵬8圓 それは︑どういふわけでご

七悩4囹此の前の村會で戸数割がき
まった時︑あなたは納税免除といふ
ことになったのです︒
﹁︿略V︒ ﹂ と い ふ の で ︑ 今 ま で

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑さつさ

言ふ程の者ではありません︒
七㎜9
と解り出した︒

ら︑人夫の後について來たが︑とう

七悩1 旅人は︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひなが

くもう一度川を渡って︑入夫の家
旅人が︑わけを話してお禮の

をたつねて行った︒

七二8
金を出さうとすると︑老人は︑ちら

と見たきり何とも言はず︑妻も︑

七柵4

川べの宿場で泊って︑水の引くのを

﹁︿略﹀︒﹂と言って相手にならない︒

妻も︑﹁︿略﹀︒﹂と言って相手

だが︑日が落ちた後の空は︑

何といふ美しさであらう︒

七梛8

にならない︒

七悩9

待って居た大勢の旅人は︑我もく
と先を孚って渡った︒

七欄6 渡るといっても︑水になれた
人夫の肩に乗るか︑手を引いてもら
ふかして渡らなければならない︒

空は水のやうにすんで︑風は

あるといふ程でもないが︑花びんの

七伽1

す＼きがゆれて︑其のかげが畳の上

人で越した程の人だから︑此の大金

七言9園 渡し賃が高いといって︑一
が無かったら︑氣が違って死ぬやう

にちらついて居る︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ふおかあさんの

た︒

七子2

なきと
幼名を無人といったが︑
なきと

幼名を無人といったが︑寒い

寒いと言っては泣き︑暑いと

と言っては泣き︑暑いと言っては泣

七備2
き︑

男主3

言っては泣き︑

七号5 近所の人は︑大堺のことを︑
なきと
無人ではない国人だと言ったといふ
ことである︒

紀要5 近所の人は︑大仁のことを︑
なきと
無人ではない堅人だと言ったといふ
ことである︒

或年の冬︑大將が思はず﹁寒
い︒﹂と言った︒

七幽8

父は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑大

將を井戸端へ連れて行き︑着物をぬ

因幡1

大將は︑これから後一生の間︑

がせて︑頭から冷水を浴びせかけた︒

七衛6

大著は︑これから後一生の間︑

かったといふことである︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも言はな

芸備6

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも言はな

それによると︑埼玉縣の或所

さいたまけん

お聲がしたので︑みんな内へはいつ

八68

かったといふことである︒

にいさんが連れて行って見せ
てやらうと言はれたので︑ゆふべか

で︑試みにしるしを附けて放したも

南洋の島々から︑中にはさら

何しろ十萬といふ数ですから︑
これを送るのも容易ではありません︒

八96

まで行くのがあるといふことです︒

に海を越えて︑遠いオーストラリヤ

八73

のだといふことがわかりました︒

三略V︒﹂と︑にいさんが言ひ
﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんに言は

れて︑私はだまってついて行きまし

七襯6

ました︒

七欄8

た︒

ら︑私は嬉しくてたまりませんでし

等価2

た︒

七槻4

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七伽5小さい妹が手招をして︑

な事になるかも知れない︒

七宮8 ﹁︿略﹀︒﹂と言ひく︑かけ出
さうとする︒

七柵8 ﹁︿略V︒﹂と言ひく︑かけ出
﹁︿略﹀︒ ﹂ と 言 っ て ︑ 人 夫 は 財

さうとする︒
七佃8

しばらくし て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

布を出して渡した ︒
七伽7

つて︑財布の中に手を入れた︒
人夫は︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 っ て 蹄

旅人は︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 っ て 引

らうとする︒

七一3

七捌4

止めながら︑﹁︿略﹀︒﹂

七子2圏私は川端の人夫で︑名前を

九月の末から十月の初にかけ

て︑汽車や飛行機で何回にも送った

八99

昔から︑つばめは同じ家に婦

といふことです︒

八101

す
つまり︑今年或家の軒下で巣

つて來るといはれて居ます︒

を作ったつばめが︑來年又同じ巣へ

八104

もどって來るといふのです︒

たゴあの小さい艦で長い旅行

を割けるせみか︑途中で死んで昂つ

八108

て來ないつばめも︑かなり多いとい

ちらりとつばめの姿を見た人

ふことです︒

八125

は︑きっと﹁︿略﹀︒﹂と言って喜び

ます︒

しばく蕃人に説聞かせた︒

八137 ﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑呉牛は

八159 ﹁︿略﹀︒﹂といふので︑蕃人は

さうして︑四年目には︑もう

其の事を翌翌に申し出た︒

どうしても呉鳳の言ふことを聞かう

八168

表の字を見ただけで︑誰さ

としなかった︒

んからのだといふことが︑すぐわか

八195国

ります︒

日露職孚の將軍方の名を取って︑大

にちろ

八201囲此の前︑大連の町の名に︑

山通とか乃木町・東郷町とかいふの

があることをお知らせしました︒

これは遠い所といふ意味で︑

大連の名も此のダルニーから起つた

八232困

のですが︑日本の内地からいへば︑

いつ一いつ
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遠い所でも何でもありません︒

八234国 日本の内地からいへば︑遠
い所でも何でもありません︒

八238困 一時は東洋一とまでいはれ
た煙突です︒

若い技師が引受け︑見事に造り上げ

八245国當時こ＼に來て居た日本の

ほしがうら

て︑皆をあっと驚かしたといふこと
です︒

八255国 大連には︑星浦といふ海
岸公園があります︒

八383 翌日︑頼朝は萬壽を呼出して︑
﹁︿略﹀︒﹂と言 ひ ま し た ︒

朝は︑さあ︑此の女にはゆだんが出

八402 其の刀に見おぼえがあった頼
來ぬといふので︑石のらうに入れて
しまひました︒

八404 唐綜といふのは此の女のこと
でした︒

八421 さて弓頭は︑誰か母のうはさ

おとうさんも感心して︑

言って居る兵隊さん︑

八602
ガリレオといふ荒生が︑こ＼

﹁︿略＞Q﹂と言はれました︒

八684
の有名な大寺院へお参りをしました︒

驚いたことには︑ランプの動

こづち

いふ聲が起ります︒

ます︒

八棚2

八術8

ちやうど打出の小槌が︑ただ

世界中の人が皆持てば︑ねだ

かういふ風に︑物のねだんは︑

アメリカ合衆國の領土だと

がっしゅうこく

もなるのです︒

︿略﹀によって︑高くもなれば安く

八㎎1

じことです︒

んがなくなってしまふといふのと同

八川9

といふのと同じことです︒

持てば︑ねだんがなくなってしまふ

いねだんでせうが︑世界中の人が皆

つしがなければ︑何甘言といふ高

八棚7

ふ事が考へられます︒

此の二つの場合から︑かうい

﹁︿略﹀︒﹂と言った人の手にはいり

もうそれ以上高いねだんを附
ける人がないと︑其の品物は︑

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと

なぜかといへば︑

八m3

て來たとすれば︑どうでせう︒

きっと何億圓︑何十億圓とい

出の小槌を︑もし人間の世界へ持つ

八価2

ふ高いねだんの物になるに違ひあり
八鵬4

なぜかといへば︑打出の小槌

ません︒

八塒5

は︑それで何でもほしい物が打出せ

きが次第に小さくなって︑後にはか

八716
すかにゆれるだけですが︑それでも

かういふちょうはうな物は︑

るといふことです︑

ん︑

八研6

けれども︑ダイヤモンドはわ

誰一人ほしがらないものはありませ

八価5

一回の動きに︑やはり脈は二つ打つ

これを振子の等時性といひま

といふぐあひでした︒

す︒

八728

オランダのホイヘンスといふ

つかしか出ませんから︑皆が手に入

八735

人が︑今までにない正確な時計を嚢

れるといふことは出來ません︒

だから︑ダイヤモンドは豆粒

明しました︒

八研8

ぐらみの大きさの物でも︑何千圓︑

時には︑機械をこはしたとい

何萬圓といふ高いねだんです︒

八822

つて叱られ︑村の青年たちからは︑

かう考へると︑物にねだんが
あるのは︑一つには︑我々が其の物

八鵬1

男のくせにとあざけられた︒

しかし︑佐吉は何と言はれて

も︑たゴだまって研究の歩を進めた︒

八827

日本語の激聲が︑こ＼でも聞かれ

いふのに︑横濱で送られた時と同じ

くわんせい

をほしがるといふことと︑いま一つ

彼が織機の研究を始めてから

には︑其の物が得がたいといふこと

八856

三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と

が原因になってみることがわかりま

をする者は無いかと氣をつけて居ま

職ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に

る︒

一膿︑

ハワイが今日のやうに護達し

たのも︑ほとんど日本人の力だとい

八佃3

つてよいといはれてみる︒

たのも︑ほとんど日本人の力だとい

八㎎3

ハワイが今日のやうに獲達し

こ＼がどうして外國かと言ひたくな

浴びてゆかたに着かへると︑

ふ ろ
八⁝⁝5 日本旅館に案内され︑風呂を

る︒

したが︑十日たっても二十日たって

いま一つには︑其の物が得が

も︑母の名を言ふ者はありません︒

八事2

す︒

あとからついて行った家族の

せり市へ行って見ると︑商人

それはどういふわけでせうか︒

八冊1すると︑大勢の中から

人に品物を見せてゐます︒

が．天略﹀︒﹂と言ひながら︑大勢の

八隅5

たいといふことが原因になってみる

石弓の者︑﹁︿略﹀︒﹂と申せ

昔︑鬼が持ってるたといふ打

八鵬8

ことがわかります︒
つはもの
源氏の兵ども︑﹁︿略﹀︒﹂

ものが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

八悩8

ば︑義定笑ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と言へり︒

八悩4図

と口々に言ふ︒

八腿5図

﹁︿略﹀︒﹂と大笑した︒

八879

此の成功を見たのである︒

八435 虚日︑今日はお花見といふの
で︑御殿は人ずくなでした︒

八577 それを拝した時︑私たちは何
ともいはれぬ感じがして︑目が涙で
︸ぱいになりました︒

八585 今日は︑兵隊さんが私の家に
も泊るといふので︑急いで學校から
お湯か ら 上 っ て ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と

七って來ました︒
八591

つてよいといはれてみる︒

八伽6 ﹁ハワイの花﹂といはれるハ
イビスカスの花である︒

並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に

八㎜8 家家の垣根といはず︑公園の

三月といへば春はまだ淺いが︑

たちも︑みんな一度に吹出しました︒

八捌1

兄をウィルバー︑弟をオービ

トといふ兄弟がゐました︒

九114

ルといひましたが︑二人は︑小三校

これがもし目をつぶって居た

くに網を張ってみるところだ︒

汽車の窓には關東平野がうら＼かに

八観6
ら︑居眠をして居るといひたいとこ

といふのは︑彼等もまた飛行

明治三十六年十二月十四日︑

動力による飛行機が︑人間を

四回目に︑兄ウィルバーが乗

今では︑大陸といはず大洋と

いはず︑飛行機が自由自在に空中を

九172

を牧めました︒

五十九秒︑二百六十米といふ好成績

つた時は︑非常に調子よく飛んで︑

九168

ゐます︒

たのは︑これが始めてだといはれて

のせて空中を飛行することに成功し

九164

を飛ばせようといふのです︒

今日こそ︑二人の苦心に成る飛行機

九136

からです︒

機を作ることが︑年來の望であった

九119

きでした︒

に通ふ頃から︑何よりも機械が大好

さういふ年には︑季節はつれ

暖な春の日が一日目二日も績

空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ＼

我が國でも︑今から百敷十年

岡山の幸吉といふ表具師が︑
はと

九78

かうきち

九76

かうきち

くからあったやうです︒

く工夫をこらした人は︑かなり古

いふ風に飛んでみたいと思ひ︑いろ

九73

も花︒

ど残らず咲きつくして︑野も花︑山

くと見れば︑櫻といふ櫻は︑ほとん

九27

をだいなしにする︒

の雪が降ったりして︑せっかくの花

九19

ばである︒

四月といへば︑春はもうなか

晴れて居る︒

あ＼いふ風に髄をしぼると︑

約二千匹は居るだらうといふ

輕快な軍用飛行機といったか
﹁たこ﹂といふ物は實に妙な

九12

ろですが︑

ズ略﹀︒﹂とひとり言を言った

した︒

ので︑おとうさんがお笑ひになりま

八鵬一

八儲6園

咲誇り咲置いてみるのを見ると︑

並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に

物で︑

八爾9

つかうです︒

八襯9

ないといった風をして居ます︒

くと泳いで︑外の魚などは眼中に

八側9 五六十糎もあるのが︑いう

堂々たる魚です︒

八側6 ﹁たひ﹂は︑何といっても

ことでした︒

八髄3

中の水が勢よく下へ出る︒

八伽9 家家の垣根といはず︑公園の
咲誇り咲亡いてるるのを見ると︑
はれてみる︒

八捌8 ハワイは﹁夕日なき島﹂とい
八個1 日が西に傾いても︑日本なら

ばまだくと思はれる時分︑こ＼で
はあっといふ間に日が落ちてしまふ
からである︒

イのことである︒

八櫨5 ﹁星低き國﹂といふのもハワ

ばかりか︑我々が普通星形といって

八俊7 星の一つくが大きく見える
みる形の通りに見える︒

前︑岡山の幸吉といふ表具師が︑鳩

飛んで旅行に︑輸送に︑軍事に︑す

の膿を研究して大きな翼をこしらへ︑

それをあやつりながら屋根から飛ん

﹁たこ﹂といふ物は實に妙な

で︑人々を驚かしたといふ話があり

八備1

物で︑あの普通に頭といって居る所

八目3 どこからか聞えて罷る支那人

が實は胴で︑胴から足が出ないで︑

どういふ動力を附けるかにつ
彼の苦心に成った模型飛行機

同じアメリカ合衆國に︑ライ

大陸といはず大洋といはず︑

宗任︑馬より下りて狐を引

よしかげ

暉尼の兄︑高慢これを見て︑

﹁︿略VQ﹂と言ひしに︑

九209図

﹁︿略V︒﹂といふ︒

上げ︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑義家︑

九195図

秒乃至五十九秒の飛行で︑

ないし

ば︑ライト兄弟の苦心に成った十二

同じ頃︑アメリカ合衆國に 九177 それにしても其の最初といへ

九173

くわつやく

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

九113

人々をあっといはせました︒

は︑見事一氣に千米近くも飛んで︑

九103

いても︑いろく考へましたが︑

九99

ラングレーといふ人がゐました︒

九92

がっしゅう

と︑やはりこ＼は外國だといふこと

頭から足が出て居るのださうです︒

だから歩く時︑あ＼いふ風

ます︒

ばらしい活躍を見せてゐます︒

を︑しみぐと感ずる︒

八備4園

に頭が傾いて︑へんなかっかうに見

八二4 一日祝賀會の席上で︑人々が

代るぐ立って︑コロンブスの成功

えるが︑あれは胴なのだから︑別に

﹁たかあしがに﹂といふ大き

おとうさんも︑そばに居たよその人

八幣5 ﹁︿略﹀︒﹂と︑私が言ったので︑

なかにが居ました︒

八帽2

不思議はないのだよ︒

を祝しますと︑一人 の 男 が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

と言って冷笑しました︒

つと立って︑食卓の上のゆで卵を

しょくたく

八伽9 これを聞いたコロンブスは︑

八梱6 何十さうといふ船が︑今山ひ

取り︑﹁︿略V︒﹂と言ひました︒

いつ
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九2110ロ薗凶
ふ︒

義景重ねて︑﹁︿略﹀︒﹂と言

九258圏 何といふ小さい情ない自分
であらう︒

九264園 あ＼︑何といふ情ない身の
上であらう︒
時計屋さ ん は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

ひながら︑仕事毫の上を見て︑出し

九281

て置いたねちの無いのに氣が附いた︒

九284囹 あ＼いふねぢはもう無くな
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と言って渡した︒

つて︑あれ一つしか無いのだ︒
九323

から︑

九506国

港や町のにぎやかなことは

いふまでもありませんが︑又眺望の
好いことでも有名です︒

九517困窮︑私が泊ってみる旅館も
日本人の経螢ですが︑今年九つにな
えいご
る八重ちゃんといふ女の子は︑英語
サンフランシスコからロス

も日本語も非常に上手です︒

九523囲

し

一番景色のよい所だとい

アンゼルスまでの間は︑アメリカ合
衆國でも︑
や

はれてゐます︒

其の間に︑世界第一といは

直にそびえてみるばかりでなく︑町
といふ町は︑縦も横も皆直線です︒

九611三川といふよりは海峡といつ

五六月の頃︑﹁ブッポウソ

のではありませんが︑

ウ︒﹂と鳴く聲は︑何といっても美

九681

九759

九752

﹁︿略﹀︒﹂と言って頭を下げた︒

兄は︑改つた口調で言った︒

しい︑深みのある︑神秘的な聲です︒

イースト川とに包まれたマンハッタ

た方がよい程大きな︑ハドソン川と
ンが︑あたかも地黒のやうに見下さ

九759

だいぜん

敵方に︑品川大膳といふ荒武

いはみ
かく言ふは石見の國の住入︑

九795 ﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑弓を

械木狼介勝盛︒

九792医

者がみた︒

九7710

母はそばから言った︒

れます︒

九612困川といふよりは海峡といつ
た方がよい程大きな︑ハドソン川と

イースト川とに包まれたマンハッタ
ンが︑

なるほどアメリカ合衆國の

小脇にはさんで︑ざんぶと水に飛込

九624国

んだ︒

戦國の世とはいへ︑京都では
てふ
花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれて

みた︒

九835

表門といはれるだけあって︑實に何
ところでかういふ深山へ︑ち

ともいへない壮観です︒

九641

やうど床し五六月頃︑日本では珍し

しかし︑何といっても二倍以

天正六年七月十七日︑秋とは

﹁︿略﹀︒﹂と言ったQ

九9310 すると︑掛の人がそばへ來て︑

九926 ﹁︿略﹀︒﹂と︑父は言った︒

と照りつけてみる︒

いへ︑まだ烈しい日光が︑じりく

九903

鹿介に感謝した︒

九892 ﹁︿略﹀︒﹂勝久は︑かう言って

現れる︒

上の敵である︑新手は後から後から

九863

尼子勝久と名乗つた︒

くもかう言って︑ころもを脱捨て︑

さうして︑とうくこれが佛 九843 ﹁︿略﹀︒﹂小僧さんは︑雄々し

い程美しい鳥が來ます︒

九653

れるミシ・ッピ川が︑洋々と流れて
ミシガン湖といふすばらし

法僧といふ名を附けられてしまひま

九566困

ゐました︒

九562国

もばらの花が咲くといひます︒

九363 爾舷直といふのは︑特別の務 九5210團 町には椰子の葉が茂り︑冬
のある者をのぞいた外の水兵員のこ
とである︒

るから︑食事のうまいことはいふま

九385 一時間照りも活動した後であ
でもない︒

した︒

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と ひ と り 言 の や う

く大きな湖にのぞんでみる此のシカ

九405図

ゴは︑アメリカ合衆國の一大商工都

だから︑あの﹁ブッポウソ

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふ人が

さうして︑其の飼ってみる鳥

出て來ました︒

九665

鳥であらうといふのです︒

ウ︒﹂の聲の主は︑どうしても別の

九661

に 言 ふ を ︑ 一 豊 の妻聞きて︑﹁︿略V︒﹂

とさつちやう

市です︒

ぶた

こ＼に有名な屠殺場があ

と問ふ︒

九575国
つて︑

九435図 一きは目立ちてたくましき

虜理してゐますが︑働いてみるのは

一日に何萬頭といふ豚や牛を

と 問 へ ば ︑ 家 臣 答へて︑﹁︿略﹀︒﹂と

馬を︑信長︑目にとゴめて︑﹁︿略﹀︒﹂

ぢごく

大てい黒人です︒

シカゴは︑此の世の地獄だ 九666

といふのは︑あの色の美しい鳥とは
手にものせられる程小さい︑

全く違ったものでした︒
九669

と言った人もある程殺風景な所です

かうそう

世界第一といはれるニュー

かはいらしい︑み＼つくのやうな鳥
で︑このはつくといふ鳥でした︒

高い建物が︑すくくと眞 九679 これは非常に珍しい鳥といふ 九942囹 あ＼︑それなら︑天文學と

ヨークは︑全く高層建築の大都市で

九586困

が︑

九582困

言ふQ
九441図 松平信綱は︑幼名を長四郎
といへり︒

九502国 さういふものを見ただけで︑

がつしゆう

脅アメリカだなと︑つくぐ感じ
させられました︒

九505国 こ＼は︑アメリカ合衆國 す︒
九593国
の裏門ともいはれる重要な場所です
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﹁︿略﹀ ︒ ﹂ か う 言 っ て ︑ 掛 の 人

いふ見出しのある所を見るのです︒
九944

は︑其のカードを教へてくれた︒
すると︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と ︑ 一 枚 の

カードを指して其の人は言った︒

九949

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と お 禮 を 言 っ て ︑ 僕

小熊座と北斗七星との間に尾

を入れて︑小熊座を包むやうに︑の

評価1

りよう

ろくと曲りくねって連なる十ばか

す

それよりも︑北極星の右下の

りの星を龍座といひますが︑

九鵬5
い

方に︑椅子の形に連なる五つばかり
の星はカシオペイア座で︑俗にいか

九952

は其のカードの本の名と番號を︑用
近くの山々は︑岡と言ひたい

り星とも山形星ともいひますが︑

ポプラの下の一けん家︑垣根

ふ感じがする︒

どを見ると︑なるほど朝鮮だなとい

にかけた白い干し物︑赤い土の色な

九佃3

程低くなだらかである︒

九⁝⁝⁝4

紙に書込んだ︒

九御7 しかし︑かう言っただけでは︑
まだ中々見當が附かないでせう︒

九捌6 此の七つの星を北斗七星とい
ひます︒

九撹3 さつき探さうとしたのがこれ
で︑北極星といふ星です︒

こくしながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひま

九佃8 星の動き方を︑もっとくはし

す︒

僕が學校から露ると︑父はに

く調べて見ますと︑北の空では︑星

九胴7

が北極星をほゴ中心に︑圓をゑがい
九柵6

父も後から來たので︑僕が︑

て動いてみるのだといふことがわか
ります︒

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねますと︑父はさも得

早速其の事を祖父に言ひます

意さうに︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひます︒

九備3

と︑祖父も︑天略V︒﹂と教へてくれ

くといふのも︑實は我我の住んでゐ

九悩8 しかし︑かういふ風に星が動
る地球が廻るから︑さう見えるだけ

ほう︑お前が世話をしよう

のことですが︑

九描7囹

日本の馬は氣が荒いとかい

といふのか︒

九描4園

ました︒

九悩8 かういふ風に星が動くといふ
のも︑

九塒5 先づ北斗七星と其の附近にあ
おほぐま

暑さは︑もうたくさんだと言

厚面4此の間も祖父が言ひました︒
九伽1
九伽10

昔︑袴垂といふぬす人あり

もう何といっても秋である︒

ひたくなる︒

下欄2図
けり︒

十町程も行きていよく心

しかし︑かうなると女は何と

情ない事を言ふ︒

ありませんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひまし

た︒

九紹7園

言っても聞入れません︒

九型1

何のことはない︑旅客機とい

ふものは︑自動車を細長くして︑そ

九字7

れに大きな翼を附けたものと思へば

乱訴10図

よい︒

もけい

森︑人家︑道路︑畠︑さうい

を決し︑刀を抜きて切りか㌦れば︑

九四3

山といふものを空中から見下

てるる︒

ふものが模型圖のやうにきちんとし

九帽8

此の度は笛を吹止めて︑ふりかへり︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ひて︑又前の

﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

九湿7図

其の後︑袴垂此の時の事を

如く笛を吹きで行く︒

すと︑意外にはげた場所の多いのに

九偽7図

人に語りて︑天略﹀︒﹂と言ひたりと

一見はなはだゆる

何といふ美しい濃い青さであ

下界は︑

中佐は言へり︒

しまふ︒

すべての物があっといふ間に過ぎて

くと移動してみるが︑それでみて︑

九齪1

らう︒

九糊10

驚く︒

れんだい

今日は水が多いので︑連垂で

﹁︿略﹀︒﹂と︑彌次郎が言ひま

そ︒

した︒

流量8

九慨10

なくては越せないといふことです︒
天略﹀︒﹂と︑足早に通り過ぎ
て︑彌次郎は北八に言ひました︒

九閥5

九悩6図

中佐が多才の戦死者中︑特

更に形を正して言へり︒

天略﹀︒﹂彌次郎は人夫の親方

九脳9図

九糊4

の所へ行って︑武士らしい言葉で言

彌次郎は︑どうせ買ふ氣では

此のやうに大切な監査である

かういふ所で︑たまくなつ

かしい日本語を聞くと︑

九欄9

考へない人がある︒

へず︑中には國語といふことさへも

のに︑ともすれば國語の恩をわきま

九㎜6

いふべし︒

に軍神とあがめらる＼もうべなりと

九燗3図
それで︑今同勢といふのは︑

ひました︒

九蜘3囲

上下合はせてたった二人だ︒

る幾つかの星を加へて︑大熊座とい

はれるさうだが︑それも馬が悪いの

郎のそばへ寄って來て︑天略﹀︒﹂と

彌次郎は︑じょうだん半分に

すると︑一人の大原女が彌次
ではない︑扱ふ人がいけないから︑

九備3

言ひました︒

九襯8

九齪5

ひますが︑

言ひます︒

九月に二歳駒の市が始るとい

馬に悪いくせが附いてしまふのだ︒

ふので︑八月に北斗をうちへ連れて

九梱6
形に連なるのを︑大熊座に封して小

婦りました︒

斗七星とどうやら似た︑小さい柄杓

九価8又北極星を柄の端にして︑北

熊座といひ︑

いったんくわんきふ

さいく

島民の細工といふ人形や︑

十527

會があるといふので︑島民の青年た

今の地震は︑別に烈しいとい

つて行く︒

言ったのを︑

つ

干る時︑

あれ程ほしいと

十691囲

別れ

まく

其のま＼に

みしん

あと四年で︑明治維新の幕が

からうじて一口︑﹁︿略V︒﹂と

老人靴を橋下に落し︑張良

たゴ手まねが言ふ︒

老人大いに怒り︑﹁︿略﹀︒﹂

お后は︑此の時まで何も言は

ｪV︒﹂と心の中に思ひまし

さう言はれてみると︑清少納

﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりました︒

ずにだまってみる清少納言に︑

十柵2

と言ふ〇

十956図

に向かひて︑野営﹀︒﹂と言ふ︒

十938図

十834

かすかに言った︒

十8210

切って落されようといふ時だ︒

十784

たことも 思はれる︒

いやらないで︑

町のいとこが

ぽこん︑ぽこんといふ音が通

ふ程のものではなかった︒

十567 五爵ハ衛は大望に言った︒

十348囲

んは人喰人種の類とでも思ふでせう

言ってゐられるが︑まだ其の折に出

十238囹此のわけをよくおかあさん

十6110圏 さう言はないと取れないよ︒

九柵7 一旦緩急ある時︑國をあげ
て國難におもむくのも︑皇國のよろ

が︑どうしてどうして︑彼等はもう

十647

南洋の島民といへば︑皆さ

こびに︑國をあげて萬歳を唱へるの
に言ってあげて︑安心なさるやうに

文化人の仲間です︒

星影口といはれるだけあって︑埠

げんくわん

國語は︑かういふ風に︑國 十252國 サイパンは︑さすが南洋の 十355困 十一月三日の明治節に運動

家・再訴と離すことの出來ないもの

﹁︿略﹀︒﹂雲の低くたれた空を

ふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑秋野君といはれ

見上げながら︑工匠さうに一人が言

十376

陸上競技の練習をやってみる︑

ちが︑コロールの大運動場で︑毎日

こ＼の島民は︑チャモロ族

頭は實に堂々たるものでした︒

島民の子供とはいひながら︑

た男は︑すこぶるのんきである︒

名所見物に雨がい㌦と言ふ
河井君︑雨の方がい＼と言
秋野君が言ふ︒

昔︑元正天皇がわざく行

かういふめでたい事のあっ

わざくこ＼に行幸なさったといふ

十417生時の天皇がおほめになって︑ 十川4

罪なさった璽泉といふのがこれだ︒

れいせん

十409圏

十407

つたのは︑これだよ︒

十395園

のは︑恐らく天下に君一人だらう︒

十379園

た男は︑すこぶるのんきである︒

テニアンは︑サイパンやロ 十378 ﹁︿略﹀︒﹂と︑秋野君といはれ

かうりやう

まあ︑満洲の高梁畠へで

カナカ族はどの島にもみま
すが︑ヤップのカナカ族程︑昔風な

十296囲

つい忘れてしまひさうでした︒

十289国小さい島の中といふことも︑

もはいったといふ感じです︒

十289困

南洋の寳島といはれてゐます︒

タの島々と共に︑砂糖の生産地で︑

十2710囲

皆さつばりした服装をして︑

十272囲

く︑生活程度も高いのださうです︒

といふのが大部分で︑割合に色も白

十2510圃

である︒

九柵10 耳語を忘れた國民は︑國民で
ないとさへいはれてみる︒

十57図 まことに恐れ多き極みとい
ふべし︒

十65図 奮御苑に入れば︑木立深く︑
かくうんてい

道めぐり︑池の眺廣き所に︑御茶屋
ありて︑隔翌翌といふ︒

十125 妹がきのこを見たいと言ふの
で︑其の人にお禮を言って三階へ行
く︒

十126 妹がきのこを見たいと言ふの
で︑其の人にお禮を言って三階へ行
く︒

のはないといはれてゐます︒

話だらう︒

小屋の軒下などに︑大きな
石が立て掛けてあるのは︑石貨とい

十301国

十425園
になる︒

た時には︑當時の習はしとして改元

つて︑昔はそれで物を買ったり費つ
たりしたのださうです︒

海岸一帯にぎっしりと茂つ

ｪ﹀︒﹂と言って動きません︒

負けぎらひの彼女は︑官女た

たいど

かういふ時︑清少納言は︑何

時もはっきりとした態度の女でした︒
﹁︿略﹀︒﹂と秋野君が言ふ︒

十鵬1 十日には︑﹁︿略V︒﹂といふ知

互に言ってゐますQ

十452

言って︑何時までもそこを動かうと

たマングローブの青葉や︑島の中央

しなかった︒

﹁︿略﹀︒﹂河井君は幾度かかう 十王5 ﹁︿略﹀︒﹂など︑官女たちがお

といふことなしに︑私の胸ををどら

十474

せました︒

にそ＼り立つ無線電信塔の眺が︑何

十333国

、

十177図 ねらひ違はず︑彌五郎が
かぶと
冑の眞向くだきて︑眉間の畑中に
ぐさと射込みたりければ︑物をも言
はず兄弟同じ枕にたふれたり︒

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

十206 水兵は驚いて立上って︑しば

其の手紙を差出した︒

がて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

お か あさんは︑﹃︿略﹀︒﹄と

十216圓早言 何にてもゑんりよなく
言へQ
十233園

十 十
101ち101た言
！0に10がも
、

、

「〈

「〈

ひとくひ

も︑ つには目語の力があづかって
するがよい︒

十352困

みるといはなければならない︒

會はないのだ︒

いつ

九m8

いつ
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いういう

らせです︒

十鵬7 夜が明けるのを待ちかねて︑
お庭師の返事でした︒

尋 ね に や り ま す と︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

十欄5悪露褒美が頂けないと言って︑
﹁︿略﹀︒﹂といふお尋ねです︒

お庭師が残念がつてゐました︒
十⁝⁝⁝10

くし
ら掘割をつけて︑ちやうど團子の串
ざし

刺のやうに︑運河を通さうといふの

騒がすといふことは︑重い罪である︒

彼等は罪人として︑一先づ細

ゑつちゆうのかみ

十三3

川越中守以下︑四人の大名にお預
けといふことになった︒

十二1園若しこれをお仕置にすると

そこで︑此の高さの違ふ水面

ですが︑

をどういふ風に連絡するか︑こ＼が

いふことになれば︑今後忠義をはげ

十悩6
パナマ運河の構造の一番おもしろい

と思ふりつばな人を自分できめて︑

そんな事をするやうでは︑

自分で投票するものです︒

結局人情や欲に目がくらんで︑ほ

けっきょく

十幽8園

んたうにりっぱな人物に投票すると

あ＼いふ連中が今度も出る

﹁︿略V︒﹂と︑僕も言った︒

いふ精神に反することになる︒

十衛5

十手3園

ます道がないであらう︒
すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑

十帽4園あ＼いふ風に︑みんなが選
そらい

切腹といふのは︑どこまでも

正月が過ぎて︑二月にいよ
佛の慈悲によって︑助ける道
此のうはさが世間にもれて︑

遠くでしきりに鈴の音︑それ

父は座にもどりながら︑

選墨といふものはね︑これ

照照7

ばくおん

すさまじき爆音を立てなが

ばくおん

すさまじき爆音を立てなが

これが︑そもく汽車といふ

其の後︑イギリスのトレビ

母も何か言ってみるやうだが︑

﹁かさ＼ぎ﹂といふ日本語が

こちらにはわからない︒

十齪9

車に大改良を加へた︒

シックといふ人が︑キュニョーの汽

十旧10

百数十年前の事であった︒

ものを造らうとした最初で︑今から

十旧2

如くに進む︒

ら︑瀬といはず淵といはず︑飛ぶが

十悌10図

如くに進む︒

ら︑瀬といはず淵といはず︑飛ぶが

十旧10図

やうに言った︒

十三2 ﹁︿略﹀︒﹂と︑父がひとり言の

選暴は自然眞劒になる︒

塁の義務といふことを強く感じれば︑

十術4園あ＼いふ風に︑みんなが選

選墾・は自然眞劒になる︒

塁の義務といふことを強く感じれば︑

やうでは︑選塞・もおしまひだよ︒

言論3

かうした天下の輿論に養して︑

十衙6

十川5

者が多かった︒

誰言ふとなく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎ずる

十㎜6

でもあらばといふ下心であったらう︒

十㎜2

く切腹といふことがきまった︒

十139

武士の漫漫を重んじた扱ひであった︒

めいよ

みた︒

たゴ一人荻生祖篠の言ふ所は違って

をぎふ

多くの人々の一致した意見であった︒
ようん

十慨5

所です︒

十悩8昔から︑川の流の急な所を︑
舟を通す場合︑間門といふものを作

十川2年置しかし︑雪はまだたくさん
残ってみたといふから︑何と言って

かふもん

もそなたがりっぱに勝つたのです︒

間門といふのは︑川の上手と
かういふ風に︑二つの水門を

かすみがうら

そこを通過すると先は又湖で

それがために︑毎旦二萬何千

あらゆる人間のちゑをしぼり︑
機械といふ機械を使って︑

十柵3

長い月日がか＼りました︒

人の人々が働き託けて︑十年といふ

十㎜2

あらうといふ大きさで︑

すが︑これは日本の霞浦の二倍も

実以7

交互に開いたり閉ぢたりすると︑

影堂5

下手と︑二箇所に作った水門です︒

十悩9

りました︒

十川3園 何と言ってもそなたがりつ
ぱに勝つたのです︒

十川6囹 さあ︑そなたの其の歌とい
ふのが聞きたいものですね︒

十川9 官女たちも言ひました︒

十手4 一ぱいの速力を出せといふの
﹁バッ︒﹂といふ音を立てて鯨

である︒

十価9

の吹上げる水煙が︑船の上にも霧の
やうに降りか＼る ︒

あめ
十号4 ちやうど飴でも引きのばした
時のやうに︑切れさうで切れないと

十粥1

一わ

受取つた號外は︑﹁︿略﹀︒﹂と

と共に﹁︿略﹀︒﹂といふ呼聲が聞え
る︒

もと此の地方に流行したマラ

黒鼠2

十捌1

リアと黄熱病が︑かつては何萬とい

いったかっかうです︒

ふ西洋人の命を奪ったこともありま

らかう

いふ大活字の見出しだ︒

十梱9 だから︑あそこへ運河を作ら

のすけ

す︒
ら

うといふことは︑何百年も前から考

く

き

たり見て︑﹁︿略﹀︒﹂とひとり言のや

たくみのかみ

大石内藏之助を始め四十饒人

うに言ふ︒

十善3園

ではない︒

いや︑それは言ふべきこと

が︑亡君淺野内匠頭の仇︑吉良上
づけのすけ

こうふん

げたといふので︑江戸市中はすつか

しかし︑賢主を組んで天下を

とたう

り興奮してしまった︒

十価1

十紹9圏

野介を討って︑あっばれ本望を遂

十悩5

へられたことでし た ︒

十慨6 かうした場所を掘割るといふ
ことは︑並干ていの仕事ではありま
せん︒

十偽2 世界に有名なパナマ運河とい
ふのがそれなので す ︒

十桝3 さて︑此の湖へ︑雨方の海か

いつ一いつ
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わからないらしい ︒
﹁︿略﹀︒ ﹂ と 言 っ た ら ︑ す ぐ わ

かった︒

十悩8

ろで︑マルタといふ名ださうだ︒

二恩9 此の子は新京へ母と煮るとこ
十価4 あの山の傳説を話してあげよ

十一51図

其の間ほとんど一月にわ

これを奥の千本といふ︒

たるといふ︒

十一54図
ごばん

町並が碁盤の目盛のやうだ
近郊二十七市町村を合はせ

といったのは昔のこと︑

十一127
十一129

十一258

がくぶち

まるで南大門といふ額縁に
軒という軒は︑まるで天上

はめ込んだ美しい圭里だと私は思った︒

十一295

屋根といふ屋根は︑天女の

に舞上るやうに長く張出してみる︒

十一296

羽袖のやうに︑なだらかな曲線をゑ
がいてるる︒

た今の京都は︑何といっても近代的

かあさんも︑口ぐせのやうに

﹁︿略V︒﹂と言ひながら︑話はとだ

えがちであった︒

にいさんだけが︑時々へう

此の先生がまだ十五歳の少

きんなことを言って︑みんなを笑は

十一429

せた︒

年であった頃︑ふと人間の聲といふ

十﹁434

かういふやうに︑小さい時

ものの不思議さに氣附きました︒

十一4311

か︒

すべてを捨てて︑トーマス

さうして︑話と電氣とを結

又もの言ふおもちゃの話

﹁もの言ふおもちゃ﹂の研

十一463園

りか＼つたのです︒

び附けようといふ風攣りな研究に取

十一458

てこもりました︒

ボストン市の或電氣屋の屋根裏にた

ーーワトソンといふ助手と一しょに︑

十一456

から研究心の強かった先生のことで

今さういふことを考へるの

うと言へば︑マルタはお書御飯をた

十一315

其のすかしぼりの金物の下

廻廊・殿堂に園まれた中庭

さう言へば︑よくねえさん

其の夜︑おとうさんも︑お 十一497

ろです︒

十一495

﹁もの言ふおもちゃ﹂は︑

やがて年が攣り︑とうく

研究はもう一息といふとこ

音を傳へたのです︒

遂に電線によって︑かすかながらも

十一492

きました︒

音が︑電線を傳って先生の機械に響

﹁ボーン﹂といふかすかな

究に齢念がありません︒

夢殿とは︑何といふゆかし 十一482
い名であらう︒

十一337

八角圓堂だといはれてみる︒

にある夢殿は︑我が國で︸番美しい

十一336

通して見られたのであるといふ︒

しい光彩が︑金色の金物のすかしを

に︑玉轟の羽が敷並べられ︑其の美

十﹇3210

私たちの心を引く︒

づ し
あったといふ有名な玉轟の御厨子が︑

十一326

は︑中りにもったいない氣がする︒

すから︑

べながら︑母と一しょに聞きたいと
十一143

白い着物の上に山吹色の着

つて歎息しました︒

十一174
物を重ねてかけ出して來た女の子は︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑見

何といふかはいらしい子であらう︒
十一1711

上げた尼さんの顔は︑此の子とどこ
か似た所がある︒

そばにるた女の一人は︑

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑雀を探しに立

十一1810

生．き物をいぢめるといふ

つて向かふへ行った︒
十一199囹

ことは︑佛様に封しても申しわけの

すみこ
更に推古天皇の御念樋門で

十一3010 それが又法隆寺といふ美の
大都市である︒
ためとき
殿堂を現出したゆゑんである︒
父の爲時は︑﹁︿略﹀︒﹂と言

言ふQ

十段5 マルタはお書御飯をたべなが
ら︑母と一しょに聞きたいと言ふ︒

ゆ知らず︑風の日も雪の日も待って

十鵬9圏 老母は︑そんなこととはつ

ボーイがさう言って來たので︑

みたが︑遂に山の上でなくなったと
いふ︒

十㎜一

﹁ ︿ 略 ＞ Q﹂と︑マルタが言ふ︒

僕は︑ノートに二つ押してもらった︒
十柵6

十備6 箱根山から伊豆山へ越えて行

ないことだと︑ふだんから教へて上

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打
寄せてみるのが見えるといふ︑書の

げてあるでせう︒
くし

十﹇427

でした︒

みぶん我がま＼を言ってすみません

十一421園ねえさん︑これまで︑ず

た︒

に復習や宿題を見て．頂いたものだっ

十一414

と言って︑ほめてみる︒

櫛を使ふことをおきらひ 十一3910分家のをばさんが︑﹁︿略﹀︒﹂ 十一485

一罐あなたはど

今にでも此のおばあさん

源氏はわざと拭いたまねを
顔をしてみる︒

して︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑まじめな

十一2311

うなさらうといふのでせう︒

がみなくなったら︑

十一211函

ふよい髪でせう︒

だが︑それにしては︑まあ︑何とい

十一205園

やうな歌である︒

十梛10 二本の門松の中︑其の一本を

本を以て親の心構を祈らうといふ意

以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑其の一

味で︑

の吉野山 といひし占人の句︑我を

十一21図 これはこれはとばかり花
あざむかず︒

十一22図 こ＼をドの千本といふ︒
なほ登れば上の千本あり︒

十一46図 これを中の千本といひ︑
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﹁もの言ふおもちゃ﹂の出直上る日
つの方法を一しょにしたのである︒

たのは︑﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二

これが古事記といって︑い

はば我が國で最も古い書物である︒

﹁ も の 言 ふ お も ち ゃ ﹂ と は ︑ 十一672

がやって來ました ︒
十一5011

言ふまでもなく電話のことです︒

雲脚の半ば︑宣長がかねて

十一733園

たゴ注意しなければなら

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

﹁ も の 言 ふ お も ち ゃ ﹂ と は ︑ 十一694

言ふまでもなく電話のことです︒

十一5011

十一519図此の四海峡に包まれたる
細長き内海を瀬戸内海といふ︒

とです︒

有名な古事記傳といふ大著

ないのは︑順序正しく進むといふこ

早くより内海の風光を賞して︑世界

十一543図 我が國に遊べる外國人は︑

十一745

今朝早く札幌神社へ参平す

を ぢ
ると言って出掛けた東京の叔父は︑

十一749

の上に不滅の光を放ってるる︒

ふめつ

述は此の研究の結果で︑我が國文學

における海上の一大公園なりといへ
り︒

シヤウソツ

園の一に敷へらる＼︑またむべなり

十一544図 今日︑瀬戸内海が國立公
といふべし︒
キ カ

タでくカンゲキ

﹁︿略V︒﹂と僕が言ふと︑

これは︑博士が札幌を去

封岸や＼右に︑けづり立つ

まことに摩周湖こそは︑

明方の風はいやといふ程冷

七月の初といふことなど︑

まをか

ほん

樺太の玄前口といはれる

げんくわん

つい忘れてしまひさうであった︒

十一999

十一㎜1

大泊は︑一面また西海岸の眞岡や本
と

斗と共に漁業の中心地で︑さすがに

四五月頃のにしんの盛な漁

市内は万言がある︒

十一㎜7

期には︑沿岸を走る汽車の中まで︑

此の附近から亜庭湾を見下

にしんの香で一ぽいだといふ︒
あには

十一川1

したところは︑何といふすばらしい
景色であらう︒

此の丸太を︿略﹀︑パルプ
といふ厚紙に似たものに作るまでの

十一撹11

工程が︑すべて機械の働で順序よく
行はれる︒

氣候が寒いので毛並がよく︑
言意が寒いので毛並がよく︑

一匹千圓といふのがあるといふ︒

十一悩9
十一悩9

一匹千早といふのがあるといふ︒

どれもこれも︑水兵さんが
エプロンを掛けたといふ︑すこぶる

十一鵬6

太陽をおほひかくすといふ

こっけいな姿である︒

十一研5

澄んだ青空に︑刷毛で輕く

のは︑此の事であらうと思はせる︒
は け

かさの中に星が見えれば天

氣︑さうでなければ雨だなどといひ

十一㎜9

ますが︑果してどうですか︒

青空にうろこのやうに小さ
はんてん
く群生する白い雲は︑さばの印字に

十一柵2

又此の雲が出るといわしの

似てみるところがら︑俗にさば雲と

いひ︑

大漁があるといふので︑いわし雲と

十一佃4

もいひますが︑見た所は何だかさび

いわし雲ともいひますが︑

しい感じの雲です︒

見た所は何だかさびしい感じの雲で

十一m4

す︒

天候悪攣の兆といはれる雲

で︑それが龍のやうに長く績く場合

十一柵9

は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ

ます︒

天候悪攣の兆といはれる雲

で︑それが龍のやうに長く績く場合

十一佃11

は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ

ます︒

西洋人はよく牧場の群羊に

たとへるさうですが︑日本では俗に

十一川3

太陽でも月でも︑おぼろに

むら雲などいってゐます︒

十一川9

しか見えませんから︑俗におぼろ雲

十一㎜7

はいたやうな︑又は眞綿を薄く引き

照りもせず曇りもはてぬ春

といひます︒

これまでの記録一切を取りまとめ︑

俗に薄雲といひます︒

で空をおほったやうになりますから︑

しては︑いよく悪い方だといひま

か＼つた場合ですが︑天候の前兆と

の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲の

十一田10

のばしたやうな白い雲の出るのを巻
雲といひます︒

從者に渡して言ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一963図出嚢の日近づくや︑上上︑ 十一鵬7 後にはごく薄い白絹か何か

たい︒

十一884

いふ感じを深くさせる︒

たゴ神のみがしろしめす神秘境だと

十一餌6

峯は摩周岳の絶頂だといふ︒

十︻図2

．に残したといふ有名な言葉だよ︒

る時︑泣いて別れを惜しむ學生たち

十一786園

﹁︿略V︒﹂と︑叔父が言った︒

十一759

﹁︿略V︒﹂と︑叔父が言った︒

十一606図無 以下將卒モ︑皆此ノ 十一755 ﹁︿略﹀︒﹂と僕が言ふと︑
成果ヲ見ル上之ンデ︑唯々感激ノ極︑
言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

十一649 文字といへば漢字ばかりで︑
文章といへば漢文が普通であった︒

文章といへば漢文が普通であった︒

十一649 文字といへば漢字ばかりで︑

十一655 ﹁クサキハアヲイ﹂といふ
のを漢字だけで書けば︑差當り﹁草
木青﹂と書いて満足せねばなるまい︒

十﹇662 ﹁アメツチ﹂といふのを
ク ラ ゲ

﹁天地﹂と書き︑ ﹁ ク ラ ゲ ﹂ と い ふ の

を﹁久羅下﹂と書いた︒

ラ ゲ

ク
十一662 ﹁クラゲ﹂といふのを﹁久
羅下﹂と書いた︒

十一665 ﹁ハヤスサノヲノミコト﹂
ハヤス サ ノヲノミコト

といふのを ﹁速須佐之男命﹂とし

十一柵1 俗に曇り雲とか︑うね雲と

十一麗1 天候の前兆としては︑いよ

す︒

いつ

十一M5 強烈な日光に照らされた入
ねず

十一悩6
はれた︒

十﹇櫛2

﹁︿略V︒﹂と︑吉川先生が言

やがてそこへ登りついた僕

等は︑何といふすばらしい景色を西

さっきの槍岳が︑﹁︿略﹀︒﹂

の方に見渡したことであらう︒
十一伽11

と言ふやうに︑しかも甚だ嚴然と聲
﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑元氣な

えてみる︒

十﹇欄4

うに言ってみるのは︑若い女の聲で

止んで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さも心なささ

さうして︑これらの金字

あなたは演

其の言方が如何にもをかし

奏會へ行ってみたいとかいふことで

口で聞いたのですが

十﹇旧6圏實はその︑今ちよつと門

が言った︒

十︻旧1 ﹁︿略V︒﹂と︑ベートーベン

仕方がない︒

十﹁価10圏

ある︒

十一衛4国湾とはいへ︑見た所はや

エ

そんなことを言ったつて

はり果なき大海原ですが︑水は油の
やうに滑らかです︒

日本の商品が︑かうして

遠くアラビヤの内地に輸送されるの

十一描4国

だといふことを︑まのあたりに見る
ことが出掛ました︒

十一描9国海峡の眞中に︑ペリムと
いふ小さい島があります︒

したね︒

十﹇欄10団石で積上げた幾多の金字
塔の中︑一番大きいのは高さ百四十

山田先生は︑﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

十一佃8

﹁︿略﹀︒﹂と言ふと︑元氣な

七米齢︑石の敷三百二十重︑底の占

十一家団6

める面積が五百二十六アールもある

十一捌1囲

塔は︑皆エジプトの王様やT工子の墓

大金字塔のそばには︑ス

だといふことです︒

十一捌3囲
し

フィンクスといって︑顔は人間を︑

騰は獅子をかたどった不思議な石の
巨像もあります︒

カイロ博物館をたつねる
と︑エジプトの古い文明を物語る遺

十一棚9囲

物が︑何十といふ室にぎっしりと陳
列されてゐましたが︑

温度も下って︑何だか世
は秋になったといふ氣がします︒

十一塒5国

﹁︿略﹀︒﹂彼は︑突然かう言
つて足を止めた︒

十一価2

にいさん︑まあ︑何とい
やがてピヤノの音がはたと

ふよい曲なんでせう︒

十一価5園
十一価8

﹁︿略﹀︒﹂と︑兄が言ふ︒

天爵﹀︒﹂と言ひながら︑

︸膿あなたはどういふお

ベートーベンは︑かう言つ

﹁︿略V︒﹂きやうだいは口を

ベートーベンの﹁月光の

學校の門を出てから︑正雄

君が僕に言った︒

十一旧4

のは此の曲である︒

曲﹂といって︑不朽の名族を博した

十一槻1一

揃へて言った︒

十﹇観5

ばらく澄みきった空を眺めてみたが︑

十一柵11 ﹁︿略﹀︒﹂と言って︑彼はし

き始めた︒

て︑さつき娘がひいてみた曲を又ひ

十一欄2

方でございますか︒

十﹇靭11囹

けて︑すぐにひき始めた︒

ベートーベンはピヤノの前に腰を掛

十︻旧6

十一欄1

思はずにっこりした︒

かったので︑言った者も聞いた者も︑

さうして何年かの後に︑き

何といふ騒がしい町だら

といはれてゐます︒

山田先生は︑﹁︿略V︒﹂と言はれた︒

十一欄1

つとあの槍に登らうといふ希望を抱
きながら山を下った︒

まるで渓流其のものを上つ

て行くといった感じである︒

十一槻9

車掌は更に︑﹁︿略﹀︒﹂と言

十一榴2 女車掌は︑﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

十一榴7

乗客の一人が︑﹁︿略V︒﹂と

つて喜ばせる︒
十一悩6

言ったので︑皆がうなつくやうにに
つこりする︒

遊覧船が出るといふので︑

いうらん

十一燭2

すぐ乗込んだ︒

十一慨8

何といふ美しさであらう︒
十一㎜10国
した︒

うと︑殆ど耳をおほひたくなる程で

したり︑時にひようを降らせたりし
﹁ ︿ 略﹀︒﹂と︑吉川先生が言

と言って︑其の黒い大きな手で︑私
たちに堅い握手をしました︒

十一備5囲さうして最後に︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といふ聲がする︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 先生たちに言ってみた︒
十一擢9

十一梱9しかし︑小屋の人は︑

はれた︒

十一柵10

ます︒

は︑かなとこ雲といって︑雷雨を起

十一価1 其の頂が朝顔形に開いたの

も此の入道雲です︒

十一M6 俳句で﹁雲の峯﹂といふの

はいく

者といひたい感じがします︒

鼠色に輝くのを見ると︑全く雲の王

ぎん
道雲が︑まぶしい程︑銀白色又は銀

いふ入道雲です︒

むくくとふくれ上ったのは︑俗に

十一榊3 夏の日など︑峯が恐しい程

れる白い雲は積雲といひますが︑

上は山の峯のやうに積上つた形に現

十一榊1 天趣のよい日︑底が平で︑

低い弔云です︒

雲は層雲といって︑雲の中でも一番

などから流れるやうに滑り出る白い

十一佃8 雨の降ったあげく︑山の間

であることはいふまでもありません︒

十一稲5 一番陰氣でいやな感じの雲

かいはれる雲です ︒

く悪い方だといひます︒

いつ
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十一悩1 おかあさんにさう言って︑
﹁ ︿ 略V︒﹂と︑僕がにいさん

夕飯がすむとすぐ出掛けた︒
十一悩⁝7

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 正 雄 君 に 言 は

に言ふと︑正雄君は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

十一価5

﹁︿略V︒﹂僕が思はず叫ぶと︑

れて︑僕は望遠鏡に目を近寄せた︒
十一榊陶2

打つやうに言ふ︒

正 雄 君 が ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂と︑あひっちを

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 僕 が 言 っ た の

で︑にいさんも正雄君も︑どっと笑

十一欄8

つた︒

十一研5 こんな小さい望遠鏡でさへ︑

十一鵬11從って雲や︑雨や︑あらし
や︑さういった我々地球上の氣象現
象は一つもありません︒

今もいふやうに︑光を調節

するものがないから︑

十一欄10
かういふ風に︑月の世界は︑

いはば全く恐しい死の世界ですが︑

十一柵10

や し
峯の月︑大海原の月︑椰子

の木陰の月︑さういふものがないと

十﹇m10
したら︑殆ど生きがひがないと思ふ
でせう︒

今より二百敷十年前︑山

わうばく

城宇治の黄白山萬福寺に鐵眼といふ

うち

十﹇桝5図

十一捌8

何といふ痛快さだ︒

何といふ頼もしい姿だ︒

僧ありき︒

は非常に大きいものだといふことが
十﹇㈱2

はっきり見えるのですから︑噴火口
考へられます︒

日本刀の鋭利なことは改め
波およぎ兼光といふ刀は︑

ていふまでもない︒
かねみつ

平和を愛し︑美を喜ぶ我が

に︑広きりぎね・火きりうすといふ

を使ふやうになった時代を鐵器時代

時代を青銅器時代といひ︑鐵の利器

此の社にては︑今も太古

銅鐸といって釣鐘のやうな

鐵器時代といへば︑かうし

形をした器物が短見されるのである

十ニー31

と名づける︒
どうたく

ものあり︒

十二了6図

の法に從ひ︑これによりて火を作る

が︑

十ニー34

た古い時代から︑實に今日の我々の

かの建御雷命が大國主命

ヘ
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十．二了8図 爵号の濱といふ所なり︒

時代まで績いてるるわけで︑從って

十二710図

と會結し給ひしは︑此の所なりとい

十ニー54

古墳といふのは忌まんぢゆ

はにわ
又︑古墳の外部からは埴輪

うに類する塚で︑

十ニー39

其の遺物は殆ど無数といへる︒

ふ︒

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

十二711島島から日は地平線に近づ

てん

かういふ石を昔の入は︑天

いふばかりなし︒

の人形などが嚢見され︑私たちに︑

十二89

狗の作ったものだとか︑雷の落し．て

ふ歴史を思ひ合はさせる︒

十ニー69

︿略﹀は︑かうしたものを

ゑんえんたる城壁を高くめ

ことを忘れてはならない︒

永遠に保存しようといふ精神である

十ニー64

材料となるのであるから︑

古墳などから出る古代の遺物も尊い

十鳳至59 かういふ石器・土器を始め︑

あの野見宿禰がそれを工夫したとい

のみのすくね

行ったものだとか言ったが︑
てん
かういふ石を昔の人は︑天
ぐ

十一一91

狗の作ったものだとか︑雷の落して

かういふ時代を石器時代と

行ったものだとか言ったが︑

十二98

かういふ時代を石器時代と

いふのである︒

十二99

さういふ石器になると︑ず

いふのである︒

ぐらした北京は︑見るからに雄大だ

十ニー05

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

國民の優美な性情と︑善にくみし︑

十一撹7

いでから首が落ちたと傳へられる︒

切られた人が其のま＼しばらくおよ

十一鵬4

十﹇閥2

十一研6 一番大きいのは︑直樫が二
百粁もあるといはれてゐます︒

十一柵3 もちろん︑月は地球と違つ
て︑とっくの昔︑すっかり冷えてし
まった天髄ですから︑火山といって
も︑みんな死火山ですがね︒

邪をにくむ正義観とは︑まことに日

十一欄5 あれは﹁海﹂といはれる部
分ですが︑月には水一滴ありません

といふ感じを與へる︒

市街は南北二つに仕切られ︑

らうとしても︑ちよつと出來さうに

遠島は路次のことで︑かう

いふ所に北京の古風が残ってみるの

十二208

いふ夜明前の神秘な儀式が︑

奏樂の中に天子が恭しく祈られたと

十ニー93 諸官が威儀を正して列なり︑

北を内城︑南を外城といってみる︒

十一一1610

本刀の精神其のものといふべきであ

さういふ所を貝塚と名づけ
銅及び青銅で利器を作った

さへて山野に狩をし︑
かひつか

十ニー28

るQ

十ニー16

斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ

かういふ時代の人は︑石の

から︑海といふより平原といった方

此の時事代主命は︑すな

十ニー11

もないのがある︒

かたはらなる人のいふや

る︒

しが︑

十二611図

調物殿に入りて拝観する

どりのため美保崎といふ所にいまし

みほのさき

十二55図

う︑﹁︿略V︒﹂と︒

十二37図

がよいかも知れません︒
方がよいかも知れません︒

十﹁欄7 海といふより平原といった
十﹇㎜7 海といふより平原といった
方がよいかも知れません︒

十一柵10 月には水がないと言ひまし
たが︑水ばかりか空氣もないのです︒

いつ一いつ
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がおもしろい︒

十二226 五千年の昔から︑自ら耕し
て食ひ︑自ら掘って飲むといった簡
輩な生活を︑其のま㌦今日に持越し

自分の事は自分でするといふ心掛が︑
田家には行きわたってみる︒

十一一257 見たところ︑水面とすれす

れになって流れてみるが︑それは筏
の一部分で︑大部分は水面下にある

れぬ︒

十二347園困ったら悪い事でも何で
し

こロつ

もするといふのが小人である︒

し

こヒつ

十二349 ｪ﹀︒﹂子貢といふ弟子が
言った︒

言った︒

十二354囹
て︑腕前を加減するのが果してよい

だからといって加減をし

大工だらうか︒

十二357園
たら︑

には︑道はどうでもよいといふこと

たら︑結局︑人に用ひられるため

なへよといふのである︒

一切七節に從ひ︑禮節にか

なへよといふのである︒

十二381

十二3811孔子は顔回をほめて︑

顔面は孔子をた＼へて︑

又︑﹁︿略V︒﹂とも言ってゐ

天略V︒﹂と言ってみる︒

る︒

十一一395

十二405

﹁︿略﹀︒﹂と言ってみる︒

﹁︿略﹀︒﹂と言った顔回が︑

顔回といふのが居りまし

先生よりも先に死んでしまった︒

十二411

十二415囹
た︒

天略﹀︒﹂といふ言葉に︑
︿略﹀ことが思ひ出されるではない

十二419

か︒

あの陳・察の厄で︑千路や
ど不平がましく言った時︑
つね

十二504図囹
纒といふ者︒

よし
幼名牛若︑今は九郎義

子貢が︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂な

﹁︿略﹀︒﹂顔回は師を慰める 十二421

孔子の理想とする﹁仁﹂に

丈低く︑色白く︑眼光鋭き︸人の武

上げ︑﹁︿略V︒﹂と言ふ︒

んくといふ程︑よく張ってござる︒

十一一572園きつねの鳴くやうに︑こ

ばかりも引いて下さらぬかといふの

十一一5811園 いや︑留浦のうち︑ 一両

でござる︒

十二595圏主人といふ者は︑きげん

これ︑此の通りきつねの

のよいこともあり︑悪いこともある︒

鳴くやうに︑こんくといふ程︑よ

十二612圏

さういはれ＼ば︑な

く張ってござります︒

十二622圏

みやびやかな唐破風︑すつ

からは ふ

る程これは古がさちや︒

きりした千鳥破風︑それらが上下に

十二655

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入

りちがふさまは︑まさにいらかの齪

舞といひたい︒

十二6511奥へくと進むにつれ︑姫

路城は︑たゴ美しいといふだけでは

頭上には︑乾の小天守︑西

すまされなくなって到る︒

の小天守及び大天守が︑︿略﹀︑私た

十二6811

ちを足もとにも寄せつけないといつ

十二509図年の頃二十労りにして︑
士︑たくましき馬にまたがりて進み

いざといへば︑これらの小

の護となるのである︒

山がすべて出城となって︑此の城郭

義纒も胸ふさがりて︑言 十二712
や＼ありて頼朝涙を押さ

更にいへば︑本丸・二の

十一一727 美しい城だとは︑誰もがい

ふ︒

丸・西の丸の三丸が︑これ程まで完

義纒も︑涙にくれてしば 十二728
し返事もせざりしが︑やうやく顔を

十二534図

はらくと流す︒

へ︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひもあへず︑涙を

十二528図

ふべき言葉を知らず︒

十二516図

たかつかうである︒

ついても︑或者には天略﹀︒﹂と言
者には只略﹀︒﹂と教へた︒

朝起きるから夜寝るまで︑

出で︑﹁︿略V︒﹂と言ふQ

ひ︑論者にはズ略﹀︒﹂と説き︑或

十一一3611

いふことは︑何でもありません︒

十二3511園世の中に容れられないと

やうに言った︒

十二3510

になりはしないか︒

の小屋といふ小屋に︑紅緑のとうろ

に園まれたことがある︒
やうこ

あらゆる欲望にうちかって︑

十二371囹人の悪口を言はぬことで
ある︒

十二377

禮を實行ぜよといふのである︒
十二3711

ふこと︑一切七節に從ひ︑禮節にか

i子路には︑ひょっとす 見ること︑聞くこと︑言ふこと︑行

ると︑さういふ考が湧いたのかも知

十二344

で孔子に言った︒

十二3310 生一本な子等が︑とがり聲 十二378圓 非禮は言ふな︒

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言ったQ

つけた顔回を見た孔子は︑ほっとし

十二325 此の時︑おくればせにかけ

の地で齪暴を働いたQ

十二317かつて陽虎といふ者が︑此

匡といふ所を通った時︑突然軍兵

きやう

十二315 孔子が︑弟子たちを連れて

場所である︒

大信の編成にはもって來いといった

十二295 洞庭湖は︑︿略﹀︑かうした

十も十五も列を作って丸心を下る︒

十二273 かういふ大きな筏が︑時に

うを美しく貼ずるのがある︒

けっきょく

十二269 月明の夜など︑かうした筏 十二359園 だからといって加減をし

ヘ
へ
と
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ほめられないからといつ

十二244 人を頼まず︑世をうらまず︑ 十二349 ｪ﹀︒﹂子貢といふ弟子が

て來た彼等は︑

「〈

「〈
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全に残って︑今日の我々に昔の姿を
鳥居勝商といふ者あり︑

殆ど其のま＼に見せてくれる︒
十一一742図

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑
約していふやう︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︒

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

十二743図 鳥居勝商といふ者あり︑

約していふやう︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︒

一老兵︑

十二752図 敵の衛兵等︑あやしみて
あらためみんとするに︑
﹁︿略﹀︒﹂と言へば︑﹁︿略﹀︒﹂とて止
む︒

十二757図 信長︑勝商の勢を賞し︑
かつ言ふ︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

ちやうど其の時︑隣にみた
思はず﹁︿略﹀︒﹂と近づく

分隊長が︑﹁あっ︒﹂と言って倒れた︒

十二893
十二894

をぢさんは何時も話の終に︑

と︑﹁︿略﹀︒﹂と言ふ〇

十二901

醤油屋のをぢさんが︑よ

突然入口で︑﹁︿略﹀︒﹂とい

口ぐせのやうに言ふ︒
十二905
ふ聲がした︒

十二908園

﹁︿略﹀︒﹂をぢさんは︑にこ

ろしくといはれました︒
十二911

ね︑行者さん︑人間の生肉︑それか

﹁︿略﹀︒﹂と言ふそばから︑

が人間の生き血さ︒

さも食ひしんばうらしく︑羅刹は舌

十二麗4

二文句と︑行者さんの礎

なめずりをした︒

10園

どうせ死ぬべき此の膿を

と取りかへてもよいといふのですか

十二

い︒

十二備2園

﹁︿略﹀︒﹂かう言ひながら︑

捨てて︑永久の命を得ようといふの

だ︒

彼は其の身に着けてみる鹿の皮を取

十二備3

つて︑それを地上に敷いた︒

十二桝4 ﹁︿略﹀︒﹂ と歌ふやうに言

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふ深

りと目を光らせた︒

終ると︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑ぎよう

十二⁝旧9

彼は︑あたりの石といはず︑

い意味が︑彼にはつきりと浮かんだ︒

彼は︑あたりの石といはず︑

木の幹といはず︑今の言葉を書きつ

十二価1

けた︒

けた︒

かに言って︑ひらりと樹上から飛ん

十二描4 修行者は︑只略﹀︒﹂と高ら

のである︒

て︑今や羅刹の餌食にならうといふ

十二価8

其のてっぺんから身を投じ

木の幹といはず︑今の言葉を書きつ

しかし︑﹁︿略V︒﹂といふ意 十二価2

一そうけんそん

わしのたべ物といふのは

それからのみ物といふの

らのみ物といふのが人間の生き血さ︒

﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑

かういふ遠い昔に︑古事記

十二堰3園

いふのは︑我が國民性の特色といふ
かく上下を問はず︑國民一

べきである︒

十二968

般が事に鰯れ物に感じて歌をよむと

﹁︿略﹀︒﹂といった意味で︑

いふのは︑我が國民性の特色といふ
べきである︒
十一．一977

まことに雄々しい歌であり︑忠勇の
心の躍動した歌である︒
﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑

︿略﹀つるの羽ばたきまでが聞かれ

十二995

るやうな感じのする歌である︒

十二欄2

ひになってみる︒

美しい光景を眼前に見るやうにお歌

十二齪6

るものがある︒

のであって︑後人をして奮起せしめ

僕は軽罪よく︑﹁︿略﹀︒﹂と 十二欄5此の歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

くしながら言った︒
十二927
言った︒

石段を下りる時︑正一君も

と土ハに此の萬葉集を持ってるること

こほりやま

大極殿の跡はるかに指鮎

うとすると︑をぢさんは︑天下V︒﹂

十二欄10

羅城門の跡今も残れりといふ︒

すべく︑南の方郡山の町の東に︑

十二鵬10図

は︑我々日本人の誇である︒

今を去る千二百年の昔︑東

ふ歌をよんでみる︒

向かった兵士の一人が︑︿略Vとい

國から徴集されて九州方面の守備に

十二958

と︑終はひとり言のやうに言った︒

僕も︑をぢさんに寄りそって助けよ

十二9411

社殿の方を見やった︒

﹁︿略V︒﹂と言ひながら︑もう一度

十二762図勝頼︑勝商に向かひて言 十二937すると︑をぢさんは︑
ふ︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

何とい

十二763図囹 明日城門に行きて︑
新づけの白菜︑

﹃︿略V︒﹄と言へ︒

十一一791圃
﹁︿略V︒﹂といふ護射音に績

ふみづくしさであらう︒
十二835

いて︑敵戦車の機關部にばつくと
火柱が立つたと思ふと︑すぐ火えん
を上げ始める︒

十二853 何といふ痛快事であらう︒

ない︒

十二佃2

れて來た︒

十二皿2園

な心で言った︒

十二⁝川5

修行者は︑

彼には︑さういふ風に思は

﹁︿略V︒﹂といふ意味で︑ま 味の今の言葉だけでは︑まだ十分で

ことによく國民の本分︑軍人の寛悟

﹁︿略﹀︒﹂だしぬけに僕が聞 十二9510

くと︑をぢさんは ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と 言 つ

十二872

をあらはした︑りっぱな歌である︒

かういふ兵士や其の家族た
かく上下を問はず︑國民一
般が事に慣れ物に感じて歌をよむと

十二967

ちの歌が︑萬葉集に多く見えてみる︒

十二962

て︑樽を廻しながら︑トンくと
た＼いてるる︒

もかう言ってから︑何かとをぢさん

十二881 やさしいをばさんは︑僕に
の世話や︑仕事の手傳を始めた︒

いつ一いつ
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だ︒

しんざう

チーの街上は︑全く目まぐるしい程

十二柵10 ロンドンの心臓といふシ

ざったふ

言ひながら席についたQ
それは本心で言ふのか︒

もう言ふなQ

早速食事の支度をしろと

病氣なら︑父が病床へお

貸した金を返せと言って︑

見舞申すと言へ︒

十二旧3
かういふ法律上の孚があっ

甲がさいそくする︒

た場合に︑

十一一旧5

では殆ど見當がつかない︒

又︑月を直話三論のピンポ

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと

十二撹4

して見ても︑太陽は直樫十三米とい
ふ大きなものになって︑

此の大きな太陽が︑私たち

の住む地球から見ると︑大嘗月と同

十二槻9

じ大きさに見えるのは︑いふまでも
なく︑太陽が月より非常に遠い所に

黒嵩は太陽の表面に生ずる

あるからである︒

十二悩7

大きなつむじ風だといはれ︑其の敷
や大きさは︑凡そ十一年を週期とし

さうして︑それがどうも放

ところで︑支那では其の頃

そろばんといふものが考案され︑流

十二研1

算木といふのは︑長さ四五

行し始めた︒

十一一㎜2

てん
世に孝和の創始する所を鮎

直ぐらみの四角柱の木である︒

窟術といふ︒

ざん

十二㎜9

孝和は︑︿略﹀︑これを角術

と構したが︑かういふものは︑もち

十二m6

ろん彼以前支那にも日本にもなかつ

たところである︒

しかし︑彼等がかういふも

のを生み出したのには︑西洋諸國の

十二梱4

西洋の数十・上下と何等關係する所

ひとり我が孝和に至っては︑

學術の背景があり︑

なく︑ひたすら和算に掲自の天地を

十二梱9
より小さいもの︑太陽とほゴ同じ大

開いたのであって︑まことに文化史

くら

小倉の北西八海里の海上

すけざ

ゑもん

小倉に近き長濱村に︑難

波浪高き海上の小島に︑

念写を築かんとするが如きは︑今日

十一一橋10図

うれへ︑

ふ人︑か＼る不幸のしばくなるを

破船救助掛たりし岩松助左衛門とい

十二榴10図

危険を避くること能はざりき︒

熟練なる水夫といへども︑殆ど其の

のすこぶる多く︑一朝風浪起れば︑

十二偽7図古よりこ＼に難破するも

に︑平坦なる小島ありて白洲といふ︒

へいたん

十二偽4図

こ

きさのものもあるが︑又太陽の数百

和算といへば︑或はそろば

支那では︑古來算木といふ

ぬ︒

上の一大偉観であるといはねばなら
日本が生んだ敷臨界の偉人

倍といふすばらしいものがあるので

あらう︒

が︑

開立等の算法を行って來たのである

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十一一櫛8

いふわけでもない︒

ろばんの達者であったからえらいと

ばんを考案した人でもなければ︑そ

十一一鵬6

しかし︑孝和は決してそろ

んによる算法のことだと考へる入も

十二鵬3

に︑關孝和といふ人があった︒

十二価10

ある︒

さうして︑其の中には太陽

火らしく思はれ︑乙が其の犯人では

十二餌4

月は死の世界であるといふ
直脛凡そ百四十萬粁もある
もちろん︑かう言っただけ

十二価7

て増減してみる︒

又︑例へば刑法に沢略﹀︒﹂

かういふのが刑事裁判であ

なからうかといふ疑のある場合に︑

る︒

十二悩8

藍といふセントピーター寺院や︑
十二価7

かういふふうに︑二回まで

といふ規定があるが︑

十二塀2

上訴し得るやうになってみるのは︑

裁判は實に︑正義を保護し︑

又︑辮護士といふものがあ

つまり裁判を念入りにするためであ
る︒

つて︑

十二塀7

十二㎜1 すると︑一人の青年が私の

十二矧6

︸大火球だといふ︒

十二樹6

ことを︑私たちはすでに知った︒

十二樹1

といはねばならぬ︒

秩序を維持するための大事な仕事だ

十二旧5

日本語で言った︒

十二㎜11園 私が日本語を勉強してゐ

るものだから︑友人たちが︑此の日
彼はなほ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ふ

本人と話をして見よと言ったのです︒
十二柵1

私は︑心から天略﹀︒﹂と

やうな意味のことを述べた︒
十一一悩7

圏圏圏

圏

だ︒

十二梱2 町といふ町は︑雑沓してゐ
るが︑

十二旧7 なかんづくコンコルドの廣
がいせん

場から︑シャンゼリゼーの大通を過
ぎて︑ナポレオンの凱旋門に至る美
観は︑何といっても世界一の名に恥
ちない︒

するのも︑またパリーだといはれて

十二伽4 あらゆる流行のさきがけを
みる︒

が
十二伽6 ローマには世界第一の大伽

Q41110

1

前 に 立 っ て ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂と︑はっきり

當はつく︒

それが﹁日本人﹂といふ意味だと見

十二伽9 イタリや語を知らぬ私にも︑

う農村疲弊の聲がないといふ︒

十二梛7 ロンバルヂや平原には︑も

昔のローマの遺跡がある︒

ローマ法王のバチカン宮殿があり︑

らん

十 十十十
＿昌＿＿＿
爾へ備141柵

l11
いえ．一いえ

総身算三千爾︑私財をこ

といへども容易のわざにあらず︒
十一一備4図

とぐくなげうつといへども︑＋が
一にも満たず︒
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ 不 思 議 さ う に ︑ あ

うさんやおかあさんのことを
かんがへると︑家へかへりたく
なりました︒

三佃4住んでみた家もなく︑お
とうさんも︑おかあさんも死ん
でしまって︑知った人は︑一人

十二捌6

たりを見まはしてみる妹に︑ほ＼笑
もをりません︒

一度嫁して

雲太郎きゃうだいは︑その

兄うかしは︑かへって︑さつ

そく家を建てにかかりました︒

六45

大勢の人を集めて︑書も夜も︑

働かせましたので︑間もなく︑葺き

六47

天皇のお使に弓を引いた兄が︑

な家が出來上りました︒

六52

すぐ又天皇をお招きすると言って︑

獣を取るのに使ふやうな︑おとしの
大きいのがしかけてあります︒

六64園新しく建てた家には︑大き
二人は︑兄うかしの家へ行つ

なおとしがしかけてあります︒

六69

て︑外から大聲に︑﹁︿略﹀︒﹂と呼び
ました︒

サヲノ先ノ矢車ガ︑ガラガラ

ト鳴ルト︑鯉ガ︑大キナロデ思フゾ

一たい︑どういふ風におも

さては︑自分の悪だくみがあ

家の前を︑村の消防隊が︑ポ

で家を出られた︒

六936

さうして︑こんな大火事の起

ンプを引いて︑勢よくかけて行った︒

六㎜1

つたのも︑或家の子供が︑マッチを

すって︑其のもえがらを土間に捨て

たのが︑もとだといふことだ︒

六⁝川6圏 お＼︑それよ︑ それ︑そ

暗がりに梅の花︑

まつ白な梅の花︒

この家の垣根の

い地ひ貸きと共に︑東京の何十萬の

無価2 ﹁ど＼つ︒﹂といふ︑ものすご

かたむく家︑めちゃめちゃに

家は︑一度に震動した︒

六鵬4

かたむく家︑めちゃめちゃに

つぶれる家も︑ずるぶん多かった︒

六価6

まして︑けがをした者や︑つ

つぶれる家も︑ずるぶん多かった︒

ぶれた家の下敷きになった者は︑ど

六燭1

んな氣持であったらう︒

しっそ
東郷元帥の家は︑質素な︑古

い木造建であった︒

六鵬3

たちまち壁はくつれ︑屋根瓦は大て

いよく︑家も出産上ったの 六㎜4 はげしい震動に︑此の家も︑
で︑或日︑お祝の酒もりを開くこと

ちやうど︑お書の食事中であ

坂離宮へと急いだ︒

居る中を︑七十七歳の老元帥は︑赤

地はゆれ︑市民があわてふためいて

引画き起る齢震に︑家は震ひ︑

へ出たが︑

つた元帥は︑家の人々と一しょに庭

六価6

になりました︒

それは︑こ＼から百米もはな

おとうさんは︑夜業をやめて︑
すばやく身支度をと＼のへ︑大急ぎ

六926

物が見えます︒

六554園向かふの家の︑おせんたく 翌年7

た︒

れて居る︑向かふの家の屋根であっ

六502

い落ちてしまった︒

六282

家の中へはいって行きました︒

らはれたなと思って︑すごすごと︑

六93

い家にはいって︑やってみろ︒

てなしをするのか︑一つ︑此の新し

ンブン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ

あちこちに︑村の家が見えま
爾⁝がはには︑たくさんの家が

静かな︑静かな家の中︑

つきましては︑新しく家を
たしたいと存じます︒

建てて︑心ばかりのおもてなしをい

六37圏

ころ︑ころ︑ころ︑ころ︑ひgく聲︒

五931囲

並んで居ました︒

五732

した︒

五711

の家ですもの︒

五668囹平氣ですとも︑舟は私ども

家や森が見えました︒

とたんぼがつゴいて︑あちこちに︑

五307向かふを見渡すと︑ひろぐ

高ク尾ヲ上ゲマス︒

六81園

五26一

しました︒

男に﹁こけ丸﹂といふ名をつ
け︑しばらく家におくことに

四斯2

かこみました︒

四346おちいさんの家のまはり 新しく家を建てたばかりか︑
は︑兵たいがいくへにも取り
六53 其の家の中には︑ちやうど︑

みながら私はかう言った︒

十二榴3 近づいてからまた弟が︑
﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

十二瑠9 清水の流だといふ此の川べ

よし

りは︑もう殆ど雪がなくなって雑草
と ば

が一面に芽ぐんでみる︒

十二商8 鳥羽伏見の一戦に︑徳川慶
喜は︑はしなくも朝敵といふ汚名を

のぶ

かうむつた︒

胤に生まれたとは い へ ︑

いん

くわう
十一﹇㎜3 われ︑かたじけなくも皇
は徳川の家を離れぬが女の道︑徳川
の家は何とかして護らねばならぬ︒

十二悩5 かう考へると︑宮は一女性
の御身で︑徳川の家を救ひ︑江戸市
民を救ひ給うたばかりか︑危き日本
の運命をもお救ひになったと言って︑
決して過言ではないのである︒

十二研4図圃 國といふ國をめぐりて
家

日の本の人と生まれし幸は知りにき
﹇家﹈︵名︶鵬

三備6 浦島は︑あまりおもしろい

いえ

ので︑家へかへるのも忘れて︑
毎日毎日︑たのしくくらしてゐ
ました︒

三柳2 しかし︑そのうちに︑おと

いえ．一いえ．
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六㎜9 巡るとすぐ︑元帥は︑家の人
に︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

六糊4 やがて︑火は近くの家に起つ
た︒

六糊4 元帥の家の人々は︑手傳ひに︑
其の方へと走った︒
帥の家をおそった︒

六事6 ところが︑火は︑たちまち元

七帽2

郷里の家は︑六費・三畳の二

間と︑せまい土間があるだけの︑小
さい粗末な家であった︒

郷里の家は︑六畳・三畳の二

間と︑せまい土間があるだけの︑小

七㍑4
さい粗末な家であった︒

此の父母の下に︑此の家にそ

だった乃木大息が︑

七帽8

其の國の人々は︑此の疲れは

一豊は︑わけて家も貧しけ

空しく家に臨りぬ︒

九402図

れば︑たg心に欲しと思ふのみにて︑
空しく家に編りぬ︒

九421塩魚わらは︑此の家に参りし
時︑﹃︿略﹀︒﹄とて︑父より渡されし

どうかりつばな武士になり︑

は此の金なり︒

九755園

わら

暑い日がやっと暮れても︑よ

家は︑みんな藁ぶきで小さい︒

家の名をあげてくれ︒
九佃10

八93

九捌4

六柵8 元帥は︑家に残って居た人々
てた鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れ

ひの間は家の中がむっとして︑柱も

てやり︑食物を與へてやりました︒

昔から︑つばめは同じ家に婦

をさしづしながら︑自ら防火につと

八101

夜は︑そろくこほろぎが家

今は勘ぐることもかなはず︑
保昌は家に入り︑綿入一枚

ごはん

湖畔の家︑道路を走る自動車︑
のやうに美しい︒

すべてが玩具のやうに小さく︑玩具

虚心2

聞かせたり︒

取出して袴垂に與へ︑﹁︿略﹀︒﹂と言

九翌10図

恐るく後に從ひて其の家に至る︒

九槻9図

聲高く鳴き立てる︒

の中へはいって︑床の下や壁の中で

九伽9

壁も︑さはるとどうやら熱氣を吐い
てるる︒

何よりも︑あの家の軒下に作
わけても︑自分の家へいそい

義仲からはすぐ返事があって︑

今日は︑兵隊さんが私の家に

九搦8

一面は家の海である︒

も泊るといふので︑急いで墨型から
これ等の仕事は︑陸上の家で︑

内地人がたくさん住んでゐ
其の間に島民の家がまじって︑南洋

ますから︑町も大廟内地風ですが︑

十259囲

今年も咲きぬ︒

九柵7図蟹 學校の道すがら︑ 見
つ＼行く此の家の庭︑ もくせい
九353

毎朝起きると先づ夜具を片附け︑雨
戸をくるのと攣りはないが︑

薦豆は︑わけて家も貧しけ
れば︑たゴ心に欲しと思ふのみにて︑

九401図

は

討って來ました︒

八585

た大切な刀を送ってよこしました︒

目違﹀︒﹂と︑木曾の家に傳はつて居

八395

心は︑どんなに嬉しいことでせう︒

そと蹄って來たつばめを迎へる人の

八125

つた古巣がなつかしいのでせう︒

八118

もどって來るといふのです︒

を作ったつばめが︑來年又同じ巣へ

八102

つて來るといはれて居ます︒

す
つまり︑今年或家の軒下で巣

めた︒

六欄6 自分の家を焼くのは︑近所の
家々へ︑めいわくをかけることにな
る︒

さいご
六欄3 かうして︑家は最後まで無事
であった︒

七171 河成は︑くやしく思ったが︑
仕方がなく其のま＼家へ館つた︒
七173 工の家へ河成から使が來て︑
﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七281 家の前も︑後も︑横も︑まる
で夕立の降るやうに︑蛙の聲で︸ぽ
いである︒

馬上3園 家の中でなくした物でも︑
中々出ないものです︒

七型3 旅人は︑連呼V︒﹂と言ひなが

くもう一度川を渡って︑人夫の家

ら︑人夫の後について來たが︑とう
をたつねて行った︒

七伽8 遠い木立や︑家や︑煙突や︑

みんなくっきりと夕空に浮出して居
る︒

らしいおもむきを見せてゐます︒

ご

へ

ゑ

十526 ﹁︿略﹀︒﹂とつぶやきながら︑

五兵衛は︑自分の家の庭から︑

五兵衛は家から出て転た︒

心配げに下の村を見下した︒

十532

十545 ﹁︿略﹀︒﹂と叫んで︑家にかけ
たいまつ

込んだ五兵衛は︑大きな松明を持つ

て飛出して來た︒

しやうや

どの家も温突をたき出したと

をんどる

十5510圏 荘屋さんの家だ︒

十623

再び家に取って返すと︑今農

見えて︑紫色の煙が村中にた〜よつ

てるる︒

夫たちにかつがれて蹄つた弟のあさ

十821

ましい姿︑驚き悲しむ母親︒

七日に︑清少納言は︑正月の

お暇を頂いて︑宮中から自分の家へ

十価9

當選した家では︑定めて喜ん

下りました︒

十帽8

家が貧しかったために︑八歳

でるることであらう︒

の時から人にやとはれて︑牛や羊の

十旧4

番人をした︒

生まれた家を出て行くの

十全8園昔︑母と子と二人暮しの家

があった︒

はいやですけれど︑これが女の行く

十一416囹

べき道なんですから︒

部落にして︑土人の家わっかに五六

十一9311図此の地︑北端に近き一小

止むなくノテトに引返し︑

を数ふるのみ︒

十一951図

113
いえいえ一いえる

酋長コーこの家に留りて︑しばら

しうちやう

く時機の至るを待てり︒

十一973図 キチーにて土人の家に宿
る︒

十一974図 土人等︑林藏を珍しがり
て他の家に伴なひ︑多脳にて取認み
つ＼︑或は抱き或はふところを探る︒

家二軒

十一梱3図囲 さみだれや大河を前に

いみすばらしい家の前まで乾ると︑

十一悩9 薄暗い小路を通り︑或小さ
中からピヤノの音が聞える︒

十一撹9 彼は︑急いで家に蹄つた︒
流し産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を

十﹁価3図 死傷すこぶる多く︑家を
知らず︒

お前 が 官 田 貴 で あ っ た ら ︑

はさ＼やかな土の家を構へる︒

十二221 かうした楊柳の陰に︑農夫
十二366圏

予はお前の家の家令にならうそ︒

十二969 武門の家大伴氏が上代から
言傳へたものとして︑

若しさ う と 致 し ま す と ︑

十二伽4 ゼノアにはコロンブスの家
がある︒

十一一幽3園

十二㈱3

くわう

われ︑かたじけなくも皇

胤に生まれたとはいへ︑一度嫁して

いん

は徳川の家を離れぬが女の道︑

徳川の家は何とかして護ら
徳川の家を救ふことは︑結

ねばならぬ︒

十二㎜4
十二御9
局江戸百萬の市民を救ふことである︒

徳川の家は︑まさに風前の
かう考へると︑宮は一女性

燈火であった︒

十二欄4
十一一梱3

見下

家々

の御身で︑徳川の家を救ひ︑江戸市
家家

小高い岡に上って︑

﹇家家﹈︵名︶8

民を救ひ給うたばかりか︑
いえいえ

五191圃

自分の家を焼くのは︑近所の

す町の家々︒

六柵7
る︒

家家の垣根といはず︑公園の

家々へ︑めいわくをかけることにな
八伽7

並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に
村の家々は︑わっかに屋根だ

咲誇り咲績いてるるのを見ると︑
八籾2

けを見せて居る︒
汽車は︑もう京城の市中を走
つてみるのだ︑家々の間を︒

九佃10

十82図囲

立ち並ぶ家々︑燈

しめやかに︑夜の霧ち

家のため國のため︑私が取りしまり

またをつ＼み︑
火うるむ︒

家々の戸は︑もう皆とざさ

をすることになりまして︑

十二備10 リガンの家の門前で︑召使

れてるる︒

十一737
リや王﹁なに ︑ 御 病 氣 で お 目 に

に︑

けれども︑家々の窓も障子
も一せいに明けはなされて︑どこか

十二欄1

か＼れぬと︒

十二掴2 又︑例へば甲の持ってるる
家が焼けたとする︒

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎

だのぶなが

しんゑん

へる︽1へ・ーヘル︾

い・える ﹇言﹈︵下一︶12 いへる 言

しむ︒

織田信長に見えて長篠城の急を告げ

お

十二755図家康︑直ちに勝商をして︑

らか︑カナリヤのさへづりが朗かに
家路

に至り︑家康に見えて援兵を求む︒

﹇家路﹈︵名︶1

聞えて光る︒

いえじ

家中

出ると︑機械を一ぽいに掛け
﹇家中﹈︵名︶1

て家路へ急いだ︒

八悩1
いえじゅう

たとひ︑家中の者がうゑ死

と︑千年もたったかと思はれる大木

五78囲神苑に入り︑しばらく行く

七鵬6園

をするやうなことがあっても︑あな

やがて長州征伐の大事が起
こヒつ

翌十五日の朝︑勝商は山

何ともいへないいやなにほひ

さうして其の頃から︑雲の色

さうして︑赤や︑黄や︑緑の

なるほどアメリカ合衆國の

我等は此の歌を聲高くよんで︑

寛喜時代といへば︑かうし

た古い時代から︑實に今日の我々の

十ニー36

いでしまった︒

てるるのだけれど︑とうく言へな

十一422 ﹁︿略﹀︒﹂それがのどまで出

る︒

つ＼ましい心を味はひたいものであ

其の何ともいへぬ︑ほがらかな︑

十酩2

ない美しさを見せます︒

十306囲第一︑海の色が何ともいへ

ともいへない壮観です︒

表門といはれるだけあって︑實に何

九625團

て居ました︒

何ともいへない程美しい物がはいつ

八価8

どりが何ともいへぬ美しさを見せる︒

八槻3

さへする︒

七186

ありがたい感じがしました︒

が立ち並んでみて︑何ともいへない︑

たから︑いはれのない金をもらはう
家

宮が御兄孝明天皇の御心を

とは思ひません︒
いへもち
﹇家茂﹈︹人名︺2 家茂

いえもち

ほうぎょ

いへやす
﹇家康﹈︹人名︺4 家康

崩御ましくた︒
いえやす

ひでよし

康εとくがわいえやす
秀吉がこ＼に目を着けて城
いへやす

たいはん

中國・西國の大藩を目の上

十二755図

ことに故あることと考へさせられる︒

こ＼に金城鐵壁を築かせたのは︑ま

のこぶと見た家康が︑輝政をして

十二715

に造り上げた︒

輝政が︑︿略﹀堅固極まりなきもの

てるまさ

を築き︑更に家康に信任された池田

十二704

家

て杖柱とも頼み給ふ御兄孝明天皇が

つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑拙い

十二柵2

七年前のことである︒

軍家茂に嫁ぎ給うたのは︑當時から

いへもち

水火の中をもいとはぬ御覧悟で︑將

安んじ奉り︑國のため民のためには

十二捌10

茂

いおとす一いかだながし
114

五言7園

かゴ

兄うかしは︑すぐに手下の者

を呼集めて︑戦の用意をしょうとし

ら一思ひに飛んでみると︑意外にう

いかが

い

いか毬でせう︑けふ一日だ

射かけ

いかが致しませう︒
﹇射掛﹈︵下一︶1

筏

筏←おお

十二264最も大きな筏になると︑村

中全髄が乗ってみるのではないかと

月明の夜など︑かうした筏

思はれる程多人敷である︒

の小屋といふ小屋に︑紅緑のとうろ

十二268

かういふ大きな筏が︑時に

うを美しく匙ずるのがある︒

十二273

だから︑こんな筏の十や二

十も十五も列を作って回心を下る︒

十が置いて下ったからとて︑少しも

十二279
︽ーケ︾

生かす

かうそしやう

筏は江を下り︑江蘇省︑

それでは︑かうした大きな

な貯木場にはいる︒

長江の金山寺あたりに着いて︑葺き

ちんかう

十二285

じゃまになるわけではない︒

る

﹇生﹈︵五︶1

舟は︑次々にしづめられ︑
いか・す

いかだ

﹇筏﹈︵名︶12

うや︒﹂

いかだ

時に︑名物の筏のいうく

いかだ・ちょうこうのいかだ
いかだ

十重3図

筏は︑たくさんの丸太を幾

として流れ來るに會ふ︒

十二254

重にも組合はせた︑すばらしく大き
なものである︒

思ふに︑湖南・貴州などの

であらうか︒

十二292

奥地から出る材木が︑それぐ其の

こ＼で大きな筏に組まれるのであら

地の流によって此の湖水に流され︑

うQ

かくて筏は︑洞庭の岳州か

ら下って本流に出る︒

十二296

いうくたる長江に最もふ

かうしたすばらしい︑しか
竹・アンペラなどで作った小屋が︑

せながら︑三つ︑四つ︑七つと列を

は獲動機船にぼつぼと威勢よく引か

の波は押寄せるものと見えて︑近頃

ものんきな筏流しにも︑やはり時代

十二281

さはしいのは︑筏流しの光景である︒

十一一252

見たところ︑水面とすれす いかだながし ﹇筏流﹈︵名︶3 筏流し
れになって流れてみるが︑それは筏

十二256

の︸部分で︑大部分は水面下にある
といふ︒

幾軒となく長屋のやうに建てられて

筏の上には︑板ぶき︑又は

みる︒

十二258

筏は︑一膿どこからくり出されるの

一郎と貞童は︑とんぼ取を 十二289

︽i

四柵1さうして︑さかんに鐵の
矢を射かけましたので︑敵の

いか・ける

十二柵1園

てはいかがでございます︒

おなぐさみに︑狩をなさつ

海へ魚を取りに行く事にしては︒

け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

六25
ましたが︑意外にも︑手下が集って

時代まで順いてるるわけで︑從って
十二㎜3 しかし︑私は何とも言へぬ
來ません︒

其の遺物は殆ど無下といへる︒
嬉しさを感じて︑彼の手を握った︒
八182

まく空中を滑走することが出來まし

それを膿に着けて︑岡の上か

意外にも︑それは呉鳳の首で 六359園

十二佃11園私は︑此の心にあること
あった︒

十二梱6 しかし︑彼等がかういふも
た︒

九83

を口に出して言へないのでございま

のを生み出したのには︑西洋諸國の

す︒

竜門の背景があり︑敷學の長い歴史

九柵3

ほ

山といふものを空中から見下

があったからで︑むしろ當然の道を

すと︑意外にはげた場所の多いのに
み

驚く︒

進んだものといへ る ︒

射落す

シ︾

﹇射落﹈︵四︶3

九棚5

いおと・す

三保の松原は︑意外にもあっ

︽iス︾

﹇威海衛攻撃﹈

﹇如何﹈︵副︶3

止めて臨って來た︒﹁生かしておか

十6210圓

た︒

な男ですが︑意外にやさしい聲でし

十一槻9田どれもこれも︑色の眞黒

けないものであった︒

か︒

八983図囹 かの扇を射落す者は無き
八988図囹 空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽
は︑必ず射落す程の上手なり︒

あくまで初一念をひるがへさざる熱

八999図 扇は風にひらめきて︑いか 十一榊7図画眼の深大なる慈悲心と︑
なる弓の名人も︑たゴ一矢にて射落

・いとは︑強く人々を感動せしめしに

激しく押合ひもみ合ふ彼等

みかいゑい

いかいえいこうげき

口をあけて待ってるるのである︒

の足もとには︑意外にも深い谷底が

十二682

や︑喜んで寄附する者意外に多く︑

すことはむつかしと見えたり︒

いおりのすけ ←あきあげいおりのすけ
か・じゅんようかんいかすうせき・し

いか ﹇以下﹈←しちせんメートルい
れいちょうかんいかいちまんろっぴゃ
くよにん・せんかんニコライいっせい

そなたは幽豆島沖の海戦に
みかいゑい

威海衛攻撃

︵名︶1

いかが

母は如何にも残念に思ひ候︒

とやらにも︑かく別の働なかりし由︑

も出でず︑又八月十日の威海衛攻撃

いかしせき・にせんメートルいか・ほ
いか

十2010國国

﹇鳥賊﹈︵名︶ 1

そかわえっちゅうのかみいか
いか

意外

八三9 これが﹁いか﹂だと︑もっと
﹇意外﹈︵形状︶8

すばらしいさうです︒
いがい

l15
いかなる一いかにも

なして下るのがある︒

若しあそこが少しでも切れて

如何にぞ︒

十島6

十二佃8

車は如何にして此の群衆を

如何にして此のおびたゴしい車の流

十二298 此の邊一帯の江上に︑特に

を横ぎるかを考へねばならぬ︒

切抜けて進むかを氣つかひ︑人は又︑

うが︑如何に細いにしてもそれが績

みたら︑自由自在に船も通れるでせ

人は又︑如何にして此のお

難破船救助掛たりし岩松

をしたついでに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑如何

さしのぼる朝日の光に輝いて︑

にも心ありげに申し上げた︒

らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑

十柵1

巻雲のかぼそい女性的な美

如何にも我がやまと魂をよく現して

みる︒

しさに比べると︑積雲や︑入道雲や︑

十一備6

かなとこ雲は︑如何にも壮大で︑強

ゑもん

いかにも

かったので︑言った者も聞いた者も︑

其の言方が如何にもをかし

助左衛門といふ人︑か＼る不幸のし

﹇如何﹈︵副︶18

十一田8

烈で︑男性的です︒

いかにも

これを除かんものと心を砕く折から︑

ばくなるをうれへ︑如何にしてか

すけざ

十二個1図

ねばならぬ︒

びたゴしい車の流を横ぎるかを考へ

十二佃9

筏流しの風情のよく味ははれる所が

約九百年の昔に書かれた源

いてるたのでは︑

十一163

氏物語が︑如何によく人間を生き

いかなる

多い︒

﹇如何﹈︵連体︶6

くと︑美しく︑細かく寓し出して

如何なる

いかなる

なる弓の名人も︑たゴ一矢にて射落
如何に壮大華麗な門でも︑

八998図 扇は風にひらめきて︑いか

十一276

みるかがわかるでせう︒

よしっね

すことはむつかしと見えたり︒

奥行二間が普通であるのに︑此の中

八捌5図 義纒馬を海中に乗入れて︑
烈しく職ふ折しも︑いかなるはずみ

一理すると︑今度は如何に

思はずにっこりした︒

十一湘7

整備員たちの不眠の努力が︑

もものすごい︑いはば奇怪な物の精
しばふ
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

つばめのやうに空中に舞上つ 十一梱6
て︑二十米から三十米も飛ばれる姿

八958

千乗百人の乗員が︑號令に從

は︑いかにも勇牡である︒

九356

すべての飛行機の調子よい爆音に現

如何に鋭利な刀でも︑斬合

れて︑如何にもそれが快く聞かれる

きりつ

つて直ちに折れたり曲ったりするも

つて規律正しく活動する其のさまは︑

十二651

ぢや︒

冠者﹁や︑それが末廣が

そなたは定めて主人持で

如何にも大きな末廣がり

から堀をへだてて︑や＼右

十二608園

ござらう︒冠者﹁如何にも︒

十二594園

りでござるか︒わる者﹁如何にも︒

十二566園

わる者﹁如何にも︒

十二5510園 末廣がりはござらうか︒

のだ︒

いかにも目ざましい︒

いかにも山中鹿北幸盛であ

たゴ︑其の聲はいかにも好い
聲です︒

九635
何に切味がよくとも捨ててかへりみ

若し邪悪な心があれば︑如
られない︒

る︒

十二411上畳快く此の國をたてまつ

かりし由︑母は如何にも残念に思ひ

候︒

ら

十211㈱国 聞けば︑そなたは豊島沖
ゐ
勧梅壷にも出でず︑又八月十日の威
海衛攻撃とやらにも︑かく別の働な
り給ふや︑如何に︒
だいだいり

十271困

すざく

朱雀の大路南に走りで︑南端に羅

も調和よく︑高い石垣の上に耀えて

みる︒

手に仰ぐ天守閣群は︑︿略V︑如何に

綱吉は︑法親王に種々御物語

みんなが︑明かるい教室で︑如何に

十㎜1

も元氣よく勉強してゐました︒

城門をふまへたる古の奈良の都は︑

じゃう

如何に美しく︑如何に盛なりしそ︒
く︑如何に盛なりしそ︒

十二価11図奈良の都は︑如何に美し

小吉校をたつねて見ると︑

十二価11図北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑

ふかなおのが治むる國はいかにと

十ニー4図幽古のふみ見るたびに思

九7810園

十一棚9

のは︑實用にたへないから︑

十一鵬11

みるのでもわかる︒

太子にさ＼やき奉ったと傳へられて

しになったかは︑夢に金人が現れて

其の如何に深く思をおこら 如何にも

門は三間になってみる︒

如何

十一3310

にか︑わきにはさみみたる弓を海中
に取落したり︒

九414口q凶園 そもくこれはいかなる
金ぞ︒

渓流の濁ったことはないと申します︒

十﹁湿11園 如何なる大雨にも︑此の

十一個7図 一代の事業として一切纏
を出版せんことを思ひ立ち︑如何な
る困難をしのびても︑ちかって此の
企を成し遂げんと︑

給へ︒

﹇如何﹈︵副︶ 1 6

いかに

十二498図囹如何なる人ぞ︑名のり

に

いかに

九撹1図 いかに心は堅くとも︑身は

けん

鐵石にあらざれば︑砲丸に謝る＼兵

士数知れず︒
素にわたらせられしか︒

そ

十52図 日常の御生活の如何に御倹
せんとう

十引3図圃園此の方面の戦翻に︑
二子をうしなひ給ひつる 閣下の心

いかばかり一いぎ
l16

絶えばこそわがおほきみの御名を忘

るがのみや

十一338

鳩宮

偉観n▽いち

もと此の地に聖徳太子の宮

﹇偉観﹈︵名︶1

建物の偉観は前者にあらう

が︑歴史ゆかしいのは後者である︒

十二伽5

だいいかん

いかん

殿斑鳩宮があった︒

いかるがのみや

いか
﹇斑鳩宮﹈︵名︶1 斑

れめ

いかり星

いかるがのみや

過も二度とはしない男でございまし

す

それよりも︑北極星の右下の

﹇碇星﹈︵名︶1

怒をうつさず︒

たが︑不幸にも短命でございました︒

い

いかりぼし

十二419囹

如何にもきりつとした揃ひの服装で︑

如何ば

十二梱11 かぎ十字の腕章を附け︑

﹇如何許﹈︵副︶1

ヒトラー青少年團がねり歩く︒
いかばかり

九鵬4
方に︑椅子の形に連なる五つばかり

かり

の星はカシオペイア座で︑俗にいか

いかめし

怒る

手紙をした＼めしか︑よくくお察
﹇怒﹈︵四・五︶8

十222㈱国如何ばかりの思にて此の

いか・る

り星とも山形星ともいひますが︑
いか程

し下されたく候︒

﹇如何程﹈︵名︶2
︽ーッ・ーリ︾

いかほど

如何程

じき

いからす

なく

十一362圃

五月の太陽は︑ あらゆ
それ

ぐのいみじき色彩をみかんなく
﹇行﹈︵名︶1

﹇息﹈︵名︶11

いき

息﹇▽ため

大きいのがじまんの大
蛙は︑うんといきを吸ひこんで︑
おなかをふくらませて︑﹁︿略﹀︒﹂

しかし︑大蛙は︑こんどこ

といひました︒

三293

そと︑一生けんめいになって︑
水の中にみると︑何だか息が

いきを吸ひこみました︒
五163

つまるやうな氣がしました︒

たふれましたが︑天略﹀︒﹂と︑苦し

六315 ﹁︿略﹀︒﹂と叫んで︑たけるは

﹁︿略﹀︒﹂と言口終って︑たける

い息の下から尋ねました︒

は息がたえました︒

六327

信書管は血にまみれ︑身には

聞多はもう轟の息であった︒

重傷を負うて︑息もたえぐであっ

八752

た︒

十827

先生は︑其の耳に向かって

息を吹きかけたり︑歌を歌ったりし

十一4610

ました︒

島に漂着せる十七人︑

へうちやく

息が苦しい程はつむ︒

十二個9図

十一佃2

連日の苦闘に疲れ︑うゑに苦しみて︑

えぐなるさまなりき︒

五人はすでに死し︑淺れる者も息絶

嵩窟術は︑要するに筆算に

支那の敷學が未だかつて及び得なか

よる代敷學であって︑これによって︑

つた高い域にまで進むことが出來た

意氣8なまい

だが︑今のイタリヤは新興

﹇意気﹈︵名︶2

のである︒

いき

十二旧1

き

新興の言辞は︑ベルリンに

の意氣にもえてみる︒

來て更にすばらしいものがあるのを

十二捌4

見た︒

十ニー92

諸官が威儀を正して列なり︑

みんな︑息を切らして︑はあいぎ ﹇威儀﹈︵名︶1 威儀
くいってゐました︒

五289

十二欄11

行きには二時間漁りもか＼つ いき ﹇域﹈︵名︶1 域

行き

る梢に降りそ＼いで︑︿略﹀︑

いき

た道を︑ほんの一息で村まで婦つた︒

八968

いき

映乱せしめつ㌦︑

捨て︑洲に上るが早いか︑四尺の大
張良其の無想を怒りしが︑

一老人怒りて林藏の頭を

いかるが

いかるがや富の小川の

﹇斑鳩﹈︹地名︺1

三274

風叫び海怒りて︑波は山 いき・ひといき

老人大いに怒り︑﹁︿略﹀︒﹂

を殺せり︒

十二柵2図

いかるが

は彼を危地におとしいれんとす︒

漁民等怒りて彼をおどし︑甚だしき

を説得せんとて各地に奔走せしに︑

助左衛門︑ひたすら彼等

十二769図勝頼︑怒りて直ちにこれ

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十一977図

の如くなれども︑

十一572図

と言ふ︒

十954図

りて捧ぐ︒

老人なればと思ひ返し︑靴を拾ひ來

十938図

太刀を抜いて切ってか＼つた︒

狼介は︑怒って弓をからりと

信長は火のやうになって怒つ いかんなく ﹇遺憾無﹈︵副︶− みかん

七759
た︒

九406図圏 其の馬は︑いか程の償に
や︒

﹇厳﹈︵形︶1

十一一582囹 して︑償は如何程でござ 九804
らうか︒

いかめ・し

十二81図 なぎさに立ちて昔をしの

︽ーシク︾

べば︑そのかみ此の所にいかめしく

如何や

向かひあひ給ひけん神々の姿︑今ま
﹇如何様﹈ ︵ 形 状 ︶ ！

のあたり見るが如く︑
いかよう

こ

う
十二襯6園 御覧の通り︑一切持参金
なしの乞食同然︑如何やうになされ
﹇怒﹈︵五︶1

ようと︑あなた次第でござるが一︒
いから・す
︽ーシ︾

六74 二人の強さうな大將が︑目を
いからして立って居ます︒

いかり﹇怒﹈︵名︶3怒
七579 義光は一時に怒を惜した︒

十二415囹 學を好み︑怒をうつさず︑ 十一351図圏
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いぎ一いきたゆ

奏樂の中に天子が恭しく祈られたと
いふ夜明前の神秘な儀式が︑

いぎ ﹇意義﹈︵名︶1 意義εせいし
んてきいぎ

生き生き

十一僅1 武士が刀劒を帯する意義も
﹇生生﹈︵副︶5

こ＼に存する︒

いきいき

八502 大根や菜種の葉の緑が︑生き

生きく
くと畠に置いてみる︒
八894圃 冬の日に︑ 黄色い花はよ

ろこびの あふれるやうに生きく
と︒

もけい

十128 生き生きとしてみて︑どうし
ても模型とは思へない︒

十一給3 約九百年の昔に書かれた源

氏物語が︑如何によく人間を生き
くと︑美しく︑細かく窩し出して
みるかがわかるで せ う ︒

十一323 そこに現れた諸佛・諸流の

いきほひ

勢

御姿は︑極めて生きくと︑自由に︑
﹇勢﹈︵ 名 ︶ 2 3

美しくも尊くも拝される︒
いきおい

四705 けれども︑頼光のいきほひ
におそれて︑そのま＼落ちてし
まひました︒

來ます︒

七463

土に︑少し砂をまぜて鉢に入
一号に一

靴

出勤を急ぐ人たちが通る︑

本つつ植ゑました︒

れ︑勢のよい苗を選んで︑

八296圃

勢よくステッキを振りく︑
音を立てて︒

家族のものが心配して︑研究

室へ行って見ると︑とたんに佐吉は︑

八872
圖面を片手に勢よく飛出して來た︒

あ﹂いふ風に膣をしぼると︑

プロペラが菖蒲すると︑機は

汽車は又勢よくトンネルにか

其の勢でくらげは運動する

中の水が勢よく下へ出る︒

八佃6園

八榴7囹
のだ︒

八旧4
け込んだ︒

九1310

勢よく新聞屋さんが諮る︒
一時間約二十粁の速度で走った時に

は︑乗ってみた人も見てみた人も︑

いきかえ・る﹇生返﹈︵四︒五︶2生き

八591園

かへる︽ーッ・ール︾

捨ておかば︑間もなく生

きかへるべし︒

九194図囹

生きかへったやうだ︒

其の速いのと勢のすさまじいのに驚

僕がおじぎをすると︑みんな

いた︒

十m2

勢よく継手をする︒

一千敷十年の古都が︑かう いきか・ける ﹇行掛﹈︵下一︶1 行キ

寄手が勢込めば勢込む程︑

生きがひ

天下の雲行は︑ほとんど息苦

︽ーイ︾

﹇生甲斐﹈︵名︶2

える

﹇意気込﹈︵名︶1 意氣ごみ

元の兵は︑一人も上陸させぬ

つばめの行先は︑遠いく南

膿を水面に歴たへる︒

鯨が︑全く息絶えて︑小山のやうな

やがて︑三十米もある白長須

︽ーエ︾

凶夢1

寄手が勢込めば勢込む程︑ いきた・える ﹇息絶﹈︵下一︶1 息絶

の海のかなたです︒

八61

いきさき ﹇行先﹈︵名︶1 行先

ついて守った︒

といふ意氣ごみで︑濱べに石垣をき

六568

いきごみ

しいまでに切迫してみる︒

十784

しい

いきぐるし︒い ﹇息苦﹈︵形︶1 息苦

へ行キカケマシタ︒

バ︑﹁︿略V︒﹂ト言ヒナガラ︑アツチ

﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタガ︑ヲヂサン

︽ーケ︾

五鵬6私ハ︑少シアワテタヤウニ︑

カケル

十一135

して年々に近代化して行くのもまた

露盤が連敗の勢を回復せ

自然の勢であらう︒

十一546図

んため︑本國における海軍のほとん
ど全勢力を翠げて編成せる太平洋第
二・第三艦隊は︑

勢よく飛出しては︑半圓
をゑがいて水にをどり込みます︒

十一帽5囲

更にベルリンを中心に︑國
内に四通八達の自動車道路が開かれ︑

十二慨10

自動車がすばらしい勢で疾走する︒

いきがい

十価1

十一捌10

の木陰の月︑さういふものがないと
したら︑殆ど生きがひがないと思ふ
でせう︒

日も暮れんとする頃︑

に息絶えたり︒

天壌﹀︒﹂の一語を最後として︑遂

九塒9図

感ずるとよんでみる︒
いきた・ゆ ﹇息絶﹈︵下二︶1 息絶ゆ
や し
峯の月︑大海原の月︑椰子
︽ーエ︾

ある自分も︑しみぐと生きがひを

まれ合はせたのを思ふと︑︸臣民で

天地の補える此の大御代に生

十二683

に違ひない︒

恐らく此の見せかけの右書が役立つ

十二683

む︽ーム︒ーメ︾

其の間を汽車はすさまじい勢 いきおいこ・む ﹇勢込﹈ ︵五︶2 勢込

勢よく斜面を滑って下りました︒

九佃9

見渡す限り水田が績いて︑

で走る︒

九湿3

大空から勢よく落下する水の

青々とした稻が勢よくのびてみる︒

十468

太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊
鯨はものすごい勢で水中深く

になって︑次から次へ投げ下される︒

十佃1

今まで勢よく引出されてみた

沈んだ︒

十糊8

り先に浮上つた︒

綱がや＼ゆるんで︑鯨は二百米ばか

六368 火は︑ものすごい勢でもえて 十佃2
六578 敵は︑此の勢に恐れて︑鐵の
くさりで船をつなぎ合はせた︒
ンプを引いて︑勢よくかけて行った︒

六936 家の前を︑村の消防隊が︑ポ 十剛5 汽車が次第に速さを増して︑

いきち一いきる
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いきち

﹇生血﹈︵名︶1

生き血

﹇生物﹈︵名︶2

生キ物生

と叫び︑これは﹁君側清むべし︒﹂

いきもの

といきまく︒

ね︑行者さん︑人間の生肉︑それか

十二麗3囹 わしのたべ物といふのは

十二㎜6

そこには︑イギリスが生ん

だ光榮ある政治家・三者・詩人・文
剛者・嚢明家等の墓が︻歩一歩に存
在し︑

スルト︑聖母︑生キ物ノヤウ 十二捌2いはゆる微分・積分は︑孝

生きてかへった者は︑数へる

近づいて見ると︑それは︑生

ほどしがなかったといふ︒

六616

製陶7

工場の

高い天井︑其の

てんじゃう

市民は︑全く生きた心地もな

きたねずみではありませんでした︒

六偽7

かった︒

六175

き物

七605圏

息づま

和とちやうど同じ時代に︑イギリス

﹇息詰﹈︵五︶2

らのみ物といふのが人間の生き血さ︒

のニュートン︑及びドイツのライブ

いきづま・る

ニ︑ピヨントトビ上ツテ︑磁石ニク

生きて居る
ろ

櫨に持運ぶ︒

油蝿の子の口には︑針のやう

動く起重機は︑

七942

下に

射切る

空高く舞上り︑二度三度ひらくと
ねらひ違はず︑狼介が満月の

まはりて︑さっと海中に落入りたり︒

九802

如く引きしぼってみる弓のつるを︑

油蝿はそれから二三週間生き

我々は空氣を呼吸して生きて

ダイヤモンドは無くてもさし

百人中九十九人まで解れば︑

ふいごで風を吹込むと︑ゴ

ムのくちびるが動いて︑生きた人間

十一439

さもなければ臨らぬものと思へ︒

或は自分も生きてみるかも知れぬが︑

十772園

れません︒

かったら︑我々は︻刻も生きてゐら

つかへありませんが︑もし空氣が無

八佃3

ゐます︒

八佃1

て居ます︒

七996

居ます︒

な管がありますから︑其の管を木の
イギリス

根にさしこんで︑汁を吸って生きて
銀行

︵名︶一

援し︑イギリスは薩長を通じて官

現にフランスは徳川方を鷹
さっちやう

ニッツによって創始された高級の激

ツ着イタ︒

︽iル︾

生き物をいぢめるといふ

国道馬車を始める企があった︒

ふつりと射切った︒
しかし︑其の豊富な歴史的
もけい
遺物・世界的名作・標本・模型等の
い・きる ﹇生﹈︵上一︶17 生きる ︽一

十二四11

かなめ

﹇射切﹈︵四・五︶2

八㎜6図

︽ーッ・ーラ︾

いき・る

ドン第一の交通の難所であらう︒

ギリス銀行とが取園む廣場は︑ロン

十一而2

市長公邸と︑取引所と︑イ

イギリスぎんこう

軍に好意を見せようとしてみた︒

十二鵬9

やうに︑ あらがねを

九591團 さうして︑どこもかしこも︑

十一198園
ことは︑佛様に封しても申しわけの
ないことだと︑ふだんから教へて上
﹇意気揚楊﹈︵形状︶1

げてあるでせう︒

いきようよう
やうく
意氣揚々

イギリス

九旧6 さうして︑りっぱな乗馬にな
やうく
り︑軍人さんを乗せて︑意氣揚々と
歩くでせう︒

︹地名︺8

學である︒

る

息づまるやうなさわがしさ︑にぎや
かさです︒

十二佃11 全く息づまるやうな光景で
ある︒

いきどおり nVおんいきどおり

いきなり﹇行成﹈︵副︶4いきなり
七型5園 相手はばかにすばしこいや
つで︑立上るが早いか︑いきなり打
込んで來た︒

生残る

扇は要ぎはを射切られて︑

シックといふ人が︑キュニョーの汽

スチーブンソンも︑イギリス
の人であった︒

十旧4

車に大改良を加へた︒

十研9 其の後︑イギリスのトレビ

﹁︿略﹀︒﹂と︑五丘上衛は︑いき イギリス

なり其の稻むらの一つに火を移した︒

十549

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と答へるが早いか︑

後に立つた今一人の怪漢が︑いきな

十798

り聞多の両足をつかんで︑前へのめ
らせた︒

︵五︶1

十二891 しまったと思って︑いきな 十㎜4 其の頃︑イギリスの或會社で︑
﹇生 残 ﹈

り﹁︿略﹀︒﹂と叫 ぶ ︒

︽ーッ︾

いきのこ・る

キ・ーキル︾

のやうに聲を出す仕掛になってゐま
イギリスの歴史︑︿略﹀を︑さなが

陳列によって︑我々は世界の歴史︑

十二伽一

イギリスの糟今更などを︑

らに知ることが出來るのである︒

た尊は︑生残つた悪者どもを平げて︑
いきまく

さながらに知ることが出來るのであ
る︒

る限り︑どうして私が死ねませう︒

六389 あやふい御命をお早りになつ

﹇息巻﹈︵五︶1

なほも東へお進みになりました︒
いきま・く

かれは ﹁ 慶 喜 討 つ べ し ︒ ﹂

ありません︒

した︒
四563 今でも︑山がらの聲を
十二326園 先生が生きていらっしや
聞くと︑まだあれが生きてゐ
る限り︑どうして私が死ねませう︒
るだらうか︑足のきずはどう
十二4010園 先生が生きていらっしや
したらうかと思はないことは

︽ーク︾

十一一搦6

l19
いく
いく

十二458 自分は此のま＼世を去って
も︑精神は永遠に生きる︒

十二933圏 をぢさんは︑不自由なが
らもかうして生きてみる︒

十二槌11 それは︑要するに我が古代

一297圃
ドコ

ワット

ウイテ︑

ア︑ミンナガ︑
フハリト

ニゲテイッタ︒

ナッテ︑トホクノ方ヘイッテ

三135ぼくが見にいくと︑ひ

シマヒマシタ︒

ニナゲツケテ︑イッテシマ

ハ︑﹁︿略V︒﹂トイヒナ

カニ
サル

ヒマシタ︒

二264

よこが︑おやどりのむねの所

一315圃

から︑小さなあたまを出して︑

太郎サンバ︑オカアサンニ

ニ︑青イカキヲ︑

前ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トヨビマ

シタガ︑ポチハヰマセンデシタ︒

オトウサンバ︑オ日サマノ
所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノミ

二464
マシタ︒

ネズミノオトウサンバ︑
雲ノ所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

二503

ネズミノオトウサンバ︑

イヒマシタ︒

二533

風ノ所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

三187 學校へいく時や︑かへっ
た時に︑ぼくはきっととけい

けれども︑斜面にいく時︑

を見ます︒

ぼくも︑ついとけいを見よう

三218

としましたので︑

ガレテイキマス︒

三385舟ハ︑土バシノ方ヘナ

三388三人ハ︑舟トナランデ︑

川ノフチヲカケテイキマス︒

としたら︑

ミヤコ

へ

ρ付ッテ︑

エライ

すいと︑あっちへ

三482囲ちょっと羽をつま＼う

V囚回

にげていった︒

一寸ボブシバ︑︿略﹀︑大キ

人ニナリタイト思ヒマス︒

三525

ナ川ヲノボッテ行キマシタ︒
三528 ミヤコ ニツクト︑トノサ
マノオヤシキへ行キマシタ︒

ニゲテ行キマシタ︒

ウチデノコヅチモ︑ワスレ

三η7園それもよいが︑だれが︑
そのすゴをつけに行くのか︒
三791あんまり力を入れすぎた

テニゲテ行キマシタ︒

三588

イニ

ハシッ 三587 目ヲオサヘテ︑ 一生ケンメ

カベノ所ヘイッテ︑﹁︿略V︒﹂ト

マッ白ナ中ヲ︑

イヒマシタ︒
テイカウ︒

二834圃

二悩5群生チャン︑見ニイカウ︒

二塒3ボクタチハ︑ハタケノ中
ノミチヲハシッテ︑センロノ
キシャハ︑ダンダン小サク

方ヘイキマシタ︒
二川一

ぴよ︑ぴよ︑とないてるます︒

ガラ︑ダイドコロへ︑水ヲカケ

イク︒

ケンチャンガ︑ソバ ヘ

ヘ

二326

ニイキマシタ︒

カリニイキマシタ︒

一543オヂイサンバ︑山ヘシバ

一545オバアサンバ︑川ヘセン イッテ︑イタヅラヲシマシタ︒

の人々が雄大明朗の氣性を持ち︑極
めて純な感情に生きてみたからであ

トシ子チャン︑チョット

タクニイキマシタQ

二333園

る︒

ワタクシバ︑オニガシマ

ケンチャンヲツレテ︑ワンワン

地上のあらゆる生物は︑此

一606

ラ犬ガキマシタ︒

一627犬ハ︑ケライニナッテツ

ワタクシバ︑オトナリノ

一595園

十一一㎜10

行

Q

ミニイッテチャウダイ︒

いく

イ︒

へ︑オニタイヂニイキマスカラ︑

︽ーケ︾

の熱︑此の光のおかげに生きてみる
生く

キビダンゴヲコシラヘテクダサ

﹇ 生 ﹈ ︵ 四 ︶1

イク

スコシイクト︑ムカフカ

のである︒
い・く
あめつち

十榊7図囲 御民われ生けるしるしあ
﹇行﹈︵五︶謝

り天地の榮ゆる時にあへらく思へば

イテイキマシタ︒

い・く

ク行く︽ーカ・ーキ・ーク・ーケ・

ムカフカラサルガキマシタ︒

一63一

ソレカラスコシイクト︑

一143囲 カアカア カラスガ︑

ーッ︾﹇▽つばめ は ど こ へ い く

一652犬トサルヲツレテ︑マタ
スコシイクト︑コンドハキジ
ガキマシタ︒

一一

一676キジガ︑トンデイッテ︑上 イヒマシタ︒
カラテキノヤウスヲミマシタ︒
二567 ネズミノオトウサンバ︑
ニー07

イヒツカッテ︑ハガキヲダシニ
イキマシタ︒

ニー14 スコシイクト︑トケイヤ
ノミセカラ︑ラヂオガキコエテ
キマシタ︒

シマヒ

一二

ナイテイク︒

一146圃 カアカア カラスガ︑
トンデイク︒

一161園 オトウサン︑イッテマヰ
リマス︒

一163囹 オカアサン︑イッテマヰ
リマス︒

ミンナガ︑ゲンキヨクア

ルイテイキマス︒

一176

一225 マサヲサンガ︑ヲヂサンノ
トコロへ︑オツカヒニイキマス︒

二224

一236 ポチガ︑ヲヲブリナガラ︑ 同工63 アル日︑サルトカニガ︑
アトニナリ︑サキニナリシテ︑
山ヘアソビニイキマシタ︒
．ツイテイキマス︒

T0

R4

いく一いく
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ので︑をのが︑手からはなれて︑
とんで行きました︒

三872若い男は︑池のそばの
森へ行きました︒

三926オヒルカラ︑私ハ︑正雄サ

急イデ行ッテ見マシタ︒

三935﹁︿略﹀︒﹂ト思ッテ︑私ハ

せう︒

一しょに行きま

ソレカラ停車場へ行キマシタ︒

テインヶデャウ

氏神様ヘオマヰリヲシテ︑

りますが︑また

きの上に止って︑それから︑う

四863

島にみた白兎が︑向かふ

けはしい山道を上ったり︑ 四882園 デハ︑行ッテマヰリマス︒

山がらはとび出して︑竹が

た村々も︑それからだんくゆ
たかになって行ったといふこ

らの山へとんで行ってしまひ

四557

とです︒
ました︒

四923

四592

深い谷を渡ったりして︑だん

四952

賀は︑たくさんのひかうきが

四197にいさんののってみる加
のせてあって︑それが︑ひろい

くおくへ進んで行きました︒
四593 しばらく行くと︑大きな
岩があって︑そのそばに︑一人

ンノウチヘアソビ尻隠力ウ
かんぱんの上から︑じいうに
とんで行くのださうです︒
四378 かぐやひめも︑今はし方

のおちいさんが立ってゐまし

鬼をたいぢて下さい︒

四備6園

はらへ︒

白兎は︑﹁︿略V︒﹂とかぞへ

都へ連れて行ったら︑

四佃4囹早く行って︑敵を追ひ

て渡って行きましたが︑

ました︒

の陸へ行ってみたいと思ひ

がなく︑︿略﹀︑空へ上って行っ

ト思ッテ︑外へ出マシタ︒

三998自動車ハ走ッテ行キマス︒

た︒

めてゐますと︑月は動かないで︑

四435しかし︑じっと月を見つ

雲が大急ぎでとんで行くやう
その子どもは︑この時︑

にも見えます︒

四448

みんなからはなれて︑前の方
にある木のそばへ行きました︒

四464すると︑月は枝の間に
じっとしてゐますが︑雲は
さっさと走って行きます︒

頼光は︑そこへ行って︑

せんたくをしてゐました︒

四644

鬼の番兵は︑︿略﹀︑頼光

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四654

つれて行きま

たちを︑しゅてんどうじのみる
りっぱなごてんへ
した︒

その間に︑三ちゃんは︑
かばんを取りに行きました︒

四778

山︒

取って︑持って行かうとしまし

四悩2

た︒

空にほんのり

とんで

官田士の

かもめすいく

四川5 天人は︑まひながらだん
く天へ上って行きました︒

行く︑

四備5圏

山︒

さかき

さうして︑三ちゃんの所 五29また︑或神子は︑山へ行って︑

大きな榊の木を根こぎにして︑持つ

四812

へ持って行って︑﹁︿略﹀︒﹂とい

しんゑん

宇治橋を渡って︑神苑に入

ち

ぎやうれつ

まるで︑ありの行列のやう

に︑後から後から︑ぞろぞろとつゴ

五115

り︑しばらく行くと︑

う

ノ谷野リニナッタオハギヲ

あしたから︑學校が始

﹁︿略﹀︒﹂といって︑渡しました︒

四828困

五了4困

ていらっしやいました︒
オバアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ひました︒

四508

イッテオ追ヒニナリマスト︑ニ

ハトリョリ先二︑スでメガ逃
ゲテ行キマス︒

四821 三ちゃんは︑その手紙を
雪子さんの所へ持って行って︑

持ッテ︑オ使二行キマシタ︒

四475キノフ︑私ハ︑オカアサン

れふしは︑その着物を

四428さうして︑次の雲の方 四608もっと進んで行きますと︑ 人が珍しがって見るだらう︒
へ︑どんく走って行きます︒
今度は︑谷川で︑一人の若い
四駅6圏 かもめすいく とんで
女が︑しくくと泣きながら︑
行く︑ 空にかすんだ 官田士の

急ぎではなれて行きます︒

月は︑今戸から出て︑大 四604圏 これを持って行って︑

てしまひました︒

長

四427

三棚1間どこまで行っても︑長
い道︒
い道︒

三智5團 どこまで行っても︑

三宝2間どこまで行っても︑長
い道︒

三佃5 花子さんは︑おかあさんと
一しょに︑はのおいしゃさま
へ行きました︒

三佃3かめは︑だんく海の中
へはいって行きました︒

三稲5 しばらく行くと︑向かふ
に赤や︑青や︑黄でぬった︑
りっぱな門が見えます︒
三備8囹 どうぞ︑ゆっくりあそん

どんな力が︑この木に

でいって下さい︒

四45

あったのでせう︑ひるも夜も︑
ぐんぐんとのびて行きました︒

四114園 あのぐんくとのびて
行ったくすの木だ︒
四125 日かげになって困ってゐ
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いて行きました ︒
きました︒

ようございますか︒

から︑よく氣をつけなさいよ︒

僕は︑帽子をかぶって︑一も
ラヂオ髄操に行くので︑朝は

五時半に起きた︒

早く行って︑らくだをさが 五857

くさんに走って行った︒
たいさう

二人は︑むりに旅人を役所へ 五853

五647園

何しに行くのです︒

五餌6囹遠い所へ行きます︒

居るわけには行きません︒

けさは︑五時に起きて︑ラヂ

て魚を取り︑火遠理命は︑山へ行つ

五佃1兄の火照命は︑毎日︑海へ出

いかゴでせう︑けふ一日だ

て︑鳥や獣を取っていらっしゃいま

した︒

け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

五佃8囹

海へ魚を取りに行く事にしては︒

け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

それでは︑けふは山へ行つ

海へ魚を取りに行く事にしては︒

五郎6園

お前は海へ行くがよい︒

てみよう︒

五槻3 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑急

五柵7園

いで行ってごらんになると︑はたし

午後︑おちいさんが︑さかな
釣りに行かれるので︑僕もついて行

二人は︑兄うかしの家へ行つ

ました︒

て︑外から大聲に︑﹁︿略﹀︒﹂と呼び

午後︑おちいさんが︑さかな 六69

てさうでした︒

つた︒

らはれたなと思って︑すごすごと︑

廣田川をだんくとさかのぼ 六94 さては︑自分の悪だくみがあ

釣りに行かれるので︑僕もついて行

五919

つた︒

五918

川へ泳ぎに行きます︒

汽 五892些事は︑にいさんと︑毎日︑

オ膣操に行った︒

五871

たら︑もう大ぜい來て居た︒

五639園私は︑いつまでも︑こ＼に 五861 まだ早いつもりで學校へ行つ 五欄8囹 いかゴでせう︑けふ一日だ

すがよい︒

五528園

引つばつて行った︒

五466

け︒

五139 春の日は︑だんく過ぎて行 五464園 さあ︑役所へ引つばつて行 五爵9園行ってもい︑が︑あぶない
きました︒

五161 四本足になったおたまじやく

しは︑尾がだんく短くなって行き
ました︒

つかな森へ行くと︑ 小鳥のかは

五181圃 春の日に光る若葉の︑ し
おんがく

い＼音樂︒

て行きますと︑しげった杉の林へは

五282 一列になって︑細い道を上つ
いりました︒

こうくと干たてて︑
かげも︑また水の

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

晩ニナツテ乱行ツテ見マスト︑

五922

居ます︒
あめ

行ってごらんになると︑なる

五975園天のうずめ︑お前行け︒
五978

ほど︑相手は︑おそろしさうな男で
す︒

しかし︑あの金剛・那智は︑
どこへ行ったのでせう︑いくら呼ん

五鵬1

でも︑かへって來ませんでした︒

磁石ヲソバニ持ツテ行クト︑

六257

タぐ︑銅ノ釘ハ︑イクラ磁石

學校がすむと︑すぐ︑たんぼ

僕も︑何か手傳はうと思って︑

へ行った︒

六211

ヲ持ツテ行ツテモ︑クツ着カナイ︒

六194

ツトクツ着ク︒

コロくトコロガツテ來テ︑ピシヤ

六侶5

持ツテ行ツタ︒

急イデ取ツテ來テ︑針ノ上へ

家の中へはいって行きました︒

汝︑行って治めよ︒

つて︑朝日橋のそばまで行った︒

五954囹

そっと行って見ると︑二米ぐ
らみの高さの所に︑あぶらぜみが一

下界へ行くとちゆうに︑お 六174
せみは︑びっくりしたやうに︑

五966園
五823

た

下駄をはいて︑うらの畠へ行

井戸ばたへ行って︑足を洗つ

﹁じ＼︒﹂と聲をたてて︑とんで行つ
た︒

げ

五824
た︒

五826

さうだ︑僕も行ってみよう︒

つてみる︒

五845

五餌6園おかあさん︑川へ行っても

そろしい男が︑道をふさいで立って

匹止って居る︒

五812

ミが出來テ居マシタ︒

ソコニハ︑モウ︑リツパナクモノア

五805

ル仕事ヲ績ケマシタ︒

シゴト

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

五80一

上︑ ゆらく︑ゆらく︒

車が行く鐵橋の

五756圃

の間から︑私たちの笠田や役場が︑

五296その方へ行って見ますと︑木
小さく見えました ︒

五335 それから︑原口町のにぎやか
ていしゃぢやう

な通を見物しながら︑停車場へ行
きました︒

行きました︒

五363 きのふ︑ねえさんと動物園へ

じやくが居まし た ︒

五364 門をはいって少し行くと︑く

やうにして︑口の所へ持って行って

五389 さうして︑鼻をぐるつと巻く
たべます︒

て︑長い鼻をのばして︑浮いて居る

五403 象は︑のこくと歩いて行つ
せんべいを拾ひ上げました︒

五406 それから︑象は︑ざぶくと
水の中へはいって行きました︒

五425 私も︑ねえさんと一しょに︑
そこを立って︑らくだの居る方へ行

いく
いく
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おとうさんやおかあさんの方へ行つ
た︒

さい︒

おかあさ ん が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

六267園 お前︑行って遊んでやりな
六268

はれたので︑僕は︑又弟の方へ行つ
た︒

六297 客は︑次第にかへって行きま
した︒

六646

買った時は子牛で︑私も︑時

時引出して︑草をたべさせに連れて

おばあさんが鍋を買ひに行き

行ったこともありましたが︑

六708
ました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑もう一度金物屋

へ行きました︒

六716

種まきがすんで十幾日︑淺い

くこまかく耕されて行く︒

七262

水の上に︑二恩か三豊ぐらゐ︑若々

時ニハ︑敵ノ港ノ内ヘシノン

アルガ︑

しい緑の苗が出揃って行くのは︑見

六㎎2

デ行ツテ︑不意二敵ノ軍艦ヲオソフ

少しにご

朝は物のかげが非常に長い

海賊どもは︑其のま＼船を漕

私たちは學校へ行きますから︑

酒保へ行って︑お汁粉や大

塀や石垣はまだ修理中で︑大

前足が丈夫ですから︑けらや︑

烈しく叱って︑其のま＼行かうとし

七754 ﹁︿略﹀︒﹂と︑信長は︑ことば

行った︒

は︑それには目もくれないで通って

工や人夫が大勢働いて居たが︑信長

七746

に花を咲かせるのも此の時です︒

福餅をたべながら︑お國じまんの話

七504団

いたゴくことにしました︒
しゅほ

午前の水は︑おかあさんに受持って

七408

いで臨って行った︒

七369

さそって學校ヘハ47つた︒

七306此の間の日曜日に︑石川君を

つて行く︒

なり︑それから又だんくと長くな

なると︑かげの方が其の物より短く

が︑だんくち〜まって︑お書頃に

七299

るから氣持のよいものだ︒
ひじやう

コトモアル︒

から町へ︑ゆるやかに︑

六伽3團春は春でも︑まだ始︑村

東京騨で汽車を下りると︑

つて行く水よ︒

六伽7園

をぢさんは︑先づ第一に宮城を拝み

けれども︑春雄︑あんまり

に行った︒

六845囹
積ったら困るだらう︑學校へ行くの

六伽1囹其の廣場の中を通って行く

に︒

じっと空を見て居ると︑小鳥

と︑お堀をへだてて二重橋が見え︑

六875

が︑幾重も幾重も︑悲しさうな聲で

になったたけるも︑もうねようとい

六299 すっかりよって︑よいきげん

ふので︑よろくしながら︑奥の間

拝される︒

僕も︑見物に行きたくなつ

河成は︑さっそく承知して出
工は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ったが︑

度々呼びに來るので出かけて行った︒

七179

かけて行った︒

七152

が一度連れて行ってL⊥げよう︒

六悩6園大きくなったら︑をぢさん

たなあ︒

六悩4囹

お屋根も

其の右の方には︑木の間から御所の

あれは︑雪のためにたべもの

鳴きながら︑飛んで行きます︒

六877

へ行かうとしました︒

が見つからないので︑遠くへさがし

六381 すると︑ふしぎにも︑今まで
に行くのでせう︒

早く︑うちの雀の宿に刷れば

もえせまって來た火は︑急に方向を

ると︑

六931囹

火事は︑をぢさんのうちの

よいのにと思って︑裏庭へ行って見

六881

かへて︑向かふへ︑向かふへと︑も
え移って行きました︒

うさんの所へ︑お手傳ひに行きまし

六396 草を刈っていらっしゃるおと
た︒

ます︒

方角だから︑わたしは見まひに行き

らうと思って︑私は︑手手で持てる

六401 刈集めてある草を︑山羊にや

此のおばあさんにむすこが一
人あるのださうだが︑ずっと前から

おとうさんを送り出してから︑ 七216
おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

六933

南洋へ行って居るといふことだ︒

た︒

眞黒な牛が︑いうくと早い

かうして︑田の土は︑だん

最初は淺い所に居ますが︑年

を取るに從って︑だんく深い所へ

七955

ぐつて行きます︒

もぐらのやうに︑土の中を自由にも

て行くからすきのあとに︑掘返され

今度は︑牛がまぐはを引いて︑

七935

七256

泥水の中を行ったりもどったりする︒

七254

る︒

た新しい土が︑暖い日光に照らされ

家の前を︑村の消防隊が︑ポ 七247
かう言ひながら︑和尚さんは︑
グンカン

來ルトコロヲ︑モグリナガラ進ンデ

僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ
行ツテ︑魚雷デ打乱言テシマフノデ

六冊9

雪舟を引つばつて本堂へ行きました︒

六m7

ンプを引いて︑勢よくかけて行った︒

六937

出て行かれた︒

だけ持って︑山羊小屋の方へかけて
行きました︒

六455圏 葉は落ちて 明かるいこず
ゑ︑林の中の 小道を行くと︑ 一

足一足︑ かさくと鳴る落葉︒
六541 急いでおかあさんの所へ行つ
た︒

き︑ 目の前を今過ぎて行く 尊い

六637圃 おごそかな ラッパのひ窟
軍旗︒
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ちょうぜいれいしょ

はいって行きま す ︒

七悩5園 それで︑徴税令書が行か
なかったのです ︒

七価3囹少しでも納めさせていたゴ
くわけには行きませんでせうか︒

七価1 此のさわぎの中に︑画すぼら
一人で川へはいって行った︒

しいなりをした 一 人 の 旅 人 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

何氣なしに先程渡し賃を孚つた場所

七備5 少ししてから︑かの人夫は︑
へ行って見た︒

七備8圏 これは︑あの人が落して行
つたに違ひない ︒

七描5 二里程行って大きな峠へか＼
杖を突きながら︑かけ下りて來る者

ると︑上の方から︑片はだぬいで︑

がある︒

七冊5園まして︑人通の多い渡し場
で落したのですから︑たとひ飛んで
行って見たところで︑もうあるまい

日はぐんくと落ちて行く︒

横揺に生まれ︑横濱に居なが

午後︑にいさんと港へ行きま

七172
七三6
した︒

八49

間もなく去って行かねばなら

ぬ日本に︑なごりを惜しんで居るの

これから行かねばならぬ遠い

かも知れません︒

八52

國のことを︑話し合って居るのかも

七衛1
ら︑私は︑まだ外國へ行く船の出る

やがて九月置なかばを過ぎる

知れません︒

八56

十月には績績と去って行きま

行きます︒

と︑つばめはそろそろ日本を去って

八55

のを見たことがありません︒

にいさんが連れて行って見せ

てやらうと言はれたので︑ゆふべか

七価2
ら︑私は嬉しくてたまりませんでし
た︒

一塁︑どこへ行くのでせうか︒

す︒

八59

片端から切れて行くテープは︑

美しい束になって︑船べりに大きく

七㈱9

しかし︑つばめはもっともつ

八488

南洋の島々から︑中にはさら

満洲人の間にも︑日本語が

此の間︑遠足で旅立へ行き
かね
橋の下を︑ 鐘を鳴らして

耕して︑植ゑて︑刈って︑干

貨物列車が行く︒

くわもつ

八306圃

ました︒

八272困

して︑道がわからなかったので︑

八251国昨日も市場を見に行かうと

だんく廣まって行きます︒

八249国

まで行くのがあるといふことです︒

に海を越えて︑遠いオーストラリヤ

八72

と南へ飛んで行くのです︒

八69

見送人の中には︑ぼつく蹄

船の人々は小さくなって行き

ゆれ出しました︒

七柵4
ます︒

三下8

小蒸汽船が︑煙を吐きながら

つて行く者もあります︒

七欄4

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんに言は

行ったり來たりして居ます︒
七襯7

た︒

そこで︑大將が四五歳の時か

れて︑私はだまってついて行きまし

七梱6園はるぐ房州へ出かせぎに

七幽4

と思って居まし た ︒
ばうしう

行って︑れふをして居ましたが︑仲

ら︑父はうす暗い中に大豆を起して︑
せんがく

間の者が國へ送る金をあづかって︑

連れて行った︒

たかなわ

此の財布に入れて湿たのです︒

往復四粁もある高輪の泉岳寺へよく

旅人は︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 ひ な が

た稻が︑此の機械で見るく片附け

すまで︑ほとんど一本々々手にかけ

七桝3

將を井戸端へ連れて行き︑着物をぬ

七去2父は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑大

られて行く︒

くもう一度川を渡って︑人夫の家

がせて︑頭から冷水を浴びせかけた︒

ら︑人夫の後について看たが︑とう
をたつねて行っ た ︒

にうすれて︑太陽は︑曇るともなく

長く黒く引く物のかげが次第
輝きを失って行く︒

八506
まで︑馬やかごに乗らず︑雨親と共

其の時大將は︑江戸から大阪
に歩いて行った︒

七備8
遠いく地平線に落ちて行くところ

七三3 赤い大きな夕日が︑今︑西の

だ︒

八514

やがて︑あたりはやみに包ま

其の度に︑早く飛んで行って

れて行く︒

見たいやうな氣がしました︒

八554

わら
た窟歩兵が木の小枝や藁をせ

おって︑土手のかげをかけて行くの

八565

を見ました︑騎兵が土をけって走る

のを見ました︒

自分の行って居た頃とは︑

すっかり攣った︒

八599園

んを上げるのに答へて︑兵隊さんた

八612 皆が﹁︿略﹀︒﹂と︑ちやうち

イタリヤのピサの町に夕もや

ちも︑﹁︿略﹀︒﹂と叫びながら行きま

した︒

左から右へ︑右から左へと︑

がこめて︑日が静かに落ちて行く頃

八683

でした︒

行ったり來たりするのに︑其の一

八699

回義々の時間が︑どうやら同じであ

るやうに思はれてなりません︒

きんしう

取扱兵がすぐ抱上げて︑足の

番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向

八748

け出頭した我が軍に連れられて行つ

博覧會を見に行ったのも此の

た軍用鳩であった︒

八829

家族のものが心配して︑研究

頃の事であった︒

八871

室へ行って見ると︑とたんに佐吉は︑

さうして︑一さんに工場へ走

圖面を片手に勢よく飛出して來た︒

つて行った︒

八873

いく一いく
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ど

さうして︑其の都度成績が上
すみたふ

それを出納掛へ持って行くと︑

るだらう︒

九954

閲覧室へ行った︒

すぐ書庫へ送られる︒

九963

傳令員は號笛を吹きながら︑

﹁︿略﹀︒﹂と呼んで︑つり床の間を縫

僕も︑出來るだけ音を立てな

け

掛けた︒

九971
た︒

きうけい

二人で休憩室へ行った︒

つまり星は︑西へく移って
大邸を過ぎてしばらく行くと︑

騨員の顔が見えたと思ふと消
くわだん

荷物を積んだ小さい朝鮮馬が
で︑僕は︑其の頃學校から婦
今年も六月から放牧に出しま

北斗は嬉しさうに︑すぐ僕の所へ飛

したが︑去年と違って︑僕が行くと︑

よし來たとばかり︑北八が手

んで來て︑鼻をすり附けます︒

九悩9

と︑今まで見たこともない妙な風呂

ぬぐひを下げて風呂場へ行ってみる

です︒

の所へ行って︑武士らしい言葉で言

ひました︒

さあ︑持って行って下さい︒

彌次さん︑さあ行かう︒

まるで道中すごろくを飛んで

九川5園

く︒

てふ
夏休に採集した蝶を調べよう

順々に引出をあけて見て行く

なほ探して行くと︑﹁からす

妹がきのこを見たいと言ふの

で︑其の人にお禮を言って三階へ行

十126

ことがわかった︒

あげは﹂と﹁くろたいまい﹂である

十123

と同じものが見つかった︒

と︑色々の蝶の中に︑とうく僕の

十117

學博物館へ行った︒

と思って︑妹と一しょに︑上野の科

十91

感ずる︒

でも早旦のありがたさをしみぐと

で︑言葉の通じない所へ行くと︑誰

九駕8 しかし︑ 一度外國の地を躇ん

行く氣持だ︒

九齪6

九柵8圏

行くがい＼︒

そっと行って︑輕く背中を 九柵10圏高けれや︑止めてさっさと

の月や星の美しい世界へ飛んで行つ

間もなく︑僕の心は︑本の中 九鵬3 ﹁︿略﹀︒﹂彌次郎は人夫の親方

いやうに行って︑あいてみる席に腰

九968

あらひば

洗刷毛を持つた数十人の水

朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

九974
た＼く︒

九977

明後二十五日にこ＼を立つ

て︑南のロスアンゼルスへ行くつも

頭の眞上まで行く途中︑眞中邊より

地平線から次第に見上げて︑

九㎜2
廣い場内を一巡する間に︑

少し低い所に︑かなり大きな星が一

九㎜6

ると︑すぐ牧場へ行って見ました︒

射撃7

行く︒

九捌3

へ走って行く︒

え︑騨の花壇の赤いカンナの花が後

九々3

次第にのぼりになる︒

船引5

たいきう

行くのです︒

九鵬2

て行きます︒

時刻によってかなりあり場所が攣つ

ところで︑大空の外の星は︑

つ見えるのがそれです︒

夜ふけた深山のあなたからこ

隣では︑董がくさって引抜け

九皿9

ハムになり︑曳くわんづめになって

九711

つて行きます◎

近づいては︑又何時の間にか遠ざか

なたから︑鳴きかはしながら次第に

九638

行くのが︑順序よく見られます︒

豚や牛がはだかになり︑肉になり︑

九5710圏

りです︒

九5110国

行くさまは︑實におごそかである︒

ひらめきながら︑しっくと上って

九392

て進んで行く︒

兵が︑甲板をこすりながら頭を並べ

九375

つて行く︒

九349

つて行くやうでした︒

八877 あとからついて行った家族の 九166
も の が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と言ったので︑
﹁︿略﹀︒﹂と大笑した︒

八907 今日は朝から︑野田先生に山
のスキー場へ連れて行っていたゴい
た︒

八938 急停止して振返ると︑仲間は
まだずんずん登って行く︒

が沢略﹀︒﹂と言ひながら︑大勢の

八㎜7 せり市へ行って見ると︑商人
人に品物を見せてゐます︒

八囲1 大聲で呼びかはし︑男も女も
はだしで︑濱へ下りて行く︒

八伽5 見るく其の影は小さくなつ
て行く︒

水族館へ行きました︒

八悩6 昨日︑おとうさんと一しょに︑

八幽5 ﹁かれひ﹂は何時でも髄を横
にしたま＼︑くねって行きます︒

八榎9 さうして︑谷はだんく深ま
つて行った︒

八佃9 何だか春が逆もどりして行く

ないのを︑星野君が根氣よく掘って︑

やうな氣がする︒

八柵9 後に︑左に︑右に︑山は恐し

掘ったいもを一つ一っていねいに並

何時の間にか狼介は切立てら

甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷
へ行った︒

九748

じんじらう

く高いが︑平野は一刻々々廣くなつ
ゑち

べて行く︒

ふゴき

て行く︒

後平野を北へ北へと進んで行った︒

ご

八章7 吹雪を突いて︑汽車はた〜越

行った︒

九925園

羽書館へ行けば︑幾らもあ

れて︑次第に水際に追ひつめられて

九1010 ラングレーは︑その後一生け 九8010
んめいになって型物を作りましたが︑
しけ ん

さていよく試験をしてみると︑う

まく行きません︒
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びんせん

十3510国劇は︑次の便船で︑セレベ
スのメナドから︑フィリピンのダバ
オまで行って見るつもりです︒

十387 足もとを清らかに流れる水が︑
行く人に︑ひそやかにさ＼やきかけ
るQ

十412園 昔︑或若い男が山へ薪を拾
ひに行って︑谷間へすべり落ちると︑
不思議に酒の香がする︒

十431囹 さあ︑そろく瀧見に行か
うかな︒

十432 瀧へ行く坂道は︑ぐっと急に
なる︒

橋を渡り︑

十458 先だつて行く秋野君に四って︑

十609 貞心が萩のはうきでとんぼを
追ひかけると︑とんぼはすいとそれ

のお供をして行かなければなりませ

船は戦く左方へ曲り︑鯨の逃

んでした︒

十餌7
もりに附けた綱は︑ぐんく

道に甘してイの字なりに迫って行く︒

十⁝⁝5

渡って行った︒

雲はしきりに流れて︑早春の
マルタも︑おかあさんと一し

白田を︑野を︑其の影がはって行く︒

十柵2
十捌4

よに下りて行った︒

タ食をすましてから母に手紙

を書かうと思って︑食堂車へ行った︒

十襯7

箱根山から伊豆山へ越えて行
くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打

十備5

寄せてみるのが見えるといふ︑壷の

最初はたゴ幅の早い掘割です

船長も舵手も︑船首へ下りて

のびて行く︒

十佃6
行く︒

やうな歌である︒

十伽4
が︑約十三粁も行くと︑向かふに大

はいやですけれど︑これが女の行く

或夏の半ば︑宣長がかねて

べき斜なんですから︒

十一689

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

子を聞取って後を追ったが︑松阪の

十一704

町のはつれまで行っても︑それらし

い人は見えない︒

が︑やはり追附けなかった︒

十一705次の宿の先まで行ってみた

やの並木路を︑叔父はステッキを思

すると︑箱の底に仕掛けてあ

きな水門が現れます︒

ひ切り振って行く︒

年毎2

三條の大橋が朝もやに包ま 十一775白い花の房をつけたアカシ

れ︑其の擬寳珠の一つく薄れて行

ぽぼうしゆ

十一1110

る水道から水が湧出て︑船は次第に

夫に追はれながら︑いうくと道端

折から︑農場の鐘が﹁かあ

の草を食んでやって早る牛の一群に

會つた︒

十一797

ん︑かあん﹂と長く尾を引いて廣野

其の前後けなげにも︑十人

の彼方へ消えて行った︒

乗そこくの獲動機船が︑本島を後

十一855

に︑六百海里の北を望んで績々と出

やがて︑船は爆音高く根子

て行く姿を見るであらう︒
ばくおん

きっすゐ

船は︑思ひ切り吃水深く︑

前の人の足跡を躇みしめる

やうに︑一歩一歩登って行く︒

十一柵9

地へと波を切って行く︒

残雪を頂く島山の峯を目當に︑根糠

十一894

地を出て行く︒

ふりかへると︑晩春の夕も 十一861

と︑そこに一つの神秘境があった︒

十一417園生まれた家を出て行くの

べき道なんですから︒

はいやですけれど︑これが女の行く

十一416医生まれた家を出て行くの

行くのが見られる︒

やの中に︑夢殿が次第にとけ込んで

十一3410

十一7811牧舎の近くまで行くと︑牧

く彼方には︑川沿ひの柳が夢のやう
に煙って見える︒

たまく見かける大原女も︑
一千数十年の古都が︑かう
自然の勢であらう︒

して年々に近代化して行くのもまた

十一135

大路小路を行く人の言葉も︑

十一1111

おはらめ

高くせり上げられて行きます︒

十伽1 其の一つくを︑今度は前と
殊に︑一度黄熱病にか＼つた

反封の手績で降って行くのです︒

十梱3

なって︑ばたく死んで行きます︒

が最後︑人は熱にうなされ︑黄色く
僕は急いで二階へ持って行く︒

て︑豆畠の方へ飛んで行ってしまつ

ごくらく

十襯3

た︒
むごく

十612地引 とんぼ︑とんぼ︑あっち

ほう︑大健うまくいったな︒

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑雀を探しに立

そばにるた女の一人用︑
十襯7園

割合うまくいってみる︒

十﹇1810

へ行けば地獄︑こっちへ來れば極樂︒

十緬10園

ちゅうぶう

十621 二人は笑ひながら︑豆畠の方

つて向かふへ行った︒

ぢ

おかあさん︑行って参りま
を

僕は︑春休をハルビンの叔父

東大門から出て東院へ行く

中風で︑足もろくく立
たないおちいさんが︑おばあさんや︑

若い人たちに連れられて行ってみる
のを見て︑

十髄5圏
す︒

十欄3

の所へ遊びに行くのである︒

十価9園息子は︑勉強のため山東へ

十一334

十帽1園

へ走って行く︒

十648 ぽこん︑ぽこんといふ音が通
つて行く︒

十708 波も次第に高くなって行った︒
沈んで行った︒

十7210 此の間にも︑東海丸は刻々と 十帽10園 選墨もうまくいった︒
十814 彼は︑そこまではって行った︒

十個7 清少納言は︑同じ事なら︑十
五日までこ＼にるて︑見届けたいも
のだと思ひましたが︑自分も︑お后

いくえ一いくえ
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十一帯6 時々見下す谷底に︑さつき

出獲した温泉宿が︑だんく小さく
なって行った︒

十一柵11 道標の敷字が次第にへって
行くのが力と頼まれる︒

十一悩8 行くに從って花は美しかつ
た︒

十﹇麗9 まるで渓流其のものを上つ
て行くといった感じである︒

十一閥4困 私は︑あの時次第に遠ざ
かつて行く皆さんの姿が︑ともする
と涙でぼっとするのを感じました︒
も︑湖水はありませんでした︒

十一柵6国 しかし︑行っても行って
十一商7国 しかし︑行っても行って
も︑湖水はありませんでした︒

やの並木の重く道を行くと︑やがて

十一欄5国長い橋を渡って︑アカシ
又沙漠の一端に紅ます︒

十一柵6国 こ＼で酪駝に乗って︑先
づ見に行くのが金字塔です︒

十一囑7圏 ほんたうに 度でもよい
から︑演奏會へ行って聞いてみたい︒

十一塒3 ベートーベンは︑急に戸を
あけてはいって行った︒

あなたは演

十一樹6園實はその︑今ちよつと門
口で聞いたのですが

奏會へ行ってみたいとかいふことで
したね︒

かりに私たちが月の世界へ

観測をしてみる︒

十一鵬9
行ったとすると︑其の景色はどんな
ものでせう︒

月は何時の間にか落ちて︑

ぼんやり見える大地がだんく遠ざ

十一㎜9

忽ち黒煙を吐くと見る間に︑

かつて行く︒

十一脳11

てん

かういふ石を昔の人は︑天

火に包まれた敵機が直下に落ちて行
く︒

十二91

狗の作ったものだとか︑雷の落して
みんな︑のんびりした鳴り

行ったものだとか言ったが︑

十二2011

どこへ行っても︑楊柳を見

物を鳴らしながら通って行く︒

十二215

枝の︑上にのびて行くのが

るのが支那である︒

十二218

楊であり︑上から下へたれ下るのが
柳である︒

十一一404園

結局︑足もとにも寄りつ

なん

ひ

けないと感じながら︑ついて行くの
である︒

それは︑楠公の碑を建てに

行ってみる家臣からの手紙である︒

十二432
十二442

十二方から凱旋門の立場に

まく行くのに︑つくづくと感心させ

られる︒

十二伽11

集って︑十二方に散って行くのが︑
みつばち
花に飛びちがふ蜜蜂の群を思はせる︒

判心し︑金を返せとか︑返金を請求

十二塒10

かうして大義名分が正され︑
十
一
一
柵
4
園
出
て行かう︒
みくに
どちらの主張が正しいかを

忠臣・義士の眞心があらはれ︑皇國

地球と月との距離が今の約

するわけには行かないとか︑言渡す︒

縁傳ひに入口の方へ行くと︑ 十二捌11

の姿が次第に明らかになって行くの
である︒

二倍なくては︑月が太陽の表面を廻

十二448

そこには青々とした野菜を持つた老

るわけにはいかない︒

あしの生ひ茂ってみる向か

それでみて︑交通整理がう

白雲が︑山のふところから

ふと︑泥まみれの長靴をは

何時の間にか向かふ側に行

おちいさんの家のまはり

かこみました︒

は︑兵たいがいくへにも取り

四347

鳴きながら飛んで行くつる いくえ ﹇幾重﹈︵名︶2 いくへ 幾重

つた弟は︑土遊びに鯨念がない︒

十二四1

行くのが見えた︒

ね上げて︑垣に沿うた小路をとんで

いた弟が︑背中のあたりまで泥をは

十二捌10

うと流れて行く︒

にまぶしく輝きながら︑ちょうちょ

ちのみぞにとけ込んで︑銀縣のやう

十一一柵10 くつれた雪は︑やがて雨落

きくふくらんで輕さうに浮いて行く︒

ぽっかり顔を出しては︑見る間に大

十二佃5

と五十七年かかるわけである︒

飛行機に乗って行くとしても︑ざつ

一時間三百粁の速さで飛ぶ

人が二人頭を下げてみる︒

今は

なつかしい柚子のかをり︑ 十二榴2
遠い戦地に二つ

私はじっと梢を仰ぎ見た︑

十二787圃

部隊長になって︑

てるるをぢさんを思ひながら︒
あの左脚は義足なのに︑ま

るで何の不自由もなささうに︑仕事

十一一867

しやう

さつき︑樽を届けに醤

がはかどって行く︒
ゆ

十二8710園

油屋さんまで行きました︒
れい
十一一8810 興安嶺おろしの吹きすさぶ

材木と材木とをく＼り附け
しゃんはい

た竹つながぼんく断切られ︑ジャ

十二288
なんきん

或寒い日︑不意に現れた三千下りの

十一一佃1

じのする歌である︒

の羽ばたきまでが聞かれるやうな感

十二997

飛んで行くことよ︒

ふの方をさして︑つるが鳴きながら

十二995

六百の小勢でぶつつかって行った︒

敵と出合つたをぢさんの大隊は︑五

ンクで南京や上海方面に運ばれて
行く︒

そ
孔子は楚の國へ行かうとし

大きな力で︑ぐんくと

て︑弟子たちと共に︑陳・察の野を

十二334
旅行した︒

十二3910園

とても先生には追ひつけ

人を引つばつて行かれる︒
ないから︑もうよさうと思っても︑

十二3911園

やはりついて行かざるを得ない︒

十︸悩2 行ってみると︑正雄君のう

て︑にいさんと正雄君が︑代るく

ちではもう縁先に望遠鏡をすゑ附け
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いくかしょ一いくたまじんじゃ

幾箇所

重にも組合はせた︑すばらしく難き
﹇幾等﹈︵名︶1

幾室

のが︑幾室かにずらりと並んだ人間

十一樹11囲中でも一番人の目を引く

いくしつ

十二254 筏は︑たくさんの丸太を幾 いくさびと ﹇▽みいくさびと

﹇幾箇所﹈︵名︶2

なものである︒

いくかしょ

其の川水は︑市内幾十といふ

﹇幾十台﹈︵名︶1

幾

十二旧9此の凱旋門を中心に︑十二

十皇

いくじゅうだい

であみの目のやうに組合って居ます︒

堀から堀に通じ︑川と堀とは︑まる

七644

八932 此の邊では︑雪が二米近くも
のミイラでした︒
けい
あって︑た︷一面の銀世界︑快い傾
いくじゅう ﹇幾十﹈︵名︶1 幾十
しや

斜が幾箇所となく並び融いてみる︒

八伽3 黒々と大きな腔を横たへてる

幾

る船のかげで︑幾箇所にもたき火が
始められる︒

﹇幾曲折﹈︵名︶1

方へ射出する街路を︑氣早なパリー

曲折

いくきょくせつ

槍柵5図 山腹に車をすて︑石段の幾

子を乗せた幾十憂・幾毒筆の自動車

こえいか

幾

それから幾十日︑母の必死の

﹇幾十日﹈︵名︶1

曲折をあへぎあへぎ上れば︑白衣の
へんろ

かんご

十864

十日

いくじゆうにち

が︑後から後から疾駆する︒

﹇幾軒﹈︵名︶1

幾軒

遍路︑御詠歌を唱へつ＼下り來るに

會ふ︒

いくけん

十二259 筏の上には︑板ぶき︑又は

幾條

萬本とも知らぬ材木を浮かべたる大

十醜6図熊野川の川口に近く︑幾十

﹇幾条﹈︵名︶2

貯木場あり︒

いくじょう

田圃の間に︑幾條の道路が縦

に横に績く︒

九儒5

もくくと大きくかたまつ
たり︑又時にそれが畠のうねのやう

十一麗11

に︑天の一方から他方へ幾條か連な
幾筋

市を流れる淀川は︑幾筋にも

﹇幾筋﹈︵名︶1
よど

つたりすることがあります︒

七639

いくすじ

﹇幾千﹈︵名︶3

幾千

わん
分れて︑西の大阪湾に注いで居ます︒
いくせん

川や堀に幾千といふ船が通つ
て居るのは︑大阪でなくては見られ

七721

しかも其の事書幾千の多

ぬ景色です︒

十﹇認9図

きに上り︑これが出版は決して容易

自動車で走ると︑幾千・幾

幾さう

が幾足も並んで︑奥ではがやく人

聲がする︒

十一㎜8困

孝和の門下には幾多の人物

石で積上げた幾多の金字

いくた ﹇幾多﹈︵名︶2 幾多

塔の中︑

十一而11

はいよく進境を見せた︒

幾皇

が出て︑師弟相承け相縫いで︑和算

いくだい ﹇幾台﹈︵名︶1

幾度 ＄い

十一槻11 そばに腰掛が幾憂かある︒

くど

いくたび ﹇幾度﹈︵名︶5

旅人は︑ゆめかとばかり喜ん

で︑財布を幾度かいたゴいたが︑其

七冊9

の目からは涙がひっきりなしにこぼ

れて居る︒

幾度か鐵橋を渡り︑短いトン

ネルを過ぎた︒

八迎7

船長は幾度か確めるやうに︑

其の後幾度か烈しい戦があっ

四郎の答は初に攣らざりき︒

九4510図幾度せめ問はるれども︑長

九827

た︒

﹁︿略V︒﹂

十732

ま

生玉魂神社

生國魂神社

いくた

川口近くになると︑潮干狩の いくたまじんじゃ ﹇生国魂神社﹈︵名︶

2

生國魂神社

七64図

ま

舟が︑幾さうも幾さうも集って來ま

いくた

した︒

七78

﹇幾重﹈︵名︶2

をそそる︒

萬とも知らぬ美しい窓が︑我々の心

十二槻7

の業にあらず︒

幾

看護と︑尊者の手當とによって︑不

すみじ

幾

いくそう

荷主・炊事夫・舵夫・雑役

﹇幾十人﹈︵名︶1

思議にも一命を取止めた聞多が︑

乗ってみる︒

十萬

いくじゅうまん

﹇幾十万﹈︵名︶1

夫から︑村の客まで幾十人がそれに

十二2510

十人

いくじゅうにん

幾軒となく長屋のやうに建てられて
軍

竹・アンペラなどで作った小屋が︑

﹇軍﹈︵名︶4

みる︒

いくさ

九754圏 十歳の時︑軍に出て敵の首
を取った程強いお前のことだ︒

十194囹 軍人となって︑軍に出たの
を男子の面目とも思はず︑其の有様
は何事だ︒

にんとく

仁徳天皇をおまつりしてある

川口近くになると︑潮干狩の

すみよし

ど︑何れもゆるしよの古い神社やお

日本最初の寺といはれる四天王寺な

神社︑ずっと南にある住吉神社︑又

高津神社や︑其の近くにある生國魂

かうつ

七699

七78
が輝いて︑此の島を寳石ででも飾つ

幾足

げ た
蹄って見ると︑入口に下駄

﹇幾足﹈︵名︶1

十一393

いくそく

舟が︑幾さうも幾さうも集って來ま
﹇幾十万本﹈︵名︶

した︒

1 幾十萬本

いくじゅうまんぼん

たやうに見せました︒

十211圓国何のために軍には出で候 十一欄3国夜になると幾十萬の電燈
ぞ︒

十215圓国国 一人の子が御國のため
軍に出でしことなれば︑定めて不自

由なる事もあらん︒

いくたろう一いくひゃくねん
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寺です︒

いくたろう

﹇▽とこ ろ い く た ろ う

いつりどうろうなどで︑それが︑日
當りのよいのき先に︑幾つもつるし
てあるのです︒

十悩1

やなぎ

ぺ

びん

沿線の楊の木に︑かさ＼ぎが
ぷじゅん

がします︒

いくにん ﹇▽おいくにん

ない︒

幾

汽車や自動車もかなはぬくら

いくひゃくキロメートル

百粁

幾百丈

あたかも屏風を立てたるが如し︒

びやうぶ

八649図

見下せば︑幾百丈の谷は︑

いくひゃくじょう ﹇幾百丈﹈︵名︶1

ありません︒

氣に飛ぶことも︑決して不思議では

みの速さですから︑幾等粁の海を一

八76

︵名︶1

十一一454 自分の飴命は︑いくばくも

いくばく ﹇幾何﹈︵名︶1 いくばく

九8610 それから又幾年か過ぎた︒

安東・撫順・北平への分岐 いくねん ﹇幾年﹈︵名︶1 幾年

巣を幾つもかけてみる︒

十柵5

満人の赤帽が忙しさうに荷物を運ん

黙なので︑列車が幾つも止ってをり︑

二段

公園は幾つありますか︒

﹇幾段﹈︵名︶1

君は幾つだ︒

いくだん

六麗8園

Φいく

母は︑ばくらうに向かって︑

﹇幾度﹈︵名︶4

でるる︒

たび

いくど

ました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑幾度も幾度も︑たのみ

六683

幾度

七柵5圏
一髄︑幾つあるのか︒

ところで︑此の打出の小槌か

同じ打出の小槌を︑幾つも幾

母は︑ばくらうに向かって︑

河井君は幾度かかう言って︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑幾度も幾度も︑たのみ

六683
ました︒

十474

何時までもそこを動かうとしなかつ

中へはいって︑先つ目に早い

た︒

舌筋

子を乗せた幾士塁・幾百蔓の自動車

方へ射出する街路を︑下記なパリー

十二榴9此の凱旋門を中心に︑十二

百憂

いくひゃくだい ﹇幾百台﹈︵名︶1 幾

青に︑ぼかし上げたやうQ

めて︑空は赤から金に︑金からうす

幾百筋の細かい金の矢が︑夕空を染

口ずさんで︑太子をしみぐとしの
幾年

オ

幾年こ＼にきたへた
イクニチ

イクニチタッタラ︑

﹇幾日﹈︵名︶3

鐵より堅き腕あり︒

正月︒

が︑後から後から疾駆する︒

百年

社殿の右手に︑幾百年を纒

いくひゃくねん ﹇幾百年﹈︵名︶1 幾

半十柵9図

粉雪が幾日も降績いて︑野も
山も眞白に埋めつくしてしまった︒

八902

一年半も手しほにかけた北斗
と一しょに居るのも︑後幾日もない

九偽3

と思ふと︑僕は泣きたい程つらい氣

今沈んだあたりからさし出た

私は幾度か︿略﹀の古歌をいくひやくすじ ﹇幾百筋﹈︵名︶1 幾

たのは︑室の窓ぎはに幾つも並べて

水に

ゆらく見

﹇幾歳﹈︵名︶1

七皿9

る

十一914図圏

いくとせ

び奉るのであった︒

十一3411

あるガラスの箱でした︒

八価4

せます︒

小槌から︑新しいのが幾つでも打出

近心6 めいくの持ってるる打出の

つも打出したらどうでせう︒

八事2

も打出したらどうでせう︒

ら︑同じ打出の小槌を︑幾つも幾つ

八鵬2

理くつの間門を︑大仕掛に︑しかも
いくつ

十七2 パナマ運河には︑これと同じ

イクツ

八141園

﹇幾﹈︵名︶ 2 2

幾段にも作ったのです︒

幾つ

いくつ

一453 イクツサイタカ︑カゾヘテ
ゴランナサイ︒

二216ナガイ手ヲノバシテ︑オ
イシイカキヲ︑イクツモ︑イク

ナガイ手ヲノバシテ︑オ

ツモモギトリマシタ︒

二216
イシイカキヲ︑イクツモ︑ イク
ツモモギトリマシタ︒

二丁！園 イクツアルカ︑カゾヘテ

無限の畠︑牧場︑森︑林︑

さうして︑まばらな村落と幾つかの

九561国

都市︑其の間に︑世界第一といはれ

ミヨウ︒

二研6 クロイハコノ車・ガ︑アト
カライクツモ來マス︒

るミシ・ッピ川が︑洋々と流れてゐ
ました︒

先づ北斗七星と其の附近にあ

幾日

いくにち

三日月が︑

右手には大きな川じりが幾つ︒

二604圃

る幾つかの星を加へて︑大熊座とい

九旧9

えたりかくれたり︒

うつった

いくつも出ては消えるたび︑

九伽4圃圓く廣がる水の輪が︑

らです︒

の星の列に大きな熊の形を考へたか

ひますが︑それは昔の人が︑それら

九価4

おほぐま

﹁︿略﹀︒﹂トカゾヘテ︑十ニ

二佃4

マデ來タ時︑牛ノタクサン
ノッテヰル車ガ︑イクツカト
ホリマシタ︒

二鵬5牛ノアトカラ︑大キナ木
ヲツンダ車ヤ︑石ヲツンダ
車ガ︑イクツモトホリマシタ︒
うけて︑血にまみれて死んで居まし

五月8 二匹は︑身に幾つものたまを
た︒

に穴をあけた大きなへうたんや︑古

六891 うちの雀の宿といふのは︑横

129
いくぶん一いけ

くす

﹇幾分﹈︵副︶6

幾分

たりと思はる＼楠の老木あり︒

やっても︑すぐになくなってしまひ

よりたくさん尽るので︑いくら餌を

六㎜2園

ら︒

僕等ハ︑大砲ノタマガイクラ

八鵬8園

せり市へ行って見ると︑商
さあ︑いくら︑さあ︑いく

人が﹁さあ︑いくら︑さあ︑いくら︒

八佃7園

平氣ナモノデアル︒

飛ンデ來テモ︑水脚モグツテ居レバ︑

六三5

かいて︑ちっともお纒をおぼえない︒

いくら言っても︑書ぽかり

並び︑其の黄金色の瓦屋根が青空に

じっと空を見て居ると︑小鳥

小鳥が︑幾群も粛正も︑

ます︒

輝かしい︒

六874

鳴きながら︑飛んで行きます︒

が︑幾群も幾群も︑悲しさうな聲で

六874

八45 口ばしの雨わきが︑幾分黄色 いくむれ ﹇幾群﹈︵名︶3 山群

いくぶん

に見えるのさへあります︒

九145 其のため︑機禮は幾分破損し
ました︒

九151 朝から大分風が烈しいので︑
しばらく見合はせてるましたが︑や
が三ざう五さうと︑幾群も並び績い

向かふの方には︑大きい汽船

て︑どこからどこまでが港内か見き

七側7

がて幾分静まった頃︑二人は機を引

はめもつきません︒

出しました︒

所によって幾分違ひます︒

九㎜4 もっとも其の高さは︑見る場

いくら

一腔幾らで渡す︒

イクラ

九閥2園

窓際に蝶の標本が陳列してあ

幾らだ︒

﹇幾﹈︵名︶20

九襯9囹

いくら

十101

九伽2 よし書間はどんなに暑からう

モ︑雲サンが來ルト︑カクサレ

幾ら
二494園イクラ私ガテッテヰテ

バッテヰテモ︑風サンが來ル

二523園イクラ私が空ニイ

ヘイキデヰマス︒

二956イクラマイテモ︑花ハサ

ベサンバ

ケンメイニナッテフイテモ︑カ

いくら長くても︑今年の中

うなのがない︒

十㎜10園

には︑きっと消えるでせう︒

十二584園

いくら程でござるぞ︒

中々三界さうにありません︒

力が進んだにしても︑︿略﹀ことは︑

二557囹イクラ私ガイッシャウ 二丈4 しかし︑いくら人間や機械の

ト︑フキトバサレテシマヒマス︒

るが︑いくら調べても僕の取ったや

とも︑日光はかすかに黄色味を帯び

幾本

テシマヒマス︒

て︑壁や塀の強い反射が幾分やはら
いで見える︒

十一佃5 道は幾分なだらかになった
﹇卸本﹈︵名︶1

り︑又ぐっと急になったりする︒
いくほん

八儒4 すき通った寒天のやうな膿か
幾萬

一度 此 の 門 を し め 切 っ た ら ︑

﹇幾万﹈︵名︶2

ら︑腕が幾本も出て虹ます︒
いくまん
十一一695

キマセン︒

三286園いくらおなかをふくら

四つの天守閣は一箇の濁立した城郭

ませても︑かなひませんよ︒

いくらか

幾らか

乗るまでは幾らか不安もあっ

﹇幾﹈︵副︶2

彼等の中には︑郊外に幾ら

かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

十二鵬3

みとしてみるのが多い︒

たちも︑ 一日それを耕すことを冠し

九925園

池←さるさわの

圖書館へ行けば︑幾らもあ

いくらも ﹇幾﹈︵副︶1 幾らも

﹇池﹈︵名︶26

るだらう︒

サウシテ︑北風ノ作ッタ

それよりも︑時々池の中で見
こひ
かける鯉やふなが︑親ではないかと

五166

虚日︑岸の草につかまって︑

考へたことがありました︒

五124

中を泳いでゐました︒

ぜいの兄弟や仲間と一しょに︑池の

十二941此の記章を附けた人々に封 五113おたまじゃくしは︑毎日︑大

モトカサウトシマス︒

雪ノ山や氷ノ池ヲ︑少シデ

四伽7

してしまひました︒

三888囹池の中へ︑をのを落

へ落ちました︒

三877をのは︑どぶんと池の中

森へ行きました︒

三872若い男は︑池のそばの

してしまひました︒

三812園池の中へ︑をのを落

と落ちてしまひました︒

のは︑深い池の中へ︑どぶん

三793﹁︿略﹀︒﹂と思ふまに︑を

三784 木こりが︑池のそばの
森で︑木をきってゐました︒

いけ

いけ

さうして︑出來たらいく

となって︑これだけでも幾萬の敵に

しては︑いくら感謝しても感謝しき

らでも作って届けて下さいって︒

封して︑いっかな動きさうに思へな

五榴1

れないのだと思った︒

十二9010囹

い︒

どこへ行ったのでせう︑いくら呼ん

しかし︑あの金剛・那智は︑

十二倣7 自動車で走ると︑幾千・幾

でも︑かへって來ませんでした︒

知ると︑

た飛行機が︑かうも愉快で安全だと

タ寸︑銅ノ釘ハ︑イクラ磁石 九柵1
こんな雪の朝などは︑いつも

ヲ持ツテ行ツテモ︑クツ着カナイ︒

六194

萬とも知らぬ美しい窓が︑我々の心
幾むね

壮 麗 な 宮 殿 が 忌 む ね も 立 ち 六902

﹇幾棟﹈︵名︶1

をそそる︒

いくむね

十一一1710

とうく池の外へ出て見ました︒

りて夜もすがら

北海・中海・南海と績く池

供たちが︑池のほとりで仲よく遊ん

五399 象のかこひの中には︑向かふ 十一圃4團 繁華な連々を見物しなが
ら︑新公園に來て見ると︑日本の子
の方に︑池のやうなものがこしらへ

でるました︒

てありました︒

七709 四天王寺に近い天王寺公園に
十ニー711

は︑あたかも地上に鏡でもはめ込ん

びじゅつくわん

は︑美術館や動物園があり︑又木

くわだん
立や︑池や︑運動場や︑廣い花壇が

雨に洗はれた築山のくまざ

だかと思はせる︒

十二428

あります︒

ひごひ

七佃5圃 草も木も︑ うれしげに
さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑
かへで

うちをどり︑ 池の緋鯉は喜び勇
心字の池に枝をさしのべた楓は︑も
う色づき始めてみる︒

む︒

十二461

八悩8 入口のそばに池があって︑そ
こに甲の長さが一米もある﹁うみが

池の彼方に没し︑老松のあたりには

暮れやすい秋の日は早くも

め﹂が居るのには︑びっくりしまし

海のやうに廣い池には︑か

もう夕やみが迫ってみた︒
十二湿4

芝生を傳ひ木の下道を傳ひ︑

る︒

歩いても公園の端を見ないことがあ

池のほとりをたどりながら︑敷時間

もめがあちらこちらに飛立ってるる︒
しばふ

十二梱6

た︒

八㎜1 此の室の中央に︑夜半四五米
ぐらみの圓い池があって︑中にたく
さんの﹁いわし﹂が泳いで居ました︒
八㎜4 此のたくさんの﹁いわし﹂が︑

池のふちに沿うて︑みんな同じ方向
に泳いで居ます︒

十ニー83
うだ︒
てるまさ

いけだてるまさ

﹇池田輝政﹈︹人名︺1

夏は︑池﹇面はすの花ださ

十64図 奮御苑に入れば︑木立深く︑ いけいちめん ﹇池一面﹈︵名︶1 池一
かくうんてい

詰めぐり︑池の眺廣き所に︑御茶屋
あ り て ︑ 隔 七 二 〒といふ︒

十一65図翻 よみ旧しらず わが宿
の池のふち波咲きにけり山ほと＼ぎ

ばせ を

十一欄7田圃 芭蕉 名月や池をめぐ

い︒

峨野の昔をしのぶのもおもむきが深

﹇生捕﹈︵名︶2

上げた︒

生けどり

いけどり

生ケドリ

すばらしい速さで走って︑新京へは

八時間餓り︑ハルビンへは十三時間

与りで行けます︒

た︒

かういふ風に︑二つの水門を

1圏びっくりしちやいけませ

其の邊をあんまり呪いち

先づ役人たちに評議をさせ︑

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑

市政上の意見もしっかりし

自社でも此の意見を採用して︑

研究が行きづまると︑專門

聞いたりしなければなりませんでし

の學者にすがったり︑友達に意見を

十一461

た︒

先づ汽車の試運轄を行ふこととなつ

十㎜7

た實にえらい人だ︒

十備6園

多くの人々の一致した意見であった︒

十㈱3

面面者の意見をも徴した︒

十髄8

﹇意見﹈︵名︶5 意見
ひやうぎ

やいけませんよ︒

十二捌2園

んよ︒

十二

つて行けるのです︒

り低くなったりして︑舟は樂々と通

門内の水面は︑其の都度高くなった

交互に開いたり閉ぢたりすると︑間

十伽10

馬に悪いくせが附いてしまふのだ︒

ではない︑扱ふ人がいけないから︑

はれるさうだが︑それも馬が悪いの

九⁝⁝8圏 日本の馬は氣が荒いとかい

六60・さんぐに切りまくって︑其 九2710圏 こ＼で遊んではいけない︒
の船の大將を︑生けどりにして引上
げた︒

ウツカリソレニ引ツカ・ルト︑

﹇池水﹈︵名︶2 池水
きぬがさ

魚ノヤウニ︑生ケドリニサレテシマ

誤解3
フ︒

いけみず

名もやさしい衣笠山の麓に
來て︑三層の金閣を池水のほとりに

十一109

がらん

さるさは

︽ーケ︒

い いけん

興福寺は伽藍半ばすたれ

見る美しさ︒

十二悩2図

たれど︑なほ三重・五重の塔︑猿澤
の池水に影をうつして南都の美観た
り︒

イケル
ける

フンデハイケマセン︒

ケル︾

﹇行﹈︵下一︶13

三543園

それが︑かうむしばに

行ける

い・ける

三鵬3医

なってはいけませんね︒

四柳3圏これからもっと勉強し
なければいけません︒

お前も︑負けないやうにし

いや︑いけません︒

五899圏

四鵬4圏

七827圏長いと振廻しが不自由で︑

特別急行列車﹁あじあ﹂が︑いげん ﹇威厳﹈︵名︶2 威嚴

輝政が︑百萬石の威望と︑將軍のう

八223困

其の上︑突く力が弱くていけませぬ︒

美にして堅固極まりなきものに造り

しろだてとによって︑今日に見る優

てるまさ

なければいけないね︒
池田輝政
すいつか來なかん
ひでよし
にんな
十一1011 春ならば仁和寺の櫻︑秋な 十二705 秀吉がこ＼に目を着けて城 六㎜4園 子供の火遊びが︑一番いけ
いへやす
さ
ない︒
を築き︑更に家康に信任された池田
らば廣澤・大澤の池をたつねて︑嵯
が

面

いけいちめん一いげん
130

131

いご一いさみたつ

十753 悲痛な︑しかも威嚴のある聲
に︑船員は思はずはっとした︒

﹇▽こんに

おきのしま

いざなふ

して︑敵艦隊を沖島附近にいざな
︵四︶1

んと思ひ︑左右の耳の間をねらひて

︽ーフ︾

西神門を出でて行く道は︑

しばし森林の間に人をいざなふ︒

十47図

﹇誘﹈

ひ寄せしむ︒

いざといふ場合には︑暗が
いざ︑進め︒

いざな・う

ひようと射る︒

八661登園

りでも武装することが出面ます︒

七525圏

十一314 何れも︑名工影写師の作と いざ ︵感︶3 いざ
げいじゅつ

して古藝術のかをりゆかしく︑威

以後

嚴の中に︑しみぐと慈悲の御相を
﹇以後﹈︵名︶ 1

狂するのであるが︑
いご

イ

五撹7

勇ましい

﹁︿略﹀︒﹂ト︑

︽ーイ︒一

塔を仰いだり︑二百三高地に登った

たふ

りして︑日露七言當時の勇ましい話

ばかくくと︑馬のひづめ

を聞きました︒

八518

の音がして來たと思ふと︑騎兵の一

隊が︑勇ましく私たちの前を通り過

飛行機が勇ましい音を立てて︑

ぎました︒

八552

私たちは︑其の勇ましい姿を︑

敷皇飛んで來ました︒

八613

﹁やつさやつさ︒﹂勇ましい掛

何時までも見送って居ました︒

此の號令で︑朝の静かさが忽

其の勇ましい様子を思ひ浮か

スチーブンソンは︑息子と共

鞍山の製鋼所から茶色の煙が

やがて︑かけ聲勇ましく

十﹇価9 ﹁出嚢︒﹂山田先生の聲が︑

る︒

立ちのぼり︑ほのほが勇ましく見え

十旧5

した︒
あんざん

と大勢の人を乗せて︑勇ましく護車

に機關車に乗込み︑たくさんの貨物

十捌一

りたいのです︒

べると︑僕は北斗のために喜んでや

九囲7

つて行く︒

﹁︿略﹀︒﹂と呼んで︑つり床の間を縫

ひゴき︑傳令員は號笛を吹きながら︑

ち破られ︑起床ラッパは勇ましく

九348

聲で︑船は忽ち海へ引下される︒

カケゴエイサ 八伽6

﹁︿略﹀︒﹂と︑かけごゑいさ

に＼ぎのみことは︑天照大神

をりから上る朝日の光に︑高

りになりました︒

雲をかきわけながら︑勇ましくお降

においとまごひをなさって︑大空の

五㎜6

ました︒

ましくおひきになりますと︑そ
の土地がちぎれて︑うごき出し

三327

マシクカヘッテキマシタ︒

一751

デカケマシタQ

モモタラウハ︑イサマシク

いさましい

いざといへば︑これらの小 いさまし・い ﹇勇﹈︵形︶17 イサマシ

ク︾

十二712
山がすべて出城となって︑此の城郭

いさき

いさぎょ

いさぎょ

一604

の護となるのである︒
あかんだけ

異彩

十一742 面會の機會は松坂の一夜以
め

﹇異彩﹈︵名︶1

西の空︑や＼遠く雌阿寒岳

﹇伊佐木﹈︵名︶1

﹇潔﹈︵形︶2

﹁いさき﹂も居ました︒

いさぎょ・い

八側3

いさき

が︑萬緑の世界に異彩を放ってるる︒

が煙を吐いて︑其の山はだの紅褐色

十一812

いさい

ちいご

後とうく來なかった︒
い こま
﹇生駒山﹈︹地名︺2 生駒

いこう且Vこいこう
いこまやま
山
いこま

九搦4 生駒山の頂をかすめながら過
ぎると︑前は一望の平野だ︒

十二塒7図 佐保・佐紀の連岡に北を
たかまど

弓折れ矢書きて︑勝久はいさ
元禄十六年二月四日︑大石内

﹇潔﹈︵形︶1

くか＼げた日の丸の旗は︑勇ましく

倭弓台は︑尊が二度の大任

やまとひめのみこと

かゴやきました︒

をお受けになったのを︑勇ましくも︑

六343
を思って︑主君の馬前に討死しなけ

甘いたはしくお思ひになったのでせ

幕臣には又︑三百年の奮恩

︽ーシ︾
ばくしん

れば︑いさぎよしとしないやたけ心

う︑

七25圏

長房温泉旅館の庭に勇ましく響き渡

い

つた︒

﹇誘寄﹈︵下二︶1

船は見るく遠く︑ 人

︽ーセ︾

漕出す船︑

ざなひ寄す

も帆も︑金色の光に包まれる︒

東郷司令長官は︑直ちに

はくぎよく

こんじき

十一555図

八276国さうして︑白玉山の表忠いさみた・つ ﹇勇立﹈︵五︶1 勇み立

へうちゅう

全軍に出動を命じ︑先づ小巡洋艦を

いざないよ・す

がみなぎってみる︒

十二鵬4

し

いさぎょ・し

比して︑名を後世に輝かした︒

藏之助等一味の者は︑いさぎよく切

十側2

げんろく

ぎょく切腹することになった︒

︽ーク︾

九887

い

いこま

︽一

限り︑春日・高音の山々を東に︑矢
﹇射込﹈︵ 四 ︶ 1

射込む

田山・生駒山を西にひかへて︑
いこ・む
ミ︾

十177図 ねらひ違はず︑才五郎が
冑の眞向くだきて︑眉間の眞中に

かぶと

射殺す

ぐさと射込みたりければ︑物をも言
﹇射殺﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 2

はず兄弟同じ枕にたふれたり︒
いころ・す
︽ーサ︾

四捌7 二人は︑おどろいて逃出し
ましたが︑すぐに射殺されてし
まひました︒

九185図 義家︑背中のうつぼより︑
かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑

狐を追ひかけしが︑射殺さんもふび

いさむ一いしがき
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︽ーツ︾

勇

いさめる

立っていらっしやる︒

すが︑

なあたりに傳へる︒

道の石

思量2図

さえて音あり︒

仰げば︑百数十米の中空よ

り落來る瀧︑初は水筋通りて見ゆれ

七696
すが︑中でも縦六米︑横十一米とい

や＼細く平な所に三角黙を

石で積上げた幾多の金字
塔の中︑一番大きいのは高さ百四十

十一欄8国

示す石があった︒

十一擢10

ども︑岩に當り石に砕け︑

其の刀に見おぼえがあった頼

來ぬといふので︑石のらうに入れて

く古いところでは︑たゴ石を割った

かういふ時代の人は︑石の

ま＼の︑形の整はないものを使用し

てるたが︑

斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ

十ニー11

さへて山野に狩をし︑

十ニー11かういふ時代の人は︑石の

さへて山野に狩をし︑

斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ

在來何かの機會に獲掘され
せき

たところでは︑石で築いた室や石

十ニー51

棺が現れ︑

くわん

石の敷三百二十萬︑

左に高き旧いてふ︑

問はばや遠

十二474図齪上るや石のきざはしの
十一欄9国

彼は︑あたりの石といはず︑

き世々の跡︒

石打の騨で︑再び蒸転機關車

にかはる︒

楽士5

いしうち

いしうち
いしうち ﹇石打﹈︹地名︺1 石打

けた︒

木の幹といはず︑今の言葉を書きつ

十二価1

大金字塔のそばには︑ス
ト

艦は獅子をかたどった不思議な石の

し

フィンクスといって︑顔は人間を︑

十一棚5団

といはれてゐます︒

める面積が五百二十六アールもある

七米饒︑石の数三百二十萬︑底の占

萬壽は︑其の夜ひそかにうば
月の光にすかして︑あちらこ

巨像もあります︒

なほ其の邊をよく探すと︑
斧の形をした石や︑矢じりの形をし

をの

親を思ふ孝子の心には︑頼朝 十二88

た石のかけらを見つけることがある︒

かういふ石を昔の人は︑天

てん

人智の開けなかった大昔に

同じ石器時代にしても︑ご

石打騨

元の兵は︑㎝人も上陸させぬ

ついて守った︒

といふ意氣ごみで︑濱べに石垣をき

六571

石がきにくつついてよけました︒

つしゃつたので︑みんな︑道ばたの

五273 先頭の先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とお

垣

いしがき ﹇石垣﹈︵名︶9 石がき 石

八搦図

騨

矢じりの形をした石のかけ いしうちえき ﹇石打駅﹈︵名︶1 石打

も感心して︑石のらうから唐琴を出

十重ー01

を作ったのであった︒

を作り︑又︑獣の骨で針や釣針など

ず︑ごく手近にある石で斧や矢じり

は︑人はまだ金属を使ふことを知ら

十二96

行ったものだとか言ったが︑

狗の作ったものだとか︑雷の落して

ぐ

十二810

らを見つけることがある︒

川端の石に腰かけて︑早し方 十二89
の面を眺めた︒

行末を思ひながら︑鹿介はじっと水

九905

してやりました︒

八461

うがありました︒

ちら探しますと︑松林の中に石のら

八442

を連れて︑石のらうをたつねました︒

八436

て︑唐綜様が押込められて居ます︒

八429園あの中には石のらうがあっ

しまひました︒

朝は︑さあ︑此の女にはゆだんが出

八403

びっくりさせられます︒

ふすばらしく大きい石には︑誰でも

石垣の石の大きいのは有名で

六161圃 どんくひやら＼︑ どん 七691石垣の石の大きいのは有名で 十儲4図園 我が影を 我が躇めば︑

つ

﹇勇﹈︹人名︺1

ひやら＼︑ 聞いても︑心が勇み立
つ︒

いさむ

﹇諌﹈︵下一︶1

﹇勇﹈︵五︶εよろこびいさむ

四155囹 勇︑大きくなったね︒
いさむ

︽ーメ︾

いさ・める

六59 かう氣がついた弟うかしは︑

いろくと兄をいさめましたが︑兄
はどうしても聞入れません︒

しまじり・さざれいし・しきいし︒ひ

いし ﹇石﹈︵名︶34 イシ 石←こい

うちいし・みかげいし
ハ コ ビ マ シ タ︒

一39一 ワタクシバ︑ツチヤイシ
ヲ

一412川ノフチニ︑イシヲナ
ラベマシタ︒

二欄4牛ノアトカラ︑大キナ木
ヲツンダ車ヤ︑石ヲツンダ
はいでん

車ガ︑イクツモトホリマシタ︒
五332 石のとりるをく団って舞殿の
前に並んでをがみました︒

りみ＼す
んで︑しきりにさわやかな響を静か

十435

脚下には︑谷川の水が石をか

十364図斜月の夜や石に出て鳴くき

たりしたのださうです︒

つて︑昔はそれで物を買ったり費つ

六738 賊が城の門まで攻上ると︑城 十301国 小屋の軒下などに︑大きな
石が立て掛けてあるのは︑石貨とい
のやぐらから大きな石を投落して︑
賊のさわぐ所を︑さんぐに射た︒
六771 賊が︑四方からこれを目がけ
て押寄せると︑城から大きな石を四

ぢざう

五十︑一度に落したので︑又何百人
か殺された︒

七207 其の松の下に︑石の地学様が

133
いしかわくん一いす

山腹に車をすて︑石段の幾

ど手の下しやうも知らぬ︒

石屋

以上←い

の出來ます以上に︑父上を尊敬も致

し︑おいとしくも思ひます︒

いじりはじ・める ﹇弄始﹈︵下一︶1

二人はそこらを見廻してみた

﹇弄﹈

︵五︶2

いちる

少し泣きつかれて︑ぼんやり

さうして︑一つの懐中時計を

てピンセットでねぢをはさんで機械

出してそれをいぢつてみたが︑やが

九308

ぢつてみました︒

足の親指で︑板の間に落ちた涙をい

足もとを見て居た雪舟は︑何氣なく︑

六戸9

︽ーッ︾

いじ・る

物をあれこれといちり始めた︒

が︑男の子は︑やがて仕事皇の上の

九269

他の訳者二人も︑何くれと此 いちり始める ︽ーメ︾

て見分けがっかぬ︒

十8510

それから幾十日︑母の必死の

の手術を手傳つた︒
かんご

十865

看護と︑讐者の手當とによって︑不

こえいか

思議にも一命を取止めた聞多が︑

杉の木立かげ暗き石段を上

いしゃ

﹇石屋﹈︵名︶1

藤吉郎は︑大勢の大工・石

﹇以上﹈︵名︶3

の穴に差込み︑小さなねぢ廻しでし

いじょう

した︒

屋・人夫を集めて︑﹁︿略﹀︒﹂とさと

七786

いしゃ

た︒

の讐者から人の耳をもらって來まし

或日のこと︑先生は︑知合

遍路︑御詠歌を唱へつ＼下り着るに

十四8図
くまのにます

れば︑熊野坐神社なり︒

一の鳥居︑二の鳥居をく〜

つて︑御影石の白い石段を登りつめ

十︻醜1

招魂社の前へ來たので︑石

ると︑市街は眼下に見下され︑

十二919

段を登って参拝しようとすると︑神
前で今恭しく拝んでみる人がある︒

つかりとしめた︒

石段を下りる時︑正一君も

ちまんキロメートルいじょう・いっせ

それいじょう・なかばいじょう・にば
いいじょう・はっせんいじょう・はん
にちいじょう・ひゃくメートルいじょ
う・ろくいじょう

父上︑私は口で申すこと

る

さうでなくても二三分咲きか

けた所へ︑よく意地わるの雨が降り

九22

3めいじいしん

そ＼ぐ︒

いしん

い

す

日本が生んだ敷學界の偉人

それよりも︑北極星の右下の

り星とも山形星ともいひますが︑

の星はカシオペイア座で︑俗にいか

方に︑椅子の形に連なる五つばかり

九櫛3

いす ﹇椅子﹈︵名︶3 椅子

い す

に︑關孝和といふ人があった︒

十二価10

ラングレーが模型飛行機を飛 いじん ﹇偉人﹈︵名︶1 偉人
ばせたことも︑彼等は︑世間の人々

九118

いじわる ﹇意地悪﹈︵形状︶1 意地わ

んいじょう・さんぜんメートルいじょ

醤者

以上に︑其の記事を熱心に蕾みまし

醤者

しゃ

た︒

﹇医者﹈︵名︶6

い

ないことだと︑ふだんから教へて上

いしゃ

以上塁げた歌でも大急わか

十二獅2囹

雄大であり明朗である︒

るやうに︑萬葉集の歌は︑まことに

十二繊8

げてあるでせう︒

ことは︑帰様に弛しても申しわけの

いじょう・じゅうメートルいじょう・

僕も︑をぢさんに寄りそって助けよ
いぢめる

う・さんねんいじょう・しじゅうごど
﹇苛﹈︵下一︶2

見ると︑かめを一びきつ
かまへて︑ころがしたり︑た㌧いた

三柵6

︽ーメ・ーメル︾

いじ・める

うとすると︑

十二945

十︻466

會ふ︒

へんろ

曲折をあへぎあへぎ上れば︑白衣の

十旧5図

養老神社へ参拝する︒

の山へみちびく高い石段を上って︑

十403老杉のや﹂暗い下道から︑右 十827 母︑兄︑讐者の顔もぼっとし

六親3 瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑ いしだん ﹇石段﹈︵名︶6 石段
石垣がくつれる︒

すが︑中でも縦六米︑横十一米とい

七691 石垣の石の大きいのは有名で
ふすばらしく大きい石には︑誰でも
お だのぶなが

びっくりさせられます︒

七738 織田信長の居た尾張の清洲城
は︑或日︑大風で外廻りの塀や石垣
がくつれた︒

七744 塀や石垣はまだ修理中で︑大
工や人夫が大勢働いて居たが︑信長
は︑それには目もくれないで通って
行った︒

七809 石垣が出來る︑柱を立てる︑
ぬきを通す︒

十二652 から堀をへだてて︑や㌧右
手に仰ぐ天守閣群は︑︿略﹀︑高い石

垣の上に聲えてみるQ
やぐら

塀・櫓が層々と頭上にのしか＼る︒
﹇石川君﹈︹人名︺2

石

十二665 道に沿うて︑時に石垣・
いしかわくん
川君

七291 中村君は八米ぐらみだと言ひ︑

維持す

石川君は十米以上もあると言ふ︒
りしていぢめてみるのです︒
七305此の間の日曜日に︑石川君を 十一199園 生き物をいぢめるといふ
さそって學校へ行 っ た ︒

﹇維持﹈︵サ変︶1

︽ースル︾

いじ・する

いしき ←むいしき

る

肖者は︑ばう然としてほとん

とりあへず︑讐者が二人來た︒

十二靭5 裁判は實に︑正義を保護し︑

十825

十824

いしゃ

秩序を維持するための大事な仕事だ

﹇▽おいしや

といはねばならぬ ︒

いずみ
いず
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を

ぢ

い

す

九価3 私は思はず前の椅子につかま
つた︒
えんさき

い

す

十一751 東京の叔父は︑僕が學校か
ら露って見ると︑縁先に出した椅子
によりながら︑色づいたばかりのい
ちごに牛乳をかけて︑さもおいしさ
うにたべてみた︒
い つ
﹇伊豆﹈︹地名︺2 伊豆

いず

十備2雷電 箱根路をわが越えくれば

つ

伊豆の海や沖の小島に波のよる見ゆ

い つ

い

後は︑しばらく伊豆の配所にあり︑

十二518図園 我︑父上に後れ奉りし
︽ーヅ・

海衛攻撃とやらにも︑かく別の働な

かいゑい

かりし由︑

秋晴の空はあくまで澄みて︑暖さ春
の如し︒

十212魍国事のために軍には出で候 十二77図境内を出でて︑海岸に至
るQ

りたり︒

箱根山から伊豆山へ越えて行

いずさん ﹇伊豆山﹈︹地名︺1 伊豆山

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打

十橘5

寄せてみるのが見えるといふ︑書の

ぞ︒

星をいたゴいて出で︑月を

やうな歌である︒

一人の子が御里のため

十二2211

十215國国圏

躇んで蹄るのが田家の生活である︒

十鈴川

八軒6

人

すズ

五十鈴川のきれいな水で手

︵名︶一

イスパニヤ

コロンブスがアメリカを磯見

イスパニやじん

んでをがみました︒

を洗ひ︑口をす＼いで御門の前に進

い

すべからず︑若し向かふの山にのろ

すゴ

事の成否は今より豫測 いすずがわ ﹇五十鈴川﹈︹地名︺1 五

十二745図園
ゑもん

軍に出でしことなれば︑定めて不自
さ

窯場より出でし喜三右衛門

き

由なる事もあらん︒
かまば

十477図

五82国
射す

しのあがるを見ば︑幸にして城を出
でたりと知るべし︒

﹇冷害﹈︵下一︶1

どんな大軍が押寄せたとし

︽iメ︾

十二674

くめる

いすく・める

柿右衛門は︑今より三百鯨

えん
は︑しばし縁先に休らひぬ︒

ひぜん

十518図
霜はとく消えて︑表面のみ

年前︑肥前の有田に出でし陶工なり︒

十粥6図

かさくと乾ける地面より︑早くも

して婦つた時︑イスパニや人の喜ん

出づ

ても︑此の狭い谷底のやうな迷路に

だことは非常なものでした︒

﹇ 出 ﹈ ︵ 下 二︶20

水仙・ヒヤシンスの芽の出でたるを

導かれ︑あの無敷の狭間から撃ちか

い・ず

ーヅル・ーヅレ・ーデ︾q▽あらわれい

けられ射すくめられては︑全くたま

寺門を出で︑こけむしたる

見る︒

﹇何処﹈︵代名︶5

ちごく
かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

で佛にあった心地がし︑急診の心が

泉のやうにわき起るのを感ずるので

杉野はいっこ︑ 杉野

ある︒

せた︒

やがて五十米程前方の水が泉

と見る間に︑鯨は其の論罪を浮上ら

のやうに盛上り︑白い水煙が上った

十葡10

になって︑﹃︿略﹀︒﹂と仰せられ︑

十4110園天皇は此の泉の水をおほめ

酒だつたわけだね︒

十417圏すると︑此の泉の水が昔は

廻らした泉がある︒

小さい社殿の右側に︑玉垣を

野路を行く人影たゴち

乃木黒塗と會

十404

けた＼まし︑もずの音︑

影のごと︑人去り人來
ほろくと聞ゆる笛の

の旧記ステッセル︑

しばらくありて老人來り︑
又略V︒﹂とて︑いっこともなく立去

巻の書を取出して張替に與へ︑

十961図

いずみ﹇泉﹈︵名︶5泉
九㎜1 かういふ所で︑たまくなつ

十全6図

いずこ

八佃6田圃園
は居ずや︒

音いっこ︒

いっこ

ず・いいいず・うかびいず・さしい

坂道を下りて︑那智の瀧の正面に立

つたものではない︒

ず・すすみいず・つきいず・においい

ず・ぬけいず・のがれいず・はいい
つ︒

みなもとのよしっね

吉水神社を出つれば︑谷

にょいりん
をへだてたる山腹に如意輪寺あり︒

に消えて︑

山を越えて東岸に出でん 十77図圃

とすれば︑土人の從者行手の危瞼を

こくりゆうかう

それより山を越え︑河を

梢はいっこ︒

十一969図

下り︑湖を渡りて︑黒龍江岸のキ

ば舟を引きてこれを越え︑河・湖に

停車場の外に出つれば︑

所はいっこ︑水師螢︒

見の

十二41図

る月かげに大海原の波を見るかな

十二21図心あしひきの山のは出つ

出つればまた舟を浮かべて進む︒

十一9610図其の間︑山にさしか＼れ 十885図南 旅順開城約成りて︑ 敵

チーに出づ︒

十84図南
る大路︑

恐れて從ふことを欲せず︒

十一9410図

十一33図

ず・はしりいず・わきいず

八648図 大將源義経思ふやう︑
天略﹀︒﹂とて︑ひそかに三千齢騎を

しやうじ

引連れ︑後より山を傳ひて︑ひよど
ひでたぜ

り越に出づ︒

九451図將軍秀忠︑刀取りて障子
を引きあくれば︑御塁所︑燈火取り
て出でらる︒

夜︑町はつれに出でて人の來るを待

九柵3図 着物をはぎ取らんとて︑或
ちみたるに︑

十46図 西神門を出でて行く道は︑
しばし森林の間に人をいざなふ︒

十209國国 聞けば︑そなたは豊島沖
ゐ
の海戦にも出でず︑又八月十日の威
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いずも一いそがしい

いずも

いつも
﹇出雲﹈︹地名︺4 出雲

出雲

いつも
五575 大國主のみことが︑出雲の海

岸を歩いていらっしゃいますと︑波
何れ

はし

岸をお通りになると︑川上から箸が

にんとく

﹇何﹈︵代名︶9

流れて來ました︒
いずれ

せ

とこしへに民安かれと祈

なりました︒

十37図圃

い

るなるわが世を守れ伊勢の大神

みせい

威勢

九四8長い滑走の後離陸すると︑や

い せ
がて方向がきまって︑左に伊勢灘が

はるかに広く︒

岩角に立てば︑

いそ

沖の波は︑

す足にを

喜をさ＼やき︑

いそいそ

わけても︑自分の家へいそい

︵副︶1

五80一

シタ︒

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

ガマハルポド︑イソガシウゴザイマ

ケフノオ書論ハ︑ウチ中︑目

イ いそがしい 忙しい ︽1・ーイ・

いそがし・い ﹇忙﹈︵形︶7 イソガシ

心は︑どんなに嬉しいことでせう︒

そと蹄って來たつばめを迎へる人の

八125

いそいそ

不道の花のかをりあり︒

ふだん

十一905図團高く鼻つくいその香に︑

が︑船を陸へ押上げようとする︒

八伽9 ﹁︿略﹀︒﹂と︑磯にくだける波

どる︒

のしぶきは︑ひやくと

さやくと

七23圃

いそ ﹇磯﹈︵名︶3 いそ 磯

神風の伊勢の内外の宮柱 いぜん ﹇▽かれいぜん

﹇威勢﹈︵名︶5

しまひに︑えんがはに出

間もなく︑當直話校から威勢

昔︑大國主命︑國土を

が
ローマには世界第一の大伽

ほこりと汗で眞黒になった兵

れるので︑私たちは︑いそがしくて

隊さんが︑天略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂と出さ

八543

いそがしくてね︒

つて量ればよかったのだが︑どうも

六悩7園

ンゴト

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

せ

もっと︑いろいろな物を買

ル仕事ヲ績ケマシタ︒

い

い せ
﹇伊勢国﹈︹地名︺1 伊勢

藍といふセントピーター寺院や︑

いせのくに

もとをりのりなが

十一686

の國

本居宣長は︑伊勢の國松阪

昔のローマの遺跡がある︒

ローマ法王のバチカン宮殿があり︑

らん

五542

近頃は嚢動機船にぽっぽと ーウ・ーク︾

開き人をなつけて︑威勢四隣に振る

十二46図

おほくにぬしのみこと

のよい號令がかかる︒

九366

つてみた︒

流しが二本︑威勢よく風にひるがへ

戸〆3 何時の間に立てたのか︑へさ
しんく
きには︑塗れふを知らせる眞紅の吹

ますと︑

庭に向かってみせいよくまき

て︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑豆を

四価4

いせい

ゆるぎなき世をなほ祈るかな

仁徳天皇をおまつりしてある 十39図圃

何れおとらぬ馬多く集り來

ぐらし︑韓信は外に兵を用ひて︑何

十976図張良は内にはかりごとをめ

き馬を︑信長︑目にと弍めて︑

れる中に︑一きは目立ちてたくまし

九429図

みしよの古い神社やお寺です︒

かうつ

七703

だ

の上に︑何か小さい物が浮かんで︑
と

高津神社や︑︿略﹀など︑何れもゆ

いつも

こっちへ近寄って來ました︒

九776 尼子の本城である出雲の富田
えいろく

城は︑其の頃毛利軍に園まれてるた︒

九846 永禄十二年六月の或夜︑勝久
を奉ずる尼子勢は出雲に入り︑一城

九889圏 いたづらに朽果てたかもし

れも大功を立て︑名を後世に輝かせ

を築いて三度ときの聲を作った︒
れぬわたしが︑出雲に旗あげして︑

あんぐう

何れも吉野時代の行宮の

り︒

何れも︑名工鳥佛師の作と

げいじゅつ

十一312

ありし所︒

十一28図

一時でも其の領主となったのは︑全
﹇出雲一国﹈︵名︶2

くお前の力であっ た ︒

いずもいっこく

出雲一國

いわし雲・むら雲・おぼろ

して古藝術のかをりゆかしく︑

ひ給ふ︒

十一麗2

雲は︑何れも巻雲より低く︑七千米

出雲一覧にあふれ た ︒

九867 勝誇った敵の大軍は︑やがて

九874園毛利攻めの御先手に加り︑

くし
關東方の使者は︑櫛の歯を

十二櫛8

何れも﹁仁﹂の一部の説明 いせき ﹇遺跡﹈︵名︶1 遺跡

七つと列をなして下るのがある︒

威勢よく引かせながら︑三つ︑四つ︑

十二283
世界何れの國に︑かくの如

以下三千米以上の所に浮かぶ雲です︒

十二欄7

ある︒

で︑其の行ひ易い方面を述べたので

十二372

き美しい刀劒があらうそ︒

十一柵5

若し戦功がありましたら︑主人勝久
に︑出雲一國を頂きたうございます︒
いつもの

おほやしろ

いずものおおやしろ ︹課名︺2 出雲
大社 出雲大社

十二目3 第二 出雲大社
﹇出雲大社﹈︵名︶

出雲大社

いつものおほやしろ

十二33 第二
いずものおおやしろ

伊勢
くわうだい

伊勢

1 出雲大社

せ

せ

引くやうに京都へ向かったが︑何れ
達しない︒
い

﹇伊勢﹈︹地名︺3

い せ
﹇伊勢湾﹈︹地名︺1 伊勢湾

の人である︒

いせわん

とちゆう︑先づ伊勢の皇大
神宮に参って︑御武運をおいのりに

じんぐう

六339

いせ

い

も途中官軍に押さへられて︑目的を

なり︒

いつ
﹇出雲国﹈︹地名︺1 出

十一一65図 これ即ち出雲大社の起源

も

いずものくに

いつも

五198 或時︑出雲の國の︑ひの川の

雲の國

いそく
いそぎ
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目がまはるやうです︒
もらって大喜の弟︑夕飯の支度にい

八593 其のそばで︑銃や劒を見せて
そがしいおかあさ ん ︒

九佃7 艦の手入れをしたり︑運動を
させたり︑僕の仕事が追追忙しくな
ベヒびん

つたのは其の頃からです︒
ぶじゅん

十柵7 安東・撫順・北平への分岐
嵩なので︑列車が幾つも止ってをり︑

﹇ ▽ お お い そぎ

急ぎ
ぐんさう

満人の赤帽が忙しさうに荷物を運ん
いそぎ

﹇急﹈︵副︶2

でるる︒

いそぎ

は︑急ぎ中佐をざんがうの内に助け

九平5図 かたはらにありし内田軍曹
かいはう

入れて介抱す︒
みほのさ き

十二56図此の時事代主命は︑すな
どりのため美保崎といふ所にいまし
し給ふ︒

いそぎあし

﹇急足﹈︵名︶4

急ぎ足

いそぎんちゃく

八櫛3

﹇磯巾着﹈︵名︶1

い

緑色のすき通るやうな鮎子が

そぎんちゃく

急グ

菊の花のやうに美しい﹁いそぎんち
イソグ

︽ーイ・ーギ・ーグ・ーゲ︾且Vお

﹇急﹈︵五︶39

やく﹂だの︑

急ぐ

いそ・ぐ

オカアサンバ︑イソイデア

いそぎなさる・からすよいそげ

一426
ニー53囲

トホイタンボヘ

カマヲカツイデ︑

カマキリヂイサン︑

イ

ア

イネ

マドラ︑オシメニナリマシタ︒
カリニ︑
ゼミチヲ︑
ソギマス︒

私ハ

イソギ

ニー57圃 スッキリハレタ秋ノ
日二︑ トホイタンボヘ
マス︒

急イデ行ッテ見マシタ︒

二301團カラスヨイソゲ︒
二302圃イソイデカヘレ︒
二314圃カラスヨイソゲ︒
二315圃イソイデカヘレ︒
︒思
﹂ッテ︑
三935﹁︿略Vト

しが︑使を得て急ぎ蛉り︑父君に申

めに︑思はず時を過して︑宮の御後

せん

いよくお立ちといふ時︑先

海の神様は︑しばらく考へて
いらっしゃいましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と

五慨3

﹁︿略V︒﹂と申しました︒

爽の者が︑急いでかへって來て︑

ばつ

五965

七561 此のへんの敵の様子を探るた
から急ぎ足に道をたどって來たが︑

僕は暑いのも忘れて︑急ぎ足になつ

九929 其の大きな建物が見えると︑

た︒

六173

急イデ取ツテ來テ︑針ノ上へ
急いで袋の口をおあけになる

持ツテ行ツタ︒

六373

と︑中に火打石がありました︒

急いでおかあさんの所へ行つ

天下﹀︒﹂と︑にいさんが︑外

六539
た︒

今日は︑兵隊さんが私の家に

も泊るといふので︑急いで學校から

八586

ガリレオは︑急いでうちへ錦

撃って來ました︒

八717

出ると︑機械を一ぽいに掛け

りました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑村の若い者は︑

急いで地下室へ降りた︒

て家路へ急いだ︒

八悩1

十134

六佃5

から窓ごしにおつしゃつたので︑私

十56！

十⁝⁝5 敷名の水夫が急いで船首へか

急いで山手へかけ出した︒

は︑急いで庭へ出ました︒

急いで︑なはをといてやりな
がら︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六悩1

僕は急いで二階へ持って行く︒

けつけた︒

十襯2

引績き起る齢震に︑家は震ひ︑
地はゆれ︑市民があわてふためいて

六研9

十両10 僕が急いで下りると︑突然︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑叔父の聲︒

居る中を︑七十七歳の老元帥は︑赤
坂離宮へと急いだ︒

彼は︑急いで先生の室に飛

汝は大儀ながら京へ上り︑

彼は︑急いで家に鯖つた︒

十二544園

急いで求めて参れ︒

十二541園

十一撹9

込みました︒

旗下から蹄ると︑おかあさん 十一504
が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑

七414

急いで庭へ出て見ました︒

急いで近寄ると︑芋瀬の荘司

十一﹇546園先づ急いで参らう︒

が︑家來の大男に宮の御尋を持たせ

七568

て︑さもとくいげに︑何か聲高く話

II先づ御主人に急いで

それが︑職死した人や︑

﹇遺族﹈︵名︶2 遺族

政府︑彼の志をあはれみ

功績をよみして︑遺族に恩賞をおく

十二酩7図

はれてね︒

遺族の人たちにはすまないやうに思

十二934園

いそく

十二601囹急いで見せい︒

お目にかけよう︒

十二599園

もう鳥などは大てい寝て居ま 十二5511園急いで見せて下され︒

急げ︒
して居るところであった︒

七966

すが︑それでも油蝉の子は用心して︑

紀州の男は︑急いで國へ露

急いで安全な場所を探します︒

七伽5圏

つて︑其の金を間違ひなく届けるや
うにいたせ︒

七鵬8

十441 秋野君がすたすたと急ぎ足に

おっしゃって︑急いで行ってごらん

出勤を急ぐ人たちが通る︑

らうか
急いで二階の廊下へ出ました︒

其の前を抜けて︑急に河井君を振返

八295圏

音を立てて︒

勢よくステッキを振りく︑ 靴

になると︑はたしてさうでした︒
﹁︿略﹀︒﹂と思って︑弟うかし

は︑急いで天皇の所へ参りました︒

六61

つた︒

出た︒

十一392 午後︑急ぎ足で念校の門を
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いそづたい一いたす

りぬ︒

いそづたい

﹇磯伝﹈︵名︶1

いなむらがさヨ

いそ傳ひ

十二464盗難 七里が濱のいそ傳ひ︑

稻村崎︑名將の 劒投ぜし古戦

場︒

いそばな

す︒

いとも何とも思はなかったよ︒

みだい
﹇偉大﹈︵形状︶5 偉大

偉大

みだい
それと共に︑あの偉大な箱根

の山々が︑片端から眼下にひれ伏し

九柵1

いだい

十二72図説の棒を此の板の上にて︑ 十二矧1圓手をつねると痛い︒

イタイ いた

きりをもむが如く廻せば︑まさつに
︵形︶14

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

﹇痛﹈

よりて火を生ず︒
いた︒い

痛い

始めた︒

﹇磯花﹈︵名︶1
い

いそばな

十㎜8

ハ︑目ノ中か イタ

三573園イタイ︑イタイ︒
三585オニ

みだい

もっと偉大な仕事がありました︒

十二406 顔回なればこそ︑偉大な孔
みと
子の全面をよく認めることが出鼻た
のである︒

抱いて奮圖するんだね︒

土人等︑林藏を珍しがり

て他の家に伴なひ︑稲敷にて取園み

十一974図

さうして何年かの後に︑き

つ＼︑或は抱き或はふところを探る︒

十一燭1

つとあの槍に登らうといふ希望を抱

きながら山を下った︒

四368園

今お別れ申すことは︑

いたしかた ﹇致方﹈︵名︶1 いたし方

まことにかなしうございますが︑

いたし方がありません︒

ーセ︾且▽おいとまいたす・おかえしい

たす 致ス 致す

射たふす

す・こうさんいたす・しょうちいた

けんじょういたす・ごあんないいた

す・かくこいたす・かんしんいたす︒

たす・おともいたす︒おねがいいた

たす︒おことわりいたす・おつかえい

︽ーサ・ーシ・ース・

自分が江戸の屋敷で史記を讃み︑史

何年前のことであったらう︑いた・す ﹇致﹈︵四・五︶22 イタス い
書の力の偉大なことに感動したのは︒

十二436

一ばんぢゆうくるしみまし

花子さんは︑はがいたい

あらゆる生命の源泉である

﹇射倒﹈︵四︶2

だけに︑それは又實に偉大な存在で

十二個5

ので︑
た︒

一一而1

クテ ナリマセン︒

しかし︑此の大工事の裏には︑

二271園イタイ︑イタイ︒

ひのき

八鵬5 檜の葉のやうで︑黄色や︑え

射損ず

三573園イタイ︑イタイ︒

二271園イタイ︑イタイ︒

﹇磯辺﹈︵名︶1

いそべ

び茶色をして居る﹁いそばな﹂だの︑
いそべ

十一897重囲 我は海の子︑白波の
さわぐいそべの松原に︑ 煙たなび

﹇射損﹈︵サ変︶1

くとまやこそ︑ 我がなつかしき住
平なれ︒

いそん・ず
︽ーズル︾

ある︒

いたお・す
︽ーシ︾

白兎は︑痛くてたまりませ 十179図 これを戦の初として︑寄せ す・しんつういたしおり・すべすべい

す・にっさんいたす・へいこういた

たす・すまいいたす・ちょうだいいた

四967

少しなほったやうに思ひました︒

三番4 花子さんは︑いたいのが

いの がなほりません︒

八993図心の中に思ふやう︑萬一射 三佃3 朝になっても︑まだいた
損ずるならば︑三吉折りて自害せん
と︑かくごをきめて︑馬にまたがり︑
海中に乗入れたり ︒

凝る敵を射たふし射たふし︑防職に

いた ﹇板﹈︵名︶6 板εあついた・

つとめければ︑

﹇抱﹈︵四・五︶5

抱く

︽一

ルシ二五リ︑モノヲトッタリイ

﹇723園モウ︑ケッシテ人ヲク

タシマセン︒

百合若はうち死をいた

三野6園 あまり長くなりますか
ら︑これでおいとまをいたしま

す︒

の力で︑敵をすっかり追ひは

しましたから︑私たちきゃうだい

四M1囹
道雄君︑君も一つ大志を

少年よ︑大志を抱け︒

が︑すらくと品よくよみ出されて
みる︒

十一784園

たまがあたった時は︑痛 十一787園

す・よういいたす

んから︑はまべに立って泣いて

これを職の初として︑寄せ

ゐました︒

いだ・く

つとめ．ければ︑

來る敵を射たふし射たふし︑防職に

十179図

たていた︒まないた

顔や手足がほてる︑後に
今もいふやうに︑光を調節
するものがないから︑太陽に照らさ

十一㎜11

は痛いやうにさへ感じました︒

十一柵1国

六165見ルト︑針ハ︑エンガハノ板
ト板トノスキ間二︑落チコンデ居ル︒

六165見ルト︑針ハ︑エンガハノ板
ト板トノスキ間二︑落チコンデ居ル︒

十柵1

イ・ーキ・ーク・ーケ︾

七川2 そこで︑考へた家主は︑厚い

でせうが︑陰になる部分はきっと眞

れた部分は目が痛い程光って見える

をぢさん︑負傷された時

新年において我等の抱く心持

板に書いて︑しっかりと釘で打附け

十二8610園

は痛かったでせう︒

十二868囹

黒に見えるに違ひない︒

てしまった︒

きんぞく

文字を記した小さい金子の板が謂い

八66 すると︑其の右足に︑日本の
て居ました︒

洋語10 湯の上に乞い板が浮いてゐま

いだす一いただく
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おれいにまひをいたし

らってまみりました︒

黒闇2園
ませう︒
しつれい

六34圏 さっきは︑お使とも知らず︑

十二607囹
廣がります︒

かう致しますと︑ぐっと
父上︑私は口で申すこと

の出來ます以上に︑父上を尊敬も致

十一一観3園
し︑おいとしくも思ひます︒

十二㎜2圏私は︑あなたを父上とし

まことに失禮な事をいたしました︒

六38囹 つきましては︑新しく家を

いろいろのわるものが出て撃て︑ら

そばを通る子供に︑いたづ

んばうをしたり︑いたづらをしたり
しました︒

十658圏
らをした︒

どうして︑いたづらをした
どんないたづらをしたの︒

昨夜︑誰かいたづらをした

十659圏
の︒

十661圏

子としての勤も致します︒

て大切に致すつもりでございます︒

十二㎜6園

建てて︑心ばかりのおもてなしをい
たしたいと存じま す ︒

十㎜2圏

ませぬ︒

十一232

いたづら

さ︒

いただき ﹇頂﹈︵名︶8 頂﹇▽ゆきの

八欄7

残雪は︑山の頂から中腹にか

こるいただき

雪の積った山々の頂から上の

けてまだらに見える︒

空は︑ちやうど墨でくまどつたやう

八柵9

に見える︒

頂の岩角が手に取れさうには

つきりと見えた次には︑深い谷が︑

九湘4

どん底に大きな口を開く︒

ます︒

つま先上りの老い道をたどり

積雲は二千米内外の高さで

十二靭8図圃

其の頂が朝顔形に開いたの

イタでク いたゴく 頂く ︽ーイ・一

いただ・く ﹇頂﹈ ︵五︶36 イタダク

雪残る頂︸つ國ざかひ

したり︑時にひようを降らせたりし

は︑かなとこ雲といって︑雷雨を起

十﹇M10

から八千米の高さに及びます︒

すが︑入道雲の頂になると︑六千米

十﹁桝8

霧に包まれてるる︒

た山が見上げる程迫って︑其の頂は

ながら進む前には︑こんもりと茂つ

十384

ぎると︑前は一望の平野だ︒

い こま
ゑ
源氏は筆の先に赤い糟の具 九鵬4 生駒山の頂をかすめながら過

てるたさうでございます︒

とみえて︑今朝はすっかり無くなつ

十二襯8園私は持参金と婚約は致し
十二襯9圏

特価2囹 たゴ村のお世話になって居
ながら︑少しも税金を納めないでは︑

實を寳に︑どこまでも后と致します︒

コーデリやどのの尊い眞

何だか申しわけがないやうな氣がい

をつけて︑鏡を見ながら︑自分の鼻
いたづら

時計を見つめて居ると︑八分︑

いたづらに朽果てたかもし

いたづらにうき年月は

﹇悪戯﹈︵形状︶1

過ぐれどもさめぬまよひの夢の世の

十一一慨6図圃

くお前の力であった︒

一時でも其の領主となったのは︑全

れぬわたしが︑出雲に旗あげして︑

九889園

やうな氣がする︒

九分︑十分︑いたづらに時間が長い

八慨5

﹇徒﹈︵形状︶3

十一一幽3囹

いかが致しませう︒
︽ーシ︾

いたずら

をいたづらに赤くぬって見せた︒

十二柵1囹

をすることになりまして︑

家のため國のため︑私が取りしまり

若しさうと致しますと︑

たします︒

七衡6園 紀州の男は︑急いで國へ露
って︑其の金を間違ひなく届けるや
うにいたせ︒

九793園 さあ︑一騎討の勝負をいた

出す

且vうちいだす・おもいいだす・こぎい

いだ・す ﹇出﹈︵四︶2

だす・とりいだす・ひきいだす・みい

さう︒

九畑1囹 いや︑江戸を出立する時は

だす・めしいだす

やがて酒食を出したれど

三十人であったが︑道中で追々病氣

十一975図

を致し︑再々に残し置いた︒
淺野内匠 の 家 出 の 事 ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

も︑林藏︑彼等の心をはかりかねて

十翻9圏

何とか助ける道はないかと思ひまし

白洲に近き藍島の漁夫︑

あみのしま

かへりみず︒

十二悩4図

たけれども︑左様致しては政道が立
ちませず︑

げんかい

中

ヨ

先づこれを救はんとして船を出した

レンガフ

十﹁601宿営 我が聯合艦隊が能ク勝
ツ

いたずら
イ

カ・ーキ・ーク︾

紙に﹁貸家﹂と書いて張って

ニミテイタダキマスト︑

スッカリデキテカラ︑オヂ

置くと︑いたづらな子供が︑ぢきに

タ︒

﹁︿略V︒﹂ト︑ ホメテクダサイマシ

イサン

一415

すると︑今までかくれてみた︑ 十6510圏 いたづら好きの魔物だから

たづら好き

ヘ いたずらずき ﹇悪戯好﹈︵形状︶1 い

破ってしまふ︒

七㎜9

れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも
ミ

イタヅラ

ケンチャンガ︑ソバ

﹇悪戯﹈︵名︶7

ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タ
ジンヰ

五16

イッテ︑イタヅラヲシマシタ︒

二326

いたづら

いたずら

てあそばれて進むこと能はず︒

モト

ルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜威ノ

や︑うかと致した︒

致ス所ニシテ︑固ヨリ人爲ノ能クス
ベキニアラズ︒
十一一548園

が︑何と致さう︒

十二549園 某は末廣がり屋を存ぜぬ
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いただける一いたのま

三724

ユフベ買ッテイタぐイタ

キンギョノコトヲ思フト︑
ジットシテハヰラレマセン︒

三川8園私は︑あの時助けてい
た球いたかめです︒

一しょにごはんをい

四185 おふろにはいってから︑

みんな
た球きました︒

さつき五十鏡いた〜いて︑

今五十鏡の鍋を返していたゴきまし
た︒

六726囹
今五十銭の鍋を返していた辛きまし
た︒

四時頃︑おかあさんに教へて

いた結いて︑にいさんと二人でまき

七403
ました︒

八捌8右の窓に︑春の雪をいた球い
あかぎ
て遠くすそを引くのは︑赤城山であ
はるな
り︑左の窓に古くのは︑榛名其の他

あの向かふに日本がある︑

の山山である︒

九527困

皆さんに見送っていた写いた横濱が
あると思ふと︑急になつかしくなり
ました︒

ト思ッテ︑イタ寸イタ栗ヲ
いた9︿ことにしました︒

午前の水は︑おかあさんに受持って

に︑出雲一國を頂きたうございます︒

若し戦功がありましたら︑主人勝久

四517シカシ︑私ハ︑オソクナル 七409 私たちは學校へ行きますから︑ 九874囹 毛利攻めの御先手に加り︑
持ッテカヘリマシタ︒

後︑又おかあさんに教へていた窟い

止していた9いて︑一つ一生けんめ

四767 花子さんは︑おかあさんか 七458 今日はお天氣も好いので︑午 九価9圏 うん︑おちいさんによく指

ら大きな紙の箱をいた白いて

たい︒

それも︑きっと父上に取

りしまって頂かうと存じますのに︑

十二幽1園

十一一帽7園私の所では︑五十人の半

ます︒

分の二十五人にして頂きたうござい

いただ・ける ﹇頂﹈︵下一︶3 いたゴ

何とかして︑少しでも納め

ける 頂ける ︽ーケ・iケル︾

御褒美が頂けないと言って︑

させていた球けるやうにお願ひいた

七価9園

します︒

十佃5園

それどころか︑自分のやうな

お庭師が残念がつてゐました︒

ものをこれ程にまで思って頂けると

十七4

思ふと︑もったいなくて︑泣きたい

我が國は︑神代このかた二世

いにやって見るか︒

やうな氣さへしました︒

九欄6

て︑にいさんと朝顔を鉢に植ゑまし

一系の天皇をいた写き︑世界にたぐ

七日に︑清少納言は︑正月の

きっすゐ

どうか残りを教へて頂き

僕も︑入子以重いたって元

敵は︑はげしく射立てた︒

少し泣きつかれて︑ぼんやり

雪舟は︑足の親指を使ひなが

ら︑涙で︑板の間に壷をかき始めた

六擢3

ぢつてみました︒

足の親指で︑板の間に落ちた涙をい

足もとを見て居た雪舟は︑寸翰なく︑

歯止8

堂の板の間をぬらしました︒

六川6ぽたり︑ぽたりと落ちて︑本

いたのま ﹇板間﹈︵名︶4 板の間

六585

る ︽ーテ︾

いた・てる ﹇射立﹈︵下一︶1 射立て

氣で︑軍務に服して居ます︒

七475国

いたって ﹇至﹈︵副︶1 いたって

ひなき國膿を成して︑今日に進んで

十価8

來たのであるが︑

くわけには行きませんでせうか︒

旅人は︑ゆめかとばかり喜ん

た︒

十一893

せう︒

十二m7囹

躇んで堪るのが田家の生活である︒

星をいた球いて出で︑月を

十﹇梛7園まあ一曲ひかせて頂きま

地へと波を切って行く︒

残雪を頂く島山の峯を目當に︑根披

船は︑思ひ切り吃水深く︑

に復習や宿題を見て頂いたものだっ

さう言へば︑よくねえさん

お暇を頂いて︑宮中から自分の家へ

いた鷲いたのは︑財布では
今日は朝から︑野田先生に山

十一414

下りました︒

それがあなたのやうなお方

の目からは涙がひっきりなしにこぼ

た︒

八966

ていた鷲いた︒

今度は先生に一人々々滑り方を教へ

雪の上の心しい三食がすむと︑ 十二2211

のスキー場へ連れて行っていた球い

八908

なくて私の命でございます︒

七伽3囹

せてもらひましたが︑

に拾はれて︑古墨の財布をいた毬か

七伽2園

れて居る︒

で︑財布を幾度かいた窟いたが︑其

七佃1

正価3園少しでも納めさせていた冨

た︒

來て︑ポストをこしらへました︒

四観5圏 では︑こちらへいた写き
ませう︒
きんしくんしやう

かふがうこうしやう

五梱6 軍犬の金鶏渤章ともいふべ
き甲立功章を︑始めていた9いた

フト︑ユフベ前半へ参ツテ︑

のは︑實にこの金剛・那智でありま
した︒

六17一

ニイサンニ買ツテイタでイタ磁石ノ
事ヲ思ヒ出シタ︒

六483 机の引出をかたづけて居ると︑
いっか︑おちいさんにいた窟いた目
がねの玉と︑おとうさんに買ってい
たゴいた小さい轟目がねが出て來た︒

六484 おとうさんに買っていた球い
た小さい轟目がねが出て來た︒

六722園 お金は︑もういた球かなく
てもよいのです︒

六725囹さつき五十鏡いた讐いて︑

いたぶき一いたる
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のでした︒

板ぶき

六備8 雪舟が︑板の間に︑涙でかい
﹇板葺﹈︵名︶1

たねずみでした︒

いたぶき
竹・アンペラなどで作った小屋が︑

﹇痛﹈ ︵ 形 ︶ ！

いたまし

星雲となく長屋のやうに建てられて
みる︒

︽ーク︾

痛み

うに痛む︒

十二874園
いためつ・ける

痛みませんか︒
﹇痛付﹈︵下一︶1

︽ーケル︾

い

雨が止んで嬉しやと云ふ夜半

ためつける

︹題名︺一

イタリヤをめぐりて

リヤをめぐりて

イタリヤをめぐりて

十二伽5

﹇至﹈︵四・五︶29

イタ

至る

今は逃ぐることもかなはず︑

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ︾﹇▽おも

いた・る

から︑途方もない南風が吹出して︑

イタリヤ

る間︑大陸迫り︑潮水南に流れ︑波

静かなりしに︑

止むなくノテトに引返し︑

酋長コー二の家に留りて︑しばら

しうちやう

十︻951図

く時機の至るを待てり︒

る虚蝉なく︑たとひ東岸に至るも土

十︻955図樺太は島にして境を接す

人の部落黙在するに過ぎずとそ︒

りて河口に至り︑海を航してノテト

其の後︑關東の大軍至るに 十﹁9810図鋸途︑一行は黒龍江を下
及び︑城遂に陥り︑重範惜しくも捕

に終る︒

を重ね︑工夫を積みて︑遂に柿右衛

しのみならず︑其の黒暗大陸の事情

て︑樺太が島なること明らかになり

天和元年に至りて︑一切

みだれは

直刃・齪刃の刃文の美し

すぐは

をかざき

城を抜け出でて岡崎に

に至り︑家康に見えて援兵を求む︒

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎

翌十五日の朝︑勝商は山

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒

十二741図園

境内を出でて︑海岸に至

ころではない︒

さ等に至っては︑筆舌のよくすると

十一梱4

完成せられたり︒

纒六千九百五十六巻の大出版は遂に

十一擢11図

い︒

もあって︑消するによく︑遊ぶによ

に至る間は︑島あり︑岬あり︑入江

中山半島の西湖岸を休屋

門風と呼ばる＼精巧なる陶器を製作

きんぷ

十一鵬11

も始めて我が國に知らる＼に至れり︒
やすみや

那智山を去って︑新宮市に
かうよう

それ以來︑追々汽車の効用が
ひられるやうになったが︑まだ旅客

みとめられ︑炭坑などではかなり用

十柵10

至る︒

十齪5図

するに至れり︒

十521青女は︑其の後いよく研究 十一994図 林藏が二回の探検により

へられて︑六條河原に斬らる︒

十182図

測るく後に從ひて其の家に至る︒

いいたる

痛める

九慨9図

﹇痛﹈︵下一︶1
つなよし

墨黒綱吉は︑さすがに此の事
︹地名︺6

イタリヤのピサの町にタもや

日本を漁獲してちやうど

がこめて︑日が静かに落ちて行く頃

八682

イタリヤ

件の始末に心を痛めた︒

十燭7

︽ーメ︾

いた・める

花をいためつける︒

十二258 筏の上には︑板ぶき︑又は 九24

い

いたまし・い

八782 飛去つたあとの木の枝には︑
いたみ

いたましくも赤い血が附いて居た︒
﹇痛﹈︵名︶4

でした︒

三思5おいしゃさまのおうちを

いたみ

出た時︑花子さんは︑もうはの
十一槻5團

イタリヤを旅行してみると︑

だが︑今のイタリヤは新興

や貨物を運ぶには至らなかった︒
そう

十一411図本道を南に進みで忠僧宗
しん

みくまり

信の墓をたつね︑更に坂道をたどれ
ば︑吉野水分神社を纒て金光神社に

イタリヤもかつては其の例

ノテトよりナニヲーに至

一度トッショカウに至り 十二755図

遂に捕へらる＼に至れり︒

十一938図
て引返し︑

十一941図

る︒

敵の司令長官ロジェスト 十二77図

にもれなかったが︑今は殆ど其の跡

十一593図

至る︒

フローレンスにイタリヤの

逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑

ウェンスキー中型は︑︿略﹀︑我が駆

イタリや語を知らぬ私にも︑

かげろふ

古美術をたつねてから︑ベニスへ向

十二伽8

それが﹁日本人﹂といふ意味だと見
當はつく︒

さゴなみ

かはうとする汽車中のことであった︒

十二伽3

を絶ってしまった︒

十二僧10

の意氣にもえてみる︒

十二切1

どこか日本に似たところがある︒

十二伽6

一刻イタリヤに近づいてゐます︒

一箇月︑私は今地中海を航して︑刻

いたみを忘れて︑にこくして
ゐました︒

四981 すると︑痛みが 一そうひ

どくなって︑どうにもたまらな
くなりました︒

十859 聞多は︑痛みも感じないかの
やうに︑こんくと眠ってみる︒
とあらゆる尋物の力で︑姉上たちか

十二柵8園私の力︑侍警の力︑あり
らお受けになったお心の痛みが︑す
つかり取れますやうに︒

︽ーミ・ーム︒ーン ︾

いた・む﹇痛﹈︵五︶3いたむ痛む

ゐましたから︑取りかへて置きまし

九3110医小さなねちが一本いたんでイタリやご ︵名︶一 イタリや語
た︒

十812 膿中が︑なぐりつけられるや

141

いたるところ一いち

十二765図 翌日︑勝商︑敵兵十齢人
に園まれて城門の近くに至り︑城に

向かひて高らかに呼んでいはく︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

き︑何の山︑何の川︑一木・一草に

十二悩4図 社寺の壮麗はしばらくお
至るまで︑歴史あり古歌あり︑人を
して低回去る能はざらしむ︒

十二伽6 なかんづくコンコルドの廣

十一餌8

の人々が︑並んで変湯をついで上げ

果しなき密林と︑雄大な展

工を終へ︑其の後又改築せられて今

いち

︹虚名︺21

一

敵の突撃の聲盛に聞ゆ︒

傷兵と共に︑中佐をいたはる折から︑

軍曹︑かたはらにありし負

て居ます︒

は︑

渓流には︑至る所瀬があり

淵があり︑瀧があり︑岩の島がある︒

十一悌2

二目2一山ノ上⁝⁝−⊥
二目2一山ノ上：⁝⁝⊥
ごつくした火山が至る所
に讐え︑それが眞黒な大空に突立つ

ニー1一山ノ上

春力來た・⁝⁝・⊥

春が來た−⁝⁝⊥

としたら︑どんなに恐しい景色でせ

三11

四目2

四目2

五目2

四11

五目2

五11

六目2

六11

一

三目2
ざったふ

山・川・海・平原が適當に

﹇労﹈︵形︶1

景を鮎出する︒

︽ーク︾

三目2

う︒

町といふ町は︑雑沓してゐ
るが︑しかしロンドンには大小の公

十二捌3

十一柵2

九悩4図

望と︑さうして︑至る所に湧出する

市街は碁盤の目のやうに績いてるま

温泉とをあはせ有する國立公園阿寒

日に至る︒

いたる

いたる所

至る所

﹇至所﹈︵名︶15

ところ

其の頃︑東京市中は︑いたる

いたるところ

蛇身7
ところに火災が起って居た︒
や し
いたる所に椰子の木立がある︑

並木が辛く︒

八重2
港から後方の高地へかけて︑

すから︑いたる所︑町は急な坂にな

ごばん

九509困

場から︑シャンゼリゼーの大通を過
つてゐます︒

がいせん

ぎて︑ナポレオンの凱旋門に至る美

い

いたわし・い

やまとひめのみこと

をお受けになったのを︑勇ましくも︑

六344倭姫命は︑尊が二度の大任 六目2

いたはし

入りまじって︑至る所に日本的な風

十二伽7

くりひろげてみる︒

町はいたる所ごつた返して 園が多く︑至る所に田園的な自然を

いたる所水田がよく開けて︑

稻が青々とのびてるる︒

九柵7

ゐます︒

九5610團

観は︑

十二旧9 光の強さに至っては︑殆ど
普通の言葉で言ひあらはすことが出
來ない︒

十二梱7 ひとり我が孝和に至っては︑

御造螢適時︑軍民の眞心も

てたてまつりたる木木は︑参道の左

十18図

右を始め︑至る所すき間もなき木立

西洋の王手・學術と何等關呈する所
なく︑ひたすら和算に濁自の天地を

となりて︑

開いたのであって ︑
︐洲の暗礁に鰯 れ て 砕 破 せ る 船 あ り ︒

十二餌2図 一日暴風至り︑又もや白

あの細長い地峡は︑地圖で見

即いたはしくお思ひになったのでせ

十慨4

れば何でもないやうに見えながら︑

へうちやく

う︑

十二餌7図 からうじて至れば︑島に

實は雨大陸をつなぐ火山地帯で︑至

﹇培養﹈︵四︶1
る所岩だらけ山だらけなのです︒

いたわりやしな・う

漂着せる十重人︑連日の苦闘に疲

春が來た

官田士の山⁝・・⁝二

富士の山：⁝⁝二

勘の岩屋−⁝⁝⊥

ふ じ

富士の山

あめ

天の岩屋⁝⁝−⊥

天の岩屋

神武天皇・・⁝⁝⊥

じんむ

神武天皇−⁝⁝恥

神武天皇

海⁝⁝−∴

青空⁝⁝⁝﹇

四月⁝：⁝よ

吉野山⁝−⁝⊥

明治神宮⁝⁝⁝一

第一

七目2第一
八目2第一
九目2第一
十目2第一

1﹇▽さんぶ

玉のひゴき⁝⁝⁝一

︵名︶32 一

一442 一二三四五六七八九

ういち・にっぽんいち・にぶんのいち

だいいちい・とうきょういち・とうよ

んのいち・じゅいちい・せかいいち・

いち ﹇＝

十二目2第一

軍のおきてにしたがひ 十一目2

︽ーハ︾

十927渋縄園

いたはり養ふ

いたはる

て︑他日我が手に受領せば︑長く
いたはり養はん︒
﹇労﹈︵四・五︶2

﹁︿略﹀︒﹂といたはりながら︑

在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團

八536

︽ーリ・ール︾

いたわ・る

四條・白毫の橋はコンタ

瀬戸内海には至る所に岬
あり︑湾あり︒

十一521図

中至る所に聲えるやうになった︒

リート造に代り︑新しい大建築が市

十一1211

し︒

外︑吉野山は至る所櫻樹ならざるな

十一52図下・中・上・奥の千本の

れ︑うゑに苦しみて︑五人はすでに

死し︑嚢る者も息絶えぐなるさ
まなりき︒

世は明治となれり︒

十二価4図 空しく時の至るを待ちて︑

に燈塁建設の事を出願し︑翌二年に

十二橋7図 明治元年︑兜改めて政府
至りて許さる︒

十二冊9図 白洲燈皇は︑明治六年に

一 一 一 一一 一 一一 一一

一

十十ピキヰマス︒

︵一︶

︵一︶

﹁一︑二︑三︑

川上たける

二鵬1園 一︑二︑三︑四︒
五427

︵︻︶

六272
六691

七509三園

j船が出る

を

る

本置

知

四︑・⁝﹂と︑大きな聲で番號
をとなへます︒

七736

七64二

七816
七㎜1
八516
八枷2
九59図 一

彼）
は

こ（1（11
れ）
）

菱
の
を
盤匿

の

十ニー8図

十十十十十十 十十十十十十
二二ニニニニ男二二ニー一一

上

（一

（一

十二301
を聞

十

大札毫
泊幌肇

門

い
て

に

縦
に

j j j j
（1（（（ j
）））

（一
（一
（一
（一

（一
（一

一 小田原の宿
九鵬9
j サイパン
十244
j 秋
十602
十979
十一165
十一748
十一996

168135106866666だ39301899了416
囹
310図1図図Q41図685

いち一いちぐん
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けば﹇︑二本並べて置けば二︑五本

並べて置けば五をあらはす︒

2︑
︑
8

3︑

位置

4︑

コ位﹈︵名︶﹇▽じゅいちい・だ

いいちい

いちい

一々

さうして︑そのらくだは︑

□＝︵副︶5

五487園

いちいち

﹇々見た

片目だらうの︑びっこだらうの︑歯
が抜けて居るだらうのと︑

其の最初の一音が︑すでに

きやうだいの耳には不思議に響いた︒

十一旧7

︸音は；日より妙を加へ神

に入って︑何をひいてみるか︑彼自

十一旧10

一撃

其の横の通は︑一つくの

︵名︶2

一音は﹇音より妙を加へ神

らも賢えないようである︒

十﹇佃10

に入って︑

り

一粁も進んだ頃から︑だん

くあたりが仙境らしくなって來る︒

十386

粁の割合になってみるのださうです︒

距離が等しく︑通が十二で︑ほゴ一

きよ

九599国

なるほど︑聞いて見れば︑ いちキロメートル

やうに申すのでございます︒

五518園

一々はつ

出納掛の人が︑一々姓名を呼

一々もつともである︒

九956

先生の言葉が︑

んでは本を渡す︒

十一505圏

十一591図

一駆逐艦

敵の司令長官ロジェスト

慶喜の言上するところを いちくちくかん □駆逐艦﹈︵名︶1

きり聞えました︒

十二悌11

＝院﹈︵名︶1 一院

一々お聞きになるに及んで︑

ばくれう

ウェンスキー中將は︑昨日の職翻に

傷を負ひ︑幕僚と共に﹁駆逐艦に移

彼は翻寛院宮に事の次第を

申し上げて︑切に天朝へおわびのお

りしが︑

きんしん

一石

閉ちこもって︑ひたすらに謹愼の意
円﹈︵名︶2

五十銭のでは小さ過ぎるし︑

﹇

を表した︒

いちえん

六709

一圓のでは大き過ぎる︑

︵名︶

両方で︑ちやうど﹁圓にな

一億五千萬粁

會つた︒

落行く夕日を背に受け︑寒空

緑の芝生に腰をおろして讃

の草を食んでやって來る牛の一群に

夫に追はれながら︑いうくと道端

十一792牧舎の近くまで行くと︑牧

てるる一群もある︒

車を止めて野球試合の放送に聞入つ

書に饒念のない學生もあれば︑自轄

十一769

で︑すばやく低空に移った︒
しばふ

た鳩は︑ふと︑たかの一群を見たの

を物ともせず東南をさして飛んで居

八768

いちぐん ﹇一群﹈︵名︶3 一群

取成しを願ひ︑身は寛永寺の一院に

十一一研3

いちいん

5︑

六以上は置方をや＼異にす

るが︑要するにかうして一から九ま

十二鵬5

1︑
7

︵一︶

︑

での敷をあらはし得るとともに︑
十二㎜図
︑
食U

十二価6

九月に二歳駒の市が始るとい

ち︒せりいち

いち﹇市﹈︵名︶2市﹇▽うえきい
九捌6

ふので︑八月に北斗をうちへ連れて

鯖りました︒

九二1 二歳駒の市が始れば︑いよ
﹇位置﹈︵名︶3

く北斗と別れなければなりません︒
いち

ねぢは︑自分がこ＼に位置を

占めたために︑此の時計全艦が再び

九313

ちよつと見たところでは︑ほ

活動することが出來たのだと思ふと︑
九995

とんど無敷と見えるこれらの星にも︑

名前や番號があり︑位置もきまって
みるのですが︑

それでなくても︑夜九時に北

六727囹

九悩3

斗七星を見て其の位置を覧え︑更に

ります︒

1

いちおくこせんまんキロメートル

十時・十一時に見ると︑此の動き方

一位

が大てい見當がつきます︒

いちい﹇櫟﹈︵名︶1

地球から太陽への距離は凡

﹇一音﹈︵名︶3

四百倍に以る︒

いちおん

一音

そ︸億五千萬粁で︑月への距離の約

写した＼る一位の木を背に 十二撹11
し︑見上げるやうなにれの葉かげに︑

十一7711

青銅の胸像がくっきりと浮かび上つ
て見える︒
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いちご一いちしょうぶらく

ぢ

いちご ﹇苺﹈︵名︶2 いちご←べに
を

ばないちご
叔父は︑︿略﹀︑色づいたば

かりのいちごに牛乳をかけて︑さも

十一751
おいしさうにたべてみた︒

十﹁753園 叔父さん︑北海道のいち
ごに北海道の牛乳をかけてたべると︑

いちご

しょうよう

ほんたうに北海道の味がするでせう︒
いちご
﹇一期﹈︵名︶1 一期

十767 四十歳を﹁期として︑從容

いちご
かうけつ

た︒

いたづらに朽果てたかもし

一日

‡い

るから︑食事のうまいことはいふま
﹇一日﹈︵名︶3

でもない︒

ちにち

いちじつ

九8810園
一時でも其の領主となったのは︑全

一日祝賀會の席上で︑人々が

代るぐ立って︑コロンブスの成功

八悩8

れぬわたしが︑出雲に旗あげして︑

くお前の力であった︒

雲のやうに山手へ突進して來

を祝しますと︑一人の男が︑﹁︿略﹀︒﹂

十587
た水煙の外は︑一時何物も見えなか

一日暴風至り︑又もや白

と言って冷笑しました︒

上った︒

じゃうらふ

ふち

一日︑着袴土御門藤子は︑

一時に

宮の御文を奉持して︑東海道を西へ

十二㎜1

洲の暗礁に上れて埣醸せる船あり︒

十二悩2図

つた︒

其のすさまじさに︑誰も

一時ばう然としましたが︑やがて拭

十一柵9団

死についた船長久田佐助の高潔な心

一時間

つたやうに晴上った海上の一角に︑
﹇一時間﹈︵名︶5

鮮かな島影を見ました︒

﹇一時﹈︵副︶3

義光は一時に怒を忘した︒

いちじに

七579

減号機を北極星に向けて︑一

時間ぐらるふたをあけて置くと︑此

庭も︑軒端も︑川端の堤も︑

西に走る三筋の路は︑北より数へて

十二櫛6図遠く連なる田園の間に東

とす︒

古の一條・二條・三條の大路の名残

此の考こそ︑やみの中にさ

いちじょう ﹇一条﹈︵名︶1 一條

し込んだ一條の光明でした︒

十一477

さしもの敵も︑此の一城をも

いちじょう ﹇一城﹈︵名︶2 一城

てあましたが︑

九828

永禄十二年六月の或夜︑勝久

えいろく

を奉ずる尼子勢は出雲に入り︑﹁城

九847

を築いて三度ときの聲を作った︒

十一﹇研1図 そのかみ︑大宮人の梅を

いちじょう ﹇一場﹈︵名︶1 一場

かざし紅葉をかざして往請しけん都

大路︑今にして思へばたゴ﹁場の夢

に過ぎず︒

十一一鵬図

一條北

一條北

海水が︑絶壁のやうに目の前 いちじょうきた ﹇一条北﹈︹地名︺1
に迫ったと思ふと︑山がのしか＼つ

一巡する

きさき
一條天皇のお后は︑其の頃︑

一條天皇

﹇一条天皇﹈︹人

高サ各八丈五尺

一丈五尺

十983

名︺1

いちじょうてんのう

十二橋図

1

いちじょうごしゃく ﹇一丈五尺﹈︵名︶

て來たやうな重さと︑百雷の一時に

十583

も︑一時に花で埋まる︒

學校の運動場も︑神社・寺院の境内

けいだい

九210

汽車が次第に速さを増して︑

スチーブンソンは︑其の後な

一時間約二十粁の速度で走った時に

十捌2

眞にうつります︒

の圓をゑがく特輯がわかるやうに窩

九悩1

いちじかん

事は︑忽ち世に傳へられ︑日本全國
の人人をして涙をしぼらせた︒
一語

日も暮れんとする頃︑

﹇一語﹈︵名︶1

九塒9図

いちご

一言

﹁︿略﹀︒﹂の一 語 を 最 後 と し て ︑ 遂
に息絶えたり︒

﹇一言﹈︵名︶1

七591 二瀬の荘司は︑もう一言も護

いちごん

は︑

落ちたやうなとゴろきとを以て︑陸

十干8

にぶつかった︒

﹇一言半句﹈︵名︶1

しょうとしなかっ た ︒

ほ研究を築けて︑一時間五十粁も走

いちごんはんく

る汽車を造り上げることに成功した︒

たちは︑何も忘れて愉快にまり投を

︽ースル︾

それから一時間ばかり︑僕 いちじゅん・する ﹇一巡﹈ ︵サ変︶2

十二柵1囹 一言半句の教のために︑
一座
どうえう

廣い場内を一巡する間に︑

御休養のため︑宮中から下って或御

豚や牛がはだかになり︑肉になり︑

九577国

殿にいらっしゃいましたが︑

﹇時間三百粁の速さで飛ぶ

ハムになり︑導くわんづめになって

一華部落

十﹇9310図

此の地︑北端に近き一小

いちしょうぶらく ﹇一小部落﹈︵名︶1

行くのが︑順序よく見られます︒

中央試験場をたつねて︑
廣々とした農園や牧場を一巡する︒

十一脳4

一時間鯨りも活動した後であ いちじょう ﹇一条﹈︹地名︺1 一條

﹇一時間余﹈︵名︶1

飛行機に乗って行くとしても︑ざつ

九383

一時間齢り

いちじかんあまり

と五十七年かかるわけである︒

十二㈹1

して遊んだ︒

十二915

一言半句

﹇一座﹈︵名︶1

此の身を捨てる我を見よ︒
いちざ

めました︒

十伽8 すると︑一座が少し動揺し始

八238国 一時は東洋一とまでいはれ

いちじ﹇一時﹈︵名︶5 ﹂時
た煙突です︒

九884 毛利方の大砲を夜に乗じてう
ばひ取って︑味方は一時氣勢をあげ

いちじょうみなみ一いちだん
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いちじる

﹇一条南﹈︹地名︺！

部落にして︑土人の家わっかに五六
を敷ふるのみ︒

いちじょうみなみ

一條南
﹇著﹈︵形︶1

十二鵬図 一條伺

︽ーク︾

いちじる・し
し

﹇著﹈︵形︶4

著しい

今ぞ相見る二三軍︒

揮丸あともいちじるく︑ くつれ残

十887図翻 庭に一本なつめの木︑
れる民屋に︑
いちじるし・い
︽ーク︾

ほ

一水

一青

かさぎ

十二捌5

直脛凡そ百四十萬粁もある

﹇一大叢書﹈︵名︶1

野に浮かぶ﹇大戦艦を思はしめるも

のがある︒

そうしょ

そうしょ

一切纒は︑佛教に平する

いちだいそうしょ

一大叢書

しょせき

我が國に遊べる外國人は︑ 十一認7図

﹇一大公園﹈︵名︶1

一大火球だといふ︒

いちだいこうえん
一大公園

十一542図

一大展望

びほろ
車は美幌峠を登りつめて︑

いちだいてんぼう

ぶところなり︒

の教に志ある者の無二の寳として貴

一大商業都市

かうした實用上の償値の外

いちだいとくしょく

！ 一大特色

である︒

に︑美観は︑日本刀の持つ一大特色

十一欄10

□大特色﹈︵名︶

遂に﹇大展望をほしいま＼にする地

十一824

﹇一大展望﹈︵名︶1

書籍を集めたる一大叢書にして︑此

一大事

早くより内海の風光を賞して︑世界

すは一大事︒

﹇一大事﹈︵名︶！

における海上の一大公園なりといへ
り︒

十727

いちだいじ

或日︑我が軍艦高千穂の一水

たかち

﹇一水兵﹈︵名︶1

感ずるとよんでみる︒
いちすいへい

十188
﹇一青年﹈︵名︶1

兵が︑手紙を病みながら泣いてみた︒
いちせいねん

一族

孔子は五十齢歳︑顔回は一

青年であった︒

十二329
﹇一族﹈︵名︶1

げんこう

元弘の昔︑賊の大軍︑笠置 いちだいしゅらじょう ﹇一大修羅場﹈
︵名︶1

大修羅場

しゅらちやう

山の行在所をおそひ奉りし時︑足助

十二8311

る︒

都市﹈︵名︶1

いちだいしょうぎょうとし

八773

﹁だん︑二だん︑

なは

一弾は鳩の左足をうばひ︑ 一

﹇一弾﹈︵名︶4 一揮

一撃は鳩の左足をうばひ︑ 一

揮は其の腹部をつらぬいたQ

八773

いちだん

とんだ︑とんだ︒

三42翻

かうして︑多くの品物が︑自 いちだん ﹇一段﹈︵名︶1 一だん
由自在に集ったり散らばったりする

七657

﹇一大商業

入光れての一大修羅場が展開され

しゅらちやう

止るもの︑動くもの︑火を 鮎に私を下した︒

次郎重範は︑一族を引連れて一の木
一代

吐くもの︑歩兵・工兵の齪岡︑彼我

﹇一代﹈︵名︶1

切経

戸を守りみたり︒

あんざい

十148図

いちぞく

十一272 柱は︑すべて野中邊から下
へかけて︑著しくふくらみを持つた
いちだい

一代の事業として

＝代偉観﹈︵名︶1

を出版せんことを思ひ立ち︑
一大偉観

いちだいいかん

十二欄10 支那では︑古來算木といふ

ので︑しぜん大阪が一大商業都市と

ひとり我が孝和に至っては︑

西洋の激學・學術と何等關係する所

して獲達したのです︒

﹇一大商工都
一大商工都市

ミシガン湖といふすばらし

ほっと一息つく折から︑飛

弾は其の腹部をつらぬいた︒

﹁弾︑

來る一弾︑又も中佐の胸を貫ぬき︑

﹁それつ︒﹂とばかり︑

いちだん ﹇一段﹈︵副︶6 一だん 一

二身︑績いて第三︑第四・⁝︒

十﹁価9

軍曹の胸をも貫ぬく︒

九鵬10図

＝大戦艦﹈︵名︶1

ゴは︑アメリカ合最果の一大商工都

一大職艦

ゑんえんと連なって︑まさに飾磨平

十二725

三十の櫓は層々と重なり︑

いちだいせんかん

市です︒

く大きな湖にのぞんでみる此のシカ

九568團

市﹈︵名︶1

なく︑ひたすら和算に濁自の天地を

ぬ︒

忽ち一大音響と共に︑ロシヤ

一大音響

いちだいおんきょう

1

てしまった︒

一大火球

いちだいかきゅう

＝大火球﹈︵名︶1

汽船の船首は︑東海丸の船腹を破つ

十724

＝大音響﹈︵名︶

上の一大偉観であるといはねばなら

いちだいしょうこうとし

十一一捌9

開立等の算法を行って來たのである
が︑今から凡そ⊥ハ七百年前に著しく

獲達して︑それが代敷學にまで高め
られるやうになった︒

十二擢2 世にこれを關流と黙し︑他
の諸流に比して著しく頭角をあらは
してみた︒

いちしんみん ﹇一臣民﹈︵名︶1 一臣
民

十価1 天地の訴える此の大御代に生
一臣民で

ある自分も︑しみみ＼と生きがひを

まれ合はせたのを思ふと︑

開いたのであって︑まことに文化史

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

層の二分の一になってみる︒

層より著しく縮小して︑第五層は初

十一2811 二層は初層より︑三層は二 十一脳5図

丸柱である︒

兵
年
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いちど一いちどに

段

十176 かうして︑第一の聞門を通つ
て第二の間門に入り︑こ㌧でも又同
様の手績をくりかへして︑更に一段
と 四 二 く せ り 上 げ られるのです︒

しんみき

十樹2図 枝葉空をおほひて︑神域に
一段の森嚴を加ふ ︒

十一534図 月影のさゴ波に砕け︑漁
火の波間に出没する夜景もまた一段
のおもむきあり︒

十二426 三日ほど降績いた秋雨がか
らりと晴れて︑今日は一だんと三年
が加り︑かすかな寒さをさへ感じる︒

れい
十二434 忠臣の璽は慰められ︑功績
は一だんと明らかになった︒
間に︑かぶった白い手拭が見える︒

十二槻7 一だんと大きなはんの木の
いちど □度﹈︵名︶25 一ド 一度

前ヲ追ヒハラッテ︑野や山ヲ
一度しなった粟の董

マッ白ニシテヤル︒
すると︑

が︑はね返るひやうしに︑小さい神

五652

一度乗って見たいと思った此

ました︒

十塒3

かうして出來たパルプは︑

の汽車に乗れて︑實に嬉しい︒

十一欄3

檬のおからだは︑ぽんと空へとび上

どろくにとかされてから︑種々の

内地の製紙工場に送られ︑もう一度

波に明け波に暮れる日が︑

一同は︑波にゑぐり取られて

あとかたもなくなった村を︑たゴあ

十593

ベートーベンの友人も全く

きれて見下してみた︒

十一欄3

一同の聲が感激に震へた︒

我を忘れて︑ 一同夢に夢見る心地︒

十一鵬6

十︸梱3

一

そこには︑鐵壁をも貫ぬく

いちどう ﹇一道﹈︵名︶1 一道

べき鋭さを︑かすみの如く包んだ一

十一幽6困

紙にすかれるのである︒

りました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑もう一度金物屋

へ行きました︒

六716

それから十日間も績いたのですが︑

一度ここへ來た雀は︑次から

道の和氣がただよふ︒

六897

途中一度︑セイロン島のコロンボに

ソレガ︑カレ木ノエダニ
カカッタカトオモフト︑一ド

二91一

度に

いちどに ﹇一度﹈︵副︶10 ︼ドニ

次と友だちを連れて発て︑時には︑

ほんたうに一度でもよい

寄港しました︒

一度此の門をしめ切ったら︑

其の裁判になほ不服な者は︑

一同←か

赤い星︑

すると︑かねてから︑此の野

賊が︑四方からこれを目がけ

家は︑一度に震動した︒

い地ひ団きと共に︑東京の何刈羽の

六価2 ﹁ど＼つ︒﹂といふ︑ものすご

か殺された︒

五十︑﹁度に落したので︑又何百人

て押寄せると︑城から大きな石を四

六771

もは︑一度に︑草に火をつけました︒

原を園んで待ちかまへて居た悪者ど

六367

て︑

かと思ふと︑浦島は︑かみも︑
ひげも︑ 一度にまつ白になつ

選言︑何心︑

三776圃

ニパット花ガサキマシタ︒
となって︑これだけでも単三の敵に

四つの天守閣は一箇の濁立した城郭

十二693

から︑演奏會へ行って聞いてみたい︒

十一価6園

何百羽ともわからないほど集ること
﹇度はぱっと飛立ちましたが︑

があります︒

六908

よくなれて居るので︑すぐに又寄つ
て來ました︒

卑して︑いっかな動きさうに思へな

火元からは大分はなれて居た

が︑風下になって居たので︑一度運

﹁度にかはって青い星︑も一
度かはって 金の星︒
三梱5 それがかほにか＼つた

六963

い︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑

社殿の方を見やった︒
十二佃11

挙る︒

う

て︑五兵衛の指さす方を一同は見た︒

十577

たそがれの薄明かりをすかし

んちゅういちどう︒じょういんいちど

いちどう

﹇一同﹈︵名︶4

もう一度大審院に上告することが出

十二旧1

へて︑静かに羅刹に問ひかけた︒

てみたが︑﹁︿略﹀︒﹂修行者はかう考

﹇度は否定し

﹁︿略V︒﹂と言ひながら︑もう一度

十二937すると︑をぢさんは︑

び出した荷物も焼いてしまひ︑

僕は︑どうかして一度計って

が一度連れて行って上げよう︒

七294

テゴラン︒

二952圏モウード︑花ヲサカセ 六悩6園 大きくなったら︑をぢさん
三781圏点十︑二百︑ 赤い星︑

た事はないつもりです︒

心にすまないことは︑まだ一度もし

しに困るやうなこともありますが︑

どうかすると︑其の日の暮

みたいと思って居た︒

一度にかはって青い星︑も﹁
度かはって 金の星︒

暴威5園

みよう︒

三828園 では︑もう 一度さがして

三837囹 では︑もう一度さがして
みよう︒

旅人は︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひなが

くもう一度川を渡って︑人夫の家

ら︑人夫の後について來たが︑とう

七悩2

四651鬼の番兵は︑一度おく

は︑必ず北斗を連れて運動に出かけ

九佃9寒い冬の日でも︑一日に一度

をたつねて行った︒

へはいりましたが︑また出て來
て︑

四望4園 もう 一度いってみろ︒

四177圓 ワタシバ︑モウ 一度オ

七884圏 槍のほさきを並べて一度に
も花︒

ど残らず咲きつくして︑野も花︑山
よいでるます︒

の葉が一日毎に緑を増して︑風にそ

日中

血色粁モアル大洋ヲ︑ヒトリ

︻日を遊び暮し︑遠く入相の いちにちじゅう ﹇一日中﹈︵名︶1 一

鐘のひゴきを聞いても︑なほ長堤の

ぶた

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の

はち

人ばかりではない︑小鳥も︑

機械は外國製に及ばなかった︒

てふ

九36

ない此の花盛を︑一時でも長く肥し

蝶も︑蜂もそう出で︑︻年に二度と

まうとするかのやうに見える︒

一年か＼つて出前上ったの

それから一年程過ぎた︒

一念﹇▽

十一216

﹇一念﹈︵名︶2

されど︑喜三右衛門は動か

此の子をどこまでも助けよう

ふとう

それから︑大きな埠頭があ

ることも書きました︒

いちねんせい ﹇一年生﹈︵名︶1

一年

窪し︑百萬近い人たちが乗り降りす

つて︑一年間に汽船が何千さうも出

八204国

間

いちねんかん ﹇一年間﹈︵名︶1 一年

・いもゆるんでしまった︒

とする母の＝芯に︑はりつめた兄の

十853

直ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

ざること山の如く︑一念たゴタ日に

十499図

しょいちねん

いちねん

が人間の頭のやうなもので︑

十一437
一

日中︑ジツト海底ニモグツテ居ルコ
＝女性﹈︵名︶1

トモ出來ル︒

デ乗りキルコトモ出雲ルシ︑又︑一

六柵3

いてるる︒

櫻は︑夕日に映じてはなやかに咲績

かね

九41

進むのだ︒
八676図 下るやいなや︑三千鯨騎︑
一度にどっとときをあげて︑平家の
﹁︿略＞Q ﹂ と ︑ 私 が 言 っ た の で ︑

城に火を放つ︒
九318

八柵6
とさつちやう

こ＼に有名な屠殺場があ

一日おいて町長さんが來た︒

おとうさんも︑そばに居たよその人

九574團
女性

かう考へると︑宮は一女性

いちにょしょう

庭理してゐますが︑働いてみるのは

十二悩3

の御身で︑徳川の家を救ひ︑江戸市

一日も早く毛

一人 ‡ひ

九766園

＝人﹈︵名︶4

民を救ひ給うたばかりか︑

いちにん

利を討って︑御威光を昔に返してお

成人したら︑

大てい黒人です︒

つて︑一日過何萬頭といふ豚や牛を

たちも︑みんな一度に吹出しました︒

氣を失へり︒

九悩1図 二人は︑一度に打倒されて

一︑二︑三︑

いちにさん＝二三﹈︵感︶2一︑二︑
三

サア︑私ガ︑

くれ︒

三377園

トイッタラ︑一ショ相盗ヲ出

一日に一度

やがて其の日の生計も立ち

て土人等を叱し︑林藏を救ひ出しぬ︒

十一978図折よく同行者の一人來り

﹁︿略﹀︒﹂と︒

十968図其の中の一人いはく︑

りて︑手助けする者一人もなし︒

がたく︑弟子たち此の師を見限り去

とり

寒い冬の日でも︑

一日たりとも︑國語

九⁝⁝⁝9

ました︒
九樹10

一日の勢苦を︑美しい鳴き

の力をかりずに生活する日はない︒

我々は︑

スノデスヨ︒
‡い

十497図

一 ︑二︑三︒

一日

は︑必ず北斗を連れて運動に出かけ

三381園

﹇一日﹈︵ 名 ︶ 1 3

ちじつ﹇▽ひいちにち・ほのるるのい

いちにち

ちにち

十二249

聲に打忘れるのである︒

五佃7囹 いかゴでせう︑けふ一日だ
け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

十二佃6

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武

十二4910図年の頃二十饒りにして︑

ロンドンには︑大英博物館

海へ魚を取りに行く事にしては︒

つて︑其の一つの見物にさへ一日や

を始め︑大きな博物館や美術館があ

一年生ノ弓取ガスンデ︑

一年

イヨくボクタチニ年生ノカ

生

一年

＝年半﹈︵名︶1

ケッコニナリマシタQ

一年半も早しほにかけた北斗

それより一年ばかり前の事で いちねんはん

もう﹇年待ってくれ︒

﹇一年﹈︵名︶6

士︑たくましき馬にまたがりて進み
いちねん

四212

の高さと其のかげの長さとが︑ちや

二日はか＼り︑

彼等の中には︑郊外に幾ら
かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

十二惚4

出で︑﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

七301 そこで僕は︑一日の中に︑物
うど同じになる時があるに違ひない
と考へた︒

七32！肩下の高さと其のかげの長さ

八389

八162圏
一﹇口それを耕すことを冒し

半

と一しょに居るのも︑後幾日もない

或會社では︑此の織機と外國 九星2
製の織機とを︑一年にわたってため

八837

す︒

みとしてみるのが多い︒

研究室の窓の外には︑木々

︻日

たちも︑

十一4710

﹇一日毎﹈︵名︶1

とが︑同じになることは︑一日の中

いちにちごと

に︑午前と午後に一回つつあるので
す︒

くと見れば︑櫻といふ櫻は︑ほとん

九27 主な春の日が一日か二日も績

毎

いちにさん一いちねんはん
146

147
いちのきど一いちばん

かさぎ

一の木

と思ふと︑僕は泣きたい程つらい氣
﹇一木戸﹈︵名︶2

がします︒

戸

いちのきど
げんこう

山の行在所をおそひ奉りし時︑足助

あんざい

十148図 元弘の昔︑賊の大軍︑笠置
次郎重範は︑一族を引連れて一の木
戸を守りみたり︒

十152図 賊は其の勢七萬齢︑岩角を

一の谷

傳ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗
﹇一谷﹈︹地名︺1

じて一の木戸にせまり來る︒
いちのたに

九旧3図

忽ち砲揮の一破片︑其の腰

いち早く

にあたり︑中佐はどうと其の場に倒
れたり︒

いちはやく

﹇逸早﹈︵副︶2
はりま

いち早く播磨の上月城を占領

して︑こ＼にたてこもった二千五百

九879

慶喜叛逆の報がいち早く

はんピやく

の尼子勢は︑

十二悌9
江戸に達した時︑宮はさすがに御憤
一番

一番︑二番︑三番と︑十二番

﹇一番﹈︵名︶1

りをお感じになったが︑

いちばん

八367

の舞がめでたくすみましたが︑其の

一

一バン

バン

八641図 平家の軍勢十萬饒騎︑一の

セカイヂュウデ

﹇一番﹈︵副︶41

中で殊に人のほめ立てたのは︑五番
いちばん

谷に城をかまへて︑源氏の大軍を防
一の

目の舞でした︒

﹇一鳥居﹈︵名︶2

ぐQ
いちのとりい
番

けいだい

鳥居

二453園
イ︒

二471園

一バン

ナタデス︒

二504囲

セカイヂュウデ︑一バン

ーバン

エライアナタニ︑ムスメ ヲアゲ
タイトオモヒマス︒
セカイヂュウデ︑

エライアナタニ︑ムスメヲアゲ

七㎜3

七678

﹁︿略﹀︒﹂といって︑雲太郎

一番にぎやかな場所は︑市の

一番末の弟が︑お供物のおだ

中央︑道頓堀附近の町々です︒

つばめは︑鳥の中でも一番速

んごをたべたいと言出した︒

八74

ダイヤモンドは︑寳石の中で

も一番かたくて︑光澤の美しい物で

書眉3

すから︑誰でもほしがります︒

つまり其の品物は︑一番高い

品物を買はうと思ふ人は︑大

ねだんを問合はせ︑一番安く留る店

ていあつちこっちと店をたつねて︑

八m9

なるのです︒

ねだんを附けた人に費られることに

一番おもしろいと思ったのは︑ 八柵4
一番後カラハイツテ來タノハ︑

日本で﹁番お強いあなたは︑

しかも︑一番喜んだのはねぢ

で買ひます︒

サンフランシスコからロス

蔚山から京城へ向かふ旅客

そこで︑此の高さの違ふ水面

所です︒

パナマ運河の構造の一番おもしろい

をどういふ風に連絡するか︑こ＼が

十悩7

一番い＼と思ふ︒

十451囹此の橋から見た瀧が︑僕は

機は︑こ＼が一番難所ださうです︒

九佃8園

うるさん

はれてゐます︒

衆國でも︑一番景色のよい所だとい

アンゼルスまでの間は︑アメリカ合

九523國

であった︒

平生図無なをばさんも︑今日 九304
一番しよんばりとして︑さびし

子供の火遊びが︑一番いけ

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア
ルガ︑一番小サイノデモ︑大キナク

をぢさん︑東京で一番にぎ

ヂラヨリハ︑ズツト大キイ︒

六伽3園

やかなのは︑何といふ所ですか︒

にいさんが一番先に海へ下り

一番にぎやかな所かね︒

二534囹

六伽6園

ました︒

七102
ーバン

エライアナタニ︑ムスメ ヲアゲ
セカイヂュウデ︑

タイトオモヒマス︒
二571園

だうとんぼり

タイトオモヒマスQ
U園 ナルポド︑セカイヂュウ
﹇バンエライノハ︑ネズミ

ない︒

六欄4囹

さうに見えた︒

は︑

六991

日本瓦皇子と仰せられますやうに︒

やまとたけるのみこ

六324園

ンヲオブツタヲバサントデシタ︒

七十グラヰノオバアサント︑赤チヤ

五井6

象でした︒

ざう

五383

は︑一番強い弓を渡しました︒

四佃3

しまひました︒

四963 一番しまひにるたわにざ く飛ぶ鳥です︒
めが︑白兎をつかまへて︑から
八365 萬壽は當年やうやく十三︑舞
だの毛をみんなむしり取って
姫の中では一番年若でした︒

ダ︒

デ

一一

二473園一バンエライ人ハ︑ア 六柵9 僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

オモヒマス︒

エライ人ノ所ヘアゲタイト

セカイヂュウデ︑

エライ人ノオヨメサンニシタ

六171園 明治神宮は︑境内が号そう
廣くて︑一の鳥居をく9つてから︑
一の 鳥 居 ︑ 二 の 鳥 居 を く ゴ

拝殿までずるぶんある︒
十一⁝川11

つて︑御影石の白い石段を登りつめ
ると︑

いちば ﹇市場﹈︵名︶1 市場←うて
んいちば

市場

八251国 昨日も市場を見に行かうと
﹇市場帰﹈︵名︶1

して︑道がわからなかったので︑
いちばがえり
貼り

ましく鳴いて過ぎ る ︒

﹇一破片﹈︵名︶1

一破片

十634 市場細りの朝鮮馬が︑けた＼
いちはへん

T9

いちばんぼし一いちまんび
148

十一336 廻廊・殿堂に團まれた中庭
にある夢殿は︑我が國で一番美しい
八角圓堂だといはれてみる︒

十一欄8 ごく細かい氷の粒の集った
もので︑雲の中でも一番高く︑八千

一番陰氣でいやな感じの甲云

米から一萬二千米の高さに浮かんで
ゐます︒

十一欄4
であることはいふまでもありません︒

﹇一番星﹈︵名︶1

一バ

ある者に︑最大の恩恵を與へるであ
らう︒

いちばんぼし
ンボシ

一部

一バンボシミツケタ︒

﹇一部﹈︵名︶3

一461團
いちぶ

其の頃から︑書間は︑廣いた

からふと

んぼの一部で︑もう苗代の仕事が始

七245
る︒

樺太は島なりや︑又大陸

十二256

見たところ︑水面とすれす

れになって流れてみるが︑それは筏
の一部門で︑大部分は水面下にある
といふ︒

一坊

社寺の壮麗はしばらくお

は︑︻萬粁以上もありますが︑つば

めは決して自分の國を忘れません︒

十二悩4図

輝元を大將とし︑吉川元春・

きっかはもとはる

いちまんこせん ﹇一万五千﹈︵名︶1

てるもと

の精兵が堂々と進軍して來た︒

小早川隆景を副將として︑一粒五千

こばやかはたかかげ

九855

一叢五千

き︑何の山︑何の川︑一木・一草に

一枚

至るまで︑歴史あり古歌あり︑人を
〟n︵名︶11

して低回去る能はざらしむ︒
いちまい

した︒

四787 一枚を花子さんに渡しま

三銭の切手を

さうして︑其の一枚を︑ぐる

ばうはてい

︵名︶1

船が横附けにされます︒

ン級

いちまんトンきゅう

千トン

︵名︶1

一二二

うにうねる大波が寄せて︑一萬二千

十一幽2囲

無邊際の彼方から山のや

いちまんにせんトン

るのである︒

は一萬トン級の汽船が比々と航行す

が揚子江の下流であって︑増水期に

十一一278 江口から漢口までの一千粁

一萬ト

港内の岸壁には︑ 一覧五千トンの大

一枚下 七715 大阪港は︑防波堤が遠く績き︑

千トン

四791 一枚を雪子さんに渡しま いちまんこせんトン ︵名︶1 一萬五
した︒

六507

くと巻いた︒
次に︑もう一枚の書扇紙を︑

七日たって︑波にゆられゆら

ぐるくと巻いた︒

六515

七58

すると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ 一枚の

くし
れ︑﹇枚の櫛が海ベへ流れ着いた︒
九949

カードを指して其の人は言った︒

トンの巨船の甲板に︑瀧のやうなし

保昌は家に入り︑綿入﹇枚

ぶきを浴びせました︒

九槻10図

取出して袴垂に與へ︑﹁︿略﹀︒﹂と言

一望

聞かせたり︒

でんぽ

はと

一枚の落葉もとゴめぬ前庭

がくし︒

の芝生に︑眞白き鳩の群遊ぶも︑す

しばふ

十旧4図

て︑しばし窯場にこをどりしぬ︒

1

ごく細かい氷の粒の集った

日本からオーストラリヤまで 十﹇8811

かうした作業が五時間も績

いちまんび ﹇一万尾﹈︵名︶1 一萬尾

ゐます︒

米から一萬二千米の高さに浮かんで

もので︑雲の中でも一番高く︑八千

十一鵬8

萬二千米

彼は一枚の皿を爾手に捧げ いちまんにせんメートル ︵名︶1 一

﹇一望﹈︵名︶2

一坊

いちぼう＝坊﹈︹地名︺1
十二欄図
いちぼう

こま

生駒山の頂をかすめながら過

十515図

一望の田圃が︑ちやうど方眼
紙のやうに︑整然とくぎりを見せて

九齪9

い

遠く廣がる︒

馬櫛4

ぎると︑前は一望の平野だ︒
皿木

八111

見渡す限りは︑かみつく いちまんキロメートルいじょう ︵名︶

﹇一木﹈︵名︶2

やうな岩山で︑殆ど一木一草もない

萬粁以上
所に港があり︑町があるのです︒

十一幡10囲

いちぼく

だれかが︑その中へせんべい

四813園
さい︒

十一928図
の一部なりや︑世界の人の久しく疑

十一備8 雨の降ったあげく︑山の間
などから流れるやうに滑り出る白い

一番孝行の心

を一枚投入れますと︑

五402

何れも﹁仁﹂の一部の説明

問とする所なりしが︑

ある︒

で︑其の行ひ易い方面を述べたので

十二373

雲は層雲といって︑雲の中でも一番
低い帯云です︒

十一粥2困 しかも︑航海中こ＼が一
番暑い所でした︒

塔の中︑一番大きいのは高さ百四十

十一欄8国石で積上げた幾多の金字 いちぶぶん ﹇一部分﹈︵名︶1 一部分
七米齢︑石の敷三百二十萬︑

十一旧10困中でも一番人の目を引く
のが︑幾室かにずらりと並んだ人間
のミイラでした︒

十一旧5 一番大きいのは︑直脛が二
羽書もあるといはれてゐます︒

は銅で︑其の後に銅とすずとをまぜ

十ニー22 それも一番初に使はれたの

た青銅が使はれ︑最後に鐵が使はれ
そなたたちの中で︑誰が

るやうになった︒
十一一鵬8圏

一番此のわしを大事に思ってくれる

其の 上 で ︑

か︑それを︑そなたたちの口から聞
きたい︒
十二燭10囹

［一
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いちみ一いちや

こに甲の長さが一米もある﹁うみが
イテ居タ︒

粉ノヤウナモノガ︑磁石一二面二着

が一面に芽ぐんでみる︒

りは︑もう殆ど雪がなくなって雑草

電氣の光が輝いて︑町も水も︑一面

五853

くさん

枯れか＼つて一面に黄色にな

斜が幾箇所となく並び除いてみる︒

しや

九693

僕は︑帽子をかぶって︑一も

いちもじ

願の通り家名の虜︑御

﹇一門﹈︵名︶1

く持っては來ません︒

いちもん

んじいちもん

いちもんじ 且Vまいちもんじ

を仰ぎ世事と存じ参らせ候︒

でもなく一門家僕の者共︑深く朝恩

憐懲あらせられ候はば︑私は申すま

十二醜2國囲

一門←げ

氣があるくらみなら︑こ＼までわざ

七竈8圏あなたから一文でももらふ

いちもん ﹇一文﹈︵名︶1 一文

いちもじせ︑りが飛びちがふ︒

せ＼り
にら
九伽5 白田の韮の花に︑頭でっかちな

八931 此の邊では︑雪が二米近くも
くさんに走って行った︒
けい
あって︑た9一面の銀世界︑快い傾 いちもじせせり ︵名︶1

に火を流したやうです︒

七685夜になると︑此のへん一たい いちもくさん ﹇一目散﹈︵名︶1 一も

め﹂が居るのには︑びっくりしまし
た︒

まんさい
いて︑﹇萬尾に近い漁獲に船は満載

一脈

長さ一米ばかりの望遠鏡が

太さ中指ほどなる細長き

一面の芝生におほはれた校

此の作業が終る頃は︑日没

げんくわん

ほん

樺太の玄弁口といはれる
まをか

いちや ﹇一夜﹈︵名︶4 一夜﹇▽まつ

一面にざらくしたやうな

斗と共に漁業の中心地で︑さすがに

十一塒3

空は一面の星だ︒

大風が起って︑海はわき返った︒

めしにかなったのであらう︑ 一夜︑

此のまこころが︑神のおぼし
二十数機の爆音が古画らかに

六614
十一柵4

月の明かるい晩などは︑土人

十一欄2

感じである︒

ざかのいちや

市内は活氣がある︒

と

大泊は︑一面また西海岸の眞岡や本

十一㎜2

て︑濃霧が一面に立ちこめる︒

のおそい北洋にも夕暮が次第に迫つ

十一867

つて遊んでみる子供たちがあった︒

庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

十一777

一面は家の海である︒

んくと照らしてみるQ

一メン

九櫛8

つたじゃがいも畠を︑午後の日がか

一米四

棒と︑幅十四五糎︑長さ一米ばかり

︵名︶1

の厚板となり︒

十二71図

三脚の上にのってみる︒

十一悩4

今を盛りと咲いてみるのを見た︒

一米にも足らぬ﹁たかねざくら﹂が︑

十﹇桝1

﹁はひまつ﹂の間に︑高さ

である︒

さや

﹇一脈﹈︵名︶1

n▽おおいしくらのすけらいちみ

いちみゃく

いちみ
コ

みると︑どこから尽るか︑どこから

十﹇柳9 鞘を彿って︑じっと眺めて
き はく

一命

湧くか︑﹁脈の氣碗がりんとして身
﹇一命﹈︵名︶5

に迫るのを覧える ︒

いちめい
﹁命を捨てて︑君の御恩

冬芝6

ですが︑こ＼ばかりは︑寒い冬も知
らないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑
﹇一面﹈︵名︶16

紫に︑美しく照りはえて居ます︒
いちめん

一

たった一米四方ぐらみの廣さ

一命を捨てて君恩に報いよ︒ いちメートルしほう

に報ゆるためには候はずや︒

十212囲国

十232園

十865 不思議にも一命を取止めた聞
たいど
多が︑當時の母の慈愛の態度を聞く
顔かたちの異なる君︑

や︑病床にさめぐと泣いた︒
十一9511︹図園

若し彼の地に行かば︑人に怪しまれ︑
或は一命も危から ん ︒

じょういちめん︒こうないいちめん・

一面3いけいちめん・かい

候へども︑朝敵と共に身命を捨て候

のらいちめん・はたけいちめん

めん

事は︑朝廷へ恐れ入り候事と誠に心

一
そこには︑美しい草が ﹁
めんに生え︑かはいらしい鳥が

響いて︑廣い場内一面を着する︒

の群が︑椰子の木かげで︑あはれつ

八旧7

ぽい歌に合はせて︑一夜ををどり明

近代科學を家庭生活に世用

かすさうである︒

十二鵬10

することに力める彼等が︑﹁面には

其の後︑宣長は絶えず文通

して眞淵の教を受け︑師弟の關係は

十一742

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの
清水の流だといふ此の川べ

まち海水が満ちて來て︑一面の大水

十二鵬10

申して︑これを水につけると︑たち

砂カラ取出シテミルト︑黒イ

である︒

六205

となります︒

五運9些些の一つは︑しほみつ玉と

おもしろく歌ってゐました︒

四m1

メンニ︑花ザカリニナリマシタ︒

ト︑カレ木声質ガサイテ︑

サウシテ︑ハヒヲマキマス

一︻933

八塒1 入口のそばに池があって︑そ

八917 雪は一米も積ってみる︒

﹁米にきめて置く と ︑

八725 しかし︑縣の長さを一米なら

一米にきめて置く と ︑

八725 しかし︑綜の長さを一米なら

のかげの長さを計ってみた︒

米程の棒を立てて︑何べんとなく棒

七308 さうして︑杉の木のそばに一

いちメートル ︵名︶8 ︸米

引致し居候︒

十二棚6属国私﹇命は惜しみ申さず

方

いちょう一いつ
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日一日と親密の度を加へたが︑面會
六慨1

おみやげをありがたうございました︒

一郎﹁明治神宮にも︑お参り
一郎﹁何ですか︑其の歩道と

でしたか︒

六㎜2

西郷さんの銅像は︑どこにあるので

一郎﹁あのゑはがきにあった

いふのは︒

六麗2
さいがう

すか︒

一郎

一郎﹁僕も︑見物に行きたく

なったなあ︒

六悩4

ていどう

ちゆう

一郎は︑なかく字がうま

﹇一郎﹈︹人名︺5

くなった︒
ざい

十606

秋の日をまともに受けた駐

五898園

いちろう

一雨

一郎﹁をぢさん︑東京のお話

の機會は松阪の一夜以後とうく來
をして下さい︒

一両

六伽6

なかった︒

は今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

十二986 野中の一夜は明けて︑東に

﹇一様﹈︵形状︶1

一様

りかへって西を見れば残月が傾いて
みる︒

いちょう

いちょう﹇▽おおいちょう

九52 黄に︑淡紅に︑淺緑に︑梢々
が煙るやうに見え︑やがてそれが
﹇一両﹈︵名︶2

ほゴ一檬の若緑の色に映え出す頃は︑
いちりょう

いや︑十爾のうち︑

十二586園 一雨ばかりになりますま
いか︒

十一一5810園

さん

五888
五905

﹇一老人﹈︵名︶2

一老

張良︑或時橋上にて白髪の

一老人怒りて章章の頭を
一老

一老兵︑

一羽

は一にして二にあらず︒

三684

いつ

イッノマニカ︑マックロ

オヂイサンバ︑イツノマ

いつのまにか︑となりの

ニナリマシタ︒

ガ︑ イツノマ ニカ︑ マッシロ

二783 マドノ外ノツバキノハ

ニカ︑ネムッテシマヒマシタ︒

一一634

ガリマシタ︒

ナクモガ︑ソラーパイニヒロ

﹇42一

何時

いつ ﹇何時﹈︵代名︶48 イツ

敵の衛兵等︑あやしみて

﹇一老兵﹈︵名︶1

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十一976図
いちろうへい

十二7411図

あらためみんとするに︑

﹇一羽﹈︵名︶4

﹁︿略﹀︒﹂と言へば︑﹁︿略﹀︒﹂とて止
む︒

いちわ

これも︑鳥一羽︑獣一匹取る

一羽かってありました︒

四542私のうちに︑山がらが
五価8

とねえさんが來て︑見てい

へやに︑良雄さんのおかあさん

いつの間にか︑くすの

木は︑その高いこずゑに︑時々

四46

らっしゃいました︒

事が出來ず︑きげんを悪くしておか

きうしゃ

昭和六年十二月三十一日の夕

へりになりました︒

八743

しゅびたい

くわんそく

暮︑大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染
はと
まった一羽の鳩が飛んで來た︒

ません︒

四堰1

ました︒

とみえて︑百合若は︑いつの間
にか︑ぐっすりねこんでしまひ

長い間のつかれが出た

雲がか＼るほどになりました︒
十145 天膿観測室の丸屋根に︑烏
四623園 いつ殺されるかわかり
一呂じゅうがい

の一に数へられて殊に名高く︑

といふべし︒

十一価9図國

これを一切纒の事に費すも︑うゑた
る人々の救助に用ふるも︑屯する所

は︑

水引草と︑

春のかすみに

名を聞いてか

包まれて︒

すると︑正成は︑いつの闇に

たいまつを出して︑これに火をつけ

用意して置いたものか︑たくさんの

六783

色がすっかりさめて居た︒

ら來て見たら︑ いつの間にやら︑

五堰3圏

十一5310図十島は古より日本三景 四襯6團いつの間にやら天人

いつくしま

て︑國難に當つたのである︒

全く︑上下の者が心を一にし

﹇一﹈︵名︶4

﹇一和﹈εこうぶいちわ

が一羽止ってみる︒

いちわ

つ

一郎と貞童は︑とんぼ取を止 いつ

一郎

﹁︿略﹀︒﹂一郎と貞童が︑空に 六612

いちろうじん
人

十935図

︻老人に會ふ︒

喜捨を受けたる此の金︑

一郎さんから︑はがきが來た︒ 十一543図 今日︑瀬戸内海が國立公
へんじ
園の一に激へらる＼︑またむべなり
一郎さんに返事を出した︒

いちろうさん□郎﹈︹人名︺2

向かって歌った︒

十641

めて露って來た︒

十629

は︑﹁︿略＞Q﹂

﹁︿略﹀︒﹂貞童が歌ふと︑一郎

在所の庭で︑一郎と貞童が遊んでゐ

一列

十614

るQ

一輪

ばかりも引いて下さらぬかといふの
﹇一輪車﹈︵名︶1

でござる︒

いちりんしゃ

﹇一列﹈︵名︶1

十二209 一輪車の学費が通る︒

車
いちれつ

五281 一列になって︑細い道を上つ

一路藍

て行きますと︑しげった杉の林へは
﹇一路﹈︵名︶1 一路
かいけふ

いりました︒

いちろ

て︑左右に山を仰ぎながら︑

九494困 船が金門海峡にさしか＼つ
あみ
をた＼へたやうな水路を進んだ時は︑

一郎

何となく胸がをどるやうでした︒
﹇一郎﹈︹話手︺6

六悩2 一郎﹁をぢさん︑きのふは︑

いちろう

兵
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し、つカ、
し、つ

て︑橋の上に投げさせた︒

のか︑うちのおちいさんの子供の時

六895 いつの昔から︑かうしてある
から︑もう︑これがあったといふこ
とです︒

時の間にか洲が見えなくなりました︒

七134 潮がだんくさして來て︑何

一型此の油蝉

にしたま﹂︑くねって行きます︒
と

ね

町を過ぎ︑村を過ぎ︑汽車は

何時の間にか︑利根川に沿うて北へ

八醜3
進んで居た︒

山を越すまで︑あれ通うら＼

かに晴れて居た空が︑何時の間にか

八鵬8
曇って來た︒

此の鳥が︑何時の頃からか︑
の聲の主だ

甚次郎の目は︑何時の間にか
何時の間にか狼介は切立てら

位なんでせう︒

山川さんは︑どうしてそん

てるるでせう︒

十992囹此の雪の山は何時まで残つ
十手2園
なに何時も第

何でも教へてくれる父が︑此

の事になると︑何時でもはねつける

十粥10

やうにする︒

わが宿の池のふち波咲

にはいってみた︒

十一65図囲

きにけり山ほと＼ぎすいっか來なか
ん

をぢさんの手際に見とれな

所に立っておいでになる︒

十二886

がら︑何時の間にか︑よく聞かされ

窓外には︑何時の間にかべ

た戦野談を思ひ浮かべる︒

それが日常の計算に非常に

ニスが近づいてみた︒

十二㎜9

十二研3

にかそろばんのみが用ひられ︑算木

便利なものであったため︑何時の間

によるむつかしい敷學は全然忘れら

何時の間にか向かふ側に行

れてしまったのであった︒

十二悩1

﹇稜威﹈﹇▽みいつ

﹇一家﹈︵名︶2

大身が十歳の年︑一家は郷里

しんいっか

我︑︿略﹀︑おとつれも

せざりしに︑兄弟の情を忘れず︑一

十二5111図圏

へ錦ることになった︒

七備6

一家←いっ

つた弟は︑土遊びに鯨念がない︒

いつ

わたしがこんなに病氣で︑
何時とも知れない身になってみるの

いっか

十一195園

に︑あなたは雀の子に夢中なんです
か︒

ところが︑何時の間にか
年を取ってしまって︑古事記に手を

十﹇728囹

のばすことが出來なくなりました︒

何時の間にか大木が少くな

家の大事にはせ加りしこと︑此の上

十一槻2

もなき喜びなり︒

北極星は︑何時見てもほゴ眞

つて︑丈の低い細い木が目につくや

がついつか・はちがついつか

いっか ﹇五日﹈︵名︶1 五日﹇▽しち

ぼんやり見える大地がだんく遠ざ

なるデレンに達せり︒

かのぼること更に五日︑遂に目的地

十一9710図此の地を去りて︑河をさ
戦圖機は︑何時の間にか編

引出をかたづけて居ると︑い

たゴいた小さい黒目がねが出て來た︒

ねの玉と︑おとうさんに買ってい

つか︑おちいさんにいたgいた日口が

六482

しかし︑人智が次第に進ん いっか ﹇何時﹈︵副︶3 いっか

しても︑先生は︑何時でも更に高い

十二402囹私が力のあらん限り修養

取出して使ふ時代がやって來た︒

で︑何時の間にか︑鑛石から金屡を

十ニー111

隊を解いて︑自在の活動に移った︒

十一柵9

かつて行く︒

月は何時の間にか落ちて︑

北にある星ですから︑夜︑道に迷つ

何時の間にか機腔が滑り出し

て︑ぐんく速力が掌る︒
何時の間にか︑青空に富士が
見え出した︒

掛継3

十一欄7

うになった︒

何時の頃からか︑北斗は︑清

ぐ方角を知ることが出來ます︒

た時など︑此の星を見つければ︑す

寒湿4

行った︒

れて︑次第に水際に追ひつめられて

九808

涙で光ってみた︒

九768

と思はれるやうになりました︒

あの﹁ブッポウソウ︒﹂

九6410

つて行きます︒

近づいては︑又何時の間にか遠ざか

なたから︑鳴きかはしながら次第に

七789園敵は何時攻めて來るかもわ 九638 夜ふけた深山のあなたからこ 十冊7 ﹁あじあ﹂は何時の間にか町
それにしても︑

からない︒

七944

の子は︑何時︑どこで生まれたので
せうか︒

七951 此の小量が︑やがて木を下り
て︑何時の間にか︑柔い土の中にも
ぐりこんでしまひます︒

七捌7 背中の弟まで︑何時の間にか
き げ ん が な ほ つ て︑﹁︿略﹀︒﹂と歌つ
た︒

八157 四十齢年は何時の間にか過ぎ
て︑もう供へる首が一つもなくなつ
た︒

八582 たき火も何時の間にか消えて
居ました︒

君のうちの子馬の青と済そう仲好し

八864 朝は誰よりも早く起きて研究 九捌3
室に入り︑夜もおそくまで閉ちこも

僕のみない時は︑何時でも青

になりました︒

九捌4

つて居るので︑家族の人は︑彼が何
時寝たかも知らない事が多かった︒

九備5

と遊んでみるやうでした︒

八悩2 何時の間に立てたのか︑へさ
しんく
きには︑尽れふを知らせる眞紅の吹
流しが二本︑威勢よく風にひるがへ
ってみた︒

八五4 ﹁かれひ﹂は何時でも腔を横

し、っカ、し、一し、っ1ナし、
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六503園 これで︑いっか︑おとうさ
んのお話に聞いた望遠鏡が︑出干る
かも知れない︒

九㎜1

やがて︑湖の一角をかすめる

やうに通り過ぎる︒

十一813此の湖の﹁角の底に︑まる
たど猷

一

で緑色の炭團でも敷並べたやうな
﹁まりも﹂をのぞいて見るのも︑

六鵬6 いっか︑にいさんのお作りに
興であった︒

こんきょ

こ＼北千島の一角を根壕地

それは︑大空の一角にそ＼

り立つ御影石の岩塊である︒

十︻協7

出動準備の最中である︒

とする約百隻の流し網出漁船は︑今︑

十一857

なった小さい温床に︑今日も︑おだ

一回

やかな冬の日が︑一ぽいにさしこん
で居ます︒

﹇一回﹈︵名︶3

七322甘物の高さと其のかげの長さ

いっかい

とが︑同じになることは︑一日の中
に︑午前と午後に一回つつあるので
一時ぼう然としましたが︑やがて拭

其のすさまじさに︑誰も

八71一 ランプが一回動くのに脈が二

つたやうに晴上った海上の一角に︑

十﹇蜘10團

つ打つと︑次の動きにも脈は二つ打
鮮かな島影を見ました︒

す︒

ちます︒

十一悩2国

日本を出獲してちやうど

途中から︑ちょいちょい

一刻イタリヤに近づいてゐます︒

一箇月︑私は今地中海を航して︑刻

十一134国

八715 動きが次第に小さくなって︑ いっかげつ ﹇一箇月﹈︵名︶2 一箇月
それでも一回の動きに︑やはり脈は

後にはかすかにゆれるだけですが︑

一塊

二つ打つといふぐあひでした︒
﹇一塊﹈︵名︶1

葉書は出しておきましたが︑船のな

いっかい

十一襯2國 コロンボも︑アデンも︑

﹇一箇所﹈︵名︶1

書いて見ました︒

ごりに︑今日は此の一箇月の思出を

ですが︑此の岩の一塊をも彼等は見

いっかしょ

謡いお庭では︑大勢の男たち

いっかな

一度此の門をしめ切ったら︑

四つの天守閣は一箇の掲立した城郭

十一一695

ようとしない︒

近寄っても︑いっかな逃げ

︵副︶2

所に積上げてゐます︒

が︑雪をかき集めては︑それを一箇

十989

一箇所

皆英國人の纒螢の下に調達した都市
のがさず︑ここに貯水池や信號所を
﹇一回一回﹈︵名︶1

設けてみるのです ︒

いっかいいっかい
一回心々

一角

十一鵬4

八701 左から右へ︑右から左へと︑ いっかな

行ったり來たりするのに︑其の﹇
回雪天の時間が︑どうやら同じであ
﹇一角﹈︵名︶5

るやうに思はれてなりません︒
いっかく

となって︑これだけでも幾人の敵に

﹇五日目﹈︵名︶6

五日目

封して︑いっかな動きさうに思へな
い︒

いっかめ

急にものすごい羽音を立て

京に迫りつ＼ある︒

十一柳4

︹題名︺1

一騎討

一騎討

て︑ロッペン鳥が﹇氣に飛立つた︒

いっきうち

R討﹈︵名︶3

ひけふ

一騎討に︑飛道具とは卑怯

はやぶさ

ての一騎討︒

十﹁㎜8 隼のやうに飛違ひ入齪れ

千萬︒

九799園

さう︒

九793圏さあ︑﹇騎討の勝負をいた

いっきうち

あれからなほ航海を置けて︑ 九775 一騎討

五日目の五月二十一日︑サンフラン

九487国

シスコに着きました︒

ふとう
横濱の埠頭でお別れしてか

ら︑五日目の十月二十日︑私はサイ

十245囲

パン島に着きました︒

今日より五日目の朝︑

一管

一氣

十一旧7圓

う︒

十一鵬2園

此の湖の一角の底に︑まる

今こ＼で命をとられるのだ

いつくしま

それでは︑此の月の光を

どうかもう﹁曲︒

まあ﹁曲ひかせて頂きま

さうして一曲ひいてやら

せてもらひたい︒

から︑此の世の別れに一曲だけ吹か

七342園

いっきょく ﹇一曲﹈︵名︶5 一曲

興であった︒

﹁まりも﹂をのぞいて見るのも︑ 一

で緑色の炭團でも敷並べたやうな

たどん

十一814

五日目の朝︑恵良早く行け いっきょう ﹇一興﹈︵名︶1 一興

こ＼に來りて我を待て︒

十944翌翌
十947図

ば︑老人すでに下りて待てり︒

十951図園今日より五日目の朝早く
來れ︒

一巻

五日目の朝また惚れ︒
しばらくありて老人來り︑

﹇一巻﹈︵名︶1

十955図園
いっかん

十958図

﹇一管﹈︵名︶1

一巻の書を取出して張良に與へ︑
いっかん

たゴ一管の笛に思をこめて︑
﹇一気﹈︵名︶4

天地にひゴけと吹鳴らした︒

七358
いっき

せう︒

十一欄7圓

汽車や自動車もかなはぬくら
みの速さですから︑画意粁の海を一

八76

十一㎜10囹

題に一曲︒

氣に飛ぶことも︑決して不思議では

は︑

＝黒に國都新

いっけい

←ばんせいいっけい

の一に敷へられて殊に名高く︑

十一539図嚴島は古より日本三景

いつくしま

彼の苦心に成った模型飛行機 いつくしま ﹇厳島﹈︹地名︺1 畑島

ありません︒

九102

は︑見事＝黒に千米近くも飛んで︑

﹁あじあ﹂

人々をあっといはせました︒
十柵7

［一
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いっけん一いっしつ

﹇一軒﹈︵名︶1

一軒

一見

七212 からかさ松の少し先に︑小さ

いっけん

﹇一見﹈︵副︶1

な茶屋が一軒ある ︒

いっけん

くと移動してみるが︑それでみて︑

九樹9 下界は︑ 一見はなはだゆる

﹇一間一問﹈︵名︶1

すべての物があっといふ間に過ぎて
しまふ︒

いっけんいっけん
一間々々

一間々々持場をきめて働け︒

七799圓 百間の場所を百に割って︑
﹇一間四面﹈︵名︶1

︵副︶2

一向

上お一人にお仕へ申すのを仕合はせ

年に至りて︑一切経⊥ハ千九百五十六

立ちしょり十七年︑すなはち天和元

十一佃2図

これ世に鐵眼版と画せら

巻の大出版は遂に完成せられたり︒

と存じます︒

戦の様子は︻向わかりません︒

﹇一向﹈

かな

一切白木づくりで︑金の金

八567

いっこう

五92国

村では︑豊年を祝ふよひ祭の いっさい﹇一切﹈︵副︶3 一切

支度に心を取られて︑さっきの地震

十534

る＼ものにして︑ 一切経の画く我が

ぐ

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

鐵眼は一生に三度一切

一冊

僕は︑此の間から星のことを

さうして︑一さんに工場へ走

﹇一散﹈︵副︶1 一さんに

かうした敵に直面しながら︑

を以て刻々目標に迫る︒

船は何時しか海豹島の西岸

いつしか ﹇何時﹈︵副︶2

太子は︑其の宮殿の一室で

望がかなって︑宣長が眞淵

のは︑それから敷日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十一7010

をせられたのである︒

憲法十七條を書かれ︑又佛教の研究

けんばふ

十一339

いっしつ ﹇一室﹈︵名︶2 一室

しか悲鳴を上げる︒

十一佃4 ﹁︿略V︒﹂と︑後の方で何時

近く來てるた︒

十一価2

何時しか

我が爆撃編隊群は︑﹁締齪れぬ隊形

十一商3

いっし ﹇一糸﹈︵名︶1 一綜

つて行った︒

八873

いっさんに

が︑星の本は一冊も無い︒

知りたいと思って︑父の本箱を見た

九924

いっさつ ﹇一冊﹈︵名︶1

経を出版せり︒

十一冊7図囹

ことなりとす︒

の外には︑何のかざりもありません︒
朝起きるから夜寝るまで︑

﹇一切経﹈︵名︶8

一

御覧の通り︑一切持参金
じき

いっさいきょう

なしの乞食同然︑

こ

十二襯5囹

なへよといふのである︒

ふこと︑一切下節に從ひ︑亀節にか

見ること︑聞くこと︑言ふこと︑行

十二3711

旦ハが︑きらきらとしてゐますが︑そ

一刻与こ

には一向氣がつかないもののやうで
︵名︶5

ある︒

﹇一刻﹈

ダイヤモンドは無くてもさし

くいっこく

いっこく

八佃3
つかへありませんが︑もし空虚が無
かったら︑我々は一刻も生きてゐら

後に︑左に︑右に︑山は恐し

れません︒

八鵬8

切纒5てつげんのいっさいきょう

いっけんしめん

く高いが︑平野は一刻々々置くなつ

一代の事業として一切経
我が一切纒の出版を思

喜捨を受けたる此の金︑

は一にして二にあらず︒

る人々の救助に用ふるも︑蹄する所

これを一切経の事に費すも︑うゑた

十一価8図園

う人を救はんがためなり︒

佛教を盛にせんとするは︑ひつきや

ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

十一価5図園

を出版せんことを思ひ立ち︑

十一個5図

ぶところなり︒

の教に志ある者の無二の寳として貴

書籍を集めたる一大叢書にして︑此

そうしょ

一切経は︑佛教に關する

一間四面

一茶

しょせき

十一冊7図

平野は一刻々々廣くなって行

て行く︒

いうよ
もう﹇刻も猶豫は二字ない︒

直ちに引返す︒

第十一

出撃の日近づくや︑林藏︑

一切

やせ蛙まけるな一茶これ

いっこく ﹇一国﹈厳いずもいっこく
いっさ
﹇一茶﹈︹人名︺2 一茶 一茶
いつさ

九475

いっさ

雀の子

いうよ
へば一刻も猶落すべきにあらずとて︑

十二759事業勝商︑城内の苦しみを思

十542

く︒

八旧8

七153 見ると︑お堂といふのは一間

一けん

四面の建物で︑四方の戸は皆あけは
﹇一軒家﹈︵名︶1

なしてある︒

いっけんや

九佃2 ひょうひょうとのびたポプラ

家

の下の一けん家︑︿略﹀などを見る

一箇

と︑なるほど朝鮮だなといふ感じが
﹇一個﹈︵名︶1

する︒

いっこ

にあり

十﹁962図

いっさい

﹇一切﹈︵名︶2

十二694 一度此の門をしめ切ったら︑ 九482図圃
四つの天守閣は一箇の搦立した城郭
となって︑

コー二りんぞうらいっこう

いっこう ﹇一行﹈ ︵名︶1 一行与

これまでの記録一切を取りまとめ︑

もとより必要のことなれども︑人の
鐵眼が此の大事業を思ひ

一切経を世に廣むるは︑
從者に渡して言ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一所11図

十一価10図園

十一989図 蹄途︑︻行は黒龍江を下

死を救ふは更に必要なるにあらずや︒

ぎせい
切の樂しみを犠牲にしましても︑父

十二閥6園私は︑あらゆる幸福︑一
りて河口に至り︑海を航してノテト
に蹄る︒

いっしほうこく一いっしょう
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いっしほうこく
一死報國

﹇一死報国﹈︵名︶1

十一冊11 口にこそ出さぬが︑心は
﹇一首﹈︵名︶1

一首

たゴ一死報國があるばかりである︒
いっしゅ

︽ーセ︾

十一948図

周す

林藏は樺太の海岸を一周

しゅん
︵名︶3 一瞬

せんと志ししが︑ナニヲーより北︑
﹇一瞬﹈

波荒くして舟をやるべからず︒
いっしゅん

一瞬で谷底だ︒

しゅん

一瞬にして︑飛行場にもの

十二988 東西の美しさを一首の中に 一瞬
八936
すごい黒煙がうつ巻いた︒

十一鵬！
一種

よみ込んだ︑まことに調子の高い歌
﹇一種﹈︵名︶4

である︒

いっしゅ
き

じゃき

りますが︑また

︸しょに行きま

四828囲あしたから︑學校が始
せう︒

昨日︑おとうさんと﹁しょに︑

水族館へ行きました︒

八悩6

一年半も堕しほにかけた北斗

と思ふと︑僕は泣きたい程つらい氣

と一しょに居るのも︑後幾日もない

九伽2

から︑三ちゃんと一しょに待つ

四835囲きっとおさそひします

がします︒

てふ

てるて下さい︒
ぜいの兄弟や仲間と一しょに︑池の

船長︑私も一しょにお供い

學博物館へ行った︒

と思って︑妹と一しょに︑上野の科

五113おたまじゃくしは︑毎日︑大 十88 夏休に採集した蝶を調べよう

ひつえう

あの山の卓説を話してあげよ

たします︒

また︑目高やどぢやうなどと 十747園

中を泳いでゐました︒

五137

﹇しょに︑あそぶ必要もありません

だ

十一7510 深い森の奥から流れて︑か 十︻㎜11 一度起ってこれを振るへば︑
愈愈も邪氣も一瞬に霧散して︑心氣

べながら︑母と一しょに聞きたいと

うと言へば︑マルタはお書御飯をた

十重5
そこを立って︑らくだの居る方へ行

私も︑ねえさんと一しょに︑

すかにこだまするあのかんこ鳥の︑

一所

五424

でした︒

一しょ

イッショ

は自ら清明となる︒

一しょ

﹇一緒﹈︵名︶30

マルタも︑おかあさんと︻し

いっしょう

ねえさんは︑山田のをぢさ

トーマス目ワトソンといふ

﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二

三二1園この︑前の方のむしば

一生←

僕もお参りをすまして︑三

﹇一生﹈︵名︶7

人一しょに蹄途についた︒

十二943

うつくまりて雨露をしのぐのみ︒

て︑木の皮にておほひ︑八人一所に

十一972図木の枝を切りて地上に立

つの方法を一しょにしたのである︒

十一666

六書の屋根裏にたてこもりました︒

助手と一しょに︑ボストン市の或電

十一456

ん・をばさんと一しょに車に乗った︒

十一425

よに下りて行った︒

十個3

言ふ︒

したが︑風にゆり落されて︑大ぜい

山の木の葉の上に休んで居ま

きました︒

の友だちと一しょに︑谷川の中へは

五691

トイッタラ︑一ショニ舟ヲ出

三378囹サア︑私ガ︑一︑二︑三︑

むしたさつまいもをかごから
右の手で︑すばやく︑葉と一
それから︑タ方まで︑弟と一

ちやうど︑お書の食事中であ

私も雪子さんも︑一しょに歌

なって︑一しょに舞ひました︒

八372此の時には頼朝もおもしろく あぶらぜみのいっしょう

ひました︒

七84

へ出たが︑

つた元帥は︑家の人々と一しょに庭

六鵬7

しょに遊んだ︒

六269

しょにっかまへた︒

六241

出して︑弟と一しょにたべた︒

六231

いりました︒

花子さんは︑おかあさんと

おかあさんと

へ行きました︒

時︑

四184

たゴきました︒

みんな一しょにごはんをい

おふろにはいってから︑

おいしゃさまのおうちを出た

三柳3

一しょに︑

一しょに︑はのおいしゃさま

三鵤5

あそびをしよう︒

三655囹これから︑一しょに舟

出シマシタ︒

三382三人戸︑一ショニ舟ヲ

スノデスヨ︒

ショニセメイリマシタ︒

一69ーモモタラウハ︑犬トイッ

一ショ

いっしょ

朗かな中にも一種のさびしさを持つ
た聲が︑

十一869 一種のあこがれに似たなつ
かしさを魯兄えしめる︒

十一期10 夏草の茂るに任せた︑音一

つしない國境線に立つと︑何かしら
一種のわびしさを感ずる︒

十一梛8 此の大自然が展開する景観

一

に打たれて︑僕等は殆ど一種の興奮
﹇一週間﹈︵名︶3

を感ずる程であった︒
いっしゅうかん

週間
六価8 すみれは︑ 一週間ばかり前か
ら咲出しました︒

九688 これこそ僕たちが︑ 一週間も

前から︑毎日々々待ってるた命令だ
つたので︑皆一せいに小をどりして
喜んだ︒

一

尊台3 一週間ばかりたって親子とも
﹇一周﹈︵サ変︶1

馬屋の外へ出しますと︑
いっしゅう・す

155
いっしょうけんめい一いっすんぼうし

は︑生えかはるはですが︑おく

の方のは︑一生使ふ大じな
はです︒
七335 たゴ自分は樂人であるから︑
一生の思出に︑心ゆくばかり笛を吹
いてから死にたいと思った︒

七並5 大幸は︑これから後一生の間︑
かったといふこと で あ る ︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも言はな

で押通して︑武人の手本と仰がれる

しっそ
七㍑9 乃木大將が︑一生を忠誠質素

ベサンバヘイキデヰマス︒
オヂイサンバ︑ソレ

ニバ

カマハズウタヲウタヒナガラ︑

二67一

イッシャウケンメイニヲドリマシ

てもらひたい︒

翌日から︑上島主水は一生け
ラングレーは︑その後一生け

んめいであった︒

七871
九108

となって︑いやしい身ではあるが︑

出嚢するのである︑自分は︒

いっしんいったい ﹇一身一体﹈︵名︶1

だから︑我が直轄には︑祖先

一身一膿

さうして︑それがまた今日の我々を

以來の感情・精神がとけこんでをり︑

九柵1

さていよく試験をしてみると︑う

結び附けて︑國民として一身一骨の

んめいになって實物を作りましたが︑
しけん

しかし︑大蛙は︑こんどこ

まく行きません︒

タ︒

一生けんめいになって︑

三292
そと︑

やうにならしめてみるのである︒

十描1園

息子は︑一生けんめいに苦

學したかひがあって︑りっぱな身分

髪結さんが︑一生けんめい

になり︑いよいよ故郷に蹄ることに
なった︒

十一395

た︒

其の後︑雪舟は︑ 一心に壼を

海賊どもは︑たゴ一心に耳を

齢一目を閉ぢ︑﹇心に神に

清少納言は嬉しくなって︑心

十一687

若い頃から讃書が好きで︑

心に勉強した︒

組立を研究し︑夜は夜學に通って﹇

十㎜2

書は仕事をしながら︑機械の

の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と一心に祈りまし

十皿8

に見ゆ︒

まり︑扇も少しく落着きて︑射よげ

祈りて︑再び目を開けば︑風や＼静

八㎜2図

かたむけて聞いた︒

七363

習ひました︒

六掘7

うん︑おちいさんによく指 いっしんに ﹇一心﹈︵副︶6 一心に

それから二日間︑二人は機の

九147
九価10園

しうぜん

いきを吸ひこみました︒

目ヲオサヘテ︑﹇生ケンメ

修繕に一生けんめいでした︒

三586

ボクハ︑一生ケンメイニ

いにやって見るか︒

見ルト︑ソノ車ヲ︑今ウ 圖していたゴいて︑一つ一生けんめ

イニニゲテ行キマシタ︒

三956

ナッテ︑ハヅサウトシテヰルト

ンテンシュガ

一生ケンメイニ

やうになったのは︑まことにいはれ

四227

コロデス︒

のあることである ︒

八餌5 彼は︑ほとんど其の一生を織
機の改良にさ＼げた︒

シカシ︑オトウサンガ︑

走りマシタ︒

に︑ねえさんのお支度をしてみると

四248

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャッタノヲ思

で︑何一つ孝行も蓋くさないのに︑

十869囹 聞多︑三十歳の壮年に及ん
今母上の力によって︑一死に一生を

ころだった︒

一身﹇▽じ

此のめでたき日に一身を

﹇一身﹈︵名︶2

望なり︒

將來學問を以て身を立てたいと︑一

一寸ボブ

吏は︑助左衛門が公土ハのため一身を

十二榊9図

︹課名︺2

シ

いっすんぼうし

心に勉強してみた︒

﹇一身一丁目︵名︶1

感歎止まざるものありき︒
いっしんいっか

一寸ボブシ

一寸ボブシ

三目4

十五

十五

捧げてか＼る難事業に早れるを見て︑

かくて白洲を視察せし官

君國に捧ぐるは︑まことに軍人の本

春眠1図園

ぶんいっしん

いっしん

ヒ出シテ︑マタ一生ケンメイニ
又︑作りカケノウスイ繭ノ中

犬のか＼りの兵士は︑一生け

明日からは︑きっと︑一生

一身一家

いっすんぼうし ﹇一寸法師﹈︹人名︺16

今日以後は︑一身一家をか 三483
へりみることなく︑天皇陛下の御楯

けんめいにお経を習って︑早くえら
みんな一生けんめいに働い

十二958
七796園

いばうさんにならう︒

六㎜7圏

ひやうらうを運んだ︒

六609百姓も︑一生けんめいで︑

ひやくしやう

んめいになってさがしました︒

五欄3

ルノモアリマス︒

ゲテ︑一生ケンメイニハタライテ居

デ︑キユウクツサウニ︑カラダヲマ

五551

走りマシタ︒

得ようとは︒

十一柵7図囹 白眼は一生に三度一切
纏を出版せり︒

一 生 けんめい

状︶20 イッシャウケンメイ 一生ケ

いっしょうけんめい ﹇一生懸命﹈︵形
ンメイ

ヲ︑カミキ リ マ シ タ ︒

ニナッテ︑ワナノフトイ

一532
ネズミハ︑イッシャウケン
メイ
ナハ

一711オニノタイシャウハ︑
イッシャウケンメイ ニタタカヒマ
シタ ガ︑トウトウマケマシタQ

イクラ私ガイッシャウ
ニ561圓
ケンメイ ニナッテフイテモ︑カ

一寸ボブシ
シタ︒

リチクリトツ・キマシタ︒

いっせいついげき

﹇一斉追撃﹈︵名︶1

﹇一斉﹈︵副︶8

一せいに

﹁︿略﹀︒﹂の烈しい藤吉郎の號

突いて出た︒

一せいに

忽ち一せい射撃を受けた︒

た︒

十一5510図圏

かうむつた︒

皇國の興廣此の一戦に

こうはい

︸銭

苦心に苦心を重ねて集め

川岸に沿うてぎっしりと並

さうですが︑

ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ

ふとう

九619囲

一千以上

いっせんいじょう ﹇一千以上﹈︵名︶1

りぬ︒

たる出版費は︑遂に一斗も残らずな

十一備3図

ソノウチニ︑一寸ボブシバ︑ 七906 木下軍︑中央十八人の隊は︑ いっせん ﹇一銭﹈︵名︶1
長い槍のほさきを並べて︑

ﾄ射撃﹈︵名︶1

その首を切落し

呼びおこし︑刀を抜いて︑﹁え

れ︑

一千一艦

︵名︶1

一千

すると︑乗員は一せいに飛起 十一99三十三霊堂に﹁千一髄の御

佛を舞み︑

粁

これこそ僕たちが︑一週間も いっせんキロメートル
前から︑毎日直々待ってるた命令だ

江口から弾弓までの一千粁

︵名︶1

高度計はぐんく上って︑﹁

︸千三百五十米

千三百五十米を示した︒

らか︑カナリヤのさへづりが朗かに
一節

次にか＼げる文章は︑源氏いっせんすうじゅうねん ﹇一千数十年﹈

﹇一節﹈︵名︶1

一千数十年の古都が︑かう

一千敷十年

して年々に近代化して行くのもまた

︵名︶1
一戦

物語の一節を簡軍にして︑それを今
﹇一戦﹈︵名︶2

十一134
いっせん

日の馬繋で表したものですが︑

かんたん

十一1511

いっせつ

九協10

いっせんさんびやくごじゅうメートル

るのである︒

は＝萬トン級の汽船が樂々と航行す

が揚子江の下流であって︑増水期に

つたので︑皆一せいに小をどりして
喜んだ︒

九699

皆は一せいに掘りにか㌦る︒

十二277

九689

きて︑手早くつり床をく＼る︒

九3410

一せいに滑り始めた︒

八939

やがて百米も登ったと思ふと︑いっせんいったい ﹇一千一体﹈︵名︶1

められて︑上島軍はさんぐに破れ

令に︑一せいに進む木下軍に追ひつ

七925

一せいに横から

突進んだ︒

一世εせ

左右の隊は︑

ナノオクヲトホヅテ︑目ノ中
﹁寸ボブシノセイガ︑

へ出マシタ︒

三597園

高クナルヤウニ︒
三603一寸ボブシノセイガ︑少
一寸ボブシバ︑ダレニモ

シ高クナリマシタ︒

三607

﹇一世﹈︵名︶2

マケナイ大男ニナリマシタ︒

ちやうじゅ

從一位侯爵にのぼり︑八十

じゅいちみこうしゃく

んかんニコライいっせいいかしせき

十875

くんちょう

一歳の巻込ある長壽を終るまで︑

功績は一世に高く︑君寵はすこぶ
其の後上東門院に仕へて︑

る厚かった︒

十一147

紫式部の名は一世に高くなりました︒
せい

七915

オナカノ中カラハヒ上ッテ︑ハ

三575

いっせいに

三492 アンマリ小サイノデ︑一寸 三567 一寸ボブシバ︑オニノオ
あり︒
一せい追撃
と ば
よし
ナカノ中ヲ︑アチラコチラト
ボブシトイフ名ヲツケマシタ︒
十二851 我が機械化部隊の一せい追 十二価7 鳥羽伏見の一戦に︑徳川慶
のぶ
カケマハッテ︑針ノ刀デ︑チク
撃である︒
喜は︑はしなくも朝敵といふ汚名を

一寸ボブシバ︑ニツニ

ナッテモ︑三ツニナッテモ︑少

三494
シモ大キクナリマセン︒

一寸ボブシノセイガ︑

アル日︑オ

いっせい

一寸ボブシバ︑十三ニナ

高クナリマスヤウニ︒

三498園

三505
リマシタ︒

三513 一寸ボブシバ︑オバアサン
カラ︑針ヲ一本モラヒマシタ︒

三521 一寸ボブシバ︑オワンノ
舟ニノッテ︑オハシノカイデ
ジャウズニコイデ︑大キナ川ヲ
スルト︑ソノアシダノカ

ノボッテ行キマシタ︒

三54一
ゲニヰタ一寸ボブシバ︑﹁︿略﹀︒﹂

一寸ボブシバ︑

トイッテ︑アワテテトビ出シマシ
タ︒

三554

ヒメサマノオトモヲシテ︑遠イ
所へ出カケマシタ︒

ロニノンデシマヒマ

聞えて昇る︒

三558 トチュウマデ來ルト︑ドいつせい ﹇一声﹈︵名︶1 一型
十二㎜2 けれども︑家々の窓も障子
コカラカ︑オニが出テ來テ︑
四701 頼光は︑しゅてんどうじを
も一せいに明けはなされて︑どこか
一寸ボブシヤオヒメサマヲタベ

せい
い︒﹂と﹁聲︑
ました︒

一せい射撃

いっせいしゃげき

一寸ボブシバ︑針ノ刀ヲ

ヨウトシマシタ︒

三562

ヌイテ︑オニ御向カヒマシタガ︑
トウくツカマッテシマヒマシタ︒
マンデ︑

三565 オニ ハ︑一寸ボブシヲツ 八771 すると︑
今度は敵軍に目見さ

［｝

いっせい一いっせんすうじゅうねん

156

157
いっセンチメートルーいったい

自然の勢であらう ︒

いっセンチメートル ︵名︶3 一糎

五778 綜ハ︑一糎︑二糎ト︑見ル間
ニノビテ︑二米グラヰニモナリマシ
タ︒

ゐ︑小さいのでも一二ぐらゐはあり

七455 大きい本葉は長さが二糎ぐら
ます︒

七三2 一盛︑二糎ときざむやうに︑
動くのがはっきりわかる︒

いっせんにひゃくねん ﹇一千二百年﹈
︵名︶1 一千二百年
十二欄10図 東大寺の金堂は天空高く
登えて︑五丈三尺の大佛︑﹇千二百
年の面影を残せり ︒

いっせんにひゃくよねん ﹇一千二百余
年﹈︵名︶1 一千二百蝕年

十一674 和銅五年正月二十八日︑今
から一千二百鯨年の昔のことである︒

いっせんひゃくメートル ︵名︶1 一
千百米

九欄8 高度計は一千百米を示してゐ

﹇一艘﹈︵名︶4

一さう

して低回去る能はざらしむ︒
いっそう

一さうの舟を作り上

よ︒

十二656

一

ぎました︒

一たい︑どういふことか︑

一たい︑どんな大蛇か︒

一廉

五219園

︸たい︑何といふお方だら

コレカラ︑一タイ︑何ヲシヨ

一たい︑どういふ風におも

︻たい︑どういふお方です

ヲ務トシテ居ル者が多イガ︑

六湘7 一鞭︑僕等ノ仲間ニハ︑︿略﹀

か︒

六313園

い家にはいって︑やってみろ︒

てなしをするのか︑一つ︑此の新し

六79園

オモシロクナツテ來マシタ︒

ウトスルノカト思フト︑私ハ︑急ニ

五768

う︒

五596園

くはしく申せ︒

五471囹

たい

さうして︑此の齪舞を一層 いったい ﹇一体﹈︵副︶25 一タイ 一

修行者は︑一そうけんそん

足もとからむくくと三つ
て湧上つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

十二悩7

な心で言った︒

十二川5

つ二本の松である︒

四87 さうして︑長い間か＼って︑ 美しくするものは︑前景にそ＼り立

とうく
げました︒

川口にか＼つた時︑ふりかへ

潮干狩の舟は一さうもありませんで

せりの葉並が一そう美しく見える︒

つて見ましたら︑もう廣い海には︑

七138

した︒

げ た
あたりを見廻すと︑庭に下駄

一たい

﹇一体﹈︵名︶﹇▽いっしんいっ

﹇一帯﹈︵名︶3

い・ふきんいったい

たい・こぬまいったい・そらいった

帯﹇▽かいがんいったい・こがんいっ

いったい

たい

いったい

が一足置いてあります︒

九二7

八975図折しも美しくかざりたる船 いっそく ﹇一足﹈︵名︶1 一足

一

文治が指さしたので︑見ると

一さう︑平家の方より漕出す︒

八㎜3

一そう

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大帝は︑

﹇一層﹈︵副︶11

船が一さう走ってみる︒
いっそう

三283

一そうおなかをふくらませまし
た︒

東も北も一帯に雲がとざし

か︒

七823囹

︻膿︑槍は長い方がよいか︑

それにしても︑一如此の油蝉

それとも短い方がよいか︒

の子は︑何時︑どこで生まれたので

七944

せうか︒

八59

一直︑どこへ行くのでせうか︒
筏流しの風情のよく味ははれる所が

ふ

ろ

一膿︑幾つあるのか︒

日本旅館に案内され︑風呂を

八141園

る︒

こ・がどうして外國かと言ひたくな

浴びてゆかたに着かへると︑ 一千︑

八佃5

多い︒

十二298此の邊一帯の江上に︑特に

全く残念であった︒

間・白馬・立山等の姿を見ないのが

て︑僕等の村はもとより︑富士・淺

十一伽7

に火を流したやうです︒

すると︑痛みが 一そうひ 七684 夜になると︑此のへん一たい 七778園 では聞くが︑そちに申しつ
けたら︑一膿何日で出庵るといふの
定立の光が輝いて︑町も水も︑一面
どくなって︑どうにもたまらな
四981

すると︑前よりも一そう大き

くなりました︒

七755

な聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

そう重要な所になりました︒
どりょく

館ってからの彼の努力は︑

一隊

の音がして來たと思ふと︑騎兵の一

ばかくくと︑馬のひづめ

﹇一隊﹈︵名︶1

隊が︑勇ましく私たちの前を通り過

八518

いったい

各員一層奮働努力せ

ふんれいどりょく

しかし︑それだけに︑かはい

十一5510図囹

さも一そう深くなって來ました︒

九佃8

一そうめざましかった︒

八831

こ㌦が表玄關になって︑交通上一

げんくわん

満洲國が出盛てからは︑

まんしう

七口2

廻らない舌が一そうかはい＼︒

空にくっきりとそびえて︑其のすそ
一草

八216團

﹇一草﹈︵名︶2

至るまで︑歴史あり古歌あり︑人を

き︑何の山︑何の川︑一木・一草に

十二悩4図 社寺の壮麗はしばらくお

所に港があり︑町があるのです︒

やうな岩山で︑殆ど一木﹇草もない

十一衛10囲 見渡す限りは︑かみつく

いっそう

を長く下界に引いてみる︒

るが︑富士はやっぱり横雲の上の青

層

いったん一いつに
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八梛9園 一腔︑何をあんなに考へて
居るのかなあ︒
た︒＼ぼんやり見てみるだけで

は︑ 一幕どれがどうなのか︑さっぱ

九996

り見當が附きません︒
九閥2園 一低湿らで渡す︒

てんしゅかく

九字6園 一禮︑何だつて京の眞中で
梯子を買ふのだ︒
しゅんかん

くわだん

と思ふ瞬間︑長い花壇が過ぎた︒

九旧1 ︻髄どの邊だらう︑天守閣は
一 髄何をしてみるのだらう︒

ふんする

又︑並木の美しい大通を眞

又沙漠の一端に來ます︒

十二鵬2

て大通が五方・六方へ放射する︒
いつ
﹇一旦﹈︵副︶2 一たん 一

のある廣場があり︑市場を中心にし

直に走ると︑其の一端に噴水や花壇

たん

いったん

ぬまつ

するが

沼津から︑﹇直線に駿河湾の

上空を飛行する愉快さ︒

九欄4

ただ一直線に掘割が績いて︑

其の果に大西洋が現れて來るのです︒

十柵4

から︑海といふより平原といった方

がよいかも知れません︒

十一価2

一天にはかに墨を流したや

いってん ﹇一天﹈︵名︶1 一天

かうした︑すばらしく厚い雲によつ

うに曇って︑天地も暗くなるのは︑

ぐっと速度を落しながら一

直線に進む船のともから︑網が次第

六ツ七ツ八ツ九ツ十︒

五つ

いってん・する

十一捌6

﹇一転﹈

︵サ変︶− 一

一訂すると︑今度は如何に

轄する ︽iスル︾

︼

もものすごい︑いはば奇怪な物の精
しばふ
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

天の君

いってんのきみ ﹇一天君﹈︵名︶1

範︑かたじけなくも一天の君に命を

一ツニツ三ツ四ツ五ツ 十156農園 三河國の住人足助次郎重

五ツ

て日光がさへぎられるからです︒

十﹇864

にくり出されて︑其の長さが約五千

幅約二十米︑東西にわたつ
眞南から西十度の方向を目
ざしながら︑時速四百粁︑ほの暗い

十一捌1

て一直線に伐開かれた林空︒

十一研8

六659 父が︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひますと︑ 米︒
いったんくわんきふ

ばくらうは一たん漏りました︒

九柵4 一旦緩急ある時︑國をあげ
て六法におもむくのも︑

一チャタ

捧げまみらせて︑此の木戸を固めた

﹇一着﹈︵名︶1

り︒

す

それよりも︑北極星の右下の
い

十805

一番未だ去らざるに一島

﹂島

すると︑一刀が又後頭部を見

一刀

方に︑椅子の形に連なる五つばかり
一通

塁壁2

一合未だ去らざるに﹁島

見張では︑水夫長が今一頭の

一二

一に

それが今日の如く獲達して︑

いつに﹇＝︵副︶2

鯨の行方を見まもってみる︒

十伽5

いっとう ﹇一頭﹈︵名︶1 ↓頭

更に現れ︑

十一524図

てまた忽ち開く︒

更に現れ︑水路きはまるが如くにし

十一523図

いっとう前事﹈︵名︶2

舞った︒

□刀﹈︵名︶1

九鵬4

さうかう

望通﹈︵名︶！

の星はカシオペイア座で︑

いっつう

大日本史の草稿に加筆して
みた言言は︑ふと思ひ出したやうに︑

みつくに

十二431

に讃返した︒

望定﹈︵名︶1

一定

文箱から一通の書面を取出して静か
いってい

それにつれて︑つり床は正し
く一定の場所に納められる︒

九352

一滴

血も残ってゐませぬぞ︒

聞多の艦には︑もう一滴の

﹇一滴﹈︵名︶2

十一柵6

いっとう

且Vやくいっちゅうや
一朝

一チャタ︑次郎チャン︒
﹇一朝﹈︵副︶1

古よりこ＼に難破するも

一

熟練なる水夫といへども︑殆ど其の

のすこぶる多く︑一朝風浪起れば︑

⊃直線﹈︵名︶7

寡占を避くること能はざりき︒

直線

二番瀬を越すと︑折からのぼ

いってき

でが︑申し合はせたやうに︑南から

其の地下高道や高架鐵道ま 十餌6園

一直線に沖へ︒

る太陽の光を浴びて︑長くあとを引

八議4

きながら︑

北へ︑北から南へと︑わき目も振ら

分ですが︑月には水︸滴ありません

あれは﹁海﹂といはれる部
ず︸直線に走ってみるのですから︑

九606囲

﹇五﹈︵名︶2

空をた団一直線に飛んでみるのだ︒

十燭3 すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑ いつつ

一盤︑お前は誰に今の言

一反

とんくか
一端

一456

する

いっちょう

いっちゅうや

三403園

いっちゃく

多くの人々の一致した意見であった︒

がみなくなったら︑一禮あなたはど

のか︒

らり︒

いったん

ヤの並木の古く道を行くと︑やがて

十一欄5二長い橋を渡って︑アカシ

﹇一端﹈︵名︶2

反︑ 日には八反︑

四534圃 朝に 一反︑ つ窟いて二

いったん

﹇一反﹈︵名︶1

十二川11圏 一直︑お前は何をたべる いっちょくせん

葉を教へられたの か ︒

十二⁝闇5園

も困られることがあるのですか︒

十二3311囹 一艦︑徳の修つた君子で 十二旧6図

であらうか︒

筏は︑一髄どこからくり出されるの

十二289 それでは︑かうした大きな

方でございますか︒

十一籾11囹 一目あなたはどういふお

うなさらうといふのでせう︒

︽ーシ︾

十一2011園 今にでも此のおばあさん いっち・する ﹇一致﹈︵サ変︶1 一致

十7310

旦
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いっぱい一いっぴき

重要な交通機關となるのには︑一に
一ぱいになりました︒

八目1

出ると︑機械を一ぱいに掛け

スチーブンソンの力にまたなければ
ヨ

て家路へ急いだ︒

レンガフ

ならなかった︒

十一601図圏我が聯合艦隊が能ク勝 八術3 左右の足を一ぱいにのばした
ら︑三米ぐらゐはあるでせう︒

イマシタ︒

五835

畠のすみの日まはりは︑暑い

．日を一ぱい受けて︑夏はおれの世界

だといふやうな顔をして︑三つ咲い
人ガーパイ乗ツテ居テ︑アイ

て居る︒

テ居ル席上︑一ツモアリマセンデシ
そこには人が一ぱい居ました︒

十擢10

七研1

へうほん

珍しい動物の標本が一ぱいな
らんでるる︒

十96

い照輝く︒

夜になると︑大空に星が一ぱ

タ︒

心で胸が一ぱいでした︒
一ぱい︑一ぽい︒

一ぱいの速力を出せといふの

である︒

八慨4

も︑清少納言は︑た望有難いと思ふ

﹁︿略V︒﹂さう申し上げながら

兄の目は︑涙で一ぱいである︒ 五価2

十8210

ツ

一ぽい

イ

ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タ
ミ

ルモノハ︑＝一天皇陛下ノ御稜威ノ

致ス所ニシテ︑
﹇一杯﹈︵名︶1

五測5玉水を一ぱい下さい︒

いっぱい

十幡2囹

一ぽい
一ぽい︑

﹇一杯﹈︵ 形 状 ︶ 1 8
十備2園

いっぱい

←そらいっぱい・たんぼいっぱい・ち

十価3

一ぱい︒

からいっぱい・にわいっぱい・はら
いっぱい・まどいっぱい・みせいっぱ

夜になっても薄青い空︑其の

空に︑星が一ぱい氷りついたやうに

四五月頃のにしんの盛な漁

十643

十一欄6

﹇一般﹈︵名︶2 一般εこ

十二679

一般にかうした古墳の内部

一般に本丸への道は狭く︑

は︑どうなってみるであらうか︒

十一一149

くみんいっぱん・ハワイいっぱん

いっぱん

して︑また＼いてるる︒

六498 僕は驚いた︑どこかの屋根が︑ 期には︑沿岸を走る汽車の中まで︑
さて埠頭に下りると︑そ

こはけた＼ましい支那人の叫びで一

十一柵10困

にしんの香で一ぱいだといふ︒

い

目がねの玉一ぱいに廣がつて︑つい
四五米ぐらみの所にあるやうに見え
るではないか︒

六915 おなかが一ぽいになったので︑ ぱいです︒
最後は又急流の岩に激し︑

十一梱11

曲折してみるから︑敵の寄手が若し

仲よく日なたぼつこをして居るので

人の心はもう驚と感激で一ぽいにな

門を突破すれば︑差當りかうした廣

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑三

六感7 いっか︑にいさんのお作りに

つて︑たゴぼうっとして︑ひき終つ

せう︒

なった小さい温床に︑今日も︑おだ

場になだれ込まざるを得ない︒

一ぱいにさしこん

三佃5

見ると︑かめを一びきつ

りしていぢめてみるのです︒

かまへて︑ころがしたり︑た＼いた

四価2 なんせんして︑鬼が島へ
流れついたれふしが︑鬼を一ぴ

き連れてかへって來たといふ

二階ノマドカラ眺メテ居ルト︑

うはさがったはりました︒

大キナ鬼グモが一匹︑スウツト︑私

五763

そっと行って見ると︑二米ぐ

ノ目ノ前ニブラ下ツテ來マシタ︒

らみの高さの所に︑あぶらぜみが一

五813

匹止って居る︒

けれども︑魚は一匹も釣れず︑

その上︑大切な釣針まで︑魚に取ら

五備2

兄神は︑弓矢を持って︑山へ

れておしまひになりました︒

五価8

狩りにお出でになりましたが︑これ

大きなのが一匹︑すぐそばの

も︑鳥一羽︑獣﹇匹取る事が出必ず︑

﹁︿略﹀︒﹂と思って︑のぞいて

稻の葉に止った︒

六237

六403

親山羊の白いひげの下を︑一

見ると︑山羊は一匹も居ません︒

匹の子山羊がくゴり抜けて︑柵に前

六447

足をかげながら︑私たちをじっと見
一匹

な様子です︒

足もとに居て︑今にも飛びつきさう

大きなねずみが﹇匹︑雪舟の

びき

其の聲につり込まれて︑僕 いっぴき ﹇一匹﹈︵名︶19 一ピキ 一

庭のかきねに︑
とまった︒

六冊2

たちも︑たゴありがたい感じで一ぱ

一びき

とんぼ

ました︒

が

三466囲

ウカハイガッテヰマシタ︒

二837犬ヲーピキカッテ︑大ソ
一

心は喜び．で一ぱいになった︒

一パイ

サウシテ︑ユデタ栗ヲ︑オ 三702 その時︑ 一びきの子ねず 七131 にいさんは︑たつのおとしご
を一匹取ったので︑観じまんでした︒
みが︑前へ出ていひました︒
一パイ持ッテ來テ下サ

﹇一杯﹈︵副︶7

ボンニ

四502

ぽい

いっぱい

十二脳10

いになった︒

十二951

たのも氣附かぬくらみ︒

やかな冬の日が︑
で居ます︒

軍紀1 始は︑たゴ恐しさで一ぱいで
したが︑

七282 家の前も︑後も︑横も︑まる
で夕立の降るやうに︑蛙の聲で一ぱ
いである︒

ともいはれぬ感じがして︑目が涙で

八578 それを拝した時︑私たちは何

匹の馬に二人乗るもあり︒

八343図 後向きに乗るもあれば︑一

あべのむね

八駕6 一匹として反封の方向へ進む
よしいへ

のはありません︒
たふ

任を召連れて︑廣き野を過行きしに︑

九183図 八幡太郎諸家︑或日安倍宗

お だのぶなが

狐一匹︑目の前に走り出でたり︒

きつね
やまうちかつとよ

九398図 山内一豊︑織田信長に仕へ
ていまだ日淺かりし頃︑或日一匹の
良馬を士買りに來れる者あり︒

十一悩9 氣候が寒いので毛並がよく︑
一幅

一匹千圓といふのがあるといふ︒
﹇一幅﹈︵名︶1

南方若しくは東方から望め

ば︑優美其のものと思へる姫路城も︑

十二721
これを北から西から望む時︑まるで
様子を一攣する︒

一歩々々

一

徳川に封ずる朝議は︑此の

時から一攣した︒

十二僅6
一歩

一歩も退くな︒

﹇一歩﹈︵名︶1

九慨7図園

いっぽ

歩一歩

いっぽいっぽ﹇一歩一歩﹈︵名︶6

十448一歩浩々進むにしたがひ︑木
立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

中門と︑塔と︑金堂と︑其

完全な姿を現す︒

十一262

の入組んで見える屋根が︑一歩々々

十27図 玉垣に連なる鳥居の奥に︑

いっぷく

すがくしき赤松の木立を負ひたる
ろう

ニ

ト

るくらみの大きさに巻いて︑其の一

こ

まく

詩心クツツキマシタ︒

それを通り抜けて︑だらく

これで︑一本の筒が出來上つ

方のはしに︑目がねの玉をはめた︒
五佃5園其の門のわきに井戸があっ
わら
先づ一本の藁を持って來て︑ て︑そばに︑一本の大きな木があり

ます︒

十一468

其の一方を耳の鼓膜に寂れさせ︑他

六513

た︒

の一方をす＼のか＼つたガラスの上
に置きました︒

た︒

た︒

味で︑

十柵9

僕の學校に︑大きな杉の木が

勢のよい苗を選んで︑一丁に

僕は︑割合にしっかりしてゐ

くつれ残

二本の門松の中︑其の一本を

其の一本を以て親の長壽を祈

本を以て親の長壽を祈らうといふ意

以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑其の一

国情9

れる民屋に︑ 今ぞ相見る二將軍︒

弾丸あともいちじるく︑

十886黒馬

庭に一本なつめの木︑

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ

九6910

の話が出る︒

りには︑人の山が出來て︑いろく

九3710

火なは一本の煙草ぼんのまは

ゐましたから︑取りかへて置きまし

九3110圏小さなねちが一本いたんで

一本つつ植ゑました︒

七464

本出て居ました︒

七416 ほんたうにかはい＼芽が︑ 一

﹇本ある︒

七287

本ある︒

坂を上ると︑道ばたに大きな松が一

他の一方をす＼のか＼つた 七201

ガラスの上に置きました︒

十﹁469

もくくと大きくかたまつ
たり︑又時にそれが畠のうねのやう

十一擢10

に︑天の一方から他方へ幾條か連な
つたりすることがあります︒

一

黒き影は城の一方より現

一ボン

れ出で︑ひらりとばかり水中にをど

十一一748図

﹇一本﹈︵名︶21

り入りぬ︒

いっぼん

二875サウシテ︑犬ノオハカヲ

本εきいっぽん

特に必要ですから︑先づ土毫を作つ

ツクッテ︑ソコへ︑小サナ松ヲ︑

一寸ボブシバ︑オバアサン

昔︑ある所に一本のくす

ソノウチニ︑コノタクサンノ

綜ノ中ノ一本ガ︑写実フノ柿ノ木ノ

五785

まへば
くて︑前歯が二三本抜けて居ませう︒

五号3囹さうして︑左の足が一本短

本見つけました︒

が大そう光ってみる竹を︑一

四275ある日のこと︑もとの方

の木がありました︒

四42

カラ︑針ヲ一本モラヒマシタ︒

三514

三431囹もう一本で千本だ︒

一ポンウエマシタ︒

前の人の足跡を躇みしめる
そこには︑イギリスが生ん

やうに︑一歩一歩登って行く︒

十一備8

後の目的に達するやうになさい︒

て︑それから一歩二心高く登り︑最

これは︑學問の研究には

進むにつれて︑ゆらぎながら私の方

エダ

︵サ変︶

十一735園

櫻門は︑一幅の彩筆に似て︑しかも

さうごん

一ペン

へ寄って來る︒

﹇＝遍﹈︵名︶1

荘嚴のおもむきをそへたり︒

いっぺん

﹇一 変 ﹈

トウト ウ ︑

一ペン︑二ヘン︑ 三ベン︑
一263圃
四ヘン︑
ビツイタ︒

︽Iーシ︒ ー ス ル ︾

いっぺん・する
攣する

十二伽9

だ光榮ある政治家・學者・詩人・文

ほさう

め︑水道を設け︑下水を完全にし︑

一方

ちやうど︑目がねの玉がはま

﹇一方﹈︵名︶5

六509

いっぽう

難なる工事を進めたりき︒

に力むるとともに︑一歩々々其の困

十二柵4図

在し︑

學者・獲明家等の墓が一歩﹇歩に存

隠することに成功しました︒

なかの

十一燭11 しかし︑半島を廻って中
うみ

湖に入ると︑風光が一要した︒

ン湾に入ると︑海は全く一曲しまし

十一備3国 アラビヤ海を航してアデ

た︒

しかも彼屈せずして募集

道路を鋪装して︑昔の不健康地を一

十捌7 水たまりを乾かし︑みぞを埋

5

いっぷく一いっぼん
160
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いっぼんいっぼん一いと

らうといふ意味で ︑

こまく

其の一方を耳の鼓膜に燭れさせ︑他

十一205園

でも︑かう何時までも赤

イツモ

ニコニ

ウ

いつ

をぢさんは︑何時までも頭

ちゃんでは困りますよ︒

十二921
を下げて叫んでみる︒
﹇何時﹈︵副︶15

何時も

イツモ︑

ワタシガ︑ウタヲ

ワラヒマス︒

浦島が︑舟にのって︑い

つもの通りつりをしてみる

三七8

コ

タッテヤルト︑

二373翻

も

いつも

わら
十一468 先づ一本の藁を持って來て︑
の一方をす＼のか＼つたガラスの上
ばん
これを盤の上に⁝縦に一本置

に置きました︒

十二柵3
けば一︑一一本並べて置けば二︑五本
並べて置けば五をあらはす︒

いっぼんいっぼん副本一本﹈︵名︶1
一本々々

八918

十一一901

︵感︶2

をぢさんは何時も話の終に︑

いで

十一923図圃

いで

いで︑大船を乗出し

出立つ

いと

﹇糸﹈︵名︶19

いと

綜3あか

クモハ︑雨ドヒノ所カラ︑締

いとおどし・たていと・よこいと

ヲ引イテ下りテ來タノデス︒

五766

クモハ︑ヤガテ︑後ノ方ノ足

ヲ動カシテ︑オシリノ所カラ︑タク

五776

練ハ︑一糎︑二糎ト︑見ル間

サンノ細イ練ヲ引出シ始メマシタ︒

何十本トモ知レナイ︑細イ︑

ニノビテ︑二米グラヰニモナリマシ

五778

タ︒

白イ締ガ︑夕風ニユラレナガラ︑フ

五782

ハフハト空中ニタ．・ヨツテ居ルノハ︑

ソノウチニ︑コノタクサンノ

ホンタウニキレイデシタ︒

綜ノ中ノ一本ガ︑泥質フノ柿ノ木ノ

五785

枝ニクツツキマシタ︒

クモニハ︑ソレガ︑スグワカ

ルモノト見エテ︑シキリニ︑コノ締

五788

ヲ引ツパツタリ︑動カシタリシテ居

マシタガ︑

今度ハ︑前ノ方ノ足ヲシキリ

ニ動カシテ︑コノ緯ヲ自分ノ方ヘタ

五795

スルト︑今マデタルンデ居タ

グリ始メマシタ︒

五796

カウシテ︑雨ドヒト柿ノ木ト

締ガ︑ダンく二︑マツスグニナリ

マシタ︒

トハリ渡サレマシタ︒

ノ間二︑一スヂノ練ガ︑空中ニピン

今日よりはかへりみな 五798
みたて

る・おいでる

先生はいつも眞先に立たれて︑いでる 且vおいでくださる・おいでなさ

聲を掛けて僕たちをはげまされた︒

急な坂にか＼ると︑﹁︿略V︒﹂と︑掛

九24花の咲く頃は︑何時もかうし
皆何時ものやうに︑こ＼で

て氣をもむことが多い︒

九685園

かういふ時︑錆沙納言は︑何

支度をして︑學校園へお集りなさい︒

十二10

時もはっきりとした態度の女でした︒

此の不幸な子を︑どうした
らなぐさめてやることが出來るか︑

十﹇226

すまで︑ほとんど一本々々手にかけ

源氏は何時もそれを考へねばならな

八486耕して︑植ゑて︑刈って︑干

と︑﹁︿略﹀︒﹂と︑呼ぶものがあ

かった︒

おちいさんの切る竹からは︑

四287この子を見つけてから︑ 十﹇㎜2 月は何時も晴天なのです︒

ります︒

いつま

た稻が︑此の機械で見るく片附け
﹇何時迄﹈︵副︶9

られて行く︒

いつまでも

ます︒

やっても︑すぐになくなってしまひ

よりたくさん來るので︑いくら餌を

でも 何時までも
いつもお金が出て來ました︒
口ぐせのやうに言ふ︒
五639園私は︑いつまでも︑こ＼に 六901 こんな雪の朝などは︑いつも いで 丑vおいで・おんいで
居るわけには行きません︒

五955囹 天皇の御祭は︑天地の堅く
かぎり︑いつまでもさかえるぞ︒

井

蟻と蟻うなづ

あり

﹇井手曙覧﹈︹人名︺1

井手曙覧

であけみ

み

いで︑軍艦に乗組み

て︑我は拾はん︑海の富︒

十一925気圏
て︑

八613 私たちは︑其の勇ましい姿を︑ 六㎜⁝4囹 わたしは︑いつもお纏を讃

いであけみ
ゐ

我は護らん︑海の國︒

つい書がかきたくてかきたくて︑た

まうと思ふのだが︑机に向かふと︑

へ東へ

いでた・つ
︽ーツ︾

は

くて大君のしこの御楯と出立つわれ

十二957悪留

﹇出立﹈︵四︶1

きあひて何かことありげにはしる西

十一一鵬2

手曙覧

であけみ

何時までも見送って居ました︒

まらなくなってしまふ︒

九464図圓 ありのま＼に申さざる間
は︑何時までもかくてあるべし︒

七209

雨ざらしになって居るが︑何

九二1 僕が唱歌を歌ふと︑北斗は︑

なぎなた

けれども︑刀・槍・長刀など︑

いつもの如く研究室にはいつ
夜なが過ぎても出て來ない︒

た佐吉は︑日が暮れても出て來ない︑

八866

らく光って居た︒

武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

七㍑6

時もお花が上って居る︒

ら︑僕のそばで遊んでゐます︒

何時までもおとなしく草をたべなが
十474 河井君は幾度かかう言って︑

何時までもそこを動かうとしなかつ
た︒

十一193園 どうして何時までもかう
なんでせう︒

いと一いなかもの
162

六搬4圃 雨はこぬかか︑締のやう︒

十欄9図後に山を負ひ︑前に熊野な
だを望み︑境内さして廣からねど︑
かうぐ
くまなくはき清められて︑いと神々

七888 三日程たつと︑三つの隊は︑

綜にでも引かれるやうに︑藤吉郎の
地高ければ氣もまたすみ︑

し︒

﹇井戸﹈︵名︶3

井戸

本の大きな木があり

五佃5園其の門のわきに井戸があっ

いど

いと静かなる境内なり︒

十欄1図

心のま＼に動くやうになった︒

八718 練におもりを附け︑それをつ
るして︑彼は同じやうなことを何べ
んとなくやってみました︒
て︑そばに︑

八722 おもりを締でつるして︑それ

を動かすと︑おもりは左右へ振りま

もち

水を汲まうとして︑ふと井戸

﹇厭﹈︵五︶1

いとふ

﹇移動﹈︵サ変︶1

茂に嫁ぎ給うたのは︑

ス︾

いどう・す
︽

︽

だん
さえたる青空に︑小さく断
向かひて移動す︒

績せる白雲︑おもむろに西より東に

ぞく

十四1図

移動す

十二研9 國のため民のためには水火
いへ
の中をもいとはぬ御事悟で︑將軍家

ハ︾

いと・う

が︑すみきった水にうつって居ます︒

の中をのぞくと︑美しい神様のお姿

五梱1

た︒

あって︑そばに大きな木がありまし

なるほど︑門のわきに井戸が

ます︒

いと

五伽2

す︒

く︑長くすれば振方がおそくなりま

八723 其の練を短くすれば振方が速
す︒
八725 しかし︑練の長さを一米なら
一米にきめて置く と ︑

十一887 五六十糎のますやさけが︑
るのだ︒

機の胴膿から離れた単寧は︑

網の練も切れんばかりにか＼つてゐ
十一髄10

練を引くやうに目標めがけて落下す
る︒

十二櫛9図圃 紅のやまと錦もいろ
くの練まじへてぞあやは織りける
あをやぎ

十二柳2図囲 音もせずふるとも見え
﹇最﹈︵副︶ 4

ぬ朝じめり枝おもげなる青柳のいと
いと
しばふ

一見はなはだゆる

十49図 やがて木立遠ざかりて︑緑 いどう・する ﹇移動﹈︵サ変︶2 移動
する

下界は︑

︽ーシ︾

の芝生遠く憎く績き︑匿いとはるか

九棚10

すべての物があっといふ間に過ぎて

くと移動してみるが︑それでみて︑

なる彼方に︑寳物殿を望む︒
むさ し の

ま＼今に残りて︑とこしへに大御心

しまふ︒

十72図 昔の至悪野の面影︑其の
をしのびまつるも︑いとかしこしや︒

一歩白々進むにしたがひ︑木 いとま

﹇暇﹈︵名︶3

いとま5おい

とま・おいとまいたす・おいとまご

十448

い・おいとまする

否←やい

日本刀の鋭利を物語る傳説

いな

將軍︑﹁︿略﹀︒﹂﹁いな︑

﹇否﹈︵感︶2

九458図囲

なや

いな

は敷へるにいとまがない︒

十一鵬8

まれます︒

中に過ぎて︑しきりになごりが惜し

今日まで殆ど退屈するいとまもない

十一囑10国 長いと思った歓洲航路も︑

瀧見に奪はれて少しもいとまがない︒

膿は車に任せながら︑心は

立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

︽一

十一悩7

完全な姿を現す︒

いとこ

つ

町のいとこが 到る時︑

﹇従兄弟﹈︵名︶1

言ったのを︑

十686圏

いとこ

あれ程ほしいと

螢む

さあ︑いとしい末のコー

いとしい

別れ

其のま＼に
﹇愛﹈︵形︶1

思はれる︒

いやらないで︑
たことも

いとし・い

十二㎜2圏

余ーイ︾与おいとしい

デリヤは何とだ︒

﹇営﹈︵五︶3

私たち人類にとって︑否︑

教へられたるには候はず︒

十二㈹7

すべての生物にとって︑太陽ほどあ

りがたいものがあるだらうか︒

八798

者

静かだといふみなかの夜も︑

佐吉は静岡縣のみなかに生ま

某は︑田舎から参った者

なうく︑田舎の人︑

みなか者らしい一人の青年が︑

いなかもの ﹇田舎者﹈︵名︶1 みなか

これぢや︒

十二563囹

でござる︒

十二555囹

れた︒

八818

とする︒

此の頃は︑雨戸をしめて始めてほっ

七283

且vちょうせんのいなか

いなか ﹇田舎﹈︵名︶4 みなか 田舎

カリフォルニや州の南部は︑

マ・ーム︒iン︾

いとな・む

九532困

元來此の城は︑飾磨平野の

日本人が早くから來て農業を螢んだ
所で︑

十二701

中央︑や＼北寄りの姫山・鷺山に接
つて忌まれたもので︑

近來はそれだけで満足せず︑
住宅を郊外の森林地帯などに螢むこ

十二鵬8

井戸ばた

井戸ばたへ行って︑足を洗つ

﹇井戸端﹈︵名︶3

とが流行して來た︒
いどばた

井戸端

父は︑天略﹀︒﹂と言って︑大

五824
た︒

七衛1

將を井戸端へ連れて行き︑着物をぬ
がせて︑頭から冷水を浴びせかけた︒

井戸端のうるしの木が︑ぬう
つと立ってるる︒

十645

163
いなご一いぬ

︹課名︺2

稻むらの火

認むらの火

いなむらのひ
第十

わら
が︑片端からへって︑後には藁の山
十目11

毎日毎日機械館に來ては︑そこに陳
が積まれ︑前にはかき出されたもみ

営むらの火

こがね

列してある機械の前にすわって︑じ

第十

十547
︽ービ・ーブ︾

いなみ奉る

︽ール︾

稻むら

十二52図囹我︑もとよりいなみ奉
る心なし︒

﹇稲叢﹈︵名︶5

﹁︿略﹀︒﹂と︑五兵衛は︑いき

幕︑張廻らしたる陣螢の

居並ぶ大名・小名︑二人

だいだいり

ら

朱雀の大路南に走りで︑南端に羅

すざく

十二価11図北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑

城門をふまへたる古の奈良の都は︑

じゃう

如何に美しく︑如何に盛なりしそ︒

十二鵬6図遠く連なる田園の間に東

しかも︑下關海峡を出

しものせさ

條・二條・三富の大路の名残

西に走る三筋の路は︑北より敷へて

古の

とす︒

十二偽6図

古よりこ＼に難破するものすこぶる

スコシイクト︑ムカフカ

モモタラウハ︑犬ニオダ

イテイキマシタ︒

一626犬ハ︑ケライニナッ．テツ

ンゴヲヤリマシタ︒

一625

ラ犬ガキマシタ︒

一606

いぬ ﹇犬﹈︵名︶20 犬←かいいぬ

多く︑

入する船舶の航路に接するを以て︑

ごりょう

﹇稲荷神社﹈︵名︶1

の心をおしはかりて︑袖をぬらさぬ

遠くない︒

古

でれば︑伏見桃山の御陵はさして

十﹇910 三十三間堂に一千一盟の御
いなり
佛を拝み︑更に南して稻荷神社に詣

稻荷神社

いなり

いなりじんじゃ

はなかりけり︒

十二534図

く居並びたり︒

中には︑關八州の大名・小名星の如

なってみるたくさんの稻束が積んで
いなびか

いなびかり︒︿略﹀︒それで

もびかり︑目をさし通す︒

上柳2圃

﹇稲光﹈︵名︶1

十二512図

いなびかり

ある︒

そこには︑取入れるばかりに いなら・ぶ ﹇居並﹈︵四︶2 居並ぶ

十524

いなご

が︑黄金の小山をきつく︒

﹇稲子﹈︵名︶3

つとそれに見入って居るのであった︒
いなご

六233 稻がだんく刈られて來るせ
みか︑いなごが︑たくさんこちらへ
飛んで拘る︒

だと言って︑田の土で園をこしらへ

六246 弟は︑いなごを飼って置くの り
た︒

稻作

六247 いなごは︑せまい園の中から︑いなみたてまつ・る ﹇否奉﹈︵四︶1
﹇稲作﹈︵名︶1

外へはひ出さうとする︒
いなさく
しやう

いなむら

十一一4411 光囲は喜んで老人たちを

請じ入れ︑野菜の出町や稻作の模
十549

いつくしま

ガキマシタ︒

スコシイクト︑コンドハキジ

嚴島は古より日本三景 一651犬トサルヲツレテ︑マタ

﹇古﹈︵名︶8

十︻5310図

いにしえ

かうして︑自分の田のすべて いなん ←くじょういなん

なり其の稻むらの一つに火を移した︒

様などを得意になって語るのを熱心
に聞いた︒

いな
いなさのはま n稲佐野﹈︹地名︺1 稻

十552

さ

含むらの火は天をこがした︒

の稻むらに火をつけてしまふと︑松

いなさ

十557

佐の濱
浅田

の一に敷へられて殊に名高く︑
し な

されば古は︑支那より渡

ジヲツレテ︑オニガシマニツキ

一67ーモモタラウハ︑犬サルキ

十一悩1図

來せるもののわっかに世に存するの

タカラモノヲツンダクル

マヲ︑犬ガヒキマス︒

一743

クルシメマシタ︒

リ︑ カミツイタリシテ︑ オニヲ

一695サルト犬ハ︑ヒッカイタ

ショ ニセメイリマシタ︒

一69ーモモタラウハ︑犬トイッ

マシタ︒

る稻むらと五兵衛の顔とを︑代る

古のふみ見るたびに

此の川の川上なり︒

て︑かのをうち退治の傳説あるは︑

十一一38図園此の川は古の簸川にし

ひのかは

思ふかなおのが治むる國はいかにと

十ニー3群雨

身邊からはなさなかった︒

十﹇研9

りき︒

みにて︑學者其の得難きに苦しみた

稻むらの火は︑風にあふられ
て又もえ上り︑夕やみに包まれたあ

十596

劒投ぜし古戦

七里が濱のいそ傳ひ︑

﹇稲村崎﹈︹地名︺1

たりを明かるくした︒
いなむらがさき
いなむらがさき

十二465図圃
いなむらがさき

稻村崎︑名將の
場︒

古の武士は︑寸時もこれを

ぐ見くらべた︒

集って來た人々は︑もえてゐ

明を捨てた︒

﹇稲田﹈︵名︶3

稻束

十572

十二77図 稻佐の濱といふ所なり︒
いなだ

七悩2圃 雀見上げて 冬田に立てば︑

今日もからりと 秋びより︒
八117 青々と植ゑつけられた夏の稻
田を思ひ浮かべて居るでせう︒

九柳7 山と山との間に︑黄色い川の
﹇稲束﹈︵名︶3

やうに見えるのは︑窪田であった︒
いなたば

て︑稻束をまとめて︑稻かけの方へ

六259 おかあさんは︑刈るのをやめ 稻村崎
運び始められた︒

八489 稻かけから運ばれた稻束の山

いぬいのこてんしゅ一いのち

164

犬ヲーピキカッテ︑大ソ

二752囹サア︑犬デス︒

二837

乾の小天守を左に︑如何にも調和

いぬゐ

よく︑高い石垣の上に聲えてみる︒

ろですが︑
六406 稻が刈られたので︑きのふ︑
さく
いのうえ ﹇井上﹈︹人名︺1 井上
たんぼに柵を作って︑山羊の運動場
だんな
十816囹 お＼︑井上の若旦那様︒

昔の聞多は井上馨として︑

かをる

耕して︑植ゑて︑刈って︑干 いのうえかおる ﹇井上馨﹈︹人名︺1

小天守

十二66図9東の小天守10乾の をこしらへてやったのでした︒
八486

ウカハイガッテヰマシタ︒

十872

井上馨

かをる

すまで︑ほとんど一本々々手にかけ

頭上には︑乾の小天守︑西

た稻が︑此の機械で見るく片附け

こう

十787

井上聞多

みのうへぶんた

まうり

周防の山口では︑今日も毛利

すはう

井上聞多

みのうへぶんた

いのうえぶんた ﹇井上聞多﹈︹人名︺3

朝堂に時めく人となった︒

の小天守及び大天守が︑東の小天守

いたる所水田がよく開けて︑

られて行く︒

稻が青々とのびてるる︒

九柵7

と四つ目に並び︑互に腕を組合って

十二689

二844アル日︑犬ガ︑ハタケノ
スミデ︑﹁︿略﹀︒﹂トナキマシタ︒

二863コノハナシヲキイテ︑犬
ヲカリニ來マシタ︒
犬君

見渡す限り水田が績いて︑
青々とした稻が勢よくのびてみる︒

いぬき
雀の子を︑あの犬君が逃 九麗3

いぬき
﹇犬君﹈︹人名︺2 犬君

十一182園

いぬき

二864サウシテ︑ムリニ犬ヲナ 天に煮えながら︑
タガ︑キタナイモノバカリ出マ

カセテ︑ ハタケヲホッテミマシ
したの︒

ヲ

モラッ

て︑導束をまとめて︑稻かけの方へ
運び始められた︒

する武備を．主張した︒

ばくふ

それにしても︑此の母の慈愛

十797囹 ﹁井上聞多︒﹂と答えるが早

いか︑

によらなかったら︑三十歳の井上聞
さいご
多は︑山口在に非命の最期を遂げた

十878
が積まれ︑前にはかき出されたもみ

六目6 五 稻刈

船は輕く左方へ曲り︑鯨の逃

七998

イノチ 命﹇▽

イノチダケハ︑オタスケ

引けなかったら︑命がな

今こ＼で命をとられるのだ

漏六年といふ長い地下生活に

せてもらひたい︒

から︑此の世の別れに一曲だけ吹か

七341園

いそ︒

四伽2園

クダサイ︒

一724圏

おんいのち

いのち ﹇命﹈︵名︶16

道に封してイの字なりに迫って行く︒

十重7

いのじなり ︵名︶一 イの字なり

であらう︒

こがね

六208五 下刈

︹課名︺2

んとおかあさんは︑腰をのばして︑

稻刈

が︑黄金の小山をきつく︒

八488 稻かけから運ばれた稻束の山
わら
が︑片端からへって︑後には藁の山

たう

侯の御前會議で︑氣鋭の井上聞多が

ハヒ

おかあさんは︑刈るのをやめ

シタ︒

犬のてがら

犬のてがら

六261

反封黛を向かふに廻して︑幕府に封

ですこと︒

二867オヂイサンバ︑オコッテ犬 十一186囹 まあ︑しやうのない犬君 いねかけ ﹇稲掛﹈︵名︶2 稻かけ
ヲコロシテシマヒマシタ︒
二十二

二十二

稻

よい天骨で︑あちらでもこち

らでも︑稻を刈って居る︒

六213

いね ﹇稲﹈︵名︶11

五梱3

五目10

二872犬ヲカハイガッテヰタオいぬのてがら ︹課名︺2犬のてがら
タ︒

ヂイサンバ︑大ソウカナシミマシ

二874サウシテ︑犬ノオハカヲ
ツクッテ︑ソコへ︑小サナ松ヲ︑
一ポンウエマシタ︒
バ︑ソノ

イネ

イネカリ

居眠

今日は︑うちの稻刈だ︒
﹇居眠﹈︵名︶1

これがもし目をつぶって居た
ら︑居眠をして居るといひたいとこ

聖心5

トホイタンボヘ イ

カマヲカツイデ︑ ア

カマキリヂイサン︑

﹇稲刈﹈︵名︶2

層層

稻がだんく刈られて來るせ いねかり
みか︑いなごが︑たくさんこちらへ

ニー46圃

六212

ソギマス︒

ゼミチヲ︑

カリニ︑

飛んで來る︒

六233

﹁︿略＞Q﹂﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

二903犬ヲカハイガッテヰタオ 六221 稻を刈って居られたおとうさ いねかり
ヂイサン

テ來マシタ︒

五鵬3 犬のか＼りの兵士は︑一生け
んめいになってさがしました︒
あし

大きなのが一匹︑すぐそばの

さうして︑稻の葉や董に止る︒

九帽6 大きな犬ぐらみの大きさで︑

六237

六234

ざくくと︑稻を刈る音が聞

稻の葉に止った︒

える︒

六255

刈ったあとには︑く＼つた稻
の束が︑田の上に並べてある︒

六257

いねむり

肢はばかにひよう長く見えます︒

﹇乾小天守﹈︵名︶

十二欄1図圃 犬が來て水のむ音の

夜寒かな
いぬゐ

いぬいのこてんしゅ

3 乾の小天守 乾の小天守
の西の小天守を中に︑同じ三層の

十二651 五層の大天守を右に︑三層

165
いのちからがら一いぶつ

自身の命よりも︑父上を大切と存じ

中の無事を祈った︒

﹇祈﹈︵四・五︶10

祈る

た︒

十柵10

さうして︑山の端にか＼る三

つ＼しみて︑御在世中の

せ

神風の伊勢の内外の宮柱

と︑神

みた︑りっぱな城に住んで︑い

將となり︑これまで百合若の

ばってゐました︒

一つりっぱな宮殿を建て︑

たくさんの兵隊に守らせて︑いばつ

六281囹

てやらう︒

上座にすわって︑いばって居

たたけるは︑此の少女を見ると︑自

六292

大砲ヲ何等門モスエツケテ︑

分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

海上ノ城ダトイツテイバツテ居ル軍

六梱8

ハ︑何トモ言フコトが出様ナイ︒

艦ヲ︑一打チニ沈メタ時ノユクワイ

る

︽ーレ︾

いばれません︒

九587国

二十階・三十階では︑もう

神風の伊勢の内外の宮柱ゆ いば・れる ﹇威張﹈︵下一︶1 いばれ

清少納言は嬉しくなって︑心

する

刀は︑決して敵を斬るのを

︽ースル︾

いふく・する ﹇威服﹈ ︵サ変︶1 威服

十一槌3

抜かざるにすでに敵を威服するに足

目的とするのではなく︑身を守り︑

るものでなければならぬ︒

いぶ・す ﹇煙⁝﹈︵五︶1 いぶす

︽一

以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑其の一

味で︑
青縞ー93

濃い色ガラス︑又は黒くい

ご ま

ぶしたガラスを通して太陽を見ると︑

十二悩1
い

シ︾

イバル

られたといふ夜明前の神秘な儀式が︑
﹇威張﹈︵五︶5

遺物与こい

表面に黒い胡麻粒のやうなものが見

﹇遺物﹈︵名︶5

ばる

ぶつ

ぶつ・こだいのいぶつ︒れきしてきい

いぶつ

えることがある︒

四五7きゃうだいは︑思ひ通り大

ト︑フキトバサレテシマヒマス︒

バッテヰテモ︑風サンが來ル

二524圏イクラ私が空ニイ

︽ーッ︾

いば・る

目の前に浮かぶやうな氣がする︒

奏樂の中に天子が恭しく祈

本を以て親の長壽を祈らうといふ意

二本の門松の中︑其の一本を

の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と一心に祈りまし

十撹8

かけて祈らせ給へるを︑

るぎなき世をなほ祈るかな

十41図

ゆるぎなき世をなほ祈るかな

十39図圏

世を守れ伊勢の大神

い

とこしへに民安かれと祈るなるわが

大御歌・御歌をしのびまつれば︑

十37図圃

日月を仰いでは︑﹁︿略﹀︒﹂と祈った︒

九774

に直ゆ︒

まり︑扇も少しく落着きて︑射よげ

祈りて︑再び目を開けば︑風や＼静

齢一目を閉ぢ︑一心に神に

くらべて︑何といふ地上の短い命で
命

八㎜2図
﹇命辛辛﹈︵副︶2

ます︒

命からがら逃出した者も︑し

いの門

ところで︑更に﹁いの門﹂

︵名︶2

十一一6510

いのもん

賀の國へ逃げのびたり︒

八百2図大將讐は︑命からぐ加

たゴ﹁︿略﹀︒﹂と言ふばかりQ

ばらくは︑績いて起る鯨震に驚いて︑

六燭7

からがら命からぐ

いのちからがら

せう︒

七伽4囹 いたゴいたのは︑財布では
なくて私の命でございます︒

を取れ︒

八395園 すきをねらって︑頼朝の命
八412 先づ鶴岡の八幡宮へ参って︑
母の命を助け給へと祈り︑それから
頼朝の御殿へ上って︑うばと二人で
お仕へしたいと願ひ出ました︒
風呂の底が抜けて︒

九章2園 いや︑命だけは無事だが︑

をくゴり︑﹁ろの門﹂をくゴつて︑

たゴ美しいといふだけではすまされ

奥へくと進むにつれ︑姫路城は︑
なくなって來る︒

十157落首 三河國の住人足助次郎重
範︑かたじけなくも一天の君に命を

﹇祈奉﹈︵五︶1

いの門

捧げまみらせて︑此の木戸を固めた
り︒

十二66図2
いのりたてまつ・る
祈り奉る ︽ール︾

十192囹 命が惜しくなったか︒

十541 此のま﹂にしておいたら︑四

十204囹何で命を惜しみませう︒

いの・る

る︒

ます我が皇室の萬歳を心から祈り奉

九研6 此の國歌を奉唱する時︑我々
えり
日本人は︑思はず襟を正して︑榮え

百の命が︑村もろ共一のみにやられ
てしまふ︒

中の命が救へるのだ︒

十548囹もつたいないが︑これで村

︽ーッ・ーラ・ーリ︒ール︾且Vおいのりす

八413

る・おいのる

十梱1 もと此の地方に流行したマラ
リアと黄熱病が︑かつては何萬とい

通信紙をつめたアルミニウム
ばらく鳩の盟にほ＼をすりつけ︑途

の管を鳩の右足に取附けた兵は︑し

八761

お仕へしたいと願ひ噛ました︒

頼朝の御殿へ上って︑うばと二人で

母の命を助け給へと祈り︑それから

先づ鶴岡の八幡宮へ参って︑

ふ西洋人の命を奪ったこともありま
す︒

十二佃1圓 どうせ死ぬべき此の艦を
捨てて︑永久の命を得ようといふの
だ︒

十二愉5囹此の世の中にある何より
も︑どんな尊い寳よりも︑いや︑私

いぼう一いま
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と︑エジプトの古い文明を物語る遺

十一捌9團 カイロ博物館をたつねる
物が︑七十といふ室にぎっしりと陳

今までのことを申しました︒

すると︑今までかくれてみた︑

いろいろのわるものが出て來て︑

五14

眠ッテデモヰルヤウニ︑弱イ
光ヲ出シテヰタオ日様ガ︑

今まで見たこともな 四伽5 サウシテ︑今マデハ︑半分

イラッシャイマス︒

三268囹
いほど大きいのです︒
すると︑今までやさしさう

に見えてみたおちいさんのか

三912
ほが︑急にきつくなりました︒

列されてゐましたが︑

た古い時代から︑實に今日の我々の

マシタ︒

五838

今上ヲタベテ居ル翼モ︑アシ

スルト︑今マデタルンデ居タ

今︑此の舟をおし出します

あなたは︑今ため息をなさ

今までやさしくお給仕をして
失禮ながら︑今︑お名をさ

しつれい

居た少女は︑すっくと立上って︑

六302

なったのではありませんか︒

いましたが︑海の世界が︑おいやに

五偽6園

しゃいませ︒

から︑しばらく目をつぶっていらっ

五重1園

ふと︑何だかかはい＼氣がする︒

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思

なりましたが︑生まれた頃は︑乳房

をくはへて︑うまさうに︑すつばす

尊い

ラッパのひゴ

目の前を今過ぎて行く

おごそかな

っぽと吸って居ました︒

き︑

六637圏

軍旗︒

すると︑今まで悲しさうだつ

今五十銭の鍋を返していたゴきまし

た︒

た雪舟の顔は︑だんだん晴れやかに

豊麗1

これほどお前が上手だとは︑

なって來ました︒

わたしは︑今まで知らなかった︒

六網5囹

今言った隅田公園は︑此の

今こ＼で命をとられるのだ

やっと二月言前から起上つ

て︑今では︑どうかかうか杖にすが

七梱3園

來ぬやうでは困る︒

か百間程の修理が二十日たっても出

七787園今︑職國の世の中に︑わっ

居ります︒

の敵は︑皆こちらのすきをねらって

七775園今︑職國の世の中に︑四方

せてもらひたい︒

から︑此の世の別れに一曲だけ吹か

七341圏

川の岸にあるのだ︒

今では︑僕よりもずっと背が 六悩2囹

綜ガ︑ダンく二︑マツスグニナリ

五796

フサウデス︒

タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ

五553

りではないが︑今聞いた通りである︒

ソノ車ヲ︑今ウンテンシュ 五528園 二人がうたがったのも︑む 六725園 さつき五十輝いたゴいて︑

いよく海にうかべてみ

かぐやひめも︑今はし方

ない︑大きな舟

ますと︑今まで見たことも︑

四92

ガ一生ケンメイニナッテ︑ハヅ
サウトシテヰルトコロデス︒

三955

十ニー36 夏菊時代といへば︑かうし

時代まで舞いてるるわけで︑從って
其の遺物は殆ど無敷といへる︒
十ニー38 しかし︑其の中でも︑最も
こふん

古い時代に属するものとして貴重な
のは︑古墳と︑其の中から毒見され
でした︒

聞いたことも

四361

る遺物である︒

によって︑古墳の年代を考へること

今お別れ申すことは︑

月は︑今雲から出て︑大

今でも︑山がらの聲を

今まではねをついてゐ

六324園

七口4 ﹁︿略V︒﹂といふので︑今まで

つて歩けるやうになりました︒

もえせまって來た火は︑急に方向を

すると︑ふしぎにも︑今まで

し上げます︒

た花子さんと雪子さんは︑今度
は︑いうびんごっこをすること

六378

白兎が︑今までのこと

待って居た大勢の旅人は︑我もく

と先を事って渡った︒

川べの宿場で泊って︑水の引くのを

今では︑もうお乳を飲まなく

かへて︑向かふへ︑向かふへと︑も

六429

え移って行きました︒

白兎は︑泣きながら︑また

とおっしゃいました︒

四995

を申しますと︑神様は︑﹁︿略﹀︒﹂

四973

にしました︒

四753

はありません︒

聞くと︑︿略﹀と思はないこと

四562

急ぎではなれて行きます︒

四426

いたし方がありません︒

まことにかなしうございますが︑

四365園

てしまひました︒

がなく︑︿略﹀︑空へ上って行っ

十ニー55 かうした遺物を調べること
が出來るのである ︒

十ニー510 石器・土器を始め︑古墳な

威望

どから出る古代の遺物も尊い材料と

ひでよし

﹇威望﹈︵名︶1

なるのであるから ︑

いぼう
い へ やす

十二705 秀吉がこ＼に目を着けて城
を築き︑更に家康に信任された池田
てるまさ

輝政が︑百萬石の威望と︑將軍のう

しろだてとによって︑今日に見る優

﹇義血楊﹈︵名︶1

いぼやぎ

美にして堅固極まりなきものに造り
上げた︒

いぼやぎ

いほく ←ナ旭日ーいほく

がり咲いたやうな﹁いぼやぎ﹂だの︑

八面7 ちやうど小さい金堂花がむら

いま

いま ﹇今﹈︵名︶鵬 イマ 今εただ

一247園 イマ︑キヌコサンガキテ
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七伽2囹 それがあなたのやうなお方
に拾はれて︑今此の財布をいたゴか
せてもらひました が ︑

七伽2 赤い大きな夕日が︑今︑西の

遠いく地平線に落ちて行くところ
だ︒

七皿9 今沈んだあたりからさし出た
幾百筋の細かい金の矢が︑夕空を染
めて︑空は赤から金に︑金からうす
青に︑ぼかし上げたやう︒

七研4 今︑美しいテープの投合ひの

二十さうといふ船が︑遅牛ひ

ワイ一般の風習になったのださうで
ある︒

八梱6
くに網を張ってみるところだ︒
すると︑さつき上って來た線

路がずっと下の方に見えて︑今通る

八価7
線路と十文字に交って居る︒
ぐんま
しかし今刻々と群馬縣がつき︑

にひがた

八㈱5

こ＼で開かれたオリンピッ

ク大會に︑日本の選手がめざましい

九543國
くわつやく

ぢごく

活躍をしたことは︑今も町の嬉し

い話題になってゐます︒

今は逃ぐることもかなはず︑

れません︒

九麗8図

よし來たとばかり︑北八が手

恐るく後に從ひて其の家に至る︒

ぬぐひを下げて風呂場へ行ってみる

鼠穴9

と︑今まで見たこともない妙な風呂

シカゴは︑此の世の地獄だ

と言った人もある程殺風景な所です

九583囲

です︒

えいとうほ

今通った永登浦から四つ目

それで︑今同勢といふのは︑

が︑今はちやうど新緑の季節で︑

せいくわん

に入れないで置きませう︒

九号7園

其のかはい＼様子は今でも忘

が京城騨です︒

九帯9

下界は今大波の如くうねって

しんれい

しづ

︿略﹀と︑神かけて祈らせ

昔の武薄野の面影︑其の

しかし︑今の婬心は昔と違

柿右衛門は︑今より三百齢

今の地震は︑別に烈しいとい

しかし︑長いゆったりとした

とのない無氣味なものであった︒

老いた五兵衛に︑今まで纒験したこ

ゆれ方と︑うなるやうな地鳴りとは︑

十529

ふ程のものではなかった︒

十526

年前︑肥前の有田に出でし陶工なり︒

ひぜん

十518図

なことは出來ない︒

つて︑一人で進んで功を立てるやう

十228圏

をしのびまつるも︑いとかしこしや︒

ま＼今に残りて︑とこしへに大御心

十71図

今も其のま＼に葬せらる︒
むさしの

平屋にして︑行幸ありし時の玉座︑

十61図御殿とは申せど︑質素なる

め︑民草をもみそなはすらん︒

りまして︑御親ら世を守り︑國を鎭

給へるを︑今とこしへに神塞と鎭ま

十41図

みるのだ︒

九糊7

上下合はせてたった二人だ︒

此の聲が四方に呼掛けでもし 九柵2園
たやうに︑今まで敵に附いてみた藷

九8410

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて

甲部川の水は︑此のうらみも

臣が︑朗々と勝久の所へ集った︒

みる︑月毎にあの淡い三日月の影を

九918

に︑世間が驚の目をみはったのもも

ちう返りや木の葉落しの妙技

今から百敷十年前︑

新潟縣が近寄りつ＼ある︒

九75

う昔のこと︑今では︑大陸といはず

浮かべながら︒

九172

大洋といはず︑飛行機が自由自在に

最中です︒

八247国 其の頃︑日本人は数へる程
空中を飛んで

少し疲れたので頭を上げて見

しか住んで居なかったのですが︑今

九973

では十何萬人にもなり︑

廻すと︑今まで少しも氣がつかない
でるたが︑松本君がずっと向かふの

其の時︑今まで雲の中にみた

太陽が顔を出したので︑日光が店一

席にみる︒

八581 拝観の人々も︑今は外たうを 九297
着て居る者は︑一人もありませんで

ぽいに差込んで來た︒
りゆうつ

した︒

今どれか一つの星を︑東にさ

し出た軒端にすれくに當てて︑下

九撹9

からじっと見てゐますと︑やがて其

龍頭を廻すと︑今まで死ん
ち愉快さうにかちくと音を立て始

だやうになってみた懐中時計が︑忽

ります︒

の星は︑軒端にかくれて見えなくな
東の空が明かるくなると︑今

しかし︑かういふ風に星が動

めた︒

八667図今は先へも進まれず︑後へ 九311
ひかんやうもなし ︒

八686 ちやうど今︑番人がランプに
火をつけたばかりのところでした︒

九脳10

くといふのも︑實は我我の住んでゐ

まで軍港のやみに包まれてるた軍艦

八732 今から三百六十年ばかり昔の 九327
事です︒

の壮大な姿が︑だんくにあらはれ

る地球が廻るから︑さう見えるだけ

八735此の母国があってから七十年

て遷る︒

今︑私が泊ってみる旅館も
日本人の纒螢ですが︑

九516圏

ば︑竹千代には無二の忠臣たるべし︒

九472図園彼が今の心にて人となら 単相7囹今過ぎた騨は成歓だよ︒

めて︑主君のおほめにあっかり給へ︒

のことですが︑今の場合︑それを考

九425図園

忽ち失せて︑

今こそ君は其の良馬を求

といふ人が︑今までにない正確な時

齢り過ぎて︑オランダのホイヘンス
計を嚢明しました︒

飛來るたまに

八脳8図圖 今はとボートに 移れる
中佐︑

はすしるしであったのが︑今ではハ

八帯4 もと︑土人が親愛の情をあら

いま
いま
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十679圃 此の夏かいた 水彩壷︑

今出して見て夏こひし︒
十822 再び家に取って返すと︑今農
夫たちにかつがれて錦つた弟のあさ
ましい姿︑驚き悲しむ母親︒
で︑何一つ孝行も墨くさないのに︑

十869囹 聞多︑三十歳の壮年に及ん
今母上の力によって︑豊玉に一生を
尋ようとまQ

！f

今ぞ相見る二將軍︒

弾丸あともいちじるく︑ くつれ残

十891言意 庭に一本なつめの木︑
れる民屋に︑

十擢1 たった今の今まで︑残念とば
かり思ひつめてみた清少納言の心は︑
すっかり明かるくなりました︒

六甲1 たった今の今まで︑残念とば
かり思ひつめてみた清少納言の心は︑

十重5 大小様々の氷山が︑島のやう
に︑あちらこちらに浮いてみる海上

ほげい
を︑母船から離れた我が捕鯨船は︑

今全速力で走ってみる︒

十佃2 今まで勢よく引出されてみた
綱がや＼ゆるんで︑鯨は二百米ばか
り先に浮上つた︒

十榴1 計壼は何べんか立てられ︑工
事も失敗をくりかへしましたが︑し
かしとうく出來上って︑今では︑
大きな商船でも軍艦でも︑通り抜け
られるやうになりました︒

十悩10 今︑舟が川下から上るとしま
す︒

十伽3 今︑太平洋の方から此の運河

本尊観世音は︑今影回とし

て︑當時の太子の御姿を語りがほに︑

十一343

此の獄内に安置されてるるのである︒

へはいるとしませう︒

島は︑其の昔︑陸に聲えてみた山で

今︑生

五月の太陽は︑︿略﹀︑

鶏小屋の奥にしのび入って

とり

十一378圃

十協8從って︑今︑湖上に浮かぶ島
あったわけです︒

十塀3 これが︑そもく汽車といふ

輝かしい生

今こそ︑二千七百六十三米

向かふの山脈との間は︑

の最高瀦に立つたのである︒

十一伽9

日本を出饗してちやうど

一箇月︑私は今地中海を航して︑刻

十﹁研4国

ふとう

神戸の埠頭で見送って下

かうべ

一刻イタリヤに近づいてゐます︒

十一鵬2団

さった皆さんの顔や︑帽子・ハンケ

まれたばかりの卵に︑

チの熱誠こめた動き︑それは今でも

氣を吹込む︒

敵將ネボカトフ少將︑今

君︑今どうしたんだ︒

十﹇㎜10

何千年の昔の人が︑ミイ

家賃さへも彿へない今の

今もいふやうに︑光を調節

口で聞いたのですが

十﹇塀5言語はその︑今ちよつと門

身の上ではないか︒

十一価11園

るのです︒

うとなって︑今私たちの目の前にあ

十一醜2国

目の前に浮かんで見えます︒

十一489園

當時二十八歳の若盛りであ

和銅五年正月二十八日︑今
から一千二百鯨年の昔のことである︒
こんきょ

こ＼北千島の一角を根糠地

今より二百数十年前︑山

するものがないから︑

わうばく

城宇治の黄葉山霊福寺に鐵眼といふ

うち

十一悩4図

僧ありき︒

文化六年六月の末︑コー
二・冷汗等一行八人は︑小舟に乗じ

十一967図

出動準備の最中である︒

とする約百隻の流し送出漁船は︑今︑

十一858

十﹇674

になった︒

つた彼が︑今ではもう六十近い老人

十一638

︿略V︑其の部下と共に降服せり︒

かくご
は逃れぬところと覧悟したりけん︑

十一588図

ものを造らうとした最初で︑今から

こうしゅれい

これは今から百年通り前の事

百敷十年前の事であった︒

十剛6
であった︒

あれは公主嶺で︑昔︑ロシ

やのコサック兵は︑あそこで教練し

十欄10囹

たのだが︑今は農事試験場の羊や牛
が︑かけっこをしてみる︒

昭和の聖代に生をうけた我等

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

十価4

ごばん

歓喜を感ずるのである︒

町並が碁盤の目盛のやうだ

といったのは昔のこと︑近郊二十七

十一129

市町村を合はせた今の京都は︑何と
いっても近代的大都市である︒

て今の間宮海峡を横ぎり︑デカスト

今にでも此のおばあさん
がみなくなったら︑一審あなたはど

十一2010園

此の版木は今も萬福寺に
むね

今の軍人も︑軍刀には皆こ

保存せられ︑三棟の倉庫に満ちく

十一佃4図
リー湾の北に上陸したり︒

晴れてみれば︑こ＼から︑
やりがだけ

うなさらうといふのでせう︒

十一榴2

たり︒

しかし︑紫の君は︑今でも

今登らうとする燕の絶頂も︑槍岳

十一研10

十一224

おばあさんのことを思ひ出しては︑

其の他の山々も見えるさうだが︑今

れを用ひる︒

時々泣いてみる︒

十二75図書の社にては︑今も太古

の法に從ひ︑これによりて火を作る

の間に︑古同さ

といふ︒

﹁はひまつ﹂

日は何も見えない︒

一米にも足らぬ﹁たかねざくら﹂が︑

十﹁桝2

今を盛りと咲いてみるのを見た︒

悲の御相を舞するのであるが︑今さ

＋一315威嚴の中に︑しみぐと慈
ういふことを考へるのは︑坐りにも

僕等が今立ってるる所と︑

べば︑そのかみ此の所にいかめしく

十二82図なぎさに立ちて昔をしの

つたいない氣がする︒

十一枷2

今は金物も古びて黒くなり︑ 十一悩5園山は今春なのだ︒
玉轟の羽も光を失って︑

十一3210
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向かひあひ給ひけん神々の姿︑今ま
のあたり見るが如 く ︑

なければこそ︑ほんたうに先生の大

十二361圏今の齪れた世に容れられ

しやうかう

きいことがわかります︒

十二4310 再考館を設け︑自ら其の
額を書いた時の輝かしい希望︑それ
らが今新な感激となってよみがへっ
て肖る︒

つね

よし
十二503図園 幼名牛若︑今は九郎義
経といふ者︒

十二525図園 我も︑今父上のよみが
へらせ給へるに會ひまゐらする心地
す︒

十二532図囹今かくはせ参じたる上
は︑身命をなげうって兄上のために
書くさん︒

十二744図囹 事の成否は今より豫測
すべからず︑若し向かふの山にのろ

竹ざをで

しのあがるを見ば︑幸にして城を出
かさこそと︑

でたりと知るべし︒
十一一777圏

あの木の梢をつ＼いてるた 隣のを
ぢさんは︑今みない︒

十二786圃 なつかしい柚子のかをり︑

十二9110

招魂社の前へ來たので︑石

段を登って参訳しようとすると︑神

今を去る千二百年の昔︑

前で今恭しく舞んでみる人がある︒

の意氣にもえてみる︒
イタリヤもかつては其の例

にもれなかったが︑今は殆ど其の跡

十二伽一

を絶ってしまった︒

十二伽1

十二954
東國から徴集されて九州方面の守備

盛であることは聞いてみたが︑

今︑各國で日本語の研究が

に向かった兵士の一人が︑︿略Vと

わしは︑今までどこにる

てのみ︑ベニスは陸と績いてるる︒

今渡りつ＼ある長橋によつ

十二㎜10

野中の一夜は明けて︑東に

いふ歌をよんでみる︒

十二986

十二欄9園

げしい震動が一先づ過ぎると︑すぐ

家の人々と一しょに庭へ出たが︑は

﹇今﹈︵副︶6

いま 今

に居間へとって返した︒

いま

して︑これを水につければ︑どんな

五伽1囹今一つは︑しほひる玉と申

物にねだんがあるのは︑一つ

大水でも︑たちまち引いてしまひま

す︒

には︑我々が其の物をほしがるとい

八佃1

ふことと︑いま一つには︑其の物が
今問題になってみる人が︑

十二価8

得がたいといふことが原因になって

いま一つは︑見るからにへう

さらば︑今一矢仕り候は

﹁︿略V︒﹂と答へるが早いか︑

後に立つた今一人の怪漢が︑いきな

十797

ん︒

十174図園

はっくです︒

きんな顔をした︑かはいらしいこの

九675

ほんたうに殺人事件の犯人であるか

は今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

ら

たのかな︒

な

あをによし奈良の都は

今かりに其のま＼そっくり

みることがわかります︒

である︒

二倍なくては︑月が太陽の表面を廻

十二捌10

地球と月との距離が今の約

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ

移して︑地球を太陽の中心に置くと

十二個8

どうか︑

りかへって西を見れば残月が傾いて
みる︒

十二㎜⁝7縣自画圃

今︑若草山に登りて古京

咲く花のにほふが如く今さかりなり

十二鵬1図

の跡を展望すれば︑

大極殿の跡はるかに指貼
こほりやま

すべく︑南の方郡山の町の東に︑

十二鵬10図

羅城門の跡今も残れりといふ︒

十二佃7圏今のは佛の御宴でなかつ

支那では︑古來算木といふ

るわけにはいかない︒

り聞多の雨足をつかんで︑前へのめ
しかし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ意

十二燗9

たらうか︒
十二欄10

今市を過ぎ︑大社騨に着

﹇今市﹈︹地名︺1 今市

六佃2囹

親山羊は︑去年のちやうど今

夜寒いやうで︑今頃︑

て來たのです︒

頃︑遠いく山地から︑汽車に乗つ

六418

いまごろ ﹇今頃﹈︵名︶3 今頃

きぬ︒

十一一310図

いまいち

鯨の行方を見まもってみる︒

見張では︑水夫長が今一頭の

らせた︒

從って今まで企て及ぼなか

十伽5

開立等の算法を行って來たのである

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十二㎜5

嚢達して︑

が︑今から凡そ六七百年前に著しく

味の今の言葉だけでは︑まだ十分で
一半︑お前は誰に今の言

ない︒

十二⁝闇5園

葉を教へられたのか︒

彼は︑あたりの石といはず︑

つた敷學上のことがらが︑次から次

十二価2

木の幹といはず︑今の言葉を書きつ

私はじっと梢を仰ぎ見た︑ 今は
部隊長になって︑ 遠い戦地に行つ

大自然は︑今春の喜びと活
居間

お書の食事中であった元帥は︑

﹇居間﹈︵名︶1

六搦8

いま

動によみがへらうとしてるるのだ︒

十二悩11

へと解決されるやうになった︒

昔の王宮であったルーブル

けた︒

が︑

十二梱1

だが︑今のイタリヤは新興

は︑今博物館と美術館になってみる

十二悩4

てるるをぢさんを思ひながら︒

尊卑すべき時だ︒

十二842 今こそ︑日本男子の面目を

なはらしい︒

十二855 今︑爾軍主力の會職はたけ

いまさら一いみ
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ぞ

チューリップやすみれが咲くものか︒
こ

盛りなりけり ︒

﹇今更﹈︵副︶4

今さら

今

見送りし 去年の今頃︑ 此の花の

九重8図圃 なつかしき師の君を︑

更

いまさら

だのぶなが

いまだ

未だ

しが︑使を得て急ぎ蹄り︑父君に申

お

﹇未﹈︵副︶6

し給ふ︒

いま．だ
やまうちかつとよ

九397図山内一豊︑織田信長に仕へ
ていまだ日淺かりし頃︑或日一匹の
良馬を費りに來れる者あり︒

十﹁嶋5國

いまにして

今にして

今にして考へれば︑あの

︵副︶2

熱帯の戸々の強烈な日光や︑植物の

そのかみ︑大宮人の梅を

緑が︑なつかしいもののやうにさへ
思はれます︒

十二欄11図

かざし紅葉をかざして往悪しけん都
大路︑今にして思へばたゴ一場の夢
今にも

大きなねずみが一匹︑雪舟の

﹇今﹈︵副︶2

一日︑朝日のいまだ上らざる頃なり

十437

雨に煙る行手から︑今にも薪

な様子です︒

足もとに居て︑今にも飛びつきさう

六佃3

いまにも

に過ぎず︒

一算未だ去らざるに一島

梅は未だ咲かず︒

十一523図

十襯4図

き︒

十778 人々は此の事を聞いて︑今更 九捌8庄戸は明治三十七年八月三十
のやうに久田船長のりっぱな心掛に
感動すると共に︑夫をはっかしめぬ
たいど
此の妻の態度をほめた＼へた︒
更に現れ︑水路きはまるが如くにし

十擢6圏今さら︑どうして私のつた
ない歌をお目にかけることが出來ま

鮎口辺は︑要するに筆算に

てまた忽ち開く︒

を負った孝子の姿が現れさうな氣が

十二佃11

せう︒

十一鵬5 今更胸のをどるのを覧える︒

よる代敷學であって︑これによって︑

する︒

十一研4 今更のやうに︑すばやい偵

支那の敷學が未だかつて及び得なか

﹇今﹈︵副︶3

いまばり

をのみち

うべ

瀬戸内海の沿岸には︑大
うの

松・今治等良港多く︑

かぶと

の入凝るを今やおそしと待つところ

に︑義纒は冑を脱ぎ︑弓取直して幕

其のてっぺんから身を投じ

の際にかしこまる︒

て︑今や羅刹の餌食にならうといふ

十二価8

のである︒

官軍は今や潮の如く東へ寄

せつ＼ある︒

十二㎜3

八232国

これは遠い所といふ意味で︑

いみ ﹇意味﹈︵名︶！0 意味

のですが︑日本の内地からいへば︑

大連の名も此のダルニーから起つた

二本の門松の中︑其の一本を

遠い所でも何でもありません︒

十柵10

以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑其の一

心を無理にしづめようとし

本を以て親の長壽を祈らうといふ意

味で︑

十一405

て雑誌を開いたが︑文字も壷もみん

﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑ま

な意味をなさなかった︒

ことによく雲立の本分︑軍人の賢島

十一︻9510

をあらはした︑りっぱな歌である︒

日暮れて後︑長四郎︑こな

﹇今﹈︵副︶6

たより屋根傳ひに行きて︑今や取ら

まことに雄々しい歌であり︑忠勇の

十二977

心の躍動した歌である︒

﹁︿略V︒﹂といった意味で︑

んとする時︑ふとふみ損じて︑中庭

十術5

︿略﹀つるの羽ばたきまでが聞かれ

﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑

水面に現し︑今や沈まうとする瞬間︑

さうして︑背びれのあたりを

にどうと落つ︒

九448図

いまや

今や

阪・神戸・宇野・尾道・宇部⊥口同

かうべ

十﹁536図

いまばり
﹇今﹈︹地名︺1 今治

察機の報告や︑勇敢な職闘機の掩護
のである︒

いまばり

今しがた

つた高い域にまで進むことが出來た

﹇今方﹈︵名︶2

を感謝しながら ︑

いましがた

助左衛門︑半生の志實現

が火をつけるために手を亘れたから

八696 それは︑つい今しがた︑番人 十二佃3図

するの近きにあるを喜びたりしが︑

いまに

今に私はりっぱな國産品を

今に

明治五年︑未だ其の成るを見ずして

今しも

死せり︒

です︒

﹇今﹈︵副︶1

皇の鐘の音を追ひながら︑

十一772 今しがた三時を告げた時計
いましも

八811園

作って︑きっと外國品を追梯って見
せる︒

それは肉眼で見るのとすつ

十二995

るやうな感じのする歌である︒

こ＼ぞと砲手は引金を引いた︒

十二佃10

ない︒

味の今の言葉だけでは︑まだ十分で

しかし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ意

阿禮は︑今や天にも上る心地であっ

十﹇643

勅命の下ったことを承った
さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで

たらう︒

十二513園

頼朝は上座にひかへ︑弟

ある︒

かり感じが違って︑今に露でも滴り

窯を開かんとすれば︑今しも朝日は

十5010図 胸ををどらせつ＼︑やをら

︽一

十一悩8
います

なやかにさし出でて︑窯場を照らせ
り︒

﹇在﹈︵四︶1

シ︾←しずまりいます

いま・す

らないでみるものか︒

十二55図此の時事代主命は︑すな 十二幣2園 今に世界中がひっくり返
みほの さ き

どりのため美保崎といふ所にいまし
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十二M9

すると︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ふ 深

見ると︑向かふの方で︑雪子

みんな下りました︒

七118
さんや妹は︑何を取ったのか︑きや

い意味が︑彼にはつきりと浮かんだ︒
つきやっと大さわぎをして居ます︒

︽iジキ︾

てふ

夏休に採集した蝶を調べよう

﹁︿略﹀︒﹂不思議さうに︑あ

しやうじ

したけれども︑さうしないと︑子馬

たい︒

十一884

明方の風はいやといふ程冷

べき道なんですから︒

はいやですけれど︑これが女の行く

十一416園生まれた家を出て行くの

まあ︑いやなことをおつ

が丈夫にならないのです︒

十二捌5

いもせ

しやる︒

たりを見まはしてみる妹に︑ほ＼笑
妹娘

十一236園

﹇妹娘﹈︵名︶1

みながら私はかう言った︒
いもうとむすめ

予は今後百人だけの家來

をつれ︑月代りに姉娘・妹娘の許へ
﹇安瀬荘司﹈︹人名︺

参って︑三生を送ることにする︒
しやうじ

いもせのしょうじ
いもせ

3芋苗の荘司岩瀬の荘司

もない︒

いや︑私はそのらくだを見

いや︑いけません︒

いや︑存じません︒

いや︑とんぼは益轟だから︑

いや︑私は︑天孫がお出で

イヤ︑ワタシバ︑モウヂキ

出て居るのです︒

になると承って︑こ＼へおむかへに

五997園

やった︒

取らない方がよいと︑先生がおつし

五831

五613園

たのではありません︒

五451圏

四慨4囹

拾ったのです︒

四脳8園

いや︑これはわたしが

四113良いや︑ふしぎでも何で

いや ﹇否﹈︵感︶29 イヤ いや

であることはいふまでもありません︒

七553中にも︑芋瀬の荘司は︑宮 十一佃4 一番陰氣でいやな感じの雲
のお通りになることを知って︑道に

急いで近寄ると︑芋瀬の荘司

手下の者を配って居た︒

七568

て︑さもとくいげに︑何か聲高く話

が︑家來の大男に宮の御壁を持たせ
して居るところであった︒

妹がきのこを見たいと言ふの

で︑其の人にお禮を言って三階へ行

芋瀬の荘司は︑もう一言も磯
いも畠

多量の出血に︑しばらくは氣

﹇聖霊﹈︵名︶1

しょうとしなかった︒

年の若い源氏は︑小さい妹 七591
いもばたけ

十811

を失ってみた聞多が︑ふと見廻すと︑

其のそばにある善式のピヤ
ノによりか＼つてみるのは︑妹であ

そこはいも畠の中であった︒

十一欄7

君のめんだうを見てやった︒

でも出來たやうに︑いろいろと紫の

十一2111

く︒

十125

學博物館へ行った︒

と思って︑妹と一しょに︑上野の科

十88

いて出た︒

七欄6外の弟や妹も︑みんな後へつ

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七伽3小さい妹が手招をして︑

どかりがたくさん居ました︒

妹と雪子さんのざるには︑や 十二擢2園

それが﹁日本人﹂といふ意味だと見

いみじ

七128

十二伽9 イタリや語を知らぬ私にも︑

彼はなほ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ふ

當はつく︒
十二欄1

︵形︶2

やうな意味のことを述べた︒
いみ・じ
はつらつ

十一361圃 五月の太陽は︑ あらゆ
る梢に降りそ＼いで︑ 逸物は丁丁
ちゃかつしよく

たる濃緑に︑ 或物は明朗なひわ色
に︑ 或物はや＼鈍重な茶褐色に︑

それぐのいみじき色彩をみか
んなく映獲せしめ つ ＼ ︑

いも﹇▽おいも・

いみじき樂と我は聞く︒

十一908図翻 なぎさの松に吹く風を︑
﹇芋﹈︵名︶2

さつまいも・じゃがいも

いも

九698 先生も大きな箱を持って來て︑
掘ったいもは此の中へ入れるやうに

らうQ

とおっしゃった︒

九7010 隣では︑董がくさって引抜け

いも掘
いや﹇▽おいや

いも掘

第十四

︹隠名︺2
十﹇田1

九目15

いも卜
﹇嫌﹈︵形状︶7

いもほり

ないのを︑星野君が根回よく掘って︑

十一柵3 ベートーベンは︑﹁︿略﹀︒﹂

第十四
いや

七欄1囹

いや︑手傳は︑ねえさんに

いや︑あなたの所は昨年は

十分目てもらひました︒

六984園

ナサイ︒

下りルノダカラ︑カマハズ︑オカケ

さうして︑水の中にみるのが︑ 五鵬4園

何ともいへないいやなにほひ
僕は︑せっかくなれて來た北
斗を︑手もとからはなすのがいやで

九佃5

さへする︒

七186

いやになって來ました︒

父も︑母も︑兄も︑妹も︑ 五162
はし

のんきな主人に置忘れられ︑

だまって箸を動かしてみる︒

十二794醐

さうに妹は盲である︒

妹の顔はさっと赤くなった︒

掘ったいもを一つ一っていねいに並

九683
妹﹇▽おんい

と言ひさして︑ふと見ると︑かはい

﹇妹﹈︵名 ︶ 1 5

べて行く︒

いもうと

四脳4方々のへやをまいて歩

もうと

十二柵11

雪にうまって冬を越した人形が︑そ

くと︑妹や弟が︑後からつい
て來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大さわぎを

れでも暖さうな顔をして︑妹の小さ
な手に抱かれてみた︒

して豆を拾ひました︒
七105 おとうさんも︑妹も︑弟も︑

大へんな御不幸 で ︑

七価4圏 いや︑五作さん︑あなたの
お心持はよくわかりました︒

七柵4圏 いや︑皆さんの御親切を受
けながら︑勝手な事ばかり申して︑
まことにすみませんでした︒
風呂の底が抜け て ︒

九132圏 いや︑命だけは無事だが︑

いお方だ︒

九田6圏 いや︑此の人はとんでもな
九㎜10園 いや︑江戸を出立する時は
三十人であったが︑道中で追々病氣
を致し︑妙々に残し置いた︒

もっともっと感心な

それは言ふべきこと

全くえらいからさ︒

九柵7園 いや︑それは高い︒
芋粥9圏 いや︑おれは旅の者だ︒
十㎜4囹 いや︑御苦心の程お察し凹
します︒

十圏4囹
十備9圏
ではない

、

、

、

す︒

十二5810園

自身の命よりも︑父上を大切と存じ

も︑どんな尊い寳よりも︑いや︑私

ます︒

いや臨らぬ︒

いや︑もうすっかり疲れ

十二側11園 いや︑くどい︑くどい︒

た︒

十一一紹5園

十二帽4園

いやく

十二齪4園 いや︑御本國にいらせら
れます︒

いやいや ﹇否否﹈︵感︶5
てはあるまじ︒

九455図画いやく︑おのれの心に

︽ーイ︾

で︑或日︑お祝の酒もりを開くこと

いよく︑家も出家上ったの

につき進んで︑

になりました︒

十二959今日以後は︑一身︻家をか 六282
へりみることなく︑天皇陛下の御楯

いよいよ敵の船に押寄せたが︑

六704 友だちは︑﹁︿略﹀︒﹂前の男︑

高くて︑上ることが出來ない︒

六591

となって︑いやしい身ではあるが︑
いやしくも

いやしくも男子と生まれな

﹇萄﹈︵副︶1

出獲するのである︑自分は︒
いやしくも

がら︑萬代に傳ふべき名も立てずし

十二柵3

七893

いよく無い時は︑川へ飛

いよいよ仕合の日が來た︒

﹁︿略V︒﹂

の男︑いよく負けぬ氣になって︑
い

﹁︿略﹀︒﹂友だちは︑又︑奪略V︒﹂前

イヨく

て空しく死すべきであらうか︒

﹇愈﹈︵副︶42

七柵8園

込んで死んでしまふつもりだったの

いよく海にうかべてみ

いよく

ますと︑今まで見たことも︑

空はいよくすんで︑月はい

空はいよくすんで︑月はい

波間に沈み︑

あたりにしげしQ

船は次第に

いよいよ日本﹁の長い清水ト

ラングレーは︑その二一生け

いよく北斗は︑乳をはなれ

二歳駒の市が始れば︑いよ．

十町程も行きていよく心

を決し︑刀を抜きて切りか＼れば︑

九捌7図

く北斗と別れなければなりません︒

九榴1

るやうになりました︒

九⁝⁝5

まく行きません︒

さていよく試験をしてみると︑う

しけん

んめいになって刀心を作りましたが︑

九109

ンネルにさしかかるのである︒

八悩3

敵揮いよく

八榊6適言

よく明かるい︒

七伽7

よく明かるい︒

七曜6

です︒

一年生ノ旗取ガスンデ︑
ニナリマシタ︒

いよく十五夜の晩に
大神は︑いよくふしぎにお

右からも︑左からも︑おひ

せん

獲の者が︑急いでかへって覧て︑

五96比いよくお立ちといふ時︑先
ばつ

ぎやかになりました︒

く仲間が集って來て︑いよくに

五714

五557園イヨく今夜皿晩ニナツタ︒

となさいました︒

思ひになって︑少し戸の外へ出よう

五52

なりました︒

四345

ケッコ

イヨくボクタチニ年生ノカ

四212

した︒

聞いたこともない︑大きな舟で

四91

よいよ

いよいよ

いやく︑あきれたやつ

いやく︑赤い方がまだ

いやく︑二百でなくては

買はないよ︒

九備5園

増しだ︒

十一243園

め︒

十二6211園

いやく︑彼とても︑昔

﹇弥栄在﹈︵四︶1

の御山に教を聞かなかったとは限ら

十二m1園
ない︒

いやさかえま・す

︽ーシ︾

あま
十一617図圃園 天照らす神のたまは

いやさかえます

皇孫の

すめみま

︽ーシ

御位はいやさかえま

﹁葦原の中つ御國は︑

あしはら

く︑

治むべき國︑

いやし

天壌ときはみなからん︒

あめつち

し︑

いや・し ﹇卑﹈︵形︶1

先夜︑町はつれに出でて人

なち

とつげきとなると︑我が軍のまつ先

軍犬金剛・那智は︑いよく

こんがう

からざる人︑あた＼かげなる着物着
いやしい

ズ略V︒﹂と申しました︒
﹇卑﹈︵形︶1

五捌6
いやし・い

て︑笛を吹きながら歩み來れり︒

の來るを待ちみたるに︑身分いやし

九燭4図

︻繭 カラ︾

十一一僻4囹此の世の中にある何より

でござる︒

ばかりも引いて下さらぬかといふの

いや︑十両のうち︑

十一儒5園 いや︑これでたくさんで

で赤ちゃんです ね ︒

十一192園 いやもう︑あなたはまる

のがあったよ︒

十備9園

いい
やや
い 。
や

し、よし、よ

し、やし、や

172

173
いよう一いらっしゃる

此の度は笛を吹止めて︑ふりかへり︑

しては︑いよく悪い方だといひま

か＼つた場合ですが︑天候の前兆と
す︒
ない︒

十一悩2

進んでいよく佳境は帯き

﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

しんみき

十19図 参道の左右を始め︑至る所
よくおごそかならんとす︒

すき間もなき木立となりて︑神域い

通れば︑明日正午はいよくナポリ

今夜︑半島南方の海峡を

です︒

十185図 重範死してこ＼に六百齢年︑ 十一研6国

共にいよく高し︒

忠義にかをる弓矢のほまれは︑年と

射よげ

鯨一目を閉ぢ︑一心に神に

﹇射良気﹈︵形状︶1

者かが乗移ったやう︒
いよげ

八伽3図

まり︑扇も少しく落着きて︑射よげ

祈りて︑再び目を開けば︑風や＼静
に見ゆ︒

﹇以来﹈︵副︶1 以來←かみ

アナタモ︑アソビニイ

イラッシャイマス︒

オカアサンガ︑サイホウヲ

ラッシャイマセンカ︒

一253園

S

シテイラッシャイマシタ︒

二797 ヒルスギ︑ヨソカラカヘッ
テイラッシャッタオトウサンガ︑

らい・それいらい・たいこいらい・

とねえさんが來て︑見てい

へやに︑良雄さんのおかあさん

いつのまにか︑となりの
にゅうえいいらい・ほんこんいらい

三686

十二搦3園

ょいらい︒こくしょいらい・そせんい

いらい

言葉が︑我々をいよく緊張させ

よって︑商量めんだうな政治の事は

そこへ︑おとひめさまが

いらっしゃいました︒

いひながら︑かんしんして聞いて

四206 おとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と

出ていらっしゃいました︒

三悩8

らっしゃいました︒

を重ね︑工夫を積みて︑遂に柿右衛

る︒

若い者たちに任せ︑身輕になって老

予も大分高齢になったに

門風と呼ばる＼精巧なる陶器を製作

見えがくれして︑白壁はいよく鮮

十一一658

﹇彊﹈︵名︶2 いらか
からは ふ

後を送りたいと思ふ︒
いらか

かに︑いらかはいよくこまやかな
趣を呈する︒

みやびやかな唐破風︑すつ

四484ウチノ人ハミンナルス

十二655

きりした千鳥破風︑それらが上下に

いらかはいよくこまやか

ノヨイエンガハデ︑ツギ物ヲ

デ︑オバアサンダケガ︑日アタリ

く秀で︑水ますく清し︒

な趣を呈する︒

りちがふさまは︑まさにいらかの齪

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入

十二658

十二685 一きは堅固と見る﹁ほの
門﹂を過ぎて︑いよく本丸にたど

舞といひたい︒

感恩2図 さかのぼるに從ひて山いよ

り着いたと思ふと︑

ソバデ︑オカアサンガ︑何

シテイラッシャイマシタ︒

十㎜9 いよく其の日になった︒

力忘レタ物ハナイカト︑イ

四糾7

ロイロセワヲシテイラッシャイ

其のや︑まばらな梢越しに

見えがくれして︑白壁はいよく鮮

十二658
太古以來の歴史と結び文學と結びて︑

かに︑いらかはいよくこまやかな

學したかひがあって︑りっぱな身分

兄様方の重いふくろを

また︑或神様は︑山へ行って︑

岩戸のそばで待っていらっし

やった天手力男のみことは︑

あめのたちからを

五57

ていらっしやいました︒

大きな榊の木を根こぎにして︑持つ

さかき

五31

そくおなりになったのです︒

かついでいらっしゃったので︑お

四987

感いよく深し︒

になり︑いよいよ故郷に泊ることに

いらせられ

マス︒

︵下一︶1

趣を呈する︒

いらせら・れる

孝和の天才は︑圓や球など

の算法を工夫するに及んで︑いよ

十二柵9

更に進めば︑眺望いよ

イラッシャル

いや︑御本國にいらせら
︵五︶47

いらっしゃる いら
︽ーイ︒ーッ・ーラ・ール︾

一251園イマ︑キヌコサンガキテ

つしやる

イラツシヤル

いらっしゃ・る

れます︒

十二醜4園

︽ーレ︾

る

孝和の門下には幾多の人物

く巧妙な働を見せた︒

なった︒

十一18図

く開けて見渡す限りすべて花なり︒

十二襯1

はいよく進境を見せた︒
異様

が出て︑師弟相承け相縫いで︑和算
﹇異様﹈︵形状︶1

ベートーベンの雨眼は異檬
に輝いて︑彼の身には︑にはかに何

十一旧9

いよう

ちを教へるやうになると︑いよく

の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲の

十一m11 照りもせず曇りもはてぬ春

耳などの生理を勉強しました︒

熱心に︑聲の原理や舌・くちびる・

十一鱗2 聾唖學校で氣の毒な子供た

愛すべく美しき山野は︑

十二柳6図

く切腹といふことがきまった︒

其のや＼まばらな梢越しに

するに至れり︒

きんちやう

一一

十塒3園 息子は︑一生けんめいに苦

十獅9 正月が過ぎて︑二月にいよ

たのだ︒

十六7 いよく嚢砲の機會が近づい

十伽10 いよく十五日の朝です︒

十519豪気は︑其の後いよく研究 十一囎10 嚴かな中に慈愛のこもった

R2

いり一いりくち
174

あまてらすおほみかみ

五196 天照大神の御乳に︑すさの
をのみことと申して︑果そう丁丁の
ある神様がいらっしゃいました︒

なるほど︑さういふお方で

ンハ︑﹁︿略V︒﹂トホメテ下サツタ︒

六321園

がいらっしやって︑にこくしなが

ふと氣がつくと︑校長先生と

ら︑﹁︿略V︒﹂と元氣な聲でおつしや
つた︒

さうして︑身の丈にもあまる 九715

いらっしゃいましたか︒

山田先生が︑箱のそばへ來て︑おも

六365

草を分けて︑だんく奥へはいって

いつも
五575 大國主のみことが︑出雲の海
岸を歩いていらっしゃいますと︑波

わたしが︑こ＼で︑こんな

囁政殿下の御無事でいらっし
ぢざう
其の松の下に︑石の地勢様が

どちらへいらっしやいます
きさき

一條天皇のお后は︑其の頃︑

お二様には︑奥へいらっ

ございませぬ︒

しゃつて︑しばらくお會ひにならぬ

十二醜10園

←でいりぐち・なりものいり・ね

方がよろしうございます︒

ずみのよめいり・ねんいり

いり

いりあい ﹇入相﹈︵名︶1 入相

一日を遊び暮し︑遠く入相の

鐘のひゴきを聞いても︑なほ長堤の

かね

九42

櫻は︑夕日に映じてはなやかに咲績

いてるる︒

に至る間は︑島あり︑白あり︑入江

い︒

もあって︑書するによく︑遊ぶによ

みかどが此の事を聞し召し

いり・く ﹇入来﹈︵乾期︶1

︽一

七人の宮女たちと︑お庭の雪を眺め

十川5園

て︑﹃︿略﹀︒﹄と︑殿上人たちに︑お

十二512図頼朝は上座にひかへ︑弟

クル︾

八悩8

入口

入ロのそばに池があって︑そ

いりくち ﹇入口﹈︵名︶10

の際にかしこまる︒

に︑義纒は胃を脱ぎ︑弓取直して幕

かぶと

の入來るを今やおそしと待つところ

ほめになっていらっしゃったさうで

先生が生きていらっしや

どうやら父上がしり押を

こに甲の長さが一米もある﹁うみが

えつらん

入口で閲覧用紙をもらふ︒

しばし門前にた＼ずみなが

三時間にして瀞の入ロに達

これが第一の二歩の入ロです︒

十一255

す︒

十日5図

十伽6

九931

た︒

め﹂が居るのには︑びっくりしまし

父上は御高齢でいらっし

なすっていらっしゃるやうに思はれ

十二幽9園

それに︑姉上の所へいら
方には︑まだお迎へ申す準備がして

つしゃつてからやっと二週間︑私の

十二摺7圓

やるから︑御賢明でなくてはなりま

お月様︑こ＼へいらっしや

せぬ︒

てなりませぬ︒

十二幽2園

る限り︑どうして私が死ねませう︒

十二4010園先生が生きていらっしや

る限り︑どうして私が死ねませう︒

十二326囹

す︒

入來

ていらっしやいました︒

十986

殿にいらっしゃいましたが︑
いりえ ﹇入江﹈︵名︶1 入江
きさき
やすみや
一條天皇のお后は︑︿略﹀︑⊥ハ 十一燭11 中山半島の西湖岸を休屋

御休養のため︑宮中から下って或御

十984

か︒

九櫃6園

つしゃつた︒

しろさうに︑僕等の仕事を見ていら

﹁︿略V︒﹂と︑尊はしばらく考

いらっしゃいました︒

六371

の上に︑何か小さい物が浮かんで︑
こっちへ近寄って來ました︒

へていらっしゃいましたが︑ふと御
心に浮かんだのは︑御をば︑倭姫命

五佃2兄の火照命は︑毎日︑海へ出
て魚を取り︑火圏理命は︑山へ行つ

草を刈っていらっしゃるおと

のお言葉です︒

た︒

うさんの所へ︑お手傳ひに行きまし

六395

て︑鳥や獣を取っていらっしゃいま
した︒

五柵8 命は︑仕方なく︑もとの海ベ
へ來て︑泣いていらっしゃいました︒

ふり向くと︑私の後に︑おと

うさんが︑にこくしながら︑立つ

六444
ていらっしやいました︒

五掴2園今︑此の舟をおし出します
から︑しばらく目をつぶっていらっ

七伽4囹
い︒

八575

陛下は外たうをも召されず︑

立っていらっしやる︒

七208

やるのを舞した元帥は︑

六儒4

らっしやらないだらう︒

もおかあさんも︑ゆめにも思ってい

に叱られて居ようとは︑おとうさん

六川1囹

と僕のうちにいらっしゃいね︒

六993園をばさん︑これから︑ずつ

しゃいませ︒

五佃6園それに上って︑待っていら
つしゃいませ︒

五伽4命は︑木に上って︑待ってい
らっしやいました ︒

五畜9 海の神様は︑しばらく考へて
いらっしゃいまし た が ︑

しばらく考へて居ましたが︑やがて

六31 すっかりあわてた兄うかしは︑
天皇のいらっしゃる所へ参りました︒

六113国 ちやうど日曜日ですから︑
二十四日の午後から︑ねえさんと二
人でいらっしゃいませんか︒

熱心に職況をごらんになっていらっ

六163 エンガハデ︑縫物ヲシテイラ
ツシヤツタオバアサンガ︑針ヲオ落

やがてスキーをかついだ先生

しゃいます︒

八912

シニナツタ︒

六177 見テイラツシヤツ三光バアサ

175
いる
いりくむ

︽ーフ︾

十一一654

がふ

からは

ふ

みやびやかな唐破風︑すつ

nVおそれい

る・おちいる・おどりいる・ききい

ーラ・ーリ・ール・ーレ︾

る・こみいる・しのびいる・せめい

ら︑其の長方形の入口を通して︑

る・つきいる・ながめいる・なきい

や＼遠く二層造の中門を望んだ︒

きりした千鳥破風︑それらが上下に

入

う

五了3国

ち

宇治橋を渡って︑神苑に入

り︑しばらく行くと︑

薔御苑に入れば︑木立深く︑

殿内に入りて御遺物を秤観

ご ゐぶつ

に︑おごそかなり︒

十51図

す︒

十63図

かくうんてい

道めぐり︑池の眺廣き所に︑御茶屋

かうして︑第一の關門を通つ

ありて︑青雲亭といふ︒

て第二の間門に入り︑こ＼でも又同

十伽5

様の手績をくりかへして︑更に一段

大そうみんなの氣に入りまし
たが︑かへるとなると︑大分金を出

あり︒

京都御所の御苑に入ると︑

ぎょゑん

ざわう
吉野の町に入れば藏王堂

と高くせり上げられるのです︒

十一了8

夜に入りて︑義仲ひそかに 十一23図
味方の兵を敵の後に廻らせ︑前後よ

しばふ

ひはだぶき

ししんでん

松青く芝生遠く如く彼方︑正面建禮

てい

夜に入りて︑我が駆逐

門をへだてて︑檜皮葺の紫廣殿が尊

朝は誰よりも早く起きて研究

た︒

叔父は︑深い森の奥から流

こ＼において︑林藏︑新

なかの

しかし︑半島を廻って中

アラビヤ海を航してアデ

ン湾に入ると︑海は全く一睡しまし

十一衛3国

湖に入ると︑風光が一黒した︒

うみ

十一価11

する志を起せり︒

たに封手大陸に入りて其の地を探検

十一957図

しい︒

さを持つた聲が︑饒程氣に入ったら

こ鳥の︑朗かな中にも一種のさびし

れて︑かすかにこだまするあのかん

十一7511

艦に迫り︑無二無三に攻撃せしかば︑

隊・水雷艇隊は︑砲火をくゴつて敵

十一5710図

室に入り︑夜もおそくまで閉ちこも
どれも皆︑絹のやうなうすい

く葬せられる︒

九847

えいろく

てるる︒

永禄十二年六月の三夜︑勝久

皮がはち切れさうに︑よく實がいつ

九709

つて居るので︑

八863

りどっとときの聲をあげさせたり︒

八334図

さねばなりませんでした︒

六656

しんゑん

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入

舟で來た人も陸から來た人も︑

︽ーレ︾

﹇入乱﹈︵下一︶4
入齪れる

る・みいる・よめいる

十一269 此の門は︑間口が柱間四間

﹇入交﹈︵五︶3

入りま

りちがふさまは︑まさにいらかの齪

で︑其の中央二間が入ロになってゐ
る︒

いりまじ・る

十一2610 柱を眞中にして溶溶に入ロ 舞といひたい︒
のあるのが︑他に例のない形であり
じる

半鐘の音︑サイレンの音︑人

︽ーッ︾

ながら︑何等そこに不自然を感ぜし

六944

りみだれる

いりみだ・れる

景を貼出する︒

入りまじって︑至る所に日本的な風

十二偽7山・川・海・平原が適當に

い程居ます︒

入りまじって︑何百人か敷へきれな

七116

で聞える︒

の聲などが入りまじって︑遠くの方

めない︒

が幾足も並んで︑奥ではがやく人

げ た
十一392 露って見ると︑入ロに下駄

聲がする︒
十二唱7 蒲郡ひに入口の方へ行くと︑
そこには青々とした野菜を持つた老

入りくむ

突 然 入口で︑﹁︿略﹀︒﹂とい

人が二人頭を下げてみる︒
十二905

︽ーン︾

﹇入組﹈︵五︶2

ふ聲がした︒

いりく・む
入組む

赤︑青︑黄︑紫︑あらゆる色

を奉ずる尼子勢は出雲に入り︑一城

七二9

のテープが︑降るやうに入りみだれ

十一261 中門と︑塔と︑金堂と︑其
の入組んで見える屋根が︑一歩々々

を築いて三度ときの聲を作った︒

九齪10図保昌は家に入り︑綿入一枚
聞かせたり︒

南参道に入れば︑夜來の雨

再び陸に入った︒

取出して袴垂に與へ︑﹁︿略﹀︒﹂と言

て︑

十210図

廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らか

くわいらう

の門を入れば︑中央の葬殿︑左右の

水屋の水に口す＼ぎて︑此

に清められし玉砂利さくくと鳴り

十14図

九捌9

んいちげ﹂や︑深紅の﹁べにばない

止るもの︑動くもの︑火を

隼のやうに飛違ひ入事れ
十二8311

ての一騎討︒

十一搦8

はやぶさ

ちご﹂などが鮎々と入事れてるた︒

其の間々に︑白い﹁はくさ

て落ちて來ます︒

入込む

十一価2

進むにつれて︑ゆらぎながら私の方
へ寄って儲る︒

﹇入込﹈︵五︶1

十二耀7 網の目のやうに入りくんで
みる︒

いりこ・む
︽ーン︾

十一籾8 友人がそっと立って窓の戸

吐くもの︑歩兵・工兵の齪闘︑彼我

入る

しゅらちやう

をあけると︑清い月の光が流れるや

﹇入﹈︵四・五︶24

︽ーッ・

入篭れての一大修羅場が展開され
い・る

うに入込んで︑ピヤノのひき手の顔
入りち

る︒

﹇入違﹈︵五︶1

を照らした︒

いりちが・う

十一柵11 一音は一音より妙を加へ神
に入って︑何をひいてみるか︑彼自

を過ぎて境内に入り︑先づ拝殿の前

らも覧えないようである︒

十二44図 やがて打聞く松並木の問
にぬかつく︒

十二610図 寳物殿に入りて舞観する
に︑火きりぎね・火きりうすといふ

いる・はりいる・まちいる・まもりい
る

一44ーヒゴヒガヰマス︒

V

ツトムサンノオウチノ前

二︑ウマガヰマシタ︒

ヰマシタ︒

ウイテヰタ︒

二364

ワ

ケンメイニナッテフイテモ︑カ

ベサンバヘイキデヰマス︒

ヨルデ︑雨ハ︑スッカリヤンデ

二637日﹈ガサメタ時潮︑モウ

マッテヰマシタ︒

二633オヂイサンバ︑木ノアナ
ニカクレテ︑雨ノヤムノヲ

來マシタ︒

ヰルト︑雨ガ︑ザアザアフッテ

タベナガラ︑トキドキシッ 二626アル日︑山デ木ヲキッテ

オ

ケンチャンハ︑ニコニコシ

ニコニコ

ニコ

ワタシガ︑ドンナニ
ヤッパリ︑

ヤッパリ︑

ヰマシタ︒

ル木ノ前二︑タクサンノオニ

セカイヂュウニハ︑私ヨ 二643

リモットエライ人ガヰマスカ

ガ︑アツマッテヰマシタ︒

テシマヒマス︒

モ︑雲サンが來ルト︑カクサレ

ヲドッテヰマシタ︒

U 青イオニヤ︑赤イオニガ︑
タキビノマハリデ︑ヲドリヲ

二495園イクラ私ガテッテヰテ

ラ︒

二483國

トガマンシテヰマシタ︒

二424 デモ︑ ワラハナイデ︑ジッ 二642 オヂイサンノカクレテヰ
ル木ノ前回︑
オヂイサンノカクレテヰ

ラッテヰマス︒

S圏

ラ︒

一287キノハガ︑ソヨソヨウゴ 二357 ウマ ハ︑ヲケノ中ヘカ 二577囹セカイヂュウニハ︑私ヨ
ホヲ入レテ︑カヒバヲタベテ
リモットエライ人ガヰマスカ

イテヰマス︒

シシガネテヰマシタ︒

ポヲフッテヰマシタ︒

一447一二三四五六七八九二362
一50一

十十ピキヰマス︒

Q圃

一547オバアサンガ︑川デセン テミテヰマシタ︒
タクヲシテヰルト︑

コッテヰテモ︑

ニ

一一

オニハ︑テツノモンヲ

青イウミ

ウイ

マチカマヘテヰタハチハ︑

R8

ワラッテヰマス︒

一675

三ツ︑
テヰタ︒

ニハノススキガ︑オイデ

二36囲トホクノハウニ
二5一

クサノ中デハ︑コホロギ

オイデヲシテヰマス︒

U7

ハ︑ビショ

ソトヘデテ︑空バカリミ

ガナイテヰマス︒

二77

テルテルバウズ

テヰマス︒・

二265

タクリハ︑

二26ーハヒノ中ニカクレテヰ

ヰマスト︑

二203カニガ︑下カラナガメテ

ヌレニナッテ︑ナイテヰマス︒

ニー03

ニツ

にのろしをあげ︑次いで城に入らん

︽ーッ・一

小サイシラホガ

ニコ

いる

二34圃

シメテ︑シロヲマモッテヰマシ

︽ーラ︾

タ︒

いる

とするに︑不幸にして敵兵に護見せ
﹇ 要 ﹈ ︵ 五 ︶2

られ︑勝頼の前に引出さる︒
い・る

六436 夏休過ぎから︑子山羊に乳が
いらなくなったので︑私たちは︑毎
日︑たくさん飲むことが出詰るやう
になりました︒

﹇妙﹈︵五 ︶ 2

おかあさんは︑豆をたく

居

見テヰルウチニ︑ジブン

ルガハル立ッテ︑ヲドッテヰマシ

タ︒

マシタ︒

オニハ︑ドコニモヰマセ

モ︑ヲドリタクテタマラナクナリ

二654

二726

イクラ私ガイッシャウ 二73一 オヂイサンバ︑ユメヲミ

ンデシタQ

リモットエライ人ガヰマスカ
二563園

ラ︒

二545園セカイヂュウニハ︑私ヨ

ト︑フキトバサレテシマヒマス︒

バッテヰテモ︑風サンが來ル

二524園イクラ私が空ニイ

ラ︒

リモットエライ人ガヰマスカ

二513圏セカイヂュウニハ︑私ヨ 二652 ドノオニモ︑大シャウノ
オニ ニオジギヲシテハ︑カハ

一一

九襯6囹 そんな物はいらないよ︒
い・る

四湿5

ル︾

さんいつて︑ますに入れ︑神だ
なにお供へになりました︒
びせかけ︑散兵線からも︑速射砲・

十二8111 我が砲兵はこれに砲弾をあ

みる

歩兵砲等が︑豆をいるやうな機關銃
ヰル

の音にまじってとゴろく︒

一

︽ヰ・ヰル・ヰレ︾←あきれ

﹇居﹈︵上一︶脳
居る

ル

﹁︿略﹀︒﹂トヨビマシタガ︑

ポチハヰマセンデシタ︒

二344

いる

一［

いる・うちまもりいる・それでいて・
つくろいいる・とりだしいる・はさみ

U4

ものあり︒

一［
一一

いる
十二弼1図 十六日︑勝商は再び山上

R4
R8

いる
176

177

いる一いる

テ ヰ タ ノ デ ハナイカトオモ
ぴよ︑ぴよ︑とないてるますQ

から︑小さなあたまを出して︑

ニ︑フッテヰマス︒

るやうです︒

三142はねの下にも︑二三ばる

ヒマシタ︒

テズ

二78一 ユキハ︑少シモオトヲタ

ツイテヰタノデ︑

三163園この人は︑どんないろ

しろい人がゐます︒

二813ヒデノ出戸︑水ノ玉ガ 三153囹このはこの中に︑おも
二桝2犬ヲーピキカッテ︑大ソ
のきものをきてゐますか︒

三184

すか︒

へかけますと︑舟はおなかの

テヰマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂ト聞キマシタガ︑

見エテ︑ダマッテヰマシタ︒

正雄サンモヨクワカラナイト

三945

﹁︿略﹀︒﹂ト聞キマスト︑

ユフベ買ッテイタぐイタ 三936 正雄サンガヰマシタノデ︑

へんにか＼ってゐます︒

三725

キンギョノコトヲ思フト︑

カゾヘテミルト︑ヤヅパリ

ジットシテハヰラレマセン︒
黷V33

三958

ソノ車ヲ︑今ウンテンシュ

ガ一生ケンメイニナッテ︑ハヅ
サウトシテヰルトコロデス︒
車ハ︑タイヤガヒシャゲ

ハ車ヲ

タイヤガヒシャゲテヰ

コト

﹁︿略﹀︒﹂ヲヂサンガカウ

ハヅシマシタ︒

イッテヰル間二︑ウンテンシュ

三974

ヲ思ヒ出シマシタ︒

ン車ガ︑サウナッテヰル

三968私ハ︑オトウサンノジテ

マスネ︒

三963園

テヰマシタQ

さうして︑まつさをな水の 三962

その手には︑美しい金の

ことばかりかんがへて︑まって

ました︒

シタ︒

ゐました︒

いたみを忘れて︑にこくして

ばができてみる︒
三欄6 おいしゃさまのおうちを
出た時︑花子さんは︑もうはの

すると︑今までやさしさう 三餌1園

に見えてみたおちいさんのか

三913

ほが︑急にきつくなりました︒

三933 フト見ルト︑チャウド正
雄サンノウチノ前月︑自動車

三934ソバニ︑人が四五人ヨッ 三佃3ある日︑はまべを通って

ガ止ッテヰマシタ︒

やあ︑二本ならんでむし

三905その手には︑美しい金の ｧ2 私タチハ︑自動車が見エ
ナクナルマデ︑立ッテ見テヰマ
をのが︑きらくと光ってゐ

ゐました︒

ンガ︑立ッテヰマシタ︒

オナカガスイテヰルダラ 三947 ソノ自動車ニノッテ來タ
ラシイ︑三人ノ知ラナイヲヂサ

五ヒキヰマシタ︒

三754

ウト思ッテ︑

森で︑木をきってゐました︒

ました︒

三882

水の上を見てゐました︒

をのが︑きらくと光ってゐ

三824

とかんがへこんでゐました︒

上をじっと見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂

あさからばんまで︑﹁︿略﹀︒﹂ 三803

こん︑ときってゐました︒

三174園どんなかほをしてゐま 三786をのに力を入れて︑こん︑

す︒

二872犬ヲ二一イガッテヰタオ 三165園 赤いきものをきてゐま 三785 木こりが︑池のそばの
ヂイサンバ︑大ソウカナシミマシ
タ︒

ヂイサンバ︑ソノハヒヲモラッ

二903犬ヲカハイガッテヰタオ
とうこいてゐます︒

蛙の子どもが︑川ばたで

それをきいて︑﹁︿略﹀︒﹂ときき

きんじょにるた大蛙が︑

あそんでゐました︒

ノコッテヰタハヒヲカキ 三246

テ來マシタ︒

二945
アツメテ︑

マノオカヘリヲマッテヰマシ

二947 カレ木ニノボヅテ︑トノサ 三262
ました︒

牛若丸が︑ふえを吹きな

見ると︑大なぎなたを

ガ︑ダレモヰマセン︒

タ一寸ボブシバ︑

三536圏ドコニヰルノダラウ︒
三54一 ソノアシダノカゲニヰ

三533

す︒

もった︑大きな男が立ってゐま

三423

がらあるいてゐました︒

三415

テフくガ︑トビ立チマシタ︒

三391草ノハニトマッテヰタ 三901若い男は︑金のをのの

タ︒

マデ來タ時︑牛ノタクサン

二佃4﹁︿略V︒﹂トカゾヘテ︑十三

ノッテヰル車ガ︑イクツカト
ホリマシタ︒

﹁︿略﹀︒ ﹂ ト ︑ オ モ ッ テ ヰ ル

アヒダニ︑ ボクハ︑車ノカズ

二丁6

ガ︑ワカラナクナリマシタ︒

三92圏森の上でも︑ないて
みる︒

三 9 4 團 ま ち の上でも︑ないて
みる︒

よこが︑おやどりのむねの所

三141ぼくが見にいくと︑ひ 三646 長いひもをつけて︑くび

一一

ウカハイガッテヰマシタ︒

一一

いる
いる
178

ある日︑はまべを通って

みると︑

三二4
みると︑子どもが大ぜい集って︑
何かさわいでゐました︒

見ると︑かめを一びきつ

かまへて︑ころがしたり︑た＼いた

三欄7
りしていぢめてみるのです︒

三 m 1 浦 島 が︑舟にのって︑い
つもの通りつりをしてみる
と︑﹁︿略﹀︒﹂と︑呼ぶものがあ
ります︒

泥描8 浦島は︑あまりおもしろい

ので︑家へかへるのも忘れて︑
毎日毎日︑たのしくくらしてゐ
ました︒

三聖4村のやうすは︑すっかり
三佃4

大きなしげった枝は︑四

住んでみた家もなく︑

かはってゐます︒

四53
方にひろがって︑どこまでつゴ
いてるるのか︑
見てみ た 人 た ち は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

日かげになって困ってゐ

といひました︒

四106

四124

ぼくがべんきゃうしてる

た村々も︑
ると︑

四131

四137

四192 にいさんののってみる加
賀は︑たくさんのひかうきが
のせてあって︑

五六人集って︑かげふみをして
あそんでゐました︒

子どもたちはあそぶこと．

あれは︑お月様が走っ

を止めて︑しばらく月を見て

四418
ゐました︒

四423圏

てるるのだらうか︑雲が走っ
てるるのだらうか︒
らうか︒

だよ︒

四431圏

めてゐますと︑

﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑たがひに

四436圏走ってみるのは雲だ︒
四442 それからしばらくは︑

四552 どんなにかないたのでせ
うが︑うちのものは︑朝まで

まだあれが生きてみる

知らずにゐました︒

四563

大江山に︑しゅてんどうじ

だらうか︑

四571

大きな岩があって︑その

といふ鬼がみて︑

そばに︑一人のおちいさんが

四595

立ってゐました︒

私は︑けふあなたが

もっと進んで行きますと︑

せんたくをしてゐました︒

今度は︑谷川で︑一人の若い
女が︑しくくと泣きながら︑

四616

こ＼においでになると聞いて︑
お待ちしてみたのです︒

お月様が走ってみるの 四601園

四424園雲が走ってみるのだ

四252﹁︿略V︒﹂ト︑手ヲタ・イテ︑

笑ッテヰルモノモアルヤウデ
シタ︒

四271 毎日竹を切って來て︑ざ
るやかごをこしらへてゐまし
た︒

四274ある日のこと︑もとの方
が大そう光ってみる竹を︑一
本見つけました︒

ますと︑中に小さな女の子が

四281それを切って︑わって見 四433しかし︑じっと月を見つ
ゐました︒

おちいさんも︑﹁︿略﹀︒﹂と

いってゐました︒

四306

を︑始からだまって聞いてゐ
さうして︑しばらく枝こし

には︑月をながめて何かかん

四466園
雲だ︒

走ってみるのは雲だ︑

四545大そうよくなれて︑私の

手からゑをたべるほどに
なってゐました︒

私たちは山伏ですが︑

頼光たちを︑しゅてんどう

しゅてんどうじは︑けらい

の鬼どもを大ぜい集めて︑酒も

四656

れて行きました︒

じのみるりっぱなごてんへっ

四653

道にまよって困ってゐます︒

四646囹

ゐました︒

四643 そのそばに︑鬼の番兵
が︑鐵のぼうを持って立って

すか︒

四631囹鬼のみる所はどこで

てるるのです︒

四315 ある年の春のころから︑ いひはってゐました︒
四618園 なぜ泣いてゐますか︒
かぐやひめは︑月のあかるい晩
四445 みんながわいくいふの 四625園 それがかなしくて︑唄い

四451

た一人の子どもがありました︒

八月の十五夜近くなる

がへてみるやうでした︒

と︑こゑを立てて泣いてばかり

といひました︒

に月を見てゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂

四317
ゐました︒

ある所で︑子どもたちが

さっさと走って行きます︒

四328園 みなさんにお別れする 四46製すると︑月は枝の間に
のがつらくて︑泣いてみるので
じっとしてゐますが︑弔云は
ございます︒

四412

といって︑

とおばあさんに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

うらの畠にみたおかあ 四362 かぐやひめも︑今はし方
がなく︑泣いてみるおちいさん

さんも︑かけて來て︑

四187 にいさんは︑ごはんをた
べながらも︑しじゅうにこく
してゐました︒

179
いる一いる

んから︑はまべに立って泣いて
お前︑なぜ泣いてみる

お前︑なぜ泣いてみる

これまで百合若のみた︑

ばってゐました︒

みた︑りっぱな城に住んで︑い

四四7きゃうだいは︑思ひ通り大
將となり︑これまで百合若の

りっぱな城に住んで︑

四M6

おもしろく歌ってゐました︒

四相3 そこには︑美しい草が一
めんに生え︑かはいらしい鳥が

のか︒

四992園

びて︑ねてみるがよい︒

四976園それなら︑海の水をあ

ゐました︒

のか︒

四972園

りをしてゐました︒

四666囹 私どもは︑毎日︑野や
山にばかりねてゐましたが︑

今まではねをついてゐ

四 6 7 3 楽 想 もよい酒を持って
ゐます︒

四753
た花子さんと雪子さんは︑

四 7 8 3 三 ち ゃんがもとの所へ
かへって來ますと︑ポストの中

には︑もう二枚のはがきがは
いってゐました︒

四836囲きっとおさそひします
から︑三ちゃんと一しょに待つ
てるて下さい︒

四858オザシキノ方デハ︑シン
ルヰや近所ノ人が集ッテ︑ニ
ギヤカニ話ヲシテヰマス︒

コンナコトヲ何ベンモ
終卑近ヅイテ來マス︒

クリカヘシテヰルウチニ︑冬ガ

四伽4

ソットヤッテ來マス︒

四866 停車場デハ︑村長サン︑校 四伽3 シカシ︑北風が少シユダ
ンヲシテヰルト︑暖イ南風ガ

ン所ノ人タチガ︑大ゼイ集ッテ

長サン︑ザイガウ軍人︑青年クンレ

ヰマシタ︒

四905圃雪がちらく降って
みる︒

四922島にみた白兎が︑向かふ 四伽6 サウシテ︑今マデハ︑半分

カウナッテ來ルト︑南風
カリハヰマセン︒

ハ︑モウ前ノヤウニ負ケテバ

四恢2

日様ガ︑

眠ッテデモヰルヤウニ︑弱イ
の 陸 へ 行 っ てみたいと思ひ
ました︒
光ヲ出シテヰタ五日様ガ︑
ある日︑はまべへ出て見 四面7 弱イ光ヲ出シテヰタオ

四925

ると︑わにざめがゐましたので︑

一番しまひにるたわにざ

﹁︿略﹀︒﹂といひ ま し た ︒

四963
めが︑

四968 白兎は︑痛くてたまりませ 四槻6けしきに見とれながら歩

いてるますと︑どこからか︑よ
いにほひがして來ました︒

ふと見ると︑向かふの松

の枝に︑何かきれいな物が

四柵2

すると︑今までかくれてみた︑

か＼ってゐます︒

五15
う

しんゑん

宇治橋を渡って︑神苑に入

ち

いろいろのわるものが出て來て︑

五77団

り︑しばらく行くと︑千年もたった
かと思はれる大木が立ち並んでみて︑
かな

一切白木づくりで︑金の金
具が︑きらきらとしてゐますが︑

ぐ

五93国

五113おたまじゃくしは︑毎日︑大
ぜいの兄弟や仲間と一しょに︑池の

どれも︑これも︑丸い頭をふ

中を泳いでゐました︒

五117

り︑長い尾をふって︑元氣よく泳い
でるました︒

自分の親が︑あの四本足の蛙
だらうなどとは︑ゆめにも思ってゐ

五123

五169

五168

空には︑お日様がぎらぎら光

草が青青としげってゐました︒

みことは︑この川上に人が住

つてゐました︒

五202

すると︑おちいさんとおばあ

んでみるなとお思ひになって︑

さんが︑一人の娘を中に置いて︑泣

五208

いてるました︒

今年も︑ちやうどその大蛇

が出て降る時分になりましたので︑

五216圏

泣いてみるのでございます︒

五223園頭が八つ︑尾が八つ︑目は

その通りに用意して待ってる

まっかで︑背中にはこけが生えてゐ

ます︒

ユフベノ雨ガハレテ︑青葉ノ

ると︑間もなく大蛇が出て來ました︒

五229

五254

坂が急で︑道がじめくして

上二︑日が氣持ヨク照ツテヰマス︒

ゐましたので︑松村君が︑すべって

五284

みんな︑息を切らして︑はあ

ころびました︒

ました︒

所々白く光ってみる川も見え

遠くの方には︑山がうねく

門をはいって少し行くと︑く

しばらく見て居るうちに︑長

い︑美しい尾を︑扇のやうにひろげ

五366

じやくが居ました︒

五365

とつゴいてるました︒

五312

ました︒

五309

くいってゐました︒

親がそばにるてくれなくても︑ 五291

ませんでした︒

五134

ちっともさびしくはありませんでし
た︒

おたまじゃくしは︑何だかお
そろしいやうな︑うれしいやうな氣

五152

さうして︑水の中にみるのが︑

になって︑わいわいさわいでゐまし
た︒

五162

いやになって來ました︒
つまるやうな氣がしました︒

五163水の中にみると︑何だか息が

いる一いる
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五376

五498園

日﹈がさめて見ると︑らくだ

さうして︑そのらくだは︑

その上︑つけて居た荷物の
私がさばくを歩いて居ます

品までいひあてました︒

五491園

やうに申すのでございます︒

が抜けて居るだらうのと︑一々見た

片目だらうの︑びっこだらうの︑歯

五486園

がして歩きました︒

が噛ませんので︑おどろいて方々さ

五477園

ちに︑つい眠ってしまひました︒

大きい猿や︑小さい猿が 五475囹 とちゆうで一休して居るう

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と いひながら︑さわいで居
ました︒

ました︑

五378 ぶらんこをして居るのもあり
五381 金あみをつたって︑追っかけ
つこをして居るのもありました︒

五387 象は︑たえず鼻を動かして︑
何かたべる物でも落ちて居ると︑す
ぐその先ではさみ上げます︒

が︑よく見えるのだらうかと思はれ

五395 あれでも︑下に落ちて居る物

五499園私がさばくを歩いて居ます

と︑

五397 私は︑始め︑鼻の先に目がつ

と︑らくだの足あとがつ〜いて居る

ます︒

いて居て︑物をさがすのではないか

それでは︑びっこといふこ

のに︑人の足あとが見えません︒

片方の足あとが︑一つ置き
歯の抜けて居るといふこと

は︑どうしてわかったか︒

五513囹

に淺くなって居るのでわかりました︒

五512園

とは︑どうして知って居るか︒

五509囹

と思ったほどでした︒

五404 象は︑のこくと歩いて行つ
て︑長い鼻をのばして︑浮いて居る
せんべいを拾ひ上げました︒

そこを立って︑らくだの居る方へ行

五424 私も︑ねえさんと心しよに︑
きました︒

もしく︑お役人様︑それ

道に︑愛がこぼれて居たか

コレハ︑慧

ガ動クカラデス︒

早イノハ︑モウ繭ヲ作り上ゲ

テ居マス︒

五548

又︑作りカケノウスイ繭ノ中
生ケンメイニハタライテ居

デ︑キユウクツサウニ︑カラダヲマ

五552
ゲテ︑

マダ︑繭ヲカケル場所ヲサガ

ルノモアリマス︒

五553

シテ居ルノモアリマス︒

今桑ヲタベテ居ル慧モ︑アシ
タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ

五554

フサウデス︒

豆のさやのやうな物を舟にし
て︑それに何か乗って居ました︒

五589

豆のさやに︑轟が乗って居

轟の皮を着物にして着て居る︑

五591囹
ます︒

五594

小さい神様でした︒

お前は︑方方へ出歩いて︑
何でもよく知って居るが︑この小さ

五609園

きっと︑あの物知りのかか

いお方の名を知らないか︒

五614圏

か＼しは︑田の中に立って四

しが知って居るでせう︒

五616

方を見て居るので︑何でもよく知つ
て居ました︒

か＼しは︑︿略﹀︑何でもよく
知って居ました︒

五617

おうい︑お前は︑この小さ
いお方を知って居るか︒

五619園

居るわけには行きません︒

マブシノ中デハ︑カサくト 五639囹私は︑いつまでも︑こ＼に
イフ音ガシテ居マスガ︑

五545

らです︒

五524圓

るのでございませうか︒

なら︑荷物の品をどうして知って居

五522囹

あるので︑さう考へました︒

と︑かみ切れないで残って居る葉が

五439園右の目がつぶれて居ませう︒ 五516囹 草を食取ったあとを見ます
まへば

五444囹 さうして︑左の足が一本短
くて︑前歯が二三本抜けて居ませう︒

五447囹 さうして︑つけて居た荷物
は︑姿でせう︒

五448囹 どこに居るか︑どうぞ︑早
くをしへて下さい︒

五474囹 私どもは︑変をつけたらく
だを引いて︑さばくの中を通って居
ましたが︑

或人が︑始めて舟に乗った時︑

海が荒れたので︑大そう弱って居ま

五662

した︒

こんなに海が荒れるのに︑

山の木の葉の上に休んで居ま

あなた方は︑よく平氣で居られます

五666囹

ね︒

したが︑

五688

ふと氣がついて︑あたりを見

まはしますと︑二三人の人が居て︑

五705

﹁︿略﹀︒﹂といって︑眺めて居ました︒

美しい畠や︑田や︑静かな村

五707 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑眺めて居

ました︒

五718

見上げると︑大きい橋があっ

が匿いて居ました︒

五729

爾がはには︑たくさんの家が

て︑人や︑車や︑馬が通って居まし

た︒

かうして居る問に︑私たちは︑

並んで居ました︒

五732

五737

二階ノマドカラ三豊テ居ルト︑

とうく海へ出ました︒

大キナ鬼グモが一匹︑スウツト︑私

五762

何十本トモ知レナイ︑細イ︑

ノ目ノ前略ブラ下ツテ來マシタ︒

白イ綜ガ︑夕風ニユラレナガラ︑フ

五783

ハフハト空中三二．・ヨツテ居ルノハ︑

コノ綜ヲ引ツパツタリ︑動カ

ホンタウニキレイデシタ︒

五789

スルト︑今マデタルンデ居タ

シタリシテ居マシタガ︑

五796
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いる一いる

綜ガ︑ダンく二︑マツスグニナリ
マシタ︒

五806晩ニナツテ又行ツテ見マスト︑
ソコニハ︑モウ︑リツパナクモノア
ミが出來テ居マシタ︒

居ます︒

ぎが︑

かべのわれ目で︑

おそれ多くも︑天孫に＼ぎ

いや︑私は︑天孫がお出で

こんがう

でんれい

なち

我が軍にしたがって︑論理の

ヂサンガ︑

席ハミンナフサガツ二上二︑

水引草と︑

名を聞いてか

すっかりあわてた兄うかしは︑

おつかはしになりました︒

二人の強さうな大將が︑目を

しばらく考へて居ましたが︑

六31

六二5

見ると︑粧うかしは︑自分の

いからして立って富ます︒

六98

る︒

六252

中ニハ︑釘ノ先二︑外ノ釘ガ

砂カラ取出シテミルト︑黒イ

先ノ上空ハ︑コトニ︑タクサ

よい天下で︑あちらでもこち

田のあぜに︑むしろを敷いて

稻を刈って居られたおとうさ

そっと近づくと︑くるりと葉

赤とんぼが︑すいくと︑空

を飛んで居る︒

六254

なのである︒

弟は︑牛を飼って居るつもり

の裏へ廻って︑足の先だけ見せて居

六239

﹁︿略﹀︒﹂と言はれたQ

んとおかあさんは︑腰をのばして︑

六221

もらって遊んで居た弟が︑

六215

らでも︑稻を刈って居る︒

六213

ン着イテ居タ︒

六206

イテ居タ︒

粉ノヤウナモノガ︑磁石二一面二着

六205

ブラ下ツテ居ルノモアル︒

六193

ト板トノスキ間二︑落チコンデ居ル︒

六166見ルト︑針ハ︑エンガハノ板

六119囲

さいご

しかけたおとしにかかって︑あはれ
いつの間にやら︑

命は︑兄神の釣針をなくして
水を汲まうとして︑ふと井戸

命は︑月日のたつのも忘れて︑

すると︑海の神様は︑海に住

たがらす

母もお待ちして居ます︒

ら來て見たら︑

にいさん︑かうして︑毎

な最期をとげて澄ました︒

五三8

樂しくお暮しになって居ましたが︑

五榴3

が︑すみきった水にうつって居ます︒

の中をのぞくと︑美しい神様のお姿

五捌3

困って居る事をお話しになりました︒

五佃4

ても︑おもしろくありません︒

日々々︑二人で同じ事ばかりして居

五柵6園

色がすっかりさめて居た︒

五罪4額

タ︒

立ツテ居ル人モ︑タクサンアリマシ

五㎜5

こほろ 五雲2回目︑立ツテ居マスカラ︒

ころ︑ころ︑ころ︑ころ︑

五928圏

下界へ行くとちゆうに︑お

鳴いて居る︒

居ます︒

そろしい男が︑道をふさいで立って

五967園

五988園

五812 せみは︑桐の木で鳴いて居る︒
らみの高さの所に︑あぶらぜみが一

五⁝川5

出て居るのです︒

になると承って︑こ＼へおむかへに

五999囹

いで立って居るあなたこそ誰です︒

のみことの︑お通りになる道をふさ

五813 そっと行って見ると︑二米ぐ
匹止って居る︒

さうにぐったりして居る︒

五828 なすも︑きうりも︑みんな暑

に︑とんぼが止ったり︑はなれたり

五829 きうりにそへて立ててある竹
して居る︒

けれども︑それは︑をり重な

役をして居た軍犬金剛・那智は︑

五音6

つて死んで居る敵の死がいの間でし

日を一ぽい受けて︑夏はおれの世界

五838 畠のすみの日まはりは︑暑い
だといふやうな顔をして︑三つ咲い

二匹は︑身に幾つものたまを

た︒

さっそく鯛を呼出して︑のど

や

神武天皇は︑八腿烏をお使
おと

た兄うかし・憶うかし兄弟の所へ︑

え

として︑其の地方に勢力を張って居

六13

て釣針がひっか㌧つて居ました︒

をさがしてごらんになると︑はたし

五伽2

ないで困ると申して居ます︒

何かのどにさ＼つて︑物がたべられ

五櫛7園しかし︑此の間から︑鯛が︑

つて居る者はないか︒

誰か︑天の神様の釣針を持

うけて︑血にまみれて死んで悩まし

人ガーパイ乗ツテ居テ︑アイ
一ツモアリマセンデシ

アイテ居ル玄馬︑一ツモアリ
私ガ︑ニイサント並ンデ立ツ
スグ前ニカケテ居タヨソノヲ

五戸1囹

んで居る魚を︑残らず呼集めて︑
よく見ると︑二匹とも︑口に

﹁︿略V︒﹂とお聞きになりました︒

五⁝肋5

テ居マスト︑

五価4

マセンデシタ︒

五鵬2

タ︒

テ居ル席ハ︑

魁町2

かりとくはへて居ました︒

は︑敵兵の軍服の切れはしを︑しつ

五脳2

た︒

五佃9

て居る︒

腰をかけて居ると︑川で︑誰かあそ

五843 うちへかへって︑えんがはに
んで居るらしい︒

い︒

五図3 川で︑誰かあそんで居るらし

たら︑もう大ぜい來て居た︒

五862 まだ早いつもりで岩髭へ行つ
五885 おざしきでねて居た春子ちや
んが︑雷の音で目をさまして︑わっ
と泣出した︒

五911国 僕も︑來年から︑泳を始め
ようと思って居ま す ︒

五912困 をと＼ひから︑東京のをば
さんが︑春子ちゃんを連れて︑來て

六288 其のうちに︑一人の美しい少

た弟が︑たいくつ し て ︑ ﹁ あ ＼ ん ︒ ﹂

六263 一人ぼつちになって遊んで居

いる

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と思って︑のぞいて

くもあるから︑牝牛にかへたいと言
牛小屋から︑これまで飼って

をくはへて︑うまさうに︑すつばす

六672

つて居ました︒

ぼんやり︑こんな事を考へて

つばと吸って居ました︒

居た牛を引出した時には︑急にかは

六439
居ると︑﹁︿略﹀︒﹂といふおとうさん

いさうになりました︒

うちの者同様にして︑かはいがって

六679圏私のうちでは︑此の牛を︑
居たのですから︑どうぞ︑よい所へ

高いこずゑ

くっきりと浮

やって下さい︒

ふるへるやうに︑

見上げると︑

のお聲︒

六474團
小枝小枝が

まつさをな空に︑

は︑

いて居る︒

六488 ﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑僕は︑

母も姉も︑涙ぐんで居ました︒

番兵がゆだんをして居ると︑

ふみとゴまって居たのは︑み
賊が︑千早城一つをもてあま

おかあさんは︑ねて居る赤ん
ばうのそばで︑着物を縫って居られ

さうして︑屋根も︑木も︑道

窓の前の電燈線が︑白い︑太

も︑皆まつ白になって居る︒

六859

六863

雪は︑まだ︑ひっきりなしに

いひものやうになって居る︒

降績いて居る︒

六867

きのふから降積った雪に朝日

がさして︑どこを見ても︑きらく

六873

じっと空を見て居ると︑小鳥

と銀色にかゴやいて居ます︒

裏庭へ行って見ると︑もう︑

鳴きながら︑飛んで行きます︒

敷へきれないほど雀が集って︑ちゆ

六883

うちゅう鳴きながら︑うれしさうに

けさやった餌も︑もう︑なく

朝御飯をたべて居ます︒

なったものと見えて︑集って居る雀

六905

集って居る蜜は︑皆さびしさ

は︑皆さびしさうにして居ます︒

六905

一度はぱっと飛立ちましたが︑

うにして居ます︒

よくなれて居るので︑すぐに又寄つ

六909

中には︑向かふの木の枝に︑

て來ました︒

六914

仲よく日なたぼつこをして居るので

おなかが一ぽいになったので︑

並んで止って居るのもあります︒

誰もだまって居るので︑

六916
六824

窓をあけて見ると︑西の方の

せう︒

六948 ﹁︿略﹀︒﹂と︑道を通る人が語

空が︑まっかにそまって居る︒

六923

外は︑もう︑人通りがないと
夕方から︑雪が降出して居る
のである︒

六838

見えて︑ひっそりとして居る︒

六835

る︒

が︑幾群も幾群も︑悲しさうな聲で

六482机の引出をかたづけて居ると︑ 六687 ﹁もう︒﹂と一思鳴いた時には︑ 六874

大てい︑ひづめが二つにわれて居る

六694激甚のやうに足の早い獣は︑

此の二つを︑重ねたり別々にしたり
けしき
して︑机の上を見たり︑外の景色を

しばらく見て居られたおかあ

あ︑人がこっちを見て居る︒ 六822

ひやうらうの道をふさいだので︑

して居ると︑方々で︑官軍が︑賊の

六789

んなわら人形であった︒

六773

て引上げた︒

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六748

さへ︑あの通りおそい︒

六705呉牛は︑ひづめがわれて居て

やうだ︒

それは︑こ＼から百米もはな

のぞいたりして居た︒

六502

かう思ひつくと︑僕は︑もう

れて居る︑向かふの家の屋根であっ
た︒

六505

二つの筒を︑のばしたり︑

じっとして居られなくなった︒

六534

ちゴめたり︑かげんして居るうちに︑

おや︑誰かが︑しやうじの間

はっきりした︒

六538
六555隈

から顔を出して居る︒

日をあびてすわって居ましたが︑私

六557

これまでうちに居た牛は︑膿

さんは︑おっしゃった︒

がまつ黒で︑後足の足先と尾の房の

六643

の子山羊は︑鳴き聲を立てながら︑

でした︒

六652

それで︑父は︑子供にあぶな

所だけが白い︑まことに美しい牡牛

なりましたが︑生まれた頃は︑乳房

六433 今では︑もうお乳を飲まなく

こっちへかけて富ました︒

六412 向かふの方で遊んで居た二匹

りました︒

の足音を聞きつけて︑すっくと立上

六411 親山羊は︑柵のきはに︑秋の

見ると︑山羊は一匹も怨ません︒

六403

もは︑一度に︑草に火をつけました︒

原を園んで待ちかまへて居た悪者ど

六366 すると︑かねてから︑此の野

へて知って居ましたので︑

六353 かねて︑尊の御勇武を︑聞傳

つて居ましたので︑

かねて︑尊の御勇武を︑聞傳へて知

六352此の國に居た悪者のかしらは︑

抜いて︑たけるの胸を突きました︒

六308 ふところにかくして居た劒を

居た少女は︑すっくと立上って︑

六304 今までやさしくお給仕をして

分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

たたけるは︑此の少女を見ると︑自

六292 上座にすわって︑いばって居

居ました︒

女がまじって︑かひがひしく働いて

と言った︒

いる
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り合って居た︒

六962 火元からは大分はなれて居た
が︑風下になって居たので︑

六佃2

さびしい本堂の柱にく＼り附

けられて︑じっとして居る間に︑雪
わたしが︑こ＼で︑こんな

舟は︑いろくと考へ績けました︒
六⁝川9園

に叱られて居ようとは︑おとうさん

六963 風下になって居たので︑
も居ませんでした︑何べんも呼んで

六971園 荷物を片附ける時︑どこに
もおかあさんも︑ゆめにも思ってい
こんなことを考へて居ると︑

らっしやらないだらう︒

ルガ︑

六帽4

一日中︑ジツト海底ニモグツ
センパウキヤウ

テ居ルコトモ出來ル︒

僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト

イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二

六摺9

六柵9

ケレドモ︑潜望鏡ヲタエズ水

其ノ先二目が附イテ居ルカラ︑

目が附イテ居ルカラ︑

六冊4

ノ上へ出シテ居ルト︑敵二見ツケラ

六川3

見たけれど︒

レヤスイカラ︑

六981囹 わたしは︑消防にばかり働

く︑しくく泣出しましたQ

雪舟は︑何だか悲しくなって︑とう

一艦︑僕等ノ仲間ニハ︑魚雷

キライ

中ニハ︑魚雷ノ外二︑機雷ヲ

カウキ

又︑無線電信ハ誰モ持ツテ居
ヒ

ヒ

カウキ

又︑無線電信ハ誰モ持ツテ居
モアル︒

ルガ︑中ニハ飛行機ヲ持ツテ居ル者

六㎜4

モアル︒

ルガ︑中ニハ飛行機ヲ持ツテ居ル者

六伽3

ル者モアル︒

コレラ海ノ中へ敷設スルコトノ出來

タクサン持ツテ居テ︑モグリナガラ︑

六伽1

者が多イガ︑

デ敵ヲ攻撃スルコトヲ務トシテ居ル

六佃8

いて居て︑手傳も出來ず︑まことに

少し泣きつかれて︑ぼんやり

足もとを見て居た雪舟は︑何氣なく︑

六棚7

すまなかった︒

六989 みんな︑つかれきって居る︒

観血8 いっか︑にいさんのお作りに

足の親指で︑板の間に落ちた涙をい
や

なった小さい温床に︑今日も︑おだ
へ

ぢつてみました︒

自分の部屋へ蹄って居た和尚

夕方近い本堂は︑少し暗くな
大きなねずみが一匹︑雪舟の

昔カラ︑船トイヘバ︑主水ノ

僕等ハ︑大砲ノタマガイクラ
飛ンデ來テモ︑水入モグツテ居レバ︑

六㎜6

平氣ナモノデアル︒

て居る︒

六甲4園毎日︑たくさんの人が︑た

それから︑地面の上ばかり

えずお参りして居るが︑

でなく︑地面の下にも︑地下鐵道と

六捌3園

いって︑電車が通って居る︒
きよす
あれは︑清洲橋といって︑

隅田川にか＼つて居る︒

六儒9囹

りっぱな橋がたくさんか＼つて居る︒

六餌2園此の川には︑其の外にも︑

市民があわてふためいて居る

中を︑七十七歳の老元帥は︑赤坂離

六僻8

當時︑大正天皇は︑日光へお

宮へと急いだ︒

六柵1

其の頃︑東京市中は︑いたる

いでになって居た︒

六悌8

元帥は︑家に残って居た人々

ところに火災が起って居た︒

六髄8

をさしづしながら︑自ら防火につと

尊に五って同じ船にお乗りに

めた︒
みこと

なって居た︑おきさき弟橘媛は︑

七42

それ以來︑此のへんの國々を

﹁︿略﹀︒﹂とお考へになった︒

﹁あづま﹂といふやうになったとい

七了3

舟で來た人も陸から來た人も︑

もやが水の上に立ちこめて居

はれて居る︒

七76

ます︒

大砲ヲ二十門モスエツケテ︑

海上ノ城ダトイツテイバツテ居ル軍

七119

見ると︑向かふの方で︑雪子

い程居ます︒

入りまじって︑何百人か敷へきれな

七117

しばふ

宮城の前には廣い廣い立場
があって︑そこの芝生には松が生え

六伽9園

ハ︑何トモ言フコトが出來ナイ︒

艦ヲ︑一打チニ沈メタ時ノユクワイ

六二8

等が生マレテ來テ︑海ノ中ヲモグツ

モツトモ︑僕等ダツテ︑水ノ
フダンハ︑ナルタケ水ノ上二
僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア

六戸9

出テ居ル︒

心心4

中土バカリ居ルノデハナイ︒

遥遥7

テ敵ヲ攻撃シ始メタノデ︑

上ヲ走ルモノトキマツテ居タガ︑僕

六柵4

な様子です︒

足もとに居て︑今にも飛びつきさう

六佃3

つて居ました︒

六麗9

はいさう．になりました︒

さんは︑しばらくすると︑雪舟がか

六擢5

やかな冬の日が︑一ぽいにさしこん
で居ます︒

六悩2 見ると︑まん中の鉢に︑美し
いチューリップの花が一つ︑につこ
り笑ったやうに咲いて居ます︒

六梱8 下の方は白で︑花の口もとの
所に︑こい紅をさして居ます︒

が︑暖い日を受けて︑びろうどのや

六鵬2 ほんたうのすみれ色をした花
うに︑つやくして居ます︒
六鵬4 水仙の花が四つ︑かはいらし
い櫻草やひなぎくも︑咲いて居ます︒

六鵬8 こ＼ばかりは︑寒い冬も知ら
ないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑紫
に︑美しく照りはえて居ます︒

のか︒

六佃2囹 お前は︑密書をかいて居る

大きな柱にくくり附けられました︒

六佃8 ぶるくふるへて居た雪舟は︑

いる
いる
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さんや妹は︑何を取ったのか︑きや
つきやっと大さわぎをして居ます︒

七295

僕は︑どうかして一度計って

みたいと思って居た︒

雲もない空には︑月が美しく

あらがねを

櫨に持運ぶ︒

下に 動く起重機は︑ 生きて居る
ろ

やうに︑

大小八千以上の工場がこ＼に

のです︒

ら︑たえず黒い煙をはき出して居る

あって︑林のやうに立ち並ぶ煙突か

七635

目には涙さへ浮かべて居た︒

輝いて居た︒

七361

ほんたうにかはい＼芽が︑一

どかりがたくさん居ました︒

七129 妹と雪子さんのざるには︑や
七365

行った︒

七812

かうして︑三日目には︑もう

信長の家立に上島主水といふ

うへじまもんど

工事はすっかり出島上って居

左官が壁をぬって居た︒

七814

た︒

槍の名人といふので︑自ら誇

者が居た︒

七817

七416

よど
市を流れる淀川は︑幾筋にも

七818

七643

或日︑信長が家來を集めて酒

つて居た︒

七819

もりをして居た時︑話がたまく槍

のことに及んだ︒

藤吉郎のけいこはまるで違つ

信長はだまって居た︒

かけ渡された橋ばかりでも二

七828

が︑

七722

川や堀に幾千といふ船が通つ
て居るのは︑大阪でなくては見られ

ひかうちやう

近郊電車の校訂して居ること

近郊電車の獲達して居ること

ぬ景色です︒

七723
も︑

七725

も︑りつばな飛行場のあることも︑
お

織田信長の居た尾張の清洲城

だのぶなが

大阪の誇の一つになって居ます︒

七737

は︑或日︑大風で外廻りの塀や石垣

塀や石垣はまだ修理中で︑大

がくつれた︒

七745

工や人夫が大勢働いて居たが︑信長
は︑それには目もくれないで通って

大ていは︑木の細い根をぢく

油蝉の子の口には︑針のやう

最初は淺い所に居ますが︑年

そこで油蝉の子は︑深い所か

もう鳥などは大てい寝て居ま

すが︑それでも油蝉の子は用心して︑

七965

出る日の來るのを待って居ます︒

らだんく意い所へ移って︑地上へ

七962

はいって行きます︒

を取るに從って︑だんく深い所へ

七954

居ます︒

根にさしこんで︑汁を吸って生きて

な管がありますから︑其の管を木の

七943

つて居ます︒

にして丸い穴を掘り︑其の中にはい

七938

油蝉の子は土の中に住んで居

七881

くし

て居た︒

十もあって︑まるで︑中之島をたく

市内には︑自動車が走り︑電 七933

さんの串でさし通したやうになって

七672

であみの目のやうに組合って居ます︒

堀から堀に通じ︑川と堀とは︑まる

七651

其の川水は︑市内幾十といふ

わん
分れて︑西の大阪濁に注いで居ます︒

ふくれた︑大きな死がいが横たはつ

なったま﹂下を向いて︑其の先は︑

董がうす赤で︑黄色い葉が重

本出て居ました︒

七185 中には︑くさってぶくくに
て居る︒

まだ土から出きらないで居ます︒

．七202 幹が二か＼へもあって︑枝が七418
からかさを廣げたやうに出て居るの

葉は︑二枚重なったま㌦上を
昨日出たのは︑まだ皮を着け

居ます︒

其の

ます︒

中には二枚出て居るのもあり 七721

高い天井︑

車が走り︑地下鐵道も通じて居ます

ました︒

僕も︑入螢以來いたって元

って居ます︒
いもせ

中にも︑芋瀬の荘司は︑宮

ふと見ると︑向かふに︑日月

急いで近寄ると︑芋瀬の荘司

工場の

高く話して居るところであった︒

七605圃

てんじゃう

が︑︿略﹀︑さもとくいげに︑何か聲

七571

居る者がある︒

を金銀で現した錦の御下を押立てて

七563

手下の者を配って居た︒

のお通りになることを知って︑道に

七555

しやうじ

兵螢生活になれて︑愉快な日を送

ゆくわい

七478団七の頃では︑もうすっかり

氣で︑軍務に服して居ます︒

七476国

ます︒

七454

て居ますが︑葉がずっと大きくなり

七433

向いて居ます︒

七424

で︑村の人は︑これをからかさ松と
呼んで居る︒

七205 村の人は︑これをからかさ松
と呼んで居る︒

七208雨ざらしになって居るが︑何
時もお花が上って居る︒

七209 雨ざらしになって居るが︑何
時もお花が上って居る︒

七211 時々は線香の上って居ること
もある︒

七214 おばあさんが一人ぼつちで︑
菓子や煙草を費って居る︒

七216此のおばあさんにむすこが一
人あるのださうだが︑ずっと前から
南洋へ行って居るといふことだ︒

七275 こ﹂の田も︑あそこの田も︑

掘返した土のかたまりの間には︑も
うひたひたと水がた＼へられて居る︒

七278 年間は︑働く人や牛にゑんり
よをするやうに聲をひそめて居るが︑

七293 みんながいろくな事を言ふ
が︑誰もまだ其の木のほんたうの高
さを知って居る者はない︒

185
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急いで安全な場所を探します︒

七983 しばらくは︑其のま＼じっと
動かないで居ますが︑やがて起直つ
たと思ふと︑膿は完全にぬけ出しま
す︒

七986 しわくちゃにた㌧まれて居た
羽が︑見る見るのびて來ます︒

て居ます︒

七996 油蝿はそれから二三週間生き
七㎜1 外國には︑十か年も土の中に
もぐって居る蝉があるといふことで
す︒

七皿2圏 今年は︑私のうちへ︑まだ
税金の通知が來て居ないやうでござ

こばん

其の目からは涙がひつきりな

には小判がどっさりはいって居た︒

七柵2
たとひ飛んで行って見たと

しにこぼれて居る︒

七佃6囹

ぱうしう

ころで︑もうあるまいと思って居ま
した︒

七捌6園はるぐ房州へ出かせぎに
土間では︑七十近い老人がわ

行って︑れふをして居ましたが︑

七悩6

たらひ程に見える大きな圓の

らちを作って居た︒

七伽6

七欄5

小蒸汽船が︑煙を吐きながら

行ったり來たりして居ます︒

下の岸壁に落散ったテープを︑

ちやうふはんしゅ

大將の父は︑長府藩主に仕

子供たちが無心に拾って居るばかり

七襯4
です︒

七紹7

當時︑膿がもうこれだけ丈夫

へて︑江戸で若君のお守役をして居
たが︑

七備9

になって居たのである︒
なぎなた

七帽轟けれども︑刀・槍・長刀など︑

らく光って居た︒
アンテナが︑

夏の末頃︑つばめが︑電線や

時には十羽二十羽も︑ずらり
其の中には七つばめも居ます

かも知れません︒

これから行かねばならぬ遠い

國のことを︑話し合って居るのかも

八53

きんぞく

すると︑其の右足に︑日本の

知れません︒

八66

文字を記した小さい金倉の板が附い

しかし︑彼等の中には︑今年

て居ました︒

昔から︑つばめは同じ家に蹄

生まれた子つばめがたくさん居ます︒

八78

八102

其の小さい胸には︑若葉のも

つて來るといはれて居ます︒

える日本の春の美しさを思ひ浮かべ

八116

青々と植ゑつけられた夏の稻

て居るでせう︒

八118

春になると︑誰もが此の珍し

田を思ひ浮かべて居るでせう︒

八122

いお客の臨って來るのを待ちこがれ

かうして︑阿里山蕃だけは︑

て居ます︒

しばらく準率の事も止んで平和が績

八154

いたが︑外の部落では︑毎年祭があ

翌日︑蕃人どもが役所の近く

が︑今年生まれた子つばめが︑たく

た︒

待ちかまへて居た彼等は︑忽

八193聖堂の上に︑皆さんからのお

の首であった︒

八183

親のやうにしたって居る呉鳳

ち其の人を殺して首を取ってしまつ

八178

かぶり︑赤い着物を着た人が來た︒

に集って居ると︑果して赤い帽子を

八175

る度に首を取って供へて居た︒

今年生まれた子つばめが︑た
かうして大勢のつばめが並ん

何かしら︑彼等は相談でもし
間もなく去って行かねばなら
ぬ日本に︑なごりを惜しんで居るの

八51

て居るやうに見えます︒

八48

は相談でもして居るやうに見えます︒

で居るのを見ると︑何かしら︑彼等

八47

くさんまじって居ます︒

八43

さんまじって居ます︒

八41

と並んで居ることがあります︒

八38

居るのを︑よく見かけます︒

物干竿に五六羽ぐらゐ並んで止って

八37

背のびしてみる︒

細長い煙突や

武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

花びんのす＼きがゆれて︑其

轟は︑そっちにもこっちにも︑
あれ︑里中が鳴いて居る︒

八17圃

中には︑何か︑とろくととけた物
遠い木立や︑家や︑煙突や︑

が動いて居るやうに見える︒

る︒

みんなくっきりとタ空に浮出して居

七仰1

七伽3

います︒

ながら︑少しも税金を納めないでは︑

此の美しい景色に見とれて居

のかげが曼の上にちらついて居る︒
けしき

七梱3

ものなどを下さった︒

る中に︑おかあさんが︑枝豆やくだ

七伽9

七悩9囹たゴ村のお世話になって居
何だか申しわけがないやうな氣がい
たします︒

つて居た安倍川の水も︑今朝は大分

七時2 連日の雨で︑あふれる程にな
引いた︒

横濱に生まれ︑横槍に居なが

節おもしろく鳴いて居る︒

七悩8

七癖4囹

七備5 今まで川べの宿場で泊って︑

は︑我もくと先を箏って渡った︒

向かふの大きな︑長い上屋の

のを見たことがありません︒
うはや

す︒

そこには人が一ぱい見ました︒

七髄7園
七研1

どらが鳴って居る︒

屋根の上に︑船艦の上部が出て居ま

七堂1

ら︑私は︑まだ外野へ行く船の出る

水の引くのを待って居た大勢の旅人

七堂8 此のさわぎの中に︑濁すぼら
しいなりをした一人の旅人が︑人夫
と︑渡し賃を高い安いと言合って居
たが︑

七里6 すると︑そこに革の財布が落
ちて居た︒

七備8取上げると大そう重くて︑中

いる
いる
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なりません︒

手紙がのって居ると︑私は嬉しくて

た時︑ダルニーと呼んで居ました︒

八231国 初めロシヤ人がこ＼を開い

たが︑其の頃造られた大きな煙突が︑

八238圃 ロシヤ時代で思ひ出しまし
埠頭の近くにそびえて居ます︒

八242困 設計はしたものの︑謬り大
きくて︑ロシヤ人も造りかねて居ま

静かに浮かんで居る︒

困って居る所へ︑御殿に仕へ

ジャンクが

八358
て居る萬壽がよからうと申し出た者
がありました︒

困って居る所へ︑御殿に仕へ

て居る萬壽がよからうと申し出た者

八358

木曾の家に傳はつて居た大切

がありました︒

八395
な刀を送ってよこしました︒

梢にす団なりの柿が︑赤々と

照ってみる︒

八499

ゆずの實が︑みづくしく金

色に輝いてみる︒

八501

大根や菜種の葉の緑が︑生き

くと畠に篤いてるる︒

八503

在郷軍人や︑婦人會や︑女子

青年團の人々が︑並んで変湯をつい

八539

今朝は霜がたくさん下りて︑

で上げて居ます︒

八557

寒い北風がびゆうびゆう吹いて居ま

かへって︑はだ身はなさず持

す︒

八399
つて居た刀を見つけられてしまひま

したのを︑當時こ＼に來て居た日本
した︒

の若い技師が引受 け ︑

中には︑たき火にあたって居
野外統監部を遠く望む所で︑

私たちは︑其の勇ましい姿を︑

すっかり攣った︒

八614

寺院の中は︑もううす暗くな

何時までも見送って凹ました︒

八686

つるしたランプは︑静かに左

つてゐました︒

八695

しばらく考へてるたガリレオ

右へ動いてゐます︒

八708

小さい傳令使は胸をふるはせ︑

は︑やがて自分の脈を取って見まし

た︒

かはい㌦目で空を見上げて居た︒

八763

二三回上空に輪をゑがいて飛

んで居たが︑やがて方向を見定め︑

八765

寒空を物ともせず東南をさし

矢のやうに飛去つた︒

八768

て飛んで居た鳩は︑ふと︑たかの一

たまく其の附近に居た我が・

群を見たので︑

軍の兵が︑これを護見した︒

どこで大砲をうつて居るのか 八778
わかりません︒

八563

私たちは拝観して居ましたが︑

八563

やぐわいとうかんぷ

る人もありました︒

八559

のえりに首をうづめて居ました︒

拝観に來た人々は︑皆外たう

八242国潜時こ＼に來て居た日本の

あ＼︑母はもう此の世の人で

をする者は無いかと氣をつけて居ま
したが︑

八423

はないのかと︑力を落して居ました︒

八558

八419

さて萬壽は︑誰か母のうはさ

若い技師が引受け︑見事に造り上げ
て︑

しか住んで居なかったのですが︑今

八247国 其の頃︑日本人は敷へる程
では十何萬人にもなり︑

或日の事︑萬壽が御殿の裏へ

出て︑何の氣もなくあたりを眺めて

八425

居ますと︑小さい門がありました︒

八252囲 道がわからなかったので︑
遊んで居た満洲人の子供に尋ねます

八495

たんぼはもうなかば以上刈取

たき火も何時の間にか消えて

着て居る者は︑一人もありませんで
した︒

八583

居ました︒

すると︑もう兵隊さんは來て
靴下を洗ったり︑靴をみがい
お湯から上って︑﹁︿略﹀︒﹂と

八599囹

自分の行って居た頃とは︑

言って居る兵隊さん︑

八592

たりして居ました︒

八588

居て︑兵器の手入をすまし︑

朝の霜も忘れたやうに︑眞書 八587

に残ってみる︒

られて︑おくてだけが︑こ﹂かしこ

八478

て︑唐若様が押込められて富ます︒

みなか者らしい一人の青年が︑

初め大工として働いて居たが︑

それは︑たて綜が切れ﹂ば自

なって居る機械で︑

れば自動的にこれをおぎなふ仕掛に

動的に運轄が止り︑よこ綜が無くな

八851

其の中に織機の改良を思ひ立ち︑

八819

居るのであった︒

にすわって︑じっとそれに見入って

︿略﹀︑そこに陳列してある機械の前

八803

いたましくも赤い血が附いて居た︒

八431圏あの中には石のらうがあっ 八581 辞観の人々も︑今は外たうを 八783 飛去つたあとの木の枝には︑

と︑

八257国 満洲は川も湖も少いので︑
奥地に住んで居る人たちは海が珍し
く︑

八279團 では︑皆さん︑元氣で居て
下さい︒

八292團其の下に︑ 老いたロシヤ

の太陽が輝いて︑日なたに敷いたむ

大ていの物は枯れて茶色にな
赤々と照ってみる︒

つてみる中に︑梢にすゴなりの柿が︑

八498

うに眠ってみる︒

しろの上には︑猫がほかほかと暖さ

煙やもやで灰

人が︑ パン箱を胸に下げて立って

ば

みる︑

ふとう

と

八313圏埠頭の方は
は

色にかすんでみる ︒

赤煉瓦の建物のすきから見えて︑

れんぐわ

八322囲 ロシヤ町波止場の海が︑
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八863 朝は誰よりも早く起きて研究
室に入り︑夜もおそくまで閉ちこも
って居るので︑

八875囹 おい︑誰も居ないか︒
八876 工場はがらんとしてみる︒

八904 僕たちは︑毎日昌々スキーを
はいてかけまはってみたが︑

えん
八911 村はつれの辻堂の縁に︑僕た
ちが待ってるると︑やがてスキーを
かついだ先生がいらっしゃって︑

八918 雪は一米も積ってみる︒

八928 あとには︑松の枝から雪がこ
ぼれてるた︒

八932 此の邊では︑雪が二米近くも
けい
あって︑たゴ 面の銀世界︑快い傾
しや

斜が幾箇所となく並び績いてるる︒

りに見とれてみると︑もう目の前に

八951 電光形をゑがく見事な滑り振
來られた︒

八956 先生は︑向かふでジャンプを

我々は空氣を呼吸して生きて

せます︒

八欄1
ゐます︒

もし空氣が無かったら︑我々
空虚はこれ程大切な物ですが︑

は一刻も生きてゐられません︒

八欄4
八柵5
しかし我々の住んでみる所には︑ど
こにでもあります︒

ちやうど世界中の人が︑皆打

物にねだんがあるのは︑︿略﹀︑

出の小槌を持ってるるやうなもので

八佃8

す︒

八佃3

其の物が得がたいといふことが原因

せり市へ行って見ると︑商人

になってみることがわかります︒

八浜9

が﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑大勢の

杉野

同じやうな品物を士買る店が︑

人に品物を見せてゐます︒
八佃7

杉野はいっこ︑

多く並んでみるとします︒

八柵7図圃園
は居ずや︒

八冊一

ハワイの人口約三十八萬月中︑

十五萬が日本人で︑それが農業・漁
業・商業を始め︑あらゆる職業に從

僕は文治とへさきにすわって︑

船が上ると膿を浮かすやうに︑船が

八㎜1

下ると盟を沈めるやうにしてみた︒

﹁︿略﹀︒﹂文治が指さしたので︑

見ると船が一さう走ってみる︒

八㎜4

文治が立上りかけると︑とも

子供が一人︑船の野中に居る︒

ハ．ワイが今日のやうに嚢達し

平してみるのだ︒

八伽5

八佃4

たのも︑ほとんど日本人の力だとい

八㎜9

何十さうといふ船が︑今思ひ

に居た船方が︑﹁あぶない︒﹂とどな

つてよいといはれてみる︒

つた︒

みんな日本人の手で作られた

八梱7

八佃9

家家の垣根といはず︑公園の

だ︒

八燭1

しゃくどう

誰も彼も︑赤銅色のはだか

網がつぼまって來たところで︑

入口のそばに池があって︑そ

にひるがへってみた︒

る眞紅の吹流しが二本︑威勢よく風

しんく

八麟4

へさきには︑薫れふを知らせ

網船は︑僕等の乗ってみる船を呼ん

八前9

ら玉の汗を流してみる︒

八槻7

くに網を張ってみるところだ︒

物が︑使はれてるるのかも知れない︒

八梱1

並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に

まるでおとぎの國にでも︑さ

咲誇り事績いてるるのを見ると︑

八侶2

ハワイは﹁中日なき島﹂とい

まよってみるやうな氣がする︒

八捌8

はれてみる︒

星の一つくが大きく見える

な

ばかりか︑我々が普通星形といって

八槻7

し

ハワイには支那人も西洋人も

みる形の通りに見える︒

八槻8

め﹂が居るのには︑びっくりしまし

こに甲の長さが一米もある﹁うみが

きれいな海水が︑細かいあわ

みるが︑我々に珍しいのは︑色の赤

八搦5

さうして︑赤や︑黄や︑緑の

それは︑みんな海に居る動物

檜の葉のやうで︑黄色や︑え

ひのき

でした︒

八鵬1

て居ました︒

何ともいへない程美しい物がはいつ

八燭9

ます︒

を立てながら︑どの箱にも注いで居

八価6

た︒

黒い︑背の高い土人である︒

八備3此の間︑たゴ水と空ばかり眺

日︑文明を誇る公園地帯となり︑海

してゐられる︒

八961 書近くなると︑山小屋に泊つ

めてみた身には︑島上の此の美しい

水浴場となってみるが︑

有名なワイキ・の海岸は︑今
都市が︑まことになつかしいものに

八旧4

てるる人々も來て︑にぎやかになつ

思はれる︒

夜︑旅館の寝垂に横たはりな
がら︑どこからか聞えて來る支那人

八悩2
みながら︑船が岸壁に近づくと︑そ

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

嫁ぎは近くそびえ立つ塔を望
こには︑もうぎっしりと出迎の人々

黒々と大きな禮を横たへてる

と︑

る船のかげで︑幾箇所にもたき火が

八号2
帯をきちんと結んだ女の姿さへまじ

始められる︒

中には︑日本の着物を着て︑
つてみる︒

八佃3

がつめかけてみる︒

八柵9

た︒

八964 中にはころんで︑かめの子を

ひっくりかへしたやうに︑ばたく
してみる人もあった︒
こづち

八悩8 昔︑鬼が持ってるたといふ打
出の小槌を︑もし人間の世界へ持つ
て來たとすれば︑どうでせう︒

八鵬5 めいくの持ってるる打出の
小槌から︑新しいのが幾つでも打出

いる一いる
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び茶色をして居る﹁いそばな﹂だの︑

八鵬8 星形で︑赤や青色をしてみる
﹁ひとで﹂だの︑どれもこれも︑目
のさめる程美しい物ばかりでした︒

た︒

八三2 ﹁たつのおとしご﹂も居まし

みんな︑同じ方へ向かって

に泳いで居ます︒

八柵1圏
外側を廻って居るものも︑

泳いで居ますね︒

八幽3園

内側を廻って居るものも︑揃って同
時に進んで居るだらう︒

外側を廻って居るものも︑

内側を廻って居るものも︑揃って同

八即3圏
時に進んで居るだらう︒

八角4 尾を何かにきりきりと雀附け
て︑あの馬のやうな顔を︑うつ向き

つまり外側に居るものは︑

揃って同時に進んで居るだ

加減に︑こっくりこっくり動かして

八柵4圏
らう︒

居ます︒

八僻5 これがもし目をつぶって居た
八柵5圏

つまり外側に居るものは︑

内側に居るものは︑ゆつく
内側に居るものは︑ゆつく
次の室には︑ガラスを張った

其のガラス越しに︑種々の魚
﹁たひ﹂も居ました︑﹁いさ
﹁いさき﹂も居ました︒

き﹂も居ました︒

八八3

の泳いで居るのが見られました︒

八二2

で居て︑

大きな窓のやうなものが順々に並ん

八川1

りと動いて居る︒

八爾6園

りと動いて居るQ

八圃6園

大急ぎで進んで居る︒

八襯5園

大急ぎで進んで居る︒

ら︑居眠をして居るといひたいとこ
ろですが︑

八字6 居眠をして居るといひたいと
ころですが︑

から︑どうしても何かひどく考へ込

八二7 圓い目を見張って居るのです
んで居るとしか思はれません︒

八餅8 どうしても何かひどく考へ込
んで居るとしか思はれません︒

﹁くらげ﹂も居ました︒

居るのかなあ︒

八餅9園 一図︑何をあんなに考へて
八三3

八㎜4 すき通った寒天のやうな艦か
ら︑腕が幾本も出て居ます︒

八川3

﹁あぢ﹂﹁たこ﹂其の外名前を

八髄2 此の室の中央に︑暴評四五米
ぐらみの圓い池があって︑中にたく

八川5

ないといった風をして居ます︒

くと泳いで︑外の魚などは眼中に

八襯1 五六十糎もあるのが︑いう

始めて聞く魚も︑たくさん居ました︒

さんの﹁いわし﹂が泳いで居ました︒

八柵3 約二千匹は居るだらうといふ
ことでした︒

八鵬5此のたくさんの﹁いわし﹂が︑
池のふちに沿うて︑みんな同じ方向

八襯4﹁あぢ﹂は水中に居ると︑實
に氣のきいた魚です︒

﹁かれひ﹂が砂の中にもぐつ
其の平たい髄に︑ちよつと砂

て居る様子です︒

八幽6
八摺8

をかぶると︑上から見ても︑どこに
居るか見巡が附きません︒

二つの目だけを砂の間から出

して︑ぎょうりきようりと目玉を動

八衛2

ちやうど潜水艦が水中にもぐ

せんするかん

かしながら︑外を眺めて居ます︒
せんばうきやう

八爾4

つて︑潜望鏡だけを出して居るか
﹁たこ﹂といふ物は實に妙な

つかうです︒

八備1

物で︑あの普通に頭といって居る所

胴から足が出ないで︑頭から

が實は胴で︑

八描2

﹁たかあしがに﹂といふ大き

足が出て居るのださうです︒

八縦2

口には色々込入った道具が附

なかにが勇ました︒

しかも其の溝辺は︑ピヤノで

いて居ますが︑

八帽8
八幽3

﹁︿略V︒﹂と︑私が言ったので︑

もひくやうに︑始終活動して居ます︒
八榴5

おとうさんも︑そばに居たよその人
たちも︑みんな︸度に吹出しました︒

ひそかに芽

ごらん︑其の枯草の中に︑
少しの青いものが︑

八蘭4蟹

ぐんでるるのを︒

日かげのみぞは︑ まだこ
ほってみるのに︑

八粥6團

面に︑

おもて

八章1韻

つい

ごらん︑日あたりの水の

二三匹の目高が︑

そっとしのび寄ってゐ

ごらん︑すべてのものの上

く泳いでみるのを︒

春が

八七6囎

に︑

三月といへば春はまだ唱いが︑

るのを︒

汽車の窓には關東平野がうら＼かに

尊崇2

晴れて居る︒

と

ね

町を過ぎ︑村を過ぎ︑汽車は

何時の間にか︑利根川に沿うて北へ

八三4

すると︑さつき上って來た線

進んで居た︒

八価8

路がずっと下の方に見えて︑今通る

頭上には︑高さ二千米の四二

線路と十文字に交って居る︒
しげくら

なほ︑やみのトンネルは績い

岳が天にそびえて居るはずだ︒

だけ

八旧1

八研4

時計を見つめて居ると︑八分︑

て居る︒

九分︑十分︑いたづらに時間が長い

八旧5

たゴすべての物は雪にうつも

やうな氣がする︒

れて居る︒

八籾1

八旧3村の家々は︑わっかに屋根だ

山を越すまで︑あれ程うら＼

けを見せて居る︒

かに晴れて居た空が︑何時の間にか

八塒8

かうなっては︑とてもうちに

曇って著た︒

九31

朝かなり早く起きたつもりで

じっとしてゐられない︒

九310

も︑もう太陽はうらくとのぼって
みる︒

九43 なほ長堤の櫻は︑夕日に映じ
てはなやかに聖駕いてるる︒
しぜん

しかし︑自然はしばらくも

と窟まってみない ︒

九48

やくと眠ってみる︒

九58圏 よひから︑赤ちゃんが す
がっしゅう

同じ頃︑アメリカ合衆國に

ラングレーといふ人がゐました︒

九92
九94 これも︑子供の時から鳥を見
てはしきりに考へてるましたが︑

九113 同じアメリカ合衆國に︑ライ
トといふ兄弟がゐました︒

日本人の子供たちは︑アメ

リカの小學校と日本語學校と︑野方

仕事毫のそばに︑ふさぎ込ん 九515圏

で下を見つめてみた女の子が︑それ

自分の置かれてみるのは︑仕 九302

事皇の上に乗ってみる小さなふたガ

九245

へ通ってゐます︒

龍頭を廻すと︑今まで死ん

今まで軍港のやみに包まれて

艦橋には︑望遠鏡を持つた
舷門には︑銃を手にした番兵
千早百人の乗員は︑なほ安ら

サンフランシスコからロス

ざつ

番景色のよい所だとい

ざっし

日本の書物や︑雑誌や︑雑

美しいのは果物屋で︑見る

軒並みに日本語が聞かれ︑

日本の選手がめざましい

ミシガン湖といふすばらし

大商工都

く大きな湖にのぞんでみる此のシカ

九567圏

ゐました︒

れるミシ・ッピ川が︑洋々と流れて

九563圏其の間に︑世界第一といは

い話題になってゐます︒

活躍をしたことは︑今も町の嬉し

くわつやく

九544圏

こくしてゐます︒

日本人の子供や女の人が︑店先でに

九541団

うに積まれてゐます︒

からにおいしさうな果物が︑山のや

九5310困

見かけられます︒

貨や︑食料品などを託ってるるのが

くわ

九537国

はれてゐます︒

衆國でも︑

アンゼルスまでの間は︑アメリカ合

九524団

日本人の纏螢ですが︑

さうして︑一つの懐中時計を 九516国今︑私が泊ってみる旅館も

を見つけて︑

出してそれをいぢつてみたが︑やが

自分の置かれてみるのは︑仕 九308

ラスの中で︑

てピンセットでねぢをはさんで機械

九246
事皇の上に乗ってみる小さなふたガ

た︒

九335

があたりを警戒してみる︒

九333

げんもん

掌信號兵が遠くを見張ってみる︒

しやうしんがうへい

九332

あらはれて來る︒

みた軍艦の壮大な姿が︑だんくに

九328

てるるのだ︒

九324囹

自分もほんたうに役に立つ

ゐましたから︑取りかへて置きまし

九3110園小さなねちが一本いたんで

めた︒

ち愉快さうにかちくと音を立て始

だやうになってみた懐中時計が︑忽

九311

りゆうつ

の穴に差込み︑

ラスの中で︑

は
そばには︑小さな心棒や︑歯

車や︑ぜんまいなどが並んでみる︒

ぐるま

九248

つち

きりや︑ねぢ廻しや︑ピン

セットや︑小さな槌や︑さまぐの

九249
道具も︑同じ皇の上に横たはってる
る︒

周園の壁やガラス戸棚には︑

ねぢは︑︿略﹀などと考へて

いろくな時計がたくさん並んでゐ

九251

る︒

九256

みる中に︑ふと自分のことに考へ及

て試験をしてみる中︑翌年の夏︑百

九126 いろくの形の滑走機を作つ

んだ︒

あのいろいろの道具︑たく

二人はそこらを見廻してみた
が︑男の子は︑やがて仕事垂の上の

九268

くて︑えらさうである︒

違ってはみるが︑どれを見ても早き

さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

九2510園

米以上も空中を滑走することが出來
朝から大分風が烈しいので︑

ました︒

九1410
しばらく見合はせてるましたが︑

人間をのせて空中を飛行することに

九164 しかし︑動力による飛行機が︑
成功したのは︑これが始めてだとい
はれてゐます︒

港から後方の高地へかけて︑

かな眠を響けてみるのであらう︒

女の子は︑た〜じっと見まも 九509囲

物をあれこれといちり始めた︒

九2610

ゴは︑アメリカ合雷管の

いはず︑飛行機が自由自在に空中を

九174 今では︑大陸といはず大洋と

市街は碁盤の目のやうに績いてるま

ごばん

つてみたが︑やがてかの小さなねぢ

くわつやく

飛んで旅行に︑輸送に︑軍事に︑す

町はいたる所ごつた返して

市です︒

自動車は︑川瀬のやうに績

いて走ってゐます︒

九571國

ゐます︒

いたる所︑町は急な坂にな 九5610困

すから︑

サンフランシスコには︑日
本人がたくさん住んでゐます︒

九514囲

つてゐます︒

九5010国

を見つけて︑

九292園

其の時︑今まで雲の中にみた

こ＼にるます︒

ばらしい活躍を見せてゐます︒

九235 暗い箱の中にしまひ込まれて

九297

ぽいに差込んで來た︒

太陽が顔を出したので︑日光が店一

みた小さな鐵のねちが︑不意にピン
セットにはさまれて︑明かるい所へ

いる

出された︒

189

いる

いる
いる
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とさつちやう

しんび

世界にでもさまよってみるやうな思

九575国 こ＼に有名な屠殺場があ 九6310 それを聞くと︑まるで神秘の
ぶた
つて︑一日に何萬頭といふ豚や牛を

がします︒

といふのは︑あの色の美しい鳥とは

如く引きしぼってみる弓のつるを︑
ふつりと射切った︒

しばらくは互に呼吸をはかつ

てるたが︑やがて狼介は満身の力を

九815

こめて︑鹿介を投附けようとした︒

みた︒

狼介の大きな膿は︑もう鹿介

九836 戦國の世とはいへ︑京都では
てふ
花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれて

の足もとにぐたりとしてみた︒

九823

刀が光ってみる︒

さうして︑其の飼ってみる鳥 九822 其の手には︑血に染まった短

分は飼ってみる︒

あの鳴き聲をする平なら︑自

虜薄してるますが︑

ぜっべき

九576圏 働いてみるのは大てい黒人 九665
です︒

の底でも歩いてみるやうな氣がしま
全く違ったものでした︒

九5810国 心々を通ると︑まるで絶壁 九666
す︒

枯れか㌧つて一面に黄色にな

其の頃︑京都の或寺に︑人品
のよい小僧さんがみた︒

九839

此の聲が四方に呼掛けでもし

たやうに︑今まで敵に附いてみた奮

僕は︑割合にしっかりしてゐ 九8410

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ

天正六年七月十七日︑秋とは

臣が︑績々と勝久の所へ集った︒

九904

いへ︑まだ烈しい日光が︑じりく

どれも皆︑絹のやうなうすい

皮がはち切れさうに︑よく實がいつ

九709

た︒

九6910

んくと照らしてみる︒

つたじゃがいも畠を︑午後の日がか

九695

つたので︑

前から︑毎日下々待ってるた命令だ

九592困 高い建物が︑すくくと眞 九689 これこそ僕たちが︑ 一週間も
直にそびえてみるばかりでなく︑

胃管の通とが︑あたかも格子縞のや

かうしじま

九596国 十幾條の縦の大通と︑横の
うに︑きちんと交ってゐます︒
きょり

九5910国 其の横の通は︑一つくの
距離が等しく︑通が十二で︑ほゴ一

粁の割合になってみるのださうです︒
かうか

九604国地下には地下鐵道︑街上に
は高架聖堂が︑すさまじいひゴきを
立てて走ってゐます︒

つばめが︑川水にすれくに

と照りつけてみる︒

ねらひ違はず︑狼介が望月の

九967

甲部川の水は︑此のうらみも

しかも︑中には大勢の人がゐ

僕も︑出睡るだけ音を立てな

て︑熱心に本を見てみる︒

いやうに行って︑あいてみる席に腰

九968

掛けた︒

今まで少しも氣がつかないで

松本君は︑歴史物語を讃んで

松本君がずっと向かふの席に

みたが︑松本君がずっと向かふの席

九973

にるる︒

みる︒

九974

みた︒

九976

九9710騒動は︑土曜か日曜には大て

かへで

窓の外には︑楓の枝がそよ風

い当てみる︒

九987

日まはりや︑ほうせん花や︑

に動いてみる︒

松葉ぼたんの美しく咲いてみるのが︑

九989

晴れた夜︑空を仰ぐと︑たく

其の枝越しの庭に見られた︒

さんの星が︑まるで耳石をちりばめ

九993

ちよつと見たところでは︑ほ

たやうに美しく輝いてゐます︒

九995

名前や番號があり︑位置もきまって

とんど里雪と見えるこれらの星にも︑

枡を下に︑少し曲った柄を上

え

一頃どれがどうなのか︑さっぱ

たゴぼんやり見てみるだけで

みるのですが︑

は︑

九996

ます

り見當が附きません︒

九梱5

に︑ちやうど柄杓を立てたやうなか

今どれか一つの星を︑東にさ

つかうになってゐます︒

しかも︑中には大勢の人がゐ 九鵬1

て︑熱心に本を見てみる︒

九966

に書入れてみる︒

皆が︑それをしらべては用紙

浮かべながら︒

みる︑月毎にあの淡い三日月の影を

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて

九919

をしてみた︒

飛んでは︑白い腹を見せてちう返り

九909

てるる︒

甚次郎の目は︑何時の間にか

見れば︑母もそこにるた︒

九606圏 其の地下鐵道や高架鐵道ま

九749

だ

九769

と

でが︑申し合はせたやうに︑南から

いつも

尼子の本城である出雲の富田
彼の勇名は︑味方のみか︑も

半日のこと︑鹿介は部下を連

敵方に︑品川大膳といふ荒武 九937

う敵方にも知れ渡ってみた︒
だいぜん

九801

れて︑城外を見廻ってみた︒

九784

者がみた︒

九7710

九779

城は︑其の頃毛利軍に團まれてるた︒

九777

涙で光ってみた︒

北へ︑北から南へと︑わき目も振ら
ず一直線に走ってみるのですから︑
きねんひ

九611困 高い建物が︑まるで墓場の
石塔か︑記念碑の林のやうに︑によ
﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

きによきと立ってるます︒
九628

ことは︑千年の昔から︑我が國の詩
や歌にうたはれてゐますが︑

九633 それに︑鳴く時期が大膿五六
月頃に限られてゐますから︑わから
なかったのも無理ではありません︒
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し出た軒端にすれくに當てて︑下
からじっと見てゐますと︑

亡い道路が︑悟道と並んで通

扇をゆったり使ってみる︒

九川1
並木がよく植込まれてみる︒

九番8 北の空では︑星が北極星を
九川2

並木の日かげに︑大きい包を

つてみる所が多い︒

ほゴ中心に︑圓をゑがいて動いてゐ

九川4

す

九

旅行案内を見てみた兄が︑
見渡す限り水田が績いて︑
暑い日盛に︑あっちでも︑こ

つちでも︑田の草を取ってみる︒

5

青々とした稻が勢よくのびてみる︒

九麗4

﹁︿略﹀︒﹂

九川6

いてるる︒

頭の上にのせた女が︑休んで汗をふ

るのだといふことがわかります︒

九悩9 かういふ風に星が動くといふ
のも︑實は我我の住んでみる地球が
廻るから︑さう見えるだけのことで
すが︑
い

方に︑椅子の形に連なる五つばかり

九欄6 それよりも︑北極星の右下の

れははっきりしてゐますから誰でも

の星はカシオペイ ア 座 で ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ こ

草取の手をやめて︑こっちを
兄と金さんが︑話し合ってゐ
江平の建物が︑強い夏の光を
汽車は︑もう京城の市中を走
雌馬が︑生まれたばかりの子

母馬の草をたべる後を追ひな

がら︑沿い野原を憎しさうに遊び廻

九佃10
つてゐました︒

僕が唱歌を歌ふと︑北斗は︑

何時までもおとなしく草をたべなが

九梱2

ら︑僕のそばで遊んでゐます︒

僕のみない時は︑何時でも青
僕のみない時は︑何時でも青

と遊んでみるやうでした︒

九捌4
九桝5

けぐし

ひづめ

毛櫛で手入れをしたり︑肢を

と遊んでみるやうでした︒

九槻1

あげさせて蹄の裏をさうちしたりし
ても︑じっとおとなしくしてゐます︒

九櫨7園此の村に二歳駒もたくさん
みるが︑北斗程見事なのは見かけな

一年半も手しほにかけた北斗

いやうだ︒

九伽3

と一しょに居るのも︑後幾日もない
かくご
眞夏の暑さは誰も覧悟をして

と思ふと︑

九伽7

よひの間は家の中がむっとし

みるが︑

九伽6
馬を︑しきりになめてやってゐまし

て︑柱も壁も︑さはるとどうやら熱

たゴ晴れた夜空に星がきら

氣を吐いてみる︒

九桝8

た︒

九価1

つてみるのだ︑家々の間を︒

九冊9

受けてきらくと光ってみる︒

九稲8

見てみる子供もある︒

九聰4

九穐6

九鵬8 さうして︑此の邊︑北から南
あま
へかけて︑天の川が︑夏の夜空に銀
る︒

すぐ見つけます︒

の砂子を美しくまき散らしてみるの
が見られます︒

九塀2 京城行の汽車が目の前に待つ
てるる︒

なって︑話し合ってみる︒

九佃1 兄は︑其の人と早速仲好しに
九佃3 沿道の景色は︑内地とは大分
攣ってみる︒

父は︑しばらくだまってゐま

くとさえ︑銀河があざやかに中天

九価8

にか＼つてみる︒

九佃7 下草の茂りはあまり深くない

したが︑﹁︿略﹀︒﹂と許してくれまし

だが︑長くつかってみると︑

湯の上に遵い板が浮いてゐま

た︒

九㎜3

立つたり︑すわったり︑下駄

底の方が熱くなって來ました︒

九燭10

す︒

九価1

ので︑所々に地面の赤い色さへあら

さうして︑ともすると母馬に

牧場には︑村のあちこちから
同じやうな子馬がたくさん來て居て︑

九八9

ます︒

すり寄っては︑乳を吸ってばかりゐ

九帽8

はれてみる︒

九欄8 いたる所水田がよく開けて︑
稻が青々とのびてるる︒

ぎらくと照りつけてみる︒

九柵6 強い太陽の光が︑山に畠に︑
九柵10 麻の着物を着た人が︑油紙の

ばきのま＼で︑がたく嵩んでゐま

すと︑とつぜん底が抜けて︑

ふりかへって見ると︑革の鞘

袋が柱につかへて︑くの字なりに曲

九川4

つてゐます︒

はしご

九欄9 四宙吊を歩いてみると︑
しば
大原女たちが︑柴や︑すりこ

木や︑槌や︑梯子や︑其の外論でも

つち

九襯1

彌次郎も北八も︑珍しさうに

頭にのせて費歩いてゐます︒

眺めてゐました︒

九襯2

見送りの人と︑窓越しに顔を

見合はせて笑ってみる中に︑プロペ

九備2

重い飛行場が蓋きて前は川だ

ラが物すごくうなり出した︒

青島10

と思った頃︑甫嶺はもう空中に浮か

これが横濱かなと思ふ間もな

んでみた︒

く︑もう前には小山が響いてみる︒

九帽5

もけい

森︑人家︑道路︑畠︑さうい

ふものが模型圖のやうにきちんとし

九帽8

てるる︒

其の間を縫って眞直に走るも

のは︑私たちの乗ってみる飛行機の

九帽9

晴れてみる割合に︑今日は遠

影法師であった︒

地平線のあたりは︑ぼっとか

望がきかない︒

九柵1

九酩3

下界は今大波の如くうねって

すんでみる︒

高度計は一千百米を示してゐ

みるのだ︒

九幽8

九欄9

いる一いる
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るが︑

空にくっきりとそびえて︑其のすそ

九㎜10 富士はやっぱり横雲の上の青
を長く下界に引いてみる︒

九捌3 富士川が注いで︑其の濁流を
遠く海上に押出してみるのが見られ

語を教へてるる︒

けい

我が虚語もまた︑國初切來糧
それがまた今日の我々を結び

凝して現在に及んでみる︒

ぞく

九欄9
九界2
附けて︑國民として一身一膿のやう

て萬歳を唱へるのも︑一つには國語

皇國のよろこびに︑國をあげ

にならしめてみるのである︒

の力があづかってみるといはなけれ

九柵7

九個10 下界は︑︸見はなはだゆる
ばならない︒

る︒

くと移動してみるが︑それでみて︑
國語を忘れた義民は︑國民で

室は二階になってみる︒
へうほん

珍しい動物の標本が一ぽいな

そこには︑たくさんの標本が

饒り多いのでまごくしてる
けんびきやう

向かふのすみで顯微鏡をの

大きなガラス箱の中に︑毒の

兵が︑手紙を讃みながら泣いてみた︒

水兵は驚いて立上って︑しば

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

十201

がて︿略﹀︑其の手紙を差出した︒

涼しさうなかげを作ってゐ

集ってみるのです︒

ます︒

十337困

いういうと歩いてゐます︒

呉服・雑貨︑いろくの店

ごふく

十339国

おかあさんは︑﹃︿略﹀︒﹄と 十346囲

が並んでみる中に︑珍しいのはおみ

十233圏

みる︒

みるよ︒

こんもりと茂った山が見上げ

からかさ

此の夢人がうよくしてゐ

底はごく辛いが︑こんくと

つてみる︒

天皇は此の泉の水をおほめ

號を養老とお改めになったことにな

になって︑﹃︿略V︒﹂と仰せられ︑年

十422園

其の事なら僕だつて知って

清水が湧出てみる︒

十406

てね︒

十399囹

しないかと思はせる︒

も落ちて︑さしてみる傘を染めば

十391

下枝の紅葉から紅のしっくで

る程迫って︑其の頂は霧に包まれて

十385

陸上競技の練習をやってみる︑

ちが︑コロールの大運動場で︑毎日

會があるといふので︑島民の青年た

十357国十一月三日の明治節に運動

ります︒

島民をやとってみる所がたくさんあ

内地人の商店や家庭では︑

やげ品を費る店です︒

げき

十351国

言ってゐられるが︑まだ其の折に出
豊島沖の官職に出なかった

會はないのだ︒

十235園

水兵は頭を下げて聞いてみた

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

十241

島民の子供は公等校に通つ

南洋らしいおもむきを見せ

内地人がたくさん住んでゐ

大通には自動車も通ってゐ

が︑やがて手をあげて敬禮し︑

十256囲
ます︒

十257囲
ますから︑

十259國
てるます︒

十268圏
てるます︒

十271団如何にも元氣よく勉強して
ゐました︒
らうどく

十275団上手に國語の野馬をしたり︑
讃本の朗讃をしたり︑蜀唱や劇まで

ヤップのカナカ族程︑昔風

カナカ族はどの島にもみま

南洋の寳島といはれてゐま 十412園

やってみるのに︑

十2710国
す︒

すが︑

生き生きとしてみて︑どうし 十294困

天膿観測室の丸屋根に︑鳥

の小山ですが︑實はたくさんの島が

十徊5 ﹁︿略﹀︒﹂と指さす彼方︑眞直

十318国遠くで見た所はたゴ一績き 十434 折から美しく色づいてみた︒

なのはないといはれてゐます︒

もう十人遅かりも集ってみた︒ 十296国
くわんそく

或日︑我が軍艦高千穗の一水

が一羽止ってみる︒
たかち ほ

十188

十145

十135

ても模型とは思へない︒

もけい

十129

自然に生えたやうに出來てるる︒

あるきのこや︑食用になるきのこが︑

十128

て下さった︒

ぞいてるた人が︑︿略﹀親切に教へ

十1010

ると︑

十109

たんすの引出にはいってみる︒

十108

らんでるる︒

十96

十93 案内圖を見ると︑動物の陳列

ないとさへいはれてみる︒

九柵10

すべての物があっといふ間に過ぎて
しまふ︒

隻かかつてみる︒

九星7 右手に築港があり︑汽船が敷
九悩1 名古屋はすっかり曇ってみた︒

上白3 耳はまだがんく鳴ってみる︒
んと話し合ってみたが︑はっきりと

九重4 私の隣席に乗ってみた軍人さ

やまと

通じない︒

くかすんでみた︒

九鰯3 大和平野が︑糟のやうに美し
九鵬10 みぞのやうな街路を︑きゆう
くつさうに自動車が走ってみる︒

る言葉こそ︑我がなつかしい國語で

九旧1此のやさしい歌に歌はれてる
ある︒

九研7 此の國歌に歌はれてるる言葉
がつ し ゆ う

も︑また我が尊い國語に外ならない︒

九㎜3 アメリカ合衆國や︑ブラジ
がつ し ゆ う

ル等に住んでみる日本人は︑

九㎜4 アメリカ合二曹や︑ブラジ
ル等に住んでみる日本人は︑日本語
學校を建てて︑自分の子供たちに國
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な杉の木立を傳ふやうに︑白い物が
上から下へと走ってみる︒

夕の光をかすかに残した大空
夜になっても薄青い空︑其の

を︑雁の群が渡ってみる︒

がん

十636
十645
空に︑星が一ぽい氷りついたやうに

十461 瀧は三十米の空から白い絹を
さらしかけて︑下の青島に吸込まれ

井戸端のうるしの木が︑ぬう

して︑また＼いてるる︒

十672

ていどう

べ

や

一人も残ってみないな︒

くわいかん

では︑もう大丈夫だと思って

てるます︒

聞多の差してみた刀が防いだ︒ 十鵬1

てるる怪漢があった︒

十801

うつ向けになった際︑刀が背

た︒

首を長くして待ってるました︒

十号6園

お庭師が残念がつてゐまし

大丈夫のはずだったのに︒

十佃2園昨日あんなに残ってみて︑

た︒

霊亀10湿すつかり無くなってゐまし

十欄8

ざぶとん程残ってゐます︒

雨が降出しました︒

みる矢先︑十三日の夜︑あいにく大

十802

堅く五郎三郎の袖にすがって

何人みたか︒

しばらくは氣を失ってみた聞 十鵬5園

中へ廻ってみたのである︒

多が︑

十8010
十831圏

お警者もこ＼にるられる︒

聞多の艦には︑もう一滴の

ました︒

そなたが思ひ込んでみたの

十⁝脚10囹 雪はすっかり無くなってゐ

みたさうでございます︒

聞多は︑痛みも感じないかの 十㎜⁝3囹 今朝はすっかり無くなって

清少納言もお側近く仕へてる

お后は︑此の時まで何も言は

みすぼらしい姿をしてゐます︒

十脳6

十五日までこ＼にるて︑見届

互に言ってゐます︒

百人中九十九人まで助れば︑ 詳論2

﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりました︒

ずにだまってみる清少納言に︑

十㎜2

てるるでせう︒

たった今の今まで︑残念とば

十七2

恐らく遠い所は晴れてみるの

灰色の雪雲が低くたれてみる︒

大小様々の氷山が︑島のやう

であらう︑地平線の上だけが明かる

十稲3

すっかり明かるくなりました︒

かり思ひつめてみた清少納一三口の心は︑

十麗1

もそなたがりつばに勝つたのです︒

残ってみたといふから︑何と言って

十992囹此の雪の山は何時まで残つ 十⁝川2囹 しかし︑雪はまだたくさん

濃霧が︑海上をおほってみた︒ 十989 男たちが︑雪をかき集めては︑ 十柵7囹
をしま
四時頃には︑渡島半島矢越岬
に︑
それを一箇所に積上げてゐます︒

ました︒

十987

せいせうなごん

やうに︑こんくと眠ってみるQ

十8510

血も残ってゐませぬぞ︒

十図6囹

十842園

みた︒

温突部屋の中では︑薄暗いラ 十841
おちいさんが︑孫を寝つかせ
魔物が︑あのけやきにるた︒

別な部屋では︑息子を相手に
そばでは︑母が娘を相手にき

父がかますを織ってみる︒

十665

十656園

まもの

ようとして話をしてみる︒

十654

ンプの火が心細くゆれてみる︒

十653

つと立ってるる︒

十646

るやうに注いでみる︒

なってみるたくさんの十束が積んで

十547 そこには︑取入れるばかりに
ある︒

十554 沖の方を眺めてみた︒

十564 高皇から見下してみる五兵衛
あり
の目には︑それが蟻の歩みのやうに︑

もどかしく思はれた︒

る稻むらと五兵衛の顔とを︑代る

十572 集って來た人々は︑もえてゐ

ぐ見くらべた︒
十595 一同は︑波にゑぐり取られて
十707

ぬたを打ってるる︒

あとかたもなくなった村を︑たゴあ

十736園

の沖合にさしか＼つてみた︒

十716

こんじやう

きれて見下してみた︒

十604 紺青の大空には書の月が淡
ちゆう

く出て︑日は西に傾きかけてみる︒
ざい

見れば彼の膣は︑旗のひもで︑
十772園

しっかと欄干に結び附けられてみる︒

十745

十607 秋の日をまともに受けた駐 十7310 一意何をしてみるのだらう︒
在所の庭で︑一郎と牧童が遊んでゐ

る︒

を んどる

十624 どの家も温突をたき出したと

或は自分も生きてみるかも知れぬが︑

﹁︿略﹀︒﹂など︑官女たちがお

さもなければ鋸らぬものと思へ︒

訟訴5

見えて︑紫色の煙が村中にたゴよつ

かねてから其の妻に言聞かせ

てるる︒

干してあるたうがらしが眞赤だ︒

十佃5

い︒

を︑

けたいものだと思ひましたが︑

天下の雲行は︑ほとんど息苦 十価1園 十五日まで雪が消えないで
はうぴ
みたら︑きっと御褒美を上げますか

十佃6

ほげい
母船から離れた我が捕鯨船は︑

に︑あちらこちらに浮いてみる海上

十785

らQ

だ

まだ雪が五六尺四方は残つ

聞多が山口の町から湯田の自

しいまでに切迫してみる︒
ゆ

宅に詣る途中︑暗やみの中に待受け

十価10園

十794

てるた言葉であった︒

十625 まだ西日を受けてみる屋根に︑ 十774

十628 櫻も紅葉して︑みんな赤い夕
日を受けてみる︒

十634 二人は︑じっととんぼを見て
みる︒

いる一いる

194

今全速力で走ってみる︒

十餌4 船橋で舵を取ってみた舵手が︑
それに鷹じる︒

十価1 さうして︑鯨の甚した水の輪
を注意深く見まもってみる︒

十価5 船長が︑すぐに︑機關室に通
じてるる蔵男管に向かって︑同じ事
を叫ぶ︒

十恥1 もう百米とは離れてみない︒

十冊3 全速力を出してみても︑自分

乗ってみた人も見てみた人も︑

ねんど
車を造って小川にかけたり︑粘土で
十剛4

乗ってみた人も見てみた人も︑

いてるたのでは︑はるぐ南アメリ

十梱4

汽車を造ったりして堅しんでみた︒

從って︑今︑湖上に浮かぶ島

カの南端を大廻りしなければなりま
せん︒

十伽9

其の速いのと勢のすさまじいのに驚

母も何か言ってみるやうだが︑
こちらにはわからない︒
やなぎ

沿線の楊の木に︑かさ＼ぎが

十悩2僕がそれを見てみると︑

巣を幾つもかけてみる︒

十悩2

十齪9

に似てみる︒

其の構造は︑大尉今日のもの

いた︒

そらい

追撃10

島は︑其の昔︑陸に登えてみた山で

閲門はどれも二列に並んでゐ

あったわけです︒

十伽7
ますから︑往く船と來る船と︑同時

をぎふ

に通ることが出來ます︒
ようん
かうした天下の輿論に封して︑

十鵬5

法親王は︑おえらいお方と

たゴ一人荻生但篠の言ふ所は違って
みた︒

の船は止ってみるとしか思へない︒

十㎜7囹

﹁︿略﹀︒﹂と︑後から聲を掛けた者

の船は止ってみるとしか思へない︒

承ってみたのに︑將軍家のなぞがお

何を見てみるの︒

﹁︿略﹀︒﹂と指さした所に︑緑

ロシヤ少女が︑給仕をして働
老母は︑そんなこととはつ

いてるた︒

十価7

な本を讃んでみる︒

色の上着を着たロシヤ婦人が︑分厚

十価2

るのさ︒

十悩6園あのかさ＼ぎの巣を見てゐ

十悩3園

がある︒

もとより︑將軍の心はよく

わかってみた︒

十㈲3園

解けにならなかったとは︒

十稲4 全速力を出してみても︑自分
十恥6 十敷名の船員の心が︑船と一

つになって鯨に追丁かうとしてるる
のだ︒

十佃9 砲手は︑へさきにうつ伏せに

わしの豫想がほとんど當つ

てるる︒

割合うまくいってみる︒

十襯8囹

翠黛2 今まで勢よく引出されてみた

十備10園

母は南外をちらと見て︑

なり︑綱の行手を見極めてみる︒

綱がや＼ゆるんで︑鯨は二百米ばか

十爾2圓

つた人は︑一人もはいってゐません

︿略﹀﹁此の前︑とかくのうはさのあ

り先に浮上つた︒

十伽6 見張では︑水夫長が今一頭の
鯨の行方を見まもってみる︒

十価8園

ゆ知らず︑風の日も雪の日も待って

ちゅうぶう

みたが︑遂に山の上でなくなったと

ね︒

たないおちいさんが︑おばあさんや︑

十柵1園中風で︑足もろくく立

いふ︒

十梱2 世界地圖を見て︑誰でもちよ

若い人たちに連れられて行ってみる

つと不思議に思ふのは︑北アメリカ
ひも
と南アメリカの二大陸が︑まるで紐
のやうに細長い地峡でつながってゐ

十㎜7

漏人の赤帽が忙しさうに荷物

騨前には︑馬車や自動車がた

を運んでみる︒

あそこの岡を知ってみるか

くさん往き直してみる︒

十柵8

ね︒

十欄8園

向かふの農家に︑漏洲國旗が

かけっこをしてみる︒

十㎜10圏 今は農事試験場の羊や牛が︑

十m3

そばで︑漏人たちが耕作の手

ひらめいてみる︒

それを見てみたら︑母を思ひ

を休めて︑こちらを眺めてみる︒

十柵4

十槌4

さうして︑もうしばらく別れ

出した︒

てるるやうな氣がした︒

十俄5

食卓には︑電燈が明かるく

しょくたく

十俄8

ロシヤ少女の給仕が僕の顔を

ついてみる︒

見畳えてみて︑にこくしながら食

十櫃9

﹁あじあ﹂は何時の間にか町

大きな木の上に星が光ってゐ

事を運んでくれる︒

十偽2

る︒

僕の手は︑がっしりと握られ

にはいってみた︒

十偽8

十個3

空には︑半月がさえかへって

てるた︒

みた︒

十桝5

天地の榮える此の大御代に生

ある自分も︑しみぐと生きがひを

まれ合はせたのを思ふと︑ ︸臣民で

十橋2
つたので︑遠い山の峯が白くなって

北の方では二一二日前に雪が降

みる︒

十研4

﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけてるた︒

十研2車掌さんが︑ボーイに︑
のを見て︑

當選した家では︑定めて喜ん

しかし︑生まれつき機械の好
きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水

十号8

でるることであらう︒

十⁝剛9

ることです︒

みたら︑自由自在に船も通れるでせ

十梱5 若しあそこが少しでも切れて
うが︑

十捌7 如何に細いにしてもそれが績
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感ずるとよんでみる︒
そぼく

糖価3 其の大きい︑力強い調子に︑
古代の我が國民の素朴な喜が︑みな
ぎつてみる︒

あま

ぶつ

さっきまで泣いてみた紫の

紫の君は︑すっかり晴れや

君は︑すっかり晴れやかになってゐ

年とった上品な尼さんが佛 十一247

た︒

十﹇2610

ゑんでみる︒

十一2411

木々の梢がぼうっとかすん

此の門は︑間口が柱間四間

とりわけ紅梅が美しくほ＼

ほ﹂ゑんでみる︒

でるる中に︑とりわけ紅梅が美しく

十一2410

かになってみた︒．

顔はふっくらとしてみるが︑ 十一248

壇に花を供へて︑静かにお纒を讃ん

だん

十一169
でるる︒

十一1610

く見える︒

目もとはさもだるさうで︑病氣らし

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打

十備6 箱根山から伊豆山へ越えて行
寄せてみるのが見えるといふ︑垂の

そばに︑二人の女がすわっ
時々女の子たちが出たりは

そばにるた女の一人は︑

で︑其の中央二間が入口になってゐ

門の奥行が柱間三間である

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑雀を探しに立

十一276

る︒

せっかくなれて︑かはい

如何に壮大華麗な門でも︑

ことも︑すこぶる攣ってみる︒

わたしがこんなに病氣で︑ 十一277

奥行二間が普通であるのに︑此の中

十一197囹

くなってみたのに︒

十一188園

つて向かふへ行った︒

十一185

いったりして遊んでみる中に︑

十一173

てるる︒

十一171

やうな歌であるQ
らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑

十柵2 さしのぼる朝日の光に輝いて︑
如何にも我がやまと魂をよく現して
みる︒

が︑すらくと品よくよみ出されて

十五1 新年において我等の抱く心持
みる︒

ひえい

何時とも知れない身になってみるの

十一83 仰げばはるか北東の空に︑
くっきりと比叡山が讐えて︑皇城鎭

周園を廻らす廻廊も人の

門は三間になってみる︒
くわいらう

ある︒

十一291

層の二分の一になってみる︒

層より著しく縮小して︑第五層は初

二層は初層より︑三層は二

こ＼に美の中心を形作ってみるので

金堂とが︑不思議によく調和して︑

十一288特に︑此の高い塔と荘嚴な

心を引かずにはみない︒

十一285

に︑あなたは雀の子に夢中なんです
か︒

十一2011園

一禮あなたはど

さすがに子供は︑じっと聞

しかし︑紫の君は︑今でも

軒という軒は︑まるで天上
に舞上るやうに長く張出してみる︒

十一296

羽袖のやうに︑なだらかな曲線をゑ

屋根といふ屋根は︑天女の
して︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑まじめな

がいてるる︒

源氏はわざと拭いたまねを 十一297
顔をしてみる︒

十﹇2311

時々泣いてみる︒

おばあさんのことを思ひ出しては︑

十﹇225

つた︒

くうつ伏せになって泣入ってしま

きながら目を伏せてみたが︑とう

十一212

うなさらうといふのでせう︒

がみなくなったら︑

今にでも此のおばあさん

護の姿を昔ながらに見せてみる︒

十﹁97 清水の塔︑八坂の塔︑三重
五重に聲えて︑ここ東山の中腹を飾
あらしやま

つてみる︒

青葉によく︑紅葉によく︑高尾は温⁝

十一113 嵐山の勝景は花によく︑
山秋の錦を以て知られてみる︒

十一139 兄が史記を讃んでみるのを︑
そばでじっと聞いてみて︑兄より先
に畳えてしまふ程でした︒

十一139 兄が史記を讃んでみるのを︑
そばでじっと聞いてみて︑

間を生きくと︑美しく︑細かく寓

十﹁164 源氏物語が︑如何によく人
し出してみるかがわかるでせう︒

其の屋根は︑あたかも飛行

壁上にゑがかれた壁垂の

機の翼のやうな落着きと輕さを見せ

十一2911

てるる︒

十一322

きれつ

数々︑それはもちろん所々はげ︑壁

も亀裂を生じてはみるが︑

玉轟の羽も光を失って︑

た〜扉や毫にゑがかれた圭里のみが色

とびら

十一331

廻廊・殿堂に園まれた中庭

をとゴめてみるが︑

十一336

にある夢殿は︑我が國で一番美しい

其の如何に深く思をおこら

八角圓堂だといはれてみる︒

しになったかは︑夢に金人が現れて

十一341

太子にさ＼やき奉ったと傳へられて

本尊観世音は︑今秘佛とし

みるのでもわかる︒

て︑︿略﹀︑此の堂内に安置されてる

十一346

先生の目が︑みんなの笑つ

屋根で雀がちゅうちゆう鳴

るのである︒

十一385

いてるる︒

十一389

髪結さんが︑一生けんめい

た顔が︑私に集ってみる︒

に︑ねえさんのお支度をしてみると

十﹇396

ころだった︒

十一3910分家のをばさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

おかあさんも︑そばでにこ

と言って︑ほめてみる︒

十﹇3911

お座敷では︑山田のをぢさ

にこしながら眺めてみた︒

十一402

んとをばさんが︑おとうさんや分家

いる一いる
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のをぢさんなどと話をしてみる︒

十一411園私がみなくなっても︑さ

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ そ れ が の ど ま で 出

びしがらないで︑よく勉強して下さ
いね︒

十一422

がつしゆう

てるるのだけれど︑とうく言へな
いでしまった︒
ろうあ

十一432 アメリカ合詩話ボストン
市の聾唖喫煙に︑一人の若い先生が
ゐました︒

十一681

古語には︑我が古代三民の

精神がとけ込んでみる︒

若い頃から讃書が好きで︑

十一789

四方に太い枝をたれて︑深
ノートをか＼へた大三生が︑

い日かげを作ってみるにれの林や︑

十一793

肩を並べて︑青々とした芝生の上を

十一688

歩いてみるのも見かけられた︒

をの
千古斧を知らぬ湖岸一帯の

心証學問を以て身を立てたいと︑一

十一805

心に勉強してみた︒

宣長はまだ三十歳煎り︑温

密林を見渡した時︑私の心はすでに

十一714

人間界を超越してみた︒

明澄の水はどこまでも冷や

め

あかんだけ

や＼遠く雌阿寒岳が煙を吐

其の密林の傾斜が四方から

の世界に異彩を放ってるる︒

いて︑其の山はだの紅褐色が︑萬緑

十一812

淵をよどませてるる︒

絶壁をなす奇岩の下には︑底知らぬ

かに︑や＼暗い青さをたたへ︑特に

十一8011

てうゑつ

直な人となりのうちに︑どことなく

年こそ違へ︑二人は同じ學

才氣のひらめいてみる少壮の學者︒

十一716
問の道をたどってみるのである︒

眞淵は宣長の學識の尋常でないこと

だんく話をしてみる中に︑

を知って︑非常に頼もしく思った︒

十一4310 一年か＼つて出來上ったの 十一716
生きた人間のやうに聲を出す仕掛に

家々の戸は︑もう皆とざさ

有名な古事記傳といふ大著 十一819

集る底に︑群青の水をた＼へてみる

ふめつ

るのだ︒

特に船長たちは︑晴雨計と

專らますのおよぎ廻ってゐ
五六十糎のますやさけが︑

の

ろ

﹁しらかば﹂や﹁な＼かま

と

其の果に能登呂岬の山々が

網の綜も切れんばかりにか＼つてゐ

十﹁888

さうな場所を探して︑投網にか＼る︒

十一863

空模様を熱心に見くらべてみる︒

もやう

十一8510

も死の如く沈黙してみる︒

みきった碧玉の色をのべて︑しか

へきぎょく

十一838

つた︒

述は此の研究の結果で︑我が國文學
ぢ

東京の叔父は︑︿略﹀︑色づ

を

のが︑ペンケ・パンケニつの湖であ

十一752

いたばかりのいちごに牛乳をかけて︑
さもおいしさうにたべてみた︒

六月の空は︑うら＼かに晴
れて︑所々に淡い白雲が光ってみた︒

十一764

くわだん

大通迫広地の花壇には︑三
てふ

せうえうち

十一766

自重車を止めて野球試合の

色すみれの花に蝶が飛んでみた︒

十一769

其のそばでせっせと編物の

放送に聞入ってみる一群もある︒

十﹇7611

針を運んでみる婦人の姿も見られた︒

脚下の水は︑あくまでも澄

の上に不滅の光を放ってるる︒

十一746

れてるる︒

十﹇738

が人間の頭のやう な も の で ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

なってゐました︒
ひやうばん

十一4410 又は其の頃評判になって
みた電信機械を研究したりしました︒

十一474 其の様子を注意深く眺めて
みた先生は︑︿略﹀︑それを電氣で振
動させたらどうかと考へました︒

十一4711 研究室の窓の外には︑木々

の葉が一日毎に緑を増して︑風にそ
よいでるます︒

十一484 隣の室では︑助手のワトソ
ンが︑先生の機械と電線で連絡した
別の機械を調べてゐます︒

十一491 先生の手は震へてるます︒

十﹇501 耳をすまして待ってるた隣
のワトソンは︑其の意思はず機械を
取落しました︒

十一棚10

紫に煙ってみる︒

一面の芝生におほはれた校 十一皿5
庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

十一779

つて遊んでみる子供たちがあった︒

︿略﹀︑其の他古代のすべて

の事が占事記にのせられて︑今日に

十一678

傳はつてみる︒

遠く樺太山脈の麓にかけて

ど﹂の並木が美しく軽いてるる︒

鈴谷平野が廣がつてみる︒

十一麗4

廣い境内に植込まれた木々

は︑内地で見られぬ新鮮な緑を着け

十一但6

金網で園んだ中に︑黒や黄

て打ちそよいでみる︒

きつね

十一悩8

色の狐が︑きょとんとして︑目を輝

小沼一帯が狐で立ってるる

かしながら遊んでみる︒

のださうだ︒

十﹇悩10

船は何時しか海豹島の西岸

近く調てみた︒

十一価3

ペン鳥と︑三萬のおっとせいが群居

十一櫛1！ 此の岩島に︑三十萬のロッ

どっかとすわり込んで見張

してみるのだから︑

十一鵬10

朽ちた木柵の中に︑菊花の

りをしてみる牛のやうな巨獣たち︑
もくさく

十一佃1

御紋章と大日本帝國境界の文字とを

原始林の彼方には︑赤々と

刻した石標が立ってるる︒

夕日が傾いてみるのだ︒

十﹇佃3

雲の中でも一番高く︑八千

米から一萬二千米の高さに浮かんで

十一燗9

ゐます︒

青空にうろこのやうに小さ
はんてん
く群生する白い雲は︑さばの斑嵩に

十一柵2

西洋人はよく牧場の群羊に

似てみるところがら︑俗にさば雲と

いひ︑

たとへるさうですが︑日本では俗に

十一m4

むら雲などいってゐます︒

に青空が見え︑雲の端々が白く見え

十﹁麗5 雨雲に似てゐますが︑所々
て︑其の間から日光がもれたりしま
す︒

十一佃4 雨雲はきまった形がなく︑

空一ぽいに薄黒くおほふもので︑齪
雲と呼ばれてゐます︒

十一備2 昨日の雨はからりと晴れて︑

太陽は朗かに此の温泉渓谷を照らし
てるる︒

十一備10 狭い道の両側には︑大きな
さト

笹が僕等の頭をおほふくらゐ高く茂

つてみた︒

つてみる︒

十一備11 岩角が出︑木の根が横たは
十一帽7 谷川が下で遠く鳴ってみる︒

十一柵8 つい向かふに︑ぐっと見上
げる程聲え立ってるるのが有明山で
ある︒

十一酩8 みんなは待ってるたやうに︑
そこらへ腰をおろす︒

十一佃10 梢では︑うぐひすが鳴いて
みる︒

十一梱4 かうして︑とうく合戦小
屋にたどり着いたのが午前十一時︑
みんなはずみぶん疲れてみた︒

十一捌9しかし︑小屋の人は︑
十一激1 道端には︑笹が珍しく花を

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 先生たちに言ってみた︒

十﹁鵬1 中房温泉から四・六粁と記

つけてみた︒

いる
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した道標が立ってるる︒
やりがだけ

晴れてみれば︑こ＼から︑

今登らうとする燕の絶頂も︑槍岳

十一囲2
其の他の山々も見えるさうだが︑

行手の道も﹁はひまつ﹂も︑

の間に︑高さ

らん
小さいすみれや蘭も︑所々

すべて夢のやうに霧の中に薄れてゐ

十一伽5

る︒

十一伽10
に咲いてみる︒

﹁はひまつ﹂

一米にも足らぬ﹁たかねざくら﹂が︑

十﹁桝2

蜜蜂が盛に花から花へ飛ん

みつばち

今を盛りと咲いてみるのを見た︒

でるた︒

十一桝7

其の間々に︑白い﹁はくさ

左は︑急な斜面が神秘な谷
さっきの槍岳が︑﹁︿略﹀︒﹂

底へ深く落込んでみる︒

十一伽6
十一伽11

・た︒

十一爾7困

しかも︑それが北斗のや

烈々たる太陽の下に︑ア

うな美しい青さをた＼へてゐました︒

らくだ

ラビや人が酪駝を追ってゐました︒

十一描1国

十一備8国右はアジヤ︑左はアフリ

カ︑此の二大陸が互に迫る中間は︑

年中水位に攣化がありま

と言ふやうに︑しかも甚だ嚴然と聲
えてみる︒

五十粁とは離れてゐません︒

十一溜6園

せんから︑どの島も水際からこけが

日本を出塗してちやうど

感じです︒

十一㍑9團

見てみると︑半分水上に

船室の物が︑さはってみ

いうくと流れるナイル

石で積上げた幾多の金字

エジプトの古い文明を物

汽車でポートサイドに着

くと︑港に私たちの船が待ってるま

十一櫻6国

りと陳列されてゐましたが︑

語る遺物が︑何十といふ室にぎつし

十﹁捌10国

あるといはれてゐます︒

の占める面積が五百二十六アールも

塔の中︑ 一番大きいのはく略﹀︑底

十一㎜10困

でるました︒

の水の上には︑三角帆の船が浮かん

十︸㎜4囲

えてゐました︒

十一柵9国沙漠の朝風は︑快い程冷

ると皆熱氣を吐いてゐました︒

十一酩4團

廻ってでもみるやうな感じです︒

半分水上に現れた水車が

現れた水車が廻ってでもみるやうな

十一帽8囲

を設けてみるのです︒

見のがさず︑ここに貯水池や信四所

十﹇柳3国此の岩の一塊をも彼等は

むし︑草木が茂ってゐます︒

太古其のま＼の原始林には︑
所所天壽を全うした大樹が︑立つた

十一溜8

立つたま＼枯れてみるのが

ま＼枯れてみるのがあり︑

十一鵬9

あり︑倒れて漢流に横たはってるる

清澄な水を六十平方粁の面

のがある︒

十一燭6

積にた＼へて︑十和田湖は︑あふれ

十一伽2

んいちげ﹂や︑深紅の﹁べにばない

高さ二百米に及ぶ大岩石の
十一塀5田

絶壁が︑水際から突立ってるる︒

十一髄2

るやうに廣がつてみる︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑誰かが帽子を

ちご﹂などが忽々と入己れてるた︒
十一協11

左端の穂高に融いて︑槍岳

振りながら︑僕等に叫んでみる︒

十﹁搦6

一箇月︑私は今地中海を航して︑刻
見渡す限り濁った水が︑

が︑それこそ天を突く槍の穂先のや

十一儲9困

一刻イタリヤに近づいてゐます︒

僕等が今立ってるる所と︑

うに突立ってるる︒

殆ど天まで聴いてみるのを船窓から

十一仰3

向かふの山脈との間は︑千尋の渓谷

らん
植物園には蘭科のあらゆ
る種類が︑かをり高く咲いてゐまし

十一川8国

く遊んでゐました︒

本の子供たちが︑池のほとりで仲よ

十一襯5国新公園に來て見ると︑日

人を始め各國人が生活してゐます︒

租界内には︑多敷の日本

見ました︒
そかい

かすかに聞えるやうな氣が

十﹁幽3国

を刻んで︑

るのが︑

十一枷5 其の底に高瀬川の鳴ってみ
する︒

それは不思議に思へる程は

道が績いてるた︒

十一伽1 馬の背のやうに︑面立ひの
十﹇伽5

つきりとしてみたQ

いる
いる

198

した︒

十一醜9囲 運河を開いたレセップス
の銅像が墓座高く立って︑遠く東洋
への道を指さしてゐます︒

しばらく耳を澄ましてみたが︑やが

十一価4 二人は戸外にた＼ずんで︑
てピヤノの音がはたと止んで︑

十一価8 沢略V︒﹂と︑さも情なささ

うに言ってみるのは︑若い女の聲で
ある︒

十一欄6 薄暗いらふそくの火のもと
で︑色の青い元亨のなささうな若い
男が︑靴を縫ってみる︒

十一欄7 其のそばにある論式のピヤ
ノによりか＼つてみるのは︑妹であ
らう︒

十一柵11 一音は一音より妙を加へ神
に入って︑何をひいてみるか︑彼自
らも適えないようである︒
りとして感に打たれてみる︒

十一籾2 きやうだいは︑たゴうつと

十一珊9 しかし︑ベートーベンは
ベートーベンは︑かう言つ

たゴだまってうなだれてみる︒
十一㎜⁝2

て︑さつき娘がひいてみた曲を又ひ
き始めた︒
﹁ ︿ 略﹀︒﹂と言って︑彼はし

ばらく澄みきった空を眺めてみたが︑

十一㎜11

十一悩4 行ってみると︑正雄君のう
ちではもう縁先に望遠鏡をすゑ附け

て︑にいさんと正雄君が︑代るく
観測をしてみる︒

十一悩5

長さ一米ばかりの望遠鏡が

にいさんは︑初からにこ

三脚の上にのってみる︒

十﹇価3
くしながらだまってみた︒
一番大きいのは︑直樫が二

殊に日本では︑昔から月と

百粁もあるといはれてゐます︒

十一縦7

十一m4
文學が︑全く離れられないものにな

月の世界に都があって︑そ

つてゐます︒

十一捌7
こで天入が舞ってみるなどは︑實に

月はもう西の地平線近く

美しい想像ですね︒

十一欄3
か＼つてみる︒

きはく

みると︑︿略﹀︑一脈の氣醜がりんと

かひがら

私たちが野外を散歩してゐ

して身に迫るのを思える︒

十二86

ると︑時に畠の上などに︑貝殻が白

時に畠の上などに︑貝殼が

く散らばってみるのを見かける︒
かひがら

十二87

白く散らばってみるのを見かける︒

ろうかく

十一一173 城壁の所々に城門があり︑

天争乱には露天市場があっ

壮麗な櫻閣がこれを飾ってみる︒

て︑日用品のありとあらゆるものが

十二204

ほこり風が古雑誌のページ

雑然と並んでみる︒

十一一207

胡同は路次のことで︑かう

をめくってみるQ

十二209

いふ所に北京の古風が残ってみるの

同じ石器時代にしても︑ご

がおもしろい︒

十ニー03

く古いところでは︑たゴ石を割った

時代まで乏いてるるわけで︑
前方後圓の古墳は︑︿略﹀︑

たゴ前の方が角ばってをり︑後の方
此の古墳の大きなのになる

が除くなってみる︒

十ニー48

と︑長さが敷百米に及び︑堀が二重
さて︑一般にかうした古墳

にも三重にも廻らされてみる︒
十ニー410

の内部は︑どうなってみるであらう
か︒

十ニー63 今日これらのものが︑或は
しせき
博物館に保存され︑史蹟や國寳など
に指定されてるるのがあるのは︑

て出ると︑そこにるたあひるがよち

さうして︑此の楊樹・柳樹

よちと逃出す︒

の十株か二十株生ひ茂る所には︑大

十二217

てい農家が四五軒かたまってみる︒

風になよくとなびき動いてみるが︑

十二2110 どちらも︑其の枝其の梢は︑

幹は動くことなく︑十分土

幹は動くことなく︑十分土中に根を

張ってみる︒

十二2111

彼等は︑田畑のことにかけ

中に根を張ってみる︒

あちらこちら︑三人五人︑

て本能的な執着と︑眞劒な考を持

しふちゃく

十二2210

つてみる︒

すき・くはを取って︑せっせと働い

十二233

しかし︑土地は殆ど無限に

彼等は終日黙々として働い

てるるのを見かける︒

十二237

てるる︒

廣がつてみるのであるから︑あせつ

市街は南北二つに仕切られ︑ 十二238

北を内城︑南を外城といってみる︒

十ニー610

十一一211 門口から子供がたこを持つ

ま＼の︑形の整はないものを使用し
かういふ時代の人は︑︿略﹀︑

てるたが︑
十ニー13

彼等の住んでみた所には︑

又︑貝を拾って生活してみた︒
十ニー14

鐵器時代といへば︑かうし

自然大きなはきだめが出來︑

十ニー35

眞南から西十度の方向を目

ざしながら︑時速四百粁︑ほの暗い

十一捌1

藩学ー45

た古い時代から︑實に今日の我々の

空をたゴ一直線に飛んでみるのだ︒
こがた
十一捌7 はるか向かふには︑小型職
えんご
翻機の群が︑我々爆撃部隊を掩護し

我々はもう地上部隊の職線

つ＼飛んでみる︒

十一観1

を遠く越えて︑敵地のまったズ中に

我が快速偵察機からの通信

はいり込んでみるのだ︒
ていさつ

十一槻3

見ると︑ごく間近に︑白い

を受けてみるらしい︒

十一悩4

そこには︑まだ飛上れない

煙が後へ流れてみる︒

十一閥6

戦闘機の活動は︑なほ績い

でもがいてるる飛行機がある︒

十一鵬7

鞘を梯って︑じっと眺めて

てるる︒
さや

十一欄9
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たところで追ひつくものではない︒

十二244從って人を頼まず︑世をう
らまず︑自分の事は自分でするとい

彼等は︑のん氣に其の生活

ふ心掛が︑田家には行きわたってゐ
る︒

十一一246
見たところ︑水面とすれす

を面しむことを知ってみる︒
十一一256

れになって流れてみるが︑それは筏
の一部分で︑大部分は水面下にある
といふ︒

十二259 筏の上には︑板ぶき︑又は
竹・アンペラなどで作った小屋が︑

幾軒となく長屋のやうに建てられて

十二3211

又︑顔回はこれほどまで其

の師を慕ってみたのであった︒

細工のうまい大工が︑必

ず人にほめられるときまってはみな

十二354園
い︒

十二357園道の修つた者が︑必ず人
こ㌧に﹁仁﹂の語論が説か

に用ひられるとはさまってみない︒
十一一382
れてるる︒

十二386園顔様は予の前で教を受け
る時︑たごだまってみるので︑何だ

さて退いて一人でみる時

かぼんやり者のやうに思はれるが︑

十二388園

は︑師の教について何か自分で工夫

つてみた︒

又︑﹁︿略﹀︒﹂とも言ってゐ

孔子がよく顔回を知ってゐ

孔子がよく顔回を知ってゐ

心字の池に枝をさしのべた
十一一4210

部には︑巨材が組合って︑薄暗い各

みつくに

地は南に飾磨港をひかへて

みた光囲は︑︿略﹀︑文箱から一通の
ひ

階にものすごく力翻してみる︒

なん

大手の門は南を固め︑から

呼べば答へる間近さに︑男

かさこそと︑

ぢさんは︑今みない︒

あの木の梢をつ＼いてるた

十二776圏

島のやうに散在してみる︒

隣のを

竹ざをで

山・景福寺山が︑ちやうど海中の小

十二712

西からの見すかしを防いでみる︒

鷺山をあたかも長城の如くおほうて︑

十二7011 眼下に見る西の丸の櫓々は︑

此の城の要害はむしろ西にある︒

め手の門は北東を押さへてみるが︑

十二708

道を受けて交通の要路に當ってみる︒

瀬戸内海の運輸を占め︑西に中國街

十二703

書面を取出して静かに讃返した︒

それは︑楠公の碑を建てに
しばし思にふけってみた光

行ってみる家臣からの手紙である︒

十二432
十二443

二世ひに入口の方へ行くと︑

囲が︑我にかへると突然人面が聞え
て來た︒

十二侶10

そこには青々とした野菜を持つた老

暮れやすい秋の日は早くも

人が二人頭を下げてみる︒

十二462

池の彼方に没し︑老松のあたりには
何者かは知らぬが︑わい

もう夕やみが迫ってみた︒
十一一552園

わいわいわめいてゐられるぞ︒

︿略﹀︑如何にも調和よく︑高い石垣
一般に本丸への道は狭く︑

の上に事えてみる︒
十二6710

激しく押合ひもみ合ふ彼等

曲折してみるから︑

十二683

の足もとには︑意外にも深い谷底が
そこには︑いはゆる水の門

口をあけて待ってるるのである︒
十一一687

が︑第一から第六まで順々に待受け
てるる︒

十二693水の第五門は︑大天守と西
の小天守とをつなぐ渡櫓の眞下にな
つてみる︒
さうかう
大日本史の草稿に加筆して 十二699 あの美しいと見た天守の内

楓は︑もう色づき始めてみる︒

かへで

十二429

﹁︿略﹀︒﹂と言ってみる︒

十二405

顔回は孔子をた＼へて︑

た如く︑顔回もまたよく其の師を知

十二397

つてみた︒

た如く︑顔弓もまたよく其の師を知

十二396

る︒

十二395

﹁︿略﹀︒﹂と言ってみる︒

今は部隊長になって︑

父も︑母も︑兄も︑妹も︑

歩兵・工兵が散開して前進

地面がでこぼこしてみるの

十二8310右の方では︑敵職車目がけ

で車膿は上下に激動するが︑

十二833

を失ってみる︒

され︑敷垂は火を吐いて進行の自由

十二824 すでに敵前車の敷一塁はこは

を績けてるる︒

十二817

だまって箸を動かしてみる︒

はし

十二795囲

ひながら︒

遠い古地に行ってみるをぢさんを思

十二787圃

い︒

十二3811孔子は顔面をほめて︑ 十二652 や＼右手に仰ぐ天守閣群は︑ 十二777圏 隣のをぢさんは︑今みな

で工夫をこらしてみる︒

みる︒
くわめいてるる︒
をこらしてみるQ
すみじ
十二2511 荷主・炊事夫・重夫・雑役 十二389囹師の教について何か自分 十二554圏 なうく︑そなたは何を

夫から︑村の客まで幾十人がそれに
乗ってみる︒

十二261 せんたく物の上着やも﹂引
などが︑風にひるがへってみる︒

十二262 白雲の行方でも見てみるの
か︑大空を仰ぎながら︑くはへぎせ
るをした老人の姿も見受けられる︒

中全膿が乗ってみるのではないかと

十二265最も大きな筏になると︑村
思はれる程多人敷である︒

十二308 これこそは︑我が道を傳へ
得るたゴ一人の弟子だと︑孔子はか
不幸にも︑孔子の顔が陽虎

ねてから深く信頼してみた︒
十一一319

に似てみたところがら︑匡人は孔子
を取團んだのである︒

いる
いる
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て鋼鐵の膿當りをくらはせてみる勇
敢な我が戦車がある︒
たる

十二863 正一君のおとうさんは︑せ
つせと樽を作ってみる︒

もう少し待ってるてやつ

しながら︑トンくとた＼いてるる︒

拝しようとすると︑神

東には今あけぼのの光が美

て傳へられてるる︒

十二988
しく輝き︑ふりかへって西を見れば
残月が傾いてみる︒

人麿は︑特に歌の道にすぐ

あしの生ひ茂ってみる向か

萬葉集には短歌が多いが︑

海のやうに廣い池には︑か
﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑

り考へて︑人の腹のへってみること
を考へてくれない︒
﹁︿略﹀︒﹂かう言ひながら︑

彼は其の身に着けてみる鹿の皮を取

十二聰3

街路が曲りくねってみる︒

つて︑それを地上に敷いた︒

十二柵7

網の目のやうに入りくんで

みる︒

政治家・學者・詩人・文學

十二柵8
十二梱1

者・嚢明家等の墓が一歩一歩に存在
し︑彼等を記念する美術的な彫像が

町といふ町は︑雑沓してゐ

壁面に沿うて並んでみる︒
ざったふ

十二捌2

るが︑しかしロンドンには大小の公

しかしロンドンには大小の

園が多く︑

十二梱4

公園が多く︑至る所に田園的な自然

此の街路を︑敷層の優美な

をくりひろげてみる︒
かうろう

十二麗6

げいじゅつ

みる︒

昔の王宮であったルーブル

フランスはもとより︑欧洲

あらゆる流行のさきがけを
するのも︑またパリーだといはれて

十二衡4

並んでみる︒

糟圭里の名作が室から室へぎっしりと

十二悩10

が︑

は︑今博物館と美術館になってみる

十二⁝⁝⁝5

熱風術の都として知られてみる︒

都市の美観を誇るパリーは︑

高縷が︑すべて白色のよそほひを以

お前は自分のことばつか

十一一悩3

て飾ってみる︒

それは︑要するに我が古代

美しい光景を眼前に見るやうにお歌

る︒

めて純な感情に生きてみたからであ

の人々が雄大明朗の氣性を持ち︑極

十二湿11

ひになってみる︒

十二撹7

もめがあちらこちらに飛立ってるる︒

十二撹5

一つの特色をなしてみる︒

後世の歌集に比べて長歌の多いのが

十二梱3

る歌を多く残してみる︒

る愛の心に富み︑其の方面で特色あ

言書は︑︿略V︑人間に封ず

飛んで行くことよ︒

ふの方をさして︑つるが鳴きながら

十二994

れた︒

れてるたので︑後世歌聖とた﹂へら

十二872 をぢさんは︑︿略﹀︑樽を廻 十二9810

て下さいね︒

十一一8711園

十二885 僕も何か手傳へたらと思ひ
ながら︑なれないのでだまってみる︒
分隊長が︑﹁あっ ︒ ﹂ と 言 っ て 倒 れ た ︒

十一一892 ちやうど其の時︑隣にみた 十二㎜3

十二914園 さっきから︑三郎さんが
來て待ってるられたんだよ︒

段を登って参
拝んでみる人がある︒

十二9110 招魂社の前へ來たので︑石
前で今恭しく

十二921 をぢさんは︑何時までも頭
を下げて澄んでみる︒

十二922 其の眞劒な様子を︑僕は立
止ってじっと見つめてみた︒

見れば︑をぢさんの胸には︑

らもかうして生きてみる︒

十二933圏 をぢさんは︑不自由なが

しやうい

十二9310

軍人傷疲記章が輝いてみた︒

と共に此の萬葉集を持ってるること

かういふ遠い昔に︑古事記

面の守備に向かった兵士の一人が︑

十一一958 東國から徴集されて九州方 十二鵬3

たゴ︑ふとそば近く︑恐し

は︑我々日本人の誇である︒
あくま

十二柵5

︿略﹀といふ歌を よ ん で み る ︒

十二963 かういふ兵士や其の家族た

がついた︒

い悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣
十二川10園

かきのもとのひとまろ

ちの歌が︑萬葉集に多く見えてみる︒

山部赤人の作も︑また萬葉集によつ

やまべの

十二981 有名な歌人︑柿本人麿や︑

十二伽6

イタリヤを旅行してみると︑

どこか日本に似たところがある︒
な ら
其の上︑京都・奈良をしの

ぶやうな古都が多く︑それらがすべ

十二伽11

だが︑今のイタリヤは新興

て古美術を以て満たされてみる︒

十二柵2

主な停車場には︑黒シャツ

の意氣にもえてみる︒

十二摺9

の青年が見はりをして︑旅人の安全

今︑各國で日本語の研究が

をはかってみる︒

私は︑日本語を二年程勉

盛であることは聞いてみたが︑

十二㎜2

十二㎜6園

他の青年たちは︑にこにこ

強してるます︒

しながら︑半ば不思議さうに︑私と

十二㎜9

かの青年の顔を見くらべてみた︒

るものだから︑友人たちが︑此の日

十二囲10園私が日本語を勉強してゐ

青年も︑嬉しさうににこ

本人と話をして見よと言ったのです︒

十二欄8

窓外には︑何時の間にかべ

く笑ってみた︒

十二㎜9

今渡りつ＼ある長橋によつ

ニスが近づいてみた︒

十二欄11

道行く人は︑男も女も緊張

てのみ︑ベニスは陸と疑いてるる︒

十二捌7

街路はきれいに洗ひ清めら

し切ってみる︒

十二槻4

彼等の中には︑郊外に幾ら

れ︑殆ど避くづ一つ落ちてみない︒

かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

十二鵬5

201
いる一いれかわり

たちも︑
しょくたく

一日そ れ を 耕 す こ と を 樂 し

みとしてみるのが多い︒

十二悩4 すると︑向かふの食卓に
すわってみた夫婦の客が︑手をあげ

家が嶢けたとする︒

今問題になってみる人が︑

ほんたうに殺人事件の犯人であるか

十二櫛8

すから︒

通有も左の肩を射られたが︑

で笑ふものがありました︒

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

六588

不思議さうに︑あたりを見

まはしてみる妹に︑ほ＼笑みながら

城のやぐらから大きな石を投

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

さうして︑これをよけようと

落して︑賊のさわぐ所を︑さんぐ

六739

十二捌5

はちきれるやうな芽をもた

私はかう言った︒
十二梱7

に射た︒

かういふふうに︑二回まで

どうか︑︿略﹀を決定せねばならぬ︒

六755

十二旧3

げ︑雪を割ってのび出ようとしてゐ

て私をさし招いた ︒

る物の濃刺たる力を想像しながら︒

五千人曇りも殺した︒

桑畠の雪も大分へつて︑あ

ちらこちらに黒ずんだ畠の土があら

九186図

うと射る︒

尼子方の秋上伊織介がそれ

いおりのすけ

︿略﹀︑左右の耳の間をねらひてひよ

かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑

義家︑背中のうつぼより︑

はに出てみる︒

はつらつ

つまり裁判を念入りにするためであ

上訴し得るやうになってみるのは︑

十二橿6

流れてみる︒

るQ

十二悩8 折から︑快い音樂が堂内に
十二悩10 私は︑運ばれて來た食事を

十二梱1
の熱︑此の光のおかげに生きてみる

十二槻11立ってしばらくこちらを見
川の少し上手に︑よそのを

てるた母が︑左手をあげた︒

のである︒

月は︑地球を中心として︑

十二鵬6

九7910

﹇▽おしいる・おとしいる・たすけい

い・る ﹇入﹈︵下二︶1 入る ︽ーレ︾

射る︒

前よりもなほ引きしぼりて︑はたと

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これも手早く

矢をつがへてひようと射る︒

ばさんもせっせとせりを摘んでみる︒
十二旧10

黒匙は︿略﹀︑其の数や大

きさは︑凡そ十一年を週期として増

りは︑もう殆ど雪がなくなって雑草

清水の流だといふ此の川べ

減してみる︒

十一一掴8

ぐるぐる廻ってみる︒

十二捌8

地上のあらゆる生物は︑此

取りながら︑聞くともなしに聞入つ
てるた︒

十二悌2囹姉上は︑私の思ってみる
通りをおっしゃいました︒

十二瑠7園 なぜ額に八の字を作って
みる︒

十二粥2圓 今に世界中がひっくり返
らないでみるもの か ︒

十175図 ﹁︿略﹀︒﹂と︑十三束三伏︑

そろばんをもまた我が戦國

が一面に芽ぐんでみる︒

十一一研8

十一一悩1

十二柵7 リや王が姉たちにぎゃく待

時代には︑すでに輸入してみたので

大自然は︑今春の喜びと活

されてみることを探知したコーデリ

動によみがへらうとしてるるのだ︒
幕臣には又︑三百年の菖恩

る・のりいる・めしいる

として手に入れたきものなり︒

ん異なけれど︑あれ程の名馬︑武士

さてく︑金なければせ

れば︑いさぎよしとしないやたけ心

九404図園
當時欧米の強國は︑ひそか

さっちやう

射る

︽イ・イ

五山3

其の眞青な水上で︑盛に

シカシ︑入レ代りニ︑大ゼイ

いれかわり ﹇入代﹈︵名︶1 入レ代り

わたいれ

いれ nvていれ・とりいれ・みずいれ・

いるかがをどつて見せました︒

十︻帽5国

現にフランスは徳川方を鷹 いるか ﹇海豚﹈︵名︶1 いるか

﹇射﹈︵上一︶7

雲太郎が弓を射ようと
する時︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲

四帽6

ル︾

いる

軍に好意を見せようとしてみた︒

援し︑イギリスは薩長を通じて官

十二鵬10

に我が國をうかゴつてみたのである︒

十二鵬8

がみなぎってみる︒
おうべい

を思って︑主君の馬前に討死しなけ

十二鵬5

ばくしん

あるが︑

庭におり立つた私は︑荒な

もうじっとしてはみられな
雪にうまって冬を越した人

しゃくやくや水仙が︑雪
の下で︑もう目をさましてみるので

十二捌3囹

妹の小さな手に抱かれてみた︒

形が︑それでも暖さうな顔をして︑

十二捌1

い︒

十二鵬6

と顔を出してみる黒い土を見つけた︒

はで枝を釣った松の根もとに︑そつ

十二㎜5

してみた︒

の諸流に比して著しく頭角をあらは

十二櫃3世にこれを導流と構し︑他

ヤは︑

ひどいあらしの翌朝︑嚢狂

した老人が荒野にさまよってみるの

十一一柵10

わしは︑今までどこにる

をフランス兵が嚢見して陣所に伴な
ひ︑

たのかな︒

十一一励10園

十二捌11園 お前さんは︑わしをうら
んでみるはずだが ︒

十二湿3園 わしはフランスへ來てる
るのか︒

十二齪6囹 まだお心の齪れがお直り
になってみない︒

十一一悩2又︑例へば甲の持ってるる

いれすぎる一いれる
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﹇入過﹈︵上一︶1

入れ

ノ人ガ︑ドやくトハイツテ來マシ
タ︒

いれす・ぎる
︽ーギ︾

三78生あんまり力を入れすぎた

すぎる

た︒

四816

三ちゃんが切手を渡しま

すと︑花子さんは︑それをはっ
雪子さんは︑﹁︿略V︒﹂と書

て︑ポストへ入れました︒
四837

いて︑切手をはってポストへ
おかあさんは︑豆をたく

て︑大蛇の來る所に並べて置け︒

程︑行儀よく並べて︑其の上に土を
おかあさんが︑冬こやしをか

ふりかけました︒

七462

けて仕立てておいて下さった土に︑

見れば尊い錦の御旗︑どう

少し砂をまぜて鉢に入れ︑

七574園

してそれを手に入れたのか︒

大塔宮を御道筋に待受け申

し︑此の御津を此の荘司が手に入れ

七578囹
たのだ︒

日で仕上げさせてごらんに入れます︒

五227圏さうして︑八つの桶に入れ 七782園私にお申しつけあれば︑三

さんいつて︑ますに入れ︑神だ
なにお供へになりました︒

三巴6

ので︑をのが︑手からはなれて︑
い

入れました︒

イレル

とんで行きました︒
﹇入﹈︵ 下 一 ︶ 4 6

れる 入レル 入れる容れる ︽一

い︒れる

レ・ーレル︾几vうけいれる・かきいれ

る・ききいれる・しょうじいれる・と
りいれる・なげいれる・のりいれる

した︒

六189

其の中へ︑御飯の残りやお米

私は︑なるたけ︑此のかはい
らしいお客様を驚かさないやうに氣

六907

寄って來て︑喜んでたべます︒

などを入れて置くと︑雀がたくさん

六893

レテ︑カキマハシテミタ︒

後上ハ︑磁石ヲ釘箱ノ中へ入

つの桶に入れて︑がぶくと飲みま

が入れてあるから︑夜もぽかく暖

ピ

や

しば

箱に土を入れ︑よい種を二十

です︒

八93

しばらくして︑﹁︿略﹀︒﹂と言

萬壽は格子の閤から手を入れ

に入れてしまひました︒
かうし

れるといふことは出品ません︒

時計屋さんは︑早速ピンセッ

トでねぢをはさみ上げて︑大事さう

九307

先生も大きな箱を持って來て︑

に元のふたガラスの中へ入れた︒

九698

掘ったいもは此の中へ入れるやうに

今の場合︑それを考に入れな

とおっしゃった︒

いで置きませう︒

九悩10

小熊座と北斗七星との間に尾

を入れて︑小熊座を包むやうに︑の

九価9

りよう

ろくと曲りくねって連なる十ばか

九m8

さうして︑風呂へ片足を入れ

窓をあけ放して風を入れる︒

りの星を龍座といひますが︑

誓事3

え
貞童は︑豆の葉の柄で造った

て︑びっくりしました︒

﹁あじあ﹂の印のはいった用

轟かごに︑とんぼを入れた︒

十631

十三5

つたスタンプを入れて︑ボーイに頼

紙に手紙を書いて︑今朝押してもら

んでしまふと眠くなって來た︒

いふことは︑何でもありません︒

なければこそ︑ほんたうに先生の大

十二361園今の齪れた世に容れられ

きいことがわかります︒

手を入れる︒水は思ったよ

り冷たかった︒

十二悩8

のは世の中の恥でございます︒

恥でございますが︑君子を容れない

此の水筒にも入れて下さい︒ 十一一364園 道を修めないのは君子の

さうして︑世界中の人が皆手
けれども︑ダイヤモンドはわ
つかしか出ませんから︑皆が手に入

八丁6

に入れたらどうでせう︒

八鵬3

八542園

て︑天意﹀︒﹂

八病8

だんが出來ぬといふので︑石のらう

八403頼朝は︑さあ︑此の女にはゆ 十二3511園世の中に容れられないと

家に入れてやり︑

の疲れはてた鳥を拾ひ集めて︑暖い

そこで︑其の國の人々は︑此

つかって︑此の財布に入れて湿たの

七摺8園仲間の者が國へ送る金をあ

つて︑財布の中に手を入れた︒

七伽7

百爾は小さな袋に入れてあります︒

﹇394 ハコ ニツチヲイレマシタ︒ 五235 酒を見つけて︑八つの頭を八 七百5園 五十爾は黄色なきれに包み︑

一一356 ウマハ︑ヲケノ中ヘカ
ホヲ入レテ︑カヒバヲタベテ
ヰマシタ︒

ハヒヲザルニ入レテ︑

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト ︑イッテアルキマシタ︒

二914

コレ値入レテオヤリナ

三515ソレヲ刀ニシテ︑ムギワ
ラノサヤニ入レテ︑コシニサ
シマシタ︒

サイ︒

三737園

をつけて︑お米を入れてやりました︒
こ＼へ入れてやりたいな︒

三785 をのに力を入れて︑こん︑ 六鵬9園 わたしのお人形さんを︑
こん︑ときってゐました︒
れて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

いよ︒

四146おかあさんが︑お茶をい 長生4園地の下には︑馬ふんや枯葉
た︒

七404

は︑上野公園・日比谷公園・芝公園︑

ひ

ずるぶんたくさんあるが︑大きいの

小さいので︑かごの中へ 六鵬1園小さいものまで入れると︑

入れておきました︒

四284

四784三ちゃんは︑それをかば
んに入れて︑はいたつに出まし
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いろ
いろ

いろ ﹇色﹈︵名︶44 いろ 色与あお

いろ・あかいろ・あさぎいろ・えび
ちゃいろ・かおいろ・かきのいろ・き

て落ちて來ます︒

さつばりした建物の色と︑熱

帯植物のこい緑が映じ合ふ︒

八白4

こ＼の島民は︑チャモロ族

といふのが大部分で︑割合に色も白

十262団

ヤップでは︑色の黒い︑膿

く︑生活程度も高いのださうです︒

十292團

のたくましいカナカ族をたくさん見

どこまでも青くすみきった大

かけました︒

八戸5
空の下には︑地上のあらゆる物が︑

いろ・ききょういろ・きんいろ︒ぎん

いろ・ぎんねずいろ・こがねいろ・
色あざやかに見える︒

中でもきれいなのは海の色だ︒

こん

ない美しさを見せます︒

それは︑紺とも青とも紫と
もいひやうのない︑深くて︑しかも

十308圏

されど︑目ざす色はたやす

明かるい色です︒

く躍るべくもあらず︑日毎に焼きて

十4810図

ほゴ一様の若緑の色に映え出す頃は︑

されど︑喜三右衛門は動か

は砕き︑砕きては焼き︑

十4910図

ざること山の如く︑一念たゴタ日に

此の色の美しい佛法僧は︑書

の間盛に高い木から木へ飛んで︑

り

中佐すでに第二弾を左手に︑
ふんせん

色が深い︒

十685圃

血の色よ︒
かへで

日の光︑

あけ

ばら・楓等の芽も︑少し

を望む時︑

十一331

十一棚3

たゴ扉や墓にゑがかれた壷
脚下の水は︑あくまでも澄

紺碧の色をたたへた沖の潮

こんぺき

も死の如く沈黙してみる︒

みきった碧玉の色をのべて︑しか

へきぎょく

十一836

のみが色をとgめてみるが︑

とびら

十一87緑深き木立の間から︑朱の
ろうもん
くわいらう
色あざやかな大鳥居・櫻門・廻廊

く紅の色を増せり︒

十㎎8図

カンナの花の

青葉のそよぎ︑

十603秋の空は實に高い︒さうして

映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

さうして︑其の飼ってみる鳥

る

全く違ったものでした︒

濃き瑠璃の
咲くものは露草の花︒

九744図工
に︑

下草の茂りはあまり深くない

色あざやか

といふのは︑あの色の美しい鳥とは

九667

たゴ﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

九656

もう八重櫻も散りはてて︑

が煙るやうに見え︑やがてそれが

の

と ろ

にかもめが飛んで︑其の果に能登呂

どれもこれも︑すき通る程

岬の山々が紫に煙ってみる︒

十一旧10

見ると︑水の色はどこまで

鮮かな色であった︒

も藍だ︑透明だ︒

あみ

十一燭3

薄暗いらふそくの火のもと

みだれは

とうろうの色鮮かに︑江上

七代七十鉱毒の帝都とし

色はにほへど散りぬ

澄んだ水の色︑川べりの黒

い土︑草の芽の緑︑此の三四箇月土

十二悩9

るを︑我が世たれぞ常ならむ︒

十二価3図圃

るを︑ 我が世たれぞ常ならむ︒

十二研8図圃呈色はにほへど散りぬ

でに久し︒

し奈良の都も︑色移り香失せて年す

て︑咲く花のにほふが如しとた＼へ

十二鵬7図

出で︑﹁︿略V︒﹂と言ふ︒

士︑たくましき馬にまたがりて進み

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武

十二499迎年の頃二十鯨りにして︑

いくらゐである︒

に影をうつすさまは︑書にもかきた

十二271

の刃文の美しさ等に至っては︑

で底光りする鐵の色︑直刃・齪刃

すぐは

十一⁝削4 更に其のしっとりと滑らか

男が︑靴を縫ってみる︒

で︑色の青い元町のなささうな若い

十一欄5

た︒

な男ですが︑意外にやさしい聲でし

十306国第一︑海の色が何ともいへ 十一襯9囲どれもこれも︑色の眞黒

しゃくどういう・しろちゃいろ・すみ
八捌6
な

れいろ・そらいろ︒ちゃいろ︒なまり
し

ハワイには支那人も西洋人も

みるが︑我々に珍しいのは︑色の赤

八櫨9

ろ・みどりいろ・むらさきいろ・もも
黒い︑背の高い土人である︒

いろ・はいいろ・ばらいろ︒ひわい
いろ・やまぶきいろ

のきものをきてゐますか︒

三162園この人は︑どんないろ 九52 黄に︑淡紅に︑指導に︑梢々

四 1 4 4 に いさんは︑前よりも
ずっと色が黒くなって︑強さう
に見えました︒
いつの間にやら︑

五山4翻 水引草と︑ 名を聞いてか
ら來て見たら︑
ひめ

色がすっかりさめて居た︒

七46 媛のやさしいお顔には︑きつ
と御決心の色が浮かんだ︒

七個5 うす緑のは︑白か︑うすい色
の花が咲くのださうです︒

九鵬6

ので︑所々に地面の赤い色さへあら

七956 膿も大きくなり︑形も色も次
第にかはって︑がんじょうになりま

垣根にかけた白い干し物︑赤

はれてみる︒

けたり︒

少しもひるむ色なく︑なほ奮職を績

更に第三弾を腹部に受けたれども︑

九旧2図

鮮だなといふ感じがする︒

い土の色などを見ると︑なるほど朝

九㎜3

す︒

うですが︑形はりっぱな親里です︒

七988 色はまだ青白くて︑弱々しさ
七992 夜風に當り朝日に詣ると︑す
つかり色がかはって︑見るから丈夫
さうな油蝉になります︒

のテープが︑降るやうに入りみだれ

七四8 赤︑青︑黄︑紫︑あらゆる色

いろいろ
いろいろ

204

て試験をしてみる中︑翌年の夏︑百

九238

ました︒

を見ることの出刃なかった目には︑

イロイロ

米以上も空中を滑走することが出來

﹇色色﹈ ︵ 形 状 ︶ 2 3

いろく
ねぢは驚いてあたりを見廻し

皆たまらなくなつかしい︒
いろいろ

いろいろ
たが︑いろくの物の音︑いろく

イロく
色々

の物の形が︑ごたくと耳にはいり

九241

いろくの物の音︑いろく

目にはいるばかりで︑

一733 オニハ︑オレイニ︑イロイ

ロノタカラモノヲサシダシマシ
タQ

いろくな時計がたくさん並んでゐ

周園の壁やガラス戸棚には︑

の物の形が︑

る︒

九2410

んばうをしたり︑いたづらをしたり

いろいろのわるものが出て居て︑ら

五15 すると︑今までかくれてみた︑

しました︒

くて︑えらさうである︒

違ってはみるが︑どれを見ても大き

さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

五736 それからも︑いろくの舟が 九258園 あのいろいろの道具︑たく
通りました︒

六115国 いろくの店も出ますし︑
花火も上ります ︒

六182

罪なは一本の煙草ぼんのまは

の話が出る︒

當番が︑農旦ハ小屋から︑鍬・

さて︑此の北極星や北斗七星
を至善にして︑其の附近を見ると︑

九価3

して來た︒

シャベルなど︑いろくの道具を出

九696

くは

りには︑人の山が出來て︑いろく

ソレカラ︑磁石デ︑イロ︿ 九381

ナ物ヲ吸着ケテアソンダ︒

六悩5園 もっと︑いろいろな物を買

いうしうくわん

つて蹄ればよかったのだが︑どうも
いそがしくてね ︒
くわんけい

六旧1園 此の境内にある遊出館に
は︑昔からの武器や︑職孚に關係
のあるいろくの物が︑陳列してあ
る︒

いろくの星の列があります︒

が︑誰もまだ其の木のほんたうの高

と同じものが見つかった︒

と︑色々の蝶の中に︑とうく僕の

七292 みんながいろくな事を言ふ 十118 順々に引出をあけて見て行く
さを知って居る者はない︒

た︒

を用ひた︒

十一661

軍慮侶は︑いろくの方法

つぼ

又壺や鉢など︑いろくの

紅のやまと錦もいろ

形をした土器や︑其のかけらが嚢見

十ニー09
され︑

十二搦9図韻

色々

イロイロ

いろく

スズメガ︑オヂイサンニ︑

いろいろ

﹇色色﹈︵副︶25

くの綜まじへてぞあやは織りける

イロく

いろいろ

一36一

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

イロイロゴチソウヲシマシタ︒
三音2

て︑いろくごちそうをして下
さいました︒

僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア

六日9

ルガ︑

役人は︑いろくとくはしく

尋ねた上︑人夫を呼出して︑﹁︿略﹀︒﹂

七伽2

呉鳳は︑何とかして︑自分の

いろくなだめても中々聞か

と申し渡した︒

七㎜4

ない︒

治める部落だけでも︑此の悪い風習

八135

を止めさせようと思って︑いろく

口には色々込入った道具が附

苦心をした︒

いて居ますが︑其の上の所に小さい

八翫7

燭角があって︑

く工夫をこらした人は︑

いふ風に飛んでみたいと思ひ︑いろ

さうして︑軍かんやひかう 九74 空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ﹂

きの︑おもしろい話をいろく

四191

としてくれました︒

いても︑いろく考へましたが︑と

四846ソバデ︑オカアサンガ︑何 九99 どういふ動力を附けるかにつ

力忘レ詰物ハナイカト︑イ

それから︑プロペラについて

いろいろ︑お世話になりま

淺野内匠の家來の事︑いろ

くお聞及びでございませうが︑

十儒7園

候︒

れ︑﹃︿略﹀︒﹄と︑親切に仰せ下され

いろいろとやさしくお世話なし下さ

十213圓国村の方々は︑朝に夕に︑

した︒

九備2園

も︑いろくと工夫をこらしました︒

九134

けることに成功しました︒

うく小さい蒸氣機關を作って取高
命は︑厄神の所へお出でにな

ロイロセワヲシテイラッシャイ
マス︒

つて︑釣針をなくした事を申し上げ

罫描2

て︑いろくおわびになりました︒
かう氣がついた弟うかしは︑

そこで︑尊をうやくしく迎

いろくと兄をいさめましたが︑

六58

六356

へて︑いろくおもてなしをしなが
ら︑申しました︒

呉服・雑貨︑いろくの店

ごふく

六柵3

いろくと考へ績けました︒

じっとして居る間に︑雪舟は︑

が並んでみる中に︑珍しいのはおみ

いろくの書を書いてやつ

やげ品を費る店です︒

八104 近年になって︑いろくの方 十346国
はりさうであることがわかりましたQ

法で此の事をしらべてみますと︑や

九126 いろくの形の滑走機を作つ 十一229

205
いうがらす一いわかど

でも出門たやうに︑いろいろと紫の

十一2111 年の若い源氏は︑小さい妹
君のめんだうを見てやった︒

十一435園 人間は︑くちびるや舌を
すが︑考へてみると實に不思議だ︒

動かして︑いろく攣った音聲を出

十434

︽ーイ︾

てるた︒
ぢ

下葉は︑折から美しく色づい
を

或は深き岩穴を作る︒

支度に心を取られて︑さっきの地震

十533 村では︑幽豆年を祝ふよひ祭の

ハ・ーフ︾

先だつて行く秋野卑に從って︑いわ・う ﹇祝﹈︵四・五︶3 祝ふ ︽一

に傾けながら進みます︒
十458

橋を渡り︑岩と岩の間の道を抜けて︑

岩と岩の間の道を抜けて︑ひ

には一向氣がつかないもののやうで

十458

よつこりと出た所に︑

東京の叔父は︑︿略﹀︑色づ

十櫻1図

十一751
いたばかりのいちごに牛乳をかけて︑

仰げば︑里数十米の中空よ

さもおいしさうにたべてみた︒

一つもて君を祝はん一つ

ある︒

十一伽8

み

一つもて君を祝はん一つ

いはほとなりてこけの

君が代は千代に八千代に

かはい＼桃色の﹁いはか球

み﹂の花を道端に見つけるのが下し

なのです︒

みであった︒

岩穴

﹇岩角﹈︵名︶4 岩角

花盛りであった︒

んかく

いわかど

いそ

沖の波は︑

す足にを

喜をさ＼やき︑

岩角に立てば︑

さやくと

七17囲

のしぶきは︑ひやくと

どる︒

‡が

十一旧8 道端は︑﹁いはか球み﹂ の

見のがさず︑ここに貯水池や信號所
行手は果なき砂の平原︑
最後は又急流の岩に激し︑

﹇岩穴﹈︵名︶1

傳ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗

進むに從ひて現れ曲る奇 十151図 賊は其の勢七萬饒︑岩角を
岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

十二10図

いわあな

つて︑

人の心はもう驚と感激で一ぽいにな

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑三

十一捌10

左に嘗える山も全部岩と砂です︒

十一閥10国

を設けてみるのです︒

十一観2国此の岩の一塊をも彼等は

十一備10團此の小さい岩の島が英領

いわかがみ ﹇岩鏡﹈︵名︶2 いはかゴ

て天地にとゴろきわたる瀧の音かな

あめつち

十二価11図圃壁立てるいはほとほり

むすまで

さゴれ石の

九倣4図圃

いわお ﹇巌﹈︵名︶2 いはほ

もて親を祝はん二もとある松

堅塁5図圃

もて親を祝はん二もとある松

十榊5民営

り落髪る瀧︑初は水筋通りて見ゆれ

や＼ともするとくつれよう

かちり︑かちりと杖が岩に

ども︑岩に當り石に砕け︑

十一描7

さうして其の頃から︑雲の色

どりが何ともいへぬ美しさを見せる︒

八擢3

十一712 眞淵はもう七十歳に近く︑ いうどり ﹇彩﹈︵名︶1 色どり

いろくりっぱな著書もあって︑天
下に聞えた老大家 ︒

鳴った︒

﹇色取取﹈︵形状︶2

十一伽2

色

いうとりどり
とりλ︵＼

十﹁鵬7此の異なる二つの鐵の重ね
方にはいろくあるが︑柔かい鐵を

とする砂と岩との間を︑﹁はひまつ﹂

にすがりながら進んだ︒

西洋人も大勢点て︑色とり

ぐのテントや海水着で︑海岸は花

いろはにほへと

岩﹇▽こしきいわ

岩の島が英領なのです︒

十一爾10團
いうどる

葉のクロトンなどに團まれた官舎の

一

﹇岩﹈︵名︶13

た︒

の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横

八衛6

岩や砂の上を歩く時は︑八本

のおちいさんが立ってゐまし

四593 しばらく行くと︑大きな
岩があって︑そのそばに︑一人

いわ

かっしょく

けやきの大木が︑淡褐色に

﹇彩﹈︵五︶1

すべて岩ばかりですが︑此の小さい

爾方の岬も中の小島も︑

淵があり︑瀧があり︑岩の島がある︒

漢流には︑至る所瀬があり

十一燭3

八261国

色づく

いろはにほへとく略﹀︹第七

いろはにほへと

ぽっと大空をいうどる︒

九410

︽ール︾

いうど・る

あるのも︑此の邊でした︒

＋碧困赤・黄・紫︑色とりぐの

が咲いたやうです︒

刀の中心として︑霊園を堅い鐵で包
むのが最も普通で あ る ︒

古墳といふのは土まんぢゆ

うに類する塚で︑それには大小いろ

十ニー310

くあるが︑

いろく質問もし︑それで予を啓嚢

十二391園 他の弟子は︑教について
してくれることが あ る ︒

いうがらす ︵名︶1 色ガラス

ま

︿略﹀

ご

表面に黒い胡麻粒のやうなものが見

︽ーメ・ーメル︾

︵五︶2

巻付録参照︺

三槻図

色づき始める

﹇色付始﹈︵下一︶

えることがある︒

ぶしたガラスを通して太陽を見ると︑

十二悩1 濃い色ガラス︑又は黒くい

2

いろづきはじ・める

したやうな雲が︑金色に︑紅に︑色

七伽4 こ＼かしこ︑眞綿を引きのば
づき始める︒
かへで

十二428 心字の池に枝をさしのべた
﹇色付﹈

楓は︑もう色づき始めてみる︒
いろづ・︿

いわく一いわやま
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じて一の木戸にせまり來る︒

十一稲11 岩角が出︑木の根が横たは
つてみる︒

十一柵7 木の根・岩角を敷へるやう
いはく

池のふちに沿うて︑みんな同じ方向

所岩だらけ山だらけなのです︒

は爾大陸をつなぐ火山地帯で︑至る

﹇岩戸﹈︵名︶4

ません︒

いわと

岩戸

を通すことは︑中々出挙さうにあり

地を掘割って︑海面と同じ高さに水

十偽5此の岩だらけ︑山だらけの土

に泳いで居ます︒

又此の雲が出るといわしの

いわし雲

大漁があるといふので︑いわし雲と

十一佃3

﹇鰯雲﹈︵名︶4

もいひますが︑

いわしぐも

青空にうろこのやうに小さ

五12天照大神が︑天の岩屋へお

あまてらすおほみかみ

く群生する白い雲は︑︿略﹀︑又此の

す︒

岩戸のそばで待っていらっし
さっと岩戸をあけて︑大神の

いはば

兵螢は︑いはば一つの大き

﹇言﹈︵副︶5

九671

これが古事記といって︑い
はば我が國で最も古い書物である︒

十一672

つの鳴鳥が岩盤たことになりました︒

其の結果︑いはば我が國に二

人としての精神をやしなふ所なので

な家庭で︑其の日常生活の間に︑軍

七533困

いわば

した︒

お手を取って︑外へお連出し申しま

五59

やった天手力男のみことは︑︿略﹀︒

あめのたちからを

五56

て︑おのぞきになりました︒

天照大神は︑少しばかり岩戸をあけ

あまりおもしろさうなので︑

はいりになって︑岩戸をおしめにな

いわし雲がぐんくふえて

岩島

岩底

五45

りました︒

いわし雲より︑ぐっと大き

雲が出るといわしの大漁があるとい

十一川6

ます︒

な塊になって群生する白い雲があり

十一川1

ふので︑いわし雲ともいひますが︑

叱 し ていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒ 十一佃4

﹇日﹈︵名︶7

に︑囲みしめ躇みしめ登った︒
いわく
十949図

十969図其の中の一人いはく︑︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一558図 信號旗を以て令を今山に
下せり︒いはく︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︒

十一5910図 東郷司令長官の嚢せし戦
況報告の末尾にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒
ぎ やうかい

來ると︑空﹂帯が灰色になって︑何

十一冊6図 福田行誠かつて心眼の
事業を感歎していはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

ます︒

だか頭をおさへっけられさうになり

く︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

﹇岩島﹈︵名︶1

長さ七百米︑幅七十米︑海

﹇岩垣﹈︵名︶1

岩だらけ

かういふ風に︑月の世界は︑
いはば全く恐しい死の世界ですが︑

十一柵10

もものすごい︑いはば奇怪な物の精
しばふ
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

風とは反封に波が沖へくと 十一捌7 一管すると︑今度は如何に
動いて︑見るく海岸には︑憂い砂

十538

いわそこ

ら︑

のおっとせいが群居してみるのだか

島に︑三十萬のロッペン鳥と︑三萬

面上わっか十五米に過ぎない此の岩

十一価10

いわじま

以下三千米以上の所に浮かぶ雲です︒

雲は︑何れも巻雲より低く︑七千米

十一麗2

いわし雲︒むら雲・おぼろ

十二7310図 信昌︑將士を集めていは

に園まれて城門の近くに至り︑城に

十二766図 翌日︑勝商︑敵兵十齢人

いわし

向かひて高らかに呼んでいはく︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

﹇鰯﹈︵名︶6

八駕2 大きなたもで︑網からいわし

いわし

をどんく僕等の船へ上げる︒

八悌3 見るく船の中には︑いわし
の山が築かれる︒

八偽4 いわしの重みで︑船がぐっと
傾く程だ︒

八四2 此の室の中央に︑直脛四五米

﹇岩﹈︵名︶2

原や黒い中底が現れて來た︒
いわだらけ

ぐらみの圓い池があって︑中にたく
さんの﹁いわし﹂が泳いで居ました︒

十年4

あの細長い地峡は︑︿略﹀︑實

胸黒4 此のたくさんの﹁いわし﹂が︑

︽ール︾

いは
いわばし・る ﹇石走﹈︵四︶1 石走る

いは
よし水のまくらのもとに直走る音

十一32図圃花に寝てよしや吉野の

正面にや﹂遠くか㌧る瀧は︑

﹇岩間︺︵名︶1 岩間

十453

いわま

下にた＼み重なる岩間を縫ひながら︑

分流曲折して橋下へ注ぐ︒

︹人名︺1

すけざ ゑもん

小倉に近き長濱村に︑難

岩松助左衛門

すけざ ゑもん

いわまつすけざえもん ﹇岩松助佐衛門﹈

うれへ︑

ふ人︑か＼る不幸のしばくなるを

破船救助掛たりし岩松助左衛門とい

十二昭9図

み

いはみ
かく言ふは石見の國の住人︑

いは
いわみのくに ﹇石見国﹈︹地名︺1 石

九792圏

見の國

岩屋←あめ

この榊の木に︑鏡と玉をかざ

﹇岩屋﹈︵名︶3

械木狼介勝盛︒

いわや

五33

のいわや

また︑たくさんのにはとりを

つて︑岩屋の前に立て︑

五34

この時︑天のうずめのみこと

あめ

集めて︑岩屋の前でお鳴かせになり

ました︒

まひ
は︑岩屋の前へ進んで︑舞をなさい

五36

つまり地峡の脊骨に早る高い

﹇岩山﹈︵名︶4 岩山
せぼね

ました︒

十㎜3

いわやま

熱帯の密林を開き︑氣ちがひ

岩山を切通した所で︑

十燭5
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いわゆる一う

かれたり︑いはんや人に頼まれたり

ぐわんこ

のやうにあふれる川を制し︑頑固
いはんや當時其の技術甚

﹇員﹈﹇▽じょうりくいん・しんぱ

十一襯10国主人らしいインド人が出

れを調ふることを得たり︒

すなはち喜捨せる人々に

其の志を告げて同意を得︑資金をこ

十一備1図

此の時事代主命は︑すな

はんちやう

しが︑使を得て急ぎ詣り︑父君に申

どりのため美保崎といふ所にいまし

みほのさき

十二56図

とぐく救助の用に當てたりき︒

て來て︑片言の英語で盛にあいきや

あなたは日本人︑私は

うを振りまきます︒

十一粥2国園
インド人︒

インド洋
かうして熱帯の港々をた

︹地名︺一

十一⁝閑10囲

インドよう

し給ふ︒

ヲツクリマセウ︒

タスケテアゲマセウ︒

ハコニハ

う ︽ウ︾

一382囹

モモヲキラウトシマシタ︒

一665囹
オトモシマセウ︒

オトモシマセウ︒
一645囹

オ園
トモシマセウ︒
一624

一573

一531園

︵助動︶魏 ウ

着手するを得ず︒

心動揺し︑たうてい此の種の事業に

其の志をうったへて許可を得しが︑
ばくまつ

文久二年︑先づ藩廉に

十二価1図

︽ウ・ウル・

時あたかも幕末にして人

つねながら進んで︑七月十五日︑船

得

は音に聞くインド洋です︒

噛つ

﹇得﹈︵下二︶10

研究に費す金は次第にかさ

エ︾﹇▽おさめう・こころう・なしう・

のがれう
十495頗q凶

ニー22窪天キガヨクナリマセウ︒

Q06園ボクガトッテヤラウ︒

アゲマセゥ︒

自ら家業もおろそかならざるを得ず︒

ヨロコ

ツクッテ

窪ー42園 オイシイオベンタウヲ

ヨ

これを學ばば︑帝王の師

死所を得たるを喜べり︒

コタ

林藏︑こ＼に始めて樺太

つのること敷年︑やうやくにしてこ

十一価1図廣く各地を巡りて資金を

確實にするを得たり︒

が大陸と全く絶縁せる島なることを

十一947図

祖宗ノ神露二封フルヲ得ルヲ澤ブ︒

ソソウ

十一6010図圏朕ハ汝等ノ忠烈二上リ︑

チン

となることを得ん︒

十9510図囹

に︑

＋91謡言二人の我が子それぐ

み︑しかも工夫に心を奪はれては︑

十二価3図

がスマトラ島の北端をかはすと︑前

う

ち・でんれいいん・のりくみいん・ば

インド

う

いしんいん

んいん・すいへいいん・せいびいんた

いん

からざるものあり︒

だ幼稚なれば︑苦心は殆ど想像すべ

えうち

してはならないものです︒

いはゆる

十二価11図

な岩山を切開いて ︑

十一燭9此の岩山に︑よくもこれだ
けの木が生茂ったものだと思はせる︒

十一矯10国 見渡す限りは︑かみつく
やうな岩山で︑殆ど一木一草もない
﹇所謂﹈︵連体︶4

所に港があり︑町があるのです︒
いわゆる

八価8 いはゆるループ線である︒
﹇院﹈εいちいん・こうそいん・

こくむいん・じょうとうもんいん・せ

いん

十二686 そこには︑いはゆる水の門

いかんいんのみやちかこないしんの

十旧1図 いはゆる新宮なり︒
が︑第一から第六まで順々に待受け

陰氣

一番陰氣でいやな感じの雲

であることはいふまでもありません︒
いんさつ
いんさつ ﹇印刷﹈︵名︶1 印刷
いんさつ

印象←

十一柵8図此の度は製版・印刷の業

十一冊4

﹇陰気﹈︵形状︶1

う︒だいしんいん・ちおんいん

いはれ

いんき

てるる︒

十二捌1 いはゆる微分・積分は︑
︿略﹀︑イギリス の ニ ュ ー ト ン ︑ 及 び

ドイツのライプニッツによって創始
﹇謂﹈︵名︶3

さ れ た 古 同 級 の 敷學である︒

いわれ

着々として進みたり︒

﹇印象﹈︵名︶1

︹地名︺2

日本とインドと仲よく
東大寺の大佛が出來︑イン

氣がする︒

かな奈良の都を︑眼前に見るやうな

ドから高僧が渡海して來た頃の華や

十二㎜9

せねばならぬ︒

十一柵3国論

インド

うに︑それからそれへと廻り移って︑

海の印象は︑まるで走馬燈の書あや

十一衙8國考へてみると此の長い航

しなのいんしょう

いんしょう

七732 大阪が︑水の都として爽達し︑
又煙の都と呼ばれて︑今日のやうな
大都市となったのには︑まことに尊
いいはれがあるといはねばなりませ
ん︒

七旧7園 たとひ︑家中の者がうゑ死
をするやうなことがあっても︑あな
たから︑いはれのない金をもらはう
とは思ひません︒

本と仰がれるやうになったのは︑ま

七酩1 乃木大將が︑︿略V︑武人の手

いはんや

ことにいはれのあることである︒
﹇況﹈︵副︶2

十M5囹 みだりに人に聞いたり︑聞 インドじん ︵名︶2 インド人

いわんや

シマシタ︒

二482園

モットジャウズニヲ

二834圃

ハシッテイカウ︒

アヅカッテオキマセウ︒

二916囹カレ木槌花ヲサカセマ

二707囹

ドッテ見セマセウ︒

二694囹

オコトワリシマセウ︒

ノクビヲキラウト
二29一 サル

一一

セウ︒

二悩5園 見ニイカウ︒
三167医をんなでせう︒
手 もあしもないでせ
三176園
う︒

三195園ごはんのしたくをしま
せう︒

三311つぎあはせたらよからうと︑
おかんがへになりました︒

う︒

三816園わたしがひろってやら

う︒

三825園これだらう︒
三846囹これだらう︒
三894園わたしがひろってやら
これだらう︒
三906園
三926正雄サンノウチヘアソビ

二 行カウト思ヅテ︑

くれる︒

三欄8囹

4囹

ませう︒

三

ナッテ︑ハヅサウトシテ
日が

りゅうぐうへおつれし

三川3 だれだらうと思って︑

はがわるくならないでせう︒

さうすると︑こんなに

ｧ4間 もうかへらうよ︑

ヰル トコロデス︒

メイニ

三958今ウンテンシュガー生ケン

園ダラウ︒
三363園サ・舟ヲナガシテアソ 三935何
ビマセゥ︒

三364囹 サウシマセウ︒

三365園サ・舟ノキャウサウヲ
シマセゥ︒

三411園 カッタノデセウ︒

三372園 ナリマセウ︒

三476間ちょっと羽をつま＼う
としたら︑
三534園 ダレダラウ︒

てあそばうと︑さうだんしまし
た︒

黷U56囹

にげることにしては

よからう︒

三651囹 よし︑やらう○

三712園
どうでせう︒

オナカガスイテヰルダラ

ウト思ッテ︑

三754

三802囹 どうしたらよからう︒

四301圏

四243園

のだらう︒

四343園

追ひかへしてしまはう︒

らう︒

四髄5囹 何といふよいけしき

ス︒

四位8

四424園 お月様が走ってみるの 四佃7囹 そんな弓は︑赤んぼう
でも引けませう︒
だらうか︑雲が走ってみるの
少シデモトカサウトシマ
だらうか︒

らうか︒

四424囹雲が走ってみるのだ

持って行かうとしました︒

きずを見てやらうと 四僻3囹 羽衣をお返しいたしま

四悩2

四551 どんなにかないたのでせ だらう︒
四鵬3囹あれは何だらうな︒
うが︑うちのものは︑朝まで

四554

せう︒

知らずにゐました︒
思って︑

自分の親が︑あの四本足の蛙

その大蛇をたいぢてやらう︒

だらうなどとは︑

五122

四564 まだあれが生きてみる 四掛5園 こちらへいたゴきませう︒
四柵2圏 おれいにまひをいたし
だらうか︑足のきずはどうし
ませう︒
たらうかと思はないことはあ
りません︒
四
糊7囹 まはずにかへっておし
まひになるでせう︒
四564 足のきずはどうしたら
うかと思はないことはありま
五21囹どうしたら︑よからうか︒
せん︒

四635回心といふありがたいこ

五225圏

五313囹

目は小さくて︑あれでも︑下

おべんたうにしませう︒

うの︑

片目だらうの︑びっこだら
五485圏

う︒

五447囲 つけて居た荷物は︑萎でせ

う︒

前歯が二三本抜けて窪ませ
五444園

まへば

五439園右の目がつぶれて臨ませう︒

らうかと思はれます︒

に落ちて居る物が︑よく見えるのだ

五395

頼光のあたまにかみつか 五299圏 出かけませう︒

とでせう︒

四704

うとしました︒
う︒

一足で陸へ上らう

きっとえらいお方にお

四954 もう
といふ所で︑

四梱2囹

なりでせう︒

自分たちが大將にならう
とかんがへました︒

四擢8

じぶんがむこにならう︒ 四描7園人が珍しがって見るだ

ヨサウカ︒

四115園その力がのりうつった

う︒

四107囹何といふ早い舟だら

う︒

四82園舟を作ったらどうだら 四932囹 それはおもしろからう︒

たふしてしまはう︒

あのくすの木を切り 四831困 また 一しょに行きませ

あったのでせう︑

黷T38 アシダヲオハキニナラウ 四44どんな力が︑この木に

三536園ドコニヰルノダラウ︒

一一

三613ぐわようしでめんを作っ 四68囹

トシマシタ︒

一一

一一

つ一つ
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て居るだらうのと︑
のでせう︑

山羊にやらうと思って︑

それはおもしろからう︒

五486園びっこだらうの︑歯が抜け 六344又いたはしくお思ひになった

六397

五487囹 歯が抜けて居るだらうのと︑ 六362囹
一々見たやうに申すのでございます︒
六424
六553囹

居るのでございませうか︒

よく見えるでせう︒

どんな心持がしたでせう︒

五522園 荷物の品をどうして知って 六402園 どうして静かなのだらう︒
五584囹 何だらう︑あれは︒
六608

もう許してやらうと思って︑
さびしかったらうと思って︑

7

らないだらう︒

六備1

ドコモ見エナイデ︑サゾ困ル

六

六柵6

青銅の鳥居では日本一だら

サゾ困ルダラウト思フデアラ

ダラウト思フデアラウガ︑

六柳6
ウガ︑

う︒

六器2

六欄5園

あんまり積ったら困るだら
どのくらみ積ったでせう︒

う︑學校へ行くのに︒

六851囹

もう十糎も積ったらうか︒

六m2汚ゆめにも思っていらっしゃ

う︒

六柵8園 早くえらいばうさんになら

のだが︑

六鵬1園 夜は寒いでせうね︒
六㎜4園 いつもお纏を讃まうと思ふ

う︒

六価7囹 すみれもきれいだらう︒
六柵6囹 お人形さんが汗をかくだら

う︒

これは海神のた＼りであら

どんな氣持であったらう︒

お身代りになって海神の心
何心なく南側の戸口からはい

をなだめませう︒

今度は西側の口からはいらう

らうとした︒

七157
七159

とすると︑

くと︑

さ

です︒

七548

宮の御身に何事か起つたので

兵をお集めにならうとして︑

をお知らせしませう︒

七483囲今日は少し兵螢生活の様子

七566

其のま＼行かうとした︒

はなからうか︒

七754

ちゅうげん

七餌1酒 そちの考を聞かう︒
病餌6園 槍のことはよく御存じであ

らう︒

貸さう︑

七865園二人に五十人つつ中間を

と思はれるのに︑

七945どこで生まれたのでせうか︒
七998何といふ地上の短い命でせう︒
七999此の六年さへたいくつだらう

七撹4園役場の方でお忘れになった

暮からあなたの長わづらひ

どうなったのでございませ

のではなからうかと思ひまして︑

七鯉9園

うか︒

でせう︒

七佃5園

くわけには行きませんでせうか︒

七価3園少しでも納めさせていたゴ

七価8園

七掴2

とても相談は出來ないものと

我先に渡らうとする︒

相談してもらふやうにしま

七価6園後でよく話しておきませう︒

一つ聞かうではないか︒

せう︒

七347園

七M9

早く二葉にならうとするやう

かけ出さうとする︒

七重3 ﹁︿略﹀︒﹂と言って蹄らうとす

七柵8

見切つたのであらう︑

今日は朝顔の種をまかうとい

七439

七421園赤い花が咲くでせう︒

ふので︑

七397

して︑

七288高さはどのくらみあらうか︒
七326土佐の國から京都へ上らうと
と

六877 遠くへさがしに行くのでせう︒ 七163北からはいらうとすれば︑
六916 仲よく日なたぼつこをして居 七165東からはいらうとすれば︑
るのでせう︒
七183座敷へはいらうとして戸を開

六866

こんなものだらう︒

六614此のまこころが︑神のおぼし 六伽8園銀座か新宿だらう︒

おいのりになった︒

御身をもって國難に代らうと︑ 六畜2園

五597園 何といふお方だらう︒

五614囹 あの物知りのかかしが知つ
て居るでせう︒

五684園 た＼みの上がこはいでせう︒

向かふの言ふ通りに金を出

めしにかなったのであらう︑

五768 ソノマ・ジツトシテ︑動カウ 六666園

七44圓

六712園

五十鏡のでよからう︒

五831 あれを取らうか︒

六719 もう五十鏡彿はうとしますと︑ 七48園

さう︒

五鵬1 どこへ行ったのでせう︑
六839園

トモシマセン︒

五佃9囹立タウ︒
六区5園

雪合戦が出量るでせうか︒

五備7囹 いかゴでせう︑
五佃6園 お困りの事でせう︒
さるでせう︒

五佃8圏あなたにょい事を教へて下
五捌1 水を汲まうとして︑

せう︒

五伽8園 あれが取ったのでございま
五伽6 おれいをのべて︑かへらうと
なさいますと︑

六166 火バシノ先デカキ出サウトシ
タガ︑

六235 取らうとしても︑
六256 何か手傳はうと思って︑

六248 外へはひ出さうとする︒
六281園 いばってやらう︒
六299 奥の間へ行かうとしました︒

つ一つ
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る︒

七協8囹 いはれのない金をもらはう
とは思ひません︒

二障7 わけを話してお禮の金を出さ
うとすると︑

七燭2 にいさんが連れて行って見せ

七枷9 何といふ美しさであらう︒
てやらうと言はれたので︑

空耳であらうか︒

九37

一時でも長く督しまうとする

かのやうに見える︒

思った︒

．九788園鹿の角に三日月の前立は︑

一騎討の勝負をいたさう︒

正しく山中鹿介であらう︒

組まう︒

今日は︑平地でも飛べるだら

九793囹

うと思はれました︒

幾らもあるだらう︒

先づ眞北へ向かって立って見

どれだけの時間がたったらう︒

九811囹

あれは何の役に立つのであら

これはどんな所に置かれるの

九m4

せう︒

九価1

で︑

九櫃2

まだ中々見當が附かないでせ

美しい七つの星を探すことに

それをなほ右の方へのばして

もう書近い頃であらう︒

それを考に入れないで置きま

さつき探さうとしたのがこれ

見ませう︒

九棚10

しませう︒

九棚9下の端に當る二つの星に注意

しませう︒

九㎜10

う︒

九㎜8

ませう︒

九972

九925囹

九255

九256

であらうなどと考へてるる中に︑

であらう︒

九258圏何といふ小さい情ない自分
何といふ情ない身の上であ
指先でそれをつま＼うとした

九265園
らう︒

が︑

九273

なほ安らかな眠を績けてるる
ハワイから出した手紙は︑

のであらう︒

九335
九487国

見たでせうね︒

皆さんは︑アメリカの子供
アメリカ合衆国に︑沙漠が

に負けないでせうね︒

九551困
九558囲

あらうなどとは思はなかったでせう︒

物に驚いてかけ出さうとする

九品7 意義揚々と歩くでせう︒

やうな時でも︑
やうく

九櫨1

沙漠があらうなどとは思は 九描4囹 よからう︒
なかったでせう︒

九558團

九622困風に吹散らされた無異の木

日光はかすかに黄色味を帯び

ました︒

九悩2 ふただらうと思って取りのけ

て︑

とも︑

どうしても別の鳥であらうと 九伽1 よし書間はどんなに暑からう

の葉にもたとへませうか︒

九661

いふのです︒

これからじゃがいもを掘り
折もあらば鹿介を討取らうと

九685園
ませう︒

九782

九998

う︑これはどんな所に置かれるので

お疲れでせう︒

八497

それはどういふわけでせうか︒

これが好いでせう︒

八535園

品物を買はうと思ふ人は︑

九948園

何かでためしてみる方法は 九152

八鵬6

多分日本人の取った魚であら
それ程の手がらだったらう
もとより立たうはずはござい

約二千匹は居るだらうといふ
外側を廻って居るものも︑

∴一米ぐらゐはあるでせう︒

あらうなどと考へてるる中に︑

八707囹
どうでせう︒

なからうか︒

軍記2

幾つも幾つも打出したらどう
世界中の人が皆手に入れたら

でせう︒

八鵬2
八部4

八柵8

どうでせう︒

八59 どこへ行くのでせうか︒

三尺5囹 蹄らうよ︒

八116 若葉のもえる日本の春の美し

ちやうど打出の小槌が︑ただ

ノー

︑474

時に進んで居るだらう︒

内側を廻って居るものも︑揃って同

八襯4圏

ことでした︒

弱志3

いませう︒

八伽9圏何のざうさもない事でござ

ません︒

八伽2

か︒

八櫛3園

う︒

八㎜5

いねだんでせうが︑

一つしがなければ︑何億圓といふ高

八丁8

さを思ひ浮かべて居るでせう︒

八118 青々と植ゑつけられた夏の稻
田を思ひ浮かべて居るでせう︒

八119 あの家の軒下に作った古巣が
なつかしいのでせう︒

八127 どんなに嬉しいことでせう︒
とを聞かうとしなかった︒

八168 もうどうしても呉鳳の言ふこ
八251囲 昨日も市場を見に行かうと．
して︑

八278国 又次の時お知らせしませう︒

八294圏 敷石を見つめたま︑ 動か
うともしない︒

八361 御殿に仕へて居る同感がよか
らうと申し出た者がありました︒

八382囹 はうびは望にまかせて取ら
せるであらう︒

八三1 雪は深さが二米もあらうか︒

らう︒

八433 これを聞いた萬壽の驚と喜は︑ 八塒4 縣境の山々であらう︒
八研3 もう新潟縣にはいったのであ
どんなであったでせう︒

うか︒

八484 村でこれ程痛快な仕事があら
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九燭2園 これで大小を差したりつば

十宙5

今や沈まうとする瞬間︑

うとしてるるのだ︒

そろく瀧見に行かうかな︒ 十備5 船と一つになって鯨に追附か

何時までもそこを動かうとし

十431園

十567

若しあそこが少しでも切れて

運河を通さうといふのですが︑

る︒

みたら︑自由自在に船も通れるでせ
うが︑

あそこへ運河を作らうといふ
十悩3

今︑太平洋の方から此の運河

ことは︑

十梱9

十伽3

刀を抜かうとした︒
さいご
山口在に非命の最期を遂げた

十二三日ぐらゐはございま

そんなに長くあるでせうか︒
大晦日まであらうなどとは︑

どうして私のつたない歌を
恐らく遠い所は晴れてみるの

今後忠義をはげます道がな

いろくお聞及びでござい

助ける道でもあらばといふ下
﹁當選者決定だらう︒﹂と︑

どうしてそんなに何時も第
山川さんに投票なすったの
當選した家では︑定めて喜ん

そもく汽車といふものを造
よい汽車を造らうとして工夫
に工夫を重ねた︒

十㎜3

らうとした最初で︑

十旧3

でるることであらう︒

十僻9

でせう︒

十粥8園

一位なんでせう︒

十備3囹

父の待ちかねた聲がする︒

十襯4園

心であったらう︒

十糊2

と思ひましたけれども︑

ませうが︑何とか助ける道はないか

十㎜8囹

いであらう︒

十鵬2園

あらうといふ大きさで︑

これは日本の霞浦の二倍も

かすみがうら

へはいるとしませう︒

十669囹
織りまぜう︑おとうさん︒
十673囹た＼いてしまはう︒

心身7

らんかん

＋7310 一腔何をしてみるのだらう︒

十伽9園

かと存じます︒

十㎜6園正月の十五日まではあらう

せう︒

十997園

てるるでせう︒

十992圓此の雪の山は何時まで残つ

であらう︒

十879

十804

うとしなかった︒

十743船橋の欄干に身を寄せて動か

う︒

すぐ火を消しにか＼らうとす 十捌6

なかった︒

十616園とんぼを取るんだらう︒

十475

九側5園 さあ行かう︒
九襯9園 梯子なら買ってやらう︒
九紹2園 二百なら買ってやらう︒
九備4園 五百にして置きませう︒
十655園古いけやきの木があるだら

＋6210園
生かしておかうや︒

な武士に見えるだらう︒

九川10園 差A口ひでかつがう︒

九備6園 まけて置きませう︒
九帽3 空中から見る市街は︑ 何とま
整然とあざやかに美しいもので

あらう︒

あ︑

らう︒

てんしゅかく

九㎜1 何といふ美しい濃い青さであ

しゅんかん

九旧1 一世どの邊だらう︑天守閣は
と思ふ瞬間︑

九僻1 快いゆめ路にはいったことを
思ひ出すであらう︒

九柵4 どんなにばらくになること
であらう︒

十205園 何で命を惜しみませう︒

十236囹花々しい戦孚もあるだらう︒
ひとくひ

十314国 ほ望想像されるでせう︒

十353国 皆さんは人喰人種の類とで
も思ふでせうが︑

い︒

であらう︑地平線の上だけが明かる

十備3

お目にかけることが出來ませう︒

十麗7園

とても思へません︒

十棚2園

おほみそか

十358動きつとびっくりするだらう 戯事1圏きっと消えるでせう︒
と思ひます︒

のは︑恐らく天下に君一人だらう︒

十381圓 名所見物に雨がい＼と言ふ

十417園 わざくこ＼に行幸なさつ
たといふ話だらう ︒

人だらうと思はれ る ︒

十428圓 多分其の時に表彰された一

十佃8囹金替城が︑手に取るやうに

タ食をすましてから母に手紙

見えませう︒

十槌6

其の一本を以て親の長壽を祈

を書かうと思って︑

かうして年々に近代化して

ともすると黒煙がたなびか

らうといふ意味で︑

十柵10

十一132

うとする︒

十一136

あ＼︑此の子が男であっ

行くのもまた自然の勢であらう︒

十一142園

若し紫式部が男であったら︑

たら︑りっぱな學者になるであらう

に︒

源氏物語のやうな假名文は書かなか

十一151

如何によく人間を︿略﹀細

つたでせう︒

かく慣し出してみるかがわかるでせ

十一164

う︒

着物の上に山吹色の着物を重ねてか

十一173十ばかりであらうか︑白い

女の子は︑何といふかはい

け出して来た女の子は︑

十﹇175

らしい子であらう︒

ゆだんをして逃したのでせう︒

十︸187園うっかり者だから︑つい

ふだんから教へて上げて

どうして何時までもかう

十一189囹烏にでも取られたらどう

しませう︒

十一194園

なんでせう︒

あるでせう︒

十一1911園

つ一つ
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あなたはどうなさら

のは︑此の事であらうと思はせる︒

こ＼から︑今登らうとする
何といふすばらしい景色を

西の方に見渡したことであらう︒

十一伽3

燕の絶頂も︑︿略﹀︑見えるさうだが︑

一 菜 あ な た は ど う な さ ら 十一旧2

十一205囹 何といふよい髪でせう︒
十一2011園

一賠

うといふのでせう︒
十一211囹

うといふのでせう︒
以上はあらう︒

十一235園 わたしの鼻が︑ほんとう 十一旧2 傾斜は︑少くとも四十五度
にかう赤かったら︑どうだらうね︒
ふ希望を抱きながら山を下った︒

十一333 輝かしい色彩がどんなに尊 十一㎜1 きっとあの槍に登らうとい
く 剣 山 さ れ た こ とであらう︒

何といふ騒がしい町だら

十一欄7

夜は其の主思にひどい寒さ
其の景色はどんなものでせ

であらうと思はれます︒

十﹇欄10
う︒

太陽に照らされた部分は目

殆ど生きがひがないと思ふ

どんなに恐しい景色でせう︒

が痛い程光って見えるでせうが︑

十一柵1

十一梱1！

十一梱4
でせう︒

十一鵬4とびのような敵の敷機︑多
世界何れの國に︑かくの如

分職圖機であらう︒

十一柳6

筒はボール紙だらう︒

今日これをまねて作らうと

ほめられないからといつ

ったらどうでせう︒

て︑腕前を加減するのが果してよい

十二355圏

予はお前の家の家令にな

大工だらうか︒

らうそ︒

十二367囹

やはりついて行かざるを得ない︒

十二3911園 もうよさうと思っても︑

何年前のことであったらう︑

十二4011囹 どうして私が死ねませう︒

自分が江戸の屋敷で史記を讃み︑史

十二435

家臣の者は︑後を纏いで必

書の力の偉大なことに感動したのは︒

十二457

明日のお客の引出物に︑

ずこれを成し遂げてくれるであらう︒

末廣がりを出さうと思ふ︒

十二541圓

末廣がりを買はう︑末廣

何と致さう︒

十二547囹先づ急いで参らう︒

十二549圏

どうなってみるであらうか︒ 十二5411圏

十二5411末
園廣がりを買はう︒

がりを買はう︒

十ニー410

一つは此の廣大な自然のせ

十二558囹末廣がりはござらうか︒

一禮どこからくり出される 十二553園 一っ當ってみませう︒

十二582圏償は如何程でござらうか︒

せう︒

十二569園それに合ったらば買ひま

こ﹂で大きな筏に組まれる 十二563園 これを費ってやらう︒
まさに後纏者を失った者の

たらよからう︒

十二597園かうかうはやして舞はれ

ござらう︒

十二593園そなたは定めて主人持で

先生が生きていらっしや 十二591園 士買って上げませう︒
る限り︑どうして私が死ねませう︒
そ
孔子は楚の國へ行かうとし

十二351圏先生は︑少し加減をなさ

て︑

十二334

十二327圏

悲痛な叫びでなくて何であらう︒

十二311

のであらう︒

十二293

のであらうか︒

十二2810

ゐであらう︒

十二2311

のがある︒

しても︑ちよつと出來さうにもない

十型ー07

うはずはなく︑

もちろんそんなことのあら

き美しい刀劒があらうそ︒

うと︑殆ど耳をおほひたくなる程で
した︒

十二92

十一餌3国
う︒

う︒

十一価5園

う︒

まあ一曲ひかせて頂きま

十一悩9囹

はんてん

きれいだらう︒

大きな斑鮎のやうなものが

ようがん

つたものでせう︒

火山から噴出した熔岩が流れて固ま

十一㎜9多分︑昔︑此のたくさんな

あるでせう︒

十一隅5

十一鵬1囹

十一髄6園参りませう︒

十一齪4圏又お出で下さいませうか︒

せう︒

十一塀7園

てるるのは︑妹であらう︒

十一鵬8

奮式のピヤノによりか＼つ

十一鵬2園さうして一曲ひいてやら

何といふよい曲なんでせ

又各地から便りをしませ

十一糊11困

十一337 何といふゆかしい名であら 十一価8 何といふ美しさであらう︒
う︒

十一343 そこから起つたのであらう︒

十一644 今や天にも上る心地であっ
たらう︒

十一645 殆ど心魂を捧げつくしたこ
とであらう︒

十一654 漢字ばかりで︑我々の日常
使ふ言葉を書きあらはさうとしたら︑
どうなるであらう︒
十一655 どうなるであらう︒
十一702園 大てい追附けませう︒

十一732圏 きっと此の研究を大成す
ることが出途ませう︒

十一754圏 ほんたうに北海道の味が
するでせう︒

十一856 六百海里の北を望んで績々
と出て行く姿を見るであらう︒

十一869 カムチャツカ沿岸へ航する
汽船であらうか︒

十一棚2 何といふすばらしい景色で
あらう︒

十一佃6 太陽をおほひかくすといふ
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十一一625園

あれをはやして︑ごきげ

十二621園 すさりをらう︒
んをなほさう︒

十二629圏囹 おれもかさをさ＼うよ︒

今や羅刹の餌食にならうと
ロンドン第一の交通の難所

いふのである︒

十二価8
十二冊4
建物の偉観は前者にあらう

であらう︒

十二燭2圏

少くとも二日や三日はか＼
ベニスへ向かはうとする汽

十二燭11圏

う︒

十一一帽5囹

太陽ほどありがたいものが

とが出監ないであらう︒

十二㎜8

太陽のやうな天膿は︑たゴ

あるだらうか︒

十二悩9

結局はあの夜の空に銀の砂

一つあるだけであらうか︒
十一一価1

これを一切纒の事に費

﹇飢﹈︵下二︶1 うう ︽ーエ︾

十一備8馬丁

う・う

すも︑うゑたる人々の救助に用ふる

くわうほ

も︑露する所は一にして二にあらず︒
うコすん
ウースン ﹇呉漱﹈︹地名︺1 呉漱

しゃんはい

二瀬を右に見て︑芝浦

うロすん

十一㎜3困

上εあに

江をさかのぼるとやがて上海が朝

ウへ

子をまいたと見える小さな星と同じ

﹇上﹈︵名︶鵬

アレ︑アノモリノ

スギ

みのうえ・まうえ︒みのうえ・やまの

え・ははうえさま︒ふねのうえとたた

うえは・そのうえ︒ちぢうえ・ははう

うえ・あねうえ・あねうえたち・この

うえ

もやの中に展開しました︒

和算といへば︑或はそろば

ものになってしまふであらう︒

あらう︒

んによる算法のことだと考へる人も

十二塒4

日本の曲をやりませう︒

大自然は︑今春の喜びと活

うえ

一465圏

主家の難を救はうと︑朝廷
へ寛大の御虜置を請ひ奉る歎願書を

ヤナ

ギノ木ノウヘニ︒
一477圏アレ︑アノ山ノマツ

アレ︑アノドテノ

ノ木ノウヘニ︒

一473圃

十二欄5

動によみがへらうとしてるるのだ︒

一番孝行の心ある者に︑

きっと父上に取りしまつ
姉上が少しでもお勤をお

聖運の奥山今日越えて︑

ノ木ノウヘニ︒
一676キジガ︑トンデイッテ︑上
カラテキノヤウスヲミマシタ︒

淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

たつさへた關東方の使者は︑
う ゐ
﹇有為﹈︵名︶2 有爲 有爲
う ゐ
十二稲10百重園 有事の奥山今日越え
うい

て︑

︹人名︺3

十二柵5図圃
ウィルバー

ウィルバー

淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

二45
ルといひましたが︑二人は︑小學校

りました︒

四回目に︑兄ウィルバーが乗
つた時は︑非常に調子よく飛んで︑

九167

五十九秒︑二百六十米といふ好成績
を牧めました︒

オ月サマ

ハ︑スッカリ森

二792ソノタビニ︑コタツノ上

テミマシタ︒

二414オナカヲ︑上カラオサヘ

マシタ︒

オチテキテ︑サルヲオサヘツケ

二275ウスガ︑上カラドシント

ノ上ニアガリマシタ︒

二62

カルクナリマシタ︒

ムカフノ森ノ上ガ︑ア
兄をウィルバー︑弟をオービ
に通ふ頃から︑何よりも機械が大好

九114

きでした︒

なんでうらむわけがござ

お起し申しませうか︒

いかが致しませう︒

出て行かう︒

そなたの所で世話になら

怠りにならうとは思はれませぬ︒

十二備10園

て頂かうと存じますのに︑

十二幽1園

最大の恩恵を與へるであらう︒

十二燭1

車中のことであった︒

十二伽4

らう︒

十二悩7

が︑歴史ゆかしいのは後者である︒

十二637團園 おれもかさをさ＼うよ︒ 十二㎜5

十二791圏 新づけの白菜 何といふ

みづくしさであらう︒
十二842 味方の損害も相打はあらう
が︑勝利は信念にある︒

十二854 何といふ痛快事であらう︒

十二868圓 負傷された時は痛かった
でせう︒

う︒

十二913囹 出動るだけ勉強して作ら

りみはしない︒

十二977 大君のお側で死なう︑かへ

今のは佛の御上でなかつ

して空しく死すべきであらうか︒

十二㎜5 萬代に傳ふべき名も立てず
十一一㎜7囹
たらうか︒

うか︒

十二佃6囹 此の羅刹の聲であったら

う︒

十二㎝6園思ふに佛の御言葉であら

なんでうらむわけがござ
乙が其の犯人ではなからう
かといふ疑のある場A口に︑

若し裁判がなかったとした
ら︑︿略﹀︑わるがしこい者がまぬか

十二籾1

我々は安心して生活するこ

れることになるであらう︒
十一一籾4

兄のウィルバーが︑最初に乗

O

九139

O

ツ

十二川6園 私はお前の弟子にならう︒
十二川6圏 終生の弟子にならう︒
十一而7園 あの言葉の残りを聞かう︒
十二備2園 何で此の身が惜しからう︒
ませう︒

そろくごちそうになり

十二備6囹 謹んで佛の御言葉を承り
十一一餌3囹

ませうかな︒

4せ2せ1114
う購う囹囹乱言

十 十 十十十十
二い早いニニニニ
154ま152ま152149149148

ノネコガ︑サムサウニ︑ハナ
ノ上ニシワヲヨセマス︒

四196

加賀は︑たくさんのひか

うきがのせてあって︑それが︑
ひろいかんぱんの上から︑じい

み︒

き︑

親だぬ

腹つゴ

お山の上では︑

ぼんぽこ︑あひつの

四385圃

うにとんで行くのださうで

二794 ネコガ︑サムサウニ︑ハナ

ないて

す︒

みる︒

まちの上でも︑

ノ上ニシワヲヨセマス︒
三91囲 森の上でも︑ ないて

みる︒

三93圃

水のおもてに︑地の上に︑青く︑
黒くうつる︒

波の上に︑何か小さい物が浮

かんで︑こっちへ近寄って來ました︒

五581

立ツテ居ル人モ︑タクサンアリマシ

タQ

急イデ取ツテ來テ︑針ノ上へ

持ツテ行ツタ︒

六174

外の景色をのぞいたりして居た︒

けしき

六488僕は︑︿略﹀︑机の上を見たり︑

の束が︑田の上に並べてある︒

五671園ぢ＼いも︑父も︑皆︑舟の 六258 刈ったあとには︑く＼つた稻
上で死んだのです︒

そんなに代々舟の上で死ん

でも︑舟がこはくはないのですか︒

五674囹

三313神さまは︑うみの上を︑ 四556 山がらはとび出して︑竹が 五681圏 父も︑ぢ＼いも︑た＼みの 六753 賊が︑これを聞いて︑くやし
がって攻寄せると︑正成は︑高いが
上で死にました︒
きの上に止って︑
ずっとお見わたしになりました︒
けの上から大木を落させた︒
三334 さうして︑大きな舟のや 四941園 君らの背中の上を歩 五683園 それでは︑あなたも︑た＼
六781 幅が五米︑長さが五六十米︑
みの上がこはいでせう︒
いて︑かぞへてみるから︑向かふ
うに︑うみの上を︑ぐんぐん
其の上を︑賊が我先にと渡った︒
五688 山の木の葉の上に休んで居ま
の陸まで並んでみたまへ︒
六785 すると︑正成は︑︿略﹀︑たく
したが︑風にゆり落されて︑大ぜい
そこで︑またうみの上を 四伽2園早く川の水でからだ
とこっちへやって來ました︒

三342

をうつすこともありました︒

は︑時々とんぼがとんで來て︑かげ

五253

ユフベノ雨ガハレテ︑青葉ノ
上二︑日が氣持ヨク照ツテヰマス︒

ふと︑大きな重い物が︑私た

ゆ

うつす

かすんで︑ 三日月は岡の上︑ うつ

三日月は岡の上︑

すらと岡の上︒

らと岡の上︒

六繊4圃

昔カラ︑船トイヘバ︑皆水ノ

上ヲ走ルモノトキマツテ居タガ︑

六価3

センバウキヤウ

僕等ノ背中団円︑潜望鏡ト

イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二

六佃1

出テ居ル︒

汽 六稲4 フダンハ︑ナルタケ水ノ上二

川ばたの
えんとつの長いかげ︑

こうくと音たてて︑
かげも︑また水の

ゆらく︑ゆらく︒

目が附イテ居ルカラ︑ソレサへ水ノ

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

上へ出シテ置ケバ︑

シゴト

ケレドモ︑潜望鏡ヲタエズ水

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

五80一

上︑

車が行く鐵橋の

五757鶴

らく︑ゆらく︒

工場の

五744翻大川の水の上︑

ちの上に來ました︒

五734

い音がしました︒

さんのたいまつを出して︑これに火
の友だちと一しょに︑谷川の中へは
を洗って︑がまのほをしいて︑
お見わたしになりました︒
をつけて︑橋の上に投げさせた︒
いりました︒
三375 ミヨ子サンバ︑川下ノ土 その上にころがるがよい︒
五695 そのうちに︑盲同いがけの上に 六786 さうして︑其の上へ油を注が
四m6 百合若は︑ごろりと草の
バシノ上二立チマシタ︒
せた︒
來ました︒
上にねころびました︒
三443 牛若丸は︑ひらりとらんか
五141水草が青々とのび︑水の上に 五726 とつぜん︑上の方でさわがし 六麗3圃 梅の花︑ ほんのりと空も
んの上にとび上りました︒

三445べんけいが上をきると︑
牛若丸は下へとび下ります︒

五164水の上にかほを出すと︑氣が

かほを出してみたりしました︒

三801さうして︑まつさをな水の 五153 さうして︑をりく水の上に
上をじっと見ながら︑又々﹀︒﹂
とかんがへこんでゐました︒

を見てゐました︒

三882若い男は︑︿略V︑水の上 せいくするやうに思ひました︒

三二4魍夕日が赤い︑森の上︒

ソノ度二︑鯉ノカゲガ︑地ノ
草の上に腰を下したり︑ねこ

六佃4

ル仕事ヲ績ケマシタ︒

五357圃木々のかげは︑ゆらくと︑ 五鵬5席ハミンナフサガツタ上二︑

ろんだりして休みました︒

五293

上ヲ泳ギマス︒

黶c⁝1 浦島は︑玉手箱をか＼へ︑ 五264

出し︑ 四方の山を 見おろして︑

四13額あたまを雲の上に

した︒

かめにのって海の上へ出ま

一一

つえ．一つえ．
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レヤスイカラ︑

ノ上へ出シテ居ルト︑敵二見ツケラ
す︒

屋根の上に︑船膿の上部が出て居ま

六捌1囹 それから︑地面の上ばかり
手紙がのって居ると︑私は嬉しくて

白い

八192座下の上に︑皆さんからのお

石炭を山程積んで︑

橋の上に吹散らしながら︒

不意を討たれて︑平家の軍

中佐の叫び︒

これを聞いたコロンブスは︑

やみを貫ぬく

八伽6

しょくたく

つと立って︑食卓の上のゆで卵を
取り︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

外の魚は腹を下に︑背を上に

其の平たい艦に︑ちよつと砂

して泳ぎますが︑

八幽3

八M7

をかぶると︑上から見ても︑どこに
居るか見當が附きません︒

馬︑重なり重なって︑さしもに深き

に傾けながら進みます︒

の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横

八348図馬の上には人︑人の上には 八衛6 岩や砂の上を歩く時は︑八本

は︑上を下への大さわぎ︑

八339図

煙を

八311圃

なりません︒

でなく︑地面の下にも︑地下鐵道と
いって︑電車が通って居る︒

七75 もやが水の上に立ちこめて居
ます︒

七259 種まきがすんで十幾日︑淺い
水の上に︑二糎か三野ぐらゐ︑若々
しい緑の苗が出揃って行くのは︑

くりから谷も︑平家の人馬にてうづ

七405 箱に土を入れ︑よい種を二十
程︑行儀よく並べて︑其の上に土を

口には色々込入った道具が附
いて居ますが︑其の上の所に小さい

八概8

まれり︒

そっとしのび寄ってゐ

ごらん︑すべてのものの上

燭角があって︑

に︑

頼朝は一目見た上でと︑副耳 八佃4圏

八348図馬の上には人︑人の上には

ふりかけました︒

七424 葉は︑二枚重なったま＼上を
向いて居ます︒
馬︑

るのを︒

八362

を呼出しましたが︑顔も姿も美しく

七583園 恐れ多くも宮の御道筋をふ

上品に見えましたので︑

春が

さいだ上に︑錦の御生をけがし奉る

八415かげひなたなく働く上に︑人

とは︒

七柵5 二里程行って大きな峠へか＼

空は︑ちやうど墨でくまどつたやう

雪の積った山々の頂から上の
の仕事まで引受けるやうにしたので︑

に見える︒

八欄1

ると︑上の方から︑片はだぬいで︑

萬壽々々と︑人々にかはいがられま

それを艦に着けて︑岡の上か
した︒

九82

杖を突きながら︑かけ下りて來る者

頼朝は唐綜をゆるした上に︑

がある︒

八466

まく空中を滑走することが出來まし

塗櫛2 役人は︑いろくとくはしく

萬壽にはたくさんのはうびを與へま

ら一思ひに飛んでみると︑意外にう

尋ねた上︑人夫を呼出して︑

しゃめん

砂山の上へ機を運んで︑斜面

た︒

日なたに敷いたむしろの上に 九137

した︒

を滑らせながら飛ばせることにしま

八494

﹁︿略﹀︒﹂と申し 渡 し た ︒

七伽7 鏡のやうな月が︑森の上に美

は︑猫がほかほかと暖さうに眠って

した︒

しい姿を現した︒

七鵬2 空は水のやうにすんで︑風は

みる︒

デッキの上に︑

今度は先生に一人々々滑り方を教へ
ていたごいた︒

八房3図圃荒波洗ふ

あめ
九232図圏 天も水もひとつに見ゆる
さ ど
海の上に浮かび出でたる佐渡が島山

離します︒

えう

どう
風が強いので機は上へ下へ動
八965

雪の上の樂しい当国がすむと︑ 九158

あるといふ程でもないが︑花びんの
す＼きがゆれて︑其のかげが畳の上
にちらついて居る ︒

うはや
七里1 向かふの大きな︑長い上屋の

自分の置かれてみるのは︑仕

事皇の上に乗ってみる小さなふたガ

九246

ラスの中で︑

九249さまぐの道具も︑同じ皇の

二人はそこらを見廻してみた

上に横たはってるる︒

九269

が︑男の子は︑やがて仕事垂の上の

時計屋さんは︑︿略V︑仕事毫

物をあれこれといちり始めた︒

の上を見て︑出して置いたねちの無

九281

坂町を上って小高い所に立

誰だ︑仕事垂の上をかき廻

いのに氣が附いた︒

九283圏

したのは︒

九511囲

つと︑きっと港の景色が︑高い建物

の問や美しい町の上などに︑油圭里の

枡を下に︑少し曲った柄を上

え

忽ち狼介の大きな罷が︑鹿介

やうに見えます︒

九818

ます

の上にのしか＼つた︒

に︑ちやうど柄杓を立てたやうなか

九六3

つかうになってゐます︒

並木の日かげに︑大きい包を

頭の上にのせた女が︑休んで汗をふ

九川3

時には乳をのむのも忘れて︑

いてるる︒

九五2

ひよう長い肢で︑元氣よく草原の上

湯の上に窪い板が浮いてゐま

をはね廻ることもありました︒

す︒

九悩10

高度計は一千百米を示してゐ

るが︑富士はやっぱり横雲の上の青

九佃9

つえ．一つえ，
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空にくっきりとそびえて︑
る︒

其の後︑彼は更に大改良を加

へ︑とうくレールの上を走る汽車

置旧6

氣に満ちたる軍人にして︑上を思ひ︑

を造り上げたQ

九欄1図 橘中佐は︑平生志堅く︑勇
部下をあはれむ心深かりき︒

大きな木の上に星が光ってゐ

醍醐天皇のみさ＼ぎあり︒

十﹇38図寺の上の小高き所に︑後

る︒

六器1

なくなったといふQ

の日も待ってるたが︑遂に山の上で

十153図 時に重範︑木戸の上なる 十燭8園 老母は︑︿略﹀︑風の日も雪
櫓に上りて︑

やぐら

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 指 さ す 彼 方 ︑ 眞 直

群のやうに飛ぶのは飛魚です︒

十308国 其の上を︑時々銀の小鳥の
十445

な杉の木立を傳ふやうに︑白い物が
上から下へと走ってみる︒

白い着物の上に山吹色の着

此の上︑墨でも附いて黒
わら

十﹁伽3囲

いうくと流れるナイル

の水の上には︑三角帆の船が浮かん
でるました︒

長さ一米ばかりの望遠鏡が
遂に四千米の高度に達して︑

三脚の上にのってみる︒

十一悩4
十一柵10

大手の雲門から三の丸には

は︑身命をなげうって兄上のために

煮皿くさん︒

いると︑姫路城の天守閣は︑姫山の

十二642

から堀をへだてて︑や＼右

老松の上に︑其の正面を見せる︒

十一︻652

も調和よく︑高い石垣の上に弩えて

手に仰ぐ天守閣群は︑︿略﹀︑如何に

中國・西國の大藩を目の上

たいはん

古点刀工の苦心は此の上に

十二柵3

本丸の直る姫山︑西の丸の

緒方の言分を聞いたり︑謹

裁判所は︑検事の主張と︑

これを盤の上に縦に一本置

ばん

は無罪の判決をする︒

有罪の判決を下して刑を言渡し︑或

其の他の謹篠を取調べた上で︑或は

被告人たる乙の辮解とを聞き︑謹人

十二餌7

どちらの主張が正しいかを判若し︑

人や謹櫨の書附を調べたりした上で︑

十二慨8

らう︒

ある者に︑最大の恩恵を與へるであ

十二鵬10囹其の上で︑一番孝行の心

立つ天守閣はあたかも司令塔の如く︑

糠る鷺山はく略V︑其の上にそ＼り

十二723

のこぶと見た家康が︑

十二715

みる︒

厚い飛行服の上から寒さがしみ込む︒

十一柵2

此の棒を此の板の上にて︑

注がれて︑特殊の鍛錬法を畿達させ
た︒

十二72図

きりをもむが如く廻せば︑まさつに

かひがら

私たちが野外を散歩してゐ

よりて火を生ず︒

十二86

ると︑時に畠の上などに︑引下が白
く散らばってみるのを見かける︒

無畜捨てられた貝殼が今日

まで残って︑畠の上などに現れ︑私

まく

先づ一本の藁を持って來て︑ 十二ー15
こ

枝の︑上にのびて行くのが

其の一方を耳の鼓膜に撮れさせ︑他

柳である︒

である︒

十二218

筏の上には︑板ぶき︑又は

十二鵬6図圏

かささせるさ＼ぬも過

に書きあらはし︑

法から考へついて︑敷や式を紙の上

孝和は︑此の算木を置く方

けば一︑二本並べて置けば二︑五本

今かくはせ参じたる上

十二鵬10

結論となく長屋のやうに建てられて
兄弟の情を忘れず︑一

並べて置けば五をあらはす︒

十一一532図囹

もなき喜びなり︒

家の大事にはせ加りしこと︑此の上

十一一521図園

みる︒

竹・アンペラなどで作った小屋が︑

十二258

上から下へたれ下るのが柳

楊であり︑上から下へたれ下るのが

十二218

たちの目につくのである︒

有名な古事記傳といふ大著
述は此の研究の結果で︑我が國文學
ノートをか＼へた大門生が︑

天氣のよい日︑底が平で︑

こうくと鳴る奔流の上に︑
に愉快だつた︒

高い橋がぐらく動くのが︑すてき

十一備5

れる白い雲は積雲といひますが︑

上は山の峯のやうに積上つた形に現

十﹁柵11

歩いてみるのも見かけられた︒

肩を並べて︑早々とした芝生の上を

十一793

の上に不滅の光を放ってるる︒

ふめつ

十一746

に置きました︒

の一方をす＼のか＼つたガラスの上

十一4610

くなったら大息ぢやないか︒

十一243囹

何といふかはいらしい子であらう︒

物を重ねてかけ出して來た女の子は︑

十591 人々は︑自分等の村の上を荒 十一173
狂って通る白い恐しい海を見た︒

十592 二度三度︑村の上を海は進み
又退いた︒

十649 水汲みに來た女の頭の上の水
がめが︑ゆれて鳴る音だ︒

十757 東海丸からは︑引切りなしに
あっ
汽笛が高鳴って︑暗い海の上を墜し
た︒

十佃3 恐らく遠い所は晴れてみるの

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂帆柱の上の見張から︑

であらう︑地平線の上だけが明かる
い︒

十桝1

水夫長が叫んだ︒
﹁バッ︒﹂といふ音を立てて鯨

の吹上げる水煙が︑船の上にも霧の

正価10
やうに降りか＼る︒

ご

十描2 全船員の注意は︑海面に出た
はし

り沈んだりする鯨の上に集る︒
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑父の待ちかねた聲がす

十槻3すると梯子段の上から︑
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うえ

ぐる橋の上の夕暮近き雨のはれがた
うゑ

へうちやく

﹇飢﹈︵名︶1

﹇ 植 ﹈ 且 v た うえ

えぐなるさまなりき︒
﹇植木市﹈︵名︶1

植木市

五人はすでに死し︑残れる者も息絶

連日の苦節に疲れ︑うゑに苦しみて︑

十二桝8図 島に漂着せる十号人︑

うえ

うえきいち

植込む

横町曲れば植木市︑ 寄ってくつれ

七386圃 そこの木かげは金魚責︑
る人の波︒

﹇植込﹈︵五︶2

七926

や

しば

折から南へ飛行中だつたつば

﹇植﹈︵下一︶8

ウエル

植

山二︑小サイ木ヲ︑五ホ

︽ーエ・ーエル︾

びうお

兄の火照命は︑毎日︑海へ出

て魚を取り︑火灯理命は︑山へ行つ

五皿7

て︑鳥や獣を取っていらっしゃいま

した︒

いかゴでせう︑けふ一日だ

け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

五紹8園

けれども︑魚は一匹も釣れず︑

海へ魚を取りに行く事にしては︒

五価2

その上︑大切な釣針まで︑魚に取ら

すると︑海の神様は︑海に住

んで居る魚を︑残らず呼集めて︑

五悩8

ておしまひになりました︒

大切な釣針まで︑魚に取られ

ツクッテ︑ソコへ︑小サナ松ヲ︑

早も︑つばめのちう返

今では︑僕よりもずっと背が

ウツカリソレニ引ツカ・ルト︑

﹁︿略﹀︒﹂とお聞きになりました︒

六梱3

魚ノヤウニ︑生ケドリニサレテシマ

フ︒

其のガラス越しに︑種々の魚

みは︑多分日本人の取った魚であら

八冊5此の旅館で出してくれるさし

う︒

の泳いで居るのが見られました︒

八音2

下川8

﹁たひ﹂は︑何といっても

五六十糎もあるのが︑いう

堂々たる魚です︒

八川7

始めて聞く魚も︑たくさん居ました︒

耕して︑植ゑて︑刈って︑干 八箇4 ﹁あぢ﹂﹁たこ﹂其の外名前を

て︑大事に植ゑてやりました︒

八484

すまで︑ほとんど一本々々手にかけ
た稻が︑

植ゑわ

くと泳いで︑外の魚などは眼中に

﹁あぢ﹂は水中に居ると︑實

田園のつゴく限りは︑

八襯5

ないといった風をして居ます︒
魚εこうお・と

早苗のみどり︒

さなへ

﹇植下﹈︵四︶1
︽ース︾

うえわた・す
たす

五絃4

れておしまひになりましたQ

五839

り︒

はしから︑

五572翻手つだひしあって︑植ゑる

一ポンウエマシタ︒

二875サウシテ︑犬ノオハカヲ

ンウエマシタ︒

一407

ゑる

う・える

も出來なくなってしまったのです︒

めは︑食にうゑ︑︿略﹀︑もう身動き

八89

﹁︿略﹀︒﹂の烈しい藤吉郎の號 エ︾

令に︑一せいに進む木下軍に追ひつ

﹇上島主水﹈︹人名︺3

められて︑上島軍はさんぐに破れ
た︒
うへじまもんど

うへじまもんど

上島主水

信長の家來に上島主水といふ

うえじまもんど

上島主水

七817
者が居た︒

翌日から︑上島主水は一生け
上島主水の中間は︑八尺の竹

んめいであった︒

七871
七899

︵名︶一

槍を持って︑思ひ思ひに出て來た︒

十二伽4

ウェストミンスター寺院

ウェストミンスターじいん

九m2 並木がよく植込まれてみる︒

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思

午後︑又おかあさんに教へて

勢のよい苗を選んで︑一丁に
一本つつ植ゑました︒

七464

植ゑました︒

いた団いて︑にいさんと朝顔を鉢に

七459

ふと︑何だかかはい＼氣がする︒
植ゑ

たる國會議事堂があり︑其の近くに
﹇植付﹈︵下一︶1

青々と植ゑつけられた夏の稻
﹇上野﹈︹地名︺1 上野
てふ

﹇上野公園﹈︵名︶2

學博物館へ行った︒

と思って︑妹と一しょに︑上野の科

十91 夏休に採集した蝶を調べよう 七466 残った苗は︑庭の垣根にそつ

うえの

田を思ひ浮かべて居るでせう︒

八117

つける ︽ーケ︾

うえつ・ける

は︑内地で見られぬ新鮮な緑を着け
うゑ死

ウェストミンスター寺院がある︒

﹇飢死﹈︵名︶1

とは思ひません︒

﹇上島﹈︹人名︺1

そこに槍の名人上島が居ります︒

上野公園

うえのこうえん

あれは上野公園にある︒

﹇上島軍﹈︵名︶3

六槻4圏

軍

うえじまぐん

七907 上島軍は︑八尺の槍で︑敵の

小さいものまで入れると︑
ビ

うゑる

﹇魚﹈︵名︶18

九733図圏
ひ

﹇飢﹈︵下一︶1

︽1 うお

ずるぶんたくさんあるが︑大きいの
う・える

植ゑわたす

六偶2園

せった︒

なかった︒

七916 上島軍は︑もう退くより外は

は︑上野公園・日比谷公園・芝公園︑

槍先をはね上げ︑彿ひのけようとあ

上島

七837園 それは私にお尋ねなくとも︑

うえじま

上島

たから︑いはれのない金をもらはう

をするやうなことがあっても︑あな

七伽6圏 たとひ︑家中の者がうゑ死

うえじに

て打ちそよいでみる︒

テームス河のほとりに堂々

十一醜4 良い境内に植込まれた木々

︽ーマ︾

うえこ・む

うえ一うお

うおうさおうする一うかぶ
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に氣のきいた魚です︒

︽ーッ︾

うかが・う

うかがう

して泳ぎますが︑﹁かれひ﹂は何時

うかゴふ

﹇伺﹈﹇▽おうかがう
﹇窺﹈︵五︶1
おうべい

︽1

浮

さ ど
海の上に浮かび出でたる佐渡が島山
うかぶ

空には碧いお月さま︑

︽ービ・ーブ・ーン︾

﹇浮﹈︵四・五︶23
浮かぶ

六372

尊はしばらく考へていらっし

かんで︑こっちへ近寄って來ました︒

五582

三って︑今︑湖上に浮かぶ島

島は︑其の昔︑陸に副えてみた山で

十㎜8

かうして︑船は︑再び海と同

あったわけです︒

十囲3

中央に浮かぶたg一つの中

雲の中でも一番高く︑八千

いわし雲・むら雲・おぼろ

以下三千米以上の所に浮かぶ雲です︒

雲は︑何れも巻雲より低く︑七千米

十一擢3

ゐます︒

米から一萬二千米の高さに浮かんで

十一㎜9

島︑カムイシュの鮮かさ︒

十一838

生の頭に浮かびました︒

ぽっかりうかんだ白い雲︒
じ高さの水面に浮かびます︒
波の上に︑何か小さい物が浮 十﹁4411 其の中に︑ふと別の考が先

四402圃

カブ

うか・ぶ

商工欧米の強國は︑ひそか
浮かす

僕は文治とへさきにすわって︑

シ．ース︾

ワ浮﹈︵五︶2

に我が國をうか四ってるたのである︒

十二佃8

八幽3 外の魚は腹を下に︑背を上に
でも龍を横にしたま＼︑くねって行
きます︒

ぶるなれた手つきで魚をはっす︒

十一889 力強くたぐりながら︑すこ うか・す
八伽9

を取る手録ひなどして︑土人に親し

やいましたが︑ふと御心に浮かんだ

十一953図 網をすき︑舟を漕ぎ︑魚
船が上ると膿を浮かすやうに︑船が

のは︑御をば︑倭姫命のお言葉です︒

又水面二浮力ンデ走ル方が早

下ると鵬を沈めるやうにしてみた︒

ク走レルカラ︑フダンハ︑ナルタケ

六備2

みつ＼︑其の語る所を聞けば︑

引寄せた鯨は︑腹部に送氣管

ひめ

七46

と御決心の色が浮かんだ︒
は と ば

十﹁欄4団

いうくと流れるナイル

の水の上には︑三角帆の船が浮かん

でるました︒

︿略﹀といふ夜明前の神秘な儀式が︑

雪煙が消えると︑先生の笑顔 題意ー94 含意の祭壇の前に立つと︑

静かに浮かんで居る︒

八322囲 ロシヤ町波止場の海が︑
赤煉瓦の建物のすきから見えて︑
れんぐわ

ジャンクが
八953

でも目の前に浮かんで見えます︒

沈メルコトモアル︒
十︻柵3国 皆さんの顔や︑帽子・ハ
媛のやさしいお顔には︑きつ ンケチの熱誠こめた動き︑それは今

二浮力ンダマ・デ︑大砲や魚雷デ打

又︑弱イ敵二言シテハ︑水上

水ノ上二出テ居ル︒
︽一

目じるしの旗を胴に立てて︑其の場
うがつ

六湘4

ま

さうして︑其の塀や櫓にう

﹇穿﹈︵五︶1

ざ

︵五︶2

九156

が浮かんで來た︒

まさに飾磨平野に浮かぶ↓

さうして︑彼方には︑おと

見えるのであった︒

根や尖塔の讐える水の都が浮かんで

ぎ話の國の都を思はせるやうな黒塗

十二個1

い意味が︑彼にはつきりと浮かんだ︒

十一一M9 すると︑﹁︿略V︒﹂といふ深

大戦艦を思はしめるものがある︒

十二725

機は︑風に向かってゆるゆる 目の前に浮かぶやうな氣がする︒
と滑走し始め︑十数米走って︑ふは

りと空中に浮かびました︒
濃い飛行場が勲皿きて前は川だ

んでみた︒
十75図圃

月のごと︑日輪ほのか
に浮かぶ︒

をこめて︑

しら︽＼と︑朝霧野山

と思った頃︑機髄はもう空中に浮か

九備10

見上げるやうなにれの葉か

︽ーッ︾

﹇浮上﹈

や︑うかと致した︒

私たちを見下すのである︒
うかと ︵副︶1 うかと
十二548園

び上る

十﹁782

げに︑青銅の胸像がくっきりと浮か

び上って見える︒
オホーツク海の濃霧が薄れ

浮か

て︑ぽっかり浮かび上った不思議の

十一価一

島︒
ワ伴出﹈︵下二︶！

び出づ ︽ーデ︾
あめ
九232図圃 天も水もひとつに見ゆる

うかびい・ず

浮か

がたれた矢狭間・鐵砲挾間が︑︿略﹀︑．

や

十二668

タ︾

うが．つ

に浮かしておく︒

で空氣を送って沈まないやうにし︑

か ういふ時代の人は︑︿略﹀︑ 十㎜4

獣骨で作った釣針などで魚を取り︑

十一一113

又︑貝を拾って生活してみた︒

十二751図圏流をさかのぼる魚のな

おっとせ

魚ども

うかびあが．る

茂った森林︑豊かな平野︑

はに曇る＼ならん ︒
十ニー310國

魚に富む川︑汚い牧場のある此の境

︽ーシ・ースル︾

﹇右往左往﹈︵サ変︶

域の領主と︑そなたをするのだ︒

右往左往する

うおうさおう・する

2

八梱8 白波を立てながら︑右往左往
して︑まるで戦場のやうである︒
人影がある︒

十一髄6 其の周圏を︑右往左往する

ウ ォー︒﹂

﹁ギャオーギャオ︒﹂

うお一うお一 ︵感︶一 ウォー︑
ウォー

﹁ウォー︑

十一価4

﹇魚共﹈︵名︶1

いの鳴く聲︑ほえる聲︒
うおども

﹁︿略﹀︒﹂と申し 上 げ ま し た ︒

五二3 魚どもは︑聲をそろへて︑
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うカ・ぶ一うく

うか・ぶ
ベ︾

﹇浮﹈︵下 二 ︶ 3

浮かぶ

﹇浮﹈︵下一︶3
︽ーレ︾

うかれる

浮島が原

十二柵9図圏
原

七伽8

︽ーシ︾

富士のねを木の間木の

遠い木立や︑家や︑煙突や︑

男も︑女も︑老人も︑子供も︑ うきだ・す ﹇浮出﹈︵五︶3 浮出す

ありとあらゆる人間は︑花を尋ね︑

さんごせう

浮立つ

望遠鏡の圓い視野に︑月が
﹇浮立﹈︵五︶1

茂みをもれる太陽の光が︑

ドコ

ニツ
ウイテヰタ︒

ウイ

空に︑

くっきりと浮いて居る︒

垣根に咲残った二三りんのコ

スモスの花が︑夕やみにかすかに浮

八512

いて見える︒

其の煙の中に︑ぽかりぽかり

湯の上に薄い板が浮いてゐま

八伽8船は忽ち海へ引下される︒水

に浮く︒

苦悩10

す︒

わら

十625

大小様々の氷山が︑島のやう

藁屋根が浮いて見える︒

に︑あちらこちらに浮いてみる海上

十榴4

を︑

濃い青空には︑︿略﹀白雲

が︑︿略﹀︑見る間に大きくふくらん

十二柵5

で輕さうに浮いて行く︒

中佐︑すでに右手に傷を受

う・く ﹇受﹈︵下二︶12 受く ︽ーク

九捌6図

青イウミニ

トホクノハウニ

中佐すでに第二揮を左手に︑

十161図囹

御矢一筋受けて︑甲の程

一筋受けてごらんじ候へ︒

十174図園

受けてごらんじ候へ︒

をためし候はん︒

十171図園

少しもひるむ色なく︑

更に第三弾を腹部に受けたれども︑

九鵬1図

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑

ル・ーケ︾

ウイテ︑

ウク 浮く ︽一

下草のしだの緑を鮮かに浮立たせた

フハリト

ワ浮﹈︵五︶1一

イク︒

三ツ︑

二34圃小サイシラホガ

ヘ

一313圏

イ・ーク︾

う︒く

りした︒

十一偽11

︽ータ︾

うきた・つ

くっきりと浮出して見える︒

十一価6

出して見えます︒

が︑高山植物の花か何かのやうに浮

十323團時々ちらりと︑底の珊瑚礁

る︒

みんなくっきりと夕空に浮出して居

花に浮かれて出て湿る︒

九33

ぼんぽこ︑ぼんぼこうち出した︒

四403圃月にうかれて︑腹つgみ︑ 間にかへりみて松のかげふむ浮島が

浮かれる

︽一 うか・れる

八974図 屋島の合戦に︑源氏は陸に
陣を取り︑平家は海に船を浮かべて
相下せり︒

萬本とも知らぬ材木を浮かべたる大

十醜7図 熊野川の川口に近く︑幾十
貯木場あり︒

右岸

九836 戦國の世とはいへ︑京都では
てふ
花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれて
みた︒

﹇右岸﹈︵名︶1

浮上る

渓流の左岸の絶壁に瀧を見︑
﹇浮上﹈︵五︶5

時々膿をしぼるやうにして︑

港の光景が︑な＼めに浮上つ

て目に映じた時は︑もう方向を輔じ

演算5

すいくと浮上ります︒

八駕5

︽ーッ︒ーラ・ーリ︾

うきあが・る

又右岸にそれを望む︒

十一悩3

うがん

十一9611図其の間︑山にさしか＼れ
ば舟を引きてこれを越え︑河・湖に
うかべる

い よく海にうかべてみ

︽ーベ ︾ ﹇ ▽ お も い う か べ

﹇浮﹈︵下一︶7

出つればまた舟を浮かべて進む︒
うか・べる
浮かべる

る

四91
ますと︑今まで見たことも︑
聞いたこともない︑大きな舟で
した︒

て︑海から飛行場へ滑り込むやうに

五722 その間を︑私たちは︑書は暖
な日に照らされ︑夜はきれいな月を

降った︒

白い水煙が上ったと見る間に︑

今まで勢よく引出されてみた

鯨は其の巨膿を浮上らせた︒

十桁3

浮かべながら︑ゆっくり歩きました︒

わらの切れはし浮かべたり︑ えび

六事4圃卵のからを浮かべたり︑

十湘4

綱がや＼ゆるんで︑鯨は二百米ばか

や目高も︑泳がせて︒

六伽5翻 わらの切れはし浮かべたり︑

テヰタ︒

二36囲

しが︑

足にてこれを受け︑打笑ひて行過ぎ

だれかが︑その中へせんべい 十939図 靴を拾ひ來りて捧ぐ︒老人
を一枚投入れますと︑︿略﹀︑浮いて

五404

居るせんべいを拾ひ上げました︒

ふるへるやうに︑

がけ
高いこずゑは︑ 小枝小枝 十粥5図 されど︑南を受けたる崖下
など︑たまく白梅の敷輪咲きそめ
まつさをな

何か︑あ

が

六474團

うきく

鯨は又水にもぐったが︑もう

り先に浮上つた︒

ワ浮浮﹈︵副︶1

﹇浮島原﹈︹地名︺1

うきくとそよめく晩だ︒
うきしまがはら

たりが

九66國暖い︑さうして

うきうき

浮上って來ない︒

九919 甲部川の水は︑此のうらみも 十湘8

七364 目には涙さへ浮かべて居た︒

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて
みる︑月毎にあの淡い三日月の影を
浮かべながら︒

寒岳の急斜面が迫る絶壁を仰ぎ︑

十一801 湖上に舟を浮かべて︑雄阿

うぐいす一うける
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たるを見る︒

奥州にありて︑御旗あ

あうしう

十二505図園

げの事承り︑御力をそへ奉らんため︑

天候悪攣の兆といはれる雲

夜を日に告ぎてはせ参じたり︒

十﹇柵11
で︑それが龍のやうに長く績く場合

ませう︒

︽ーギ︾

くるやうにして受取つた號外は︑

﹁︿略﹀︒﹂といふ大活字の見出しだ︒

めいく受持の場所を仕上

うけもち ﹇受持﹈︵名︶2 受持

七801圏

︽⁝ッ︾

かういふ法律上の孚があっ

これから︑毎日︑午前と午後

前の水は︑おかあさんに受持ってい

たゴくことにしました︒

ける ︽ーケ・ーケル︾nVあいうける・

う・ける ﹇受﹈︵下一︶21 うける 受
ひ

訴を受附け︑乙即ち被告をも呼出

うったへ

まちうけもうす・まちうける・みうけ

おうけする・おうける・ひきうける・

た場合に︑裁判所は︑甲即ち原告の

十二榴6

露天甲板洗となる︒これは水

げれば︑それでよいのだ︒

兵員の受持で︑

九359

三十五年の間努力に努力を績けて︑

七409

宣長は眞淵の志を受けつぎ︑うけも・つ ﹇受持﹈︵五︶1 受持つ

受けつぐ

謹んで佛の御言葉を承り

は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ

出て居るのです︒

たか狩から捗ると︑信長はさ

つそく藤吉郎を呼んで︑﹁︿略V︒﹂藤

七784

して︑

﹇受取﹈︵五︶6受取る

四627圏私は︑天子様のおほせ

る

た︒

六伽1

す︒

畠のすみの日まはりは︑暑い

二匹は︑身に幾つものたまを

ろうどのやうに︑つやくして居ま

色をした花が︑暖い日を受けて︑．び

それこそ︑ほんたうのすみれ

うけて︑血にまみれて死んで居まし

五三8

て居る︒

だといふやうな顔をして︑三つ咲い

日を一ぽい受けて︑夏はおれの世界

五836

來ました︒

を受けて︑その鬼をたいぢに

︽ーッ・ーリ︾﹇▽おうけとる

ました︒

雪子さんも︑受取ったはが

小さい鍋を返し︑大きい鍋を
鏡彿はうとしますと︑

受取って︑おばあさんが︑もう五十

六718

﹁︿略V︒﹂と書いてありました︒

きを讃んでみますと︑やっぱり︑

四794

を受取りました︒

四606

頼光は喜んで︑そのつぼ

三851 木こりは︑そのをのを受
取って︑何べんもおれいをいひ

さあ︑長短の槍について︑ うけと・る

吉郎は承って引下った︒

七849囹

それから︑あなたのお名前

くはしくお考を承りたい︒

七槻5園

ほのかに承れば︑此の御苑

を承りたうございます︒

十66図

と二回水をやるのですが︑︿略﹀︑午

遂に古事記の研究を大成した︒

十一743

﹇受継﹈︵五︶1

十二稲6園

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多
受容

十一578図 我は急に其の前路をさへ

﹇受入﹈︵下︸︶1

ます︒

くちく
幸いて我が騙逐隊より二 うけい・れる

大の損害を受け︑
十﹁579口口合

十一一3411園だから︑世の中が先生を

れる

うけつ・ぐ

回の水雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦
受容れて用ひようとしません︒

︽ーレ︾

を始め︑其の他の諸艦も多く相つい
で沈没せり︒

︽ーッ・ーリ・ーレ︾

十一価7図園喜捨を受けたる此の金︑ うけたまわ・る ﹇承﹈︵四・五︶10 承る
これを一切纒の事に費すも︑うゑた

ながしの

る人々の救助に用ふるも︑
五998囹 いや︑私は︑天孫がお出で うけつ・ける ﹇受付﹈︵下一︶1 受附
のぶまさ
十二733図 天正三年五月︑奥平信昌︑
になると承って︑こ㌦へおむかへに
ける ︽ーケ︾
いへやす

徳川家康の命を受けて長篠城を守る︒

十二備9図 けだし當時難破船しば
くあれば︑これが救助を命ぜられ
て︑手當を受くることも︑またしば

ウグヒス う

2 ウグヒス

︹課名︺

くなり︒
うぐいす

二目8 十七 ウグヒス
﹇鴬﹈ ︵ 名 ︶ 4

二972十七 ウグヒス
うぐいす
ぐひす

ごゆんぜい

でさせ給ひて︑しばく行啓あらせ
十1610図園

勅命の下ったことを承った

私の氣がすむやうにして下さい︒

どうぞ︑これを受取って︑

十川9

七伍3囹
阿禮は︑今や天にも上る心地であっ

其の手から︑ほとんどひった
たらう︒

十一643

解けにならなかったとは︒

承ってみたのに︑將軍家のなぞがお

十二7囹法親王は︑おえらいお方と

り候ひし程にはなかりけり︒

足助殿の御弓勢︑日頃承

は︑︿略﹀︑昭憲皇太后かぎりなくめ

コエガシマシタ︒

﹁ホウホケキョ︒﹂トナキマシ

受合

られたりとそ︒

二995ソノ時︑ニハノ方デ︑
ナク

﹁ホウホケキョ︒﹂ ト︑ウグヒスノ

ガ︑

ニ997園アラ︑ウグヒスヨ︒
二川5 ニハデハ︑マタウグヒス
タ︒

﹇請合﹈︵名︶1

十一佃9 梢では︑うぐひすが鳴いて
みる︒

うけあい
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うこかす一うごきだす

七272 そろく汗ばむ程暑くなった

ちょくゆ

日ざしを受けて︑男も︑女も︑牛も︑
泥田の中で働く︒
はんちやうどの

七516國 績いて︑みんなで勅諭を
奉讃して後︑班長殿から︑明日の
事について注意を受けます︒
けながら︑勝手な事ばかり申して︑

七鵬4囹 いや︑皆さんの御親切を受
まことにすみませんでした︒

七襯9園 相手は︿略﹀︑いきなり打
込んで來た︒︿略﹀︒﹂﹁どうしまし
た︒﹂﹁頭で受けたよ︒

八767 落行くタ日を背に受け︑寒空
を物ともせず東南をさして飛んで居
た鳩は︑

ていどう

強く︑うんと支へた感じを︑最もよ
く此のふくらみに見ることが出來る︒

き

ちます︒

ランプが一回動くのに脈が二

それでも一回の動きに︑やは

ふとう

神戸の埠頭で見送って下

かうぺ

八698

うごきかた

ガリレオが不思議に思ったの

﹇遣方﹈︵名︶3 動き方

チの熱誠こめた動き︑

さった皆さんの顔や︑帽子・ハンケ

十一㎜2團

り脈は二つ打つといふぐあひでした︒

八715

すかにゆれるだけですが︑

きが次第に小さくなって︑後にはか

八713

驚いたことには︑ランプの動

つ打つと︑次の動きにも脈は二つ打

それを見るにつけ聞くにつけ︑ 八712

グリ始メマシタ︒
八155

十一7311其の後︑宣長は絶えず文通 阿里山の蕃人は心を動かされた︒
八722

おもりを綜でつるして︑それ

して眞淵の教を受け︑師弟の關係は
す︒

を動かすと︑おもりは左右へ振りま

ていさつ

我が快速偵察機からの通信

八727

は重くても輕くても︑又大きく動か

一米にきめて置くと︑おもり其の物

しかし︑縣の長さを一米なら

日一日と親密の度を加へたが︑

十一齪3
を受けてみるらしい︒

る時︑たゴだまってみるので︑何だ

しても小さく動かしても︑

十二386地顔回は予の前で教を受け
かぼんやり者のやうに思はれるが︑

かしても︑振る時間は同じです︒

元來此の城は︑︿略﹀姫 八727 又大きく動かしても小さく動

山・鷺山に披って踏まれたもので︑

十二703

き加減に︑こっくりこっくり動かし

八僻4

星の動き方を︑もっとくはし

は︑其のランプの動き方でした︒

野薮5

く調べて見ますと︑北の空では︑星

二つの目だけを砂の間から出

がく略﹀︑圓をゑがいて動いてみる

それでなくても︑夜九時に北

が大てい見當がつきます︒

十時・十一時に見ると︑此の動き方

斗七星を見て其の位置を応え︑更に

思立4

のだといふことがわかります︒

して︑ぎょうりきようりと目玉を動
綱吉は︑元來情に動かされな
かるい人であった︒

い人ではないが︑しかし理非にも明

十界10

かしながら︑外を眺めて居ます︒

八面1

て居ます︒

あの馬のやうな顔を︑うつ向

地は︿略﹀︑西に中國街道を受けて

動カス

交通の要路に當ってみる︒
うこか・す ﹇動﹈︵四・五︶16

象は︑たえず鼻を動かして︑

時々︑ふはくとそれを動か

十一435園

人間は︑くちびるや舌を
しますと︑ちやうど︑大きなうちは

うごきだ・す ﹇動出﹈︵五︶7 うごき

かけごゑいさましくおひき

ぎれて︑うごき出しました︒

になりますと︑その土地がち

三332

屋島・七浦は源平の昔

だんのうら

其の機械を動かしてはな 出す 動キ出ス 動き出す ︽ーシ︾

すが︑考へてみると實に不思議だ︒

動かして︑いろく攣った野阜を出
クモハ︑ヤガテ︑後ノ方ノ足

十一489囹
らん︒

十一5311図

語に人の感興を動かすこと甚だ切な

クモニハ︑ソレガ︑スグワカ

汽車ハ︑シヅカニ動キ出

自動車ハ動キ出シマシタ︒

ルモノト見エテ︑シキリニ︑コノ綜

三996

動き∩▽みうご

五337

みんなが乗ったかと思ふと︑

シマシタ︒

父も︑母も︑兄も︑妹も︑ 四892

りQ
はし

十二795醜

﹇動﹈︵名︶4

だまって箸を動かしてみる︒
うごき

今度ハ︑前ノ方ノ足ヲシキリ
欲動カシテ︑コノ綜ヲ自分ノ方ヘタ

五794

マシタガ︑

ヲ引ツパツタリ︑動力シタリシテ居

五788

サンノ細イ綜ヲ引出シ始メマシタ︒

ヲ動カシテ︑オシリノ所カラ︑タク

五774

であふぐやうです︒

五392

ぐその先ではさみ上げます︒

何かたべる物でも落ちて居ると︑す

五386

こかす

八771 すると︑今度は敵軍に臆見さ 動かす ︽ーサ・ーシ・ース︾←ゆりう
れ︑忽ち一せい射撃を受けた︒

九301 すると︑ねちが其の光を受け
て︑ぴかりと光った︒

九冊7 江岸の建物が︑強い夏の光を
ちゆう

受けてきらくと光ってみる︒
ざい

十606 秋の日をまともに受けた駐
在所の庭で︑一郎と貞童が遊んでゐ

る︒

十625 まだ西日を受けてみる屋根に︑
干してあるたうがらしが眞赤だ︒
日を受けてみる︒

十628 櫻も紅葉して︑みんな赤い夕
十価4 昭和の聖代に生をうけた我等
は︑此の歌を口ずさんで︑今連なる
歓喜を感ずるのである︒

十一273あらゆる重みを受けて︑力

うごきはじめる一うごける

222

汽車は︑もう動き出しました︒

五平4 電車ハ︑又動キ出シマシタ︒
八悩6 汽車は動き出した︒

十塒1 ﹁あじあ﹂は流れるやうに動
き出した︒

動き始める

︽ ー メ︾

うごきはじ・める ﹇動始﹈︵下一︶2

七136 舟は︑上げ潮に乗って︑陸の
方へ動き始めました︒

︽ーイ・ーカ・ーキ・

ウゴク

丸は︑少しつつ動き始めました︒

動く

﹇ 動 ﹈ ︵ 四・五︶40

動ク

ガ動クカラデス︒

サウシテ︑ソノマ・ジツトシ
きちんとはまった時︑巻いた

テ︑動力ウトモシマセン︒

五768
六513
わ

紙を︑輪ゴムできりくと巻いて︑
和尚さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と追ひ

動かぬやうにした︒
六紹6

あらがねを

動かうとも

八695

つるしたランプは︑静かに左
ランプが一回動くのに脈が二

右へ動いてゐます︒

八71一

つ打つと︑次の動きにも脈は二つ打
ちます︒

内側に居るものは︑ゆつく
かへで

りと動いて居る︒

八柵6囹
九987

人影が動く︒
河井君は幾度かかう言って︑

清少納言も︑﹁︿略﹀︒﹂と心の

に身を寄せて動かうとしなかった︒
十棚10

中に思ひましたが︑負けぎらひの彼

女は︑官女たちに︑又略﹀︒﹂と言つ

て動きません︒

ふいごで風を吹込むと︑ゴ

ムのくちびるが動いて︑生きた人間

十一439

のやうに聲を出す仕掛になってゐま

した︒

すると︑其の度毎に耳の鼓

こうくと鳴る奔流の上に︑

折から︑燈火がぱっと明か

非禮に動くな︒

四つの天守閣は一箇の搦立

止るもの︑動くもの︑火を

吐くもの︑歩兵・工兵の齪闘︑

十二8310

に思へない︒

萬の敵に面して︑いっかな動きさう

した城郭となって︑これだけでも幾

十二695

十二379園

張ってみる︒

幹は動くことなく︑十分土中に根を

風になよくとなびき動いてみるが︑

十一一2110 どちらも︑其の枝骨の梢は︑

いて消えてしまった︒

るくなったと思ふと︑ゆらゆらと動

十一欄5

に愉快だつた︒

高い橋がぐらく動くのが︑すてき

十一備6

す︒

膜が振動して︑藁がかすかに動きま

窓の外には︑楓の枝がそよ風 十一471

に動いてみる︒

北の空では︑星が北極星を
ほご中心に︑圓をゑがいて動いてゐ

動く起重機は︑ 九重8

ましたが︑ふしぎに︑ねずみは︑じ
つとして動きません︒

其の下に

生きて居るやうに︑

七604圃

しかし︑かういふ風に星が動

るのだといふことがわかります︒

た︒

何時までもそこを動かうとしなかつ

十474

九欄5

のことですが︑

る地球が廻るから︑さう見えるだけ

くといふのも︑實は我我の住んでゐ

中間は隊を組んで︑前へ︑後 九品8

ろ
櫨に持運ぶ︒

七888

へ︑左へ︑右へ︑蒼黒通りに動いた︒

すると︑ふしぎにも前足はか

たく其の場所にくっついて︑動かな

七971

心のま＼に動くやうになった︒

綜にでも引かれるやうに︑藤吉郎の

キノハガ︑ソヨソヨウゴ 七889 三日程たつと︑三つの隊は︑

う

七柵2 見通しのつかぬ程大きい日本

ごく

うご・く

一287

lーク︾﹇▽なびきうごく

イテヰマス︒

三184 あさからばんまで︑﹁かっ
ちん︑かっちん︒﹂とうこいてゐ
ます︒

されど︑喜三右衛門は動か
ざること山の如く︑︸念たゴタ日に

動かないよ︒

らんかん

とても動けまい︒

さへ︑あの通りおそい︒一つなら︑

六706遅牛は︑ひづめがわれて居て

︽ーケ︾

話しながらも︑二人の手が器 うご・ける ﹇動﹈︵下一︶1 動ける
用に動く︒

十671

十633圏

原や黒い岩底が現れて來た︒

動いて︑見るく海岸には︑廣い砂

風とは反封に波が沖へくと

映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

㎜糎︑二糎ときざむやうに︑

十538

動かないで居ますが︑やがて起直つ

たらひ程に見える大きな圓の

しない︒

敷石を見つめたま＼

八294圏老いたロシヤ人が︑︿略V︑ 十743 しかし︑船長は︑船橋の欄干

動くのがはっきりわかる︒

七173

が動いて居るやうに見える︒

中には︑何か︑とろくととけた物

雲叢6

す︒

たと思ふと︑艦は完全にぬけ出しま

しばらくは︑其のま＼じっと 十499図

三355 これも︑大きな舟のやう くなります︒
にうこいて︑こっちへやって
七983
來ました︒

四202驕軍かんといっても︑加
賀などは︑動くひかうちゃうの
やうなものですね︒

四434月目動かないで︑雲が大
急ぎでとんで行くやうにも見
えます︒

四側8圏右に︑左にひらく
と︑ 動くたもとの 美しさ︒
イフ音ガシテ居マスガ︑コレハ︑慧

五546 マブシノ中デハ︑カサくト
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慮理してゐますが︑

うさぎ君

牛小屋から︑これまで飼って

といひ︑申分のない良い牛です︒

六672

居た牛を引出した時には︑急にかは

父や兄は︑牛の盟をきれいに

いさうになりました︒

六674

して︑新しいくつをはかせてやりま

六678園丁のうちでは︑此の牛を︑

した︒

うさぎさん

うちの者同様にして︑かはいがって
居たのですから︑

になり︑ハムになり︑又くわんづめ

家が貧しかったために︑八歳

になって行くのが︑順序よく見られ

ます︒

の時から人にやとはれて︑牛や羊の

十籾5

こうしゅれい

番人をした︒

牧夫に追はれながら︑いう

くと道端の草を食んでやって隔る

十一792

をしてみる︒

は農事試験場の羊や牛が︑かけっこ

十柵10園 あれは公主嶺で︑︿略﹀︑今

半

豚や牛がはだかになり︑肉

所だけが白い︑まことに美しい牡牛

九578囲

どう舟︒
でした︒

たぬきの舟は
やあ︑兎︑兎︒

うさぎ ︹課名︺2 うさぎ
八925園

﹇兎耳﹈︵名︶2

﹇兎﹈︵名︶1

かはいい

角の形といひ︑膿のかっかう

三目4 三 うさぎ
見ると︑大きな兎が︑ちやう

六655

うさぎくん

ど小松の中へ飛込んだところだ︒

八926

やあ︑兎︑兎︒

うさぎ

八925園

﹇兎﹈︹話手︺3

三61 三 うさぎ
うさぎ

三654 うさぎ﹁たぬき君︑よいお天

氣だね︒

うさぎ うさぎさん
さん︒

けると︑うち中の者は︑みんな︑門
口に立って見送りました︒

そんなら︑牛はどうだ︒

眞黒な牛が︑いうくと引い

さへ︑あの通りおそい︒

七246

て行くからすきのあとに︑掘返され

どっかとすわり込んで見張

よちくしながら砂濱に戯れる幼獣

りをしてみる牛のやうな巨獣たち︑

の群︒

う・し ﹇憂﹈︵形︶1 うし ︽ーキ︾

いたづらにうき年月は

過ぐれどもさめぬまよひの夢の世の

十二閥6図圃

中

うじ ﹇宇治﹈﹇▽やましろうじ

今度は︑牛がまぐはを引いて︑うじ ﹇氏﹈n▽おおともうじ・きのした

た新しい土が︑暖い日光に照らされ
る︒

七253

十一鵬10

︵名︶25ウシ牛←おう 六684 ばくらうが牛を連れて蹄りか 牛の 群に會つた︒

三64團白い︑
﹇牛﹈

し︒こうし・めうし

うし

うさぎ

三683囹うさぎ君︑助けてくれ︒

す＼まないやうだ︒

の舟は︑なんだかおもくて

三663うさぎ﹁うさぎの舟は木 三672囹 おうい︑うさぎ君︑ぼく
舟︑ たぬきの舟は どう舟︒

ウサギ

三674 うさぎ﹁そんなことはない
よ︒
﹇兎﹈︵名︶13

カケッコヲシマシタ︒
︑︑
一483 ウ
サギノ

ウシ

一126圃

六703園

ノハラデ︑

メニマケルコトハナイト オ
ガナク︒

車ガ︑イクツカトホリマシタ︒

ヒロイ

モヒマシタ︒

六705園牛は︑ひづめがわれて居て

ニカチマシタ︒

三616 良雄さんは︑ぐわようしに

二用2ボクハ︑サツキ見証牛ノ

黷U48園 さあ︑ぼくはうさぎ︑君 コトヲカンガヘテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

うさぎのかほをかきました︒

三663圏園 うさぎの舟は 木舟︑

三661 うさぎはうたひました︒

三657 うさぎとたぬきは︑舟を
こぐまねをしました︒

た︒

弟は︑牛を飼って居るつもり

雲間は︑働く人や牛にゑんり

泥田の中で働く︒

七277

とさつちやう

よをするやうに聲をひそめて居るが︑

かへ
翌年の夏艀るのですが︑贈った時は

二粍ぐらみの︑小さい︑白いうじの

やうなものです︒

これまでうちに居た牛は︑腔 九575国 こ＼に有名な屠殺場があうしお ﹇潮﹈︵名︶1 潮
ぶた
十二柳3 官軍は今や潮の如く東へ寄
つて︑一日に何萬頭といふ豚や牛を
がまつ黒で︑後足の足先と尾の房の

六643

なのである︒

六251

六249園此の牛は︑しやうがないそ︒

うじ
泥水の中を行ったりもどったりする︒
オモヒマシタ︒
はたぬきだよ︒
三652 うさぎの良雄さんは︑少 三247そこへ牛が建て︑水を 七272 そろく汗ばむ程暑くなった うじ ﹇蛆﹈︵名︶1 うじ
七949 卵は︑其のま＼で冬を越して︑
日ざしを受けて︑男も︑女も︑牛も︑
のみました︒
しかんがへてからいひ出しまし

一一

車ガ︑イクツモトホリマシタ︒

一496 トゥトウ︑カメガ︑ウサギ 二男3牛ノアトカラ︑大キナ木
ヲツンダ車ヤ︑石ヲツンダ

ユックリヒルネヲシマシタ︒

一487 ウサギハ︑トチュウデ︑ 自虐3牛ノタクサンノッテヰル

カイ
アノノロ

一48一 アル日︑ウサギトカメガ︑

兎﹇▽しろうさぎ

うさぎ

うさぎ一うしお

うしかえ一うしろ
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せつ﹂ある︒

うしかえ ︹墨黒︺2 牛かへ

六642 十二 牛かへ

六目13 十二 牛かへ

失った天女のやうに︑とぼくと歩
く︒

二人は︑一度に打倒されて

うしゅ
て

﹇右手﹈︵名︶1

右手

‡みぎ

中佐︑すでに右手に傷を受

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑

九梱5図

あと・ご・のち

多数の部下を失ひて占領 うしろ﹇後﹈︵名︶36ウシロ後‡

氣を失へり︒

九脳2図

九脳7図心
したる陣地を取返さる㌦か︒

うじがみさま ﹇氏神様﹈︵名︶2 氏神
様

そこはいも畠の中であった︒

︽ ー ヒ︾

牛小屋

玉轟の羽も光を失って︑

を失ってみた聞多が︑ふと見廻すと︑

とびら

十一3211
たゴ扉や墓にゑがかれた壷のみが色
をとゴめてみるが︑

死傷すこぶる多く︑家を

流し産を失ひて︑路頭に迷ふ者数を

十一価3図
知らず︒

まさに後証者を失った者の

すでに敵戦車の敷面はこは

悲痛な叫びでなくて何であらう︒

十二3011

十二823

三976

ニツケテアッタ︑別ノ車ヲ
持ッテ來テ︑トリツケマシタ︒

四悩3すると︑その松の木の

クモハ︑ヤガテ︑後ノ方ノ足

後から︑一人の女が出て來ま
した︒

五773

ヲ動カシテ︑オシリノ所カラ︑タク

ふり向くと︑私の後に︑おと

サンノ細イ綜ヲ引出シ始メマシタ︒

六443

落入りたり︒

稻かけから運ばれた稻束の山
わら
が︑片端からへって︑後には藁の山

八491

が積まれ︑

後は山けはしく︑前は海近

くして︑守かたければ︑源氏もさす

八642図

大電源義纏︿略﹀︑ひそ

後を振返ると︑もう矢島の岬

後に︑左に︑右に︑山は恐し

ゑもん

めいく身輕になって︑校舎

ふくま

とつぜん後から切附けた者が

じまん

すると︑これも力自慢の福間

騨員の顔が見えたと思ふと消

くわだん

九麗8図

後より從ひ行けども︑其の

今は逃ぐることもかなはず︑

人少しも氣に止むる氣色なし︒

九㎜8図

へ走って行く︒

え︑騨の花壇の赤いカンナの花が後

九佃3

をつかんで引倒した︒

彦右衛門が︑後から鹿介のもとゴり

ひこう

九915

ある︒

九9010

の後の菜園に集った︒

九692

て行く︒

く高いが︑平野は一刻再々廣くなつ

八三7

も見えない︒

八梱3

ひかんやうもなし︒

八668図今は先へも進まれず︑後へ

傳ひて︑ひよどり越に出づ︒

かに三千齢騎を引連れ︑後より山を

八647図

みなもとのよしっね

て︑後のぞなへを怠り居らん︒

四862 氏神檬ヘオマヰリヲシテ︑ 十8010 多量の出血に︑しばらくは氣 三951園 アノ左ガハノウシロノ
がに攻めあぐみて見えたり︒
テイシャヂャウ
車ヲゴランナサイ︒
八646壱州 敵はけはしき山をたのみ
サウシテ︑自動車ノウシロ
ソレカラ停車場へ行キマシタ︒
六111圃さて︑此の二十五日は︑御

﹇牛小屋﹈︵名︶1

承知の通り︑私の村の氏神檬のお祭
です︒

うしごや

居た牛を引出した時には︑急にかは

六672 牛小屋から︑これまで飼って
いさうになりました︒

しなひ給ふ

うしないたま・う ﹇二号﹈︵四︶1 う
せんとう

十912図圏圏 此の方面の戦闘に︑

うさんが︑にこくしながら︑立つ

家の前も︑後も︑横も︑まる

され︑数皇は火を吐いて進行の自由

七281

二子をうしなひ給ひつる 閣下の心

よし日曜日の午後であって

ていらっしやいました︒

十二捌10

を失ってみる︒
失ふ

で夕立の降るやうに︑蛙の聲で一ぽ

﹇失﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 1 4

如何にぞ︒

も︑公園はいうくたる自然の趣を

うしな・う
︽ーッ・ーハ・ーヒ︒ 1 へ ︾

いである︒

中間は隊を組んで︑前へ︑後

ぐっとそりかへるやうにして︑

頭を後へ下げます︒

七981

へ︑左へ︑右へ︑合圖通りに動いた︒

七887

失はぬ︒

若し又︑裁判が公平に行は
値を失ひ︑

十二備11図

夜に入りて︑義仲ひそかに

平家の軍は逃場を失ひて︑

後のくりから谷に︑なだれを打って

八345図

味方の兵を敵の後に廻らせ︑前後よ

八336図

しんゑん

らんか︑彼等はみすく此の眼前の

ち

りどっとときの聲をあげさせたり︒
う

宇治橋を渡って︑神苑に入
り︑しまらく
くと︑
ノテイ

五二2国

うじばし

利を失はざるべからざりしなり︒
う ち
﹇宇治橋﹈︵名︶1 宇治橋

助左衛門の計董にして成

れぬとしたら︑せっかくの國法も贋

十二旧3

八345図 平家の軍は逃場を失ひて︑
後のくりから谷に︑なだれを打って
落入りたり︒

八506 長く黒く引く物のかげが次第
にうすれて︑太陽は︑曇るともなく
輝きを失って行く ︒

九88 或日突風にあふられて自由を
失ひ︑空から落ちて死んでしまひま
した︒

九塀8 払い飛行場に下りて︑羽衣を
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うしろあし一うすい

恐るく後に從ひて其の家に至る︒
九備7 振向いて見たが︑後に窓がな
いので︑誰も見えなかった︒

十584 人々は︑我を忘れて後へ飛び
のいた︒

十797 後に立つた今一人の怪漢が︑
いきなり聞多の両足をつかんで︑前
へのめらせた︒
がぜん
﹁︿略﹀︒ ﹂ 俄 然 砲 手 が ︑ 後 を 振

向いて力強くどなった︒

礼讃3

十㎜7図後に山を負ひ︑前に熊野な
だを望み︑

十捌4僕がそれを見てみると︑
﹁︿略V︒﹂と︑ 後 か ら 聲 を 掛 け た 者 が
ある︒

て

うしろだて

﹇後盾﹈︵名︶1
てるまさ

うしろだ

牛若丸は︑その時︑あふぎ

でべんけいのうでを強く

三454

︽ーイ︾

十643

夜になっても薄青い空︑其の

空に︑星が一ぱい氷りついたやうに

して︑また㌧いてるる︒

董がうす赤で︑黄色い葉が重

﹇薄赤﹈︵名︶1 うす赤

まだ土から出きらないで居ます︒

なったま＼下を向いて︑其の先は︑

七416

うすあか

さうして︑牛若丸のけらい

た＼きました︒

三461

ウス←ひきりう

い

薄い

うす・い

たそがれの薄明かりをすかし

︽ーイ︒ーク︾

﹇簿﹈︵形︶8

ウスイ

うす

て︑五兵衛の指さす方を一同は見た︒

十576

ウスモ︑大ソウオコリマシ うすあかり ﹇薄明﹈︵名︶1 薄明かり

ウスガキマシタ︒

﹇臼﹈︵名︶6

になりました︒

タ︒

トナリノオヂイサンバ︑

﹇失﹈︵下二︶2

失す

︽ーセ︾

﹇薄青﹈︵形︶1

薄青い

デ︑︿略V︑ 一生ケンメイニハタライ

董は︑赤のこいのや︑うすい

テ居ルノモアリマス︒

のや︑又うす緑のがあります︒

七444

てるる︒

どれも皆︑絹のやうなうすい

澄んだ青空に︑︿略﹀眞綿

後にはごく薄い白絹か何か

俗に薄雲といひます︒

で空をおほったやうになりますから︑

十﹁佃5

出るのを巻雲といひます︒

を薄く引きのばしたやうな白い雲の

十一佃6

させたらどうかと考へました︒

で圓板を作って︑それを電氣で振動

十一475

此の鼓膜の代りに︑薄い鐵

皮がはち切れさうに︑よく實がいつ

九708

二897 マタオコッテ︑ウスヲコ 七445 うす緑のは︑白か︑うすい色
の花が咲くのださうです︒
ハシテ︑火山クベテシマヒマシ

タ︒

マタソノウスヲカリニ來マシ

二892

木デ︑ウスヲコシラヘマシタ︒

二882オヂイサンバ︑ソノ松ノ 五549 又︑作りカケノウスイ繭ノ中

マシタ︒

オチテキテ︑サルヲオサヘツケ

二275ウスガ︑上カラドシント

タ︒

二24一

一一237

す

うす

池田輝政が︑百萬石の威望

と︑將軍のうしろだてとによって︑

十二705

後向き

今日に見る優美にして堅固極まりな
﹇後向﹈︵名︶2

きものに造り上げた︒

後向

うしろむき

つかまへ

ま一文字に︑追ひかけて︑

急に横向︑後向︑

四742圃
じゃうず︑追ひじゃうず︒

後向きに乗るもあれば︑一
牛若

牛

牛

よし
幼名牛若︑今は九郎義
うしわかまる

牛若丸

牛若丸

﹇牛若﹈︹人名︺1

匹の馬に二人乗るもあり︒

八343図
うしわか
つね

十二503字余

十三

うしわかまる

牛若丸

︹課名︺2

纒といふ者︒

若丸

三目2
三412

﹇牛若丸﹈︹人名︺7

う・す

忽ち失せて︑

奈良の都も︑色移り香失

飛來るたまに

十二鵬7図

中佐︑

牛若丸が︑ふえを吹きな 八価3図囲 今はとボートに 移れる
牛若丸は︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

せて年すでに久し︒

今沈んだあたりからさし出た

牛若丸は︑びくともしまうすあお ﹇簿青﹈︵名︶1 うす青
七伽2

幾二筋の細かい金の矢が︑夕空を染

牛若丸は︑ひらりとらんか

三441

うすあお・い

めて︑空は赤から金に︑金からうす
青に︑ぼかし上げたやう︒

牛若丸は下へとび下ります︒

んの上にとび上りました︒
三446 べんけいが上をきると︑

せん︒

三433

ました︒

三424

がらあるいてゐました︒

三414

若丸

うしわかまる

十三

うしわかまる

十一257 左の高い松の木立の後には︑
どうやら五重の塔の影もみとめられ
る︒

十一柵3 はつむ呼吸が︑前にも後に
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 後 の 方 で 何 時

もはっきり聞かれる︒
十一佃4
しか悲鳴を上げる ︒

十一悩4見ると︑ごく間近に︑白い
煙が後へ流れてみる︒

前方後 置 の 古 墳 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

十一悩6 後︑下方から迫る敵機の機
關認容だ︒

十四ー44

たゴ前の方が角ばってをり︑後の方
が圓くなってみる ︒

nVあとあし

つて︑﹁︿略﹀︒﹂と押しのけた︒

十二898 すると︑後の職友がはひ寄
．うしろあし

うずく一うすれる
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十一梱1 あたりはだんく霧が湧い

うつく

︽l一

て來て︑大木の幹を彼方へ彼方へと
﹇疹﹈︵五︶1

薄く見せた︒

ク︾

うず・く

リ︾

﹇踵﹈︵四︶1

うつくま

十二876園 ちよつと︑うつくやうだ
がね︒

︽

うずくま・る
る

八685

寺院の中は︑もううす暗くな

あたりはまだうす暗い︒

つてゐました︒

八囲1

鮎のやうなものがあるでせう︒

てん

薄日

︵五︶1

これを園んだ賊は︑百萬とい

﹇薄紫﹈︵名︶1

の花が咲くのださうです︒
薄紫

薄紫の夕空には︑ばら色の細

うすむらさき

十鞭3

かい雲がたなびいた︒

﹇錨生命﹈︹人名︺3

←あめのうずめ
うずめのみこと

うずめ

うずめのみことは︑わざと︑

うずめのみこと
五981

こっけいな様子をして︑お笑ひにな
りました︒

五992 ﹁︿略﹀︒﹂と︑うずめのみこと

うずめのみことは︑かへって

はお問返しになりました︒

五㎜3

秤観に來た人々は︑野外たう

﹇埋﹈︵下一︶1 うづめる

この事を申し上げました︒

れる

此の博い川を渡す虹のやう

外には︑白雪にうつもれた景

︽ーレ︾

うずも・れる ﹇埋﹈︵下一︶2 うつも

うた＼春のかすみを思ふこと切なり︒

十四10図 朝夕立ちこむるうすもやに︑

なき町︑

な橋︑封岸のうすもやの中に績く果

九623国

﹇薄霧﹈︵名︶2 うすもや
にじ

のえりに首をうづめて居ました︒

八558

︽ーメ︾

うつ巻く うず・める

かほも︑手足もあかに

レ︾

﹇埋﹈︵四︒五︶3

すごい黒煙がうつ巻いた︒
うずま・る
︽ーッ・

六735

たやうな男でした︒

うづまって︑まるで︑こけが生え

四稲3

うづまる うすもや

一瞬にして︑飛行場にもの

﹇渦巻﹈

薄日がぽかくと背中を温

﹇薄日﹈︵名︶！

十一榴8

うすび

める︒

うずま・く

見ればうす暗くしてある馬屋

の奥の方で︑母馬が︑生まれたばか

九桝8

や

さうして︑五月の太陽は︑

薄暗い物置にさし込み︑

時に﹁さうしかんば﹂のは

十﹇搦1

︽ーイ︾

日はすでに没して︑あたりが

りの子馬を︑しきりになめてやって
ゐました︒

十556
べ

だんく薄暗くなって來た︒

十一冊4

︿略V︑

十一376圏

ンプの火が心細くゆれてみる︒

十一972埴田の枝を切りて地上に立 十652 温突部屋の中では︑薄暗いラ
て︑木の皮にておほひ︑八人 所に
薄雲

うつくまりて雨露をしのぐのみ︒
﹇薄雲﹈︵名︶1

ふ大軍で︑城の附近一たいは︑すつ

十一鵬7 後にはごく薄い白絹か何か

うすぐも

かり人や馬でうづまった︒

階にものすごく力闘してみる︒

うすぐろ・い﹇薄黒﹈︵形︶3薄黒い
︽ーイ・ーク︾

青空に薄黒い雲がみなぎる
雨雲はきまった形がなく︑

ことがあります︒

十一麗4
十一備3

空一ぽいに薄黒くおほふもので︑齪
はん
月の中に薄黒い︑大きな斑

雲と呼ばれてゐます︒

十一柵4

たゴすべての物は雪にうつも

うす

午後になると︑間もなくうす

長く黒く引く物のかげが次第

︽ーレ︾

三思の大橋が朝もやに包ま

く彼方には︑

れ︑其の事業珠の一つく薄れて行

ぎばうしゆ

十一119

輝きを失って行く︒

にうすれて︑太陽は︑曇るともなく

八505

薄れる

うす・れる ﹇薄﹈︵下一︶5 うすれる

ら寒くなる︒

八504

ら寒い ︽ーク︾

うすらさむ・い ﹇薄寒﹈︵形︶1

れて居る︒

八鵬9

色が開けた︒

さしもに深きくりから谷も︑ 八鵬1
うす緑

董は︑赤のこいのや︑うすい

﹇薄緑﹈︵名︶2

のや︑又うす緑のがあります︒

七444

うすみどり

平家の人馬にてうづまれり︒

八351図

だが︑梢からもれる太陽の光に映じ

月のさえた夜︑友人と二人
薄暗いらふそくの火のもと

男が︑靴を縫ってみる︒

で︑色の青い元氣のなささうな若い

十一櫛5

町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通り︑

十一悩8

で空をおほったやうになりますから︑
ウスグ

て︑薄暗い中に銀色に光る︒

﹇薄暗﹈︵形︶15

俗に薄雲といひます︒
うすぐら・い

ライ うすぐらい うす暗い 薄暗い

せんがく

部には︑．巨材が組合って︑薄暗い各

大木がこんもりと生ひし 十二699 あの美しいと見た天守の内 七445 うす緑のは︑白か︑うすい色

アタリガ︑ウスグラクナリ

︽ーイ・ーク︾

マシタ︒

二96

四585

だんくうすぐらくなる

げり︑叢でもうすぐらくて︑ほん
たうにものすごい山でした︒

四佃！

と︑あちらでも︑こちらでも︑豆

まきの聲が聞えます︒
七里4 見れば︑うす暗い小窓の下で︑
妻らしい人がぼろをつ窟って居り︑
たかなわ

七傾2 父はうす暗い中に大判を起し
て︑往復四粁もある高輪の泉岳寺へ
よく連れて行った︒
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うせつす一うた

陽が洋上に鈍い光を投げかける︒

がさ

笑ひ聲やら︑歌の聲Q

九628

﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

ことは︑千年の昔から︑我が國の詩
や歌にうたはれてゐますが︑

北八は︑氣持重ささうに歌を
誰でも︑幼い時︑母や祖母に

歌ひ出しました︒

九悩9
九番8

ふのが聞きたいものですね︒

十一891濃霧がだんく薄れて︑太 五566幽 すげ笠・あみ笠・赤だすき︑ 十川6園 さあ︑そなたの其の歌とい
十一価一 オホーツク海の濃霧が薄れ
しろさうに︑歌を歌ひながら來まし

といふ歌をよんで

十一一958 兵士の一人が︑ 今日より
みたて
はかへりみなくて大君のしこの御楯

と出立つわれは

十一一962 まことによく國民の本分︑

みる︒

十擢6囹今さら︑どうして私のつた

國民一般が事に燭れ物に感

萬葉集中︑最も古いと思は

忠勇の心の躍動した歌であ

ぬ

東西の美しさを一首の中に

人麿は︑特に歌の道にすぐ

紀伊國へ行幸の御供をした

きいの

十二992

れた︒

れてるたので︑後世歌聖とた＼へら

十二989

である︒

よみ込んだ︑まことに調子の高い歌

十二989

人山の歌である︒

見えてかへりみすれば月かたぶきぬ

十二984東の野にかぎろひの立つ

ひんがし

的感激に漏ちあふれた歌が多い︒

十一一9710 萬葉集には︑かうした國民

る︒

十二979

心の躍動した歌である︒

まことに雄々しい歌であり︑忠勇の

十二978 ﹁︿略﹀︒﹂といった意味で︑

中によみ込まれた次のものである︒

やかもち
れる歌は︑︿略﹀︑大伴家持の長歌の

十二969

性の特色といふべきである︒

じて歌をよむといふのは︑我が愚民

十二967

ちの歌が︑萬葉集に多く見えてみる︒

かういふ兵士や其の家族た

軍人の畳悟をあらはした︑りっぱな

箱根山から伊豆山へ越えて行

本居宣長は︑︿略V︑我が國民

明治時代の導者であり︑歌人
おちあひなほぶみ

我等は此の歌を聲高くよんで︑

十二963

ない歌をお目にかけることが出來ま

昭和の聖代に生をうけた我等

歌である︒

る︒

ごらんなさい︑歌でも︑辮

波を子守の歌と聞き︑

どんなに多いか︒

句でも︑詩でも︑月に關するものが

十一m5

て︑

十一902図圖生まれて潮にゆあみし

ました︒

息を吹きかけたり︑歌を歌ったりし

十一4611

先生は︑其の耳に向かって

つ＼ましい心を味はひたいものであ

其の何ともいへぬ︑ほがらかな︑

十柵2

よんだ歌である︒

であった落合直文が︑元旦に門松を

十柵8

此の人にふさはしい歌である︒

精神の獲揚につとめた人︑まことに

十柵4

もとをりのりなが

やうな歌である︒

寄せてみるのが見えるといふ︑壼の

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打

十備7

歓喜を感ずるのである︒

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

十価4

せう︒

さい︒

そこへ︑一人の水夫が︑おも 十川10園ぜひ︑其の歌をお聞かせ下

た︒

五663

て︑ぽっかり浮かび上った不思議の

一夜を

土人の群が︑椰子の木かげで︑

島︒

年取7
あはれっぽい歌に合はせて︑

十一旧5 行手の道も﹁はひまつ﹂も︑
をどり明かすさうである︒

どこからか聞えて來る支那人

ひばり

雲釜の歌が︑かすんだ空にの

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

八悩2

すべて夢のやうに霧の中に薄れてゐ
右折す

る︒

﹇右折﹈︵サ変︶1

と︑

︽ース︾

うせつ・す

十23図左折して更に大鳥居を過ぎ︑

うそつき

どかに聞かれる︒

九41

うそ

︿略﹀︑静かに歩みを移せば︑参道は
﹇嘘﹈︵名︶2

又右折す︒

うそ

四鵬8園 い＼え︑天人はけっして
うそを申しません︒
﹇嘘吐﹈︵名︶1

十一387 何だかうそのやうだ︒
うそつき

三916園 お前のやうなうそっき

快いゆめ路にはいったことを思ひ出

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

此のやさしい歌に歌はれてる

さうして︑其の間に歌を作つ

もう歌どころではありません︒

お盆に白い雪を盛って︑つ
上致したいと存じてをりましたのに︒

たなくとも私の歌をそへまして︑献

十m3園

十佃7

お目にかけようと︑清少納言は︑

て紙にした＼め︑雪にそへてお后に

十伽5

ある︒

る言葉こそ︑我がなつかしい國語で

九々1

すであらう︒

には︑金のをのも︑銀のをの

ウ

歌﹇▽おお

もやることはできない︒
ウタ

ワタシガ︑ウタヲ

﹇歌﹈︵名︶4 4

みうた・みうた

うた

二371圃
ワラヒマス︒

タッテヤルト︑ イツモ︑ ニコニ
コ

カマハズウタヲウタヒナガラ︑

二67一 オヂイサンバ︑ソレニバ
イッシャウケンメイニヲドリマシ
タ︒

五185圃 鳥の歌︑ぴったり止んで︑
しばらくは︑しんとする︒

うたいだす一うち
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二67一

オヂイサン

バ︑ソレ

ニバ

九729乱丁

うさぎはうたひました︒

行

うた〜春のかすみを思ふこと切なり︒

十蘭10図 朝夕立ちこむるうすもやに︑

うち ﹇内﹈︵名︶鵬 ウチ うち 中

バ︑ソノモモ

内﹇▽おうち・おじさんのうち︒その

タ︒

バ︑

大イソギデハガキヲダシ

ナリマセゥ︒

ヤンデ︑アシタバ︑天キガヨク

ニー17圏雨ハコンヤノウチニ

コミマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ウチヘカケ

二82

ソノウチ︑太郎サン

ヲヒロッテ︑ウチヘカヘリマシ

オバアサン

何時までもおとなしく草をたべなが

疑

二人がうたがったのも︑む

カニ

ニマキマシ

ハ︑ウチヘカヘッテ︑

サルハ︑マタカキガタベ

見テヰルウチニ︑ジブン

か

ぼくのうちに︑大きなぼ

うちの子ねこは︑

はいい子ねこ︒

三226圃

んぼんどけいがあります︒

三182

マシタ︒

モ︑ヲドリタクテタマラナクナリ

二654

イムスメガアリマス︒

二465囹私ノウチニ︑大ヘンヨ

カニノウチヘキマシタ︒

ラレルトオモッテ︑ヨロコンデ

二252

タ︒

カキノタネヲニハ

ニー77

テ︑ウチヘカヘリマシタ︒

先生は︑其の耳に向かって ニー31

一郎と貞童が︑空に

︻557

うち

ある︒

る言葉こそ︑我がなつかしい照雨で

九僻1此のやさしい歌に歌はれてる

ら︑僕のそばで遊んでゐます︒

僕が唱歌を歌ふと︑北斗は︑

歌ふが如く︑

せ＼らぎの 音もまさり うたた ﹇転﹈︵副︶1 うた＼

て︑

時︑赤人が作った歌である︒

カマハズウタヲウタヒナガラ︑

三661

かはいらしい鳥がおもし

よろこびを

十二998 ひたくと寄せる潮の静か
く我を迎ふる如し︒

四川2
友だち呼んで︑にぎやか

ろく歌ってゐました︒
聖廟6圏
に︑

﹁︿略﹀︒﹂

十一4611

向かって歌った︒

十641

は︑﹁︿略﹀︒﹂

十614﹁︿略﹀︒﹂貞童が歌ふと︑一郎

も︑また我が尊い國語に外ならない︒

そこへ︑一人の水夫が︑おも 九二7此の國歌に歌はれてるる言葉

た︒

私たちは︑手に手を取って︑

息を吹きかけたり︑歌を歌ったりし
浅き夢見じ︑酔ひもせず︒﹂

﹇疑﹈︵名︶1

それがどうも放火らしく思

︵五︶3

といふ疑のある場合に︑
﹇疑﹈

五527圏

疑ふ

うたがふ

はれ︑乙が其の犯人ではなからうか

十二楓4

うたがい

と歌ふやうに言終ると︑

十二脳1

歌ったり︑をどつたりして喜びまし
さうして︑酒をつがせては︑

ました︒

た︒

天質V︒﹂と一人が歌へば︑み

うたが・う

背中の弟まで︑何時の間にか

みんながついて歌ふ︒

︽ーツ・iフ︾

七個6

蕃人は︑そろく呉鳳の心を
しかし︑最近になって︑これ
を疑ふ人もありました︒

九655

疑ふやうになった︒

八166

りではないが︑今聞いた通りである︒

七重2

んながついて歌ふ︒

七倒5

ひました︒

七84

私も雪子さんも︑一しょに歌

しきりに飲んだり︑歌ったりしまし

六295

た︒

五741

しました︒

うれしさうに歌ったり︑さわいだり

五693

谷川を下りながら︑みんなは︑

しろさうに︑歌を歌ひながら來まし

五663

お話したり︑歌ったり︒

九伽10

イッシャウケンメイニヲドリマシ

︽ ー ッ・ーハ・ーヒ・ーフ・

タ︒

な音︑鳴きながら飛んで行くつるの
羽ばたきまでが聞かれるやうな感じ
憶良は︑︿略﹀︑人間に封ず

のする歌である︒

十二㎜2

る愛の心に富み︑其の方面で特色あ
此の歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

る歌を多く残してみる︒
十一一㎜3

のであって︑後人をして奮起せしめ
るものがある︒

小野老の歌である︒

をぬのおゆ

十二㎜11

るやうに︑萬葉集の歌は︑まことに

十二湿8 以上塞げた歌でも大羽わか
雄大であり明朗である︒

﹇歌出﹈︵五︶2

大であり明朗である︒

︽ーシ︾

歌ひ出

十二槌8 萬葉集の歌は︑まことに雄

す

うたいだ・す

歌ひ出しました︒

七83 にいさんが﹁我は海の子﹂を

歌ひ出しました︒

九二9 北八は︑氣丹心ささうに歌を

歌ふ

うた・う﹇歌﹈︵四・五︶23ウタフう
たふ

ソ レヲ心心ノ木ノエダ

きげんがなほつて︑﹁︿略﹀︒﹂と歌つ

二94

1へ︾n▽おうたう
ニツルシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トウタヒ

た︒

や歌にうたはれてゐますが︑

ことは︑千年の昔から︑我が國の詩

ワタシガ︑ウタヲ ウ 九628 ﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

マシタ︒

二372圃

ワラヒマス︒

タッテヤルト︑ イツモ︑ ニコニ
コ
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うち一うち

コンナコトヲ何ベンモ

持ってかへって︑うちの

たから物にしょうと思ひます︒

四価1囹

たから物にしよう︒

四馬8園持ってかへって︑うちの

終二近ヅイテ來マス︒

クリカヘシテヰルウチニ︑冬ガ

三235圏 うちの子ねこは︑ か 四二4
はいい子ねこ︒

三253 子蛙は︑あわててうちへ
かへりました︒

三925オヒルカラ︑私ハ︑正雄サ
ンノウチヘ アソビ ニ行カウ
ト思ッテ︑外へ出マシタ︒

ました︒

い︑美しい尾を︑扇のやうにひろげ

三932フト見ルト︑チャウド正 五366 しばらく見て居るうちに︑長
雄サンノウチノ宮島︑自動車
ガ止ッテヰマシタ︒

五餌2

キノフカラ︑ウチノ騒が上り
うちへかへって︑えんがはに

始メマシタ︒

五532

しまひました︒

六643

これまでうちに居た牛は︑

︿略﹀︑まことに美しい牡牛でした︒

六678園私のうちでは︑此の牛を︑
うちの者同寸にして︑かはいがって
居たのですから︑

六678園私のうちでは︑此の牛を︑
うちの者同様にして︑かはいがって
居たのですから︑

或朝︑まだ暗いうちに︑城中
から討って出て︑どっとときの聲を

六759

ると︑

に穴をあけた大きなへうたんや︑古

六884

うちの雀の宿といふのは︑横

よいのにと思って︑裏庭へ行って見

六佃2

時隔日︑敵ノ港ノ内ヘシノン

デ行ツテ馬不意二敵ノ軍艦ヲオソフ

コトモアル︒

くすのきまさしげ

六伽5園きのふ上げたゑはがきの中

にある楠木正成の銅像は︑此の廣

場のうちにあるのだQ

の高さと其のかげの長さとが︑ちや

七301そこで僕は︑一日の中に︑物

うど同じになる時があるに違ひない

と考へた︒

に︑午前と午後に一回つつあるので

とが︑同じになることは︑一日の中

七321囹物の高さと其のかげの長さ

ど同じになった︒

四132 ぼくがべんきゃうしてる 五475圏私どもは︑︿略﹀とちゆう
あげた︒
七312 さうする中に︑思った通り︑
ると︑くつの音がして︑だれ
棒の長さとかげの長さとが︑ちやう
で一休して居るうちに︑つい眠って
六878 早く︑うちの雀の宿に來れば
かうちへはいって來ました︒

四473 川一ツコエテ向カフノ
村二︑ヲヂサンノウチガアリ
マス︒

六43

しばらくすると︑門の内から︑

天皇は︑御心のうちに︑をか

一人の女が出て和ました︒

五伽7

勉強するつもりだ︒

います︒

けしき

ものなどを下さった︒

る中に︑おかあさんが︑枝豆やくだ

火事は︑をぢさんのうちの 七囲9此の美しい景色に見とれて居
方角だから︑わたしは見まひに行き

た︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ふおかあさんの

たかなわ

せんがく

十二人の中︑十一人まではあ

りましたが︑あとの一人がありませ

八356

よく連れて行った︒

て︑往復四身もある高輪の泉岳寺へ

七桝3

父はうす暗い中に大將を起し

お聲がしたので︑みんな内へはいつ

七槻5

をぢさんのうちの方角と旧い 七二3園 もう内へおはいり︒
翌朝︑おかあさんに呼起され

ゆふべの火事で︑をぢさんの

と僕のうちにいらっしゃいね︒

六993園をばさん︑これから︑ずつ

うちも溶けてしまったのださうだ︒

六961

んが︑うちに斯て居られる︒

て目をさますと︑をぢさんやをばさ

六958

て︑僕は恐しくなった︒

六934

ます︒

六929圏

とです︒

四476 ヲヂサンノウチデハ︑庭
す︒
いつりどうろうなどで︑
腰をかけて居ると︑川で︑誰かあそ
一パイモミガホシテアッテ︑足
んで居るらしい︒
六896 うちのおちいさんの子供の時 二足2園 今年は︑私のうちへ︑まだ
ノフミバモナイクラヰデシタ︒
から︑もう︑これがあったといふこ
五867 心中は︑毎朝︑涼しいうちに
税金の通知が來て居ないやうでござ
デ︑

四48ーウチノ人ハミンナルス

一羽かってありました︒

四 5 4 2 私 のうちに︑山がらが

しいなとお思ひにはなりましたが︑

今日は︑うちの蒲刈だ︒

其の願をお許しになりました︒

六212

二つの筒を︑のばしたり︑
はっきりした︒

ちゴめたり︑かげんして居るうちに︑

六534

居ました︒

女がまじって︑かひがひしく働いて

どこに 六287 其のうちに︑一人の美しい少

四551 どんなにかないたのでせ
うが︑うちのものは︑朝まで
お前のうちは

知らずにゐました︒

四914園
ある︒

四佃4囹良雄︑うちでもそろく
始めるかね︒
四悩2圏 福は内︑鬼は外︒
四価8囹 鬼は内︑福は外︒

うち一うち
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ん︒

八454 やがて︑うばをも呼んで︑三
人は其の夜を涙の中に明かしました︒

九月に二歳駒の市が罹るとい

ふので︑八月に北斗をうちへ連れて

九梱7
節りました︒

ぐんさう

かたはらにありし内田軍曹

に寝たる夜は夢のうちにも花ぞ散り
ける

きれいに作ったしば垣の内

の僧庵に︑折から夕日がさして︑西

そうあん

十一167

通謀の中に天子が恭しく祈られたと

十ニー92 諸官が威儀を正して列なり︑

三千人の弟子の中︑顔回ほ

いふ夜明前の神秘な儀式が︑

十二305

ど其の師を知り︑師の教を守り︑師

御身の弟子の中︑最も學

の教を實行ずることに心掛けた者は

なかった︒

時々女の子たちが出たりは

側はみすが上げられ︑

十二413圏

十一173

白い着物の上に山吹色の着物を重ね

を好む者は誰か︒

いったりして遊んでみる中に︑︿略V︑

てかけ出して來た女の子は︑

中には︑關八州の大名・小名星の如

宣長はまだ三十歳齢り︑温

石で積上げた幾多の金字

君︑今夜うちへ來ないか︒

園みの解けんは二三日

東西の美しさを一首の中に

江戸城は︑︿略﹀わっか二

うち ﹇打﹈﹇▽くれうち・ねうち・ひう

の約が成立した︒

回の匹見で︑しかも談笑の中に開城

十二鵬4

い︒

耕すことを古しみとしてみるのが多

かの耕地を持ち︑︿略﹀︑ 一日それを

十一一偽2 彼等の中には︑郊外に幾ら

である︒

よみ込んだ︑まことに調子の高い歌

十二988

のうちにあらん︒

十二768図囹

ら登ると七階であった︒

だんく話をしてみる中に︑ 十二697 外観五層の大天守は︑内か

でござる︒

ばかりも引いて下さらぬかといふの

十二5810圏 いや︑十両のうち︑ 一高

はもう都ぢや︒

とかく申すうちに︑これ

く居並びたり︒

三十八隻の中逃れ得たる

のうちに引取って養はれることにな

十一鵬5園

て︑

が忽ちの中に出來上った︒

十一㎜⁝5

夜間ながら︑見事な編隊群

ちではもう縁先に望遠鏡をすゑ附け

十一悩2

行ってみると︑正雄君のう

まれます︒

中に過ぎて︑しきりになごりが惜し

今日まで殆ど退屈するいとまもない

十一塒10囲長いと思った欧洲航路も︑

塔の中︑一番大きいのは

十一欄8囲

を知って︑非常に頼もしく思った︒

眞淵は宣長の學識の尋常でないこと

十﹇716

自修のひらめいてみる少壮の學者︒

和な人となりのうちに︑どことなく

十﹇714

もの巡洋艦以下数隻のみ︒

十︻595図

つた︒

さう言はれてみると︑清少納

やどりして春のやまべ

十二547園

ぐらし︑韓信は外に兵を用ひて︑何
り︒

十㎜10園

たが︑

言も︑﹁︿略﹀︒﹂と心の中に思ひまし

十重6

には︑きっと消えるでせう︒

いくら長くても︑今年の中

れも大功を立て︑名を後世に輝かせ

十975図張良は内にはかりごとをめ 十一219 不幸な紫の君は︑源氏の君 十二511﹇図 幕︑張廻らしたる陣鶯の

入れて介抱す︒

かいはう

は︑急ぎ中佐をざんがうの内に助け

九鵬6図

ラが物すごくうなり出した︒

見合はせて笑ってみる中に︑プロペ

八548夜の明けぬ中から︑北の方で 九戸2 見送りの人と︑窓越しに顔を
銃聲が聞えまし た ︒

八717 ガリレオは︑急いでうちへ婦
りました︒

八992図 心の中に思ふやう︑萬一射
損ずるならば︑弓切折りて自害せん
と︑かくごをき め て ︑

十五萬が日本人 で ︑

画風9 ハワイの人口約三十八萬の中︑

九210 かうなっては︑とてもうちに
じっとしてゐられない︒

九127 いろくの形の滑走機を作つ
て試験をしてみる中︑翌年の夏︑百
米以上も空中を滑走することが出來
ました︒

清少納言は嬉しくなって︑心

の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と一心に祈りまし

十槌6
た︒

九256 ねぢは︑︿略﹀などと考へて
みる中に︑ふと自分のことに考へ及

清少納言は︑まだ暗い中に︑
ぼん

使の者に大きなお盆を持たせて︑

十柳1

んだ︒
せいとん

九356 敷分の中に︑艦内はすっかり
整頓する︒

蒸氣機關が出來たのは︑二三

﹁︿略﹀︒﹂と言ひふくめてやりましたQ

百年も前の事であったが︑初の中は︑

十鵬7

︿略Vに使用されるに過ぎなかった︒

した︒

九833 尼子の奮臣は︑涙の中に四散

が來て︑野山の草木が枯れる頃︑五

二本の門松の中︑其の︻本を

十一62図圃

味で︑

本を以て親の長壽を祈らうといふ意

以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑其の︻

十重8

九百4 さうして︑長い夏も過ぎ︑秋
箇月ぶりでうちの馬屋へ連れて蹄り
ました︒

九捌3 何時の頃からか︑北斗は︑清
君のうちの子馬の青と冠そう仲好し
になりました︒
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うち一うちじゅう

﹇打合﹈︵五︶1

打合ふ

﹇討﹈←いっきうち・だましうち

ちいし・ひとうち・ものうち
うち

︽ーッ︾

うちあ・う

十一悌10 しかし︑日本刀は︑たゴ切

﹇打掛﹈︵下二︶3

︽ーク︒ーケ︾

うちか・く
く

打ちか

くまで
敵は船中より熊手を以て︑

義纒のかぶとに打ちかけ打ちかけ︑

八慨1図

︽ーケ︾

﹇打掛﹈︵下一︶1

盛に大砲を打ちかく︒

かける

うちか・ける

あの野景の狭間から撃ちか

﹇打勝﹈︵五︶1

うちかつ

外側を廻って居るものも︑
内側を廻って居るものも︑揃って同

内側に居るものは︑ゆつく

時に進んで居るだらう︒

八蜘6園

それで︑ちやうど内側も外

りと動いて居る︒

八寸7囹

打ちか

白雲にはね打ちかはし

﹇打交﹈︵四︶1

側も揃って進めるのだ︒
うちかわ・す

︽ーシ︾

十一611図囲

はす

飛ぶかりの数さへ見ゆる秋の夜の月
﹇打興﹈︵サ変︶1
打興ずる ︽ーズル︾

うちきょう・ずる

十二248

小鳥を止り木に止らせたり

して︑村外れの楊柳の陰に集り︑日
打首

天下を騒がした者は︑たとひ

﹇打首﹈︵名︶1

暮れまで其の鳴かしくらに打興ずる︒
うちくび

十僻6

﹇打比﹈︵名︶1 うちくら

武士でも︑普通ならば打首である︒
うちくら

1打煙る

みんなで︑つgみの
﹇打煙﹈︵五︶

うちくらだ︒

四384圃囹

︽ール︾

うちけむ・る

沈メルコトモアル︒

ソレデアルカラ︑敵ノ軍艦ヲ

打沈メルマデノ苦心ハ︑ナカく一

六梱5

通りデハナイ︒

うちしたが・える ﹇打点﹈︵下一︶1

熊襲のかしら︑川上たけるは︑

うち從へる ︽1へ︾
くまそ

百合若はうち死をいた

うち死

力のあるにまかせて︑四方をうち從

六274

へ︑

四M1園

うちじに ﹇討死﹈︵名︶1

の力で︑敵をすっかり追ひは

しましたから︑私たちきゃうだい

うちじに・する﹇討死﹈︵サ変︶2討

らってまみりました︒

敗走する敵を全速力でふみにじって
打込む

十二85職
2火に打煙る戦場を後に︑

﹇打込﹈︵五︶3

進むのだ︒

うちこ・む

九866

さしもの尼子勢もへとくに

死する ︽ーシ︾

疲れ︑多くの勇士は︑むざんや枕を

相手はばかにすばしこいや

︽ーム︒ーン︾

つで︑立上るが早いか︑いきなり打

打

幕臣には又︑三百年の薔恩

める ︽ーリ︾

ケフノオ書頃ハ︑ウチ中︑目

ガマハルポド︑イソガシウゴザイマ

五54一

うち中

うちじゅう ﹇内中﹈︵名︶3 ウチ中

たる

なりぬらん散りくる花もうちしめり

十一43図圃

よし野山みさ＼ぎ近く

うちしめ・る ﹇打湿﹈︵四︶1 うちし

がみなぎってみる︒

れば︑いさぎよしとしないやたけ心

を思って︑主君の馬前に討死しなけ

十二鵬4

ばくしん

並べて討死した︒

三四十米まで近づいた時︑砲
刀工が刀を鍛へるに當って

﹇打沈﹈︵下一︶3
グンカン

︽ーメ・ーメル︾

僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ

又︑弱イ敵二封シテハ︑水上
三伴カンダマ・デ︑大砲や魚雷デ打

六二5

アルガ︑

行ツテ︑魚雷デ打沈メテシマフノデ

來ルトコロヲ︑モグリナガラ進ンデ

六白9

沈メル

うちしず・める

て︑一槌々々精魂を打込むのである︒

ひとつち

は︑︿略﹀︑ひたすら清らかな心を以

十一棚8

手は二番もりを打込んだ︒

十指6

込んで來た︒

あらゆる欲望にうちかって︑ 七三5園

禮を實行ぜよといふのである︒

十二376

︽ーッ︾

うちか・つ

つたものではない︒

けられ射すくめられては︑全くたま

十二674

撃ち

敵はこれを見て︑三方より

義纒のかぶとに打ちかけ打

引倒さんとす︒

詩話1図

打出す

九捌10図

味がよいばかりではなく︑打合って

打當

ちかけ︑

クチ ク カ ン

﹇打当﹈︵下一︶1

折れず曲らぬところに大なる優秀性
がある︒

︽ーテ︾

うちあ・てる
テル
パクライ

六伽8 足ノ早イ駆逐艦二︑打点テラ
レタリ︑爆雷トイフモノヲ投ゲコマ

﹇打出﹈︵四︶2

レタリスルト︑ハナハダケンノンデ
アル︒

うちいだ・す
︽ース︾

九樹1図 敵は山によりて陣地を固め︑
盛に弾丸を打出す ︒

打落す

八糊3圏

十一573図 沈着にして熟練なる我が うちがわ ﹇内側﹈︵名︶3 内側
無罪の打出す砲揮は︑よく敵艦に命

﹇打落﹈︵五︶1

若して︑箇々火災を起し︑黒煙海を
おほふ︒

うちおと・す
︽ーシ︾

十﹁欄7 馬の平首を手綱諸共に打落

うちを

した話など︑日本刀の鋭利を物語る

︽ーリ︾

﹇打踊﹈︵五︶1

言説は数へるにいとまがない︒

どる

うちおど・る

七㎜4圏 草も木も︑ うれしげに
ひごひ
うちをどり︑ 池の緋鯉は 喜び勇
む︒

うちそよぐ一うちまもりいる
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シタ︒

さうして︑あわてふためい

て打出す敵高射砲弾をしり目に掛け

十一研6

六684 ばくらうが牛を連れて回りか

ながら︑機翼を連ねていうく蹄途

打出の小槌は︑それで何でも

打出

についた︒

﹇打出﹈︵下一︶2

けると︑うち中の者は︑みんな︑門
うちだ・せる

口に立って見送りました︒

七難2 三度只々の食事に︑必ず其の
八価5

せる

︽ーセ・ーセル︾

きらひな物ばかり出して︑大將がな
ほしい物が打出せるといふことです︑

八鵬6 めいくの持ってるる打出の
小槌から︑新しいのが幾つでも打出

打ちそ

れるまで︑うち中の者がそればかり
﹇打戦﹈︵五︶1

たべるやうにした ︒

うちそよ・ぐ
せます︒

︽ーイ︾

打立

十一腿6 廣い境内に植込まれた木々
﹇打立﹈︵下一︶1

︽ーテル︾

朝臣の中には︑あくまで徳

小槌

三587

ウチデノコヅチモ︑ワスレ

ら︑同じ打出の小槌を︑幾つも幾つ
も打出したらどうでせう︒

めいくの持ってるる打出の
小槌から︑新しいのが幾つでも打出

八鵬5

かうなると︑打出の小槌は︑

せます︒

八価6

まるでねだんのない物になってしま

ちやうど世界中の人が︑皆打

ふかも知れません︒

八佃7

出の小槌を持ってるるやうなもので
す︒

ちやうど打出の小槌が︑ただ

一つしがなければ︑何億圓といふ高

八川6

いねだんでせうが︑

︽ーケ︾

くる

神風の伊勢の内外の宮柱

我はた＼

昨日の敵は今日の友︑

︽ーッ・ーラ︾

どうぞ︑鬼をうち取って︑

名を械木工介勝盛と改め︑

うちの子ね

現れ出た狼を︑丁番が討取

︹隠名︺2

韓信︑しばらく其の顔をう

てまたをくgる︒

ちまもりみたりしが︑やがて腹ばひ

十972図

うちまもりみる ︽ーヰ︾

うちまもり・いる ﹇打守居﹈︵上一︶1

めて猛烈に撃ちまくる︒

十二838

次から次へと︑新な敵を求

うちまく︒る ﹇撃捲﹈︵五︶1 撃ちま

三目10九うちの子ねこ
三225九うちの子ねこ

こ

うちのこねこ

つた︒

九824園

折もあらば鹿介を討取らうと思った︒

九782

たらぎおほかみのすけ

私たちをお助け下さい︒

四635囹

討取る

うちと・る ﹇撃取﹈ ︵五︶3 うち取る

へっ︑彼の防備︑

語る言葉もうちとけて︑

十905図圃

く

うちと・く ﹇打解﹈︵下二︶1 うちと

ゆるぎなき世をなほ祈るかな

十39図圏

オニノワスレタウチデノ うちと ﹇内外﹈︵名︶1 内外

テニゲテ行キマシタ︒

三59一

﹈ヅチヲ見ルト︑オヒメサマハ︑
﹁︿略V︒﹂トイッテ︑大ソウヨロコ
ビマシタ︒

チデノコヅチヲブリマシタ︒

三60ーオヒメサマハ︑サッソクウ
昔︑鬼が持ってるたといふ打
出の小槌を︑もし人間の世界へ持つ

こづち

八脳8

打出の小槌は︑それで何でも

て來たとすれば︑どうでせう︒

八価4

其の上︑打出の小槌は︑お話

ほしい物が打出せるといふことです︑

八鵬7

に聞くだけで︑我々の手にはいらな

ところで︑此の打出の小槌か

い︑非常に珍しい物だからです︒

八寸1

からくつがへして︑新日本を打立て
打ち

ら︑同じ打出の小槌を︑幾つも幾つ

﹇打付﹈︵下一︶2

打附ける

︽ーケ︾

つける

打出の

ところで︑此の打出の小槌か

も打出したらどうでせう︒

打出の小槌

八号1

そこで︑考へた家主は︑厚い

此の時コロンブスは︑こつん
もなく立てて申しました︒
打績く

と卵の端を食卓に打ちつけ︑何の苦

八伽5

てしまった︒

板に書いて︑しっかりと釘で打附け

七川2

うちつ・ける

ることが出営ないとする硬論がある︒

川を討たなければ︑武家政治を土皇

十二商2

てる

うちた・てる

よぐ

打倒す

は︑内地で見られぬ新鮮な緑を着け
﹇打倒﹈︵四︶1

て打ちそよいでみる︒
うちたお・す
︽ーサ︾

氣を失へり︒

ぐんさう

﹇内田軍曹﹈︹人名︺1

九悩1図 二人は︑一度に打倒されて

ぐんさう

うちだぐんそう

内田軍曹

九旧5図 かたはらにありし内田軍曹
かいはう

︽ーシ・ース︾

うち出す

は︑急ぎ中佐をざんがうの内に助け

打出す

﹇打出﹈︵五︶5

入れて介抱す︒

うちだ・す
打出ス

﹇打続﹈︵四︶1

やがて打瞬く松並木の間
にぬかつく︒

ウチデノコヅチ

うちでのこづち

﹇打出小槌﹈︵名︶12
こづち

を過ぎて境内に入り︑先づ拝殿の前

十二44図

︽ーク︾

うちつづ・︿

四404魍月にうかれて︑腹つゴみ︑
ギヨライ

ぼんぽこ︑ぼんぼこうち出した︒

六佃2 魚雷ヲ打出ス時ニモ︑此ノ目
デ︑ネラヒヲ定メルノデアル︒

八鵬2 ところで︑此の打出の小槌か
ら︑同じ打出の小槌を︑幾つも幾つ
も打出したらどうでせう︒

十一鵬8 敵が高射砲を打出したのだ︒
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うちゅう一うっかりする

うちゅう

うちう
﹇宇宙﹈︵名︶1 宇宙
うちう

打寄す

同じやうな天膿が殆ど敷へ切れない

十二価4 廣いく宇宙には︑太陽と

﹇打寄﹈︵下二︶1

程存在する︒

うちよ・す
︽ースル︾

十二83図 なぎさに立ちて昔をしの

打寄

べば︑︿略﹀︑打寄する波の音さへ何
事をか語るに似たり︒
﹇打寄﹈︵下一︶2

︽ ー セ ・ t セル︾

うちよ・せる
せる

十備6 箱根山から伊豆山へ越えて行

たれて︑ちりぐに逃げてしまった︒

くらのすけ

利を討って︑御威光を昔に返してお

成人したら︑一日も早く毛

九766囹

一老人怒りて林藏の頭を

此の大自然が展開する景観

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒
十一枷7

十一977図

打つ

笑ひて行過ぎしが︑やがて立ちもど
うつ

り︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひすてて去れり︒

くれ︒

う︒つ ﹇打﹈︵四・五︶18

に打たれて︑僕等は殆ど一種の興奮

︽ータ︒ーチ・ーッ・ーツ︾﹇▽あい

討つ

らうし

らかうづけのすけ

朝臣の中には︑あくまで徳

かれは﹁慶喜討つべ

十一一槌4 徳川を討たねば止まぬの硬

し︒﹂と叫び︑

十二鵬5図園

ることが出來ないとする硬論がある︒

からくつがへして︑新日本を打立て

川を討たなければ︑武家政治を土皇

十二搦1

仇︑吉良上野介を討って︑

き

始め四十鯨人が︑亡君淺野内匠頭の

たくみのかみ

赤穗の浪士︑大石内藏之助を

あかほ

十悩4
きやうだいは︑たゴうつと

りとして感に打たれてみる︒

十一籾1

を感ずる程であった︒

大ぜいの神様は︑手をうつて

うつ・なげうつ・なみうつ

五64
お喜びになりました︒

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや 十一欄2 ﹁︿略﹀︒﹂僕が思はず叫ぶと︑
正雄君が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あひっちを

五324

つたので︑みんな︑手をうつて喜び

ひげきり

源家の居室髪切の太刀は︑

︿略﹀︑物打から切先へかけ

論を持する朝臣たちも︑此の御文を

撃つ

私たちは辞観して望ましたが︑

うつ

ての輕やかな線︑それらをひつくる

﹇撃﹈︵五︶2

ません︒

どこで大砲をうつて居るのかわかり

八563

︽ーッ・ーツ︾

う・つ

辞嬉してひとしく泣いた︒

討つ

あた＼かい御飯の湯氣が︑
うつ

幸福に私たちの顔を打つ︒
﹇討﹈︵四・五︶9

の勅をかうむり︑こ＼へ來たのだ︒

に從ひ申さぬによって︑汝をうてと

フ︒

ウツカリソレニ引ツカ・ルト︑

うっかり︒する

ゆだ

そのうちに︑うっかりして︑

﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんな

四価7

︽ーシ・ースル︾

うっかりするな︑

る うっかりする

︵サ変︶3 うっかりす

魚ノヤウニ︑生ケドリニサレテシマ

霞草2

うっかり ︵副︶一 ウツカリ

六318囹汝︑恐れ多くも︑朝廷の仰 十二894囹 早く直して撃つんだ︒

︽ータ・ーッ・ーツ・iテ︾■むかえうつ

う・つ

十二四9圃

るが︑

めた全膿の美しさに先づ心は打たれ

十一㎜2

名があり︑

首を打つに髪までも切れたので此の

十一柵3

打つやうに言ふ︒

不意を討たれて︑平家の軍

ました︒

八338図

平家の軍は逃場を失ひて︑

は︑上を下への大さわぎ︑

八346図

後のくりから谷に︑なだれを打って

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打
落入りたり︒

露に打た

寄せてみるのが見えるといふ︑書あ

今朝もしっとり

やうな歌である︒

八623魍

どたう

十一桝8国 先づ壮大な防波堤に打寄

敵は果して不意を討たれ︑

ランプが一回動くのに脈が二

次の動きにも脈は二つ打ちま

つ打つと︑次の動きにも脈は二つ打

八712

散りぐに逃行きたり︒

あわてふためきつ＼船に乗りて︑皆

八678図

うつぶした花の重さ︒

れて︑

うちは
うちは 團扇

せる敷丈の怒濤に︑誰もが驚の目を
﹇団扇﹈︵名︶2

みはりました︒

うちわ

五392 時々︑ふはくとそれを動か
しますと︑ちやうど︑大きなうちは
であふぐやうです︒

八712

ちます︒

十一研1 ほえる者︑叫ぶ者︑かみ合
うちは
ふ者︑ころがって團扇のやうな尾を

熊襲をうつて︑都へおかへり
になった日本武尊は︑其の後︑東の

六334

國の悪者を平げよといふ勅を︑お受

後にはかすかにゆれるだけで
すが︑それでも一回の動きに︑やは

それが︑又前後から官軍に討

んをするな︒

傍耳︑まだ暗いうちに︑城中 四731圏

けになりました︒

六795

あげた︒

から討って出て︑どっとときの聲を

やれ打つなはへが手をす 六759
そばでは︑母が娘を相手にき
ぬたを打ってるる︒

十672

る足をする

九483図画

り脈は二つ打つといふぐあひでした︒

八716

す︒

打

打笑ふ

一日の勢苦を︑美しい鳴き

︽⁝レル︾

﹇打忘﹈︵下一︶1

振る者︑それはそれは大事である︒

忘れる

うちわす・れる

十二249

﹇打笑﹈︵四︶1

聲に打忘れるのである︒
うちわら・う
︽ーヒ︾

十941図老人足にてこれを受け︑打

うっかりもの一うつくしい
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がどっと笑ひました︒
十﹇佃6 昨日の雨でじめくして︑
うっかりすると足が滑る︒

うっかりもの ︵名︶1 うっかり者

︽ーシ

十一186囹 うっかり者だから︑つい
美し

ゆだんをして逃したのでせう︒
﹇美﹈︵ 形 ︶ 4

ウ・ーシキ・ーシク︾

うつく・し

八974図 折しも美しくかざりたる船
一さう︑平家の方より漕出す︒

十365図圃 何着ても美しうなる月見
かな

十二価11図 古の奈良の都は︑如何に
美しく︑如何に盛なりしそ︒

美しい

太古以來の歴史と結び文學と結びて︑

十二柳5図 愛すべく美しき山野は︑

﹇美﹈ ︵ 形 ︶ 9 1

感いよく深し︒
うつくし・い
︽ーイ・ーカッ・ーク ︾

三823その手には︑美しい金の
を の が ︑ きらくと光ってゐ
ました︒

銀のをのを持って︑出て來ま

三832 さうして︑今度は美しい
した︒

三904その手には︑美しい金の
を の が ︑ きらくと光ってゐ
ました︒

七伽8此の美しい景色に見とれて居

けしき

くなって︑三月ほどたつと︑十

る中に︑おかあさんが︑枝豆やくだ
今︑美しいテープの投合ひの
何千本のテープの美しいみだ

片端から切れて行くテープは︑

しかし︑あの美しい︑はなや

ゆれ出しました︒

美しい束になって︑船べりに大きく

七柵1

も見えず何も聞えません︒

れと︑萬歳湛々の叫び聲に︑もう何

七七4

最中です︒

七梛4

五六ぐらみの美しい娘になり
一

ものなどを下さった︒

そこには︑美しい草が

ました︒

四川1

めんに生え︑かはいらしい鳥が
おもしろく歌ってゐました︒
しばらく見て居るうちに︑長

い︑美しい尾を︑扇のやうにひろげ

五367
ました︒

美しい畠や︑田や︑静かな村

が績いて居ました︒

五717

七襯1

殊に美しいのは︑﹁ハワイの

い都市である︒

花﹂といはれるハイビスカスの花で

八梱5

ある︒

さうして︑赤や︑黄や︑緑の

何ともいへない程美しい物がはいつ

八塒8

緑色のすき通るやうな鰯手が

て居ました︒

八燭3

菊の花のやうに美しい﹁いそぎんち

︿略V︑星形で︑赤や青色をし

やく﹂だの︑

八衙1

てるる﹁ひとで﹂だの︑どれもこれ

も︑目のさめる程美しい物ばかりで

水を汲まうとして︑ふと井戸

かな出帆の光景は︑もうどこにもあ

五日2

の中をのぞくと︑美しい神様のお姿

した︒

頼朝は一目見た上でと︑萬壽

日が落ちて︑西の空は夕ばえ
ダイヤモンドは︑血石の中で

此の間︑たゴ水と空ばかり眺

めいく首にかけた花の首か
ホノル・は︑ほんたうに美し

高崎を過ぎる頃から︑遠山の

きっと港の景色が︑高い建

美しいのは果物屋で︑見る

湖岸の大通や︑公園の眺は︑

ところでかういふ深山へ︑ち

此の色の美しい佛法僧は︑書

昭和十年の六月の或夜︑

﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の聲の實

九664

たゴ﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

の間盛に高い木から木へ飛んで︑

九656

い程美しい鳥が來ます︒

やうど同じ五六月頃︑日本では珍し

九642

さすがに美しいと思ひました︒

九584圃

うに積まれてゐます︒

からにおいしさうな果物が︑山のや

九538国

のやうに見えます︒

物の間や美しい町の上などに︑六書﹁

九511国

姿が美しくなった︒

八捌7

たかさき

りませんでした︒

八伽一

ざりが︑目立って美しくみえる︒

八帽2

思はれる︒

都市が︑まことになつかしいものに

めてみた身には︑島上の此の美しい

主席3

すから︑誰でもほしがります︒

も一番かたくて︑光澤の美しい物で

八柳4

が一きは美しい︒

八509

上品に見えましたので︑

を呼出しましたが︑顔も姿も美しく

八363

でわかったことと思ひます︒

八209困

なみき
町の建物は西洋風で︑並木
ゑ はがき
の美しい有様は︑お送りした絶葉書

が︑すみきった水にうつって居ます︒

其のうちに︑一人の美しい少

女がまじって︑かひがひしく働いて

六287

これまでうちに居た牛は︑

居ました︒

六644

見ると︑まん中の鉢に︑美し

︿略﹀︑まことに美しい牡牛でした︒

六鵬8

いチューリップの花が一つ︑につこ
り笑ったやうに咲いて居ます︒

こ＼ばかりは︑寒い冬も知ら
ないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑紫

下描8

並ぶ

雲もない空には︑月が美しく

に︑美しく照りはえて居ます︒

七361

夜のあかりに美しく

輝いて居た︒

七374圃

美しい空である︒

お菓子屋おもちゃ店︒

た︑そのこてんは︑目もまぶし

七伽5

鏡のやうな月が︑森の上に美

三M6美しい玉や貝でかざつ

七伽7

しい姿を現した︒

いほどきれいです︒

四293この子は︑ずんく大き
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うつくしい一うつくしい

況が︑ラヂオで放送され︑全國の
人々が︑其の美しい聲を聞きました︒

九667 さうして︑其の飼ってみる鳥
といふのは︑あの色の美しい鳥とは
﹁ブッポ ウ ソ ウ ︒ ﹂ と 鳴 く 聲 は ︑

全く違ったものでした︒
九681

何といっても美しい︑深みのある︑
神秘的な聲です︒

九922七月になって︑夜の空に星が
美しく見えるやうになった︒

九971 問もなく︑僕の心は︑本の中
の月や星の美しい世界へ飛んで行つ
た︒

松葉ぼたんの美しく咲いてみるのが︑

九989 日まはりや︑ほうせん花や︑
其の枝越しの庭に見られた︒

九993 晴れた夜︑空を仰ぐと︑たく
さんの星が︑まるで耳石をちりばめ
たやうに美しく輝いてゐます︒
ひしゃく

ちりめん

よく見ると︑海上一面の波は

のやうに美しい︒

九励7
ご

ま

美しい縮緬であり︑鮎在する漁船は
あの美しいたくさんな松も︑

無敷の胡麻粒である︒

九旧6
二列か三列に並んで生えた川原よも
やまと

ぎとしか見えない︒

大和平野が︑檜のやうに美し
何千ヘクタールもある平な

くかすんでみた︒

九㈱3
十286園

椰子細工の面︑美しい貝

耕地は︑見渡す限り美しい甘庶畠で︑
かひ

がら

十348国
ごくらくてう

はくせい

殼・珊瑚の類から︑たいまい・とか

下葉は︑折から美しく色づい

げ・極監製の剥製まで︑

十434

たゴこれだけで見ても︑約

落着いた︑美しい形である︒

てるた︒

十割7

十一163

如何によく人間を生きくと︑美し

九百年の昔に書かれた源氏物語が︑

く︑細かく篤し出してみるかがわか

九㎜9 どこか其の邊の空に︑柄杓
のやうな形に連なった︑美しい七つ

るでせう︒

あま

切揃へた髪が︑ともすると

の星を探すことにしませう︒

十一177

扇のやうに廣がつて︑肩の邊にゆら

九鵬8 天の川が︑夏の夜空に銀の砂
子を美しくまき散らしてみるのが見

く掛るのが目立って美しく見える︒
とたんに︑美しい髪がはら
木々の梢がぼうっとかすん

がくぶち

まるで南大門といふ額縁に
はめ込んだ美しい壼だと私は思った︒

十一259

ほ﹂ゑんでみる︒

でるる中に︑とりわけ紅梅が美しく

十一2410

くと前へこぼれか＼る︒

十﹇214

られます︒

市街は︑何とまあ︑整然とあざやか

九㍑3 それにしても︑空中から見る
に美しいものであらう︒

らう︒

九国10 何といふ美しい濃い青さであ
こはん

すべてが玩具のやうに小さく︑玩旦ハ

九欄3 湖畔の家︑道路を走る自動車︑

十一2810

日本に二つとない美しい塔

そこに現れた諸佛・諸尊の

がこれである︒

十一323

御姿は︑極めて生きくと︑自由に︑
其のすかしぼりの金物の下

美しくも尊くも辞される︒

十一329

に︑玉轟の羽が敷並べられ︑其の美
しい光彩が︑金色の金物のすかしを
通して見られたのであるといふ︒

廻廊・殿堂に園まれた中庭
にある夢殿は︑我が國で一番美しい

十一336

八角二面だといはれてみる︒

絶景は快く開けて︑水上に
も
美しい中島を望み︑封岸に秀麗な藻

十一822

﹁しらかば﹂や﹁な＼かま

琴山を仰ぐ︒

こと

十一棚10

お花畠は︑まるで満天の星

行くに從って花は美しかつ

ど﹂の並木が美しく暴いてみる︒

十一悩8
た︒

十一価3

すごい程美しい神秘の淵︑

のやうに美しかった︒

十一搦8

香港は︑美しい建物を以

とても物を投入れる氣になれない︒

十一川1国

て麓から中腹まで︑ぎっしりと埋め
しかも︑それが寳石のや

られた島山でした︒

十一爾7国

うな美しい青さをた＼へてゐました︒

月の世界に都があって︑そ
こで天人が舞ってみるなどは︑實に

十一川7

世界何れの國に︑かくの如

美しい想像ですね︒

十一欄6

同じ石器時代にしても︑

き美しい刀劒があらうそ︒

十ニー04

一日の勢苦を︑美しい鳴き

ん美しく磨いたものも作られるやう

︿略﹀︑時代が進むにつれて︑だんだ

になった︒

十二249

月明の夜など︑かうした筏

聲に打忘れるのである︒

の小屋といふ小屋に︑紅緑のとうろ

十二269

まことに白鷺城の名にそむ

しらさぎ

うを美しく貼ずるのがある︒

十二643

さうして︑此の齪舞を一層

かぬ美しい姿である︒

美しくするものは︑前景にそ＼り立

十二656

つ二本の松である︒

路城は︑たゴ美しいといふだけでは

十二6511奥へくと進むにつれ︑姫

すまされなくなって來る︒

あの美しいと見た天守の内

部には︑巨材が組合って︑薄暗い各

十二698

東には今あけぼのの光が美

美しい城だとは︑誰もがい

階にものすごく力闘してみる︒

十二727

ふ︒

しく輝き︑ふ吻かへって西を見れば

十二987

美しい光景を眼前に見るや

残月が傾いてみる︒

十二湿6

どこからか聞えて触る尊い

うにお歌ひになってみる︒

言葉︒美しい聲︒

十二柳10

あの恐しい形相から︑どう

してこんな聲が出るかと思はれる程

十二佃9

うつくしさ一うったう
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美しい聲である︒

萬とも知らぬ美しい窓が︑我々の心

十二槻8 自動車で走ると︑幾千・幾
をそそる︒

ふんする

十二旧2 又︑並木の美しい大通を眞
直に走ると︑其の一端に噴水や花壇
のある農場があり︑

十二悩7 足もとからむくくと濁つ
て湧上つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

﹇美﹈︵名︶21

美しさ

せりの葉並が一そう美しく見える︒
うつくしさ

四槻1圃右に︑左にひらく
と︑ 動くたもとの 美しさ︒
さ︒

七櫛7 地上の緑のあざやかさ︑美し

色・奮色・ひわ色︑とりぐに染
いふばかりなし︒

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

ーセ︾n▽おうつしもうす

つす 移ス

窮す ︽ーシ︾

三742私ハ︑スグキンギョヲキ

移す ︽ーサ・ーシ・ース・

分けたやうな美しさ︑

よみ込んだ︑まことに調子の高い歌

タ︒

十482図此の美しさに︑しばし見と 十二988 東西の美しさを一首の中に
れたる喜三右衛門は︑︿略﹀︑忽ち又
である︒

マユ
頭ヲアゲテ︑繭ヲカケル所ヲ

ンギョバチヘウツシテヤリマシ

窯場へ引きかへしぬ︒
きぬがさ

五536

﹇写﹈︵五︶−

左折して更に大鳥居を過ぎ︑

村から海へ移した五兵衛の目

いきなり其の稻むらの一つに

火を移した︒

十549

た︒

は︑忽ちそこに吸附けられてしまつ

十536

に歩みを移せば︑参道は又右折す︒

神氣身にせまるをおぼえつ﹂︑静か

十23図

へ移スノデスガ︑

サガシマス︒ソレヲ拾ツテ︑マブシ

名もやさしい衣笠山の麓にうつしだ・す ﹇映出﹈︵五︶2 窟し出

十一1010

十一155

す︽ーシ・ース︾

そ︑當時の國語を自由自在に使って︑

しかし︑假名文であればこ

來て︑三層の金閣を池水のほとりに

中門だけは︑最初からあり

見る美しさ︒

十一267

其の時代の生活を細かく爲し出すこ

約九百年の昔に書かれた源

とが出來たのです︒

うつ・す

みるかがわかるでせう︒

くと︑美しく︑細かく爲し出して

氏物語が︑如何によく人間を生き

十﹁163

つたけの美しさを誇るやうに︑極め

私は︑建築の美しさから轄

てあらはである︒

十一303
じて金堂にはいった︒

巻雲のかぼそい女性的な美

しさに比べると︑積雲や︑入道雲や︑

十一価5

かなとこ雲は︑如何にも壮大で︑強

取出して差したが︑中には︑穴のあ

たが︑不幸にも短命でございました︒

過も二度とはしない男でございまし

何といふ美しさであらう︒

七梛8 だが︑日が落ちた後の空は︑

いたニッケル貨がたった二枚しか無

ふところから大きながま口を 十一一415圏 學を好み︑怒をうつさず︑

何といふ美しさであらう︒

十138

十一価8

烈で︑男性的です︒

八116 其の小さい胸には︑若葉のも

うつ・す

﹇映﹈︵四・五︶3

水の上には︑時々とんぼがと

うつす

かったので︑皆がどっと笑った︒

それは肉眼で見るのとすつ

かり感じが違って︑今に露でも滴り

十一価8

さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで

五142

︽ーシ︒ース︾

移して︑地球を太陽の中心に置くと

十二捌8今かりに其のま＼そっくり

言葉に︑

十二419園 ﹁怒をうつさず︒﹂といふ

える日本の春の美しさを思ひ浮かべ
て居るでせう︒

八槻3 さうして其の頃から︑雲の色

長さ・幅・厚さの釣合の取

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ

ある︒

んで來て︑かげをうつすこともあり

である︒

十一欄2

そり
れた形︑心持よくぐっとはいった反︑

ました︒

どりが何ともいへぬ美しさを見せる︒
ランシスコの美しさも︑ロスアンゼ

物打から切先へかけての輕やかな線︑

九569困 こ＼に來ると︑もうサンフ
ルスのなごやかさもありません︒

たり︒

さる
なほ三重・五重の塔︑猿
澤の池水に影をうつして南都の美観

さは

十二脳2図

いくらゐである︒

に影をうつすさまは︑垂にもかきた

梅の花︑

十二桝11図

︽一へ︾

ほんのりと空も

文久二年︑先づ藩臆に

はんちゃう

うった・う ﹇訴﹈︵下二︶2 うったふ

すらと岡の上︒

かすんで︑ 三日月は岡の上︑ うつ

六齪4圃

とうろうの色鮮かに︑江上 うっすら ﹇薄﹈︵副︶1 うっすら

十二271

みだれは

更に其のしっとりと滑らか
すぐは

のよくするところではない︒

の刃文の美しさ等に至っては︑筆舌

で底光りする鐵の色︑直刃・齪刃

十一伽4

に先づ心は打たれるが︑

それらをひっくるめた全艦の美しさ

九捌4 眞青な給の具の水に︑タリー
ムを流し込んだ美しさだ︒

十25図 此の時︑正面や＼遠く辞す
る南神門のけだかさ︑美しさ︒

十306国 第一︑海の色が何ともいへ
ききやう

海は深さによって桔梗十一一了11図折から日は地平線に近づ うつ・す ﹇移﹈︵四・五︶8 ウツス う

ない美しさを見せます︒

十3110国
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うったえ一うで

其の志をうったへて許可を得しが︑

十二価5図 よってあまねく世人にう
訴

うったへ

﹇訴﹈︵名︶2

訴

つたへて︑寄附を募らんとす︒
うったえ

た場合に︑裁判所は︑甲即ち原告の

十二榴6 かういふ法律上の雫があっ
訴を受附け︑

うったへ

十二悩5 乙が其の犯人ではなからう

うつち

かといふ疑のある場合に︑公益を代
けんじ
表する役人たる異事が裁判所に訴を
起し︑

﹇打遣﹈︵五︶1

︽ーッ︾

うっちゃ・る
やる

十568囹 彼等は︑すぐ火を消しに
か＼らうとする︒五兵衛は大聲に言

き

そよしなか

﹇討手﹈︵名︶1

討手

つた︒﹁うっちゃ っ て お け ︒

うって

うつ伏せ

砲手は︑へさきにうつ伏せに

﹇傭﹈︵名︶2

取らんとすれば︑

うつぶせ

十酩8
なり︑綱の行手を見極めてみる︒

さすがに子供は︑じっと聞

きながら目を伏せてみたが︑とう

十一213

くうつ伏せになって泣入ってしま
うつぼ

義家︑背中のうつぼより︑

﹇靱﹈︵名︶2

つた︒

うつぼ

九184図

かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑
狐を追ひかけしが︑

の圓をゑがく様子がわかるやうに窩

﹇映﹈

︵五︶4 うつる

眞にうつります︒

うつ・る

︽ーッ︒ーリ・ール︾
おほみかみ

大神のおすがたが︑鏡にう

つりました︒

五51

﹇移﹈

︵四・五︶10

とんで移って︑

移る

枝から
とんく

十439

へ移る︒

敵の司令長官ロジェスト

橋を渡って︑谷川の向かふ岸

十一591図

ばくれう

ウェンスキー中將は︑昨日の戦闘に

傷を負ひ︑幕僚と共に一駆逐艦に移

りしが︑

咲く花のにほふが如しと

牛若丸は︑その時︑あふぎ

﹇腕﹈︵名︶7

て年すでに久し︒

うで

た＼きました︒

働く人の

ものすごい

腕の太さ

人々は︑互にハンケチや帽子

すき通った寒天のやうな膿か

頭上には︑乾の小天守︑西

へたるま＼︑腕をこまぬきて又語ら

九409図 一言且︑たゴ﹁︿略﹀︒﹂と答

ら︑腕が幾本も出て居ます︒

二足4

みます︒

を腕の績く限り振って︑別れを惜し

七賢2

よ︑ 筋肉の たくましさよ︒

其の中に︑

七623圃

機械のひゴき︑

でべんけいのうでを強く

三455

うで 腕

た＼へし奈良の都も︑色移り香失せ

十二欄7図

隊を解いて︑自在の活動に移った︒

五358圃木々のかげは︑ゆらくと︑ 十一旧10 戦圃機は︑何時の間にか編
水のおもてに︑地の上に︑青く︑
黒くうつる︒

水を汲まうとして︑ふと井戸
の中をのぞくと︑美しい神様のお姿

五捌3

が︑すみきった水にうつって居ます︒

うつる

枝へ︑

四532圏
からり︒

松の小枝を

る・のりうつる・めぐりうつる・もえ

︽ーッ・ーリ・ール・ーレ︾与とびうつ

うつ・る

ゆらく見えたりかくれたり︒

九198図宗任すなはち矢を抜取りて 九品5圃 水にうつった 三日月が︑

う

差出せば︑義家くるりと背を向けて
うつぼに差させけり︒
﹇術加減﹈︵名︶1

あの馬のやうな顔を︑うつ向

つ向き加減

うつむきかげん

八摺3

き加減に︑こっくりこっくり動かし

八325図 木曾義仲都へ攻上ると聞き

て居ます︒

うつ向け

て︑平家はあわてて討手をさし向け

﹇傭﹈︵名︶1

鳩は︑ふと︑たかの一群を見

ず︒

十二6810

の小天守及び大天守が︑東の小天守

今はとボートに 移れる

と四つ目に並び︑互に腕を組合って

忽ち失せて︑

飛來るたまに

地面がでこぼこしてみるの

で車膿は上下に激動するが︑かねて

十二834

天に聲えながら︑

つまり星は︑西へく移って
四日市を過ぎて︑平野から次
第に山地に移る︒

九悩10

行くのです︒

九佃2

中佐︑

等価1図説

たので︑すばやく低空に移った︒

八769

出る日の当るのを待って居ます︒

らだんく労い所へ移って︑地上へ

うつ向けになった際︑刀が背 七961 そこで油蝉の子は︑深い所か
﹇欝陸島付近﹈

我が艦隊は︑東郷司令長

欝陵島附近

敵を待ちしが︑

官の命により欝陵島附近に集りて

うつりよう

十一583図

︵名︶1

うつりよう

うつりょうとうふきん

中へ廻ってみたのである︒

十802

うつむけ

たり︒

うっとり ︵副︶2 うっとり

十一欄1 きやうだいは︑た団うつと
りとして感に打たれてみる︒

うつぶす

此の言葉を聞き︑それをくりかへし

十二隅5 修行者は︑うっとりとして

﹇傭﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 2

口に唱へた︒
うつぶ・す
︽ーシ︾

リ︾

時間ぐらるふたをあけて置くと︑此

落馬2

窺眞機を北極星に向けて︑一

八624幽 今朝もしっとり 露に打た うつ・る ﹇写﹈︵五︶1 うつる ︽一
れて︑ うつぶした花の重さ︒
ちの先にて︑流れ行く弓をかき寄せ

八川7図 義纒は馬上にうつぶし︑む

うでまえ一うばいとる
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﹇腕前﹈︵名︶1

腕前

鍛へに鍛へた我が腕︑射撃は正確で
ある︒

うでまえ

十二354園 ほめられないからといつ

うなさ

て︑腕前を加減するのが果してよい
﹇魔﹈︵下一︶！

大工だらうか︒

うなさ・れる
︽ーレ︾

う

十矧3 一度黄熱病にか＼つたが最後︑

れる

人は熱にうなされ︑黄色くなって︑

︽ ー ヒ・ーラ︾

﹇頷 合 ﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 2

ばたく死んで行きます︒
なづき合ふ

うなずきあ・う

だれる

﹇項垂﹈︵下一︶1

うな

しかし︑ベートーベンは

︽ーレ︾

うなだ・れる

十一籾9
たゴだまってうなだれてみる︒
海原﹇▽お

登り立ち二見をすれば︑

﹇海原﹈︵名︶1

おうなばら

うなばら

十二棚8図圃
海原はかま

ウナリ

きれいなゑ

うなりをたて

うなり

國原は煙立ち立つ︑
﹇喰﹈︵名︶1

め立ち立つ︒

うなり

空は青空︑

あがる字だこに

六798圃
て︑
だこ︒

﹇稔出﹈︵五︶2

見送りの人と︑窓越しに顔を

ル︾

又時にそれが畠のうねのや うね・る ︵五︶2 うねる ︽ーッ・一

下界は今大波の如くうねって

みるのだ︒

うに︑天の一方から他方へ幾條か連

十一佃10

うねく

九柵8

︵副︶2

なったりすることがあります︒

うねうね

う

の

をのみち

う

べ

瀬戸内海の沿岸には︑大

それから頼朝の御殿へ上って︑

萬壽は︑其の夜ひそかにうば

うばを門のわきに立たせて置

いて︑姫は中にはいりました︒

八438

を連れて︑石のらうをたつねました︒

八436

ました︒

うばと二人でお仕へしたいと願ひ出

八413

を連れて鎌倉をさして上りました︒

かまくら

八407 それが萬壽姫で︑︿略﹀︑うば

松・今治等良港多く︑
う ば
うば ﹇乳母﹈︵名︶7 うば 乳母

いまばり

阪・神戸・宇野・尾道・宇部・高

かうぺ

十一536図

ぶきを浴びせました︒
う の
うの ﹇宇野﹈︹地名︺1 宇野

トンの巨船の甲板に︑瀧のやうなし

うにうねる大波が寄せて︑︸萬二千

遠くの方には︑山がうねく 十﹁幽1団 無毒際の彼方から山のや
弔云のあとに︑うねくと︑

とつゴいてるました︒

五311
五351醜

遠く︑近く
うね雲

うね

俗に曇り雲とか︑うね雲と

﹇暗雲﹈︵名︶1

青葉若葉の山々が︑
残る︒

うねぐも

十一備1

﹇畝傍山﹈︹地名︺2

かいはれる雲です︒

うねびやま
うねび

び山畝傍山
十二210食年廣前にたまぐしとりて

やまと

うねび山たかきみいつをあふぐ今日
かな

みしなし

大和平野の蓋くる所︑は
るかに畝傍山・耳成山・香久山の三

うねび

十二柳3図

山まゆずみの如く︑

︽ーイ・ーク︾

うな・る﹇捻﹈︵五︶4ウナルうな うねりつづ・く︵五︶2うねり浮く

ラが物すごくうなり出した︒

見合はせて笑ってみる中に︑プロペ

九備3

リ出シマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂ト︑自動車ガウナ

うなり出す︽ーシ︾

うなりだ・す

ウナヅク

出ス

九柵7 同乗者が︑順々に渡しながら
三988

うなづき合ふ︒
あり

十一一鵬3図國蟻と疑うなづきあひて
︵五︶8

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

﹇頷﹈

何かことありげにはしる西へ東へ
うなず・く
うなつく

三年1 花子さんはうなづきました︒
五㎜1 私ハウナヅキマシタ︒

だ

びやうぶ

飛騨山脈が︑︿略﹀︑屏風
のやうに︑紫紺のはだ鮮かに︑そ＼

ひ

空喜が耳もとでうなる︒

十一伽9

て大波の如く︑

方︑釧路の高原・山岳がうねり績い

これから後︑萬壽はうばと心

それは︑此の子の乳母であ

雷の如き聲と共に︑御旗をう

︽ーッ・ーリ︾

七587

取る

うばいと・る﹇奪取﹈︵五︶2うばひ

るらしい︒

十一1811

母をなぐさめて居りました︒
う ほ

を合はせ︑折々らう屋をたつねては︑

八456

人は其の夜を涙の中に明かしました︒

シシバ︑大ゴエデウナリ 十一826 南面は屈斜路湖を見下す彼 八453 やがて︑うばをも呼んで︑三
すばらしい速度がついて︑ス
八936

うねり始

しかし︑長いゆったりとした

︵下一︶1

十528

うねりはじ・める

すゴか

脚下には︑鈴鹿山脈がうねり

︽ーメ︾

始めた︒

める

うね

二塁2
﹇畝﹈︵名︶1

老いた五兵衛に︑今まで纒験したこ
うね

とのない無氣味なものであった︒

ゆれ方と︑うなるやうな地鳴りとは︑

り立ち︑うねり績く雄大荘急な姿︒

キーがうなる︒

八936

マシタ︒

一524

九875 鹿介の血を吐く言葉に︑信長 る ︽ーリ・ール︾
は大きくうなついて見せた︒

九星5 隣を見ると︑軍人さんが笑顔
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 河 井 君 は ︑ う な

でうなつく︒
十401

つかざるを得なかった︒

私はだまってうなついた︒

十836 兄は涙ながらにうなついた︒
十一4111

乗客の一 人 が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

言ったので︑皆がうなつくやうにに

十一悩6

つこりする︒
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うばう一うま

ばひ取り︑かの大男を引つつかんで︑
まりのやうに投げつけた︒

九884 毛利方の大砲を夜に乗じてう

う

いふべし︒

右方

敵の機械化部隊の側面を突

﹇右方﹈︵名︶2

十二809

うほう

ウマ

馬凸あか

いまばり

をのみち

う

べ

ツトムサンノオウチノ前

馬を引いた人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

見上げると︑大きい橋があっ

け早いから︑二つあったら︑早くて

これを園んだ賊は︑百萬とい

仕方があるまい︒

六735

ふ大軍で︑城の附近一たいは︑すつ
かり人や馬でうづまった︒

のれの馬には人が乗り︑

八342図人の馬にはおのれ乗り︑お

義塾馬を海中に乗入れて︑

よしっね

烈しく戦ふ折しも︑

八川4図

かして居ます︒

つ向き加減に︑こっくりこっくり動

た︒︿略﹀︑あの馬のやうな顔を︑う

八342図人の馬にはおのれ乗り︑お 八僻3 ﹁たつのおとしご﹂も居まし
のれの馬には人が乗り︑

後向きに乗るもあれば︑一

匹の馬に二人乗るもあり︒

八343図

上げ︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑義心︑

其の馬は︑いか程の償に

の上には人︑人の上には馬︑重なり

や︒

九406図園

﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

弟も落つれば兄も落ち︑馬

も︑平家の人馬にてうづまれり︒

八348図

九4010図囹 さらば其の馬求め給へ︒

かくて︑かの馬は一豊のも

のとなりぬ︒

九427図

自慢の馬に乗りて集る人々多からん︒

じまん

公の御蓋そろへのあるよし︑定めて

ばかくくと︑馬のひづめ 九424図園 聞けば︑近く都にて信長

の上には人︑人の上には馬︑

八517

の音がして來たと思ふと︑騎兵の一

大將試みに敷匹の馬を追落

隊が︑勇ましく私たちの前を通り過
ぎました︒

れる中に︑一きは目立ちてたくまし

九429図何れおとらぬ馬多く集り來

八652図

したるに︑或はころびて倒る＼もあ

九4210図

一きは目立ちてたくましき

き馬を︑信長︑目にとゴめて︑

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

乗手が用心するならば︑
馬もけがはなかるべし︒

八659心痛

誰の馬ぞ︒

馬を︑信長︑目にとゴめて︑

九432図園

大將これを見て︑﹁︿略V︒﹂

とて︑眞先にかけ下れば︑三千齢騎︑

八662図

山内一豊の馬︒

第一は︑馬をよくかはいが

九434図画

日本の馬は氣が荒いとかい

日本の馬は氣が荒いとかい

ではない︑

はれるさうだが︑それも馬が悪いの

九備8囹

ではない︑

はれるさうだが︑それも馬が悪いの

九備7囹

つてやることだ︒

聲をしのばせ︑馬をはげま 九備6囹

馬を並べてかけ下る︒

八673図

しつ＼︑なだれの如く下るさま︑人
かくごをきめて︑馬にまた

わざとも思はれず︒

八994図

がり︑海申に乗入れたり︒

陸には大將義纏を始め︑源

氏の兵ども︑馬のくらをた＼きて

つはもの

八㎜9図
まで︑馬やかごに乗らず︑爾親と共

喜びたり︒

其の時立像は︑江戸から大阪
に歩いて行った︒

七閥7

重なって︑さしもに深きくりから谷

右方はるかに︑遠雷のやう 八348図弟も落つれば兄も落ち︑馬 九189図宗任︑馬より下りて狐を引

﹇馬﹈︵名︶44

た︒

ども︑早く走るではないかQ

六696囹

馬は︑ひづめが一つだけれ

て︑入や︑車や︑馬が通って居まし

五729

いって通りました︒

五275

ヰマシタ︒

ホヲ入レテ︑カヒバヲタベテ

二354ウマハ︑ヲケノ中ヘカ

二︑ウマガヰマシタ︒

二347

ちょうせんうま・ははうま

うま・おうま・こうま・しろうま・

うま

な勇奮がしきりに聞える︒

十二855

場所に着いた︒

くため︑全速力で右方へ廻った我が
奪

ばひ取って︑味方は一時氣勢をあげ
うばふ

戦車部隊は︑午前七時十分︑めざす

︽ーッ・ーハ・ー ヒ ︾

n奪﹈︵四・五︶5

た︒

ふ

うば・う

六749 番兵がゆだんをして居ると︑
城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ
て引上げた︒

八773 一揮は鳩の左足をうばひ︑一
弾は其の腹部をつらぬいた︒

十494図 研究に費す金は次第にかさ
み︑しかも工夫に心を奪はれては︑
自ら家業もおろそかならざるを得ず︒

リアと黄熱病が︑かつては何萬とい

十重1 もと此の地方に流行したマラ
ふ西洋人の命を奪ったこともありま
す︒

盟は車・に任せながら︑心は

﹇乳母諸共﹈︵名︶1

瀧見に奪はれて少しもいとまがない︒

十一悩7

ばもろとも

うばもろとも

べ

八468 さうして︑親子はうばもろと 六699園 馬は︑ 一つでさへ︑あれだ
う

宇部

もに︑喜び勇んで木曾へ臨りました︒
﹇宇部﹈︹地名︺1
う の

十一536図 瀬戸内海の沿岸には︑大

うべ
かうぺ

うべ

阪・神戸・宇野・尾道・宇部・高
﹇宜﹈︵形状︶ 1

松・今治等良港多 く ︑
うべ

九塒3図 中佐が多数の戦死者中︑特
に軍神とあがめらる＼もうべなりと

うまい一うまれる
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に悪いくせが附いてしまふのだ︒

九稲9囹 扱ふ人がいけないから︑馬
九備10圏 親切にしてやれば︑馬程す
にさいごま

なほで利口なものはめったにないそ︒
きり馬らしくなりました︒

九伽4 二歳駒になって︑北斗もめつ

九捌5團母が還して︑子の馬は︑
や

じらう

ゆっくりゆっくり水を飲む︒

生まれた頃は︑乳房をくはへ

て︑うまさうに︑すつばすつばと吸

六432

かうして出來た二本の筒は︑

つて居ました︒

六523
うまくくひ合って︑長くのばしたり︑

うまく見えるかどうか︒

ちゴめたりすることが出來る︒

六531

それでみて︑交通整理がう

ず人にほめられるときまってはみな
い︒

十一一湘⁝1

うまし國ぞ︑

﹇王国﹈︵名︶1

あきつ

うまし國

まく行くのに︑つくづくと感心させ
られる︒

うましくに

十二川9翻意

庭も︑軒端も︑川端の堤も︑
けいだい

學校の運動場も︑神社・寺院の境内

九210

も︑一時に花で埋まる︒

雪にうまって冬を越した人形が︑

十二㈱10 のんきな主人に置忘れられ︑

︿略﹀︑妹の小さな手に抱かれてみた︒

生まれて潮にゆあみ

うま・る ﹇生﹈︵下二︶2 生まる ︽一

寄せくる海の氣を

して︑

十一901極圏

レ︾

馬そろへ

馬そろへ

馬そろへ

うまぞろえ

第九

第九

︹課名︺2

島大和の國は︒

イデ︑サゾ困ルダラウト思フデアラ

九396

九目10

水ニモグルト︑ドコモ見エナ

ウガ︑ソレニハ︑ウマイシカケガシ

六⁝川6

テアル︒

九番2 彌次郎と北八は︑江戸を立つ
て︑東海道を歩いたり︑かごに乗つ

それを聞くと︑僕はむちゅう
見ればうす暗くしてある馬屋

うまる

吸ひてわらべと

國といふ國をめぐりて

天地の荷える此の大御代に生

今日は︑我が皇太子殿下

﹇生身﹈︵副︶1 生まれつ

しかし︑生まれつき機械の好

生マレル

生まれる︽ーレ︾

埋ま うま・れる ﹇生﹈︵下一︶24 ウマレル

汽車を造ったりして樂しんでみた︒

きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水
ねんど
車を造って小川にかけたり︑粘土で

十旧6

き

うまれつき

の生まれ給ひし日なり︒

九悩10図圏

れ給ふ ︽ ヒ︾

うまれたま︒う ﹇生面﹈︵四︶1 生ま

感ずるとよんでみる︒

ある自分も︑しみぐと生きがひを

まれ合はせたのを思ふと︑一臣民で

十悩9

生まれ合はせる ︽ーセ︾

うまれあわ・せる ﹇生合﹈︵下一︶1

日の本の人と生まれし幸は知りにき

十二柳4図圃

なりにけり︒

波を子守の歌と聞き︑ 千里

たり︑馬に乗ったりしながら︑

それを膿に着けて︑岡の上か うまぞろえ ﹇馬揃﹈︵名︶1 馬そろへ
丑﹀おんうまぞろえ

やがて馬そろへの日は來れ

ら一思ひに飛んでみると︑意外にう

九梱9

になって馬屋へかけこみました︒

九桝8

ラングレーは︑その後一生けうまや ﹇馬屋﹈︵名︶5 うまや 馬屋

り︒

九429図

た︒

まく空中を滑走することが出端まし

十166図 荒尾は馬より眞逆さまにど 九84
うと落ちて︑其の場に死す︒

道が古いてるた ︒

十一摺11 馬の背のやうに︑峯傳ひの
九1010

んめいになって買物を作りましたが︑

十一㎜7 馬の平首を手綱諸共に打落
した話など︑日本刀の鋭利を物語る

さていよく試験をしてみると︑う

の奥の方で︑良馬が︑生まれたばか
りの子馬を︑しきりになめてやって

一時間饒りも活動した後であ

一週間ばかりたって親子とも

秋が來て︑野山の草木が枯れ

︵五︶2

れて露りました︒

十二欄3図葉
﹇埋﹈

梅の謡
うま・る

る︽ーッ・ール︾

な や
夕月や納屋もうまやも

る頃︑五箇月ぶりでうちの馬屋へ連

九佃4

くびやうさうな目つきをして︑

馬屋の外へ出しますと︑北斗は︑お

九宙4

るから︑食事のうまいことはいふま
手のひらに器皿をのせてやると︑

ゐました︒

土盛9

でもない︒

九384

まく行きません︒

しけん

二三は敷へるにいとまがない︒

十二4910図 丈低く︑色白く︑眼光鋭

くロリ

ウマイ

うま

き一人の武士︑たくましき馬にまた
がりて進み出で ︑

﹇甘﹈︵ 形 ︶ 2 一

十二衛3囹予の馬に鞍を置け︒
うま・い

いしき

ほとんど無意識に︑彼は其の

十807

ほう︑大量うまくいったな︒

む

うまさうになめます︒

十襯7囹

割合うまくいってみる︒

︽一・iイ・ーク︾

三647囹 うまい︑うまい︒

十傾10園

選曲もうまくいった︒

い

三647圏うまい︑うまいQ
三647園うまくできた︒
四684圏これはうまい︒

十帽10園

なかなかうまいではない
か︒

十二353囹

細工のうまい大工が︑必

場をうまくのがれた︒

君らは︑うまくだまされ
四956圏

十一価1園

たな︒

五898賄 一郎は︑なかく字がうま
くなった︒
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うみ一うみ

一577
れた︒

九掴3

スルト︑モモガニツニワ

レテ︑中カラ大キナヲトコノコ
ガウマレマシタ︒

生まれたのは︑去年の春︑ち

やうど櫻の花の咲く頃でした︒

海

海

第一

︹課名︺2

七目2

海

うみ

第一

﹇海﹈︵名︶脳

七11
うみ

ウミ

うみ

海

ソノ

﹇▽なかのうみ・やまうみ︒われはうみ
のこ

ツヅクタンボノ

ウイテヰタ︒

ニツ

びて︑ねてみるがよい︒

四978白兎は︑すぐ海の水を

或人が︑始めて舟に乗った時︑

あびました︒

海が荒れたので︑大そう弱って居ま

五661

した︒

こんなに海が荒れるのに︑

あなた方は︑よく平麦で居られます

五665囹

ね︒

海は︑はてもないほど廣くて︑

りでした︒

どちらを見ても︑私たちの仲間ばか

五738

とうく海へ出ました︒

ウミダッタQ 五737 かうして居る間に︑私たちは︑

ヒロイ︑ヒロイ ウミ

青イウミニ

神さまは︑うみの上を︑
ずっとお見わたしになりました︒

三313

三ツ︑

二33圏小サイシラボガ

二26魍青イ︑青イ

ダッタ︒

サキハ︑

馬を︑しきりになめてやってゐまし

五月の太陽は︑︿略﹀鐡

た︒

十﹁378圃

二24圃

九M9 母馬が︑生まれたばかりの子

一582オヂイサンバ︑モモノ中 九掴6囹 新一︑子馬が生まれたよ︒
カラウマレタトイフノデ︑モモ
タラウトナヲツケマシタQ
二442 ネズミノアカチャンガ︑
生マレマシタ︒

今︑生ま

輝かしい生氣

れたばかりの卵に︑

小屋の奥にしのび入って

生まれた家を出て行くの

いやしくも男子と生まれな

て魚を取り︑火遠理命は︑山へ行つ

三334さうして︑大きな舟のや 賢君7 兄の火照命は︑毎日︑海へ出

て︑鳥や獣を取っていらっしゃいま

浦島は︑かめのせなかを

浦島は︑玉手箱をか＼へ︑

五餌7園

命は︑喜び勇んで︑海へ釣り

お前は海へ行くがよい︒

それは︑海の神檬の御殿で

命は︑間もなく︑海の御殿に

さうして︑此の事を海の神様

に申し上げました︒

五梱7

お着きになりました︒

五伽1

たによい事を教へて下さるでせう︒

五冊7囹海の神様が︑きっと︑あな

す︒

五佃4園

にお出かけになりました︒

五価1

海へ魚を取りに行く事にしては︒

け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

五備8園

した︒

うに︑うみの上を︑ぐんぐん

三吉6

お見わたしになりました︒

三訓2そこで︑またうみの上を

がら︑萬代に傳ふべき名も立てずし

花は咲いても忽ち散り︑人

とこっちへやって來ました︒

十二欄9

は生まれてもやがて死ぬ︒

十二柵6囹此の世に生まれたどんな

海へはなしてやりました︒

なでながら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

した︒

四91

四975園それなら︑海の水をあ

した︒

聞いたこともない︑大きな舟で

ますと︑今まで見たことも︑

いよく海にうかべてみ

かめにのって海の上へ出ま

三論1

へはいって行きました︒

届書3かめは︑だんく海の中

孝行の子にもまして︑眞心を父上に
なんにもない所からは︑

捧げます︒

十二糊9園

なんにも生まれぬぞ︒

濃い青空には︑春の國から
生まれて來たかと思はれる白雲が︑

十二欄3

くわう

山のふところからぽっかり顔を出し
ては︑

われ︑かたじけなくも皇
胤に生まれたとはいへ︑一度嫁して

いん

十二鵬3

は徳川の家を離れぬが女の道︑徳川
の家は何とかして護らねばならぬ︒

いかゴでせう︑けふ一日だ

て空しく死すべきであらうか︒

十二欄3

べき道なんですから︒

はいやですけれど︑これが女の行く

十一416園

を吹込む︒

三491 男ノ子が生マレマシタ︒

タ時ノマ・デシタ︒

三503 ケレドモ︑ヤッパリ生マレ
六429 今年の春︑此の二匹の子山羊
が生まれました︒

て︑うまさうに︑すつばすつばと吸

六431 生まれた頃は︑乳房をくはへ
つて居ました︒

上ヲ走ルモノトキマツテ居タガ︑僕

六二4 昔カラ︑船トイヘバ︑皆水ノ
等が生マレテ來テ︑海ノ中ヲモグツ
テ敵ヲ攻撃シ始メタノデ︑

の子は︑何時︑どこで生まれたので

七945 それにしても︑ 燈此の油蝿
せうか︒

七悩8 横濱に生まれ︑詩業に居なが
ら︑私は︑まだ外洋へ行く船の出る
のを見たことがありません︒

が︑今年生まれた撃つばめが︑たく

八42 其の中には親つばめも居ます
さんまじって居ま す ︒

八78 しかし︑彼等の中には︑今年
生まれた子つばめがたくさん居ます︒

八818 佐吉は静岡縣のみなかに生ま

うみ一うみ
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あ＼︑朝の海︒

晴れやかな朝の海︒

金ノアミヲ張ルコトガアル︒

七12額

五捌9 海の神様は︑しばらく考へて
七31圃

はるかに見えるのは︑相模の

いらっしゃいましたが︑天気V︒﹂と

七102
ました︒

七115

潮がずんく引くので︑舟は

がに攻めあぐみて見えたり︒

一面は家の海である︒

再び海へ出た︒

ない美しさを見せます︒

かう書並べただけでも︑熱

ききやう

海は深さによって桔梗

村から海へ移した五兵衛の目

遠く海の端に︑細い︑暗い︑

人々は︑自分等の村の上を荒

二度三度︑村の上を海は進み

さて︑此の湖へ︑両方の海か
くし
ら掘割をつけて︑ちやうど團子の串

つ

陸上に作った湖のことですか

かうして︑船は︑再び海と同

ところが途中海が荒れて︑

箱根路をわが越えくれば

伊豆の海や沖の小島に波のよる見ゆ

い

十柵2図韻

息子は船と共に沈んでしまった︒

十欄5囹

じ高さの水面に浮かびます︒

十伽2

水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

ら︑其の水面は︑海から來る掘割の

総画4

ですが︑

刺のやうに︑運河を通さうといふの

ざし

十悩2

た︒

十757 東海丸からは︑引切りなしに
あっ
汽笛が高鳴って︑暗い海の上を墜し

又退いた︒

十592

狂って通る白い恐しい海を見た︒

十591

一筋の線が見えた︒

十577

た︒

は︑忽ちそこに吸附けられてしまつ

十536

分けたやうな美しさ︑

色・淺黄色・ひわ色︑とりぐに染

十319団

れるでせう︒

帯の海のすばらしさが︑ほゴ想像さ

屋島の合戦に︑源氏は陸に 十314国

陣を取り︑平家は海に船を浮かべて

八973図
相封せり︒

海には平家の軍勢︑ふなば

中でもきれいなのは海の色だ︒

たをた㌧きて︑どっとほめ上げたり︒

八棚1図
八梱6

八逆7ズ略﹀︒﹂勇ましい掛聲で︑船

あめ

ど

それは︑みんな海に居る動物

は忽ち海へ引下される︒

にいさんが一番先に海へ下り

八櫛1

でした︒

さ

天も水もひとつに見ゆる
海の上に浮かび出でたる佐渡が島山

もう廣い海には︑潮干狩の舟 九232図囲

は一さうもありませんでした︒

七138

のやうになりました︒

潮がすっかり落ちて︑海は陸

忽ち海へ出ました︒

七82

海である︒

七66

おっしゃって︑

五三7 天の神様がお出でになったと
いふので︑毎日蒼々︑海の世界の珍
しいをどりをした り ︑

五協5 海の神様が︑それをお聞きに
な っ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とお尋ねになりま
した︒

五鵬6囹 あなたは︑今ため息をなさ
いましたが︑海の世界が︑おいやに
なったのではありませんか︒

五悩6 すると︑海の神様は︑海に住

左は山︑右は海︑此の間を
汽車は︑しばしば里数米から二十米

九524国

ぐらみの高さの山腹を縫って走りま

氣がついて見ると︑さっきま

で日本丸のあった場所は︑すっかり

す︒

七川3

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と お聞きになりました︒

海になって︑小蒸汽船が︑煙を吐き

んで居る魚を︑残らず呼集めて︑
五悩7 すると︑海の神様は︑海に住

早耳6

と︑海だ︑船だ︑たくさんの人家だ︒

つばめの行先は︑遠いく南 九国1 ほっとしながら下界をのぞく

の海のかなたです︒

八61

ながら行ったり來たりして居ます︒

んで居る魚を︑残らず呼集めて︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

五伽7 海の神様は︑二つの玉を出し

九櫛8

南洋の島々から︑中にはさら

機は市街を西へ突抜けて︑と

八71

耳糸4

六614 此のまこころが︑神のおぼし

に海を越えて︑遠いオーストラリヤ

港の光景が︑な＼めに浮上つ
て目に映じた時は︑もう方向を轄じ

九旧6

うく海へ出た︒

まで行くのがあるといふことです︒

一夜︑

満洲は川も湖も少いので︑

て︑海から飛行場へ滑り込むやうに
ば

降った︒
と

奥地に住んで居る人たちは海が珍し
は

何千ヘクタールもある平な
耕地は︑見渡す限り美しい甘薦畠で︑

十287園
赤煉瓦の建物のすきから見えて︑

其の中にはいると︑海も見えず波の

ロシヤ町波止場の海が︑
静かに浮かんで居る︒

ジャンクが

第一︑海の色が何ともいへ

音も聞えません︒

くして︑守かたければ︑源氏もさす

八642図

十306囲

後は山けはしく︑前は海近

れんぐわ

八314圏

く︑

八257圃

も︑決して不思議ではありません︒

幾百粁の海を一軍に飛ぶこと

大風が起って︑海はわき返った︒

ライ

八76

めしにかなったの で あ ら う ︑

六616 敵の船は︑こっぱみちんにく
だけて︑敵兵は︑海の底にしづんで
しまった︒

潮雲4 僕等が生マレテ來テ︑海ノ中
ヲモグツテ敵ヲ攻撃シ始メタノデ︑
キ

世界ノ人ハ︑書捨イタ︒

六伽1 機雷ヲタクサン持ツテ居テ︑

モグリナガラ︑コレラ海ノ中へ敷設
スルコトノ出機ル者モアル︒

六三1 又︑敵ガ︑海ノ中二︑太イ針
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うみがめ一うめる

蕪村

ぶそん

春の海ひねもす

す︒

たと思ふと︑忽ち恐しい程の大雨で

空も海も急に眞暗になつ

のたりのたりかな

十︸525図 かくして島轄じ海廻りて︑ 十一捌1据苗
其の書くる所を知らず︒

如く︑朝日・夕日を負ひて島がくれ

十一5211図 海の静かなることは鏡の 十一柵7國
行く白帆の影ものどかなり︒

の如くなれども︑

入りまじって︑至る所に日本的な風

溢者・獲明家等の墓が一歩一歩に存

日本が生んだ敷芸界の偉人

梅

梅

梅

︹課名︺2

十九

うめ

十九

お＼︑それよ︑

それ︑そ

に︑關孝和といふ人があった︒

十二価10

在し︑

特に空と海とが朗かである︒

景を瀦出する︒

十二伽8

うみがめ

六目7

入口のそばに池があって︑そ

﹇海亀﹈︵名︶1

六欄8

八塒1

うみがめ

こに甲の長さが一米もある﹁うみが

乱川7圏

うめ ﹇梅﹈︵名︶7 梅

め﹂が居るのには︑びっくりしまし
生み出す

海は急に朗かな︑しかも濃い青さを

﹇生出﹈︵五︶1

暗がりに梅の花︑

まつ白な梅の花︒

この家の垣根の

梅の花︑

まつ白な梅の花︒

しかし︑彼等がかういふも

六醜1翻

六川8圏

ところどころに梅が咲き︑委

そのかみ︑大宮人の梅を

な や
夕月や納屋もうまやも

粉雪が幾日も降績いて︑野も

︽ーシ︾

︽一

水たまりを乾かし︑みぞを埋

め︑水道を設け︑下水を完全にし︑

十捌6

メ︾

う・める ﹇埋﹈︵下一︶2 埋める

山も眞白に埋めつくしてしまった︒

八902

くす

うめつく・す ﹇埋尽﹈︵五︶1 埋めつ

梅の影

十二㎜3魚影

に過ぎず︒

大路︑今にして思へばた窟一場の夢

かざし紅葉をかざして往詳しけん都

十二価10図

十襯4煮梅は未だ咲かず︒

の緑があざやかに廣がる︒

八捌3

すらと岡の上︒

かすんで︑ 三日月は岡の上︑ うつ

ほんのりと空も

のを生み出したのには︑西洋諸國の

﹇海辺﹈︵名︶3

があったからで︑

うみべ

命は︑仕方なく︑もとの海ベ
へ來て︑泣いていらっしゃいました︒

五柵8

海べ

學術の背景があり︑恥毛の長い歴史

十二m4

︽ーシ︾

うみだ・す

た︒

アラビヤ海を航してアデ

地中海を航して︑今日は

あれは﹁海﹂といはれる部

命は︑此の玉を持ち︑大きな
わにざめに乗って︑もとの海ベへお

五伽9
から︑海といふより平原といった方

七日たって︑波にゆられゆら
くし
れ︑一枚の櫛が海ベへ流れ着いた︒

七58

かへりになりました︒

海といふより平原といった

がよいかも知れません︒

分ですが︑月には水一滴ありません

十一旧5

と朗かですが︑

すでに三日目︑空も海も︑すっきり

十一欄3囲

青な海でした︒

十一川4国紅海は︑名に似合はぬ眞

た︒

ン湾に入ると︑海は全く一挙しまし

十一衛3国

見せました︒

十一572図風叫び海怒りて︑波は山 十一欄11国 南支那海にさしか＼ると︑

して︑三々火災を起し︑黒煙海をお

十一574図 砲門は︑よく敵艦に命中
ほふ︒

十一817 そこから見下す針葉樹林の
海は︑たゴ黙々として聲なく績き︑

十一8511 見渡す限りは午後の静かな
海である︒

十一896図圏我は海の子︑白波の
さわぐいそべの松原に︑

ちひろ

吸ひてわらべとなりにけり︒

十﹇903図鑑 千里寄せくる海の氣を
もトひろ

十一912図圃 百尋・千尋海の底︑
遊びなれたる庭請 し ︒

起らば起れ︑驚かじ︒

十一921図囲 海巻き上ぐる龍巻も︑ 十一鵬6

方がよいかも知れません︒

リや王﹁うむ︒

ゴナリル﹁︿略﹀直心を父上

そこには︑イギリスが生ん
だ光榮ある政治家・學者・詩人・文

十二伽7

生みます︒

の皮にきずをつけて︑其の中に卵を

七947夏の末になると︑親蝿は︑木

ン︾

に捧げます︒

十二樹8

洞庭湖は︑上海から千二三 うむ ︵感︶1 うむ

海を進んだならば︑水にひ
たるかばねとならばなれ︑

十二975

山行かば草むすかばね︑

み
十二971図囲 陸行かば水つくかばね︑う・む﹇生﹈︵五︶3生む︽ーミ︒一

うな湖水であるから︑

百粁もさかのぼった所にある海のや

十一924図團 いで︑大船を乗出して︑ 十二294
我は拾はん︑海の富︒
我は護らん︑海の國︒

十一926図蟹 いで︑軍艦に乗組みて︑

十一944図 ナニヲー以北は海やうや
く開け︑潮水北に注ぎ︑しかも波甚
だ荒し︒

十二伽7山・川・海・平原が適當に

もめがあちらこちらに飛立ってるる︒

十﹁9810図蹄途︑一行は黒龍江を下 十二撹4 海のやうに廣い池には︑か
りて河口に至り︑海を航してノテト
に量る︒

うやうやし一うらしまさん
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十﹇側2困 香港は︑美しい建物を以
て麓から中腹まで︑ぎっしりと埋め
られた島山でした ︒

恭し

︽ ー シ ク︾

せう

うやうや・し ﹇恭﹈︵形︶3 うやく
し

憲皇太后御二柱の神の御前に︑う

けんくわうたいこう

十34図 舞殿に進み︑明治天皇・昭
やくしくぬかつく︒
く︒

十価9図 うやくしく神前にぬかつ

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 申して︑恭しく目土をた

十二63図 こ＼において大國主命︑
てまつり給ひぬ︒

うやうやし・い ﹇恭﹈︵形︶6 うや
くしい 恭しい 余ーク︾

る

うよくす

て︑修行者を空中に捧げ︑さうして
︵サ変︶−

恭しく地上に安置した︒

︽ーシ︾

うようよ・する

がうよくレてるてね︒
﹇浦﹈﹇▽かすみがうら・だんのう

裏5やね

してゐます︒

昭憲皇太后の御硯箱は︑ふ

浦島は︑かめの せなかを

かめを買取りました︒

三㎜4

海へ

なでながら︑﹁︿略﹀︒﹂と いって︑

せきばん

十56図

たの裏に石盤をはめ︑石筆はちびて

︵副︶2

うらく
朝かなり早く起きたつもりで

なかんづく壮大な天壇は外

︽ーイ︾

うらさびしい程静かな所である︒

城にあって︑老樹の梢吹く風の音も

十ニー8！1

い

︽ーイ︾

十二柵1

風はまだうら寒い︒

︹地名︺2

かめ

の通りつりをしてみる

のせなかにのりました︒

毎日毎日︑

おとひめさまは︑しきりに

ました︒

浦島は︑玉手箱をか﹂へ︑

らと歩きまはりました︒

三冊8 浦島は︑箱をか＼へなが
ら︑ゆめのやうに︑あちらこち

した︒

かめにのって海の上へ出ま

三指8

も聞きませんので︑

止めましたが︑浦島がどうして

三佃1

たのしくくらしてゐ

浦島は︑あまりおもしろい
ので︑家 へかへるのも忘れて︑

ｧ6

三椛7 浦島は︑﹁︿略V︒﹂といって︑

と︑

つも

三柵8 浦島が︑舟にのって︑い

はなしてやりました︒

わっかに寸饒を残すのみ︒
みだい

みる︒

も︑もう太陽はうらくとのぼって

九310

うらうら

もっと偉大な仕事がありました︒

十399圏お天氣でごらん︑此の邊人 十伽8 しかし︑此の大工事の裏には︑
うら

うら

の心よりにほひ出でたる山ざくら花

うらの畠にみたおかあ 十二脳9図圃 うらくとのどけき春

﹇裏﹈︵名︶11

ら・ほしがうら・わかのうら

うら
うら

た

さびしい

山がらはとび出して︑︿略﹀︑うらさびし・い ﹇心寂﹈︵形︶1 うら

さんも︑かけて來て︑

四137
四557

うらの山へとんで行ってしま
げ

ひました︒

そっと近づくと︑くるりと葉

たくさんなりました︒

六238

ボストック

ウラジボストック

浦島は︑かみも︑ひげも︑

らけのおちいさんになってし

まひました︒

うらしまさん ﹇浦島﹈︹人名︺3 浦島

太平洋第二・第三艦隊は︑

の汽船であった︒

十﹇548図

朝鮮海峡を煮てウラヂボストックに

三蓋2園

浦島さん︑浦島さん︒

浦島さん︑浦島さん︒

さん

三川2囹

浦島

﹇浦島﹈︹人名︺10

浦島さん︑あれがりゅう

ぐうのこ門です︒

三民8囹

浦島は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

向かはんとす︒

三㎜7

うらしま

浦島は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

すと︑
三佃8

一度にまつ白になって︑しわだ

むうらん
それは︑室蘭で石炭を積んで︑ 三梱4

ウラヂ

六117国今年は︑うらの畠の柿も︑ うらさむ・い ﹇心寒﹈︵形︶1 うら寒

つてみる︒

六356 そこで︑尊をうやくしく迎 五826 下駄をはいて︑うらの畠へ行
へて︑いろくおもてなしをしなが
ら︑申しました︒
くんしやう

六樹1 さうして︑胸には︑うやく
しく動章を着けた︒

る︒

裏がぬるりとしたので︑おさへて見

ウラヂボストックへ廻航するロシヤ

﹁︿略﹀︒﹂私は︑大きな聲でひ 十7110

の裏へ廻って︑足の先だけ見せて居
六405

十一103 さて秤所に立って恭しくぬ
かづけば︑明治天皇は︑かしこくも

とり言を言って︑裏へ廻りました︒

二重の玉垣の奥に温まりいますので
ある︒

たら小さなかれひでした︒

淺い水たまりを歩くと︑足の

奏樂の中に天子が恭しく祈られたと

十ニー93 諸官が威儀を正して列なり︑ 七109
いふ夜明前の神秘な儀式が︑

出て︑何の氣もなくあたりを眺めて

或日の事︑萬壽が御殿の裏へ

段を登って参乏しようとすると︑神

十二9110 招魂社の前へ來たので︑石 八424
前で今恭しく葬んでみる人がある︒

ちしたりしても︑じっとおとなしく

九捌10

居ますと︑小さい門がありました︒
ひづめ
肢をあげさせて蹄の裏をさう
たいしゃくてん

は︑忽ち端嚴な帝二天の姿となつ

たんごん

十二描10 と見れば︑あの恐しい羅刹

一一
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うらしまたろう一うるむ

うらしま

うらしまたろう ︹書名︺2 浦島太郎
浦島太郎
三目13 二十四 浦島太郎
う らしま

﹇浦島太郎﹈︹人名︶1

三研7 二十四 浦島太郎
浦島太郎

うらしまたろう

裏庭

三佃1 むかし︑浦島太郎といふ
人がありました︒
﹇裏庭﹈︵名︶1

其の名残れど︒

いませう︒

つち

はしご

木や︑槌や︑梯子や︑其の外何でも
頭にのせて責歩いてゐます︒
うりふ

うりふ
片岡・出羽・瓜生・東郷

こ＼は︑アメリカ合衆國 うりゅう ﹇瓜生﹈︹人名︺2 瓜生 瓜

﹇裏門﹈︵名︶1 裏門
がつしゆう
生

九505国

うらもん

の裏門ともいはれる重要な場所です

其の代り一つうらやましい

うら＼か

三月といへば春はまだ淺いが︑

ざっし

ざつ

日本の書物や︑雑誌や︑雑

貨や︑食料品などを責ってみるのが

くわ

九537困

石貨といって︑昔はそれで

見かけられます︒

十302国

です︒

物を買ったり責つたりしたのださう

うか︒

これにからかさがあるか

うるさい

よろしうござる︒費って

﹇煩﹈︵形︶1

はあり

夜の燈火をしたって來る轟は︑

蛾や︑こがね轟や︑羽蟻が多く︑ど

れもこれも︑たごうるさいだけであ

井戸端のうるしの木が︑ぬう

つと立ってるる︒

十645

うるし ﹇漆﹈︵名︶1 うるし

機は︑こ＼が一番難所ださうです︒

九鵬7三哲山から京城へ向かふ旅客

うるさん

うるさん
ウルサン ﹇美山﹈︹地名︺1 蔚山

るのに︑

が

九伽4

︽ーイ︾

うるさ・い

上げませう︒

十二591囹

ござらぬ︒計りますまい︒

十二589園其のやうに安いものでは

ら︑これを由買ってやらう︒

十二563囹

はて︑何を責ってくれよ

が並んでみる中に︑珍しいのはおみ

ごふく
片岡・瓜生・東郷の諸隊 十347困呉服・雑貨︑いろくの店

おばあさんが一人ぼつちで︑

つまり其の品物は︑一番高い

一番安く費る店

だのぶなが

十二561囹

は︑其の退路を絶ちて︑午前十時十

上る ︽ーッ・

やげ品を費る店です︒
﹇売﹈︵四・五︶15

八佃5

菓子や煙草を責って居る︒

七214

六662園米二義倉ればよい︒

三m2園 それなら︑をぢさんにそ
のかめを費っておくれ︒

ーラ・ーリ・ール・ーレ︾

う・る

五分︑全く敵を包園せり︒

十一586図

︵正路︶の諸隊は︑敵の後尾をつく︒

十一566図
裏山

うらや

すると半日の午後︑裏山の森

﹇裏山﹈︵名︶1

から︑

うらやま

九枷2
﹇羨﹈︵形︶2

で︑﹁︿略﹀︒﹂の聲を聞いた︒

うらやまし・い

です︒

うららか

八捌2

﹇麗﹈︵形状︶5

と思ふのは︑月から見た地球の美観

十一柵5

うらやましくてならなかった︒

九湖2私はつくぐ此の軍人さんが︑

六881 早く︑うちの雀の宿に來れば ましい ︽ーイ・ーク︾

うらにわ

よいのにと思って︑裏庭へ行って見
ると︑

らみ

うらみ ﹇恨﹈︵名︶2 うらみ与みう

軍神廣瀬と

八価5図圃 旅順港外︑ うらみぞ深
き︑

九918 甲部川の水は︑此のうらみも

ねだんを附けた人に費られることに
同じやうな品物を費る店が︑

品物を買はうと思ふ人は︑大

じゅえう

物のねだんは︑主として︑物

お

ていまだ日淺かりし頃︑今日一匹の

十82図心

ム︾

しめやかに︑夜の霧ち

山内一豊︑織田信長に仕へ うる・む ﹇潤﹈︵四︶− うるむ ︽一

やまうちかつとよ

良馬を当りに壊れる者あり︒

九398図

なれば安くもなるのです︒

ち供給との關係によって︑高くも

くわん

を買ふ方即ち需要と︑物を漁る方即

八擢2

で買ひます︒

ねだんを問合はせ︑

ていあつちこっちと店をたつねて︑

八川1

多く並んでみるとします︒

八㎜7

なるのです︒

山を越すまで︑あれ程うら㌧

汽車の窓には關東平野がうら〜かに

八籾7

晴れて居る︒

︽一

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて
うらむ

みる︑

﹇恨﹈︵五︶5

かに晴れて居た空が︑何時の間にか

うら・む
マ・ーム・ーン︾

外はうら〜かな春の日であ
教室の外は︑うら︑かな初

六月の空は︑うら㌧かに晴

二間歩く

しば
大原女たちが︑柴や︑すりこ

﹇売歩﹈︵五︶1

且vきんぎょうり・みずうり

九襯1

︽ーイ︾

うりある・︿

うり

れて︑所々に淡い白雲が光ってみた︒

十一763

夏だ︒

十一384

る︒

十一249

曇って來た︒

れては︑かはいさうですから︒

毛仔9園鯨り勝過ぎて︑人にうらま
十二243從って人を頼まず︑世をう
らまず︑自分の事は自分でするとい
ふ心掛が︑田家には行きわたってゐ
る︒

十二捌11圓 お前さんは︑わしをうら

なんでうらむわけがござ

なんでうらむわけがござ

んでみるはずだが ︒

十一一齪1囹
いませう︒

十一﹇齪2囹

うれう一うれしなく
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うれふ

︽一

またをつ＼み︑立ち並ぶ家々︑燈
﹇憂﹈︵下 二 ︶ 2

早うるむ︒

うれ・う

五151

おたまじゃくしは︑何だかお

そろしいやうな︑うれしいやうな氣

から︑途方もない南風が吹出して︑

ねぢはこれを聞いて︑飛上る

花をいためつける︒

九287

ねぢは︑自分がこ＼に位置を

程嬉しかった︒

かうして陸へ上った︑たくさ 九315

になって︑わいわいさわいでゐまし
た︒

占めたために︑此の時計全髄が再び

五174

活動することが出來たのだと思ふと︑

十二766図画 うれふることなかれ︒

フル・一へ︾

んの雪融は︑草のかげのあちらこち

ゑもん

らを︑うれしさうにとびまはりまし

すけざ

破船救助掛たりし岩松助左衛門とい

しました︒

さあ出來たぞと思ふと︑うれ

なって︑うれしくてたまりません︒

六527
しくもある︒

数へきれないほど雀が集って︑

ちゅうちゆう鳴きながら︑うれしさ

六882

にいさんが連れて行って見せ

うに朝御飯をたべて居ます︒

七難3

てやらうと言はれたので︑ゆふべか
ら︑私は嬉しくてたまりませんでし
た︒

九544國

こ＼で開かれたオリンピッ
ク大陸に︑日本の選手がめざましい

活躍をしたことは︑今も町の嬉し

くわつやく

きっと日本人の子供の成績

い話題になってゐます︒

九547国

のよいことを聞かされて︑涙が出る

あちらでもこちらでも︑驚く

程嬉しく思ひました︒

九712

聲︑感心する聲︑嬉しさうな聲︒

甚次郎は︑胸がこみ上げるや
僕は嬉しかった︒

うに嬉しかった︒

九757
九945

僕が行くと︑北斗は嬉しさう

僕は祖父の此の言葉を聞いて︑

清少納言は嬉しくなって︑心

ほんたうに嬉しいと思ひました︒

九品9

すり附けます︒

に︑すぐ僕の所へ飛んで來て︑鼻を

九㎜6

わけても︑自分の家へいそい 九戸2 僕は嬉しくてたまりません︒
そと錦って來たつばめを迎へる人の

八127

心は︑どんなに嬉しいことでせう︒

八193國机の上に︑皆さんからのお
手紙がのって居ると︑私は嬉しくて
なりません︒

十旧4

た︒

一度乗って見たいと思った此

の中に︑﹁︿略V︒﹂と一心に祈りまし

兵隊さんは︑やれ嬉しやとば 十繊6

雨が止んで嬉しやと思ふ夜半

かり︑私たちの前へ押しかけて來ま

八532
した︒

九23

くてたまらなかった︒

谷川を下りながら︑みんなは︑ 九315 ねぢは︑︿略﹀︑嬉しくて嬉し

十二備10図 小倉に近き長濱村に︑難

ウレシイ

︽1・ーイ・ーウ・一

この頃︑少し泳げるやうに

うれしさうに歌ったり︑さわいだり

五693

嬉しくて嬉しくてたまらなかった︒

︽ーシ

た︒

うれし

ふ人︑か＼る不幸のしばくなるを
﹇嬉﹈︵形 ︶ 1

うれへ︑

ク︾

うれ・し

野に立てば 野は輝きて︑ 白雲

九718図圏 さみだれの晴間うれしく︑ 五893国

嬉しい

﹇嬉﹈︵形︶35

を 通す日影に︑ はや夏の暑さを
おぼゆ︒

うれしい

うれし・い

カッ・ーク︾

ニー24 太郎サンバ︑ウレシクテタ

うらの畠にみたおかあ

マリマセンデシタ︒

四143
さんも︑かけて來て︑ ︿略﹀︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにおっ
しゃいました︒

ぼくはうれしくて︑その

まはりをとび歩きました︒

四152

ません︒

四166 ぼくは︑うれしくてたまり
﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが

おっしゃったので︑ぼくはうれ

四醜3

しくてたまりません︒

四身1翻おひな様もうれしさう︒

間もなく︑びりくと嬉し

の汽車に乗れて︑實に嬉しい︒

十︻佃7

﹁如何なる大雨にも︑此の

い呼子が鳴った︒

渓流の濁ったことはないと申しま

十﹁偽2

さてく︑書附に合って

す︒﹂と言ふ︒それが嬉しい︒

十二581園

パリーに來て嬉しいのは︑

嬉しうござる︒

十二慨2

青年も︑嬉しさうににこ

すっきりした街路である︒

十二㎜8

﹇嬉﹈︵五︶1嬉しがる

く笑ってみた︒

みんなが嬉しがって雪をす

うれしが・る

︽一ッ︾

くった︒

十一伽4

うれしげ ﹇嬉﹈︵形状︶1 うれしげ

草も木も︑ うれしげに
ひごひ
池の緋鯉は喜び勇

うちをどり︑

七欄3圃

む︒

をぢさんは︑たゴもう夢中

うれしさ ﹇嬉﹈︵名︶2 嬉しさ

十二898

タ︑・⁝︒﹂と快い音が鳴り出

で故障をなおした︒﹁タ︑タ︑タ︑

しかし︑私は何とも言へぬ

した時の嬉しさ︒

十二㎜3

嬉しさを感じて︑彼の手を握った︒

二人が互に取りすがって︑嬉

うれしな・く ﹇嬉泣﹈ ︵五︶1 嬉し泣

八463

く ︽ーキ︾

し泣きに泣いた時には︑頼朝を始め

居合はせた者に︑誰一人もらひ泣き
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をしない者はありませんでした︒
雨露

誰言ふとなく︑﹁︿略＞Q﹂と︑歎ずる

者が多かった︒

十柵1囹此の前︑とかくのうはさの

﹇雨露﹈︵名︶1

十一972図木の枝を切りて地上に立

うろ

うは手

うはや
﹇上屋﹈︵名︶3 上屋

ぢや︒

うわや

七搦1
す︒

七燭4

上屋

うんか
十1710図 雲霞の如き賊兵も引退き︑

運河﹇▽スエ

た貸城の四方を園みて︑遠攻めにす
﹇運河﹈︵名︶6

るばかりなり︒

うんが

ズうんが・パナマうんが・パナマうん

十三8

だから︑あそこへ運河を作ら

がだんめんりゃくず
うといふことは︑何百年も前から考
へられたことでした︒

十悩3 さて︑此の湖へ︑両方の海か
くし
ら掘割をつけて︑ちやうど芸子の串
刺のやうに︑運河を通さうといふの

ざし

ですが︑

今︑太平洋の方から此の運河
へはいるとしませう︒

早言3

運河の長さは全膿で約八十二

サウトシテヰルトコロデス︒

三974 ヲヂサンガカウイッテヰ
ル間二︑ウンテンシュ出車ヲ

スッカリシゴトガスムト︑

ハヅシマシタ︒

ウンテンシュハ︑ヲヂサンタチニ︑

三978

うんと

ウンテンシュモノリマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三986

大きいのがじまんの大

︵副︶2

三273

うんと

蛙は︑うんといきを吸ひこんで︑

おなかをふくらませて︑

強く︑うんと支へた感じを︑最もよ

十一273あらゆる重みを受けて︑力

く此のふくらみに見ることが出來る︒

そこでおもしろい運動を始め

うんどう ﹇運動﹈︵名︶4 運動

ます︒

七978

髄の手入れをしたり︑運動を

粁︑十時間ばかりで船は通過します︒
がつしゆう

九佃10

寒い冬の日でも︑一日に一度

つたのは其の頃からです︒

させたり︑僕の仕事が追追忙しくな

九㎜6

十伽10此の運河を作ることに成功し

上屋の廊下と向合って︑つい 十伽6
運

ところが︑突撃前の大事な たのは︑アメリカ合衆國でした︒
十一槻7国 スエズ運河の北の端にあ
る此の港には︑運河を開いたレセッ

は︑必ず北斗を連れて運動に出かけ

ました︒

會の様子などが︑目に見えるやうで

八196国皆さんの山遊のことや運動

會

うんどうかい ﹇運動会﹈︵名︶2 運動

僕は朝早く運動に出かけた︒

それは︑たて綜が切れ＼ば自 十二918 半月程たって︑或日曜日︑

﹇運転﹈︵名︶1 立込3し

プスの銅像が即座高く立って︑

うんてん

﹁君︑始めて來たね︒﹂﹁ううんてん

八848

動的に運轄が止り︑よこ綜が無くな

うん︑おちいさんによく指
議していたゴいて︑一つ一生けんめ

れば自動的にこれをおぎなふ仕掛に
﹇運転手﹈︵名︶4

なって居る機械で︑
うんてんしゅ

君︑とんぼを取るんだら
う︒﹂﹁うん︑取るんだ︒

三956 ソノ車ヲ︑今ウンテンシュ す︒
十355国十一月三日の明治節に運動
ガ一生ケンメイニナッテ︑ハヅ

十衛10囹今度は︑みんなりっぱな方 テンシュ
ばかりのやうですね︒﹂﹁うん︒
うんか
﹇雲霞﹈︵名︶1 雲霞

うんか

ウン

いにやって見るか︒

九価9圏

ん︒﹂

九979圏

うん︵感︶4うん

七五が急にきかなくなった︒

時になって︑運悪くをぢさんの輕機

十二8811

﹇運﹈︵名︶1

そこに日本丸の甲板があるのです︒

七132

けた＼ましい音がして來ました︒

段を上った時に︑船の方から︑何か︑

上屋の中へはいって︑憎い階

屋根の上に︑船膿の上部が出て居ま

うはや
向かふの大きな︑長い上屋の

これや︑不孝者のうは手

﹇上手﹈︵名︶1

あった人は︑一人もはいってゐませ

うはさ

十二帽10園

うわて

て︑木の皮にておほひ︑八人一所に
うろこ

んね︒

﹇鱗﹈︵名︶1

うつくまりて雨露をしのぐのみ︒
うろこ

十一柵1 青空にうろこのやうに小さ
はんてん
く群生する白い雲は︑さばの斑鮎に
似てみるところがら︑俗にさば雲と
いひ︑

上着

﹁︿略﹀︒ ﹂ と 指 さ し た 所 に ︑ 緑

﹇上着﹈︵名︶3

などが︑風にひるがへってみる︒

うは言

十二鵬4 上着を取って︑はんの木の
下枝にかけた︒

﹇誰言﹈︵名︶1

十二⁝川1園 あんまりへったので︑つ

うわごと

い︑うは言が出たかも知れないが︑
﹇噂﹈︵名︶4

わしには何も斎えがないのです︒
うわさ

四価3 なんせんして︑鬼が島へ
流れついたれふしが︑鬼を一ぴ
き連れてかへって來たといふ

十偲6 此のうはさが世間にもれて︑

も︑母の名を言ふ者はありません︒

したが︑十日たっても二十日たって

をする者は無いかと氣をつけて居ま

八418 さて萬壽は︑誰か母のうはさ 十617囹

うはさがったはりました︒

うん

十二2511 せんたく物の上着やも＼引

な本を忌んでみる︒

色の上着を着たロシヤ婦人が︑分厚

十燭1

うわぎ

うろ一うんどうかい

うんどうじょう一えい
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會があるといふので︑島民の青年た
ちが︑コロールの大運動場で︑毎日
陸上競技の練習をやってみる︑

うんどうじょう ﹇運動場﹈︵名︶3 運
六407 稻が刈られたので︑きのふ︑

動場﹇▽だいうんどうじょう
さく

たんぼに柵を作って︑山羊の運動場
をこしらへてやったのでした︒

七709 四天王寺に近い天王寺公園に
くわだん

は︑︿略﹀︑又木立や︑池や︑運動場
や︑廣い花壇があります︒

九29 庭も︑軒端も︑川端の堤も︑
けいだい

學校の運動場も︑神社・寺院の境内
も︑一時に花で埋まる︒

︽ ー シ ・ ースル︾

うんどう・する ﹇運動﹈︵サ変︶2 運
動ずる

八悌7園 其の勢でくらげは運動する
のだ︒

九伽2 僕がかけ出せば北斗もかけ出
し︑僕が止れば北斗も止り︑追った

運命

り追はれたりしながら︑呈しく運動
﹇運命﹈︵名︶4

しました︒

うんめい
うとする覧悟なのだ︒

かくこ

十745 沈み行く船と運命を共にしょ
船と運命を共にするのは︑

船長の義務だ︒

十7410囹

十二欄10 無常は生ある者のまぬかれ
ない運命である ︒

の御身で︑︿略﹀︑危き日本の運命を

十二悩4 かう考へると︑宮は一女性
もお救ひになったと言って︑決して

﹇運輸﹈︵名︶1

過言ではないのである︒
うんゆ

運輸

地は南に飾磨港をひかへて

のか︒

六諭3圏

いくら言っても︑圭里ばかり

かいて︑ちっともお纒をおぼえない︒

六呂5園わたしは︑︿略﹀︑机に向か

十一一702

瀬戸内海の運輸を占め︑西に中國街

ふと︑つい垂がかきたくてかきたく

十備6

雪舟は︑足の親指を使ひなが

其の後︑雪舟は︑︸心に書一を
壁に書一をかいてもらへば︑

心を無理にしづめようとし

をとゴめてみるが︑

十﹇405

て雑誌を開いたが︑文字も隠里もみん

な意味をなさなかった︒

海の印象は︑まるで走馬燈の壼のや

十﹇摺9国玉へてみると此の長い航

うに︑それからそれへと廻り移って︑

しんぢ

松江を嚢したる汽車は︑

風光圭里の如き宍道湖のほとりを走る

十二34図

とうろうの色鮮かに︑江上

こと約四十分︑

十二271

に影をうつすさまは︑垂にもかきた

いくらゐである︒

こんな雪の朝などは︑いつも

よりたくさん來るので︑いくら餌を

六902

なってゐましたQ

手からゑをたべるほどに

四544大そうよくなれて︑私の

恐るく近寄って見ると︑死え ﹇餌﹈︵名︶3 ゑ 餌

やまと

大和平野が︑絵のやうに美し
箱根山から伊豆山へ越えて行

くかすんでみた︒

九櫛3

であった︒

人と見えたのは︑ふすまにかいた圭里

七193

まことにありがたい︒

七147園

習ひました︒

六桝7

のでした︒

ら︑涙で︑板の間に垂をかき始めた

六擢3

て︑たまらなくなってしまふ︒

道を受けて交通の要路に當ってみる︒

え
え ﹇江﹈﹇▽いりえ・ほりえ

え
え

枡を下に︑少し曲った柄を上

え﹇柄﹈︵名︶3柄柄
ます

九梱3

に︑ちやうど柄杓を立てたやうなか

又北極星を柄の端にして︑北

つかうになってゐます︒

九価6

斗七星とどうやら似た︑小さい柄杓
形に連なるのを︑大熊座に乱して小
熊座といひ︑

やっても︑すぐになくなってしまひ

え
貞童は︑豆の葉の柄で造った

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打

十631

けさやった餌も︑もう︑なく

ます︒

なったものと見えて︑集って居る雀

六904

寄せてみるのが見えるといふ︑圭里の

今日も源氏は紫の君に圭里を

は︑皆さびしさうにして澄ます︒

えい

え︑でも︑そんなにくはし

村會でさうきめたのですか

えい5やあえいやあえ

え︑樂譜がない︒

︵感︶2

十一鵬2園

村會で︒

ら︑納めなくてもよいのです︒﹂﹁え︑

七瀬2囹

く御存じではありませんか︒

五454囹

いろくの書﹇を書いてやつ え︵感︶3え

書いて見せた︒

十﹁228

轟かごに︑とんぼを入れた︒
縮←

やうな歌である︒

書

﹇絵﹈︵名︶2一

﹇重﹈且Vいくえ

ゑ

え

エ

え

一192

あぶらえ・かげえ・すみえ

タラウサンガ︑グンカンノ 十一229
た︒

ハナコサンガ︑フジサンノ 十﹁229 最後に女の旧里を書いて︑其

エヲカキマシタ︒
︸195

の鼻を赤くぬって見せた︒
がくぶち

玉轟の羽も光を失って︑
たゴ扉や皇にゑがかれた書のみが色

とびら

十一331

はめ込んだ美しい圭里だと私は思った︒

二人は︑はさみでゑを 十一259 まるで南大門といふ額縁に

エヲカキマシタ︒

三628

お前は︑又叢をかいて居る

切りぬいて︑めんをこしらへまし
た︒

六㎜2園
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えいり

κい兄い

い

﹇英国人﹈︵名︶1

英國

ヤは︑フランス王に從ひ︑老父王の

人

えいこくじん

があって︑人の波が後から後から押
鋭角

ために軍勢を率みて英國に渡った︒

﹇鋭角﹈︵名︶1

寄せます︒

時々大通は︑川じりが三角

えいとうほ

今通った永登浦から四つ目

が京城騨です︒

九麗7囹

はつらつ

えいはつ・する ﹇映発﹈︵サ変︶1 映

獲する ︽ーセ︾

或物は誤記たる鮮緑に︑

隊

たい

ちゃかつしよく

みかんなく映獲せ

さトげつト

十一一7410図 敵の衛兵等︑あやしみて

えいへいら ﹇衛兵等﹈︵名︶1 衛兵等

して軍艦旗に敬禮する︒

艦長を始め乗員一同は︑皆姿勢を正

れ︑衛兵隊は捧銃の敬禮を行ひ︑

ゑいへいたい

九388

﹁君が代﹂のラッパが奏せら

ゑいへい
えいへいたい ﹇衛兵隊﹈︵名︶1 衛兵

しめつ＼︑

或物は

や轟重な茶褐色に︑それぐの

十一362團

シンガポールも︑コロンボも︑アデ

考へて見れば香港以來︑

ンも︑皆英國人の纒螢の下に爽達し

十一㍑1囲

分岐し︑其の分岐鮎に立つ高櫻が一

港の光景が︑な＼めに浮上つ

愚物は明朗なひわ色に︑

きは優麗に仰がれる︒

いみじき色彩を

永久

人は︑永久に此の湖の水際 えいじあ・う ﹇映合﹈︵五︶1 映じ合

﹇永久﹈︵名︶3

﹇映﹈︵サ変︶4

なほ長堤の櫻は︑タ日に映じ

映ずる

さっぱりした建物の色と︑熱

︽ーフ︾

八伽5

ふ

九重5

てはなやかに咲績いてるる︒

九43

︽ージ︾

えい・ずる

帯植物のこい緑が映じ合ふ︒

に近附くことが出來ないかのやうに
月は︑永久に人間の心の友
どうせ死ぬべき此の燈を

英語

捨てて︑永久の命を得ようといふの

十一一瑠1圓

であり︑慰であります︒

十一個11

思はれる︒

十︻842

えいきゅう

た都市ですが︑

洲をはさんで分れるやうに︑鋭角に

十二槻11

えいかく

頼光は︑︿略V︑力を抜

いて︑﹁えい︒﹂と一聲︑その首

四701園
を切落しました︒
軽々

十二醜5圏 えい︑だますな︒
﹇営営﹈︵形状︶1

十二239 忽々と働く彼等に︑どこか

えいえい

又︑氣の長いところがあるのも︑一
つは此の廣大な自然のせみであらう︒

人が か さ を さ す な ら ば ︑

十一一626囲囹 えいく︑ かさをさ

えいえい ︵感︶− えいく
すならば︑

おれもかさをさ＼うよ︒
永遠

だ︒

今日これらのものが︑︿略V︑

﹇永遠﹈︵名︶2

十ニー63

えいえん

史蹟や國寳などに指定されてるるの

しせき

えいこ
﹇英語﹈︵名︶3 英語

えいやえいや

えいや︑えい

大ぜいのせんどうがの

︵感︶1

あらためみんとするに︑ 一老兵︑

﹁︿略V︒﹂と言へば︑﹁︿略V︒﹂とて止

えいご

て︑海から飛行場へ滑り込むやうに

時に﹁さうしかんば﹂のは

四96園

や

えいとう
﹇永薫辛﹈︹地名︺1 永登

歴史は長し七百年︑

﹇英雄﹈︵名︶1 英雄

英雄墓はこ

馬の平首を手綱諸共に打落

した話など︑日本刀の鋭利を物語る

十一柵8

えいり ﹇鋭利﹈︵名︶1 鋭利

けむしぬ︒

興亡すべて夢に似て︑

十二487図圃

えいゆう

こぎましたが︑

りこんで︑﹁えいや︑えいや︒﹂と

だが︑梢からもれる太陽の光に映じ

紅色の壁面が湖水の藍に映
螢庭

入草市時は︑寒風吹きすさ

﹇営庭﹈︵名︶1

えいとうほ
葡
γ

中々ほねが折れますが︑

ぶ螢庭で教練したり︑冷たい水で︑
せんたく
食器を洗ったり洗濯したりするのに︑

七527国

えいてい

じて︑さご波が紫に見える︒

十﹁搦7

て︑薄暗い中に銀色に光る︒

十一冊4

て目に映じた時は︑もう方向を轄じ

今年九つになる八重ちゃん
えいご
といふ女の子は︑英語も日本語も非

九517囲

常に上手です︒

む︒

こ＼に︑英語で﹃︿略﹀︒﹄

ちやつみをとめ

﹇栄光﹈︵名︶1

うを振りまきます︒

えいこう

に投ずる︒

リや王が姉たちにぎゃく待

﹇英国﹈︹地名︺1

されてみることを探知したコーデリ

十二粥9

えいこく

洛中

十一371囲 茶摘少女の手先を祝福し
きばう
限りなき希望と榮光を田園
つ＼︑

榮光

て來て︑片言の英語で盛にあいきや

十一襯11国主人らしいインド人が出

と記してある︒

十﹇783園

降った︒

があるのは︑かうしたものを永遠に
保存しようといふ精神であることを
自分は此のま＼世を去って

忘れてはならない ︒

十一一458

映画旦

も︑精神は永遠に生きる︒

えいか ←こえいか
かうぎ

﹇ 映 画 ﹈ ︵ 名︶1

垂を見たりしたことが思ひ出される︒
えいぐわ

十99 講義室でお話を聞いたり︑映

えいが

館

くわん

えいがかん ﹇映画館﹈︵名︶2 映壷
えい

六野8影身の観音様のそばには︑映
書﹁館などもたくさんあって︑にぎ

ぐわくわん

げきぢやう

やかな事からいへば︑或は東京一か
も知れない︒
えいぐわくわん

七681 堀端の町には映童里館や劇場

えいり一えがたし
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鋭利

傳説は数へるにいとまがない︒
﹇鋭利﹈︵形状︶2

十一鵬2 日本刀の鋭利なことは改め

えいり

六45

兄うかしは︑かへって︑さつ
すぐに︑二人の大悪を︑兄う

そく家を建てにかかりました︒

六67
た︒

二人は︑兄うかしの家へ行つ

かしの所へ︑おさし向けになりまし
六69

ていふまでもない︒

つて直ちに折れたり曲ったりするも

何事かと思って出て見た兄う
﹁︿略V︒﹂と︑合うかしが申し

へ︑一人は劒を抜いて︑つめ寄りま

ますと︑︿略﹀︑一人は弓に矢をつが

六77

かしは︑びっくりしました︒

六了3

六71圏兄うかし︑出て來い︒

ました︒

て︑外から大君に︑﹁︿略﹀︒﹂と呼び

十一閥11 如何に鋭利な刀でも︑斬合
のは︑遵用にたへないから︑

えいりょう ﹇英領﹈︵名︶1英領
両方の岬も中の小島も︑

すべて岩ばかりですが︑此の小さい

十一備10国
岩の島が英領なのです︒
えいろく

えいろくじゆうにねんろくがつ ﹇永禄

十二年六月﹈︵名︶1 永禄十二年六
した︒

えいろく

九845 永禄十二年六月の或夜︑勝久

二人の様子に︑兄うかしは︑

が浮かんで來た︒

隣を見ると︑軍人さんが笑顔
垂かき

雪舟は︑とうく︑日本一の

お前は︑書一かきになるがよ

﹇絵描﹈︵名︶3

でうなつく︒

九臨5
えかき
六悩3園
い︒

六M9

だ

たくみ

昔︑飛騨の工といふ大工と︑

ひ

里里かきになりました︒

七143

かはなり

︵五︶2

ゑがき

百濟の河成といふ垂かきがあった︒

くだら

﹇描出﹈

ふとゑがき出す 夏の夢︑

︽ーサ・ース︾

えがきだ・す
出す

十696韻

雪が降る︒
さうして︑す＼のか＼つた

外はちらく
十一473

時間ぐらるふたをあけて置くと︑此

九悩1 窺眞機を北極星に向けて︑ 一

の圓をゑがく様子がわかるやうに窮

さうして︑北極星の近くに見

眞にうつります︒

える笑話小さい圓をゑがき︑遠くに

九悩6

遠くに見える日程大きい圓を

見える荒説大きい圓をゑがきます︒

ゑがきます︒

九餌6

十481図仰げば庭前の柿の梢は︑大

屋根といふ屋根は︑天女の

空に墨圭里をゑがき︑

壁上にゑがかれた壁書の

羽袖のやうに︑なだらかな曲線をゑ

十一297

がいてるる︒

十一321

数々︑それはもちろん所々はげ︑壁

たΣ扉や塁にゑがかれた書

盛にいるかがをどつて見

得難し ︽ーキ︾

えがた・し ﹇得難﹈︵形︶2

得がたし

になってみることがわかります︒

其の物が得がたいといふことが原因

八⁝⁝2 物にねだんがあるのは︑︿略﹀︑

︽ーイ︾

えがた・い ﹇得難﹈︵形︶1 得がたい

から︑

大旨同じ場所で半圓をゑがくのです

十一帽7困後から後から飛出して︑

をゑがいて水にをどり込みます︒

せました︒勢よく飛出しては︑半圓

十一㍑6国

のみが色をと団めてみるが︑

十﹇3211

きれつ

ガラスの面には︑ぎざくの線がゑ

も亀裂を生じてはみるが︑

んで居たが︑やがて方向を見定め︑

電光形をゑがく見事な滑り振

矢のやうに飛去つた︒

八948

りに見とれてみると︑もう目の前に

これも大きな圓をゑがくルー

來られた︒

八柵6

多くの縦径は︑此の鳥をゑが

プ線である︒

九652

北の空では︑星が北極星を

きました︒

ほゴ中心に︑圓をゑがいて動いてゐ

九鵬7

るのだといふことがわかります︒

とびら

がき出されるのでした︒

見ると︑兄うかしは︑自分の えが・く ﹇描﹈︵四・五︶14 ゑがく
︽ーイ・ーカ・ーキ︒ーク︾

さいこ

しかけたおとしにかかって︑あはれ

おと

﹇兄滑⁝

兄うかし・弟う
たがらす

二三回上空に輪をゑがいて飛

八765

六99

え

や

神武天皇は︑八型鳥をお使

弟猜兄弟﹈︵名︶1

えうかしおとうかしきょうだい

唱うかしは亡びました︒

な最期をとげて居ました︒

六97

すっかり氣をのまれてしまひました︒

六87

月
を奉ずる尼子勢は出雲に入り︑一城

ゐ

を築いて三度ときの聲を作った︒
う

え︒う﹇酔﹈︵四︶2酔ふ︽ーヒ︾
淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

十二柵11図翻園 有志の奥山今日越え
て︑

兄うかし

十二備6図囲 有畜の奥山今日越えて︑
淺き夢見じ︑酔ひもせず︒
﹇兄猜﹈ ︹ 人 名 ︺ 1 2

かし兄弟

えうかし

六17 兄うかしは︑物も言はず︑か

六13

として︑其の地方に勢力を張って居

ぶら矢を取って弓につがへ︑八腿烏

た兄うかし・弟うかし兄弟の所へ︑

おと

をめがけて︑ひようと放ちました︒

笑顔
つぼみの敷をよんでみる︒

笑顔かはして︑

雪煙が消えると︑先生の笑顔

母とまた︑

﹇笑顔﹈︵名︶3

八953

花の敷︑

八896圃

えがお

おつかはしになりました︒

え

六23 兄うかしは︑すぐに手下の者
を呼集めて︑戦の用意をしょうとし
ましたが︑意外にも︑手下が集って
來ません︒

しばらく考へて居ましたが︑

六28 すっかりあわてた兄うかしは︑
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し

な

いや︑とんぼは益轟だから︑

﹁えぞまつ﹂﹁とgまつ﹂の

原始林の間に開かれた高原の道を自

十一815

構内には︑パルプの原料に

動車で東へ走ると︑

十一湿8

トウトウ︑

エダニ

三羽︒

四902山木の枝にすゴめが

四劫1ふと見ると︑向かふの松
の枝に︑何かきれいな物が

ソノウチニ︑コノタクサンノ

か＼ってゐます︒

綜ノ中ノ一本ガ︑向自フノ柿ノ木ノ

五786

枝ニクツツキマシタ︒

枝がからかさを廣げたやうに

らかさ松と呼んで居る︒

出て居るので︑村の人は︑これをか

七201

並んで止って居るのもあります︒

トビ 六914 中には︑向かふの木の枝に︑

ト

一ペン︑ニヘン︑ 三ベン︑

ツクカヘル︒

一266圃
四ヘン︑

なほしばらく飛績けたが︑遂にたへ

八776此の重い傷にも屈せず︑鳩は

かねて︑とある木の枝に止った︒

ニツルシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トウタヒ

からり︒

大きなしげった枝は︑四

からり︒

枝へ︑とんで移って︑

四531圏

とんく
枝から
松の小枝を
とんく

枝へ︑とんで移って︑

四531圃松の小枝を枝から

さっさと走って行きます︒

四463すると︑月は枝の間に
じっとしてゐますが︑雲は

を枝の間から見たまへ︒

四457面こ＼に立って︑お月様

方にひろがって︑

四51

ニパット花ガサキマシタ︒

あとには︑松の枝から雪がこ

かへで

窓の外には︑楓の枝がそよ風

空を半ばおほふやうに︑櫻や

左右から枝を交へた櫻や楓の

四方に太い枝をたれて︑深

て︑木の皮にておほひ︑八人一所に

十一971図木の枝を切りて地上に立

い日かげを作ってみるにれの林や︑

十一789

トンネルが︑しばらくは痒く︒

十432

さそって止まない︒

輕く曲折しながら︑人を奥へくと

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

かへで

十389

に動いてみる︒

九986

ぼれてるた︒

八928

二907 ソレガ︑カレ木ノエダニ 八782 飛去つたあとの木の枝には︑
いたましくも赤い血が附いて居た︒
カカッタカトオモフト︑一ド

マシタ︒

二9ーソレヲニハノ木ノエダ

ビツイタ︒

枝むかれ

なる﹁えぞまつ﹂﹁とどまつ﹂の丸

えぞまつ

エダ

﹇駅前﹈︵名︶1

やった︒

えきまえ

﹇枝﹈︵名︶28

太が山のやう︒

えだ

騨前には︑馬車や自動車がた

﹇蝦夷松﹈︵名︶2

ヤナギノエダニ︑

一261圃

えだ・こえだ︒したえだ

汚名

ゑぐり

騨名を讃むひまもなく通り過
︵五︶1

﹇駅名﹈︵名︶1

くさん往き出してみる︒

十旧7

二宮

取らない方がよいと︑先生がおつし

五831

十962図開き見れば︑世にも得がたえきちゅう ﹇益虫﹈︵名︶1 益轟
き兵書なり︒

滅せるもののわっかに世に存するの

十﹇悩3図 されば古は︑支那より渡
みにて︑學者其の得難きに苦しみた
りき︒

騨﹇▽あおもりえ

九柵1

えきめい

﹇駅﹈︵名︶7

き・いしうちえき・おおさかえき・

﹇挟取﹈

ぎてしまふ︒
えぐりと・る

一同は︑波にゑぐり取られて

︽ーラ︾

十594

取る

餌食

其のてっぺんから身を投じ

﹇餌食﹈︵名︶1

のである︒

さうして︑これらの金字

︹地名︺2

カイロ博物館をたつねる
と︑エジプトの古い文明を物語る遺

十一捌8困

だといふことです︒

塔は︑皆エジプトの王様や王子の墓

十一励11国

エジプト

エジプト

て︑今や羅刹の餌食にならうといふ

十二備8

えじき

きれて見下してみた︒

あとかたもなくなった村を︑たゴあ

みえき・ようろうえき・よしのじんぐ

へ走って行く︒

どこか知らない騨に停車した︒

エジプ

物が︑何十といふ室にぎっしりと陳

ト王國

︹地名︺一

列されてゐましたが︑

騨員

えぞまつ

うてエジプト王國が開けました︒

十一粥11囲

五千年の昔︑此の川に沿

エジプトおうこく

た頃︑或騨で停車すると︑どやく

﹇駅員﹈︵名︶1

へ走って行く︒

え︑騨の花壇の赤いカンナの花が後

くわばん

九m2 忙々の顔が見えたと思ふと消

えきいん

て︑私のそばに腰をかけた︒

と此の國の青年が四五人はいって來

十二伽5 もう齢程目的地へ近くなつ

十漉10

九四7囹 今過ぎた騨は成歓だよ︒

せいくわん

え︑騨の花壇の赤いカンナの花が後

くわだん

九佃2 騨員の顔が見えたと思ふと消

の鐸にはほとんど止らない︒

九佃10 此の列車は特別急行で︑途中

にかはる︒

八逆5 石打の騨で︑再び蒸氣機關車

いしうち

かへられる︒

八四3此の騨で︑電氣機下車に取り

うえき

き・ハルビンえき・ひとえき・みなか

しゃえき・とうきょうえき︒なちえ

きょうとえき・けいじょうえき・たい

えき

えき一えだ

えだえだ一えどしみん
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うつくまりて雨露をしのぐのみ︒
﹇枝豆﹈︵名︶1
けしき

枝豆

其の枝越しの庭に見られた︒

ゑちこ
ふゴき

八㎜6

越後平野

﹇越後平野﹈︹地名︺1
ゑち

吹雪を突いて︑汽車はたゴ越

えちこへいや

ものなどを下さった︒

る中に︑おかあさんが︑枝豆やくだ

七㎜1此の美しい景色に見とれて居

えだまめ

どち ら も ︑ 其 の 枝 其 の 梢 は ︑

楊であり︑上から下へたれ下るのが

十二別8 枝の︑上にのびて行くのが
柳である︒

十一一219

風になよくとなびき動いてみるが︑
心字の池に枝をさしのべた

幹は動くことなく ︑

十一一428
後平野を北へ北へと進んで行った︒

ご

﹇閲覧室﹈︵名︶1

閲覧

﹇閲覧用紙﹈︵名︶1

閲覧室へ行った︒

えつらんしつ
九963

室

えつらん

えつらん

えつらんようし

閲覧用紙
江戸

入口で閲覧用紙をもらふ︒
ちやうふはんしゅ

﹇江戸﹈︹地名︺9

九931
えど

大將の父は︑長府藩主に仕

其の時大將は︑江戸から大阪

へて︑江戸で若君のお守役をして居

昏昏6
たが︑

七描7

か

も

まぶち

江戸表

そればかりか︑追討の官軍

﹇江戸表﹈︵名︶1

局江戸百萬の市民を救ふことである︒

十一一㎜5

えどおもて

徳川の恩義を思ふ奮臣たちが︑おめ

が忽ち江戸表に押寄せるとすれば︑

會得

しかし︑顔回は質問一つ

﹇会得﹈︵サ変︶1

おめと江戸城を明渡すはずはない︒

えとく・する

︽ーシ︾

十二393園

する

我が國の敷學は︑江戸時代

本居宣長は︑江戸時代の有名

な學者で︑

十二僻10

に出た關孝和の天才によって︑世界

のすけ

﹇江戸市中﹈︵名︶2

江

的水準にまで高められたのであった︒

ら

大石内航之助を始め四十鯨人

く

えどしちゅう

戸市中

あなたがよく會ひたいと 十悩5

が︑︿略﹀︑あっばれ本望を遂げたと
こうふん
いふので︑江戸市中はすっかり興奮

してしまった︒

其の結果︑江戸市中が兵火

にか＼れば︑百萬の市民はどうなる

十一一㈱7

ちカ
こと

江戸市民は兵火をまぬかれ

宮は一女性の御身で︑徳川

の家を救ひ︑江戸市民を救ひ給うた

十二悩4

た︒

十二欄5

市民

えどしみん ﹇江戸市民﹈︵名︶2 江戸

何年前のことであったらう︑

慶喜は事のすこぶる重大な

はんぎゃく

﹇江戸時代﹈︵名︶2 江戸

せず︑すぐ會得して實行にか＼る︒

えどじだい

前にやってもよい︒﹂﹁えづ︒たった

十二麗9囹さうしたら︑私の髄をお

木は枝や葉を震はせながら︑ えっ ︵感︶− えつ

楓は︑もう色づき始めてみる︒

かへで

十二橋10

修行者の心に感動するかのやうに見
えた︒

いや︑江戸を出立する時は

もとをりのりなが

十梛2

つた︒

十二悌9

慶士吾叛逆の報がいち早く

のを知って︑大阪から海路江戸に蹄

十二研1

書の力の偉大なことに感動したのは︒

自分が江戸の屋敷で史記を讃み︑史

十二436

先程お見えになりました︒

お話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

十一692囹

を致し︑再々に残し置いた︒

三十人であったが︑道中で追々病氣

群言10園

に着きました︒

て︑︿略V︑二日目の夕暮に︑小田原

彌次郎と北八は︑江戸を立つ

じらう

時代

越年

や

まで︑馬やかごに乗らず︑爾親と共

やがて電燈が消えると︑掛の

人がエックス線の實験をする︒

十136

えっちゅうのかみ几vほそかわえっちゆ

﹇越中国﹈︹地名︺1

うのかみ・ほそかわえっちゅうのかみ
いか

越中の國

ゑつちゆう

たひらのこれもり

大盛平維盛は︑十萬騎を

えっちゅうのくに

取る︒

︽⁝シ︾

﹇越年﹈︵サ変︶1

引連れ︑越中の國となみ山に陣を

ゑつちゆう

八326図

す

えつねん・す

一度トッショカウに至り

江戸に達した時︑宮はさすがに御憤

徳川の家を救ふことは︑結

りをお感じになったが︑

十二鵬9

翌年再び北に向かひて四月ノテトに
着き︑

て引返し︑トンナイに留りて越年し︑

十一939図

九国1

に歩いて行った︒

エックス線

皆さん︑これから暗室で︑

︵名︶2

二文句ですよ︒

十132園

エックスせん

十二欄4 庭におり立つた私は︑荒な
はで枝を釣った松の根もとに︑そつ

枝々

エックス線の實験が始ります︒

と顔を出してみる黒い土を見つけた︒
あをやぎ

十二柳1図圃 音もせずふるとも見え
﹇枝枝﹈︵名︶1

ぬ朝じめり枝おもげなる青柳のいと
えだえだ

九柵2図圃 金色に咲きこぼれ︑

ゑだこ

にほ
枝々に こぼれ匂ひて もくせいの

ゆかしきかをり ︒

﹇絵凧﹈︵名︶1

六802圃 空は青空︑ うなりをたて

えだこ

て︑ あがる字だこに きれいなゑ
だこ︒

えだこし﹇枝越﹈︵名︶2枝こし枝
四451 さうして︑しばらく枝こし

越し

に月を見てゐまし た が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

といひました︒
九989 日まはりや︑ほうせん花や︑
松葉ぼたんの美しく咲いてみるのが︑
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えどじょう一えらぶ

ばかりか︑危き日本の運命をもお救
ひになったと言って︑決して過言で
江戸城

りんのうじのみやこうべん

﹇江戸城﹈︵名︶3

はないのである︒

えどじょう

十糊3 二月一日に︑輪王寺長言辮法
親王が江戸城へお出でになった︒

十二憎7 徳川の恩義を思ふ心病たち

さいがうたか

が︑おめおめと江戸城を明渡すはず
はない︒
かつやすよし

盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回の

もり

十二欄1 江戸城は︑官軍方の西郷隆

ゑのぐ

ゑ
給の

會見で︑しかも談笑の中に開城の約
﹇絵具﹈︵名︶5

が成立した︒

えのぐ

八梱7 ちやうど馬出な牛乳に︑緑の

旦ハ 糟の旦ハ

ゑ

ゑのぐでも流し込んだやうである︒

九初6 海水は︑檜の具をとかした水
だ︒

九捌3 眞青な給の具の水に︑タリー
ムを流し込んだ美しさだ︒

ゑ
十一231 源氏は筆の先に赤い給の具
をつけて︑鏡を見ながら︑自分の鼻
をいたづらに赤くぬって見せた︒

場のうちにあるのだ︒
さいがう

ゑはがきにあった︑あのり

さんの銅像は︑どこにあるのですか︒

六物2コ入のゑはがきにあった西郷
六鵬6園
つばな橋は︑何といふ橋ですか︒
なみき
町の建物は西洋風で︑並木
ゑ はがき
の美しい有様は︑お送りした給葉書

八211圏

﹇蝦﹈︵名︶1

えび

でわかったことと思ひます︒
えび

わらの切れはし浮かべたり︑

え

えび

六伽6園卵のからを浮かべたり︑

﹇葡萄茶色﹈︵名︶1

や目高も︑泳がせて︒
えびちゃいろ

檜の葉のやうで︑黄色や︑え

ひのき

び茶色

八燭5

エプロン

どれもこれも︑水兵さんが

︵名︶一

び茶色をして居る﹁いそばな﹂だの︑

十一鵬6

エプロン

エプロンを掛けたといふ︑すこぶる
こっけいな姿である︒

イ︒

セカイヂュウデ︑一バン

エライ人ノ所ヘアゲタイト

二好1圓
オモヒマス︒

ナタデス︒

太郎君︑エライゾ︒

頼光といふえらい大

らいくわう

四262園

四576

あなたは︑おなさけ深い

しゃうに︑しゅてんどうじをた
いちるやうにおいひつけにな

四川1園

二473面一バンエライ人ハ︑ア りました︒

六559園 お前はえらいね︒

お方におなりになりました︒

二483園結語イヂュウニハ︑私ヨ お方ですから︑後には︑きっと
えらいお方におなりでせう︒
リモットエライ人ガヰマスカ
ラ︒
四捌5 白兎のいった通り︑大國
主のみことは︑その後︑えらい
二504圏セカイヂュウデ︑一バン
エライアナタニ︑ムスメヲアゲ

タイトオモヒマスQ

いばうさんにならう︒

けんめいにお纒を習って︑早くえら

六㎜8園明日からは︑きっと︑一生

てがらです︒

辻で火事を消し止めたのは︑えらい

二513囹セカイヂュウニハ︑私ヨ 六986園 それよりも︑あの風に︑四

リモットエライ人ガヰマスカ
ラ︒

二534青煮カイヂュウデ︑一バン
エライアナタニ︑ムスメヲアゲ
タイトオモヒマス︒

九2510園

あのいろいろの道具︑たく

二544園セカイヂュウニハ︑私ヨ 七幡8 母もまたえらい人であった︒

さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

リモットエライ人ガヰマスカ

ラ︒

一バンエライノハ︑ネズミ

二596園

デ

へ行ッテ︑エライ

しかし︑孝和は︿略﹀︑そ

勢のよい苗を選んで︑一鉢に

一本つつ植ゑました︒

七463

えら・ぶ ﹇選﹈︵五︶1 選ぶ ︽ーン︾

いふわけでもない︒

ろばんの達者であったからえらいと

十二櫛6

た實にえらい人だ︒

違ってはみるが︑どれを見ても大き

ラ︒

いや︑全くえらいからさ︒

くて︑えらさうである︒

えもの
え物 獲物

十備4園

物を見せ合ひました︒
えもの
よき獲物かな︒

めいくざるをかしげて︑え

P圏セカイヂュウデ︑一バン
エライアナタニ︑ムスメヲアゲ

﹇獲物﹈︵名︶2

七127

タイトオモヒマス︒

市政上の意見もしっかりし

えもの

九欄6図囹

十段6園

えら

ミヤコ

人ニナリタイト思ヒマス︒

三507囹

ダQ

ナルポド︑卓筆イヂュウ

V圓セカイヂュウニハ︑私ヨ
リモットエライ人ガヰマスカ
途端に機膿がすとんと落ちる︒

﹇偉﹈︵形︶24

ケットだなと思ふ︒
えら・い

エライ

︿略V︒又すとんと落ちる︒エヤポ

九渇4

十一237 紫の君は︑縮の具がほんた エヤポケット ︵名︶一 エヤポケット

ゑはがき

うにしみ込んだら︑にいさんがお氣
﹇絵葉書﹈︵名︶5

の毒だと思った︒

えはがき
給葉書

ゑ はがき

い ︽1・ーイ︾日▽おえらい
﹁ ゑ はがき︒﹂﹁きっぷ︒﹂

三121圏

一バン

エライ人ノオ事蹟サンニシタ

セカイヂュウデ

二453園
にある楠木正成の銅像は︑此の廣

くすのきまさしげ

六二4園 きのふ上げたゑはがきの中

一一

一［

T7

T7

えり一えんぐん
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﹇襟﹈︵名︶3

えり
えり 襟

八558 拝観に來た人々は︑皆具たう

えり
のえりに首をうづめて居ました︒

九研5 此の國歌を奉唱する時︑我々
えり
日本人は︑思はず襟を正して︑榮え

かすが

あけ

ます我が皇室の萬歳を心から祈り奉
る︒
くわいらう

渇者が清冷な水を得たのに

も増して大きな喜びであった︒

十二㎜5
どうせ死ぬべき此の髄を

えん

﹇宴﹈︵名︶1

宴

く巧妙な働を見せた︒
えん

だいたふのみや

十一25図堂前四本の櫻ある所は︑
大塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑

十二佃1囹
捨てて︑永久の命を得ようといふの

別離の宴を張らせ給ひし跡なりとそ︒

えん
えん 縁

まりとじゃれて

くびの弄すずを

﹇縁﹈︵名︶2

つえん・どうぶつえん
えん

八911

は︑ えんからおちる︒
えん
村はつれの辻堂の縁に︑僕た

ちりならし︑

三243韻

それから︑花子さんと雪子

ヲシテイラッシャイマシタ︒

四772

さんは︑えんがはで︑爾方に分

れてすわりました︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑豆を

四鵬乱しまひに︑えんがはに出

庭に向かってみせいよくまき

ますと︑

エンガハデ︑縫物ヲシテイ

﹇沿岸﹈︵名︶3

う

十一535図

の

をのみち

沿岸←か

う

べ

瀬戸内海の沿岸には︑大

むちゃっかえんがん

えんがん

ト板トノスキ碧天︑落チコンデ居ル︒

六165見ルト︑針ハ︑エンガハノ板

落シニナツタ︒

ラツシヤツタオバアサンガ︑針ヲオ

六163

んで居るらしい︒

腰をかけて居ると︑川で︑誰かあそ

ちり 五842 うちへかへって︑えんがはに

宮は︿略﹀︑事情止むを得 えん ﹇園﹈﹇▽がっこうえん・しょくぶ

えん

だ︒

十二鵬11
なかった彼の心中をあはれみ給うた︒

十二佃9図然れども春日の社は︑朱 えん ﹇円﹈︵名︶9 圓﹇▽いちえん・

ん

せんえん︒なんおくえん・なんじゅう

︽エ︾﹇▽

おくえん・なんぜんえん・なんまんえ

えり

得る

の廻廊山の緑に映えて︑森田自ら

﹇得﹈︵下一︶ 9

七伽5

たらひ程に見える大きな圓の

人の襟を正さしめ ︑
える

あらわしえる・およびえる・こころえ

ちが待ってるると︑やがてスキーを
ゑんえん

かついだ先生がいらっしゃって︑

︵形状︶2

中には︑何か︑とろくととけた物

えんえん

が動いて居るやうに見える︒

もう圓の下の端は︑地平線に

ぐらした北京は︑見るからに雄大だ

ゑんえんたる城壁を高くめ
といふ感じを與へる︒

十ニー68

これも大きな圓をゑがくルー

圓は次第に半圓となった︒

敷十の櫓は層々と重なり︑

八旧5

十二724

阪・神戸・宇野・尾道・宇部・高

いまばり

ゑんえんと連なって︑まさに飾磨平

かうべ

九佃7 北の空では︑星が北極星を

十︸539図

つた︒

四五月頃のにしんの盛な漁

秀吉の援軍が今日逼るか明日

來るか︑それを頼みに勝久は城を守

九882

えんぐん ﹇援軍﹈︵名︶7 援軍

にしんの香で一ぽいだといふ︒

期には︑沿岸を走る汽車の中まで︑

十︸㎜5

名勝の地少からず︒

内海の沿岸及び島々には

松・今治等良港多く︑
圓賢

エンガハ

昔の音やこもるら

建長・圓豊古寺の 山

﹇円覚︺︵名︶1

野に浮かぶ一大戦艦を思はしめるも
えんがく

ほゴ中心に︑圓をゑがいて動いてゐ
窟眞機を北極星に向けて︑一

のがある︒

九品1

るのだといふことがわかります︒

プ線である︒

土量6

か＼つた︒

七衡4

る・じょうそしえる・つたええる・ほ
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 河 井 君 は ︑ う な

こりえる
十401

つかざるを得なかった︒
で︑何一つ孝行も盤くさないのに︑

十869囹 聞多︑三十歳の壮年に及ん
今母上の力によって︑嘆死に一生を
尋f
ようとま︒

十一279其の幅と共に深さを持つ美
観に︑私はしばし吸附けられざるを
得なかった︒

十二488図圃
門高き松風に︑

時間ぐらるふたをあけて置くと︑此
の圓をゑがく様子がわかるやうに窺

十二401囹 とても先生には追ひつけ
ないから︑もうよさうと思っても︑

﹇縁側﹈︵名︶7

スグエンガハニ出テ︑バ

て近づくことが出汐なかった︒

オバアサンダケガ︑日アタ 九885 しかし︑援軍は敵には窟まれ

リノヨイエンガハデ︑ツギ物

四483

ケツノ中ヲノゾキマシタ︒

三727

えんがは

えんがわ

ん︒

北極星の近くに見える星程小

眞にうつります︒

遠くに見える星野大きい圓を
孝和の天才は︑圓や球など

の算法を工夫するに及んで︑いよ

十二㎝8

ゑがきます︒

九三6

さい圓をゑがき︑

九悩6

やはりついて行かざるを得ないQ

十二681 敵の寄手が若し門を突破す
れば︑号泣りかうした平場になだれ
込まざるを得ない︒

冷な水を得たのにも増して大きな喜

十二鵬5 病人が良藥を得︑智者が清
びであった︒
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えんけい一えんとつ

︽ーシ︾

十二柵8

これを種種に並べ︑炉心化さ

算木といふのは︑︿略﹀︒

遠足﹇▽あしたはえんそく

えんそく ﹇遠足﹈︵名︶2 エンソク

︿略﹀

二了4

此の間︑遠足で旅順へ行き

えんづたい ﹇縁伝﹈︵名︶1 縁傳ひ

ました︒

八271囲

ンソクデス︒

アシタバ︑ガッカウノエ

せることによって︑大きな敷や式を
あらはし︑かつ演算することが出來
えんしふ

えんしふ

﹇演習﹈︵名︶1 演習←

だいえんしゅう

えんしゅう

こがた
はるか向かふには︑小型戦
えんご
岡機の群が︑我々爆撃部隊を掩護し

する

えんこ
十二739図 援軍の來らん日もまた期 えんご・する ﹇掩護﹈ ︵サ変︶− 掩護
すべからず︒

りて︑援軍の消息を示さん︒
えん

ゑもん

縁先

たのである︒
えんさき

きさ

縁先

つ＼飛んでみる︒

﹇縁先﹈︵名︶5

かまば

わら

を

さうして︑五月の太陽は︑
其
えんさき

す

すが︑時には︑朝早くから演習に出

人が二人頭を下げてみる︒

そこには青々とした野菜を持つた老

沿道の景色は︑内地とは大分

えんどう ﹇沿道﹈︵名︶2 沿道

かけることもあります︒

エンジン

五733

煙突

ゆ

川ばたの

高いえんとつも見えました︒

大川の水の上︑

えんとつの長いかげ︑

五746圃

網諸共に夜明まで潮のまにく任せ
沿線

工場の

遠い木立や︑家や︑煙突や︑

アンテナが︑

其の太短い煙突は︑まるでガ

細長い煙突や

背のびしてみる︒

八15圃

スタンクのやうです︒

七燭2

る︒

みんなくっきりと夕空に浮出して居

七伽8

のです︒

ら︑たえず黒い煙をはき出して居る

あって︑林のやうに立ち並ぶ煙突か

大小八千以上の工場がこ＼に

らく︑ゆらく︒

沿線の楊の木に︑かさ＼ぎが

七633

﹇沿線﹈︵名︶1
やなぎ

るのである︒

えんせん

十悩1

演奏

ほんたうに一度でもよい

﹇演奏会﹈︵名︶2

巣を幾つもかけてみる︒
えんそうかい

會
十一価7園

さうして︑沿道所々に温泉

があった︒

十一麗1

攣ってみる︒

エンジンの調子をしらべた 九佃3

︵名︶2

十一858

エンジン

東京の叔父は︑︿略﹀︑縁先

ち

の縁先に小猫を戯れさせ︑

えんさき

農家の藁屋根に光彩を與へ︑

十一374園

えん
は︑しばし縁先に休らひぬ︒

十477図窯場より出でし喜三右衛門 七494国 午前と午後に教練がありま 十二447 縁傳ひに入口の方へ行くと︑

縁先

えんさき

十二746図園 三日の後また山上に來 十﹇捌7
十二757羽重 我︑明日援軍を率みて
出畿せんとす︒

べし︒

十二763図囹 援軍來らず︑速に降る

十二767図囹徳川・織田二公︑援軍
圓形

古墳といふのは土まんぢゆ

﹇円形﹈︵名︶3

を率みてすでに出嚢せらる︒
えんけい
十ニー310
い

り︑網の支度をしたり︑特に船長た
もやう
ちは︑晴雨計と空模様を熱心に見く

十一7410

に出した椅子によりながら︑色づい

うに類する塚で︑それには大小いろ

くあるが︑形状は雪形が普通で︑

らべてるる︒

さもおいしさうにたべてみた︒

行ってみると︑正雄君のう

ちではもう縁先に望遠鏡をすゑ附け

十一悩2

て︑にいさんと正雄君が︑代るく
観測をしてみる︒

演算

縁先の雪が︑かさり︑かさ
﹇演算﹈︵名︶2

りと音を立ててくつれる︒

十二柵6
えんざん

船はエンジンを止めたま＼︑えんとつ ﹇煙突﹈︵名︶9 えんとつ

たばかりのいちごに牛乳をかけて︑

掩護

十一877

まれに方形のものがあり︑

十ニー91 大理石でた＼まれた圓形の
祭壇の前に立つと︑︿略﹀夜明前の

ざ

ま

神秘な儀式が︑目の前に浮かぶやう
や

な氣がする︒

十二669 矢狭間・鐵砲狭間が︑圓形
に︑三角形に︑正方形に︑長方形に︑

﹇掩護﹈︵名︶1

︿ 略 ﹀ ︑ 私 た ち を見下すのである︒

えんご

其の結果は︑式も演算も自

から︑演奏會へ行って聞いてみたい︒

十二欄4

由自在となり︑從って今まで企て及

十一榔5 今更のやうに︑すばやい偵
察 機 ⁝ の 報 止 ロ や︑勇敢な職圖機の掩護

あなたは演

十一塀6園實はその︑今ちよつと門

したね︒

︹記名︺2

遠足

えんそく

七遠足

七

五265

五目8

遠足

奏會へ行ってみたいとかいふことで

口で聞いたのですが

ばなかった敷寺上のことがらが︑次

演

當時の西洋を除けば︑かく

から次へと解決されるやうになった︒

十二柵2

ていうく婦途についた︒
﹇掩護射撃﹈︵名︶1

を感謝しながら︑︿略﹀︑機翼を連ね

えんこしゃげき

代敷の演算が自在に行はれるのは︑
︵サ変︶1

掩護射撃

えんご

︽ースル︾

﹇演算﹈

ひとり我が國のみであった︒
えんご

算する

えんざん・する

十二816 砲兵がすでに放列を布き︑
其の掩護射撃のもとに︑歩兵・工兵
が散開して前進を績けてるる︒

えんにち一お
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に至り︑家康に見えて援兵を求む︒

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎

七277

遠慮

ゑんりよ

八237国 ロシヤ時代で思ひ出しまし

書間は︑働く人や牛にゑんり

よをするやうに聲をひそめて居るが︑

遠望

﹇遠望﹈︵名︶1

彼女は文學の天才であった

お

言へ︒

高度計は遠慮なく上って︑又

﹇尾﹈︵名︶16

ヲ

尾

十216陵囲園何にてもゑんりよなく

も千米を突破する︒

九価1

ゑんりよ

夕方から夜になると︑自分たちの世

十一149

界だといはんばかりにさわぎたてる︒

晴れてみる割合に︑今日は遠

望がきかない︒

九幣2

えんぼう

たが︑其の頃造られた大きな煙突が︑
埠頭の近くにそびえて居ます︒

八239国 一時は東洋一とまでいはれ
た煙突です︒

見れば︑もうくたる煙幕

を張って︑敵は退却し始めた︒

十二845

十一131 九條以南には工場の煙突が えんまく ﹇煙幕﹈︵名︶1 煙幕
並び︑東寺の塔に︑ともすると黒煙
がたなびかうとす る ︒
えんにち

こえんにち

えんにち ︹恩名︺2 縁日 縁日 ﹇▽ えんまん ﹇円満﹈︵形状︶1 圓満

え

ばかりか︑婦人としても︑まことに

エンヤラヤ

圓満な︑深みのある人でした︒

え ん にち

︵感︶6

﹁エンヤラヤ︒﹂﹁エンヤラ

一226 ポチガ︑ヲヲブリナガラ︑
アトニナリ︑サキニナリシテ︑
ツイテイキマス︒

ふしぎにお思ひになって︑尾

をさいてごらんになると︑大そうり

五247

サヲノ先ノ矢車ガ︑ガラガラ

つばな劒が出て來ました︒

ト鳴ルト︑鯉ガ︑大キナロデ思フゾ

五26一

ンブン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ

ソノ尾ヲ下シテ來テ︑サヲニ

高ク尾ヲ上ゲマス︒

ツケルカト思フト︑マ一腹ヲフクラ

五262

マセテ︑ヲドリ上りマス︒

これまでうちに居た牛は︑膿

い︑美しい尾を︑扇のやうにひろげ

五367しばらく見て居るうちに︑長

ました︒

六644

がまつ黒で︑後足の足先と尾の房の

所だけが白い︑まことに美しい牡牛

尾を何かにきりきりと巻附け

でした︒

でるました︒

り︑長い尾をふって︑元氣よく泳い

居ます︒

加減に︑こっくりこっくり動かして

て︑あの馬のやうな顔を︑うつ向き

八伽2

たけの力を出して︑おひきに

三324干裂さまは︑︿略﹀︑ありっ 五116 どれも︑これも︑丸い頭をふ

一747圏エンヤラヤ︒

ヘッテキマシタ︒

ヤ︒﹂ト︑カケゴエイサマシクカ

一刀円6圏

んやらや

えんやらや

七目11 第f 縁日
煙波

七372 第十 縁日
﹇煙波﹈︵名︶1

十一828 北面は廣々と北見の高原が

えんぱ

ゆるやかに遠く傾いて︑其の果にオ

えんばく

えんばく
﹇燕麦﹈︵名︶1 燕委

ホーツク海の煙波を望ましめるので
ある︒

えんばく

なりました︒﹁こっちへ來い︑え

のどと翼と尾とは濃い紫色を帯び︑

このころになると︑おたまじ 九644 全膣が濃い緑色で︑頭が黒く︑
やくしは︑尾のつけ根の所が︑少し

口ばしと脚とは眞赤です︒

五144

ふくれて來ました︒

尾をお切りになった時︑かち
つと音がして︑劒の刃がかけました︒

五245

ます︒

まっかで︑背中にはこけが生えてゐ

五222闘頭が八つ︑尾が八つ︑目ば

ました︒

しは︑尾がだんく短くなって行き

十一佃1

折から︑農場の鐘が﹁かあ

ほえる者︑叫ぶ者︑かみA口

の彼方へ消えて行った︒

ん︑かあん﹂と長く尾を引いて廣野

十一796

りの星を龍座といひますが︑

りよう

ろくと曲りくねって連なる十ばか

を入れて︑小熊座を包むやうに︑の

こっちへ患い︑えんやら 五161 四本足になったおたまじやく 九価9 小熊座と北斗七星との間に尾

こっちへ謡い︑えんやら

かれながら︑荒野の大道を走る愉快

や︒

三326園

さは︑ちよつと内地で味はへぬもの
圓板

んやらや︒

﹇円板﹈︵名︶1

三351闘

こっちへ來い︑えんやら
遠雷

右方はるかに︑遠雷のやう
な砲聲がしきりに聞える︒

十二856

えんらい

や︒

や︒

で圓板を作って︑それを高息で振動

一二353囹

えんぴつ
えんぴつ

十54黒竹の御硯箱は何のかざりも

援兵

なく︑筆・鉛筆等︑小高生の用ふる
﹇援兵﹈︵名︶1

物と異なる忍なし ︒

十二755図 翌十五日の朝︑勝商は山 えんりょ ﹇遠慮﹈︵名︶3 ゑんりよ

えんぺい

﹇遠雷﹈︵名︶1

させたらどうかと考へました︒
えんぴつ
﹇鉛筆﹈︵名︶1 鉛筆

十一475 此の鼓膜の代りに︑薄い鐵

えんばん

の一つである︒

十一鵬10 燕萎の穗波を渡る夏風に吹

お
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お一おいおとす

お

うちは
ふ者︑ころがって團扇のやうな尾を

六348囹

ナサイ︒

︽一 おあげなさ・る

もしもの事があったら︑忘
﹇御上﹈

︵五︶1

オア

おあ

れずに︑此の袋の口をおあけなさい︒

振る者︑それはそれは大攣である︒
﹇緒﹈且vさげお

お會ふ
げなさる ︽ーイ︾

﹇御会﹈︵ 五 ︶ 1

ヒ︾

おあ︒う

十二欄6園
おあけ

お上げ

急いで袋の口をおあけになる

﹇御開﹈︵下一︶1

にも︑日本語を教へておあげなさい︒
おあ・ける
︽ーケ︾

六373

る

﹇御上﹈︵下一︶2

と︑中に火打石がありました︒
おあ・げる

今度は︑千本の釣針を作って︑

︽ーゲ︾

た︒

で︑すぐそれを取出し︑きれ

いに洗って︑命にお上げになりまし

五伽4

お上げになりました︒

五玉2

る

さうして︑あなたの友人

十二齪10囹 お后様には︑奥へいらっ
しゃつて︑しばらくお會ひにならぬ
方がよろしうございます︒
﹇御上下﹈︵五︶2

オアガリクダサル お上り下さる

おあがりくださ・る

︽ーイ︾

一353園サア︑オアガリクダサイ︒

︽ーリ︾

﹇御上﹈︵五︶4 おあがる

七181囹どうぞ︑お上り下さい︒
お上る

おあが・る

があるから︑ 二 人 で ︑ お あ が り ︒

四148囹まあ︑ 一つおあがり︒
六228囹そこのかごの中に︑おいも

雄阿寒岳
あ

彼等は罪人として︑一先づ細

﹇御集﹈︵五︶1

お集る

大ぜいの神様が︑お集りにな

おあっま・る
︽ーリ︾

五18

お集

つて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ごさうだんなさ
いました︒

ほうでう

﹇御集﹈︵下一︶1
だいたふのみや

︽ーメ︾

おあっ・める
める

︽ーケ︾

おいいつ・ける ﹇御言付﹈︵下一︶2

おいひつける

らいくわう

天子様は︑大そうごしんぱ

いになって︑頼光といふえら

四577

い大しゃうに︑しゅてんどうじ

をたいちるやうにおいひつけ

になりました︒

大塔宮は︑北條高時征伐の 五228 みことは︑この話をお聞きに

なって︑﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけにな

七547

かうや

おひく

りました︒

とっかは

﹇追追﹈︵副︶6

右からも︑左からも︑おひ
く仲間が集って來て︑いよくに

其の中に︑尼子の旧臣が追々

腔の手入れをしたり︑運動を

いや︑江戸を出立する時は

それ以來︑追々汽車の効用が

大杉試みに敷匹の馬を追落

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

したるに︑或はころびて倒る＼もあ

八653図

︽ーシ︾

おいおと・す ﹇追落﹈︵四︶1 追落す

ひられるやうになったが︑

みとめられ︑炭坑などではかなり用

十儒8

十5610 村中の人は︑追々集って來た︒
かうよう

を致し︑遅々に残し置いた︒

三十人であったが︑道中で追々病氣

九陶1園

つたのは其の頃からです︒

させたり︑僕の仕事が追追忙しくな

九㎜6

京都に集って來た︒

九837

ぎやかになりました︒

五713

追追 追々

おいおい

大和の十津川から高野の方へお向か
﹇御改﹈︵下一︶1

お

ため︑兵をお集めにならうとして︑
やまと

ひになった︒

おあらた・める

しかし歴史によると︑天皇

︽ーメ︾

十421園

改める

は此の泉の水をおほめになって︑

︽一

︿略﹀︑地墨を養老とお改めになった
おある

あなたは︑病毒上りなのに︑

﹇御在﹈︵五︶1

ことになってみる︒
おあ・る
リ︾

細雪9園

老

わざくお出でのやうだが︑何か用
老い

老を養ふべし︒

年も積り︑悲しみも積つ
て︑見るかげもなくなった此の老い

十二柵1圏

十4110園

﹇老﹈︵名︶2

でもおありですか︒

お暑い

おい

川越中守以下︑四人の大名にお預
お預けになっても︑きっと
﹇御暑﹈︵形︶1

牧入役さん︑お暑うござい

の果を︒

お言附
父上のお言附を守ります︒

﹇御言付﹈︵名︶1

おい︑網を揚げるんだ︒

おい︑誰も居ないか︒

おい︵感︶2おい
八875圏
︽ーイ︾

十二柵5園

十一8711園

お集りなさる

﹇御集﹈︵五︶1

九686囹

支度をして︑學校園へお集りなさい︒

皆何時ものやうに︑こ＼で おいいつけ

おあつまりなさ・る

ます︒

七㎜4園

︽ーウ︾

おあっ・い

其の中助命になるに違ひない︒

十燭4囹

けといふことになった︒

ゑつちゆうのかみ

十塒3

六価4園 まあ︑お菓子でもおあがり︒ おあずけ ﹇御預﹈︵名︶2 お預け
七124園もう舟にお上り︒
雄阿寒岳

を あかんだけ
くしろ

を

おあかんだけ ﹇雄阿寒岳﹈︹地名︺2

かんだけ

十一799釧路市の北方八十粁︑雄阿

寒岳の直下にた＼へる阿寒湖のほと

りに來て︑

十﹁801 湖上に舟を浮かべて︑雄阿
寒岳の急斜面が迫る絶壁を仰ぎ︑千
をの

︽ーイ︾

﹇御開﹈︵五︶2

古言を知らぬ湖岸一帯の密林を見渡
した時︑

おあけな さ る

おあけなさ・る
ケナサル

一183囹 ミナサン︑ホンヲオアケ

おいかえす一おいっきたてまつる
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﹇追返﹈

︽ーシ︾

おいかえ・す
へす

︵五︶−

追ひか

追ひか

四343園兵たいをたくさんやつ
て︑月の都の使が來たら︑追
﹇追掛﹈︵下二︶1

ひかへしてしまはう︒
おいか・く
︽ーケ︾

︽ーサ・ーシ︾

﹁あじあ﹂は︑雲の影を追越

うに積まれてゐます︒
を ぢ
東京の叔父は︑︿略﹀︑色づ

十一752

いたばかりのいちごに牛乳をかけて︑

十㎜3
したり追越されたりして︑漏洲の大
べんたう

さもおいしさうにたべてみた︒

こ＼で辮當をたべる︑その

おいしいこと︒

十一梱5

平野をまっしくらに突進する︒
﹁あじあ﹂は︑弔云の影を追越

デハ︑オイシイオベンタ

︽1・ーイ︾

したり追越されたりして︑

十㎜3

おいしい

く

ニー37園
ニー74

サウシテ︑オイシサウニタ

ベテシマヒマシタ︒

イシイカキヲ︑イクツモ︑イク

二214ナガイ手ヲノバシテ︑オ

大木がこんもりと生ひし
げり︑書でもうすぐらくて︑ほん

四584

たうにものすごい山でした︒
さうして︑此の楊樹・柳樹

の十干か二十株生ひ茂る所には︑大

十一一216

てい農家が四五軒かたまってみる︒

たまく陸と見たのは︑江

あしの生ひ茂ってみる向か
飛んで行くことよ︒

ネヲスルノデ︑花子サンバ︑キ

花子さんは︑おかあさんと

フニヲカシクナリマシタ︒

しょに︑はのおいしゃさま

三佃5

おいしゃさまは︑すぐ見て

へ行きました︒

三鵬7

おいしゃさまは︑おかあさ

下さいました︒

一しょに︑

おいしゃさまは︑天略﹀︒﹂

んに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

三脳6

た︒

旧聞4

おかあさんと

とおっしゃいました︒

三柳3

﹇追上手﹈︵形状︶1 追

みを忘れて︑にこくしてゐま

おいしゃさまのおうちを出た
時︑花子さんは︑もうはのいた

した︒

ひじゃうず

おいじょうず

つかまへ

ま一文字に︑追ひかけて︑

急に横向︑後向︑

四743圃

じゃうず︑追ひじゃうず︒

それよりも道をお急ぎなさ

﹇追立﹈︵下一︶1 追立

︽ーテ︾

ヲ出シテ︑南風ヲ追立テマス︒

四伽4サウシテ︑アリッタケノカ

テル

おいた・てる

い︒

七捌1圏

急ぎなさる ︽ーイ︾

お讐者もこ＼にるられる︒ おいそぎなさ・る ﹇御急﹈ ︵五︶− お

﹇御医者﹈︵名︶1

十842圏

おいしゃ

お署者

ふの方をさして︑つるが鳴きながら

十二994

つたりする程廣いのである︒

上の島の水際に生ひ茂る楊柳の林だ

にいさんは︑おいしさうに 十二276

ツモモギトリマシタ︒

四151
のみました︒

四683 一口のんでみると︑これ
までのんだこともないやうな︑
毎日々々︑海の世界の珍しい

おいしい酒ですから︑
五槻8

をどりをしたり︑おいしいごちそう
をしたりして︑

バ︑ニンギャウガ

おいしゃさま

草をどさりと投げてやると︑ おいしゃさま ﹇御医者様﹈︵名︶8 オ
イシャサマ

花子サン

オイシャサマハ︑マサヲサ

二416 マサヲサンガ︑アンマリ おいっきたてまつ・る ﹇追付奉﹈︵五︶
1 追附き奉る ︽ーッ︾
ジャウズニ︑オイシャサマノマ

ンデス︒

二392

シャサマヲヨビマシタ︒

ビャウキニナッタノデ︑オイ

三匹が頭をくっつけて︑おいしさう

食事をしますが︑其のおい

二387

ます︒

からにおいしさうな果物が︑山のや

九539困

美しいのは果物屋で︑見る

器の御飯を︑見るく平げてしまひ

しいこと︑大きなアルミニウムの食

七498圃

にたべ始めました︒

六417

︽ーッ︒ーリ・ール︾

おいし・い ﹇美味﹈︵形︶1一 オイシイ おいしげ・る﹇生茂﹈︵五︶4生ひし
げる 生ひ茂る ‡はえしげる

かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑

つかまへ

お幾人
追越す

ウヲツクッテアゲマセウ︒

九185図 同家︑背中のうつぼより︑
狐を追ひかけしが︑

︽ ー ケ ・ ー ケル︾

おいか・ける ﹇追掛﹈︵下一︶5 追ひ
かける

急に横向︑後向︑

四741圏 ま一文字に︑追ひかけて︑
じゃうず︑追ひじゃうず︒

四佃4 そこで︑百合若の軍ぜい
は︑舟を出して追ひかけ追ひか

け︑とうく︑敵の舟をすつか
り追ひはらってしまひました︒

﹁︿略V︒ ﹂ と 思 っ て ︑ 人 夫 は ︑

四周5 そこで︑百合若の軍ぜい
は︑舟を出して追ひかけ追ひか
け︑

七冊4

すぐ川を渡って旅入の後を追ひかけ
た︒

十607 貞童が萩のはうきでとんぼを
追ひかけると︑とんぼはすいとそれ

﹇御幾人﹈︵名︶／

て︑豆畠の方へ飛んで行ってしまつ
た︒

おいくにん

﹇追越﹈︵五︶2

九欄6園 御同勢はお幾人で︒
おいこ・す
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おいつく一おいとま

七595 相手をにらみつけながら︑い

追ひつく

うくと其の場を立去った義光は︑

︽ ー カ ・ ーク︾

﹇追付﹈︵五︶2

やがて宮に追附き奉った︒
おいつ・く
追附く

十備5 十珍名の船員の心が︑船と一
つになって鯨に追附かうとしてるる

オ

ニハノススキガ︑オイデ

﹇御出御出﹈︵名︶一

でもおありですか︒

イデォイデ

おいでおいで

ニ47
オイデヲシテヰマス︒
お出で下さる

︽一

﹇御出下﹈︵五︶3

サヤウナラ︑マタオイデ

オイデクダサル

おいでくださ・る

イ︾

一377圓

のだ︒

十二239 しかし︑土地は殆ど無限に

どうか︑ぜひお出で下さい︒

クダサイ︒

六118国

先生︑又お出で下さいま

せうか︒

十一撹4園

廣がつてみるのであるから︑あせつ
追ひ

たところで追ひつくものではない︒

︽ーケ︾

﹇追付﹈︵下一︶3

追附ける

おいつ・ける
つける

たら︑大てい追附けませう︒

おみやげに貝ざいくを買つ

オイデ

たから︑たのしみにして待ってお出

五107国

でなさる ︽ーイ︾

十一701園後を追ってお出でになつ おいでなさ・る ﹇御出﹈︵五︶1 お出
十﹁706 次の宿の先まで行ってみた
が︑やはり追附けなかった︒

でなさい︒

マデ

オイデ

オイデ

ソロ

ソロ

お出でる

マデ

呼出デル

﹇御出﹈︵下一︶27

おいでる

ココ
オイデ

ココ

モモタラウサン︑モモタラ

オイデ

一104圃

ソロ

一102囲

︽ーデ︾

ル

おい・でる

十二3910園 とても先生には追ひつけ

追ひ

ないから︑もうよさうと思っても︑
﹇追詰﹈︵下一︶2

やはりついて行かざるを得ない︒
おいつ・める
︽ーメ︾

七926 一せいに進む木下軍に追ひつ

つめる

められて︑上島軍はさんぐに破れ

ソロ

一614園

た︒

九809 何時の間にか狼介は切立てら

スカ︒

ウサン︑

ドコヘオイデニナリマ
一655囹
モモタラウサン︑モモタラ

スカ︒

ウサン︑

一634囹
モモタラウサン︑モモタラ

ドコヘオイデニナリマ

れて︑次第に水際に追ひつめられて
n▽において

お出で

行った︒

おいて

﹇御出﹈︵名︶1

七川8園 あなたは︑病思上りなのに︑

おいで

わざくお出でのやうだが︑何か用

ウサン︑ドコヘオイデニナリマ
スカ︒

三222ぼくも︑ついとけいを見
ようとしましたので︑そばに
おいでになったおかあさんが︑
﹁︿略﹀︒﹂トイフト︑トノサ

おわらひになりました︒
三532

モットアソンデオイデ︒

マが出テオイデニナリマシタ︒
四515園

四597園私は︑けふあなたが

そこへ︑大國主のみことと

こ＼においでになると聞いて︑
お待ちしてみたのです︒
四984

どこへお出でになるのです

いふ神様がおいでになりまし
た︒

五645園
か︒

東京のをばさんが︑春子ちや
んを連れて︑お出でになった︒

五881

天の神様がお出でになったと

ねになりました︒

いふので︑毎日年々︑︿略﹀︑命をお

五倣7

もてなしになりました︒

なった時︑あなたは︑おかぜで︑二

六104國此の間︑をば様がお出でに

ソコへ︑チヤウド︑ニイサン

三日學校をお休みになったとの事で

したが︑

ガオ出デニナツタノデ︑聞イテミタ

六196

尊は︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ

ラ︑﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤツタ︒

六363

當時︑大正天皇は︑日光へお

て︑野原へお出でになりました︒

して其の方々はどこにおい

いでになって居た︒

六夢1

九髄9園

二月一日に︑輪王寺宮公言法

りんのうじのみやこうべん

ででございます︒

親王が江戸城へお出でになった︒

十柵3

十一一402通津が力のあらん限り修養

十一伽11園 こ＼までお出で︒

たら︑大てい追附けませう︒

いや︑私は︑天孫がお出で 十一701囹後を追ってお出でになつ
になると承って︑こ＼へおむかへに

五998園

火遠理命は︑兄神の所へお出

出て居るのです︒

しても︑先生は︑何時でも更に高い

五備3

所に立っておいでになる︒

︽ーク︾

三聖5園

あまり長くなりますか

おいとま ﹇御暇﹈︵名︶2 おいとま

し︑おいとしくも思ひます︒

の出來ます以上に︑父上を尊敬も致

十二僻3園父上︑私は口で申すこと

しい

おいとし・い ﹇御愛﹈︵形︶1 おいと

でになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

兄神は︑弓矢を持って︑山へ

ました︒

五価7

命は︑兄神の所へお出でにな

狩りにお出でになりましたが︑

五㈹1

つて︑釣針をなくした事を申し上げ

そこへ︑一人の年とった神様

て︑いろくおわびになりました︒
五佃1

がお出でになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお尋

おいとまいたす一おう
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ら︑これでおいとまをいたしま
す︒

六欄6 撮政殿下の御無事でいらっし

のりになった︒

追ヒハ

︽ーッ・

﹇追払﹈︵五︶6
追彿ふ

早く行って︑敵を追ひ

追ひはらふ

おいはら・う
ラフ
ヒ・iへ︾

はらへ︒

四欄6

そこで︑百合若の軍ぜい

やるのを辞した元帥は︑︿略﹀︑三時

お

四佃4園

﹇御暇﹈︵五︶1

頃おいとまを申し上げて︑自宅へ臨
つた︒

おいとまいた・す

﹇奥入瀬﹈︹地名︺1

奥入瀬

なったのではありませんか︒
おいらせ

おいらせ

こ＼から十和田まで十二粁︑

おいらせ

十﹇撹4

名高い奥入瀬の渓流に沿うて上るの

﹇老﹈︵上一︶2老いる︽一

である︒

お・いる
イ︾

老いたロシヤ

しかし︑長いゆったりとした

パン箱を胸に下げて立って

八291圏其の下に︑

は︑舟を出して追ひかけ追ひか

シ︾

人が︑

︽

いとまいたす

みる︑

十529

け︑とうく︑敵の舟をすつか
四悩3圏私たちきゃうだいの力

五641囹 これで︑おいとまいたしま
おい

ゆれ方と︑うなるやうな地鳴りとは︑

﹇御暇乞﹈︵名︶！

り追ひはらってしまひました︒

す︒

で︑敵をすっかり追ひはらって

おいとまごい

とまごひ

ト︑

バ︑モウ

ヲ追ヒハラヒマス︒

ワタシ

一度オ

おいわい

﹇御祝﹈︵名︶1

お祝

いよく︑家も出來上ったの
で︑発日︑お祝の酒もりを開くこと

六282

オウ

玉垣に連なる鳥居の奥に︑

雨に煙る行手から︑今にも薪

すがくしき赤松の木立を負ひたる

十27図

ろう

直門は︑

を負った孝子の姿が現れさうな氣が

十437

する︒

だを望み︑境内さして廣からねど︑

二丁7図後に山を負ひ︑前に熊野な

くまなくはき清められて︑

十﹁5211図海の静かなることは鏡の

如く︑朝日・夕日を負ひて島がくれ

敵の司令長官ロジェスト

行く白帆の影ものどかなり︒

湖上の島々も多くは密林を

ウェンスキー中將は︑昨日の戦闘に

十一591図

傷を負ひ︑

負うて︑其の眺は美であり奇である︒

十一806

火に追はれて︑逃げようとす

られ︑やき殺されてしまひました︒

る間もなく︑片はしから︑やき立て

六383

はないそ︒

ものは︑目にかけないそ︑追

つかれたものや弱った

かいにくじらをおう

︵感︶一

負ふ ︽ーウ・

オウ︑正チャンカ︒
﹇負﹈︵四・五︶8

六㎎5 和尚さんは︑﹁しつ︑しつ︒﹂

と追ひましたが︑ふしぎに︑ねずみ

信書管は血にまみれ︑身には

重傷を負うて︑息もたえぐであっ

馬の草をたべる後を追ひながら︑廣

子馬がたくさん來て居て︑母

は︑じっとして動きません︒

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の

い野原を属しさうに遊び廻ってゐま

二人はしばし水中で職つたが︑ 九冊9
新左衛門を組伏せてしまった︒

九913

た︒

八752

ーッ・ーヒ︾5せおう・なにしおう

お・う

四491園

おう

王に近寄って︑寝顔を眺め︑

う・やましろのおおえのおう・リやお

おいや

十二糊5

作って︑きっと外面品を追携って見
追ヒマ

四746圃
︵五︶1

う
﹇追捲﹈
︽ーリ︾

南ノ國カラ大ゼイノ仲

おいも

そこのかごの中に︑おいも

﹇御記﹈︵名︶1

﹇空閑﹈︵形状︶1

あなたは︑今ため息をなさ
いましたが︑海の世界が︑おいやに

五旧7園

おいや

があるから︑二人で︑おあがり︒

六227囹

おいも

くト追ヒマクリマス︒

間ヲ連レテ來テ︑北風ヲドシ

四伽3

クル

おいまく・る

せる︒

お・う ﹇追﹈︵五︶16 追ふ ︽ーッ・一
になりました︒
マッ白ニシテヤル︒
ハ・ーヒ・⁝フ︾←おおう・なんきょく
八813囹今に私はりっぱな國産品をおう ﹇王﹈︵名︶1 王←フランスお

前ヲ追ヒハラッテ︑野や山ヲ

四梛8囹

とのない無氣味なものであった︒

老いた五兵衛に︑今まで纒験したこ

﹁︿略﹀︒﹂

くわうだい

スルト︑北風ハスグ南風

まみりました︒

シテ︑

ニオイノリシマシ

せ

︵五︶2おいのる
い

四櫛2

五㎜5 に＼ぎのみことは︑天照大神
においとまごひをなさって︑大空の

お

雲をかきわけながら︑勇ましくお降
﹇御暇﹈︵サ変︶1

りになりました︒
おいとま・する
︽ーシ ︾

オ

七梱2重心はこれでおいとまします︒

いとまする

﹇御重﹈︵サ変︶一

︽ーシ ︾

おいのり・する
イノリスル

シンパイ

三502オヂイサントオバアサン
バ︑

﹇御定﹈

毎日︑神サマ
タ︒

おいの・る
︽ーリ︾
じんぐう

六341とちゆう︑先づ伊勢の皇大

かめやまじやうくわう

神宮に参って︑ 御武運をおいのりに

なりました︒

御身をもって國難に代らうと︑おい

六608恐れ多くも︑亀山上皇は︑
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おう一おうこく

した︒

し︑僕が止れば北斗も止り︑追った

九㎜1 僕がかけ出せば北斗もかけ出
り追はれたりしながら︑窪しく運動
しました︒

樂しく運動しました︒

九㎜1 追ったり追はれたりしながら︑

十562 言いて︑老人も︑女も︑子供
も︑若者の後を追ふやうにかけ出し
た︒

十年5 再び船は鯨のあとを追ふ︒

十一701囹 後を追ってお出でになつ
たら︑大てい追附けませう︒
子を聞取って後を追ったが︑

工を終へ︑其の後駆改築せられて今
おうい

おうい︑うさぎ君︑ぼく

︵感︶3

日に至る︒

おうい

三672園

の舟は︑なんだかおもくて
おうい︑お前は︑この小さ

す㌧まないやうだ︒
五619園
いお方を知って居るか︒

﹁船が出るぞう︒﹂﹁おう
オウエン

あふぎ

七903藤吉郎は︑扇を上げて︑

八972 第十七 一扇の的

十二悩3

昔の王宮であったルーブル

おうきゅう ﹇王宮﹈︵名︶1 王宮

は︑今博物館と美術館になってみる

たじたじと引きめになった所

﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

が︑

七913

を︑藤吉郎は︑再び一如を上げて左右

見れば︑へさきに長き竿をおうけ・する ﹇御受﹈︵サ変︶1 お受

の隊に高望した︒

七867

けする

八976図

立て︑赤き扇を取附け︑一人の官女

かの扇を射落す者は無き 取ル ︽ーリ︾

おうけと・る ﹇御受取﹈︵五︶一 オ受

藤吉郎もお受けして退いた︒

︽ーシ︾

其の下に立ちて︑陸に向かひてさし
まねく︒

か︒

八983図囹

スルト︑オバアサン

バ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑オ受取リニ

渡シ

四498私ガ︑オハギノ包ヲオ

ナリマシタ︒

六336

に＼ぎのみことは︑つつしん

日本武尊は︑其の後︑東の國

でお受けになりました︒

五962

る ︽ーケ︾

おう・ける ﹇御受﹈︵下一︶4 お受け

はゆり上げられ︑ゆり下げられ︑扇

齢一目を閉ぢ︑一心に神に

かなめ

の悪者を平げよといふ勅を︑お受け

扇は要ぎはを射切られて︑
空古同く舞上り︑二度三度ひらくと

つたお心の痛みが︑すっかり取れま

姉上たちからお受けにな

又いたはしくお思ひになったのでせ

をお受けになったのを︑勇ましくも︑

六343倭姫命は︑尊が二度の大任

やまとひめのみこと

になりました︒．

高い所から低い所へ下りる時︑

麻の着物を着た人が︑油紙の

う︑

扇のやうに廣がつて︑肩の邊にゆら

すやうに︒

切揃へた髪が︑ともすると 十二粥7囹
く掛るのが目立って美しく見える︒

十一176

扇をゆったり使ってみる︒

九m9

其の旧びれは扇のやうに廣がります︒

八白5

まはりて︑さっと海中に落入りたり︒

八㎜6図

に見ゆ︒

まり︑扇も少しく落着きて︑射よげ

祈りて︑再び目を開けば︑風や＼静

八㎜3図

は風にひらめきて︑

オウエンノコエモ︑ゴ 八997図時に風強く波高ければ︑船

﹇応援﹈︵名︶一

八枷7圓
い︒﹂

おうえん

四232

チャゴチャニナッテ聞エマス︒
︽ーシ︾
さっちやう

現にフランスは徳川方を庶

軍に好意を見せようとしてみた︒

画し︑イギリスは薩長を通じて官

十二鵬9

揺する

十﹇703 宣長は︑大急ぎで国巡の様 おうえん・する ﹇応援﹈︵サ変︶1 鷹
十一772 今しがた三時を告げた時計
毫の鐘の音を追ひながら︑︿略﹀︑叔
父はステッキを思ひ切り振って行く︒

︽ーヒ︾

七撹5園

﹇扇﹈︵名︶14

たやうなわけでございます︒
おうぎ

ました︒

七884囹

わしが扇で合圖をする︒

い︑美しい尾を︑扇のやうにひろげ

八目5

扇の的

︹課名︺2

第十七

おうぎのまと

ちや︒

扇の的

そこで︑今日は︑我が王

國を三分して︑三人の反たちに與へ

十二塒5圏

ジプトおうこく

五367しばらく見て居るうちに︑長 十二6110園 末廣がりとは︑扇のことおうこく ﹇王国﹈︵名︶1 王國﹇▽エ

た＼きました︒

でべんけいのうでを強く

牛若丸は︑その時︑あふぎ

扇

と思ひまして︑それでお伺ひに参つ

でお忘れになったのではなからうか

ひょっとすると︑役場の方

十一7811 牧夫に追はれながら︑いうおうかが・う ﹇御忌﹈︵五︶1 お伺ふ

くと道端の草を食んでやって下る
牛の一群に會つた ︒

らくだ
ラビや人が酪駝を追ってゐました︒

十一備1国烈々たる太陽の下に︑ア

ゆうかん

十一鵬10 敵を追って地上へすれく
に迫る勇敢な我が機がある︒

大人は春の種まき︑秋の取入れには

十二222 水草を追ふ牧童は別として︑ 三454

︽一へ︾

弟がかけ出した︒僕も弟を

げんで饒念がない ︒

十一一閥1

終ふ

白洲燈皇は︑明治⊥ハ年に

﹇ 終 ﹈ ︵ 下 二︶1

追ふ︒

お・う

十二酩8図

おうごん一おうべい
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﹇黄金﹈︵名︶2

ることとする︒

おうごん

黄金

一豊︑たゴ﹁黄金

九408図園 ﹁其の馬は︑いか程の債
にや︒﹂と問ふ︒
十両︒﹂と答へた る ま ＼ ︑

王様

櫻樹多き坂道を登る︒

十一52図下・中・上・奥の千本の

長いと思った敏洲航路も︑

今日まで殆ど退屈するいとまもない

十一憾9国

欧洲め

︽一

おうしう

欧洲めぐり

︹課名︺2

中に過ぎて︑しきりになごりが惜し

第十八

欧洲めぐり

おうしゅうめぐり

外︑吉野山は至る所櫻樹ならざるな
欧洲

まれます︒

﹇欧州﹈︹地名︺1

し︒

おうしゅう

ぐり

十二目5

我々は世界の歴史︑イギリ

スの歴史︑ロンドンの歴史︑欧洲の
くわいぐわ

おうしう
第十八 欧洲めぐり
食じ

﹁取舵︒﹂船橋で舵を取ってゐ

つてみる︒

ツトムサンノオウチノ前

おうち ﹇御内﹈︵名︶3 オウチ おう

二346

ち

おかあさんと

一しょに︑

二︑ウマガヰマシタ︒

大國主のみことは︑証そうお

おいしゃさまのおうちを出た

三柳4

時︑

喜びになって︑少彦名のみことを︑

五631

おうちへお連れになりました︒

おうつしもう・す ﹇御移申﹈︵五︶1

﹇黄壁山万福

黄漿山畠福寺

おうばくさんまんぷくじ

ち

わうばく

僧ありき︒

城宇治の黄葉山萬福寺に青眼といふ

う

十一餌4図今より二百敷十年前︑山

寺﹈︵名︶1

わうばく

六鵬1園御半影を︑庭へお移し申せ︒

しんえい

孔子は弟子に道を説くのに︑ お移し申す ︽ーセ︾

た舵手が︑それに鷹じる︒

十脳5

ジ・ージル︾

﹇応﹈︵上一︶2

十一一帽5

あうしう

さながらに知ることが出來るのであ
る︒

おう・じる

乱書更︑イギリスの給書史などを︑

九412図 開けば︑まばゆきばかりの 十二伽1
﹇王様﹈︵名︶2

黄金十爾なり︒

おうさま

六価2圏 チューリヅプは︑此の温床
の王家ね︒

十一欄11国 さうして︑これらの金字 おうしゅう ﹇奥州﹈︹地名︺3 奥州
あうしう

奥州

十二369

弟子の才能に磨じてわかる程度に教

奥州にありて︑御旗あ

へた︒

御身が奥州に下りし由 おう・ず ﹇応﹈︵サ変︶1 磨ず ︽一

げの事承り︑御力をそへ奉らんため︑

塔は︑皆エジプトの王檬や王子の墓
牡牛

十二504後園

﹇雄牛﹈︵名︶1

十二519図園

夜を日に縫ぎてはせ参じたり︒

だといふことです︒
おうし

がまつ黒で︑後足の足先と尾の房の

六645 これまでうちに居た牛は︑膿

火を開始せしが︑我はこれに鷹ぜず︑

ゼ︾

かくて深く心に決する

鷹戦

距離六千米に近づきて始めて慮職し︑

﹇応戦﹈︵サ変︶！

烈しく敵を砲撃せしかば︑

︽ーシ︾

せんがく

七幽3 そこで︑大筆が四五歳の時か
たか
ら︑父はく略V︑往復四粁もある高

輪の泉岳寺へよく連れて行った︒

なわ

敵の先頭部隊は直ちに砲おうふく・する﹇往復﹈︵サ変︶1往

八224困

復する ︽ースル︾

じ

十二鵬7

暫時欧米の強國は︑ひそか

おうべい

七576 荘司は︑わうへいに答へた︒
おうべい
おうべい ﹇欧米﹈︹地名︺1 欧米

おうへい ﹇横柄﹈︵形状︶！ わうへい

は門司に着きます︒

も

る船が毎日のやうに出て︑三日目に

それに︑日本内地へ往復す

火を開始せしが︑我はこれに慮ぜず︑

︵五︶−

烈しく敵を砲撃せしかば︑
﹇御歌﹈

大和は︑りっぱなよい國で

お歌ふ

距離六千米に近づきて始めて鷹職し︑

十一5611図

す

おうせん・す

ところあり︑はるぐ奥州に下りて
ひでひら

欧洲糟書

フランスはもとより︑欧洲

おうしゅうかいが

十二悩8

﹇欧州絵画﹈︵名︶1

秀衡を頼みぬ︒

十二531図園

はかすかに聞及びながら︑おとつれ

き

給垂の名作が室から室へぎっしりと
並んでみる︒

欧洲航

おうた・う

十二撹7

︽ーヒ︾

おうしう

︹課名︺2

おうふく ﹇往復﹈︵名︶！ 往復

所だけが白い︑まことに美しい牡牛
皇子

十一5610図敵の先頭部隊は直ちに砲

王子

もせざりしに︑

﹇王子﹈︵名︶2

でした︒

おうじ

塔は︑皆エジプトの王様や王子の墓

十一欄11囲 さうして︑これらの金字
だといふことです︒
あ

王者

せられた頃︑大和の童画野で狩をな

やまと

十二984 文武天皇がまだ皇子であら

﹇王者﹈︵名︶1

さった︒

おうじゃ

十一掴5 強烈な日光に照らされた入 おうしゅうこうろ
ぎん
路欧洲航路
道雲が︑まぶしい程︑銀白色又は銀

歌洲航路

ねず

歌洲航路

おうしう

第二十二

光景を眼前に見るやうにお歌ひにな

ある︒﹂といふのであって︑美しい

第二十二

﹇欧州航路﹈︵名︶1

十一目9

欧洲航路

おうしゅうこうろ

十﹇榴3
櫻樹

鼠色に輝くのを見ると︑全く雲の王
﹇桜樹﹈︵名︶2

者といひたい感じがします︒
おうじゅ

十一16図 吉野神宮騨に下車して︑
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オウマ

お馬

に我が國をうかゴつてみたのである︒
﹇御馬﹈︵名︶3

二352圓 ケンチャンガ︑﹁オウマ︑
オウ マ ︑ オ ウ マ ︒

オウマ︒﹂トイヒマシタ︒
一一352囹

﹇応用﹈︵サ変︶2

磨

九476図圃 雀の子そこのけそこのけ
お馬が通る
おうよう・する

へ來た︒

この家の垣根の 暗がりに梅の花︑

六棚5囲お︑︑それよ︑それ︑そ
まつ白な梅の 花 ︒

六悩5園 お︑︑よく來たね︒

七m5園

お︑︑五作さんか︒
喜三右衛門は︑ふと何思

一つ又一つ︑血走る眼に

ひけん︑﹁お〜︑それよ︒﹂とつぶや

十484図圓
きて︑

十513図園
見つめつ＼︑窯より皿を取出しみた

てみよう︒

なるほど︑君の仲間は

一腔︑僕等ノ仲問ニハ︑魚雷

ずるぶん多いな︒

四936園
六m9

デ敵ヲ攻撃スルコトヲ務トシテ居ル
者が多イガ︑

かたむく家︑めちゃめちゃに

ほどだよ︒

六㎜9囹自動車の多いことは︑驚く
六価6

つぶれる家も︑ずるぶん多かった︒

途中で死んで露って急ないつ

を見かけますが︑シカゴに黒人の多

しかし︑齢りカードが多いの

いのには驚きましたQ

九937

しかし︑天文學のカードもず

で︑僕はどれを見てよいかに迷った︒

みぶん多い︒

九946

廣い道路が︑鐵道と並んで通

つてみる所が多い︒

九川1

はあり

九伽4夜の燈火をしたって來る轟は︑

今日は水が多いので︑連皇で

蛾や︑こがね轟や︑羽蟻が多く︑
れんだい

が

途中には敵方の者が多かった︒ 九僻10
けいだい

七553

八108

ばめも︑かなり多いといふことです︒

家族の人は︑彼が何時寝たか
も知らない事が多かった︒

八865

同じやうな品物を滞る店が︑
多く並んでみるとします︒

八柵7

品物が少くて買ふ人が多い時
反封に︑品物が多くて買ふ人

には︑品物のねだんは高くなります︒

八川3
八川5

が少い場合には︑品物のねだんは安

花の咲く頃は︑何時もかうし

くなります︒

九25

アメリカは︑どこでも黒人

て氣をもむことが多い︒

九573国

驚く︒

山といふものを空中から見下

けんびきやう

一人でも多く助ってくれる

此のうはさが世間にもれて︑

静けさ其のもののやうな銀

幸にして此の頃は︑割合な

く
句でも︑詩でも︑月に画するものが

＋一捌6ごらんなさい︑歌でも・辮

ぎの日が多い︒

十一856

閣が多い︒

閣寺から︑東山に沿うて南へ神社佛

十一91

者が多かった︒

誰言ふとなく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎ずる

十㎜9

ないか︒

のが︑私に封ずるお前たちの務では

十751園

﹁︿略﹀︒﹂と親切に教へて下さった︒

ぞいてるた人が︑にこにこしながら︑

ると︑向かふのすみで顯微鏡をの

十109

上り多いのでまごくしてる

すと︑意外にはげた場所の多いのに

九期4

なくては越せないといふことです︒

お︑︑さうちや︒

く︑樹木が多く︑社殿がおごそかに

ことに住吉神社は︑境内が廣
葬されます︒

まして︑人通の多い渡し場
で落したのですから︑たとひ飛んで

如何なる大雨にも︑此の

空も海も急に眞暗になつ

多い

天地の大いなるかな︒
多イ

と思って居ました︒

お〜︑おとう様︒

︵名︶3大雨

行って見たところで︑もうあるまい

九737図説

﹇多﹈︵形︶38

君の仲間とぼくの仲
間と︑どっちが多いか︑くらべ

四927園

︽ーイ・ーカッ・ーク︾﹇▽おそれおおい

おお︒い

七佃4園

お〜︑來た︒

七706

お㌧︑顔回︒

お︑︑聞多︒

る彼は︑やがて﹁お︑︒
だんな
お︑︑井上の若旦那様︒

十816圏
十831園

す︒

あめつち

たと思ふと︑忽ち恐しい程の大雨で

十一柵8圃

渓流の濁ったことはないと申します︒

十一悦11囹

雨が降出しました︒

みる矢先︑十三日の夜︑ あいにく大

では︑ もう大丈夫だと思って

﹇大雨﹈

お︑涙ぢや︒

王に近寄って︑寝顔を眺

お︑︑神々も御照覧あれ︒

お㌧︑三郎さんか︒

で調や醐難戦

︽ーシ・ースル︾

おえらい

︽1

2め151、14914了146926232

達する

八737 それは︑全くガリレオの此の
嚢見を雁憂したものです︒

十二燭10 近代科學を家庭生活に癒用
することに力める彼等が︑一面には

﹇御偉﹈︵形︶1

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの
である︒

おえら・い
︽ーイ︾

十鵬7囹法親王は︑おえらいお方と

をへる

承ってみたのに︑垂井家のなぞがお
﹇負﹈︵下一︶1

解けにならなかったとは︒
お︒える
へ︾

頃では︑あまり大きくなって︑私な

六餌8 買った時は子牛で︑︿略﹀︑近

お＼

どの手にをへないやうになりました︒
︵感︶15

お

五608囹 お〜︑ひきがへる︑よい所 おおい ﹇大﹈︵形状︶1 大い

おお

十お十 十十十十十十
106あ哀め二ニニニニニ

おうま

おうま一おおい

おおいかくす一おおう
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どんなに多いか ︒

十二299此の邊一帯の江上に︑特に
筏流しの風情のよく味ははれる所が
多い︒

ちの歌が︑萬葉集に多く見えてみる︒

十二963 かういふ兵士や其の家族た

跨下は︑︿略﹀︑人間に封ず

的感激に漏ちあふれた歌が多い︒

ロッペン鳥が︸気に飛立つ

た︒太陽をおほひかくすといふのは︑

十一欄5

﹇大筏﹈︵名︶2 大筏
どうてい

此の事であらうと思はせる︒
おおいかだ

﹇大井川﹈︹地名︺2
するが

大井

二人は駿河の大井川まで來ま
大井川をしり目に掛けて渡り︑

大井川
のすけ

のすけ

﹇大石内蔵之助﹈
ら

﹇大石内

﹇大急﹈︵名︶8

大イソギ

大急ぎ

ニー26

大イソギデハガキヲダシ

テ︑ウチヘカヘリマシタ︒

四426月は︑今雲から出て︑大
急ぎではなれて行きます︒

十963図

張良大いに喜びて︑朝夕こ

我が軍の士氣大いに振る

れを讃み︑遂に兵法に精通せり︒

冷眼大いに喜び︑まさに

十一561図

ふ︒

出版に着手せんとす︒

十一橋1図

おほふ

十一一747図 信昌大いに喜ぶ︒

おお・う ﹇覆﹈︵四・五︶14

四434月は動かないで︑雲が大
急ぎでとんで行くやうにも見
えます︒

空を半ばおほふやうに︑櫻や

津輕海峡特有の濃霧が︑海上

しんみき

枝葉空をおほひて︑神域に

砲揮は︑よく敵艦に命中

一面の芝生におほはれた校

後にはごく薄い白絹か何か

で空をおほったやうになりますから︑

十一佃6

うつくまりて雨露をしのぐのみ︒

て︑木の皮にておほひ︑八人一所に

十﹁971図木の枝を切りて地上に立

つて遊んでみる子供たちがあった︒

庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

十一777

ほふ︒

して︑田々火災を起し︑黒煙海をお

十﹇574図

一段の森嚴を加ふ︒

十樹1図

をおほってみた︒

十707

つがるかいけふ

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

かへで

十388

元から押寄せた船でおほはれた︒

おとうさんは︑夜業をやめて︑ ︽ーウ・ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾
はかた
六566 博多の沖は︑見渡すかぎり︑
すばやく身支度をと＼のへ︑大急ぎ

六925

後から出るもの程︑大急ぎで

で家を出られた︒

七438

のびて︑早く二葉にならうとするや
うです︒

つまり外側に居るものは︑
大急ぎで進んで居る︒

八柵5園

さうして︑大急ぎで學校道具

をかばんにしまひ︑めいく身輕に

九691

大い

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

なって︑校舎の後の菜園に集った︒

十一703

﹇大銀杏﹈︵名︶1

子を聞取って後を追ったが︑

大いに

問はばや遠

上るや石のきざはしの

﹇大﹈︵副︶6

後にて將軍︑御亭所に向か

俗に薄雲といひます︒

雲と呼ばれてゐます︒

空一ぽいに薄黒くおほふもので︑齪

雨雲はきまった形がなく︑

ひて︑﹁︿略V︒﹂とて︑大いに喜ばれ

老人大いに怒り︑﹁︿略V︒﹂

十一佃3
と言ふ︒

十954図

たりとそ︒

九474図

おおいに

き世々の跡︒

左に高き説いてふ︑

十二475図翻

てふ

おおいちょう

下墨は︑湖南省の洞庭湖に

洞庭湖は︑︿略﹀海のやう

先づ出現する︒

十二2811

九醜3

した︒

九慨9

おおいがわ

ある︒

編成にはもって憂いといった場所で

な湖水であるから︑かうした大筏の

十二9710 萬葉集には︑かうした國民 十二295
十二㎜2

る愛の心に富み︑其の方面で特色あ
る歌を多く残してみる︒

十二棚1 萬葉集には短歌が多いが︑
後世の歌集に比べて長歌の多いのが
一つの特色をなしてみる︒

十二棚2 後世の歌集に比べて長歌の

それから七分の後天龍川を越え︑

でんりゅう

多いのが一つの特色をなしてみる︒

る︒

二

ら

く

たくみのかみ

赤穂の浪士︑大石内藏之助を

らうし

大石内藏之助

く

大井川

更に六分半後濱名湖の北角をかすめ

公園が多く︑至る所に田園的な自然
おおいがわ

あかほ

おおいしくらのすけらいちみ

大石内藏之
元禄十六年二月四日︑大石内

蔵之助等一味﹈︵名︶1

仇︑吉良上野介を討って︑

き らかうづけのすけ

始め四十痴人が︑亡君淺野内匠頭の

十悩3

︹人名︺1

おおいしくらのすけ

九研8

︹題名︺！

十二梱3 しかしロンドンには大小の
をくりひろげて み る ︒

な ら
十二伽10 其の上︑京都・奈良をしの
ぶやうな古都が多く︑それらがすべ
て古美術を以て満たされてみる︒
こ じき
由來名所には︑すりゃ乞食

が多い︒

十一一摺10

曜日に多く郊外に出かける︒

十二磁11 市内に住む家族たちは︑日
十二偽6 郊外に幾らかの耕地を持ち︑

助等一味

おおいそぎ

歯して︑名を後世に輝かした︒

藏之助等一味の者は︑いさぎよく切

げんろく

父も︑母も︑子供たちも︑一日それ

おほ

十側1
﹇覆隠﹈︵五︶1

を耕すことを樂しみとしてみるのが
多い︒

︽ース︾

おおいかく・す
ひかくす
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さト

十一備10 狭い道の爾側には︑大きな

る月かげに大海原の波を見るかな
おおえ
﹇大江橋﹈︵名︶2

みだう
大阪騨からほゴ南へ︑御堂筋

大江橋

nVやましろのおおえのおう

笹が僕等の頭をおほふくらゐ高く茂
おおえばし

七664

七64図大江橋

つてみた︒

所々に白雲がたゴよって︑

中腹をおほひ︑峯をかくし︑口々の

十一伽11

といふ大通を進むと︑やがて︑大江
なかのしま

雪渓と相映じて︑山々を奥深く見せ

大江山

大江山

大江山

橋を渡って中之島といふ所へ來ます︒

十一

︹課名︺2

る︒

四目12

十一

十一㎜11国 何といふ騒がしい町だら おおえやま
うと︑殆ど耳をおほひたくなる程で

四566

大江

大江山に︑しゅてんどうじ

﹇大江山﹈︹地名︺2

した︒

四567

山

おおえやま
眼下に見る西の丸の櫓々は︑

鷺山をあたかも長城の如くおほうて︑

十二7010
西からの見すかしを防いでみる︒

皆無フ

︽一

おおおとこ

大男

急いで近寄ると︑芋瀬の荘司

雷の如き聲と共に︑御旗をう

大男の彼は︑鹿介を力で仕止
大量

きんじょにるた大蛙が︑
それをきいて︑﹁︿略V︒﹂ときき

三262

おおがえる．﹇大蛙﹈︵名︶5

めようと思ったのである︒

九812

まりのやうに投げつけた︒

ばひ取り︑かの大男を引つつかんで︑

七587

して居るところであった︒

て︑さもとくいげに︑何か聲高く話

が︑家妻の大男に宮の御旗を持たせ

七568

マケナイ大男ニナリマシタ︒

ました︒

三273

神の御子︑代々のみかどの

しろ

﹁︿略﹀︒﹂ 大神のみことのま＼に︑

しめす我が日の本は︑

おおかみのすけ ﹇狼介﹈︹人名︺10 狼

大きいのがじまんの大

蛙は︑うんといきを吸ひこんで︑

われがね

川をへだてた封岸から︑鹿介

うな聲で叫んだ︒

の姿をちらと見た狼介は︑破鐘のや

九785

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大賢は︑ 介﹇▽たらぎおおかみのすけかつもり

おなかをふくらませて︑
三283

しかし︑大蛙は︑こんどこ

一そうおなかをふくらませまし
た︒

狼介は弓に矢をつがへて︑鹿

狼介は︑喜んでをどり上った︒

三291

九797

九791

一生けんめいになって︑

ねらひ違はず︑狼介が満月の

如く引きしぼってみる弓のつるを︑

九801

介をねらった︒

そと︑

すると︑﹁ボン︒﹂と大きい

いきを吸ひこみました︒
三298

音がして︑大蛙のおなかが︑
やぶれてしまひました︒

すって︑其のもえがらを土間に捨て
たのが︑もとだといふことだ︒

お

一夜︑

此のまこころが︑神のおぼし

だのぶなが

何時の間にか狼介は切立てら

太刀を抜いて切ってか＼つた︒

九808

﹁めんだうだ︒組まう︒﹂かう

れて︑次第に水際に追ひつめられて

行った︒

叫んで︑狼介は太刀を投捨てた︒

九812

しばらくは互に呼吸をはかつ

陸運の大きな膿は︑もう鹿介

の足もとにぐたりとしてみた︒

九822

の上にのしか＼つたQ

忽ち筆陣の大きな膿が︑鹿介

てるたが︑やがて狼介は満身の力を

織田信長の居た尾張の清洲城 九815

大神

九818

は︑或日︑大風で外廻りの塀や石垣
狼

こめて︑鹿介を投附けようとした︒
﹇狼﹈︵名︶1

﹇大神﹈︵名︶2
い

せ

とこしへに民安かれと祈 おおかわ ︹荷馬︺2 大川

五目4 十六 大川
るなるわが世を守れ伊勢の大神
あま
十一619金野 天照らす神のたまはく︑ 五743 十六 大川

十38図圃

おおかみ

つた︒

九824囹現れ出た狼を︑鹿介が討取

おおかみ

がくつれた︒

七737

大風が起って︑海はわき返った︒

めしにかなったのであらう︑

六614

一寸ボブシバ︑ダレニモ おおかぜ ﹇大風﹈︵名︶2 大風

﹇大男﹈︵名︶4

こんもりと生ひしげり︑

ふつりと射切った︒
おおかじ ﹇大火事﹈︵名︶1 大火事
といふ鬼がみて︑
十二723 本丸の接る姫山︑西の丸の
びやう ぶ
四583 大江山に來て見ると︑鬼 六999 さうして︑こんな大火事の起 九804 狼介は︑怒って弓をからりと
捨て︑洲に上るが早いか︑四尺の大
つたのも︑王家の子供が︑マッチを
の住む所だけあって︑大木が
をの

櫨る鷺山は屏風の如く連なり︑

﹇ 御 亭 ﹈ ︵五︶一

︿ 略 ﹀ ︑ 斧 を 知 らぬ密林におほはれ︑

ヒ︾

おお・う

メガ逃ゲテ行キマス︒
﹇大海原﹈︵名︶3

大海

ウ︒﹂トイッテオ追ヒニナリマ
スト︑ニハトリヨリ先占︑スぐ

四506 オバアサンガ︑﹁ホウ︑ホ 三607

原

おおうなばら

や し

はり果なき大海原ですが︑水は油の

十一衛4困 湾とはいへ︑見た所はや
やうに滑らかです ︒

の木陰の月︑さういふものがないと

十﹇m9 峯の月︑大海原の月︑椰子
したら︑殆ど生きがひがないと思ふ
でせう︒

十一一21図圃 あしひきの山のは出づ

おおかわ一おおきい
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おおかわ

﹇大川﹈︵名︶2

大川

工場の えんとつの長いかげ︑ ゆ

五744韻 大川の水の上︑ 川ばたの

らく︑ゆらく︒

三271囹今まで見たこともな
いほど大きいのです︒

すると︑﹁ボン︒﹂と大きい

三273大きいのがじまんの大
一

圭ま︑

虫

音がしました︒

其のさかさまに見える景色を︑

大きくして見ようと思って︑右の手

六496

買った時は子牛で︑︿略﹀︑近

に轟目がねを持って︑のぞいて見た︒
六647

中でも縦六米︑横十一米とい

ふすばらしく大きい石には︑誰でも

七696

びっくりさせられます︒

膿も大きくなり︑形も色も次

ずる分大きいね︒

第にかはって︑がんじょうになりま

七956

す︒

三298

七伽7囹

七675 公園はさして博くはありませ

頃では︑あまり大きくなって︑私な

大分大きいらしいそ︒

小さい鍋を返し︑大きい鍋を
受取って︑

六718

やっぱり大きい方にしよう︒

ズツト大キイ︒

靖國神社の青銅の鳥居は︑

しば

ひ
大きいのは︑上野公園・日

實に大きいものだ︒

六尺1園

や

比谷公園・芝公園︑︿略﹀︑まあ︑こ

ゴ

六燭2囹

んなものだらう︒

七434

昨日出たのは︑まだ皮を着け

大きい本葉は長さが二糎ぐら

て居ますが︑葉がずっと大きくなり
ました︒

七454

片端から切れて行くテープは︑

美しい束になって︑船べりに大きく

七糊1

向かふの方には︑大きい汽船

ゆれ出しました︒

が三ざう五さうと︑幾群も並び績い

七一6

て︑

設計はしたものの︑鯨り大

きくて︑ロシヤ人も造りかねて居ま

八241團

しかし︑綜の長さを一米なら

したのを︑

八727

く動かしても小さく動かしても︑振

一米にきめて置くと︑︿略﹀︑又大き

星の︻つくが大きく見える

る時間は同じです︒

八号6

膿が大きいのに︑性質がごく

ばかりか︑

八伽1

模型飛行機が飛ぶのですから︑

おとなしく︑

九106

其の大きい物を作りさへすれば︑き

つと人間も乗って飛べるに違ひあり

ません︒

てはみるが︑どれを見ても大きくて︑

石垣の石の大きいのは有名で 九2510園 形も大きさもそれぞれ違つ

ゐ︑小さいのでも一貢ぐらゐはあり
ます︒

七692
すが︑

丸は︑少しつつ動き始めました︒

六716園大は小をかねるといふから︑ 七糊1 見通しのつかぬ程大きい日本

どの手にをへないやうになりました︒

ニ

音がして︑大裏のおなかが︑
バ︑ニツ

やぶれてしまひました︒

けしき

一寸ボブシ

三748ヨコノ方カラノゾクト︑

シモ大キクナリマセン︒

ナッテモ︑三ツニナッテモ︑少

三戸5

んが︑大川をめぐらした眺は大阪ら
﹇大﹈︵形状︶1

大き

しい景色で︑

おおき

九463図大きなる袋に長四郎を押入
れ︑

六946囹

おおき・い﹇大﹈︵形︶72大キイ大

キンギョガ︑急二大キク見エタ

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

きい

きくなりました︒

きうりの芽生も︑目立って大

六鵬4

勇︑大きくなったね︒

リ︑

四155圏

﹇432 大キイカミナリガ︑ゴロゴ
ロトナリマシタ︒

或神園は︑大きい︑りっぱな

耳も大きいものです︒

が一度連れて行って上げよう︒

大きい猿や︑小さい猿が 六七5囹 大きくなったら︑をぢさん
五391

見上げると︑大きい橋があっ
た︒

六55

其の家の中には︑ちやうど︑

て︑人や︑車や︑馬が通って居まし

五728

︿略﹀︑さわいで居ました︒

五372

鏡をお作りになりました︒

五26

ました︒

五六ぐらみの美しい娘になり

くなって︑三月ほどたつと︑十

四292この子は︑ずんく大き

一584モモタラウハ︑ダンダン大 四157圏 ぼくも︑大きくなったら 心嚢2 僕等ノ仲間ハ︑︿略V︑一番小
キクナッテ︑タイソウツヨクナ
サイノデモ︑大キナクヂラヨリハ︑
海軍だよ︑にいさん︒
リマシタ︒

二個4ダンダン大キクナッテ︑ヨ
松ハ︑ズンズン大キクナ

イムスメニナリマシタ︒
リマシタ︒

二877
キシャハ︑見ルマ四大キ

クナッテ︑コッチへ來マス︒

二価5

ヲ出シテ︑カゾヘマシタ︒
びいひ ょ う ︑ び い ひ ょ う ︑

わをか

二佃一 ニイサン バ︑大キイコエ

いて︑

三84圃 まるい︑大きい
びいひょうろ︒

三257園 大きい︑大きいばけもの

獣を取るのに使ふやうな︑おとしの
が︑水をのみに來ましたよ︒
大きいのがしかけてあります︒
三257園大きい︑大きいばけもの
が︑水をのみに來ましたよ︒
六95 其の時です︑どしんと大きい
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えらさうである︒

九875 鹿介の血を吐く言葉に︑信長
は大きくうなついて見せた︒

九悩6 さうして︑北極星の近くに見
える星程小さい圓をゑがき︑遠くに
見える星程大きい圓をゑがきます︒

九鵬1 小熊座を包むやうに︑のろ
りよう

くと曲りくねって連なる十ばかり

の妻となりましたが︑不幸にも早く

ところで︑これを文字に書

夫に死別れました︒

十一647
きあらはす安泰侶の苦心は︑それに
青空に綿を大きくちぎって︑

も増して大きいものがあった︒

十一川4
後から後から投出したやうで︑中々

もくくと大きくかたまつ

景氣のよい雲です︒

白雲が︑山のふところから

く見えるに過ぎない︒

十二湘5

ぽっかり顔を出しては︑見る間に大

大キサ

歩き

ちやうど︑目がねの玉がはま

小指グラヰノ大キサデシ

﹇大﹈︵名︶13

きくふくらんで輕さうに浮いて行く︒
おおきさ
さ

三492
タ︒

六509

るくらみの大きさに巻いて︑其の一

十一擢8

たり︑︿略﹀︑天の一方から他方へ幾

の星を龍座といひますが︑どちら
も星があまり大きくありませんから︑

方のはしに︑目がねの玉をはめた︒

の住む地球から見ると︑大健月と同

黒鮎はく略V︑其の敷や大

じ大きさに見えるのは︑

きさは︑凡そ十一年を週期として増

十二悩7

減してみる︒

さうして︑其の中には太陽

より小さいもの︑太陽とほゴ同じ大

十二価6

きさのものもあるが︑又太陽の敷百

大部

倍といふすばらしいものがあるので

ある︒

五十鏡のでは小さ過ぎるし︑

大

かうして︑六箇所の大傷が

おおきず ﹇大忌﹈︵名︶1

ぎます︒

十二4111囹

ぎます︒

十二3410囹

先生の道は跨りに大き過

先生の道は齢りに吐き過

一圓のでは大き過ぎる︑

六709

き過ぎる ︽ーギ・ーギル︾

おおきす・ぎる ﹇大過﹈︵上一︶3

次々に縫合はされた︒

さうして︑さっきの筒の中へ︑ 十862

條か連なったりすることがあります︒

六517

ちやうど︑それがするくとはいる

右手に見下す斜面に咲績く

くらみの大きさに作って︑

もう大きさだけは親つばめと
同じですが︑

八43

黄色い花は︑大きいのが﹁しなのき

石で積上げた幾多の金字

だから︑ダイヤモンドは豆粒

あのいろいろの道具︑たく

ぐらみの大きさの物でも︑

八研8

九259園

さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

こんな小さい望遠鏡でさへ︑

はっきり見えるのですから︑噴火口

はと

きな

大キナアシデ︑ネズミヲオサヘ

大人の握りこぶし程の大きさ 一504シシガ︑目ヲサマシテ︑

コレハ

ガレテキマシタ︒

一567園

一576

ワ

ハ︑メヅラ

スルト︑モモガニツニ

シイ大キナモモダ︒

コレ

ガ︑ドンブリコドンブリコト︑ナ

川上ミカラ︑大キナモモ

のもあれば︑雀の平ぐらみな︑かは

此の大きな太陽が︑私たち

一551

マシタ︒

大きな犬ぐらみの大きさで︑

かすみがうら

そこを通過すると先は又湖で

十二撹9

あらうといふ大きさで︑

すが︑これは日本の霞浦の二倍も

十伽7

肢はばかにひよう長く見えます︒

あし

九帽6

いらしいのもあるが︑

九706

きさですが︑全膿が濃い緑色で︑

九643

鳩より少し小さいくらみの大おおきな ﹇大﹈︵連体︶幽 大キナ 大

違ってはみるが︑

一番大きいのは︑直属が二

それが太陽の黒嵩と呼ばれ

きいことがわかります︒

なければこそ︑ほんたうに先生の大

十二362囹今の齪れた世に容れられ

百粁もあるといはれてゐます︒

十一佃5

考へられます︒

は非常に大きいものだといふことが

十一旧4

七米齢︑石の数三百二十萬︑

塔の中︑一番大きいのは高さ百四十

十一欄8囲

ぼうげ﹂であった︒

んばい﹂︑小さいのが﹁みやまきん

十一悩10

九川3 大きい包を頭の上にのせた女
が︑

く大きい都市を望んだ︒

九櫛1 十一時二十三分︑左にやや遠

十254国町のガラパンも思ったより
大きく︑りっぱで︑大通には自動車
も通ってゐます︒

肉身5囹少し言方が大きかったかし
ら︒

十備2 大きい氷山の影も目にはいら
ない︒

すが︑これはさう大きいものではあ

十178 第二の關門を出ると前は湖で
りません︒

門門8 掲示板に︑當選者の名前が大
しゃんはいみ

きく書いて張ってあった︒
かん

十m9 大きくて︑ 赤くて︑ 上海蜜

十二悩4

るもので︑見たところ胡麻粒のやう

柑のやうだ︒

だが︑實は地球より大きいのがあり︑

そぼく

古代の我が國民の素朴な喜が︑みな

つまり太陽は︑︿略﹀︑我々

に近いために︑特に大きく︑明かる

十二価3

十価2 其の大きい︑力強い調子に︑
ぎつてみる︒
ふちはらののぶたか

十一144 大きくなって︑藤原宣孝

おおきな一おおきな
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レテ︑中カラ大キナヲトコノコ
ガウマレマシタ︒

二201 大キナカキガ︑タクサン
ナリマシタ︒

U オトナノバウシヲカブッ
テ︑大キナカバンヲモッテハ

一一

バ︑前ヨ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑キクワンシャ

見ると︑大なぎなたを

もった︑大きな男が立ってゐま

三422
す︒

︸寸ボブシバ︑オワンノ

舟ニノッテ︑︿略﹀︑大キナ川ヲ

三524

大きなすゴをねこの

ノボッテ行キマシタ︒

三706圓
首につけておいて︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑木こりは︑思

はず大きなこゑを出しました︒

三798

大キナ鬼グモが一匹︑スウツ

へ

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で聞い

ト︑私ノ目ノ前ニブラ下ツテ來マシ

五762

ちの上に來ました︒

そこで︑頼光は︑しゅてん 五734 ふと︑大きな重い物が︑私た

どうじの大きな首をけらいに

四714
かつがせ︑

タ︒

花子さんは︑おかあさんか

ら大きな紙の箱をいたゴいて

四766

五848

する時︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲

また︑或神言は︑山へ行って︑

で笑ふものがありました︒
五29

さかき

大きな榊の木を根こぎにして︑

鯉ガ︑大キナロデ思フゾンブ
ン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ高ク

五256

尾ヲ上ゲマス︒

ありました︒

五331古い︑大きな杉が︑たくさん

た︒

六237

なるほど︑門のわきに井戸が

命は︑此の玉を持ち︑大きな

大勢の人を集めて︑書も夜も︑

新しく建てた家には︑大き

大きなのが一匹︑すぐそばの

なおとしがしかけてあります︒

六64圏

な家が出來上りました︒

働かせましたので︑間もなく︑開き

六47

わにざめに乗って︑

五御8

ました︒

して︑思はず大きなため息をなさい

五旧4

或日︑ふと兄神の事を思ひ出

あって︑そばに大きな木がありまし

五㎜3

ます︒

て︑そばに︑一本の大きな木があり

五m5囹其の門のわきに井戸があっ

屋で︑おかあさんの聲がした︒

てみると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あちらの部
や

來て︑ポストをこしらへました︒

三ちゃんが︑大きな聲で︑

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四802

トイフト︑

四885私ガ︑大キナ聲デ︑﹁︿略﹀︒﹂

ぼくも︑おもしろくなって︑

だんく大きな聲を出しながら

四価6

きるだけ大きなこゑでさけん

豆をまきました︒

﹁︿略﹀︒﹂トイフト︑

四四6百合若は︑大きな鐵の弓
と鐵の矢を持ち︑
四二1雲太郎が弓を射ようと

で︑水の上を見てゐました︒

三川4大きなかめが︑舟のそば
大きなしげった枝は︑四

へおよいで來て︑

四51

方にひろがって︑

ですから︑切るのも大へんで

四71こんな大きな木のこと
した︒

今まで見たことも︑聞い
たこともない︑大きな舟でした︒

ぼくのうちに︑大きなぼ 四94

にうこいて︑こっちへやって

ミ ヨ 子 サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑

來ました︒

三404

大キナコエデイヒマシタ︒

四658

のを見ると︑大きな目をむい
て︑ぎょろりとにらみましたが︑

五406

半分くらみはかくれました︒

﹁︿略﹀︒﹂私は︑大きな聲でひ

とり言を言って︑裏へ廻りました︒

水は深くて︑大きなからだが︑ 六405

うに︑うみの上を︑ぐんぐん
四593 しばらく行くと︑大きな 五392 時々︑ふはくとそれを動か
稻の葉に止った︒
とこっちへやって來ました︒
岩があって︑そのそばに︑
しますと︑ちやうど︑大きなうちは
六
251 ﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で︑弟
三355これも︑大きな舟のやう 四641 やがて︑向かふに大きな
であふぐやうです︒
がひとり㎜三口を言ふ︒
鐵の門が見えました︒
五394 大きなからだのわりに︑目は 六358園此の國の野原には︑大きな
しか
頼光たちがはいって來る
小さくて︑
鹿がたくさん居ります︒

三333さうして︑大きな舟のや

三264隈 その大きなばけものは︑ 四486オバアサンバ耳が遠イ
わたしくらみもあったかね︒
ノデ︑私が大キナコエデ︑

んぼんどけいがあります︒

三182

車ガ︑イクツモトホリマシタ︒

二佃3牛ノアトカラ︑大キナ木
ヲツンダ車ヤ︑石ヲツンダ

マシタ︒

ガ︑大キナ音ヲタテテ︑トホリ

二⁝肋5

リモ大キナコエデイヒマシタ︒

﹁︿略 V ︒ ﹂ ネ エ サ ン

ン︑ワン︒

二752園

タ︒

一一

二985

大キナロヲアイテ︑ワ 三881 ﹁︿略﹀︒﹂と︑若い男は︑で

Q 右ノホホニ︑大キナコブ
ノアルオヂイサンガアリマシ

イッテ來マシタ︒

R9

U2
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六544囹何です︒大きな聲をして︒
六579 まるで︑大きな島が出來たや
うなものである︒

六737 城のやぐらから大きな石を投

落して︑賊のさわぐ所を︑さんぐ

七498困
の御飯を︑

大きなアルミニウムの食器

﹁一︑二︑三︑

四︑・⁝﹂と︑大きな聲で番號

七509団

兵螢は︑いはば一つの大き

をとなへます︒

な家庭で︑其の日常生活の間に︑軍

七533囲

六771 城から大きな石を四五十︑一
人としての精神をやしなふ所なので

に射た︒

度に落したので︑又何百人か殺され

すると︑前よりも一そう大き

す︒

七伽2

二里程行って大きな峠へか＼

赤い大きな夕日が︑今︑西の

て來る者がある︒

ると︑上の方から︑︿略V︑かけ下り

驚怖5

な聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

七756

た︒

六777 賊は︑大きなはしごを作り︑
これを︑城の前の谷に渡して橋にし
た︒

に穴をあけた大きなへうたんや︑古

六887 うちの雀の宿といふのは︑横
いつりどうろうなどで︑

たらひ程に見える大きな圓の

遠いく地平線に落ちて行くところ
だ︒

六㎜8 ぶるくふるへて居た雪舟は︑
七伽5

ど小松の中へ飛込んだところだ︒

斑紋があざやかに見られます︒

はんもん

掘ったいもは此の中へ入れるやうに

中には︑ころんで雪に大きな 九697 先生も大きな箱を持って発て︑

とおっしゃった︒

八945

穴をあけ︑雪だるまになって起上る

九556困

たまさか︑大きなサボテン
があるくらみのものです︒

ミシガン湖といふすばらし

川といふよりは海峡といつ

忽ち狼介の大きな膿が︑鹿介

狼介の大きな腔は︑もう鹿子

九928

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で返事

其の大きな建物が見えると︑

地平線から次第に見上げて︑

おほぐま

︿略﹀︑大熊座といひますが︑

九尊6

旅客機といふものは︑自動車

大きな犬ぐらみの大きさで︑

九鼎9

深い谷が︑どん底に大きな口

右手には大きな川じりが幾つ︒

イースト川とに包まれたマンハッタ

大きなガラス箱の中に︑毒の

自然に生えたやうに出來てるる︒

あるきのこや︑食用になるきのこが︑

十127
それに︑雨方の翼を廣げた所
を下から見ると︑大きな白色の賢い

九648

ンが︑

を開く︒

九四6

けたものと思へばよい︒

を細長くして︑それに大きな翼を附

九矯8

大きな熊の形を考へたからです︒

それは昔の人が︑それらの星の列に

九塒6

つ見えるのがそれです︒

少し低い所に︑かなり大きな星が一

頭の眞上まで行く途中︑眞中尊より

九伽3

がら本を渡してくれた︒

をしたので︑出納掛の人は︑笑ひな

九961

の足もとにぐたりとしてみた︒

九822

の上にのしか＼つた︒

九818

冑がかざってあるQ

な鹿の角と三日月の前立との附いた

九749床の間には︑すばらしく導き

者もある︒

黒々と大きな髄を横たへてる
大きなたもで︑網からいわし

る船のかげで︑

八伽2
八鵬1

をどんく僕等の船へ上げる︒
次の室には︑ガラスを張った
大きな窓のやうなものが順々に並ん

八蜘9

で居て︑

﹁たかあしがに﹂といふ大き
これも大きな圓をゑがくルー

なかにが居ました︒

八帽2
八佃5

岡山の幸吉といふ表旦山師が︑

かうきち

プ線である︒
はと

九76

此の時︑大きなせきばらひが

鳩の膿を研究して大きな翼をこしら
へ︑

九278

大きな柱にくくり附けられました︒

中には︑何か︑とろくととけた物

六備2 大きなねずみが一匹︑雪舟の
足もとに居て︑今にも飛びつきさう

來た︒

天井からつるしてある此の

見ると︑大きな兎が︑ちやう

た方がよい程大きな︑ハドソン川と

其の頃造られた大きな煙突 九613国

ゴは︑

く大きな湖にのぞんでみる此のシカ

それから︑大きな埠頭があ 九566囲

ふとう

聞えて︑父の時計屋さんがはいって

な様子です︒

八926

をとらへました︒

大きなランプが︑ふとガリレオの心

八688

てんじゃう

が︑埠頭の近くにそびえて居ます︒

八236困

入し︑

つて︑一年間に汽船が何千さうも出

八203国

す︒

屋根の上に︑船膿の上部が出て居ま

七燭9

が動いて居るやうに見えるQ
うはや
向かふの大きな︑長い上屋の

ヂラヨリハ︑ズツト大キイ︒

六柵1 一番小サイノデモ︑大キナク
七108 時々手ごたへがして︑大きな
蛤も出ました︒

七185 中には︑くさってぶくくに
ふくれた︑大きな死がいが横たはつ
て居る︒

七198 それを通り抜けて︑だらく
坂を上ると︑道ばたに大きな松が一
本ある︒

一本ある︒

七287 僕の學校に︑大きな杉の木が

おおきみ一おおく
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十1210 突然︑下の方から大きな聲が
聞えて︑はっとした︒

十137太った人が︑ふところから大
きながま口を取出して窩したが︑
し

十297團 大きな腰みのを着けた女︑
や

大きな構内には︑冬になると︑

いったと同然ですが︑

十㎜6

大きな木の上に星が光ってゐ

大豆の山が積まれるのださうだ︒

る︒

十偽1

此の古墳の大きなのになる

と︑長さが敷百米に及び︑堀が二重

十ニー46
にも三重にも廻らされてみる︒

筏は︑たくさんの丸太を幾

重にも組合はせた︑すばらしく大き

十一一255

なものである︒

りで其のま＼に書きあらはすことが︑

流によって此の湖水に流され︑こ＼

して見ても︑太陽は直脛十三米とい

十一一齪5 地球を十二糎のゴムまりと

此の大きな太陽が︑私たち

ふ大きなものになって︑

の住む地球から見ると︑大玉月と同

十二齪8

じ大きさに見えるのは︑

十二旧7

これを種種に並べ︑又攣化

させることによって︑大きな籔や式

一だんと大きなはんの木の

をあらはし︑

間に︑かぶった白い手拭が見える︒

十二観7

聲で呼んだ︒

十二槻10 ﹁おかあさん︒﹂弟が大きな

大君

おおきみ ﹇大君﹈︵名︶5 おほきみ

大みことのり傳

乃木大將はおごそかに︑

御意深き大君の

十901重圏

ふれば︑

今日よりはかへりみな
みたて
くて大君のしこの御楯と出立つわれ

み

大君の

海行かば水つくかばね︑

山行かば草むすかばね︑

大君のお側で死なう︑かへ

おおく ﹇多﹈︵名︶9 多く

りみはしない︒

十二977

邊にこそ死なめ︑ かへりみはせじ︒

へ

十二973図團

は

十二956図魍

れめ

絶えばこそわがおほきみの御名を忘

大きな力で︑ぐんくと 十一351図駅 いかるがや富の小川の

で大きな筏に組まれるのであらう︒

十二399園

なる程︑廣げれば大きな

入を引つばつて行かれる︒

十二567囹

末廣がりぢや︒

病人が良藥を得︑渇者が清

十一一608か年如何にも大きな末廣がり
ぢや︒

十一一鵬5

冷な水を得たのにも増して大きな喜

ロンドンには︑大英博物館

びであった︒

十二冊4

を始め︑大きな博物館や美術館があ
つて︑

大きなつむじ風だといはれ︑

十二264最も大きな筏になると︑村 十一一悩6 黒質は太陽の表面に生ずる

な小屋の軒下などに︑大きな石が立

中全罐が乗ってみるのではないかと

十301国 椰子の葉でふいた至極粗末 十一652 我が國の古語を︑漢字ばか

思はれる程多人敷である︒

かうそしやう

筏は江を下り︑江蘇省︑
鎭江の金山寺あたりに着いて︑大き

ちんかう

十二286

十も十五も列を作って江心を下る︒

かういふ大きな筏が︑時に

安萬侶に取っての大きな苦心であっ

な塊になって群生する白い雲があり
ます︒

それでは︑かうした大きな

な貯木場にはいる︒

十二289

筏は︑一健どこからくり出されるの

謡い道の両側には︑大きな

であらうか︒

足もとには︑かなり大きな

笹が僕等の頭をおほふくらゐ古同く茂

十一伽7

雪漢が見下された︒

安寧の山が半日以上も固いて見えた

十一襯3困右の地平線上︑はるかに

＋二四2材木が︑それぐ其の地の

つてみた︒

さト

十一描9

十二273

た︒

太陽や月が︑大きなかさを

着るのは此の雲のか＼つた時で︑

十一佃7

て掛けてあるのは︑石貨といって︑

十469 大空から勢よく落下する水の
太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊
になって︑次から次へ投げ下される︒
たいまつ

十545家にかけ込んだ五兵衛は︑大 十一棚1 いわし雲より︑ぐっと大き
きな松明を持って飛出して來た︒

十638圃園 大きな雁は先に︑小さな
雁は後に︑仲よくわたれ︒

十柳1 清少納言は︑まだ暗い中に︑
ぼん

使の者に大きなお盆を持たせて︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ひふくめてやりました︒

＋嬰はるか彼方に︑代るぐ背を
しろ
出しては︑潮を吹く二頭の大きな白

のも︑私たちには大きな慰でした︒

長須鯨を見つけたからである︒

ながす

十伽1 今では︑大きな商船でも軍艦

十︻備5国さうして最後に︑﹁︿略﹀︒﹂

たちに堅い握手をしました︒
てん

十﹇鵬4

瀦のやうなものがあるでせう︒

はん
月の中に薄黒い︑大きな斑

と言って︑其の黒い大きな手で︑私

でも︑通り抜けられるやうになりま
した︒

十伽9 先づ此の地方を流れる川の水
を︑大きな高い土手を築いてせき止
めました︒

しめる光が︑我々に大きな慰を與へ

＋一捌2其の青白い︑しみぐと親
るからです︒

十櫛5 最初はたゴ幅の廣い掘割です
が︑約十三粁も行くと︑向かふに大

彼等の住んでみた所には︑
自然大きなはきだめが出來︑

十ニー14

きな水門が現れます︒

りますから︑船は大きな箱の中へは

十伽8 上手の水門は初から閉ぢてあ
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川を通って港へ送られます︒

七655 又大阪の物産も︑多くは堀や

七656かうして︑多くの品物が︑自
由自在に集ったり散らばったりする
ので︑

九545国 サンフランシスコでも︑
こ＼でも︑私は多くの學校をたつね
ましたが︑

九652多くの書家は︑此の鳥をゑが
きました︒

九865 さしもの尼子勢もへとくに
疲れ︑多くの勇士は︑むざんや枕を
す る と ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂といふのが︑

並べて討死した︒
十燭3

多くの人々の一致した意見であった︒
負うて︑其の眺は美であり奇である︒

十一806 湖上の島々も多くは密林を
十二679 門をはいると︑多くはそこ
に尊卑がある︒

ちが現れて︑修行者の足下にひれ伏

十二柵11 諸くの尊者︑多くの天人た

﹇多﹈︵副︶2

しながら︑心から禮拝した︒
おおく

多く
ろうじゃう

九829 前後七年にわたる長い籠城
に︑尼子方は多く戦死し︑

十一579図 敵の両旗艦を始め︑其の

おほくにぬしのみこと

﹇大国主命﹈︹人

他の下僚も多く相ついで沈没せり︒
おおくにぬしのみこと

大國主命

名︺14 大國主のみこと 大國主命

た︒

四991

ふ︒

九梱図大熊

かささせるさ㌧

﹇大隈言道﹈︹人名︺

この大國主のみことも︑ おおぐま ﹇大熊﹈︵名︶1 大熊

﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりました︒

大隈画道

おほくまことみち

大隈言道

れがた

おほぐま
﹇大熊座﹈︵名︶2 大熊座

ぬも過ぐる橋の上の夕暮近き雨のは

十二櫛5

1

おほくまことみち

四997 大國主のみことは︑﹁︿略﹀︒﹂ おおくまことみち

喜んで大國主のみことに︑

とおっしゃいました︒

四㎜6
﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

おおぐまざ

大空にそ＼り立つ二十階・

キマシタ︒

シシバ︑大ゴエデウナリ

おおごえ ﹇大声﹈︵名︶12 大ゴエ 大

一523

聲

二人は︑兄うかしの家へ行つ

マシタ︒

義光は︑大書に﹁︿略V︒﹂と

て︑外から大聲に︑﹁︿略﹀︒﹂と呼び

六69

ました︒

七572

白兎のいった通り︑大國

主のみことは︑その後︑えらい

四棚4

九501囲

ド

主水は︑﹁それ︑そこを突

から松の林を抜けて小松原に

大聲で呼びかはし︑男も女も

源治君︑源治君︒﹂と大智に

聾同志のやうに︑やたらに

大聲を議するだけだ︒

九棚5

つんぼ

呼びながら︑文治が立上りかけると︑

八欄8

はだしで︑濱へ下りて行く︒

八伽8

に叫んだ︒

か＼ると︑誰かが︑﹁︿略﹀︒﹂と大聲

八926

に叫ぶ︒

け︒﹂﹁それ︑そこを梯へ︒﹂と大野

七922

﹁︿略﹀︒﹂と言ふ者がある︒

其の時︑お供の中から大聲に︑

つめ寄った︒

七747

又北極星を柄の端にして︑北
斗七星とどうやら似た︑小さい柄杓

九価8

ひますが︑

る幾つかの星を加へて︑大熊座とい

おほぐま

大熊座
お方におなりになりました︒
いつも
大國主のみことが︑出雲の海 九価4 先づ北斗七星と其の附近にあ

五575

岸を歩いていらっしゃいますと︑

大國主のみことは︑か㌧しに

向かって︑﹁︿略V︒﹂

五617

大國主のみことは︑大そうお

形に連なるのを︑大熊座に比して小

五629

喜びになって︑少訳名のみことを︑

熊座といひ︑

やまた

大國主のみことは︑おどろい オークランド ︹地名︺一 オークラン

おうちへお連れになりました︒

五643
あめ

て︑﹁︿略﹀︒﹂

三十階の大建築︑封岸オークランド

かうりん

天の岩屋︑八丁のをうち︑

大國主命︑天孫降臨︑二つの玉等

おほくにぬしのみこと

十一675

へ渡す六千九百米のすばらしい長橋︑

なみき

昔︑大國主命︑國土を おおくり・する ﹇御送﹈︵サ変︶2 お

おほくにぬしのみニと

の神代の尊い物語を始め︑

十二46図

送りする

ゑ

はがき

時折ジャンクが近づいて

聲に呼ばはるものと見える︒

十二549圏や︑物のほしい時は︑大

びかけます︒

は︑私たちの船に向かって大聲に呼

十一鵬1圏

町の建物は西洋風で︑並木 十567 五兵衛は大島に言った︒

︽ーシ︾

開き人をなつけて︑威勢四隣に振る

八211国

まだ明けきらぬ空に︑また﹂

でわかったことと思ひます︒

の美しい有様は︑お送りした給葉書

ひ給ふ︒

十二51図大國主命答へて申さく︑
﹁︿略﹀︒﹂

八608

く星を仰ぎながら︑おとうさんにつ

こ＼において大國主命︑

いて︑私も町角までお送りしました︒

十二510図

てまつり給ひぬ︒

﹁︿略V︒﹂と申して︑恭しく膏土をた

おおこしもう・す ﹇御起申﹈︵五︶1
かの建御雷命が大國主命 おおけが ﹇大怪我﹈︵名︶1 大ケガ
ニ226 カニ 一大ケガヲシテ︑泣 お起し申す ︽ーシ︾

と只見し給ひしは︑此の所なりとい

四983 そこへ︑大國主のみことと 十二79図

いふ神様がおいでになりまし

おおこたる一おおし
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﹇御怠﹈︵五︶1

お怠る

十二柵1囹 お起し申しませうか︒
け

しき

公園は︿略﹀︑大川をめぐら

した眺は大阪らしい景色で︑其の

七676
十二鵬11

十﹇価2図

慶喜は事のすこぶる重大な

たまく大阪に出水あり︒

のを知って︑大阪から海路江戸に錦

おおこた・る

ま＼水の公園といってよいくらゐで
つた︒

︽ーリ︾
す︒

騨

てんしゅかく

復興された天守閣に上ると︑這い大

うに見えます︒

大阪

大阪市略語

大

大

お治

さうして︑天照大神のおこと

ば通りに︑日本の國をお治めになり

五聖2

其の後︑命は︑二つの玉で悪

ました︒

者どもを平げ︑よく國をお治めにな

五伽7

りました︒

秋ならば廣澤・大澤の池を

たつねて︑嵯峨野の土日をしのぶのも

さ が

十一1011

おもむきが深い︒

何十人︑何百人のきこり

が集って︑毎日毎日大さわぎを

四73

大騒ぎ

大阪騨からほg南へ︑御堂筋おおさわぎ ﹇大騒﹈︵名︶7 大さわぎ

七64図大阪騨
七661

﹇大阪港﹈︵名︶2

といふ大通を進むと︑

おおさかこう

みだう

れた日でも︑空がどんより曇ったや

七627

川や堀に幾千といふ船が通つ

阪は一目に見えます︒

七722
て居るのは︑大阪でなくては見られ
ぬ景色です︒
ひかうちやう

近郊電車の護達して居ること

汽車で大阪騨に近づくと︑晴 おおさわ ﹇大沢﹈︹地名︺1 大澤

幽豆臣秀吉の建てた城で︑近年おおさかえき ﹇大阪駅﹈︵名︶3 大阪

とよとみひでよし

十二襯9囹 私には︑姉上が少しでも
七689

︹課目︺2 大阪

大阪

お勤をお怠りにならうとは思はれま
せぬ︒

おおさか

﹇ 大 阪 ﹈︹地名︺22

七目3 第十五 大阪
七626第十五 大阪
おおさか

七724
も︑りっぱな飛行場のあることも︑

七631大阪は俗に煙の都といはれ︑
大小八千以ヒの工場がこ＼にあって︑
大阪の誇の一つになって居ます︒

大阪港

﹇大阪城﹈︵名︶2

︵名︶1

おおさかしりゃくず

大阪市略圖

よど
市を流れる淀川は︑幾筋にも

﹇大阪湾﹈︹地名︺1

七64図
おおさかわん
わん

阪濁

七641

﹇御治﹈︵下一︶2

わん
分れて︑西の大阪灘に注いで居ます︒
おおさ・める

︽ーメ︾

都は大さわぎです︒

して︑やっと切りたふしました︒
七64図

大阪が︑水の都として獲達し︑ 港
ばうはてい

又煙の都と呼ばれて︑今日のやうな

ぺ

める

それから︑御殿では大さわぎ

見ると︑向かふの方で︑雪子

不意を討たれて︑平家の軍

父上︑さっきも申しまし

ラ・ーキ・ーク・ーシ︾﹇▽おそれおおし

おお・し ﹇多﹈︵形︶14 多し ︽ーカ

します︒

騒ぎ︑これには私もほとほと閉口致

た通り︑毎朝毎晩︑お附の百人の大

十一一幽11圏

は︑上を下への大さわぎ︑

八339図

つきやっと大さわぎをして居ます︒

さんや妹は︑何を取ったのか︑きや

七119

でした︒

五櫨6

して豆を拾ひました︒

て來て︑﹁︿略V︒﹂と︑大さわぎを

四価1妹や弟が︑後からつい

大阪港は︑防波堤が遠く績き︑ 四574

おおさかじょう

船が横附けにされます︒

港内の岸壁には︑一萬五千トンの大

七714

其の時大將は︑江戸から大阪

に歩いて行った︒

まで︑馬やかごに乗らず︑爾親と共

七備7

大都市となったのには︑

七729

林のやうに立．ち並ぶ煙突から︑たえ
ず黒い煙をはき出して居るのです︒

七635 大阪は︑實に日本第一の工業
都市で︑各種の工業がはなはだ盛で
す︒

大阪は︑又︑昔から商業の成皿

な所です︒

七638

阪城

大阪城

又旅客飛行機で朝立てば︑

七64図

八226圃

夕方には大阪へ︑それから汽車で︑

七651大阪が水の都ともいはれるわ
こ ＼ に あるのです︒

けは︑

名所としては︑先づ大阪城が

う

あります︒

七687
す︒

をのみち

﹇大阪市略図﹈

翌朝にはもう東京の土がふめるので

荷は︑

青空の末に墨のやうな雲︑そ

の

瀬戸内海の沿岸には︑大

遂に大阪が來た︒一面は家の

う

松・今治等良港多く︑

いまばり

阪・神戸・宇野・尾道・宇部・高

かうべ

十一535図

海である︒

九搦8

れは大阪のおびたゴしい煙であった︒

九搦6

かう考へるだけでも實に愉快だ︒

九矯4

東京から大阪へ飛行機で

七652大阪の港に集って來る船の積

る船の積荷は︑ 小船で川や堀を傳つ

七654そこで︑ 大阪の港に集って來
て大阪の町々に上げられます︒

七654 又大阪の物産も︑多くは堀や
川を通って港へ送られます︒

七657 しぜん大阪が一大商業都市と
して獲達したのです︒

七659 水の都ですから︑大阪には大
小千何百といふ橋があります︒
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のすこぶる多く︑

十二備7︒︒凶しかもはからざりき︑此

九425図囹 聞けば︑近く都にて信長
公の御馬そろへのあるよし︑定めて

うべ

おおじ

﹇大路﹈︵名︶3

くおおじ︒みやこおおじ

音いっこ︒
すざく

大路小路を行く人の言葉も︑︿略﹀︑

興じま

にいさんは︑たつのおとしご

﹇大自慢﹈︵名︶1

すべて優にやさしいのが京都である︒
おおじまん

七131

ん

を一匹取ったので︑混じまんでした︒

十一611図勝報上聞に達するや︑司
令長官にたまへる勅語の中に︑
﹁︿略V︒﹂と仰せられたり︒

︹地名︺2 オースト

南洋の島々から︑中にはさら

オーストラリア

八72

十欄4 すると︑お后の仰で︑﹁︿略﹀︒﹂

彼が天武天皇の仰のま＼に︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑お后の仰です︒

とのことです︒

十川8

我が國の正しい古記録を謹み︑古い

十一636

言傳へをそらんじ始めたのは︑三十

齢年前のことである︒

給へ︒

大ぜい

大勢

オホゼイ

十二58図園仰のま＼にたてまつり

大ゼイ

おおぜい ﹇大勢﹈︵名︶37

ナンノ

サ

メダカサン︑
メダカサン︑

オホゼイヨッテ︑

一293圃

ウダン︒

一363

ラリヤ

ドリマシタ︒

西に走る三筋の路は︑北より敷へて

に海を越えて︑遠いオーストラリヤ

三佃4 子どもが大ぜい集って︑
何かさわいで ゐました︒

舟を作りにか＼り

そこで︑大ぜいのだいく

を集めて︑

四85

をどりを をどりました︒

などが︑大ぜいで︑ おもしろい

たひや︑ ひらめや︑たこ

は︑一萬粁以上もありますが︑つば

仰←

三巴4
おほせ

めは決して自分の國を忘れません︒

オホゼイデ︑ニギヤカニ
ヲ

古の一條・二條・三條の大路の名残

﹁尼子家再興のことは︑我が

﹇仰﹈︵名︶8
おんおおせ

おおせ

日本からオーストラリヤまで

まで行くのがあるといふことです︒

九843

年来の望である︒﹂小僧さんは︑
雄々しくもかう言って︑

四627園私は︑天子様のおほせ
を受けて︑その鬼をたいぢに

陛下のお側で死なう︑かへ
りみはしない︒﹂といった意味で︑

さうして︑大ぜいのせんど

ました︒

うがのりこんで︑ ﹁︿略V︒﹂とこ

熊襲のかしら︑川上たけるは︑ 四95
てうてい
︿略﹀︑後には朝廷の仰にも從ひませ

ぎましたが︑

りをしてゐました︒

の鬼どもを大ぜい集めて︑酒も

停車場デハ︑村長サン︑校

長サン︑ザイガウ軍人︑青年クンレ

四865

に從ひ申さぬによって︑汝をうてと

殿の仰では︑明日から三日
の間に︑必ず仕上げよとのことだ︒

七793園

の勅をかうむり︑こ＼へ來たのだ︒

六317囹汝︑恐れ多くも︑朝廷の仰 四65し
6ゅてんどうじは︑けらい

んでした︒

六274

來ました︒
くまそ

心の躍動した歌である︒

﹇大仕掛﹈︵名︶1

パナマ運河には︑これと同じ

おおじかけ
十伽一

理くつの間門を︑大仕掛に︑しかも

おはらめ
たまく見かける大原女も︑

﹇大路小路﹈︵名︶1

幾段にも作ったのです︒

おおじこうじ
路小路

十一1111

大

大仕掛

まことに雄々しい歌であり︑忠勇の

十二978

八111

とす︒

十二欄7図遠く連なる田園の間に東

走りで︑

内裏の宮殿を仰ぎ︑朱雀の大路南に

だいり

十二価10図街路井然として︑北に大

だい

十83図圃 影のごと︑人去り人畜 おお・す ﹇仰﹈︵下二︶1 蔵す ︽一
る大路︑ ほろくと聞ゆる笛の
セ︾

大路﹇▽すざ

自慢の馬に乗りて集る人々多からん︒

じまん

一きは目立ちてたくまし

んとは︒

の學に生して反封ずる白鼠だ多から

れる中に︑

九4210図 何れおとらぬ馬多く集り來
き馬を︑信長︑目にとゴめて︑

十撹9図 附近には大小の製材工場多
く︑さすがに木材の集散地たるを思
はしむ︒

十旧6図 寳物を葬観して︑國寳の多
きに驚く︒

十佃4図 古來朝野の尊信極めて厚く︑
行幸・御幸のありしこと︑敷十回の
多きに及べりとそ︒

十一16図 吉野神宮騨に下車して︑
櫻樹多き坂道を登る︒

をのみち

︽ーイ・ーク︾

十一51図 此の附近にもまた櫻多し︒ おおし・い ﹇雄雄﹈︵形︶2 雄々しい
うの

十一537図 瀬戸内海の沿岸には︑大
かうぺ

いまばり

阪・神戸・宇野・尾道・宇部・高
松・今治等良港多く︑

十﹁欄9図 しかも其の巻敷妙千の多
きに上り︑これが出版は決して容易
の業にあらず︒

流し産を失ひて︑路頭に迷ふ見立を

十一価3図 死傷すこぶる多く︑家を
知らず︒

十一柵7図 鐵眼は︑遂に奮って第三
回の募集に着手せり︒︿略﹀︑喜んで
寄附する者意外に多く︑
あんせう

十二認4図 附近に暗礁多く︑舟行自
在ならず︒

十二備6図古よりこ＼に難破するも

おおせくださる一おおそら
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ヰマシタ︒

ン所ノ人タチガ︑大儒イ集ッテ
タ︒

ノ人ガ︑ドやくトハイツテ來マシ

働かせましたので︑間もなく︑大き

大勢の人を集めて︑書も夜も︑

な家が出山上りました︒

六46

いって︑すぐに︑仲間を大ぜい

四933 わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂と
連れて來ました︒

塀や石垣はまだ修理中で︑大

藤吉郎は︑大勢の大工・石

職人たちは︑これまでのやう

八幡9すると︑大勢の中から
﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと

おんど

﹁︿略﹀︒﹂と︑一人が音頭を取

いふ聲が起ります︒
八槻3

ると︑大勢の船方が︑みんなこれに

しかも︑中には大勢の人がゐ

合はせて︑﹁︿略﹀︒﹂と網をたぐる︒

九966

て︑熱心に本を見てみる︒

廣いお庭では︑大勢の男たち
が︑雪をかき集めては︑それを一箇

十988

スチーブンソンは︑息子と共

所に積上げてゐます︒

十欄10

に連年車に乗込み︑たくさんの貨物
と大勢の人を乗せて︑勇ましく獲車

﹇仰下﹈︵下二︶1
︽ーレ︾

しかし歴史によると︑天皇

は此の泉の水をおほめになって︑

十421園

﹃︿略V︒﹄と仰せられ︑

と仰せになりました︒

十993 お后は︑官女たちに︑﹁︿略﹀︒﹂

りました︒

十柵10 ﹁︿略V︒﹂と︑お后が仰せにな

仰せられただけで︑やがて御退出に

十糊5 すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と

なった︒

と仰せられた︒

国管10法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀︒﹂

おおそら ﹇大空﹈︵名︶19 大空

かぞへて居れ

空の雲をかきわけながら︑勇ましく

五㎜6 に＼ぎのみことは︑︿略﹀︑大

一つ二つと

お降りになりました︒

六806圃

あのこずゑ︑

ば︑ とびも出てまふ︑ 大空高く︒

七237圏此のこずゑ︑

どこまでも青くすみきった大

大空は あさみどり︒

空の下には︑地上のあらゆる物が︑

八梱4
れ︑﹃︿略V︒﹄と︑親切に仰せ下され

いろいろとやさしくお世話なし下さ

十217墓畔村の方々は︑朝に夕に︑

仰せ下さる

おおせくださ・る

にまじって見える︒

見送りに來た母が︑大勢の人

した︒

其の両方に︑大勢の家來が並

十撹3

つ所に大勢寄って︑むだ話やむだな

つた︒

七柵5水の引くのを待って居た大勢
の旅人は︑我もくと先を箏って渡

んで見物する︒

七894

仕事をしたりしなくなった︒

に︑あっちこっち歩き廻ったり︑一

七807

した︒

屋・人夫を集めて︑﹁︿略﹀︒﹂とさと

七786

工や人夫が大勢働いて居たが︑

七744

が出はいりしました︒

その時︑大ぜいの神檬が 六284 其の日は︑朝から︑大勢の人

お通りになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお

四971
尋ねになりました︒

四鵬7百合若は︑大きな鐵の弓
と鐵の矢を持ち︑大ぜいの
けらいを連れて出かけました︒

四囲2 南ノ國カラ大箱イノ仲
間ヲ連レテ來テ︑北風ヲドシ
くト追ヒマクリマス︒
五18 大ぜいの神様が︑お集りにな
つ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と︑ごさうだんなさ
いました︒

ひになりました︒

五43 大ぜいの神様は︑どっとお笑
五64 大ぜいの神様は︑手をうつて
お喜びになりました︒

けやきの大木が︑淡褐色に

かっしょく

夜になると︑大空に星が一ぽ

色あざやかに見える︒

い照輝く︒

八槻4

候︒

かうして大勢のつばめが並ん おお・せる ﹇仰﹈︵下一︶8 仰せる
︽ーセ︾

八47

人夫を呼んで︑我先に渡らうとする︒

五112おたまじゃくしは︑毎日︑大 七佃8 そこで大勢の人々は︑口々に
ぜいの兄弟や仲間と一しょに︑池の

で居るのを見ると︑何かしら︑彼等

中を泳いでゐました︒

五691 風にゆり落されて︑大ぜいの

ところで︑大空の外の星は︑

て行きます︒

時刻によってかなりあり場所が攣つ

九撹8

三十階の大建築︑

九4910囲大空にそ＼り立つ二十階．

ぼっと大空をいうどる︒

日本で一番お強いあなたは︑ 九410
尊は︑なつかしげに﹁︿略﹀︒﹂
と仰せられた︒

七69

日本武皇子と仰せられますやうに︒

やまとたけるのみこ

六325園

西洋人も大勢以て︑色とり

は相談でもして居るやうに見えます︒

が咲いたやうです︒

ぐのテントや海水着で︑海岸は花

八259国

友だちと一しょに︑谷川の中へはい
りました︒

五861 まだ早いつもりで豊幡へ行つ
たら︑もう大ぜい撃て居た︒

たゴ︑殿がそちの考を言へ
と仰せられたから︑私の思ふ所を申

七852園

し上げたのです︒

せり市へ行って見ると︑商人
人に品物を見せてゐます︒

が﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑大勢の

五963 大ぜいの神様が︑お供をなさ 八佃8
ることになりました︒

五佃3 シカシ︑入レ代りニ︑大ゼイ
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おおたがきれんげつ一おおとりい

十312国 すさまじいスコール︑それ
が忽ち晴れた後の目もさめるやうな
にじ
大空の虹︑

太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊

十468 大空から勢よく落下する水の
になって︑次から次へ投げ下される︒

空に墨重旦をゑがき︑

ね

くち

大瀧

子の口の大瀧を過ぎると︑

﹇大滝﹈︵名︶1

柳のいと

やぎ

おおたき

十﹁悩9

大太刀

やがて眼界が開けて︑前方に十和田
﹇大太刀﹈︵名︶1

の水面が現れた︒

おおたち

﹇大粒﹈︵名︶1

か＼つた︒

おおつぶ

も通ってゐます︒

十335国間もなくコロールの町の大
通に出ました︒
ぎょムん

近代京都が誇る烏丸の大通

を北へ進んで︑京都御所の御苑に入

十一了7
ると︑

時々大通は︑川じりが三角

十﹁㎜1

げんくわん

まをか

ほん

樺太の玄關口といはれる

大泊は︑一面また西海岸の君津や本

と

︵一︶

大泊

大泊

︹題名︺1

斗と共に漁業の中心地で︑

十一996

おおどまり

萬葉集中︑最も古いと思は

おおともうじ ﹇大伴氏﹈︵名︶1 大伴

十二969

氏

れる歌は︑武門の家大伴氏が上代か

洲をはさんで分れるやうに︑鋭角に

十二櫨9

分岐し︑其の分岐鮎に立つ高櫻が一

ら言傳へたものとして︑大伴家持の

方・六方へ放射する︒

なかんづくコンコルドの廣

﹇大伴家持﹈︹人

長歌の中によみ込まれた次のもので

ある︒

やかもち

おおとものやかもち

萬葉集中︑最も古いと思は

名︺1大伴家持

十二9610

やかもち

れる歌は︑武門の家大伴氏が上代か

ら言傳へたものとして︑大伴家持の

︽ーシ︾

大通迫遥地

せうえうち

くわだん

神宮橋を渡りて︑先づ仰ぐ

川原に舟をすて︑行くこと

くわいらう

しんみき

かさをしみじみと感ずる︒

鳴門・廻廊を望む時︑神域のけだ

ろうもん

十一87朱の色あざやかな大鳥居・

あけ

大鳥居を望む︒

わっかにして︑小高き山のふもとに

十価7図

に歩みを移せば︑参道は又右折す︒

神業身にせまるをおぼえつ＼︑静か

十21図左折して更に大鳥居を過ぎ︑

しこさ︒

大鳥居に︑菊花の御紋章を秤するか

十13図

おおとりい

ある︒

場から︑シャンゼリゼーの大通を過

十一一伽6

湖岸の大通や︑公園の眺は︑さすが

﹇大鳥居﹈︵名︶5 大鳥居

長歌の中によみ込まれた次のもので
観は︑

︵名︶1

おおどおりしょうようち
せうえうち

大通迫芝地の花壇には︑三
てふ
色すみれの花に蝶が飛んでみた︒

十一765

﹇大通迫遥地﹈

ぎて︑ナポレオンの凱旋門に至る美

がいせん

やかもち
きは優麗に仰がれる︒

直に走ると︑其の一端に噴水や花壇
大手

ツブノアメガ︑パラパラフリダ
﹇大手﹈︵名︶2

大通

廣場を中心にして大通が五

のある廣場があり︑

おおて

﹇大通﹈︵名︶10

十二伽3

シマシタ︒

ふんする

一424カゼガサットフクト︑大 十二榴2 又︑並木の美しい大通を眞

大ツブ

いか︑四尺の大太刀を抜いて切って

十479図仰げば庭前の柿の梢は︑大 九805 乱川は︑︿略﹀︑洲に上るが早
こんじやう

十604 紺青の大空には書の月が淡
く出て︑日は西に傾きかけてみる︒
がん

十636 夕の光をかすかに残した大空
を︑雁の群が渡ってみる︒

の塔が大空高くそ＼り立ち︑

十一2710 中門をはいると︑左に五重

いると︑姫路城の天守閣は︑姫山の

大手の雷門から三の丸には

老松の上に︑其の正面を見せる︒

十一7810 大空の雲をはくかと思はせ 十二M1
るポプラの並木路をたどって︑牧舎

大手の門は南を固め︑から

め手の門は北東を押さへてみるが︑

十二707

の近くまで行くと ︑

十一囲7 それは︑大空の一角にそ＼
り立つ御影石の岩塊である︒

おおどおり

此の城の要害はむしろ西にある︒

に聲え︑それが烏黒な大空に突立つ

十一柵3 ごつくした火山が至る所
としたら︑どんなに恐しい景色でせ

みだう
大阪騨からほ団南へ︑御堂筋

に美しいと思ひました︒

大泊

ツシヤツタオバアサンガ︑針ヲオ落

エンガハデ︑縫物ヲシテイラ

九584国今はちやうど新緑の季節で︑おおと・す ﹇御落﹈︵五︶一 オ落ス

といふ大通を進むと︑

七663

う︒

十ニー5団七 あさみどり澄みわたり
たる大空の廣きをおのが心ともがな

十二262 白雲の行方でも見てみるの

九594国殊に中央のマンハッタンで

六164

か︑大空を仰ぎながら︑くはへぎせ

﹇大泊﹈︹地名︺3

シニナツタ︒

連絡船が大泊に着いた時は︑
港内一面の濃霧で︑

十一997

十一98図大泊

おおどまり

は︑十幾條の縦の大通と︑横の無数
かうしじま
の通とが︑あたかも格子縞のやうに︑
﹇大田垣蓮月﹈︹人

町のガラパンも思ったより
大きく︑りつばで︑大通には自動車

十255国

きちんと交ってゐます︒

るをした老人の姿も見受けられる︒
おおたがきれんげつ

おほたがきれんげつ

名︺1 大田垣蓮月
おほたがきれんげつ

あを
とも見えぬ朝じめり枝おもげなる青

十二柵11 大田垣蓮月音もせずふる

おおなぎなた一おおむかし
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思ひつ＼︑人々の群にまじりて行け

十二43図参詣にはよき日なりなど

大な

見ると︑大なぎなたを

﹇大長刀﹈︵名︶3

ば︑大鳥居ありて我が行手に立つ︒
おおなぎなた

三422

ぎなた

もった︑大きな男が立ってゐま
す︒

ろ

ひえだのあ

れ

﹇太安万侶﹈︹人名︺1

ぶきを浴びせました︒
おおのやすまろ
ろ

太安置侶は︑稗田阿禮が

おほのやすま

太笠懸侶

おほのやすま

十一632
そらんずる我が國の古筆を︑文字に
←さんじょうのおおはし

書きあらはすことになった︒

おおはし
︹人名︺2

オービル

オービル

に通ふ頃から︑何よりも機械が大好

ルといひましたが︑二人は︑小學校

三437 べんけいは︑大なぎなたを 九114 兄をウィルバー︑弟をオービ
ふりまはして︑きってか＼りまし

大船

今度は︑弟のオービルが乗り

︽ーシ︾

村はそ
﹇大回﹈︵サ変︶1

年も豊年満作で︑

ほうねん

﹇大祭﹈︵名︶1

大祭

大神のおすがたが︑鏡にう

大神は︑いよくふしぎにお

つりました︒

五51

思ひになって︑少し戸の外へ出よう
あめのたちからを

となさいました︒

時とばかり︑さっと岩戸をあけて︑

五61天手力男のみことは︑この
大神のお手を取って︑外へお連出し

大神のたまはく︑

おほみかみ

申しました︒

十二49図園

大神︑其の胆心の厚きを

﹃︿略﹀︒﹄と︒

十二63図

大御

賞して︑命のために壮大なる宮殿を
﹇大御心﹈︵名︶2

造らしめ給ふ︒

心

おおみこころ

大御心のかたじけなさ︑
そゴうに涙のわき出つるをおぼゆ︒
むさしの

大水でも︑たちまち引いてしまひま

す︒

おほみそか
おおみそか ﹇大晦日﹈︵名︶1 大晦日
おほみそか

﹇大晦日近﹈︵名︶1

うなどとは︑とても思へません︒

十梱2囹此の雪が︑大晦日まであら

おおみそかちかく

大晦日近くなると︑大分小さ

大晦日近く

くはなりましたが︑それでも雪の山

十撹9

は︑とうく年の瀬を無事に越して

しまひました︒

大宮

大宮の火桶のもとも寒

﹇大宮﹈︵名︶1 大宮

十二31野手

おおみや

き夜に御軍人は霜やふむらむ

そのかみ︑大宮人の梅を

おおみやびと ﹇大宮人﹈︵名︶1

人

．十二鵬10図

かざし紅葉をかざして往起しけん都

平安時代の大宮人たちは︑か

﹇大宮丁丁﹈︵名︶1

大路︑今にして思へばたゴ一場の夢

昔の武軽士の面影︑其の

十桝9

おおみよ

天地の榮える此の大御代に生

﹇大御代﹈︵名︶1 大御代

都の春を樂しんだのであった︒

うした心持を心ゆくまで味はつて︑

十七10

大宮人たち

おおみやびとたち

ま＼今に残りて︑とこしへに大御心
大み

に過ぎず︒

﹇大詔﹈︵名︶1

乃木大儒はおごそかに︑

大水

大みことのり傳
﹇大水﹈︵名︶2

ある自分も︑しみぐと生きがひを

まれ合はせたのを思ふと︑一臣民で

大昔

おおむかし ﹇大昔﹈︵名︶2 大むかし

感ずるとよんでみる︒

申して︑これを水につけると︑たち

して︑これを水につければ︑どんな

五竜2圓今一つは︑しほひる玉と申

となります︒

まち海水が滞ちて來て︑一面の大水

五枷1囹此の一つは︑しほみつ玉と

おおみず

ふれば︑

御酒深き大君の

十902図圃

ことのり

おおみごとのり

をしのびまつるも︑いとかしこしや︒

十71図

いで︑大船を乗出して︑ 十43図

﹇大船﹈︵名︶1

大廻りする

おおまわり・する

う出の大祭︒

六151魍

おおまつり

我は拾はん︑海の富︒

十一923図圃

おおふね

ました︒

九153

きでした︒

た︒

三456 べんけいの大なぎなたが︑
大波

がらりとおちてしまひました︒
﹇大波﹈︵名︶6

四103せんどうたちが︑かいを

おおなみ

そろへて 一かさ水をかきます

と ︑ 舟 は 七つの大波をのり
切って︑

七36 風は忽ち大波を巻起し︑波は
船を木の葉のやうにゆり動かした︒

九柵7 下界は今大波の如くうねって
みるのだ︒

十一826 南面は屈斜路湖を見下す彼 十七7 如何に細いにしてもそれが績
いてるたのでは︑はるぐ南アメリ

おおみうた

大御歌

カの南端を大廻りしなければなりま

だ

紫紺のは

つ＼しみて︑御在世中の大
おほみかみ

御歌・御歌をしのびまつれば︑

十35図

﹇大御歌﹈︵名︶1

方︑釧路の高原・山岳がうねり績い
ひ

屏風のやうに︑

せん︒

て大波の如く︑

やうに︑

びやうぶ

十一櫛8 飛騨山脈が︑︿略﹀︑大波の

だ鮮かに︑そ＼り立ち︑うねり績く
雄大荘嚴な姿︒

五49

おほみかみ

大神﹇▽あまてらすおおみかみ

十一襯1困 無邊際の彼方から山のや おおみかみ ﹇大御神﹈ ︵名︶5 大神
一事二千

トンの巨船の甲板に︑瀧のやうなし

うにうねる大波が寄せて︑
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おおむらさき一おかあさん

日露戦孚の赤軍方の名を取って︑大

にちろ

三303 大むかしのことです︒
山通とか乃木町・東郷町とかいふの
大雪

置炭︑フレ︑フレ︑

﹇大雪﹈︵名︶1

があることをお知らせしました︒
おおゆき

小雪︒

二817韻

九252

かちくと氣ぜはしいのは置

時計で︑かったりかったりと大やう
なのは柱時計である︒

大喜び

大喜

オトウサンモ︑オカアサン

﹁︿略﹀︒﹂と言って居る兵隊さ

主水は大喜びで引受けた︒

︽ーシ︾

オカアサンバ︑イソイデア

一206園 オカアサン︑タダイマ︒

マドラ︑オシメニナリマシタ︒

一426

一434

二814ヒデノ先二︑水ノ玉ガ

大ワラヒスル

ツイテヰタノデ︑ミンナ大ワラ

小高い岡に上って︑ 見下

うつ

ほんのりと空も
三日月は岡の上︑

梅の花︑

うっすらと岡の上︒

それを艦に着けて︑岡の上か
ら一思ひに飛んでみると︑

近くの山々は︑岡と言ひたい
山のふもとや︑小高い岡のそ

程低くなだらかである︒

九鵬4
九鵬10

ばに村が見える︒

金さんの指さす方を立上って

かつすけ

見たら︑岡の青葉がくれに︑それら

九棚10

ひ

しいものが見えた︒

十欄6園左手の岡の碑は︑乃木勝典

はるか向かふの岡に︑もの

あそこの岡を知ってみるか

中尉の戦死された記念碑であります︒

十㎜8園
ね︒

十二818

すごく砂ぼこりを上げて︑敵蓋車が
十塁︑十五墓︑績々と現れて來る︒
オカアサ

スコシタッテカラ︑太郎サ
ンバ︑オカアサンニイヒツカッ

オカアサン︑アシタバ︑

オカアサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

オカアサンガ︑サイホウヲ

オカアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

オトウサンモ︑オカアサン

オ日サマノ

オトウサントオカアサン

サウダンシテ︑

ました︒

おかあさんも︑ときどきご

おかあさんにきくと︑

そばにおいでになった

おかあさんが︑おわらひになり

三223

﹁︿略V︒﹂とおっしゃいました︒

三198

おっしゃいます︒

らんになって︑﹁︿略V︒﹂などと

三栂2

シマシタ︒

所へ天為メニアゲルコトニ

バ︑

二456

ンガヘマシタ︒

モ大口ロコビデ︑﹁︿略﹀︒﹂トカ

二個6

オッシャイマシタ︒

二33一

シテイラッシャイマシタ︒

二322

オッシャイマシタ︒

ニー36

オ天キダサウデス︒

ニー33囹

テ︑ハガキヲダシニイキマシタ︒

二犯6

シタ︒

オカアサンノソバヘカケヨリマ

ワタクシバ︑ビックリシテ︑

ヒシマシタ︒

六撹4圃

すらと岡の上︒

かすんで︑

三等3圃

す町の家々︒

五187圃

か・つるがおか

大雪︑おか ﹇丘﹈︵名︶10 岡﹇▽かぐらがお

十二94 世界のどこの地方でも︑人

おほむ

智の開けなかった大昔には︑人はま
﹇大紫﹈︵名︶1

だ金屡を使ふことを知らず︑
らさき

おおむらさき

︵五︶6

お思ふ

十122囹あった︑あった︒これだ︒ おおよう ﹇大様﹈︵形状︶1 大やう
﹇御思﹈

﹃ お ほ む ら さ き ﹄だ︒
おおも・う
︽ーヒ︾

ロコビ

二446

マシタ︒

オヂイサンヲオザシキヘトホシ

スズメハ︑オホヨロコビデ︑ 九82

大ヨロコビ

思ひになって︑少し戸の外へ出よう

五53 大神は︑いよくふしぎにお おおよろこび ﹇大喜﹈︵名︶5 オホヨ
となさいました︒

一354

五203 みことは︑この川上に人が住
んでみるなとお思ひになって︑

をさいてごらんになると︑大そうり

モ大昔ロコビデ︑﹁︿略﹀︒﹂トカ

五246 ふしぎにお思ひになって︑尾

ンガヘマシタ︒

田のあぜに︑むしろを敷いて
もらって遊んで居た弟が︑遠くから

六217

つばな劒が出て來ました︒
﹁︿略V ︒ ﹂ と み こ と は お 思 ひ に

なって︑天照大神へたてまつられま

五249

した︒

僕を見つけて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大喜び

七867

である︒

八593

六43 天皇は︑御心のうちに︑をか
しいなとお思ひにはなりましたが︑

大わらひ

ん︑其のそばで︑銃や劒を見せても

其の願をお許しになりました︒
やまとひめのみこと

らって大喜の弟︑

﹇大笑﹈︵名︶2

﹇御母﹈︵名︶76

おかあさん
リマス︒

一162囹オカアサン︑イッテマヰ

ン

ぼくがわらひ出しますと︑ おかあさん
は＼＼＼︑大笑だ︒

みんなが大わらひをしました︒

三216

大笑

おおわらい

六344宝冠命は︑尊が二度の大任
をお受けになったのを︑勇ましくも︑

又いたはしくお思ひになったのでせ
う︑

﹇大山通﹈︹地名︺1

おおやしろ εいずものおおやしろ
おおやまどおり

九州5囹

八199囲此の前︑大連の町の名に︑ おおわらい・する ﹇大笑﹈︵サ変︶1

大山通

おかあさん一おかあさん
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た︒

おとうさんやおかあさんの方へ行つ

おかあさん︑來てごらんな

僕は︑おかあさんを引張るや
﹁︿略﹀︒﹂しばらく見て居られ

おかあさんは︑ねて居る赤ん

四時頃︑おかあさんに教へて

午前の水は︑おかあさんに受

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんがお

午後︑又おかあさんに教へて

おかあさんが︑判こやしをか

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんがお

つしゃいました︒

七469

少し砂をまぜて鉢に入れ︑

けて仕立てておいて下さった土に︑

七459

植ゑました︒

いたゴいて︑にいさんと朝顔を鉢に

七457

つしゃいました︒

七421

急いで庭へ出て見ました︒

が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑

學校から蹄ると︑おかあさん

持っていた窟くことにしました︒

七409

ました︒

いた柔いて︑にいさんと二人でまき

七403

らっしやらないだらう︒

もおかあさんも︑ゆめにも思ってい

に叱られて居ようとは︑おとうさん

僕も︑何か手傳はうと思って︑ 六⁝川1園 わたしが︑こ＼で︑こんな

ノ試作リニナッタオハギヲ

六256

持ッテ︑オ使二行キマシタ︒

三685いつのまにか︑となりの 四474キノフ︑私ハ︑オカアサン

と ね え さ ん が來て︑見てい

て︑稻束をまとめて︑稻かけの方へ

花子さんは︑おかあさんか 六259 おかあさんは︑刈るのをやめ

ら大きな紙の箱をいたゴいて

おかあさんが︑﹁︿略V︒﹂と言

運び始められた︒

た︒

た︒

六541

さい︒

六543
天略﹀︒﹂

六822

たおかあさんは︑おっしゃった︒

六557

うにして︑連れて來た︒

六546

おかあさんは︑目を丸くして︑

六542囹

急いでおかあさんの所へ行つ 七413

はれたので︑僕は︑又弟の方へ行つ

六266

來て︑ポストをこしらへました︒

四765

へやに︑良雄さんのおかあさん
らっしゃいました ︒
おかあさ ん は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

いって︑おほめになりました︒

三688

さんいつて︑ますに入れ︑神だ
なにお供へになりました︒

四醜5おかあさんは︑豆をたく

マス︒

三735 オカァサンガ︑ガラスノ 四845ソバデ︑オカアサンガ︑何
キンギョバチヲ持ッテ來テ︑
力忘レ五感ハナイカト︑イ
ロイロセワヲシテイラッシャイ
﹁︿略﹀︒﹂トオ ッ シ ャ イ マ シ タ ノ デ ︑

私ハオカアサンニ︑フヲ

モラッテ來テヤリマシタ︒

三755

一しょに︑はのおいしゃさま

三佃4 花子さんは︑おかあさんと

いよくまきますと︑おかあさん

豆を庭に向かってみせ

が︑雨戸をぴしゃりとおしめ

四鵬4

三脳6 おいしゃさまは︑おかあさ
になりました︒

へ行きました︒
んに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

オカアサンガ︑

おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と

サツキ︑

ばうのそばで︑着物を縫って居られ

中隊長殿がおとうさん︑班

此の美しい景色に見とれて居

る中に︑おかあさんが︑枝豆やくだ

﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんが笑 七欄1

寸劇がおかあさん︑僕等は子供で︑
けしき

おかあさんが︑﹁︿略V︒﹂と言 七536国

る︒

はれた︒

六849

はれる︒

六831

﹁︿略﹀︒﹂ト︑ネエサンニオツシヤ

二一アサンモ︑ネエサンモ︑

おかあさんの聲がした︒

出て行かれた︒

んとおかあさんは︑腰をのばして︑

んが︑うちに來て居られる︒

て目をさますと︑をぢさんやをばさ

た︒

せったいじよ

て︑夕方から湯茶接待所へ手事ひに

八522

私は︑おかあさんに連れられ

お聲がしたので︑みんな内へはいつ

ものなどを下さった︒
ようございますか︒
六928 おとうさんを送り出してから︑
へ や
七槻4 ﹁︿略﹀︒﹂と言ふおかあさんの
五852 ﹁︿略﹀︒﹂と︑あちらの部屋で︑ おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

五餌6圏おかあさん︑川へ行っても

ミニナラナイノデス︒

コノ五六日ハ︑夜モロクくオヤス

五558

イマシタ︒

五556

おっしゃいました︒

四価8

た︒

おいしゃさまのおうちを出た

三柳3 おかあさんと 一しょに︑
時︑

三術1 おとうさんやおかあさん
のことをかんがへると︑家へ
かへりたくなりました︒

三佃5住んでみた家もなく︑お
とうさんも︑おかあさんも死ん

うらの畠にみたおかあ

でしまって︑

四137

さんも︑かけて來て︑あたまか
ら手ぬぐひを取りながら︑

﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

おかあさんが︑お茶をい 六221 稻を刈って居られたおとうさ 六957 翌朝︑おかあさんに呼起され

れて︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃいまし

四146
た︒

279
おかあさんがえる一おかけなさる

來たのでした︒

八594 夕飯の支度にいそがしいおか
あさん︒

十226園 おかあさんの精神は感心の
お か あさんは︑﹃︿略﹀︒﹄と

外はない︒
十232園

言ってゐられるが︑まだ其の折に出
會はないのだ︒

十238圏此のわけをよくおかあさん
に言ってあげて︑安心なさるやうに
するがよい︒

十瀧5園 おかあさん︑行って参りま
す︒

十二齪9園

﹁おかあさん︒﹂弟が大き

な聲で呼んだ︒

近づいてからまた弟が︑
﹇御母蛙﹈︵名︶1

﹁おかあさん︒﹂と言った︒

十二鵬2園
おかあさんがえる

さうして︑おとうさん蛙と

おかあさん蛙

三256

おかえり

﹇御帰﹈︵名︶3

オカヘリ

み

皇子は︑勅命をはたして︑

こ

になった日本武尊は︑

七49園

に︒

お蹄り

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

︽ーセ︾

﹇御野遊﹈︵五︶1

やあ︑お錦り︒

﹇御帰﹈︵感︶−

んでおいた︒
おかえり

十衛3園

おかえりあそば・す
お錦りあそばす

お蹄

おとなしく︑姉上の所へ
﹇御帰﹈︵感︶1

お鋸りあそばせ︒

十二帽3園

りなさい

︽ーリ︾

日がく

﹇御帰﹈︵五︶7 おかへる

お鋸りなさい︒

おかえりなさい

十爾4園
お編る

おかえ︒る

四916圏早くおかへり︑

正月の三日に︑お后は宮中へ

媛のやさしいお顔には︑きつ

ひめ

町の目抜の場所が助つたの

おかげさまで︑すっかり

熊襲をうつて︑都へおかへり ケナサル ︽ーイ︾

おかけなさ・る ﹇御掛﹈︵五︶2 オカ

なほりました︒

四欄7園

さま

おかげさま ﹇御陰様﹈︵名︶1 おかげ

のである︒

の熱︑此の光のおかげに生きてみる

十二㎜10地上のあらゆる生物は︑此

は︑全く消防の方々のおかげです︒

六988圏

ます︒

四聖1囹おかげで天へかへられ

れます︒

今夜は︑おかげでゆっくり休ま

四667園 私どもは︑毎日︑野や
山にばかりねてゐましたが︑

おかげ ﹇御陰﹈︵名︶4 おかげ

あのあらしにおさらしになったとは︒

十二四11園まあ︑此のお顔を荒狂ふ

と御決心の色が浮かんだ︒

七45

おかお ﹇尊顔﹈︵名︶2 お顔

お錦りになることになりました︒

十鵬9

をお通りになった︒

へお錦りになる途中︑相模の足柄山

あしがらやま

東國の賊を平定して︑尊が西

めでたく都へお錦りになりますやう

二946 トナリノオヂイサンバ︑
ノコッテヰタハヒヲカキアツメ

七64

お鋪り

テ︑カレ木田ノボッテ︿略﹀︑ト

ノサマノオカヘリヲマッテヰ
マシタ︒

さうして新上屋の主人に︑

お錦りですか︒

七言8園

お

萬一お錦りに又泊られることがあっ

おかあさん蛙に︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

お返し

十一707

﹇御返﹈︵名︶1

ました︒

おかえし

お

天人の羽衣なら︑なほ
﹇御返﹈︵五︶1

さらお返しは出來ません︒

四悩6園
おかえしいた・す
︽ーシ︾

返しいたす

おかあさんは︑あそこ︒

十捌3 マルタも︑おかあさんと一し

子羊10園

う︒

おかえしくださ・る

︽ーイ︾

どうぞ︑お返し下さいま

お返し下さる

﹇御返下﹈︵五︶2

四研3園 あんまりおきのどくです
から︑羽衣をお返しいたしませ

よに下りて行った ︒

十一208囹 さうく︑なくなられた
あなたのおかあさんは︑十二の時お
とうさんをおなくしでしたが︑

﹇御返﹈︵サ変︶1

どうぞ︑お返し下さいま
おかえし・する

せ︒

四望2囹

せ︒

十一3910 おかあさんも︑そばでにこ 四価5圏
にこしながら眺めてみた︒

うさんやおかあさんを大事にして上

十一418囹 どうぞ私に代って︑おと
げて下さいね︒

れる︒

五価9 兄神は︑︿略﹀︑これも︑鳥一
羽︑獣一匹取る事が出來ず︑きげん

といって︑羽衣をお返
ししたら︑あなたは︑まはずに

命は︑此の玉を持ち︑大きな

を悪くしておかへりになりました︒

六334

かへりになりました︒

わにざめに乗って︑もとの海べへお

五栩9

かへっておしまひになるでせう︒

四糊5園

十一419園 殊におかあさんは︑さう 返しする ︽ーシ︾
お丈夫ではないんですから︒

口ぐせのやうに

十一426 其の夜︑おとうさんも︑お

かあさんも︑

︽ーシ︾

しになりました︒

五伽1

さうして︑兄神に釣針をお返

﹁︿略V︒﹂と言ひながら︑話はとだ おかえ・す ﹇御返﹈ ︵五︶1 お返す
えがちであった︒

おかあさんにさう言って︑
夕飯がすむとすぐ出掛けた︒

十一旧10

おかける一おかねもち
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ナサイ︒

五欄7圏 ボツチヤン︑コ・ヘオカケ
五常5囹 イヤ︑ワタシバ︑モウヂキ

をかしい

二417

マサヲサンガ︑アンマリ

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

をかしいね︒こいつがどろ

天皇は︑御心のうちに︑をか

僕は︑をかしくなって︑ふき
其の地下鐵道や高架弓道ま

たが︑もうすっかり︑おなほりにな
お方

あなたは︑おなさけ深い

﹇御方﹈︵名︶17

りましたか︒

おかた

四㎜⁝8囹

お方ですから︑後には︑きっと
えらいお方におなりでせう︒
四梱1囹 後には︑きっとえらい
お方におなりでせう︒

白兎のいった通り︑大國
主のみことは︑その後︑えらい

四捌5

お前は︑方方へ出歩いて︑

一たい︑何といふお方だら

お方におなりになりました︒
五596園
う︒

五611園

何でもよく知って居るが︑この小さ

からだは小さいが︑下そう

へうき

天のうずめのみことは︑しつ
しかも︑

︸たい︑どういふお方です

それがあなたのやうなお方
せてもらひましたが︑

に拾はれて︑今此の財布をいたゴか

七伽1圏

いらっしゃいましたか︒

だ︒

十柵7園

法親王は︑おえらいお方と

承ってみたのに︑將軍家のなぞがお

一膿あなたはどういふお

解けにならなかったとは︒

方でございますか︒

十一佃11囹

先生は仰げば仰ぐほど高

さてく︑某の主人は︑

く︑接すれば接するほど奥深いお方

十二399圏

だ︒

十二546園

立板に水を流すやうに物を言附けら

お金

末姫様は︑決して御不孝

れるお方ぢや︒
ひめ

オカネ

なお方ではございませぬ︒

十二欄8圏

おかね ﹇御金﹈︵名︶5

二855 オヂイサンガ︑ソコ ヲ
ホッテミマスト︑土ノ中カラ︑

オカネヤタカラモノガ︑タクサ

ン出マシタ︒

カネヤタカラモノガ︑タクサン

二886ソレデ米ヲツクト︑オ

出マシタ︒

四287この子を見つけてから︑

おちいさんの切る竹からは︑

お金をもらったら︑あなた

氣がすみません︒

の氣はすむかも知れませんが︑私の

七槻9園

てもよいのです︒

か︒
いつもお金が出て來ました︒
六321圏なるほど︑さういふお方で 六722園 お金は︑もういたゴかなく

六313園

んなお方でした︒

かりした氣性で︑

きしゃう

五978

ちゑのあるお方です︒

五627圏

いお方を知って居るか︒

おうい︑お前は︑この小さ

に走ってみるのですから︑考へると

並ぶ
︽一

五619園

いお方の名を知らないか︒

まあ一曲ひかせて頂きませ

思はずにっこりした︒

﹇御菓子屋﹈︵名︶1

﹇侵﹈︵五︶1

お菓子屋おもちゃ店︒

おか・す

しかも︑日本刀の貴さは軍

おかぜ

﹁いや︑此の人はとんでもないお方

四291

それで︑おちいさんはだん

あなたは︑おかぜで︑二三 戸〆6囹 主人はびっくりして︑︿略V おかねもち ﹇御金持﹈︵名︶1 お金持

﹇御風﹈︵名︶1

日學校をお休みになったとの事でし

六105困

おかぜ

からざる氣品にある︒

に美のみではなくて︑其のをかすべ

十一㎜8

ス︾

をかす

七375圏夜のあかりに美しく

屋

お菓子

つたので︑言った者も聞いた者も︑

う︒﹂其の言方が如何にもをかしか

十一齪8

少々をかしくさへなって來ます︒

でが︑︿略﹀︑わき目も振らず一直線

九607国

出した︒

六252

其の願をお許しになりました︒

しいなとお思ひにはなりましたが︑

六43

ぼうだぞ︒

五463園

ジャウズニ︑オイシャサマノマ
ネヲスルノデ︑花子サンバ︑キ

オカケ

下りルノダカラ︑カマハズ︑オカケ
︶一

フニヲカシクナリマシタ︒
﹇御掛﹈︵下

ナサイ︒

︽ーケ︾

おか・ける
ル

五柳2囹 セツカク︑アケテ下サツタ
ノダ︒オ前︑オカケ︒
をかざき
おかざき ﹇岡崎﹈︹地名︺3 岡崎 岡
をかざき

をかざき

九醜8 岡崎を過ぎてから︑奪い平野

崎

が曰いた︒

十二741面輪城を抜け出でて岡崎に
至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒

ヲカシイ

おかしや

十一一755図 翌十五日の朝︑勝商は山

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎
に至り︑家康に見えて援兵を求む︒
﹇小笠原群島﹈︹地

名︺1 小笠原群島

おがさわらぐんとう

十26図 小笠原群島
をがさはら

島付近﹈︵名︶1 小笠原群島附近

おがさわらぐんとうふきん ﹇小笠原群
をがさはら

十247国 小笠原群島附近を過ぎる頃

おくわし

から︑だんく暑くなって︑それか
﹇御菓子﹈︵名︶2

らは全く眞夏の氣候です︒
おかし

お菓子

三訂1囹おくわしをたべすぎまし
たね︒

﹇可笑﹈︵形︶6

六伽4園 まあ︑お菓子でもおあがり︒
おかし・い
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すド

﹇拝﹈︵五︶7

をがむ

だんお金持になりました︒
おが・む
い

︽ーミ・ーン︾

拝む

五86国 五十鈴川のきれいな水で手
を洗ひ︑口をす＼いで御門の前に進
んでをがみました ︒

五102国 あすは︑朝早くおきて日の

はいでん

出ををがみ︑それから京都へ立ちま
す︒

五333石のとりるをくゴつて舞殿の
前に並んでをがみました︒

六伽6囹 東京騨で汽車を下りると︑
をぢさんは︑先づ第一に宮城を辞み
に行った︒

からもん

のおがわ
するしやう

小川の水は銀の帯とも見え︑

お感

慶喜叛逆の報がいち早く

﹇御感﹈︵サ変︶1

﹁︿略V︒﹂とお考へになった︒

おかん・ずる
ずる

七欄8

きらく光る草葉の露は水晶の玉
十二鵬10

﹇沖﹈︵名︶14

沖εほうとうお
博多の沖は︑見渡すかぎり︑

はかた

きのかいせん

おき

りをお感じになったが︑

江戸に達した時︑宮はさすがに御憤

︽ージ︾
はんぢやく

のやうである︒

しかし︑生まれつき機械の好

きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水

十籾7

おかはり

六565

箱根山から伊豆山へ越えて行

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打

十備5

思ひ思ひに沖へ快走してか

寄せてみるのが見えるといふ︑

れこれ三時間︑專らますのおよぎ廻

十一862

つてみさうな場所を探して因投網に

か＼る︒

こんぺき

昨夜より少し沖へ出たな︒

遠く眼を放てば︑紺碧の色

十一874園

をたたへた沖の潮にかもめが飛んで︑

十一棚4

船が沖合へさしか＼ると︑急

かうして︑翌朝四時頃には︑

昨日の芽が︑今日はまっすぐ

やっと二月程前から起上つ

つて歩けるやうになりました︒

て︑今では︑どうかかうか杖にすが

七川2園

に起上りました︒

七423

︽ーッ・ーリ・ール︾
きのふ

おきあが・る ﹇起上﹈ ︵五︶3 起上る

てるた︒

渡島半島矢越岬の沖合にさしか＼つ

をしま

十716

に烈しいあらしが起って來た︒

七35

おきあい ﹇沖合﹈︵名︶2 沖合

敵は︑一先づ沖の方へ退いた おき ﹇置﹈﹇▽ひとつおき︒ものおき

元から押寄せた船でおほはれた︒

皆さん︑おかはりはありま
ば

六604

を

叔父さんや叔母さんもおか

﹇御変﹈︵名︶2

車を造って小川にかけたり︑
おかわり

ぢ

せんか︒

五889困
を

七473国

が︑又押寄せて來るのは明らかであ
沖の波は︑

喜をさ＼やき︑

寄せる波︑返す波︑ 波ま
二番瀬を越すと︑折からのぼ

八34囲
た波︑

僕等は︑はしけに乗って︑ぐ

風とは反封に波が沖へくと
動いて︑見るく海岸には︑廣い砂

十537

んく沖へ出た︒

八囲7

きながら︑一直線に沖へ︒

る太陽の光を浴びて︑長くあとを引

八戸4

沖が遠い︒

さやくと

岩角に立てば︑

はりなく︑君も元氣ださうで︑何よ

﹇御考﹈︵下一︶4

七21圏

る︒

お考

思ひかねの神といふ︑大そう

﹇御斎﹈︵名︶2

りです︒

おかんがえ

五24

ちゑのある神様のお考で︑神様方の

十一910 豊國神社に華やかな唐門を
仰ぎ︑三十三間曲に一千一艦の御佛

なさることがきまりました︒

おかんが・える

神さまが︑どうかしてこの

かんがへるお考へる︽一へ︾

しかし︑まだせまいとお
尊に從って同じ船にお乗りに
なって居た︑おきさき弟橘媛は︑

七44

みこと

かんがへになりました︒

三338

と︑おかんがへになりました︒

來て︑つぎあはせたらよからう

てるた︒
つ

者もある︒

︽ーイ︾

ぜひ︑其の歌をお聞かせ下

おきかた ﹇置方﹈︵名︶1 置方

さい︒

十川10囹

お聞かせ下さる

まるで失神したやうに︑彼は おきかせくださ・る ﹇下聞下﹈︵五︶1

伊豆の海や沖の小島に波のよる見ゆ

い

十備2図醐

箱根路をわが越えくれば

そこに突立つたま＼︑沖の方を眺め

十554

動いて︑

三311國をひろくするには︑ど 原や黒い岩底が現れて來た︒
八946 中には︑ころんで雪に大きな
こかのあまった土地をもって
十537 風とは反封に波が沖へくと
穴をあけ︑雪だるまになって起上る

おかんがへになりました︒

國をもっとひろくしたいと︑

三305

お

さあ︑長短の槍について︑

を辞み︑

はと

おからだ
一度しなった粟の董

くはしくお考を承りたい︒

十二9110 招魂社の前へ來たので︑石 七図9圏
段を登って参貧しようとすると︑神
前で今恭しく辞んでみる人がある︒

を下げて辞んでみ る ︒

﹇岡山﹈︹地名︺1

岡山

十二921 をぢさんは︑何時までも頭
おかやま
かうきち

九76 我が國でも︑今から百数十年
前︑岡山の幸吉といふ表具師が︑鳩

すると︑

﹇御体﹈︵名︶1

の艦を研究して大きな翼をこしらへ︑
おからだ
五653

が︑はね返るひやうしに︑小さい神

小川﹇▽とみ

檬のおからだは︑ぽんと空へとび上
﹇小川﹈︵名︶2

りました︒

おがわ

おききおよび一おきのどく
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十一一欄5 算木といふのは︑︿略﹀五
本並べて置けば五をあらはす︒六軒
上は置方をや＼異にするが︑

おききおよび ﹇御聞及﹈︵名︶1 お聞
及び

くお聞及びでございませうが︑

十㎜7囹 淺野内匠の家並の事︑いろ

︿略﹀︑慶一己の言上す

十佃5

十相8

お后はお笑ひになりました︒

おきざり
雲太郎きゃうだいは︑︿略﹀︑

﹇置去﹈︵名︶1

方がよろしうございます︒
四二7

おきざり

百合若を島におきざりにして︑

自分たちが大藩にならうとか
お氣附き

﹇起直﹈︵五︶1 起直る

になって居る機械で︑

しばらくは︑其のま＼じっと

動かないで居ますが︑やがて起鞭つ

七984

たと思ふと︑艦は完全にぬけ出しま

す︒

サアサア︑早クオキナサ

おきなさ・る ﹇起﹈︵五︶一 オキナサ

ル ︽ーイ︾

イ︒

二川2圏

これは大事なことだから︑

おきなさ・る ﹇置﹈ ︵五︶1 おきなさ

十幽10圏

る ︽ーイ︾

よく覧えておきなさい︒
おきなは

おきなは

たいわん

北の北海道でしたら︑ほゴ眞

沖島附近

おきのしま

島附近にいざなひ寄せしむ︒

しま

おきの

先づ小巡洋艦をして︑敵艦隊を沖

十一555図

東郷司令長官は︑︿略﹀︑

おきのしまふきん ﹇沖島付近﹈︵名︶1

でしたら︑ずっと低くなります︒

中子ですが︑反封に南の沖縄や皇湾

九㎜5

﹁私は︑かねく古事記 おきなわ ﹇沖縄﹈︹地名︺1 沖縄

﹇御気付﹈︵名︶1

んがへました︒

おきづき

十一722圏

を研究したいと思ってをります︒﹂

﹁それは︑よいところにお氣附きで
おきて

軍のおきてにしたがひ

﹇掟﹈︵名︶1

した︒

おきて

十925図圃囹

置時計

て︑他日我が手に受領せば︑長く
﹇置時計﹈︵名︶1

いたはり養はん︒

おきどけい

お氣の毒

のどく

かちくと氣ぜはしいのは置 おきのどく ﹇御気毒﹈︵形状︶4 おき

う︒

ことになりました︒

ので︑まあ︑今年は納めないでよい

七欄5圏

まことにお氣の毒だといふ

あんまりおきのどくです
から︑羽衣をお返しいたしませ

時計で︑かったりかったりと大やう

︵五︶1

﹇▽たけとりのおきな

四餅2囹
おきな

﹇補﹈

おぎなふ

なのは柱時計である︒

九252

︽ーッ︾

﹁︿略V︒﹂と︑お后が仰せにな おきなお・る

﹁︿略﹀︒﹂と︑お后の仰です︒

りました︒

で︑事情止むを得なかった彼の心中
おきさき

十佃10

﹇御后﹈︵名︶13

をあはれみ給うた︒

お后

お二様には︑奥へいらっ

尊に経って同じ船にお乗りに おきさきさま ﹇御心様﹈︵名︶1 お后

みこと

おきさき
きさき

お后

七42
十二撹9園

様

お后のお供をして行かなければなり

さうして︑其の間に歌を作つ

ませんでした︒

十研6

て紙にした＼め︑雪にそへてお后に

お目にかけようと︑清少納言は︑使
の鋸るのを︑首を長くして待ってる

そこへお后からのお使があり

ました︒

十鵬7

︽ーフ︾

おぎな︒う
十佃7 お后にお目通をして︑﹁︿略V︒﹂

それは︑︿略V︑よこ綜が無く
なれば自動的にこれをおぎなふ仕掛

八桝9
なりました︒

と申し上げますと︑お后はお笑ひに

ました︒

しゃつて︑しばらくお會ひにならぬ

なって居た︑おきさき弟橘媛は︑
一條天皇のお后は︑其の頃︑

きさき

﹁︿略﹀︒﹂とお考へになった︒

十983
御休養のため︑宮中から下って或御

おききとどけくださ・る ﹇虚聞届下﹈

︵五︶1 お聞きとゴけ下さる ︽一
お后は︑官女たちに︑﹁︿略﹀︒﹂

お后は︑此の時まで何も言は

すると︑お后の仰で︑天略V︒﹂

正月の三日に︑お后は宮中へ

お露りになることになりました︒

十鵬9

とのことです︒

十寸4

ズ略﹀︒﹂とお尋ねになりました︒

ずにだまってみる清少納言に︑

十㎜2

と仰せになりました︒

十991

殿にいらっしゃいましたが︑

︽一

六41圏どうぞ︑此のお願をお聞き

イ︾

お聞く

さうして︑花子さんに︑

﹇御聞﹈︵ 五 ︶ 7

とごけ下さいませ︒

キ︾

おき・︿

三鵬2
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ み こ と は ︑ こ の 話 を

又略﹀︒﹂と︑お聞きになりました︒
五224
お 聞 き に な っ て ︑﹁︿略﹀︒﹂とおいひ

つけになりました︒
になったのですか︒

五457囹 それとも︑だれかにお聞き 十脳7 清少納言は︑︿略V︑自分も︑
五973 天照大神は︑この事をお聞き
に な っ て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂とおっしゃいま
した︒

海の神 様 が ︑ そ れ を お 聞 き に

な っ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とお尋ねになりま

五⁝⁝⁝5

した︒

五価3 すると︑海の神様は︑海に住
んで居る魚を︑残らず呼集めて︑
宮は

﹁︿略﹀︒﹂とお聞きになりました︒

十二㎜11

るところを一々お聞きになるに及ん
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十一238

紫の君は︑檜の旦ハがほんた

六柵7囹明日からは︑きっと︑一生

ウトオモヒマシタ︒
出ををがみ︑それから京都へ立ちま

五101囲

あすは︑朝早くおきて日の

けんめいにお経を習って︑早くえら
ぶつ

たいさう

うにしみ込んだら︑にいさんがお氣
あま

年とった上品な尼さんが佛

す︒

いばうさんにならう︒
だん

十一169

の毒だと思った︒

十二襯10囹此の白い髪やおひげを見

ラヂオ膿操に行くので︑朝は
けさは︑五時に起きて︑ラヂ

五858

︽一

尾をお切りになった時︑かち
﹇起﹈︵上一︶！2

オキル

みる︒

九342

おく

朝は誰よりも早く起きて研究

朝かなり早く起きたつもりで

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

朝起きるから夜寝るまで︑

﹇奥﹈︵名︶25
与やまおく

オク

おく

花子サンバ︑マサヲサンヲ

ヨシヲサンバ︑スグオキヨ 三581 一寸ボブシバ︑︿略﹀︑ハナ

オクヘトホシマシタ︒

二404

奥

のんきな主人に置忘れられ︑

︽ーレ︾

お おきわす・れる﹇置忘﹈︵下一︶1置

へよといふのである︒

︿略V︑一切禮節に從ひ︑禮節にかな

十二3710

戸をくるのと攣りはないが︑

毎朝起きると先づ夜具を片附け︑雨

九353

が起きて來る︒

間もなく︑甲板士官や傳令員

も︑もう太陽はうらくとのぼって

九39

室に入り︑

皆さんは︑お行儀のよいこ 八862

ノオクヲトホッテ︑目ノ中へ

出マシタ︒

三悩8園おくの方のは︑一生

たひや︑ひらめなどが︑

使ふ大じなはです︒

むかへに出て來て︑おくの︑

三M⁝5

けはしい山道を上ったり︑

りっぱなごてんへ通しました︒

四591

さうして︑身の丈にもあまる

山は︑奥へ進むにつれて高く

不意にばたくと音がして︑

見ればうす暗くしてある馬屋

玉垣に連なる鳥居の奥に︑

櫻や楓の老樹が枝をさしかは

す下道は︑輕く曲折しながら︑人を

十3810

かへで

櫻門は︑一幅の釣書に似て︑

ろう

すがくしき赤松の木立を負ひたる

十26図

ゐました︒

りの子馬を︑しきりになめてやって

の奥の方で︑母馬が︑生まれたばか

九脳9

て來た︒

小さな子供が二人︑奥からかけ出し

九266

なった︒

八旧1

いらっしゃいました︒

草を分けて︑だんく奥へはいって

六364

て行きました︒

のみるりっぱなごてんへっれ

て︑頼光たちを︑しゅてんどうじ

へはいりましたが︑また出て來

深い谷を渡ったりして︑だん
八603 翌朝は早く起きて︑諸訳の支
くおくへ進んで行きました︒
度をして上げました︒
四651 鬼の番兵は︑一度おく

オ書誌に行った︒

滑落1

壇に花を供へて︑静かにお経を讃ん
お行儀

ては︑お氣の毒だと思はねばならな

くわつばつ

又無邪氣で活澱なアメリ

むじゃき

でせうね︒
くし

﹇御嫌﹈︵名︶1

櫛を使ふことをおきらひ

おきらひ

とでも︑アメリカの子供に負けない

九5410国

のにも︑すっかり感心しました︒

カの子供が︑教室ではお行儀のよい

九549囲

﹇御行儀﹈︵名︶2

五時半に起きた︒

お客

おぎょうぎ

でるる︒

お客

いはずだのに︒

﹇御客﹈︵名︶2

て居ます︒

﹇御客様﹈︵名︶1

末廣がりを出さうと思ふ︒

十二5310園
おきゃくさま
おきらい

十一204囹

お切る

みことは︑劒を抜いて︑大蛇

﹇御切﹈︵五︶2

だが︑それにしては︑まあ︑何とい

お・きる

つと音がして︑劒の刃がかけました︒

五245

をずたくにお切りになりました︒

五241

リ︾

おき・る

らしいお冠羽を驚かさないやうに氣
お給仕

ふよい髪でせう︒

﹇御給仕﹈︵名︶1

突きました︒

おぎゅうそらい

ようん

︽ーキ・ーキル︾﹇▽とび

忘れる

そらい

きる 起きる

をぎふ

十二㎜10

ヨシヲサン︑ヨシヲサン︑

雪にうまって冬を越した人形が︑

おきる・ねおきする・はねおきる

二987

マスヨ︒

早クオキナイト︑學校ガオクレ

二983園

ガオクレマス︒

早クオキナイト︑学校

たゴ一人荻生祖練の言ふ所は違って
お纒

二974園
﹇御感﹈︵名︶4

まうと思ふのだが︑

六佃4囹 わたしは︑いつもお纒を讃

かいて︑ちっともお纒をおぼえないQ

六諭3園 いくら言っても︑壼ばかり

おきよう

みた︒

十柵4 かうした天下の輿論に心して︑

荻生但彼

をぎふ そらい

﹇荻生但彼﹈︹人名︺1

して居た劒を抜いて︑たけるの胸を

居た少女は︑︿略﹀︑ふところにかく

六303 今までやさしくお給仕をして

おきゅうじ

をつけて︑

六906 私は︑なるたけ︑此のかはい

様

明日のお客の引出物に︑

いお客の蹄って旧るのを待ちこがれ

八121 春になると︑誰もが此の珍し

おきゃく

おきゃく一おく

おく一おく
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奥へくとさそって止まない︒
ない︒

オク

おく

しゃつて︑しばらくお會ひにならぬ
方がよろしうございます︒

お・︿ ﹇置﹈︵四・五︶54

十3810 人を奥へくとさそって止ま

十448一歩々々進むにしたがひ︑木 置ク 置く ︽ーイ・ーカ・ーキ・ク・

先づ︑谷川のほとりに︑三千 八144圏 それでは︑其の首を大切に

しておいて︑これから毎年一つづつ

六744

供へることにするがよい︒

うばを門のわきに立たせて置

人の番兵を置いて︑城兵が汲みに來
すると︑正成は︑いつの間に

られないやうにした︒

六784

八佃7

そばにはハワイの日本字新聞

間は同じです︒

いて︑姫は中にはいりました︒

ーケ︾﹇▽すておく・のこしおく

八439

立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

れる︒

が︑新聞を置いて︑﹁︿略﹀︒﹂と言は

用意して置いたものか︑たくさんの

完全な姿を現す︒

小さいので︑かごの中へ

寄って來て︑喜んでたべます︒

六柳7囹此のガラスのふたをすると︑
少しすかして置いても︑日中は二十
四五度ぐらみになるから︑
センバウキヤウ

ります︒

七価6園

ちやうど︑たんざく形の緑の

おかあさんが︑冬こやしをか

今日は村長が居られません

いめいの持物が︑きちんと置いてあ

事塁の上に乗ってみる小さなふたガ

あれは何の役に立つのであら

ラスの中で︑

う︑これはどんな所に置かれるので

九256

あらうなどと考へてるる中に︑

九281 時計屋さんは︑︿略﹀︑出して

一日おいて町長さんが來た︒

置いたねちの無いのに氣が附いた︒

九318

九321圏小さなねちが一本いたんで

窺眞機を北極星に向けて︑一

ゐましたから︑取りかへて置きまし

た︒

時間ぐらるふたをあけて置くと︑

九悩1

た

しかし︑聞くのもめんだうだ

下駄が一足置いてあります︒

げ

と思って︑あたりを見廻すと︑庭に

九価7

せう︒

七524國壁ぎはには棚があって︑め 九悩10 それを考に入れないで置きま

少し砂をまぜて鉢に入れ︑

けて仕立てておいて下さった土に︑

七461

やうである︒

敷物を︑程よく間を置いて敷並べた

七265

方八方ヲ自由二見ルコトが出來ル︒

ソレサへ水ノ上へ出シテ置ケバ︑四

三ちゃんは︑まん中にポ 六旧1 潜望鏡トイフ長イ管ガ︿略V︑

雲太郎きゃうだいは︑その

男に﹁こけ丸﹂といふ名をつ

四宙2

わりました︒

ストをおいて︑そのそばにす

四774

入れておきました︒

四284

はどうでせう︒

きこえたら︑にげることにして

三708園 大きなすゴをねこの 六893 其の中へ︑御飯の残りやお米
さへ置いてある︒
首につけておいて︑その音が
などを入れて置くと︑雀がたくさん
九245 自分の置かれてみるのは︑仕

マセウ︒

ニアルコブヲ︑アヅカッテオキ

二706圓 コンド來テクダサル時
たいまつを出して︑
八726 しかし︑綜の長さを一米なら
マデ︑オヂイサンノ右ノホホ
六827 しばらくすると︑おとうさん
一米にきめて置くと︑︿略﹀︑振る時

は水路に沿うて走る言掛車に引かれ

十衡4 今度は上手の水門が開き︑船
ながら︑静かに奥へ進みます︒

らねども見ゆる限りは櫻なりけり

十一12図韻 吉野山かすみの奥は知

重の玉垣の奥に鎭まりいますのであ

十一104 明治天皇は︑かしこくも二
る︒

十﹁2711中門をはいると︑︿略﹀︑右
に金堂が荘嚴にひかへ︑其の奥︑正
かうだう

面に講堂の雄大な姿が見られる︒
とり

十﹇377翻 さうして︑五月の太陽は︑
︿略﹀︑鶏小屋の奥にしのび入って
げ た

け︑しばらく家におくことに

十一393 断って見ると︑入口に下駄

が勇足も並んで︑奥ではがやく人

しました︒

すると︑おちいさんとおばあ

て︑大蛇の來る所に並べて置け︒

さうして︑八つの桶に入れ

いてるました︒

さんが︑一人の娘を中に置いて︑泣

五208

聲がする︒

すかにこだまするあのかんこ鳥の︑

十一759 深い森の奥から流れて︑か
︿略﹀聲が︑

へくと進むにつれ︑

十二6511 ﹁ろの門﹂をくごつて︑奥 五227圏
六244

が︑後でよく話しておきませう︒

九備6圓

九備4園

まけて置きませう︒

五百にして置きませう︒

九襯10園 安くして置きます︒

置くと︑いたづらな子供が︑ぢきに

紙に﹁貸家﹂と書いて張って
破ってしまふ︒

弟は︑いなごを飼って置くの 七柵9

下に置くと︑飛べないので︑

十二6511 奥へくと進むにつれ︑

地面をはって歩く︒

た︒

だと言って︑田の土で園をこしらへ

六246

十二捌10 大公園の奥へはいると︑人
影を見ない自然郷をさへ探し出すこ
とが出來るのである︒

十二榎10園 お后様には︑奥へいらっ
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おく一おくやま

くコり

至るまで︑歴史あり古歌あり︑

十二旧10

十二衛3囹予の馬に鞍を置け︒

十541 此のま＼にしておいたら︑四
百の命が︑村もろ共一のみにやられ
おくべきことは︑民事裁判では︑裁

裁判について誰でも心得て

てしまふ︒

十568囹うっちゃっておけ︒
判できめられたことに服從すること

まく

たかち

屋上

お降る

ほ

福餅をたべながら︑お國じまんの話

に花を咲かせるのも此の時です︒

金峯神社に至る︒此の付

たけるも︑もうねようといふ

行かうとしました︒

おくびやう

やう臆病

おくびやう

乃木大將は︑幼少の時髄が弱

く︑其の上臆病であった︒

七備1

北斗は︑おくびやうさうな目

ひえい

﹇奥深﹈︵形︶3 奥深い

かうや

何しろ高野山とか︑比叡山と

所々に白雲がた団よつて︑

を奥深く見せる︒

︿略﹀︑谷々の雪渓と相映じて︑山々

十一伽2

くのです︒

か︑其の外奥深い山の森林で︑夜鳴

九631

︽ーイ︒ーク︾

おくふか・い

珍しさうに眺めました︒

つきをして︑始めて見る世界をさも

九帯4

おくび

ので︑よろくしながら︑奥の間へ

六299

おくのま ﹇奥間﹈︵名︶1 奥の間

といふ︒

近にもまた櫻多し︒これを奥の千本

十一51図

の千本

屋上へ出ると︑市内が一目に おくのせんぼん ﹇奥千本﹈︵名︶1 奥

﹇屋上﹈︵名︶2

媛のお墓をおつくりになった︒
おくじょう

十142

ミランの大寺院の屋上に︑
せんたふ

見えて︑すばらしい眺だ︒
十二伽一

白大理石の尖塔九十八本を仰ぎ見る
すばらしさ︒

﹇奥平信昌﹈︹人

ながしの

﹇御下﹈︵五︶2

ひうが

奥地

天孫は︑日向の高民商の峯に
﹇奥地﹈︵名︶2

奥地に住んで居る人たちは海が珍し
く︑

湖南・貴州などの奥地から

おくびょう ﹇臆病﹈︵形状︶2

のぶまさ
天正三年五月︑奥平信昌︑

奥平信昌

のぶまさ

十二捌9今かりに其のま﹂そっくり

おくち

お降りになりました︒

五重9

お降りになりました︒

空の雲をかきわけながら︑勇ましく

五鵬7に＼ぎのみことは︑︿略﹀︑大

︽ーリ︾

おくだ・る

徳川家康の命を受けて長篠城を守る︒

いへやす

十二733図

名︺1

おくだいらのぶまさ

ばん
これを盤の上に縦に一本置

移して︑地球を太陽の中心に置くと

であり︑

十6210園生かしておかうや︒
引寄せた鯨は︑︿略﹀︑目じる

しの旗を胴に立てて︑其の場に浮か

十㎜4
しておく︒

こ

十二柵3

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ
十﹇182圏 かごに伏せて置いたのに︒
わら
十一4610先づ一本の藁を持って來て︑ である︒
其の一方を耳の鼓膜に燭れさせ︑他

けば一︑二本並べて置けば二︑五本
二本並べて置けば二︑︒

並べて置けば五をあらはす︒
十一一旧4

五本並べて置けば五をあら

の一方をす＼のか＼つたガラスの上
十一709 さうして新上屋の主人に︑
十一一佃4

に置きました︒

萬一お婦りに又泊られることがあっ

孝和は︑此の算木を置く方

はす︒

法から考へついて︑

十二旧9

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼
んでおいた︒

記を研究したい考はあったのですが︑

くに︑又老人におくれたり︒

十953図約束の日︑曉に起きて行 八257團満洲は川も湖も少いので︑

お・く ﹇起﹈︵上二︶2 轟く ︽ーキ︾
あかつき

十一725囹私も︑實は早くから古事
まんえふしふ

それには萬葉集を調べておくことが
大切だと思って︑

此の度こそはと︑夜半より

十二291

出る材木が︑それぐ其の地の流に
よって此の湖水に流され︑

たんぼはもうなかば以上刈取 十一一399園 先生は仰げば仰ぐほど高

く︑接すれば接するほど奥深いお方

八477

のちには︑とのさまから︑ おくて ﹇奥手﹈︵名︶1 おくて

﹇奥方﹈︵名︶1

て老人当り︑

おくがた

四307

おく方

起きて橋上に行けば︑しばらくあり

十一8611囹 網の綱をしっかりつない 十957図
でおくんだぞ︒

十一悩1国 途中から︑ちょいちょい
葉書は出しておきましたが︑船のな
ごりに︑今日は此の一箇月の思出を

だ︒

おく方にしたいとのおことば

られて︑おくてだけが︑こ＼かしこ

へんさん

に残ってみる︒

書いて見ました︒

もありましたが︑かぐやひめは

有爲の奥山今日越え

ゐ

て︑ 淺き夢見じ︑醇ひもせず︒

十二柵10図圃園

う

おくやま ﹇奥山﹈︵名︶2 奥山

それもおことわりいたしました︒

お

ち︑始めて史局を置いて學者を集め

﹇御国自慢﹈︵名︶1

酒保へ行って︑お汁粉や大

しゅほ

おくにじまん

十二438 それから歴史編纂を思ひ立

お櫛

それは弟橘媛のお櫛であった︒ 國じまん

﹇御櫛﹈︵名︶2

尊は︑其のお櫛ををさめて︑

おくし

七61

た時の喜び︑

七62

七505囲
き︑何の山︑何の川︑一木・一草に

十一而3図 社寺の壮麗はしばらくお

おくゆき一おくれる
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﹇贈﹈︵四︶1

おくる

︽一

アメリカ合衆國の領土だと

がっしゅうこく

な刀を送ってよこしました︒

八宙8
くわんせい

いふのに︑横面で送られた時と同じ

日本語の歓聲が︑こ㌦でも聞かれ

政府︑彼の志をあはれみ

功績をよみして︑遺族に恩賞をおく

すみたふ

︽一

る㌧は何事ぞ︒

あかつき

くに︑又老人におくれたり︒

十953図約束の日︑曉に起きて行

すばやく歩兵・砲兵・工兵の乗移る

十一一8410 戦車群の猛進におくれじと︑

自動車群が斎く︒

︽ーリ︾

我︑父上に後れ奉りし

早クオキナイト︑學校

︽ーレ・ーレル︾

ヨシヲサン︑ヨシヲサン︑

たぬきは︑だんだんおくれ

ガ︑モウミンナカラ︑スッ

ソレヲ拾ツテ︑マブシへ移ス

︿略﹀︑繭ヲカケ始メマスカラ︑

ノデスガ︑少シデモオクレルト︑

五536

カリオクレテシマヒマシタ︒

四24一

て來ました︒

三678

が少しおくれました︒

三668そのうちに︑たぬきの舟

マスヨ︒

早クオキナイト︑學校ガオクレ

二984園

ガオクレマス︒

二975園

おくれる

おく・れる ﹇遅﹈︵下一︶6 オクレル

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

つけた顔回を見た孔子は︑ほっとし

十二321此の時︑おくればせにかけ

せ

おくればせ ﹇遅馳﹈︵名︶1 おくれば

後は︑しばらく伊豆の配所にあり︑

い つ

十二518図圏

後れ奉る

おくれたてまつ・る ﹇遅奉﹈︵四︶1

それを出納掛へ持って行くと︑おくれ 几vきおくれす

引寄せた鯨は︑腹部に送氣管
よし定命・何十萬の人がこ＼

かうして出血たパルプは︑
配所へ御下りの後は︑

予も大分高齢になったに

予は今後百人だけの家來

太陽は︑私たちに絶えず熱
これ程遠い所にありながら︑

﹇遅﹈︵下二︶3

つてくれる︒
おく・る

長者と約しながら︑おく

おくる

太陽は私たちに十分な熱と光とを送

十二旧5

と光とを送ってよこす︒

十二㎜9

参って︑愚生を送ることにする︒

をつれ︑月代りに姉娘・妹娘の許へ

十二襯3囹

送りたいと思ふ︒

よって︑︿略﹀︑身輕になって老後を

十二慨5園

歳まで修行したり︒

義纒も鞍馬へ送られ︑そこにて十六

くらま

十二5210図園

内地の製紙工場に送られ︑

十一鵬3

は完成しなかったかも知れません︒

に送られて來ようとも︑パナマ運河

十個9

で空釣を送って沈まないやうにし︑

十伽2

すぐ書庫へ送られる︒

九954

前田は西へ送られた︒

る︒

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾←おおくり

オ日様ガ︑ダンく暖イ

する・みおくる

四伽8
人にもまれて送られて︑

光ヲ送ルヤウニナリマス︒
観音堂に來てみれば︑

くわんのん

仲間の者が國へ送る金をあ

さうして︑疲れのなほるのを

何しろ十萬といふ数ですから︑

九月の末から十月の初にかけ

九8910

りぬ︒

十二柵7図

リ︾

十二価5図團 有爲の奥山今日越えて︑ おく・る
奥行

淺き夢見じ︑酔ひもせず︒
﹇奥行﹈︵名︶2

十一275 門の奥行が柱間三間である

おくゆき
ことも︑すこぶる攣ってみる︒

奥行二間が普通であるのに︑此の中

十一276 如何に肚大華麗な門でも︑ おく・る ﹇送﹈︵四・五︶21 送ル 送る
門は三間になってみる︒

おくら ﹇憶良﹈︹人名︺1 憶良←や
けんたうし

まのうえのおくら
那へ渡ったこともあり︑元來學者で

十二9911 去歳は︑遣唐使に從って支 七391圃

七477困此の頃では︑もうすっかり

です︒

七梱9囹

八99

これを送るのも容易ではありません︒

八97

した︒

待って︑南の暖い國へ送ってやりま

八95

人が國へ送る金です︒

小袋の方のは︑私どもの主

つかって︑此の財布に入れて來たの

七梱7囹

川を通って港へ送られます︒

又大阪の物産も︑多くは堀や

ゆくわい

あるが︑人間に封ずる愛の心に富み︑

兵螢生活になれて︑愉快な日を送

送り出

七655

つて居ます︒

お暮す

其の方面で特色ある歌を多く残して
﹇御暮﹈︵五︶1

みる︒

おくら・す
︽！シ︾

五鵬2 命は︑月日のたつのも忘れて︑
﹇御倉半島﹈︹地名︺2

樂しくお暮しになって居ましたが︑
おくらはんとう
おくら

お くら

御倉半島 御倉半島

む︒

十一価3 船は御倉半島を目ざして進
十一価7 御倉半島には水際から樹木
が繁茂し︑全山の木すべて自然の姿
である︒

﹇送出﹈︵五︶1

おくり 5みおくり︒みおくりにん
︽ーシ︾

す

て︑汽車や飛行機で何回にも送った

おくりだ・す

といふことです︒

十9410受認

義仲からはすぐ返事があって︑ ルル︒ーレ︾
︿略﹀︑木曾の家に傳はつて居た大切

八396

六928 おとうさんを送り出してから︑
出て行かれた︒

お か あ さ ん は ︑ ﹁︿略V︒﹂と言って︑
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おくれる一おごそか

おく・れる

﹇御呉﹈︵下一︶8

オクレ
おけ・す

お消す

︽一

加賀白山の観世音様︑どう

﹇御消﹈︵五︶1

十麗7園

︽ ーレ︾
シ︾

おくれる

二93圏囹 テルテルバウズ︑テルバ
ぞ︑此の雪をお消しになりませぬや

ル

ウズ︑アシタ天キニシテオクレ︒

ケ︾

九896

お心

あなたの其のお心掛には︑

全く感心しました︒

七鵬2園

七重7囹

いや︑五作さん︑あなたの
さうして︑此の次の村高の
時に︑あなたのお心持を十分に傳へ
﹇起﹈﹇▽そういんおこし

て︑相談してもらふやうにしませう︒
おこし

オコシニツケタモノハ︑

ナンデスカ︒

よく連れて行った︒

たら︑指さきに

ついたにほひ︒

八626圏そっと起して立ててやつ

みだりに騒動を起したのは︑

砲揮は︑よく敵艦に命中

結局私情を以て調法を破ったので

けっきょく

十㎜7園

ある︒

して︑績々火災を起し︑黒煙海をお

十一574図

ほふ︒

こ＼において︑林藏︑新

たに湾岸大陸に入りて其の地を探検

十一957図

かなとこ雲といって︑雷雨

する志を起せり︒

十一価1

を起したり︑時にひようを降らせた

りします︒

起し︑

嚴か

ひごき︑

六635圃

尊い軍旗︒

ラッパの

目の前を今過ぎて行く

おごそかな

おごそか ﹇厳﹈︵形状︶9 おごそか

オコシニツケタモノハ︑
ナンデスカ︒

一662囹

こしもうす・ふるいおこす・まきおこ
す・よびおこす

六観4 ﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に封

雲太郎きゃうだいは︑ふと

ことに住吉神社は︑境内が廣

く︑樹木が多く︑社殿がおごそかに

七706

けいだい

わるい心をおこし︑︿略﹀︑自分

せんがく

と答へた︒

して︑元帥は︑おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂

たかなわ

父はうす暗い中に大藩を起し
て︑往復四粁もある高輪の泉岳寺へ

七幽3

へました︒

たちが大將にならうとかんが

巨像6

かといふ疑のある場合に︑公益を代
けんじ
表する役人たる検事が裁判所に訴を

一637心馳コシニツケタモノハ︑ 十二樹5 乙が其の犯人ではなからう

ナンデスカ︒

しかのすけゆきもり

九771 甚次郎は︑此の日から山中
鹿介幸盛と名乗り︑心にかたく主
﹇御心強﹈︵形︶1

︽ーク︾

お心強い

家を興すことをちかった︒

おこころつよ・い

十二湿8園丁の鮎はお心強く思し召
しあそばしませ︒

持

どうぞ︑皆さん︑お元氣

﹁︿略﹀︒﹂と言ふおかあさんの

お小言

一621園

ぼんやり︑こんな事を考へて おこし ﹇御腰﹈︵名︶3 オコシ

お聲

お心持はよくわかりました︒

其の片われの元春を︑おのれ其の
﹇於﹈←における

七塒4園

おける

ま㌧にして置けようか︒

尼子重代の敵毛利を︑せめて おこころもち ﹇御心持﹈︵名︶2 お心

うに︒
三柵2囹 それなら︑をぢさんにそ
のかめを費っておくれ︒
お・ける ﹇置﹈︵下一︶1 置ける ︽一

九767園 成人したら︑一日も早く毛
利を討って︑御威光を昔に返してお
くれ︒

十839園待っておくれ︒
十餌2囹 待っておくれ︒

に︒

おこえ

七観4

のお聲︒

居ると︑﹁︿略V︒﹂といふおとうさん

六442

﹇御坐﹈︵名︶2

十︻旧4囲

十852園さあ︑切るなら︑此の母もおげんき ﹇御元気﹈︵形状︶1 お元氣
ろ共に切っておくれ︒

十柳4囹 これに︑雪の白い所だけ山
のやうに盛って︑持って來ておくれ︒

十二柵4囹 業事おためにょいやうに
取りはからっておくれ︒

おけ ﹇桶﹈︵名︶5 ヲケ をけ 桶
﹇▽ひおけ

﹇御小言﹈︵名︶1

お聲がしたので︑みんな内へはいつ
た︒

﹇御心掛﹈︵名︶1

す興す︽ーシ・ース・ーセ︾﹇▽おお

あなたのお附の者の齪暴 おこ・す﹇起﹈︵四・五︶9おこす起

姉上たちからお受けにな

﹇御心﹈︵名︶2

れませぬが︒

おこころ

すやうに︒

十二醜6園
おこころがけ

になってみない︒

まだお心の齪れがお直り

つたお心の痛みが︑すっかり取れま

十二㎎7圏

お心

に封して︑或はお小言が出たかも知

十二爾11囹

おこごと

二354ウマハ︑ヲケノ中ヘカ
ホヲ入レテ︑カヒバヲタベテ
ヰマシタ︒

五38 ふせたをけをだいにして︑そ
の底をとんくふみ鳴らしながら︑
五226囹 さうして︑八つの桶に入れ
て︑大蛇の來る所に並べて置け︒

つの桶に入れて︑がぶくと飲みま

五234 酒を見つけて︑八つの頭を八
した︒

九373 先づ下士官が︑甲板の吐水口

どんく流すと︑

からふき出る海水を︑桶に汲んでは

掛

おこたえもうしあげる一おこる
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拝されます︒

九392 朝日に輝く軍艦旗が︑海風に
ひらめきながら︑しづノ＼と上って

かかる中にありても︑彼

は其の地の事情を研究することを怠

十一988図
らざりき︒

おことば

のちには︑とのさまから︑

﹇御言葉﹈︵名︶3

お言葉

おことば

四307

行くさまは︑實におごそかである︒

至る湿すき間もなき木立となりて︑

ふと御心に浮かんだのは︑御
それは饒りなお言葉です︒

をば︑倭姫命のお言葉です︒

六373

もありましたが︑

おく方にしたいとのおことば

十19図木木は︑参道の左右を始め︑
しんみき

くわいらう

神域いよくおごそかならんとす︒

十31図 中央の葬殿︑左右の廻廊︑
庭上の白砂︑すべて清らかに︑おご
そかなり︒

十203囹

さうして︑天照大神のおこと

ました︒

おことわりいた・す

︽

シ︾

とのさまから︑おく方に

﹇行﹈︵四・五︶13
さトげつト

行ふ

で︑其の行ひ易い方面を述べたので
ある︒

おこな・う
ゑいへいたい

︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾

若し又︑裁判が公平に行は

れぬとしたら︑せっかくの國法も償

十一一欄2

支那では︑霊芝算木といふ

値を失ひ︑

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十二塒9

開立等の算法を行って來たのである

衛兵隊は捧銃の敬呈を行ひ︑

艦長を始め乗員一同は︑皆姿勢を正

九389

當時の西洋を除けば︑かく

それは︑お困りの事でせう︒

其の中へ︑御飯の残りやお米

私は︑︿略V︑此のかはいらし

いお客様を驚かさないやうに氣をつ

六907

寄って來て︑喜んでたべます︒

などを入れて置くと︑雀がたくさん

六892

おこめ ﹇御楽﹈︵名︶3 お米

五佃6圏

おこまり ﹇御仁﹈︵名︶1 お困り

ひとり我が國のみであった︒

代激の演算が自在に行はれるのは︑

十一一柵2

が︑

政治を押47ふ身程つらいもの

して軍艦旗に敬署する︒
十柵6團

會社でも此の意見を採用して︑

はございませぬ︒

十欄7

先づ汽車の試運轄を戸47ふこととなつ
た︒

パルプといふ厚紙に似たも
のに作るまでの工程が︑すべて機械

十一佃2

一切経の廣く我が國に行

の働で順序よく行はれる︒

十一柵3図

はる＼は︑實に此の時よりのことな
りとす︒

こっちのへうたんにはいった

けて︑お米を入れてやりました︒

り︑あっちのとうろうに飛移つたり

六913

して︑お米をたべます︒

其の如何に深く思をおこら

泣クワケヲキイテ︑大ソ

ウオコリマシタ︒

二236

る︽ーッ・ーリ︾

おこ・る ﹇怒﹈︵五︶8 オコル おこ

みるのでもわかる︒

太子にさ＼やき奉ったと傳へられて

しになったかは︑夢に金人が現れて

十一3310

︽ーシ︾

おこら・す ﹇御凝﹈ ︵五︶1 おこらす

見ること︑聞くこと︑言ふ
こと︑行ふこと︑一切礼節に從ひ︑

十二3711

したいとのおことばもありま

裁判は︑裁判所で判事が行
裁判は︑事件の輕重によつ

此の世を不道理や罪悪の行
ちつじょ

若し裁判がなかったとした
て︑力の強い者が勝ち︑

ら︑人々相互の孚が果しなく行はれ

十二棚11

することが其の目的である︒

はれない︑平和な秩序正しいものに

十二憾8

行はれるが︑

て︑最初塵裁判所又は地方裁判所で

十二撹10

ふ︒

十二搦3

禮節にかなへよといふのである︒
﹇御断﹈︵サ変︶一
︽ーシ︾

行

アリガタイガ︑オコトワ
﹇行﹈︵名︶1

行

此の平生の行ありて︑此の
﹇行易﹈︵形︶1

何れも﹁仁﹂の一部の説明

︽ーイ︾

十二373

ひ易い

おこないやす・い

壮烈なる死を遂ぐ︒

九櫛2図

おこない

リシマセゥ︒

二481園

オコトワリスル

おことわり・する

おことわりいたしました︒

したが︑かぐやひめはそれも

四311

おことわりいたす

﹇御断﹈︵五︶1

ば通りに︑日本の國をお治めになり

五棚1

おことば通り

十892図魍 乃木大將はおごそかに︑ おことばどおり ﹇御言葉通﹈︵名︶1

十749 船長は嚴かに答へた︒
御盃深き大君の 大みことのり傳
ふれば︑

きんちやう

十一冊9 嚴かな中に慈愛のこもった

言葉が︑我々をいよく緊張させ
る︒

︵下一︶2 お答へ申し上げる ︽一

おこたえもうしあ・げる ﹇御答申上﹈

ゲ︾

お后は︑官 女 た ち に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

と仰せになりました︒皆は︑︿略V

十㎜⁝1

天略V︒﹂と︑次々にお答へ申し上げ
ました︒

怠

十㎜7 これが︑清少納言のお答へ申
﹇怠学﹈︵ラ変︶−

し上げた言葉でし た ︒
おこたりお・り
︽ーラ︾

怠る

︽一

八646図園 敵はけはしき山をたのみ

り一居り

﹇怠﹈︵四︶1

て︑後のぞなへを怠り居らん︒
おこた・る

ラ︾﹇▽おおこたる
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おこる一おざしき

タQ

二24一 ウスモ︑大ソウオコリマシ

タ︒

二243 クリモ︑大ソウオコリマシ
二382囲 ワタシガ︑ドンナニ オ
コッテヰテモ︑ ヤッパリ︑ニコ
ニコ ワラッテヰマス︒

ヲコロシテシマヒマシタ︒

船が沖合へさしか＼ると︑急

やがて︑火は近くの家に起つ

ところに火災が起って居た︒

六駕4
た︒

七36
もしや︑宮の御身に何事か起

に烈しいあらしが起って來た︒

七566
つたのではなからうか︒

すこでも起ります︒

二867オヂイサンバ︑オコッテ犬 七期9 萬歳の叫び聲が︑こ㌦でもあ

のですが︑

八帯7
九382

どこかで萬歳の聲が起る︒

夢殿の名は︑そこから起つ

笑ひ聲も起る︒

十一342

さうして︑話をする時に起

たのであらう︒

十一448

る空氣の振動を目で見る機械の工夫
をしたり︑

一朝風浪起れば︑熟練な

る水夫といへども︑殆ど其の危険を
避くること能はざりき︒
マ

ロつ

やがて長州征伐の大事が起

﹇押﹈︵下二︶1押さふ

︽一

﹇▽ねんねんころりよおころ

つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑

十二柵2

りよ

おころりよ

へ︾

おさ・う

や＼ありて頼朝涙を押さ

︽ーケ︾

オ

へ︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひもあへず︑涙を

十二517図

おさへっける

﹇押付﹈︵下一︶3

はらくと流す︒
サヘツケル

金堂はもちろん心魂な大殿

二277 ウスガ︑上カラドシント
オチテキテ︑サルヲオサヘツケ
マシタ︒

十一299

三586目ヲオサヘテ︑一生ケンメ

淺い水たまりを歩くと︑足の

イニニゲテ行キマシタ︒

裏がぬるりとしたので︑おさへて見

七109

をどる心をおさへるやうに︑

人夫は旅人のたもとをおさへ

たら小さなかれひでした︒

七柵9

て︑﹁︿略﹀︒﹂

十一2510

僕等は︑小鳥のやうにをど

私は静かに足を運んだ︒

十一備4

大手の門は南を固め︑から

る胸を押さへながら︑釣橋を渡った︒

め手の門は北東を押さへてみるが︑

十二708

關東方の使者は︑︿略﹀京

此の城の要害はむしろ西にある︒

都へ向かったが︑何れも途中官軍に

十二柳7

﹇御捜﹈

︵五︶一

オサガス

押さへられて︑目的を達しない︒

︽ーシ︾

おさが・す

お座敷

オザシキ

スズメハ︑オホヨロコビデ︑

四856オザシキノ方デハ︑シン

マシタ︒

オヂイサンヲオザシキヘトホシ

一356

おざしき

おざしき ﹇御座敷﹈︵名︶4

よい酒を持ってゐます︒

四668囹 ちゃうどお酒もりのさ
いちゅうのやうですが︑私も

り

おさかもり ﹇御酒盛﹈︵名︶1 お酒も

サガシニナリマシタ︒

三535 ﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑方々オ

堂であるが︑それでみて︑これも不

いわし雲がぐんくふえて

思議に私たちをおさへっけようとし
ない︒

十一川7

古ると︑空一帯が灰色になって︑何

オサヘル

︽1へ・1ヘ

﹇押﹈︵下一︶9

だか頭をおさへっけられさうになり
ます︒

マシタ︒

テミマシタ︒

二414

オナカヲ︑上カラオサヘ

大キナアシデ︑ネズミヲオサヘ

一505シシガ︑目ヲサマシテ︑

ル︾

おさへる押さへる

おさ・える

網を引揚げる片端から︑海
海巻き上ぐる龍巻も︑
起らば起れ︑驚かじ︒

十一922図圃

面にさゴ波が起る︒

十一887

おさえづ・ける

二897 マタオコッテ︑ウスヲコ 八233田 これは遠い所といふ意味で︑
ハシテ︑火ニクベテシマヒマシ
大連の名も此のダルニーから起つた
タ︒

一夜︑

﹁︿略V︒﹂などといふ聲が起ります︒

四963わにざめは︑それを聞く 公演1すると︑大勢の中から
と大そうおこりました︒

四佃3 雲太郎は︑おこっていひま
した︒

おこ・る ﹇起﹈︵四・五︶22 起る
おこる

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︒ーレ︾﹇▽わき

め し に か な っ た のであらう︑

六α4 此のまこころが︑神のおぼし
大風が起って︑海はわき返った︒

六999 こんな大火事の起つたのも︑
或家の子供が︑マッチをすって︑其
のもえがらを土間に捨てたのが︑も

十一備7図然るに︑此の度は近畿地

とだといふことだ ︒

方に大芳心起り︑人々の困苦は前の

起らば起れ︑驚かじ︒
きんき

六礼8 命からがら逃出した者も︑し

出水の比にあらず︒

十一922図圃

ばらくは︑績いて起る鯨震に驚いて︑

とたんに妙なる樂の音が起

十二欄7図

つて︑朗かに天上に響き渡った︒

十二冊6

ききん

たゴ﹁︿略﹀︒﹂と言ふばかり︒

六研7 引績き起る鯨震に︑家は震ひ︑
地はゆれ︑

六閥7 其の頃︑東京市中は︑いたる

おさしむける一おざわろあん
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ルヰや近所ノ人が集ッテ︑ニ
ギヤカニ話ヲシテヰマス︒
十223足囲

お察し下さる

﹇御意﹈︵下二︶1

んが︑雷の音で目をさまして︑わっ
し下されたく候︒

手紙をした＼めしか︑よくくお察

如何ばかりの思にて此の

︽ーレ︾

おさつしくださ・る

五884 おざしきでねて居た春子ちや
と泣出した︒

十一401 お座敷では︑山田のをぢさ おさつしもう・す ﹇御察﹈︵五︶− お

おさな・い

︵五︶1

﹇幼﹈︵形︶1

おさとる

︽一

誰でも︑幼い時︑母や祖母に

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

九欄8

イ︾

幼い

尊は︑すぐに︑おさとりにな

﹇二尊﹈

いや︑御苦心の程お察し申

察し申す ︽ーシ︾

おさと・る

します︒

んとをばさんが︑おとうさんや分家
︵下一︶1

十六4園

﹇御 差 向 ﹈

のをぢさんなどと話をしてみる︒
おさしむ・ける
︽ ーケ︾
︽ーリ︾

おさし向ける

六68 すぐに︑二人用大將を︑兄う

イ︾

りました︒

六374

︽

﹇御授下﹈︵五︶一

かしの所へ︑おさし向けになりまし
た︒

おさずけくださ・る
オサヅケ下サル

三486囹 ドウゾ︑子ドモヲ 一人
オサヅケ下サイ︒

︽．1ヶ︾
あめのむらくものつるぎ

︽ーリ︾

おさず・ける ﹇御座﹈︵下一︶1 お授 おさま・る ﹇収﹈︵五︶1 をさまる
ける

六345 特に︑大切な天叢雲劒を尊 十伽10 其の箱が長さ約三百米︑幅約

道の修つた者が︑必ず人

も困られることがあるのですか︒

十二356圏
﹇収﹈︵下二︶1

をさむ

︽一

に用ひられるとはさまってみない︒
おさ・む

︽一

ろ
十悩5貸舟は爆音ををさめ︑櫓の音

メ︾

始めてのどかなり︒

治む

日本の國は︑わが子孫が治

﹇治﹈︵下二︶5

ム・ームル︾

おさ・む

五953囹

あしはら

むべき國である︒
すめみま

十一616黒身囹葦原の中つ御國は︑
古のふみ見るたびに思

皇孫の治むべき國︑

十一ー3図工

あしはら

ふかなおのが治むる國はいかにと

ヨ

牧メ得

︽ーメ︾

何だか申しわけがないやうな氣がい

少しでも納めさせていたゴ

たします︒

七価2圏

何とかして︑少しでも納め

くわけには行きませんでせうか︒

非常に調子よく飛んで︑五十

させていたゴけるやうにお願ひいた

七価9纒

します︒

九秒︑二百六十米といふ好成績を牧

九169

それにつれて︑つり床は正し

めました︒

九352

當時の殆どあらゆる階級の

く一定の場所に納められる︒

人々の作︑約四千五百首を二十巻に

十二965

牧めたのが萬葉集である︒

日本の國は︑わが子孫が治

呉鳳は︑何とかして︑自分の

むべき國である︒汝︑行って治めよ︒

五954囹

︽ーメヨ・ーメル︾﹇▽おおさめる

十二410図囹此の葦原の中つ國は︑ おさ・める ﹇治﹈︵下一︶2 治める

納める

尊は︑其のお櫛ををさめて︑
まことにお氣の毒だといふ

村會でさうきめたのですか

道を修めないのは君子の

少しも税金を納めないでは︑ おざわろあん ﹇小沢蕾庵﹈︹人名︺1

あのあらしにおさらしになったとは︒

十二柵11圏まあ︑此のお顔を荒狂ふ

︽ーシ︾

おさら・す ﹇御宮﹈︵五︶1 おさらす

のは世の中の恥でございます︒

恥でございますが︑君子を容れない

十二363囹

︽ーメ︾

おさ・める ﹇修﹈︵下一︶1 修める

を止めさせようと思って︑

治める部落だけでも︑此の悪い風習

我が聯Aロ艦隊が能ク勝 八133

レンガフ

﹇収得﹈︵下二︶1

我が子孫の治むべき所なり︒
おさめ・う
︽ーエ︾

十一601三園

ヲ制シテ前記ノ如キ早来ヲ十二得タ

収める

一龍︑徳の二つた君子で 七価1囹

ら︑納めなくてもよいのです︒

七佃9園

ことになりました︒

ので︑まあ︑今年は納めないでよい

七鵬6園

媛のお墓をおつくりになった︒

七62

をさめる

三十四米もあるのですから︑今日の

︽ーヅ︾

﹇収﹈︵下一︶9

にお授けになり︑又一つの小さい袋

十二3311園

おさ・める

ルモノハ︑
ります︒

恵あ

をさまる

大ていの船は︑ちゃんと中にをさま
お

おさま・る

︽ーリ・ール︾

治る御代に︑神様の

激しい御聖心は︑もうを
さまりました︒

十二齪9囹

ふぐや︑村祭︒

六155圃

治る

﹇治﹈︵五︶2

をお渡しになって ︑

﹇御忌﹈︵サ変︶1

きっとおさそひします

︽ ー シ︾

おさそい・する
さそひする

四834国

お定

から︑一二ちゃんと 一しょに待つ

︽ーメ︾

﹇御定﹈︵下一︶1

てるて下さい︒
める

おさだ・める

をお定めになって︑堀江をお開きに

七726昔︑仁徳天皇は︑此の地に都おさま・る﹇修﹈︵五︶2漁る
なり︑
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おし一おじいさん

ろあん

小澤藍庵
ろ あん

﹁︿略﹀︒﹂と︑叔父の聲︒

押上

のが惜しいやうな心持がした︒

一587

アル日︑モモタラウハ︑オヂ

イサントオバアサン ニ︑

オヂイサントオバアサン

﹁︿略﹀︒﹂トマウシマシタ︒

バ︑ タイソウヨロコンデ︑ モモタ

オヂイサ

タ︒

二653

オヂイサンバ︑イツノマ

見ルト︑オヂイサンノカ

オヂイサンバ︑︿略﹀︑イッ

シャウケンメイニヲドリマシタ︒

二667

リガスキデシタ︒

オヂイサンバ︑大ソウヲド

ンノオニガ︑アツマッテヰマシ

クレテヰル木ノ前二︑タクサ

二641

ニカ︑ネムッテシマヒマシタ︒

二634

マッテヰマシタ︒

ニカクレテ︑雨ノヤムノヲ

二63ーオヂイサンバ︑木ノアナ

タ︒

二623右ノホホニ︑大キナコブ
ノアルオヂイサンガアリマシ

ラウヲムカヘマシタ︒

一754

﹇御爺﹈︵名︶78

オヂイサン︑ヨクキテク

おちいさん

スズメハ︑オホヨロコビデ︑

スズメガ︑オヂイサンニ︑

オヂイサンバ︑タイソウヨ

オヂイサンニミテイタダ

ムカシムカシ︑オヂイサン

オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

タラウトナヲツケマシタ︒

カラウマレタトイフノデ︑モモ

一58ーオヂイサンバ︑モモノ中

イッテ︑ヨロコビマシタ︒

一564

ソノモモヲミセマシタ︒

ヘッテキタトキ︑オバアサンガ︑

一562オヂイサンガ︑山カラカ

カリニイキマシタ︒

キマセゥ︒

オヂイサンガ︑ホンタウニ

二705囹オヂイサンノ右ノホホ
ニアルコブヲ︑アヅカッテオ

カラナイトオモヒマシタ︒

マタ來テクレルカドウカ︑ワ

二697

イヒマシタ︒

二692 オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

イサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

一542オヂイサンバ︑山ヘシバ 二684 オニノ大シャウハ︑オヂ

トオバアサンガアリマシタ︒

一54一

ダサイマシタ︒

キマスト︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑ホメテク

一414

ロコビマシタ︒

一37一

イロイロゴチソウヲシマシタ︒

一36一

マシタ︒

オヂイサンヲオザシキヘトホシ

﹇355

ダサイマシタ︒

一351園

ン

おじいさん

十二冊2園何で此の身が惜しからう︒

どうかしてお目にかかりたいものだ

十一7410 今朝早く札幌神社へ品薄す 十192囹命が惜しくなったか︒
を ぢ
ると言って出掛けた東京の叔父は︑
十一6910園 それは惜しいことをした︒

叔父は︑︿略﹀かんこ鳥の︑

﹁︿略＞Q﹂と︑叔父が言った︒

十一759

朗かな中にも一種のさびしさを持つ

白い花の房をつけたアカシ

た聲が︑齢程氣に入ったらしい︒

十一773
やの並木路を︑叔父はステッキを思

﹇押合揉合﹈︵五︶

叔父の言葉は︑僕の胸に力

ひ切り振って行く︒

十一788
強く響いた︒

︽ーフ︾
さうして︑激しく押合ひも

押合ひもみ合ふ

おしあいもみあ・う

1
十一一681

み合ふ彼等の足もとには︑意外にも

﹇押上﹈︵下一︶1

深い谷底が口をあけて待ってるるの
である︒

おしあ・げる

ヲシイ

惜し

﹁︿略﹀︒﹂と︑磯にくだける波

︽ーゲ︾

八伽9

げる

﹇惜﹈︵形︶6

が︑船を陸へ押上げようとする︒

︽1・ーイ・ーカラ・ーク︾

おし・い
い

二453園コンナヨイ子ヲ︑ネズ
ミノォヨメサンニスルノハ
ヲシイ︒

オヂイサンバ︑﹁︿略V︒﹂ト

しかし︑何だか此のま＼寝る

イッテ︑ヲシサウナフウヲシマ

二715
シタ︒

七三6

が︒

れを思ふらむ待つらむさまのおもか

をぢ

﹁︿略﹀︒﹂と僕が言ふと︑

十一759

おし
﹇唖﹈︵名︶1 唖

﹇ 押 ﹈ ﹇ ▽ あ とおし・しりおし

げに見ゆ

十二塒4 小澤薩庵 父母の旅なるわ

おし

おし

︽ーシク︾

おし
才学8 談話は筆談か手まね︑急に唖
惜し

になったと同様である︒
﹇ 惜 ﹈ ︵ 形 ︶1

﹇伯父﹈︹話手 ︺ 1 0

へられて︑六條河原に斬らる︒

及び︑城遂に陥り︑重範惜しくも捕

十182図 其の後︑關東の大軍至るに

お・し

おじ

六悩5 をぢ﹁お＼︑よく來たね︒
六伽3 をぢ﹁少し話して聞かせよう
かな︒

六二8 をぢ﹁あ﹂︑お参りしたよ︒
六伽7 をぢ﹁さうだ︒
六伽6 をぢ﹁一番にぎやかな所かね︒
六燭3 をぢ﹁あ︑なるほど︑それは
わかるまい O

六礼4 をぢ﹁あれは上野公園にある︒
きよす

をぢ﹁さう だ な ︒

叔父

六気8 をぢ﹁あれは︑清洲橋といつ

奇麗9

をぢ﹁さうだね︒
叔父

ぢ

て︑隅田川にか＼つて居る︒
を

ぢためとも

﹇伯父﹈︵名︶8

六悩5
おじ
を

八欄7図園 叔父爲朝の弓のやうなら
ば︑わざと落しても與ふべし︒

を ぢ
十鵬2 僕は︑春休をハルビンの叔父
の所へ遊びに行くのである︒

十悩3 僕が急いで下りると︑突然︑

二944

トナリノオヂイサンバ︑

︿略﹀︑トノサマノォカヘリヲ

オヂイサンバ︑﹁︿略V︒﹂ト
マッテヰマシタ︒

二712

イッテ︑ヲシサウナフウヲシマ
オヂイサンバ︑ハヒ﹁ヲツ
オヂイサンバ︑トウトウシ

オヂイサントオバアサン

にやりました︒

ふしぎなおちいさんから︑

金のをのと︑銀のをのをも

三863
らったことを︑

三884青い水の中から︑おちい
かういふと︑おちいさん

さんが出て來ました︒

三895

のすがたは︑すぐ︑水の中に
消えて︑見えなくなりました︒

三902しばらくすると︑水の中
から︑おちいさんが出て励まし

した︒

四了7

した︒

浦島は︑︿略﹀︑しわだらけ

すると︑あのちゑのある
おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

四112

おちいさんがいひました︒

すると︑あるちゑのある

のおちいさんになってしまひま

三梱6

ほが︑急にきつくなりました︒

に見えてみたおちいさんのか

すると︑今までやさしさう

バ︑シンパイシテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑

かういふと︑おちいさん

ちいさんが︑出て來ました︒

三817

のすがたは︑すぐ︑水の中に
しばらくすると︑おちいさ

消えて︑見えなくなりました︒

三822

んが出て來ました︒

三913

た︒

タ︒

アサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三506

アル日︑オヂイサントオバ

毎日︑神サマニオイノリシマシ

三496オヂイサントオバアサン

ガアリマシタ︒

三484

バラレテシマヒマシタ︒

二967

カンデマキマシタ︒

二955

シタ︒

ノダカラ︑ヨホド大ジナモノ

二717囹 オヂイサンガヲシガル
ニチガヒナイ︒

二73一 オヂイサン バ︑ユメヲミ

テ ヰ タ ノ デハナイカトオモ
ヒマシタ︒

ヲ

二836 ムカシムカシ︑アル所二︑
オヂイサンガアリマシタ︒

オヂイサンガ︑ソコ

ホッテミマスト︑

二852
二86一 トナリノオヂイサンバ︑
ヨクノフカイ人デシタ︒

犬ヲカハイガッテヰタオ

二867オヂイサンバ︑オコッテ犬 三80卜すると︑その水の中から︑
ヲコロシテシマヒマシタ︒
まつ白な長いひげの生えたお
二872
ヂイサンバ︑大ソウカナシミマシ
タ︒

二88一 オヂイサンバ︑ソノ松ノ
木デ︑ウスヲコシラヘマシタ︒
二89一 トナリノオヂイサンバ︑

竹取のおきなといふおち
おちいさんはよろこんで︑

いさんがありました︒

四266
四281

この子を見つけてから︑

手のひらへのせてかへりました︒

四286

おちいさんの切る竹からは︑

おちいさんは︑今度こそ︑

いつもお金が出て來ました︒
それで︑おちいさんはだん
だんお金持になりました︒

四288

木こりの落したてつのをのを
おちいさんは︑︿略﹀︑金の

をのと︑銀のをのを木こり

三852

持って︑出て來ました︒

三843

三831 おちいさんのすがたは︑
マタソノウスヲカリニ來マシ
タ︒
また水の中に消えました︒
二903犬ヲカハイガッテヰタオ 三餌1 おちいさんのすがたは︑
また水の中に消えました︒
ヂイサンバ︑ソノハヒヲモラッ

テ來マシタ︒

タ︒

V

オヂイサンバ︑カレ木ニ

二913 オヂイサンバ ヨロコビマシ

一一

ノボリマシタ︒

X2

おじいさん一おじいさん

292

かぐやひめといふ名をつけまし

四294おちいさんは︑この子に

た︒

いってゐました︒

四303 おちいさんも︑﹁︿略﹀︒﹂と

おちいさんやおばあさん

おちいさんはおどろいて︑

が︑なぜ泣くのかと聞きます

四317

と︑

四331

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

て︑かぐやひめをひき止めたい

四335おちいさんは︑何とかし

と思ひました︒

四346 おちいさんの家のまはり
は︑兵たいがいくへにも取り

かぐやひめも︑今はし方

かこみました︒

四362

がなく︑泣いてみるおちいさん

大きな岩があって︑その

とおばあさんに向かって︑

そばに︑一人のおちいさんが

四594

立ってゐました︒

おちいさんからもらった酒を

四676 頼光は︑﹁︿略V︒﹂といって︑

取出しました︒

すると︑おちいさんとおばあ

さんが︑一人の娘を中に置いて︑泣

五206

いてるました︒

になると︑おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

五211 ﹁︿略﹀︒﹂と︑みことがお尋ね

午後︑おちいさんが︑さかな

と申しました︒

五917

293
おしいる一おしえる

釣りに行かれるので︑僕もついて行
つた︒

六482 おちいさんにいたゴいた目が

ねの玉と︑おとうさんに買ってい

十一備8図
そうしょ

一切纒は︑佛教に關する

書籍を集めたる一大叢書にして︑此

しょせき

の教に志ある者の無二の寳として貴

三千人の弟子の中︑顔回ほ

ぶところなり︒

十二305

教へる

ヲシヘル

︽1へ・ーヘル︾

﹇教﹈︵下一︶3一

をしへる

おし・える

かう言って︑掛の人は︑其の

カードを教へてくれた︒

九944

と︑祖父も︑﹁︿略﹀︒﹂と教へてくれ

コレカラ︑ユビノクミ 九帯2 早速其の事を祖父に言ひます

カタヲヲシヘマスカラ︑ミンナ

二774園

北斗は︑ほんたうに利口で︑

ました︒

母語こそは︑まことに我我を

く畳えるし︑

すなほです︒教へることは何でもよ

九梱8

デヤッテゴランナサイ︒
いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とをしへて

た団いた小さい轟目がねが出て來た︒

ど其の師を知り︑師の教を守り︑師

くれました︒

﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑に

の教を實行ずることに心掛けた者は

四183

六896 うちのおちいさんの子供の時
なかった︒

オモシロイ事ヲ教ヘテ上ゲ

誰にも教へてもらはないの
四時頃︑おかあさんに教へて

ブラジル等に住んでみる日本

興り多いのでまごくしてる

何でも教へてくれる父が︑此

やうにする︒

げてあるでせう︒

ないことだと︑ふだんから教へて上

ことは︑心様に射しても申しわけの

十一1911園

生き物をいぢめるといふ

の事になると︑何時でもはねつける

十備10

て下さった︒

ると︑︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂と親切に教へ

十115

子供たちに母語を教へてるる︒

人は︑日本語學校を建てて︑自分の

九欄4

のである︒

育て︑我々を教へてくれる大恩人な

どこに居るか︑どうぞ︑早 九旧4
くをしへて下さい︒

五449園

から︑もう︑これがあったといふこ

師の教を實行ずることに心

五爵8囹海の神様が︑きっと︑あな

ます︒

さうして︑顔回なればこそ︑ 五佃7囹私が︑よい事を教へて上げ

實行ずることが出來たのである︒

此の最もむつかしい教を︑其のま＼

十二383

掛けた者はなかった︒

十二306

とです︒

歯していた〜いて︑一つ一生けんめ

九柵9圏 うん︑おちいさんによく指
いにやって見るか ︒

十653 おちいさんが︑孫を寝つかせ
ようとして話をしてみる︒

ヨウ︒

六201圏

たによい事を教へて下さるでせう︒

る時︑たゴだまってみるので︑何だ

七403

です︒

六562園

さて退いて一人でみる時 六559園 誰に教へてもらったの︒

他の弟子は︑教について

をこらしてみる︒

は︑師の教について何か自分で工夫

十二388囹

かぼんやり者のやうに思はれるが︑

十662 おちいさんは︑口をむにやむ 十二386園顔回は予の前で教を受け
にやさせて︑中々答へない︒
ちゅうぶう

押入る

十備10囹中風で︑足もろくく立
﹇押入﹈︵下二︶1

たないおちいさん が ︑

おしい・る
︽ーレ︾

いた比いて︑にいさんと二人でまき

九463図 大きなる袋に長四郎を押入 十二391園

いろく質問もし︑それで予を啓護

午後︑又おかあさんに教へて

小さい時から研究心の強か

つた先生のことですから︑聾唖學校

十一442

で氣の毒な子供たちを教へるやうに

道がわからなかったので︑

いの苦心ではありません︒

教へる方も教へられる方も︑並大て

不自由な子供たちのことですから︑

しかし︑何分にも耳や口の

なると︑

今度は先生に一人叢々滑り方を教へ

十一445

遊んで居た満洲人の子供に尋ねます
ました︒

と︑日本語ではっきりと教へてくれ

八254国

植ゑました︒

いたゴいて︑にいさんと朝顔を鉢に

七458

れ ︑ 口 を 封 じ て ︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑袋

へたてる ︽ーテ︾

教

いやく︑彼とても︑昔

一言半句の教のために︑

の御佛に教を聞かなかったとは限ら

十二柵1園

ました︒
︽ーフ

してくれることがある︒
教ふ

を柱に掛けられた り ︒
﹇教﹈︵下 二 ︶ 3

ない︒

ル︒一へ︾

おし・う

九456図圏 誰に教へられて刷れるぞ︒

十二備1囹

教

﹇教立﹈︵下一︶1

此の身を捨てる我を見よ︒

九458図囹 いな︑教へられたるには
候はず︒

﹇教﹈︵名︶ 1 0

十943図園 汝は教ふるに足る者なり︒おしえた・てる
おしえ

ていたゴいた︒

雪の上の署しい早食がすむと︑
﹁槍はかう突くものだ︒﹂﹁かう梯ふ

八966
ものだQ﹂と教へたてた︒

五十人の中間に︑一人翼々︑
して眞淵の教を受け︑師弟の關係は

十一7311 其の後︑宣長は絶えず文通 七876
日一日と親密の度を加へたが︑

おしおき一おじさん

294

した︒

︵五︶一

ヲシガル

オヂイサンガヲシガル

﹇惜﹈

二721園

︽ール︾

おしが・る

十一445 教へる方も教へられる方も︑
並大ていの苦心ではありません︒

十一伽6 大木から長くひげのやうに
ぶら下る﹁さるをがせ﹂などを吉川

オジギ

お

ノダカラ︑ヨホド大ジナモノ
﹇御辞儀﹈︵名︶6

ニチガヒナイ︒
じぎ

おじぎ

孔子は弟子に道を説くのに︑

先生に教へてもらった︒
十二3610

弟子の才能に鷹じてわかる程度に教
へた︒

ドノオニモ︑大シャウノ

二745園

ヲヂサン︑

コンヤモ︑

マ

テイリウヂヤウ

次ノ停留場へ來三時︑ヲヂ

サンバソコデ下りルノカト思ツタラ︑

五爵6

下りマセンデシタ︒

タ︒

火事は︑をぢさんのうちの

ヲヂサン︑早クセンドウ 五佃一 ヲヂサンモ︑コ・デ下りマシ

張出ゲエヲシテ見セテクダサ
イ︒

二764園

ます︒

六934

翌朝︑おかあさんに呼起され

んが︑うちに曾て居られる︒

て目をさますと︑をぢさんやをばさ

六958

て︑僕は恐しくなった︒

をぢさんのうちの方角と聞い

方角だから︑わたしは見まひに行き

をぢさん︑およしなさい︒ 六929園

サンヲ見地テクダサイ︒
三286圏

三947 ソノ自動車ニノッテ來タ
ラシイ︑三入ノ知ラナイヲヂサ
ンガ︑立ッテヰマシタ︒

三964﹁︿略﹀︒﹂トイヒマスト︑ヲ

一一647

オ心門オジギヲシテハ︑カハ

十二372 ﹁仁﹂についても︑或者に
は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と言ひ︑︿略﹀︑或者に

足車ヲ

ゆふべの火事で︑をぢさんの

六977

をぢさん︑きのふは︑おみ

すると︑をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂

六959

六983

ばさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

おとうさんは︑をぢさんやを

うちも焼けてしまったのださうだ︒

三佃1圏 それなら︑をぢさんにそ
のかめを費っておくれ︒

六道2囹

タ︒

ケフハ︑コンナニモミ

をぢさんは︑先づ第一に宮城を拝み

六道5園東京騨で汽車を下りると︑

それから︑をぢさんは︑擶

に行った︒

を

をぢさん︑東京で↓番にぎ

大きくなったら︑をぢさん

ぢ

七472国

ば

叔父さんや叔母さんもおか

を

が︸度連れて行って上げよう︒

六悩5園

やかなのは︑何といふ所ですか︒

六囲3園

國神社へもお参りして來た︒

くに

どうか︑をぢさんや︑をば 言語8園
スグ前ニカケテ居タヨソノヲ

ナガラ︑アツチへ行キカケマシタ︒

五井3

ヲヂサンバ︑﹁︿略＞Q﹂ト言ヒ

ヂサンガ︑︿略﹀︑立ツテ下サイマシ

五霞6

さんによろしく︒

五894国

ヲバサンモ早クカヘルヨ︒

ガホシテアルカラ︑ヲヂサンモ︑

四514園

やげをありがたうございました︒
四476 ヲヂサンノウチデハ︑庭
一パイモミガホシテアッテ︑足
六二1囹 をぢさん︑東京のお話をし
ノフミバモナイクラヰデシタ︒
て下さい︒

マス︒

四472 川一ツコエテ向カフノ
村二︑ヲヂサンノウチガアリ

ハヅシマシタ︒

ル問二︑ウンテンシュ

ヲヂサンガカウイッテヰ

ヂサンバ︑只略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

押込

ヲヂサン

叔父さん

﹇伯父﹈︵名︶58
ぢ

叔父さん

マサヲサンガ︑ヲヂサンノ
へ︑オツカヒニイキマス︒

三974

ルガハル立ッテ︑ヲドッテヰマシ

おじぎをしました︒

三川6 大きなかめが︑舟のそば
へおよいで過て︑ぴょこりと

タ︒

は﹁むつかしい事を先にすることで
ある︒︒﹂と教へた︒

克って禮に復るのが仁である︒﹂と

かへ

十二376 ところで身心には︑﹁己に
か

教へた︒

二人ハ︑喜ンデ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

僕がおじぎをすると︑みんな
僕等を見てにっこりしたの
﹇押込﹈︵下一︶1
︽ーメ︾

おじさん

て︑唐綜檬が押込められて居ます︒

八429囹あの中には石のらうがあっ

める

おしこ・める

で︑僕は帽子を取っておじぎをした︒

十二鵬7

勢よく双手をする︒

十二1

テ︑カケマシタ︒

言ヒナガラ︑テイネイニオジギヲシ

五柵2

其の實行方法として︑ 四873 ニイサンバ ニコくシテ︑
ミンナニオジギヲシマシタ︒

﹁︿略V︒非禮は言ふな︒非禮に動く

十二3710

一己︑お前は誰に今の言

な︒﹂と教へた︒

十二⁝川5園

葉を教へられたのか︒

十二川7園 どうか残りを教へて頂き
たい︒

十二㎜6團 さうして︑あなたの友人
にも︑日本語を教へておあげなさい︒

おしおき ﹇御仕置﹈︵名︶1 お仕置

十燭1圏 若しこれをお仕置にすると

押し

いふことになれば︑今後忠義をはげ
﹇押掛﹈︵下一︶1

ます道がないであらう︒
おしか︒ける

をぢさん

を

かける

トコロ

一222

︽ーケ︾

かり︑私たちの前へ押しかけて來ま

八532 兵隊さんは︑やれ嬉しやとば
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おじさんたち一おしなべて

はりなく︑君も元氣ださうで︑何よ
りです︒

十一401 お座敷では︑山田のをぢさ
んとをばさんが︑おとうさんや分家
のをぢさんなどと話をしてみる︒

十一402 お座敷では︑山田のをぢさ
んとをばさんが︑おとうさんや分家
のをぢさんなどと話をしてみる︒

十一424 ねえさんは︑山田のをぢさ
ん・をばさんと一しょに車に乗った︒

ごに北海道の牛乳をかけてたべると︑

十一753園 叔父さん︑北海道のいち
ほんたうに北海道の味がするでせう︒

十二885

をぢさんの手際に見とれな

がら︑何時の間にか︑よく聞かされ

不意に現れた三千饒りの敵

た戦孚談を思ひ浮かべる︒

十二889
と出合つたをぢさんの大隊は︑五六
百の小勢でぶつつかって行った︒

をぢさんは︑不自由なが

社殿の方を見やった︒
十二932囹

ですよ︒

十一395 髪結さんが︑ 一生けんめい

に︑ねえさんのお支度をしてみると

ころだった︒

る︒

富士川が注いで︑其の濁流を

遠く海上に押出してみるのが見られ

九棚2

しゃいませ︒

から︑しばらく目をつぶっていらっ

五佃1園今︑此の舟をおし出します

押出す ︽iシ︾

おしだ・す ﹇押出﹈︵五︶2 おし出す

見れば︑をぢさんの胸には︑

らもかうして生きてみる︒
しやうい

十二939

石段を下りる時︑正一君も

軍人傷心記章が輝いてみた︒

十二945

僕も︑をぢさんに寄りそって助けよ

ヲヂ

をぢさんは︑﹁ありがたう︒

うとすると︑

十二946

ヲヂサンタチ三人

ハ︑

ハ︑ヲヂサンタチニ︑

︹署名︺2 ヲヂサン

ヲヂサンノウチ

﹇押立﹈︵下一︶1 押立

向かふに︑日月を金銀で現し

た錦の御心を押立てて居る者がある︒

おしつぶ・す ﹇押潰﹈︵五︶1 押しつ

﹁ぶすり︒﹂と押しつぶすやう

ぶす ︽ース︾

な音がした︒

十稲3

おしとお・す ﹇押通﹈︵五︶1 押通す

しっそ

乃木大望が︑一生を忠誠質素

︽iシ︾

で押通して︑武人の手本と仰がれる

七椰9

やうになったのは︑

おしなべて ﹇押並﹈︵副︶1 おしなべ

皆さん︑そろくおしたく て

おしたく

七563

ヲヂサンタチハ︑私タチニ︑ てる ︽ーテ︾

おした・てる

てて彼方に現れたり︒

武者二十騎ばかり︑源家の白旗押立

十二496図此の日思ひもかけぬに︑

︽ーテ︾

スッカリシゴトガスムト︑おした・つ ﹇押立﹈︵下二︶1 押立つ

﹇伯父達﹈︵名︶3

ひとりで大丈夫だよ︒

ノウチ

をぢさんは︑にこくしな 四目9

四471八ヲヂサンノウチ

八

醤油屋のをぢさんが︑よ おじさんのうち

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三99一

リマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑自動車ニノ

三983

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ〇

ウンテンシュ

三98一

サンタチ

おじさんたち

ところが︑突撃前の大事な

時になって︑運悪くをぢさんの輕機

十二8811

をぢさんが負傷したのは︑

關銃が急にきかなくなった︒

十二895

をぢさんは︑たゴもう夢中

其の時であった︒

十二896
で故障を直した︒

始めて氣がついたをぢさん

は︑血まみれの軍服を切開いて︑す

十二8910

ぐ止血をし︑ほうたいをしたが︑

十二777團 かさこそと︑ 非ざをで

あの木の梢をつ＼いてるた隣のを

をぢさんは何時も話の終に︑

こ＼まで至ると︑きまった

がら言った︒

十二911

ろしくといはれました︒

十二908園

やうにをぢさんは涙ぐむのである︒

十二904

口ぐせのやうに言ふ︒

﹁あげ 十二901

ぢさんは︑今みない︒
ふとほ＼笑んで︑

ようか︒﹂と︑投げてくれた をぢ

十二7710圃
さんは︑よい人だつた︒

十二787魍私はじっと梢を仰ぎ見た︑
今は部隊長になって︑ 遠い戦地
に行ってみるをぢさんを思ひながら︒

十二868園 をぢさん︑負傷された時
は痛かったでせう︒

︽ーメ︾

をぢさんは︑何時までも頭おしすす・める ﹇推進﹈︵下一︶1 お
し進める

びぶん

をぢさんは︑﹁お＼︑三郎 十二柵11其の極致は︑彼の後上者に
よって︑遂に西洋の微分・積分に封

お支度

﹇御支度﹈︵名︶2

比すべきものにまでおし進められた︒

七88園

おしたく

をぢさんこそ︑脚がわる

﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑もう一度

十二931すると︑をぢさんは︑

いのに大黄ぢやありませんか︒

十二9210園

さんか︒

十二927

を下げて拝んでみる︒

をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言 十一一921

つて︑樽を廻しながら︑トンくと

十二869

た＼いてるる︒

十二878 をぢさんの答は︑どこか軍
人らしいところがある︒

十二882 やさしいをばさんは︑僕に
もかう言ってから︑何かとをぢさん
の世話や︑仕事の手傳を始めた︒

おしのける一おしよせる
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つぼみ

﹇押退﹈︵下一︶1

十㎎4図 蕾おしなべて固し︒
おしの・ける

押し

てるた︒

おしみもう・す

惜し

命は惜しみ申さず

﹇惜申﹈︵四︶1

み申す ︽ーサ︾

︽iケ︾

のける

十一一剛6畷囲私
候へども︑朝敵と共に身命を捨て候

十二899 すると︑後の職友がはひ寄
事は︑朝廷へ恐れ入り候事と誠に心

おし・む﹇惜﹈︵四・五︶9惜しむ

痛致し居候︒

つて︑﹁早くほう た い し ろ ︒ ﹂ と 押 し

おしは

のけた︒

﹇推量﹈︵四︶1

︽ーリ︾

おしはか・る
かる

七儒5此のテープの端々を︑見送る

十二534図 居並ぶ大名・小名︑二人 余ーマ︒ーミ・ーム︒ーン︾
の心をおしはかりて︑袖をぬらさぬ
持合って︑互に別れを惜しむのです︒

︽ーメ︾

オカアサンバ︑イソイデア

おかあさんが︑雨戸をぴ

マドラ︑オシメニナリマシタ︒

﹁427

四鵬5
あまてらすおほみかみ

しゃりとおしめになりました︒

自分の部屋へ露って居た和尚

へ や

雪舟を引つばつて本堂へ行きました︒

六麗5

さんは︑しばらくすると︑雪舟がか

はいさうになりました︒

はいりになって︑岩戸をおしめにな

思って︑和尚さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と追

五13天照大神が︑天の岩屋へお 六字5 かまれては︑かはいさうだと

オ正月

﹇御丈夫﹈︵形状︶2

和尚さんは驚きました︒

両軍互に押寄せて︑其の間

わっかに三町ばかりとなれり︒

八331図

﹇押寄﹈︵下二︶1 押寄す

お丈夫ではないんですから︒

十﹁419圏殊におかあさんは︑さう

す︒

八191困皆さん︑お丈夫で何よりで

夫

おじようぶ

六餌1

じっとして動きません︒

ひましたが︑ふしぎに︑ねずみは︑
﹇御釈迦様﹈︹人名︺1

此の修行者こそ︑たゴ一す

︹著名︺2
オ正月

十一 オ正月
﹇御正月︺︵名︶5

お丈

りました︒
しゃか

おしゃかさま
お繹迦様

十二宙4

月︒

草野次郎の如きは︑夜︑敵の

船に押寄せて︑首を二十一取って︑

六577

待ちきれず︑こっちから押寄せた︒

我が軍は︑敵の攻寄せるのを

元から押寄せた船でおほはれた︒

博多の沖は︑見渡すかぎり︑

はかた

セ・ーセル︾

おしよ・せる ﹇押寄﹈︵下一︶15 押寄

六565

をしやう

﹇和尚﹈︵名︶5 和尚

いよいよ敵の船に押寄せたが︑

敵の船に火をかけて引上げた︒

六592

高くて︑上ることが出來ない︒

が︑又押寄せて來るのは明らかであ

敵は︑一先づ沖の方へ退いた

六604
かう言口ひながら︑和⁝同さんは︑

頃︑或日︑ 和尚さんに大そう叱ら

六㎜6

れました︒

をしやう

前鑑8 お寺の小僧になって間もない

せる ︽

一一613囲タカイ山コエテ︑ ヒク
イ山 コエテ︑ 早ク來イ︑オ正月︒
二616圃雨ガフッテモ︑ユキ

六573

おしょうさん

お正月に なりました︒

四柵3 そのうちに年がかはって︑

ガフッテ モ︑ 早ク來イ︑オ正月︒

二606圏
早ク來イ︑オ正月︒

︽ーセ︾

オ正 おしよ︒す

ぢに道を求めて止まなかったありし
しゃか
日のお繹迦檬であった︒
おしょうがつ

二目2

人々は︑互にハンケチや帽子

二603

十一

を腕の績く限り振って︑別れを惜し

間もなく去って行かねばなら おしょうがつ
月

何で命を惜しみませう︒

お正月

ぬ日本に︑なごりを惜しんで居るの

行く春を惜しむ心が︑そろ

弓を惜しみたるにあらず︒

二605圃イクニチタッタラ︑ オ正

るのだ︒

十糊6園散ればこそ︑花は惜しまれ

十204園

く胸にせまって早る︒

九53

八佃6図圏

かも知れません︒

八51

みます︒

七百3

人々と見送られる人々が︑しっかり
おしまひ

﹇御仕舞﹈︵名︶1

はなかりけり︒

おしまい

オ

十備3囹 あ＼いふ連中が今度も出る
﹇御仕 舞 頃 ﹈ ︵ 名 ︶ 一

やうでは︑選墨もおしまひだよ︒
おしまいごろ

シマヒゴロ

ニ佃6 オシマヒゴロ ニナルト︑

おしま

ニイサンバ︑大キイコエヲ出シ
テ︑カゾヘマシタ︒
﹇御仕舞﹈︵五︶2

︽ーヒ︾

おしま・う
ふ

四閥6囹 羽衣をお返ししたら︑
あなたは︑まはずにかへってお
しまひになるでせう︒
五郎4 けれども︑魚は一匹も釣れず︑

る時︑泣いて別れを惜しむ童生たち

これは︑博士が札幌を去
に残したといふ有名な言葉だよ︒

十一785園

その上︑大切な釣針まで︑魚に取ら

︿略﹀︑しきりになごりが惜しまれま

十﹁榴11田長いと思った欧洲航路も︑ さん 和尚さん

れておしまひになりました︒

おしまはんとうやこしみさき ﹇渡島半
をしま
島矢越岬﹈︹地名︺1 渡島半島矢越

す︒

ル おしめる

十715 かうして︑翌朝四時頃には︑ おし・める ﹇御締﹈︵下一︶3 オシメ

岬

渡島半島矢越岬の沖合にさしか＼つ

をしま
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おしらせする一おせわ

る︒

六764

賊は︑﹁それ︑敵が出た︒

人 も の が す な ︒ ︒﹂と押寄せた︒

げきぢやう

一

﹇押﹈︵五︶4

押す

︽ーサ・一

僕等の船は︑左右の網船から

さをで押されながら︑網の外へ出る︒

八溜8

シ︾

お

お・す

︵サ変︶3

徳川の恩義を思ふ奮臣たちが︑おめ
﹇御知﹈

おめと江戸城を明渡すはずはない︒
おしらせ・する

八202國此の前︑大連の町の名に︑

しませう︒

日は少し兵螢生活の檬子をお知らせ

ボーイがさう言って來たので︑

﹁あじあ﹂の印のはいった用
つたスタンプを入れて︑

紙に手紙を書いて︑今朝押してもら

十欄4

大神のおすがたが︑鏡にう

おほみかみ

五49

少彦名のみことは︑もう︑お

つりました︒

五657

水を汲まうとして︑ふと井戸

姿が見えなくなってしまひました︒

五牲2

の中をのぞくと︑美しい神様のお姿
が︑すみきった水にうつって居ます︒
お好き

どうなりともお好きなや

﹇御好﹈︵形状︶1

十二備8園

おすき

お救ふ

江戸市民を救ひ給うたばか

﹇御救﹈︵五︶1

うになさいませ︒

おすく・う

十二悩5

︽ーヒ︾

た尊は︑生残つた悪者どもを平げて︑

なほも東へお進みになりました︒

やがて︑野外統監部へ天皇旗

︽ーメ︾

おすす・める ﹇御記﹈︵下一︶1 お進

める

みこと

けれども︑命があまりおす︑

お

をお進めになって︑御統監の大元帥

八568

﹇御勧﹈︵下一︶1

陛下がお出ましになりました︒

押すな

世話

りました︒

三柵4園

︽一

オ

さあ︑これへおすわり下

おすわりなさる

ソレデハ︑シャウジノ

お

さあ︑こ＼へちよつとお

おせわ

どうも長くおせわにな

おせわ ﹇御世話﹈︵名︶4

すわりなさい︒

十一201園

ムカフ詩劇スワリナサイ︒

二751園

イ︾

スワリナサル

おすわりなさ・る ﹇御座﹈︵五︶2

さい︒

十二備5園

おすわり下さる ︽ーイ︾

おすわりくださ・る ﹇御座下﹈︵五︶1

でつめかける︒

階附の乗合自動車が︑押すな押すな

十二柵9

其の間を︑がっしりした二

おすなおすな ﹇箔押﹈︵名︶1 押すな

お取代へになりました︒

めになるので︑︿略﹀︑釣針と弓矢を

五胴3

す＼める︽ーメ︾

僕は︑ノートに二つ押してもらったG おすす・める

十佃2

しませんか︒

七482圏君は軍人が好きだから︑今 十研10囹 ﹃あじあ﹄のスタンプを押

六769 賊が︑四方からこれを目がけ 知らせする ︽ーシ︾
て押寄せると︑城から大きな石を四

えいぐわくわん

五十︑一度に落したので︑絵革百人
か殺された︒

日露画品の將軍馬の名を取って︑大

七682 堀端の町には映童里館や劇場
山通とか乃木町・東郷町とかいふの

にちろ

があって︑人の波が後から後から押

お汁粉

お城

お姿

其の話は︑又次の時お知ら おすがた ﹇御倉﹈︵名︶3 おすがた

せしませう︒

八278国

があることをお知らせしました︒

寄せます︒

海が珍しく︑夏はこ＼へどっと押寄

八258国奥地に住んで居る人たちは
せて︑盛に海水浴をします︒

クモハ︑ヤガテ︑後ノ方ノ足

﹇御汁粉﹈︵名︶1
しゅほ

酒保へ行って︑お汁粉や大

﹇御告﹈︵名︶1

お白酒

殿には︑お城の破損を御存
﹇御白酒﹈︵名︶1

お進む

りか︑危き日本の運命をもお救ひに

あられひしもちお白酒︑

﹇御進﹈

あやふい御命をお助りになつ

︵五︶1

花︑

六391

︽ーミ︾

おすす・む

いのである︒

なったと言って︑決して過言ではな

おとうさん︑子馬は牡です
か︑牝ですか︒

九価3囹

おす﹇雄﹈︵名︶2牡

供へてけふのひなまつり︒

怪事3圃かはい＼ぼんぼり︑桃の

おしろざけ

じありませんか︒

七769園

おしろ

に花を咲かせるのも此の時です︒

福餅をたべながら︑お國じまんの話

七504国

おしるこ

サンノ細イ綜ヲ引出シ始メマシタ︒

ヲ動カシテ︑オシリノ所カラ︑タク

五775

九857 富田城がまだ取れないのに︑ おしり ﹇御尻﹈︵名︶一 オシリ
敵の大軍が押寄せたのでは︑味方の
勝利がおぼつかな い ︒

十579 非常な速さで押寄せて來た︒
﹁津波だ︒﹂

り時代の波は押寄せるものと見えて︑

十二282 のんきな筏流しにも︑やは
近頃は護動機船にぼつぼと威勢よく
引かせながら︑

十二672 どんな大軍が押寄せたとし
ても︑︿略﹀︑あの無数の狭間から撃

ちかけられ射すくめられては︑全く
たまったものではない︒

十二佃7 此の廣場を中心として︑す
こぶる不規則に射出する七つの街路
を︑人の波︑車の波が刻々と押寄せ

十二佃6 そればかりか︑追討の官軍

九備5園牡さ︒

る︒

が忽ち江戸表に押寄せるとすれば︑

おせわなしくださる一おそれいる
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さすけ

しになりながら︑﹁︿略V︒﹂とおつし

劒をおそへになって︑みことにお渡

前に迫る此の危急をさけるのに全力

朝は誰よりも早く起きて研究

おそく

したが︑︿略﹀︑かへらなければな

四323園長い間おせわになりま 十723 東海丸の船長久田佐助は︑眼

物

﹇遅﹈︵形︶1

おそし

︽一

恐らく︑青銅の鳥居では日

名所見物に雨がい＼と言ふ

本一だらう︒

六器1園

十381囹

恐らく遠い所は晴れてみるの

のは︑恐らく天下に君一人だらう︒

寄手が勢込めば勢込む程︑

であらう︑地平線の上だけが明かる

十紹2

い︒

恐らく此の見せかけの廣場が役立つ

十二683

に違ひない︒

レ︾

かぶと

の入來るを今やおそしと待つところ

お側

波にた団よふ氷山も︑

﹇恐恐﹈︵副︶4

恐る

恐るく近寄って見ると︑死

今は逃ぐることもかなはず︑

しばらくして︑兄は恐る

﹇恐入﹈︵四︶1 恐れ入

ういふお方でございますか︒﹂

く近寄って︑コ膿あなたは︑ど

十﹁湖10

恐るく後に從ひて其の家に至る︒

九撹8図

申しました︒

八383 萬壽は干るく︑﹁︿略﹀︒﹂と

であった︒

人と見えたのは︑ふすまにかいた書

七192

く

おそるおそる

恐れて從ふことを欲せず︒

とすれば︑土人の從者行手の危瞼を

十一9411図山を越えて東岸に出でん

來らば流れ︑恐れんや︒

十一919正坐

お供

一番末の弟が︑お供物のおだ

﹇御供物﹈︵名︶1

の際にかしこまる︒

七㎜3

﹇御供﹈︵下一︶1

んごをたべたいと言出した︒

︽一へ︾

おそな・える
へる

おかあさんは︑豆をたく

﹇御側﹈︵名︶1

お側

大君のお側で死なう︑かへ
﹇御側近﹈︵副︶1

りみはしない︒

十二977

おそば

さんいつて︑ますに入れ︑神だ
なにお供へになりました︒

四倣6

お供

に︑義義は冑を脱ぎ︑弓取直して幕

十二513図頼朝は上座にひかへ︑弟 おそ・る ﹇恐﹈︵下二︶2 恐る ︽一

シ︾

おそ・し

時寝たかも知らない事が多かった︒

つて居るので︑家族の人は︑彼が何

室に入り︑夜もおそくまで閉ちこも

八863

﹇遅﹈︵名︶1

やいました︒

此の作業が終る頃は︑日没

﹇襲掛﹈︵五︶1

て︑濃霧が一面に立ちこめる︒
おそいかか・る

かさぎ

﹇襲奉﹈︵四︶1

︽ーリ︾

山の行在所をおそひ奉りし時︑

︽ーツ・ーフ︾

おそ・う﹇襲﹈︵五︶3オソフおそ

あんざい

おそく

を蓋くしたが︑しかしもうおそかつ
た︒

此の時高菜上ったのは︑︿略﹀︑

りません︒

七悩9園たゴ村のお世話になって居

おそ
ふ

デ行ツテ︑不意二敵ノ軍艦ヲオソフ

おそなえもの

﹁︿略﹀︒﹂とばかり︑各戦車

ひか＼る︽ール︾

げんこう

おそひ奉る

おそいたてまつ・る

側面におそひか㌧る︒

は︑戦翻隊形を取って血戦車群の左

十二8210

おそ

のおそい北洋にも夕暮が次第に迫つ

十一866

さに過ぎなかった︒

速度もおそく︑人の歩くくらみの速

置旧6

何だか申しわけがないやうな氣がい

ながら︑少しも税金を納めないでは︑

たします︒

︽ーレ︾

﹇御世話下﹈︵下

九稲3園 いろいろ︑お世話になりま
した︒

お世話なし 下 さ る

おせわなしくださ・る
二︶！

十214圓囲村の方々は︑朝に夕に︑
いろいろとやさしくお世話なし下さ

﹇御洗濯物﹈︵名︶1

れ ︑ ﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄と︑親切に仰せ下され
候︒

おせんたくもの

おせんたく物

オソイ

六554囹向かふの家の︑おせんたく 十147図 元弘の昔︑賊の大軍︑笠置
物が見えます︒

﹇遅﹈︵形︶7

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

おそ・い
い

ト思ッテ︑イタ寸イタ栗ヲ

四517シカシ︑私ハ︑オソクナル 六柵3 時ニハ︑敵ノ港ノ内ヘシノン
コトモアル︒

ところが︑火は︑たちまち元

おそばちかく
近く

火は前後二回おそったが︑元
帥のさしっと︑集って來た人々の働

︸條天皇のお后は︑︿略﹀︑お

る ︽ーリ︾

おそれい・る
せいせうなごん

庭の雪を眺めていらっしゃいました︒

十986

る

さうして︑御鏡に︑御玉と御 おそらく﹇恐﹈︵副︶4恐らく

十二梱9囲国私一命は惜しみ申さず

清少納言もお側近く仕へてるました︒

によって︑消し止められた︒

六川1

帥の家をおそった︒

六㎜6

持ッテカヘリマシタ︒

兄様方の重いふくろを

かついでいらっしゃったので︑お

四987

そくおなりになったのです︒
六705囹 牛は︑ひづめがわれて居て
さへ︑あの通りおそい︒

く︑長くすれば振方がおそくなりま

五957

︽1へ︾

八724 其の綜を短くすれば振方が速 おそ・える ﹇御心﹈︵下 ︶1 おそへ
す︒
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おそれおおい一おたずねなさる

候へども︑朝敵と共に身命を捨て候

おそ

事は︑朝廷へ恐れ入り候事と誠に心
痛致し居候︒

︽ーイ・ーク︾

﹇恐多﹈︵形︶5

恐れ多い

おそれおお・い
れ多い

のみことの︑お通りになる道をふさ

五986園 おそれ多くも︑天孫に㌧ぎ
いで立って居るあなたこそ誰です︒

六57園 だましうちにしようとする
のか︒まことに恐れ多い事だ︒

に從ひ申さぬによって︑汝をうてと

六317園 汝︑恐れ多くも︑朝廷の仰

︽ーシ

六578敵は︑此の勢に恐れて︑鐵の
恐し

﹇恐﹈︵形︶18

オソロシ

これ程恐しかりしことな

﹇恐﹈︵形︶1

くさりで船をつなぎ合はせた︒
おそろ・し
カリ︾

九十6図囹
かりき︒

おそろし・い

イおそろしい恐しい︽1・ーイ︒
ーク︾

眞上に︒

後に︑左に︑右に︑山は恐し

人々は︑自分等の村の上を荒

く高いが︑平野は一刻々々廣くなつ

八儒8
て行く︒

十591

狂って通る白い恐しい海を見た︒

十一餌2夏の日など︑峯が恐しい程
むくくとふくれ上ったのは︑俗に
いふ入道雲です︒

す︒

二656 オソロシイコトモワスレ 十一柵8困 空も海も急に眞暗になつ
たと思ふと︑忽ち恐しい程の大雨で
テ︑木ノアナカラトビ出シマシ
タ︒

恐しさ

七鵬8妻せいぐお大事に︒

おだいじ ﹇御大事﹈︵形状︶1

お大事

おたがい ﹇御互﹈︵名︶2 お互

しい働をして︑我が高千穗艦の名を

十236圓其の時には︑お互に目ざま

あげよう︒

︽一

十悩5 ﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂など︑官女

たちがお互に言ってゐます︒

シ︾

おだ・す ﹇御出﹈︵五︶1 お出す

すると︑神様方は︑榊の木を︑

ずっと前へお出しになりました︒

五47

あやふい御命をお送りになつ

ごつくした火山が至る所 おたすか・る ﹇御助﹈︵五︶1 お助る

︽ーリ︾

おたまじゃくしは︑何だかお 十一梱3

に讐え︑それが眞直な大空に突立つ

五149

そろしいやうな︑うれしいやうな氣

六388

かめやまじやうくわう

の勅をかうむり︑こ＼へ來たのだ︒

六607 恐れ多くも︑鞄山上皇は︑

としたら︑どんなに恐しい景色でせ

たゴ︑ふとそば近く︑恐し
1

あの恐しい形相から︑どう

たいしゃくてん

﹇恐﹈︵名︶1

nvとくがわおだにこう

﹇御助下﹈︵五︶2

お助け下さる

イノチダケハ︑オタスケ

それは私にお尋ねなくとも︑

﹇御尋﹈︵名︶2 お尋ね

七838園

お

﹁雪は今日までありました

︵五︶1

あれにお尋ねなさいませ︒

尋ねなさる ︽ーイ︾

おたずねなさ︒る ﹇御尋﹈

か︒﹂といふお尋ねです︒

十佃10

そこに槍の名人上島が居ります︒

七836園

おたずね

四636園どうぞ︑鬼をうち取って︑
私たちをお助け下さい︒

クダサイ︒

﹇724園

︽ーイ︾

オタスケクダサル

おたすけくださ・る

なほも東へお進みになりました︒

た尊は︑生残つた悪者どもを平げて︑
う︒

あくま

十二榴8

がついた︒

い悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣

十二佃4

いはば全く恐しい死の世界ですが︑

かういふ風に︑月の世界は︑

になって︑わいわいさわいでゐまし

行ってごらんになると︑なる

十一柵10

た︒

下界へ行くとちゆうに︑お

御身をもって國難に代らうと︑おい

五966園

のりになった︒

七582囹 恐れ多くも宮の御道筋をふ

そろしい男が︑道をふさいで立って

五979

く高く︑目は鏡のやうでございます︒

五968園背も高いが︑鼻がおそろし

さいだ上に︑錦の御宴をけがし奉る

けん

恐れ

居ます︒

﹇恐多﹈︵形︶1

とは︒

︽ーキ︾

おそれおお・し
多し
そ

十57図 日常の御生活の如何に御倹

してこんな聲が出るかと思はれる程

おそろしさ

て︑

は︑忽ち端嚴な帝繹天の姿となつ

たんごん

と見れば︑あの恐しい羅刹

美しい聲である︒

て︑僕は恐しくなった︒

おだ

一ぽいでしたが︑

けられました︒始は︑たゴ恐しさで

恐しい海賊がどやくと乗移 六柵1 雪舟は︑大きな柱にくくり附
つて來て︑用光を取園んでしまった︒

七331

お

屋根の

またしても︑

とゴろき渡る︑

雷の音︑

そろしく

七佃2翻

十二描7

ほど︑相手は︑おそろしさうな男で

すると︑そのおそろしい男が
いひました︒

五983

す︒

おそれる

とに恐れ多き極みといふべし︒

︽ ー レ ・ーレル︾

﹇恐﹈︵下一︶3

素にわたらせられ し か ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ま こ

おそ・れる
恐れる

におそれて︑そのま＼落ちてし

四705 けれども︑頼光のいきほひ 六934 をぢさんのうちの方角と聞い
まひました︒

五枷5囹 これさへあれば︑どんな悪
者が來ても︑少しも恐れる事はあり
ません︒

おたずねる一おちこむ

300

おたず・ねる

﹇御尋﹈︵下一︶7

お尋

その時︑大ぜいの神様が

︽ーネ︾

四973

ねる

お通りになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお

尋ねになりました︒

四993 この大國主のみことも︑
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ み こ と が お 尋 ね

﹁︿略﹀︒﹂とお 尋 ね に な り ま し た ︒
五211

と申しました︒

になると︑おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ み こ と は ︑ そ の

へんじ
神様にお尋ねになりましたが︑返事

五604

をなさいません︒

高閣3 そこへ︑一人の年とった神様
ねになりました︒

が お 出 で に な っ て︑﹁︿略﹀︒﹂とお尋

五悩1 海の神様が︑それをお聞きに

しんじゃうや

だのぶなが

四本足になったおたまじやく

一ぽいにさしこん

シラヘテヤリマシタ︒

モ︑オダンゴヲモ

ンゴヲヤリマシタ︒

一625モモタラウハ︑犬ニオダ

サル

ラッチ︑ケライニナリマシタ︒

﹇666 キジモ︑オダンゴヲモ

一番末の弟が︑お供物のおだ

ラッチ︑ケライニナリマシタ︒

竜馬3

んごをたべたいと言出した︒

落A口直文

明治時代の誉者であり︑歌人

おちあひなほぶみ

平家の軍は逃場を失ひて︑

落入りたり︒
かなめ

後のくりから谷に︑なだれを打って

八346図

る ︽ーリ︾

おちい・る ﹇陥﹈︵四︶3 陥る 落入

よんだ歌である︒

であった落合直文が︑元旦に門松を

十柵7

1

おちあひなほぶみ

おちあいなおぶみ ﹇落合直文﹈︹人名︺

後足をまげて︑前足をついて おち ﹇▽あまおち

おため

たまじゃくしではありませんでした︒

すわったかっかうは︑これまでのお

五172

ました︒

しは︑尾がだんく短くなって行き

五159

になって︑

そろしいやうな︑うれしいやうな氣

五149 おたまじゃくしは︑何だかお ︸646

ふくれて來ました︒

十一699園 あの新上屋にお泊りに 五144 このころになると︑おたまじ
やくしは︑尾のつけ根の所が︑少し
なって︑さっきお出かけの途中
﹇織田信長﹈︹人名︺4

﹃︿略﹀︒﹄と︑お立寄り下さいました︒
だのぶなが

織田信長の居た尾張の清洲

だのぶなが

おだのぶなが
お

お

七737

織田信長

お

城は︑或日︑大風で外廻りの塀や石
垣がくつれた︒
やまうちかつとよ

山内一豊︑織田信長に仕へ

ていまだ日淺かりし頃︑或日一匹の

九397図

だのぶなが

﹇御為﹈︵名︶1

おだやか

萬事おためにょいやうに
﹇穏﹈︵形状︶2

いっか︑にいさんのお作りに

で居ます︒

でした︒

十247圏

小田原

空古同く舞上り︑二度三度ひらくと

其の後︑關東の大軍至るに

まはりて︑さっと海中に落入りたり︒

十182図

及び︑城遂に陥り︑重量惜しくも捕

彌次郎と北八は︑江戸を立つ

じらう

﹇小田原﹈︹地名︺1

へられて︑⊥ハ下河原に斬らる︒

や

目の夕暮に︑小田原に着きました︒

小田原の宿

クル︾

フタリハ︑オダンゴヲコおちこ・む ﹇落込﹈︵五︶2 落チコム

ども︑岩に當り石に砕け︑

り落來る瀧︑初は水筋通りて見ゆれ

十齪1図

仰げば︑百敷十米の中空よ

︹題名︺1 小田原の おち・︿ ﹇落来﹈︵力変︶1 落來 ︽一

て︑東海道を歩いたり︑︿略﹀︑二日

一

おだわらのやど
おたまじゃくしは︑手も足も 宿

九溜9

一602

おだんご

しかし︑おたまじゃくしには︑おだんご ﹇御団子﹈︵名︶5 オダンゴ
仲間があるのですから︑

何千何萬といふ︑たくさんの兄弟や

五131

なくて泳げるのですから︑

五118

中を泳いでゐました︒

ぜいの兄弟や仲間と一しょに︑池の

九悩3

おだわら

海上は︑まことにおだやか 八㎜7図 扇は要ぎはを射切られて︑

やかな冬の日が︑

なった小さい温床に︑今日も︑おだ

六佃7

おだやか

取りはからっておくれ︒

十二㎎3圏

おため

鹿介は︑織田信長に毛利攻め

お

良馬を梱りに來れる者あり︒

九8610

の志があることを知って︑彼をたよ
つた︒
だのぶなが

おたまじ

織田信長に見えて長篠城の急を告げ

お

十二756図家康︑直ちに勝商をして︑
しむ︒

︹著名︺2

且vしずのおだまき

おだまき

﹇御玉杓子﹈︵名︶7

おたまじゃくし

おたまじゃくし

おたまじゃくし

おたまじゃくし

三

三

な っ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂とお尋ねになりま

五目4

やくし

した︒

ずにだまってみる清少納言に︑

せん

五111

十㎜5 お后は︑此の時まで何も言は

お立ち

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お尋ねになりました︒

﹇御立﹈︵名︶1

︽ーイ︾

︽ーイ︾

五112おたまじゃくしは︑毎日︑大

五964いよくお立ちといふ時︑先 おたまじゃくし

おたち

獲の者が︑急いでかへって來て︑

ばつ

お立ちのき下さる

﹇御立退下﹈︵五︶

天 為 ﹀ ︒ ﹂ と 申 しました︒

1

おたちのきくださ・る

お立寄り下さる

﹇御立宣下﹈︵五︶

ぞ︑お立ちのき下さい︒

六襯2圏 あぶなうございます︒どう

1

おたちよりくださ・る

301
おちぢ一おちる

落込む

︽ーン︾

六166見ルト︑針ハ︑エンガハノ板
ト板トノスキ間積︑落チコンデ居ル︒

お乳

十一伽6 左は︑急な斜面が神秘な谷
﹇御乳﹈︵名︶2

底へ深く落込んでみる︒
おちぢ

落着き

しかし︑だんく落着いて見

花が散って︑始めて人の心が

落着く︒

九44

九244

る

げおちる・すべりおちる・ながれおち

橋は︑まん中からもえ切れて︑

谷底へどうと落ちた︒

六787

雪舟は︑何氣なく︑足の親指

ました︒

廣がる波の輪が圓い︒

ぬれて︑しっくが落ちるたび︑

六槻6圃

こ＼は川ばた︑やなぎの芽︑

で︑板の間に落ちた涙をいぢつてみ

六川8

堂の板の間をぬらしました︒

二276ウスガ︑上皇ラドシント 君側6ぽたり︑ぽたりと落ちて︑本

まりとじゃれて
えんからおちる︒

ちりならし︑
は︑

べんけいの大なぎなたが︑

のは︑深い池の中へ︑どぶん

する︒

かうぐ
ちて居らず︑まことに神々しい氣が

石垣がくつれる︒

をのは︑どぶんと池の中 潮齢2 瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑

たちまち壁はくつれ︑屋根瓦は大て

首はとび上って︑︿略﹀︒け 六塒5 はげしい震動に︑此の家も︑

潮がすっかり落ちて︑海は陸

れども︑頼光のいきほひにおそ

七115

い落ちてしまった︒
た︒

すると︑そこに革の財布が落

のやうになりました︒

七価6

赤い大きな夕日が︑今︑西の

ちて居た︒

目は小さくて︑あれでも︑下 七軒3

だが︑日が落ちた後の空は︑

日はぐんくと落ちて行く︒

八84

赤︑青︑黄︑紫︑あらゆる色

ヨーロッパの或國で︑約十萬

て落ちて來ます︒

のテープが︑降るやうに入りみだれ

七慨1

何といふ美しさであらう︒

七旧8

遠いく地平線に落ちて行くところ

一思ひにとび下りましたが︑

七梛2

に落ちて居る物が︑よく見えるのだ
私は︑もと雨の一しっくで︑

だ︒

五702

空から落ちて來たのです︒

五687

らうかと思はれます︒

五395

ぐその先ではさみ上げます︒

何かたべる物でも落ちて居ると︑す

五386

象は︑たえず鼻を動かして︑

れて︑そのま＼落ちてしまひまし

四706

へ落ちました︒

三877

と落ちてしまひましたQ

三794﹁︿略﹀︒﹂と思ふまに︑を 六枷5囹 長い参道には︑ちり一つ落

がらりとおちてしまひました︒

三456

ちり

オチテキテ︑サルヲオサヘツケ

小道を行くと︑

おかあさんが︑お茶をい

落行く

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

﹇落行﹈︵五︶1

くびの心すずを

ると︑こ＼は時計屋の店であること

林の中の

かさくと鳴る落葉︒
はと

一枚の落葉もとゴめぬ前庭

足一足︑

六457圏

しばふ

十塒4図

がくし︒

の芝生に︑眞白き鳩の群遊ぶも︑す

︽ーク︾

おちゆ・く

八767落行く夕日を背に受け︑寒空

明かるいこず
小道を行くと︑

葉は落ちて
ゑ︑林の中の

六452圏

︿略﹀︒みんなが重なり合って落ちる

︽ーチ︒ーチル︾εころ

オチル

を物ともせず東南をさして飛んで居

落ちる

﹇落﹈︵上一︶45

音︑さわぐ聲に︑ふと氣がついて︑
ちる

お・ちる

た鳩は︑

お

三243圃

マシタ︒

其の人の饒りに落着きたる

がわかった︒

九㎜7図

間もなく︑遼陽の白塔が眺め

見張から落着いた聲が響きわ

に氣をのまれて︑近寄りがたし︒

十描8

六431 今では︑もうお乳を飲まなく
なりましたが︑生まれた頃は︑乳房
たる︒

だから︑此の塔ぐらゐ︑ど
さう思ふと心がちっとも落

着かなかった︒

十﹇383

つしりと落着いて見えるものはない︒

十一292

られた︒落着いた︑美しい形である︒

十御7

をくはへて︑うまさうに︑すつばす
つばと吸って傷ました︒

六434 子山羊が飲んだ後で︑おとう
さんは︑お乳をしぼって︑私たちに
も飲ませて下さいました︒

おちぢ・る﹇落散﹈︵五︶2落散る
︽ーッ︾

子供たちが無心に拾って居るばかり

七襯3 下の岸壁に落散ったテープを︑ おちば ﹇落葉﹈︵名︶2 落葉
です︒

八472 屋根も︑垣根も︑小道も︑小
﹇落着﹈︵名︶2

道に落散った木の葉も︑眞白である︒
おちつき

れて︑

四146

十345團 市街は︑ガラパンにくらべ おちゃ ﹇御茶﹈︵名︶1 お茶
ると︑小ぎれいで落着きがあります︒

落着く

た︒

十一2910 其の屋根は︑あたかも飛行

﹇落着﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 8

機の翼のやうな落着きと輕さを見せ
てるる︒

おちつ・く

︽iイ・ーカ・ーキ・ーク︾

八㎜3馬齢一目を閉ぢ︑一心に神に
祈りて︑再び目を開けば︑風や＼静
まり︑扇も少しく落着きて︑射よげ
に見ゆ︒

おつ一おっかけっこ

302

羽のつばめが急に落ちて來ました︒

八509 日が落ちて︑西の空は夕ばえ

でしまった︒落ちないよ︒

被告人たる乙の辮解とを聞き︑

十一245零すつかり落ちましたよ︒ お・つ﹇落﹈︵上二︶9落つ︽ーチ・

さっきは︑お使とも知らず︑

しつれい

六33囹

天皇のお使に弓を引いた兄が︑

まことに失禮な事をいたしました︒

六51

仕へいたす︽ーシ︾

おつかえ・する ﹇御仕﹈︵サ変︶1 お

仕へいたします︒

ども兄弟は︑まこころをもって︑お

申し上げるまでもなく︑私

︿略﹀︑さしもに深きくりから谷も︑

こなたより屋根傳ひに行き

六36圏

九449図

平家の人馬にてうづまれり︒

ました︒

そこへお后からのお使があり

すぐ又天皇をお招きすると言って︑

親も落つれば其の子も落ち︑

ツ・ーツレ︾

八347図

親も落つれば其の子も落ち︑ 十佃8

落ちた︒それは有難い︒

弟も落つれば兄も落ち︑

十一246園
八347図

が一きは美しい︒

八616圃木の葉が落ちて さびしい 十一岡8 月は何時の間にか落ちて︑
八347図

菊の花よ︒

ぼんやり見える大地がだんく遠ざ

咲きのこ る
かつて行く︒

庭に︑

八683 イタリヤのピサの町に夕もや
忽ち黒煙を吐くと見る間に︑

弟も落つれば兄も落ち︑ おつかえいた・す ﹇御仕﹈︵五︶1 お

く︒

かねみつ

波およぎ兼光といふ刀は︑

火に包まれた敵機が直下に落ちて行

十︻悩10

八348図

がこめて︑日が静かに落ちて行く頃
でした︒

八倣1 こ＼ではあっといふ間に日が
十一㎜5

て︑今や取らんとする時︑ふとふみ

落ちてしまふからである︒

損じて︑中庭にどうと落つ︒

枯枝は

地に落ちて︑
かすかに震ふ︒

︽ース︾

おつかえもう・す ﹇御上申﹈︵五︶2

と願ひ出ました︒

上って︑うばと二人でお仕へしたい

八414 ︿略﹀︑それから頼朝の御殿へ

荒尾は馬より眞逆さまにど 仕へする ︽ーシ︾

切られた人が其のま＼しばらくおよ

だいたふのみや

十一25図堂前四本の櫻ある所は︑

風寒み

十麗7図圃

うと落ちて︑其の場に死す︒

十167図

いでから首が落ちたと傳へられる︒

街路はきれいに洗ひ清めら

失ひ︑空から落ちて死んでしまひま
十二槻3

九89 或日突風にあふられて自由を
した︒

れ︑殆ど黒くづ一つ落ちてみない︒
乙

乙﹁さうだ︑さうだ︒

﹇乙﹈︹話手︺3

五464

乙﹁目がさめて見ると︑らく

お仕へ申す

オツカヒ

す︒

にお仕へ申すのを仕合はせと存じま

十二鵬8圏 私は︑︿略﹀︑父上お一人

やうに︑お傳へさせになりました︒

さうして︑天皇にお仕へ申す

大塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑
えん

だが居ませんので︑おどろいて方々

六15
日は落ちて︒
﹇御使﹈︵名︶6

お使

1

鬼さん︑ほんとに

追っかけじゃうず
へ︑オツカヒニイキマス︒

たがらす

けつこ

けつこをして居るのもありました︒

ました︑金あみをつたって︑追つか

五381

ぶらんこをして居るのもあり

おっかけっこ ﹇追掛﹈︵名︶1 追つか

追っ

マサヲサンガ︑ヲヂサンノ おっかけじょうず ﹇追掛上手﹈︵形状︶
トコロ

四737圃

や

神武天皇は︑八腿鳥をお使

かけじゃうず︒

キノフ︑私ハ︑オカアサン

六13

持ッテ︑オ使二行キマシタ︒

ノオ作リニナッタオハギヲ

四475

一224

オ使

おつかい

ちんちうと 轟の聲︑

別離の宴を張らせ給ひし跡なりとそ︒

ひ

それがどうも放火らしく思

訴を受附け︑乙即ち被告をも呼出

うったへ

して︑

十二桝3

草むらに

乙﹁その上︑つけて居た荷物 十一麗6図圏
乙

はないとか︑もう返したはずだとか︑

それに封して︑借りた豊え

﹇乙﹈︵名︶4

乙が主張する︒

十二旧5

おつ

の品までいひあてました︒

五491

さがして歩きました︒

五477

おつ

九144 しかし︑二一二米空中に上った

と思ふと︑急にふらふらとして︑飛
行機は地上に落ちてしまひました︒

九852 しかし︑富田城は名城である
だけに︑中々落ちさうになかった︒
九価3 途端に機艦がすとんと落ちる︒
九価4 又すとんと落ちる︒

九章9 高度がぐんく落ちて︑町々
がはっきり見える︒
からかさ

も落ちて︑さしてみる傘を染めば

十391 下枝の紅葉から紅のしっくで
しないかと思はせる︒

海水が︑︿略﹀︑百雷の一時に

ま＼︑じっと落ちて写る水に眺め入

十467 しかし︑河井君はだまった 十二悌6 裁判所は︑甲即ち原告の
つた︒

十583

として︑其の地方に勢力を張って居
おと

はれ︑乙が其の犯人ではなからうか

た兄うかし・弟うかし兄弟の所へ︑
おつかはしになりました︒

え

落ちたやうなとgろきとを以て︑陸

といふ疑のある場A口に︑

裁判所は︑楡事の主張と︑

にぶつかった︒

十一2310園 ほら︑すっかりしみ込ん 十二悩6
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おっかける一おっしゃる

おっか・ける

﹇追掛﹈︵下一︶2

︽ーケル︾

七つ

十一観8 部隊長機から追っかけるや

かける

うに︑機上無線電話による命令が傳
へられた︒

十二捌11 と︑其の後を追っかけるや
うに︑﹁もうい＼ か い ︒ ﹂ と ︑ こ れ は
な や

又大そう明かるい聲が︑納屋のかげ

お疲れ

のあたりから︑はずんで來た︒
﹇御疲﹈︵名︶1

﹇御遣﹈︵五︶1

おつか

八534圏 ごくらうさま︒お疲れでせ

おつかれ

う︒

おつかわ・す

オ月サマ
お月様

デタ︒
ヤア︑高月サマが

オ月サマガ︑カホヲダシ

お月さま

﹇御月様﹈︵名︶13 オ月サ

二41 ニ
マ

おつきさま

マシタ︒

二52
二55園

アカルイ︑アカルイ二月サ

マルイ︑マルイオ月サマデ

ニアガリマシタ︒

二62オ月サマハ︑スッカリ森
ノ上

U4
ス︒

U5
マ デス︒

四348 急に︑お月さまが十も
かと思ふやうに︑あたり
出た

たがらす

あれは︑お月檬
が走つ

おつ・く

お着く

︽一

間もなく︑きれいな御殿へ

﹇御着﹈︵五︶4

五⁝⁝⁝3囹

キ︾

する

命は︑間もなく︑海の御殿に

お着きになります︒

五伽1

お着きになりました︒
が

た玄ほんの少しおつしや

つしゃり足る ︽ーラ︾

り足らぬところが違ひますだけで︒

十二闇3囹

オツシヤル

三204

おっしゃる

おつし

バ︑﹁︿略﹀︒﹂

トノサマガオトホリニ

ソコへ︑トノサマガ︑オト

ハ︑﹁︿略V︒﹂ト

おかあさんも︑ときどきご

おかあさんにきくと︑

おっしゃいます︒

らんになって︑﹁︿略﹀︒﹂などと

三196

おっしゃいました︒

三134 おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と

オッシャイマシタ︒

二966 トノサマ

シャイマシタ︒

ホリニナッテ︑﹁︿略V︒﹂トオッ

二954

シタ︒

ナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマ

二926

オッシャイマシタ︒

二485 オ日サマ ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

オッシャイマシタ︒

二335 オカアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

トオッシャイマシタ︒

マスト︑オカアサン

三葉43 サウシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

やる ︽ーイ︒ーッ・ール︾

ル

おっしゃ︒る ﹇仰﹈︵五︶73 オッシャ

六351尊は︑東へくと進んで︑駿

︽ーリ︾

おつくる

尊は︑無事に上総の國にお着

河の國にお着きになりました︒

七57

お作る

﹇御作﹈︵五︶5

きになった︒

おつく・る
オ作ル

四474キノフ︑私ハ︑オカアサン

ノオ作リニナッタオハギヲ
持ッテ︑オ使二行キマシタ︒

或神様は︑大きい︑りっぱな
そこで︑命は︑御自分の劒を

鏡をお作りになりました︒

五26
五冊6

くだいて︑五百本の釣針をお作りに

なった小さい温床に︑今日も︑おだ
やかな冬の日が︑一ぽいにさしこん

尊は︑其のお櫛ををさめて︑

で居ます︒

七63

おつけ

オカアサン

ガ︑

︿略﹀︑

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタノ

三738

ひ︑火打石で火をきって︑其の草に

手早くあたりの草をなぎはら

﹇御付﹈︵下一︶1

媛のお墓をおつくりになった︒
おつ・ける

︽ーケ︾

お月見

六377

る

いっか︑にいさんのお作りに

てるるのだらうか︑雲 が走っ

四423圏

ぽっかりうかんだ白い雲︒

空には圓いお月さま︑

が あかるくなりました︒

や

お附

四401圏

六14 神武天皇は︑八腿烏をお使
おと

﹇御付﹈︵名︶3

い︒

︹課名︺2

デ︑

おいしゃさまは︑おかあさ

おつけになりました︒

三価5

お月見

お

お月見

﹇仰足﹈︵五︶1

第二十三

おっしゃりた・る

第二十三

七伽3囹 お月檬︑こ＼へいらっしや
おつきみ

七千6

七目11

六佃6

なりました︒

お月忌が走って
みるの

てるるのだらうか︒

附の家來たちが︑しょつちゆうの＼

だよ︒

四431囹

屋同然でございます︒

た通り︑毎朝毎晩︑お附の百人の大

十二幽11囹 父上︑さっきも申しまし
騒ぎ︑これには私もほとほと閉口致
します︒

に封して︑或はお小言が出たかも知

十二爾10園 あなたのお附の者の齪暴
れませぬが︒

面目3 ニ 寒月サマ

おつきさま ︹課名︺2 オ月サマ

四436囹お月様ではない︒
四453囹雲が走るか︑お月様が
走る︑カ︑よくわかるよ︒
四457囹こ＼に立って︑お月榛
を枝の 間から見たまへ︒

しり合って︑私の宅はまるではたご

十二備9圏 どうも︑無作法心髄なお

おつき

おつかはしになりました︒

た兄うかし・卜うかし兄弟の所へ︑

え

として︑其の地方に勢力を張って居

はす

︽ーシ︾

一一

一一

おっしゃる一おっしゃる
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んに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

おっしゃって︑神だなからます
おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と

五273

天子様は︑百合若をお召

先頭の先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とお

しゃいました︒

しになって︑﹁︿略V︒﹂とおっ

四聖5

おっしゃいました︒

写研4

た︒

おいしゃさ ま は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

を下して下さいました︒

三柳1

とおっしゃいました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにおっ

四143 おかあさん も︑ ︿略﹀︑
しゃいました︒

おかあさんが︑お茶をい

﹁︿略﹀︒﹂と︑一言おつしゃつ

つしゃいました︒
五656

たま＼︑少彦名のみことは︑もう︑
お姿が見えなくなってしまひました︒

いや︑とんぼは益轟だから︑

このはがきを︑おとうさんが

取らない方がよいと︑先生がおつし

五832
やった︒

五901

ごらんになって︑天略﹀︒﹂とおつし

四151
つしゃつたので︑みんな︑道ばたの

﹁︿略V︒﹂と︑先生がおつしや

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおつしや

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

﹁︿略﹀︒﹂と︑みことは︑お供

みことは︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

さうして︑御鏡に︑御玉と御

みこと

すると︑其の神様は︑﹁︿略V︒﹂

さうして︑命を小舟に乗せて︑

とおっしゃいました︒

五佃8

五佃9

女は︑びっくりして見上げま

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

した︑命は︑静かに︑天略﹀︒﹂とお

五梱6

海の神様は︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

つしゃいました︒

とおっしゃって︑急いで行ってごら

五二3

んになると︑

兄神は︑大そうお喜びになつ

て︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

五囲5

ソコへ︑チヤウド︑ニイサン

ガオ出デニナツタノデ︑聞イテミタ

六199

ラ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシヤツタ︒

享益命は︑︿略﹀︑又一つの

尊は︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしゃつ

て︑野原へお出でになりました︒

六362

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

小さい袋をお渡しになって︑

六349

やまとひめのみこと

ヤツタ︒

天照大神は︑この事をお聞き 六203 サウシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシ

火遠革命は︑兄神の所へお出
ました︒

五M8

たおかあさんは︑おっしゃった︒

六557 ﹁︿略﹀︒﹂しばらく見て居られ

六宮4﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外

から窓ごしにおつしゃつたので︑私

さうして︑天略﹀︒﹂とおつし

は︑急いで庭へ出ました︒

七51

媛は︑尊に﹁︿略﹀︒﹂とおつ

しゃいました︒

六鵬5 ﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんはおつ

やいましたが︑兄神は︑やはりおゆ
しかし︑兄神は︑﹁︿略V︒﹂と

しになりませんでした︒

おっしゃって︑どうしても︑おゆる

五柵6

るしになりませんでした︒

五彩9

つて︑

めになるので︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

けれども︑命があまりおす＼

でになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

五辻1

した︒

になって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

五976

やいました︒

しになりながら︑﹁︿略V︒﹂とおつし

劒をおそへになって︑みことにお渡

五96！

とおっしゃいました︒

みことをお呼びになって︑﹁︿略﹀︒﹂

五956天照大神は︑天孫に＼ぎの 五梛7 海の神様は︑二つの玉を出し

あまてらすおほみかみ

れて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

先生が︑﹁︿略V︒﹂とおつしや

やった︒

ました︒

五598

者にもわかりませんでした︒

の者におっしゃいましたが︑お供の

五585

イマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂ト︑ネエサンニオッシヤ

五558サツキ︑オカアサンガ︑

した︒

つても︑しぜんと走るやうになりま

五327

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

つたので︑みんな︑手をうつて喜び

五324

いました︒

五314

いました︒

五301

いました︒

五287

石がきにくつついてよけました︒

シカシ︑オトウサンガ︑

た︒

四247
﹁︿略﹀︒﹂トオッシャッタノヲ思
ヒ出シテ︑

四344 とのさまは︑﹁︿略﹀︒﹂と
おっしゃいました ︒

ヘッテ︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ト オ ッ シ ャ イ マ

四492 オバアサンバ︿略﹀︑フリカ
シタQ

四853 ソコへ︑オトウサンガ ハ
イッテ來テ︑天略﹀︒﹂トオッシャ
ルト︑

四89一 オトウサンモツ．・イテ︑

白兎が︑今までのこと

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト オッシャイマシタ︒

四977

を申しますと︑神様は︑又略V︒﹂
大國主のみ こ と は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

とおっしゃいました︒
四㎜3

﹁︿略V︒﹂と︑おとうさんが

とおっしゃいました︒
四瀧3

と申しました︒

やいますと︑お供の者は︑﹁︿略﹀︒﹂

或日︑少彦名のみことは︑お

おっしゃったので︑ぼくはうれ

五638

しくてたまりません︒
四季6 おとうさんが︑ズ略﹀︒﹂と
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おつたえさせる一おてつだい

しやるが早いか︑荒狂ふ波間に︑ざ

媛の眞心を思ひやって︑

んぶとお飛びこみになった︒

七71
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お っしゃったのである︒

たらしい︒

十一3810

だから︑東海丸遭難第一の電

たい
夫をはっかしめぬ此の妻の態

﹇御勤﹈︵名︶1

とせいだ︒

取刀

十819

五456

お勤

﹇押取刀﹈︵名︶1

押

﹇乙商人﹈︵名︶1

﹇御積﹈︵名︶1
こんやく

おつもり

︵フランス王に︶大王︑
れをお果しになるおつもりか︒

末娘とのかねての婚約︑あなたはそ

十二襯5園

おつもり

かにお聞きになったのですか︒﹂

おつ

あめのたちからを

︽ーシ︾
時とばかり︑さっと岩戸をあけて︑

大神のお手を取って︑外へお連出し

申しました︒

︽ーレ︾

大國主のみことは︑証そうお

おつ・れる ﹇御連﹈︵下一︶1 お連れ

る

喜びになって︑少彦名のみことを︑

五632

さっと岩戸をあけて︑大神の

﹇御手﹈︵名︶1 お手

おうちへお連れになりました︒

おて

お手を取って︑外へお連出し申しま

五61

した︒

さっきお出かけの途中

おでかけ ﹇御出掛﹈︵名︶1 お出かけ

﹃︿略﹀︒﹄と︑お立寄り下さいました︒

十一698園

命は︑喜び勇んで︑海へ釣り

︽ーケ︾

お手紙

五価1

にお出かけになりました︒

お手紙ありがたうございま

お手紙ありがたうござい

おてがみ ﹇御手紙﹈︵名︶4

四834国

ます︒

す︒

六124困

國雄君︑お手紙ありがたう︒

勉強がすんでから︑草むしり

のお手傳をした︒

五875

おてつだい ﹇御手伝﹈︵名︶2 お手薄

これでにいさんのお手製

お手製

八192高机の上に︑皆さんからのお

七472囲

手紙がのって居ると︑

なんだ︒

十一掴8園

おてせい ﹇御手製﹈︵名︶1

日本で一番お強いあなたは︑
こ

﹇御連﹈︵サ変︶1

けふは︑おれいに︑りゅ

出かける

乙の商人︑﹁それとも︑だれ おでか・ける ﹇御出掛﹈︵下一︶1 お

おつのしょうにん

にも人影はなかった︒

けつけたが︑もう何も後の祭︑どこ

兄五郎三郎は︑押取刀で其の場へか

淺吉の急報によって︑聞多の

おっとりがたな

せぬ︒

お勤をお怠りにならうとは思はれま

十二備9園私には︑姉上が少しでも

おつとめ

先生が私に何かおつしゃつ

十二協2園姉上は︑私の思ってみる
通りをおっしゃいました︒
﹇御伝﹈︵下一︶1

︽ーセ︾

おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とお おつたえさ・せる

六16

お傳へさせる

七125

つしゃつたので︑みんな舟にもどり

夫

﹁︿略﹀︒﹂とて︑妻は鏡箱よ

﹇夫﹈︵名︶5

差出す︒

九422図園

十779

ふちはらののぶたか

六325園

︽ーイ︾

大きくなって︑藤原宣孝 おつよ・い ﹇御強﹈︵形︶1 お強い
の妻となりましたが︑不幸にも早く

三佃3囹

れする

︽ーシ︾

おっとせい

ギャオ︒﹂

おつれ・する

日本武皇子と仰せられますやうに︒

やまとたけるのみ

夫に死別れました︒

十一145

度をほめた＼へた︒

ど

を察し︑

報を手にした時︑妻は早くも夫の死

十776

夫の大事あらん時の用にせよ︒
さうなん

貧しとて費すことなかれ︑ 乙の商人

り小さき一包を取出して︑夫の前に

九411図

おっと

やうに︑お傳へさせになりました︒

さうして︑天皇にお仕へ申す

ました︒

七323 翌日︑先生に此の事をお話し
た ら ︑ 先 生 は ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂とおつしや
つた︒

七414 學校から編ると︑おかあさん
が ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ とおっしゃったので︑

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ お か あ さ ん が お

急いで庭へ出て見ました︒
七421

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ お か あ さ ん が お

つしゃいました︒
七469
つしゃいました︒

八915 先生がいらっしゃって︑にこ
くしながら︑﹁︿略﹀︒﹂と元氣な聲
でおっしゃった︒
﹁︿略V︒ ﹂ と ︑ お と う さ ん は お

つしゃいました︒

八悌9

せい

﹁ギャオ︑

九688 五時間目の授業がすむと︑先 おっとせい ﹇膿胴暦﹈︵名︶3 おっと
生はにこくして︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お つ

十一価5

うぐうへおつれしませう︒
三十萬のロッペン鳥と︑三 おつれだしもう・す ﹇御連出申﹈︵五︶

五61天手力男のみことは︑この ひ お手傳

1

お連出し申す

萬のおっとせいが群居してみるのだ
る︒

十一鵬9

東岸の砂濱は︑無敷のおつ

から︑其の騒ぎはたいしたものであ

十一価11

の鳴く聲︑ほえる聲︒

﹁ウォー︑ウォー︒﹂

しゃつた︒

九698 先生も大きな箱を持って何て︑
掘ったいもは此の中へ入れるやうに
とおっしゃった︒

しやる︒

十一236園 まあ︑いやなことをおつ
十一383 先生のおっしゃることが︑
つい私の耳をす通りする︒

おでまし一おと
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﹇御出座﹈︵名︶1

お出まし

うさんの所へ︑お手械ひに行きまし

六396 草を刈っていらっしゃるおと
た︒

おでまし

二777

し⊥︑

ゆらく︑ゆらく︒

其の時です︑どしんと大きい

聞えるものは︑かちかちとい

ざくくと︑稻を刈る音が聞

音がしました︒

六96

と泣出した︒

んが︑雷の音で目をさまして︑わっ

ユキハ︑少シモオトヲタ 五885 おざしきでねて居た春子ちや

おと・くつおと・つつおと・はおと

テズニ︑フッテヰマス〇

シュッ︑

シュッ︑

二悩3﹁ゴウッ︒﹂ト︑トホクノ方
﹁シュッ︑

デ︑音ガシマシタ︒

六255

二鵬6

シュッ︒﹂ト︑キクワンシャガ︑大

をお進めになって︑御統監の大元帥

八569 やがて︑野外統監部へ天皇旗
陛下がお出ましになりました︒

とけい

六825

える︒

かっちん︒﹂と

キナ音ヲタテテ︑トホリマシタ︒
﹁かっちん︑

ふ時計の音と︑鐵びんの︑しゅんし

忍びんの︑しゅんしゅんとい

ゆんといふ音だけである︒

遠く走るポンプ自動車のサイ

やがて︑又こうくとすさま

飛行機が勇ましい音を立てて︑

じい音を立てて︑敷毫の職車が來ま

八525

した︒

八552

どこかでどっと笑ひ聲︒

しめやかに下

げ

時々︑耳をつんざくやうな大

数皇飛んで來ました︒

八553

砲の音がします︒

駄の音︑

た

九62韻遠い汽笛︑

いろくの物の音︑いろく

の物の形が︑ごたくと耳にはいり

九241

目にはいるばかりで︑

不意にばたくと音がして︑

今まで死んだやうになってゐ

小さな子供が二人︑奥からかけ出し

九266

て來た︒

た懐中時計が︑忽ち愉快さうにかち

半鐘の音︑サイレンの音︑人 九312
の聲などが入りまじって︑遠くの方

六943

レンの音も聞える︒

六938

ふ音だけである︒

すると︑﹁ポンッ︒﹂と泣き 六826

尾をお切りになった時︑かち
つと音がして︑劒の刃がかけました︒

五245

かうちへはいって來ました︒

音もまさりて︑

せ＼らぎの

よろ

僕も︑出來るだけ音を立てな

こびを 歌ふが如く︑

せん︒

汽車は︑すさまじい音を立て

梢吹く風が︑思ひ出したやう

十288困

海も見えず波の音も聞えま

にざわくと音を立てる︒

九伽3

て︑漢江の鐵橋を渡った︒

かん加う

九備5

掛けた︒

いやうに行って︑あいてみる席に腰

九967

の聲などが入りまじって︑遠くの方
お

屋根の

またしても︑

とゴろき渡る︑

雷の音︑

上屋の中へはいって︑戦い階

さうして︑霜の消える頃から︑
さを破って景氣よく聞えて早る︒

組合の脱穀機の音が︑あたりの静か

八481

けた＼ましい音がして來ました︒

段を上った時に︑船の方から︑何か︑

七燭5

沖上に︒

そろしく

七研7圃

で聞える︒

くと音を立て始めた︒
四132 ぼくがべんきゃうしてる で聞える︒
六943 半鐘の音︑サイレンの音︑人 九727図圏 行く水は少し濁れど︑
ると︑くつの音がして︑だれ

きこえたら︑

三708園 大きなすゴをねこの
首につけておいて︑その音が

やぶれてしまひました︒

い音がして︑大聖のおなかが︑

三298

いふ音がきこえないので︑なん
となくさびしいきがしました︒

三205

おてら ﹇御寺﹈︵名︶4 オ寺 お寺

二 3 0 4 圃 オ宮ノ森モ︑氏寺ノ
ニヤケル︒

こうんとお寺の

かね

森モ︑ ユフヤケ コヤケデ︑
マッカ

三梱7圃
がなる︒
をしやう

六佃8 お寺の小僧になって間もない

頃︑或日︑和尚さんに大そう叱ら
すみよし

れました︒

オ天キ

いはれる四天王寺など︑何れもゆみ

七704 住吉神社︑又日本最初の寺と

﹇御天気﹈︵名︶5

しょの古い神社やお寺です︒
おてんき

お天氣
ニー33品目オカアサン︑アシタバ︑

みんなが重なり合って落ちる

とつぜん︑上の方でさわがし

車が行く鐵橋の

かげも︑また水の

の音がして來たと思ふと︑

秋の風

五755間こうくと音たてて︑汽 八517 ぽかくくと︑馬のひづめ 十363図翻 木から物のこぼる＼音や

い音がしました︒

五727

あたりを見まはしますと︑

音︑さわぐ聲に︑ふと氣がついて︑

五703

ガ動クカラデス︒

五545 マブシノ中デハ︑カサくト
オ天キダサウデス︒
三654囹 たぬき君︑よいお天氣だ イフ音ガシテ居マスガ︑コレハ︑替鯉
ね︒

四悦4囹あ＼︑よいお天氣だ︒
七457 今日はお天氣も好いので︑
︿略﹀︑にいさんと朝顔を鉢に植ゑま
した︒

オト

音﹇▽あし

十398囹お天氣でごらん︑此の邊人
﹇音﹈︵名︶6 9

がうよくしてみてね︒
おと
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おといかえす一おとうさん

十647 ぽこん︑ぽこんといふ音が通

十622 豆がかさかさと音を立てる︒
遂に電線によって︑かすかながらも
夏草の茂るに任せた︑音一

一種のわびしさを感ずる︒

や

つしない詰番線に立つと︑何かしら

十一柳9

音を傳へたのです︒

つて行く︒

がめが︑ゆれて鳴る音だ︒

十6410 水汲みに干た女の頭の上の水

す︒

聞える︒

十一価4

打寄する波の音さへ何事

山

なかんづく壮大な天壇は外

昔の音やこもるら

建長・鳥笛古寺の

十二897

﹁タ︑タ︑タ︑タ︑

︑︑︑

・︒﹂と快い音が鳴り出した時の嬉
しさQ

はどうしても聞入れません︒

は︑急いで天皇の所へ参りました︒

六61 ﹁︿略﹀︒﹂と思って︑弟うかし

云うかしは︑兄の手下を連れ

王に近寄って︑寝顔を眺

たとへ︑あなたがおとう

お＼︑おとう檬︒

十二粥9園

め︑

十二柵6園

様

おとうさま ﹇御父様﹈︵名︶2 おとう

しました︒

て︑あらためて神武天皇に降参いた

六99

が︑よくおわかりになりました︒

ひたくと寄せる潮の静か 六66 天皇は︑弟うかしのまこころ

な音︑︿略﹀までが聞かれるやうな

十二996

感じのする歌である︒

縁先の雪が︑かさり︑かさ

十二㎜1図嚢犬が來て水のむ音の夜
寒かな

十二柵7

りと音を立ててくつれる︒
あめつち

十二櫛1図囲壁立てるいはほとほり
音もせずふるとも見え

て天地にとゴろきわたる瀧の音かな

十二柳1図無

檬でないにもせよ︑此の白い髪やお

あをやさ

ひげを見ては︑お氣の毒だと思はね

六49

見ると︑お堂といふのは一間

河成は︑お堂のまはりを廻る
﹇弟猪﹈︹人名︺5

弟うか

弟うかしには︑どうも︑兄の
する事がわかりませんでした︒

かう氣がついた言うかしは︑

いろくと兄をいさめましたが︑兄

六58

ばならないはずだのに︒

ぬ朝じめり枝おもげなる青柳のいと
﹇御問返﹈︵五︶1

お

おといかえ・す

お堂

今度新しいお堂を建てたか

﹇御堂﹈︵名︶3

おとうかし

ばかりで︑中へはいる事が出來ない︒

七167

なしてある︒

四面の建物で︑四方の戸は皆あけは

七153

ら︑見に來て下さい︒

七146園

おどう

はお問返しになりました︒

オトウサン︑タダイマ︒

オトウサン︑イッテマヰ

おとうさん

﹇204園

オトウサンモ︑オカアサン

マシタ︒

マシタ︒

オトウサントオカアサン

オトウサンバ︑オ日サマノ

ビックリシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅネ

一一486

ネズミノオトウサンバ︑

所ヘイッテ︑天略﹀︒﹂トタノミ

二463

バ︑サウダンシテ︑

二456

ンガヘマシタ︒

モ大ヨロコビデ︑﹁︿略V︒﹂トカ

二446

リマス︒

一161園

ン

﹁︿略﹀︒﹂と︑うずめのみこと おとうさん ﹇御父﹈︵名︶72 オトウサ

︽ーシ︾

五993

問返す

とたんに︑今度は﹁︿略﹀︒﹂

しばらく耳を澄ましてみたが︑やが

車の音︒

十二821

關銃の音にまじってとゴろく︒

びせかけ︑︿略﹀︑豆をいるやうな機

我が砲兵はこれに砲揮をあ

十二803圃からくと︑どこかで荷 しn▽えうかしおとうかしきょうだい

ん︒

門高き松風に︑

十二492図圃

うらさびしい程静かな所である︒

城にあって︑老樹の梢吹く風の音も

十島ー810

をか語るに似たり︒

十二83図

と耳もとをかすめる鋭い音︒

十一悩6

てピヤノの音がはたと止んで︑

二人は戸外にた＼ずんで︑

前まで來ると︑中からピヤノの音が

十一悩9

或小さいみすぼらしい家の

かはすと︑前は音に聞くインド洋で

十一備9國船がスマトラ島の北端を

ありません︒

子の梢には︑そよとの葉ずれの音も

し

十675 とんからとんから︑調子のよ 十一襯6國あいにく風は絶えて︑椰
い音が流れ出した︒

﹁バッ︒﹂といふ音を立てて鯨

十758 やがて︑其の音は聞えなくな
つた︒

十価9

の吹上げる水煙が︑船の上にも霧の
﹁ぶすり︒﹂と押しつぶすやう

やうに降りか＼る︒
十佃3
な音がした︒

十悌5図圏 我が影を 我が窪めば︑
道の石 さえて音ありQ

つち

と共に﹁︿略﹀︒﹂といふ呼聲が聞え

十字5 遠くでしきりに鈴の音︑それ
るQ

の遠く響くを聞く ︒

十柵3図時に︑大工の振るふ槌の音
ろ

民心6図舟は爆音ををさめ︑櫓の音
始めてのどかなり ︒

十一32図圃 花に寝てよしや吉野の
いは
よし水のまくらのもとに石走る音
十一68図圏 秋來ぬと目にはさやか
に見えねども風の音にぞおどろかれ
ぬる

十﹁485 ﹁ボーン﹂といふかすかな
音が︑電線を傳って先生の機械に響
きました︒

十一493 ﹁もの言ふおもちゃ﹂は︑

おとうさん一おとうさん
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二502 ネズミノオトウサンバ︑
雲ノ所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
イヒマシタ︒

ビックリシテ︑天略﹀︒﹂トタヅネ

二515 ネズミノオトウサンバ︑
マシタ︒

二532 ネズミノオトウサンバ︑
風ノ所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
イヒマシタ︒

二547 ネズミノオトウサンバ︑
﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

二566 ネズミノオトウサンバ︑
カベノ所ヘイッテ︑只略V︒﹂ト
イヒマシタ︒

二582 ネズミノオトウサンバ︑
﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ ト タヅネマシタ︒

二594 ネズミノオトウサンバ︑
﹁︿略﹀︒﹂トオモヒマシタ︒

二80一 オトウサンガ︑戸ロデ︑パ

タパタ︑マントノユキヲオハラ
ヒニナルト︑
二81一 ソノ時︑オトウサンノカ

お と うさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と

ホヲ見マスト︑ヒデノ先二︑
水ノ玉ガツイテヰタノデ︑
三132

おっしゃいました︒

三佃5 おとうさんも︑おかあさん
も死んでしまって︑知った人は︑

にいさんは︑にこくしな

一人もをりません︒

四136
がらざしきへ上って︑おとうさ
んにごあいさつをしました︒
ると︑おとうさんが︑︿略﹀︑おわ

四167にいさんのばうしをかぶ

おとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と

らひになりました︒
四205

いひながら︑かんしんして聞いて

シカシ︑オトウサンガ︑

いらっしゃいました︒

四244

ソコへ︑オトウサンガハ

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャッタノヲ思
ヒ出シテ︑

四85一

オトウサンモツぐイテ︑

イッテ來テ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャ

ルト︑

四887

﹁︿略V︒﹂と︑おとうさんが

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

四撹2

おっしゃったので︑ぼくはうれ
おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と

しくてたまりません︒
四佃3

おっしゃって︑神だなからます
を下して下さいました︒

六221

やった︒

このはがきを︑おとうさんが

稻を刈って居られたおとうさ

ごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

五897

んとおかあさんは︑腰をのばして︑
﹁︿略V︒﹂と言はれた︒

六841 ﹁︿略﹀︒﹂と︑私が言ふと︑お

おとうさん︑もう︑どのく

とうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

おとうさんは︑夜業をやめて︑

おとうさんは︑村の消防手で

おとうさんを送り出してから︑

おとうさんは︑消防で働か

やがて︑おとうさんが蹄って

おとうさんは︑をぢさんやを

わたしが︑こ＼で︑こんな

まんしうじへん

らっしやらないだらう︒

もおかあさんも︑ゆめにも思ってい

に叱られて居ようとは︑おとうさん

六柵9圏

り言のやうに︑かう言はれた︒

六m6 ﹁︿略﹀︒﹂おとうさんは︑ひと

ばさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

六977

來られた︒

六976

ねばならぬから︒

六931園

出て行かれた︒

おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

六928

ある︒

六926

で家を出られた︒

すばやく身支度をと＼のへ︑大急ぎ

六924

うさんが立上られた︒

六854 ﹁︿略V︒﹂と言ひながら︑おと

らゐ積ったでせう︒

僕も︑何か手勢はうと思って︑ 六851園

草を刈っていらっしゃるおと

おとうさんやおかあさんの方へ行つ

六256

た︒

六395

うさんの所へ︑お手傳ひに行きまし
た︒

其の時︑おとうさんと私と︑

さうして︑子山羊が飲んだ後

停車場まで迎へに出てやりました︒

六424

六434

で︑．おとうさんは︑お乳をしぼって︑

ぼんやり︑こんな事を考へて

私たちにも飲ませて下さいました︒

六442

ふり向くと︑私の後に︑おと

居ると︑﹁︿略﹀︒﹂といふおとうさん
のお聲︒

六443

うさんが︑にこくしながら︑立つ
ていらっしやいました︒

おちいさんにいたゴいた目が

ねの玉と︑おとうさんに買ってい

六483

これで︑いっか︑おとうさ

たゴいた小さい轟目がねが出て來た︒

六503圏

んのお話に聞いた望遠鏡が︑出來る

おとうさんは︑火鉢にあたり

かも知れない︒

六821

れる︒

はれた︒

六837

おとうさんも︑妹も︑弟も︑

あるのは︑そこなのですね︒

七105

七123 おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とお

﹁︿略HV︒﹂と︑おとうさんが言 みんな下りました︒

が︑新聞を置いて︑﹁︿略﹀︒﹂と言は

ながら︑新聞を讃んで居られる︒
六伽4圏 亀卜事攣でなくなった︑國
三967 私心︑オトウサンノジテ 五677囹 あなたのおとうさんは︑ど
子さんのおとうさんがおまつりして
こでおなくなりになりましたか︒
六827 しばらくすると︑おとうさん
ン車ガ︑サウナッテヰルコト

ヲ思ヒ出シマシタ︒

三共1 おとうさんやおかあさん

のことをかんがへると︑家へ
かへりたくなりました︒

309
おとうさんがえる一おとうとさん

つしゃつたので︑みんな舟にもどり
げて下さいね︒

うさんやおかあさんを大事にして上

口ぐせのやうに

其の夜︑おとうさんも︑お

おとうさん︒醤油屋のを
﹇御父蛙﹈︵名︶1

さうして︑おとうさん蛙と

花子さんは︑弟の三ちゃ

﹇弟﹈︵名︶31

ました︒

とうと

おとうと

て來て︑

むしたさつまいもをかごから
弟は︑いなごを飼って置くの

出して︑弟と一しょにたべた︒

六231

﹁にいちゃん︒﹂と︑大喜びである︒

六215

六263

一人ぼつちになって遊んで居

た弟が︑たいくつして︑﹁あ＼ん︒﹂

おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言

と言った︒

六268

聞多の兄五郎三郎は︑押取力

ふさがり︑

で︑その場へかけつけたが︑︿略﹀︒

十821

弟の姿も見えぬ︒

夫たちにかつがれて編つた弟のあさ

十822

再び家に取って返すと︑四阿

はれたので︑僕は︑又弟の方へ行つ

どうせ助らぬ弟︑頼みにまか

ふと︑泥まみれの長靴をは

とんで行くのが見えた︒

いた弟が︑︿略﹀︑垣に沿うた小路を

十二捌9

の際にかしこまる︒

に︑義纒は冑を脱ぎ︑弓取直して幕

かぶと

の入捻るを今やおそしと待つところ

十一一512図 頼朝は上座にひかへ︑弟

めてもの慈悲だ︒

せて一思ひに死なせてやるのが︑せ

十836

ましい姿︑驚き悲しむ母親︒

た︒

それから︑夕方まで︑弟と
おとうさんも︑妹も︑弟も︑

しょに遊んだ︒

六269
七105

一番末の弟が︑お供物のおだ

みんな下りました︒

七㎜3

んごをたべたいと言出した︒

七㎜6外の弟や妹も︑みんな後へつ
いて出た︒

背中の弟まで︑何時の間にか
きげんがなほつて︑﹁︿略﹀︒﹂と歌つ
た︒

聲で呼んだ︒

親も落つれば其の子も落ち︑ 十二髄10 ﹁おかあさん︒﹂弟が大きな

す︒

近づいてからまた弟が︑

僕も弟を追ふ︒

何時の間にか向かふ側に行

母は時々弟の方を見ては︑

四985この方は︑さきほどお通
りになった神様方の弟さんで

おとうとさん ﹇弟﹈︵名︶1 弟さん

またせりを摘む︒

十二悩2

つた弟は︑土遊びに齢念がない︒

十二悩1

﹁おかあさん︒﹂と言った︒

十二旧1

十二鵬1

かけ出した︒

銃や劒を見せてもらって大喜 十二擢11 母が︑左手をあげた︒弟が

弟も落つれば兄も落ち︑

八347図

の弟︑

八593

兄をウィルバー︑弟をオービ

兄は︑何でも理くつで考へる

こ

今度は︑弟のオービルが乗り

や

荒尾は馬より眞逆さまにど
郎︑これを敵に見せじと矢面に立ち

りりう

うと落ちて︑其の場に死す︒弟彌五

十168図

ました︒

九153

實際の物を作るのが得意でした︒

じっさい

方でしたが︑弟は︑理くつよりも︑

九122

何よりも機械が大好きでした︒

ルといひましたが︑二人は︑︿略﹀︑

弟が︑遠くから僕を見つけて︑ 九114

くと︑妹や弟が︑後からつい

四悩5方々のへやをまいて歩

んを呼んで來ました︒

四756

弟3おんお 七三6

おかあさん蛙に︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

三255

おとうさん蛙

おとうさんがえる

ぢさんが︑よろしくといはれました︒

十二908囹

十二863﹁︿略﹀︒﹂正一君のおとうさ
たる
んは︑せっせと樽を作ってみる︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑

かあさんも︑

十一426

ました︒

長殿がおかあさん︑僕等は子供で︑

七536国 中隊長殿がおとうさん︑班

八597 おとうさんも感心して︑
﹁︿略﹀︒﹂と言はれました︒

角までお送りしました︒

八608 おとうさんについて︑私も町
八脳6 昨日︑おとうさんと一しょに︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とひとり言を言った

水族館へ行きました︒
八偽1

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と︑おとうさんはお

ので︑おとうさんがお笑ひになりま
した︒

八閥9

つしゃいました︒

三軍8 おとうさんの説明によると︑
﹁たこ﹂といふ物 は 實 に 妙 な 物 で ︑
軍略﹀︒﹂ と ︑ 私 が 言 っ た の で ︑

度に吹出しました︒

おとうさんも︑そばに居たよその人

八幣5

たちも︑みんな

九備3園 おとうさん︑子馬は牡です
か︑牝ですか︒

十669園 織りまぜう︑おとうさん︒

投面示なすったのでせう︒

十備8囹 おとうさんも︑山川さんに

六246

だと言って︑田の±で園をこしらへ

十一208囹 さうく︑なくなられた
あなたのおかあさんは︑十二の時お

﹁︿略V︒﹂と︑大きな聲で︑弟

た︒

弟は︑牛を飼って居るつもり
なのである︒

六251

がひとり言を言ふ︒

六251

とうさんをおなくしでしたが︑

十﹇401 お座敷では︑山田のをぢさ
んとをばさんが︑おとうさんや分家
のをぢさんなどと話をしてみる︒

十一418園 どうぞ私に代って︑おと

おとおす一おとこ

310

おとお・す

﹇御通﹈︵五︶1

お通す

五28 或神様は︑きれいな玉をたく

︽ーシ︾

りにならねばならなかった︒
おとぎ

黄に︑赤に︑白に咲誇り咲績

﹇御伽﹈︵名︶1

八田．1

おとぎ

三872若い男は︑池のそばの
そのうちに︑若い男は︑

森へ行きました︒

三875

わざとをのを手からはなしま

行ってごらんになると︑なる

すると︑そのおそろしい男が

ほど︑相手は︑おそろしさうな男で

五981

す︒

五983

手下の者はもちろんのこと︑

いひました︒

集って來ました︒

手傳のために︑たくさんの男や女が︑

﹁︿略V︒﹂と︑若い男は︑で 六286

いてるるのを見ると︑まるでおとぎ

で︑

三892

若い男は︑金のをのの

若い男は︑すぐ︑﹁︿略V︒﹂

友だちは︑﹁︿略V︒﹂前の男︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六698

﹁︿略﹀︒﹂

そろく汗ばむ程暑くなった

男︑いよく負けぬ氣になって︑

六704 友だちは︑又︑﹁︿略﹀︒﹂前の

﹁︿略﹀︒﹂

七272

日ざしを受けて︑男も︑女も︑牛も︑

連れられて來たのを見る
と︑︿略﹀︑まるで︑こけが生え

劒道じまんの男に向かって︑

八823

紀州の男は︑急いで國へ婦

時には︑機械をこはしたとい

うにいたせ︒

つて︑其の金を間違ひなく届けるや

七伽5園

﹁昨日は仕合をなさったさうですね︒

七摺6

泥田の中で働く︒

雲太郎きゃうだいは︑その

この男が︑私どものらくだ
そのとちゆうで︑この男に

つて叱られ︑村の青年たちからは︑

一人の男が︑﹁︿略﹀︒﹂と言つ

大壷で呼びかはし︑男も女も

男も︑女も︑老人も︑子供も︑

ありとあらゆる人間は︑花を尋ね︑

九31

はだしで︑濱へ下りて行く︒

八梛8

て冷笑しました︒

八章1

出あひますと︑向かふから︑﹃︿略﹀︒﹄

らくだをぬすんだのは︑ど

男のくせにとあざけられた︒

ん︒

五966囹
居ます︒

そろしい男が︑道をふさいで立って

下界へ行くとちゆうに︑お

うしても︑この男にちがひありませ

五494圏

と尋ねるのでございます︒

五479圏

をぬすんだのでございます︒

五472園

け︑

男に﹁こけ丸﹂といふ名をつ

四描8

たやうな男でした︒

四冊4

と︑いってしまひました︒

三907

ゐました︒

ことばかりかんがへて︑まって

三898

たへました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑若い男はこ 六692 或男が︑友だちに向かって︑

きるだけ大きなこゑでさけん

三881

さん作って︑くびかざりのやうに︑

おと

した︒

おとぎばなし
ぎ話

さうして︑彼方には︑おと

見えるのであった︒

お解け

根や尖塔の這える水の都が浮かんで

ぎ話の國の都を思はせるやうな圓屋

十二御11

﹇御伽話﹈︵名︶1

の國にでも︑さまよってみるやうな

︽ーリ︾

氣がする︒

ひもにお通しになりました︒

お通る

おとお・る﹇御通﹈︵五︶9オトホル

トノサマガオトホリニ

ナッテ︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ト オ ッ シ ャ イ マ

二922
シタ︒

二95一 ソコへ︑トノサマガ︑オト
ホリニナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッ
﹇御解﹈︵下一︶1

︽ーケ︾

法親王は︑おえらいお方と

スルト︑モモガニツニワ

男εおおおとこ

それでは︑をとこの子で

ガウマレマシタ︒

レテ︑中カラ大キナヲトコノコ

一577

をとこ

承ってみたのに︑三軍家のなぞがお

十㎜8囹

る

おと・ける

その時︑大ぜいの神様が

シャイマシタ︒

四971
尋ねになりました︒

お通りになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお

い つも

四985この方は︑さきほどお通 解けにならなかったとは︒
りになった神様方の弟さんで おとこ ﹇男﹈︵名︶47 ヲトコ
す︒

五198 雄心︑出雲の國の︑ひの川の
はし
岸をお通りになると︑川上から箸が

すか︒

三171園

流れて來ました︒

のみことの︑お通りになる道をふさ

見ると︑大なぎなたを

男ノ子が生マレマシタ︒

お前は︑ほんたうに正
となりの若い男も︑木こ
りでした︒

三866

直な男だ︒

三855園

三491

す︒

もった︑大きな男が立ってゐま

三422

五987園 おそれ多くも︑天孫に＼ぎ
いで立って居るあなたこそ誰です︒
あしがらやま

七65 東國の賊を平定して︑尊が西

しやうじ

へお蹄りになる途中︑相模の足柄山
をお通りになった︒
いもせ

七554 中にも︑芋瀬の荘司は︑宮
のお通りになることを知って︑道に
手下の者を配って居た︒

七556 宮は︑どうしてもそこをお通

311
おとこたち一おどす

十一櫛6

薄暗いらふそくの火のもと

で︑色の青い元氣のなささうな若い

花に浮かれて出て写る︒

九267 男の子と女の子である︒

さいこ

しかけたおとしにかかって︑あはれ

﹇▽あかいとおどし

な最期をとげて居ました︒
おどし

いる

︽ーレ︾

彼は一を聞いて十を知る おとしい・る ﹇陥﹈︵下二︶1 おとし

男が︑靴を縫ってみる︒

男だ︒

十二394園

九268 二人はそこらを見廻してみた
が︑男の子は︑やがて仕事皇の上の
物をあれこれといちり始めた︒

過も二度とはしない男でございまし

とす︒

甚だしきは彼を危地におとしいれん
与たつのおとしご

おとしご

城から大きな石を四五十︑一

度に落したので︑又何百人置殺され

六771

た︒

シカシ︑飛行機二見ツケラレ

テ︑爆揮ヲ落サレタリ︑︿略﹀スル

バクダン

六伽7

これは︑あの人が落して行

ト︑ハナハダケンノンデアル︒

七価8園

つたに違ひない︒

で落したのですから︑

七佃1囹落した物は︒
七湘4園まして︑人通の多い渡し場
落し物

叔父爲朝の弓のやうなら

ぢためとも

あ＼︑母はもう此の世の人で

﹇落物﹈︵名︶1

を

ば︑わざと落しても與ふべし︒

八鵬9図圏

八423

どうして︑又そんなにあわ

落す

てて引返すのです︒﹂﹁落し物をしま

七姫6園

おとしもの

道行く人は︑男も女も緊張

十二梱6
し切ってみる︒

廣いお庭では︑大勢の男たち

﹇男達﹈︵名︶2

落ス

はないのかと︑力を落して居ました︒
﹇落﹈︵四・五︶20

したから︒
おと・す

九275

二度︑三度︑やっとつまんだ

と思ふと︑すぐに落してしまった︒

︽ーサ・ーシ︾←いおとす・うちおと

す・おいおとす・おおとす・きりおと

十224

男たちが︑雪かきで︑ようし

す・せめおとす・とりおとす︒なげお

お前の落したのは︑こ

まく

老人靴を橋下に落し︑張良

宣長は力を落して︑すご

てん

ぐっと速度を落しながら一

行ったものだとか言ったが︑

狗の作ったものだとか︑雷の落して

ぐ

十二810かういふ石を昔の人は︑天

直線に進む船のともから︑

十一864

くともどって來た︒

十一706

に向かひて︑﹁︿略VQ﹂と言ふ︒

十936図

切って落されようといふ時だ︒

お前の落したのは︑こ 十783 あと四年で︑明治維新の幕が

﹁︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒
みしん

大尉は︑これを青んで思はず
とす・ゆりおとす
男泣き

﹇男泣﹈︵名︶1

やなく新しい雪を取捨ててしまひま

十欄6

所に積上げてゐます︒

が︑雪をかき集めては︑それを一箇

十988

おとこたち

男たち

たが︑不幸にも短命でございました︒

九273 男の子は︑指先でそれをつ 十二416園學を好み︑怒をうつさず︑ 十二m川3図 漁民等怒りて彼をおどし︑

くし

ま＼うとしたが︑理り小さいのでつ
まめなかった︒

十297国鳥の羽でかざった櫛をさし
た男︑大きな腰みのを着けた女︑全
く原始的な風俗です︒

十378 秋野君といはれた男は︑すこ
ぶるのんきである ︒

十412園 昔︑或若い男が山へ薪を拾
ひに行って︑谷間へすべり落ちると︑
不思議に酒の香がする︒
した︒

三812時計の中へ︑をのを落 涙を落し︑水兵の手を握って︑
三825園

してしまひました︒

鹿介は︑男泣きに泣いて主君
におわびをした︒

九893

おとこなき

十414園 若い男は喜んでそれを汲み︑
父親に持って蹄って孝行をした︒

十799 すかさず第三の男が︑大刀を
振るって聞多の背中を眞二つ︒

おちいさんは︑今度こそ︑

れだらう︒

三906囹

してしまひました︒

三888園池の中へ︑をのを落

持って︑出て來ました︒

木こりの落したてつのをのを

三843

呼べば答へる間近さに︑男 れだらう︒
山・景福寺山が︑ちやうど海中の小

十二7011

十一141囹 あ＼︑此の子が男であっ おとこやま ﹇男山﹈︹地名︺1 男山
たら︑りっぱな學者になるであらう
に︒

おとし﹇▽この

其の家の中には︑ちやうど︑

﹇落﹈︵名︶3

島のやうに散在してみる︒

はおとし

おとし

若し紫式部が男であったら︑

源氏物語のやうな假名文は書かなか

十一1411
つたでせう︒

獣を取るのに使ふやうな︑おとしの

十﹇152 當時︑假名文は女の書くも 六54
ので︑男は漢文を書くのが普通であ

大きいのがしかけてあります︒

がって攻寄せると︑正成は︑高いが
けの上から大木を落させた︒

おど・す ﹇脅﹈︵四︶1 おどす ︽−

新しく建てた家には︑大き 六754 賊が︑これを聞いて︑くやし
六97 見ると︑兄うかしは︑自分の

なおとしがしかけてあります︒

六64園

つたからです︒

十一襯9国どれもこれも︑色の眞黒
な男ですが︑意外にやさしい聲でし
た︒

おとずる一おとも
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シ︾

﹇訪﹈︵下二︶1

おとつる

甚だしきは彼を危地におとしいれん

十二柵2図漁民等怒りて彼をおどし︑
とす︒

おとず・る
︽ーレ︾

ひ

オトナ

大人

一昨日出た方は︑すっかり二

をとレ

七427
﹇大人﹈︵名︶4

葉が開いて︑緑色になりました︒
おとな

オトナノバウシヲカブッ

テ︑大キナカバンヲモッテハ

一﹇394
イッテ來マシタ︒

これも︑子供の時から鳥を見

はかすかに聞及びながら︑おとつれ

十二5110図画 御身が奥州に下りし由 九94

をと＼ひ

たぐらみになれば︑もっともっと大

おとめ下さる ︽ーイ︾

どうぞ︑

一晩おとめ下さ

オ止メ

オバアサンバ︑﹁︿略﹀︒モッ

ル ︽ーメ︾

おと・める ﹇御止﹈︵下一︶一

い︒

四646囹

おとなしく︑姉上の所へ

策しいはずです︒

十二僻2園

オトナリ

ワタクシバ︑オトナリノ

﹇御隣﹈︵名︶一

お着りあそばせ︒
おとなり

ニ34一

オトモ

お供

トアソンデオイデ︒﹂トイッテ︑

四516

オ止メニナリマシタ︒

前ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トヨビマ

シタガ︑ポチハヰマセンデシタ︒

七551

お供の者にもわかりませんで

大ぜいの神檬が︑お供をなさ

お供の者は︑皆まつさをにな

お供の者は︑わっかに九人で

つて船底にひれふした︒

七38

ることになりました︒

五963

と申しました︒

やいますと︑お供の者は︑﹁︿略﹀︒﹂

五598 みことは︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

ました︒

五592 ﹁︿略﹀︒﹂と︑お供の者が申し

した︒

五586

者にもわかりませんでした︒

の者におっしゃいましたが︑お供の

五585 ﹁︿略﹀︒﹂と︑みことは︑お供

ヒメサマノオトモヲシテ︑遠イ
所へ出カケマシタQ

一寸ボブシバ︑アル日︑オ

おとも ﹇御供﹈︵名︶12

そこへ︑おとひめさまが
そこで︑ある日︑おとひめさ

おとひめさまは︑しきりに

おとひめさまのいったこ

お泊る

三555

お飛

﹇御飛込﹈︵五︶1

媛は︑尊に﹁︿略﹀︒﹂とおつ

︽ーミ︾

おとびこ・む

七55

びこむ

しやるが早いか︑荒狂ふ波間に︑ざ

大人の握りこぶし程の大きさ

のもあれば︑雀の卵ぐらみな︑かは

んぶとお飛びこみになった︒

ました︒

しんじゃうや

﹇御泊﹈︵五︶！

とも忘れて︑そのふたをあけ

三㎜6

も聞きませんので︑

止めましたが︑浦島がどうして

三⁝川8

まに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三⁝川3

出ていらっしゃいました︒

三餌8

とひめさま

水草を追ふ牧童は別として︑おとひめさま ﹇乙姫様﹈︹人名︺4 お

げんで齢念がない︒

︽ーイ・ーク︾

﹇温和﹈︵形︶6

膿が大きいのに︑性質がごく

しい 大人しい

おとなし・い

ある︒

ら︑僕のそばで遊んでゐます︒
ひづめ

肢をあげさせて蹄の裏をさう

おとま・る
︽ーリ︾

﹃︿略V︒﹄と︑お立寄り下さいました︒

おとめくださ・る

﹇御陳情﹈︵五︶1

でも︑かう何時までも赤 おとめ ﹇▽ちゃつみおとめ
ちゃんでは困りますよ︒もう︑あな

十一207園

つた︒

其の時︑お供の中から大聲に︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ふ者がある︒

七747

といふ人があった︒

十一202 さあ︑ここへちよつとおす
十
一
6
9
7
園
あ
の
新
上
屋
に
お
泊
り
に
あった︒
ひこしらうよしてる
なって︑さっきお出かけの途中
七558 お供の中に︑村上彦四郎義光
わりなさい︒﹂子供は大人しくすわ

してゐます︒

ちしたりしても︑じっとおとなしく

九槻1

何時までもおとなしく草をたべなが

九捌1

僕が唱歌を歌ふと︑北斗は︑

おとなしく︑しかも音樂が大好きで

八伽1

おとな

大人は春の種まき︑秋の取入れには

十二223

いらしいのもあるが︑

九705

めました︒

てはしきりに考へてるましたが︑大

訪れる

人になると熱心に飛行機の研究を始

レル︾

﹇訪﹈︵下一︶2

﹇▽あきの お と ず れ

もせざりしに︑
おとずれ

おとず・れる
︽ーレ・

十一鵬5 工場を見た後︑鈴谷川封岸
の露人部落を訪れて︑宿に錦つたの
が午後の九時︑

十二塒1 僕は︑もうちき訪れる春を
おとたちばな

考へながら︑あたりを見廻した︒

おとたちばなひめ︹課名︺2弟橘
ひめ
媛弟橘媛
七目3 第二 弟橘媛
おとたちばなひめ

﹇弟橘姫﹈︹人名︺2

七32第二弟橘媛
おとたちばなひめ
みこと

弟橘媛

七43 尊に從って同じ船にお乗りに
なって居た︑おきさき弟橘媛は︑
﹁︿略V︒﹂とお考へになった︒

﹇一昨日﹈︵名︶2

七61 それは弟君媛のお櫛であった︒
おととい
↓昨日

をと ト ひ

さんが︑春子ちゃんを連れて︑來て

五911国 をと︑ひから︑東京のをば
居ます︒
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おともいたす一おどる

清少納言は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 自 分 も ︑

九㎜2囹 お前はお供だ︒
十悩7

お供

お后のお供をして行かなければなり
ませんでした︒

﹇御供﹈︵五︶1

︽ーシ︾

おともいた・す

︽ーシ︾

オト

をどり

ヲド

一夜を

土人の群が︑椰子の木かげで︑

あはれっぽい歌に合はせて︑

八尋7

﹇躍上﹈︵五︶2

をどり明かすさうである︒
おどりあが・る
︽ーッ・ーリ︾

マタ腹ヲフクラマセテ︑ヲド

をどり上る

五263

リ上ル

リ上りマス︒ソノ度二︑鯉ノカゲガ︑

﹇躍入﹈︵四︶2

をどり

黒き影は城の一方より現

めになるので︑︿略﹀︑釣針と弓矢を

勢よく飛出しては︑半圓

れをはしごにして︑敵の船へをどり

十﹇㍑6国

お取成

彼は静寛院画に事の次第を

﹇御取成﹈︵名︶1

をゑがいて水にをどり込みます︒
おとりなし
し

十二観3

おとる

劣

申し上げて︑切に天朝へおわびのお
﹇劣﹈︵四・五︶2

取成しを願ひ︑
おと・る

何れおとらぬ馬多く集り來

る︽ーラ・ーリ︾

ぬぞ︒

おど・る

を

廣さにおいても︑値うち

ヲドル

青イオニヤ︑赤イオニガ︑

ドノオニモ︑︿略﹀︑カハル

見テヰルウチニ︑ジブン

バ︑︿略﹀︑イッ

コレカラモ︑トキドキ

コノツギニハ︑モット

よ

はねま

出すと︑

ぴょんぴょん

おにはに

ジャウズニヲドッテ見セマセウ︒

三77圃

ろこんで︑

たひや︑ひらめや︑たこ

す︑ をどります︒

などが︑大ぜいで︑おもしろい

三備5

私たちは︑手に手を取って︑

をどりををどりました︒

いそのしぶきは︑ひやく

歌ったり︑をどつたりして喜びまし

五741

た︒

七24圏

路藍をた＼へたやうな水

と す足にをどる︒
あみ

路を進んだ時は︑何となく胸がをど

九496困

大地が見るく盛上って︑機

るやうでした︒

は輕く地上ををどりながら滑る︒

九旧9

胸ををどらせつ＼︑やをら

をどる心をおさへるやうに︑

ほがら

波打つ廟宇にをど

五月の太陽は︑

目ざめるやうな野菜畠に早舞

翠黛者の言に深く感動した

へ向かった︒

ながら︑ひっそりした町筋を我が家

宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ

十一739

し︑

り︑

かに︑力強く︑

十一366圏

私は静かに足を運んだ︒

十﹁2510

窯を開かんとすれば︑

十509図

私の胸ををどらせました︒

電信塔の眺が︑何といふことなしに︑

オホゼイデ︑ニギや部曲ヲ 十333困島の中央にそ＼り立つ無線

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾nVうち

マシタ︒

一一673

二694園

來テ︑ヲドッテクダサイ︒

一一687圏

シャウケンメイニヲドリマシタ︒

オヂイサン

モ︑ヲドリタクテタマラナクナリ

二655

ガハル立ッテ︑ヲドッテヰマシタ︒

二65一

ヲドッテヰマシタQ

タキビノマハリデ︑ヲドリヲ

二646

ドリマシタ︒

一364

おどる

どる

﹇踊﹈︵四・五︶24

においても︑決して姉のに劣りはせ

十二㎜1囹

き馬を︑信長︑目にと団めて︑

れる中に︑一きは目立ちてたくまし

狼介は︑喜んでをどり上った︒ 九429図

地ノ上ヲ泳ギマス︒

九791
おどりい・る

橘中佐︑眞先に立ちて敵中

り入りぬ︒

おとりか・える

﹇御取替﹈︵下一︶1

れ出で︑ひらりとばかり水中にをど

十二749図

にをどり入り︑忽ち三人を斬倒す︒

九捌4図

一ツクダサイ︑オトモシ 入る ︽ーリ︾

﹇御供﹈︵サ変︶3

十747園 船長︑私も一しょにお供い

いたす

たします︒

モスル

おとも・する

一624圏
マセウ︒

﹁645園 一ツクダサイ︑オトモシ
マセウ︒

ヲドリ

一665囹 一ツクダサイ︑オトモシ
マセウ︒

﹇踊﹈︵名︶4

﹇▽こおどりする

おどり

お取代へる ︽一へ︾
みこと

タキビノマハリデ︑ヲドリヲ

お取代へになりました︒

二645 青イオニヤ︑赤イオニガ︑ 五隅9 けれども︑命があまりおす＼
ヲドッテヰマシタ︒

ますく氣おくれして︑を

りか＼る︽ーラ︾

二653 オヂイサンバ︑大ソウヲド おどりかか・る ﹇躍掛﹈︵四︶1 をど
リガスキデシタ︒

九千3図

どりか〜らんやうもなく︑たゴ元の

三描4 たひや︑ひらめや︑たこ

如くに從ひ行く︒
をどり

などが︑大ぜいで︑おもしろい

︵五︶2
︽ーミ・ーン︾

﹇躍込﹈

をどりををどりました︒

おどりこ・む

こむ をどり込む

五慨8 毎日々々︑海の世界の珍しい
をどりをしたり︑おいしいごちそう

六597

通有は︑帆柱をたふして︑こ

をしたりして︑命をおもてなしにな

こんだ︒

りました︒

をど

﹇踊明﹈︵五︶1
︽ース︾

おどりあか・す
り明かす

おとろえ一おどろく
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十一8311

二八の絶壁は︑︿略﹀︑所々

﹁しらかば﹂の立枯れが︑白骨のを
どるやうにあらはである︒

十﹇備4 僕等は︑小鳥のやうにをど
る胸を押さへながら︑釣橋を渡った︒

十一擢9 僕等は胸がをどつた︒

十一㍑5国 其の互生な水上で︑盛に
いるかがをどつて見せました︒
しばふ
つて︑夜の芝生にをどるやう︑

﹇衰﹈︵名︶1

衰へ

今更胸のをどるのを

覚える︒

十一梱9 いはば奇怪な物の精が寄集
十一欄5
おとろえ

てり︒

﹇衰﹈︵下一︶1

おとろ

十四8図 冬の衰へはすでにあとを絶
おとろ・える

これを聞いた底豆の驚と喜は︑

どんなであったでせう︒

八432

ちう返りや木の葉落しの妙技

に︑世間が驚の目をみはったのもも

九171

ロンドンの市中を走り廻った

う昔のこと︑

十柵4
時︑市民は︑始めて見る地上の怪物
に驚の目をみはった︒

十一幽8国 先づ二大な防波堤に打寄
どたう
せる数丈の怒濤に︑誰もが驚の目を
荒波の岸に砕けるやうな調

みはりました︒

十一捌11

べに︑三人の心はもう驚と感激で一

﹇驚悲﹈

︵五︶1

ぽいになって︑たゴぼうっとして︑
おどろきかなし・む

がして歩きました︒

が居ませんので︑おどろいて方々さ

なり︒

死にて候︒﹂︿略V﹁驚きて倒れたる

された︒ねぢは驚いてあたりを見廻

これで︑おいとまいたしま 九238不意に︿略﹀︑明るい所へ出

す︒︒﹂大國主のみことは︑おどろい

五643

アメリカは︑どこでも黒人

したが︑

あちらでもこちらでも︑驚く

物に驚いてかけ出さうとする

山といふものを空中から見下

︿略﹀︒﹂と言葉鋭く叱った︒

水兵は驚いて立上って︑しばらく大

十1910

驚く︒

すと︑意外にはげた場所の多いのに

九四4

静まってしまひます︒

やうな時でも︑︿略﹀︑すぐ安心して

九鯉1

聲︑感心する聲︑嬉しさうな聲︒

九712

いのには驚きました︒

を見かけますが︑シカゴに黒人の多

九573國

て︑﹁どうしてQ

僕は驚いた︑どこかの屋根が︑

五943圏 おどろいたのか︑ こほろ
ぎょ︒

六497

目がねの玉一ぽいに廣がつて︑つい
四五米ぐらみの所にあるやうに見え
和尚さんは驚きました︒

るではないか︒

六畜1

海ノ中ヲモグツテ敵ヲ攻撃シ
始メタノデ︑世界ノ人ハ︑皆驚イタ︒

六価6

六省9圏自動車の多いことは︑驚く

︽ーム︾

ほどだよ︒

驚き悲しむ

︽−ヘル︾

へる

命からがら逃出した者も︑し

驚く農夫に︑やっと手まねで

尉の顔を見つめてみたが︑

水を飲ませてもらった聞多は︑やが

て彼等の手で自宅へ運ばれた︒

これには全く驚いたよ︒

6園

七

ものすごい地ひゴきに驚いて︑ 十旧6図寳物を舞観して︑國寳の多

汽車が︿略﹀︑乗ってみた人

きに驚く︒

も見てみた人も︑其の速いのと勢の

驚いたことには︑ランプの動 十捌6

秋來ぬと目にはさやか

すさまじいのに驚いた︒

は驚いて︑

十一694

ぬる

思ひがけもない言葉に宣長

に見えねども風の音にぞおどろかれ

十一69図圏

きが次第に小さくなって︑後にはか

時明に封ずる彼の熱心は︑ま
﹁矢はあたらぬに︑狐は

ことに驚くべきものがあった︒

八861

といふぐあひでした︒

一回の動きに︑やはり脈は二つ打つ

すかにゆれるだけですが︑それでも

八713

町の人々は皆飛出して來ました︒

八527

らうとして戸を開くと︑驚いた︒

言はれるま＼に︑座敷へはい 十817

ばらくは︑細いて起る心癖に驚いて︑

再び家に取って返すと︑Aフ農 六下9

四98おどろいたのは︑その舟
おちいさんはおどろいて︑

の早いことでした︒
四331

二人は︑おどろいて逃出し

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四梱4

ましたが︑すぐに射殺されてし

目がさめて見ると︑らくだ 九193魚苗

まひました︒

五478園

七184

夫たちにかつがれて錦つた弟のあさ

十823

きかへておとろへるばかり︑

おどろく

へかへって

︽ーイ・ーカ・ーキ・一

もとのはまべ

驚く

﹇驚﹈︵四・五︶33

たゴ﹁︿略﹀︒﹂と言ふばかり︒

おどろ・︿

ましい姿︑驚き悲しむ母親︒

九762圏 尼子家の御威光は︑昔にひ

おどろか・す﹇驚﹈︵五︶4驚かす
︽ーサ・ーシ︾

ク︾

驚ク

らしいお客演を驚かさないやうに氣

六907 私は︑なるたけ︑此のかはい

三㎜3

驚

來ますと︑おどろきました︒

をつけて︑お米を入れてやりました︒

八244困 日本の若い技師が引受け︑
見事に造り上げて︑皆をあっと驚か
したといふことです︒

九78 それをあやつりながら屋根か
ら飛んで︑人々を驚かしたといふ話
があります︒

十伽8 しかも人間の力で出來た湖と
﹇驚﹈︵名︶5

聞くと︑全く驚かされます︒
おどろき
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おな一おなじ

十一922図囲 海巻き上ぐる龍巻も︑
起らば起れ︑驚 か じ ︒

十一搦8 二人は︑不意の花客にさも
頼朝其の由を聞き︑かつ

驚いたらしい様子である︒
十一一5010図

は驚きかつは喜びて︑家臣をして召
入れしむ︒

お名

十二擢6 しかし︑修行者は少しも驚
かなかった︒
しつれい

﹇御名﹈︵名︶1

おない年

六324園 失禮ながら︑今︑お名をさ

おな

﹇同年﹈︵名︶1

し上げます︒

おないどし

︵五︶1

おなほす

七宝7園 それでは︑來年は僕とおな

か ちく

﹇御直﹈

い年になるね︒
おなお・す
︽ーシ︾

しになりました︒

﹇御直﹈︵五︶2
︽ーリ︾

おかぜで︑一＝二日學校をお

おなほる

五636 人間や家畜の病氣も︑おなほ
おなお・る
お直る

六107国

休みになったとの事でしたが︑もう
すっかり︑おなほりになりましたか︒

おな

十二迎6囹 まだお心の齪れがお直り
オナカ

おなかをふくらませて︑
ました︒

﹇御慰﹈︵名︶1

おなぐさ

おなぐさみに︑狩をなさつ
おなくし

さうく︑なくなられた

﹇御無﹈︵名︶1

てはいかがでございます︒

六359園

み

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大蛙は︑おなぐさみ

一そうおなかをふくらませまし

三283

た︒

三286園いくらおなかをふくら
おなくし

︽ーリ︾

﹇御亡﹈︵五︶2

とうさんをおなくしでしたが︑

なる

おなくな・る

おなく

あなたのおかあさんは︑十二の時お

おなかは︑まるでふうせん 十一209園

ませても︑かなひませんよ︒

三294
すると︑﹁ぼん︒﹂と大きい

玉のやうにふくれました︒
三301
やぶれてしまひました︒

音がして︑大軍のおなかが︑

なくなりになった︒

三567 一寸ボブシバ︑オニノオ 四佃3囹大將は︑矢のきずが
もとで︑とうとう︑この島でお
ナカノ中ヲ︑アチラコチラト
カケマハッテ︑

こでおなくなりになりましたか︒

四㎜8園

あなたは︑おなさけ深い

お方ですから︑後には︑きっと

ど同じになった︒

す︒

八44

もう大きさだけは親つばめと

同じですが︑まだ口ばしの下の赤色

左から右へ︑右から左へと︑

が︑親つばめ程こくありません︒

行ったり來たりするのに︑其の一

八702

回々々の時間が︑どうやら同じであ

おもり其の物は重くても即く

るやうに思はれてなりません︒

ても︑又大きく動かしても小さく動

八728

かしても︑振る時間は同じです︒

木﹂と書くのと同様であり︑後者は

十一664前者は﹁クサキ﹂を﹁草

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

神殿は︑外宮と同じやうに︑

しんでん

﹇同﹈︵連体︶43 同じ

にいさん︑かうして︑毎

尊に從って同じ船にお乗りに

刀は短いより長い方がよろ

昔から︑つばめは同じ家に錦

す

つまり︑今年或家の軒下で巣

を作ったつばめが︑來年又同じ巣へ

八103

つて來るといはれて居ます︒

八101

しい︒槍も同じ道理と思ひます︒

七856囹

﹁︿略﹀︒﹂とお考へになった︒

なって居た︑おきさき弟橘媛は︑

七42

みこと

ても︑おもしろくありません︒

日々々︑二人で同じ事ばかりして居

五佃5圏

木を並べ︑

お屋根をかやでふき︑むねにかつを

五87国

おなじ

七319園物の高さと其のかげの長さ
とが︑同じになることは︑一日の中
に︑午前と午後に一回つつあるので

同じでございます︒

ソノウチニ︑一寸ボブシバ︑ 五677園 あなたのおとうさんは︑ど 十二儒1囹私の心持は︑姉上と全く

オナカノ中鷺ラハヒ上ッテ︑

三576

おなかのへんにか＼ってゐま

三645 さうして︑長いひもをつおなさけぶか・い ﹇御情深﹈︵形︶1
おなさけ深い ︽ーイ︾
けて︑くびへかけますと︑舟は
す︒

そこで僕は︑一日の中に︑物

と考へた︒

うど同じになる時があるに違ひない

の高さと其のかげの長さとが︑ちや

七302

三753ユフベカラ何モヤラナイ えらいお方におなりでせう︒
カラ︑オナカガスイテヰルダ おなじ ﹇同﹈︵形状︶8 同じ
ラウト思ッテ︑
おなかが一ぽいになったので︑

︽ーセ︾

棒の長さとかげの長さとが︑ちやう

さうして︑夕方おなかをぺ 七313 さうする中に︑思った通り︑

仲よく日なたぼつこをして居るので

六915

せう︒

七495国

こくにして錦って來ます︒
かせる

オナカヲ︑詠唱ラオサヘ おなか・せる ﹇御鳴﹈︵下一︶1 お鳴

﹇御中﹈︵名︶12

になってみない︒

おなか

二413

か

テミマシタ︒

集めて︑岩屋の前でお鳴かせになり

大きいのがじまんの大 五35 また︑たくさんのにはとりを
蛙は︑うんといきを吸ひこんで︑

三274

おなじ一おなり
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もどって穿るといふのです︒

り返された︒

八165 翌年も翌々年も︑同じ事がく
八719 綜におもりを附け︑それをつ
るして︑彼は同じやうなことを何べ
んとなくやってみました︒

八伽1 ところで︑此の打出の小槌か
ら︑同じ打出の小槌を︑幾つも幾つ

九91

がっしゅう

同じ頃︑アメリカ合衆國に
同じアメリカ合衆國に︑ライ

ラングレーといふ人がゐました︒

九113

つち

きりや︑ねぢ廻しや︑ピン

トといふ兄弟がゐました︒

九249
セットや︑小さな槌や︑さまぐの
道警ハも︑同じ士塁の上に横たはってる
る︒

人の子供たちは︑アメリカの小學校

九514国
と日本語學校と︑古方へ通ってゐま

も打出したらどうでせう︒

し︑これと同じやうな事が︑我々の

八欄9 これはたとへ話ですが︑しか

す︒

地を掘割って︑海面と同じ高さに水

る小さな星と同じものになってしま

の夜の空に銀の砂子をまいたと見え

と遠い所で見るとすれば︑結局はあ

ジク︾

おなじ

廣いく宇宙には︑太陽と

さうして︑其の中には太陽

﹇同﹈︵形︶2

同じ

︽ージ・一

始された高級の敷學である︒

和とちやうど同じ時代に︑︿略﹀創

十二m1いはゆる微分・積分は︑孝

きさのものもあるが︑

より小さいもの︑太陽とほゴ同じ大

十二悩6

程存在する︒

同じやうな天幸が殆ど数へ切れない

十二価4

うちう

を通すことは︑中々出來さうにあり
パナマ運河には︑これと同じ

やましろのおほえのわう

太子の御子山背大兄王が︑

ふであらう︒

ません︒

十協一

理くつの部門を︑大仕掛に︑しかも
かうして︑船は︑再び海と同

幾段にも作ったのです︒

十四2

じ高さの水面に浮かびます︒

十一312

見るのは西本願寺である︒

ハワイと同じやうに︑日本 十一74 大寺院は東本願寺であり︑
がらん
其のや＼西に︑同じやうな大伽藍を

生活においても考へられます︒

御父君にかたどって等身の御佛とし
給うたもので︑こ＼にも同じ孝の御

ところでかういふ深山へ︑ち

心がしのばれる︒

九641

やうど同じ五⊥ハ月頃︑日本では珍し

八佃4 ところで︑同じ品物でも︑時
い程美しい鳥が來ます︒

問の道をたどってみるのである︒

雨雲は︿略﹀︒曇り雲と同

おなじく ﹇同﹈︵副︶1 同じく

じく︑二千米以下にある雲です︒

十﹁旧6

地に同じ︒

十一715年こそ違へ︑二人は同じ學 八672図囹 我等には︑か＼る所も平

にねだんが高くなったり︑安くなつ

九冊8牧場には︑村のあちこちから

たりします︒

多く並んでみるとします︒

八佃6 同じやうな品物を費る店が︑

同じやうな子馬がたくさん來て居て︑

後から後から飛出して︑
大膿同じ場所で胃壁をゑがくのです

順々に引出をあけて見て行く 十一帽7国

から︑

十1110

と︑色々の蝶の中に︑とうく僕の

八尋9 世界中の人が皆持てば︑ねだ

と同じものが見つかった︒

義仲は五萬騎を引連れ︑こ

れも同じくとなみ山のふもとに陣を

八328図

取る︒

ほめられないからといつ おなつかし・い ﹇御懐﹈ ︵形︶− おな

八鋼9囹

つかしい ︽1︾

此の大きな太陽が︑私たち

それから︑あなたのお名前

あなたは︑おなさけ深い

お方ですから︑後には︑きっと

四棚1囹

おなり ﹇御成﹈︵名︶1 おなり

を承りたうございます︒

七槻5園

三層の西の小天守を中に︑ おなまえ ﹇御名前﹈︵名︶1 お名前

おなつかしや︑母上様︒

て︑腕前を加減するのが果してよい

十二撹9

同じ三層の乾の小天守を左に︑

いぬゐ

十二651

大工だらうか︒君子も同じことだ︒

十一一356園

ないものを使用してみたが︑

く古いところでは︑︿略﹀︑形の整は

同じ石器時代にしても︑ご

んがなくなってしまふといふのと同

十178図物をも言はず兄弟同じ枕に
たふれたり︒

南洋群島では︑内地人の子

清少納言は︑同じ事なら︑十

供は︑皆さんと同じやうに小千丁に

十267国
通ひ︑

十二6

五日までこ﹂にるて︑見届けたいも
のだと思ひましたが︑

船長が︑すぐに︑陰型室に通

かりに︑太陽をもつともつ

の住む地球から見ると︑大膿月と同

十二塒1

じてるる傳忍目に向かって︑同じ事

此の岩だらけ︑山だらけの土

じ大きさに見えるのは︑

十七5

を叫ぶ︒

十塒5

十二911

じことです︒
がっしゅうこく

八難8 アメリカ合衆口の領土だと
くわんせい

いふのに︑記号で送られた時と同じ

日本語の歓聲が︑こ＼でも聞かれ
る︒

八㎜5 此のたくさんの﹁いわし﹂が︑

池のふちに沿うて︑みんな同じ方向
に泳いで居ます︒

八鵬9園 みんな︑同じ方へ向かって
泳いで居ますね︒

九79 ドイツのリ・エンタールも︑
同じやうに鳥から思ひついて︑翼に
似た物を作りました︒

317
おなる一おにがしま

おなる

︽一

兄様方の重いふくろを

﹇御成﹈︵ 五 ︶ 2

えらいお方におなりでせう︒
おな・る
リ︾

四987
そくおなりになったのです︒

オニ

鬼

オニヲ

二643

オヂイサン

ノ

カクレテヰ

ル木ノ前二︑タクサンノオニ
ガ︑アツマッテヰマシタ︒

オニ

カケマハッテ︑

三572

て︑

へ︑右へ︑逃げじゃうず︒

鬼は手早だ︑足早だ︒
四733圃

り︑左

ハ︑﹁イタイ︑イタ 四724圃 鬼がきまって︑ばらく
と かけ出し︑逃出し︑逃げまは

イ︒﹂トイヒマシタ︒

こんもりと生ひしげり︑

三59一 オニノワスレタウチデノ 四脳2園 福は内︑鬼は外︒
コヅチヲ見ルト︑オヒメサマハ︑
四価8園 鬼は内︑福は外︒
四567 大江山に︑しゅてんどうじ 四足2二 鬼は外︑鬼は外︒
四柵3園 鬼は外︑鬼は外︒
といふ鬼がみて︑
四583 大江山に予て見ると︑鬼 四価2 なんせん して︑鬼が島へ
流れついたれふし が︑鬼を一ぴ
の住む所だけあって︑大木が
き連れて かへって來た

クテナリマセン︒

青イオニヤ︑赤イオニガ︑ 三585オ＝ハ︑目ノ中ガイタ

タキビノマハリデ︑ヲドリヲ

二644

ドノオ一一モ︑︿略﹀︑カハル

青イオニヤ︑赤イオニガ︑

ヲドッテヰマシタ︒

S

ハ︑﹁︿略V︒﹂トイッテ︑

弱くなり︑人間がのめば強く

もあり︑ 人のやうでもある︒

オニハ︑ビックリシマシタ︒ 四601園この酒は︑鬼がのめば 四描5園 なるほど︑鬼のやうで
オニ

八悩8 昔︑鬼が持ってるたといふ打
こづち

て來たとすれば︑どうでせう︒

出の小槌を︑もし人間の世界へ持つ

なる︑ふしぎな酒です︒

これを持って行って︑
鬼をたいぢて下さい︒

オ一一ノ大シャウハ︑オヂ 四604園

來ました︒

四628囹私は︑天子檬のおほせ
を受けて︑その鬼をたいぢに

た︒

鬼にさらはれて︑こ＼に來まし

シマ 鬼が島

一593囹

ニ︒

一616囹

オ一一ガシマヘオニタイヂ

へ︑オニタイヂニイキマスカラ︑

ワタクシバ︑オニガシマ

おにがしま ﹇鬼島﹈︹地名︺7 オニガ
申出ノ大シャウハ︑大ソ 四622旧事は都のものですが︑

オニノ大シャウハ︑
オニハ︑ドコニモヰマセ

一636送馬ニガシマヘオ八寸イヂ

オニガシマヘオニタイヂ

ニ︒

一657囹

ニ︒

私たちをお助け下さい︒

一672モモタラウハ︑犬サルキ

モモタラウハ︑タカラモノ

ヲモッテ︑オニガシマヲヒキア

一737

ジヲツレテ︑オニガシマニツキ

そのそばに︑鬼の番兵
が︑鐵のぼうを持って立って

ハ︑一寸ボブシヲツ 四642

ヌイテ︑オニニ向カヒマシタガ︑
中之

マンデ︑一反ニノンデシマヒマ

三565

マシタ︒

三567 一寸ボブシバ︑オニノオ 四651 鬼の番兵は︑一度おく
へはいりましたが︑また出て來
ナカノ中ヲ︑アチラコチラト

シタ︒

ゐました︒

三557 トチュウマデ來ルト︑ド 四628囹鬼のみる所はどこで
すか︒
コカラカ︑オニが出テ來テ︑
三562 一寸ボブシバ︑針ノ刀ヲ 四635園どうぞ︑鬼をうち取って︑

ンデシタ︒

二726

﹁︿略V︒﹂トオモヒマシタ︒

二717

ウヨロコビマシタ︒

二696

イサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二684

手ヲタタイテホメマシタ︒

二674

二662

ルガハル立ッテ︑

二647 ドノオニモ︑大シャウノ
オ一一ニオジギヲシテハ︑カハ

ガハル立ッテ︑ヲドッテヰマシタ︒

二646

一一

かついでいらっしゃったので︑お

﹇鬼﹈︵名︶4 5

お方におなりになりました︒

四棚5 白兎のいった通り︑大國
主のみことは︑その後︑えらい
おに

オニハ︑テツノモンヲ

シメテ︑シロヲマモッテヰマシ

一674
タ︒

一694 キジハ︑スバヤクトビマ
ハッチ︑オニノ目ヲツツキマシ
タ︒

カミツイタリシテ︑

一696サルト建玉︑ヒッカイタ
リ︑
クルシメマシタ︒

一703 モモタラウハ︑カタナヲ
ヌイテ︑オニノタイシャウニム
カヒマシタ︒

オニノタイシャウハ︑

イッシャウケンメイニタタカヒマ

一706

シタガ︑トウトウマケマシタ︒
ウニカウサンシマシタ︒

一716 オ一一ハ︑ミンナ︑モモタラ

ルシテヤリマシタ︒

一727 モモタラウハ︑オ一一ヲユ

ロノタカラモノヲサシダシマシ

一732 オニハ︑オレイニ︑イロイ
タ︒

U4

おにぐも一おの
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ゲマシタ︒

四備1 なんせんして︑鬼が島へ

﹇鬼蜘蛛﹈ ︵ 名 ︶ ！

鬼グモ

流れついたれふしが︑鬼を一ぴ
き連れてかへって來た
おにぐも

大キナ鬼グモが一匹︑スウツト︑私

たくさんのみましたQ

二ひき︑こ＼

へ三びきと︑ごろ

﹇御人形﹈︵名︶3

わたしのお人形さんを︑

こ＼へ入れてやりたいな︒

六鵬9園

お人形さん

おにんぎょうさん

四692外の鬼どもも︑あすこへ
くたふれてしまひました︒

お庭

よ

はねま

出すと︑

おには

其の上の所に小さい燭角があ

かはいらしい爾手を思はせます︒
をぬの
﹇小野老﹈︹人名︺1 小野
おゆ

老

をぬのおゆ

おぬのおゆ

つて︑それがちやうどお人形さんの

八柵1

四707 このさわぎに︑外の鬼ど 中研6園 お人形さんが汗をかくだら
う︒
もが目をさまして︑向かって
來ましたが︑

おにはに

﹇御庭﹈︵名︶3

三雲2圃

おにわ

五762 二階ノマドカラ眺メテ居ルト︑
ノ目ノ前ニブラ下ツテ來マシタ︒

おにごっこ ︹課名︺2 鬼ごっこ
ろこんで︑

ぴょんぴょん

四目2 十二 鬼ごっこ

お庭師

﹇尾根﹈︵名︶1

尾根

右下から吹上げる風は︑も
尾根を界に消散する︒
﹇御願﹈︵名︶1

﹇御願﹈︵五︶2
︽ーシ︾

お

それから先は︑尾根傳ひに︑

おねづたい ﹇尾根伝﹈︵名︶1 尾根傳

十一榴7

ひ

なだらかな道が績いた︒

妻や子供に︑朝晩おねんぶ

おねんぶつ ﹇御念仏﹈︵名︶1 おねん

七慨6園

ぶつ

つの代りにとなへさせます︒
をの

きんのおの

おの﹇斧﹈︵名︶30をの斧斧ε

こん︑ときってゐました︒

三785をのに力を入れて︑こん︑

ので︑をのが︑手からはなれて︑

三787あんまり力を入れすぎた

とんで行きました︒

三793﹁あっ︒﹂と思ふまに︑を
のは︑深い池の中へ︑ どぶん

と落ちてしまひました︒

してしまひました︒

三812園池の中へ︑をのを落

その手には︑美しい金の

ました︒

をのが︑きらくと光ってゐ

三824

三833

ついては︑二十四日午後三
時頃そちらへ着く乗合自動車で参り

てつのをのでございま

では︑このをのか︒

さうして︑今度は美しい
ますから︑どうか︑よろしくお願ひ

した︒

銀のをのを持って︑出て來ま
何とかして︑少しでも納め

三836囹

三834園
オ

三糾4

持って︑出て來ました︒

木こりの落したてつのをのを

おちいさんは︑今度こそ︑

させていたゴけるやうにお願ひいた
﹇御願﹈︵サ変︶一
︽ーシ︾

おねがい・する
ネガヒスル

子ドモガナイノデ︑﹁︿略V︒﹂

ト︑神サマニオネガヒシマシタ︒

三487

す︒

します︒

七撹1圏

いたします︒

六135國

願ひいたす

おねがいいた︒す

と〜け下さいませ︒

六39圏どうぞ︑此のお願をお聞き

おねがい

お願

うくと雲を巻上げて︑それが此の

十一伽4

おね

珍しく雪が降ったので︑其の 十二欄11 小野老の歌である︒

廣いお庭では︑大勢の男たち

﹇御庭師﹈︵名︶4

彼女はお庭師を呼んで︑
御褒美と聞いて︑お庭師はに

夜が明けるのを待ちかねて︑

御褒美が頂けないと言って︑
お庭師が残念がつてゐました︒

黒影6囹

お庭師の返事でした︒

尋ねにやりますと︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

十鵬7

した︒

こくしながら︑﹁︿略﹀︒﹂と答へま

十価3

﹁︿略﹀︒﹂と頼みました︒

十悩8

おにわし

所に積上げてゐます︒

が︑雪をかき集めては︑それを一箇

十988

を眺めていらっしゃいました︒

日︑六七人の官女たちと︑お庭の雪

十985

す︑ をどります︒

鬼さん

オニタ

鬼さん︑ほんとに 追っ

﹇鬼﹈︵名︶1

四721 十二 鬼ごっこ
おにさん

四736鵬
﹇鬼退治﹈︵名︶4

かけじゃうず︒

イヂ

おにたいじ

へ︑オニタイヂニイキマスカラ︑

一594囹 ワタクシバ︑オニガシマ

ニ︒

一617囹 オニガシマヘオニタイヂ
一636囹 三口ガシマ ヘオ二四イヂ
ニ︒

おにつら
﹇鬼貫﹈︹人名︺1 縦貫

一657囹 オニガシマ ヘオニタイヂ
ニ︒
おにつら
おにつら

鬼ども

十一欄4 鬼貫 行水のすて所なし轟
の聲
﹇鬼共﹈︵名︶4

形

四655 しゅてんどうじは︑けらい おにんぎょう ﹇御人形﹈︵名︶1 お人

おにども

の鬼どもを大ぜい集めて︑酒も

ねえさん︑雪の中からお
人形が出て來たの︒

十二欄9園

外の鬼どもも︑次々と

りをしてゐました︒

四685
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おの一おのれ

取って︑何べんもおれいをいひ

この二つのをのも︑お ました︒

おのこ

﹇男子﹈︵名︶1

をのこ

お前のやうなうそっき おのずから ﹇自﹈︵副︶7自ら

して

十494図

き

じゃき

しかも工夫に心を奪はれて

一度起ってこれを振るへば︑

は︑自ら家業もおろそかならざるを
得ず︒
だ

十一梱1

惰氣も邪氣も一瞬に霧散して︑下下

ことは︑粟の董につかまって︑する

かうぺ

いまばり

う

の

をのみち

う

ぺ

瀬戸内海の沿岸には︑大

阪・神戸・宇野・尾道・宇部・高

﹇御乗下﹈︵五︶1

松・今治等良港多く︑

おのりくださ・る

おのり下さる ︽ーイ︾

のり下さい︒

三擢5園さあ︑私のせなかへお

尊に從って同じ船にお乗りに

みこと

おの・る ﹇気乗﹈︵五︶1 お乗る ︽一

リ︾

なって居た︑おきさき弟橘媛は︑

七42

﹁︿略﹀︒﹂とお考へになった︒

か

コー二の大陸に渡らんと

かへ

己に克って禮に復るのが

雀の旨くひたるを見て︑

く︑おのれの心にてはあるまじ︒

あまりの欲しさに参りて候︒﹂﹁いや

九455図園

おのれ ﹇己﹈︵代名︶2 おのれ

仁である︒

十二375囹

なはんことをこふ︒

するに際し︑林藏︑切におのれを伴

十一959図

らざるものの如し︒

に尋ね︑ほとんどおのれの苦痛を知

聯隊長・將兵の安否を次次

あんぴ

おのれの馬には人が乗り︑

のれの馬には人が乗り︑

八342図人の馬にはおのれ乗り︑お

おのれ ﹇己﹈︵名︶5 おのれ 己

田園自ら齢しみあり︑魚

は自ら清明となる︒

十二2410図

鳥また相親しむ︒

十一536図

くとお上りになりました︒
をのこやも空しかる
三904その手には︑美しい金の 十二999図團
をのみち
おのみち ﹇尾道﹈︹地名︺1 尾道
べき萬代に語りつぐべき名は立てず
をのが︑きらくと光ってゐ

三851木こりは︑そのをのを受 ゐました︒
ました︒

三857園
三918園

舞の人々︑あたかも言合はせたる如

前にあげよう︒

く︑足並の自ら揃ふも尊く思はる︒

なほ其の邊をよく探すと︑

十16図南参道に入れば︑︿略﹀︑参

三921園金のをのも︑銀のを

には︑金のをのも︑銀のをの
もやることはできない︒

三861 おちいさんは︑︿略﹀︑金の

をのと︑銀のをのを木こり
のも
十一803

雄阿寒岳の急斜面が迫る絶
をの

にやりました︒

三 8 6 2 金 の をのと︑銀のをの
を

十二88

大昔には︑人はまだ金属を

困難に際節すると︑自ら人
の心がわかるものである︒

十二338

あけ

八342図

かすが

十二佃9図然れども春日の社は︑朱

九価4図
えり

れんたい

の廻廊山の緑に映えて︑森嚴自ら

くわいらう

人の襟を正さしめ︑

かういふ時代の人は︑石の
斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ

︵五︶1

あまりおもしろさうなので︑

﹇御三﹈

和算の諸流は自らすたれた︒
おのぞ・︿
︽ーキ︾

﹇御手﹈︵五︶1

て︑おのぞきになりました︒
おのぼ・る

かういひながら︑少彦名のみ 十二6110園 おのれは古がさを買うて

お上る

天照大神は︑少しばかり岩戸をあけ

五45

おのぞく

十二722 本丸の壕る姫山︑西の丸の 十二襯5 明治になって︑西洋の敷學
をの
が輸入されるとともに︑血流を始め
櫨る鷺山は︿略﹀斧を知らぬ密林に

十ニー11

さへて山野に狩をし︑

石で斧や矢じりを作り︑

使ふことを知らず︑ごく手近にある

十二96

た石のかけらを見つけることがある︒

斧の形をした石や︑矢じりの形をし

をの

の密林を見渡した時︑

三864 木こりは︑ふしぎなおちい 壁を仰ぎ︑千古斧を知らぬ湖岸一帯

さんから︑金のをのと︑銀の
をのをもらったことを︑近所

金のをのと︑銀のをの

の人に話しました︒
を

三864

三867それを聞くと︑じぶんも
金 の を の や ︑銀のをのがほ
金のをのや︑銀のをの

しくなりました︒

が

三868

三873をのでこん︑こん︑と木
をきりはじめました︒

おの

あさみどり澄みわたり
たる大空の廣きをおのが心ともがな

十ニー5図画

ふかなおのが歪むる國はいかにと

十ニー3図翻古のふみ見るたびに思

おほはれ︑
三875そのうちに︑若い男は︑
わざとをのを手からはなしま おの ﹇己﹈︵代名︶2
した︒

三876をのは︑どぶんと池の中
へ落ちました︒

各く

五651

中央の隊が十八人︑左右の ︽iリ︾

﹇各﹈︵名︶1

隊が布く十六人︒

七883囹

おのおの

三888園池の中へ︑をのを落
してしまひました︒

ことばかりかんがへて︑まって

三 8 9 8 若 い男は︑金のをのの

おのれ一おはか

320

﹁︿略﹀︒﹂トマウシマシタ︒

オバアサ

ヒロッテ︑ウチヘカヘリマシ

タ︒

モモタ

オヂイサントオバアサン

シンパイシテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑

ニオイノリシマシ

ウ︒﹂トイッテオ追ヒニナリマ

にと︑焼いたするめや氷砂糖を︑紙

のを見て︑

しかし︑紫の君は︑今でも

時々泣いてみる︒

おばあさんのことを思ひ出しては︑

十﹁224

うなさらうといふのでせう︒

がみなくなったら︑ 一膿あなたはど

十一2010囹

今にでも此のおばあさん

若い人たちに連れられて行ってみる

たないおちいさんが︑おばあさんや︑

十描10園中風で︑足もろくく立

ちゅうぶう

に包んで上げられました︒
オバアサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

スト︑
四512

イッテ︑オ止メニナリマシタ︒
すると︑おちいさんとおばあ

さんが︑一人の娘を中に置いて︑泣

五206

一番後歩ラハイツテ來タノハ︑

いてるました︒

五佃7

七十グラヰノオバアサント︑赤チヤ
ンヲオブツタヲバサントデシタ︒

ヤウド私タチノ前へ來タ時︑私タチ

三506

アサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

おはいりなさる

六708
ました︒

りました︒

はいりになって︑岩戸をおしめにな

五12天照大神が︑天の岩屋へお

あまてらすおほみかみ

︽ーリ︾

おばあさんが鍋を買ひに行き おはい・る ﹇御入﹈︵五︶3 おはいる
小さい鍋を返し︑大きい鍋を

ニ

︽一

次郎チャンモ︑ナカマ

ハイリナサル

おはいりなさ・る ﹇御入﹈︵五︶2 オ

ツシヤツタオバアサンガ︑針ヲオ落

三366園

イ︾

エンガハデ︑縫物ヲシテイラ
シニナツタ︒

六163

ハ︑スグ立ツテ︑席ヲユヅリマシタ︒

三513

さうして︑おばあさんと二

カラ︑針ヲ

かぐやひめも︑今はし方

六718

受取って︑おばあさんが︑もう五十
銭彿はうとしますと︑

おばあさんも心配さうである︒ 五205 みことは︑︿略﹀︑川について︑

オバアサンダケガ︑日アタ

リノヨイエンガハデ︑ツギ物

﹁︿略V︒﹂と︑おばあさんに言

スル

オバアサン︑今日日︒

私ガ︑オハギノ包ヲオ
バ︑
ニナリマシタ︒

ト︑オバアサン

んだが︑

七213

た︒

七分3圏

七62

もう内へおはいり︒

尊は︑其のお櫛ををさめて︑

一ポンウエマシタ︒

ツクッテ︑ソコへ︑小サナ松ヲ︑

二874サウシテ︑犬ノオハカヲ

おばあさんが︸人ばっちで︑ おはか ﹇御墓﹈︵名︶2 オハカ お墓
菓子や煙草を費って居る︒

此のおばあさんにむすこが︻
人あるのださうだが︑

七214

だんく山奥へおはいりになりまし
六954

渡シ

オバアサンガ︑﹁ホウ︑ホ 八604 おばあさんは︑疲れないやう

︿略﹀︑オ受取リ

四505

はれて︑僕は︑寝床の中にもぐりこ

六935

四482

とおばあさんに向かって︑

がなく︑泣いてみるおちいさん

四363

と︑かぐやひめは︑

四318 おちいさんやおばあさん 六178 見テイラツシヤツタオバアサ
オハイリナサイ︒
が︑なぜ泣くのかと聞きます
ンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トホメテ下サツタ︒
七189園 まあ︑おはいりなさい︒

人でそだてました︒

四283

一本モラヒマシタ︒

一寸ボブシバ︑オバアサン

アル日︑オヂイサントオバ 五佃3 オバアサントヲバサンガ︑チ

毎日︑神サマ

バ︑

三496オヂイサントオバアサン

ガアリマシタ︒

三484

ラゥヲムカヘマシタ︒

バ︑タイソウヨロコンデ︑

オヂイサントオバアサン

來て︑やれ末廣がりで候の︑骨磨き
おのれ

一754

﹇己﹈︵感︶5

で候のと申しをる︒
おのれ

九462図園 おのれ︑ありのま﹂に申
さざるは不届なり︒

九895 尼子重代の敵毛利を︑せめて

其の片われの元春を︑おのれ其の
ま＼にして置けようか︒

んまとだまされて︑申しわけに︑は

十二6210園 や︑おのれ︑買物にはま

おの れ ︑ よ く も 申 し た な ︒

やしものをするとは︒
十一一衛3園

﹇御婆﹈ ︵ 名 ︶ 3 6

﹇▽おんおば・ お ん お ば ぎ み

十二柵1囹 おのれ︑不孝者め︒
おば
おばあさん

ン おばあさん

一54一 ムカシムカシ︑オヂイサン

トオバアサンガアリマシタ︒

一544オバアサンバ︑川ヘセン
タク ニ イ キ マ シ タ ︒

ヲシテヰルト︑

一54オ
6バアサンガ︑川デセン
タク

ヲ

一55オ
5バアサンバ︑ソノモモ

オ

オバアサンバ耳が遠イ

ヲシテイラッシャイマシタ︒
ノデ︑

四485

タ︒

ヘッテキタトキ︑オバアサンガ︑

四487囹

一563オヂイサンガ︑山カラカ

ニ︑

モモタラウハ︑

オバアサンガ︑モモヲキ四495

ソノモモヲミセマシタ︒

一572

アル 日 ︑

ラウトシマシタ︒
一59一

ヂイサントオバアサン
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おはがき一おはなばたけ

﹇御葉書﹈︵名︶1

おはがき

媛のお墓をおつくりになった︒
おはがき
﹇御萩﹈︵名︶2

オハギ

五906団 おはがきありがたう︒
おはぎ

四474キノフ︑私ハ︑オカアサン

ノオ作リニナッタオハギヲ
持ッテ︑虐使二行キマシタ︒
渡シ

スル

ト︑オバアサン

バ︑

四493私ガ︑オハギノ包ヲオ

﹇ 御 袋 ﹈ ︵五︶一

オハク

︽一

︿略﹀︑オ受取リニナリマシタ︒

キ︾

おは・く

三538﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑庭ヲ
見マハシナガラ︑アシダヲオハキ
おばけ

ニナラウトシマシタ︒

をば様

ばうしのおばけのやう

﹇御化﹈︵名︶1

四172園

おばけ

だ︒

﹇伯母様﹈︵名︶1

六104団此の間︑をば檬がお出でに

おばさま

なった時︑あなたは︑おかぜで︑二

ヲバサン

三日學校をお休みになったとの事で

ば

n伯母﹈︵ 名 ︶ 2 一

したが︑

おばさん
を

をばさん 叔母さん

五911囲

をと＼ひから︑東京のをば

さんが︑春子ちゃんを連れて︑來て
一番後カラハイツテ來タノハ︑

居ます︒

下欄7
七十グラヰノオバアサント︑赤チヤ
ンヲオブツタヲバサントデシタ︒

オバアサントヲバサンガ︑チ

ヤウド私塾チノ前へ來タ時︑私タチ

五言3

翌朝︑おかあさんに呼起され

ハ︑︿略﹀︑席ヲユヅリマシタ︒

六958

て目をさますと︑をぢさんやをばさ
んが︑うちに來て居られる︒

ねえさんは︑山田のをぢさ

のをぢさんなどと話をしてみるQ

十一425

やさしいをばさんは︑僕に

をばさんが火鉢を持って來

ん・をばさんと一しょに車に乗った︒

十二873
た︒

十二881

もかう言ってから︑何かとをぢさん
の世話や︑仕事の手芸を始めた︒

ばさん︒

夕食後︑兵隊さんから︑新し

て下さい︒

い兵器についておもしろいお話を聞

八597

きました︒

打出の小槌は︑お話に聞くだ

けで︑我々の手にはいらない︑非常

罫書7

講義室でお話を聞いたり︑映

に珍しい物だからです︒
かうち

十99

﹇御放下﹈︵五︶1

董を見たりしたことが思ひ出される︒

さあ︑お放し下さい︒﹂兄

は刀を振上げた︒

十847園

お放し下さる ︽ーイ︾

おはなしくださ・る

十二883囲僕︑かまひませんよ︑を
川の少し上手に︑よそのを
オハシ

ばさんもせっせとせりを摘んでみる︒

十二鵬6

ニコイデ︑

﹇御為﹈︵五︶1

つた︒

おはな・す

友だち呼んで︑にぎやか

翌日︑先生に此の事をお話し

お話す

命は︑兄神の釣針をなくして

﹇御話﹈ ︵五︶3

たら︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

七316

に︑ お話したり︑歌ったり︒

四榴6圃

話する ︽ーシ︾

オハシヲモラッテ︑カイ おはなし・する ﹇御話﹈ ︵サ変︶2 お

﹇御箸﹈︵名︶2

一寸ボブシバ︑オワンノ

シマシタ︒

ジャウズ

︽ーシ︾

おはた・す

こんやく

︵フランス王に︶大王︑

をぢさん︑東京のお話をし

十一伽2

畠

命は︑兄神の釣針をなくした

か も

まぶち

あなたがよく會ひたいと

お花畠は︑まるで満天の星

おはなばたけ ﹇御花畑﹈︵名︶1 お花

先程お見えになりました︒

お話しになる江戸の賀茂三唱先生が︑

十一692囹

事を︑くはしくお話しになりました︒

五脳5

困って居る事をお話しになりました︒

︽ーシ︾

お花

末娘とのかねての婚約︑あなたはそ
﹇御花﹈︵名︶1

五佃5
おはな

石の地藏様が立っていらっし

お話

これで︑いっか︑おとうさ

﹇御話﹈︵名︶5

六伽1囹

かも知れない︒

んのお話に聞いた望遠鏡が︑出來る

六503園

おはなし

時もお花が上って居る︒

やる︒雨ざらしになって居るが︑何

七209

ぢざう

れをお果しになるおつもりか︒

十二襯4囹

お果す

舟ニノッテ︑オハシノカイデ

三522

ニ

三517

をばさん︑猫はどうしまし おはし

おとうさんは︑をぢさんやを

をばさんは︑﹁︿略﹀︒﹂

六967囹
た︒

六968

六977

ばさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

平生元氣なをばさんも︑今日
一番しよんぼりとして︑さびし

六989
は︑

さうに見えた︒

六993囹をばさん︑これから︑ずつ
と僕のうちにいらっしゃいね︒
﹁︿略﹀︒﹂と僕が言ふと︑をば

ば

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑涙をこ

六995

ぼされた︒
を

叔父さんや叔母さんもおか
はりなく︑君も二子ださうで︑何よ

を ぢ

りです︒

七473國

ガホシテアルカラ︑ヲヂサンモ︑

四514園 ケフハ︑コンナニモミ
ヲバサンモ早クカヘルヨ︒

んとをばさんが︑おとうさんや分家

お座敷では︑山田のをぢさ

と言って︑ほめてみる︒

五881 東京のをばさんが︑春子ちや 十一398分家のをばさんが︑﹁︿略﹀︒﹂
んを連れて︑お出でになった︒
さんによろしく︒

五894囲 どうか︑をぢさんや︑をば 十一401

おはなみ一おひめさま
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のやうに美しかった︒
﹇御花見﹈ ︵ 名 ︶ ！

お花見

八434 聖日︑今日はお花見といふの

おはなみ

で︑御殿は人ずくなでした︒

おはよう﹇御早﹈︵感︶2お早う

おび

﹇帯﹈︵名︶2

帯
するしやう

小川の水は銀の帯とも見え︑

きらく光る草葉の露は水晶の玉

七柵8

中には︑日本の着物を着て︑

のやうである︒

八佃2

﹇御引合﹈︵名︶1

お引

帯をきちんと結んだ女の姿さへまじ

合はせ

おひきあわせ

つてみる︒

オハラフ

九379囹 お早う︒
﹇御払﹈ ︵ 五 ︶ 一

十二926圏 お早う︒
おはら・う
︽ーヒ︾

おひく

戸は細めにあいて居りました︒
﹇御引﹈︵五︶3

︽一

二804 ヒルスギ︑ヨソカラカヘッ 八437 八幡様のお引合はせか︑門の
テイラッシャッ忌事トウサンガ︑
キ︾

おひ・く

大原女

ニナリマシタ︒

お13らめ

キヲオハラヒニナルト︑ドマ
ユキダラケ
おはらめ

︹題名一
︺

﹁︿略﹀︒﹂と︑かけごゑいさ

きになりました︒

ガ
バ︑

アカイ
オ日サマノ

オトウサントオカアサン

サウダンシテ︑

ニ457

所ヘオヨメニアゲルコトニ
シマシタ︒

オトウサンバ︑オ日サマノ

オ日サマ

ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノミ

二463
マシタ︒
一一477

オ日サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

オッシャイマシタ︒
一一493

弱イ光ヲ出シテヰタオ

ヒマシタ︒

四伽7

明日また︑お日檬︑ごきげん

︽ーイ︾

﹇彩﹈︵形︶3 おび
たゴしい

青空の末に墨のやうな雲︑そ

た︒

十二酩9

さうして︑私たちの船は︑

人は又︑如何にして此のお

こ﹂でおびた9しい荷物を下しまし

十一備2団

れは大阪のおびた鷲しい煙であった︒

九二6

おびただし・い

よう︒

十櫃2

つてゐました︒

六329

み こ

やまとをぐなの皇子は︑御年

十六︑かうして︑たゴお︸人で︑熊

襲をお亡しになりました︒

にお仕へ申すのを仕合はせと存じま

十二儒7園私は︑︿略﹀︑父上お﹁人

す︒

おひなさま ﹇御雛様﹈︵名︶2 おひな

おひな様もうれしさう︒

チューリップの花が︿略﹀ま

四悩1圏

様

六悩6

おひな檬のぼんぼりのやうなかつか

だ十分咲ききらぬ花は︑ちやうど︑

うです︒

七日に︑清少納言は︑正月の

一寸ボブシバ︑アル日︑オ
ヒメサマノオトモヲシテ︑遠イ

ドコカラカ︑オニが出テ

ハ︑

オニノワスレタウチデノ

オヒメサマハ︑サッソクウ

チデノコヅチヲブリマシタ︒

三60一

︿略﹀︑大ソウ五重コビマシタ︒

コヅチヲ見ルト︑オヒメサマ

三592

ヲタベヨウトシマシタ︒

來テ︑皿寸ボブシヤオヒメサマ

三558

所へ出直ケマシタ︒

三555

サマ

おひめさま ﹇御姫様﹈︵名︶4 オヒメ

下りました︒

お暇を頂いて︑宮中から自分の家へ

単価8

三321 そこで︑神さまは︑その國
日檬ガ︑ダンく暖イ光ヲ送 おひま ﹇御暇﹈︵名︶2 オヒマ お暇
に︑太い︑太いつなをかけて︑
ルヤウニナリマス︒
三508園 少シノアヒダ︑オヒマ
ありったけの力を出して︑おひ
ヲ下サイ︒
五168 空には︑お日檬がぎらぎら光

戸ロデ︑ パタパタ︑ マントノユ
ガ︑

おはらめ
おはらめ

﹇大原女﹈︵名︶2 大原女

九欄8 三 大原女
おはらめ
三328

ましくおひきになりますと︑そ
の土地がちぎれて︑うごき出し

九襯2 すると︑一人の大原女が彌次

ました︒

大原女

言ひますQ

郎 の そ ば へ 寄 っ て來て︑﹁︿略﹀︒﹂と

神さまは︑その土地にも
つなをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑力

おはらめ
十一1111 たまく見かける大原女も︑ 三354
い うぜん

おひげ

大路小路を行く人の言葉も︑

﹇御揃﹈︵名︶1

一ぽいおひきになりました︒
たとへ︑あなたがおとう

おびとけ

びた賢しい車の流を横ぎるかを考へ
︹地名︺1
おびとけ

アサヒ おひとり ﹇御一人﹈︵名︶2 お一人

十一一鵬図

おびとけ

ひげを﹇見ては︑お氣の毒だと思はね

アカイ

お日様

オヒサマ

ねばならぬ︒

オヒサマ

オ日様

﹇御日様﹈︵名︶8

一61圏

オ日サマ

おひさま

ばならないはずだのに︒

様でないにもせよ︑此の白い髪やお

十二柵9園

おひげ

原々々にさらす友血染も︑花と織出
される西陣織も︑すべて優にやさし
いのが京都である ︒

つち

四條通を歩いてみると︑大原

おはらめたち﹇大原女達﹈︵名︶1大
原女たち
しば

九八⁝10

女たちが︑柴や︑すりこ木や︑槌や︑
はしご

梯子や︑其の今昔でも頭にのせて費

歩いてゐます︒

おひら・︿
︽ーキ︾

﹇御開﹈︵五︶1

お開く

ケフノオ豊頃ハ︑ウチ中︑目

ひじやう

朝は物のかげが非常に長い

ガマハルポド︑イソガシウゴザイマ

五54一
シタ︒

なり︑

︽ーッ︾

︽ーブ︾

オブフ

おぶ

お二人

デハ︑オイシイオベンタ

ウヲツクッテアゲマセウ︒

ニー41園

まだ少し早いが︑おべんた

うにしませう︒

五313園

貴え﹇▽みおぼ

七133舟の中で︑ゆっくりおべんた
﹇覚﹈︵名︶2

うをたべました︒

おぼえ
え

それに封して︑借りた豊え

いくら言っても︑書ばかり

︽ーエ・ーエル︾﹇▽みおぼえ

﹇覚﹈︵下一︶12

乙が主張する︒

覧える

おぼ・える

おぼえる

はないとか︑もう返したはずだとか︑

十二塒4

わしには何も畳えがないのです︒

い︑うは言が出たかも知れないが︑

汝︑身禮長大にして︑好 十一一川2園 あんまりへったので︑つ

﹇負﹈︵五︶2

んで劒を帯ぶ︒

十9610図葉

ふ

おぶ・う

一番後々ラハイツテ來タノハ︑

一番末の弟が︑︿略V︒とう

﹇御二人﹈︵名︶2

お二人なら︑連曲で四百八

お一一人で八百文下さい︒

おふろ

おふろにはいってから︑

﹇御風呂﹈︵名︶1

一しょに ごはんをい

おふろ

みんな

おべんたう

オベン

四184

たゴきました︒

タウ

おべんとう ﹇御弁当﹈︵名︶

やがて針葉樹の密林へはい

かしさを畳えしめる︒

十一㎜3

一音は一音より妙を加へ神

ると︑急に快い涼しさを畳える︒

十一鯛11

に入って︑何をひいてみるか︑彼自

らも豊えないやうである︒

十一鵬5 今更胸のをどるのを豊える︒
さや
十一梱10 鞘を梯って︑じっと眺めて
きはく

みると︑︿略﹀︑一脈の氣暁がりんと

オホーツ

私は︑胸がときめくのを畳

して身に迫るのを豊える︒

えた︒

十二価3

︹地名︺3

北面は廣々と北見の高原が

オホーツクかい

ク海

ゆるやかに遠く傾いて︑其の果にオ

十一828

オホーツク海

ホーツク海の煙波を望ましめるので

ある︒

オホーツク海の濃霧が薄れ

十﹁98図

十一価一

て︑ぽっかり浮かび上った不思議の

夜九時に北斗七星を見て其の
位置を肥え︑更に十時・十一時に見

し

ソラデハ︑オホシサマガ

おぼしめし ﹇思召﹈︵名︶1 おぼしめ
兄が史記を讃んでみるのを︑

光りハジメマシタ︒

ニ43

サマ

おほしさま ﹇御星様﹈︵名︶一 オホシ

島︒

教へることは何でもよく豊え
これは大事なことだから︑

十一8610

大風が起って︑海はわき返った︒

一種のあこがれに似たなつおぼしめしあそば・す ﹇思召遊﹈︵五︶

深い心の感動を畳える︒

十一306

に畳えてしまふ程でした︒
六613此のまこころが︑神のおぼし
やくし
先づ仰がれる藥師の尊像に︑
めしにかなったのであらう︑一夜︑

そばでじっと聞いてみて︑兄より先

十一1310

よく豊えておきなさい︒

十幽10園

るし︑

九二9

ると︑

九悩3

かいて︑ちっともお脛をおぼえない︒

る

お二

く泣出したので︑私がおぶって外
﹇御二人方﹈︵名︶1

六佃3囹

おふたり

は︑けっして忘れません︒

四374園私も︑お二方のこおん

方

おふたかた

へ出た︒

七柵5

ンヲオブツタヲバサントデシタ︒

七十グラヰノオバアサント︑赤チヤ

五期7

帯ぶ

なると︑かげの方が其の物より短く

が︑だんくちゴまって︑お書頃に

七297

お書

をお定めになって︑堀江をお開きに
オヒル

七727 昔︑仁徳天皇は︑此の地に都
なり︑

﹇御昼﹈︵名︶2

︽一

お・ぶ ﹇帯﹈︵上二︶1

三925オヒルカラ︑私ハ︑正雄サ

おひる

ンノウチヘアソビニ行カウ
ト思ッテ︑外へ出マシタ︒

帯びる

六鵬6 ちやうど︑お豊の食事中であ
﹇帯﹈︵上 一 ︶ 5

つた元帥は︑
お・びる
ビ︾

はと
九645 鳩より少し小さいくらみの大

きさですが︑︿略 ﹀ ︑ の ど と 翼 と 尾 と
は濃い紫色を帯び ︑

九旧1 日光はかすかに黄色味を帯び
て︑壁や塀の強い反射が幾分やはら
いで見える︒

十966図 韓信︑長劒を帯びて市中を
行く︒

が︑機械に向かって話しかけます︒

十﹇499 少し震へを帯びた先生の聲

九柵5園

九閥3園

オ書頃

十文でございます︒

る五月下旬から︑そろそろ北千島の
お

十一853 本島で︑にしんの漁期の終

﹇御昼御飯﹈︵名︶1

漁場が活氣を帯びて來る︒
おひるごはん

書御飯

﹇御昼頃﹈︵名︶2

ら︑母と一しょに聞きたいと言ふ︒

十哲4 マルタはお豊御飯をたべなが

お書頃

おひるごろ

3

323
おひらく一おぼしめしあそばす

おぼしめす一おまう

324

1

思し召しあそばす

︽ーシ︾

十二槌8園 其の駝はお心強く思し召
しあそばしませ︒

時の天皇がおほめになって︑ 十一川9

太陽でも月でも︑おぼろに

しか見えませんから︑俗におぼろ雲

十416圓

わざくこ＼に行幸なさったといふ

み

こ

お亡す

テイシャヂャウ

ふたみ

おまるりをすましてから︑

ソレカラ停車場へ行キマシタ︒

けんぶつ

五97囲

ガリレオといふ早生が︑こ＼

明治神宮にも︑お参りでし

方々を見物して︑二見に來ました︒

六甲6圏

たか︒

いわし雲・むら雲・おぼろ

といひます︒

八685

しかし歴史によると︑天皇 十一擢2

話だらう︒

雲は︑何れも巻雲より低く︑七千米

十4110圏

以下＝一千米以上の所に浮かぶ雲です︒

おぼしめ・す ﹇思召﹈︵四︶1 思し召

は此の泉の水をおほめになって︑
これんみん

︽ーシ︾

やまとをぐなの皇子は︑御年

ぼん
お盆

十⊥ハ︑かうして︑た団お一入で︑熊

六329

オボン

襲をお亡しになりました︒
﹇御盆﹈︵名︶4

イマシタ︒

十研1

其の使が︑お盆を帽子のや

お盆に白い雪を盛って︑つ

オマヰリ

十二924

やうやくお参りがすんだと

君︑こんなに早くお参り

見えて︑二人はこっちへやって來る︒

とは感心だね︒

十二928囹

＋二935圏おわびかたぐ募りを

僕もお参りをすまして︑三

したのだよ︒

十二943

今日はお参りなので︑皇

人一しょに編途についた︒

后陛下から賜はつた義足をつけたが︑

十二947園

ご

ト

ない

きのふ︑午後︑こちらへっ

いて︑外宮へおまるりし︑けふは内

げくう

五68国

くロつ

﹁明治神宮にも︑お参りで

けふは内宮へおまるりしま

宮へおまるりしました︒
ないくう

五68国

した︒

六伽8囹

毎日︑たくさんの人が︑た

したか︒﹂﹁あ＼︑お参りしたよ︒

六田3園

それから︑をぢさんは︑擶

えずお参りして居るが︑

六仰8圏

國神社へもお参りして來た︒

くに

おま︒う ﹇御舞﹈︵五︶1 お舞ふ ︽一

氏神様ヘオマヰリヲシテ︑ ヒ︾

お参り

﹇御参﹈︵名︶9

四862

おまるり

おまいり

上致したいと存じてをりましたのに︒

たなくとも私の歌をそへまして︑献

精彩2囹

はほんたうに残念でございました︒

うにかぶって蹄って來ました時︑私

並屋10園

やうに盛って︑來ておくれ︒

て︑﹁これに︑雪の白い所だけ山の

ぼん
使の者に大きなお盆を持たせ

四502サウシテ︑ユデタ栗ヲ︑オおまいり・する ﹇御参﹈︵サ変︶5 お
ボンニ 一パイ持ッテ來テ下サ
まみりする お参りする ︽ーシ︾

お盆

おぼん

の有名な大寺院へお参りをしました︒

﹃︿略﹀︒﹄と仰せられ︑

︽ーサ︾

おぼろ月

照りもせず曇りもはてぬ春

﹇朧月﹈︵名︶1

十一川10

おぼろづき

十二梱1豊国何とぞ私への御憐慰と
みかどが此の事を聞し召し

左折して更に大鳥居を過ぎ︑

其の干場の中を通って行く
おぼろ

おぼろ雲

﹇御滅﹈︵五︶1

の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲の

六伽1園

﹇朧﹈︵形状︶2

と︑お堀をへだてて二重橋が見え︑
おぼろ

太陽でも月でも︑おぼろに

﹇朧雲﹈︵名︶2

おほろぼ・す

殿上人たちに︑おほめになっていら
費

か＼つた場合ですが︑

おぼゆ

通す日影に︑

﹇覚﹈︵下二︶4

白雲を

︽ーエ︒ーユ︾

十22図

豊えて︑思はず地にひざまつく︒

九捌10図其の一揖に身のち〜む如く

はや夏の暑さをおぼゆ︒

九724図蟹

ゆ

おぼ・ゆ

つしゃつたさうです︒

て︑﹃よくも言ひあてたものだ︒﹄と︑

十川5園

す

思し召され︑汚名をす＼ぎ︑家名相

お

立ち候やう︑私身命に代へ願ひ上げ
参らせ候︒

﹇覚束無﹈︵形︶1

︽ ー イ︾

おぼっかな・い
ぼっかない

九858 富田城がまだ取れないのに︑

お

敵の大軍が押寄せたのでは︑味方の
勝利がおぼつかない︒
﹇覚束無﹈︵形︶1

︽ ー キ︾

おぼっかな・し
ぼっかなし

しやうじ

神童身にせまるをおぼえつ＼︑静か

九213図 松下暉尼︑︿略﹀障子の破

に歩みを移せば︑参道は又右折す︒

大御心のかたじけなさ︑
そゴうに涙のわき出つるをおぼゆ︒

十44図

おぼつかなき手つきにて一小間つつ
おほめ

れを手つからっく ろ ひ み た り ︒ ︿ 略 ﹀ ︑

﹇御心﹈︵名︶1

張りみたり︒

おほめ

オホメ

めて︑主君のおほめにあっかり給へ︒

九426図囹 今こそ君は其の良馬を求おほり ﹇御堀﹈︵名︶1 お堀

︽ー メ ︾

﹇御褒﹈︵下一︶5

おほめる

の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ

十79図翻谷間よりはひ出で︑木

ル

おほ・める

ダ︑キレイダ︒﹂トオホメ ニ

おぼろぐも

といひます︒

しか見えませんから︑俗におぼろ雲

十一m8

に朝霧流る︒

二942 ﹁コレハフシギダ︒キレイ
ナッテ︑ゴハウビヲ︑タクサンタ
ダサイマシタ︒

三692 おかあさんは︑﹁まあ︑ほん

とうにじやうずですね︒﹂と
いって︑おほめになりました︒

五42 こっけいな手ぶりや身ぶりを

﹇御前﹈︵代 名 ︶ 5 2

オマヘ

オ

して︑おもしろくお舞ひになりまし
た︒

おまえ

お前

五525囹

たしかに︑お前がぬすんだ

のではない︒

お前は︑方方へ出歩いて︑

何でもよく知って居るが︑この小さ

五608園
いお方の名を知らないか︒

あめ

お前は誰だ︒

お前は︑ほんたうに正 五975園天のうずめ︑お前行け︒
五984
五榊6園

お前は海へ行くがよい︒

この二つのをのも︑お 瞳子2囹 心骨︑オカケ︒

ヒ

アフ
やぎ

ンノ、

ル天

ニシテヤル︒

追

いお方を知って居るか︒

お前︑行って遊んでやりな

くチエガアルネ︒

六267囹

甚次郎︑此の冑は祖先傳來

は何と申す︒

九753園

十歳の時︑軍に出て敵の首

の寳︑これをお前にゆつる︒

九754園

を取った程強いお前のことだ︒

一髄︑お前は何をたべる

を考へてくれない︒

のか︒

十二川11圏

十二櫃8囹さうしたら︑私の膿をお

前にやってもよい︒

十二幽7囹

ん

お前もつき合ってくれ︒

九幽10園

お前はえらいね︒

お前の残念がるのももっと

さい︒

六559圏

お前は︑あした︑學校があ 十227園

お前が官田貴であったら︑

お前は無事であったか︒
お前が宮田貴であったら︑

お前は早く逃げろ︒

十二366園

十二323園
十二366園

十7410園

もだ︒

六952園

お前は︑口で言って聞かせ

お前は︑又圭里をかいて居る

るのだから︑心配しないで︑もうお
やすみ︒

六事2囹
のか︒

六m⁝4園

一禮︑お前は誰に今の言

予はお前の家の家令にならうそ︒
十二⁝間5囹

葉を教へられたのか︒

お前は自分のことばつか
り考へて︑人の腹のへってみること

十二摺9囹

これほどお前が上手だとは︑ 十二川6囹私はお前の弟子にならう︒

お前は︑書弄きになるがよ

るだけでは︑だめだ︒

い︒

六桝3囹
六M4園

お前の國はどこ︑又親の名

わたしは︑今まで知らなかった︒

八381囹

それで︑お前さんはわし

つきりせぬ︒

たち

もうお前たちの世話になら

一人でも多く助ってくれる

おまごさん ﹇御孫﹈︵名︶1

す︒

お孫さん

天も︑地も明かるいほどでございま

おまけに︑からだ中から光を出して︑

く高く︑目は鏡のやうでございます︒

五969園背も高いが︑鼻がおそろし

おまけに ﹇御負﹈︵接︶1 おまけに

ないか︒

のが︑私に封ずるお前たちの務では

十752園

ぬ︒

九㎜4園

ちの家族はどうなると思ふ︒

七791園攻めて來たら︑第一お前た

はとてもかなはぬ︒

七338園

かうなっては︑お前たちに

おまえたち ﹇御前達﹈︵代名︶4 お前

んでみるはずだが︒

十二旧11園

お前さんは︑わしをうら

やら見畳えのある方のやうだが︑は

十一一棚4園 はて︑お前さんは︑どう

の娘か︒

て︑一時でも其の領主となったのは︑

ほう︑お前が世話をしよう
お前がよくめんだうを見て
になった︒

やったから︑北斗はりっぱな二歳駒

九耀5園

といふのか︒

九描4園

全くお前の力であった︒

一一312圏オマヘノヤドガ︑ マッ 五619園 おうい︑お前は︑この小さ 九891囹 わたしが︑出雲に旗あげし おまえさん ﹇御前﹈︵代名︶3 お前さ

前

ツ

なければいけないね︒

お前の落したのは︑こ 五898園 お前も︑負けないやうにし

カニヤケル︒

三825園
れだらう︒

三853囹
直な男だ︒

三857園
前にあげよう︒

三906圏
れだらう︒

白ヲ

ついでくれ︒

お前の落したのは︑こ 六78園お前は︑天皇をお迎へして︑ 九悩7園 ヒ﹂＼ノ︑ お前先へはいれ︒
九柵6園 お前の脇差を貸してくれ︒
おもてなしをすると申した︒
六179園 アリガタウ︑オ前殿︑ナカ 九三2園 お前はお供だ︒
九欄2園 お前︑それで武士か︒
九似4囹 これ︑北八︑お前これをか

どこに

三915囹 お前のやうなうそっき
には︑金のをのも︑銀のをの
もやることはできない︒
ある︒

四914圃お前のうちは

四972囹お前︑なぜ泣いてみる
のか︒

のか︒

四992圏お前︑なぜ泣いてみる
四齪2囹 今年からお前まけ︒

北風︑オ前ハモウ北ノ
四173園
國へ カヘッテシマへ︒
四176圏ナアニ︑マダオ前ノ出
テ來ル 時デハナイ︒

四撚7囹 ワタシバ︑モウ一度オ
野や山ヲ
マ月リ

325
おまえ一おまごさん

おまちくださる一おむかえもうす

326

︵サ変︶3

お

まぶち

お

﹇御見舞申上﹈

︽一
せっしやう

お見まひ申し上げる

おみまいもうしあ・げる

︵下一︶1

﹇御祭﹈

︽ーシ︾

おまつり・する
まつりする
ゲ︾

七洋2園 働手のむすこさんはなくな
られるし︑お孫さんは小さいし︑

満洲事攣でなくなった︑國

まんしうじへん

おみや

﹇御見舞申﹈︵五︶1
︽ース︾

目が

病氣なら︑父が病床へお
お耳

長い︑

﹇御耳﹈︵名︶2

お耳が

オ宮

すると︑又此の事が法親王の
オミヤ

ハトオミャノ
コイ

フト︑ユフベ男宮へ参ツテ︑

﹇御土産﹈︵名︶4

事ヲ思ヒ出シタ︒

おみやげ

豊丘2囹

をぢさん︑きのふは︑おみ

やげをありがたうございました︒

ごふく

おみやげひん ﹇御土産品﹈︵名︶1 お

みやげ品

が並んでみる中に︑珍しいのはおみ

十347国呉服・雑貨︑いろくの店

やげ品を費る店です︒

わたす

神さまは︑うみの上を︑

︽ーシ︾

おみわた・す ﹇御見渡﹈︵五︶2 お見

三313

そこで︑またうみの上を

ずっとお見わたしになりました︒

お見わたしになりました︒

三342

さがみ

おむか・う ﹇御向﹈︵五︶2 お向かふ

やまとたけるのみこと

︽ーヒ︾

かつさ

ら︑船で上総の國へお向かひになつ

やまと

と

七33日本構尊は︑相模の國か

た︒

だいたふのみや

かうや

﹇御迎﹈︵名︶1 おむかへ

津川から高野の方へお向かひになつ

つかは

七55！大塔宮は︑︿略﹀︑大和の十

た︒

おむかえ

いや︑私は︑天孫がお出で

になると承って︑こ＼へおむかへに

五998園

出て居るのです︒

オミヤゲニツヅラヲアゲおむかえ・する ﹇御迎﹈ ︵サ変︶1 お

おみやげ

マシタ︒

お前は︑天皇をお迎へして︑

︽ーシ︾

おむかえもう・す ﹇御迎申﹈︵五︶1

おもてなしをすると申した︒

おみやげに貝ざいくを買つ 六78園

︸365

五882

もらった︒

十二帽8囹私の方には︑まだお迎へ

おみやげに︑おもしろい本を お迎へ申す ︽ース︾

でなさい︒

たから︑たのしみにして待ってお出

五104團

迎へする

オミヤゲ

ニイサンニ買ツテイタでイタ磁石ノ

六168

マッカニヤケル︒

ニ303圃 オ宮ノ森モ︑ 氏寺ノ
森モ︑ ユフヤケコヤケデ︑

オリテ

ハト

﹇御宮﹈︵名︶3

お耳にはいった︒

十燭10

赤い︒

三65韻

おみみ

見舞申すと言へ︒

十二搦1園

お見舞申す

おみまいもう・す

殿下をお見まひ申し上げたのである︒

元帥は︑赤坂離宮に︑囁政

六旧5圏

今日

六三2

おまちくださ・る ﹇御待下﹈︵五︶2
子さんのおとうさんがおまつりして

︽ー イ ︾

お待ち下さる

仁徳天皇をおまつりしてある

村の鎭守の神様の︑

ちんじゅ

﹇御祭日﹈︵名︶1

の古い神社やお寺です︒
おまつりび

六143圏

﹇御併置﹈︵五︶1

は︑めでたいお祭日︒

︽ーイ︾

おまねきくださ・る
お招き下さる

も

ヤネカラ

さて︑二十五日のお祭には︑ ︻113圃

﹇昏昏﹈

がたう存じます︒
おまねき・する

︵サ変︶1

わざくお招き下さいまして︑あり

六129囲

お祭日

高津神社や︑︿略﹀︑何れもゆるしよ

かうつ

七698

にんとく

皆おまつりしてあるのだ︒

國のために戦死した人は︑

あるのは︑そこなのですね︒

︽ーイ︾

お祭

六囲8園

四樹6圏 お待ち下さい︒
六312圏 お待ち下さい︒
おまち・する ﹇御待﹈︵サ変︶2 お待
︽ーシ︾

四 5 9 8 園 私は︑けふあなたが

ちする

こ＼においでになると聞いて︑
お待ちしてみたのです︒
﹇御待遠様﹈︵名︶一

六119酵母もお待ちして居ます︒
オマチドホサマ

おまちどおさま

三982圏 オマチドホサマデシタ︒
ちなさる

おまちなさ・る ﹇御待﹈︵五︶1 お待

﹇御祭﹈︵名︶5

七佃1園 まあ︑お待ちなさい︒
おまつり

天皇のお使に弓を引いた兄が︑

お見え

すぐ又天皇をお招きすると言って︑

六52

六111圏さて︑此の二十五日中︑御 招きする ︽ースル︾
承知の通り︑私の村の氏神様のお祭
です︒

新しく家を建てたばかりか︑
﹇御見﹈︵下︸︶1
︽ーエ︾
か

あなたがよく會ひたいと
先程お見えになりました︒

お話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

十一692園

る

おみ・える

六128囲 さて︑二十五日のお祭には︑

わざくお招き下さいまして︑あり
がたう存じます︒

人出だ︒
ばんじん

六捌6囹 こ㌧は︑毎日お祭のやうな
たいわん

八131 皇湾の蕃人には︑もと︑人の

七47園

りになって海神の心をなだめませう︒

媛は︑尊に﹁私は︑お身代

首を取ってお祭に供へる風があった︒ おみがわり ﹇御身代﹈︵名︶1 お身代
人はぜひ首を供へなければならない

八138 しかし︑お祭が近づくと︑蕃 り
と申し出た︒
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お目

申す準備がしてございませぬ︒
﹇御目﹈︵名︶6

と ば

﹇汚名﹈︵名︶3

か＼れぬと︒

おめい

お召し下さる

よし

﹇御召下﹈︵五︶1
︽ー イ ︾

おめしくださ・る

明渡すはずはない︒

ふ菖臣たちが︑おめおめと江戸城を

押寄せるとすれば︑徳川の恩義を思

十二柵6 追討の官軍が忽ち江戸表に

おめおめ ︵副︶1 おめおめ

川の家名は断絶をまぬがれた︒

十二槌10 朝敵の汚名はす㌧がれ︑徳

参らせ候︒

立ち候やう︑私身命に代へ願ひ上げ

十二欄9園若し私の此の判断があや
九6310

しんぴ
それを聞くと︑まるで神秘の

如何ばかりの思にて此の

りゅうぐう

手紙をした＼めしか︑よくくお察

十222圓囲

世界にでもさまよってみるやうな思

︽一

がします︒
お召す

まってをりますなら︑どうぞ私の首
﹇御召﹈︵五︶1

をお召し下さいませ︒
おめ・す
シ︾

し下されたく候︒

かしても︑振る時間は同じです︒

なほしばらく飛績けたが︑遂にたへ

八775此の重い傷にも屈せず︑鳩は

しかし︑徒黛を組んで天下を

かねて︑とある木の枝に止った︒
とたう

騒がすといふことは︑重い罪である︒

十悩2

はにわ
又︑古墳の外部からは埴輪

あの野見宿禰がそれを工夫したとい

のみのすくね

の人形などが獲見され︑私たちに︑

十中主55

合はす ︽iサ︾

私は︑昔話の龍宮にでも おもいあわ・す ﹇思合﹈︵五︶1 思ひ

十328團

天子檬は︑百合若をお召

しました︒

しになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

四三3

おめでたい

十757

﹇思出﹈︵四︶1 思ひ

ふ歴史を思ひ合はさせる︒

おもいいだ・す

其の如何に深く思をおこら
しになったかは︑夢に金人が現れて

ふと別の考えが先生の頭に

︽ール︾

十一454

至る

おもいいた・る ﹇思至﹈︵五︶1 思ひ

りにて候︒

出されて︑此の胸は張りさくるばか

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

十218國国母は其の方々の顔を見る

出す ︽ーサ︾

しばし思にふけってみた光

重い

おうい︑うさぎ君︑ぼく

﹇重﹈︵形︶7

て來た︒

おも・い

︽ーイ・ーク︾

ると︑先生はもう矢もたてもたまり

浮かびました︒︿略﹀︒これに思ひ至

おもいうか・べる ﹇思浮﹈︵下一︶4

ませんでした︒

の舟は︑なんだかおもくて
兄様方の重いふくろを

其の小さい胸には︑若葉のも

思ひ浮かべる︽ーベ・ーベル︾

九㎜7

青々と植ゑつけられた夏の稻

其の勇ましい様子を思ひ浮か

田を思ひ浮かべて居るでせう︒

八117

て居るでせう︒

える日本の春の美しさを思ひ浮かべ

ふと︑大きな重い物が︑私た 八116
取上げると大そう重くて︑中
おもり其の物は重くても旧く
ても︑又大きく動かしても小さく動

八726

には小判がどっさりはいって居た︒

こぼん

重盗7

ちの上に來ました︒

五734

そくおなりになったのです︒

かついでいらっしゃったので︑お

四986

す＼まないやうだ︒

三673圏

おもい

囲が︑我にかへると突然人聲が聞え

十二443

みるのでもわかる︒

太子にさ＼やき奉ったと傳へられて

十一3310

だんちやう

來たやうな思で︑コロール島に上陸

︵形︶3

新年おめでたうございま
ねえさん︑おめでたう︒

主

聞く人々は全く断腸の思で

しゃいました︒

おめでた・い
︽ーウ︾

す︒

四796囲
す︒

十一4010園

ニイサンヲ見ルト︑﹁オ

おめでとう︵感︶2オメデタウ
四867園

オメデタウ︒

メデタウ︒﹂﹁オメデタウ︒﹂トイヒ
マシタ︒

四868囹

お后にお目通をして︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇主﹈︵形状︶1

主な停車場には︑黒シャツ

﹇思﹈︵名︶7

をはかってみる︒
おもい

いに
たゴ一管の笛に思をこめて︑
天地にひゴけと吹鳴らした︒

七358

思﹇▽ひとおも

の青年が見はりをして︑旅人の安全

十二宙7

おも

なりました︒

と申し上げますと︑お后はお笑ひに

十欄8

十二捌1安国 汚名をす＼ぎ︑家名相 おめどおり ﹇御目通﹈︵名︶1 お目通

かうむつた︒

喜は︑はしなくも朝敵といふ汚名を

のぶ

十二鵬8 鳥羽伏見の一職に︑徳川慶

汚名

十二幡11囹 なに︑御昼氣でお目に

にかけよう︒

十二599囹 先づ御主人に急いでお目

たいものだが︒

十一6910園 どうかしてお目にかかり 四793国新年おめでたうございま あった︒

せう︒

ない歌をお目にかけることが出來ま

十麗6園今さら︑どうして私のつた

お目にかけようと︑清少納言は︑

て紙にした＼め︑雪にそへてお后に

十研6 さうして︑其の間に歌を作つ

から︑ぜひ來て下さい︒

七175園 お目にかけたいものがある

おめ

おめ一おもいうかべる

おもいおもい一おもいつき
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りたいのです︒

べると︑僕は北斗のために喜んでや
﹁先生がどうしてこちらへ︒

がけもない言葉に宣長は驚いて︑

がら︑何時の間にか︑よく聞かされ

思ひく

︽ーケ︾

二時に不意のあらしや︑其の

ません︒

他思ひがけぬ災難にあはぬとも限り

八79

ひがける

十二887 をぢさんの手際に見とれな おもいが・ける ﹇思掛﹈︵下一︶1 思
た戦孚談を思ひ浮かべる︒

ひ

おもいおもい ﹇思思﹈︵副︶6 思ひ思

思ひかねの神といふ︑大そう

﹇思切﹈︵副︶2

なさることがきまりました︒
おもいきり

今しがた三時を告げた時計

房をつけたアカシヤの並木路を︑叔

塁の鐘の音を追ひながら︑白い花の

十一774

思ひ切り

ちゑのある神様のお考で︑神様方の

五23

思ひかねの神

六911 さうして︑思ひくに︑こつ おもいかねのかみ ﹇思兼神﹈︹人名︺1
ちのへうたんにはいったり︑あっち

のとうろうに飛移つたりして︑お米
をたべます︒

七503国 夕食後は僕等の最も樂しい

自由時計で︑其の間に思ひくの事
をします︒

槍を持って︑思ひ思ひに出て來た︒

七899 上島主水の中間は︑八尺の竹

船は︑思ひ切り吃水深く︑

父はステッキを思ひ切り振って行く︒
きっすゐ

十一893

やって雪を取捨てさせたのです︒

︽ーサ・ーシ︒ース︾

﹇思出﹈︵五︶13

出した︒

思ヒ出 十一224

しかし︑紫の君は︑今でも

おばあさんのことを思ひ出しては︑

思ひ出す

ス

おもいだ・す

﹁怒をうつさず︒﹂といふ言

時々泣いてみる︒

みつくに

おもいた・つ﹇思立﹈︵四・五︶6思ひ

て謡⁝かに讃返した︒

うに︑文箱から一通の書面を取出し

十一一4210 光囲は︑ふと思ひ出したや

か︒

慰めたことが思ひ出されるではない

回だけが平然として︑︿略﹀︑孔子を

葉に︑あの陳・票の厄で︑︿略﹀︑顔

十二422

三968私ハ︑オトウサンノジテ
ン車ガ︑サウナッテヰルコト
シカシ︑オトウサンガ︑

ヲ思ヒ出シマシタ︒

四247

一生ケンメイニ

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャッタノヲ思

ヒ出シテ︑マタ
走りマシタ︒

命は︑︿略﹀︑二日︑ふと兄神

四373園月夜の晩には︑どうか︑
私のことを思ひ出して下さい︒
五偽3

八821

立つ

十一桝6図

一代の事業として一切纏

其の中に織機の改良を思ひ立ち︑

初め大工として働いて居たが︑

︽ーチ︾

の事を思ひ出して︑思はず大きなた
フト︑ユフベオ宮へ参ツテ︑

め息をなさいました︒

六172

ニイサンニ買ツテイタ︒・イタ磁石ノ

我が一切纒の出版を思

を出版せんことを思ひ立ち︑

ロシヤ時代で思ひ出しまし 十一価5図園

事ヲ思ヒ出シタ︒
たが︑其の頃造られた大きな煙突が︑

八235国

かくて鐵眼が此の大事業

ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

十一柵10図

切経六千九百五十六巻の大出版は遂

を思ひ立ちしょり十七年︑︿略﹀︑一

梢吹く風が︑思ひ出したやう

にざわくと音を立てる︒

それを見てみたら︑母を思ひ

へんさん

それから歴史編纂を思ひ立

た時の喜び︑

きです︒

七317囹

それは︑すばらしい思ひつ

おもいつき ﹇思付﹈︵名︶1 思ひつき

燈塁建設の事を思ひ立ちぬ︒

十二悩10図

助左衛門は︑奮然として

ち︑始めて史局を置いて導者を集め

十二437

に完成せられたり︒

九伽3

埠頭の近くにそびえて居ます︒

残雪を頂く島山の峯を目當に︑根接
思ひ切

ぼくは︑少しはっかしかっ

﹇思切﹈︵五︶2

地へと波を切って行く︒
おもいき・る

八941 思ひくのあとをつけながら︑
小鳥のやうに舞下り︑雪煙を立てて
停止する︒

八捌7 二十さうといふ船が︑今思ひ
くに網を張ってみるところだ︒

四佃8

九鵬9

れこれ三時間︑專らますのおよぎ廻

十︻861 思ひ思ひに沖へ快走してか る ︽ーッ︾
たが︑思ひ切って︑﹁︿略﹀︒﹂と聲

誰でも︑幼い時︑母や祖母に

つてみさうな場所を探して︑投網に
思ひ

をはり上げて︑豆をまきました︒
︵四︶1

か＼る︒

﹇思返﹈

快いゆめ路にはいったことを思ひ出

十襯4

る︒

映垂を見たりしたことが思ひ出され

かうぎ
時︑︿略﹀︑講義室でお話を聞いたり︑

去年︑先生に連れられて來た

すであらう︒

今年は︑思ったより豊年だ

思ひ込

つたから︑思ひ切って︑向かふの言
﹇思込﹈︵五︶1

十910
︽ーン︾

それ程︑そなたが思ひ込ん
でるたのに︑實は十四日の夜︑人を

十佃7圏

む

おもいこ・む

ふ通りに金を出さう︒

六664園

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

︽ーシ︾

おもいかえ︒す
返す

十938図 張良其の無禮を怒りしが︑

思ひがけ

老人なればと思ひ返し︑靴を拾ひ來
りて捧ぐ︒

﹇思掛﹈︵名︶1

十﹁694 主人はく略Vといふ︒思ひ

おもいがけ
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おもいつく一おもう

﹇思付 ﹈

︵五︶2

思ひつ

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ か う 思 ひ つ く と ︑ 僕

︽ーイ・ーク︾

おもいつ・︿
く

六505

は︑もうじっとして居られなくなつ
た︒

思

同じやうに鳥から思ひついて︑翼に

九79 ドイツのリ・エンタールも︑

︽ーメ︾

﹇思詰﹈︵下一︶1

似た物を作りました︒

ひつめる

おもいつ・める

十麗1 たった今の今まで︑残念とば
かり思ひつめてみた清少納言の心は︑
すっかり明かるくなりました︒

おもいで ﹇思出﹈︵名︶2 思出εや
まがらのおもいで
七336 たゴ自分は樂人であるから︑
一生の思出に︑心ゆくばかり笛を吹
いてから死にたいと思った︒

﹇思通﹈︵副︶1

討ひ通

の一箇月の思出を書いて見ました︒

十一塀2囲 船のなごりに︑今日は此
おもいどおり
り

﹇思遣﹈︵五︶2

にくしとはつゆ思ひ申さず︒
おもいや・る

七69

思ひや

媛の眞心を思ひやって︑

る︽ーッ・ーラ︾

﹁あ＼︑我が妻よ︒﹂とおっしゃった

思ふ

お

︽；ッ・ーハ・ーヒ・

オモフ

そ望ろ︑今日の敵飛行場爆

のである︒

十一欄5
撃の壮観が思ひやられる︒

もふ 思フ

おも・う ﹇思﹈︵四・五︶珊

ウサギハ︑アノノロイカ

ーフ・1へ︾﹇▽おおもう

一486

メニマケルコトハナイトオ
サルハ︑マタカキガタベ

モヒマシタ︒

二25一

セカイヂュウデ︑

一バン

ラレルトオモッテ︑ヨロコンデ
カニノウチヘキマシタ︒
二473園

セカイヂュウデ一
︑バン

エライ人ノ所ヘアゲタイト
オモヒマス︒

一バン

エライアナタニ︑ムスメ ヲアゲ

二506囹

セカイヂュウデ︑

タイトオモヒマス︒
二536囹

エライアナタニ︑ムスメ ヲアゲ

四M5きゃうだいは︑思ひ通り大
將となり︑これまで百合若の

タイトオモヒマス︒
ーバン

マタ來テクレルカドウカ︑ワ
カラナイトオモヒマシタ︒
オニノ大シャウハ︑﹁︿略﹀︒﹂

トオモヒマシタ︒

二723

オヂイサンバ︑ユメヲミ

ソレガ︑カレ木ノエダニ

テヰタノデハナイカトオモ

二732
ヒマシタ︒

二91一

三926オヒルカラ︑私ハ︑正雄サ
ンノウチヘ アソビ一行カウ

ト思ッテ︑外へ出マシタ︒

三935﹁︿略﹀︒﹂ト思ッテ︑私ハ

花子さんは︑いたいのが

急イデ行ッテ見マシタ︒

三崎5

だれだらうと思って︑ふ

少しなほったやうに思ひました︒

三川4

が︑舟のそばへおよいで來て︑

りかへって見ると︑大きなかめ

三梱4

それがかほにか＼つた

いと思って︑

けたら︑どうかなるかも知れな

三伽5 こんな時に玉手箱をあ

ぴょこりとおじぎをしました︒

カカッタカトオモフト︑一ド
ヨシヲサンバ︑スグオキヨ

ニパット花ガサキマシタ︒
二99一

ウトオモヒマシタ︒
﹁︿略V︒﹂ト︑オモッテヰル

アヒダニ︑ボクハ︑車ノカズ

二千6

ガ︑ワカラナクナリマシタ︒

ひげも︑一度にまつ白になつ

かと思ふと︑浦島は︑かみも︑

四238 ﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒナガラ︑ ス

て︑

二川6ボクハ︑サツキ見タ牛ノ

へ行ッテ︑エライ

コトヲカンガヘテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ミヤコ

オモヒマシタ︒

三508園

のは︑深い池の中へ︑どぶん
と落ちてしまひました︒

四351 急に︑お月さまが十も
出たかと思ふやうに︑あたり

と思ひました︒

て︑かぐやひめをひき止めたい

四336おちいさんは︑何とかし

にはなりません︒

でないから︑私の思ふやう

人ニナリタイト思ヒマス︒
グハネオキマシタ︒
三595 コレヲフルト︑ナンデモ 四244 ﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒
ジブンノ思フトホリニナル
四255 キマリガワルイト思ヒナ
ケッシほウセン
カラデス︒
ガラ︑ボクハ決勝線マデ走り
三725 ユフベ買ッテイタずイタ
マシタ︒
キンギョ ノコトヲ思フト︑
四305園じぶんのほんたうの子
ジットシテハヰラレマセン︒

三754ユフベカラ何モヤラナイ
カラ︑オナカガスイテヰルダ

州民イヂュウデ︑

エライアナタニ︑ムスメ ヲアゲ

オヂイサンガ︑
ホンタウニ

三792﹁︿略﹀︒﹂と思ふまに︑を

ラウト思ッテ︑私ハ

二702

﹁︿略V︒﹂トオモヒマシタ︒

二597ネズミノ
オトウサンバ︑

タイトオモヒマス︒

二573囹

みた︑りっぱな城に住んで︑い
思ひなし

ばってゐました︒
﹇思倣﹈︵副︶1

思ひ

九伽2 夜がふけると︑思ひなしか屋

おもいなし

︽ーサ︾

﹇思申﹈︵四︶1

根瓦が少ししめって坐る︒

申す

おもいもう・す

十222囲国 母も人間なれば︑我が子

おもう一おもう

330

があかるくなりました︒

四414月は︑雲にはいったか

五129

また︑小さい目高を見ると︑

これも︑自分たちの仲間ではないか
と思ったこともありました︒

せいくするやうに思ひました︒

ようと思った︒

さあ出來たぞと思ふと︑うれ

に三目がねを持って︑のぞいて見た︒

しくもある︒

僕も︑來年から︑泳を始め 六527

ようと思って居ます︒

五909国

切にせよ︒

六61

天略﹀︒﹂と思って︑云うかし

は︑急いで天皇の所へ参りました︒

何事かと思って出て見た兄う
さては︑自分の悪だくみがあ

かしは︑びっくりしました︒

六73
六92

らはれたなと思って︑すごすごと︑

僕も︑何か手癖はうと思って︑

家の中へはいって行きました︒

六256

おとうさんやおかあさんの方へ行つ
た︒

此の上は︑ひやうらう攻めに

しょうと思って︑賊は︑攻寄せない

六757

ことにした︒

早く︑うちの雀の宿に來れば

わたしは︑いつもお纒を讃

よいのにと思って︑裏庭へ行って見

六878

ると︑

六㎜4囹

わたしが︑こ＼で︑こんな

まうと思ふのだが︑

に叱られて居ようとは︑おとうさん

六川1園

もおかあさんも︑ゆめにも思ってい

もう許してやらうと思って︑

らっしやらないだらう︒

又本堂へ來ました︒

﹁︿略﹀︒﹂と思ふと︑たけるは︑ 六皿7

七158

水は︑思ったより冷たうござ

ふしぎに思って︑今度は西側

いました︒

七104

テアル︒

ウガ︑ソレニハ︑ウマイシカケガシ

イデ︑サゾ困ルダラウト思フデアラ

六柵6水ニモグルト︑ドコモ見エナ

ひましたが︑

思って︑和尚さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と追

かまれては︑かはいさうだと

と思って︑ふと見ると︑びっくりし

﹁︿略﹀︒﹂と思って︑ のぞいて

﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑僕は︑

六冊4

︿略﹀︑だましうちにする外はないと

刈集めてある草を︑山羊にや

ました︒

して︑

大きくして見ようと思って︑右の手

六496

其のさかさまに見える景色を︑

此の二つを︑重ねたり別々にしたり

六486

見ると︑山羊は一匹も居ません︒

六402

だけ持って︑

らうと思って︑私は︑爾手で持てる

六397

思ひました︒

六355此の國に居た悪者のかしらは︑ 六佃1 どんなに︑さびしかったらう

だんく︑ぞうちやうして來ました︒

六276

つたから︑

出たかと思ふと︑すぐ 五165水の上にかほを出すと︑氣が 五959園 この鏡は︑われと思って大 六663囹 今年は︑思ったより豊年だ

と思ふと︑すぐ出︑

四415
またはいります︒

せっかく乗ったと思ったら︑

取れないと思ふとくやしくな
今では︑僕よりもずっと背が

あしたからは︑もっと早く來

ト思ツタラ︑下りマセンデシタ︒

四517シカシ︑私ハ︑オソクナル 五262 ソノ尾ヲ下シテ來テ︑サヲニ 上柳7 ヲヂサンバソコデ下りルノカ
ツケルカト思フト︑マタ腹ヲフクラ
みんなが乗ったかと思ふと︑

ト思ッテ︑イタ寸イタ栗ヲ

した︒
ざう

五383

目は小さくて︑あれでも︑下

私は︑始め︑鼻の先に目がつ

それで︑らくだが逃げたの
ではないかと思ったのでございます︒

五502囹

と思ったほどでした︒

いて居て︑物をさがすのではないか

五397

らうかと思はれます︒

に落ちて居る物が︑よく見えるのだ

五396

象でした︒

一番おもしろいと思ったのは︑

もう︑私たちの村の停車場へ着きま

五343

汽車は︑もう動き出しました︒

五337

マセテ︑ヲドリ上りマス︒

きずを見てやらうと

持ッテカヘリマシタ︒

四554

今でも︑山がらの聲を

思って︑私がかごの戸をあけ
ますと︑

四565
聞くと︑︿略V︑足のきずはど
うしたらうかと思はないこと
頼光がふしぎに思って︑

はありません︒

四617

島にみた白兎が︑向かふ

﹁︿略﹀︒﹂と 尋 ね ま す と ︑ 女 は ︑

四923

ぼくは︑早く晩になれば

の陸へ行ってみたいと思ひ
ました︒

四鯉8
よいと思ひました︒
四悩2囹 持ってかへって︑うちの

五864

ふと︑何だかかはい＼氣がする︒

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思

五脳1

つて︑木のみきをとんとた＼く︒

五819

オモシロクナツテ來マシタ︒

五77一 コレカラ︑一タイ︑何ヲシヨ
たから物にしょうと思ひます︒
四131 天人のしをれたやうすを ウトスルノカト思フト︑私ハ︑急ニ

見て︑れふしもきのどくに思
ひました︒

五75囲 千年もたったかと思はれる
大木が立ち並んでみて︑

五123 自分の親が︑あの四本足の蛙
だらうなどとは︑ゆめにも思ってゐ
ませんでした︒

331
おもう一おもう

の口からはいらうとすると︑又其の
戸がしまって︑

七171 河成は︑くやしく思ったが︑
仕方がなく其のま＼家へ二つた︒
工 は ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と思ったが︑

度々呼びに來るので出かけて行った︒

七178

七294 僕は︑どうかして一度計って
みたいと思って居た︒

棒の長さとかげの長さとが︑ちやう

七312 さうする中に︑思った通り︑
ど同じになった︒

七331 どこからかあやしい船が現れ

恐しい海賊がどやくと乗移って來

て︑用光の船に近づいたと思ふと︑
て︑用畜を取急んでしまった︒

やがて起直ったと思ふと︑膿

とそれにしがみつきます︒

七984
は完全にぬけ出します︒

親を思ふ孝子の心には︑頼朝 音量4

たゴ水と空ばかり眺めてみた

身には︑島上の此の美しい都市が︑

八461

も感心して︑石のらうから唐綜を出

日が西に傾いても︑日本なら

まことになつかしいものに思はれる︒

かすかに︑ごくかすかに︑轟 島式9

してやりました︒

八497

ばまだくと思はれる時分︑こ＼で

ところで︑此の六年さへたい

はあっといふ間に日が落ちてしまふ

七999

の音が聞えるやうに思ふのは︑空耳

八645図

大量源義纏思ふやう︑
﹁︿略V︒﹂とて︑

八674図聲をしのばせ︑馬をはげま
しつ＼︑なだれの如く下るさま︑人
﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑彼は

わざとも思はれず︒
八693

ガリレオが不思議に思ったの

そこに立止って︑じっと見つめまし
た︒

八698

人々は︑何のためにこんな事

を言出したかと思ひながら︑やって

八伽1

どうしても何かひどく考へ込

みましたが︑

八衙8

それがちやうどお人形さんの

んで居るとしか思はれません︒

雨が止んで嬉しやと思ふ夜半

かはいらしい両手を思はせます︒

八粥1

九23

空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ＼

から︑途方もない南風が吹出して︑

いふ風に飛んでみたいと思ひ︑いろ

九74

く工夫をこらした人は︑

出るものがありませんでした︒

ひましたが︑︿略﹀︑輕くて強い力の

其の一回只々の時間が︑どう 九1210 ガソリン獲動機がよいとは思

は︑其のランプの動き方でした︒

やら同じであるやうに思はれてなり

しかし︑二三米空中に上った

と思ふと︑急にふらふらとして︑飛

佐吉は︑夜通し考へた事を實 九143
さいに作らせようと思って︑元日と

今日は︑平地でも飛べるだら

行機は地上に落ちてしまひました︒

うと思はれました︒

やがて百米も登ったと思ふと︑ 九152

品物を買はうと思ふ人は︑
︿略﹀︑一番安く下る店で買ひます︒

八佃8

と︑かくごをきめて︑

損ずるならば︑弓切折りて自害せん

九221図園

自らなし得ることは︑人

我も後には張りかへんと

手をかるまでもなしと思へば︒

九211図園

しが︑射殺さんもふびんと思ひ︑

八992図心の中に思ふやう︑萬一射 九185図 義家︑︿略﹀狐を追ひかけ

一．せいに滑り始めた︒

八939

も知らず飛込んだのであった︒

八884

ません︒

八703

からである︒

であらうか︒

馬のひづめの音がして來たと

くつだらうと思はれるのに︑外國に

八518

は︑

ひょっとすると︑役場の方

思ふと︑騎兵の一隊が︑勇ましく私

七槌4囹
でお忘れになったのではなからうか

たちの前を通り過ぎました︒

はがき

みなもとのよしっね

と思ひまして︑
七備3 ﹁︿略﹀︒﹂と思って︑人夫は︑

すぐ川を渡って旅人の後を追ひかけ
た︒

たとひ飛んで行って見たと

ころで︑もうあるまいと思って居ま

七佃6囹
した︒

主人は︿略﹀︑此の金をあ

なたにさし上げても︑叱るやうなこ

七節3園

とはないと思ひます︒

七337 た団自分は樂人であるから︑
一生の思出に︑心ゆくばかり笛を吹

あなたから︑いはれのない
どうかして子供の膿を丈夫に

日本に春が來ると思へば︑も

呉鳳は︑何とかして︑自分の
を止めさせようと思って︑

ゑ

でわかったことと思ひます︒

の美しい有様は︑お送りした糟葉書

八212囲

なみき
町の建物は西洋風で︑並木

治める部落だけでも︑此の悪い風習

八135

さして進むのです︒

う彼等は矢もたてもたまらず︑北を

八113

思った︒

し︑氣を強くしなければならないと

七幽1

金をもらはうとは思ひません︒

七伽8囹

いてから死にたいと思った︒

最期だと思って︑用光はとくいの曲

さいご

七349 これが名人といはれた自分の
を静かに吹始めた ︒

七439 さう思ふと︑どれもこれも︑
魂でもあるやうな氣がして私は︑

七792囹 攻めて來たら︑第一お前た
ちの家族はどうなると思ふ︒

七833囹 そちはどう思ふ︒
と仰せられたから︑私の思ふ所を申

七853園 たゴ︑殿がそちの考を言へ
し上げたのです︒

七856圏 槍も同じ道理と思ひます︒
だと思ふと︑前足の爪で︑しっかり

七967 木とか草とかに上って︑安心

おもう一おもう

332

思へど︑︿略﹀と若き人に知らせん
とて︑かくするなり︒

九275 二度︑三度︑やっとつまんだ
と思ふと︑すぐに落してしまった︒

九314 ねぢは︑自分がこ＼に位置を
占めたために︑此の時計全腔が再び
活動することが出時たのだと思ふと︑

九399図 信長の家臣等これを買はん
と思へど︑償の高きを聞きて︑皆求
一幽豆は︑わけて家も貧しけ

めかねたり︒

九402図
れば︑たゴ心に欲しと思ふのみにて︑
空しく家に錦りぬ︒

九813

大男の彼は︑鹿革を力で仕止

川端の石に腰かけて︑來し方

めようと思ったのである︒

九906
行末を思ひながら︑鹿介はじっと水
の面を眺めた︒

僕は︑此の間から星のことを

知りたいと思って︑父の本箱を見た

九923

くわだん

騨員の顔が見えたと思ふと消

が︑星の本は一冊も無い︒

九佃2
え︑騨の花壇の赤いカンナの花が後
僕は祖父の此の言葉を聞いて︑

へ走って行く︒

九槻10
ほんたうに嬉しいと思ひました︒

幾日もないと思ふと︑僕は泣きたい

北斗と一しょに居るのも︑後

た横議があると思ふと︑急になつか
程つらい氣がします︒

九528圃 皆さんに見送っていたゴい 九榴3
しくなりました︒

さうして︑それが︑しきりに

﹁秋だ︑秋だ︒﹂と鳴き立てるやうに

九櫨9
思はれる︒

九547囲 きっと日本人の子供の成績
のよいことを聞かされて︑涙が出る

﹁︿略﹀︒﹂と︑直ちに飛び

程嬉しく思ひました︒
九欄6図

か＼らんと思へども︑其の人の下り

九558團 皆さんは︑アメリカ合衆國
に︑沙漠があらうなどとは思はなか

に落着きたるに氣をのまれて︑

何人かと思へば︑其の頃武

つたでせう︒

ふちはらのやすまさ

名かくれなき藤原保昌なり︒

九584團 湖岸の大通や︑公園の眺は︑ 九観9図
さすがに美しいと思ひました︒

が︑北八は︑ふただらうと思って取

それを躇沈めてはいるのです
りのけました︒

九価2

あの﹁ブッポウソウ︒﹂の聲の主だ

九651 此の鳥が︑何時の頃からか︑
と思はれるやうになりました︒

傭い飛行場が孟きて前は川だ

と思った頃︑機艦はもう空中に浮か

九襯9

これが横濱かなと思ふ間もな

んでみた︒

九界4

く︑もう前には小山が畏いてるる︒

名古屋だと思ふ途端︑プロペ

てんしゅかく

溢すとんと落ちる︒エヤポ

ラが止って︑後は空中滑走である︒

九旧7

九価4

ケットだなと思ふ︒
くわだん

今年も咲きで︑ 師の君

も

一指どの邊だらう︑天守閣は
と思ふ瞬間︑長い花壇が過ぎた︒

しゅんかん

九旧2

くせいは

九㎜7苗圃秋の空︑香も高く︑

橘中佐は︑平生志堅く︑勇

をしみぐ思ふ︒
九鵬1図

氣に満ちたる軍人にして︑上を思ひ︑
部下をあはれむ心深かりき︒

はせたる如く︑足並の自ら揃ふも尊

十16図謹辞の人々︑あたかも言合

てふ

夏休に採集した蝶を調べよう

く思はる︒

十88

と思って︑妹と︸しょに︑上野の科

ふと通りか＼つた某大尉がこ

學博物館へ行った︒

十191

れを見て︑締りにめ＼しい振舞と思

軍人となって︑軍に出たの

つて︑︿略﹀言葉鋭く叱った︒

十195園

みかいゑい

を男子の面目とも思はず︑其の有檬
は何事だ︒

とやらにも︑かく別の働なかりし由︑

豊島沖の海戦に出なかった

ことは︑言説一同幾念に思ってみる︒

十235園

大きく︑りっぱで︑大通には自動車

十254国町のガラパンも思ったより

南洋の島民といへば︑皆さ

も通ってゐます︒

んは人喰人種の類とでも思ふでせう

ひとくひ

十353国

あの熱心な様子を皆さんに

が︑どうしてどうして︑

見せたら︑きっとびっくりするだら

十358團

うと思ひます︒

からかさ

下枝の紅葉から紅のしっくで

も落ちて︑さしてみる傘を染めば

十392

あの孝子も︑多分其の時に

しないかと思はせる︒

十429園

表彰された一人だらうと思はれる︒

一番い＼と思ふ︒

十451意馬の橋から見た瀧が︑僕は

十483図此の美しさに︑しばし見と

れたる喜三右衛門は︑ふと何思ひけ

津波がやって蒙るに違ひな

つなみ

ん︑﹁︿略﹀︒﹂とつぶやきて︑

い︒﹂と︑五兵衛は思った︒

十541

高温から見下してみる五兵衛
あり

の目には︑それが蟻の歩みのやうに︑

十565

海水が︑絶壁のやうに目の前

もどかしく思はれた︒

十582

言ったの

に迫ったと思ふと︑︿略﹀︑陸にぶつ

かった︒

思はれる︒

其のま＼に

あれ程ほしいと

別れたことも

を︑ ついやらないで︑

又八月十日の威海衛攻撃 十695魍
母は如何にも残念に思ひ候︒

十211黒影
を細長くして︑それに大きな翼を附

旅客機といふものは︑自動車
けたものと思へばよい︒

嵩置9

と思って︑あたりを見廻すと︑

九702 やはらかい黒い土が︑むく 無価6 しかし︑聞くのもめんだうだ

たらぎおほかみのすけ

く盛上ったと思ふと︑四方へくつ
れる︒

折もあらば鹿介を討取らうと思った︒

九782 名を巨木狼介勝盛と改め︑
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或は自分も生きてみるかも知れぬが︑

十773園 百人中九十九人まで助れば︑
納言は︑たゴ有難いと思ふ心で胸が

世界地圖を見て︑誰でもちよ

一ぽいでした︒

十伽9

あめつち

天地の榮える此の大御代に生

り天地の榮ゆる時にあへらく思へば

十価1

まれ合はせたのを思ふと︑一臣民で

ある自分も︑しみぐと生きがひを

さもなければ蹄らぬものと思へ︒

つと不思議に思ふのは︑︿略﹀二大

感ずるとよんでみる︒

ひも

十999園 ﹁十二三ぐらゐはございま
陸が︑まるで紐のやうに細長い地峡

こ㌦にても雲井の櫻咲

でつながってみることです︒

楠木正行が︑︿略﹀﹁か
残したるは此の寺なり︒

へらじとかねて思へば﹂の和歌を書

十﹇36図

くすのきまさつら

きにけりたゴかりそめの宿と思ふに

十一211図囲

せう︒﹂︿略﹀﹁其のくらみと︑私も

細川越中守を始め︑浪士を預

淺野内匠の家來の事︑︿略﹀︑

思った︒

＋一71薗私は︑かねぐ古事記を

それには萬葉集を調べて

まんえふしふ

研究したいと思ってをります︒

おくことが大切だと思って︑其の方

十一726園

の研究に取りか＼つたのです︒

大空の雲をはくかと思はせ

るポプラの並木路をたどって︑牧舎

十一7810

人は︑永久に此の湖の水際

の近くまで行くと︑

十一843

に近附くことが出來ないかのやうに

麓の乃木神社に詣でてつく

は思った︒

太陽をおほひかくすといふ

天女の白い舞の袖を思はせ

とにかく︑そろく天工が

遂にはそれもなくなったと

此の岩山に︑よくもこれだ

な

空も海も急に常置になつ

たと思ふと︑忽ち恐しい程の大雨で

十一柵7国

十一欄2国支那だなと思はせました︒

し

けの木が生茂ったものだと思はせる︒

十一悩10

思った︒

＋一愕﹁︿略﹀︒﹂と︑僕はつくぐ

のやうに闘いて見えた︒

斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が波

思ふと︑眼界が急に開けて︑山腹の

十一槻4

す︒

くつれるなと思はせるのが此の雲で

十一佃11

るやうな雲です︒

十一佃10

のは︑此の事であらうと思はせる︒

十一欄6

まことに天下の絶勝だと私

十一106

しかも太子の御孝心を思へ
ぐうぜん

十一餌10

何とか助ける道はないかと思ひまし

つた︒

十一238

まるで南大門といふ額縁に

の毒だと思った︒

らない︒

十一382

何だかうそのやうだ︒

先生は︑何とかして此のか

眞淵は宣長の意識の尋常で
ないことを知って︑非常に頼もしく

十一718

な機械を作りたいと思ひました︒

はいさうな子供たちのために︑便利

十一鱈8

と思ふとたん︑はっとした︒

十一388

着かなかった︒

さう思ふと心がちっとも落

ば︑あながち偶然でない氣がしてな

十一319

はめ込んだ美しい壷だと私は思った︒

十一259

がくぶち

うにしみ込んだら︑にいさんがお氣

紫の君は︑絶の具がほんた

のにいさんだと思ふ程︑したしくな

紫の君も︑源氏をほんたう

思はれる︒

御民われ生けるしるしあ

十一222

ぐと忠臣の心を思ふ︒

て︑

十川6

選墨といふものはね︑これ

朝夕立ちこむるうすもやに︑

くす

社殿の右手に︑幾百年を経
附近には大小の製材工場多

一度乗って見たいと思った此

夕食をすましてから母に手紙
十餌8図團

を書かうと思って︑食堂車へ行った︒

十俄6

の汽車に乗れて︑實に嬉しい︒

十鵬3

はしむ︒

く︑さすがに木材の集散地たるを思

十醜10図

たりと思はる＼楠の老木あり︒

十旧1図

うた＼春のかすみを思ふこと切なり︒

画風1図

自分で投票するものです︒

と思ふりっぱな人を自分できめて︑

十幽3園

へ出て見た︒

さうだと思ふと︑僕はすぐ外

せるのが︑佛の大慈悲であると思つ

十柵8園彼等をりっぱに國法に從は

たけれども︑

十儒8園

うなっては何ともしやうがない︒

つた大名も残念とは思ひながら︑か

十㎜1

思ひます︒﹂

十欄4園 そなたは︑どう思ひます︒

十9910点心もさうと思ひます︒

言も︑詳略﹀︒﹂ と 心 の 中 に 思 ひ ま し

十梱6 さう言はれてみると︑清少納
たが︑

十川8園私は︑どうしても正月の十
五日まであると思ひます︒

十撹3 十二月の二十日近くなっても︑
雪の山は︑皆が思った程小さくはな
りませんでした︒

ひました︒

十鵬4 好い具合だと︑清少納言は思

五日までこ＼にるて︑見届けたいも

十号7 清少納言は︑同じ事なら︑十
のだと思ひました が ︑

みる矢先︑十三日の夜︑あいにく大

十二1 では︑もう大丈夫だと思って

﹁まあ︑よかった︒﹂と︑清少

雨が降出しました ︒

十伽8

納言は思ひましたQ

十麗3 それどころか︑自分のやうな
ものをこれ程にまで思って頂けると
思ふと︑もったいなくて︑

十麗4 自分のやうなものをこれ程に
さう申 し 上 げ な が ら も ︑ 清 少

まで思って頂けると思ふと︑
十⁝⁝⁝9
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す︒

た︒

十一襯7困 さすがに暑いと思ひまし
十一爾1囲 それは山間の湖水にのぞ
な
む静かな市街で︑ちやうど日本の奈
ロリ

良を思はせるものがありました︒

十一四4国 沙漠の湖とは妙だと思ひ
ながら︑

十一柵5

其の代り一つうらやましい

峯の月︑大海原の月︑︿略﹀︑

と思ふのは︑月から見た地球の美観
です︒

十一梱11

さういふものがないとしたら︑殆ど

生意氣なと思ふ間もあらせ

つらく思ふに︑﹁︿略﹀︒﹂

生きがひがないと思ふでせう︒

と︒

十一価5図

十一悩7
ず︑我が後方桜唇銃が︑ものすごく

十一醜3国 其の魂を呼起して︑古い
歴史を聞いて見たいとは︑誰でも思
鳴った︒

古のふみ見るたびに思

ふかなおのが霞むる國はいかにと

十ニー3図圃

ふことです︒

十一憾7国あの熱帯の港々の強烈な
日光や︑植物の緑が︑なつかしいも

十二42図参詣にはよき日なりなど

しあしも照らし結くらむ天地の神

あめつち

人知れずおもふ心のよ

十一旧9国 長いと思った欧洲航路も︑

思ひつ﹂︑人々の群にまじりて行け

十二26図圃

今日まで殆ど退屈するいとまもない

ば︑大鳥居ありて我が行手に立つ︒

ののやうにさへ思はれます︒

中に過ぎて︑しきりになごりが惜し

かかった︒

此の目縁ひもかけぬに︑

武者二十騎ばかり︑源家の白旗押立

十二496図

明日のお客の引出物に︑

てて彼方に現れたり︒

十二541園

はれてね︒

つた︒

十二9311

ほまれの記章だと︑僕は思

此の記章を附けた人々に封

しては︑いくら感謝しても感謝しき

十一一942

れないのだと思った︒

今にして思へばたゴ一場

彼には︑さういふ風に思は

﹁此の羅刹の聲であったら

うか︒﹂さう思ひながら︑修行者は︑

十二佃7

れて來た︒

十二佃2

の夢に過ぎず︒

十二研1図

れる歌は︑

いよく本丸にたどり着い 十二969 萬葉集中︑最も古いと思は

末廣がりを出さうと思ふ︒

十二686

たと思ふと︑そこには︑いはゆる水
まさに飾磨平野に浮かぶ一

の門が︑︿略﹀待受けてみる︒

十二726

勝商︑城内の苦しみを思

大戦艦を思はしめるものがある︒

十二759図

いうよ

へば一刻も猶結すべきにあらずとて︑
直ちに引返す︒

遠い戦地

僕も何か手羽へたらと思ひ
しまったと思って︑いきな

遺族の人たちにはすまないやうに思

十二方から凱旋門の町場に

彼方には︑おとぎ話の國の

以來めんだうな政治の事

そなたたちの中で︑誰が

父上︑私は口で申すこと

し︑おいとしくも思ひます︒

の出來ます以上に︑父上を尊敬も致

十二佃3園

か︑

一番此のわしを大事に思ってくれる

十二燭9圏

老後を送りたいと思ふ︒

は若い者たちに任せ︑身輕になって

十二横5園

聲える水の都が

都を思はせるやうな圓屋根や尖塔の

十二捌1

花に飛びちがふ蜜蜂の群を思はせる︒

みつばち

集って︑十二方に散って行くのが︑

十二旧11

美しい聲である︒

してこんな聲が出るかと思はれる程

十二787園私はじっと梢を仰ぎ見た︑ 十二備8 あの恐しい形相から︑どう
今は部隊長になって︑

そろって健康に働く家族

に行ってみるをぢさんを思ひながら︒

十二797圃

幸福に私

の︑卑しい朝飯だと思へば︑あ
た＼かい御飯の湯氣が︑

北海・中海・南海と即く池

は︑あたかも地上に鏡でもはめ込ん

と火柱が立つたと思ふと︑すぐ火え

敵職車の機戸部にばつく

たちの顔を打つ︒

んを上げ始める︒

最も大きな筏になると︑村 十二836
中寸言が乗ってみるのではないかと

十二266

だかと思はせる︒

十ニー82

まれます︒

携りだしぬけだと思ったらしく︑口

十一旧3 ベートーベンも︑我ながら
ごもりながら︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

思はれる程多人言である︒

十一鵬4 折から︑燈火がぱっと明か
るくなったと思ふと︑ゆらゆらと動

ていぜい

さう思ひながら︑光囲はま 十二935囹 それが︑戦死した人や︑

り沢略V︒﹂と叫ぶ︒

十二891

ながら︑なれないのでだまってみる︒

十二884

いとも何とも思はなかったよ︒

十二387圏顔回は予の前で教を受け 十二8610圏 たまがあたった時は︑痛

いて消えてしまった︒

十一捌2 やがて指がピヤノにふれた

る時︑たゴだまってみるので︑何だ
とても先生には追ひつけ

と思ふと︑やさしい沈んだ調べは︑

しゅ

た朱筆を取って︑史稿の訂正に取り

十二459

やはりついて行かざるを得ない︒

ないから︑もうよさうと思っても︑

十二3911圏

かぼんやり者のやうに思はれるが︑

近く︑蜂の巣を思はせるやうなでこ

はち

十一備5 殊に︑半月のかけた部分に
ぼこが目立って見える︒

十一燗7 月の世界では︑書はこげつ
くやうな暑さ︑夜は其の反封にひど
い寒さであらうと思はれます︒
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通りをおっしゃいました︒

十二㎜2囹 姉上は︑私の思ってみる

なすっていらっしゃるやうに思はれ

十二幽2園 どうやら父上がしり押を
てなりませぬ︒

十一一備10三三には︑姉上が少しでも
お勤をお二心りに な ら う と は 思 は れ ま

父母の旅なるわれを思

﹇御申付﹈︵名︶1

お申

ふらむ待つらむさまのおもかげに見

十二柵5図嚢
ゆ

おもうしつけ
しつけ

思

んな羅刹の言葉とは思へない︒

十二樹7園笑って下さるな︑どうも

おもかげ

わしの末娘コーデリヤのやうに思へ

ゆ

先づ平安神宮を拝して大極
東大寺の金堂は天空高く

父母の旅なるわれを思

重さ

重苦し

露に打た
うつぶした花の重さ︒
海水が︑︿略﹀︑山がのしか﹂

賞せん︒

十二764図園

コレ

さらば我必ず重く汝を

ハオモシロイ︒

ロイ おもしろい ︽1・ーイ・ーカッ・

おもしろ・い ﹇面白﹈︵形︶42 オモシ

二675圏

ーカラ・ーク︾

コレハオモシロイ︒

たひや︑

ひらめや︑たこ

浦島は︑あまりおもしろい

さうして︑軍かんやひかう

それはおもしろからう︒

ぼくも︑おもしろくなって︑

そこには︑美しい草が 一
めんに生え︑かはいらしい鳥が

五41

こっけいな手ぶりや身ぶりを

おもしろく歌ってゐました︒

四川2

豆をまきました︒

だんく大きな聲を出しながら

四価4

四932園

としてくれました︒

きの︑おもしろい話をいろく

四188

ました︒

毎日毎日︑たのしくくらしてゐ

ので︑家へかへるのも忘れて︑

三思6

をどりををどりました︒

などが︑大ぜいで︑おもしろい

三備4

三552園コレハオモシロイ子ダ︒

しろい人がゐます︒

三152園このはこの中に︑おも

二924園

昔の武藏野の面影︑其の 二677園 コレハオモシロイ︒

むさしの

﹇面影﹈︵名︶4

てならぬ︒

おもかげ

さ

しかも︑どっしりとしたも

﹇重﹈︵形状︶1

である︒

おもげ

あをやぎ

音もせずふるとも見え
﹇重﹈︵名︶2

十582

れて︑

八625圏今朝もしっとり

おもさ

ぬ朝じめり枝おもげなる青柳のいと

十二柳1図圃

おもげ

迫るのに︑此の塔はどこまでも輕快

のは︑や＼もすると重苦しさを以て

十一294

﹇重苦﹈︵名︶1

ふらむ待つらむさまのおもかげに見

十二櫛5幽幽

年の面影を残せり︒

登えて︑五尺三尺の大佛︑一千二百

十二佃10図

殿の面影をしのび︑

十一91

ま＼今に由りて︑

十610図

七781園私にお申しつけあれば︑三 面影
﹇思存分﹈︵副︶1

日で仕上げさせてごらんに入れます︒

﹇思﹈︵副︶2

思ふに佛の御言葉であら
思へる

おもくるしさ

思ふに︑湖南・貴州などの

思ふに

鯉ガ︑大キナロデ思フゾンブ

おもうぞんぶん

五257

フゾンブン

せぬ︒

ては︑お氣の毒だと思はねばならな

う︒

﹇思﹈︵下一︶8

十二m5圏

大きな筏に組まれるのであらう︒

奥地から出る材木が︑︿略﹀︑こ＼で

十二2811

おもうに

ン風ヲノンデ︑

十一一柵10園此の白い髪やおひげを見
いはずだのに︒

十二旧3 さうして︑それがどうも放
火らしく思はれ︑乙が其の犯人では
なからうかといふ疑のある場合に︑

ば︑誰か其の先見と義氣に感ぜざら

十二佃10図 かの助左衛門の昔を思へ

んや︒

おも・える

︽一へ︒ーヘル︾

十二柵3 春の國から生まれて來たか
と思はれる白雲が︑山のふところか

ても模型とは思へないQ

全速力を出してみても︑自分
それは不思議に思へる程は
これだけでも幾萬の敵に封

五44

あまりおもしろさうなので︑

して︑おもしろくお舞ひになりまし
︽ーク︾

つて來たやうな重さと︑︿略﹀とゴ
重し

た︒

﹇重﹈︵形︶1

ろきとを以て︑陸にぶつかった︒
おも・し

南方若しくは東方から望め

十二鵬9囹まさか︑此の無知じゃけ

ば︑優美其のものと思へる姫路城も︑

十二7110

して︑いっかな動きさうに思へない︒

十二696

つきりとしてみた︒

十︻伽4

の船は止ってみるとしか思へない︒

十備4

うなどとは︑とても思へません︒

十捌3囹此の雪が︑大晦日まであら

おほみそか

生き生きとしてみて︑どうし

十129
もけい

らぼつかり顔を出しては︑

十二欄8 さうして︑此の一握りの土
に︑ほのかな春の香を感ずるやうに
さへ思った︒
ばくしん

十二四8 水は思ったより冷たかった︒

十二鵬3 幕臣には又︑三百年の奮恩
を思って︑︿略﹀やたけ心がみなぎ
つてみる︒

徳川の恩義を思ふ菖臣たち

が︑おめおめと江戸城を明渡すはず

十一一㎜6

はない︒

であった︒

十二悩1 思へば︑まことに危いこと

おもしろがる一おもてげんかん
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天照大神は︑少しばかり岩戸をあけ
て︑おのぞきになりました︒
ざう

五383 一番おもしろいと思ったのは︑
象でした︒

うではないか︒

鉢巻し

身ぶり手ぶりもお

客を呼ぶ葦子ふ聲

だんくなれると︑日日の

めたバナ・屋の

七384圃
もしろい︒

そこでおもしろい運動を始め

轟は︑そっちにもこっちにも︑

八371
なって︑

まだおもしろいことがあり

ろい説明を聞いた︒

ます︒

十一佃8

胡同は路次のことで︑かう

いふ所に北京の古風が淺ってみるの

十二209

︽ーッ︾

﹇面白﹈︵五︶1

おも

おもちゃてん

七375顧

ちや店

︽一

並ぶ

﹇玩具店﹈︵名︶1 おも

夜のあかりに美しく

お菓子屋おもちゃ店︒

どうしてお持ちになる

おも・つ ﹇御持﹈︵五︶1 お持つ

チ︾

表の字を見ただけで︑誰さ

おもて ﹇表﹈︵名︶1 表﹇▽えどおも

のでございますか︒

や︑これはおもしろいそ︒ 四悩6圏

がおもしろい︒

十二632囹
しろがる

おもしろが・る

九907

二三匹の目高が︑

つい

川端の石に腰かけて︑來し方

く泳いでみるのを︒

面に︑

ごらん︑日あたりの水の

黒くうつる︒

水のおもてに︑地の上に︑青く︑

五357蟹木々のかげは︑ゆらくと︑

且﹀やおもて

おもて
おもて ﹇面﹈︵名︶3 おもて 面 面

ります︒

んからのだといふことが︑すぐわか

八194困

急に暗くなったので︑みんな て
がおもしろがって︑わあっとさわぎ

五339

此の時には頼朝もおもしろく

出しました︒

夕食後︑兵隊さんから︑新し おもしろさ ﹇面白﹈︵名︶！ おもしろ

十一㈱10園私は音樂家ですが︑おも

さ

しろさについ釣込まれて参りました︒

い兵器についておもしろいお話を聞

僕たちは︑毎日云々スキーを

オモチヤ

又もの言ふおもちゃの話

おもて

ピン︑ブリキノオモチヤ︑釘︑ 八柵7圏

﹇玩旦ハ﹈︵名︶6

おもちゃ

おもちゃ

の近所ではおもしろくなくなったの

か︒

行末を思ひながら︑鹿骨はじっと水

の面を眺めた︒

九913

二人はしばし水中で職つたが︑

﹁もの言ふおもちゃ﹂は︑ おもで ﹇重手﹈︵名︶1 重手
遂に電線によって︑かすかながらも

十一492

究に齢念がありません︒

十一482

﹁もの言ふおもちゃ﹂の研

十一463園

何デモヨク吸着ク︒

六183
おもしろいのは︑﹁かれひ﹂

足が長い割合に︑甲は小さい
所です︒

のですが︑おもしろいのは其の口の

八概5

が砂の中にもぐつて居る様子です︒

八四5

で︑

はいてかけまはってみたが︑もう村

八905

きました︒

八596

一しょに舞ひました︒

節おもしろく鳴いて居る︒

七捌2

ます︒

七978

仕事が︑おもしろく愉快になります︒

五663 そこへ︑一入の水夫が︑おも 七532困
しろさうに︑歌を歌ひながら來まし
た︒

ことはありません ︒

五669囹舟で暮すほど︑おもしろい
五77一 コレカラ︑一タイ︑何ヲシヨ
ウトスルノカト思フト︑私ハ︑急ニ
オモシロクナツテ來マシタ︒

五882 おみやげに︑おもしろい本を
もらった︒

五稲6囹 にいさん︑かうして︑毎
日々々︑二人置同じ事ばかりして居
ても︑おもしろくありません︒

六184 中デモ︑オモシロカツタノハ︑
釘ダ︒

六201園 オモシロイ事ヲ教ヘテ上ゲ
ヨウ︒

六362園 それはおもしろからう︒
い事を畿見した︒

六492 其のうちに︑ふと︑おもしろ

校長先生と山田先生が︑箱の

表

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の

新左衛門を組伏せてしまった︒

玄關

げんくわん

満洲國が出曾てからは︑

こ＼が表玄關になって︑交通上一

げんくわん

八215国

まんしう

おもてげんかん ﹇表玄関﹈︵名︶1

やがて年が攣り︑とうく

音を傳へたのです︒

十一497

﹁もの言ふおもちゃ﹂の出來上る日

此の高さの違ふ水面をどうい

がやって來ました︒
﹁もの言ふおもちゃ﹂とは︑

言ふまでもなく電話のことです︒

十﹇5011

ふ風に連絡するか︑こ＼がパナマ運

それからも︑三人代るく
のぞきながら︑にいさんからおもし

十一㎜11

河の構造の﹂番おもしろい所です︒

十悩7

の仕事を見ていらっしゃった︒

そばへ來て︑おもしろさうに︑僕等

六503囹 おもしろい︒これで︑︿略V 九715
望遠鏡が︑出来るかも知れない︒

六869 向かふの門燈の光の前だけ︑
降る雪が︑黒く流れるやうに見える
のもおもしろい︒

七106 小さいくまでで砂をかくと︑
おもしろいやうにあさりが出ました︒

七347園 おもしろい︒まあ一つ聞か
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おもてなし一おもわず

﹇御持成﹈︵名︶4

そう重要な所になりました︒
おもてなし

なし

おもて

建てて︑心ばかりのおもてなしをい

六38園 つきましては︑新しく家を
たしたいと存じます︒

六二8囹 お前は︑天皇をお迎へして︑
おもてなしをすると申した︒

六了9囹 一たい︑どういふ風におも
てなしをするのか ︑

六356 そこで︑尊をうやくしく迎

おも

へて︑いろくおもてなしをしなが
﹇御持成﹈︵五︶1

ら︑申しました︒

︽ーシ︾

おもてな・す
てなす

五擢9 天の神様がお出でになったと

表町

をしたりして︑命をおもてなしにな

いふので︑︿略V︑おいしいごちそう

りました︒

﹇表町﹈︵名︶1

敵営8 ソレカラニツ三ツ停留場ヲ過

おもてまち

ギテ︑表町マデ來マスト︑人ガタク
﹇表門﹈︵名︶1

表門

サン下りテ︑席ガアキマシタ︒
おもてもん

表門といはれるだけあって︑實に何

九624国 なるほどアメリカ合衆國の

﹇重﹈︵名︶2

重み

ともいへない壮観です︒
おもみ

傾く程だ︒

八偽5 いわしの重みで︑船がぐっと

おもむき 趣
ろう

赤松の木立を負ひたる櫻門

﹇趣﹈︵名︶6

く此のふくらみに見ることが出來る︒
おもむき

十28図
さうごん
は︑一幅の彩圭里に似て︑しかも荘嚴

其の間に島民の家がまじつ

のおもむきをそへたり︒

十259團

おもむく

おもり

おもり

から急ぎ足に道をたどって來たが︑

或年の冬︑大將が思はず﹁寒

九959

ふさぎ込んで下を見つめてゐ

鹿介は︑それをじっとふみこ

爾岸の敵も味方も︑思はず手

はっとしながら思はず︑﹁は

に汗を握る︒

九8110

んで︑思はずよろよろとする︒

たへたが︑片足が洲の端にすべり込

九817

ず﹁あらQ﹂と叫んだ︒

た女の子が︑それを見つけて︑思は

九302

子供は︑思はず顔を見合はせ

い︒﹂と言った︒

綜におもりを附け︑それをつ 七並8

﹇重﹈︵名︶3

八718
るして︑

お

た︒

おもりを綜でつるして︑それ 九275

﹇重其物﹈︵名︶1

おもりは左右へ振ります︒

を動かすと︑おもりは左右へ振りま

八722
す︒

八722

おもりそのもの

おもり其の物は重くても輕く

お守役
ちやうふはんしゅ

﹇御守役﹈︵名︶1

い︒﹂と︑大きな聲で返事をしたの

大將の父は︑長府藩主に仕

で︑

私は思はず前の椅子につかま

此の國歌を奉唱する時︑我々

大尉は︑これを讃んで思はず

﹁︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒

涙を落し︑水兵の手を握って︑

十224

萬歳を心から祈り奉る︒

えり
日本人は︑思はず襟を正して︑︿略﹀

雲煙5

つた︒

九価3

添えて︑思はず地にひざまつく︒
い す

九個10図表の一室に身のちゴむ如く

へて︑江戸で若君のお守役をして居
思はず

﹁︿略V︒﹂と︑木こりは︑思

﹇思﹈︵副︶32

これを見え兵士は︑思はず涙
命は︑︿略﹀︑或日︑ふと軍神
め息をなさいました︒

の事を思ひ出して︑思はず大きなた

五悌4

ぐみました︒

五悩3

はず大きなこゑを出しました︒

三797

おもわず

たが︑

七粥7

おもりやく

かしても︑振る時間は同じです︒

ても︑又大きく動かしても小さく動

八726

秋ならば廣澤・大澤の池を もり其の物

が

て︑南洋らしいおもむきを見せてゐ
ます︒

十一1011
さ

たつねて︑嵯峨野の昔をしのぶのも

月影のさゴ波に砕け︑漁

おもむきが深い︒

十一534図

火の波間に出没する夜景もまた一段

白壁はいよく鮮かに︑い

のおもむきあり︒

十二659

よし日曜日の午後であって

らかはいよくこまやかな趣を呈す
る︒

十二捌10

﹇赴﹈︵四・五︶2

も︑公園はいうくたる自然の趣を
失はぬ︒

おもむ・︿

いったんくわんきふ

︽ーク・ーケ︾

九重5 一旦緩急ある時︑國をあげ
て國難におもむくのも︑

ました︒

七187

二人は︑思はず顔を見合はせ

めに︑思はず時を過して︑宮の御後

悲痛な︑しかも威嚴のある聲

聲を獲する︒

に︑船員は思はずはっとした︒

十753

十重2圏

︿略﹀を見て︑わたしは思

七559此のへんの敵の様子を探るた 十佃8 思はず歓呼の聲が上る︒

てからくと笑った︒

七194

を立てて逃出した︒

工は︑思はず﹁あっ︒﹂と聲 十394 ﹁︿略V︒﹂と︑一人が思はず歎

同年七月短身にて又樺太 六悩4 ﹁︿略﹀︒﹂と︑私は思はず言ひ
おもむろに

だん
さえたる青空に︑小さく噺

﹇徐﹈︵副︶2

におもむけり︒

十一935図
おもむろに
ぞく

十四1図

績せる白雲︑おもむろに西より東に
向かひて移動す︒

ろに口を開いた︒

十﹁273あらゆる重みを受けて︑力 十一一佃7 羅刹は座に着いて︑おもむ
強く︑うんと支へた感じを︑最もよ

おもんずる一おやど
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はず涙が出た︒

どとは︑ゆめにも思ってゐませんで

十一2210 紫の君は思はず笑ひ出した︒ した︒

十一502

てくれなくても︑ちっともさびしく
はありませんでした︒

蕃人も次第になついて︑後に

は呉鳳を親の如くしたふやうになつ

八151
た︒

八692園﹁おや︒﹂と思ひながら︑彼
はそこに立止まつて︑じっと見つめ

彌次郎は人夫の親方の所へ行
親方は急に言葉をかへました︒

つて︑武士らしい言葉で言ひました︒

九糊9

お約束

でも︑お約束だから︑そ

﹇御約束﹈︵名︶1

十二脳2園

おやくそく

﹇御役人様﹈︵名︶1

ろくごちそうになりませうかな︒
おやくにんさま

もしく︑お役人檬︑それ
なら︑荷物の品をどうして知って居

五521園

親のやうにしたって居る呉鳳 お役人様

八347図親も落つれば其の子も落ち︑

親子3しょ

るのでございませうか︒

﹇親子﹈︵名︶3

さうして︑親子はうばもろと

親子は手を取合って泣きまし

ういちくんおやこ

お前の國はどこ︑片親の名 おやこ

おやしき

五56一

ミヤコ

ニ

親子と

ツクト︑トノサ

﹇御屋敷﹈︵名︶一

おやすむ

おやす・む

︽ーミ︾

オヤスム
オカアサンモ︑ネエサンモ︑

お休む

﹇御休﹈︵五︶4

マノオヤシキへ行キマシタ︒

三527

オヤシキ

一週間ばかりたって親子とも

﹇親子共﹈︵名︶1

コノ五六日ハ︑夜モロクくオヤス

あなたは︑おかぜで︑二三

ミニナラナイノデス︒

日歯噛をお休みになったとの事でし

六105團

たが︑

お前は︑あした︑學校があ

もう大分長くお休みにな

るのだから︑心配しないで︑もうお

六953園

やすみ︒

十二粥2囹

つてをります︒

夏の末になると︑親蝉は︑木

おやぜみ ﹇親蝉﹈︵名︶2 親蝉

の皮にきずをつけて︑其の中に卵を

七946

色はまだ青白くて︑弱々しさ

生みます︒

うですが︑形はりっぱな親蝉です︒

七989

親だぬ

腹つ団

﹇呼笛﹈︵名︶3 親つばめ

ぼんぽこ︑あひつの

お山の上では︑

おやだぬき ﹇親狸﹈︵名︶1 親だぬき

き︑

四386鶴

み︒

おやつばめ

其の中には親つばめも居ます

もう大きさだけは親つばめと

シタキリスズメ︑

オヤド

まだ口ばしの下の赤色が︑親

ハドコダ︒

一342圃

おやど ﹇御宿﹈︵名︶2 オヤド

つばめ程こくありません︒

八44

が︑四つばめ程こくありません︒

同じですが︑まだ口ばしの下の赤色

八43

さんまじって居ます︒

が︑今年生まれた子つばめが︑たく

親子は︑総掛りで探し始めた︒ 八41

もに︑喜び勇んで木曾へ鶴りました︒

八467

た︒

親を思ふ孝子の心には︑頼朝 八453

一つもて君を祝はん一つ

九292
二本の門松の中︑︿略﹀︑其の おやことも

九宙4

も

﹁オヤ︒﹂ト︑オモッテ贅ヰ

馬屋の外へ出しますと︑

一本を以て親の長壽を祈らうといふ

な︒

から顔を出して居る︒

六537

おや︑誰かが︑しやうじの間

四鵬3陶おや︑あれは何だらう

ルアヒダニ︑

二佃6圏

おや︵感︶4オやおや

意味で︑

十柵10

もて親を祝はん二もとあ．る松

十解5開巻

してやりました︒

も感心して︑石のらうから唐綜を出

八461

は何と申す︒

八381圏

弟も落つれば兄も落ち︑

の首であった︒

八182

九鵬3

ました︒
耳をすまして待ってるた隣 五125 それよりも︑時々池の中で見
こひ
おやかた ﹇親方﹈︵名︶2 親方
かける鯉やふなが︑親ではないかと

考へたことがありました︒

のワトソンは︑其の時津はず機械を

取落しました︒

﹁きれ い だ な あ ︒ ﹂ 僕 が 思 は

しかし︑︿略V︑親がそばにる

五133

かったので︑言った者も聞いた者も︑

十一旧9 其の言方が如何にもをかし
思はずにっこりし た ︒

十一燭11

十一㎜5 きやうだいは思はず叫んだ︒
ず叫ぶと︑正雄君が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

あひっちを打つやうに言ふ︒

十一悩2 はっとして︑思はず身が引
きしまる︒

十一悩2 思はず機上に歓聲が湧いて︑
しばし爆音を隠す る ︒

十一塒4 ﹁天皇陛下萬歳︒﹂と︑思は
ず誰かが叫ぶと︑

十一鵬11 はっとして思はず手に汗を
握る︒

十二446 光囲は思はずほ＼笑んだ︒

﹇重﹈︵サ変︶1

﹁︿略V︒﹂と近づくと︑

︽ージ︾

重んず

つ︒﹂と言って倒れた︒思はず

十二893 隣にみた分隊長が︑﹁あ

る

おもん・ずる

めいよ

十愉7 切腹といふのは︑どこまでも
武士の名讐を重んじた扱ひであった︒

おや ﹇親﹈︵名︶10 親←ちぢおや・
ははおや
分の親が︑あの四本足の蛙だらうな

五121おたまじゃくしは︑︿略﹀︑自
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おやどり一およぐ

ハ

ドコダ︒

﹇親鳥﹈︵名︶2

おやどり

一345韻 シタキリスズメ︑ オヤド
おやどり

三135ぼくが見にいくと︑ひ
よこが︑おやどりのむねの所

お屋根

十二622園

五加9

お許し下され︒

︽ーシ︾

しかし︑兄神は︑どうしても︑
さうして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

おゆるしになりませんでした︒

五備3

お許す

親山羊は︑去年のちやうど今 おゆる・す ﹇御許﹈︵五︶4 おゆるす

りました︒

六418

頃︑遠いく山國から︑汽車に乗つ
て來たのです︒

親山羊の白いひげの下を︑一

匹の子山羊がく団り抜けて︑柵に前

六446

しゅつと︑し
爪を互いろ
オヤ

しかし︑兄神は︑﹁︿略﹀︒﹂と

天皇は︑御心のうちに︑をか

﹇泳﹈︵名︶1

泳εなみおよ
僕も︑來年から︑泳を始め
﹇泳始﹈︵下一︶1
︽ーメ︾

其の中に﹁たこ﹂が泳ぎ始め
ました︒

八二7

泳ぎ始める

およぎはじ・める

ようと思って居ます︒

五909国

ぎかねみつ

およぎ

其の願をお許しになりました︒

しいなとお思ひにはなりましたが︑

六44

しになりませんでした︒

おっしゃって︑どうしても︑おゆる

五宙6

やいましたが︑兄畑は︑やはりおゆ

親

足をかげながら︑私たちをじっと見
おや指

るしになりませんでした︒

﹇親指﹈︵名︶3

ました︒

指

おやゆび

ひよこがなくと︑おやど

から︑小さなあたまを出して︑

三144
りは︑はなしでもするやうに︑
﹇御屋根﹈︵名︶2

こ︑こ︑こ︑こ︑といひます︒
おやね
しんでん

五88囲神殿は︑外宮と同じやうに︑ 六棚8 ぼんやり足もとを見て居た雪
ぎ

舟は︑何氣なく︑足の親指で︑板の

ち

お屋根をかやでふき︑むねにかつを

雪舟は︑足の親指を使ひなが

間に落ちた涙をいぢつてみました︒

のでした︒

を皮に突立てたら︑

十一一781圏

あの時︑ざくつとおや指

ら︑涙で︑板の間に圭里をかき始めた

六二3

木を並べ︑爾はしに千木がつけてあ
ります︒

六伽3囹 お堀をへだてて二重橋が見

お山

え︑其の右の方には︑木の間から御
﹇御山﹈︵名︶2

所のお屋根も秤される︒
おやま

ぶきがほとばしって︑

︵五︶一

四385幽 お山の上では︑ 親だぬ

﹇老﹈﹇▽おぬのおゆ

思ひ思ひに沖へ快走してか

︽ーッ︾

﹇泳﹈

か＼る︒
およ・ぐ

︽ーイ・ーガ︒ーギ︾

およぐ

泳グ

三田5 大きなかめが︑舟のそば
へおよいで來て︑ぴょこりと

泳ぐ

︵五︶15

つてみさうな場所を探して︑投網に

れこれ三時間︑専らますのおよぎ廻

十﹇862

ぎ廻る

コレニ入レテオヤリナおよぎまわ・る ﹇泳回﹈︵五︶1 およ
おゆ

お湯
お湯から上って︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹇御湯﹈︵名︶1

﹇御許下﹈︵五︶2
︽ーイ・ーレ︾

どうぞ︑それだけはお許し
下さいませ︒

十二7園

お許し下さる

おゆるしくださ・る

言って居る兵隊さん︑

八591

おゆ

サイ︒

三737園

リナサル ︽ーイ︾

﹇御亡﹈

く染めたものだった︒

お止

おやりなさ・る

き︑ ぼんぽこ︑あひつの 腹つゴ
み︒

やぶのかげから︑木か

げから︑ ぬつくり︑ぬつくり︑

四396圃

︽ーイ︾

親山羊

﹇御止﹈︵五︶1

子だぬきが︑出て來てお山へ
集って︑

めなさる

おやめなさ・る

﹇親山羊﹈︵名︶3

七伽8園 お止めなさい︒
おややぎ

日をあびてすわって居ましたが︑私

六409 親山羊は︑柵のきはに︑秋の
の足音を聞きつけて︑すっくと立上

おじぎをしました︒

しょに︑池の

五113おたまじゃくしは︑毎日︑大

ぜいの兄弟や仲間と

どれも︑これも︑丸い頭をふ

中を泳いでゐました︒

り︑長い尾をふって︑元氣よく泳い

五116

ソノ度二︑鯉ノカゲガ︑地ノ

でるました︒

上ヲ泳ギマス︒

五264

五892屋鳴は︑にいさんと︑毎日︑

川へ泳ぎに行きます︒

わらの切れはし浮かべたり︑

えび

六伽6圃卵のからを浮かべたり︑

や目高も︑泳がせて︒

此の室の中央に︑直送四五米

ぐらみの圓い池があって︑中にたく

八種2

此のたくさんの﹁いわし﹂が︑

さんの﹁いわし﹂が泳いで志ました︒

八㎜5

池のふちに沿うて︑みんな同じ方向

みんな︑同じ方へ向かって

に泳いで居ます︒

八柵1園

ガラスを張った大きな窓のや

泳いで居ますね︒

八側2

うなものが順々に並んで居て︑其の

ガラス越しに︑種々の魚の泳いで居

五六十糎もあるのが︑いう

るのが見られました︒

八側8

くと泳いで︑外の魚などは眼中に

﹁かれひ﹂は︑平たい膿をく

ないといった風をして居ます︒

外の魚は腹を下に︑背を上に

ねらせて泳ぎます︒

八幽2

大々3

およげる一およぶ
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して泳ぎますが︑﹁かれひ﹂は何時
でも禮を横にしたま＼︑くねって行

凡そ

泳げる

およ

﹇及﹈︵接︶12

しく嚢達して︑
および

及び

及﹇▽こ

十868園

聞多︑三十歳の壮年に及ん

今母上の力によって︑萬死に一生を

で︑何一つ孝行も書くさないのに︑

和とちやうど同じ時代に︑イギリス
のニュートン︑及びドイツのライブ

得る

貼窟術は︑要するに筆算に

支那の敷學が未だかつて及び得なか

及ブ

及ぶ

つた高い域にまで進むことが出願た
のである︒
﹇及﹈︵四・五︶17

︽ーバ・ービ・ーブ・ーベ・ーン︾﹇Vお

およ・ぶ

ききおよび・かんがえおよぶ・ききお

繋金︑信長が家來を集めて酒

よぶ・くわだておよぶ

七821

もりをして居た時︑話がたまく槍
のことに及んだ︒

一年にわたってため

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の

製の織機とを︑

機械は外國製に及ばなかった︒

九208言言自ら手を下し給ふに及ば
ざるべし︒

川岸に沿うてぎっしりと並
ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ

ふとう

九619国

我が点語もまた︑國初陣來繊

さうですが︑
ぞく

九欄9

塗して現在に及んでみる︒

熊野三山と課せられ︑古來朝野の尊

十搦4図本宮・新宮・那智は︑世に

信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

こと︑敷十回の多きに及べりとそ︒

カンセン

十一53野花は麓より咲きそめて次

シヤウソツ

敵二封シ勇進転戦シタ

第に山上に及ぶ︒

カ

十﹁606図園

キ

タずくカンゲキ

ル摩下倉卒モ︑皆此ノ成果ヲ見ル

ニ及ンデ︑唯々感激ノ極︑言フ所ヲ

話が古事記のことに及ぶと︑

知ラザルモノノ如シ︒

十﹇718

積雲は二千米内外の高さで

宣長は︑﹁︿略﹀︒﹂

すが︑入道雲の頂になると︑六千米

十﹇悩10

から八千米の高さに及びます︒

高さ二百米に及ぶ大岩石の

絶壁が︑水際から突立ってるる︒

十一鵬1

り廣く人々を救ひぬ︒

十一冊1図鐵眼︑︿略﹀︑力の及ぶ限

此の古墳の大きなのになる

と︑長さが数百米に及び︑堀が二重

十ニー47

にも三重にも廻らされてみる︒

の算法を工夫するに及んで︑いよ

十一一柵8 孝和の天才は︑圓や球など

りをお感じになったが︑慶喜の言L⊥

江戸に達した時︑宮はさすがに御三

慶喜叛逆の報がいち早く

はんぎゃく

く巧妙な働を見せた︒
及び︑城遂に陥り︑昌昌惜しくも捕

其の後︑菅野の大軍至るに 十二閥11
へられて︑野禽河原に斬らる︒

十182図

得ようとは︒

ニッツによって創始された高級の敷

代的な高い建物が並び︑島の東端に
きんりんわう

藏王堂の附近に︑金輪王
爾岸及び島島︑見渡す限

よる代数學であって︑これによって︑

十二欄11

す︒

よりて官職艦隊及び巡洋

ほりょ

爆撃目標︑︿略V︑第二

さうして︑其の貝塚及び附

銅及び青銅で利器を作った
時代を青銅器時代といひ︑

十ニー26

わけである︒

や土器などが︑たまく嚢見される

近から︑當時の住民の使用した石器

十ニー17

編隊群は西側の格納庫及び飛行機︒

十一撹11図画

令長官以下一萬⊥ハ百懸人︒

十一596図敵の死傷及び捕虜は︑司 八838 或會社では︑此の織機と外國

進路をふさぎ︑

艦隊は︑直ちに東方に向かって敵の

十一585図

名勝の地少からず︒

十一539図

内海の沿岸及び島々には

るが如く︑白壁の民家其の間に貼在

り田園よく開けて︑まうせんを敷け

十一528図

滑跡及び吉水神社あり︒

十一27図

は中之島公園があります︒

︽ーエ︾

學である︒

鐵道及停車場

うべおよびたからつかゆき
七64図

中之島及び其の附近には︑近 および・える ﹇及得﹈︵下一︶1 及び

きます︒

八削1圃 ごらん︑日あたりの水の
七673

おもて

面に︑ 二三匹の目高が︑ つい
かねみつ

く泳いでみるのを︒
十一鵬5 波およぎ兼光といふ刀は︑
切られた人が其のま＼しばらくおよ
﹇泳﹈︵下一︶3

いでから首が落ちたと傳へられる︒
およ・げる
︽ーゲル︾

なくて泳げるのですから︑自分の親

五118 おたまじゃくしは︑手も足も
が︑あの四本足の蛙だらうなどとは︑
ゆめにも思ってゐませんでした︒

五893国 この頃︑少し泳げるやうに
なって︑うれしくてたまりません︒

さうですね︒

︽ーイ︾

﹇御三﹈︵五︶1

五908困 君は︑泳げるやうになった

しなさる

およしなさ・る

﹇凡﹈︵副︶4

三286園 をぢさん︑およしなさい︒
およそ

十二捌5 直話凡そ百四十萬粁もある
一大火球だといふ︒

十二脱11 地球から太陽への距離は凡
そ一億五千萬番前︑月への距離の約
四百倍に當る︒

の小天守及び大天守が︑東の小天守

十二脳7 黒駝はく略Vといはれ︑其 十二689 頭上には︑乾の小天守︑西
の敷や大きさは︑凡そ十一年を週期

いはゆる微分・積分は︑孝

と四つ目に並び︑

十二m2

として増減してみる︒

十二欄9 今から凡そ六七百年前に著
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およぶ一おりから

するところを一々お聞きになるに及

お呼ぶ

︽一

んで︑事情止むを得なかった彼の心
中をあはれみ給うた︒
﹇御呼﹈︵ 五 ︶ 1

あまてらすおほみかみ

およ・ぶ
ビ︾

みことをお呼びになって︑﹁︿略﹀︒﹂

オヨメ

オヨメサ

イ︒

サウシテ︑ムスメヲ︑キン

よしっね

義纒馬を海中に乗入れて︑

烈しく戦ふ折しも︑いかなるはずみ

八剛4図

にか︑わきにはさみみたる弓を海中

二602

ジョノネズミノオヨメサンニ
に取落したり︒

名を械戸〆介勝盛と改め︑
ほっと一息つく折から︑飛

これから後︑萬壽はうばと心

を合はせ︑折々らう屋をたつねては︑

八456

母をなぐさめて居りました︒

それは︑をり重なって死んで

︽ーッ︾

おりかさな・る ﹇折重﹈︵五︶1 をり

重なる

居る敵の死がいの間でした︒

五佃5

をりから上る朝日の光に︑高

おりから ﹇折﹈︵副︶10 をりから 折

から

くか＼げた日の丸の旗は︑勇ましく

五撹5

折から南へ飛行中だつたつば

かゴやきました︒

めは︑食にうゑ︑冷たい雨にずぶぬ

おかあさんは︑﹃︿略＞Q﹄と 八87

言ってゐられるが︑まだ其の折に出

れになって︑もう身動きも出來なく
よし野山みさ＼ぎ近くな

昭憲皇太后御参拝の折

せうけんくわうたいこう

十一41図

の御歌︑

りぬらん散りくる花もうちしめりた
る

か＼る不幸のしばくな

二番瀬を越すと︑折からのぼ

る太陽の光を浴びて︑長くあとを引

八伽3

折から︑農場の鐘が﹁かあ

折から︑燈火がばっと明か

十二710図

折から日は地平線に近づ

いて消えてしまった︒

るくなったと思ふと︑ゆらゆらと動

十一柵4

船は次第に動揺し始めました︒

どうえう

十﹇備10国折からのモンスーンに︑

の彼方へ消えて行った︒

ん︑かあん﹂と長く尾を引いて廣野

十一795

の僧庵に︑折から夕日がさして︑

きれいに作ったしば垣の内

下葉は︑折から美しく色づい

きながら︑一直線に沖へ︒

十434

てるた︒

十二榊1図

なってしまったのです︒

會はないのだ︒

十233園

敵の突撃の聲盛に聞ゆ︒

傷兵と共に︑中佐をいたはる折から︑

九悩5図軍曹︑かたはらにありし負

軍曹の胸をも貫ぬく︒

來る一揮︑又も中佐の胸を貫ぬき︑

九章10図

折もあらば鹿介を討取らうと思った︒

あ㌧︑い㌦お嫁さんが出 九782

たらぎぬほかみのすけ

シマシタ︒

十一399囹
來ました︒

︽ービ︾

五64

大國主のみことは︑大そうお

大そうお喜びになって︑命を
命は︑大そうお喜びになりま
兄神は︑大そうお喜びになつ
大塔宮は︑義光の忠義を心か

るをうれへ︑如何にしてかこれを除

十一167

﹇降﹈εのりおりする

をりく

そうあん

かんものと心を砕く折から︑一日暴

﹇織﹈﹇▽にしじんおり

風至り︑又もや白洲の暗礁に埋れて

昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀三年

おり

おり

の間租税を免じて︑民のかまどの煙

オランダ

砕破せる船あり︒

︹地名︺一

﹇折折﹈︵副︶2

さうして︑をりく水の上に
かほを出してみたりしました︒

五153

折々

おりおり

んつういたしおり・ながらえおり

此の二見があってから七十年 おり ﹇居﹈︵ラ変︶尋おこたりおり・し

計を獲明しました︒

といふ人が︑今までにない正確な時

齢り過ぎて︑オランダのホイヘンス

八734

オランダ

びになりました︒

の立つやうになったのを大そうお喜

そぜい

七729

らお膏暑びになった︒

七596

て︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

五位2

した︒

五伽4

御殿の中へ御案内なさいました︒

五躍4

おうちへお連れになりました︒

喜びになって︑少彦名のみことを︑

五631

お喜びになりました︒

大ぜいの神様は︑手をうつて

およろこ・ぶ﹇御喜﹈︵五︶7お喜ぶ

五951天照大神は︑天孫に＼ぎの

﹇御読下﹈︵五︶2

とおっしゃいました︒
およみくださ・る
︽ー レ ︾

では︑お已み下され︒

お讃み下さる

オヨ

お讃み下され︒
︵五︶一

十二5610囹

︽ーイ︾

﹇ 御 町﹈

十二6010囹

ミナサル

およみなさ・る

イ︒

﹇御児﹈︵名 ︶ 一

一186園 タラウサン︑オヨミナサ
およめ

バ︑サウダンシテ︑オ日サマノ

ニ46ーオトウサントオカアサン

︽ー ス ル ︾

﹇御嫁入﹈︵サ変︶1

所ヘオヨメニアゲルコトニ
シマシタ︒

お嫁入する

およめいり・する

﹇御嫁﹈︵名︶4

十一382 今日︑ねえさんがお嫁入す
る︒

およめさん

ン お嫁さん

二452囹コンナヨイ子ヲ︑ネズ
ミノ九腸メサンニスルノハ
ヲシイ︒

り・ときおり

二454圏 セカイヂュウデ 一バン おり ﹇折﹈︵名︶7 折﹇▽つづらお

エライ人ノオヨメサンニシタ

おりしも一おる
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きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ
いふばかりなし︒

折しも

十二悩8 折から︑快い音圧が堂内に
﹇折﹈︵副︶1

流れてみる︒

おりしも

八974図 折しも美しくかざりたる船
﹇織出﹈︵五︶1

織出す

一さう︑平家の方より漕出す︒

山を下りると︑そこに神社が

下りる時は︑ほんたうにらく

が︑雲にのって下りて來ました︒
でした︒

五326
五329
見ルト︑クモハ︑雨ドヒノ所

ありました︒

五766
イヤ︑ワタシバ︑モウヂキ

カラ︑綜ヲ引イテ下りテ來タノデス︒

五鵬4圏
下りルノダカラ︑カマハズ︑オカケ

おりだ・す

ナサイ︒

いうぜん

織場

五研7

下りマセンデシタ︒

大聲で呼びかはし︑男も女も

寒い北風がびゆうびゆう吹いて居ま
す︒

八桝8

はだしで︑濱へ下りて行く︒

高い所から低い所へ下りる時︑

其の胸びれは扇のやうに廣がります︒

八瑠4

さうして︑ちやうど飛行機が

空中を滑走するやうに︑手ぎはよく

八備7

水を切って下りて來ます︒

ンピック大會

︵名︶一

オリ

昭和七年の夏︑こ＼で開か

オリンピックたいかい

九542国

くわつやく

れたオリンピック大魚に︑日本の選

こけ丸は︑すぐそれを

折る ︽ーッ・

手がめざましい活躍をしたことは︑

お・る ﹇折﹈︵四・五︶2

四佃5

ーリ︾←きりおる

したるに︑或はころびて躍る＼もあ

大町試みに敷匹の馬を追落

折ってしまひました︒

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

八656図

やうなものがあって︑それでのこ

八紹8下へ下りると︑胸の所に足の
く歩くから不思議です︒

しりおる・すさりおる・なりおる・へ

る ︽ーラ・ーリ・ール・ーレ︾且﹀かきむ

それでも三十六米ばかりを見 お・る ﹇居﹈︵五︶45 ヲル をる 居
廣い飛行場に下りて︑羽衣を

事に乗切って︑地上に下りました︒

九161
九塀8

らしおる・もうしおる

ソレカラニツ三ツ停留場ヲ過

失った天女のやうに︑とぼくと歩

皇大神宮に仕へて居られた尊

大空高く︒

かぞへて居れ

此の國の野原には︑大きな

一つ二つと

おとうさんは︑火鉢にあたり

ながら︑新聞を讃んで居られる︒

六822

ば︑ とびも出てまふ︑

六804翻

鹿がたくさん居ります︒

しか

六358囹

の御をば︑倭姫命は︑

やまとひめのみこと

六342

した︒

はないので︑たけると申して居りま

六323園西の國では︑私より強い者

もをりません︒

でしまって︑知った人は︑一人

とうさんも︑おかあさんも死ん

住んでみた家もなく︑お

アチラニネテヲリマス︒

ギテ︑表町マデ來マスト︑人ガタク

た︒

マルタも︑おかあさんと一し

十柵6 船長も舵手も︑船首へ下りて
行く︒

十m4

僕が急いで下りると︑突然︑

よに下りて行った︒

十餌1

さて埠頭に下りると︑そ

只略﹀︒﹂と︑叔父の聲︒

十一㎜9困

こはけた＼ましい支那人の叫びで一
ぽいです︒

石段を下りる時︑正︸君も

僕も︑をぢさんに寄りそって助けよ

十一一945

うとすると︑

三㎜6

二403園

ヲヂサンモ︑コ・デ下りマシ

く︒

タ︒

五心一

東京騨で汽車を下りると︑

をぢさんは︑先づ第一に宮城を葬み

六伽5園

にいさんが一番先に海へ下り

に行った︒

七102

私も雪子さんも︑績いて下り
おとうさんも︑妹も︑弟も︑

此の小轟が︑やがて木を下り

みんな下りました︒

七951

て︑何時の間にか︑柔い土の中にも
今朝は霜がたくさん下りて︑

ぐりこんでしまひます︒

八556

十134急いで地下室へ降りた︒
十373二人は︑養老鐸で電車を下り

サン下りテ︑席ガアキマシタ︒

五研9

下りマセンデシタ︒

サンバソコデ下りルノカト思ツタラ︑

五柵6 次ノ停留場へ來タ時︑ヲヂ

テイリウデヤウ

十一122 川原々々にさらす友朋染も︑
おり立つ

︽ーサ︾

︽ ー ツ︾

﹇降立﹈︵五︶2

花と織出される西陣織も︑
おりた・つ
下り立つ

かうぐ

始めて下り立つた朝の湖は︑

︿ 略 ﹀ ︑ 静 か で 神々しい︒

十一悩11

十二㎜4 庭におり立つた私は︑荒な
はで枝を釣った松の根もとに︑そつ
﹇芝煮﹈︵名︶1

と顔を出してみる黒い土を見つけた︒
おりば

折よく

ち︑ひまさへあれば方々の織場を見

八821 其の中に織機の改良を思ひ立

﹇折良﹈︵副︶1

て歩いた︒

おりよく

ました︒

七103

十一978図 折よく同行者の一人來り
て土人等を督し︑林子を救ひ出しぬ︒

ました︒

ハトオミヤノ

七105

お・りる﹇降﹈︵上一︶29オリル下
リル 下りる 降りる ︽ーリ・リ

ハト

ル︾﹇▽かけおりる・とびおりる・まい

おりる

一115團

その時︑たくさんの天人

ヤネカラ オリテ コイ

四358
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おる一おれる

ぼうのそばで︑着物を縫って居られ
妻らしい人がぼろをつゴつて居り︑

六823 おかあさんは︑ねて居る赤ん 七桝5 見れば︑うす暗い小窓の下で︑

き

そよしなか

木曾義仲の家上手君太郎光

てっかのたらうみつ

土間では︑七十近い老人がわらちを

が︑

八406

八幡様のお引合はせか︑門の
これから後︑萬壽はうばと心

母をなぐさめて居りました︒

を合はせ︑折々らう屋をたつねては︑

八457

戸は細めにあいて居りました︒

八438

で居りましたが︑

十干3園

お盆に白い雪を盛って︑つ
たなくとも私の歌をそへまして︑献
ぷじゅん

ぺ

びん

上致したいと存じてをりましたのに︒

前方後章の古墳は︑へうた

す︒

十二川1囹

わしは腹がへってをりま

まってをりますなら︑どうぞ私の首

十二川9園若し私の此の判断があや
をお召し下さいませ︒

もう大分長くお休みにな

つてをります︒

十一一爾2圏

は︑

別な部屋では︑息子を相手に

けふも︑朝から︑ とんく

四522春山ではたおる山がら
からり︒

十665

紅のやまと錦もいろ

織りまぜう︑おとうさん︒

父がかますを織ってみる︒

十669囹

十一一櫛10図圃

﹇降﹈︵上二︶1

下る

︽tリ︾

くの綜まじへてぞあやは織りける
お・る

おれいにまひをいたし

命が︑おれいをのべて︑かへ

ついては︑お禮のしるしに︑

旅人が︑わけを話してお禮の

金を出さうとすると︑

七悩7

います︒

此の金を半分だけさし上げたうござ

七曜4園

らうとなさいますと︑海の神様は︑

五伽6

ませう︒

四儒1園

三麗1園 けふは︑おれいに︑りゅ
うぐうへおつれしませうQ

ました︒

取って︑何べんもおれいをいひ

三852木こりは︑そのをのを受

タ︒

﹇732 オニハ︑オレイニ︑イロイ
ロノタカラモノヲサシダシマシ

ト︑オレイヲイヒマシタ︒

一537 シシバヨロコンデ︑﹁︿略﹀︒﹂

い お禮

おれい ﹇御礼﹈︵名︶10 オレイ おれ

九189図宗任︑馬より下りて狐を引
上げ︑﹁︿略V︒﹂と申せば︑

は其のカードの本の名と番號を︑用

畠のすみの日まはりは︑︿略V︑ 九952 ﹁︿略﹀︒﹂とお禮を言って︑僕

妹がきのこを見たいと言ふの

夏はおれの世界だといふやうな顔を

く︒

で︑其の人にお禮を言って三階へ行

十125

紙に書込んだ︒

かさをさすならば︑
おれもか
おれにかまふな︒

レ︾

七531囲

食器を洗ったり洗濯したりするのに︑

せんたく

ぶ螢庭で教練したり︑冷たい水で︑

入螢當時は︑寒風吹きすさ

お・れる ﹇折﹈︵下一︶5 折れる ︽一

かさをさ
人がかさをさすならば︑

えいく︑

いや︑おれは旅の者だ︒

十二893囹

さをさ＼うよ︒

人がかさをさすならば︑

十二637予震

おれもかさをさ＼うよ︒

すならば︑

十二629囲囹

九重9囹

して︑三つ咲いて居る︒

五836

安東・撫順・北平への分岐 おれ ﹇俺﹈︵代名︶5 おれ

でるる︒

満人の赤帽が忙しさうに荷物を運ん

嵩なので︑列車が幾つも止ってをり︑

十閥6

︽ーッ・ーリ・ール︾

それが萬壽姫で︑木曾に住ん お・る ﹇織﹈︵四・五︶4 おる 織る

盛の娘は︑頼朝に仕へて居りました

もり

八391

作って居た︒

る︒

六958 翌朝︑おかあさんに呼起され
て目をさますと︑をぢさんやをばさ
んが︑うちに來て居られる︒
かうルへ

六摺5囹長い参道には︑ちり一つ落
ちて居らず︑まことに神々しい氣が
する︒

央が車道といって︑電車や自動車が

六欄6園大都會では︑廣い通は︑中
通る所になって居 り ︑

七771園存じて居ればこそ︑修理を
申しつけて居るではないか︒

以來の感情・精神がとけこんでをり︑

七771圏存じて居ればこそ︑修理を 九泉10 だから︑我が國語には︑祖先
申しつけて居るではないか︒

修理が︑二十日もたって︑まだ何も

七774圏 わっか百間ばかりの場所の 十737園残ってをりません︒
出來て居りません ︒

七776園今︑職國の世の中に︑四方
の敵は︑皆こちらのすきをねらって
居ります︒

七837囹 それは私にお尋ねなくとも︑
そこに槍の名人上島が居ります︒

た︒

十二415囹顔回といふのが居りまし

が響くなってみる︒

た団前の方が角ばってをり︑後の方

んを縦に割って伏せたやうな形で︑

十奇骨44

研究したいと思ってをります︒

七858園 は＼＼︑それでは︑まるつ ＋一71闘私は︑かねぐ古事記を
きり槍のことがおわかりになって居
らぬ︒

七鵬4囹 よめさん一人を相手に飼い
て居られる所へ︑暮からあなたの長
わづらひでせう︒

が︑後でよく話しておきませう︒

七半5圏 今日は村長が居られません

おれる一おわたす
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中々ほねが折れますが︑

九887 弓折れ替蓋きて︑勝久はいさ
し か し︑日本刀は︑︿略﹀︑

ぎょく切腹することになった︒
十一鵬10

打合って折れず曲らぬところに大な
る優秀性がある ︒

十﹇閥11 如何に鋭利な刀でも︑斬合
つて直ちに折れたり曲ったりするも
のは︑實用にたへないから︑

十一鵬5 日本刀は︿略﹀︑切るに必
要な堅さを持つ百錬鍛造の鐵と︑折

織れる

︽一

れないための柔かみを與へる鐵とを
﹇織﹈︵ 下 一 ︶ 1

重ね合はせて造るのである︒
お・れる

﹇▽こうあ ん れ い お ろ し

十668圏 どうだ︑六枚織れるか︒

レル︾

おろし

︽ーサ・ ー シ ・ ー ス ︾ ← な げ お

おろ・す ﹇降﹈︵五︶11おろす下ス
下す

おとうさ ん が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

ろす・なでおろす・ひきおろす・みお
ろす
四佃6

おっしゃって︑神だなからます
を下して下さいました︒
五262 ソノ尾ヲ下シテ來テ︑サヲニ
ツケルカト思フト︑マタ腹ヲフクラ
マセテ︑ヲドリ上りマス︒

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 っ て ︑ 僕 は か ば

ろんだりして休みました︒

五294 草の上に腰を下したり︑ねこ
六219

んを下す︒

六421 月夜の晩に︑此の村の停車場

得て︑大和鍛冶のきたへたるよき矢

ち

じりを少々用意致して候︒

か

かあさんは︑十二の時おとうさんを

やまと

おなくしでしたが︑それはそれは︑

露坐の大佛

極樂寺坂越え行けば︑

に下された時は︑どんな心持がした

せ

なき父上のおはしまし

たるにはあらずや︒

十二523図園

おはします︒

長谷観音の堂近く︑

は

十二469図翻

でせう︒

︽ーリ︾

六66

は﹂﹂︑それでは︑まるつ おわす・れる ﹇御壷﹈︵下︻︶1 お忘

れる ︽ーレ︾

でお忘れになったのではなからうか

ひょっとすると︑役場の方

きり槍のことがおわかりになって居

嵩高4圏

と思ひまして︑それでお伺ひに参つ

父上︑あなたには︑姉上

した︒

ました︒

︽ースル︾

︽ーシ︾

大切な天叢雲劒を尊にお授

しになって︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃい

けになり︑又一つの小さい袋をお渡

六346

あめのむらくものつるぎ

やいました︒

しになりながら︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

劒をおそへになって︑みことにお渡

五957

さうして︑御鏡に︑御玉と御

れいな箱をおわたしになりま

三⁝⁝⁝6おとひめさまは︑︿略﹀︑き

お渡す

おわた・す﹇御渡﹈︵五︶3おわたす

ナリマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑オ受取リニ

渡シ スル ト︑オバアサン バ︑

四494私ガ︑オ二月ノ包ヲオ

渡シスル

おわたし・する ﹇御渡﹈︵サ変︶一 オ

の哀痛がよくおわかりにならないの
お別れ

﹇御別﹈︵サ変︶2

では︑お別れですね︒

﹇弁別﹈︵名︶1

たやうなわけでございます︒
おわかれ

九佃2園

おわかれ︒する

お

だと存じます︒

十二幡6囹

らぬ︒

七857囹

が︑よくおわかりになりました︒

天皇は︑敵うかしのまこころ

よく物がおわかりでしたよ︒
五隻のボートは下された︒
しばふ
緑の芝生に腰をおろして讃 おわか・る ﹇御霊﹈︵五︶3 おわかる

十一767

十728

車は美幌峠を登りつめて︑

びほろ

書に齢念のない學生もあれば︑

十一825
遂に皿大展望をほしいま＼にする地
みんなは待ってるたやうに︑

嵩に私を下した︒

十一佃8
そこらへ腰をおろす︒

さうして︑私たちの船は︑

おろそか

彼は再びピヤノの前に腰を

こ＼でおびたゴしい荷物を下しまし

十﹇備3国

た︒

十﹇欄8
﹇疎﹈︵形状︶1

下した︒

おろそか

十495図

︽ーシ・ースル︾

横濱の埠頭でお別れしてか

ございます︒

十245困

ふとう

四327園 みなさんにお別れする
のがつらくて︑泣いてみるので

研究に費す金は次第にかさ 別れする

み︑しかも工夫に心を奪はれては︑
﹇▽やまたのおろち

﹇大蛇退治﹈︵名︶1

を

自ら家業もおろそかならざるを得ず︒
おろち

おろちたいじ

ら︑五日目の十月二十日︑私はサイ
ひのかは

うち退治

︽ース︾

おはし

四365闘 今お別れ申すことは︑
まことにかなしうございますが︑

お別れ申す

﹇御忌申﹈︵五︶！

パン島に着きました︒
て︑かのをうち退治の傳盲あるは︑
お若い

おわかれもう・す

十二38三園此の川は古の簸川にし

﹇御冠﹈︵形︶1

此の川の川上なり︒

︽ーイ︾

おわか・い

﹇御座﹈︵四︶3

いたし方がありません︒
︽ーシ︒ース︾

萬乗の君のおはします城
なれば︑大將軍の御出であらんと心

十159図園

ます

おわしま・す

あなたはまだお若いから︑

しっかり努力なさったら︑きっと此

十一7211園

の研究を大成することが出來ませう︒
おわかり

なくなられたあなたのお

﹇笹分﹈︵名︶1

十一2010園

おわかり
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おわび一おんいのち

おわび

﹇御仏﹈︵名︶3

おわび
なりました︒
お

だのぶなが

ヲハリ

をはり

織田信長の居た尾張の清洲城

﹇終﹈︵名︶16

七737

九893 鹿介は︑男泣きに泣いて主君 おわり ﹇尾張﹈︹地名︺1 尾張
におわびをした︒
は︑

終

おわり

＋二935園おわびかたぐ蓼りを
したのだよ︒

終

終

七366

宮が御兄孝明天皇の御心を

安んじ奉り︑

十二研8

おんあに ﹇御兄﹈︵名︶2 御兄

から急ぎ足に道をたどって來たが︑

めに︑思はず時を過して︑宮の心後

七561此のへんの敵の様子を探るた

﹇南朝﹈︵名︶1 御室

考へない人がある︒

へず︑中には國語といふことさへも

のに︑ともすれば國語の恩をわきま

九欄6此のやうに大切な國語である

おん ﹇音﹈←・はっしゃおん
やがて曲は終った︒
てんこ
やがて朝の嵩呼も終って︑ おん ﹇恩﹈︵名︶1 恩﹇▽こおん

七489国

顔を洗ひ︑すっかり室をさうちして
から︑朝御飯をたべます︒

した︒

かうして︑此の日の試験は失
敗に終りました︒

九146

じゅいちみこうしゃく

ちやうじゅ

崩御ましくた︒

ほうちよ

て杖柱とも頼み給ふ御兄孝明天皇が

つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑績い

こコつ

從一位侯爵にのぼり︑八十 十二閥3 やがて長州征伐の大事が起
一歳の光榮ある長壽を終るまで︑

十875

本島で︑にしんの漁期の終
る五月下旬から︑

十一852

おんあと

今日も無事に終りました︒

土の中へもぐってから七年目

七508困園

七959
です︒

十二研3 彼は静翁忌宮に事の次第を
一78一
ヲハり

四幽1
終

模型飛行機はりっぱに飛んだ

に︑やっと長い地下の生活が終るの

申し上げて︑切に天朝へおわびのお
ニ麗一

ヲハリ

取成しを願ひ︑

守髄1

のに︑野物はとうく失敗に終りま

九一12

六粥1

終二近ヅイテ來マス︒

クリカヘシテヰルウチニ︑冬ガ

コンナコトヲ何ベンモ

をはり

おわび

おわらふ

四伽4

三悩1

﹇不治﹈︵上一︶1

︽ービ︾

おわ・びる
る

五柵2 命は︑兄神の所へお出でにな

︽ーヒ︾

﹇御笑﹈︵五︶6

て︑いろくおわびになりました︒

つて︑釣針をなくした事を申し上げ
おわら・う
お笑ふ

しやうがい

り

で︒

﹇御椀﹈︵名︶2

オワン

三516ソレカラ︑オワンヲモラッ

おわん

テ︑舟 ニ シマシタ︒
ノッチ︑

三521一寸ボブシバ︑オワンノ
舟二

慶喜叛逆の報がいち早く

はんぎゃく

萬乗の君のおはします城

あやふい御命をお助りになつ

た尊は︑生残つた悪者どもを平げて︑

六388

おんいのち ﹇御命﹈︵名︶3 御命

得て︑

なれば︑大將軍の御出であらんと心

十1510図園

おんいで ﹇御出﹈︵名︶1 御出で

りをお感じになったが︑

江戸に達した時︑宮はさすがに御憤

十二鵬10

憤りを休め奉らん︒

はせて源家の再興を計り︑父上の御

のおそい北洋にも夕暮が次第に二つ

任務は終った︒
﹇御幸﹈︵形︶1

お悪い

コー二等の交易は七日に

十一一527図面今日より後は︑力を合

おわる・い

をぢさんは何時も話の終に︑ 十一佃4

して終れり︒

十﹇989図

て︑濃霧が一面に立ちこめる︒

七難八苦の生涯は︑三十四 十一866 此の作業が終る頃は︑日没 おんいきどおり ﹇御憤﹈︵名︶2 御憤
歳で終を告げた︒

九917

三223 ぼくも︑ついとけいを見 七旧1 終
ようとしましたので︑そばに
八撹1 終
おいでになったおかあさんが︑
おわらひになりました︒

十欄−

終

十一柵1

終

にいさんのばうしをかぶ 九麗1 終

ると︑おとうさんが︑﹁︿略V︒﹂と

十二901

四174
いって︑おわらひになりました︒

終

七㎜6園 大分長い聞お悪かったさう

石段を下りる時︑正一君も ︽ーカッ︾
僕も︑をぢさんに寄りそって助けよ

十二9411

口ぐせのやうに言ふ︒

五43 大ぜいの神様は︑どっとお笑
ひになりました︒

うとすると︑をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂

五982 うずめのみことは︑わざと︑
こっけいな様子をして︑お笑ひにな

十二柵1

﹇終﹈︵四・五︶11
る・かきおわる・ひきおわる

︽ーッ・ーリ・ール・ーレ︾nVいいおわ

おわ・る

終る

と︑終はひとり言のやうに言った︒

りました︒

﹁︿略V︒﹂とひとり言を言った

お 后 に お 目通をして︑﹁︿略﹀︒﹂

ので︑おとうさんがお笑ひになりま

八駕1

した︒

十m5

と申し上げますと︑お后はお笑ひに

おんいもうと一おんそう
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い︒

七44園此のま＼では尊の御命が危
八佃3図圏 たとへ︑金銀にて作りた

ちかこ

﹇御妹﹈︵名︶1
にん

御上

る弓なりとも︑御命には代へがたし︒
おんいもうと

かずの

孝天皇の皇女︑孝明天皇の御妹︑明

かう

十二僻7 静寛院宮親子内親王は︑仁
を ば

御

治天皇の御叔母君で︑御幼名を和
みや

﹇御馬揃﹈︵名︶1

宮と申し上げた︒

おんうまぞろえ
馬そろへ

御上

九424図園 近く都にて信長公の御馬
じまん
そろへのあるよし︑定めて自慢の馬
﹇御寺﹈︵名︶1

に乗りて集る人々多からん︒
おんおおせ

かずのみや

音樂

小鳥のかは

春の日に光る若葉の︑

名を和宮と申し上げた︒
おんがく
﹇音楽﹈︵名︶3 音樂

おんがく

五182團
おんがく

つかな森へ行くと︑
い＼音樂︒

ある者に︑最大の恩恵を與へるであ
らう︒

りぬ︒

おんしょう

恩賞

温床ε

昭憲皇太后の御硯箱は︑ふ

たの裏に石盤をはめ︑石筆はちびて

せきばん

十55図

わっかに寸鯨を残すのみ︒

りょかん

人間は︑くちびるや舌を

﹇温泉﹈︵名︶2

温泉5な

さうして︑沿道所々に温泉

昨日の雨はからりと晴れて︑

谷間に沿うて所々に山村があ

り︑温泉場がある︒

八塒6

おんせんば ﹇温泉場﹈︵名︶！ 温泉場

てるる︒

太陽は朗かに此の温泉漢谷を照らし

十一描2

温泉渓谷

おんせんけいこく ﹇温泉渓谷﹈︵名︶1

があった︒

十﹁撹1

は︑

温泉とをあはせ有する國立公園阿寒

望と︑さうして︑至る所に湧出する

十一848

果しなき密林と︑雄大な展

かぶさおんせん・なかぶさおんせん

おんせん

すが︑考へてみると實に不思議だ︒

動かして︑いろく攣った音聲を出

十﹇436囹

毛利攻めの御先手に加り︑ おんせい ﹇音声﹈︵名︶1 音聲

﹇恩賞﹈︵名︶1

政府︑彼の志をあはれみ

﹇温床﹈︵名︶2

功績をよみして︑遺族に恩賞をおく

十二冊7図

おんしょう

に︑出雲一國を頂きたうございます︒

若し職功がありましたら︑主人勝久

九873囹

し おんさきて ﹇御先手﹈︵名︶1 御先手

禮が大きいのに︑性質がごく

おとなしく︑しかも音樂が大好きで

八榴2
ある︒

音樂家

折から︑快い女直が堂内に

流れてみる︒

十二悩8
﹇音楽家﹈︵名︶3

六佃6

ちいさいおんしょう

おんがくか

ドイツの有名な音漁家べ一

かには音樂家ですね︒

なった小さい温床に︑今日も︑おだ

いっか︑にいさんのお作りに

十一悩6

八襯4園

やかな冬の日が︑

﹇恩知奴﹈︵名︶1

﹇▽だいおんじょう

の王様ね︒

おんじょう

らずめ

おんしらずめ

道知らずの恩知らずめ︒
﹇▽だいおんじん

十二備4園
おんじん

御玉

本尊観世音は︑今秘佛とし おんせんやど ﹇温泉宿﹈︵名︶1 温泉

﹇御姿﹈︵名︶1

時々見下す谷底に︑さつき

なって行った︒

出石した温泉宿が︑だんく小さく

十一帽5
御

宿
﹇御硯箱﹈︵名︶2

て︑當時の太子の御三を語りがほに︑

硯箱

物と異なる所なし︒

なく︑筆・鉛筆等︑小學生の用ふる

何れも︑名工鳥佛師の作と

して古藝術のかをりゆかしく︑威

げいじゅつ

十一314

十54図竹の御硯箱は何のかざりも おんそう ﹇御相﹈︵名︶1 御相
えんぴつ

おんすずりばこ

此の堂内に安置されてるるのである︒

十一344

おんすがた

恩知

六二2園チューリップは︑此の温床

一ぱいにさしこん

トーベンが︑まだ若い時分のことで

n▽いちだいおんきょう

で居ます︒

あった︒

しろさについ釣込まれて参りました︒

十一欄10園私は音三家ですが︑おも
御覧悟
宮が御兄孝明天皇の御心を

安んじ奉り︑國のため民のためには

十一一研9

﹇御覚悟﹈︵名︶1

ら森の下道・下草まで何くれと御三
御璽

おんかくご

十68図 此の御苑は︑明治天皇御親

﹇御弟﹈︵名︶1

ありて︑自然のま＼に造らせ給ひ︑
おんおとうと
あまてらすおほみかみ

五195天照大神の御許に︑すさの

﹇恩義﹈︵名︶1

いへもち

水火の中をもいとはぬ御畳悟で︑將
おんぎ

徳川の恩義を思ふ奮臣たち
が︑おめおめと江戸城を明渡すはず

十二伽6

恩義

をのみことと申して︑古そう勇氣の
御をば

軍家茂に嫁ぎ給うたのは︑

﹇御伯母﹈︵名︶2

ある神様がいらっしゃいました︒
おんおば

の御をば︑倭姫命は︑

やまとひめのみこと

六342 皇大神宮に仕へて居られた尊

おんきょう

はない︒

やいましたが︑ふと御心に浮かんだ

六372 尊はしばらく考へていらっし

恩恵

其の上で︑一番孝行の心

﹇恩恵﹈︵名︶1

十二燭11圏

おんけい

十二5210図園 配所へ御下りの後は︑
くらま
叢雨も鞍馬へ送られ︑

御下り

﹇御下﹈︵名︶1
御

おんくだり

﹇御伯母君﹈︵名︶1

のは︑御をば︑倭姫命のお言葉です︒
を ば

おんおばぎみ

叔母君

ちかこ

十二僻7 静寛院宮親子内親王は︑

を ば
︿略﹀︑明治天皇の御叔母君で︑御三

347
おんちから一おんな

御髪

嚴の中に︑しみぐと慈悲の御相を

あ う しう

﹇御力﹈︵名︶1

拝するのであるが ︑

おんちから

御父

げの事承り︑御力をそへ奉らんため︑

八丁3

おんど
﹁︿略V︒﹂と︑一人が音頭を取

ると︑大勢の船方が︑みんなこれに
A口はせて︑﹁︿略﹀︒﹂と網をたぐる︒

もう少し︑車内の温度を上

十一旧4国

地中海を航して︑今日は

げてくれたまへ︒

十旧1園

十二505図囹 奥州にありて︑御旗あ おんど ﹇温度﹈︵名︶3 温度
夜を日に織ぎてはせ参じたり︒
﹇御父君﹈︵名︶2

すでに三日目︑空も海も︑すっきり

おんぢちぎみ

何だか世は秋になったといふ氣がし

と朗かですが︑しかし温度も下って︑

しやうとく

君

君用明天皇を追慕し給ふ図りに作ら
ます︒

十二旧7

太陽其のものの温度は︑表

十一307 それは︑聖徳太子が御父
せられたもので︑

やましろのおほえのわう

しゃか
十一311 それと並んで繹迦三尊を舞

べ

や

︵名︶1

べ や
温突部屋

見えて︑紫色の煙が村中にたゴよつ
てるる︒

オンドルベや

温突部屋の中では︑薄暗いラ

﹇女﹈︹話手︺2

女

ンプの火が心細くゆれてみる︒

十652
おんな

物でございます︒

四悩5女﹁もし︑それは私の着

をんな

女

四価3 女﹁それは︑天人の羽衣
で︑あなた方にはご用のない
﹇女﹈︵名︶44

物でございます︒
おんな

三166圓

それでは︑をんなでせう︒

面で約六千度︑内部はもっともっと

ゐました︒

ますと︑中に小さな女の子が

するのは︑太子の御子山背大兄王

御年

四278それを切って︑わって見

こ

景行天皇の御子︑やまとをぐ

﹇御年﹈︵名︶1

けいかう

み

六328

おんとし

高熱である︒

御茶屋

が︑御父君にかたどって等身の御佛
﹇御茶屋﹈︵名︶1

とし給うたもので ︑

おんちゃや

大江山に︑しゅてんどうじ

なの皇子は︑御年十六︑かうして︑

四572

十64図 奮御苑に入れば︑木立深く︑

といふ鬼がみて︑時々都に

をつれて︑めでたく都へかへり

らはれて來た女や子どもたち

ました︒

しばらくすると︑門の内から︑

四悩即すると︑その松の木の
後から︑一人の女が出て來ま

した︒

一人の女が出て來ました︒

畑野8

女は︑びっくりして見上げま

した︑命は︑静かに︑﹁︿略﹀︒﹂とお

五鼎3

女は︑すぐ水を汲んで︑命に

つしゃいました︒

五梱6

手下の者はもちろんのこと︑

さし上げました︒

手傳のために︑たくさんの男や女が︑

六286

そろく汗ばむ程暑くなった

われは女ではない︒

集って來ました︒

六316園

日ざしを受けて︑男も︑女も︑牛も︑

七272

泥田の中で働く︒

來ぬといふので︑石のらうに入れて

朝は︑さあ︑此の女にはゆだんが出

一人の若い

女が︑しくくと泣きながら︑

今度は︑谷川で︑

唐綜といふのは此の女のこと

帯をきちんと結んだ女の姿さへまじ

中には︑日本の着物を着て︑

つてみる︒

八佃2

﹁︿略＞Q﹂と申しましたQ

八426そこへ下仕の女が來て︑

でした︒

八404

しまひました︒

頼光がふしぎに思って︑

頼光は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま
﹁︿略﹀︒﹂といって︑先に立って

そこで︑頼光は︑︿略﹀︑さ 八皿8 大聲で呼びかはし︑男も女も

道あんないをしました︒

すと︑女は︑隠そう喜んで︑

四633

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねますと︑女は︑

四621

せんたくをしてゐました︒

四612もっと進んで行きますと︑ 八402 其の刀に見おぼえがあった頼

をさらったりしました︒

たゴお一人で︑熊襲をお亡しになり

かくうんてい

御供

重めぐり︑池の眺臨き所に︑御茶屋

﹇御供﹈︵名︶2

出て來ては︑︿略﹀︑女や子ども

おんとも

ました︒

御使

ありて︑隔雲亭といふ︒
﹇御使﹈︵名︶1

人意も御供に加つた︒

おんつかい

十二985

きいの

十二柵9 無事京都に着くことの出來

﹇御取潰﹈︵名︶1

時︑赤人が作った歌である︒
おんとりつぶし

取りつぶし

ぜひく官軍さし向け
られ︑御取りつぶしに相成り候はば︑

十二梱3囲囲

候も残念に候ま㌦︑きっと畳悟致し

私事も當家滅亡を見つ＼長らへ居り
天皇陛下︑

御手つ

御

紀伊國へ行幸の御供をした

御机
こくたん

十二992

し たん

﹇御机﹈︵名︶1

たのは︑たゴ宮の御使藤子だけであ
つた︒

おんつくえ

十52図 御机は紫檀にも黒檀にもあ

かしこくも︑

をんどる

候所存に候︒

温突

どの家も温突をたき出したと 四717

をんどる

︵名︶1

十623

オンドル

尊い軍旗︑

﹇御手﹈︵副︶1

らずして︑たゴ黒きぬり机なり︒
おんてずから
から
六623圃

御手つから︑授け給うた

おんど
﹇音頭﹈︵名︶1 音頭

尊い軍旗︒

おんど

おんなじ一おんみ
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はだしで︑濱へ下りて行く︒

十鯉1

かういふ時︑精ゆ納言は︑何

時もはっきりとした態度の女でした︒
十脳4

九32 男も︑女も︑老人も︑子供も︑
十一152

當時︑假名文は女の書くも

ロシヤ人の女の子だ︒

ありとあらゆる人間は︑花を尋ね︑

ので︑男は漢文を書くのが普通であ

花に浮かれて出て來る︒

九267 男の子と女の子である︒
かう考へると︑紫式部は︑

つたからです︒

十一156

九269 女の子は︑たゴじっと見まも
つてみたが︑やがてかの小さなねぢ
のです︒

やっぱり女でなくてはならなかった
十一1611

を見つけて︑﹁︿略﹀︒﹂

で下を見つめてみた女の子が︑それ

やぞ︒
いん

十二㎜4

くわう

われ︑かたじけなくも皇
一度嫁して

は徳川の家を離れぬが女の道︑徳川

胤に生まれたとはいへ︑

おんなじ
﹇女車掌﹈︵名︶1

あら︑おんなじですね︒

﹇同﹈︵形状︶1

の家は何とかして護らねばならぬ︒
おんなじ

四798囹
女車掌

女

時々女の子たちが出たりは

﹇女子達﹈︵名︶1

うたいこうおんふたはしら

ゆるしよ

と
善御殿・善御苑は︑もと豊

島御料地とて︑御二柱の神に御由緒

しま

十59図

深き所︒

じゃうらふ

ふち

一日︑上膓土御門藤子は︑

宮の御文は︑實に言々血涙

徳川を討たねば止まぬの硬

それは全く義を立て︑理を

拝見してひとしく泣いた︒

論を持する朝臣たちも︑此の御文を

十二齪5

の御文章であった︒

十二柳11

上った︒

宮の御文を奉持して︑東海道を西へ

十二欄1

おんふみ ﹇御文﹈︵名︶4 御文

女車掌は︑﹁︿略V︒﹂と言ふ︒

おんなしゃしょう

そばに︑二人の女がすわっ 十一競10

おんなのこたち

十一172

十ばかりであらうか︑白い の子たち

十二悦8

られぬ宮の御文の力であった︒

薫酷くし情を述べて残るところあらせ

御涙

十二悩3

た︒

かめやまじやうくわう

恐れ多くも︑亀山上皇は︑

もしや︑宮の御身に何事か起

宮には︑此の爾三年︑御涙

かう考へると︑宮は﹁女性

の乾くひまもない御身であらせられ

十二閥4

つたのではなからうか︒

七565

のりになった︒

御身をもって國難に代らうと︑おい

六607

おんみ ﹇御身﹈︵名︶4 御身

るか︒冠者﹁御前に︒

くわじゃ
十二538園 大名﹁︿略﹀︒太郎冠者あ

やくしくぬかつく︒

憲皇太后二二柱の神の御前に︑う

けんくわうたいごう

十33図拝殿に進み︑明治天皇・昭

せう

宮には︑此の雨三年︑御涙

御旗

あれこそは大塔宮の御旗であ
急いで近寄ると︑芋瀬の荘司

御

おんまえ ﹇御前﹈︵名︶2 御前

﹇御涙﹈︵名︶1

いったりして遊んでみる中に︑
おんなみだ

た︒

おんはた

る︒

七565

﹇御旗﹈︵名︶2

の乾くひまもない御身であらせられ

﹁︿略﹀︒﹂と女の子は︑さも 十二柵4

そばにるた女の一人は︑

最後に女の圭旦を書いて︑其

七569

十一417園生まれた家を出て行くの

が︑家臣の大男に宮の御旗を持たせ

御旗

て︑さもとくいげに︑何か聲高く話
﹇御旗揚﹈︵名︶1

はいやですけれど︑これが女の行く

おんはたあげ

して居るところであった︒

やがてピヤノの音がはたと

あげ

奥州にありて︑国旗あ

﹇御溝柱﹈︵名︶1

二戸←めいじてんのうしょうけんこ

おんふたはしら

夜を日に纏ぎてはせ参じたり︒

げの事承り︑御力をそへ奉らんため︑

あうしう

止んで︑﹁︿略V︒﹂と︑さも情なささ

十二505図園
ある︒

十二爾4園娘よ︑姉めはひどい女ぢ

し切ってみる︒

十二梱6

道行く人は︑男も女も緊張

うに言ってみるのは︑若い女の聲で

十一塒8

べき直なんですから︒

の鼻を赤くぬって見せた︒

十一229

つて向かふへ行った︒

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑雀を探しに立

十一185

くやしさうである︒

十一184

はいらしい子であらう︒

け出して來た女の子は︑何といふか

着物の上に山吹色の着物を重ねてか

十﹇174

てるる︒

九302 仕事塁のそばに︑ふさぎ込ん
を見つけて︑思はず﹁︿略﹀︒﹂と叫
んだ︒

九517国 今︑私が泊ってみる旅館も
日本人の纒螢ですが︑今年九つにな
えいご
る八重ちゃんといふ女の子は︑英語
も日本語も非常に上手です︒

日本人の子供や女の人が︑店先でに

九541国 軒並みに日本語が聞かれ︑

こくしてゐます︒
頭の上にのせた女が︑休んで汗をふ

九用4 並木の日かげに︑大きい包を
いてるる︒

九幽1 しかし︑かうなると女は何と
一三口っても聞入れません︒

た男︑大きな腰みのを着けた女︑全

くし
十298国 鳥の羽でかざった櫛をさし
く原始的な風俗です︒

十562 績いて︑老人も︑女も︑子供
も︑若者の後を追ふやうにかけ出し
た︒

十648 水汲みに來た女の頭の上の水
がめが︑ゆれて鳴る音だ︒
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おんみ一か

の御身で︑徳川の家を救ひ︑江戸市
とは︒

﹇御物語﹈︵名︶1

﹇甲矢﹈︵名︶1

をためし候はん︒
ゆ

ひ

野矢

﹇御社﹈︵名︶1

御

御やしろ

十171図園御矢一筋受けて︑甲の程

おんや

にも心ありげに申し上げた︒

をしたついでに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑如何

十柵4

物語

おんものがたり

御身

綱吉は︑法親王に種々御物語

民を救ひ給うたばかりか︑危き日本
の運命をもお救ひになったと言って︑
﹇御身﹈︵代名︶3

決して過言ではないのである︒
おんみ

九416図園 我等年久しく貧に苦しみ
たるに︑御身は︑何とて此の金のあ
ることを今日まで我に語らざりしそ︒

十二413圏 御身の弟子の中︑最も學
おんやしろ

八幡宮の御

はちまん

温和

一454

ナクモガ︑

五月の太陽は︑︿略﹀︑

イクツサイタカ︑カゾヘテ

ゴランナサイ︒

十一363圃

る︒

天地に新緑の香を漏ちた〜よはしめ

ふだん

ニカ︑

マックロ

イッノマ

ニカ︑ネムッテ

イッノマニカ︑マッシロ

イクツアルカ︑カゾヘテ

ニナリマシタ︒

二783

シマヒマシタ︒

二634

コエガシマシタ︒

十一905図圃高く鼻つくいその香に︑ 二53 ドコカデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイフ
四五月頃のにしんの盛な漁

不二の花のかをりあり︒
十一欄6

期には︑沿岸を走る汽車の中まで︑

七代七十盛年の帝都とし

にしんの香で一ぱいだといふ︒

十二鵬7図

ミヨウ︒

二佃1園

マ

木は︑

四53

ドコカラカ︑オニが出テ

いつのまにか︑となりの

ねこにとられてこまる

どうかなるかも知れない

どこまでつゴいてるるの

四46 いつの間にか︑くすの

と思って︑

三伽4

いと思って︑

けたら︑どうかなるかも知れな

三組4こんな時に玉手箱をあ

三吉4 子どもが大ぜい集って︑
何かさわいでゐました︒

いか︒

が︑何かよいくふうはあるま

三695園

へやに︑

三684

來テ︑

三557

來て︑

三306國をひろくするには︑ど
こかのあまった土地をもって

イクツカトホリマシタ︒

て︑咲く花のにほふが如しとた＼へ

イツノ

ﾏ5

し奈良の都も︑色移り香失せて年す
でに久し︒

さうして︑此の一握りの土

か
﹇蚊﹈︵名︶1

蚊

﹇家﹈且vおんがくか・すみか・せい

さへ思った︒

に︑ほのかな春の香を感ずるやうに

十二欄8

か

じか・はつめいか

か

由比の濱邊を右に見て︑

雪の下道過行けば︑

十二473図圃

﹇温和﹈︵形状︶1

やしろ︒

おんわ

宣長はまだ三十歳齢り︑温

和な人となりのうちに︑どことなく

十一713

才氣のひらめいてみる少壮の戯者︒

か﹇▽なんでもか

十捌4 幸ひ︑此の病氣のなかだちを
か
するものが︑蚊であることがわかつ
たので︑

か﹇貨﹈﹇▽ニッケルか

﹇彼﹈︵代名︶1
でも

か

力

か与いくらか・い

それから︑僕たちは何もかも
︵副助︶晒

忘れて滑った︒

八955
か

つか︒いつしか・おもいなしか・それ
どころか・どうか︒どうかこうか・ど
か

一一

を好む者は誰か︒

い つ
後は︑しばらく伊豆の配所にあり︑

十二519図園 我︑父上に後れ奉りし
心に任せぬ事のみにて︑御身が奥州

御親ら

に下りし由はかすかに聞及びながら︑
﹇御自﹈︵副︶2

おとつれもせざりしに︑
おんみずから

るぎなき世をなほ祈るかな と︑神

十42図神風の伊勢の内外の宮柱ゆ

しづ

かけて祈らせ給へるを︑今とこしへ
しんれい

に神露と鎭まりまして︑御親ら世を

守り︑國を鎭め︑民草をもみそなは
すらん︒

香

か ﹇花﹈﹇▽きんせんか・ほうせんか

﹇香﹈︵名︶7

も
師の君

九㎜3図幽秋の空︑香も高く︑
今年も咲きで︑

をしみぐ思ふ．

くせいは

一42一

うにか・なにかと・なんだか・なんと
ひに行って︑谷間へすべり落ちると︑

昔︑或若い男が山へ薪を拾
不思議に酒の香がする︒

十413園

か

ら森の下道・下草まで何くれと御仰
弓道

か﹇河﹈﹇▽たいしか

﹇御道筋﹈︵名︶2

さいだ上に︑錦の御旗をけがし奉る

七582囹 恐れ多くも宮の御道筋をふ

たのだ︒

し︑此の御旗を此の荘司が手に入れ

七577園 大塔宮を御道筋に待受け申

筋

おんみちすじ

ありて︑自然のま＼に造らせ給ひ︑

十67図 此の御苑は︑明治天皇御親 か ﹇下﹈﹇▽すいめんか

か

か一か
350

か︑見きはめもっかないやう
になりました︒

くつの音がして︑だれ
聞クガ早イカ︑カケ出シ

かうちへはいって來ました︒

四132

マシタ︒

四223

かきれいな物がか＼ってゐま

四榴1向かふの松の枝に︑何

また何日かたちました︒

す︒

五155
﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがいひま

した︒

五296

五411

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがいひま

を一枚投入れますと︑

稻がだんく刈られて來るせ

一つ︑︿略﹀︑やってみろ︒

どういふ風におもてなしを

よく見ると︑

六81園
するのか︑

六233

僕も︑何か手傳はうと思って︑

みか︑いなごが︑

六255

何時の間にか洲が見えなくな

宮の御身に何事か起つたので

どこからかあやしい船が現れ

りました︒

七134

七328

て︑

はなからうか︒

七566

さもとくいげに︑何か聲高く

話して居るところであった︒

六307 ﹁︿略﹀︒﹂と言ふが早いか︑ふ 七569

ところにかくして居た劒を抜いて︑

六772

おとうさんのお話に聞いた

からない︒

七789園

敵は何時攻めて來るかもわ

何時の間にか︑柔い土の中に

わざくお出でのやうだが︑

何か用でもおありですか︒

七川9園

立上るが早いか︑いきなり

打込んで來た︒

七堰5圏

なるかも知れない︒

七描2園氣が違って死ぬやうな事に
のか︑うちのおちいさんの子供の時

七佃9

いつの昔から︑かうしてある

大分積るかも知れないそ︒

又賊は何千人か死傷した︒

のか︑たくさんのたいまつを出して︑

六788
六836園

もぐりこんでしまひます︒

おや︑誰かが︑しやうじの間 七952
又何百人か殺された︒

から顔を出して居る︒

六537

望遠鏡が︑出來るかも知れない︒

六504囹

かうして何年かたちまし 五401 だれかが︑その中へせんべい 六498 僕は驚いた︑どこかの屋根が︑ 七761圏 誰か︑それを連れて怒れ︒

べる物でも落ちて居ると︑

四235スルト︑何力ニツマヅイ 五386 たえず鼻を動かして︑何かた
テ︑

四312
た︒

四315月をながめて何かかん
した︒

になったのですか︒

いつ殺されるかわかり 五457園 それとも︑だれかにお聞き 六784 いつの間に用意して置いたも

くをしへて下さい︒

どんなにかないたのでせ 五448園 どこに居るか︑どうぞ︑早

がへてみるやうでした︒

四551
うが︑

四624囹
ません︒

申せ︒

五582

七慨9圏

ん︒

入りまじって︑
何百人か数へ

が早いか ︑荒狂ふ波間に︑

七117

きれない程居ます︒

何を取ったのか︑きやっきや
つと大さわぎをして居ます︒

七119

どうかすると︑

たらひ程に見える大きな圓の

何時の間にかきげんがなほつ

船の方から︑何か︑けた＼ま

どこからどこまでが港内か見

きはめもつきません︒

七欄8

しい音がして來ました︒

七搦5

て︑

七捌7

が動いて居るやうに見える︒

中には︑何か︑とろくととけた物

七楢5

七窩3園

ませんが︑

あなたの氣はすむかも知れ

財布を幾度かいたゴいたが︑
から︑

波の上に︑何か小さい物が浮 六896

四776だまって何か書始めまし 五471圓 どういふことか︑くはしく
た︒

四餌6オカアサンガ︑畜力忘レ

それは何者であるか︑尋ね

六齪！園

六棚3圃 どこからか︑よいかをり︑
何と言ふのか知らないが︒

七53尊に ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃる
誰か︑天の神様の釣針を持

新しく家を建てたばかりか︑

或は東京一かも知れない︒

五棚8圃

それとも︑何か御心配でも

六53

五二5囹鯛が︑何かのどにさ＼つて︑

つて居る者はないかQ

五価1囹

あるのですか︒

五伽8囹

てまみれ︒

五974囹

い︒

五843 川で︑誰かあそんで居るらし 六969圓どうしたかわかりません︒
六972園
焼け死んだのかも知れませ

かんで︑
タ物ハナイカト︑
四927囹 どっちが多いか︑くら 五588 それに何か乗って居ました︒

べてみよう︒

いつの間にか︑ぐっすり

かも知れない︒

四938囹ぼくらの方が負ける
四襯1
ねこんでしまひました︒

その後︑何年かたってか

暖イ雨ヲ何ベン騰馬ラ

らのことです︒

四割8

四伽6
セマス︒

どこからか︑よいにほひ

がして來ました︒

四槻7

351

か一か

七矯9大將が何かたべ物の中にきら
ひな物があると見 れ ば ︑

知れません︒

八51 なごりを惜しんで居るのかも
八53 話し合って居るのかも知れま
せん︒

か＼ると︑誰かが︑﹁︿略﹀︒﹂と大聲
に叫んだ︒

いかなるはずみにか︑わき

まるでねだんのない物になつ

にはさみみたる弓を海中に取落した

八棚5図
り︒

八鵬8

いても︑

空に︑

先づ北斗七星と其の附近にあ

る幾つかの星を加へて︑

立面4

まばらな村落と幾つかの都 九撹9 今どれか一つの星を︑
其の聲の主がどんな鳥である

九561囲
市︑

九629

日本の馬は氣が荒いとかい

八月もなかばを越せば︑どこ

何時の頃からか︑北斗は︑

はれるさうだが︑

九描7囹

九梱3

かに秋らしいものが見えてもよささ

何時の頃からか︑あの﹁ブヅ 九伽8

又何時の間にか遠ざかって行

かは︑最近まで︑

九638
きます︒

どこかで万歳の聲が起る︒

うなものである︒

九6410

八戸7

ポゥソゥ︒﹂の聲の主だと思はれる

てしまふかも知れません︒

を感けるせみか︑途中で死んで蹄つ
使はれてるるのかも知れない︒

八107 たゴあの小さい膿で長い旅行
て歪ないつばめも ︑

八色9

何時の間にか涙で光ってみた︒ 九旧10 それが果して何轟であるか︑

やうになりました︒

九768

洲に上るが早いか︑四尺の大

九8610

秀吉の援軍が今日來るか明日

それから又幾年か過ぎた︒

其の後幾度か烈しい職があっ

何時の間にか狼介は切立てら

太刀を抜いて切ってか㌦つた︒

九805

れて︑

九808
九827

九882

た︒

どこに居るか見當が附きませ

來るか︑

つた︒

九889園

九997

た︒

九938

一回どれがどうなのか︑さつ

僕はどれを見てよいかに迷つ

れぬわたしが︑

いたづらに朽果てたかもし

來るか︑それを頼みに勝久は城を守

秀吉の援軍が今日回るか明日

九882
幾度か鐵橋を渡り︑

どこかでどっと笑ひ聲︒

何か︑あたりが

さうしたら︑どこか其の邊の

ばり馬脳が附きません︒

九㎜8

どこからかかすかに羽音がし

何時の間にか機膿が滑り出し

何時の間にか︑青空に富士が

如何ばかりの思にて此の

十581

十474

船長は幾度か確めるやうに︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑誰かが叫んだ︒

河井君は幾度かかう言って︑

十佃1園

﹁︿略﹀︒﹂と答へるが早いか︑

どうしたことか︑すっかり

昨夜︑誰かいたづらをした

無くなってゐました︒

十柳10囹

十8510 痛みも感じないかのやうに︑

後に立つた今一人の怪漢が︑

十797

知れぬが︑

十772園或は自分も生きてみるかも

十733

し下されたく候︒

手紙をした＼めしか︑よくくお察

十223定心

見え出した︒

九柵4

て︑

九二6

て︑

九伽5

はっきりはしないが︑

ばかりか︑我々が普通星形といって

何時の間に立てたのか︑へさ
尾を何かにきりきりと巻附け
どうしても何かひどく考へ込

れ渡ってみた︒

味方のみか︑もう敵方にも知

どこからか聞えて來る支那人

九779

八幽8
ん︒

八齪3
八麗7

何時の間にか曇って來た︒

一時でも長く貧しまうとする

八佃8

に沿うて北へ進んで居た︒

と ね
汽車は何時の間にか︑利根川

んで居るとしか思はれません︒

八137

て︑

八佃2

きには︑

八二2

の聲や︑

八悩1

みる形の通りに見える︒

八糎6 星の一つくが大きく見える

て︑

八157 四十鯨年は何時の間にか過ぎ
八418 さて萬壽は︑誰か母のうはさ
をする者は無いかと氣をつけて居ま
したが︑

八437 八幡様のお引合はせか︑門の
戸は細めにあいて居りました︒

八513 どこかで︑たき火のにほひが
する︒

八563 どこで大砲をうつて居るのか
わかりません︒

八583 たき火も何時の間にか消えて
居ました︒

八705園 何かでためしてみる方法は
なからうか︒

八785 其の夜どこで休んだことか︑
翌日になって︑

九63圃

かのやうに見える︒

八792 任務を果して氣がゆるんだの 九38
か︑鳩は取扱兵の手に抱かれたまま
冷たくなってしまった︒

さうして

どういふ動力を附けるかにつ

うきくとそよめく晩だ︒

八864 彼が何時寝たかも知らない事 九65圃
が多かった︒

八923 から松の林を抜けて小松原に 九99

とみえて︑

十槻8 計書は何べんか立てられ︑

十悩6此の高さの違ふ水面をどうい
ふ風に連絡するか︑こ＼がパナマ運
河の構造の一番おもしろい所です︒
かも知れません︒

十梱10 パナマ運河は完成しなかった

どこか知 ら な い ㎜ 騨 に 停 車 し た ︒

十価9圏 何年かたって︑

十悪9 母も何か言ってみるやうだが︑
十擢10

にはいってみた︒

十備8 ﹁あじあ﹂は何時の間にか町

ばかりか︑婦人としても︑

十一149 彼女は文學の天才であった

わかるでせう︒

十一164 細かく遣し出してみるかが

着物の上に山吹色の着物を重ねてか

十一173 十ばかりであらうか︑白い
け出して來た女の子は︑

十一3810
たらしい︒

十一488

先生が私に何かおつしゃつ

ワトソンの室へかけ込むが
彼の死と土ハにほろびてしま

早いか︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

十﹇641

何か珍しい本はないか︒

ふかも知れないのであった︒

十一698園

十一捌11直中でも一番人の目を引く

十一旧11

やう︒

あなたは演奏會へ行つ

何をひいてみるか︑彼自ら

海といふより平原といった

も這えないようである︒

十一㎜7

方がよいかも知れません︒

何時の間にか編隊を解いて︑

月は何時の間にか落ちて︑

水ばかりか空虚もないので

十﹇欄8

す︒

十﹇欄10

十﹁照9

どこから肖るか︑どこから

思はず誰かが叫ぶと︑

き
どこから湧くか︑︸脈の氣

打寄する波の音さへ何事
何時の間にか︑鑛石から金
在転落かの片輪に二上され

どこかで︑花嫁行列のラッ

をぢさんの答は︑どこか軍

ぶたれたやうな感じだった︒

十一一878

僕も何か手傳へたらと思ひ

人らしいところがある︒

ながら︑

十二884

何時の間にか︑よく聞かさ

れた戦孚談を思ひ浮かべる︒

十二886

其の後に何か績く言葉がな

て來る尊い言葉︒

十二研10 ﹁︿略﹀︒﹂ どこからか聞え

十二柵1

修行者の心に感動するかの

うは言が出たかも知れな

くてはならない︒

十二川2園

いが︑

十二価11

やうに見えた︒

十一一酩9 車は如何にして此の群衆を

如何にして此のおびたゴし

切抜けて進むかを氣つかひ︑

十二佃10

イタリヤを旅行してみると︑

い車の流を横ぎるかを考へねばなら

ぬ︒

何時の間にかベニスが近づ

誰が︼番此のわしを大事

どちらの主張が正しいかを

どのくらみの損害賠償をさ

せるのが適訳であるかを判論せねば

十二価5

判断し︑

十二塒9

れませぬが︒

十一一備11園 或はお小言が出たかも知

に思ってくれるか︑それを︑

十二搦9園

いてるた︒

十二糊9

どこか日本に似たところがある︒

螢々と働く彼等に︑どこか 十二価6

白雲の行方でも見てみるの
さういふ考が湧いたのかも
師の教について何か自分

たゴ何かで︑びしやっと

からくと︑どこかで荷

何者かは知らぬが︑

十二8611圏

車の音︒

十二803囲

十二552園

で工夫をこらしてみる︒

十一一388囹

知れぬ︒

十二344

か︑大空を仰ぎながら︑

十二262

又︑氣の長いところがあるのも︑

十二2310

パが響いたりする︒

十二212

たところでは︑

十ニー411

属を取出して使ふ時代がやって來た︒

十二ー111

をか語るに似たり︒

十二83図

睨がりんとして身に迫るのを賢える︒

はく

十一欄9

湧くか︑

十﹇欄9

それについて︑何か御三 十﹇搦4

意下さることはございますまいか︒

十一7111園

何時の問にか年を取って

永久に此の湖の水際に近附

十一728園
しまって︑

十一843

くことが出來ないかのやうに思はれ
る︒

天の一方から他方へ幾條か

連なったりすることがあります︒

十﹇擢11

何時の間にか大木が少くな

先頭の誰かが叫ぶ︒

そばに腰掛が幾墓かある︒

ｪV︒﹂と︑誰かが帽子を

十一226 どうしたらなぐさめてやる

のミイラでした︒

のですが

の小川の絶えばこそわがおほきみの

にはかに何者かが乗移った

てみたいとかいふことでしたね︒

御名を忘れめ の古歌を口ずさんで︑

十一3411 私は幾度か いかるがや富 十一儒10

てるるのでもわかる︒

しになったかは︑︿略﹀と傳へられ

十一3311 其の如何に深く思をおこら 十一研6三蓋ちよつと門口で聞いた

を考へねばならなかった︒

のが︑幾室かにずらりと並んだ人間

さうして何年かの後に︑

振りながら︑

「〈

十一177 どうしたのか︑其の子が尼
さんのそばに來て︑

十一181 此の子とどこか似た所があ

、210
1な111！

ことが出來るか︑源氏は何時もそれ

る︒

十 十十 十十
一振一一つ一一
1訓｝り125122て122119

か一か
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ならぬ︒

適當であるかを決定せねばならぬ︒

十二臨10 どの程度の刑を曾てるのが

が用ひられ︑

十二旧3 何時の間にかそろばんのみ

の方法から導き出された我が國の敷

十二研10捨てなかったばかりか︑此
學は︑

十二㎜2 どこからか︑カナリヤのさ
へづりが朗かに聞えて來る︒

九柵8

あの美しいたくさんな松も︑

談話は筆談か手まね︑

二列か三列に並んで生えた川原よも

スカ︒

十一欄5

後にはごく薄い白絹か何か
此の楊樹・柳樹の十株か二

で空をおほったやうになりますから︑

十二216

坂道は必ず右か左へ曲折す

十株虹ひ茂る所には︑

る︒

ほんたうにさうした不法行

ほんたうにさうした不法行

爲があったかどうか︑

十二価4

ほんたうに殺人事件の犯人

爲があったかどうか︑若しあったと
すれば︑

十二価9

ほんたうに殺人事件の犯人

であるかどうか︑

十二価9

であるかどうか︑︿略﹀であるかを

ユキコサンデスカ︒

アソビニイラッシャイマ

一622園ナンデスカ︒

ナンデスカ︒

二402園

ユメヲミテヰタノデハ

ソレハダレデスカ︒
ソレハダレデスカ︒
ソレハダレデスカ︒
ソレハダレデスカ︒

ドチラデスカ︒

一663園ナンデスカ︒

スカ︒

二491圏
二517園
二553園
二583囹

ナイカトオモヒマシタ︒

二732

ぷですか︒

二91一 カレ木ノエダニカカッタ
カトオモフト︑
二塁1圏 ヂキニ年生デハアリマ

センカ︒

三123園

どんないろのきものを

三156園ふってもようございま

すか︒

きてゐますか︒

三163園

もう七時かな︒

どんなかほをしてゐま

をとこの子ですか︒

三174園

三仔1園

すか︒

三208園

かね︒

三265囹わたしくらみもあった

このくらみかね︒

三276園このくらみもあったか

ね︒

三282園

三425囹なんの用か︒
一635囹ドコヘオイデニナリマ 三434単刀がほしいか︒

スカ︒

一656園ドコヘオイデニナリマ

一641園

高山植物の花か何かのやう

ぎとしか見えない︒

十322囲

に浮出して見えます︒

に浮出して見えます︒

雲が走るか︑お月様が 十323國 高山植物の花か何かのやう

ルカドウカ︑ワカラナイトォ

ルカドゥカ︑
二702 ホンタウニマタ來テクレ
モヒマシタ︒

四453園
走るか︑

たき

流か︑瀧か︒

手を引いてもらふかして渡らなけれ

手を引いてもらふかして渡ら

ばならない︒

なければならない︒

七佃8

で空をおほったやうになりますから︑

四454日置お月様が走るか︑よく 十一㎜5 後にはごく薄い白絹か何か
うまく見えるかどうか︒

わかるよ︒
六531
うまく見えるかどうか︒
雨はこぬかか︑綜のやう︒

六531
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町では︑銀座か新宿だらう︒

十二悩1 何時の間にか向かふ側に行
六伽7園

つた弟は︑

淺い水の上に︑二度か三王ぐ

十二663

らゐ︑

十一一価4

七259

うす緑のは︑白か︑うすい色

が忽ち江戸表に押寄せるとすれば︑

七並1圏

の花が咲くのださうです︒

七445

十二困5 そればかりか︑追討の官軍
十二悩1 其のすきに乗じて彼等は何
をしたかわからぬ ︒

七佃1下酒か︒

十二悩4 江戸市民を救ひ給うたばか

郎き

りか︑危き日本の運命をもお救ひに

七備7

か

水になれた人夫の肩に乗るか︑

なったと言って︑

︵係助︶3

何かことありげにはしる西へ東へ

あり
十二鵬3図魍 蟻と賑うなづきあひて
か

十一66図工 よみ人しらず わが宿

センカ︒

一242囹

決定せねばならぬ︒

九18

九捌6

い來てるる︒

九9710三寸は︑土曜か日曜には大て 一615園ドコヘオイデニナリマ

碑の林のやうに︑

ひ

九6010困

きねん
まるで墓場の石塔か︑記念 一254園

三月の末か四月のごく初に︑

の池のふち波咲きにけり山ほと＼ぎ

九27 暖な春の日が一日余二日も績 か ︵終助︶蹴 力 か﹇▽ものか

か

くと見れば︑

すいつか來なかん

十二個1図 如何にしてかこれを除か
んものと心を砕く折から︑

んや︒

︵並助︶30

一一70一 ホンタウニマタ來テクレ

カ

ば︑誰か其の先見と義氣に感ぜざら

十二冊10図 かの助左衛門の昔を思へ

か

三676囹 さうかね︒

三651囹 ぼくがたぬきか︒
りません︒

たらうかと思はないことはあ
五219圓

五209園

どんな大蛇か︒

なぜ泣くのか︒

ヲシテイ

あんな弓しか引けない

五337

五262

よく見えるのだらうかと思は

みんなが乗ったかと思ふと︑

サヲニツケルカト思フト︑

れます︒

どこでごらんになりました

片目ではありませんか︒

らくだを逃したのではあり
五438囹

か︒

か︒

五482圏

ですか︒

五458園

らくだが逃げたのではない

らくだを逃したのではない

だれかにお聞きになったの

はありませんか︒

五455園

そんなにくはしく御存じで

五446囹

ませんか︒

五435園

つたほどでした︒

五397

物をさがすのではないかと思

五396

思ったこともありました︒

三696囹何かよいくふうはあ 四565足のきずはどうしたら
うかと思はないことはありま

るかね︒

四柵8園

五502園

どうして知って居るか︒

どうしてわかったか︒

かと思ったのでございます︒

五509園

荷物の品をどうして知って

どうしてわかったか︒

五505園
五514囹

五522囹

どなたですか︒

居るのでございませうか︒

五603園
ないか︒

五611園この小さいお方の名を知ら

るか︒

五621園この小さいお方を知って居

どこへお出でになるのです

どこでおなくなりになりま

舟がこはくはない．のですか︒

何ヲシヨウトスルノカト思フ

o

あれを取らうか︒

片

るまいか︒

か︒

四618圏
すか︒

四803園

セワ

四852圓 シタクハ出府タカ︒
四併2囹 なぜ泣いてみるのか︒
四992囹 なぜ泣いてみるのか︒

ラッシャイマス︒

ト︑イロイロ

四846何力忘レ円物ハナイカ

もうありませんか︒

四631園鬼のみる所はどこで

なぜ泣いてゐますか︒

三717囹 だれが︑そのす窟をつ せん︒
四596圓 頼光様ではありません
けに行くのか︒
三834園 このをのか︒
三837園 さうか︒
すか︒

これはどうしたことか

三筆1園あなたははをみがきま
三三7
と︑浦島は︑

それがかほにか＼つた

かと思ふと︑

三梱3

ど うしたらよいかとい

ふことになりました︒

四76

お月さまが十も出たか

なぜ泣くのかと聞きま 四欄4囹 うちでもそろく始め

四243園 ヨサウカ︒

四318
すと︑

四351

のか︒
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！た8505
か圏園 園
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まぶしかったか︑
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こほろ

おかはりはありませんか0

おどろいたのか︑

どうして︑そんなに笑ふの

ヲヂサンバソコデ下りルノカ

一

おいやになったのではあり

ト思ツタラ︑

』

天の神様の釣針を持って居

何か御心配でもあるのです

ませんか︒

f．

何事かと思って出て見た兄う

だましうちにしようとする

る者はないか︒

一レ．

と思ふやうに︑

千年もたったかと思はれる

五21圏どうしたら︑よからうか︒

四414 雲にはいったかと思ふ 四伽8圏 見忘れたか︒
四悩7園 どうしてお持ちになる
と︑すぐ出︑
のでございますか︒
四415 出たかと思ふと︑
四424園 お月様が走ってみるの 四梛8圏 天人のまひをまって
見せて下さいませんか︒
だらうか︑雲が走ってみるの
だらうか︒

四425五雲が走ってみるのだ 五75国

親ではないかと考へたことが

大木が立ち並んでみて︑

五125

らうか︒

四491園 正チャンカ︒

五128

ありました︒

四564 まだあれが生きてみる
だらうか︑足のきずはどうし
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何の御用でございますか︒

国匡〕園は
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やいませんか︒

六224囹 もう學校がすんだか︒
六314園 どういふお方ですか︒

六322園 さういふお方でいらっしや
いましたか︒

六369圏 だましたのか︒
ち＼と︑鳥の聲︒

六465魍どこで鳴くのか︑ ち＼︑
六501 つい四五米ぐらみの所にある
やうに見えるではないか︒

六697圏 早く走るではないか︒

六711 どちらにしようかと迷ひまし
たが︑

六724園 どうしてですか︒

お城の破損を御存じありま

どうしてそれを手に入れた

はなからうか︒

七574園
のか︒

七769圏
せんか︒

一舟何日で出登るといふの

七772圏修理を申しつけて居るでは
ないか︒

七779園
か︒

七823圏槍は長い方がよいか︑それ
それとも短い方がよいか︒

とも短い方がよいか︒

七824園

七833園槍は長いのがよいか︑短い

何をあんなに考へて居るの

たかと思ひながら︑

八僻9園

今日の天氣はどうかと空を眺

時計は直りましたか︒

雪は深さが二米もあらうか︒

かなあ︒

八旧1

九319囹

める︒

誰か母のうはさをする者は無 九343

幾つあるのか︒

どこへ行くのでせうか︒

旅人は︑ゆめかとばかり喜ん

はありませんか︒

七佃9
で︑

八59
八142園

八419

どんな本が讃みたいのです

おのれ其のま＼にして置けよ

九939園

うか︒

九896

の葉にもたとへませうか︒

九622囲風に吹散らされた無敷の木

母はもう此の世の人ではない 九486国 元氣ですか︒

いかと氣をつけて居ましたが︑

八422

のかと︑力を落して居ました︒

村でこれ程痛快な仕事があら

木曾の萬壽か︒

八444囹誰か︒
八452園

八484
うか︒

何かでためしてみる方法は

神のたふとい

さやうでございますか︒

さうだったか︒

誰も居ないか︒

か︒

のか︒

一つ一生けんめいにやって

九備4園 お前が世話をしょうといふ

見るか︒

それ見た事かと︑人々はあざ 九価−o囹
八875園

けり笑った︒

八826

八881園

八価3

こ＼がどうして外國かと言ひ

それはどういふわけでせうか︒

なぜかといへば︑

く︑

九帽4

それで武士か︒

なに同勢か︒

すりこ木か︒

まけるのか︒

これが横芝かなと思ふ間もな

九㎜7囹
豊川2三
九襯6園
九備7園

があるものですか O

九観7園 下駄ばきで風呂へはいる人

かの扇を射落す者は無き 九観9図 何人かと思へば︑

八佃6

か︒

八985上音

八佃5

何のためにこんな事を言出し

それ程の手がらだったらう

たくなる︒

八伽3園
か︒

雪占1

どちらへいらっしやいます
八634圏

か︒

八707園

空耳であらうか︒

七834園

八497

七洋2囹

のがよいか︒

六839園 雪合戦が出射るでせうか︒

七餌3囹長い方がよいかと存じます︒
七945

今朝一人遅川を越した方で

お蹄りですか︒

御心なのか︑ 九欄7園

六852囹 見て來るかな︒

短いのがよいか︒

六866 もう十糎も積ったらうか︒
又書をか い て 居 る の か ︒

どこで生まれたのでせうか︒

少し話して聞かせようかな︒

七研9園 何か用でもおありですか︒
七槌4囹 役場の方でお忘れになった

か︒

七㎜5園 五作さんか︒
七㎜7園 もうすっかりなほりました

お 参 り でしたか︒

一 番 にぎやかな所かね︒

何といふ 所 で す か ︒

何ですか︑其の歩道といふ

のではなからうかと思ひまして︑

七湿7園 其の事ですか︒
七櫃9園 どうなったのでございませ
うか︒

七会7圏 さうでございますか︒
七価3園 少しでも納めさせていたご
七鵬8囹

くわけには行きませんでせうか︒

七山1囹

ないか︒

なからうか︒
九擢9園 もう京城ですか︒
八809園 これは皆外逸品ばかりでは 九価3園 子馬は牡ですか︑牝ですか︒
翌翌3圏 子馬は牡ですか︑牝ですか︒

六㎜2園
六伽3園
六伽7園
六憎5園
六伽6園
六柵2園
のは︒

六観3圏 どこにあるのですか︒
六麗8園 公園は幾つありますか︒
六榴7園 何といふ橋ですか︒
六研3園 どうなさるのでございます
か︒

七288高さはどのくらみあらうか︒
七347圏一つ聞かうではないか︒
七566宮の御身に何事か起つたので

けん

九悩8図囹 多敏の部下を失ひて占領
したる陣地を取返さる＼か︒

九悩8図圓 軍刀はあるか︒
素にわたらせられしか︒

そ

十52図 日常の御生活の如何に御倹
十192圓命が惜しくなったか︒
からかさ

十193園 妻子がこひしくなったか︒

十392 さしてみる傘を染めばしな
いかと思はせる︒

いか︒

十398園人つ子一人通らないぢやな

十411塵これがさうなのか︒
十431函そろく瀧見に行かうかな︒
十447園あ︑瀧か︒
十619圏こっちへ來れば地獄ぢやな
いか︒

十668囹六枚織れるか︒
十734園みんな乗ったか︒
十752園私に封ずるお前たちの務で
はないか

雪は今 日 ま で あ り ま し た か ︒

しませんか︒

十三10園 ﹃あじあ﹄のスタンプを押

か︒

十型9囹山川さんは今度も又第一位

思ひましたけれども︑

十㎜8圓 何とか助ける道はないかと

十㎜⁝9囹

十悩3圏 十五日まであるものですか︒

十㎜9園 そんなに長くあるでせうか︒

かと存じます︒

十832囹何人みたか︒
十欄6囹 正月の十五日まではあらう

0
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十㎜8園
ね︒

墨でも附いて黒くなった

あなたは雀の子に夢中な

子供たちと言合ひでもし

あそこの岡を知ってみるか

たのですか︒

十一1710園

十一198圏
んですか︒

十一244園
此の符號の代りに人間の

ら大聖ぢやないか︒

十一453圓

一膿あなたはどういふお

身の上ではないか︒

十﹇籾11團

今夜うちへ來ないか︒

又お出で下さいませうか︒

あなたはベートーベン先

方でございますか︒

十﹇㎜4囹
十一槻4園

生ですか︒

十一欄5囹

月に關するものがどんなに

多いか︒

どうなってみるであらうか︒

十一捌6

十ニー410

込んだかと思はせる︒

又もの言ふおもちゃの話 十ニー82 あたかも地上に鏡でもはめ

聲を用ひることは出來ないか︒

十一463囹
か︒

はないかと思はれる程多人里である︒

それを平田で振動させたら 十一一266 村中全癒が乗ってみるので

どうかと考へました︒

十一476

十二323囹

お前は無事であったか︒

のであらうか︒

十二423

孔子を慰めたことが思ひ出

くわじゃ

されるではないか︒

十二537園太郎冠者あるか︒
末廣がりはござらうか︒
十二559囹

十一一561園何を士買ってくれようか︒

か︒

十二565囹それが末廣がりでござる

一爾ばかりも引いて下さ

十二582囹償は如何程でござらうか︒
十二587囹 一過ばかりになりますま

いか︒

十二58！1囹

ござりますか︒

らぬかといふのでござる︒

十二599囹

十二5910囹 もどったか︒

急を主公に告ぐる者な

あげようか︒

十二912園

十二874園

三郎さんか︒

さうか︒

痛みませんか︒

今のは佛の御聲でなかつ

十二柵6囹此の羅刹の聲であったら

たらうか︒

十二柵7園

して空しく死すべきであらうか︒

十一一㎜5 萬代に傳ふべき名も立てず

ありませんか︒

十一一9211園 脚がわるいのに大賢ぢや

十二928囹

十一一859 今夜か︑明朝か︒

は︑今夜か︑明朝か︒

十一一859 高く日章旗をひるがへすの

十二779魍圏

きか︒

十二742図圏

か︒

十一522曳船の其の間を行く時︑島 十二2810 一思どこからくり出される 十二609圏 あの見附に合はせてみた
かと見れば岬なり岬かと見れば島な
り︒

死んだのではないかと心
徳の修つた君子でも困ら
先生はまだ君子ではないの
腕前を加減するのが果し
道はどうでもよいといふ

孔子をどんなに満足させた

君子でも困られることが

最も學を好む者は誰か︒
あるのですか︒

十二4110圏

十二413園

か︒

十二365

ことになりはしないか︒

十一一359圏

てよい大工だらうか︒

十一一355囲

か︒

十二343

れることがあるのですか︒

十二341圏

配した︒

島かと見れば岬なり岬か 十二324園

何か御注意下さることは

何か珍しい本はないか︒

と見れば島なり︒

十一523図

十一721圏

十一699圏

大空の雲をはくかと思はせ

ございますまいか︒

十一7810

カムチャッカ沿岸へ航する

るポプラの並木路をたどって︑

十一869

果してどうですか︒

汽船であらうか︒
十一㎜⁝10

あんな山へ登れる人があ

家賃さへも梯へない今の

なかなかうまいではない

るのかなあ︒

十一囲3医
十一価1圏
か︒

十一邸11圏
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うか︒

十二㎜5園 お前は誰に今の言葉を教
お前は何をたべるのか︒

へられたのか︒
十一一川11園

十二 10囹 行者さんの禮と取りかへ
てもよいといふのですかい︒

そろくごちそうになり

と思はれる程美しい聲である︒

十二佃8 どうしてこんな聲が出るか

十二M3園
ませうかな︒

十二旧11園あなたは日本の方ですか︒
十二価4 何の曲をやるのかと︑ひた
すら心に待ちかまへた︒

十二冊3囹 何と申し上げたものか︒

るのか︒

十二悩4

乙が其の犯人ではなからう
太陽ほどありがたいものが

かといふ疑のある場合に︑

十二欄8

助左衛門の計圭里にして成

た望一つあるだけであらう

あるだらうか︒

十二悩10
か︒

ワットニゲ

キノハガ︑ソヨソヨウゴ

ミンナガ︑

一324ホタルヲヨブコエガシ

﹇311圏アヲガデル︒

一305圃アカガデル︒

テイッタ︒

一296圏

イテヰマス︒

﹇285

一28ーアメガヤミマシタ︒
一283 スズシイカゼガ︑ブイテ

アサヒ

サクラ

がいつ・つるがおか・ところが・ふね

アカイ

サイタ

ら︒きみがよ・しちりがはま・じゅう

サイタ

キマス︒

サイタ

一32團

がでる・ほしがうら・やりがたけ
ガ

オヒサマ

アカイ

一63圏

ガ

︑ 圃ヒノ
亀 リガ
一133

一121圃ソラガハレタ︒
一126圃ウシガナク︒
︑
カラガス

アガル︒

らんか︑彼等はみすく此の眼前の

カアカア

︑
カラガス

もうい＼かい︒

百萬の市民はどうなること

一145圏
トンデイク︒

一36一

大ツブノアメガ︑パラパ

大キイカミナリガ︑ゴロゴ

ロトナリマシタ︒

一432

一423カゼガサットフクト︑

スズメガ︑オヂイサンニ︑

カアカア

一パイニヒロガリマシタ︒

一383ニイサンガイヒマシタ︒
一422 マックロナクモガ︑ソラ

十二鵬9

マス︒

デタデタ
ツキガ︑

ナイテイク︒

ツキガ︒
マンマルイ

一142囲

利を失はざるべからざりしなり︒

十二描10図

が

春の國から生まれて來たか

一152圏

一424

と思はれる白雲が︑

一156圏

タラウサンデ
がカケマシタ︒

ラフリダシマシタ︒

十二湘3

か︒

一165

ガッカゥモ
ノンガミエマ

十二撹1囹

十二襯10囹
が

それは本心で言ふのか︒

十二糊8園 たったそれだけか︒

﹇画﹈←すいさいが
が
﹇蛾﹈︵名︶1 蛾

一172
ス︒

はあり

夜の燈火をしたって怠る轟は︑

一174

が

蛾や︑こがね轟や︑羽蟻が多く︑ど

一44ーヒゴヒガヰマス︒

二三ニチタッテ︑シシガ︑

シシガ︑目ヲサマシテ︑

ヲ

トウトゥ︑カメガ︑ウサギ

ウサギトカメガ︑カケッ

一45一

アサガホガサキマシタ︒
ノ

コヲシマシタ︒

一496

一48一
ノ

ミンナガ︑ゲンヨ
キクア
れもこれも︑たゴうるさいだけであ

グンカン
タラウサンガ︑

エヲカキマシタ︒

一19一

ルイテイキマス︒

ガ

るのに︑

︵接︶2

エヲカキマシタ︒

一194

ハナコサンガ︑
フジサン

マが出テオイデニナリマシタ︒

ニカチマシタ︒

ネズミガ︑シシノソバ

一50ーシシガネテヰマシタ︒

一504

トホリマシタ︒

一502

ポチガ︑ヲブ
ヲリナガラ︑

ワナニカカリマシタ︒

一521

へ︑

一226

キヌコサガ
ン キテイ

ノ

タラウサンガ︑
ガッカウカ
ラカヘリマシタ︒

一20一

グハネオキマシタ︒ガ︑モウミン

トコロ

一22一

﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒナガラ︑ス

ナカラ︑スッカリオクレテシマ

マサヲサンガ︑
ヲヂサン
ヒマシタ︒

ラッシャイマス︒

一247圏

3 ガ が←あまがさき・
いなむらがさき︒うきしまがはら・お

︵格助︶謝

にがしま・かぐらがおか・かすみがう

が

四238

ガ︑ダレモヰマセン︒

三533﹁︿略﹀︒﹂トイフト︑トノサ

が

九三3

十二欄5園 それはあんまりではござ
いませぬか︒

なるおつもりか︒

十二襯5園 あなたはそれをお果しに
十二幽6囹 自然父上のごきげんを損
ねるやうなことになるかと存じます︒

ませぬか︒

十二幽7囹 お前さんはわしの娘か︒
十二㍑2囹 五十人で結構ぢやござい
十二襯1囹 お起し申しませうか︒
十一一旧8園 私を御存じございませぬ
か︒

十二欄−o園 今 ま で ど こ に る た の か な ︒
＋去勢−o園 涙を流して泣いて下さる
のか︒

十二齪3圏 わしはフランスへ來てる

ニハノススキガ︑オイデ

オイデヲシテヰマス︒

一542 オヂイサントオバアサン 二47
ガアリマシタ︒

﹇546オバアサンガ︑川デセン 二52 オ月サマガ︑カホヲダシ

マシタ︒

マシタ︒
タクヲシテヰルト︑
一551 大キナモモガ︑︿略V︑ナガ二56囹 オ月サマガデタ︒
二61 只略﹀︒﹂トイフコエガシ

レテキマシタ︒

一562オヂイサンガ︑山カラガ
ヘッテキタトキ︑
二66 コホロギガナイテヰマス︒
一563 オバアサンガ︑ソノモモ 二72 ヒルスギカラ︑空ガク
モッテキマシタ︒

ナリマシタ︒

ヰマスト︑

へ︑

ハチガ︑

アソビ

ボクガトッテヤラウ︒

サルガ︑アソビニキマシ

二203カニガ︑下心ラナガメテ

タ︒

二204

ソコ

二206囹
二23一

ニキマシタ︒

二237ウスガキマシタ︒
二242

クリガキマシタ︒

二247マタカキガタベラレルト

ウスガ︑上カラドシント

ヤマリマシタ︒

二297圏カラスガカヘル︒
オマヘノヤドガ︑
カニヤケル︒

二312圏

オカアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ケンチャンガ︑ソバ

シテイラッシャイマシタ︒

イッテ︑

二325
二33一

オッシャイマシタ︒

ツトムサンノオウチノ前
二︑ウマガヰマシタ︒

二347

ケンチャンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
イヒマシタ︒

二35一

ヘ

二371圃ワタシガ︑ウタヲ

ウ

ワタシガ︑ドンナニ

タッテヤルト︑

二381囲

U

ニンギャウガビャウキニ

コッテヰテモ︑

ニ︑オイシャサマノマ

オ

マサヲサンガ︑アンマリ

ナッタノデ︑

S15

ネヲスルノデ︑

ジャウズ

ネズミノアカチャンガ︑

生マレマシタ︒

二442

リマス︒

二467園大ヘンヨイムスメガア

ガヰマスカラ︒

二483圏私ヨリモットエライ人

雲サンが來ルト︑

二495圏イクラ私ガテッテヰテ

U園

モ︑

ガヰマスカラ︒

二513囹私ヨリモットエライ人

バッテヰテモ︑

二524囹イクラ私が空ニイ

T園風サンが來ルト︑
二322 真情アサンガ︑サイホウヲ
二545園丁ヨリモットエライ人

マッ

二282ソコへ︑カニガキマシタ︒
二292 ジブンガワルカッタトア

オチテキテ︑

二275

スワリマシタ︒

二254

サルガ︑ヒバチノマヘニ

ヲミセマシタ︒

シタ︒

オモッテ︑

一572オバアサンガ︑モモヲキ 二75 太郎サンバ︑天キガシン
パイデタマリマセン︒
マシタ︒

スルト︑モモガニツニワ 二96 アタリガ︑ウスグラクナリ

ラウトシマシタ︒

︻575
レテ︑

ガウマレマシタ︒

一577 中カラ大キナヲトコノコ ニー0ートウトウ︑雨ガブリダシマ

ナア︒

ラヂオガキコエテキマシ

大キナカキガ︑タクサン

R8

S9

﹇607ムカフカラ犬ガキマシタ︒桑畠11園雨ガフヅテツマラナイ

一632ムカフカラサルガキマシ
タ︒

ニー15

アシタバ︑天キガヨク

単二34圏ラヂオガサウイヒマシ

ナリマセゥ︒

ニー21園

一653 コンドハキジガキマシタ︒

タ︒

一676 キジガ︑トンデイッテ︑

タカラモノヲツンダクル

マヲ︑犬ガヒキマス︒

一743

ニギリメシガホシクナリ
ニー86メガ出マシタ︒
ニー94園早クミガナレ︑

マシタ︒

V

一743 サルガアトオシヲシマス︒ タヨQ
一744 キジガツナヲヒキマス︒ ニー62サルトカニガ︑山ヘア
ソビニイキマシタQ
小サイシラホガ ニツ

二31圏

三ツ︑青イウミニウイテヰタ︒

シタ︒

二42 日ガクレマシタ︒
二43 オホシサマが光りハジメマ

二201

ムカフノ森ノ上ガ︑ア ニー96囹早クミガナレ︒

カルクナリマシタ︒

二45

一一

一一

一一

R

ユキガフッテモ︑

大キナコブノアルオヂイ

U15圃

二614團雨ガフッテモ︑

ガヰマスカラ︒

二577園丁ヨリモットエライ人

ケンメイニナッテフイテモ︑

二557囹イクラ私ガイッシャウ

ガヰマスカラ︒

一一

一一

一一

一一

T2

U2

P6

が一が
358

359

が一が

サンガアリマシタ︒

二837

オヂイサンガアリマシタ︒

オヂイサンガ︑ソコ

ヲ

オカネヤタカラモノガ︑
オカネヤタカラモノガ︑

タクサン出マシタ︒

二887

タクサン出マシタ︒

二857

ホッテミマスト︑

二852

スミデ︑﹁︿略﹀︒﹂トナキマシタ︒

二627山デ木ヲキッテヰルト︑ 二844アル日︑犬ガ︑ハタケノ
雨ガ︑ザアザアフッテ來マシタ︒

二635目ガサメタ時ハ︑
タクサンノオニガ︑アツ

マッテヰマシタ︒

二643
二644 青イオニヤ︑赤イ三軸ガ︑
︿略﹀︑ヲドリヲヲドッテヰマシ
タ︒

ニナリマシ

マシタ︒

二912

トノサマガオトホリニ

二933

カレ木二花ガサイテ︑

ハヒガ︑トノサ

トノサマガ︑オトホリニ
シマヒ

ナッテ︑

V

ウグヒスノナクコエガ
マタウグヒスガ︑﹁︿略﹀︒﹂

二髄5圏目ガサメタ︒

トナキマシタ︒

二梱5

シマシタ︒

二995

ガオクレマスヨ︒

ゾイタラ︑

二搬⁝3囲

ツクシノバウヤガ

ノ

二鵬2

二悩6

キクワンシャガ︑大キナ音

ニイサンガイヒマシタ︒

ニイサンガイヒマシタ︒

マシタ︒

二悩3トホクノ方デ︑音ガシ

二鵬5

ニイサンガイヒマシタ︒

ヲタテテ︑トホリマシタQ
二柵3

車ノカズガ︑ワカラナク

車ガ︑イクツカトホリマシタ︒

二柵1

石ヲツンダ車ガ︑イクツ

ナリマシタ︒

二佃5

モトホリマシタ︒

三12圏春が來た︑
三13圏春が來た︑
三21圏花がさく︑
三22圃花がさく︑

ねの所から︑

三135

三147ぼくは︑．ひよこがかはい

三143ひよこがなくと︑

くてたまりません︒

あります︒

三153園おもしろい人がゐます︒
三183 大きなぼんぼんどけいが

きのふ︑ぼくが學校から

三185まいあさ︑ぼくが目をさ

ますころ︑

かへって來て︑

三197

ぐあひがわるくなった

とけいがありません︒

﹁︿略V︒﹂といふ音がきこ

三202園

三198

から︑

三205

えないので︑

三206なんとなくさびしいき

にいさんがとけいを見よ

がしました︒

みんなが大わらひをしま

ぼくがわらひ出しますと︑

うとしたので︑

三213

三215

した︒

三216

そばにおいでになった

蛙の子どもが︑川ばたで

おかあさんが︑おわらひになり

三223

ました︒

あそんでゐました︒

三245

それをきいて︑

三247 そこへ牛が來て︑
おっしゃいました︒
三258園大きいばけものが︑水
三133圓ひよこがかへったよ︒
をのみに來ましたよ︒
三135ぼくが見にいくと︑
ひよこが︑おやどりのむ 三262 きんじょにるた大前が︑

三132
おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と

マノ目ヤロニ︑ハイリマシタQ
三31圃とりがなく︑
三32圃とりがなく︑
T園 早クオキナイト︑學校
ガオクレマス︒
三65圃お耳が長い︑
三67圃目が赤い︒
二976ネエサンガイヒマシタ︒
二984園 早クオキナイト︑各校 三82圃とびがなく︑

ニ︑

二95一

シタ︒

ナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマ

二92一

一ドニパット花ガサキ

T スルト︑風が吹イテ來テ︑
二半5 クロイハコ ノ車ガ︑アト
二653 オヂイサンバ︑大ソウヲド
カライクツモ來マス︒
二907 ソレガ︑カレ木ノエダニ
カカッタカトオモフト︑
二鵬4牛ノタクサンノッテヰル
リガスキデシタ︒

二697 オヂイサンガ︑ホンタウニ

マタ來テクレルカドウカ︑
二721囹オヂイサンガヲシガル

マッシロ

マドノ外ノツバキノハ

ガアケマシタ︒

ノダカラ︑

二72ヨ
5
二782
ガ︑︿略﹀︑
タQ

マヒコンデ來マス︒

二︑ハナノ上ニシワ

一一

一一

X5

風ガフクト︑
二785
︿略﹀︑

二786
花ビラノヤウナユキガ︑

サムサウ

二793 コタッノ上ノネコガ︑
ヲヨセマス︒

二80一 オトウサンガ︑戸ロデ︑マ

ドマガ︑ユキダラケニナ

ントノユキヲオハラヒニナル
ト︑

二806
リマシタ︒

デ︑

二813水ノ玉ガツイテヰタノ

X0

一一

X7

が一が
360

三273
蛙は︑

大きいのがじまんの大
た︒

三474齪

三484

目玉が光る︒

オヂイサントオバアサン

ガアリマシタ︒

一寸ボブシノセイガ︑

男ノ子が生マレマシタ︒

大蛙のおなかが︑やぶれ 三485 子ドモガナイノデ︑

三298 ﹁︿略﹀︒﹂と大きい音がし
て︑

三301
三491

三498園

てしまひました︒

三304 神さまが︑どうかしてこの

來テ︑

マセン︒

年とったねずみが︑なかま

にとられてこまるが︑

三694園なかまのものが︑ねこ
三697

よいくふうがあります︒

わたしがひろってやら

おちいさんが出て來まし

銀のをのがほしくなり

くと光ってゐました︒

三868

ました︒

う︒

た︒

三903

おちいさんが出て來まし

三893園

のものにいひました︒
三884
た︒
三703 一びきの子ねずみが︑前
三705園

その音がきこえたら︑

へ出ていひました︒

三711園

三715年とったねずみが︑﹁︿略﹀︒﹂

けに行くのか︒

オカアサンガ︑ガラス

キンギョガ︑急二大キク

自動車が止ッテヰマシタ︒

にきつくなりました︒

三933

ニ︑人が四五人ヨッ

ソバ

テヰマシタ︒

三933

ガ︑立ッテヰマシタ︒

三936正雄サンガヰマシタノデ︑
オナカガスイテヰルダラ 三947 三人ノ知ラナイヲヂサン
ウト思ッテ︑

三754

見エタリ︑

三748

キンギョバチヲ持ッテ來テ︑

三735

三585目ノ中ガイタクテナリ 三723目ガサメマシタ︒

一寸ボブシノセイガ︑

三593圏コレハヨイモノガア
ル︒

三597囹

高クナルヤウニ︒

三603一寸ボブシノセイガ︑少

ノ

ナリマシタ︒
といひましたので︑
三904 美しい金のをのが︑きら
三558 ドコカラカ︑オニが出テ 三716園だれが︑そのすゴをつ
くと光ってゐました︒
三913 おちいさんのかほが︑急

トノサマが出テオイデニ

高クナリマスヤウニ︒

三532

が見えました︒

國をもっとひろくしたいと︑
三316 あまった土地のあるの
三331 その土地がちぎれて︑

三345やはりあまった土地のあ
るのが見えました︒
三377圏サア︑私ガ︑一︑二︑三︑
トイッタラ︑

テフくガ︑トビ立チマシタ︒

三392草ノハニトマッテヰタ
テフくガ︑次郎チャン

ノ舟ニトマリマシタ︒

三394園

れました︒

森で︑

メイニナッテ︑ハヅサウトシテ

三408囹 テフくノセンドウサン
シ
高
ク
ナ
リ
マ
シ
タ
︒
三
7
7
1
圃
し
だ
れ
や
な
ぎ
が
ひ
ろ
三
948ソノ中ノ一人ガ︑﹁︿略﹀︒﹂
ガノッタカラ︑
三65！園ぼくがたぬきか︒
がつた︒
トイヒマシタ︒
牛若丸が︑ふえを吹きな 三668 たぬきの舟が少しおく 三784 木こりが︑池のそばの 三956 今ウンテンシュガ 一生ケン
がらあるいてゐました︒

三414

三824

た︒

三822

う︒

三815園

美しい金のをのが︑きら

おちいさんが出て來まし

わたしがひろってやら

モウ

一ツゴムノクダ

オトウサンノジテン車ガ︑

サウナッテヰルコトヲ思ヒ出

三968

ガアルノデス︒

三966園

マスネ︒

三421 ﹁︿略﹀︒﹂といふものがあ 三675園 君のこぐのがへたな 三791力を入れすぎたので︑を
ヰルトコロデス︒
ります︒
のだ︒
のが︑手からはなれて︑
三96ータイヤガヒシャゲテヰマ
三423大きな男が立ってゐます︒ 三682囹ぼくの舟に水がは 三805 長いひげの生えたおちい
シタ︒
いって來た︒
三427圏その刀がもらひたい︒
さんが︑出て來ました︒
三963園 タイヤガヒシャゲテヰ

良雄さんも太郎さんも︑
氣がついて︑

三687

ねえさんが來て︑

三682園あ︑舟がしつむ︑
三434圏刀がほしいか︒
三445べんけいが上をきると︑ 三685 良雄さんのおかあさんと
がらりとおちてしまひました︒

三456 べんけいの大なぎなたが︑
三466囲 とんぼが 一びき とまつ
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シマシタ︒

三972囹ソノクダガヤブレテ︑
マッタノデス︒

三973圏中ノ空氣ガヌケテシ

三川3 呼ぶものがあります︒

大きなかめが︑舟のそば

へおよいで來て︑

三川5
槍備7りっぱな門が見えます︒

四84

大ぜいのせんどうがのり

みんながいひました︒

こんで︑

四96

ソノウチニ︑二人ガ︑ボク

ノ前ヘヌイテ出マシタ︒

四224

四244 オトウサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ガラ︑

ました︒

四281中に小さな女の子がゐ

てるる竹を︑

四273もとの方が大そう光っ

いさんがありました︒

あのちゑのあるおちいさ 四258 先生ガニコ︿シテ︑
四266 竹取のおきなといふおち

ぼくがべんきゃうしてる
くつの音がして︑

た︒

おかあさんが︑お茶をい 四298 じぶんがむこにならう︒

みなさんにお別れする

四342園月の都の使が來たら︑

のがつらくて︑

四327囹

と︑

が︑なぜ泣くのかと聞きます

おちいさんやおばあさん

四146

四318
さうだ︑海軍がい＼︒
おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と

金で字が書いてありま

兵たいがいくへにも取り

かこみました︒

たくさんのひかうきがの 四347
せてあって︑

四194

した︒

四176

いって︑

四168

四162園

れて︑

くなって︑

四144前よりもずっと色が黒 四287 いつもお金が出て來まし

四132

ると︑

四131

のだらう︒

んが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四112

と︑

オッシャッタノヲ思ヒ出シテ︑
四102 せんどうたちが︑かいを
そろへて一かさ水をかきます
四254 キマリガワルイト思ヒナ

おとひめさまが出てい

浦島がどうしても聞きま

それがかほにか＼つた

ある所に一本のくすの

時々雲がか＼るほどに

す︒

うにとんで行くのださうで

四223

聞クガ早イカ︑

四361

今はし方がなく︑

のって下りて來ました︒

四355目がくらんで︑
四357 たくさんの天人が︑雲に

した︒

四195 たくさんのひかうきがの 四351 お月さまが十も出たか
と思ふやうに︑
せてあって︑それが︑︿略﹀︑じい
四352 あたりがあかるくなりま

村々の人たちがさうだん

一年生ノ旗取ガスンデ︑

毎朝︑日が出ても︑

四212

四61

んがいひました︒

四73 何百人のきこりが集って︑ 四214 ボクハ︑ムネガドキく
シテ來マシタ︒
四78 あるちゑのあるおちいさ

して︑

四66

なりました︒

四47

あったのでせう︑

四43どんな力が︑この木に

木がありました︒

四42

かと思ふと︑

三梱3

のぼりました︒

三佃4園どんなことがあっても︑
三梱2 白いけむりがすうと立ち

せんので︑

三野1

三備4 たこなどが︑大ぜいで︑

らっしゃいました︒

三管8

出て來て︑

かめが︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

三974 ﹁︿略﹀︒﹂ヲヂサンガカウ

四115園その力がのりうつった

自動車が見目ナクナルマ

かね

三岳7

した︒
イッテヰル間二︑
三978 スッカリシゴトガスムト︑ 三身8園 浦島さん︑あれがりゅう
ぐうのこ門です︒
三叉4 ひらめなどが︑むかへに

三欄1

三988 自動車ガウナリ出シマシタ︒

デ︑

がなる︒

三捌3囲夕日が赤い︑
三唱1圃 こうんとお寺の

二本ならんでむしばが

まだいたいのがなほりま

豊麗5圏 日がくれる︒
三鵬1 花子さんは︑はがいたい
ので︑

三蓋3
せん︒

三鵬8囹

いたいのが少しなほった

できてみる︒

三悩4

それが︑かうむしばに

やうに思ひました︒

三論1園

なってはいけませんね︒

こんなにはがわるく

ならないでせう︒

三筆8圓

浦島太郎といふ人があ

りました︒

三鵬1

三欄4 子どもが大ぜい集って︑
三⁝⁝⁝5囹 ぼくたちがっかまへた

のだもの︒

三柵8 浦島が︑舟にのって︑

が一が
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いたし方がありません︒
四368囹
集れ︑月が出た︒
四382囲園
お山
へ集って ︑

子だぬきが︑出て來て
四395囲

て︑

四411子どもたちが五六人集っ

お月様が走ってみるの

四413月に雲がか＼りました︒
四422 一人の子どもがいひまし
た︒

だらうか︑

四423囹

お月様が走ってみるの

四424囹雲が走ってみるのだ
らうか︒

だよ︒

ス︒

がみて︑

いってゐました︒

四477庭一パイモミガホシテ 四584 大木がこんもりと生ひし 四802 三ちゃんが︑大きな聲で︑
アッテ︑
げり︑
四807圏今度は︑私が先に書

てるました︒

すと︑

四482 オバアサンダケガ︑日アタ 四593 大きな岩があって︑
きまずから︑
四594 一人のおちいさんが立つ 四815 三ちゃんが切手を渡しま

リノヨイエンガハデ︑ツギ物

ヲシテイラッシャイマシタ︒

おいでになると聞いて︑

と︑

四485オバアサンバ耳が遠イ 四597園 けふあなたがこ﹂に 四825 雪子さんがあけて見ます
ノデ︑

一人の若い女が︑しく
くと泣きながら︑
四617 頼光がふしぎに思って︑

四引2

四602園 鬼がのめば弱くなり︑
人間がのめば強くなる︑

弱くなり︑

ニイサンが入螢スル日

セワヲシテイラッシャイマ

オトウサンガハイッテ來

集ッテ︑

四857シンルヰや近所ノ人ガ

四855 ニイサンが答ヘマシタ︒

テ︑

四85一

ス︒

イロ

四845オカアサンガ︑︿略﹀︑イロ

デス︒

四842

りますが︑

四485私が大キナコエデ︑ 四601圏この酒は︑鬼がのめば 四828囲あしたから︑三校が始
﹁︿略V︒﹂トイフト︑

四493私ガ︑胸回ギノ包ヲオ
ニハトリが來テ︑

渡シスルト︑

四504

オバアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

イッテ野山ヒニナリマスト︑

四506

一人の子どもがいひまし 四508 ス．・メガ逃ゲテ行キマス︒ 四624圏 それがかなしくて︑

四431囹
四432

を持って立ってゐました︒

四861 八時ガナッタノデ︑
四865 青年クンレン所ノ人山チ

四687

あらはれて︑

タ︒

ガ︑大仁イ集ッテヰマシタ︒

四542 山がらが 一羽かってあり 四657 頼光たちがはいって旧る
のを見ると︑
ゆっくり休むがよい︒
ました︒

ふしぎな酒のき＼めが

四563

まだあれが生きてみる

のことでした︒

四561これは︑私が七つの年

すと︑

して︑

四724圃

三羽︒

四904圃

みる︒

四917魍

雪がちらく

日がくれる︒

降って

もう二枚のはがきがは 四922 島にみた白兎が︑向かふ

かへって來ますと︑

四781三ちゃんがもとの所へ

鬼がきまって︑

四707外の鬼どもが目をさま 四903圃木の枝にすゴめが

四554私がかごの戸をあけま 四691 だんく元氣がなくなり︑ 四885 私ガ︑大キナ聲デ︑

切られました︒

る晩︑ねずみに足の指をくひ

四546

それが︑かはいさうに︑あ 四663囹

四877間モナク︑汽車が來マシ

アルカラ︑

た︒
四
5
1
2
﹁
︿
略
V
︒
﹂
ト
私
ガ
イ
ヒ
マ
ス
四
641 向かふに大きな鐵の門
四434月は動かないで︑雲が大 ト︑
が見えました︒
急ぎでとんで行くやうにも見
四513圏 コンナニモミガホシテ 四643 鬼の番兵が︑鐵のぼう

えます︒

四441囹月が走る︒

みんながわいくいふの

四姻2園 雲が走る︒
を︑

四恩4

四姻6始からだまって聞いてゐ
た一人の子どもがありました︒
四453園 雲が走るか︑
四454園 お月様が走るか︑
四461 その子どもがいひました︒

四462 みんながしてみました︒

だらうか︑

ヲヂサンノウチガアリマ 四567 しゅてんどうじといふ鬼 四783

四468 みんながいひました︒

四473
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の 陸 へ 行 ってみたいと思ひ
ました︒

四研7弓のじゃうずな大金が
ありました︒

四925 わにざめがゐましたので︑ 四柵1 外國の軍ぜいが︑たくさ
んの舟に乗って︑

四927園どっちが多いか︑
ので︑

四937囹ぼくらの方が負ける 四佃3きれいな島がありました
かも知れない︒
え︑

四川2

た︒

四麗7

長い間のつかれが出た

鬼を一びき連れてかへっ

まるで︑こけが生えたや

する時︑

四佃1

大きな聲で笑ふものが

四柵3そのうちに年がかはって︑
四柵6 雲太郎が弓を射ようと

四佃7圓 都へ連れて行ったら︑
人が珍しがって見るだらう︒

うな男でした︒

四描4

りました︒

て來たといふうはさがったは

四価3

四価2 鬼が島へ流れついたれふ
しが︑鬼を 一びき連れてか
へって來たといふうはさが

︿略﹀おなくなりになった︒

四冊2園矢のきずがもとで︑

とかんがへました︒

自分たちが大官にならう

四麗3まだ目がさめませんでし

とみえて︑

四川8

ろく歌ってゐました︒

かはいらしい鳥がおもし

一番しまひにるたわにざ 四川1美しい草が一めんに生

白兎が︑今までのこと

大ぜいの神様がお通り

めが︑白兎をつかまへて︑

四964

四971
になって︑

四973
を申しますと︑

四976園 ねてみるがよい︒
四981 すると︑痛みが 一そうひ
どくなって︑

大國主のみことといふ神

白兎がその通りにしま

その上にころがるが

様がおいでになりました︒

四984

よい︒

四㎜2圏

四㎜4
すと︑

四撹2 おとうさんがおっしゃった
ので︑

おとうさんが︑﹁︿略V︒﹂と

四馬2 豆まきの聲が聞えます︒
四鵬3
おっしゃって︑

みんながどっと笑ひまし

て來て︑

四悩5妹や弟が︑後からつい
四伽1
た︒

しゃりとおしめになりました︒

四鵬5おかあさんが︑雨戸をぴ

ありました︒

昔百合若が使った鐵の

弓矢を持出させました︒

四舶7

た︒

四瀧7

よいにほひがして來まし

四燭1何かきれいな物が

四鵬7園

一人の女が出て來まし

まだ見たことがない︒

か＼ってゐます︒

四悩3

た︒

大ソウ仲ガワルイヤウ

四悩8園これはわたしが拾った

のです︒

四髄3園

まふことが下記ません︒

その羽衣がないと︑

黒い衣の

そろひでまふ

ま

天人たち

波が寄せたり︑返したり︒

そろひで

天照大神が︑天の岩屋へお

白い衣の

四槻4圃

明かるかった世界が︑急にま

大神のおすがたが︑鏡にう

おほみかみ

ました︒

神様方のなさることがきまり

大ぜいの神檬が︑お集りにな

いろいろのわるものが出て來

つ暗になりました︒

五14

はいりになって︑

あまもらすおほみかみ

五12

ふと︑

が︑

四糊4圏園月の都の

と︑

が︑

四㎜6園園月の都の天人たち

四㎜3園

が出來ません︒

四㎜2園私は天へかへること

四燭1園

それがないと︑

寒イ北風ガビュウビュウ

四伽2園引けなかったら︑命がな
いそ︒

四悩3
デス︒

四悩5

ト吹キマハリマス︒

コンナコトヲ何ベンモ

四伽2 シカシ︑北風が少シユダ
ンヲシテヰルト︑
四伽4 暖イ南風ガソットヤッテ
來マス︒

四伽4

弱イ光ヲ出シテヰタオ

クリカヘシテヰルウチニ︑冬ガ
終二近ヅイテ來マス︒

四伽7

日様ガ︑ダンく暖イ光ヲ送
﹁︿略﹀︒﹂ト︑南風ガイヒマ

ルヤウニナリマス︒
四徳5
ス︒

マッ白ニナリマス︒

四駅5野や山ガ︑マ自照デ

四伽7草や木ガダンくト芽
ヲフキ︑

て︑

五15

つて︑

來マス︒

四伽8花ノツボミガフクランデ
下欄3園 北風ガ︑霜や雪デ︑野
山ヲマッ白ニシタカハリニ︑

五24

五18
波が寄せたり︑返したり︒
ほ

四個3圃

五49

み

四慨2 一人のれふしが︑三保の
松原へ出て來ました︒

が一が
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つりました︒

るくなりました ︒

五63 世界中が︑もとのやうに明か

大木が立ち並んでみて︑

五76国 千年もたったかと思はれる

ち

ぎ

五79国 ありがたい感じがしました︒

かなぐ

五91国 両はしに千木がつけてあり
ます︒

五92国金の金旦ハが︑きらきらとし
てるますが︑

た︒

五95困 しぜんとあたまが下りまし
五121 自分の親が︑あの四本足の蛙
だらうなどとは ︑

なが︑親ではないかと考へたことが

こひ
五125 時々池の中で見かける鯉やふ
ありました︒

五126 親ではないかと考へたことが
ありました︒

五133 たくさんの兄弟や仲間がある
のですから︑

五133 親がそばにるてくれなくても︑
五141 水草が青々とのび︑
五142 時々とんぼがとんで來て︑
れて來ました︒

五145 尾のつけ根の所が︑少しふく

いらしい足になりました︒

五147 とうく︑それが二本のかは
五156 胸の爾わきが破れて︑

五157 そこからも二本の足が出まし
た︒

五161 四本足になったおたまじやく

しは︑尾がだんく短くなって行き
ました︒

五162水の中にみるのが︑いやにな
何だか息がつまるやうな氣が

つて來ました︒

五163
何だか息がつまるやうな氣が

しました︒

五164
しました︒

五165水の上にかほを出すと︑氣が
草が主目青としげってゐました︒

せいくするやうに思ひました︒
五167

まっかで︑

背中にはこけが生えてゐま

五285 先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

杉の林を抜けると︑あたりが︑

いました︒

五288

間もなく大蛇が出て來ました︒

す︒

五223囹
五231

そのうちに︑よひがまはって︑ 五295囹寒寒が見える︑

ノ

ばしゃ

鯉ノカゲガ︑地ノ上ヲ泳ギマ
に

材木をたくさんつんだ荷馬車
先頭の先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とお

松村君が︑すべってころびま

る︒

五295圏

學校が見える︑廃校が見え

私たちの學校や役場が︑小さ

五296 ﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがいひま

した︒

く見えました︒

五297

いました︒

五301 ﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおつしや

遠くの方には︑山がうねく

あちこちに︑家や森が見えま

五306ひろぐとたんぼが？いて︑

五307

した︒

とつゴいてるました︒

五311

いました︒

五314 ﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおつしや

向かふから︑汽車が白い煙を

五317 ﹁︿略﹀︒﹂と︑山下君がいひま

した︒

五318

はいて︑

五319 先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

先生が︑﹁︿略V︒﹂とおつしや

つたので︑

つても︑

五326

五336

した︒

五331

間もなく汽車が來ました︒

大きな杉が︑たくさんありま

坂が急で︑道がじめくして 五329 そこに神社がありました︒

坂が急で︑

ぱっと明かるくなりました︒

五237
ました︒

ひの川の水が︑まっかになり

五242赤い血が︑たきのやうに流れ
五243
ました︒

かちつと音がして︑劒の刃が
かけました︒

五245

五253青葉ノ上二︑日が氣持ヨク照

五253 ユフベノ雨ガハレテ︑

した︒

五168 空には︑お日様がぎらぎら光 五246
劒の刃がかけました︒
五248
大そうりっぱな劒が出て來ま
つてゐました︒

日の丸の旗がひらく︒

大そう勇氣のある神檬がいら

五193圃
五196

川上から箸が流れて來ました︒

サヲノ先ノ矢車ガ︑ガラガラ

ツテヰマス︒

ス︒

五283

つしゃつたので︑

五271

が來ました︒

五268

ざいもく

五264

キナロデ思フゾンブン風ヲノンデ︑

五256ガラガラト鳴ルト︑鯉ガ︑大

nμ︐

ト自吋レト︑

この川上に人が住んでみるな 五255

つしゃいました︒
はし

五201

五202

おちいさんとおばあさんが︑

とお思ひになって︑

五207

﹁︿略﹀︒﹂と︑みことがお尋ね

一人の娘を中に置いて︑泣いてゐま
した︒

五211

おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と申

になると︑

五211

しました︒

私どもには︑もと娘が八人
ございましたが︑

五212園

した︒

五284

ゐましたので︑

五215園 ちやうどその大蛇が出て來 五283
頭が八つ︑

る時分になりましたので︑

五222園

五222園頭が八つ︑尾が八つ︑目は

365
が一が

五336 みんなが乗ったかと思ふと︑

五339 急に暗くなったので︑みんな
五347鶴
雨が止む︑

雨が止む︑
雲が散る︒

雲が散る︒

がおもしろがって ︑

五348圏
青葉若葉の山々が︑

遠く︑

五352圏
近く残る︒

五354圃風が吹く︑木がゆれる︒
五355芸風が吹く︑ 木がゆれる︒
五365 くじゃくが居ました︒

この男が︑私どものらくだ

こいつがどろぼうだぞ︒

前歯が二三本抜けて混ませ

まへば

五嘱3園
五463囹

う︒

五472囹
五477園

目がさめて見ると︑らくだ

目がさめて見ると︑

をぬすんだのでございます︒

五477園
が居ませんので︑

私がさばくを歩いて居ます
らくだの足あとがつゴいて

らくだが逃げたのではない
そのらくだが片目だといふ

かみ切れないで残って居る
道に︑愛がこぼれて居たか
たしかに︑お前がぬすんだ
二人がうたがったのも︑

らくだをさがすがよい︒

ウチノ翼が上り始メマシタ︒

五529園
五532

量ノカラダガ︑スキ通ルヤウ

ニナリマス︒

五533

五538チツトモユダンが出馬マセン︒
五542ウチ中︑目ガマハルポド︑
五545カサくトイフ音ガシテ居マ
スガ︑

ネエサンニオッシャイマシタ○

五575

た＼みの上がこはいでせう︒

一思ひにとび下りましたが︑

五683園

さわぐ聲に︑ふと氣がついて︑

みんなが重なり合って落ちる

目がくらんで︑

五698

五702

音︑

五704

五705 二三人の人が居て︑﹁︿略V︒﹂

谷を出ると︑あたりが少し廣

といって︑

五708

あちこちに︑村の家が見えま

くなって來ました︒

五711

した︒

五713おひく仲間が集って來て︑
静かな村が績いて居ました︒
五718

大きい橋があって︑
五728

した︒

豆のさやに︑轟が乗って居 五727上の方でさわがしい音がしま

何か小さい物が浮かんで︑

お供の者が申しました︒

一度しなった粟の董が︑はね
もう︑お姿が見えなくなって

た︒

五734大きな重い物が︑私たちの上

或人が︑始めて舟に乗った時︑

五736

川舟が静かに通る︒

かげも︑

汽車が行く鐵橋の

大キナ鬼グモが一匹︑スウツ

細イ︑白イ綜ガ︑夕風ニユラ

レナガラ︑

五782

タ︒

ト︑私ノ目ノ血判ブラ下ツテ來マシ

五763

五756圃

いろくの舟が通りました︒

荷物を積んだ舟が通ったので

に來ました︒

海が荒れたので︑

そんなに代々舟の上で死ん

こんなに海が荒れるのに︑

﹁︿略V︒﹂と︑客がふしぎがる

した︒

五661

五751翻

五735
五661

一人の水夫が︑おもしろさう

五674囹

と︑

五676

でも︑舟がこはくはないのですか︒

五665園

に︑

五663

しまひました︒

五657

返るひやうしに︑

五653

五614囹あの物知りのかかしが穿つ 五729車や︑馬が通って居ました︒
五732たくさんの家が並んで済まし
て居るでせう︒

五592

ます︒

五591園

五582

岸を歩いていらっしゃいますと︑

いつも
大國主のみことが︑出雲の海

コレハ︑鷲が動クカラデス︒
五486園 びっこだらうの︑歯が抜け 五546
オカアサンガ︑﹁︿略＞Q﹂ト︑
五556

その方にも︑いひ分がある

て居るだらうのと︑

五495園

五527囹

のではない︒

五526圏

らです︒

五523園

葉があるので︑

五516囹

に淺くなって居るのでわかりました︒

片方の足あとが︑一つ置き

食ってあったからでございます︒

五506遠道の片がはの草ばかりが︑

ことま︑

五504園

かと思ったのでございます︒

五502圏

五501玉人の足あとが見えません︒

居るのに︑

五499園

と︑

ならば申せ︒

五371 ねえさんが感心していひまし
五498園

た︒

小さい猿が﹁︿略﹀︒﹂といひ

五373
ながら︑

五384 よく見ると︑先が蛇の口のや
うで︑

五395 下に落ちて居る物が︑よく見
えるのだらうかと思はれます︒

五396 鼻の先に目がついて居て︑
ありました︒

五401 池のやうなものがこしらへて
五401 だれかが︑その中へせんべい
を一枚投入れます と ︑

はかくれました︒

五406 大きなからだが︑半分くらみ 五511囹

﹁︿略﹀︒ ﹂ と ︑ だ れ か が い ひ ま

五407 水がさっとあふれて︑
直証1
した︒

五428 さばくの中で︑或旅人が︑二
人の商人に出あった︒

五443園 左の足が一本短くて︑

五438黒酒の目がつぶれて居ませう︒

が一が
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五785 コノタクサンノ綜ノ中ノ一本
ガ︑向カフノ柿ノ木ノ枝ニクツツキ
マシタ︒

ルモノト見エテ︑

五787 クモニハ︑ソレガ︑スグワカ

ン︿二︑マツスグニナリマシタ︒

五796 今マデタルンデ居職縣ガ︑ダ
五798 ﹂スヂノ綜ガ︑空中ニピント
ハリ渡サレマシタ ︒

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と︑せみが鳴き出し

居マシタ︒

五806 リツパナクモノアミが出來テ
五808
た︒

五885

おざしきでねて居た春子ちや
テ居マスト︑

五柵7囹

海の神様が︑きっと︑あな

たによい事を教へてくださるでせう︒

五㎜2門のわきに井戸があって︑

スグ前ニカケテ野鳩ヨソノヲ

ヂサンガ︑私ノ顔ヲ見ナガラ︑

五価6

一郎さんから︑はがきが來た︒

んが︑雷の音で目をさまして︑

五888

五伽3 そばに大きな太・がありました︒

一人の女が出て來ました︒

五伽9

天の神璽がお出でになったと

海の神様が︑それをお聞きに

海の世界が︑おいやになつ

此の間から︑鯛が︑何かの

何かのどにさ＼つて︑物が

はたして釣針がひっか＼つて

どんな悪者が射ても︑

たちまち海水が漏ちて來て︑

命が︑おれいをのべて︑

五搦9園

意外にも︑手下が集って來ま

兄のする事がわかりませんで

大きな家が出離上りました︒

天皇のお使に弓を引いた兄が︑

六47

六55

おとしの大きいのがしかけて

すぐ又天皇をお招きすると言って︑

六51

した︒

六49

せん︒

六26

五皿5園

五伽6

居ました︒

五伽2

ございませう︒

五体7園きっと︑あれが取ったので

たべられないで困ると申して居ます︒

五伽6園

どにさ＼つて︑

五伽5圏

たのではありませんか︒

五偽7園

なって︑

五聖5

いふので︑

五慨7

つた水にうつって居ます︒

美しい神様のお姿が︑すみき

﹁︿略V︒﹂ト言ツテ︑立ツテ下サイ

表町マデ來マスト︑人ガタク

ニイサンが言ヒマシタカラ︑

命があまりおす＼めになるの
お前は海へ行くがよい︒
獣一匹取る事が出來ず︑

になって︑

︸本の大きな木があります︒

其の門のわきに井戸があっ

五辻6圏私が︑よい事を教へて上げ
ます︒

て︑

五佃5園
五車5圏

五梱2

マシタ︒

なかく字がうまくなった︒
合掌4

人ガタクサン下りテ︑席ガア

大ゼイノ人ガ︑ドヤ︿トハ
ニイサンガ︑小サイ聲デ︑
オバアサントヲバサンガ︑チ

をりのみこと

いつの間にやら︑ 色がす
ほ

火照命と火遠理命といふ兄

ほでりのみこと

6

五価8

五餌7園

で︑

五欲3

みこと

弟の神様がありました︒

五

つかりさめて居た︒

五麗4圃

ヤウド私タチノ前へ來タ時︑

五佃4

﹁︿略＞Q﹂ト言ヒマシタ︒

五鵬8

イツテ來マシタ︒

五鵬3

キマシタ︒

五研9

サン下りテ︑

五研9

ニイサンが言ヒマシタ︒

おとうさんがごらんになって︑

そのおそろしい男がいひまし

五⁝肋8

五897

東京のをばさんが︑春子ち

夕立が來さうになったが︑

五898園
五902

五911困
おちいさんが︑さかな釣りに

やんを連れて︑

五917
︿略﹀︑鳴い

日本の國は︑わが子孫が治

黒い頭と目が光る︒

こほろぎが︑

行かれるので︑

五926圃
て居る︒

五937圃

大ぜいの神様が︑お供をなさ

おそろしい男が︑道をふさ

先獲の者が︑急いでかへって

五966園

來て︑

五964

せんばつ

ることになりました︒

五963

むべき國である︒

五813 あぶらぜみが一匹止って居る︒ 五953園

五829 きうりにそへて立ててある竹
に︑とんぼが止っ た り ︑

五832 取らない方がよいと︑
おっしゃった︒

五832 取らない方がよいと︑先生が
五839 僕よりもずっと背が高いが︑

五983

あんない

私ガ︑ニイサント並ンデ立ツ

人ガーパイ乗ツテ居テ︑

猿田彦のみことが︑先に立つ

と承って︑

て︑

五価2

午熱3

私が御記憎いたします︒

五998園私は︑天孫がお出でになる 五酩1 一人の年とった神様がお出で

た︒

背も高いが︑鼻がおそろし

いで立って居ます︒

五968園

五999圏

と︑

五839これも僕が植ゑたのだと思ふ
五841何だかかはい＼氣がする︒
五餌4 たのしさうな聲が聞えて至る︒
五852おかあさんの聲がした︒
あさごはん
五865朝御飯がすんでから︑
五872僕が三番目だつた︒
五873勉強がすんでから︑

五㎜8

く高く︑

五877午後︑中村君が來た︒
んを連れて︑

五881
東京のをばさんが︑春子ちや
五884 ひどい夕立が降って來た︒

367
が
が

あります︒

六215

むしろを敷いてもらって遊ん

六223園

そこのかごの中に︑おいも

もう學校がすんだか︒

で居た弟が︑遠くから僕を見つけて︑

六227園

六58 かう氣がついた弟うかしは︑
六61園 もう仕方がない︒

く＼つた稻の束が︑田の上に

稻を刈る音が聞える︒

六307

たけるは息がたえました︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ふが早いか︑

やまとひめのみこと

六327

もしもの事があったら︑
しか

をお受けになったのを︑

六342倭姫命は︑尊が二度の大任
六347囹

六406

六374

草をどさりと投げてやると︑

稻が刈られたので︑

中に火打石がありました︒

おとうさんのお話に聞いた

一ぽいに廣がつて︑

六504園

目がねの玉がはまるくらみの

望遠鏡が︑出登るかも知れない︒

六509

大きさに巻いて︑

ちやうど︑それがするくと

どうにかはりつけることが出

はいるくらみの大きさに作って︑

六516

來た︒

六521

六524ち〜めたりすることが出留る︒
六532長い物が︑ぼんやり見える︒

る︒

針金が六本あることまでわか
六535

六555囹

あ︑人がこっちを見て居る︒

おせんたく物が見えます︒

から顔を出して居る︒

六537おや︑誰かが︑しやうじの間

六555圓

ほんたうに山羊が好きだね︒ 六562三思が考へて作ったのです︒

六556面心の木がきれいですね︒
六441圏

である︒

おとうさんが︑にこくしな 六581 大きな島が出定たやうなもの

小枝小枝が

ふるへるやう

これは︑い＼物が見つかつ
向かふの景色が︑小さく︑さ

六486圏
た︒

六494

どこかの屋根が︑目がねの玉

かさまに見えた︒

六498

六603

上下の者が心を一にして︑

攻寄せる者がたえないので︑

六614

これまでうちに居た牛は︑艦

一夜︑大風が起って︑

後足の足先と尾の房の所だけ

が白い︑まことに美しい牡牛でした︒

六644

がまつ黒で︑

六643

めしにかなったのであらう︑

六613此のまこころが︑神のおぼし

六612

一匹の子山羊がくgり抜けて︑ 六594 上ることが出來ない︒

おとうさんに買っていた︷い

六471魍

六447

がら︑立っていらっしやいました︒

六443

うになりました︒

六437たくさん飲むことが出営るや

ので︑

六433子山羊が飲んだ後で︑
六436子山羊に乳がいらなくなった

した︒

六423どんな心持がしたでせう︒
六429此の二匹の子山羊が生まれま

三匹が頭をくっつけて︑

六416

す︒

稻がだんく刈られて弱るせ 六358園 大きな鹿がたくさん居りま 六513 一本の筒が出呈上つた︒
いなごが︑たくさんこちらへ
大きなのが一匹︑すぐそばの
ぎゆつとつかんだら︑後足が

大きな聲で︑弟がひとり言を

赤とんぼが︑すいくと︑空

六255

一人ぼつちになって遊んで居
おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言

大勢の人が出はいりしました︒ 六484

に︑

六284

一人の美しい少女がまじって︑

た小さい右目がねが出て來た︒

たくさんの男や女が︑集って
六287

だんくと︑夜がふけて來ま

酒もりが始ると︑
した︒

六296

六288

來ました︒

六286

はれたので︑

六266

た弟が︑たいくつして︑

六263

並べてある︒

六258

を飛んでみる︒

六254

言ふ︒

六251

六249囹此の牛は︑しやうがないそ︒

取れてしまった︒

六243

稻の葉に止った︒

六237

飛んで來る︒

六233

みか︑

六233

があるから︑

六64園 大きなおとしがしかけてあ
ります︒

六66 天皇は︑弟うかしのまこころ
が︑よくおわかりになりました︒

六74 二人の強さうな大將が︑目を
いからして立って富ます︒

六77 兄うかしが申しますと︑
なと思って︑

六91 自分の悪だくみがあらはれた
六96 どしんと大きい音がしました︒

六104囲此の間︑をば様がお出でに
なった時︑

六161醐 聞いても︑心が勇み立つ︒

六164 縫物ヲシテイラツシヤツタオ
バアサンガ︑針ヲオ落シニナツタ︒
タガ︑スキ間ガセマクテ︑

六167 火バシノ先デカキ出サウトシ

六191 小サナ釘ガ︑磁石ニタクサン

六179園 ナカくチエガアルネ︒
着イタ︒

六192 釘ノ先日︑外ノ釘ガブラ下ツ
テ居ルノモアル︒

六195 ニイサンが窯出デニナツタノ
デ︑

六205 黒イ粉ノヤウナモノガ︑磁石
﹇二面二着イテ居タ︒

六207 砂ノ中ニアル砂留ガ︑クツ着
クノダサウダ︒

六211 學校がすむと︑

が
が
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若い牝牛を連れ
六653 ばくらうが︑
て來ました︒

で︑

六658父が︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひますと︑
六659私どもがあまりほしがったの
六668又ばくらうが來ました︒
六684ばくらうが牛を連れて孕りか
けると︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六692 三男が︑友だちに向かって︑

六693園大てい︑ひづめが二つにわ
れて居るやうだ ︒

ども︑

六696囹 馬は︑ひづめが一つだけれ
六701囹 早くて仕方があるまい︒

六705尊覧は︑ひづめがわれて居て
さへ︑あの通りおそい︒

六708 おばあさんが鍋を買ひに行き
ました︒

六719 おばあさんが︑もう五十鏡彿
くすのきまさしげ

はうとしますと ︑

六731
早城は︑

六736
六737

六745

六768

賊が︑四方からこれを目がけ

て押寄せると︑

六781幅が五米︑長さが五六十米︑
六781幅が五米︑長さが五六十米︑
六781其の上を︑賊が我先にと渡つ
た︒

六789賊が︑千早城一つをもてあま
方々で︑官軍が︑賊のひやう

して居ると︑

それが︑又前後から官軍に討

らうの道をふさいだので︑

六791
六794
たれて︑

鳴るよ︑汽笛が︑

六976

は︑

六987圏

町の目抜の場所が助つたの

よりのしあわせだ︒

六979囹けががないのが︑まあ︑何

が︑けががないのが︑

ほんたうに氣のどくだった

おとうさんが鋸って來られた︒

降る雪が︑黒く流れるやうに見える

六978囹

きのふから降積った雪に朝日

のもおもしろい︒

六872

小鳥が︑世心も下国も︑︿略V︑

がさして︑

六874

雪のためにたべものが見つか

飛んで行きます︒

六876

其のもえがらを土間に捨てた

或家の子供が︑マッチをすつ

六995 ﹁︿略﹀︒﹂と僕が言ふと︑

数へきれないほど雀が集って︑ 六柵1

らないので︑

六882

六㎜2

て︑

それが︑日豊りのよいのき先
雀がたくさん寄って立て︑

六㎜4囹

に︑幾つもつるしてあるのです︒

六891
六893

もう︑これがあったといふこ

チューリップが咲いたよ︒

とです︒

ることがあります︒

子供の火遊びが︑一番いけ

美しいチューリップの花が一

にさしこんで居ます︒

六鵬7 おだやかな冬の日が︑ 一ぱい

おっしゃったので︑

ない︒

のが︑もとだといふことだ︒

六897

にいさんが︑外から窓ごしに

おとうさんが︑新聞を置いて︑

六813圏

六鵬2圏

六827

何百羽ともわからないほど集

おかあさんが︑﹁︿略V︒﹂と言 六901

六鵬4

六831
はれる︒

はんしよう

おとうさんが言はれた︒

六835 もう︑人通りがないと見えて︑ 六915おなかが一ぽいになったので︑
六918日が暮れて間もなく︑
六837

夕方から︑雪が降出して居る 六918けた＼ましく半鐘が鳴り出

ふっくらとした花びらが抱合

つ︑にっこり笑ったやうに咲いて居

六十1

ます︒

六悩5

さはってみたいやうな氣がし
ぱっと火の粉が上ったり︑

村の消防隊が︑ポンプを引い

つて︑

人の聲などが入りまじって︑

ます︒

六941

六悩9
六944

あした︑學校があるのだか 六鵬1

六研6圏

水仙の花が四つ︑かはいらし

お人形さんが汗をかくだら

い櫻草やひなぎくも︑

六欄2

が︑暖い日を受けて︑

ほんたうのすみれ色をした花

道を通る人が語り合って居た︒ 六価4 ﹁︿略＞Q﹂と︑私が言ふと︑
膿が︑ 何だか︑ぼんやりと明るい

ら︑

六952園

六947

て︑

六936

つて居る︒

あしたは︑雪合職が出來る 六922西の方の空が︑まっかにそま

した︒

六837

のである︒

六839圓

楠木正成がたてこもった千 でせうか︒
﹂︑ 私が言ふと︑
六841天略﹀︒と
六841おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂
何ほどの事があるものかと︑
六桝9 おかあさんが笑はれた︒
賊が城の門まで攻上ると︑
三千人の番兵を置いて︑城兵 六854おとうさんが立上られた︒
六858ガラス戸から外を見ると︑全

六955

が汲みに來られないやうにした︒

六746 十分水の用意がしてあった︒

六858ぼんやりと明かるい氣がする︒

に來て居られる︒

火事が氣になって︑

六747 番兵がゆだんをして居ると︑

いひものやうになって居る︒

向かふの門燈の光の前だけ︑

をぢさんやをばさんが︑うち

六862窓の前の電燈線が︑白い︑太
六868

六958

六748 城兵が切りこんで点て︑
六752 賊が︑これを聞いて︑
六763園 それ︑敵が出た︒
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う︒

くものか︒

六佃2囹 チューリップやすみれが咲

から︑

六鵬3囹 馬ふんや枯葉が入れてある
六町7 雪舟が子供の時の話です︒

六m5囹机に向かふと︑つい垂がか
きたくてかきたくて︑
に叱られて居ようとは︑

雲隠8園 わたしが︑こ＼で︑こんな
六川5 涙が︑止めどなくこぼれまし
た︒

六麗6 しばらくすると︑雪舟がかは
いさうになりました︒

六佃2 大きなねずみが一匹︑雪舟の
足もとに居て︑

たねずみでした︒

六冊8雪舟が︑板の間に︑涙でかい
六餌3園 わたしが悪かった︒

ロヲ︑

六事9

魚雷デ敵ヲ攻撃スルコトヲ務

又︑敵ガ︑海ノ中二︑太イ針

大砲ノタマガイクラ飛ンデ來

トシテ居ル者が多イガ︑

テモ︑

六三5
六捌1

何トモ言フコトが出來ナイ︒

太イ針金ノアミヲ張ルコトガ

金ノアミヲ張ルコトガアル︒

六捌2
アル︒

六梱9

地下鐵道といって︑電車が

六㎜8囹人の通る所があるのだ︒
六捌2園

りっぱな橋がたくさんか＼

まだ淺草の観音様がある︒

くわんのん

六梱5圓

通って居る︒

六悩1園

をぢさんが一度連れて行つ

つて居る︒

六悩5園

て上げよう︒

六悩2 瓦が落ちる︑
六悩3 窓ガラスが飛ぶ︑石垣がくづ

しとく︑細い雨が降る︒

六価4 窓ガラスが飛ぶ︑石垣がくづ

廣い通は︑中央が車道とい

いたるところに火災が起って
自動車小屋が︑見る間に焼け
﹁︿略V︒﹂と︑人がす＼めても︑

守らねばならないといふのが

船が沖合へさしか＼ると︑

かもめが飛ぶ︒
七35

此のま＼では尊の御命が危

急に烈しいあらしが起って來

い︒

七46

きっと御決心の色が浮かんだ︒

七44囹

た︒

七36

七14圃

七13園雲が切れる︑

元帥の心であった︒

六糊9

六柵3

た︒

六柵7

居た︒

六閥7

めいて居る中を︑

六樹7 地はゆれ︑市民があわてふた

と︑

れる︒

れる︒

六慨3圃

ぬれて︑しっくが落ちるた

六擢7圃

び︑

六槻6圃

廣がる波の輪が圓い︒

六搦7 はげしい震動が一先づ過ぎる

六伽8園宮城の前には廣い廣い廣場
しばふ

お堀をへだてて二重橋が見

そこの芝生には松が生えて

があって︑

居る︒

六伽9囹
六伽2園

けいだい

たくさんの人が︑たえずお

境内が大そう廣くて︑

え︑

六伽9園

圭里かきになるがよい︒

六桝3園

六M4園

六掴4園 これほどお前が上手だとは︑

かうぐ

まことに神々しい氣がする︒

國子さんのおとうさんがお

六伽2園芸孚に關係のあるいろ

くわんけい

まつりしてあるのは︑

六伽4園

六176園

参りして居るが︑

六価4 僕等が生マレテ來テ︑

六描2 又水面二浮戸ンデ走ル方が早
ク走レルカラ︑

六摺7 ウマイシカケガシテアル︒

六描5 敵が近イ時ニハ︑
センパウキヤウ

テ居テ︑

六柵8 潜望鏡トイフ長イ管が立ツ

つて︑

六㎜4園

くの物が︑陳列してある︒

六伽9 其ノ先二目が附イテ居ルカラ︑

電車や自動車が通る所にな
つて居り︑

六御5囹

六佃2 四方八方ヲ自由二見ルコトガ
出來ル︒
グンカン

六冊8 敵ノ軍艦が近ヅイテ來ルトコ

七52

尊に﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃる

淫書の賊を平定して︑尊が西

一枚の櫛が海ベへ流れ着いた︒

くし

七58

が早いか︑

七64

潮干狩の舟が︑幾さうも幾さ

不意に白い鳥が飛立ちました︒

もやが水の上に立ちこめて居

へお蹄りになる途中︑

七了6

ます︒

七75

七了8

にいさんが﹁我は海の子﹂を

潮がずんく引くので︑

うも集って來ました︒

七81

もうそここ＼に洲が見え出し

だんく潮が引いて︑

歌ひ出しました︒

七82

七85

ました︒

七86

七87 船頭さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひ

みんなが︑くつしたをぬいで

ましたので︑

七91

船頭さんが︑さをを突立てて

足袋にはきかへたり︑

七95

皆さん︑これが目じるしで

それに舟をつなぎました︒

時々手ごたへがして︑大きな

おもしろいやうにあさりが出

にいさんが一番先に海へ下り

七101園

すよ︒

七102

ました︒

七107

ました︒

七107

淺い水たまりを歩くと︑足の

蛤も出ました︒

裏がぬるりとしたので︑

七109

が
が
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七115 潮がすっかり落ちて︑

おとうさ ん が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お

七122 其の中に潮がさし始めて來ま
した︒

七123
っしゃつたので︑

七129 やどかりがたくさん居ました︒

七259

種まきがすんで十幾日︑

そろくにぎやかに聞え出す︒
召使の者が出て來て︑

若々しい緑の苗が出揃って行

から︑

七179

七261
七267

葉先が朝風に輕くゆれる程に

苗が二十糎ぐらみにのびて︑

もうひたひたと水がた＼へら

七268

くのは︑

大きな死がいが横たはって居
すると河成が︑笑ひながら座

七185
る︒

七188
敷から顔を出して︑
なると︑

道ばたに大きな松が一本ある︒ 七274

村の西にくぬぎ林がある︒

蛙のすみかが︑かうしてたん

七287

七285

大きな杉の木が一本ある︒

もう田植が間近いのである︒

ぼ一ぽいに廣がるのだ︒

七276

れて居る︒

七198
幹が二か＼へもあって︑

七197
七201

七134 潮がだんくさして煮て︑

かはなり

枝がからかさを廣げたやうに
石の地馬偏が立っていらっし

出て居るので︑
ぢざう

やる︒

七207

七201

七134 何時の間にか洲が見えなくな
くだら

りました︒

七143 百事の河成といふ書かきがあ
つた︒

工 が ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

七145 工が河成の所へ使をやって︑
七154

が︑

り︑

七298

かげの方が其の物より短くな

つた︒

七328

て︑

どこからかあやしい船が現れ

恐しい海賊がどやくと乗移

これが名人といはれた自分の

つて來て︑

七331

さいご

七349

雲もない空には︑月が美しく

最期だと思って︑

七361

香の煙がゆらくと︒

輝いて居た︒

七393醐

にいさんが︑物置から古いみ

かん箱を取出して來て︑

七40！

七414園

ほんたうにかはい﹂芽が︑一

朝顔の芽が出ましたよ︒

っしゃつたので︑

七413 おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とお

七415

董がうす赤で︑

本出て居ました︒

七416

黄色い葉が重なったま＼下を

向いて︑

七417

船が或港に泊った夜の事であ 七433

た︒

物の高さと其のかげの長さ 七432

七428

昨日の芽が︑今日はまっすぐ

新しい芽が︑頭に黒い皮をか

まだ皮を着けて居ますが︑葉

新しいのが二つ出か＼りまし

すっかり二葉が開いて︑

ぶって出て來ました︒

七426

に起上りました︒

七423

きのふ

おかあさんがおっしゃいまし

七419圏赤い花が咲くでせう︒

物の高さと其のかげの長さと 七419園董が赤いから︑

棒の長さとかげの長さとが︑

どんな物の高さでも計るこ

た︒

が︑ちやうど同じになる時があるに

ちやうど同じになる時がある

七421

七327

とが︑同じになることは︑

七319園

とが出來ます︒

七318園

ちやうど同じになった︒

七313

に違ひないと考へた︒

七302

違ひないと考へた︒

七302

其の中に僕は氣がついた︒
ひじやう

みんながいろくな事を言ふ

何時もお花が上って居る︒

土が掘返され︑

朝は物のかげが非常に長い

七292

七209

小さな茶屋が一軒ある︒

七296

七157 すると︑其の戸が急にぴたり
七212

おばあさんが一人目つちで︑

掘返された新しい土が︑暖い

くれ打がすむと︑

が︑

七213

七296

と閉ぢた︒

七159 又其の戸がしまって︑

七214此のおばあさんにむすこが一
人あるのださうだが︑

さわやかな

蛙の鳴く聲がする︒

七223翻
七243

もう苗代の仕事が始る︒

眞黒な牛が︑いうくと引い

七246

朝が來た︒

七162 さっきしまった南側の戸があ
いた︒

の戸がしまって西の戸があき︑

七163 北からはいらうとすれば︑北 七218圃 朝が來た︒
七164 北の戸がしまって西の戸があ
き︑

七251

て行くからすきのあとに︑

七166 東からはいらうとすれば︑東 七246
の戸がしまって北の戸があく︒

七166 東の戸がしまって北の戸があ

七252

日光に照らされる︒

七252

く︒

七171 くやしく思ったが︑仕方がな

七168 中へはいる事が出來ない︒

くれ打がすむと︑田に水がな
今度は︑牛がまぐはを引いて︑
七257遠田で鳴く蛙の聲が︑︿略﹀︑

七253

みなみと張られる︒

七252

く其のま＼家へ蹄つた︒
七174 工の家へ河成から使が來て︑
﹁︿略＞Q﹂と言っ た ︒

七175囹 お目にかけたいものがある
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が一が

がずっと大きくなりました︒
七436 昨日雨が降ったので︑

七526團

中隊長殿がおとうさん︑

愉快になります︒

七536囲
班長殿がおかあさん︑

しんさいばし

げきぢやう

心齋橋筋にはりつばな商店が
えいぐわくわん

堀端の町には映書館や劇場
人の波が後から後から押寄せ

七749

わっか層間ばかりの場所の

﹁︿略﹀︒﹂と言ふ者がある︒

修理が︑︿略﹀︑まだ何も出來て居り

七774圓

ません︒

七787園

わっか百間程の修理が二十

七776囹私があぶないと申したのは︑

石垣が出遣る︑

日たっても主導ぬやうでは困る︒

七809

村上彦四郎義光といふ人があ

いて︑

信長の家來に上島主水といふ

もう左官が壁をぬって居た︒

ひこしらうよしてる

七812

七684此のへん一たい電氣の光が輝

ます︒

七682

があって︑

七681

並び︑

暗がりでも武装することが 七679

七531国中々ほねが折れますが︑

出來ます︒

七436 今日は六つも芽が出ました︒

七532国

日日の仕事が︑おもしろく

七覗1 魂でもあるやうな氣がして
七嘱2 私は︑朝顔がかはいくてたま
七536囲

らなくなりました︒

七嘱4 集うす緑のがあります︒
七553

七817

或日︑信長が家來を集めて酒

話がたまく槍のことに及ん

七824囹

七823園槍は長い方がよいか︑

だ︒

七821

もりをして居た時︑

七819

うへじまもんど

七558

境内が廣く︑樹木が多く︑

先づ大阪城があります︒
けいだい

七687

けいだい

境内が遍く︑樹木が多く︑社
樹木が多く︑社殿がおごそか

殿がおごそかに拝されます︒

七706

七706

びじゅつくわん

に舞されます︒
くわだん

七709廣い花壇があります︒
防波堤が遠く績き︑

大阪が︑水の都として焚達し︑

ちやうど其の時︑藤吉郎が出

信長は長い槍が好きである︒

其の上︑突く力が弱くてい

七828

ます︒

七837園

槍は長いのがよいか︑短い

そこに槍の名人上島が居り

のがよいか︒

七834囹

七833園槍は長いのがよいか︑

仕した︒

七831

けませぬ︒

それとも短い方がよいか︒

七714

七826園長いと振廻しが不自由で︑

市内には︑自動車が走り︑

七729

まことに尊いいはれがあると

つれた︒

が︑

七744

大工や人夫が大勢働いて居た

らには︑

七桝5園長い槍がよいと言はれるか

かと存じます︒

七738 大風で外廻りの塀や石垣がく 七餌3園私の考では︑長い方がよい

いはねばなりません︒

七733

七827囹

一萬五千トンの大船が横附け
大小の船の帆柱が林のやうに
七719

自動車が走り︑電車が走り︑

見えます︒

七717

にされます︒

七716

ばうはてい

者が居た︒

七705

日月を金銀で現した錦の御軍
販路の荘司が︑家風の大男に

晴れた日でも︑空がどんより
大小八千以上の工場がこ＼に
各種の工業がはなはだ盛です︒

七719

大阪が水の都ともいはれるわ

多くの品物が︑自由自在に集 七721 川や堀に幾千といふ船が通つ

近代的な高い建物が並び︑

て居るのは︑

けは︑

しぜん大阪が一大商業都市と

つたり散らばったりするので︑

七656

七651

七636

あって︑

七632

曇ったやうに見えます︒

七627

入れたのだ︒

七578圓此の錦旗を此の荘司が手に 七708 美術館や動物園があり︑

宮の御旗を持たせて︑

七568

を押立てて居る者がある︒

七563

つた︒

途中には敵方の者が多かった︒

七445 うすい色の花が咲くのださう
です︒

七嘱9 小さい本葉が柔い毛をかぶつ
て出て來ました︒

た︒

七453 二十本とも本葉が出揃ひまし
七455 大きい本葉は長さが日記ぐら
ゐ︑

七459 おかあさんが︑冬こやしをか
けて仕立てておいて下さった土に︑

七468園 そろく花が咲きますよ︒
七469 おかあさんがおっしゃいまし
た︒

七481国 君は軍人が好きだから︑

七487國 かわいたてぬぐひで︑膿が
赤くなる程こすります︒

七493国 午前と午後に教練がありま
すが︑

大阪には大小千何位といふ橋
七674

があります︒

七661

して嚢達したのです︒

七507国 午後八時に夜の鮎呼があり︑ 七657

七522国 僕等の寝起きする室の中央
には︑長い机があります︒
しん だ い

七523囲 壁ぎはには棚があって︑

七522困 爾側には寝塁が並び︑

七524困 めいめいの持物が︑きちん

島の東端には中之島公園があ
ります︒

七674
と置いてあります︒

が一が
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七852囹 たゴ︑殿がそちの考を言へ
と仰せられたから ︑

七854園 して︑長いのがよいと言は
れる理由は︒

七855囹 刀は短いより長い方がよろ
しい︒

七857園 まるっきり槍のことがおわ
かりになって居らぬ︒

七861囹 天下の人が︑皆さう考へる
わけではありますまい︒

七877 槍の使ひ方がのみこめるもの
ではない︒

七882囹 中央の隊が十八人︑

七883囹左右の隊が各く十六人︒
七884圏 わしが扇で合圖をする︒

て︑

が違って死ぬやうな事になるかも知

七柵1園此の大金が無かったら︑氣

七柵1園

七伽6

だ︒

遠いく地平線に落ちて行くところ

小判が百五十両︒

かけ下りて堪る者がある︒

此の大金が無かったら︑

すっかり色がかはって︑

羽が︑見る見るのびて來ます︒

十何年も土の中にもぐつて居
七蘭7
七佃4医

其の目からは涙がひつきりな

至当6園外にまだ手紙が七八通︒
七㎜1

しにこぼれて居る︒

それがあなたのやうなお方
に拾はれて︑

七伽1囹

七㎜9囹あなたから一文でももらふ
仲間の者が國へ送る金をあ

氣があるくらみなら︑

七梱7囹

私どもの主人が國へ送る金

つかって︑

七捌9圏
です︒

これを受取って︑私の氣が
あなたの氣はすむかも知れ

すむやうにして下さい︒

七慨4園
七偽1囹

ませんが︑私の氣がすみません︒

家中の者がうゑ死をするや
家中の者がうゑ死をするや

うなことがあっても︑

承諾6圏
七伽7園

七十近い老人がわらちを作つ

妻らしい人がぼろをつゴつて

うなことがあっても︑

居り︑

七悩4
七悩5

旅人が︑わけを話してお禮の

て居た︒

七言6

赤い大きな夕日が︑今︑西の

金を出さうとすると︑

七伽2

めて︑

七伽3

一糎︑二糎ときざむやうに︑

日が落ちた後の空は︑

今沈んだあたりからさし出た

鏡のやうな月が︑森の上に美

七伽2

其のかげが畳の上にちらっい

花びんのす＼きがゆれて︑

七囲3

おかあさんが︑枝豆やくだも

小さい妹が手招をして︑

一番末の弟が︑お供物のおだ

とうく泣出したので︑私が

あれ︑松轟が鳴いて居る︒

﹁︿略V︒﹂と言ふおかあさんの

廻らない舌が〜そうかはい＼︒

何時の間にかきげんがなほつ

七撹4

七撹2

て︑

七梱7

んながついて歌ふ︒

七梱5 ﹁︿略﹀︒﹂と一人が歌へば︑み

七節5 ﹁︿略﹀︒﹂と一人が歌へば︑

七個4圏

おぶって外へ出た︒

七欄5

んごをたべたいと言出した︒

七㎜3

のなどを下さった︒

七㎜1

て居る︒

七伽2

しい姿を現した︒

七囲7

が︑金色に︑紅に︑色づき始める︒

眞綿を引きのばしたやうな雲

幾百筋の細かい金の矢が︑夕空を染

七伽1

七178

動くのがはっきりわかる︒

七伽3

居るやうに見える︒

とろくととけた物が動いて

七992

そこに革の財布が落ちて居た︒

渡し賃が高いといって︑

れない︒

七㎜1
まだ税金の通知が來て愚な

る蝉があるといふことです︒

七繊2圏
此の前の村會で戸敷割がき

いやうでございます︒

七悩3園

徴税令書が行かなかった

何だか申しわけがないやう

ちょうぜいれいしょ

まった時︑

七悩5園
のです︒

七価1囲
な氣がいたします︒

何だか申しわけがないやう
今日は村長が居られません

な氣がいたします︒

七価2圏
七価5圏

練さ︒

七冊3囹

一人の旅人が︑人夫と︑渡し
七価6

中には小判がどっさりはいつ
て居た︒

値嵩8圏
七柵9園

つたに違ひない︒

これは︑あの人が落して行

経塔7

こばん

賃を盲窪い安いと言合って居たが︑

七榊7

それ︑川が渡れる︒

が︑
七893 いよいよ仕合の日が來た︒
七川1 いたづらな子供が︑ぢきに破
七894大勢の家來が並んで見物する︒
つてしまふ︒
七902合圖のたいこが鳴った︒
七928A口圖のたいこが鳴りひゴいた︒ 七川9園 それがさ︑あってみると︑
鮮麗4園 相手はばかにすばしこいや
七933前足が丈夫ですから︑
つで︑立上るが早いか︑
七941針のやうな管がありますから︑
七麗6園ところが︑そこが日頃の手
七951此の小手が︑やがて木を下り

七959やっと長い地下の生活が終る
のです︒

七972かたい背中の皮が縦に割れて︑
七974中からみづくしい膿が現れ
ます︒

七974すぐに背中が出る︑頭が出る︒
七975すぐに背中が出る︑頭が出る︒
七986しわくちゃにた＼まれて居た

七975寒いて足が出て來ます︒
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が
が

お聲がしたので︑

七麗6 何だか此のま＼寝るのが惜し
いやうな心持がし た ︒

七麗6 何だか此のま＼寝るのが惜し
いやうな心持がし た ︒

七偽3圃 あちらこちらで 鳴子が
ひゴく︒

七悩7 アメリカ行の日本丸が︑三時
に出帆するのです ︒

七燭1 まだ外國へ行く船の出るのを
見たことがありません︒

七価2 にいさんが連れて行って見せ
てやらうと言はれたので︑

七悩7園 春子︑あれが日本丸だよ︒
七燭1 船罷の上部が出て居ます︒

七燭5 けた＼ましい音がして來まし
た︒

七伽7囹 どらが鳴って居る︒

どこからどこまでが港内か見

大きい汽船が三ざう五さうと︑
八34圏

八26韻
波また波︑

たゴ一筋︑

沖が遠い︒

道が白い︒

大年が四五歳の時から︑

ずらりと並んで居ることがあ
今年生まれた七つばめが︑た
まだ口ばしの下の赤色が︑親
口ばしの爾わきが︑幾分黄色
かうして大勢のつばめが並ん
或年の十月の末︑子供がつば
きん

日本の文字を記した小さい金
試みにしるしを附けて放した
遠いオーストラリヤまで行く

今年生まれた子つばめがたく
約十萬羽のつばめが急に落ち
八85

九月の中頃急に寒くなり︑雨

其の年は氣候が不順で︑

す
今年或家の軒下で巣を作った
來るといふのです︒

つばめが︑來年又同じ巣へもどって

八103

が降績きました︒

八87

て來ました︒

八84

さん居ます︒

八78

のがあるといふことです︒

八口2

ものだといふことがわかりました︒

八68

屡の板が附いて居ました︒

ぞく

八66

めをつかまへました︒

八64

で居るのを見ると︑

八47

に見えるのさへあります︒

八45

つばめ程こくありません︒

八44

くさんまじって居ます︒

八42

ります︒

八41

六羽ぐらゐ並んで止って居るのを︑

つばめが︑電線や物干竿に五

七川6

七構2

或年の冬︑大挙が思はず﹁寒

名高い四十七士の墓がある︒

當時︑膿がもうこれだけ丈夫

大將が十歳の年︑

せまい土間があるだけの︑

アンテナが︑

八36

七川8
子供たちが無心に拾って居る

きはめもつきません︒

七襯3
おく
幼少の時膿が弱く︑其の上臆

ばかりです︒

七鴇1

第一藩主に丸しても申しわけ

自分の子供がかう弱轟の泣轟

病であった︒

びやう

七瑠7
では︑

七備8

七雄5

がない︑

七幽8

大將が何かたべ物の中にきら

い︒﹂と言った︒

七矯9

大工が何かたべ物の中にきら

ひな物があると見れば︑

七備9

大聖がなれるまで︑

ひな物があると見れば︑

七備2

七燭8 にいさんが言ひました︒
七梛1 そこには人が一ぽい居ました︒

うち中の者がそればかりたべ
全くたべ物に好ききらひがな
七爾6

七㍑2

此の家にそだった乃木大將が︑

細長い煙突や
背のびしてみる︒

八16圏

一生を忠誠質素で押通して︑

しっそ

七柳9

になって居たのである︒

七備9

いやうになった︒

七備5

るやうにした︒

七描3

るのです︒

七重3 ついそこに日本丸の甲板があ
七餅9 あらゆる色のテープが︑降る
やうに入りみだれて落ちて來ます︒
が︑しっかり持合って︑

七悌5 見送る人々と見送られる人々
七儒7 樂隊のしらべが︑高く低く︑

七儒8 萬歳の叫び聲が︑こ＼でもあ
すこでも起ります ︒

七川1 氣がついて見ると︑

七川4 小蒸汽船が︑煙を吐きながら
行ったり來たりして居ます︒

やはりさうであることがわか

あの家の軒下に作った古巣が

日本に春が來ると思へば︑

りました︒

八106

八119

八113

春になると︑誰もが此の珍し

なつかしいのでせう︒

八121

いお客の蛉って來るのを待ちこがれ

人の首を取ってお祭に供へる

て居ます︒

しかし︑お祭が近づくと︑

風があった︒

八132

八138

これから毎年一つづつ供へ

八141園去年取った首があるはずだ︒

ることにするがよい︒

八145圏

しばらく下取の事も止んで平

和が績いたが︑

八153

翌年も翌々年も︑同じ事がく

もう供へる首が一つもなくな

度に首を取って供へて居た︒

八153外の部落では︑毎年祭がある

八158

つた︒

蕃人どもが役所の近くに集つ

それ程首がほしいなら︑

り返された︒

八紛5

八174

八169園

八177

阿里山蕃には首取の悪習がふ

赤い着物を着た人が來た︒

て居ると︑

八186

皆さんからのお手紙がのつ

つつりとなくなった︒

て居ると︑

八192囲

誰さんからのだといふこと

が︑すぐわかります︒

八195国

が一が
374

會の様子などが︑目に見えるやうで
したが︑

八368

です︒

十二番の舞がめでたくすみま

頼朝が義仲を攻めようとする

のをさとって︑

八392

八394義仲からはすぐ返事があって︑
八398少しもすきがありません︒
八401其の刀に見おぼえがあった頼
朝は︑

其の時十二になる娘がありま

いふので︑

八402此の女にはゆだんが出來ぬと
八405

松林の中に石のらうがありま

おくてだけが︑こ＼かしこに

残ってみる︒

八478

村でこれ程痛快な仕事があら

手にかけた稻が︑此の機械で

稻かけから運ばれた霜野の山

八491

前にはかき出されたもみが︑

わら
後には藁の山が積まれ︑

八493

日なたに敷いたむしろの上に

重書の太陽が輝いて︑

黄金の小山をきつく︒

こがね

八492

が︑片端からへって︑

八489

見るく片附けられて行く︒

八486

うか︒

八483

る︒

の静かさを破って景氣よく聞えて來

八262國海岸は花が咲いたやうです︒ 八374 其の五番目の舞を舞ったのが︑ 八481 組合の脱穀機の音が︑あたり

海が珍しく︑

八197圏 皆さんの山遊のことや運動 八257團奥地に住んで居る人たちは
す︒

になりますが︑

出勤を急ぐ人たちが通る︑

箱を胸に下げて立ってるる︑

八291圃老いたロシヤ人が︑

盛る︒
くわもつ

みる︒

ごくかすかに︑轟の音が聞え

は︑猫がほかほかと暖さうに眠って

八494
それが萬壽姫で︑

八497

した︒

八406

萬壽が御殿の裏へ出て︑

ば

小さい門がありました︒

と

八424

は

八425

れんぐわ

あの中には石のらうがあっ

天略﹀︒﹂と申しました︒

て︑

八429園

した︒

八唱2

豊島がかけよって︑
二人が互に取りすがって︑

八嘱3
八462

空は眞青にすんで︑朝日がや
けた＼ましく︑もずが鳴く︒

がて野ら一面を明かるくする︒

八474
八476

八509

梢にすゴなりの柿が︑赤々と

ゆずの實が︑みづくしく金

大根や菜種の葉の緑が︑生き

長く黒く引く物のかげが次第

弱々しい日が遠い山の端に

西の空は夕ばえが一きは美し

八509 日が落ちて︑

か＼る︒

八507

にうすれて︑

八505

くと畠に績いてるる︒

八502

色に輝いてみる︒

八501

照ってみる︒

八499

るやうに思ふのは︑

赤煉瓦の建物のすきから見えて︑

で居る︒

八321圃
ジャンクが 静かに浮かん

つるがをか

はちまんぐう

八342心
おのれの馬には人が乗り︑
みなもとのよりとも

後向きに乗るもあれば︑

御殿に仕へて居る萬壽がよか

あとの一人がありません︒

て︑唐心様が押込められて居ます︒

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ 八429囹あの中には石のらうがあっ
八357

舞を奉納する事になって︑

八355

八361

らうと申し出た者がありました︒

御殿に仕へて居る萬壽がよか
らうと申し出た者がありました︒

八361

八426そこへ下仕の女が來て︑

八314囲 ロシヤ町波止場の海が︑

く︒

八306圏
鐘を鳴らして貨物列車が行

かね

電車が こうくと走って
八303圃

く︒

八301圃すれ違ひに 自動車が回る︒
小僧さんの自轄車が後に績
八302圃

勢よくステッキを振りく︑

八295圃

パン

八202團 大山通とか乃木町・東郷町 八263五重洲は雨が少く︑
かの萬圭研姫であったのです︒
八263恒河がこ＼に來てから二箇月 八388 これには深い事情があったの
ふとう

とかいふのがあることをお知らせし

ました︒

八205国 一年間に汽船が何千さうも

八204国大きな埠頭があって︑
出入し︑

八207團 百萬近い人たちが乗り降り
まんしう

することも書きました︒
まんしう

八214国 前面國が出來てからは︑
げんくわん

八215團 満洲國が出干てからは︑
こ＼が表玄關になって︑
八219團 特別急行列車﹁あじあ﹂が︑
すばらしい速さで走って︑

八224国 日本内地へ往復する船が毎
日のやうに出て︑

八228国 翌朝にはもう東京の土がふ
めるのです︒

八229囲初めロシヤ人がこ＼を開い
た時︑

八237団 其の頃造られた大きな煙突
が︑埠頭の近くにそびえて富ます︒

八243困 當時こ＼に立て居た日本の
若い技師が引受け︑

八249團 満洲人の間にも︑日本語が

だんく廣まって行きます︒
八252國 昨日も市場を見に行かうと
ほしがうら

して︑道がわからなかったので︑

何千人置もなく集りました︒

八255國 星雲といふ海岸公園があ 八366 頼朝を始め舞見物の人々が︑
ります︒

375
が
が

い︒

八511 垣根に咲残った二三りんのコ
スモスの花が︑夕やみにかすかに浮
いて見える︒

八513 たき火のにほひがする︒

八517 馬のひづめの音がして來たと
思ふと︑

八518 騎兵の一隊が︑勇ましく私た
ちの前を通り過ぎました︒

八522軍隊が今夜此の町を通るので︑
八526敷垂の戦車が來ました︒
八528潔いて歩兵が近づいて來まし
た︒

八529ちやうど接待所の前で︑隊長
が︑ ﹁︿略﹀︒﹂と號令をかけました︒

変説をついで上げて居ます︒

八53女
8子青年團の人々が︑並んで

おって︑土手のかげをかけて行くの
は︑

八697
八701

八712

ガリレオが不思議に思ったの
其の一回々々の時間が︑どう

ランプが一回動くのに脈が二

ランプが一回動くのに脈が二

つ打つと︑

八71一

やら同じであるやうに思はれてなり

騎兵が土をけって走るのを見
ません︒

を見ました︑

八566
ました︒

御統監の大元帥陛下がお出ま
私たちは何ともいはれぬ感じ

しになりました︒

八569
八578
がして︑目が涙で一ぱいになりまし

其の綜を短くすれば振方が速

ランプの動きが次第に小さく

つ打つと︑

目が涙で一ぽいになりました︒ 八713

た︒

八578

兵隊さんが私の家にも泊ると

八724

なって︑

八585
いふので︑

く︑長くすれば振方がおそくなりま
す︒

ます︒

八734
八735

オランダのホイヘンスといふ

齢り過ぎて︑

此の卓見があってから七十年

いたましくも赤い血が附いて

任務を果して氣がゆるんだの

東京に博覧會が開かれた時

はくらんくわい

みなか者らしい一人の青年が︑

の事である︒

八798

それが廣く世間に使用される

毎日毎日機械館に來ては︑

八835

それは︑たて綜が切れ＼ば自

どうにか作り上げることが出

やうになった︒

八843

來た︒

たて綜が切れ＼ば自動的に運

動的に運轄が止り︑

八848

八848

よこ綜が無くなれば自動的に

韓が止り︑

これをおぎなふ仕掛になって居る機

八餌8

械で︑

彼が織機の研究を始めてから

まことに驚くべきものがあっ

家族の人は︑彼が何時寝たか

彼が何時寝たかも知らない事

研究室にはいった佐吉は︑日

ものが︑ ﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

八877あとからついて行った家族の

八871家族のものが心配して︑

八869東の空に朝日がのぼった︒

八869遂に夜が明けて鶏が鳴いた︒

にはとり

遂に夜が明けて鶏が鳴いた︒
八868

が暮れても出て來ない︑
にはとり

八867

が多かった︒

八865

も知らない事が多かった︒

八864

た︒

八862

三十年︑

八853

が出覧る︒

さびしい 八724 長くすれば振方がおそくなり 八853 一人で四五十塁を取扱ふこと

皆が﹁︿略﹀︒﹂と︑ちやうち

んをあげるのに答へて︑

八609

びやうぶ

乗手が用心するならば︑

人が︑今までにない正確な時計を獲

たまく其の附近に居た我が

取扱兵がすぐ抱上げて︑

これが振子時計の始りです︒
はと
血に染まった一羽の鳩が飛ん

明しました︒

八739

八797

か︑

八791

居た︒

八783

軍の兵が︑これを獲証した︒

八778

八744

八743

日が静かに落ちて行く頃でし

で來た︒

ちやうど今︑番人がランプに
てんじゃう

火をつけたばかりのところでした︒

八686

の有名な大寺院へお参りをしました︒

ガリレオといふ置生が︑こ＼

がこめて︑

た︒

八682

あたかも屏風を立てたる

八616霊木の葉が落ちて
庭に︑

八649図
八659二言

が如し︒

さんが︑﹁︿略＞Q﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

八騒1ほこりと汗で眞黒になった兵隊

八682

イタリヤのピサの町にタもや

と出されるので︑

八543 いそがしくて目がまはるやう
です︒

八548 北の方で銃聲が聞えました︒

八554 耳をつんざくやうな大砲の音

八552 飛行機が勇ましい音を立てて︑ 八684
がします︒

八555 早く飛んで行って見たいやう

天井からつるしてある此の
大きなランプが︑ふとガリレオの心

八688

をとらへました︒

な氣がしました︒

八556 寒い北風がびゆうびゆう吹い

つい今しがた︑番人が火をつ
けるために手を解れたからです︒

八696

八556 今朝は霜がたくさん下りて︑
て居ます︒

わら
八564 た岱歩兵が木の小枝や藁をせ

ちが待ってるると ︑

八902 粉雪が幾日も降績いて︑
えん
八911 村はつれの辻堂の縁に︑僕た

誰かが︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 大 聲 に 叫

がいらっしやって ︑

八912 やがてスキーをかついだ先生

んだ︒

八924

中へ飛込んだところだ︒

八926 大きな兎が︑ちやうど小松の

す︒

これと同じやうな事が︑我々
ダイヤモンドはわっかしか出

の生活においても考へられます︒

八柳1
八柳6
ませんから︑皆が手に入れるといふ

八佃6

八柵3

ちやうど世界中の人が︑皆打

空氣にはねだんがないのです︒

もし空氣が無かったら︑

ことは出警ません︒

八佃7

かういふ事が考へられます︒

品物が少くて買ふ人が多い時

品物が少くて買ふ人が多い時

反封に︑品物が多くて買ふ人

品物が多くて買ふ人が少い場

が少い場合には︑

八田5

合には︑

ちやうど打出の小槌が︑ただ

ハワイの人口約三十八萬の中︑

十五萬が日本人で︑

八佃9

八冊9 十五萬が日本人で︑それが曲辰

業・漁業・商業を始め︑あらゆる職

ハワイが今日のやうに嚢達し

業に従事してみるのだ︒

みんな日本人の手で作られた

たのも︑

八舶2

八湘9

物が︑使はれてるるのかも知れない︒
や し
いたる所に椰子の木立がある︑

八㎜5 熱帯植物のこい緑が映じ合ふ︒

八伽3 並木が績く︒

八捌3
世界中の人が皆持てば︑

八梱2 さまよってみるやうな氣がす
じことです︒

一義5 地上のあらゆる物が︑色あざ

八擢1

八梱8

こ＼ではあっといふ間に日が

日が西に傾いても︑

やかに見える︒

船が岸壁に近づくと︑

ことになつかしいものに思はれる︒

島上の此の美しい都市が︑ま
八冊6

雲の色どりが何ともいへぬ美

八搬4

星の一つくが大きく見える

大空に星が一ぽい照輝く︒

我々が普通星形といってみる

コロンブスがアメリカを襲見

して蹄つた時︑

八悩5

八旧6 土人の群が︑椰子の木かげで︑

八旧2 しかも音樂が大好きである︒

八榴1 性質がごくおとなしく︑

八榴1 膿が大きいのに︑

形の通りに見える︒

八擢6

ばかりか︑

八槻6

しさを見せる︒

八擢3

落ちてしまふからである︒

もうぎっしりと出迎の人々が

めいく首にかけた花の首か
もと︑土人が親愛の情をあら
土人が親愛の情をあらはすし

どこかで萬歳の聲が起る︒

横濱で送られた時と同じ日本
一艦︑こ＼がどうして外地か
と言ひたくなる︒

八佃5

語の歓聲が︑こ＼でも聞かれる︒

くわんせい

八擢9

八術7

般の風習になったのださうである︒

るしであったのが︑今ではハワイ︸

八群4

はすしるしであったのが︑

八帽3

ざりが︑目立って美しくみえる︒

八群1

つめかけてみる︒

八佃8

八恥4

る︒

世界中の人が皆持てば︑ねだ

一つしがなければ︑

八割6
八川8

出の小槌を持ってるるやうなもので

一つには︑我々が其の物をほ

物にねだんがあるのは︑

す︒

八㎜9

いま一つには︑其の物が得が

其の物が得がたいといふこと

せり市へ行って見ると︑商人

時にねだんが高くなったり︑

、

んがなくなってしまふといふのと同

八鵬1

八928 松の枝から雪がこぼれてみた︒

けいしゃ

す︒

八㎜3
八軒4

大勢の中から四五﹀︒﹂など
もうそれ以上高いねだんを附
これと反封の事があります︒
同じやうな品物を費る店が︑
多く並んでみるとします︒

八佃7

八冊6

ける人がないと︑

八柵2

といふ聲が起ります︒

八佃1

が﹁︿略＞Q﹂と言ひながら︑

八佃7

とがわかります︒

︿略﹀が原因になってみるこ

が原因になってみることがわかりま

八鵬2

ことがわかります︒

たいといふことが原因になってみる

八佃2

しがるといふことと︑

桑川8

八931 此の邊では︑雪が二米近くも
あって︑

八932 快い傾斜が幾箇所となく並び
績いてるる︒

八935 すばらしい速度がついて︑
キーがうなる︒

八936 すばらしい速度がついて︑ス
天
36 空氣が耳もとでうなる︒
ノ0σ
る︒

八941見る見る顔がはっきりして來

こづち

八953もうくと雪煙が立つ︒
八953雪煙が消えると︑
八953先生の笑顔が浮かんで來た︒
八965雪の上の樂しい書食がすむと︑
八悩1回覧これが義纒の弓なり︒
八悩8 昔︑鬼が持ってるたといふ打
出の小槌を︑

八価5 それで何でもほしい物が打出
せるといふことで す ︑

八柵3 世界中の人が皆手に入れたら
どうでせう︒

八伽6 新しいのが幾つでも打出せま

111に111に111111

4は3は32
、

ノ天ノ天
ノ天
ノ、

一が
が

376

377

が一が

代るぐ立って︑

八悩8 一日祝賀會の席上で︑人々が
一 人 の 男 が︑﹁︿略﹀︒﹂と言つ

て冷笑しましたQ

八伽1

八衡3圏 陸地に出あったのが︑それ

八溜4

八齪8

いわしの重みで︑船がぐっと

いわしの山が築かれる︒

網がつぼまって來たところで︑

傾く程だ︒

八溜5
しんく
垂れふを知らせる眞紅の吹流

しが二本︑威勢よく風にひるがへっ

八悩3

入口のそばに池があって︑

てるた︒

八悩8

そこに甲の長さが一米もある

程の手がらだったらうか︒
ばんぎ
八174 板木が鳴りひゴく︒

八176圏船が出るぞう︒
八悩8

八鵬2

そこに甲の長さが一米もある
きれいな海水が︑細かいあわ
緑の何ともいへない程美しい
緑色のすき通るやうな鰯手が

小さい金目花がむらがり咲い
これがもし目をつぶって居た
おとうさんがお笑ひになりま
すき通った寒天のやうな艦か
あ＼いふ風に艦をしぼると︑

二三四五米ぐらみの圓い池が
中にたくさんの﹁いわし﹂が

あって︑

八伽2

中の水が勢よく下へ出る︒

八慨6園

ら︑腕が玉本も出て居ます︒

八閥4

した︒

八苦1

ら︑

八塚5

たやうな﹁いぼやぎ﹂だの︑

八搦6

やく﹂だの︑

菊の花のやうに美しい﹁いそぎんち

八搦3

物がはいって居ました︒

八価8

を立てながら︑

八悩5

﹁うみがめ﹂が居るのには︑

八燭1

﹁うみがめ﹂が居るのには︑

八専4 幾箇所にもたき火が始められ
る︒

八伽8 機械が掛る︒

八伽9 磯にくだける波が︑船を陸へ
押上げようとする ︒

八伽1 さを張が︑満身の力をこめて
さをを突張る︒

八伽9 僕は文治とへさきにすわって︑
船が上ると膿を浮かすやうに︑

八㎜1 船が下ると膿を沈めるやうに
してみた︒

八㎜3 文治が指さしたので︑
八糊3 見ると船が一さう走ってみる︒
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と大聲に呼びながら︑

八欄5 子供が一人︑船の眞中に居る︒
八欄8

ともに居た 船 方 が ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂

文治が立上りかけ る と ︑
八㎜9
とどなった︒

八矧6 何十さうといふ船が︑今思ひ
﹁︿略﹀︒ ﹂ と ︑ 一 人 が 音 頭 を 取

くに網を張ってみるところだ︒
おんど

ると︑

八髄3

合はせて︑

八重3 大勢の船方が︑みんなこれに

泳いで居ました︒

八㎜4此のたくさんの﹁いわし﹂が︑
ガラスを張った大きな窓のや

池のふちに沿うて︑

八川一

種々の魚の泳いで居るのが見

うなものが順々に並んで居て︑

八欄2

五六十糎もあるのが︑いう

られました︒

八傾7

背中のあたりが黙々と空色に

くと泳いで︑
八襯1

少し様子の違ふのが﹁はうぼ

光るのは︑

八備3

ちやうど飛行機が空中を滑走

う﹂です︒

八備6

﹁かれひ﹂が砂の中にもぐつ

胸の所に足のやうなものがあ

するやうに︑

八粥9
つて︑

八四5

せんするかん

あの普通に頭といって居る所

ちやうど潜水艦が水中にもぐ

どこに居るか見當が附きませ

て居る様子です︒

八口8
ん︒

八備2
つて︑

八備1

胴から足が出ないで︑

が實は胴で︑

八号2

頭から足が出て居るのださう
八備4園

其の中に﹁たこ﹂が泳ぎ始め

あ＼いふ風に頭が傾いて︑

です︒

八備2

八備7

これが﹁いか﹂だと︑

ました︒

八二9

﹁たかあしがに﹂といふ大き

八帽4

口には色々込入った道具が附

足が長い割合に︑

なかにが居ました︒

八川2

八帽7

それがちやうどお人形さんの

其の上の所に小さい鰯角があ

いて居ますが︑

八㍑9

つて︑

八帽9

少しの青いものが︑

春

つい

ひそ

﹁︿略V︒﹂と︑私が言ったので︑

かはいらしい両手を思はせます︒

八柵5

二三匹の目高が︑

かに芽ぐんでみるのを︒

八柵3圃

八柵8圃

すべてのものの上に︑

く泳いでみるのを︒

が そっとしのび寄ってみるのを︒

八励5團

汽車の窓には關東平野がう

ところどころに梅が咲き︑変

ところどころに梅が咲き︑

ら＼かに晴れて居る︒

八旧2

八捌3

八捌3

雑木林の梢が︑ぼっと煙った

ざふき

の緑があざやかに廣がる︒

八倒4

八齪4

八梱7

平野がつきて︑山が次第にせ

平野がつきて︑

遠山の姿が美しくなった︒

やうに見えるのも︑

八慨5

谷間に沿うて所々に山村があ

まって來た︒

八佃6

何だか春が逆もどりして行く

温泉場がある︒

り︑温泉場がある︒

八旧6

やうな氣がする︒

八三8

八塒9 何だか春が逆もどりして行く
やうな氣がする︒

八仙8 川を傳ひながら上ると︑残雪

九19
て︑

九22
ぐQ

季節はつれの雪が降ったりし
よく意地わるの雨が降りそ㌧

九23 雨が止んで嬉しやと思ふ夜半

がだんく深くなる︒

途方もない南風が吹出して︑

にひがた

ひばり

雲雀の歌が︑かすんだ空にの

九44

九44

春ののどけさが︑ほんたうに

始めて人の心が落着く︒

花が散って︑

チューリップ

つぼみ

の蕾が︑

ぐんくふくらみさうな
はと

幸吉といふ表具師が︑鳩の艦

かうきち

晩だ︒

九了6

人々を驚かしたといふ話があ

を研究して大きな翼をこしらへ︑

九78

意外にうまく空中を滑走する

ります︒

九84

がっしゅう

アメリカ合衆國にラング

ことが出來ました︒

九92

リ・エンタールが死ぬ三箇月

レーといふ人がゐました︒

九104

霊前のことでした︒

も︑

九106模型飛行機が飛ぶのですから︑
九113ライトといふ兄弟がゐました︒
九115何よりも機械が大好きでした︒
九117リ・エンタールが死んだこと

九139

彼等もまた飛行機を作ること

實際の物を作るのが得意でし
百米以上も空中を滑走するこ

上天氣で︑風がちっともあり
兄のウィルバーが︑最初に乗

ませんので︑

九137

りませんでした︒

りました︒

九1310プロペラが重職すると︑

した︒

九149三日目の十二月十七日が來ま

九1410
朝から大分風が烈しいので︑

揺します︒

えう

九153弟のオービルが乗りました︒
どう
九158風が強いので機は上へ下へ動

九162動力による飛行機が︑人間を

人間をのせて空中を飛行する

のせて空中を飛行することに成功し

たのは︑

ことに成功したのは︑これが始めて

九164

其の都度成績が上って行くや

つ ど

だといはれてゐます︒

九166

兄ウィルバーが乗った時は︑

うでした︒

九167

ちう返りや木の葉落しの妙技

に︑世間が驚の目をみはったのもも

九171

大陸といはず大洋といはず︑

う昔のこと︑

九173

飛行機が自由自在に空中を飛んで

きろく

これが實に飛行機における人

類最初の輝かしい成功記録であった

九178

のです︒

あめ

さ ど

海の上に浮かび出でたる佐渡が島山

で︑

いろくの物の形が︑ごた

くと耳にはいり目にはいるばかり

九241

ンセットにはさまれて︑

すやくと眠 九131 寒くて強い力の出るものがあ 九236 小さな鐵のねちが︑不意にピ
何か︑あたりが

赤ちゃんが
さうして
アネモネや

ひましたが︑

行く春を惜しむ心が︑そろ 九1210 ガソリン爽動機がよいとは思 九233図圏 天も水もひとつに見ゆる

とが出來ました︒

九127

た︒

九123

じっさい

が︑年來の望であったからです︒

九1110

ばせたことも︑

けやきの大木が︑淡褐色に 九117ラングレーが模型飛行機を飛

味は＼れる︒

九49

淺緑に︑梢々が煙るやうに見
やがてそれがほゴ一様の若緑

九68圏

うきくとそよめく晩だ︒

九65囲

つてみる︒

九57圃

く胸にせまって來る︒

九54

の色に映え出す頃は︑

九52

楓の芽の紅が︑ゆめのやうに

かへで

九410

ばっと大空をいうどる︒

白雪にうつもれた景色が開け

九51

で來た︒

八㎜4 忽ち窓外に雪の降りしきるの
やなぎ

が見られる︒

九14 柳の芽の緑が日ましに太り︑

九15 畠や道端の若草が目に見えて
つぼみ

のびて得る︒

かっしょく

九45

どかに聞かれる︒

九41

くと見れば︑

九27 暖な春の日が一日か二日も績

が多い︒

から︑

八面6 さつき上って來た線路がずつ
九24

何時もかうして氣をもむこと

と下の方に見えて ︑

ぐんま
八千6 しかし今刻々と群馬縣がつき︑

九25

にひがた

新潟縣が近寄りつ＼ある︒
しげくらだけ

八搦6 新潟縣が近寄りつ＼ある︒

八櫛9 高さ二千米の茂倉岳が天にそ
びえて居るはずだ ︒

八旧2 汽車はや＼速度が加つた︒

八旧6 いたづらに時間が長いやうな
氣がする︒

八梛6 いたづらに時間が長いやうな
氣がする︒

八旧7 かすかな光がさし込むと見る
間に︑

天ヨ9 急に世界が明かるくなった︒

八ノ
九18 蕾のほころびることがあるが︑

廣がる︒

雪は深さが二米もあらうか︒

え︑

何時の間 に か 曇 っ て 來 た ︒

あれ程うら㌦かに晴れて居た

2 が 8 1 。1 1
行手の山がぼっと白くかすん

、

1田1i

八八
八

空1弱1弱だ

160

が

が

378

379

が一が

九242 何が何やらさっぱりわからな
かった︒

九245 こ＼は時計屋の店であること
がわかった︒

九247 ぜんまいなどが並んでみる︒

九312

今まで死んだやうになってゐ

た懐中時計が︑忽ち愉快さうにかち

ねぢは︑自分がこ＼に位置を

くと音を立て始めた︒
九313
占めたために︑

九314

此の時計全艦が再び活動する

ことが出來たのだと思ふと︑

九2410 いろくな時計がたくさん並 九314 此の時計全艦が再び活動する
んでみる︒

九263園 ただ自分だけが此のやうに
九318

一日おいて町長さんが來た︒

ことが出來たのだと思ふと︑

九266 不意にばたくと音がして︑

九3110園小さなねちが一本いたんで

小さくて︑

九266 小さな子供が二人︑奥からか
ゐましたから︑

九327東の空が明かるくなると︑

け出して來た︒

九278 大きなせきばらひが聞えて︑

九328

みた軍艦の壮大な姿が︑だんくに

今まで軍港のやみに包まれて

九279 父の時計屋さんがはいって來
た︒

人の顔がやっと見分けられる

これから號令が次々に下る︒

朝の静かさが忽ち破られ︑

きりつ

九355

千敷百人の乗員が︑愚計に從

ば︑

九483図圃

お馬が通る

やれ打つなはへが手をす

九476図圃雀の子そこのけそこのけ

そこで五分間の休憩があって︑

つて規律正しく活動する其のさまは︑
きうけい

九358

先づ﹁︿略﹀︒﹂のラッパが一

かいけふ

やがて行手に金門橋が水ぎ

何となく胸がをどるやうで

九493国船が金門海峡にさしか＼つ

て︑

九496國

した︒

九497国

薄の右手に大市街が見え出

それを過ぎると眼界が開け

は高く現れ︑

九499国

て︑

しました︒

九499国

九511国 きっと港の景色が︑︿略﹀︑

サンフランシスコには︑日

油壼のやうに見えます︒

本人がたくさん住んでゐます︒

九513囲

九527団

皆さんに見送っていたゴい

あの向かふに日本がある︑

九516古今︑私が泊ってみる旅館も

九528圏

や し

た横濱があると思ふと︑

九5210團 町には椰子の葉が茂り︑

カリフォルニや州の南部は︑

九5210囲冬もばらの花が咲くといひ

ます︒

りっぱな日本人町がありま

日本人が早くから当て農業を囲んだ

九532困

所で︑

す︒

日頃貧しと聞きし一豊が︑ 九535国

九472荒園彼が今の心にて人となら 九537團 食料品などを費ってみるの

よくもか㌧る名馬を求めしものぞ︒

九436図囹

る足をする

九361

はだしのま＼の水兵員が後甲

きは高くひゴき渡ると︑

九362

當直騙事から威勢のよい號令

板にはせ集って︑

九366

先づ下士官が︑甲板の吐水口

がかかる︒

九372

からふき出る海水を︑桶に汲んでは
け

洗刷毛を持つた敷十人の水

あらひば

どんく流すと︑

九374

兵が︑甲板をこすりながら頭を並べ
て進んで行く︒

りこま︑ 人の山が出來て︑

九381 いろくの話が出る︒
九382 ﹁食事﹂のラッパがひゴく︒
れる︒

甲板士官や傳量子が起きて來 九388 ﹁君が代﹂のラッパが奏せら
かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑ 九391朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

れ︑

九344

九347

ひらめきながら︑

當直將校が元氣のよい聲で號

九351

令をかける︒

九344

る︒

九342

板に來て︑

九338時鐘番兵がことくと後甲 九387艦尾の旗竿に軍艦旗があげら

じしよう

やうになった頃︑

九337

警戒してみる︒

九376甲板洗がすむと︑
あらはれて興る︒
九282 出して置いたねちの無いのに
九378 ｪ﹀︒﹂の號令が下る︒
九329 當直將校の姿が見え︑
氣が附いた︒
しやうしんがうへい
九331 望遠鏡を持つた掌信號兵が 九379其の中に上陸員が蹄上する︒
九283囹 ねちが無い︒
九379 ﹁お早う︒﹂が言ひかはされる︒
遠くを見張ってみる︒
九285園 あれが無いと︑
くわいちゆう
九285園 町長さんの懐中時計が直 九333 銃を手にした番兵があたりを 九381火なは一本の煙草ぼんのまは
せない︒

九288 役に立つことがあるのかしら
と︑

九291 若し見つからなかったらと︑
それが又心配になって來た︒

九298 今まで雲の中にみた太陽が顔
を出したので︑

ねちが其の光を受けて︑

九299 日光が店一ぽいに差込んで來
た︒

九2910

た女の子が︑それを見つけて︑

九302 ふさぎ込んで下を見つめてゐ

「〈

が一が
380

が見かけられま す ︒

九539圃

九598国

きょり

一つくの距離が等しく︑

其の地下善道や高架鐵道ま
高い建物が︑︿略V︑によき

によきと立ってるます︒

九609国

でが︑申し合はせたやうに︑

九604団

まじいひ団きを立てて走ってゐます︒

九603国

見るからにおいしさうな果
九
5
9
8
国
通
が十二で︑
かうか
街上には高架鐵道が︑すさ

軒並みに日本語が聞かれ︑

物が︑山のやうに積まれてゐます︒
九5310国

九541国 日本人の子供や女の人が︑

店先でにこくしてゐます︒
くわつやく

九543圃 日本の選手がめざましい
活躍をしたことは︑

た︒
くわつばつ

た方がよい程大きな︑

九547国涙が出る程嬉しく思ひまし 九612国 川といふよりは海峡といつ
むじゃき

に包まれたマンハッタンが︑あたか

﹁︿略﹀︒﹂と鳴く鳥の聲の實況

全面の人々が︑其の美しい聲

九751

すばらしく大きな鹿の角と三

甚次郎は︑胸がこみ上げるや

日月の前立との附いた冑がかざって

ある︒

て慮る︒

り

敵の毛利がだんく攻寄せ

まロつ

九765囹

うに嬉しかった︒

千年來不思議がられた聲の主 九757

﹁︿略V︒﹂といふ人が出て來ま

を聞きました︒
九665
した︒

九6610

が︑始めてはっきりとわかりました︒

いはば我が國に二つの名鳥が

出來たことになりました︒

九672

ねらひ違はず︑狼介が満月の

尼子方の秋上伊織介がそれ

いおりのすけ

品川大膳といふ荒武者がみた︒

だいぜん

九7710

九798

牛耳熱帯地方の鳥で︑それが

夏の間だけ日本へ飛んで來るのです︒

を見て︑

九674

五時間目の授業がすむと︑

九684

如く引きしぼってみる弓のつるを︑

九801

九817

忽ち狼介の大きな能が︑鹿介

片足が洲の端にすべり込んで︑

の上にのしか＼つた︒

九818

午後の日がかんくと照らし 九805 洲に上るが早いか︑
當番が︑農具小屋から︑︿略﹀

る︒

やはらかい黒い土が︑むく 九822 血に染まった短刀が光ってゐ

つた︒

それに糧食がとうく旧き

りやうしよく

毛利の旗がひるがへった︒
てふ
京都では花が咲き︑人は蝶の

てしまった︒

九829

其の後幾度か烈しい戦があっ

中からみづくしい白茶色の 九824園 現れ出た狼を︑鹿介が討取

隣では︑董がくさって引抜け

よく實がいってみる︒

た︒

絹のやうなうすい皮がはち切 九827
九709

九831

董がくさって引抜けないのを︑ 九835

人品のよい小僧さんがみた︒

尼子の菖臣が追々京都に集つ

やうに浮かれてみた︒

九837

て來た︒

九839

さうして︑それが尼子家の子

孫であることがわかった︒

歌ふが如く︑ 九8310

校長先生と山田先生が︑箱の
よろこびを
行く我を迎ふる如し︒

九729図圃

そばへ來て︑

九714

とうくこれが佛法僧といふ 九714 ふと氣がつくと︑

星野君が根氣よく掘って︑

九7010

ないのを︑

九709

れさうに︑

九708

玉が︑じゅずつなぎになって︑

九704

く成虫上ったと思ふと︑

九701

道具を出して來た︒

九696

てるる︒

九694

日々々待ってるた命令だつたので︑

九548国 当無邪氣で活澱なアメリ 九615囲 ハドソン川とイースト川と 九688 これこそ僕たちが︑︿略﹀︑毎
カの子供が︑教室ではお行儀のよい

鳴く時期が大田五六月頃に限

其の聲の主がどんな鳥である

も地圖のやうに見下されます︒

九632

かは︑

九628

のにも︑

九556国 大きなサボテンがあるくら
みのものです︒

九557国 アメリカ合衆國に︑沙漠が

られてるますから︑
しんび

全艦が濃い緑色で︑

日本では珍しい程美しい鳥が

九643

はんもん

頭が黒く︑のどと翼と尾とは
濃い紫色を帯び︑

九644

來ます︒

九642

よってみるやうな思がします︒

世界第一といはれるミ 九6310 まるで神秘の世界にでもさま

あらうなどとは思はなかったでせう︒

九562国

とさつちやう

シ・ッピ川が︑洋々と流れてゐまし
た︒

つて︑

九574困 こ＼に有名な屠殺場があ
九578国 廣い場内を︸巡する間に︑
豚や牛がはだかになり︑

大きな白色の圓い斑紋があざ
やかに見られます︒

九5710囲 又くわんづめになって行く 九648
ぜ っべき

のが︑順序よく見られます︒

九664

が︑ラヂオで放送され︑

九663

名を附けられてしまひました︒

九653

九5810国 まるで絶壁の底でも歩いて 九6410 此の鳥が︑何時の頃からか︑
みるやうな氣がします︒

直にそびえてみるばかりでなく︑

九592国 高い建物が︑すくくと眞
九595国 横の無敏の通とが︑あたか
かうしじま

も格子縞のやう に ︑

381

が一が

夜の空に星が美しく見えるや 九995

名前や番號があり︑位置もき

九997

九996

さっぱり見當が附きません︒

一極どれがどうなのか︑

まってみるのですが︑

目録室へはいると︑急に汗が

其の大きな建物が見えると︑

饒りカードが多いので︑

其の中で一つ大事な星があり
かなり大きな星が一つ見える
かなり大きな星が一つ見える

のがそれです︒

九㎜3

ます︒

九㎜1

りますが︑

九999北の空にもたくさんの星があ

九928

皆が︑それをしらべては用紙

九937

どんな本が讃みたいのです

掛の人がそばへ來て︑

九939園

九938

に書入れてみる︒

九935

流れ出した︒

九932

うになった︒

九8310 それが尼子家の子孫であるこ 九922
とがわかった︒

今まで敵に附いてみた菖臣が︑

たやうに︑

九桝9此の聲が四方に呼掛けでもし
九桝10
績々と勝久の所へ集った︒

九854 毛利の大軍がやって茂た︒

九856 一萬五千の精兵が堂々と進軍
して來た︒

九857 富田城がまだ取れないのに︑

九欄3

のがそれです︒

これが好いでせう︒

か︒

九948囹

九857 敵の大軍が押寄せたのでは︑
お だのぶなが

九858 味方の勝利がおぼつかない︒

出納手が︑たくさんの本を 九㎜7 まだ中々見當が附かないでせ
う︒

九955

どれだけの時間がたったらう︒

九悩4

日や月が東から出て西へはい

北の空では︑星が北極星を
圓をゑがいて動いてみるのだ

此の動き方が大てい見當がつ

やうに窟眞にうつります︒

たくさんの星が︑まるで寳石 九五2 此の圓をゑがく様子がわかる

といふことがわかります︒

九佃9

ほゴ中心に︑

九佃6

るやうに︑

九佃3

が攣って行きます︒

九皿9 時刻によってかなりあり場所

す︒

九湿6 すぐ方角を知ることが出來ま

で︑

九腿2 さっき探さうとしたのがこれ

す︒

九956 出納掛の人が︑一々姓名を呼 九棚7 北斗七星が見つかったら︑
九齪2 きっと一つの星が見つかりま
﹁︿略﹀︒﹂と︑僕の名が呼ばれ

中には大勢の人がみて︑熱心
九972

讃みたい本が山程あるよ︒

松本君がずっと向かふの席に

今まで少しも氣がつかないで

みる︒

九973

みたが︑

九973

に本を見てみる︒

九966

た︒

九959

んでは本を渡す︒

か＼へて書庫から出て來た︒

九871 織田信長に毛利攻めの志があ
ることを知って︑

九873園 若し戦功がありましたら︑
九877 遂に再び時が來た︒

九882 秀吉の援軍が今日弄るか明日
來るか︑

九885 援軍は敵には忌まれて近づく
ことが出來なかった︒

九889園 いたづらに朽果てたかもし
れぬわたしが︑出雲に旗あげして︑

と照りつけてみる︒

九904 まだ烈しい日光が︑じりく
九907 つばめが︑川水にすれくに

かへで

九981園

楓の枝がそよ風に動いてみる︒

飛んでは︑

九9010 とつぜん後から切附けた者が 九986

松葉ぼたんの美しく咲いてゐ

ます︒

をちりばめたやうに美しく輝いてゐ

九992

るのが︑其の枝越しの庭に見られた︒

九989

ある︒

かは
九911 鹿介は︑それが敵方の一人河
ふくまひこうゑもん

村新左衛門であると知るや︑

むらしんざ ゑもん

のもとゴりをつかんで引倒した︒

九915 福間彦右衛門が︑後から鹿介

此の動き方が大てい見當がつ

きます︒

實は我我の住んでみる地球が

かういふ風に星が動くといふ

きますQ

九悩5

九悩8

のも︑

それは昔の人が︑それらの星

いろくの星の列があります︒

廻るから︑

九悩9

九価3

どちらも星があまり大きくあ

の列に大きな熊の形を考へたからで

九価5

す︒

九鵬1

天の川が︑夏の夜空に銀の砂

あま

りませんから︑

子を美しくまき散らしてみるのが見

九鵬7

られます︒

九鵬8夏の夜空に銀の砂子を美しく

京城行の汽車が目の前に待つ

まき散らしてみるのが見られます︒

九梛1

てうせん

前の席には朝鮮服を着た人が

てるる︒

好気4

ならやくぬぎを交へた松林が︑

腰掛けた︒

稻が青々とのびてるる︒

いたる所水田がよく開けて︑

どこまでも績く︒

九柵5

九欄8

九鵬7

なるほど朝鮮だなといふ感じ

九鵬10 小高い岡のそばに村が見える︒

がする︒

九鵬4

蔚山から京城へ向かふ旅客

うるさん

九鵬8園

金さんが説明してくれる︒

機は︑こ・が一番難所ださうです︒

九鵬9

くわだん

九佃2 騨員の顔が見えたと思ふと消
え︑

九㎜3 騨の花壇の赤いカンナの花が
後へ走って行く︒

九柵5 強い太陽の光が︑山に畠に︑

ぎらくと照りつけてみるQ
九佃9 麻の着物を着た人が︑油紙の
扇をゆったり使ってみるQ

九川1 廣い道路が︑鐵道と並んで通
つてみる所が多い︒

九川1 鐵道と並んで通ってみる所が
多い︒

父も後から來たので︑僕が︑

馬を︑しきりになめてやってゐまし
た︒

九備2

ほう︑お前が世話をしよう

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねますと︑

九備4囹
日本の馬は氣が荒いとかい

といふのか︒

九稲7園
九備8園
扱ふ人がいけないから︑

それも馬が悪いのではない︑

はれるさうだが︑

九恥8園

日がたつにつれて︑

九葡9青馬に悪いくせが附いてしま
九宙10

ふのだ︒

九川2 並木がよく植込まれてみる︒

手もとからはなすのがいやで
さうしないと︑子馬が丈夫に

長い夏も過ぎ︑秋が來て︑野

九四3

僕の仕事が追追忙しくなった

野山の草木が枯れる頃︑

九槻5園

お前がよくめんだうを見て

二歳駒の市が始れば︑

やったから︑

九榴1

僕は泣きたい程つらい氣がし

ます︒

母が番して︑

水の輪が︑

九伽4
九悩4圃

驚く廣がる

三日月が︑

いくつも出ては消えるたび︑

九価3圏

九号6齪水にうつった

柳のかげが暮れて行く︒

ゆらく見えたりかくれたり︒
九伽3圏

まだ暑いくの歎聲が口をつ
どこかに秋らしいものが見え

いて出て射る︒

九伽6
九櫛8

よひの間は家の中がむっとし

暑い日がやっと暮れても︑

てもよささうなものである︒

九摺4

たゴ晴れた夜空に星がきら

九摺4
て︑

九桝7

銀河があざやかに中天にか＼

くとさえ︑
九摺8

つてみる︒

夜がふけると︑

それが果して何轟であるか︑

九伽1

思ひなしか屋根瓦が少ししめ

九枷10

九伽2
九協4

羽蟻が多く︑

僕がかけ出せば北斗もかけ出
僕が止れば北斗も止り︑

つて來る︒
はあり

九伽1

どこからかかすかに羽音がし

し︑

九戸10

のは其の頃からです︒

九㎜6

山の草木が枯れる頃︑

九柵3

子馬がたくさん着て居て︑

九佃8村のあちこちから同じやうな

ならないのです︒

九佃6

したけれども︑

九佃5

行く︒

九川3 荷物を積んだ小さい朝鮮馬が

九川4 大きい包を頭の上にのせた女
が︑休んで汗をふいてみる︒

九川6 旅行案内を見てみた兄が︑
﹁︿略﹀︒﹂

九重1 それらしいものが見えた︒
九㎎3 見渡す限り水田が績いて︑

みる︒

九皿3 青々とした稻が勢よくのびて
えいとうほ

九 7園 今通った永登浦から四つ目
が京城騨です︒

る︒

九伽5

壁や塀の強い反射が幾分やは

と鳴き立てるやうに思はれる︒

九伽2

梢吹く風が︑思ひ出したやう

らいで見える︒

にざわくと音を立てるQ

九㎜3

秋海巣がかはいらしい淡紅色

しうかいだう

九㎜4

ほ

頭でっかちないちもじせ㌦り

の花をつける︒

九伽6

せ

たんぼに早書の穗が出揃って

わ

が飛びちがふ︒

九四6

わ

ほ

早稻の穂が出揃って白く波打

せ

白く波打つのが︑

やがて二百十日が來て︑農家

つのが︑秋らしく見渡される︒

九旧7

九伽8

そろくこほろぎが家の中へ

はたゴ風ばかりを心配する︒

はいって︑

九伽9

ふ ろ
間もなく女中が來て︑風呂の

案内をしました︒

九悩5

した︒

北八が手ぬぐひを下げて風呂

六夢8 ﹁︿略﹀︒﹂と︑彌次郎が言ひま

九悩8

た

湯の上に圓い板が浮いてゐま

場へ行ってみると︑

げ

どうして又庇が抜けました︒

風呂の底が抜けて︒

とつぜん底が抜けて︑

九134園

九伽8

九132園

九燭4

が熱くなって來ました︒

長くつかってみると︑底の方

庭に下駄が︸足置いてありま

。10
それが︑しきりに﹁︿略﹀︒﹂

障子に輕くぱさと止った轟

しやうじ

7

10
が︑やがて﹁︿略﹀︒﹂をくりかへす︒

九伽6

て︑

去年と違って︑僕が行くと︑

九月に二歳駒の市が始るとい

僕が唱歌を歌ふと︑

九伽6
九伽10

ふので︑

九捌6

九

。

九

九

九佃4 兄と金さんが︑話し合ってゐ
九冊7 江岸の建物が︑強い夏の光を
受けてきらくと光ってみる︒
九桝6圏 新一︑子馬が生まれたよ︒

九M4 僕が勘校から錦ると︑

九M9 陰雲が︑生まれたばかりの子 直直4 此の間も祖父が言ひました︒

135す悩

135す

が一が
382

383

が一が

があるものですか ︒

九二7園 下駄ばきで風呂へはいる人
九愉9 今日は水が多いので︑
九佃7園 武士が十二人︑

もけい

さういふものが模型圖のやう
左に太平洋が白く光って見え

にきちんとしてみる︒

学帽8
九柵1
る︒

今日は遠望がきかない︒
右は山々が近く見える︒
青空に富士が見え出した︒
前の小窓があいて︑

同乗者が︑順々に渡しながら

機三士が紙片を差出した︒

九柵9

あの偉大な箱根の山々が︑片

これから後も書附が度々廻る︒

頂の岩角が手に取れさうには
深い谷が︑どん底に大きな口

九欄2

九四9

すべてが玩具のやうに小さく︑

前方に湖が見え出した︒

を開く︒

九糊6

つきりと見えた次には︑

九柵5

端から眼下にひれ伏し始めた︒

九柵1

みだい

うなづきAロふ︒

九柵10園 止めてさっさと行くがい＼︒ 九柵2
九柵3
九欄2園 其の刀を見るがい＼︒
九柵4
九側3 革の鞘袋が柱につかへて︑
九畑5
九側10 大原女たちが︑︿略﹀何でも
九柵5
九柵6
頭にのせて費歩いてゐます︒

九三3 一人の大原女が彌次郎のそば

へ寄って煮て︑

い︒

九備9園梯子をもらっても仕方がな
九襯9囹 仕方がない︒

九幡6 小さいとびらが外からぽんと
しめられる︒

九爾3 プロペラが物すごくうなり出
した︒

をする︒

九備4 皆が︑手を上げて別れの合圖

長い汀が︑まるでかんなで面
富士川が注いで︑

を取ったやうにきれいに績く︒

みぎは

九㎜5
九捌2

其の濁流を遠く海上に押出し

て︑

九爾6 何時の間にか機腔が滑り出し

九備7 ぐんく速力が加る︒

九樹3

すべての物があっといふ問に

高度は三百米を下って︑ 下界

が手に取れさうになった︒

九旧1

九三10

きゅうくつさうに自動車が走

九田1

港の光景が︑な㌧めに浮上つ

長い花壇が過ぎた︒

堀がある︑たくさんな船だ︒

つてみる︒

九旧2

くわだん

九柳5

乗るまでは幾らか不安もあっ

て目に映じた時は︑

た飛行機が︑かうも愉快で安全だと

九柵1

知ると︑

置旧2私はつくぐ此の軍人さんが︑

中佐が多敷の職死者中︑特

うらやましくてならなかった︒

に軍神とあがめらる﹂も

九柵2図

さ団れ石の

いはほとなりてこけの

九研3図翻君が代は千代に八千代に

書いたりする言葉が︑我々の

我々が︑毎日話したり︑

むすまで

九欄9

せ

左に伊勢湾がはるかに囁く︒

九研10
すビか

鈴鹿山脈がうねり始めた︒
途端に善戦がすとんと落ちる︒
は

軍人さんが笑顔でうなつく︒
び

右手に遠く琵琶湖らしいもの

九悌7

まるで地獄で佛にあった心地

中には國語といふことさへも

十96

愛國の心が泉のやうにわき起

祖先以來の感情・精神がとけ

さうして︑それがまた今日の

一つには國語の力があっかつ

珍しい動物の標本が一ぽいな

へうほん

てるるといはなければならない︒

九m6

我々を結び附けて︑

九欄10

こんでをり︑

九欄10

るのを感ずるのである︒

九㎜1

がし︑

考へない人がある︒
ぢごく

九㎜1

國語である︒

右手には大きな川じりが幾つ︒

い

やがて方向がきまって︑

汽船が数隻見えるだけで︑

大地が見るく盛上って︑

プロペラが止って︑

汽船が敷隻かかつてみる︒

右手に築港があり︑

人影が動く︒

自動車が飛ぶ︒

電車が走る︒

崖道が見える︒

九号2 東海道の松並木が見える︒
九偶3 道路が十文字に交る︒
九塒4 こ＼かしこに村落や町が貼在
する︒

九旧4
九旧5
九旧5
九欄5
九鵬6
九塒6
九欄7
九欄8
九悩1
九樹8
九悩8
九樹9
九囑2
九価2
九慨5
九価6

ら

軍人さんは地圖を指して︑そ

が見えた︒
な

九櫛2

大和平野が︑糟のやうに美し

やまと

れが奈良であることを示してくれる︒

九櫛3

幾條の道路が縦に横に聞く︒

くかすんでみた︒

九櫛5

遂に大阪が來た︒

空にはだんく雲がふえて來

九欄8

高度がぐんく落ちて︑

九齪7

過ぎてしまふ︒

九捌10

てるるのが見られる︒

九描8 振向いて見たが︑後に窓がな
いので︑

九爾9廣い飛行場が煮汁きて前は川だ
と思った頃︑

九櫛8

九術4 これが横濱かなと思ふ間もな

潔い平野が趣いた︒

高度がぐんく落ちて︑町々

る︒

九槌8

九号9

く︑

九㍑4 もう前には小山が績いてるる︒

一望の田圃が︑ちやうど方眼
紙のやうに︑

でんぽ

九醜9
たい程あざやかな緑を見せる︒

がはっきり見える︒

九㍑5 段々畠の野菜が︑ふるひ附き

が一が
384

らんでるる︒

出される︒

十1310

く見えて︑

僕が手を出すと︑

十910 映董を見たりしたことが思ひ 十1310 僕が手を出すと︑骨だけが黒

るが︑

十143

見えて︑

十142
秋の空が青くすんで斎物がよ

屋上へ出ると︑市内が一目に

十101 窓際に蝶の標本が陳列してあ 十1310 何だか織味が悪かった︒
十102 いくら調べても僕の取ったや
こんちゅう

うなのがない︒
い︒

い︒

天膿観測室の丸屋根に︑鳥

くわんそく

十107 たくさんの標本がたんすの引 十143秋の空が青くすんで氣持がよ

十104園鼻面室がありますから︑
出にはいってみる︒
けんびきやう

十165図

はるかなる谷をへだててひ

が一羽止ってみる︒

十1010 向かふのすみで顯微鏡をの 十145
ぞいてるた人が︑にこにこしながら︑
十113囹 参考書が見たければ︑
つかった︒

十189

ほ

ねらひ違はず︑彌五郎が
たかち

我が軍艦高千穗の一水兵が︑

れを見て︑

命が惜しくなったか︒

わたしが悪かった︒

十231園自分の職務に精を出すのが
第一だ︒

近づくにつれて濃緑の島々

みるのです︒

十319国
これも仕方がない︒

十322国

椰子の街路樹がずらりと並

十336国そこに南洋廉があり︑

私の胸ををどらせました︒
ちやう

電信塔の眺が︑何といふことなしに︑

島の中央にそ＼り立つ無線

何かのやうに浮出して見えます︒

珊瑚礁が︑高山植物の花か

さんごせう

が別々に見え︑

十235囹

安心なさるやうにするがよ

十256国

い︒

十239園

内地人がたくさん住んでゐ

十333国

ますから︑

て︑

十259国其の間に島民の家がまじつ

んで︑

十2510国 チャモロ族といふのが大部 十336国
分で︑

すさまじいスコール︑それ

小ぎれいで落着きがありま

いろくの店が並んでみる

島民をやとってみる所がた

十一月三日の明治節に運動

島民の青年たちが︑コロー

残念さうに一人が言ふと︑

名所見物に雨がい＼と言ふ

雨の方がい・よ︒

こんもりと茂った山が見上げ

十377囹

十384

のは︑

十379囹

十376

ルの大運動場で︑

十356国

會があるといふので︑

十355国

くさんあります︒

十352田

が目につきます︒

十3410国店一ぽいにかざってあるの

中に︑

十346国

す︒

十346国

子の葉であんだかごをさげて︑

みんなが︑明かるい教室で︑ 十338国でつぶり太った島民が︑椰

かんしゃ

第一︑海の色が何ともいへ

熱帯の特色がますく濃厚

大きな石が立て掛けてある

それがほとんど皆甘庶畠で

其の大部分が内地人の手で

如何にも元氣よく勉強してゐまし

十269国

た︒
かいこん

十281囲
開墾され︑

す︒

十282困

にじ

大空の虹︑

十314国

目ざすパラオ諸島が志まし

だんくあたりが仙境らしく

る程迫って︑

十318国實はたくさんの島が集って 十386

た︒

十316国

ほご想像されるでせう︒

熱帯の海のすばらしさが︑

が忽ち晴れた後の目もさめるやうな

十311国

ない美しさを見せます︒

十306国

になります︒

十305困

のは︑

ふと通りか＼つた某大尉がこ 十301囲

手紙を讃みながら泣いてみた︒

十188

冑の眞向くだきて︑

かぶと

十176図

十1110 とうく僕のと同じものが見 かへたる荒尾九郎が甲を通して︑
十124 ﹁からすあげは﹂と﹁くろた
いまい﹂であることがわかった︒

で︑

十枢5 妹がきのこを見たいと言ふの
十128 食用になるきのこが︑自然に

十192圓

大尉がそれを取って見ると︑
次のやうな事が書いてあった︒

一人の子が御國のため
そなたのふがひなき事が
八幡黒に日参致し候も︑

思ひ出されて︑
はちまん

十226囹

て候やうとの心願に候︒

そなたが︑あっばれなるてがらを立

十2110薩困

十218㈱困

軍に出でしことなれば︑

十214魑三指

十207

十207

下の方から大きな聲が聞えて︑ 十192園妻子がこひしくなったか︒

生 え た や う に 出 診てみる．︑

十1210

十132園 エックス線の智慧が始りま
す︒

十136 やがて電燈が消えると︑
人がエックス線の實験をする︒

十136 やがて電燈が消えると︑掛の

十137 太った人が︑ふところから大
きながま口を取出して窟したが︑
た二枚しか無かったので︑

十139 穴のあいたニッケル貨がたつ
十139 皆がどっと笑った︒

385
が
が

なって來る︒

十387 清らかに流れる水が︑行く人
かへで

に︑ひそやかにさ＼やきかける︒

十389 櫻や楓の老樹が枝をさしかは

四百の命が︑村もろ共一のみ
取入れるばかりになってみる

にやられてしまふ︒

今にも薪を負った孝子の姿が 十541

白い物が上から下へと走ってみる︒

を現す︒

一番い＼と思ふ︒

これで村中の命が救へるの

十623

みる︒

十625

見える︒

十626

だ︒

紫色の煙が村中にたゴよって

わら
ぽかりぽかり藁屋根が浮いて

干してあるたうがらしが眞赤

市場婦りの朝鮮馬が︑けた＼

雁の群が渡ってみる︒

其の空に︑星が一ぱい氷りつ

一郎と貞童が︑空に向かって

がん

十636

十餌1

歌った︒

十643

井戸端のうるしの木が︑ぬう

いたやうにして︑

十645

水汲みに湿た女の頭の上の水

ぽこんといふ音が通って行く︒

つと立ってるる︒

十649

海水が︑絶壁のやうに目の前

とする︒

十6410

寒さが︑骨身にしみてしいん

がめが︑ゆれて鳴る音だ︒

﹁津波だ︒﹂と︑誰かが叫んだ︒ 十647

一筋の線が見えた︒

け上って來た︒

﹁︿略﹀︒﹂と秋野君が言ふ︒

十578

十452

﹁︿略﹀︒﹂と︑河井君が感心す 十581

山がのしか・つて潤たやうな

さうして色が深い︒

と氣がつくと︑

紺青の大空には書の月が淡
もろこしの葉をかさくと秋

おちいさんが︑孫を寝つかせ

それがどうしたの︒

魔物が︑あのけやきにるた︒

う︒

十655園古いけやきの木があるだら

ようとして話をしてみる︒

十653

れてるる︒

十598此の火によって救はれたのだ 十652 薄暗いランプの火が心細くゆ

重さと︑

十582

に迫ったと思ふと︑

十581

十456
る︒

十463園瀧壺のごく黒いのが︑此の

大空から勢よく落下する水の

﹁︿略V︒﹂と︑秋野君が説明す

瀧の特徴だよ︒
十465
る︒

十603

十468

太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊

十604

十605

く出て︑

こんじやう

になって︑

さっきの地震には一向氣がつ
かないもののやうである︒

十534

十655囹

まもの

十657囹

息子を相手に父がかますを織

ふくろふの鳴く聲が聞える︒

風がゆする︒

一郎と貞童が遊んでみる︒

十663

ていどう

十607

十665

十666囹

これが五枚目だつたな︒

貞童が萩のはうきでとんぼを
追ひかけると︑

豆がかさかさと音を立てる︒

つてみる︒

十607

十621

津波がやって來るに違ひな 十614 ﹁︿略﹀︒﹂馬糧が歌ふと︑

つなみ

ましく鳴いて過ぎる︒

風にあふられて︑火の手がぱ 十635

日はすでに没して︑あたりが

歩みのやうに︑もどかしく思はれた︒

十564

だんく薄暗くなって看た︒
あり
五兵衛の目には︑それが蟻の

十556

つと上った︒

十5410

だ︒

十548園

たくさんの稻束が積んである︒

今にも薪を負った孝子の姿が 十547

現れさうな氣がする︒

十437
十438

秋野君がすたすたと急ぎ足に

左に茶亭があった︒

さてい

現れさうな氣がする︒
十4310

其の前を抜けて︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑一人が思はず歎 十4310

す下道は︑

十394
聲を襲する︒

つたのは︑

十395園河井君︑雨の方がい㌧と言 十445 眞直な杉の木立を傳ふやうに︑

てね︒

十嘱10

そこに又小さい土橋があった︒

十399園此の邊人がうよくしてゐ 十嘱9 其の奥に養老の瀧が完全な姿
十404 玉垣を廻らした泉がある︒
十407 秋野君が言ふ︒

十406 こんくと清水が湧出てみる︒ 十451豊丘の橋から見た瀧が︑僕は 十566 やっと二十人前の若者が︑か

れいせん

十408園 元正天皇がわざく行幸な
さった忍野といふのがこれだ︒

さった忍野といふのがこれだ︒

れいせん

十409園 元正天皇がわざく行幸な

十411園
あ︑これがさうなのか︒
十412園
或若い男が山へ薪を拾ひに
行って︑

十413囹不思議に酒の香がする︒
十414囹見れば近くに流があって︑
十414園見れば近くに流があって︑
それが皆酒だ︒

十416園時の天皇がおほめになって︑

動いて︑

十538

い︒

十5310園

來た︒

言い砂原や黒い岩子が現れて

十418園此の泉の水が昔は酒だつた 十537 風とは反封に波が沖へくと
わけだね︒

十433 左右から枝を交へた櫻や楓の
トンネルが︑しばらくは早く︒

十435 谷川の水が石をかんで︑
十436 大分︑山が深まって來た︒

十6610

息子が元氣に答へる︒

十671 二人の手が器用に動く︒

に聲をかける︒
十797 ﹁︿略﹀︒﹂と答へるが早いか︑

すかさず第三の男が︑大刀を

たいど
の母の慈愛の態度を聞くや︑

十重3

十鵬2

使の者が臨って來ました︒

夜が明けるのを待ちかねて︑

あいにく大雨が降出しました︒

てるます︒

十伽9

これが使の言葉です︒

京都では︑雪がかなり降りま
珍しく雪が降ったので︑

十佃1

十981
十984

大勢の男たちが︑雪をかき集

した︒

十988

御褒美が頂けないと言って︑

それが今朝はございません︒

めては︑

十佃4園

振るって聞多の背中を眞二つ︒

十鵬5園

すると︑一座が少し動揺し始

雪の山は︑皆が思った程小さ
少しばかり背が低くなったく
元日に雪が降りました︒

十脳3園

これが︑十五日まであるも
官女たちがお互に言ってゐま

のですか︒

十脳5
す︒

まだ雪が五六尺四方は残つ

そこへお后からのお使があり

それ程︑そなたが思ひ込ん

何と言ってもそなたがりつ

みかどが此の事を聞し召し

そなたの其の歌といふのが

どうして私のつたない歌を

たゴ有難いと思ふ心で胸が一

灰色の雪雲が低くたれてみる︒

ぽいでした︒

十皿10

お目にかけることが出來ませう︒

十搬7園

聞きたいものですね︒

十川7圏

て︑

十川4圏

ばに勝つたのです︒

十m3圏

りました︒

十⁝川10 ﹁︿略﹀︒﹂と︑お后が仰せにな

でるたのに︑

十㎜7園

ました時︑

盆を帽子のやうにかぶって露って來

十佃10囹 ﹃︿略﹀︒﹄と︑其の使が︑お

ました︒

十佃8

お庭師が残念がつてゐました︒

御褒美が頂けないと言って︑

聞多の差してみた刀が防いだ︒ 十989

見るくそれが高くなって︑

十801

十鵬3

らゐです︒

十皿4

くはなりませんでした︒

十湿3

ら︒

十棚5園少し言方が大きかったかし

うなどとは︑

此の雪が︑大晦日まであら

おほみそか

お答へ申し上げた言葉でした︒
どうえう

十伽8

﹁︿略﹀︒﹂これが︑清少納言の

十鵬6園

髄中が︑なぐりつけられるや
何よりも︑のどが乾いてたま

十棚2園

しばらくは氣を失ってみた聞 めました︒

すると︑一刀が又後頭部を見

十㎜7

うつ向けになった際︑刀が背 十998 一人の官女が申しますと︑

十812

うに痛む︒

十811

多が︑ふと見廻すと︑

十8010

舞った︒

十805

中へ廻ってみたのである︒

十802

十799

いきなり聞多の爾足をつかんで︑

十671 そばでは︑母が娘を相手にき 十798 後に立つた今一人の怪漢が︑
ぬたを打ってるる︒

十674 母が棒を取って︑
十675 調子のよい音が流れ出した︒

つがるかいけふ

十686流町のいとこが遷る時︑
十701韻外はちらく 雪が降る︒
十707 津輕海峡特有の濃霧が︑海上
をおほってみた︒

十709 しかも雨は雪に攣じ︑それが
吹雪となって︑

十719 此方をさして突進して來る船
があった︒

十751園 一人でも多く助ってくれる
のが︑私に封ずるお前たちの務では
らない︒

讐者が二人來た︒

向かふに火が見える︒

ないか︒

十756 引切りなしに汽笛が高鳴って︑ 十814

がっかぬ︒

署者の顔もぼっとして見分け

いしゃ

十766 からうじて助ることが出來た︒ 十824

ぬ︒

十7610囹 決死の六経がなくてはなら 十828

たゴ手まねが言ふ︒

聞多には答へる力がなかった︒ 十㎜⁝6 男たちが︑ ︿略﹀新しい雪を

いくたらう

いでは此の母の心がすみません︒

取捨ててしまひました︒

十834

十833

まく

十774 久田船長が︑かねてから其の
みしん

頼みにまかせて一思ひに死な
せてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒

十837

妻に言聞かせてるた言葉であった︒

たう

十783 明治維新の幕が切って落され
みのうへぶんた

ようといふ時だ︒

だ

十787 氣鋭の井上聞多が反封黛を向 十艇4園 三型るだけの手を結くさな
ゆ

人が躇散らしたりしないやうに︑

みたら︑

十価10園

大小様々の氷山が︑島のやう

地平線の上だけが明かるい︒

432

かふに廻して︑

た︒

一命を取止めた聞多が︑當時

十十十

十792 聞多が山口の町から湯田の自 十855 所郁太郎が其の場へかけつけ 十悩9忍男の雪を消さないやうに︑
宅に淘る途中︑
くわいかん

十866

された︒

十794 暗やみの中に待受けてみる 十863 六箇所の大傷が次々に縫合は 酸価1囹十五日まで雪が消えないで
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ そ れ が だ し ぬ け

怪漢があった︒

十796

に113113113

が一が
386

387

が一が

十掴1 帆柱の上の見張から︑水夫長
が叫んだ︒

十掴4 船橋で舵を取ってみた舵手が︑
がぜん

それに磨じる︒

船長が︑すぐに︑︿略﹀︑同じ

強くどなった︒

十価3 俄然砲手が︑後を振向いて力
十価4
事を叫ぶ︒

たのだ︒

十価8 いよく爽砲の機會が近づい

にも霧のやうに降りか＼る︒

十価9 鯨の吹上げる水煙が︑船の上

﹁︿略﹀︒ ﹂ 見 張 か ら 落 着 い た 聲

つになって鯨に追附かうとしてるる

十備5 十呼名の船員の心が︑船と一
のだ︒

十備8
が響きわたる︒

十恥10 やがて五十米程前方の水が泉
のやうに盛上り︑

十摺1白い水煙が上ったと見る間に︑

﹁ぶすり︒﹂と押しつぶすやう

船長が傳聲管に向かって叫ぶ︒

び︑綱は波打ってくり出された︒

十柵7 すさまじい響と共にもりが飛
十摺10
十稲3
な音がした︒

十佃4 鯨の禮内深くくひ込んだもり
ばくだん

の爆揮が︑破裂したのだ︒

十佃5 敷名の水夫が急いで船首へか
けつけた︒

十佃7 無線通信士が代って舵を取る︒

十佃3 今まで勢よく引出されてみた
綱がや＼ゆるんで︑

十伽1

十佃9

三十米もある白長須鯨が︑全

思はず歓呼の聲が上る︒

見張では︑水夫長が今一頭の

く息絶えて︑

十伽5
鯨の行方を見まもってみる︒

十梱1北アメリカと南アメリカの二

十伽2

幅が底の所で九十米︑

それから先がクレブラの掘割

十伽3

其の長さが十五粁も績くすば

雨岸には絶壁がそばだち︑

です︒

十伽4

湖が牽きると︑

らしい大工事です︒

十伽4
十伽10

ひも

大陸が︑まるで紐のやうに細長い地

そこに三段の關門があります︒

其の果に大西洋が現れて來る

ただ一直線に掘割が績いて︑

十伽10

十型4

十鵬3図圏

く

のすけ

我が影を

ら

たくみのかみ

我が躇めば︑

き

らかう

大石内藏之助を始め四十齢人

が︑亡君淺野内匠頭の仇︑吉良上

十悩3

づけのすけ

ほとんどあらゆるほめ言葉が︑

野介を討って︑

十悩9

今後忠義をはげます道がな

彼等に浴びせられた︒

いであらう︒

十欄2園

十燭3 ﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの

十摺9

二月にいよく切腹といふこ

正月が過ぎて︑

輝国の政治が成立たない︒

人々の 致した意見であった︒

同時に通ることが出來ます︒

十僻9

十伽8園
十伽8

毎日三萬何千人の人々が働き

それがために︑

十柵3

かうなっては何ともしやうが

輪王寺宮公鉾法親王が江戸城

りんのうじのみやこうべん

ない︒

十閥1

とがきまった︒

十㎜1

十年といふ長い月日がか㌧り
みだい

もっと偉大な仕事がありまし

左様致しては政道が立ちま

へお出でになった︒

せず︑

十柵9園

十欄6

もと此の地方に流行したマラ

十m⁝8園

十駕9

彼等をりっぱに早瀬に從は

又此の事が法親王のお耳には

歎ずる者が多かった︒

らなかったとは︒

官軍家のなぞがお解けにな

此のうはさが世間にもれて︑

リアと黄熱病が︑かつては何萬とい

す︒

十割2

十側8

勢よく新聞屋さんが図る︒

呼聲が聞える︒

十⁝川6 それと共に﹁︿略﹀︒﹂といふ

て︑

せるのが︑佛の大慈悲であると思つ

いった︒

十糊10

十梱4此の病氣のなかだちをするも

人は熱にうなされ︑

一度黄熱病にか＼つたが最後︑

ふ西洋人の命を奪ったこともありま

十矧1

た︒

十㎜8

ました︒

十欄2

績けて︑

十柵2

のです︒

十伽4

峡でつながってみることです︒

若しあそこが少しでも切れて
如何に細いにしてもそれが績

みたら︑

十捌5
十梱6
いてるたのでは︑

世界に有名なパナマ運河とい
いくら人間や機械の力が進ん

ふのがそれなのです︒

十悌3
十伽4
だにしても︑

此の高さの違ふ水面をどうい

ふ風に連絡するか︑こ＼がパナマ運

十悩6

さうして︑舟が下手の水門を

今︑舟が川下から上るとしま

河の構造の一番おもしろい所です︒

十脳10
す︒

十伽2

向かふに大きな水門が現れま

通ると︑

十伽5

これが第一の間門の入口です︒

す︒

十伽5

船は大きな箱の中へはいった

十糊7囹

十三5蚊であることがわかったので︑

十伽9

か
のが︑蚊であることがわかったので︑
か

と同然ですが︑其の箱が長さ約三百

若し此の仕事が進まなかった

十梱8

よし何萬・何墨田の人がこ＼
に送られて來ようとも︑

十捌9

ら︑

米︑

箱の底に仕掛けてある水道か
今度は上手の水門が開き︑

ら水が湧出て︑

十枷1
十帽3

十襯5 父の待ちかねた聲がする︒

十襯7囹 わしの楽想がほとんど當つ
てるる︒

イギリスのトレビシックとい

ものを造らうとした最初で︑

十旧10

ふ人が︑キュニョーの汽車に大改良

つた︒

十価8園

母と子と二人暮しの家があ

十描2番毎生けんめいに苦学したか

追々汽車の効用がみとめられ︑

それが七八人の人を乗せて︑

十研1車掌さんが︑ボーイに︑

十欄10

十搦5囹

ホームに出ると︑風が冷たい︒

ところが途中海が荒れて︑

ひがあって︑

十閥1
それが今日の如く下達して︑

を加へた︒

十閥8
家が貧しかったために︑

十榴10 何でも教へてくれる父が︑此

十欄1
肩章馬車を始める企があった︒

かうよう

の事になると︑何時でもはねつける

十靭4

十備1外から蹄つた母が︑二階へ上

んで︑

十幽7園結局人情や欲に目がくら

けっきょく

やうにする︒

十欄5
汽車が次第に速さを増して︑

つて來た︒

僕が手を墾げると︑

た︒

る︒

十柵2 野を︑其の影がはって行く︒
十欄5 こ＼からチ・ハルへ線が分れ

人の兵隊さんが僕に︑

十㎜6 大豆の山が積まれるのださう

だ︒

今は農事試験場の羊や牛が︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑元気よく話しながら︑

十㎜7

十島10園

遠い山の峯が白くなってみる︒

十m5園汽車の影が長くなった︒

十m4

十m3

満人たちが耕作の手を休めて︑

漏洲着色がひらめいてみる︒

かけっこをしてみる︒

十研4

鞍山の製鋼所から茶色の煙が

何だか空が曇って來た︒
あんざん

新しい住宅や︑街路樹があざ

關東軍司令部の建物が夕日に

﹁︿略﹀︒﹂と︑マルタが言ふ︒

十研5

映え︑

十m9

立ちのぼり︑

毒消の白塔が眺められた︒

ほのほが勇ましく見える︒

﹁あじあ﹂は防音装置がして

れうやう

十研6

十研8

僕がおじぎをすると︑

やかに見える︒

十m9

十研5

十柵6

十研4

つたので︑

十僻3北の方では一＝二日前に雪が降

﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけてるた︒

十捌2

見送りに來た母が︑大勢の人

十撹6

車窓を開くことが出來ないの

で︑

十塒5

十割8園金州城が︑手に取るやうに

車掌さんが説明する︒

十撹7

にまじって見える︒

十槻3

きけん

雲底3園 あ＼いふ連中が今度も出る
やうでは︑

十備4園 何よりも棄椹者が非常に少
い︒

王滝9囹もつともっと感心なのがあ
つたよ︒

あるので︑

乙甲8外の響が車内にやかましくは

032951

る︒

十柵1

ロシヤ少女の給仕が僕の顔を

大きな木の上に星が光ってゐ

見畳えてみて︑

十椛9

ついてみる︒

十擢8 食卓には︑電燈が明かるく

しよくたく

な氣がした︒

もうしばらく別れてみるやう

ばら色の細かい雲がたなびい

烏の群が地上から飛上つた︒

日が沈むところだ︒

急に車内がさびしくなる︒

5

十柵10園 足もろくく立たないおち

雪の少い南満洲の畠はよく耕

﹁︿略﹀︒﹂ボーイがさう言って

聞えない︒

十欄1

列車が幾つも止ってをり︑

來たので︑

十㎜5

満人の赤帽が忙しさうに荷物

雲が切れて︑日光がさして來

雲が切れて︑

十十十十十

見えませう︒

十榴10

かさ＼ぎが巣を幾つもかけて
僕がそれを見てみると︑

十㎜6

を運んでみる︒

馬車や自動車がたくさん往き

たゴ北島の松林が小高く見

ほくりょう

兵隊さんがどやくと乗った︒

來してみる︒

十鵬8

十㎜9
十旧10
十㎜1

えるだけである︒

十㎜1

十

いさんが︑おばあさんや︑若い人た
ちに連れられて
十悩1

されて︑農家がぼつぼつ見える︒

十帽4囹あ＼いふ風に︑みんなが選

みる︒

十帽2囹 わたしは思はず涙が出た︒

十脳2

﹁かさ＼ぎ﹂といふ日本語が

後から聲を掛けた者がある︒

墨の義務といふことを強く感じれば︑

十年4

緑色の上着を着たロシヤ婦人

熊岳城に近づくと︑望小山
ロシヤ少女が︑給仕をして働
いてるた︒

十価6

が見え出した︒

十価3

ゆうがくじゃう

が︑分厚な本を讃んでみる︒

十価1

わからないらしい︒

十悩7

刃渡8 當選者の名前が大きく書いて
張ってあった︒

十粥1園 すっかり晴上ったやうな氣
様態﹀︒﹂と︑父がひとり言の

がする︒
十柵2

やうに言った︒
十榴10図 瀬といはず淵といはず︑飛
ぶが如くに進む︒
十佃6 蒸氣機具が出來たのは︑

十梛2 これが︑そもく汽車といふ
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十十十

氣 が つ く と︑

えるといふ︑

楠木正行が︑決死の士

ししんでん

さ

嵯峨野の昔をしのぶのもお

が

人が絶えない︒

十一111

其の時代の生活を細かく窮

あったからです︒

十一155

約九百年の昔に書かれた源

し出すことが出來たのです︒

ぶつ

十︻226

どうしたらなぐさめてやる

わたしの鼻が︑ほんたう

ことが出來るか︑

にいさんがお氣の毒だと思

檜の具がほんたうにしみ込

にかう赤かったら︑

十一234園

十﹇237

んだら︑

いやく︑赤い方がまだ

とりわけ紅梅が美しくほ＼

木々の梢がぼうっとかすん

ゑんでみる︒

十一2410

でるる中に︑

十一249

増しだ︒

十一243園

つた︒

細かく窩し出してみるかが 十一238

あま

西側はみすが上げられ︑

折から夕日がさして︑

わかるでせう︒

十一164

氏物語が︑如何によく人間を生き
くと︑

東山三十六峯げに笑ふが如 十一162

もむきが深い︒

十一116
かね

三條の大橋が朝もやに志ま

書夜勤行の鐘がさやかに

ごんぎやう

く︑堂塔こ＼かしこに蔽えて︑

十﹇118
聞かれる︒

十一119

十一168
川沿ひの柳が夢のやうに煙 十一168

れ︑

十一1110

年とった上品な尼さんが佛
二人の女がすわってみる︒

其の入組んで見える屋根が︑

其の終嵩が南大門である︒

時々女の子たちが出たりは

十一262

十一1611

どうしたのか︑其の子が尼
此の子とどこか似た所があ
いぬき

ながら︑

十一274

ことも︑

其の中央二間が入口になつ

柱を眞中にして雨側に入口

左に五重の塔が大空高く

奥行二間が普通であるのに︑

十一2711 右に金堂が荘嚴にひかへ︑

そ＼り立ち︑

十﹇2710

今にでも此のおばあさん 十一276

門の奥行が柱間三間である

ることが正心る︒

最もよく此のふくらみに見

のあるのが︑他に例のない形であり

十一2611

てるる︒

十一269

で︑

肩の邊にゆらく掛るのが 十一269 此の門は︑間口が柱間四間

私の方へ寄って來る︒

十一254

十一172

壇に花を供へて︑

だん

十﹇169

ごばん

町並が碁盤の目盛のやうだ

すべて優にやさしいのが京

つて見える︒

十一124
都である︒

十一126

切揃へた髪が︑ともすると

いったりして遊んでみる中に︑

したの︒

十︻195園

十一2011囹

がみなくなったら︑

美しい髪がはらくと前へ
こぼれか＼る︒

若し紫式部が男であったら︑ 十一214

男は漢文を書くのが普通で

それはそれは︑よく物が 十一275

わたしがこんなに日干で︑

十一182園長の子を︑あの犬君が逃

る︒

十一181

さんのそばに來て︑

十一177

目立って美しく見える︒

十一177

扇のやうに廣がつて︑

新しい大建築が市中至る所 十一175

といったのは昔のこと︑

十一1211

東寺の塔に︑ともすると黒

九條以南には工場の煙突が

に讐えるやうになったQ

十﹁131
並び︑

十一132

四條通・京極・河原町など

煙がたなびかうとする︒

十一133

一千数十年の古都が︑かう

に繁華−が集って︑

十一134

して年々に近代化して行くのもまた

十一1411

十一152

おわかりでしたよ︒

兄が史記を讃んでみるのを︑ 十一2010園

ひえい
十一82 くっきりと比叡山が聲えて︑

たら︑

十一141園あ＼︑此の子が男であっ

十一139

自然の勢であらう︒

が多い︒
なんぜん

十一108 北野神社はさすがに参拝の

する︒

十一94 名所田々が歩に從って展開 十一1411 父三時が願ったやうに︑

疏水を見るのも感興が深い︒

そすみ

十一93 南暉寺の山門を尋ねて途に

十一91 東山に沿うて南へ神社佛閣

られる︒

十一710 檜皮葺の紫震殿が尊く回せ

ひはだぶき

を北へ進んで︑

十一77 近代京都が誇る烏丸の大通

百四十三名の名を壁に書連ね︑

十一34図

くすのきまさつら

十一15図 まのあたり見るが如し︒

みる︒

が︑すらくと品よくよみ出されて

十冊1 新年において我等の抱く心持

旦に門松をよんだ歌である︒

十柵7 歌人であった落合直文が︑元

おちあひなほぶみ

十柵6 白い波が打寄せてみるのが見

寄せてみるのが見えるといふ︑

十描6 彼方沖の初島に︑白い波が打

伊豆の海や沖の小島に波のよる見ゆ

い つ

十備2図圃 箱根路をわが越えくれば

そぼく

古代の我が黒旗の素朴な喜が︑

空には︑半月がさえかへって

僕が急いで 下 り る と ︑

3た4107
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みなぎってみる︒

十

が一が
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られる︒

か うだう

十一281 正面に講堂の雄大な姿が見

が︑不思議によく調和して︑

十一287 此の高い塔と荘嚴な金堂と

輝かしい色彩がどんなに尊
そこに一つの神秘境があっ

く葬されたことであらう︒

十一332

た︒

十一335
もと此の地に聖徳太子の宮

夢に金人が現れて太子に

さ＼やき奉ったと

十一3311

殿斑鳩宮があった︒

いかるがのみや

十一2810 日本に二つとない美しい塔 十一338
がこれである︒

な感じがたまらない程よい︒

十一301 累層に比して第二層の輕快
しやうとく

が次第にとけ込んで行くのが見られ

十一307 聖徳太子が御父君用明天 十一3410 晩春の夕もやの中に︑夢殿
皇を追慕し給ふ齢りに作らせられた
夢殿が次第にとけ込んで行

る︒

十﹇3411

もので︑

十一309 それが又法隆寺といふ美の

ねえさんがお嫁入する︒

くのが見られる︒

十一382

さう思ふと心がちっとも落

やましろのおほえのわう

殿堂を現出したゆゑんである︒

十一311 太子の御子山背大兄王が︑
十一382

た顔が︑

十一389

先生のおっしゃることが︑

屋根で雀がちゅうちゆう鳴
あのねえさんが︑よその人

髪結さんが︑

一生けんめい

に︑ねえさんのお支度をしてみると

十一395

ころだった︒
十一398分家のをばさんが︑﹁︿略﹀︒﹂
と言って︑

い㌦お嫁さんが出町まし
山田のをぢさんとをばさん

十﹇399園
た︒

十一401

が︑おとうさんや分家のをぢさんな
どと話をしてみるQ
何だかさびしい氣がして︑
ふすまがすうとあいて︑

私は自分の部屋へもどった︒

十一403
十一406

着飾ったねえさんがはいつ

これだけが私の口から出た︒

十一406
て來た︒

十一4011

これが女の行くべき道な

十一411園私がみなくなっても︑
んですから︒

十一417園

﹁︿略V︒﹂それがのどまで出

迎への自動車が來た︒

てるるのだけれど︑

十一422

十一424

にいさんだけが︑時々へう
きんなことを言って︑

先生の目が︑みんなの笑つ 十一428

になってしまふのかしら︒

十一387

いてるる︒

十一385

つい私の耳をす通りする︒

十一383

着かなかった︒

御父君にかたどって等身の御佛とし
給うたもので︑

十一312 こ＼にも同じ孝の御心がし
のばれる︒

十一316 鯨りにもったいない氣がす
る︒

十﹇316 法隆寺が約一千三百年の古
き姿を其のま＼に今日に傳へて︑
ぐうぜん

十一319 あながち偶然でない氣がし
づ し

研究が行きづまると︑

藁がかすかに動きます︒

其の度毎に耳の鼓膜が振動

、111

月日が矢のやうに流れ去り

やがて三年目の夏がやって

木々の葉が一日毎に緑を増

﹁もの言ふおもちゃ﹂の研

助手のワトソンが︑先生の

﹁ボーン﹂といふかすかな

ワトソンの室へかけ込むが

血の出るやうな苦心が︑又

績けられました︒

十一496

早いか︑

十﹁488

きました︒

音が︑電線を傳って先生の機械に響

十一485

べてるます︒

機械と電線で連絡した別の機械を調

十一483

究に饒念がありません︒

十一482

して︑

十一4710

來ました︒

十一479

ました︒

十﹇478

れるのでした︒

ぎざくの線がゑがき出さ
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十十

先生が私に何かおつしゃつ

集ってみる︒

十一389

顔が火のやうになるのを私

とうく﹁もの言ふおもち

少し震へを帯びた先生の聲

すぐ來てくれ給へ︑用事

が︑機械に向かって話しかけます︒

十一499

や﹂の出來上る日がやって望ました︒

十一433此の先生がまだ十五歳の少 十一498
年であった頃︑

一年か＼つて出來上ったの
が人間の頭のやうなもので︑

十一438

があるから︒

十一4911囹

たらしい︒

ゴムのくちびるが動いて︑

十一3810
は感じた︒

十一439
た

ふと別の考が先生の頭に浮

げ

奥ではがやく人聲がする︒

入口に下駄が二足も並んで︑ 十一嘱11

十一505圏 先生の言葉が︑ 一々はつ

十一393

かびました︒

十一393

金物のすかしを通して見られたので
あるといふ︒
とびら

のみが色をとゴめてみるが︑

十一331 た〜扉や毫にゑがかれた壷

十一329 其の美しい光彩が︑金色の

十一328 玉音の羽が敷並べられ︑

たちの心を引く︒

十一327有名な玉轟の御厨子が︑私 十一389 みんなの笑った顔が︑私に 十一432 一人の若い先生がゐました︒ 十一497 やがて年が攣り︑

てならない︒

一一 ｵ一一
4了4了て4745

十十

391

が一が

きり聞えました︒

十一513 此の獲明は︑ベルが三十歳
の時のことでした ︒

十一524図 水路きはまるが如くにし
てまた忽ち開く︒

て眠るが如く︑

十一527図 春は島山かすみに包まれ
十一529図 田園よく開けて︑まうせ
んを敷けるが如く ︑

十一543図 瀬戸内海が家立公園の一
に敷へらる＼︑

レンガフ

ヨ

十﹁546図 露國が連敗の勢を回復せ
んため︑

十一5911図葉我が聯合艦隊が能ク勝
ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧心得タ
ひえだのあ れ

ルモノハ︑

國の古意を︑

十一632 稗田心逸がそらんずる我が

十一671

言葉其のま＼に文字に書き

十一672

其の他古代のすべての事が

これが古事記といって︑

あらはすことが出來た︒

十一677
古事記にのせられて︑

かうして我が國の古傳が︑

古代日本人の精神をあり

我が古代國民の精神がとけ

古語のま＼に残ったことである︒

十一6711

十一681
込んでみる︒

十一684

若い頃から讃書が好きで︑

くと讃むことが出來るのである︒
十一687

或夏の半ば︑宣長がかねて

か

も

まぶち

あなたがよく會ひたいと

買ひつけの古本屋に行くと︑

十一689
十一691園

か

も

まぶち

お話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

江戸の賀茂眞淵先生が︑

先程お見えになりました︒

十一692園

先生がどうしてこちらへ︒
やまと

十一635 彼が天武天皇の仰のま＼に︑ 十一695園

山城・大和方面の御旅行
萬一お揺りに又泊られるこ
十一7010

宣長が眞淵を新上屋の一室

望がかなって︑

宣長が眞淵を新上屋の一室

それには萬葉集を調べて

まんえふしふ

話が古事記のことに及ぶと︑

十一7210園

きっと此の研究を大成す

が出辱なくなりました︒

十一732園

壁を仰ぎ︑

十一811

いて︑

僕が學校から婦って見ると︑ 十一812

ることが出來ませう︒

十一7410

め

あかんだけ

や＼遠く雌阿寒岳が煙を吐

其の山はだの紅褐色が︑萬

十一816

途中に隻湖皇がある︒

群青の水をた＼へてみるの

其の密林の傾斜が四方から

集る底に︑

十一818

さうこだい

緑の世界に異彩を放ってるる︒

ほんたうに北海道の味が
﹁︿略﹀︒﹂と僕が言ふと︑

するでせう︒

十一754園
十一755

﹁︿略﹀︒﹂と︑叔父が言った︒

が︑ペンケ・パンケニつの湖であっ

朗かな中にも一種のさびし 十一819

十一759

十一7511

た︒

釧路の高原・山岳がうねり

北面は重々と北見の高原が

ゆるやかに遠く傾いて︑

十一8311 ﹁しらかば﹂の立枯れが︑

永久に此の湖の水際に近附

白骨のをどるやうにあらはである︒

た〜神のみがしろしめす神

そろそろ北千島の漁場が活

十人乗そこくの襲動機船

十一856

一直線に進む船のともから︑

割合なぎの日が多い︒

網が次第にくり出されて︑

十一865

が︑本島を後に︑

十一854

氣を帯びて來る︒

十一853

秘境だといふ感じを深くさせる︒

十一餌6

る︒

くことが出撃ないかのやうに思はれ

小魚をすくって遊んでみる 十一843

てふ
三色すみれの花に蝶が飛ん

所々に淡い白雲が光ってゐ 十一827

績いて大波の如く︑

午後は︑僕が案内役になつ 十一826

さを持つた聲が︑齢程氣に入ったら
しい︒

十一761
て︑

十一764
た︒

十一766
でるた︒

十一779

青銅の胸像がくっきりと浮

子供たちがあった︒

十一781

成程︑これがクラーク博

かび上って見える︒

十一783園

士の胸像だな︒

これは︑博士が札幌を去
ノートをか＼へた大仁生が︑

十一785園
る時︑

十一792

肩を並べて︑

農場の鐘が﹁かあん︑かあ
ん﹂と長く尾を引いて

十﹇796

此の作業が終る頃は︑

其の長さが約五千米︒

日没のおそい北洋にも夕暮

十一866

十一866

始めて原始北海道の姿をま 十一865

雄阿寒岳の急斜面が迫る絶

のあたりに見ることが出來た︒

十一7911
古事記に手をのばすこと 十一802

おくことが大切だと思って︑

十一725園

十一718

に訪ふことが出來たのは︑

十一7011

に訪ふことが撃手たのは︑

十一7010

とがあったら︑

十一708

がすんで︑

十一696囹

︿略V︑古い言傳へをそらんじ始めた
のは︑

十一638 當時二十八歳の若盛りであ
つた彼が︑今ではもう六十近い老人
になった︒

十一647 安萬侶の苦心は︑それにも

十一639此の人がなくなったら︑
増して大きいものがあった︒

十一649 文章といへば漢文が普通で
あった︒

十一651 漢字ばかりで其のま＼に書
きあらはすことが︑安萬侶に取って
の大きな苦心であった︒

が次第に迫って︑

十一867 濃霧が 面に立ちこめる︒
やうに汽笛が聞えて來るのは︑

十一868 たまく遠くからたゴよふ

ぼんやりと見える ︒

十一876 目じるしのランプも︑光が

もう東の空が白み始める︒

十一879 しばしの夢が結ばれる︒
十一8710
ちが︑船室から出て詣る︒

明治三十七八年儲役に︑親

高く仰がれる︒
ちとせ

十一㎜10

ろ

紺碧の色をたたへた沖の潮

こんぺき

王が軍艦千歳の副長として︑

十一梱4
と

其の果に能登呂岬の山々が

の

にかもめが飛んで︑

十一梱5

﹁しらかば﹂や﹁な＼かま

市街は井然として道幅が廣

紫に煙ってみる︒

十一剛9
く︑

十一棚10

遠く樺太山脈の麓にかけて

ど﹂の並木が美しく績いてるる︒

十一齪3

パルプの原料になる﹁えぞ

鈴谷平野が廣がつてみる︒

て︑

十︻価11

三王のおっとせいが群居し

水兵さんがエプロンを掛け

てるるのだから︑

十一鵬6

菊花の御紋章と大日本帝國

ロッペン鳥が一揃に飛立つ

たといふ︑

十一研4
た︒

十一柵1

裏面には奮ロシヤの紋章と

境界の文字とを刻した石標が立って
みる︒

十一佃2
十﹇佃3

ところで︑此の雲がだん

夕日が傾いてみるのだ︒

ロシヤ文字が見られる︒

十一佃2

くふえて廣がり出すと︑
すっきりした感じがなくな
形がぼやけて來ます︒

は︑

．十一川2

ぐっと大きな塊になって群

空一帯が灰色になって︑

いわし雲がぐんくふえて

生する白い雲があります︒

十＝川6

十一川6

青空に薄黒い雲がみなぎる

古ると︑

十一麗4

青空に薄黒い雲がみなぎる

ことがあります︒

ことがあります︒

十一擢5

所々に青空が見え︑

天の一方から他方へ丁丁か

又時にそれが畠のうねのや

其の間から日光がもれたり

雲の端々が白く見えて︑

9す776
0

十一882 防水具に身を固めた若者た
十一887 海面にさゴ波が起る︒

十一887 ますやさけが︑網の綜も切
れんぱかりにか＼つてみるのだ︒

う︒

まつ﹂﹁とどまつ﹂の丸太が山のや

十一8811 かうした作業が五時間も績 十一齪9
いて︑

十一㎜4
十一㎜4

つて︑

のに作るまでの工程が︑すべて機械

かさの中に星が見えれば天

そろく天氣がくつれるな
そろく天守がくつれるな

又此の雲が出るといわしの
又此の雲が出るといわしの

天候悪婁の兆といはれる雲
で︑それが龍のやうに長く績く場合

十一m9

大漁があるといふので︑

十一柵4

大漁があるといふので︑

十﹁m3

と思はせるのが此の雲です︒

十一㎜！1

と思はせるのが此の雲です︒

十一佃11

氣︑

十一佃9

着るのは此の雲のか＼つた時で︑

太陽や月が︑大きなかさを
まだ新聞が讃める程の明か
きつね

黒や黄色の狐が︑きよとん
弓手が寒いので毛並がよく︑
氣候が寒いので毛並がよく︑

一匹千客といふのがあると

一匹千圓といふのがあるといふ︒

いふ︒

小沼一帯が狐で立ってるる
オホーツク海の濃霧が薄れ

のださうだ︒

十一悩10
十一価一

十 十 十十十
一う一し一一一
113に112ま112112112

十一価4

は︑

十︸桐10

雨雲はきまった形がなく︑

夏の日など︑峯が恐しい程

全く雲の王者といひたい感

すばらしく厚い雲によって

其の頂が朝顔形に開いたの

じがします︒

十一M5

色又は銀鼠色に輝くのを見ると︑

ぎんねず

十一M4入道雲が︑まぶしい程︑白

むくくとふくれ上ったのは︑

十一掴2

れる白い雲は積雲といひますが︑

上は山の峯のやうに積上つた形に現

十一酩11 天氣のよい日︑底が平で︑

空一ぽいに薄黒くおほふもので︑

十一佃3

連なったりすることがあります︒

1

十一891 濃霧がだんく薄れて︑

十一998 甲板を過ぎる夕風が︑そつ
とする程冷たく感ぜられた︒
ひ

十一伽4 さすがに市内は活氣がある︒
よりひと

十一卿9 先づ依仁親王武功記念碑が

宿に蹄つたのが午後の九時︑

十一鵬7

十﹇欄6

の働で順序よく行はれる︒

十一891濃霧がだんく薄れて︑太 十一鵬一 パルプといふ厚紙に似たも
陽が洋上に鈍い光を投げかける︒
たんけん

十一931図 其の量地を探検してこれ
が解決を與へたるは︑

十︻946図 こ＼に始めて樺太が大陸
と全く絶縁せる島なることを確實に
するを得たり︒

て︑

十一992図評言が二回の探検により

十十十十
一一 ﾆ一る一
98て6だ6
、
o

十一997 連絡船が大泊に着いた時は︑ 十一悩9

になりしのみならず︑

十一992図 樺太が愚なること明らか

1｛｝41｛｝4し1〔〕4さ1〔旧
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日光がさへぎられるからです︒
旅館の庭に勇ましく響き渡った︒

十一価9 山田先生の聲が︑中房温泉

十一備6 こうくと鳴る奔流の上に︑
高い橋がぐらく動くのが︑

十一描6 高い橋がぐらく動くのが︑
すてきに愉快だつた︒

十一備7 かちりと杖が岩に鳴った︒
さト
十一備9 大きな笹が僕等の頭をおほ
ふくらみ高く茂ってみた︒

十一備11 岩角が出︑木の根が横たは
つてみる︒

十一備11木の根が横たはってるる︒
十一柵2 前の方で聲がする︒

十一柵3 はつむ呼吸が︑前にも後に
もはっきり聞かれる︒

十一柵6 さつき出呈した温泉宿が︑

だんく小さくなって行った︒
十一柵6 谷川が下で遠く鳴ってみる︒

十一柵8 ぐっと見上げる程奮え立つ

くわつえふ

吉川先生が言はれた︒

てるるのが有明山である︒
十﹇帽10

十一宙11 まばらな闊葉樹林を通し
て︑太陽がじりくと照りつける︒
十一佃1 帽子の下から湧出る汗が︑

谷底から吹上げる風が︑は

そろく針葉樹が現れて來

だに快く感ずる︒

十一佃10

十一柵1
た︒

﹁さうしかんば﹂のはだが︑

梢からもれる太陽の光に映じて︑

十一佃3

道標の敷字が次第にへって

先頭の誰かが叫ぶ︒

うっかりすると足が滑る︒

十一柵10

十一⁝⁝⁝6

十一佃10

道標の敷字が次第にへって

行くのが力と頼まれる︒
十﹇m⁝11

かはい＼桃色の﹁いはかゴ

葉がふちに似た﹁な＼かま

攣ったものがあるやうにな

行くのが力と頼まれる︒

十一伽2
つた︒

十一伽3
ど﹂や︑

つて︑

十﹇槻3

丈の低い細い木が目につく

低い緑の﹁はひまつ﹂が波

眼界が急に開けて︑

やうになった︒

十一槻4

みんながわいく歓聲をあ

のやうに重いて見えた︒

十﹇惚5

十一慨5

﹁︿略﹀︒﹂といふ聲がする︒

げた︒

十一個9

僕等は胸がをどつた︒
や＼轟く平な所に三角嵩を

十一櫨9

十一櫨10
十一槻11

中房温泉から四・六粁と記

そばに腰掛が下智かある︒

示す石があった︒

十一鵬1

十一悩2

所々に残雪があった︒

みんなが嬉しがって雪をす

かなり大きな雪渓が見下さ

下から風が強く吹上げる︒

てきだぞ︒

十一伽10園向かふは晴れて︑山がす

十一伽11 ﹁︿略﹀︒﹂と︑誰かが帽子を

槍岳が︑それこそ天を突く

振りながら︑

十一伽4

更に右へくとのびる飛騨

山脈が︑︿略﹀︑そ＼り立ち︑うねり

槍の穗先のやうに突立ってるる︒
ひ だ

十一櫛7

避く雄大荘嚴な姿︒

十一伽11 所々に白雲がた〜よって︑

かすかに聞えるやうな氣が

もうくと雲を巻上げて︑

急な斜面が神秘な谷底へ深

十一㎜10

さっきの槍岳が︑﹁︿略﹀︒﹂

とうく燕の絶頂が來た︒

と言ふやうに︑

十一伽7

く落込んでみる︒

十一伽5

それが此の尾根を界に消散する︒

十一伽3

十一摺11 峯傳ひの道が績いてるた︒

に打たれて︑

十一梛6 此の大自然が展開する景観

する︒

十一伽6 かすかに聞えるやうな氣が

する︒

るのが︑

十一172僕等が今立ってるる所と︑

たゴ天地がすてきに明かる

十一175其の底に高瀬川の鳴ってみ

薄日がぽかくと背中を温
高さ一米にも足らぬ﹁たか
ねざくら﹂が︑今を盛りと咲いてゐ

みつばち

吉川先生が言はれた︒

るのを見た︒

十一悩6

十一悩6 蜜蜂が盛に花から花へ飛ん
でるた︒
＋一悩−o 大きいのが﹁しなのきんば

などが黙々と入賜れてみた︒

十一価2深紅の﹁べにばないちご﹂

うげ﹂ であった︒

十一悩11 小さいのが﹁みやまきんぼ

い﹂︑

。87た44
0
なだらかな道が績いた︒

した道標が立ってるる︒

かった︒

十一伽5
十一伽7

十一伽9

み﹂の花を道端に見つけるのが樂し

道端には︑笹が珍しく花を

何時の間にか大木が少くな

める︒

十一伽8
あたりはだんく霧が湧い

みであった︒

十一伽10
て來て︑

＋衙2さまぐの小鳥のさへづり
とうく合戦小屋にたどり

が聞かれる︒

十一捌3

霧の間に﹁さうしかんば﹂

しばらく道が急だつた︒

空が次第に曇って來た︒

着いたのが午前十一時︑

十一捌6

十一⁝凶11

十一捌10

顔を傳って流れ落ちる︒

十﹇佃2 息が苦しい程はつむ︒

十一槌2

つけてみた︒

十一槻1

の林が績く︒

十﹇佃7 びりくと嬉しい呼子が鳴
つた︒

十一佃9 水筒の水を飲むと︑のどが
うぐひすが鳴いてみる︒

ごくんと鳴った︒
十一冊10

十十 十十
れ一一く一一
た125125つ125125

十一伽3園 あんな山へ登れる人があ
るのかなあ︒

十︸伽7 東も北も一帯に雲がとざし
て︑

十﹇伽8 富士︒汗取・白馬・立山等
の姿を見ないのが全く残念であった︒
む つ

十一矧9 青森平野から陸奥湾へかけ

下草のしだの緑を鮮かに浮立たせた

殆ど天まで績いてるるのを船窓から
やうすかう

しゃんはい

やがて上海が朝もやの

時折ジャンクが近づいて

それが揚子江だつたので

見ました︒
乗客の一人が︑﹁︿略﹀︒﹂と

た︒

著て︑

て調て︑

十一襯10國

十﹁備8團

私たちを乗せたランチが

日本の子供たちが︑池の
ほんこん
それが香港でした︒

夜になると幾十萬の電燈
書は街上に熱帯植物の緑
らん
植物園には蘭科のあらゆ

く

うん

封岸の大陸は九龍の市街

七月十五日︑船がスマト

主人らしいインド人が出

十一襯8囲時々マレイ人が近寄って

以上も鈍いて見えたのも︑

十一襯2国

はるかに安南の山が半日

で︑それが手に取るやうに見えまし

十一川9団

た︒

る種類が︑かをり高く咲いてゐまし

十一川8囲

がしたたり︑

十一川6団

が輝いて︑

十一川4困

十一㎜⁝11団

ほとりで仲よく遊んでゐました︒

十一柵4困

人が生活してゐます︒

十一襯2囲多敷の日本人を始め各國

進んで︑

十一鵬8困

中に展開しました︒

十一㎜4困

は︑

十一柵11圏

す︒

十一柵10囲

りした︒

十一悩4

心は鶴見に奪はれて少しも

皆がうなつくやうににつこ

言ったので︑

十一悩6
りする︒

十一悩8
やがて眼界が開けて︑

遊覧船が出るといふので︑

御倉半島には水際から樹木

が繁茂し︑

よくもこれだけの木が生茂

つたものだと思はせる︒
なかのうみ

半島を廻って中湖に入る

高さ二百米に及ぶ大岩石の
多彩な火口壁があらはにも
紅色の壁面が湖水の藍に映
紅色の壁面が湖水の藍に映
殆ど果しがないやうに感

あの時次第に遠ざかって

十一閥8団見渡す限り濁った水が︑

ぼっとするのを感じました︒

行く皆さんの姿が︑ともすると涙で

十一儒4國

ぜられます︒

十一獅10圏

じて︑さゴ波が紫に見える︒

十一搦7

じて︑

十一髄6

仰がれる︒

十一髄4

絶壁が︑水際から突立ってるる︒

十一㎜2

と︑風光が一陣した︒

十一悩11

十一燭9

いうらん

前方に十和田の水面が現れ

9

いとまがない︒

十十

ての展望が開ける ︒

十一梱10 すばらしく男性的な八甲田
沿道所々に温泉があった︒

そ れ が嬉しい︒

至る所瀬があり淵があり︑

至る所瀬があり淵があり︑

瀧があり︑岩の島がある︒

瀧があり︑岩の島がある︒

せんから︑

十一偶5園 どの島も水際からこけが
むし︑草木が茂ってゐます︒

十一偽6園 草木が茂ってゐます︒
十一偽8 所所天壽を全うした大樹が︑
立つたま＼枯れてみるのがあり︑

十一榴9 立つたま＼枯れてみるのが
あり︑倒れて渓流に横たはってるる
のがある︒

るのがある︒

十︸燭9 倒れて渓流に横たはってる

茂みをもれる太陽の光が︑

から青空をのぞかせたり︑

十一燭10 時にぶなの密林が︑梢の間
十一偶11

ｽ一一
0134134

十十
一一
135135

10
2
7

雨岸に絶壁がそばだち︑

3332262

の高原美が︑私の心をとらへる︒

1331331331詔1詔1設132

十一悌5園 年中水位に愛化がありま

十十十十十十十

が
が
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無邊際の彼方から山のや

ラ島の北端をかはすと︑

十一傾1國

波に明け波に暮れる日が︑

うにうねる大波が寄せて︑

十一裾5国

数丈の怒濤に︑誰もが驚

どたう

それから十日間も這いたのですが︑

十一幽8国

な ら
ちやうど日本の奈良を思

の目をみはりました︒

十一衛1國

それが血石のやうな美し

はせるものがありました︒

十﹁衛6囲

殆ど一木一草もない所に

い青さをた＼へてゐました︒

港があり︑町があるのです︒

十一価11團

らくだ
アラビヤ人が酪駝を追つ

十一幡11圏 町があるのです︒

十一備1囲

日本の商品が︑かうして

てるました︒

遠くアラビヤの内地に輸送されるの

十一幡3国

まのあたりに見ることが

だといふことを︑

出來ました︒

十一爾5囲

ペリムといふ小さい島が

十一備7囲此の二大陸が互に迫る中

間は︑

あります︒

十︻爾9囲

なのです︒

半分水上に現れた水車が

盛にいるかがをどつて見

十一備10國此の小さい岩の島が英領

十一帽5国

せました︒

廻ってでもみるやうな感じです︒

十一帽8国

十一柵1困時々島が見えるくらみの

395
が一が

ものでした︒

でした︒

十一柵2国 航海中こ㌧が一番暑い所
十一柵4圏 船室の物が︑さはってみ
日が昇るに從って︑

ると皆産油を吐いてゐました︒
十﹇柵11困

十一柵1囲 顔や手足がほてる︑

十一柵3国用かふに湖水のやうなも
のが見えます︒

十一柵5麗々さに苦しむ身には︑水
景がなつかしくてたまりません︒

十一四11団此の川に沿うてエジプト
王國が開けました ︒

こ＼へ塗る旅人の目的な

十一欄1國 其の古い文明の跡をたつ
ねるのが︑
のです︒

十一欄4国 三角帆の船が浮かんでゐ
ました︒

十一欄6囲 先づ見に行くのが金字塔
です︒

＋一欄−o団 底の占める面積が五百二

十一醜7國

運河を開いたレセップス

の銅像が毫座高く立って︑

十一塒5國何だか世は秋になったと
植物の緑が︑なつかしい

いふ氣がします︒

十一塒6国
しきりになごりが惜しま

もののやうにさへ思はれます︒

ドイツの有名な音樂家べ一

十一欄11困
れます︒

十一樹6

トーベンが︑まだ若い時分のことで
十一樹9

やがてピヤノの音がはたと

中からピヤノの音が聞える︒

あった︒

十一囑4
止んで︑

そんなことを言ったつて

色の青い元込のなささうな

仕方がない︒

十一価10囹

十一櫛6
十一旧一

其の言方が如何にもをかし

ベートーベンが言った︒

若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一旧8

かったので︑

其の最初の一音が︑すでに

え︑樂譜がない︒

天略﹀︒﹂と︑兄が言ふ︒

十一佃2囹

十一柵1

十一旧7

十六アールもあるといはれてゐます︒

語る遺物が︑何十といふ室にぎつし

十一捌9困 エジプトの古い文明を物

折から︑燈火がぱっと明か

にはかに何者かが乗移った

きやうだいの耳には不思議に響いた︒
十一柵10

りと陳列されてゐましたが︑

十一棚11西中でも一番人の目を引く

やう︒

十一籾7

友人がそっと立って窓の戸
清い月の光が流れるやうに

をあけると︑

十一欄6

るくなったと思ふと︑

十一籾4

のが︑幾室かにずらりと並んだ人間
のミイラでした︒

十一榎1団 何千年の昔の人が︑ミイ
うとなって︑

ゐました︒

十一齪5困港に私たちの船が待って

入込んで︑

さつき娘がひいてみた曲を
やがて指がピヤノにふれた

又ひき始めた︒

十一欄2
十一捌1
と思ふと︑

ちやうど東の空に上る月が

再校の門を出てから︑正雄

いはば奇怪な物の精が寄集

次第心々にやみの世界を照らすやう︑

十一剛4
十一樹8
つて︑

十一旧4

にいさんが天膿望遠鏡を

君が僕に言った︒

十一欄7園

作ったんだ︒

十一柵9圏月がすばらしいよ︒
まだ明かるい空に︑半月が

で︑

あのあばたのやうに見える

十一悩8 ﹁︿略﹀︒﹂と︑僕が言ったの

十一欄2

噴火口は非常に大きいもの

のは︑大部分が火山で︑

一番大きいのは︑直樫が二

だといふことが考へられます︒

十一研5

十一研6

高いのになると八千米一

百石もあるといはれてゐます︒

大きな斑鮎のやうなものが

はんてん

富士山の二倍以上もあるのがありま

十﹇欄1

す︒

十一柵5

海といふより平原といった

あるでせう︒

十一欄7

でせう︒

月には水がないと言ひまし

熔岩が流れて固まったもの

ようがん

方がよいかも知れません︒

十一㎜10

十一鵬8
夕飯がすむとすぐ出掛けた︒

光り始めた︒

十一欄10
十一悩1

月のどこ一つ曇った所がな

月のどこ一つ曇った所がな

しょうこ

十一燗11

ら︑

十一欄10

太陽から來る光や熱を調節

まだおもしろいことがあり

かりに私たちが月の世界へ

太陽に照らされた部分は目

光を調節するものがないか

行ったとすると︑

十﹇欄9

ます︒

十一欄8

するものがないから︑

十一欄5

いのが其の誼接です︒

十一佃3

いのが其の翰墨です︒

十一柵3

たが︑

にいさんと正雄君が︑代る

僕が思はず叫ぶと︑

しょうこ

十一悩3

長さ一米ばかりの望遠鏡が

く観測をしてみる︒
十一悩4

﹁︿略V︒﹂と︑僕がにいさん

三脚の上にのってみる︒
十一悩7

望遠鏡の圓い視野に︑月が

に言ふと︑

十一価6

それは肉眼で見るのとすつ

くっきりと浮出して見える︒

十一価7
十一価11

正雄君が︑﹁︿略V︒﹂と︑あ

かり感じが違って︑

十﹇価11

はち

ひっちを打つやうに言ふ︒

蜂の巣を思はせるやうなで
こぼこが目立って見える︒

十一塒5

が一が
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が痛い程光って見えるでせうが︑

十一柵2 ごつくした火山が至る所
に匿え︑

十一柵3 それが眞黒な大空に突立つ
としたら︑

十一珊7 月から地球を見るとすると︑

我々が常に見る月の四倍ぐらみな地
球が︑

十一柵8 我々が常に見る月の四倍ぐ

我が一切纒の出版を思

ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

十一橋6図園
佛教を盛にせんとする

ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

十一価7図園
は︑ひつきやう人を救はんがためな
り︒

かくて鐵眼が此の大事業

今日の敵飛行場爆撃の壮観

二十数機の爆音が高らかに

を思ひ立ちしょり十七年︑

十﹇柵9図
十﹇四4
響いて︑

十﹇四5

整備員たちの不眠の努力が︑

が思ひやられる︒

十﹇備6

如何にもそれが快く聞かれ

すべての飛行機の調子よい爆音に現
れて︑

十﹇四7
るのだ︒

小型職翻機の群が︑我々爆

こがた

太陽の光を浴びる︒

十﹇捌6

えんご
撃部隊を掩護しつ＼飛んでみる︒

うつ巻いた︒

十一搦4 思はず誰かが叫ぶと︑

つみらく

一同の聲が感激に震へた︒

十一搦9 黒煙を上げて墜落する敵機

十一欄6

下界がだんく明かるくな

十﹇搦9 其の悲鳴を聞くやうな氣が

十一餅9

突然通信手の顔が緊張した︒

ざんがい

だんごん

た〜其の残骸と無心の揮痕

こもぐ花火のやうな白煙

十一慨4

波およぎ兼光といふ刀は︑

首を打つに髪までも切れた

が︑眞黒に見えるだけだった︒

十一衙2

に迫る勇敢な我が機がある︒

ゆうかん

＋一髄11 敵を追って地上へすれく

する︒

がある︒

十一観2

通信紙にした＼めた報告文

が機内に廻される︒

つた︒

十一観4

機上無線電話による命令が
傳へられた︒

十一観9

敵の飛行場が遠く望まれる︒

十一髄5

思はず機上に歓聲が湧いて︑

右往左往する人影がある︒

しばらくおよいでから首が

日本刀の鋭利を物語る四二

たゴ切味がよいばかりでは

打合って折れず曲らぬとこ

周桑を堅い鐵で包むのが最

何れの國に︑かくの如き美

きはく
一脈の氣醜がりんとして身

かすみの如く包んだ一道の

和渕がただよふ︒

十一棚3

に迫るのを覧える︒

十﹁㎜10

しい刀劒があらうそ︒

十一㎜6

も普通である︒

十﹁㈱8

ろに大なる優秀性がある︒

十一旧10

なく︑

十一悌9

は敷へるにいとまがない︒

十一欄8

落ちたと傳へられる︒

十一欄5

いでから首が落ちたと傳へられる︒

切られた人が其のま㌦しばらくおよ

ので此の名があり︑
かねみつ

敵が高射砲を打出したのだ︒

こしゃくにも我が爆撃編隊

突然︑愛機がぐらっとゆれ

に突進する敵機がある︒

十一悩2

ごく間近に︑白い煙が後へ

思はず身が引きしまる︒

た︒

十一悩3

我が後方機關銃が︑ものす
火に包まれた敵機が直下に
十一価2

まだ飛上れないでもがいて
十︻悩7

飛行場にものすごい黒煙が

編隊群長の爆撃開始命令が
十一鵬1

下った︒

十﹇価8

みる飛行機がある︒

十一塒6

落ちて行く︒

十一悩10

ごく鳴った︒

十﹇悩9

流れてみる︒

十一悩4
心はたゴ一画報國があるば

見事な編隊群が忽ちの中に
二千と高度がふえる︒
ぼんやり見える大地がだん

厚い飛行服の上から寒さが

四千米の空には早くも夜が
僚機が︑くっきりと深紅の

れうき

十一捌4

明けて︑

十一捌3

しみ込む︒

十一㎜10

く遠ざかって行く︒

十﹇㎜⁝8

十一励7

出盛上った︒

十一㎜5

かりである︒

十一湘11

言葉が︑我々をいよく緊張させ

きんちやう

嚴かな中に慈愛のこもった

18る86
0

る︒

十一欄10

十十

らみな地球が︑天にか＼つて見える
わけです︒

我々に大きな慰を與へるからです︒

＋研2しみぐと親しめる光が︑
十一個3 昔から月と文學が︑全く離
れられないものになってゐます︒

十一捌5 月に關するものがどんなに
多いか︒

十一m6 月の世界に都があって︑
どは︑

十一捌6 そこで天人が舞ってみるな

十一m8 今日私たちは︑それが死の
世界であると知っても︑

びしい︒

十一m8 やっぱり月がなかったらさ

ら︑

殆ど生きがひがないと思ふ

十一m10 さういふものがないとした

でせう︒

十一捌川11

十一個1図 しかも其の巻敷写千の多
きに上り︑これが出版は決して容易
の業にあらず︒

十一価5図園 我が一切纒の出版を思

ｪ一一
一一
184183上183183
十十

397
が

が

十一棚6 刀工が刀を鍛へるに當って

素志から金属を取出して使

人智が次第に進んで︑

や土器などが︑たまく嚢見される
十ニー110

わけである︒

十ニー21

は︑

十一梱9 若し邪悪な心があれば︑

其の か け ら が 護 見 さ れ ︑

其の後に銅とすずとをまぜ

最後に鐵が使はれるやうに
アジヤ大陸から青銅器を作

又銅鐸といって釣鐘のやう

十ニー311

弁論ー310

特に我が國特有のものとし

まれに方形のものがあり︑

形状は圓形が普通で︑

十ニー44

前の方が角ばってをり︑

此の古墳の大きなのになる

大てい堀がある︒

後の方が導くなってみる︒

れ︑

十ニー51

長さが数百米に及び︑堀が
せきくわん

かつちう

古墳の外部からは埴輪の人

鏡・劒・甲冑などが出た︒
はにわ

石で築いた室や石棺が現

二重にも三重にも廻らされてみる︒

十ニー47

と︑長さが数百米に及び︑

十ニー47

十一一146

十ニー45

がある︒

て前方後圓の古墳と構へられるもの

十ニー42

るが︑

な形をした器物が嚢見されるのであ

十ニー31

どうたく

ることが傳へられ︑

十ニー210

なった︒

十ニー25

た青銅が使はれ︑

十一一124

ふ時代がやって來た︒

十一梱9 如何に切味がよくとも捨て
てかへりみられない︒

十一梱11 武士が刀劒を帯する意義も
こ＼に存する︒

十ニー3図翻古のふみ見るたびに思
ふかなおのが治むる國はいかにと
十一一15図引 あさみどり澄みわたり

たる大空の廣きをおのが心ともがな
十二73図 きりをもむが如く廻せば︑

十二79図 かの建御冠命が大國主命
と會見し給ひしは ︑

十二83図 神々の姿︑今まのあたり
見るが如く︑

かひがら

十二86 私たちが野外を散歩してゐ
ると︑

十二87 貝殼が白く散らばってみる
のを見かける︒

十二89 矢じりの形をした石のかけ
時代が進むにつれて︑

らを見つけることがある︒
十ニー03

十ニー09 ちよつと出子さうにもない
十ニー010

其の表面になは目のやうな

のがある︒

十ニー011

模様の附いたものなどがある︒

十一一152

自然大きなはきだめが出來︑

十ニー14

警標ー53

十一一154

古墳の年代を考へることが

したといふ歴史を思ひ合はさせる︒

十ニー56

今日これらのものが︑或は

出來るのである︒

十六ー62

史蹟や國寳などに指定され

しせき

博物館に保存され︑

十ニー63

てるるのがあるのは︑
城壁の所々に城門があり︑
ろうかく

十三ー72

壮麗な棲閣がこれを飾って
内城の正門正陽門の堂々た

十ニー73
みる︒

十ニー74

昔の皇居紫禁城が何よりも

る姿が︑先づ旅行者の目を引く︒

其の黄金色の瓦屋根が青空

肚麗な宮殿が幾むねも立ち

目立って見える︒

玉柏ー79
十ニー710
並び︑

十ニー711
に輝かしい︒

ろこうけう

十ニー85 朝陽門の彼方に遠く通州が
あり︑

十ニー86 これも遠く薩溝橋があるの
である︒
十一一188 日壇・月壇・天壇等の祭壇

があって︑

歴代の皇帝が天を祭られた
歴代の皇帝が天を祭られた

昔がしのばれる︒

十ニー89
十ニー89

大理石でた︑まれた二形の

昔がしのばれる︒

十ニー91

祭壇の前に立つと︑諸官が威儀を正
奏樂の中に天子が恭しく祈

して列なり︑

あの野見宿禰がそれを工夫 十ニー93

のみのすくね

形などが獲見され︑

十ニー15 當時捨てられた貝殼が今日
まで淺って︑

十ニー18 當時の住民の使用した石器

夜明前の神秘な儀式が︑目

られたといふ夜明前の神秘な儀式が︑

支那だけに攣ったものや攣

目の前に浮かぶやうな氣が

の前に浮かぶやうな氣がする︒

十ニー94

十ニー95

する︒

日用品のありとあらゆるも

天橋路には露天市場があっ

つた名前がある︒

十ニー98

十二203

て︑

のが雑然と並んでみる︒

十二204

そこらにランプがあり︑め

がねがあり︑

十二205

り︑

十二205めがねがあり︑
十二205天ぷらのにほひがたゴよひ︑
十二206古着屋の軒に小鳥がさへづ

かういふ所に北京の古風が

をめくってみる︒

十二206ほこり風が古雑誌のページ

十二208

かういふ所に北京の古風が

残ってみるのがおもしろい︒

一輪車の水費が通る︒

残ってみるのがおもしろい︒

十二209

十二209

十二211

そこにるたあひるがよちよ

門口から子供がたこを持つ

十二2010 とぎ屋が通る︒

て出ると︑

十二211

どこへ行っても︑楊柳を見

花嫁行列のラッパが響いた

ちと逃出す︒

りする︒

十二212

十二215

るのが支那である︒
ずるのがある︒
十一一217 大てい農家が四五軒かたま 十一一273 かういふ大きな筏が︑時に

り︑

が揚子江の下流であって︑

船が樂々と航行するのである︒

こんな筏の十や二十が績い

湖南・貴州などの奥地から

出る材木が︑それぐ其の地の流に

十二291

特に筏流しの風情のよく味

よって此の湖水に流され︑
十一一299

其の翼翼が︑年若くてなく

ははれる所が多い︒

十二309

孔子が︑弟子たちを連れて

なったのである︒
きやう

十二314

十二335あいにく此の地方に戦齪が
あって︑

徳のある者なら︑天が助け
さういふ考が湧いたのかも

十二365

此の言葉が︑孔子をどんな

に満足させたか︒

かへ

お前が富貴であったら︑

其のま＼實行ずることが出

こ＼に﹁仁﹂の全禮が説か

十二375園田に克って禮に復るのが

か

十二366圏

仁である︒

十二381

れてるる︒

十二383

それで予を啓獲してくれ

來たのである︒

十二392園

ることがある︒

た如く︑

十一一396 孔子がよく顔回を知ってゐ

みと
偉大な孔子の全面をよく認

十一一401園私が力のあらん限り修養
十二344

十二421

先生が生きていらっしや

あいこう

子路や子貢が︑﹁︿略﹀︒﹂と

君子でも困られることが

顔回だけが平然として︑

あるのですか︒

十二4110園

た時︑

か︑ズ略﹀︒﹂など不安がましく言つ

十二4110

た︒

十一﹁415闘顔回といふのが居りまし

と尋ねた︒

十一一412魯の酒虫が孔子に︑﹁︿略﹀︒﹂

ろ

先生よりも先に死んでしまった︒

十二411 ﹁︿略﹀︒﹂と言った顔回が︑

十一一4010園 どうして私が死ねませう︒

る限り︑

十二4010園

めることが出來たのである︒

しても︑

たゴ困り方が謂ふぞ︒

十二407
十一一346圏

困ったら悪い事でも何で
君子はそこが違ふ︒
子馬といふ弟子が言った︒

こロつ

腕前を加減するのが果し

ず人にほめられるときまってはみな

十二353圏細工のうまい大工が︑必

受容れて用ひようとしません︒

十二3411圏だから︑世の中が先生を

十二349

し

十二348園

もするといふのが小人である︒

十二347園

知れぬ︒

るはずだ︒

十二342

れることがあるのですか︒

十二3311圏徳の修つた君子でも困ら

で孔子に言った︒

＋二3310
生一本な脱路が︑とがり聲

あった︒

十二339ぶつく不平をもらす者が

ある︒

十二338自ら人の心がわかるもので

つてみる︒
十二336遂に糧食が各週きてしまった︒
十も十五も列を作って心心を下る︒
十一一218 上にのびて行くのが楊であ 十二277 江口から漢口までの一千粁 十二337ろくく食ふ物がなかった︒

である︒

十二219 上から下へたれ下るのが柳 十二278 増水期には一萬トン級の汽

がない︒

三つ︑四つ︑七つと列をな

て下ったからとて︑

十一一224 秋の取入れにはげんで鯨念 十二279

自分の事は自分でするとい

材木と材木とをく＼り附け

して下るのがある︒

十二2211 月を踏んで臨るのが田家の 十二284
生活である︒

る︒

こ﹂に見るやうな氣がする︒

やうこ
かつて陽虎といふ者が︑此

突然軍兵に早まれたことが

匡といふ所を通った時︑
ある︒

十二317

い︒

十二355園

道の修つた者が︑必ず人

てよい大工だらうか︒

十二356圏

ほんたうに先生の大きい

に用ひられるとはさまってみない︒
ことがわかります︒

どうして私が死ねませう︒ 十二362園

先生が生きていらっしや

孔子の顔が陽虎に似てみた

の地で齪暴を働いた︒
十一一319
ところがら︑

る限り︑

十二326園

十二265 村中全艦が乗ってみるので

十二326園

さい

十二2610 紅緑のとうろうを美しく嵩 十二333 陳・藥の厄があった︒

ちん

はないかと思はれる程多人数である︒

などが︑風にひるがへってみる︒

十二261 せんたく物の上着やも＼引

乗ってみる︒

十二2510 村の客まで幾十人がそれに

に建てられてみる︒

つた小屋が︑幾軒となく長屋のやう

十一一259 又は竹・アンペラなどで作 十二316

十二2411

た竹つながぼんく噺切られ︑

十一一234 附近にそれらしい里村・柳 十二287
村がないところがら察すると︑

兵齪が あ っ て も ︑

洪水があり︑兵齪があって

しばく飢謹があり︑

ききん

氣の長いところがあるのも︑

1！10
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ふ心掛が︑ 田家には行きわたってゐ
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十二422 孔子を慰めたことが思ひ出
されるではないか ︒

十二425 三日ほど降績いた秋雨がか
らりと晴れて︑

これにからかさがあるか

よいことがある︒

はかすかに聞及びながら︑

十二562園

若しきげんが悪うござつ

こ＼に御主人の書函があ

十二687

いはゆる水の門が︑第一か
敷歩にして門があり︑殆ど

ら第六まで順々に待受けてみる︒
十一一688

門毎に道が曲折する︒

西の小天守及び大天守が︑

あの美しいと見た天守の内
しかま

秀吉がこ＼に目を着けて城

ひでよし

十二6911
る︒

を築き︑

十二704

更に家康に信任された池田

いへやす

輝政が︑百萬石の威望と︑

てるまさ

十二705

飾磨平野が一目に見渡され

部には︑巨材が組合って︑

十二698

東の小天守と四つ目に並び︑

十二689

や︑それが末廣がりでご 十二688 殆ど門毎に道が曲折する︒

十二562園
ら︑

るによって︑

十二568園

ざるか︒

十二426 今日は一だんと冷飯が加り︑ 十二565園
雨に洗はれた築山のくまざ

かすかな寒さをさへ感じる︒
十一一427
さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑

たら︑

十二436 何年前のことであったらう︑ 十二596園
自分が江戸の屋敷で史記を讃み︑

十二4310 それらが今新な感激となつ 十一一605園 末廣がりでござります︒
大名﹁これが︒

かさをさすならば︑

かさをさすならば︑

男山・景福寺山が︑ちやう

十二798魍

あた＼かい御飯の湯氣が︑

窓ガラス越しに林が黒い︒

幸福に私たちの顔を打つ︒

我が自動車部隊では︑砲兵

盛に銃聲・砲聲が聞える︒

十二802圃

十二815

十二812

がすでに放列を布き︑

十一一817 歩兵・工兵が散開して前進

敵戦車が十皇︑十五垂︑

を暴けてみる︒

十二819

速射砲・歩兵砲等が︑豆を

緩々と現れて盛る︒

地面がでこぼこしてみるの

いるやうな機關銃の音にまじって

十二8111

とゴろく︒

十二833

敵戦車の機善部にばつく

で車盟は上下に激動するが︑

十二8310

重職車目がけて鋼鐵の膿當

と火柱が立つたと思ふと︑

十二836
これらの小山がすべて出城

がある︒

まさに飾磨平野に浮かぶ一

美しい城だとは︑誰もがい

今年も隣の柚子が黄ばん

しゅら

彼我入齪れての一大修羅

無線電話による我が機械化

すばやく歩兵・砲兵・工兵

遠雷のやうな砲眼がしきり

敵軍主力の背後に出ること

まるで何の不自由もなささ

うに︑仕事がはかどって行く︒

十二866

が出來よう︒

十二857

に聞える︒

十二856

の乗移る自動車群が績く︒

十二851

部隊長の追撃命令が下る︒

十二餌9

場が展開される︒

ぢやう

十二841

りをくらはせてみる勇敢な我が戦車
家康が︑輝政をしてこ＼に

ど海中の小島のやうに散在してみる︒

十二711
十二713

それらが上下に重なり︑
やぐら

時に石垣・塀・櫓が層々と

十二716

ふ︒

十二727

大戦艦を思はしめるものがある︒

十二726

金城鐵壁を築かせたのは︑

となって︑

や
其の塀や櫓にうがたれた矢

どんな大軍が押寄せたとし
多くはそこに廣場がある︒

本丸・二の丸・西の丸の三
十二772圏

丸が︑これ程まで完全に残って︑

敵の寄手が若し門を突破す 十二729

意外にも深い谷底が口をあ

だ︒

寄手が勢込めば勢込む程︑

十二774圏太陽がまぶしく仰がれる︒
十二683

ばしって︑

恐らく此の見せかけの廣場 十二782團 しゅつと︑しぶきがほと
が役立つに違ひない︒

十二684

けて待ってるるのである︒

十二682

れば︑

十二6710

十二679

ても︑

十二671

見下すのである︒

狭間・鐵砲狭間が︑︿略﹀︑私たちを

ざ ま

十二669

頭上にのしか＼る︒

十二665

十二653

人がかさをさすならば︑

十二636圃園

人がかさをさすならば︑

かうして大義名分が正され︑ 十一一628圃園

てよみがへって來る︒
十二4311

みくに

十二4311 忠臣・義士の二心があらは
れ︑

十二鱗1 皇國の姿が次第に明らかに
なって行くのである︒

突然人 聲 が 聞 え て 來 た ︒

囲が︑我にかへると

十二444 しばし思にふけってみた光
十一一糾4

十二唱9 そこには青々とした野菜を
持つた老人が二人頭を下げてみる︒

十二452 老人たちが遡ると︑

十二453 自分が修史に志してからす
でに長い月日を過したが︑
必ず罵るに違ひない︒

十二459 すべての人が目奨める時が
十二459 すべての人が目畳める時が
必ず來るに違ひない︒

十二462 老松のあたりにはもうタや
みが迫ってみた︒

十二519図園 御身が奥州に下りし由

が一が
400

たまがあたった時は︑

十二869 だしぬけに僕が聞くと︑
十二8610園

十二873 をばさんが火鉢を持って來
た︒

十二878 をぢさんの答は︑どこか軍
人らしいところがある︒

十二8811 運悪くをぢさんの輕機關銃
が急にきかなくなった︒

十二892 隣にみた分隊長が︑﹁あ
つ ︒ ﹂ と 言 っ て 倒れた︒

十二894 これが︑分隊長の最後の言
葉だつた︒

﹁︿略﹀︒﹂と快い音が鳴り出

十二895 をぢさんが負傷したのは︑
十一一897

人がある︒

十二924
見えて︑

やうやくお参りがすんだと
をぢさんこそ︑脚がわる

それが︑︿略﹀すまない

いのに大話ぢやありませんか︒

十二9210圏

十二934囹

軍人傷疲記章が輝いてゐ

しやうい

やうに思はれてね︒

た︒

東國から徴集されて九州方

十二9310
十二955
面の守備に向かった兵士の一人が︑
かういふ兵士や其の家族た

︿略﹀といふ歌をよんでみる︒

十一一963

ちの歌が︑萬葉集に多く見えてみる︒

十二993

和歌の浦に潮が滞ちて來る
あしの生ひ茂ってみる向か

と︑干潟がなくなって重るので︑

十二995

ふの方をさして︑つるが鳴きながら
鳴きながら飛んで行くつる

飛んで行くことよ︒

十二997

の羽ばたきまでが聞かれるやうな感

な

ら

あをによし奈良の都は

後人をして奮起せしめるも

じのする歌である︒

十二欄6

のがある︒

十二㎜7図韻
十二伽9

インドから高僧が渡海して

東大寺の大佛が出來︑

咲く花のにほふが如く今さかりなり
十二欄9

來た頃の華やかな奈良の都を︑

武門の家大伴氏が上代から

群がった山々があるが︑

多いのが一つの特色をなしてみる︒

十二撹1

民家のかまどの煙があちら
こちらに立上り︑

かうした國民的感激に満ち 十二撹3

文武天皇がまだ皇子であら

廣い池には︑かもめがあち
要するに我が古代の人々が

らこちらに飛立ってるる︒

十二撹4
十二醜10

咲く花のにほふが如しと

渇者が清冷な水を得たのに

病人が良藥を得︑

湧上って來た︒

十二柵4言知れぬ喜びが︑彼の胸に

十二柵4

も増して大きな喜びであった︒

十二鵬5

其の後に何か績く言葉がな

十一一佃11 若しあれが佛の御言葉であ

れば︑

あくま
恐しい悪魔の姿をした羅刹

くてはならない︒

十二㎜1

十二㎜5

つい︑うは言が出たかも

わしは腹がへってをりま

まだ後の半分があるに違

のみるのに氣がついた︒

ひない︒

十二㎜7圏

十二柵11圏

す︒

十二川2園

それからのみ物といふの

わしには何も覧えがない

知れないが︑

十二川2園

のです︒

が人間の生き血さ︒

十二麗3囹

十二備2圏何で此の身が惜しからう︒

どうしてこんな聲が出るか

と思はれる程美しい聲である︒

十二佃8

がある︒

﹁︿略V︒﹂といふ深い意味が︑

十一一悩8 そこにほんたうの悟の境地

十二脳9

街路が曲りくねってみる︒

多くの天人たちが現れて︑

とたんに妙なる樂の音が起

彼にはつきりと浮かんだ︒

十二宙1

つて︑

十二備6
修行者が︑ふと此の言葉に耳を傾け

十二柵7

身も心も疲れきった︼人の

た︒

十二柵2

た＼へし奈良の都も︑

十二鵬6図

我々は讃むことが出來る︒

雄大明朗の氣性を持ち︑

東には今あけぼのの光が美

十二佃2
紀伊國へ行幸の御供をした

和歌の浦に潮が満ちて來る

眼前に見るやうな氣がする︒

十二欄10

約四千五百首を二十巻に牧

後世の歌集に比べて長歌の

萬葉集には短歌が多いが︑

しく輝き︑

十二987
十二987

と︑

十二993

時︑赤人が作った歌である︒

十一一992

きいの

月が傾いてみる︒

ふりかへって西を見れば残

せられた頃︑

十二984

あふれた歌が多い︒

十二9710

言傳へたものとして︑

十二9610

じて歌をよむといふのは︑

めたのが萬葉集である︒

十二捌1

十一一966

十二898 後の職友がはひ寄って︑

十二捌2

した時の嬉しさ ︒

十二899 始めて氣がついたをぢさん 十一一966 國民一般が事に煎れ物に感
は︑

十二902囹 最後の突撃に参加するこ
とが出血なかったのが︑

﹁ ︿ 略﹀︒﹂といふ聲がした︒

とが出直なかったのが︑くやしくて

十二903園 最後の突撃に参加するこ
ならぬ︒

十二905

十二905 正一君が婦つたのである︒

十二906 其の元氣な姿が仕事場に現
れる︒

十二908園 醤油屋のをぢさんが︑よ
ろしくといはれました︒

十二914囹 三郎さんが來て待ってる
神前で今恭しく拝んでみる

られたんだよ︒
十一一9110
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十二佃9 二階附の乗合自動車が︑押
すな押すなでつめかける︒

十二佃3 市長公邸と︑取引所と︑イ
ギリス銀行とが取園む白黒は︑

十二佃7 人の波︑車の波が刻々と押
寄せる︒

十二佃1 交通整理がうまく行くのに︑
つて︑

十一而5 大きな博物館や美術館があ
十二柵7 殆ど足が棒になるのを感ず
る︒

テームス河のほとりに堂々

るのである︒

十二伽2 さながらに知ることが出來
十一一伽3
たる國會議事堂があり︑
其の近くにウェストミンス
イギリスが生んだ光榮ある

ター寺院がある︒

十一一伽4
十一一㎜7

政治家・學者・詩人・文學者・爽明
イギリスが生んだ光榮ある

家等の墓が一歩一歩に存在し︑
十一一伽9

政治家・學者・詩人・文學者・嚢明
家等の墓が一歩一歩に存在し︑
彼等を記念する美術的な彫

像 が 壁 面 に 沿 う ・て並んでみる︒

十一一伽11

十二捌3 しかしロンドンには大小の
公園が多く︑

まよふ氣がする︒

十二梱5 我々は無限の自然の中をさ
十二梱7 敏時間歩いても公園の端を
見ないことがある ︒

十二梱8 これだけの廣さがあればこ

そ︑

十二捌11

人影を見ない自然郷をさへ

探し出すことが出來るのである︒
かうろう
敷面の優美な高縷が︑すべ

十一一慨5
て白色のよそほひを以て飾ってみる︒

幾千・幾萬とも知らぬ美し
時々大通は︑川じりが三角

い窓が︑我々の心をそそる︒

十二慨8
十二槻9
其の分岐貼に立つ高槙が一

洲をはさんで分れるやうに︑

十二協1
きは優麗に仰がれる︒
ふんする

其の一端に噴水や花壇のあ

廣場を中心にして大通が五

る霊場があり︑

十二榴3
十二旧3

氣早なパリー子を乗せた幾

方・六方へ放射する︒

十二伽9

士塁・幾百垂の自動車が︑後から後

みつばち

十二方に散って行くのが︑

から疾駆する︒
十一一協11

見るからに︑胸がすくやう

花に飛びちがふ蜜蜂の群を思はせる︒
十一一悩1

胸がすくやうな氣がする︒

な氣がする︒

十二悩1

欧洲給垂の名作が室から室
ルクサンブール美術館にも

へぎっしりと並んでみる︒

十二悩9
十二伽一

かげき

冬の夜は歌劇劇場の窓が紅

春は有名な美術展覧會が開

美術の梓が見られる︒

かれ︑

十二伽1
十二価2

どこか日本に似たところが

紫の電燈ににほって︑

十二伽7

ある︒

入りまじって︑
な

古都が多く︑それらがすべ

京都・奈良をしのぶやうな

特に空と海とが朗かである︒
ら

十二伽7山・川・海・平原が適當に
十二伽8
十二伽10

古都が多く︑

十一一伽11

ローマ法王のバチカン宮殿

ゼノアにはコロンブスの家

て古美術を以て満たされてみる︒

がある︒

十二伽4
十二伽8

現代都市として最近の活動

昔のローマの遺跡がある︒

があり︑昔のローマの遺跡がある︒
十一一梛5

十二伽8

もう農村疲弊の聲がないと

にめざましいものがある︒

いふ︒

十二桝6

こ

じき

きんちやう

すりや乞食が多い︒

十二旧8 黒シャツの青年が見はりを
して︑
＋二梛−〇

十二伽2 國民すべてが緊張したの
である︒

十二伽6 どやくと此の國の青年が
しきりに﹁︿略﹀︒﹂とさ＼

四五人はいって來て︑

十二伽8

イタリや語を知らぬ私にも︑

やくのが聞える︒

十二伽9

それが﹁日本人﹂といふ意味だと見
一人の青年が私の前に立つ

各國で日本語の研究が盛で

當はつく︒

十二伽10
て︑

十二伽2

あることは聞いてみたが︑

外黒人に日本語で話しかけ

られたのはこれが始めてである︒

十二伽3

るものだから︑

十一一伽10園私が日本語を勉強してゐ

友人たちが︑此の日本人

と話をして見よと言ったのです︒

十二伽11園

です︒

十二伽5園あなたは︑日本語が上手

十一一伽9 何時の間にかベニスが近づ

圓屋根や尖塔の心える水の

いてるた︒

ベルリンに來て更にすばら

都が浮かんで見えるのであった︒

十二梱1

十二捌5

きちんとした服装が先づそ

しいものがあるのを見た︒

元氣よく歩く彼等の姿勢が

れを物語る︒

十二梱8

十二梱10

ベルリンには三分置に旅客

ヒトラー青少年團がねり歩

それを物語る︒

く︒

十二槻2

十二悦8

國内に四通八達の自動車道

機が獲着する︒

一日それを耕すことを正し

自動車がすばらしい勢で疾

路が開かれ︑

十二撹9

十二麗9

走する︒

住宅を郊外の森林地帯など

みとしてみるのが多い︒

十二溜6

十二榴8

近代五辻を家庭生活に磨用

に螢むことが流行して來た︒

十二燭10

が一が
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することに力める彼等が︑一面には
大地を慕ひ︑

しょくたく

日本入には︑しばく好意を見せて

十二餌1 かうしたドイツ入が︑我々
くれる︒

十二悩5 向かふの食卓にすわって
みた夫婦の客が︑手をあげて私をさ
し招いた︒

である︒

十二悩6 其の食卓に空席があったの

る︒

しば ら く し て 言 論 が や ん だ ︒

十二悩8 快い音樂が堂内に流れてゐ
十一一悩11

十二悩11 すると︑樂長がつかつかと
私のそばへ來た︒

十二悩3 私は︑胸がときめくのを貴
えた︒

十二悩7 ﹁荒城の月﹂が︑満堂を堅
してゆるやかに流れ始めたのであっ
た︒

一番此のわしを大事に思ってくれる

十二髄8圏 そなたたちの中で︑誰が
か︑

十二慨4圏 たゴほんの少しおつしや
では︑これがそなたの領

り足らぬところが違ひますだけで︒
十一一儒10園
地ぢや︒

十一一㎜5圏私にはなんにも申し上げ
ることがございませぬ︒

十二欄3園 どこへでも嫁入るがよい︒
まってをりますなら︑

十一一欄9園若し私の此の黒黒があや

十二備9園

無作法千萬なお附の家來

どうやら父上がしり押を

たちが︑しょつちゆうの＼しり合つ
て︑

い

早蒔が手を幽くして介抱す

姉上たちからお受けにな

それがりヤ王であった︒

じ

十二柵11
十二柵12

るQ

十二囎8圏

つたお心の痛みが︑すっかり取れま

十二幽1園
すやうに︒

十二佃3

しばらくお會ひにならぬ
貸した金を返せと言って︑

もう返したはずだとか︑乙
かういふ法律上の雫があっ
どちらの主張が正しいかを
そしょう

人々相互の訴訟をさばく
例へば甲の持ってるる家が
さうして︑それがどうも放

乙が其の犯人ではなからう

火らしく思はれ︑

十一一佃3

焼けたとする︒

十二佃2

のが民事裁判である︒

十二悩1

判断し︑

十二榴8

た場合に︑

十二榴5

が主張する︒

十二旧5

甲がさいそくする︒

十二旧3

方がよろしうございます︒

十二醜11囹

になってみない︒

十二湿6園 まだお心の留れがお直り

いませう︒

十二醜2園 なんでうらむわけがござ

いませう︒

十二倣1園 なんでうらむわけがござ

十二励11園 や︑日がさす︒

様でないにもせよ︑

たとへ︑あなたがおとう

なすっていらっしゃるやうに思はれ

飼犬に手をかまれた方が

十二閤9圏

てなりませぬ︒

十二桝4諸家のため國のため︑私が
取りしまりをすることになりまして︑

十二衛7園

十二衛5園まだもう一人の娘がある︒

早言なら︑父が病床へお

まだましぢや︒

十二備1囹
見舞申すと言へ︒

十一一備6囹姉上の眞心がよくおわか
りにならないのだと存じます︒

十二爾9園私には︑姉上が少しでも
お勤をお怠りにならうとは思はれま
せぬ︒

十二描11園或はお小言が出たかも知
れませぬが︒

まだお迎へ申す準備がし
今に世界中がひっくり返

てございませぬ︒

十二術9囹
十二粥2園

らないでみるものか︒

リや王が姉たちにぎゃく待

獲狂した老人が荒野にさま

されてみることを探知したコーデリ

十二粥7
ヤは︑

十二幣10

よってみるのを
獲狂した老人が荒野にさま
よってみるのをフランス兵が嚢見し

十二粥10

て陣所に伴なひ︑

けん
公益を代表する役人たる検

かといふ疑のある場合に︑

じ

十二悩5

ほんたうにさうした不法行

かういふのが刑事裁判であ

事が裁判所に訴を起し︑

十二楓9

る︒

十二価3

どのくらみの損害賠償をさ

爲があったかどうか︑

せるのが適當であるかを判噂せねば

十二価5

ならぬ︒

いふ規定があるが︑

十二価7例へば刑法に﹁︿略﹀︒﹂と

ほんたうに殺人事件の犯人であるか

十一一価8 今問題になってみる入が︑

どうか︑

十一一価10 どの程度の刑を當てるのが

其の判断決定が裁判であっ

適當であるかを決定せねばならぬ︒

厘裁判所・地方裁判所・控

裁判所で判事が行ふ︒
こロつ

十二価11

て︑

十二㈱3

だいしん

もう一度大審院に上告する

訴院・大審院の四階級があって︑

そ

十二儒6

十二愉2

刑事裁判では︑検事が立會

ことが出還る︒

ひ︑

十二樹5

又人民中から選定された十

二人の陪審員が︑斜向の判漸にあっ

ばいしん

十二旧6

辮護士といふものがあって︑

事實の判噺にあっかる場合

かる場合がある︒

がある︒

十二旧6

十二塀7
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十二佃1
十一一旧9

有罪の判決が確定する前に︑
ちつ じ ょ
平和な秩序正しいものにす

ることが其の目的である︒

ら︑

十二欄10 若し裁判がなかったとした
十二欄11 人々相互の孚が果しなく行
十二閥11
わるがしこい者がまぬかれ

力の強い者が勝ち︑

はれて︑

十一一籾1
ることになるであらう︒
若し又︑裁判が公平に行は

れぬとしたら︑

十一一靭2

十二㈱3 我々は安心して生活するこ
とが出撃ないであらう︒
ほふりゆう

十二欄10図圃 早くへば鐘が鳴るなり

法隆寺
十二欄1勲業犬が來て水のむ音の夜
寒かな
太陽ほどありがたいものが

あるだらうか︒

十一一柵8

十二個7 かう言っただけでは殆ど見
當がつかない︒

二倍なくては︑

十二捌10 地球と月との距離が今の約
十二捌11 地球と月との距離が今の約
二倍なくては︑月が太陽の表面を廻
るわけにはいかない︒
ちよつと手近にたとへるも

此の大き な 太 陽 が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

のが見つからない ︒

十一一湿7

十二撹8

太陽が月より非常に遠い所

大艦月と同じ大きさに見えるのは︑
十一一撹10

殆ど普通の言葉で言ひあら

にあるからである︒
十一一鵬10

表面に黒い胡麻粒のやうな

はすことが出來ない︒
ご ま

十二悩2
表面に黒い胡麻粒のやうな

ものが見えることがある︒
ご ま

十二悩3
それが太陽の黒鮎と呼ばれ

ものが見えることがある︒

十二悩3

時には地球の十敷詰に達す

實は地球より大きいのがあ

るもので︑

十二脳5
り︑

十一一悩5

時には地球の十数倍に達す

るのが現れることがある︒

十二悩6

太陽と同じやうな天理が殆

るのが現れることがある︒

十二価5

又太陽の敷百倍といふすば

ど敷へ切れない程存在する︒

十二塒8

日本が生んだ敷學界の偉人

らしいものがあるのである︒
十一一価10

關孝和といふ人があった︒

に︑

十一一悩10

今から凡そ六七百年前に著

しく爽達して︑それが代敷學にまで

十一一欄10

支那では其の頃そろばんと

高められるやうになった︒

十二研1

それが日常の計算に非常に

いふものが考案され︑

何時の間にかそろばんのみ

便利なものであったため︑

十一一欄2

十二欄4

かつ演算することが出來た

が用ひられ︑

十二燗8

敷言上のことがらが︑次か

のである︒

十二欄6

支那の敷學が未だかつて及

ら次へと解決されるやうになった︒

十二佃11

高い域にまで進むことが出

び得なかった高い域にまで

十二柵1

かく代数の演算が自在に行

來たのである︒

十二柵2

しかし︑彼等がかういふも

はれるのは︑

十一一m4

孝和の門下には幾多の人物

主翼の長い歴史があったか

西洋総理の學術の背景があ

のを生み出したのには︑

十二m5
り︑

十二m5
らで︑

十二梱11

當時日本が學ばねばならな

西洋の敷學が輸入されると

が出て︑師弟相承け相縫いで︑

十二擢4
ともに︑

十二櫃6

かった西洋諸種の學術を採用するた
め︑

和算にかくも獲揮された日

我が國人が西洋の敷學を容

本人の天才と錬磨があったればこそ︑

十一一櫃10

十二櫃10

易に征服して︑

波浪高き海上の小島に︑
燈毫を築かんとするが如きは︑

十二価10図

當時難破船しばくあれ
ば︑これが救助を命ぜられて︑

十二備8図

助左衛門が公共のため一

身を捧げてかΣる難事業に滞れるを

十一一柵8図

見て︑

春の國から生まれて來たか

と思はれる白雲が︑山のふところか

十二柵4

らぼつかり顔を出しては︑

ぽいに降りそ＼ぐ︒

十一一湘6 やはらかな日ざしが︑窓一

りと音を立てて

十一一柵7 縁先の雪が︑かさり︑かさ

カナリヤのさへづりが朗か

に聞えて來る︒

十二欄3

來たの︒

雪にうまって冬を越した人

十二柵9園雪の中からお人形が出て

十二㎜11

しゃくやくや水仙が︑雪

形が︑それでも暖さうな顔をして︑

弟が︑背中のあたりまで泥

の下で︑もう目をさまして

十二捌3園

十二捌9

垣に沿うた小路をとんで行

をはね上げて︑

くのが見えた︒

十二捌11

な や
明かるい聲が︑納屋のかげ

のあたりから︑はずんで來た︒

十二槻2

の土があらはに出てみる︒

十一一槻6 あちらこちらに黒ずんだ畠

かぶった白い手拭が見える︒

十一一槻7 川べりに並んだはんの木が

目立つ︒

十二観10 弟が大きな聲で呼んだ︒

十二槻8

てるた母が︑左手をあげた︒

十二磁11立ってしばらくこちらを見

近づいてからまた弟が︑

十二観11 弟がかけ出した︒

十二鵬1

が一が
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﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

十二鵬9 もう殆ど雪がなくなって雑
草が一面に芽ぐんでみる︒
草が一面に芽ぐんでみる︒

十二鵬10 もう殆ど雪がなくなって雑

一度嫁しては徳川の家を離

火が嵩ぜられた︒
十二㎜4
追討の官軍が忽ち江戸表に

れぬが女の道︑

押寄せるとすれば︑

十二㈱5
徳川の恩義を思ふ藷臣たち

が︑おめおめと江戸城を明渡すはず

十二㎜6
はない︒

十二悩2 土遊びに鯨念がない︒

十二悩6 足もとからむくくと濁つ

十二悩3 母の指先が水にはいると︑
十二㎜8

シタ︒

二894

宮は︑御心に深く決し給ふ

しかも談笑の中に開城の約
日本が官軍と朝敵とに分れ

オニノタイシャウハ︑

ワタクシバ︑オトナリノ

アリガタイガ︑オコトワ

マシタガ︑キタナイモノバカリ
﹁︿略﹀︒﹂ト︑ヨシヲサン

出マシタ︒
二982

バ

ヘンジヲシマシタガ︑マタネテ
シマヒマシタQ

三563一寸ボブシバ︑針ノ刀ヲ

長い間おせわになりま

したが︑この十五夜には︑︿略V︑

四324囹

かへらなければなりません︒

ヌイテ︑オ官田向カヒマシタガ︑
四355 ﹁︿略﹀︒﹂と︑兵たいたちは︑
弓に矢をつがへようとしまし
トゥくッカマッテシマヒマシタ︒
たが︑目がくらんで︑どうする
三695園 このごろ︑なかまのもの
ことも出來ません︒
が︑ねこにとられてこまるが︑
何かよいくふうはあるまいか︒
四368園 今お別れ申すことは︑

四452

さうして︑しばらく枝こし

三716園それもよいが︑だれが︑ まことにかなしうございますが︑
いたし方がありません︒
そのすゴをつけに行くのか︒
﹁︿略﹀︒﹂ト聞キマシタガ︑

といひました︒

に月を見てゐましたが︑﹁︿略V︒﹂

三944

正雄サンモヨクワカラナイト

四645園 私たちは山伏ですが︑
道にまよって困ってゐます︒

た︒

鬼にさらはれて︑こ＼に來まし

四622早早は都のものですが︑

知らずにゐました︒

四551 どんなにかないたのでせ
うが︑うちのものは︑朝まで

さっさと走って行きます︒

四464すると︑月は枝の間に
じっとしてゐますが︑雲は

見エテ︑ダマッテヰマシタ︒

三民8園この︑前の方のむしば

の方のは︑一生使ふ大じな

は︑生えかはるはですが︑おく
はです︒

三筆1 おとひめさまは︑しきりに
止めましたが︑浦島がどうして
も聞きませんので︑

大ぜいのせんどうがのり
こんで︑﹁︿略﹀︒﹂とこぎましたが︑

四98

おどろいたのは︑その舟の早
いことでした︒
とを聞いて︑﹁︿略V︒﹂と申しこ

て︑

へはいりましたが︑また出て來

頼光たちがはいって來る

四667園

私どもは︑毎日︑野や

﹁︿略V︒﹂といひました︒

て︑ぎょろりとにらみましたが︑

のを見ると︑大きな目をむい

四661

みましたが︑かぐやひめはどう
してもしょうちしません︒

おことわりいたしました︒

したいとのおことばもありま
したが︑かぐやひめはそれも

サウシテ︑米ヲツイテミ 四308 とのさまから︑おく方に

カセテ︑ハタケヲホッテミマシ
タガ︑キタナイモノバカリ出マ

二865サウシテ︑ムリニ犬ヲナ 四302 人々は︑かぐやひめのこ 四652 鬼の番兵は︑一度おく

リシマセウ︒

二481園

シタガ︑ポチハヰマセンデシタ︒

前ヘイッテ︑﹁︿略V︒﹂トヨビマ

一一344

シタガ︑トウトウマケマシタ︒

イッシャウケンメイニタタカヒマ

一714

が︵接心︶鰯がが

て︑長く職ふやうにでもなったら︑

十二柵10

が成立した︒

十二欄4

ところがあった︒

十二鵬11

江戸市中が兵火にか＼れば︑

て湧上つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

見える︒

十二悩7 せりの葉並が一そう美しく
十二悩3 正午を知らせる町のサイレ
ンが長長と響いた︒

十二塒2 新日本を打立てることが出
來ないとする硬論がある︒

十二搦3 新日本を打立てることが出
來ないとする硬論がある︒

心がみなぎってみる︒

十二塒5 いさぎよしとしないやたけ
十一一鵬7 しかも徳川方がもろくも敗
れたのである︒

十二柵8 慶喜に不臣の心がなかった
としても︑

十二佃8 宮が︿略﹀︑將軍家茂に嫁
ぎ給うたのは︑

十二柵2 やがて長州征伐の大事が起
つて︑
ほうぎ ょ

十二柵3 闘いて杖柱とも頼み給ふ御
はんぎ ゃ く

兄孝明天皇が崩御ましくた︒

十二柵9 慶喜叛逆の報がいち早く
によしやう

江戸に達した時︑

十二憎2 やさしい女性の御心に熱

405
が一が

山にばかりねてゐましたが︑
今夜は︑おかげでゆっくり休ま
れます︒

しんぱい

まだ少し早いが︑おべんた

もうこの子一人になりました︒

五313囹
うにしませう︒

したが︑風にゆり落されて︑大ぜい

やいましたが︑兄神は︑やはりおゆ

海の神檬は︑しばらく考へて

るしになりませんでした︒

だを引いて︑さばくの中を通って居

リ始メマシタ︒

ヤガテ︑ソレヲ傳ハツテ向カブへ渡

タリ︑動カシタリシテ居マシタガ︑

思はず大きなため息をなさいました︒

或日︑ふと兄神の事を思ひ出して︑

命は︑月日のたつのも忘れて︑

になると︑

おっしゃって︑急いで行ってごらん

いらっしゃいましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と

五槻1

の友だちと一しょに︑谷川の中へは
いりました︒

りませんでした︒

四671園 ちゃうどお酒もりのさ 五433園あなた方は︑大そう心配ら 五698 一思ひにとび下りましたが︑
いちゅうのやうですが︑私も
しい御様子ですが︑もしや︑らくだ
目がくらんで︑しばらくは何もわか
を逃したのではありませんか︒

ましたが︑とちゆうで一休して居る

せう︒

りではないが︑今聞いた通りである︒

今では︑僕よりもずっと背が

たが︑だめだ︒

五839

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思

ソレヲ拾ツテ︑マブシへ移ス

ノデスガ︑少シデモオクレルト︑カ

ふと︑何だかかはい＼氣がする︒

五536

ゴノマハリや棚ノスミナドデ︑繭ヲ

四953

カケ始メマスカラ︑チツトモユダン

兄神は︑弓矢を持って︑山へ

さうして︑﹁︿略V︒﹂とおつし

いましたが︑海の世界が︑おいやに

卜うかしは︑すぐに手下の者

なったのではありませんか︒

を呼集めて︑職の用意をしょうとし

六25

ましたが︑意外にも︑手下が集って

済うかしは︑しばらく考へて

來ません︒

天皇は︑御心のうちに︑をか

かう氣がついた弟うかしは︑

あなたは︑おかぜで︑二三

火バシノ先デカキ出サウトシ

タガ︑スキ間ガセマクテ︑ナカく

六167

りましたか︒

たが︑もうすっかり︑おなほりにな

日學校をお休みになったとの事でし

六106囲

はどうしても聞入れません︒

いろくと兄をいさめましたが︑兄

六59

其の願をお許しになりました︒

しいなとお思ひにはなりましたが︑

六44

やる所へ参りました︒

居ましたが︑やがて天皇のいらっし

けふも︑午後︑夕立が來さう 六31
背も高いが︑鼻がおそろし

三本並んで︑

へ行キカケマシタ︒

五川8囲

五玉9

も︑鳥一羽︑獣一匹取る事が出來ず︑

狩りにお出でになりましたが︑これ

五僑7

何と言ふのか知らないが︒

れど︑かはい＼花よ︑花の名は︑

さびしいけ

バ︑﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒナガラ︑アツチ

﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタガ︑ヲヂサン

五鵬3私ハ︑少シアワテタヤウニ︑

く盲同く︑目は鏡のやうでございます︒

五967園

になったが︑とうとう降らなかった︒

五902

から︑よく氣をつけなさいよ︒

五849園行ってもい＼が︑あぶない

足で陸へ上らうといふ所で︑

て渡って行きましたが︑もう一

ガ出直マセン︒

マブシノ中デハ︑カサくト
イフ音ガシテ居マスガ︑コレハ︑量

五545

ガ動クカラデス︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑みことは︑お供

へんじ
神様にお尋ねになりましたが︑返事

五605 ﹁︿略﹀︒﹂と︑みことは︑その

者にもわかりませんでした︒

の者におっしゃいましたが︑お供の

五585

をはり上げて︑豆をまきました︒

かな

具が︑きらきらとしてゐますが︑そ

ぐ

からだは小さいが︑大そう

五691山の木の葉の上に休んで居ま

ちゑのあるお方です︒

五626園

いお方の名を知らないか︒

何でもよく知って居るが︑この小さ

お前は︑方方へ出歩いて︑

をなさいません︒

さいしょ

どでしたが︑後には︑だんだんふく

五146 最初は︑それと氣もつかぬほ
れ出して︑

五212園私どもには︑もと娘が八人
だいじゃ

ございましたが︑雲影のをうちとい
ふ大蛇に︑毎年一人つつ食はれて︑

五609園

の外には︑何のかざりもありません︒

五93団 一切白木づくりで︑金の金

まひました︒

ましたが︑すぐに射殺されてし

四捌6 二人は︑おどろいて逃出し

たが︑思ひ切って︑天平V︒﹂と聲

四恩8 ぼくは︑少しはっかしかっ

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と いって笑ひました︒

白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞへ

りますが︑また 一しょに行きま

四828国あしたから︑學校が始 五528園 二人がうたがったのも︑む 五814 背のびして︑手をのばしてみ 五旧6囹 あなたは︑今ため息をなさ

即しくお暮しになって居ましたが︑

もが目をさまして︑向かって
うちに︑つい眠ってしまひました︒

五偽3

みんな殺されてしまひました︒

來ましたが︑頼光たち六人に︑

四708このさわぎに︑外の鬼ど 五474園私どもは︑萎をつけたらく 五789 シキリニ︑コノ綜ヲ引ツパツ

よい酒を持ってゐます︒

魑

が一が
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取出セナイ︒
シンチユゥ

は︑あまり大きくなって︑

たが︑かへるとなると︑大分金を出

六197園磁石ハ︑鐵ヤニッケルハ吸 六656 上そうみんなの氣に入りまし
着ケルガ︑銅ヤ︑眞鍮ヤ︑ アルミ

どちらにしようかと迷ひまし

さねばなりませんでした︒

六711

ニウムハ吸着ケナイ︒

始は︑たゴ恐しさで一ぽいで

ヒカウキ

又︑無線電信ハ誰モ持ツテ居

もっと︑いろいろな物を買

ルガ︑中ニハ飛行機ヲ持ツテ居ル者

六㎜3

モアル︒

したが︑︿略﹀︑じっとして居る間に︑

六⁝川1

雪舟は︑いろくと考へ績けました︒

六伽7園

毎日︑たくさんの人が︑た

六偽2園小さいものまで入れると︑

は︑ちり一つ落ちて居らず︑

えずお参りして居るが︑長い参道に

六枷4園

いそがしくてね︒

つて蹄ればよかったのだが︑どうも

わたしは︑いつもお纒を讃

まうと思ふのだが︑机に向かふと︑

六佃5園

つい壼がかきたくてかきたくて︑た

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 叫 ん で ︑ た け る は
たが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑小さい方を買つ

まらなくなってしまふ︒

六311
た ふ れ ま し た が ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑苦し

て蹄りました︒
くすのきまさしげ

い息の下から尋ねました︒
こんがう

楠木正成がたてこもった千 六佃5 和尚さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と追ひ
ましたが︑ふしぎに︑ねずみは︑じ

六732
早城は︑けはしい金剛山にあるが︑

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 尊 は し ば ら く 考

へていらっしゃいましたが︑ふと御

つとして動きません︒

六372

まことに小さい城で︑軍勢もわっか

や

まあ︑こんなものだらう︒

は︑上野公園・日比谷公園︒︿略﹀︑

ひ ビ

ずるぶんたくさんあるが︑大きいの
上ヲ走ルモノトキマツテ居タガ︑僕

元帥は︑家の人々と一しょに

庭へ出たが︑はげしい震動が一先づ

六夢7

過ぎると︑すぐに居間へとって返し

大小イロくアルガ︑一番小

河成は︑くやしく思ったが︑

工は︑﹁︿略V︒﹂と思ったが︑

ナガラ︑コレラ海ノ中へ敷設スルコ

夕方から夜になると︑自分たちの世

よをするやうに聲をひそめて居るが︑

書間は︑働く人や牛にゑんり
トノ出來ル者モアル︒

七278

南洋へ行って居るといふことだ︒

人あるのださうだが︑ずっと前から

七215此のおばあさんにむすこが一

時もお花が上って居る︒

七209雨ざらしになって居るが︑何

度々呼びに來るので出かけて行った︒

七178

仕方がなく其のま＼家へ蹄つた︒

七171

によって︑消し止められた︒

帥のさしっと︑集って來た人々の働

火は前後二回おそったが︑元

た︒

グンカン

僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ

一計︑僕等ノ仲間ニハ︑魚雷

六川1

サイノデモ︑大キナクヂラヨリハ︑

ライ

らないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑

機雷ヲタクサン持ツテ居テ︑モグリ

キ

者が多イガ︑中ニハ︑魚雷ノ外二︑

デ敵ヲ攻撃スルコトヲ務トシテ居ル

六佃9

ノ軍艦ヲオソフコトモアル︒

港ノ内ヘシノンデ行ツテ︑不意二敵

テシマフノデアルガ︑時圏ハ︑敵ノ

來ルトコロヲ︑︿略﹀︑魚雷デ打沈メ

六欄1

テアル︒

ウガ︑ソレ平田︑ウマイシカケガシ

イデ︑サゾ困ルダラウト思フデアラ

六会6水ニモグルト︑ドコモ見エナ

ズツト大キイ︒

六冊9

テ敵ヲ攻撃シ始メタノデ︑

等が生マレテ來テ︑海ノ中ヲモグツ

昔カラ︑船トイヘバ︑中水ノ

心に浮かんだのは︑御をば︑倭学命

港は晴れて︑

六価4

千人ばかり︒

城兵はさっさと引上げたが︑
風は寒いが︑

もう︑ひる近

よくなれて居るので︑すぐに又寄つ

一度はぱっと飛立ちましたが︑

鳴るよ︑汽笛が︑

六811翻

二三十人だけはふみとゴまった︒

六766

のお言葉です︒

日をあびてすわって居ましたが︑私

六411 親山羊は︑柵のきはに︑秋の
の足音を聞きつけて︑すっくと立上
りました︒
く︒

て來ました︒

六909

をくはへて︑うまさうに︑すつばす

なりましたが︑生まれた頃は︑乳房

六431 今では︑もうお乳を飲まなく

つばと吸って居ました︒

僕は︑寝床の中にもぐりこん

だが︑火事が氣になって︑なかく

六955

眠られなかった︒

六521 少しむつかしかったが︑のり
で︑どうにかはりつけることが出來

火元からは大分はなれて居た

ほんたうに氣のどくだった

たった一米四方ぐらみの廣さ

紫に︑美しく照りはえて居ます︒

ですが︑こ＼ばかりは︑寒い冬も知

六野6

のしあはせだ︒

が︑けががないのが︑まあ︑何より

六978園

び出した荷物も焼いてしまひ︑

が︑風下になって居たので︑一度運

六962

た︒

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

六588 通有も左の肩を射られたが︑
六593 いよいよ敵の船に押寄せたが︑
高くて︑上ることが出來ない︒

が︑又押寄せて量るのは明らかであ

六604 敵は︑一先づ沖の方へ退いた
る︒

時引出して︑草をたべさせに連れて

六647 買った時は子牛で︑私も︑時
行ったこともありましたが︑近頃で

407

が一が

界だといはんばかりにさわぎたてる︒

しい景色で︑其のま・水の公園とい

んが︑大川をめぐらした眺は大阪ら

石垣の石の大きいのは有名で

ふすばらしく大きい石には︑誰でも

すが︑中でも縦六米︑横十一米とい

七693

つてよいくらゐです︒

けしき

七292 みんながいろくな事を言ふ
が︑誰もまだ其の木のほんたうの高
さを知って居る者はない︒
ひじやう

が︑だんくち窟まって︑

七297 朝は物のかげが非常に長い

市内には︑自動車が走り︑電

びっくりさせられます︒

七η1
車が走り︑地下森道も通じて居ます

ですが︑私たちは學校へ行きますか

七408 午前と午後と二回水をやるの

が︑川や堀に幾千といふ船が通って

しばらくは︑其のま＼じっと

動かないで居ますが︑やがて起直つ

七983

たと思ふと︑艦は完全にぬけ出しま
す︒

色はまだ青白くて︑弱々しさ

うですが︑形はりっぱな親蝉です︒

七989

あなたは︑病氣上りなのに︑

わざくお出でのやうだが︑何か用

七棚9園

外でもありませんが︑今年

でもおありですか︒

七撹1囹

間の者が國へ送る金をあづかって︑

此の財布に入れて來たのです︒

お金をもらったら︑あなた

の氣はすむかも知れませんが︑私の

七竈1園

どうかすると︑其の日の暮

氣がすみません︒

七榴4園

心にすまないことは︑まだ一度もし

しに困るやうなこともありますが︑

旅人は︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひなが

た事はないつもりです︒

七悩2

くもう一度川を渡って︑人夫の家

ら︑人夫の後について來たが︑とう

ら︑午前の水は︑おかあさんに受持

は︑私のうちへ︑まだ税金の通知が

空は水のやうにすんで︑風は

なきと
幼名を無人といったが︑︿略﹀︑

江戸で若君のお守役をして居

では︑第一藩主に即しても申しわけ

たが︑自分の子供がかう弱轟の泣轟

七洋7

と言ったといふことである︒

大將のことを︑無人ではない泣人だ

朝晩よく泣いたので︑近所の人は︑
なきと

七備2

にちらついて居る︒

す＼きがゆれて︑其のかげが畳の上

あるといふ程でもないが︑花びんの

七伽1

をたつねて行った︒

來て居ないやうでございます︒

今日は村長が居られません
先方はほんの青二歳で︑相

一人の旅人が︑人夫と︑渡し
ても相談は出來ないものと見切つた

賃を古同い安いと言合って居たが︑と

七戸8

立合ふだけは立合ってやったよ︒

手にするのもばかくしかったが︑

七擢1園

が︑後でよく話しておきませう︒

七価5園

居るのは︑大阪でなくては見られぬ

塀や石垣はまだ修理中で︑大

は︑それには目もくれないで通って

工や人夫が大勢働いて居たが︑信長

七745

景色です︒

つていたゴくことにしました︒

て居ますが︑葉がずっと大きくなり

七433 昨日出たのは︑まだ皮を着け
ました︒

えんしふ
行った︒

七493圏 午前と午後に教練がありま
すが︑時には︑朝早くから演習に出

では聞くが︑そちに申しつ

あなたは短いのに限ると言

のであらう︑着物をぬいで頭にのせ︑

七859園

か︒

けたら︑一遇何日で出來るといふの

七778園

かけることもあります︒

から︑食事をしますが︑其のおいし

七498団 すぐに武器の手入れをして
いこと︑

はれるが︑天下の人が︑皆さう考へ

七531国入螢當時は︑︿略﹀︑中々ほ
ねが折れますが︑だんくなれると︑

一人で川へはいって行った︒

で︑財布を幾度かいたゴいたが︑其

旅人は︑ゆめかとばかり喜ん

るわけではありますまい︒

卵は︑其のま＼で冬を越して︑ 七佃1
かへ

翌年の夏駈るのですが︑勝つた時は

がない︑

七948

日日の仕事が︑おもしろく愉快にな
ります︒

の目からは涙がひっきりなしにこぼ

七562 宮の御後から急ぎ足に道をた

れて居る︒

其の中には親つばめも居ます

二七ぐらみの︑小さい︑白いうじの

八112

もう大きさだけは生つばめと

日本からオーストラリヤまで

が︑親つばめ程こくありません︒

同じですが︑まだ口ばしの下の赤色

八44

さんまじって居ます︒

が︑今年生まれた子つばめが︑たく

八42
やうなものです︒

あなたのやうなお方に拾は

どつて來たが︑ふと見ると︑向かふ

七伽3囹

れて︑今此の財布をいたゴかせても

最初は潔い所に居ますが︑年

を取るに從って︑だんく深い所へ

行って︑れふをして居ましたが︑仲

七梱7園はるぐ房州へ出かせぎに

ばうしう

布ではなくて私の命でございます︒

らひましたが︑いた望いたのは︑財
もう鳥などは大てい寝て居ま
急いで安全な場所を探します︒

すが︑それでも油蝿の子は用心して︑

七965

はいって行きます︒

七954

に︑日月を金銀で現した錦の御旗を
押立てて居る者がある︒

七667 それは淀川の中にある細長い
島ですが︑此の島に向かって︑北か
ら南から︑かけ渡された橋ばかりで
も二十もあって︑

七675 公園はさして暑くはありませ

が一が
408

は︑一萬粁以上もありますが︑つば
目の舞でした︒

中で殊に人のほめ立てたのは︑五番

手塚太郎光盛の娘は︑頼朝

かねて︑とある木の枝に止った︒

手厚くかんこしたが︑任務を

しかし我々の住んでみる所には︑ど

ちやうど打出の小槌が︑ただ

こにでもあります︒

八浜8

一つしがなければ︑何億圓といふ高

果して氣がゆるんだのか︑鳩は取扱

八791

いねだんでせうが︑世界中の人が皆

ハワイには支那人も西洋人も

有名なワイキ・の海岸は︑今

水浴場となってみるが︑それでも︑

日︑文明を誇る公園地帯となり︑海

八田4

黒い︑背の高い土人である︒

みるが︑我々に珍しいのは︑色の赤

八槻8

といふのと同じことです︒
し な

持てば︑ねだんがなくなってしまふ

兵の手に抱かれたまま冷たくなって

初め大工として働いて居たが︑

しまった︒

八819

其の中に織機の改良を思ひ立ち︑ひ

かうした苦心を重ねて︑佐吉
じっけん
は木製の改造織機を作ったが︑實験

落書社では︑此の織機と外國

月の明かるい晩などは︑土人の群が︑

八838

してみると失敗であった︒

八825

た︒

を攻めようとするのをさとって︑義

光盛の娘は︑其の後︑書夜頼

仲の所へ知らせました︒

八398
朝をねらひましたが︑少しもすきが
木曾に住んで居りましたが︑

ありません︒

八406
風のたよりに此の事を聞いて︑

しつばい

まさへあれば方々の織場を見て歩い

に仕へて居りましたが︑頼朝が義仲

八392

てっかのたらうみつもり

唐綜の身代りに立ちたうございます︒

からいと

八384園別に望はございませんが︑

めは決して自分の國を忘れません︒

八153 かうして︑阿里山蕃だけは︑

しばらく首取の事も止んで平和が績
いたが︑外の部落では︑毎年祭があ
る度に首を取って供へて居た︒

八233團 これは遠い所といふ意味で︑
大連の名も此のダルニーから起つた
のですが︑日本の内地からいへば︑
遠い所でも何でもありません︒

八236國 ロシヤ時代で思ひ出しまし
たが︑其の頃造られた大きな煙突が︑
埠頭の近くにそびえて醒ます︒

︿略﹀︑

一夜ををどり明かすさうであ

製の織機とを︑一年忌わたってため

さて二二は︑誰か母のうはさ

る︒

八419

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の

八247国 其の頃︑日本人は数へる程

機械は外急心に及ぽなかった︒

人々は︑何のためにこんな事

みましたが︑もとより立たうはずは

を言出したかと思ひながら︑やって

八軒2

をする者は無いかと氣をつけて居ま

僕たちは︑毎日々々スキーを

したが︑十日たっても二十日たって

八904

しか住んで居なかったのですが︑今

も︑母の名を言ふ者はありません︒

では十何萬人にもなり︑

八264国満洲は雨が少く︑私がこ＼

ございません︒

はいてかけまはってみたが︑もう村
の近所ではおもしろくなくなったの

私たちは葬観して居ましたが︑

で︑

八563

どこで大砲をうつて居るのかわかり

に來てから二箇月になりますが︑其
ません︒

目をつぶって居たら︑居眠を

の間ほとんど雨らしい雨は降りませ

八幽3

外の魚は腹を下に︑背を上に

圓い目を見張って居るのですから︑

して居るといひたいところですが︑

八旧6

ん︒

上手な人もあるが︑中にはこ
ろんで︑かめの子をひっくりかへし

後にはかすかにゆれるだけで 八962
すが︑それでも一回の動きに︑やは

八715

つた︒

たやうに︑ばたくしてみる人もあ
早く此の事を大石橋守備隊へ

でも髄を横にしたま＼︑くねって行

して泳ぎますが︑﹁かれひ﹂は何時
し︑これと同じやうな事が︑我々の

八伽9

これはたとへ話ですが︑しか

り脈は二つ打つといふぐあひでした︒

知らせようとしたが︑電信も電話も

八755

敵のためにこはされ︑通信はたゴ鳩

十二人の中︑．十一人まではあ

すが︑高梁と大豆はゆたかにみの

かうりやう

八268團 ぱさくした三つぽい土で
ります︒

りましたが︑あとの一人がありませ

八357

ん︒

だから歩く時︑あ㌧いふ風

きます︒

八爾5園

に頭が傾いて︑へんなかっかうに見

ダイヤモンドは無くてもさし

生活においても考へられます︒

えるが︑あれは歪なのだから︑別に

八鵬3

つかへありませんが︑もし空氣が無

二三回上空に輪をゑがいて飛

にたよる外はなかった︒

かったら︑我々は一刻も生きてゐら

八765

んで居たが︑やがて方向を見定め︑

を呼出しましたが︑顔も姿も美しく

八363 頼朝は一目見た上でと︑萬壽

矢のやうに飛去つた︒

空心はこれ程大切な物ですが︑

八㍑5

足が長い割合に︑甲は小さい

不思議はないのだよ︒

八重5

れません︒

上品に見えましたので︑さっそく舞

なほしばらく飛白けたが︑遂にたへ

八776此の重い傷にも屈せず︑鳩は

姫にきめました ︒

の舞がめでたくすみましたが︑其の

八368 一番︑二番︑三番と︑十二番
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が一が

しけん

かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑

戸をくるのと直りはないが︑千敷百
きりつ
人の乗員が︑號令に從って規律正し

さていよく試験をしてみると︑う

く活動する其のさまは︑いかにも目

のですが︑おもしろいのは其の口の

ざましい︒

狐を追ひかけしが︑射殺さんもふび
んと思ひ︑左右の耳の間をねらひて

港や町のにぎやかなことは

ひようと射る︒

いふまでもありませんが︑又眺望の

九507圏

今︑私が泊ってみる旅館も

好いことでも有名です︒

あのいろいろの道具︑たく 九517国

日本人の経螢ですが︑今年九つにな
えいご
る八重ちゃんといふ女の子は︑英語
さんの時計︑形も大きさもそれぞれ
違ってはみるが︑どれを見ても大き

サンフランシスコでも︑

も日本語も非常に上手です︒

こ＼でも︑私は多くの學校をたつね

二人はそこらを見廻してみた 九546団
が︑男の子は︑やがて仕事皇の上の

アメリカは︑どこでも黒人

とさつちやう

こ＼に有名な屠殺場があ

庭理してゐますが︑働いてみるのは

シカゴは︑︿略﹀殺風景な

な者でも︑役に立つことがあるのか

ぶた
つて︑一日に何萬頭といふ豚や牛を

九576囲

いのには驚きました︒

を見かけますが︑シカゴに黒人の多

九572囲

る程嬉しく思ひました︒

績のよいことを聞かされて︑涙が出

ましたが︑きっと日本人の子供の成
女の子は︑た曳じっと見まも
つてみたが︑やがてかの小さなねぢ

九2610

物をあれこれといちり始めた︒

九268

くて︑えらさうである︒

九2510園

が何やらさっぱりわからなかった︒

たが︑いろくの物の音︑︿略﹀︑何

ねぢは驚いてあたりを見廻し

まく行きません︒

兄をウィルバー︑弟をオービ

兄は︑何でも理くつで考へる

ガソリン獲動機がよいとは思

九238

所です︒

九115
ルといひましたが︑二人は︑小學校

八丈8 口には色々込入った道具が附
いて居ますが︑其の上の所に小さい
に通ふ頃から︑何よりも機械が大好

た︒

九1410

朝から大分風が烈しいので︑

強い力の出るものがありませんでし

ひましたが︑まだ其の頃は︑惹くて

九1210

細書の物を作るのが得意でした︒

じっさい

方でしたが︑弟は︑理くつよりも︑

九122

きでした︒

二塁があって︑

八洲1 三月といへば春はまだ淺いが︑
汽車の窓には關東平野がうら＼かに
晴れて居る︒

く高いが︑平野は一刻々々廣くなつ

八旧8 後に︑左に︑右に︑山は恐し
て行く︒

やなピ

あるが︑其の間にも︑柳の芽の緑が

九13 冷たい雨の降りしきることも
日ましに太り︑

がて幾分静まった頃︑二人は機を引

しばらく見合はせてるましたが︑や

つぼみ

九18 早い年には︑三月の末か四月

ま＼うとしたが︑縛り小さいのでつ

男の子は︑指先でそれをつ

を見つけて︑﹁︿略﹀︒﹂

まめなかった︒

九273
わっか十二秒でしたが︑しかし︑動

たった三十六米︑時間にして
力による飛行機が︑人間をのせて空

九162

出しました︒

のごく初に︑蕾のほころびることが
あるが︑さういふ年には︑季節はつ

九87 滑走機を改良して︑其の操縦

中を飛行することに成功したのは︑

れの雪が降ったりして︑

に熱中しましたが︑吉日突風にあふ

これが始めてだといはれてゐます︒

それでは︑自分のやうな小さ

られて自由を失ひ︑空から落ちて死

九628

川岸に沿うてぎっしりと並

﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

ではありません︒

ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ
くし
さうですが︑それこそ櫛の歯どころ

ふとう

九6110團

すがに美しいと思ひました︒

で︑湖岸の大通や︑公園の眺は︑さ

所ですが︑今はちやうど新緑の季節

九583囲

大てい黒人です︒

見つからないので︑がっかりした︒

九294三人はさんぐ探し廻ったが︑

た︒

︿略﹀と︑それが又心配になって來

しらと︑むちゅうになって喜んだが︑

九289

んでしまひました ︒

それ以來今日までわっか三十
幾年を纒たに過ぎませんが︑︿略﹀︑

九171

飛行機が自由自在に空中を飛んで

今では︑大陸といはず大洋といはず︑

てはしきりに考へてるましたが︑大

九94 これも︑子供の時から鳥を見
人になると熱心に飛行機の研究を始

飛行機は日々に改良せられ飛

めました︒

九176

つてみたが︑やがてピンセットでね

九910 どういふ動力を附けるかにつ

行技術もまた非常な進歩を遂げたの

ぢをはさんで機械の穴に差込み︑

懐中時計を出してそれをいぢ

いても︑いろく考へましたが︑と

ですが︑それにしても其の最初とい

九309

うく小さい蒸氣機關を作って取附

ないし

毎朝起きると先づ夜具を片附け︑雨

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

へば︑ライト兄弟の苦心に成った十
義家︑背中のうつぼより︑

二秒乃至五十九秒の飛行で︑

九185図

九355

けることに成功しました︒

んめいになって垂物を作りましたが︑

九109 ラングレーは︑その後一生け

が一が
410

ことは︑千年の昔から︑我が國の詩
新左衛門を組伏せてしまった︒

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の

僕は︑此の間から星のことを

い

椅子の形に連なる五つばかり

す

いと︑はっきりしません︒

九鵬5

の星はカシオペイア座で︑俗にいか

れははっきりしてゐますから誰でも

星にも︑名前や番號があり︑

た︒

父は︑しばらくだまってゐま

したが︑﹁︿略﹀︒﹂と許してくれまし

九価8

すぐ見つけます︒

り星とも山形星ともいひますが︑こ

頭を上げて見廻すと︑今まで

知りたいと思って︑父の本箱を見た

九996

君がずっと向かふの席にみる︒

少しも氣がつかないでみたが︑松本

九973

が︑星の本は一冊も無い︒

九924

や歌にうたはれてゐますが︑其の聲
の主がどんな鳥であるかは︑最近ま
はと

で︑はっきりわかりませんでした︒

九643 鳩より少し小さいくらみの大
きさですが︑全曲が濃い緑色で︑頭
が黒く︑のどと翼と尾とは濃い紫色
を帯び︑口ばしと脚とは眞赤です︒

位置もきまってみるのですが︑たゴ

てあげようが︑第一は︑馬をよくか

九657 此の色の美しい三法僧は︑書
ぼんやり見てみるだけでは︑一髄ど

はいがってやることだ︒

細かい事はだんくに話し

の間盛に高い木から木へ飛んで︑
れがどうなのか︑さつばり見當が附

九備6園

たゴ﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

きません︒

日本の馬は氣が荒いとかい

かの﹁ブッポウソウ︒﹂の聲の主は︑

今年も六月から放牧に出しま

みるが︑北斗程見事なのは見かけな

蒲魚7並在の村に二歳駒もたくさん

んで來て︑鼻をすり附けます︒

北斗は嬉しさうに︑すぐ僕の所へ飛

したが︑去年と違って︑僕が行くと︑

九伽5

ではない︑

はれるさうだが︑それも馬が悪いの

九備8囹

夜出て鳴きます︒

北の空にもたくさんの星があ

りますが︑其の中で一つ大事な星が

九6710 これは非常に珍しい鳥といふ 九999

のではありませんが︑しかし五六月

たいわん

北の北海道でしたら︑ほゴ眞
おきなは

實は我我の住んでみる地球が

いやうだ︒

かくご
眞夏の暑さは誰も覧悟をして

九衙2園

いや︑命だけは無事だが︑

いや︑江戸を出立する時は

風呂の底が抜けて︒

三十人であったが︑道中で追々病氣

九柵10囹

を致し︑宿々に残し置いた︒

彌次郎は︑どうせ買ふ氣では

振向いて見たが︑後に窓がな

ありませんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひまし

九備1

た︒

九備7

高度計は一千百米を示してゐ

いので︑誰も見えなかった︒

るが︑富士はやっぱり横雲の上の青

学賞9

一見はなはだゆる

空にくっきりとそびえて︑

下界は︑

くと移動してみるが︑それでみて︑

九捌10

すべての物があっといふ間に過ぎて

しまふ︒

私の隣席に乗ってみた軍人さ

んと話し合ってみたが︑はっきりと

九悩4

我が國は︑神代このかた

通じない︒

九鵬8

く略V︑世界にたぐひなき全艦を成し

て︑今日に進んで來たのであるが︑
けいそく
我が國語もまた︑國初事來縫績して

九鵬7

現在に及んでみる︒

いで置きませう︒

みるが︑八月もなかばを越せば︑ど

先づ北斗七星と其の附近にあ

こかに秋らしいものが見えてもよさ

九鵬5

る幾つかの星を加へて︑大熊座とい

おほぐま

すが︑今の場合︑それを考に入れな

廻るから︑さう見えるだけのことで

九悩10

でしたら︑ずっと低くなります︒

面隠ですが︑反封に南の沖縄や毫湾

九㎜5

あります︒

何といっても美しい︑深みのある︑

の頃︑﹁ブッポ ウ ソ ウ ︒ ﹂ と 鳴 く 聲 は ︑

神秘的な聲です︒

九708 大人の握りこぶし程の大きさ
いらしいのもあるが︑どれも皆︑

のもあれば︑雀の卵ぐらみな︑かは
︿ 略 ﹀ ︑ よ く 實 がいってみる︒

九815 しばらくは互に呼吸をはかつ
てるたが︑やがて狼介は満身の力を
こめて︑鹿介を投附けようとした︒

窓際に蝶の標本が陳列してあ

るが︑いくら調べても僕の取ったや

十101
さうなものである︒

それが果して湖面であるか︑

太った人が︑ふところから大

うなのがない︒

が︑北八は︑ふただらうと思って取

た二枚しか無かったので︑皆がどつ

には︑穴のあいたニッケル貨がたつ

きながま口を取出して寓したが︑中

十138

りのけました︒

それを躇沈めてはいるのです
すが︑どちらも星があまり大きくあ

九偽1

聲であることを感ずる︒

はっきりはしないが︑かなり多敷の

九旧10

ひますが︑それは昔の人が︑それら
の星の列に大きな熊の形を考へたか

九817 鹿島は︑それをじっとふみこ
たへたが︑片足が洲の端にすべり込

らです︒

りよう

︿略﹀を︑大熊座に封して小

りませんから︑よく氣を附けて見な

熊座といひ︑︿略Vを龍座といひま

九塒1

んで︑思はずよろよろとする︒

てあましたが︑前後七年にわたる長

九828 さしもの敵も︑此の一城をも
ろうじゃう

い籠城に︑尼子方は多く戦死し︑
九913 二人はしばし水中で戦ったが︑

411

が一が

と笑った︒

十201 水兵は驚いて立上って︑しば
らく大尉の顔を見つめてみたが︑や
がて頭を下げて︑ 天 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 っ て ︑

其の手紙を差出した︒

清水が湧出てみる︒

と︑次々にお答へ申し上げました︒

上手の水門は初から閉ぢてあ

いったと同然ですが︑其の箱が長さ

りますから︑船は大きな箱の中へは

十伽8

約三百米︑幅約三十四米もあるので

第二の聞門を出ると前は湖で

中に思ひましたが︑負けぎらひの彼

十梛8

女は︑官女たちに︑﹁︿略V︒﹂と言つ

大晦日近くなると︑大分小さ

すから︑

十撹9

て動きません︒

十455囹小さいが︑實にい＼瀧だね︒ 十棚6 清少納言も︑﹁︿略﹀︒﹂と心の

十548園もつたいないが︑これで村
さすけ

東海丸の船長久田佐助は︑眼

中の命が救へるのだ︒

十723
前に迫る此の危急をさけるのに全力

すが︑これはさう大きいものではあ

おかあ さ ん は ︑ ﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄ と

りません︒

十233園

は︑とうく年の瀬を無事に越して

くはなりましたが︑それでも雪の山

清少納言は︑同じ事なら︑十

十伽6囹

亡君の仇を報いたのは︑義

あらうといふ大きさで︑

すが︑これは日本の霞浦の二倍も

かすみがうら

そこを通過すると先は又湖で

を書くしたが︑しかしもうおそかつ

十悩7

五日までこ＼にるて︑見届けたいも

したのは︑結局私情を以て國法を

には相違ないが︑みだりに騒動を起

綱吉は︑元來情に動かされな

かるい人であった︒

い人ではないが︑しかし理非にも明

十鵬10

破ったのである︒

けっきょく

のお供をして行かなければなりませ

若しあそこが少しでも切れて

淺野内匠の家來の事︑いろ

くお聞及びでございませうが︑何

十儒8園

とか助ける道はないかと思ひました

けれども︑左様致しては政道が立ち

計書は何べんか立てられ︑工

ませず︑まことにせんない事でござ

自分とても︑彼等を法衣の

袖にくるんで助けたいのは山々であ

十柵5園

います︒

事も失敗をくりかへしましたが︑し

くしざし

此の湖へ︑爾方の海から掘割
うに︑運河を通さうといふのですが︑

をつけて︑ちやうど團子の串刺のや

十悩3

かしとうく出來上って︑

垂頚10

いてるたのでは︑

うが︑如何に細いにしてもそれが績

みたら︑目病自在に船も通れるでせ

十梱6

浮上って來ない︒

十柵7鯨は陸水にもぐったが︑もう

んでした︒

のだと思ひましたが︑自分も︑お后

十伽6

た︒

聞多の兄五郎三郎は︑押取刀

張良其の無畜を怒りしが︑

しまひました︒

言ってゐられるが︑まだ其の折に出
百人中九十九人まで下れば︑

會はないのだ︒

十772園

或は自分も生きてみるかも知れぬが︑

十241 水兵は頭を下げて聞いてみた
が︑やがて手をあげて敬禮し︑につ

怪漢等はなほも彼を探したが︑

さもなければ露らぬものと思へ︒

りて捧ぐ︒

十941図
り︑

十972図

てまたをくgるQ

ちまもりみたりしが︑やがて腹ばひ

韓信︑しばらく其の顔をう

笑ひて行過ぎしが︑やがて立ちもど

老人足にてこれを受け︑打︑

老人なればと思ひ返し︑靴を拾ひ來

十938図

後の祭︑どこにも人影はなかった︒

で其の場へかけつけたが︑もう何も

十8110

もうどこにも見つからなかった︒

十809

こりと笑って立去った︒

十258国 町も大禮内地風ですが︑其
の間に島民の家がまじって︑南洋ら
しいおもむきを見せてゐます︒

十284国 私は︑島内をすっかり見廻
りましたが︑何千箇年タールもある

平な耕地は︑見渡す限り美しい甘薫
畠で︑

十294困 カナカ族はどの島にもみま
すが︑ヤップのカナカ里程︑昔風な
のはないといはれてゐます︒

十317団 遠くで見た所はたゴ一績き
の小山ですが︑實はたくさんの島が
集ってみるのです︒
とうち

十342團 コロールは︑わっか八平方

きさき
一條天皇のお后は︑其の頃︑

るが︑それはかへって彼等の心であ

十984

陸上に作った湖のことですから︑其

粁の小島ですが︑群島統治の中心地

御休養のため︑宮中から下って或御

るまい︒

であり︑

の水面は︑海から來る掘割の水面よ

十湖10

それ口軽︑追々汽車の効用が

かうよう

︿略﹀に使用されるに過ぎなかった︒

百年も前の事であったが︑初の中は︑

蒸氣機關が出來たのは︑二三

殿にいらっしゃいましたが︑︿略﹀︑

ひとくひ

十353国 南洋の島民といへば︑皆さ

りも︑ぐっと高いわけです︒

耳垂7
六七人の官女たちと︑お庭の雪を眺

最初はたゴ幅の廣い掘割です
めていらっしゃいました︒

きな水門が現れます︒

が︑約十三粁も行くと︑向かふに大

十伽4

んは人喰人種の類とでも思ふでせう

皆は︑ちよつと顔を見合はせ
ましたが︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十995

が︑どうしてどうして︑彼等はもう
文化人の仲間です︒

十405 底はごく淺いが︑こんくと

が一が
412

ひられるやうになったが︑まだ旅客

みとめられ︑炭坑などではかなり用

つた︒

くうつ伏せになって泣入ってしま

きながら目を伏せてみたが︑とう

の聲を用ひることは出潮ないか︒

敵の先頭部隊は直ちに砲

火を開始せしが︑我はこれに慮ぜず︑

十一5610図

敵を待ちしが︑忽ち東方に當りては

官の命により欝陵島附近に集りて

うつりよう

塔と金堂は︑ともすると松 十﹇584図 我が艦隊は︑東郷司令長

の梢に見えがくれするが︑中門だけ

るかに敷條の黒煙を見る︒

十一266

や貨物を運ぶには至らなかった︒

十倣9 母も何か言ってみるやうだが︑
は︑最初からありったけの美しさを

こちらにはわからない︒

誇るやうに︑極めてあらはである︒

金堂はもちろん荘嚴な大殿

ゆ知らず︑風の日も雪の日も待って

十一298

ロジェストウェンスキー
ばく
中將は︑昨日の戦勲に傷を負ひ︑幕
れう

かげろふ

駆逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せら

僚と土ハに一駆逐艦に移りしが︑我が
さゴなみ

思議に私たちをおさへっけようとし

これらは無相な名前に過ぎ

れ︑遂に捕へらる﹂に至れり︒

十一667

ないが︑長い文章になると︑其の苦

拝するのであるが︑今さ

心はとても一通りのことではなかつ
た︒

ういふことを考へるのは︑直りにも
十一322

つたいない氣がする︒

悲の御相を

土315威嚴の中に︑しみぐと慈

ない︒

堂であるが︑それでみて︑これも不

十一592図

十二8囹 老母は︑そんなこととはつ

こう し ゅ れ い

みたが︑遂に山の上でなくなったと
いふ︒

やのコサック兵は︑あそこで教練し

十㎜10囹 あれは公主嶺で︑昔︑ロシ
たのだが︑今は農事試験場の羊や牛
ふちはらののぶたか

が︑かけっこをしてみる︒

の妻となりましたが︑不幸にも早く

十一144 大きくなって︑藤原宣孝
夫に死別れまし た ︒

北海道の味もい＼が︑今

朝︑神社の森で聞いたかんこ鳥の聲

十﹁756園

今夜はなぎらしいが︑水

は︑實によかったよ︒

十︻871園

樺太は島なりや︑又大陸

からふと

温や海流はどうだい︒

十一929図

の一部なりや︑世界の人の久しく疑
たん
問とする所なりしが︑其の聖地を探

検してこれが解決を與へたるは︑實

けん

梅丘は樺太の海岸を一周

に我が間宮鳴丘なり︒

十一948図

せんと志ししが︑ナニヲーより北︑

林藏の怪しみもてあそば

波荒くして舟をやるべからず︒

る＼こと︑キチーにも増して甚だし

十一986図

かりしが︑かかる中にありても︑彼

らざりき︒

又此の雲が出るといわしの

大漁があるといふので︑いわし雲と

十一佃5

ますが︑果してどうですか︒

氣︑さうでなければ雨だなどといひ

かさの中に星が見えれば天

は其の地の事情を研究することを怠

十一佃10

宣長は︑大急ぎで眞淵の様
子を聞取って後を追ったが︑松阪の
い人は見えない︒

十一704

ん所々はげ︑壁も亀裂を生じてはみ

町のはつれまで行っても︑それらし

壁圭里の敷々︑それはもちろ
きれつ

十一161 次にか＼げる文章は︑源氏

姿は︑極めて生きくと︑

るが︑そこに現れた蝋画・諸尊の御

か ん たん

物語の一節を簡軍にして︑それを今

とびら
たゴ扉や皇にゑがかれた圭里

十一705次の宿の先まで行ってみた
私も︑實は早くから古事

が︑やはり追附けなかった︒

十一724園

もいひますが︑見た所は何だかさび
まんえふしふ

記を研究したい考はあったのですが︑

しい感じの雲です︒

心を無理にしづめようとし

それには萬葉集を調べておくことが

たとへるさうですが︑日本では俗に

西洋人はよく牧場の群羊に

て雑誌を開いたが︑文字も圭里もみん

其の後︑宣長は絶えず文通

りか＼つたのです︒

十一741

十﹁川3
大切だと思って︑其の方の研究に取

人間は︑くちびるや舌を

照りもせず曇りもはてぬ春

むら雲などいってゐます︒

しては︑いよく悪い方だといひま

か＼つた場合ですが︑天候の前兆と

の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲の

十一川11

の機軸は松阪の︸夜以後とうく來

日と親密の度を加へたが︑面會

して宮淵の教を受け︑師弟の關係は

なかった︒

日
つて︑鮎や棒の盛徳を用ひて通信す

ふがう

電信は︑電氣の作用によ
るものだが︑此の符號の代りに人間

十﹁452園

すが︑考へてみると實に不思議だ︒

動かして︑いろく愛つた二上を出

十一436園

な意味をなさなかった︒

十一405

どんなに尊く辞されたことであらう︒

形の美と相待って︑輝かしい色彩が

のみが色をとゴめてみるが︑當時は︑

十一331

日の転語で表したものですが︑た貸
これだけで見ても︑︿略﹀がわかる
でせう︒

顔はふっくらとしてみるが︑

目もとはさもだるさうで︑病氣らし

十一1610

く見える︒

くし
十一204園 櫛を使ふことをおきらひ
だが︑それにしては︑まあ︑何とい
ふよい髪でせう ︒

十一209圏 なくなられたあなたのお
かあさんは︑十二の時おとうさんを
おなくしでしたが︑それはそれは︑
よく物がおわかりでしたよ︒

十一213 さすがに子供は︑じっと聞

413
が一が

す︒

十一撒6 雨雲に似てゐますが︑所々
に青空が見え︑雲の端々が白く見え
て︑其の間から日光がもれたりしま
す︒

十一脳1 天氣のよい日︑底が平で︑
上は山の峯のやうに積上つた形に現
れる白い雲は積雲といひますが︑夏

十一備10圏

両方の岬も中の小島も︑

すべて岩ばかりですが︑此の小さい

シンガポールも︑コロン

岩の島が英領なのです︒

十一宙2国
ボも︑アデンも︑皆英國人の纒螢の
下に爽達した都市ですが︑此の岩の

船は︑これから有名なス

一塊をも彼等は見のがさず︑

十一柵7囲
さばく
＜略﹀︑自動車で沙漠を走ってカイロ

エズ運河を通るのですが︑私たちは

ふくれ上ったのは︑俗にいふ入道雲
の都をたつねました︒

の日など︑峯が恐しい程むくくと
です︒

のですが一あなたは演奏會へ行つ

しが︑使を得て急ぎ蹄り︑父君に申

てん

かういふ石を昔の人は︑天

んそんなことのあらうはずはなく︑

行ったものだとか言ったが︑もちろ

狗の作ったものだとか︑雷の落して

ぐ

十二91

し給ふ︒

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑彼はし

てみたいとかいふことでしたね︒
十一剛1

ばらく澄みきった空を眺めてみたが︑

あれは﹁海﹂といはれる部

やがて指がピヤノにふれたと思ふと︑

石を割ったま＼の︑形の整はないも

十一一103 ごく古いところでは︑たゴ

十一旧6

分ですが︑月には水一滴ありません

青銅の劒や︑ほこや︑矢じ

りや︑又銅鐸といって釣鐘のやうな

どうたく

警笛ー32

も作られるやうになった︒

つれて︑だんだん美しく磨いたもの

のを使用してみたが︑時代が進むに

から︑海といふより平原といった方
月には水がないと言ひまし

がよいかも知れません︒

十一佃10

太陽に照らされた部分は目

たが︑水ばかりか空氣もないのです︒

十一柵1

形をした器物が嚢見されるのである

エジプトの古い文明を物

が痛い程光って見えるでせうが︑陰

が︑我が國の青銅器時代は極めて短

十一倒10囲

語る遺物が︑何十といふ室にぎつし

になる部分はきっと眞黒に見えるに

十一梱8 積雲は二千米内外の高さで
すが︑入道雲の頂になると︑六千米

りと陳列されてゐましたが︑中でも

十ニー310 古墳といふのは土まんぢゆ

く︑

から八千米の高さに及びます︒

月の世界は︑いはば全く恐

違ひない︒

しい死の世界ですが︑それでみて︑

十一柵11

一番人の目を引くのが︑幾室かにず
らりと並んだ人間のミイラでした︒

やりがだけ

十一伽3 晴れてみれば︑こ＼から︑

十一嶋4団空も海も︑すっきりと朗

くあるが︑形状は片面が普通で︑

うに類する塚で︑それには大小いろ

今登らうとする燕の絶頂も︑槍岳

昔から月忌やさしい︑平和な氣持を

思するのであるが︑︿略﹀古代の遺

其の頃に書かれた物をもととして研

十日ー59 元降雪の歴史を知るには︑

まれに方形のものがあり︑

かですが︑しかし温度も下って︑何

口にこそ出さぬが︑心は
たゴ一畜舎國があるばかりである︒

十一欄11

與へてくれるものはありません︒
す︒

十一悩2團

物も尊い材料となるのであるから︑

此の異なる二つの鐵の重ね

方にはいろくあるが︑柔かい鐵を

十一欄7
ごりに︑今日は此の一箇月の思出を

十一一2110 どちらも︑其の枝其の梢は︑

刀の中心として︑周圃を堅い鐵で包

風になよくとなびき動いてみるが︑

幹は動くことなく︑十分土中に根を
みだれ

全膿の美しさに先づ心は打
すぐは

見たところ︑水面とすれす

たれるが︑更に其のしっとりと滑ら

といふ︒

の一部分で︑大部分は水面下にある

れになって流れてみるが︑それは筏

十二256

張ってみる︒

此の時事代主命は︑すな
みほのさき

どりのため美保崎といふ所にいまし

十二56図

舌のよくするところではない︒

刃の刃文の美しさ等に至っては︑筆

は

かで底光りする鐵の色︑直刃・齪

十一欄3

むのが最も普通である︒

書いて見ました︒

葉書は出しておきましたが︑船のな

途中から︑ちょいちょい

だか世は秋になったといふ氣がしま

其の他の山々も見えるさうだが︑今
日は何も見えない ︒

十一柵9囲 其のすさまじさに︑誰も
一時ぼう然としましたが︑やがて拭
つたやうに晴上った海上の一角に︑
鮮かな島影を見ました︒

十一襯9団 どれもこれも︑色の眞黒
な男ですが︑意外にやさしい聲でし

しばらく耳を澄ましてみたが︑や

二人は戸外にた＼ずんで︑

十一幽6團 波に明け波に暮れる日が︑

がてピヤノの音がはたと止んで︑

十一価4

それから十日間も畏いたのですが︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささうに言つ

た︒

途中一度︑セイロン島のコロンボに

てるるのは︑若い女の聲である︒

十一欄10夜這は音樂家ですが︑おも

寄港しました︒

十一衛5國 湾とはいへ︑見た所はや

しろさについ釣込まれて参りました︒

十一旧5園今ちよつと門口で聞いた

はり果なき大海原ですが︑水は油の
やうに滑らかです︒

が一が
414

ざったふ

町といふ町は︑雑沓してゐ

てるる人が︑ほんたうに殺人事件の

犯人であるかどうか︑︿略﹀を決定せ

十二捌2

るが︑しかしロンドンには大小の公

ねばならぬ︒

今日はお参りなので︑皇

后陛下から賜はつた義足をつけたが︑

園が多く︑至る所に田園的な自然を

十﹇一948園

恥でございますが︑君子を容れない
これで土を躇むのは︑ほんたうにも

十二363園 道を修めないのは君子の
のは世の中の恥でございます︒

行はれるが︑此の第一審の裁判に不

て︑最初塵裁判所又は地方裁判所で

十一一塒11 裁判は︑事件の輕重によつ

くりひろげてみる︒

は︑今博物館と美術館になってみる

服な者は︑地方裁判所又は控訴院に

昔の王宮であったルーブル

つたいない︒

へりみることなく︑天皇陛下の御楯

が︑其の美術館をごくざっと見るに

十一一9510今日以後は︑一身一家をか 十二悩5

る時は︑師の教について何か自分で
となって︑いやしい身ではあるが︑

に思はれるが︑さて退いて一人でゐ

十二387園 何だかぼんやり者のやう

工夫をこらしてみる︒

もう︸度大審院に上告することが出

控訴し︑其の裁判になほ不服な者は︑

つまり太陽は︑夜の空に無

敷に輝く星の一つなのであるが︑

十二欄3

だが︑實は地球より大きいのがあり︑

るもので︑見たところ胡麻粒のやう

十二悩4

掌る︒

さへ︑少くとも二日や三日はか＼ら
イタリヤもかつては其の例

にもれなかったが︑今は殆ど其の跡

十二伽一

出口するのである︑自分は︒

十二416囹 學を好み︑怒をうつさず︑
憶良は︑︿略﹀︑元來學者で

を絶ってしまった︒

あるが︑人間に封ずる愛の心に富み︑

十二㎜1

其の方面で特色ある歌を多く残して

各國で日本語の研究が盛で

我々に近いために︑特に大きく︑明

十二鵬9

其の中には太陽より小さい

支那では︑古集算木といふ

ばらしいものがあるのである︒

もあるが︑又太陽の敷百倍といふす

もの︑太陽とほゴ同じ大きさのもの

十二価7

かるく見えるに過ぎない︒

パに來て︑外七人に日本語で話しか

美の都市パリーでさへ︑時
に散らばった古くづを見たが︑ドイ

十二湿5

けられたのはこれが始めてである︒

あることは聞いてみたが︑ヨーロツ

十一一伽2

みる︒

萬葉集には短歌が多いが︑

後世の歌集に比べて長歌の多いのが

十二川1

大和の國には︑群がった

一つの特色をなしてみる︒

十二撹2

山々があるが︑中でもそなはり整つ

修行者は︑座を立ってあた

た当駅ハ山に登って眺めると︑

十二佃3

もちろん散歩を目的とする

ツ人はどこまでもきれい好きである︒

十二鵬2

者もあるが︑彼等の中には︑郊外に
幾らかの耕地を持ち︑父も︑母も︑

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

ズ略﹀︒﹂と︑一度は否定し

りを見廻したが︑佛の御姿も人影も
ない︒

てみたが︑﹁︿略V︒﹂修行者はかう考

開立等の算法を行って來たのである

日本は︑支那の算木による

ことはなかった︒

に︑算木による方法を捨ててしまふ

してみたのであるが︑彼の國のやう

また我が戦國時代には︑すでに輸入

算法を學ぶとともに︑そろばんをも

十二旧8

られるやうになった︒

が︑︿略﹀︑それが代敷學にまで高め

子供たちも︑︸日それを耕すことを

はて︑お前さんは︑どう
やら見世えのある方のやうだが︑は

十二旧5園

絶しみとしてみるのが多い︒

前半分を聞いてさへ私は

例へば︑民法に﹁︿略﹀︒﹂

つきりせぬ︒
十二価2

と規定してあるが︑實際の事件に當

あんまりへったので︑つ

つては︑︿略﹀を判断せねばならぬ︒
又︑例へば刑法に﹁︿略﹀︒﹂

といふ規定があるが︑今問題になつ

十二渇8

い︑うは言が出たかも知れないが︑

建物の偉観は前者にあらう
が︑歴史ゆかしいのは後者である︒

十二伽5

わしには何も貰えがないのです︒

十二川2園

かせて︑私に悟を開かせてくれ︒

喜びにたへないが︑どうか残りを聞

十二網8園

へて︑静かに羅刹に問ひかけた︒

十二鵬1一

それが太陽の黒嵩と呼ばれ

う︒

過も二度とはしない男でございまし
たが︑不幸にも短命でございました︒

十二454 自分が修史に志してからす
エ

でに長い月日を過したが︑其の業は
ち

遅々として進まぬQ

十二529図 算筆も︑涙にくれてしば
し返事もせざりしが︑やうやく顔を
上げ︑﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

十二548園 某は末廣がり屋を存ぜぬ
が︑何と致さう︒

十二552囹 何者かは知らぬが︑わい

くわめいてるる︒
め手の門は北東を押さへてみるが︑

十二708 大手の門は南を固め︑から
此の城の要害はむしろ西にある︒

十二834 地面がでこぼこしてみるの
で車膿は上下に激動するが︑かねて
鍛へに鍛へた我が腕︑射撃は正確で
ある︒

十二餌2 味方の損害も相當はあらう
が︑勝利は信念にある︒

十二8911 すぐ止血をし︑ほうたいを
したが︑それっきりもう立てなかつ
た︒

415
が一かいあげる

十二柵5 六以上は里方をや＼異にす
かったが︑何れも途中官軍に押さへ

者は︑櫛の歯を引くやうに京都へ向

奉る歎願書をたつさへた關東方の使

が

カード

カラスガ︑

九937

しかし︑餓りカードが多いの かい ﹇界﹈﹇▽こうぎょうかい・すうが

﹇海﹈5アラビヤかい・オホーツ

くかい・にんげんかい

かい

カイ

かい←う

一寸ボブシバ︑オワンノ

シマシタ︒

ジャウズニコイデ︑大キナ川ヲ

舟ニノッテ︑オハシノカイデ

三522

ニ

オハシヲモラッテ︑カイ

﹇罹﹈︵名︶3

つき・にじっかい・ひゃっかい

かい・しちじっかい・にかい・にかい

かい・さんがい・さんじっかい・しち

﹇階﹈﹇▽ごじっかい・さいじょう

にっぽんかいかいせん・みなみしなか

いにくじらをおう・にっぽんかい・

クかい・ちぢゆうかい・なんきょくか

かう言って︑掛の人は︑其の かい

で︑僕はどれを見てよいかに迷った︒

九944

しかし︑天文學のカードもず

カードを教へてくれた︒

九946

かあん︑かあ

かい

すると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑一枚の い

みぶん多い︒

九949

僕は其のカードの本の名と番

カードを指して其の人は言った︒

︵副︶1

會←うんどうか

三517

折から︑農場の鐘が﹁かあ かい

﹇会﹈︵名︶1

ノボッテ行キマシタ︒

一かさ水をかきます

せんどうたちが︑かいを

たとひ治療のかひはないに

ちれう

かい ﹇甲斐﹈︵名︶2 かひ﹇▽いきが

と︑

そろへて

四102

しゅくがかい・はくらんかい・びじゅ

﹇回﹈﹇▽いっかい・いっかいいっ

十麟3園

い

いでは此の母の心がすみません︒

しても︑勲爵るだけの手を蓋くさな

かい・だいさんかい・なんかい・にか
貝

美しい玉や貝でかざつ

﹇貝﹈︵名︶2

學したかひがあって︑りっぱな身分

十欄2囹息子は︑一生けんめいに苦

かいあ・げる ﹇買上﹈︵下 ︶1 買上

がい ■vしへいがい

になり︑

獣骨で作った釣針などで魚を取り︑

かういふ時代の人は︑︿略﹀︑

又︑貝を拾って生活してみた︒

十ニー13

いほどきれいです︒

た︑そのこてんは︑目もまぶし

三脳6

かい

い・にさんかい

かい・さんかい・しかいめ・すうじつ

かい

四帯5 雲太郎雨太郎は︑けらい
を集めて弓の會を開きました︒

つてんらんかい・ふじんかい

い・えんそうかい・がくげいかい・

かい

の彼方へ消えて行った︒

ん︑かあん﹂と長く尾を引いて廣野

十一796

ん

どうかしてお目にかかりかあんかあん

號を︑用紙に書込んだ︒

其の話もあるがね︑しかし 九952

せっかくですが︒

歴史によると︑

十419園

七悩8園

とい＼ですがね︒

三鵬7園夜ねる前にも︑みがく

︵終助︶11

られて︑目的を達しない︒

くし

るが︑要するにかうして一から九ま

が

での敷をあらはし得るとともに︑

來の算木による方法を︑紙に書きあ

十二憎3 かうして︑彼は先づ支那傳
らはす筆算の方法に改めたのである
が︑其の結果は︑式も演算も自由自
在となり︑

形に画する算法を考案し︑これを角
十一6911園

十二柵5 孝和は︑又︑︿略﹀正多角
術と漏したが︑かういふものは︑も

がくふ
それに義血もございませ

たいものだが︒

んが︒

十一旧11園

ちろん彼以前支那にも日本にもなか
つたところである ︒
はんちやう

十二価1図 文久二年︑先づ藩廉に
十一旧3

うつくやうだがね︒

みんな死火山ですがね︒

十二876園

ばくまつ

其の志をうったへて許可を得しが︑

十二榊2園

たったこれだけですがね︑

たうてい此の種の事業に着手するを

如何やうになされようと︑
︒

或はお小言が出たかも知
お前さんは︑わしをうら

ナイテイク︒

一144囲
︵名︶6

トンデイク︒
カード

目録は︑たくさんの箱にはい
つたカードである︒

九935

力アカア

一141圃 力アカア カラスガ︑

かあかあ︵感︶2カアカア

んでみるはずだが︒

十二棚11園

れませぬが︒

十二備11園

あなた次第でござるが

十二襯7園

行者さん︒

時あたかも幕末にして人心動揺し︑

得ず︒

十二柵3図 助左衛門︑半生の志實現
するの近きにあるを喜びたりしが︑

すでに大政を奉還した彼に︑

明治五年︑未だ其の成るを見ずして
死せり︒

十二価10

逆心などあるべきではないが︑しか
し何事も時勢であった︒
はんぎ ゃ く

江戸に達した時︑宮はさすがに御憤

十二柵10 慶喜叛逆の報がいち早く
りをお感じになったが︑慶喜の言上
するところを一々お聞きになるに及
んで︑事情止むを得なかった彼の心
中をあはれみ給うた︒

十二柳7 朝廷へ寛大の御三置を請ひ

かいぐん
かいいぬ
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︽ーゲ︾

九伽5 けれども︑北斗は︑きっと軍

げる

﹇飼犬﹈︵名︶1

飼犬

馬に買上げられるに違ひありません︒
かいいぬ

十二衛6圏 あ・︑あ＼︑後悔先に立
たず︑飼犬に手をかまれた方がまだ
q▽おうしゅうかいが

ましぢや︒

かいが

もけい
名作・標本・模型等の陳列によって︑

岸通

し

夕やみ迫る旨い海岸通を

怪漢等はなほも彼を探したが︑

﹇▽ごぜんかいぎ

上は天皇の御製を始め奉り︑

るかいきょうとくゆう・なるとかい

きょう︒ちょうせんかいきょう・つが

う・しかいきょう・しものせきかい

きたんかいきょう・きんもんかいきょ

かいきょう ﹇海峡﹈︵名︶3 海峡﹇▽

萬葉集である︒

約四千五百首を二十巻に広めたのが

當時の殆どあらゆる階級の人々の作︑

十二965

階級←

もうどこにも見つからなかった︒

十808

かいかんら ﹇怪漢等﹈︵名︶1 怪漢等

もありません︒

椰子の梢には︑そよとの葉ずれの音

や

散歩すると︑あいにく風は絶えて︑

西洋人も大勢來て︑色とり 十一襯5囲

こっちへ近寄って來ました︒

八262国

ぐのテントや海水着で︑海岸は花

我々は世界の歴史︑イギリスの歴史︑
くわいぐわ
が咲いたやうです︒

有名なワイキ・の海岸は︑今

ロンドンの歴史︑畝洲の糟書更︑
八旧3

イギリスの絶書史などを︑さながら
に知ることが出分るのである︒

日︑文明を誇る公園地帯となり︑海

風とは反射に波が沖へくと

水浴場となってみるが︑

椰子細工の面︑美しい貝 十538

十二㎜一 イギリスの給書史などを︑
かひがら
﹇貝殻﹈︵名︶3 貝殼 貝殼
かひ

かいがら
がら

十348囲

外観

かいぎ

動いて︑見るく海岸には︑廣い砂

はくせい

殼︒珊瑚の類から︑たいまい・とか

ごくらくてう

げ・極樂鳥の剥製まで︑店一ぽいに

﹇甲斐甲斐﹈︵形︶4

かひがひしいかひぐしい︽ーク︾

かいがいし・い

原や黒い岩底が現れて來た︒
かいきゅう ﹇階級﹈︵名︶1
ばく
文化五年四月︑林野は幕 しかいきゅう

府の命によりて︑松田傳十郎と共に

ふ

十﹇933図

かざってあるのが目につきます︒

私たちが野外を散歩してゐ

ると︑時に畠の上などに︑貝殼が白

十二87

樺太に渡り︑海岸を探りてほ団島な

かひがら

六287 其のうちに︑一人の美しい少
女がまじって︑かひがひしく働いて
居ました︒

十一948図林藏は樺太の海岸を一周

ることを知りぬ︒

彼等の住んでみた所には︑

く散らばってみるのを見かける︒
十ニー15

せんと志ししが︑ナニヲーより北︑

うに八方へ散って︑かひぐしくズ

九3610 水兵は︑くもの子を散らすや

波荒くして舟をやるべからず︒

る︒

海岸︻帯にぎっしりと茂つ

です︒

川といふよりは海峡といつ

今夜︑半島南方の海峡を

通れば︑明日正午はいよくナポリ

十一研6囲

ンが︑

イースト川とに包まれたマンハッタ

た方がよい程大きな︑ハドソン川と

九612国

いきょう

外観五層の大天守は︑内か きょう︒ほうよかいきょう・まみやか

﹇外観﹈︵名︶1

海岸一説

﹇海岸一帯﹈︵名︶1

ら登ると七階であった︒

十二697

がいかん

境内を出でて︑海岸に至

自然大きなはきだめが出來︑當時捨

ゆ だ
聞多が山口の町から湯田の自

十二77図

てられた貝殼が今日まで淺って︑白田
くわいかん

ボンをまくり上げ︑白丸な姿になつ

十794

漢

かいかん﹇怪漢﹈︵名︶2怪漢怪

の上などに現れ︑

て︑分隊毎に甲板洗を始める︒

さげを
十857 彼は︑刀の下緒をたすきに掛

け︑かひぐしく身支度をしてから︑
せうちう

焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑

がう

こん
十﹇櫛3 リュックサック・水筒・金

宅に鋸る途中︑暗やみの中に待受け

十331圏

かいがんいったい

後に立つた今一人の怪漢が︑いきな

十798 ﹁︿略V︒﹂と答へるが早いか︑

くわいかん

剛杖の身支度もかひぐしく︑僕等

てるる怪漢があった︒

外郭

は︑小鳥のやうにをどる胸を押さへ
﹇外郭﹈︵名︶1

ながら︑釣橋を渡った︒
がいかく

たマングローブの青葉や︑島の中央

ほしがうら

﹇海岸公園﹈︵名︶1

り聞多の書足をつかんで︑前へのめ

海岸公園

八255囲
かいがんどおり

﹇海岸通﹈︵名︶1

岸公園があります︒

海

かいぐん ﹇海軍﹈︵名︶6 海軍

いふ小さい島があります︒

大連には︑星浦といふ海 十一備8國海峡の眞中に︑ペリムと

かいがんこうえん

にそ＼り立つ無線電信塔の眺が︑

海岸るに

らせた︒

﹇海岸﹈︵名︶7

いつも
大國主のみことが︑出雲の海
の上に︑何か小さい物が浮かんで︑

岸を歩いていらっしゃいますと︑波

五575

しかいがん

かいがん

十ニー910 東交民巷とは各國公館のあ
る所で︑皇室に銃眼のついた壁をめ

くわいぐわ

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地
帯である︒

かいがし ﹇絵画史﹈︵名︶2 白書更
糟書更

十二伽1 豊富な歴史的遺物・世界的
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かいぐんのにいさん一かいざいく

解決

旅送開城約成りて︑
乃木大隠と會
さいがうたか

所はいっこ︑水師螢︒
かつやすよし

敵

江戸城は︑官軍方の西郷隆

が成立した︒

かういふめでたい事のあっ

﹇改元﹈︵名︶1

になる︒

︽ーヒ︾

かいけんしたま・う
會見し給ふ

︵四︶1

建御雷命が大國主命と會

︹課名︺2

量

翼

五目12十一翼

かいこ

十一

﹇蚕﹈︵名︶4

五531
かいこ

キノフカラ︑ウチノ翼が上り
始メマシタ︒

五532

上ル再任ハ︑登ノカラダガ︑

マブシノ中デハ︑カサくト

廻

今桑ヲタベテ居ル翼モ︑アシ

﹇回航﹈︵サ変︶1
航する ︽ースル︾

かいこう・する

フサウデス︒

タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ

五554

ガ動クカラデス︒

イフ音ガシテ居マスガ︑コレハ︑翼

五546

スキ通ルヤウニナリマス︒

五533

慧

止し給ひしは︑此の所なりといふ︒

十一一79図

﹇会見給﹈

た時には︑當時の習はしとして改元

十426園

かいげん

改元

會見で︑しかも談笑の中に開城の約

盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回の

もり

十二欄3

見の

の將軍ステッセル︑

十884図圏

出て見ると︑海軍のにい いしえいのかいけん

さんでした︒

四133
四157圏．ぼくも︑大きくなったら
海軍だよ︑にいさん︒
四162園 さうだ︑海軍がい㌧︒
四171園 かはいらしい海軍だな︒
んため︑本國における海軍のほとん

十一546図 露國が連敗の勢を回復せ
ど全勢力を學げて編成せる太平洋第
二・第三艦隊は︑

十一549図我が海軍は︑初より敵を
近海に迎へ撃つの計を定め︑豫め全
力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒
のにいさん

かいぐんのにいさん ︹同名︺2 海軍

﹇解決﹈︵名︶1

四目4 三 海軍のにいさん
四127 三 海軍のにいさん
かいけつ
−からふと

十一931図 樺太は島なりや︑又大陸
の一部なりや︑世界の人の久しく疑
たん
問とする所なりしが︑其の園地を探
検してこれが解決を與へたるは︑實

けん

解

算木による方法を︑紙に書

︽ーサ︾

﹇解決﹈︵サ変︶−

に我が間宮林藏なり︒

決する

かいけつ・する
十一一旧7

きあらはす筆算の方法に改めたので

あるが︑其の結果は︑︿略V今まで
企て及ぼなかった敷學上のことがら
が︑次から次へと解決されるやうに
なった︒

かいけん ﹇会見﹈︵名︶2 會見←す

むうらん

における海上の一大公園なりといへ

り︒

に日本語で話しかけられたのはこれ

十一一伽3 ヨーロッパに來て︑外補剛

毒言社では︑此の織機と外國

﹇外国製﹈︵名︶2 外國

が始めてである︒

八836

製

がいこくせい

それは︑室蘭で石炭を積んで︑

外輪

ウラヂボストックへ廻航するロシヤ

十7110

﹇外国﹈︵名︶6

の汽船であった︒

がいこく

ある年︑外目の軍ぜいが︑

たくさんの舟に乗って︑攻めよ

面罵1

外國には︑十何年も土の中に

せて來ました︒

七999

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の

製の織機とを︑ 一年にわたってため

ざんねんにも︑佐吉の機械は

これは室外國品ばかりでは

がいこくひん ﹇外国品﹈︵名︶3 外面

外國製に及ばなかった︒

八838

機械は外感量に及ぼなかった︒

もぐって居る蝿があるといふことで

横濱に生まれ︑横濱に居なが

す︒

風下8

ら︑私は︑まだ外國へ行く船の出る
のを見たことがありません︒

一艦︑

ふ ろ
日本旅館に案内され︑風呂を
浴びてゆかたに着かへると︑

八佃5

品

八812園丁に私はりっぱな國産品を

ないか︒

八809園
どこからか聞えて來る支那人

こ＼がどうして外画かと言ひたくな
る︒

作って︑きっと外國品を追彿って見

八悩2

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

かいこん

かい

面積約百平首罪︑其の大部

︽ーサ︾

十282國

墾する

こん

かいこん・する ﹇開墾﹈ ︵サ変︶1 開

とが出來た︒

さるものを︑どうにか作り上げるこ

さらに三年の後︑外國品にま

せる︒

外國語

八842

と︑やはりこ＼は外國だといふこと

しかし︑一度外國の地を躇ん

を︑しみぐと感ずる︒
九鵬7

で︑言葉の通じない所へ行くと︑誰

﹇外国語﹈︵名︶1

かんしゃ

分が内地人の手で開墾され︑それが

ほとんど皆甘庶畠です︒

おみやげに貝ざいくを買つ

かいざいく ﹇貝細工﹈︵名︶1 貝ざい

源氏物語五十四帖は︑︿略﹀︑

でふ

でも國語のありがたさをしみぐと
感ずる︒

がいこくご
十一159

やく

外國

く

たから︑たのしみにして待ってお出

我が國に遊べる外二人は︑ 五104囲

﹇外国人﹈︵名︶2

今日では外心語に謬され︑
がいこくじん

人
十一541図

早くより内海の風光を賞して︑世界

かいし一かいすいよくじょう
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でなさい︒

開始

♂

會見で︑しかも談笑の中に開城の約

富士川が注いで︑其の濁流を

外城

市街は南北二つに仕切られ︑

﹇外城﹈︵名︶3

なかんづく壮大な天壇は外

北を内城︑南を外城といってみる︒
十ニー810

城にあって︑老樹の梢吹く風の音も
外城

﹇街上﹈︵名︶3

街上

うらさびしい程静かな所である︒
十ニー8図

がいじょう

ま

申して︑これを水につけると︑たち

五伽9囹此の一つは︑しほみつ玉と

まち海水が満ちて來て︑一面の大水

となります︒

きれいな海水が︑細かいあわ

先づ下士官が︑甲板の吐水口

を立てながら︑どの箱にも注いで居

八偽5

ます︒

からふき出る海水を︑桶に汲んでは

九373

海水は︑縛の具をとかした水

ゑ

どんく流すと︑

海水が︑絶壁のやうに目の前

海水は︑ようしゃなく浸入す

海水着

西洋人も大勢來て︑色とり

満洲は川も湖も少いので︑

に海水浴をします︒

く︑夏はこ＼へどっと押寄せて︑盛

奥地に住んで居る人たちは海が珍し

八259団

浴

かいすいよく ﹇海水浴﹈︵名︶1 海水

が咲いたやうです︒

ぐのテントや海水着で︑海岸は花

八261団

かいすいぎ ﹇海水着﹈︵名︶！

る︒

十725

かった︒

に迫ったと思ふと︑︿略﹀︑陸にぶつ

十58！

だ︒

自動車の目まぐるしさはも 九字6
ちろん︑地下には地下鐵道︑街上に

九603国
かうか

は高架鐵道が︑すさまじいひゴきを
立てて走ってゐます︒

十一欄6国 書は街上に熱帯植物の緑
らん
がしたたり︑植物園には蘭科のあら

しんざう

ロンドンの心臓といふシ

ゆる種類が︑かをり高く咲いてゐま
した︒

十二佃一

チーの街上は︑全く目まぐるしい程
だ︒

﹇海上一面﹈︵名︶

よく見ると︑海上一面の波は

海上一面

ご

﹇海水﹈︵名︶6

海水

海水浴場

有名なワイキ・の海岸は︑今

水浴場となってみるが︑

日︑文明を誇る公園地帯となり︑海

八惚3

1

これは海神のた＼りであら かいすいよくじょう ﹇海水浴場﹈︵名︶

﹇海神﹈︵名︶2

黒米の胡麻粒である︒

かいじん

かいすい

神の心をなだめませう︒

七47圏私は︑お身代りになって海

う︒

七43圏

海神

美しい縮緬であり︑鮎在する漁船は

ちりめん

九伽7

1

かいじょういちめん

我が國に遊べる外姑人は︑

くコリ

小倉の北西八海里の海上

十ニー610

がいじょう

黒餅2

大小様々の氷山が︑島のやう

十一542図

今全速力で走ってみる︒

に︑あちらこちらに浮いてみる海上
ほげい
を︑母船から離れた我が捕鯨船は︑

十冊5

十76〜 暗夜と荒天の海上に︑五隻の
どうえう
ボートは木の葉のやうに動揺した︒

をおほってみた︒

十707

つがるかいけふ

津輕海峡特有の濃霧が︑海上

海上は︑まことにおだやか

が成立した︒

る︒

遠く海上に押出してみるのが見られ
十247国

かいし ﹇開始﹈︵名︶1 開始﹇▽ばく

十一撹6図園 敵職闘機約二十機午前

開始す

︵サ変︶！

でした︒

げきかいしめいれい

﹇開始﹈︵サ変︶2

四時四十分離陸︑北方に向かって行
動開始︒

かいし・す
︽ース・ーセ︾

十一5610図敵の先頭部隊は直ちに砲
火を開始せしが︑我はこれに鷹ぜず︑

緒につき︑當局各地に燈皇を設くる

十二柵7図 明治の新政やうやく其の

﹇ 開 始﹈

必要をみとめて其の調査を開始す︒
かいし・する

早くより内海の風光を賞して︑世界

︽ーシ︾

する

十︻582図

り︒

における海上の一大公園なりといへ

會社

明くれば二十八日︑天よ

十二831 部隊長車の第一獲を合圖に︑
﹇会社﹈︵名︶3

それぐ猛烈な射撃を開始した︒
かいしゃ

其のすさまじさに︑誰も

く晴れて海上波静かなり︒
十一⁝剛10團

一時ばう然としましたが︑やがて拭
つたやうに晴上った海上の一角に︑
こ

鮮かな島影を見ました︒
へいたん

に︑平坦なる小島ありて白洲といふ︒

十二紹3図

波浪高き海上の小島に︑
燈皇を築かんとするが如きは︑今日

十二価9図

開城←
さいがうたか

﹇開城﹈︵名︶1

といへども容易のわざにあらず︒

かつやすよし

江戸城は︑官軍方の西郷隆

盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回の

もり

十一一欄4

りょじゅんかいじょう

かいじょう

八836 金華社では︑此の織機と外國
製の織機とを︑一年にわたってため
してみたが︑

十㎜4 其の頃︑イギリスの或會社で︑
鐵道馬車を始める企があった︒

十㎜6 會社でも此の意見を採用して︑

かいしゃく

先づ汽車の試運轄を行ふこととなつ
た︒
かいしゃく

海上

かいしゃく ﹇介錯﹈︵名︶1 介錯
﹇ 海 上 ﹈︵名︶！1

十835園介錯頼む︒
かいじょう

六梱7 大砲ヲ何十門モスエツケテ︑

海上ノ城ダトイツテイバツテ居ル軍
艦ヲ︑

419
かいとる
かいせき

かいせき

﹇怪石﹈︵名︶1

怪石

十一862

七横4

﹇快速偵察機﹈

上屋の中へはいって︑培い階
段を上った時に︑船の方から︑何か︑

萬一射損ずるならば︑下切

近から︑當時の住民の使用した石器

や土器などが︑たまく獲見される

わけである︒

本屋に行くと︑主人は愛想よく迎へ

宣長がかねて買ひつけの古

て︑﹁︿略V︒﹂といふ︒

十一689

かいつけ ﹇買付﹈︵名︶1 買ひつけ

空高く舞上り︑二度三度ひらくと
よしっね

義丸払を海中に乗入れて︑

何千粁モアル大洋ヲ︑ヒトリ

デ乗りキルコトモ出來ルシ︑又︑一

六三3

日中︑ジツト海底ニモグツテ居ルコ

かいてん・する ﹇回転﹈ ︵サ変︶1 廻

トモ出來ル︒

にか︑わきにはさみみたる弓を海中

わきにはさみみたる弓を海

﹇懐中時計﹈︵名︶3

貝塚

さういふ所を貝塚と名づけ
さうして︑其の貝塚及び附

プロペラが廻轄すると︑機は

勢よく斜面を滑って下りました︒

九1310

かいどう ﹇▽たきみかいどう・ちゅうご

くかいどう

拝観に來た人々は︑皆外たう

画業りの最も強い高地であり

拝観の人々も︑今は外たうを

かめを買取りました︒

三佃3 浦島は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

︽ーリ︾

かいと・る ﹇買取﹈︵五︶1 買取る

した︒

着て居る者は︑一人もありませんで

八581

しゃいます︒

熱心に戦況をごらんになっていらっ

ながら︑陛下は外たうをも召されず︑

八573

のえりに首をうづめて居ました︒

八558

あれが無いと︑町長さんの がいとう ﹇外套﹈︵名︶3 外たう
さうして︑一つの懐中時計を

龍頭を廻すと︑今まで死ん

の穴に差込み︑
りゆうつ

めた︒

かいつか

十ニー17

る︒

十ニー16

かひつか
﹇貝塚﹈︵名︶2 貝塚
かひつか

ち愉快さうにかちくと音を立て始

だやうになってみた懐中時計が︑忽

九311

てピンセットでねぢをはさんで機械

出してそれをいぢつてみたが︑やが

九308

懐中時計が直せない︒

くわいちゆう

九285園

懐中時計懐中時計

くわいちゆう

かいちゅうどけい

島のやうに散在してみる︒

山・景福寺山が︑ちやうど海中の小

十二711呼べば答へる間近さに︑男 平する ︽ースル︾

中に取落したり︒

溝川6図

に取落したり︒

烈しく職ふ折しも︑いかなるはずみ

八棚4図

かいてい ﹇海底﹈︵名︶1 海底

まはりて︑さっと海中に落入りたり︒

八柵7図

馬にまたがり︑海中に乗入れたり︒
かなめ
扇は要ぎはを射切られて︑

折りて自害せんと︑かくごをきめて︑

八995図

思ひ思ひに沖へ快走してか かいちゅう ﹇海中﹈︵名︶5 海中

十悩9図 進むに從ひて現れ下る奇
れこれ三時間︑専らますのおよぎ廻

海賊

つてみさうな場所を探して︑投網に
﹇海賊﹈︵名︶1

どこからかあやしい船が現れ

かいそくていさっき

て︑斜光を取園んでしまった︒

恐しい海賊がどやくと乗移って來

て︑用光の船に近づいたと思ふと︑

七331

かいそく

岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑
會戦

か﹂る︒

﹇会戦﹈︵名︶1

或は深き岩穴を作る︒
かいせん

十二855 今︑爾軍主力の滑舌はたけ
﹇海戦﹈n▽にっぽんかいかい

なはらしい︒

かいせん

せん・ほうとうおきのかいせん
がいせん
﹇凱旋門﹈︵名︶3 凱旋

がいせんもん

快速偵察機

ていさつ

︵名︶1

我が快速偵察機からの通信
﹇海賊共﹈︵名︶4

それで海賊どもに向かって︑

海賊どもは︑顔を見A口はせて︑

海賊どもは︑たゴ一心に耳を
海賊どもは︑其のま＼船を漕
いで露って行った︒

七369

かたむけて聞いた︒

七362

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七訓5

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑笛を取出した︒

七337

ども

かいそくども

を受けてみるらしい︒

ていさつ

門 凱旋門

十一観2

改造

海賊

十二伽6 コンコルドの踏場から︑
ポレオンの凱旋門に至る美観は︑何

がいせん

シャンゼリゼーの大通を過ぎて︑ナ
といっても世界一の名に恥ちない︒
此の凱旋門を中心に︑十二

方へ射出する街路を︑氣早なパリー

十一一榴7

子を乗せた幾十皇・幾百毫の自動車
十二方から凱旋門の廣場に

が︑後から後から疾駆する︒
十一一伽10

﹇改造﹈︵名︶1

集って︑十二方に散って行くのが︑
みつ ば ち
花に飛びちがふ蜜蜂の群を思はせる︒
かいぞう

﹇改造織機﹈︵名︶1

の改造に見事成功した︒

八832 さうして︑翌年には木製織機 かいだん ﹇階段﹈︵名︶1 階段
かいぞうしょっき

改造織機

けた＼ましい音がして來ました︒

す

︽ーセ︾

じっけん
は木製の改造織機を作ったが︑占冠

日に至る︒

工を終へ︑其の後又改築せられて今

白洲古塁は︑明治六年に

八825 かうした苦心を重ねて︑佐吉 かいちく・す ﹇改築﹈︵サ変︶1 改築
十一一佃8図

しつばい

してみると失敗であった︒

︽ーシ︾

かいそう・する﹇快走﹈︵サ変︶1快
走する

かいな一がいろ

420

﹇腕﹈︵名︶1

腕

カヒバ

十一915鹿瀬 幾年こ＼にきたへたる

かいな

﹇飼葉﹈︵名 ︶ 一

鐵より堅き腕あり︒
かいば

んため︑本心における海軍のほとん
ど全勢力を墾げて編成せる太平洋第

此の岩だらけ︑山だらけの土

り沈んだりする鯨の上に集る︒

十伽5

を通すことは︑中々出來さうにあり

地を掘割って︑海面と同じ高さに水
ません︒

怪物

﹇怪物﹈︵名︶1

二・第三艦隊は︑

かいぶつ

かうして前後三段の關門を通

ま

島に︑

開立

其の中に織機の改良を思ひ立ち︑ひ

彼は︑ほとんど其の一生を織

まさへあれば方々の織場を見て恥い

た︒

機の改良にさ＼げた︒

八846

﹇改良﹈︵サ変︶2

それ以來︑彼はますます研究

を重ね︑滑走機を改良して︑其の操

もちろん其の間︑飛行機は

縦に熱中しましたが︑

日々に改良せられ飛行技術もまた非

九175

常な進歩を遂げたのですが︑

かいろ ︹地名︺2 カイロ

三十粁︑自動車で沙漠を走ってカイ

さばく

十一柵8国私たちはスエズから約百

ロの都をたつねました︒

ナイル川に沿ふカイロの

都に來て︑始めて緑の椰子の木陰を

十一囎9團

見ました︒

初め大工として働いて居たが︑ 十二佃6

十二摺7

慶喜は事のすこぶる重大な

みぞのやうな街路を︑きゆう

だいだいり

東西四十町︑南北四十五

此の当場を中心として︑す

街路が曲りくねってみる︒

宮殿を仰ぎ︑

町︑街路井然として︑北に大内裏の

十二燭9図

くつさうに自動車が走ってみる︒

九日10

がいろ ﹇街路﹈︵名︶8 街路

つた︒

のを知って︑大阪から海路江戸に録

十二研1

かいろ ﹇海路﹈︵名︶1 海路

や︑おのれ︑買物にはま

買物

かいりょう・する

改良する ︽ーシ・ーセ︾

網を引揚げる片端から︑海
面にさゴ波が起る︒

十一886

十伽1

ロンドンの市中を走り廻った時︑市

過する間に︑船は海面から二十六米

九86

それが七八人の人を乗せて︑

ホヲ入レテ︑カヒバヲタベテ
民は︑始めて見る地上の怪物に驚の

も上るのです︒

ニ356ウマハ︑ヲケノ中ヘカ 十柵4
ヰマシタ︒
目をみはった︒

かいばつ ﹇海抜﹈︵名︶1 海抜
群
ざ

長さ七百米︑幅七十米︑海

さうして︑其の塀や櫓にうかいめんじょう ﹇海面上﹈︵名︶！ 海

十一831 摩周章の中腹︑海抜三百五かいぶつぐん ﹇怪物群﹈︵名︶1 怪物
十米の高所にある此の湖は︑
や

十二6611

十一鵬8

面上

かいひょうとう ﹇海豹島﹈︹地名︺2
怪物群の目のやうに︑私たちを見下
﹇開平﹈︵名︶1

十二6210園

かいもの

﹇買物﹈︵名︶1

面上わっか十五米に過ぎない此の岩

がたれた矢狭間・鐵砲狭間が︑︿略﹀

かいへい

すのである︒

海豹島

十一櫛2 船は何時しか海豹島の西岸
かいへう

支那では︑古來算木といふ

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十二搦8

んまとだまされて︑申しわけに︑は
やしものをするとは︒

かいりεはちかいり・ろっぴやくかい
り

﹇開立﹈︵名︶1

支那では︑古來算木といふ
開立等の算法を行って來たのである

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十二鵬8

かいりゅう

温や海流はどうだい︒

十一871圏今夜はなぎらしいが︑水

かたはらにありし内田軍曹 かいりゅう ﹇海流﹈︵名︶1 海流

ぐんさう

かいはう
﹇介抱﹈︵サ変︶1 介抱

開立等の算法を行って來たのである
が︑

かいほう・す
︽ース︾

九型6図

す

開平

十一98図 海豹島
近く達てみた︒

海豹島

かいへう

︵四︶

かいひょうとう ︹題名︺1 海豹島
十一脳11

外部
はにわ

かいひょうのひ ︹音名︺2 開票の日

﹇外部﹈︵名︶1

十欄3 第二十二 開票の日

十目9 牌弔二十二 開票の日
がいぶ

十ニー53 又︑古墳の外部からは埴輪

かいはう

は︑急ぎ中佐をざんがうの内に助け

のみのすくね

の人形などが獲見され︑私たちに︑

介

入れて介抱す︒

かいほう・する

﹇介抱﹈︵サ変︶1

あの野見宿禰がそれを工夫したとい
ふ歴史を思ひ合はさせる︒

抱する ︽ースル︾

した老人が荒野にさまよってみるの

九391 朝日に輝く軍艦旗が︑海風に 十二粥11 ひどいあらしの翌朝︑嚢狂

かいふう ﹇海風﹈︵名︶1 海風

ひらめきながら︑しっくと上って

い

が︑
じ

﹇改良﹈︵名︶2 改良←

をフランス兵が獲見して陣所に伴な
ひ︑侍讐が手を墨くして介抱する︒
海面

かいりょう

行くさまは︑實におごそかである︒
かいふく・す ﹇回復﹈︵サ変︶1 回復

﹇海面﹈︵名︶4

だいかいりょう
かいめん

八819

︽ーセ︾

十一546図 発達が連敗の勢を回復せ 十冊1 全船員の注意は︑海面に出た

す

421
かいろう一かう

こぶる不規則に射出する七つの街路

パリー に 來 て 嬉 し い の は ︑

を︑人の波︑車の波が刻々と押寄せ
る︒

十一一搬3

すっきりした街路である︒

高縷が︑すべて白色のよそほひを以

かうろう

十二槻4 此の街路を︑三層の優美な
て飾ってみる︒

十二協8此の凱旋門を中心に︑十二

がいうじゅ

﹇街路樹﹈︵名︶2
ちやう

街路樹

子の街路樹がずらりと並んで︑涼し

十336囲そこに南洋廉があり︑椰

遠く國務院や︑關東軍司令部

さうなかげを作ってゐます︒

十柵9

カイロ

の建物が夕日に映え︑新しい住宅や︑
街路樹があざやかに見える︒

︵名︶一

カイロ博物館をたつねる

カイロはくぶっかん
博物館

十一捌7國

と︑エジプトの古い文明を物語る遺

方へ射出する街路を︑氣早なパリー

物が︑何十といふ室にぎっしりと陳

おみやげに貝ざいくを買つ

フト︑ユフベオ宮へ参ツテ︑

十302国

梯子を買ふのだ︒．

買ったのさ︒

正雄君は︑さも自分で買つ

がりを買はう︒

十一一5411園 末廣がりを買はう︑末廣

たやうな口振をする︒

十一塒2

十一価1園

です︒

物を買ったり責つたりしたのださう

石貨といって︑昔はそれで

たが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑小さい方を買つ

もっと︑いろいろな物を買

て蹄りました︒

六二6園

つて亙ればよかったのだが︑どうも
いそがしくてね︒

品物を買はうと思ふ人は︑大

ていあつちこっちと店をたつねて︑

八柵8

ねだんを問合はせ︑一番安く切る店

十二5411囹 末廣がりを買はう︒

で買ひます︒

一番安く織る店で買ひます︒

十二569園

おのれは古がさを買うて

來て︑やれ末廣がりで候の︑骨磨き

十二6111園

ませう︒

るによって︑それに合ったらば買ひ

こ＼に御主人の書毛があ

菊川1

品物が少くて買ふ人が多い時
には︑品物のねだんは高くなります︒

八川3

反封に︑品物が多くて買ふ人
が少い場合には︑品物のねだんは安

八相5

くなります︒

ふ ︽iッ︾

くわん

ち供給との關係によって︑高くも

何なりと買って下さい︒

いやく︑二百でなくては

弟は︑いなごを飼って置くの

弟は︑牛を飼って居るつもり

牛小屋から︑これまで飼って

あの鳴き聲をする鳥なら︑自

分は飼ってみる︒

九665

いさうになりました︒

居た牛を引出した時には︑急にかは

六672

なのである︒

六252

た︒

だと言って︑田の土で團をこしらへ

六246

一羽かってありました︒

四542私のうちに︑山がらが

ウカハイガッテヰマシタ︒

二図1犬ヲーピキカッテ︑大ソ
信長の家臣等これを買はん

なれば安くもなるのです︒

九399図

と思へど︑償の高きを聞きて︑皆求
めかねたり︒

梯子なら買ってやらう︒

此のれん木を買って下さい︒
机の引出をかたづけて居ると︑ 九襯7園

彌次郎は︑どうせ買ふ氣では

九襯4園

九榴1
た︒

九粥2園

二百なら買ってやらう︒

ありませんが︑﹁︿略V︒﹂と言ひまし

三聖9園

買った時は子牛で︑私も︑時

︿略﹀︑おとうさんに買っていたゴい

六645

た小さい繋目がねが出て來た︒

六484

事ヲ思ヒ出シタ︒

ニイサンニ買ツテイタでイタ磁石ノ

六17一

でなさい︒

たから︑たのしみにして待ってお出

五105圏

で候のと申しをる︒
三724 ユフベ買ッテイタぐイタ 八丁1物のねだんは︑主として︑物
じゅえう
を買ふ方即ち需要と︑物を費る方即 か・う﹇飼﹈︵五︶7カブかふ飼
キンギョノコトヲ思フト︑

買ふ

子を乗せた幾十塁・幾百皇の自動車

買フ

が︑後から後から疾駆する︒

くわいらう

︽ーウ・ーッ︒ーハ・ーヒ・ーフ︾

列されてゐましたが︑

廻廊

廻

十二悦3 街路はきれいに洗ひ清めら
︵名︶5

くわいらう

か・う ﹇買﹈︵四・五︶28

﹇回廊﹈

れ︑殆ど早くづ一つ落ちてみない︒

廊

かいろう

十31図 水屋の水に匂す＼ぎて︑此
の門を入れば︑中央の拝殿︑左右の
くわいらう

あけ

廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らか

に︑おごそかなり ︒
ろうもん

十﹁87 緑深き木立の間から︑朱の
しんみき

色あざやかな大鳥居・早瀬・廻廊

くわいらう

を望む時︑神域のけだかさをしみじ
みと感ずる︒

十一283 周園を廻らす廻廊も人の
心を引かずにはみない︒

十一335 廻廊・殿堂に園まれた中庭

時引出して︑草をたべさせに連れて
くわいらう

にある夢殿は︑我が國で一番美しい
あけ

どちらにしようかと迷ひまし 九幽7園 一六︑何だつて京の眞中で

買はないよ︒

おばあさんが鍋を買ひに行き 九粥5園

行ったこともありましたが︑
かすが

六712

ました︒

六708

八角圓堂だといはれてみる︒

十一一欄8図春日の社は︑朱の廻廊
えり
山の緑に映えて︑森嚴自ら人の襟を

正さしめ︑

かう一かえりみる

422

九666 さうして︑其の飼ってみる鳥

代ふ

︽1へ︾

といふのは︑あの色の美しい鳥とは
﹇代﹈︵下二︶1

全く違ったものでした︒
か・う
これんみん

返

四二4圃白いはまべの松原に︑
返されません︒

返したり︒

四慨4園

れふしは︑どうしても返

波が寄せたり︑

四儒5
れふしは羽衣を返しまし

しません︒

た︒

四㎜3

nvはりかう・はりかえたまう

十二棚2塵国 何とぞ私への御忌悪と

攣ふ

返したり︒

﹁︿略﹀︒﹂と叫んでみたら︑

みなもとのよりとも

十二495図

治承四年十月二十日︑

頼朝平家の軍を富士川に破り︑

貸した金を返せと言って︑

二十一日︑兵をかへして黄瀬川に陣

源

す︒

十二憾3

それに封して︑借りた覧え

甲がさいそくする︒

ばら・楓等の芽も︑少し

かへで

トンネルが︑しばらくは画く︒

く紅の色を増せり︒

十五7図

かへり

錦り

心字の池に枝をさしのべた

楓は︑もう色づき始めてみる︒

かへで

十二428

﹇帰﹈︵名︶2

かえり ﹇返﹈且vちゅうがえり

かえり

五322園私たちも︑かへりには汽車

﹇▽いちぽがえり・おかえり

十二塒4

はないとか︑もう返したはずだとか︑

昼夜頼朝をねらひましたが︑

自分とても︑彼等を法衣の

八967

鶴りは︑村まで下りきりの愉

稀な道だ︒

かえりか・ける ﹇帰掛﹈︵下一︶1 蹄

ばくらうが牛を連れて止りか

りかける ︽ーケル︾

けると︑うち中の者は︑みんな︑冊

六684

﹇帰馬﹈︵五︶1 搾り出

口に立って見送りました︒

かえりだ・す

七囲9 ﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑さつさ

す ︽ーシ︾

は

空を半ばおほふやうに︑櫻や

に動いてみる︒
かへで

十389

左右から枝を交へた櫻や楓の

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

十433

今日よりはかへりみな

みたて

くて大君のしこの御楯と出立つわれ

十一一956書論

だが︑これでは又あまりにかえりみ ﹇顧﹈︵名︶1 かへりみ

と錦り出した︒

袖にくるんで助けたいのは山々であ
るまい︒

るが︑それはかへって彼等の心であ

十椥5園

に乗って︑この山の下を通るのです︒

乙が主張する︒

裁判所は︑︿略﹀︑金を返せ

とか︑返金を請求するわけには行か

十二塒9

ないとか︑言渡す︒

八398

はだ身はなさず持って居た刀を見つ

少しもすきがありません︒かへって︑

さつき五十早いたゴいて︑

銭彿はうとしますと︑金物屋の主人︑

六726園

波ま

今五十鏡の鍋を返していたゴきまし
た︒

沖が遠い︒

八32圃寄せる波︑返す波︑
た波︑

十一6511

長過ぎて︑讃むのにかへって不便で

成人したら︑一日も早く毛
利を討って︑御威光を昔に返してお

かへで

ぬ

東の野にかぎろひの

みる ︽ーミ・ーミル︾

かえり・みる ﹇顧﹈︵上一︶6

きぬ 人言の歌である︒

かへり

立つ見えてかへりみすれば月かたぶ

ひんがし

みす ︽ースレ︾

楓の芽の紅が︑ゆめのやうに かえりみ・す ﹇顧﹈ ︵サ変︶− かへり

楓

ある︒

十一107

廣がる︒

九410

かへで

かへで
﹇楓﹈︵名︶6 楓

くれ︒

九767園

けられてしまひました︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

受取って︑おばあさんが︑もう五十

小さい鍋を返し︑大きい鍋を かえって ﹇反﹈︵副︶3 かへって

もとの針を返せ︒

﹁︿略﹀︒﹂と返すこだま︒

五184翻

波が寄せたり︑

四襯5圃白いはまべの松原に︑

思し召され︑汚名をす﹂ぎ︑家名相

かふ

立ち候やう︑私身命に代へ願ひ上げ
﹇変﹈︵下二︶3

参らせ候︒

︽一へ︾

か・う

かへす

六718

九4610図 書頃︑將軍︑又長四郎に問 五柵4園
はるれども︑長四郎つひに言葉を攣
へず︒

十一55図圏 吉野山こぞのしをりの
道かへてまだ見ぬ方の花をたつねん

代へが

十﹇576図 敵はかなはじと︑にはか

﹇代難﹈︵形︶1

且vうしかえ

に路を攣へて逃れ去らんとす︒
かえ

︽ーシ︾

かえがた・し
たし

八二3図園 たとへ︑金銀にて作りた
﹇ 返 ﹈ ︵ 四・五︶18

る弓なりとも︑御命には代へがたし︒
かえ・す

す︽ーサ・ーシ・ース・iセ︾呂おいか

ら北西へ向かへば︑北野神社はさす

再びかへして二條の離宮か かえで

えす・おかえしいたす・おかえしくだ

かへし

し

再び弟子屈にかへして東す 九986窓の外には︑楓の枝がそよ風 十二982霊芝
る道億︑私を摩周湖へみちびいた︒

十一8210

がに参舞の人が絶えない︒

いかえす・おもいかえす︒くつがえ

ましう

さる・おかえしする︒おかえす・おと
す・くりかえす・ごったがえす︒とつ

つのをだまきくりかへし︑

若宮堂の舞の袖︑

し人をしのびつ＼︒

十一一481図面

ひっくりかえす・ほりかえす・まぜか

てかえす・とりかえす・ひきかえす・
えす・もりかえす・よみかえす

423
かえる一かえる

十一976図 やがて酒食を出したれど
も︑林藏︑彼等の心をはかりかねて

ゆめにも思ってゐませんでした︒
七243 春の少し暖い晩︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

オバアサンバ︑ソノモモ

ラカヘリマシタ︒

一56一

ヲヒロッテ︑ウチへカヘリマシ

ました︒

三島2

しかし︑そのうちに︑おと

うさんやおかあさんのことを

かんがへると︑家へかへりたく

夜︑遠田で鳴く蛙の聲が︑

蛙の鳴く聲がする︒

七257
タ︒

かへりみず︒

十一梱9 若し邪悪な心があれば︑如

ハ︑ウチヘカヘッテ︑

四718

あ＼︑よくかへって來た

おちいさんはよろこんで︑

モウカヘリマス︒

そこで︑頼光は︑しゅてん

持ッテカヘリマシタ︒

ト思ッテ︑イタぐイタ栗ヲ

四518シカシ︑私ハ︑オソクナル

ヲバサンモ早クカヘルヨ︒

四515園 ケフハ︑コンナニモミ
ガホシテアルカラ︑ヲヂサンモ︑

四511園

ので︑かへらなければなりません︒

四326園この十五夜には︑月の
世界からむかへにまみります

手のひらへのせてかへりました︒

四282

ね︒

四142囹

來ますと︑おどろきました︒

もとのはまべへかへって

なりました︒

大イソギデハガキヲダシ
カニ

イソイデカヘレ︒

三佃2
ヘッテキタトキ︑

一562オヂイサンガ︑山カラカ

ころく︒﹂と︑そろ

﹁ころく︑

タ︒

二297圏

ガカヘル︒

ヒルスギ︑ヨソカラカヘッ

を見ます︒

どうじの大きな首をけらいに

かつがせ︑︿略﹀︑めでたく都へ

三ちゃんがもとの所へ

かへって來て︑見ると︑とけい

三197

で︑

ところが︑かへるとちゅう

に︑きれいな島がありましたの

四m1

いってゐました︒

かへって來ますと︑ポストの中
には︑もう二枚のはがきがは

四781

かへりました︒

日が

子蛙は︑あわててうちへ
もうかへらうよ︑

浦島は︑あまりおもしろい

ので︑家へかへるのも忘れて︑
毎日毎日︑たのしくくらしてゐ

関学7

くれる︒

三齪4圃

かへりました︒

三254

がありません︒

きのふ︑ぼくが學校から

三191 學校へいく時や︑かへっ
た時に︑ぼくはきっととけい

テイラヅシャッタオトウサンガ︑

二797

二315囲イソイデカヘレ︒

二302蟹

ユフヤケコヤケ︑ カラス

カキノタネヲニハニマキマシ

ニー8一

テ︑ウチへカヘリマシタ︒

P

マシクカヘッテキマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂ト︑カケゴエイサ

何に切味がよくとも捨ててかへりみ

返

一752

くにぎやかに聞え出す︒
蛙のすみかが︑かうしてたん
家の前も︑後も︑横も︑まる

ぼ一ぽいに廣がるのだ︒

七276

られない︒

へりみることなく︑天皇陛下の御楯

七282

かへる

で夕立の降るやうに︑蛙の聲で一ぽ
いである︒

﹇返﹈︵四・五︶4

︽ーッ・ール・ーレ︾﹇▽いきかえ

かえ・る
る

る・さえかえる・そりかえる・はねか
える・ひっくりかえる・ふりかえる・

諸城は︑片端から尼子の手に

みかえる・わきかえる

九851
返った︒

吹く朝風に︑中佐も軍曹も︑
始めて我にかへった村人は︑

ふと我にかへれり︒

九条3図
十597

此の火によって救はれたのだと氣が
しばし思にふけってみた光

一一

十一一958今日以後は︑一身一家をか
となって︑いやしい身ではあるが︑
出襲するのである︑自分は︒
み

かへりみはせじ︒

山行かば草むすかばね︑ 大君の

十二974図囲膝行かば水つくかばね︑
へ

邊にこそ死なめ︑

十二977 大君のお側で死なう︑かへ
りみはしない︒

十二価8図囲富士のねを木の側屈の

蛙﹇▽

間にかへりみて松のかげふむ浮島が
原

十蛙

三目11十蛙

かえる ︹薄日︺2 蛙

三244
カヘル

つくと︑

﹇蛙﹈︵名︶7

十一一444

かえる

うさんがえる・こがえる︒ひきがえ

囲が︑我にかへると突然人置が聞え

おおがえる・おかあさんがえる︒おと
る・やせがえる

か

て來た︒
カヘル

一262圏 ヤナギノエダニ︑ トビ

かえ・る ﹇帰﹈︵四・五︶掴
かヘ

ール・ーレ︾←いそぎかえる・おかえ

蛙の子どもが︑川ばた へる下る復る︽ーッ・ーラ・ーリ︒

ツクカヘル︒

三245

であそんでゐました︒

りあそばす・おかえりなさい・おかえ

一203

る・もちかえる

五122 おたまじゃくしは︑手も足も
なくて泳げるのですから︑自分の親

タラウサンガ︑ガッカウカ
が︑あの四本足の蛙だらうなどとは︑

P3

かえる一かえる
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﹁︿略﹀︒﹂といひふらしました︒

四 柵 1 二 人 は舟へかへって︑
四佃7 雲太郎きゃうだいは︑百合

若の軍ぜいをひきみてかへり

しかし︑あの金剛・那智は︑

どこへ行ったのでせう︑いくら呼ん

五欄2

命が︑おれいをのべて︑かへ

でも︑かへって來ませんでした︒

五伽6

八腿烏は︑其のま＼とんでか

らうとなさいますと︑海の神様は︑

六21

ました︒

四価2 なんせんして︑鬼が島へ
六45

5

客は︑次第にかへって行きま
生きてかへった者は︑数へる
父が︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひますと︑

どちらにしようかと迷ひまし

踊るとすぐ︑元帥は︑家の人

に︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

六悌9

河成は︑くやしく思ったが︑

仕方がなく其のま＼家へ露つた︒

七171

海賊どもは︑其のま㌦船を漕
學校から編ると︑おかあさん

いで鋸って行った︒

七369
七413

が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑

さうして︑夕方おなかをぺ

急いで庭へ出て見ました︒

七496國

誰か︑それを連れて婦れ︒

こくにして闘って來ます︒
七762園

藤吉郎は途中から録らせられ
た︒

たか狩から捻ると︑信長はさ

七763
七765

つそく藤吉郎を呼んで︑﹁︿略﹀︒﹂

も出來ないので︑引返して來ました︒

七佃7園しかし︑此のま＼隔ること

見送人の中には︑ぼつく蹄

うにいたせ︒

つて︑其の金を間違ひなく届けるや

紀州の男は︑急いで國へ錦

らうとする︒

露ってから︑よく考へてみる 七梱3 人夫は︑﹁︿略V︒﹂と言って鋸

や

やがて︑おとうさんが五って 七瀬5園
へ

自分の部屋へ錦って居た和尚

來られた︒

六976

と︑どうも小さ過ぎる︒

六714

て錦りました︒

たが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑小さい方を三つ

六712

ばくらうは一たん凝りました︒

六659

ほどしがなかったといふ℃

六616

した︒

六297

そく家を建てにかかりました︒

兄うかしは︑かへって︑さつ

へりました︒

流れついたれふしが︑鬼を一ぴ
き連れてかへって來たといふ

北風︑オ前平モウ北ノ

うはさがったはりました︒

四侃3圏
國ヘカヘッテシマへ︒
四駕7囲 持ってかへって︑うちの
たから物にしよう︒
四価1囹 持ってかへって︑うちの
たから物にしょうと思ひます︒

四 ㈱ 1 園 そ れがないと︑私は
天へかへることが出蔑ません︒
ます︒

四悌1園おかげで天へかへられ
といって︑羽衣をお返

ししたら︑あなたは︑まはずに

四悌6園
かへっておしまひになるでせう︒

七柵8
七並5園

大事が十歳の年︑一家は郷里

鯖らうよ︒

つて行く者もあります︒

六悩6圏もつと︑いろいろな物を買

七二6
撮政殿下の御無事でいらっし

いそがしくてね︒

六佃6

やるのを舞した元帥は︑さすがに胸
をなでおろしながら︑三時頃おいと
まを申し上げて︑自宅へ鶴つた︒

て來ないつぼめも︑かなり多いとい

ふことです︒

春になると︑誰もが此の珍し

いお客の錦って積るのを待ちこがれ

八121

わけても︑自分の家へいそい

て居ます︒

八126

そと二って來たつばめを迎へる人の

さうして︑親子はうばもろと

心は︑どんなに嬉しいことでせう︒

もに︑喜び勇んで木曾へ認りました︒

八468

今日は︑兵隊さんが私の家に

も泊るといふので︑急いで學校から

八586

ガリレオは︑急いでうちへ蹄

錦って來ました︒

八717

どりょく

鋸ってからの彼の努力は︑

りました︒

八831

行きには二時間穫りもか﹂つ

一そうめざましかった︒

八971

コロンブスがアメリカを獲見

た道を︑ほんの一息で村まで蹄つた︒

して二つた時︑イスパニや人の喜ん

八悩5

一豊は︑わけて家も貧しけ

だことは非常なものでした︒

九402図

れば︑たゴ心に欲しと思ふのみにて︑

僕が學校から鋸ると︑父はに

空しく家に篭りぬ︒

九章4

で︑僕は︑其の頃學校から錦

こくしながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひま

す︒

昔から︑つばめは同じ家に儲 九佃7

秋が來て︑野山の草木が枯れ

ると︑すぐ牧場へ行って見ました︒

る頃︑五箇月ぶりでうちの馬屋へ連

たゴあの小さい膣で長い旅行 九佃4
を績けるせみか︑途中で死んで鋸つ

八108

つて來るといはれて居ます︒

八101

へ錦ることになった︒

つて湿ればよかったのだが︑どうも

はいさうになりました︒

さんは︑しばらくすると︑雪舟がか

五345 午後二時半︑學校へかへりま 六
した︒

五526囹 もう︑かへってよろしい︒

せん

五二2 うちへかへって︑えんがはに
腰をかけて居る と ︑

五965 いよくお立ちといふ時︑先
嚢の者が︑急いでかへって來て︑

ばつ

﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五鵬3 うずめのみことは︑かへって
この事を申し上げました︒
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あるのですから︒

十悩9此の子は新京へ母と鋸るとこ

れて錦りました︒

九捌7 九月に二歳駒の市が始るどい
何年かたって︑もう錦って

ろで︑マルタといふ名ださうだ︒

日々々望小山に登って待急けた︒

來る頃になったので︑老母は︑毎

十価10囹

ふので︑八月に北斗をうちへ連れて
脇りました︒

父親に持って鰯って孝行をした︒

十415園若い男は喜んでそれを汲み︑

めて蹄って來た︒

老人たちが亙ると︑光囲は

決して錦らぬ︒

いや錦らぬ︒

相手は︑急に様子をかへて︑

﹇変﹈︵下一︶3 かへる ︽1

さねばなりませんでした︒

五996

へ︾

か・える

三郎さん︑正一はもうち

穿りました︒

再び書信の人となった︒

しょさい

十二452
十二5911園

十二帽4園

六379

すると︑ふしぎにも︑今まで

もえせまって來た火は︑急に方向を

かへて︑向かふへ︑向かふへと︑も

親方は急に言葉をかへました︒

え移って行きました︒

九柵9

かえん ﹇火炎﹈︵名︶1 事えん

いて︑敵戦車の機關部にばつくと

十二837 ﹁︿略﹀︒﹂といふ襲射音に績

火柱が立つたと思ふと︑すぐ火えん

を上げ始める︒

﹇▽あさがお︒えがお・おかお・かたり

太郎︑ひよこがかへった かお ﹇顔﹈︵名︶7一 カホ かほ 顔

︽ーッ・ール︾

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

十一一879園
き重ります︒

十二905正一君が錦つたのである︒

十二帽4園

リや王︑家來たちと狩から

になり︑いよいよ故郷に重ることに

錦る︒

十二粥3

なった︒

學したかひがあって︑りっぱな身分

十629 一郎と貞童は︑とんぼ取を止 十欄4園息子は︑一生けんめいに苦

あれ程ほしいと 言ったのを︑ つ

十687圏 町のいとこが 錦る時︑

慶喜は事のすこぶる重大な
のを知って︑大阪から海路江戸に鵬

十二柵1

へらじとかねて思へば﹂の和歌を書

つた︒

よ︒

三133園

艀る

かへ
げ た
蹄って見ると︑入口に下駄 かえ・る ﹇艀﹈︵五︶3 かへる 艀る

僕が學校から諦って見ると︑

工場を見た後︑鈴谷川封岸

りて河口に至り︑海を航してノテト

に鋸る︒

十一佃6

の露入部落を訪れて︑宿に露つたの
が午後の九時︑

﹇代﹈︵下一︶2

かへる

︽一

る︒のりかえる・はきかえる︒ひきか

へ・iヘル︾﹇▽きかえる・とりかえ

か・える

さい︑白いうじのやうなものです︒

七948騨つた時は二塁ぐらみの︑小

やうなものです︒

二粍ぐらみの︑小さい︑白いうじの

くもあるから︑牝牛にかへたいと言
つて居ました︒

たが︑かへるとなると︑大分金を出

シタ︒

マチカマヘテヰタハチハ︑

マサヲサンバ︑テイネイユ

二81一 ソノ時︑オトウサンノカ
ホヲ見マスト︑ヒデノ先守︑
水ノ玉ガツイテヰタノデ︑ミ

カホヲシテ︑イヒマシタ︒

ミテカラ︑﹁︿略V︒﹂ト︑マジメナ

二433

ヰマシタ︒

ホヲ入レテ︑カヒバヲタベテ

二355

ウマハ︑ヲケノ中へカ

チクリトサルノカホヲサシマ

二266

マシタ︒

十︻9811図蹄途︑一行は黒龍江を下 七948 卵は︑其のま＼で冬を越して︑ がお・ねがお
かへ
二52 オ月サマガ︑カホヲダシ
翌年の夏艀るのですが︑艀つた時は

十一7410

聲がする︒

が幾足も並んで︑奥ではがやく人

十一392

残したるは此の寺なり︒

くすのきまさつら

楠木正行が︑︿略﹀︑﹁か

十一35図

思はれる︒

いやらないで︑ 其のま＼に 別れ
たことも
或は自分も生きてみるかも知れぬが︑

十772園 百人中九十九人まで助れば︑

ちやうちん

さもなければ錦らぬものと思へ︒

ゆ だ
れながら︑聞多が山口の町から湯田

十793 下男淺吉の提燈にみちびか
の自宅に鋸る途中 ︑

十822 再び家に取って返すと︑今農
夫たちにかつがれて錦つた弟のあさ
ましい姿︑驚き悲しむ母親︒

斜鼻7 清少納言は︑使の直るのを︑
首を長くして待ってるました︒

彼は︑急いで家に鋸つた︒

十一齪9

使の者が 婦 っ て 來 ま し た ︒

十⁝川9

此の時事代主命は︑すな
どりのため美保崎といふ所にいまし

える

かへ

それで︑父は︑子供にあぶな

しが︑使を得て急ぎ露り︑父君に申
星をいたゴいて出で︑月を

六652

仁である︒

十二375園己に克って禮に復るのが 六656 曝そうみんなの氣に入りまし

か

躇んで錦るのが田家の生活である︒

十二2211

し給ふ︒

みほのさき

十二56図

うにかぶって錦って來ました時︑私

十佃1囹 其の使が︑お盆を帽子のや
はほんたうに残念でございました︒

国勢1 其の時︑外から錦つた母が︑
二階へ上って來た ︒

十備6囹 あなたのやうに︑旅行先か

十爾2圏たゴ今蔭りました︒
ら︑わざく錦って投票なさる方も

かお一かお
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ンナ大ワラヒシマシタ︒
甲﹁をかしいね︒

て居る︒

だといふやうな顔をして︑三つ咲い

日を一ぽい受けて︑夏はおれの世界

三173園どんなかほをしてゐま 五838 畠のすみの日まはりは︑暑い
すか︒

三616 良雄さんは︑ぐわようしに

うさぎのかほをかきました︒

つはもの

兵ども皆顔を見合はせ︑

見る見る顔がはっきりして來

たゴあきれ居たるに︑

八669図
八941
る︒

尾を何かにきりきりと巻附け

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

がて頭を下げて︑﹁︿略V︒﹂と言って︑

其の手紙を差出した︒

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

十217囲囲母は其の方々の顔を見る

出されて︑此の胸は張りさくるばか

八僻3

て︑あの馬のやうな顔を︑うつ向き

三625 太郎さんは︑それを見て︑ 五三6 スグ前王カケテ居タヨソノヲ

りにて候︒

集って來た人々は︑もえてゐ

加減に︑こっくりこっくり動かして

甲部川の水は︑此のうらみも

母︑兄︑虚者の顔もぼっとし

韓信︑しばらく其の顔をう

皆は︑ちよつと顔を見合はせ

一人の兵隊さんが僕に︑

ロシヤ少女の給仕が僕の顔を

上げた尼さんの顔は︑此の子とどこ

十一1711﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑見

く見える︒

目もとはさもだるさうで︑病氣らし

十﹁1610 顔はふっくらとしてみるが︑

事を運んでくれる︒

見讃えてみて︑にこくしながら食

十欄9

日にやけた顔で笑った︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣よく話しながら︑

十柵2

顔も引きしまって來る︒

しげくなり︑それを復唱する舵手の

見張から指呼する聲は次第に

が申しますと︑

ましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑一人置官女

十994

てまたをくゴる︒

ちまもりみたりしが︑やがて腹ばひ

十972図

て見分けがっかぬ︒

十827

ぐ見くらべた︒

る工むらと五兵衛の顔とを︑代る

十572

ヂサンガ︑私ノ顔ヲ見ナガラ︑

た︒

其の時︑今まで雲の中にみた

じしよう

人の顔がやっと見分けられる
くと後甲板に來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

やうになった頃︑時鐘番兵がこと

九337

ぽいに差込んで來た︒

太陽が顔を出したので︑日光が店一

九298

子供は︑思はず顔を見合はせ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑たぬきのか

すると︑今まで悲しさうだつ

九276

居ます︒

おや︑誰かが︑しやうじの間

﹁︿略﹀︒﹂ト言ツテ︑立ツテ下サイ

六擢1

から顔を出して居る︒

六538

マシタ︒

ほをかきました︒

に見えてみたおちいさんのか

三913 すると︑今までやさしさう
ほが︑急にきつくなりました︒

それがかほにか＼つた

た雪舟の顔は︑だんだん晴れやかに

三捌3
かと思ふと︑浦島は︑かみも︑

すると河成が︑笑ひながら座

當直將校に報告する︒

二人は︑思はず顔を見合はせ 九377馬丁 減甲へ︒
いま一つは︑見るからにへう

九378 そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒ 十価7

みる︑
くわだん

え︑騨の花壇の赤いカンナの花が後

九柵2

騨員の顔が見えたと思ふと消

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて

九918

はっくです︒

きんな顔をした︑かはいらしいこの

海賊どもは︑顔を見合はせて︑ 九676
てんこ
やがて朝の貼呼も終って︑

後には甲板の人々の顔も︑は
もう人々の顔も姿も見えなく

見送りの人と︑窓越しに顔を

へ走って行く︒

頼朝は一目見た上でと︑萬壽 九襯1

見合はせて笑ってみる中に︑プロペ

水兵は驚いて立上って︑しば

ラが物すごくうなり出した︒

十201

を呼出しましたが︑顔も姿も美しく
姫にきめました︒

上品に見えましたので︑さっそく舞

八363

なりました︒

騰落6

つきり見えないくらみになりました︒

七儒2

から︑朝御飯をたべます︒

顔を洗ひ︑すっかり室をさうちして

七489団

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七345

てからくと笑った︒

七194

た︒

敷から顔を出して︑只略﹀︒﹂と言つ

七188

なって來ました︒

ニイサンバ︑汽車ノマド

ひげも︑一度にまつ白になつ
て︑

四896
カラ︑カホヲ出シテ︑何ベンモ
バウシヲブリマシタ︒

四備2 かみも︑ひげもぼうく
とのび︑かほも︑手足もあか
生えたやうな男でした︒

にうづまって︑まるで︑ こけが

四佃5 こけ丸は︑平氣なかほで︑
﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と ︑また笑ひました︒

四搦6 天人は︑悲しさうなかほ
をして︑じっと空を見上げまし
た︒

五153 さうして︑をりく水の上に
かほを出してみたりしました︒

せいくするやうに思ひました︒

五164水の上にかほを出すと︑氣が
五462 二人は︑かほを見合はせて︑

427
かおいろ一かかえる

上げ︑﹁︿略V︒﹂と言ふ︒

す︒

あ

幸福に私

他の青年たちは︑にこにこ

ゴナリル︑むつかしさうな
近頃は︑むつかしい顔ば
白雲が︑山のふところから

私は︑荒なはで枝を釣った

下棚3圃

何となく

春らしい日の夕
どこからか︑よいかをり︑

ほんのりとよいかをり︒

暮に︑

もくせいの

金色に咲きこぼれ︑

ほんのりとよいかをり︒

九二5図星

六戸4圏

にほ
こぼれ匂ひて

ゆかしきかをり︒

枝々に

今は

す︒

﹇画家﹈︵名︶1 垂家

賀などは︑動くひかうちゃうの
やうなものですね︒

四201二軍かんといっても︑加

がか

多くの患家は︑此の鳥をゑが

きました︒

九652

か＼へる

浦島は︑玉手箱をか︑へ︑

した︒

かをる

これはどうしたことか

かめにのって海の上へ出ま

三佃8

︽1へ︾

かか・える ﹇抱﹈︵下一︶6

何れも︑名工鳥佛師の作と かかえ ﹇▽ふたかかえ
して古心術のかをりゆかしく︑

げいじゅつ

十一313

ふだん

十一906図圃高く鼻つくいその香に︑
不断の花のかをりあり︒

書は街上に熱帯植物の緑
らん
がしたたり︑植物園には蘭科のあら

﹇薫﹈︵四︶1

ゆめのやうに︑あちらこちら

間もなく︑出納手が︑たくさ

と歩きまはりました︒

九955

ノートをか︑へた色心生が︑

んの本をか︑へて書庫から出て來た︒

肩を並べて︑廣々とした芝生の上を

十一792

腹一ぽい爆揮をか︑へた愛

歩いてみるのも見かけられた︒

機に身をゆだねると︑やがて出獲信

重範死してこ＼に六百齢年︑ 十一欄2

左脚をのばし︑右脚でぐつ
きつち
と樽をか︑へながら︑木槌を使って

竹のたがをはめる︒

十二864

號の下に滑り出す︒
加賀

共にいよく高し︒
かが

だいにっぽんぐんかんか

﹇加賀﹈︵名︶3

が︒

四182園

かが

忠義にかをる弓矢のほまれは︑年と

十184図

と︑浦島は︑箱をか︑へながら︑

三面⁝8
した︒

私はじっと梢を仰ぎ見た︑

十二784圃

なつかしい柚子のかをり︑

ゆる種類が︑かをり古就く咲いてゐま

十一欄8團

うにとんで行くのださうで

四192 加賀は︑たくさんのひか
か似た所がある︒
十二529図 義経も︑涙にくれてしば う
うきがのせてあって︑それが︑
三175園 かほぢゆうひげだらけで
し返事もせざりしが︑やうやく顔を
十一2311 源氏はわざと拭いたまねを
ひろいかんぱんの上から︑じい
し て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と言って︑まじめな

十二㈱5

きくふくらんで輕さうに浮いて行く︒

ぽっかり顔を出しては︑見る間に大

十二柵4

かり見せるなう︒

十二備8園

顔をして出て憤る︒

十二粥6

かの青年の顔を見くらべてみた︒

しながら︑半ば不思議さうに︑私と

十二伽8

たちの顔を打つ︒

た＼かい御飯の湯氣が︑

長しい朝飯だと思へば︑

そろって健康に働く家族 かおり ﹇香﹈︵名︶7 かをり

十二799圃

ふとう

の︑

顔をしてみる︒

十一389 先生の目が︑みんなの笑つ
た顔が︑私に集ってみる︒

十一3810 顔が火のやうになるのを私
は感じた︒

十一佃1 帽子の下から湧出る汗が︑
かうべ

顔を傳って流れ落ちる︒

十一佃1囲神戸の埠頭で見送って下
さった皆さんの顔や︑帽子・ハンケ
チの熱誠こめた動き︑それは今でも
目の前に浮かんで見えます︒

十一柵11団 顔や手足がほてる︑後に
は痛いやうにさへ感じました︒

十一棚3団 大金字塔のそばには︑ス
ト

松の根もとに︑そっと顔を出してゐ

し

フィンクスといって︑顔は人聞を︑

膿は獅子をかたどった不思議な石の

のんきな主人に置忘れられ︑

る黒い土を見つけた︒
十二欄11

巨像もあります︒

部隊長になって︑

十一槻1 妹の顔はさっと赤くなった︒

雪にうまって冬を越した人形が︑そ

てるるをぢさんを思ひながら︒

かほぢゅ

︽一

遠い戦地に二つ

十一旧8 友人がそっと立って窓の戸

れでも暖さうな顔をして︑妹の小さ

﹇顔中﹈︵名︶1

︹人名︺←いのうえかおる
かお︒る

かおる

をあけると︑清い月の光が流れるや

顔色

顔かたちの異なる君︑

﹇顔形﹈︵名︶1

顔かたち

これを聞くと︑頼朝の顔色は ル︾

﹇顔色﹈︵名︶1

な手に抱かれてみた︒

かおじゅう

或は一命も危からん︒

若し彼の地に行かば︑人に怪しまれ︑

十一9510図囹

かおかたち

さっと攣りました︒

八386

かおいろ

うに入込んで︑ピヤノのひき手の顔
を照らした︒

十﹇慨2 突然通信手の顔が緊張した︒

十二319 不幸にも︑孔子の顔が年三
に似てみたところがら︑昔人は孔子
頼朝 ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 招 き 寄

を取園んだのである︒
十二515図

せ︑つくぐと其の顔を見て︑先づ
涙にむせぶ︒

カ、かぐ一力、カミやく

428

かか・ぐ
グル︾

﹇掲﹈︵ 下 二 ︶ 1

か＼ぐ

︽一
五622

すると︑か︑しは︑﹁︿略﹀︒﹂

と答へました︒

旗艦三笠は職圃旗をか︑ぐると共に︑
サ︾

みかさ

十一557図 午後一時五千五分︑我が かか・す ﹇欠﹈︵五︶1 か㌧す ︽一

十一幽4困しかし︑幸ひ船に強い私

﹇加賀国﹈︹地名︺1

加賀

は︑毎日か︑さず食堂へ出る程元氣

信號旗を以て令を各艦に下せり︒

かがく ←きんだいかがく
でした︒

かがのくに

八352図大回維盛は︑命からぐ加

の國

博物館

かがくはくぶつかん ︹課名︺2 科學

十87 第三 科學博物館
﹇加賀白山﹈︹地名︺1

賀の國へ逃げのびたり︒

かがはくさん

大神のおすがたが︑鏡にう

をつけて︑鏡を見ながら︑自分の鼻
をいたづらに赤くぬって見せた︒

氣を吹込む︒

並び︑其の黄金色の瓦屋根が青空に

十ニー711 壮麗な宮殿が幾むねも立ち

輝かしい︒

思考館を設け︑自ら其の

しやうかう

額を書いた時の輝かしい希望︑

十一一439

かん
後︑張良・韓野土ハに漢の高

元禄十六年二月四日︑大石内

漏して︑名を後世に輝かした︒

藏之助等一味の者は︑いさぎよく切

十欄2

せり︒
げんろく

何れも大功を立て︑名を後世に輝か

めぐらし︑韓信は外に兵を用ひて︑

祖に仕へ︑張良は内にはかりごとを

十977図

︽ーシ・ーセ︾

かがやか・す﹇輝﹈︵四・五︶3輝かす

海の静かなることは鏡の

如く︑朝日・夕日を負ひて島がくれ

十一5211図

行く白帆の影ものどかなり︒

十二28書置朝ごとにむかふ鏡のく
死者と同時にはうむつた曲

もりなくあらまほしきは心なりけり
十ニー52

玉・管玉などの装飾品や︑鏡・劒・
甲冑などが出た︒

かつちう

北海・中海・南海と績く池
は︑あたかも地上に鏡でもはめ込ん

十ニー81

鏡箱

金網で園んだ中に︑黒や黄

長く黒く引く物のかげが次第

かがやき ﹇輝﹈︵名︶2 輝き

かしながら遊んでみる︒

色の狐が︑きょとんとして︑目を輝

きつね

﹁︿略V︒﹂とて︑妻は鏡箱よ 十﹁悩7

﹇鏡箱﹈︵名︶1

まことに忠臣の鑑︒

だかと思はせる︒
かゴみ
﹇鑑﹈︵名︶1 鑑
かゴみ

︽ーイ︾

にうすれて︑太陽は︑曇るともなく

八506

に繁華が集って︑夜は電飾の輝きも

四潮通・京極・河原町など

輝きを失って行く︒

華やかである︒

十﹁134
秒の飛行で︑これが實に飛行機にお
きろく
ける人類最初の輝かしい成功記録で

をりから上る朝日の光に︑高

か窟やきました︒

くか＼げた日の丸の旗は︑勇ましく

五醜8

がやく

輝く ︽ーイ・ーキ・ーク︾←てりか

當時は︑形の美と相待って︑かがや・︿ ﹇輝﹈︵四・五︶20 かゴやく

輝かしい生

今︑生

五月の太陽は︑︿略﹀︑

まれたばかりの卵に︑

鶏小屋の奥にしのび入って

とり

十一379齪

たことであらう︒

輝かしい色彩がどんなに尊く拝され

十一332

あったのです︒

九179 其の最初といへば︑ライト兄
ないし
弟の苦心に成った十二秒乃至五十九

い

この榊の木に︑鏡と玉をかざ かがやかし・い ﹇輝﹈︵形︶5 輝かし

差出す︒

り小さき一包を取出して︑夫の前に

九411図

かがみばこ

血忌8園

かがみ

十目4 第三 科學博物館⁝⁝⁝八

かがくはくぶっかん ﹇科学博物館﹈
加賀白山

︵名︶1 科學博物館
てふ

十91 夏休に採集した蝶を調べよう

加賀白山の観世音様︑どう

或神様は︑大きい︑りっぱな

﹇鏡﹈︵名︶11

うに︒

かがみ

五33

鏡をお作りになりました︒

五26

鏡呂みかがみ

ぞ︑此の雪をお消しになりませぬや

十撹6園

か＼げる

と思って︑妹と一しょに︑上野の科
﹇掲﹈︵下一︶2

學博物館へ行った ︒

かか・げる
︽ーゲ・ーゲル︾

臼田7 をりから上る朝日の光に︑高
くか︑げた日の丸の旗は︑勇ましく
かゴやきました︒

つて︑岩屋の前に立て︑また︑たく
さんのにはとりを集めて︑岩屋の前

か ん たん

物語の一節を簡軍にして︑それを今

十一1511 次にか︑げる文章は︑源氏

でお鳴かせになりました︒

この鏡は︑われと思って大
背も高いが︑鼻がおそろし

源氏は筆の先に赤い糟の旦ハ

ゑ

鏡のやうな月が︑森の上に美
十一231

しい姿を現した︒

七伽7

く高く︑目は鏡のやうでございます︒

五968圏

切にせよ︒

五959圏

つりました︒

五49

おほみかみ

日の國語で表したものですが︑

かかし ﹇案山子﹈︵名︶4 かかし
か＼し

五613圏 きっと︑あの物知りのかか
しが知って居るでせう︒

方を見て居るので︑何でもよく知つ

五616 か〜しは︑田の中に立って四
て居ました︒

向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

五618 大國主のみことは︑か︑しに

429
かかる
かかり

六873 きのふから降積った雪に朝日
らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑

みる︒

如何にも我がやまと魂をよく現して
十一脳4

道雲が︑まぶしい程︑銀白色又は銀

ねず

強烈な日光に照らされた入
ぼん

がさして︑どこを見ても︑きらく
と銀色にか球やいて居ます︒

七361 雲もない空には︑月が美しく
輝いて居た︒

者といひたい感じがします︒

鼠色に輝くのを見ると︑全く雲の王

十一側4団夜になると幾十萬の電燈

七684 夜になると︑此のへん一たい
電工の光が輝いて︑町も水も︑一面

しやうい

みる︒

十二価2
十二欄9

ベートーベンの柴島は異様

感歎止まざるものありき︒

か＼る掛る

︽ーッ・ーラ・一

掛の人々は︑とうく彼をあかか・る ﹇掛﹈︵四・五︶55 カカル か

んめいになってさがしました︒

八803

かる

る・でかかる・とおりかかる・とびか

こぼれかかる・さしかかる︒つきかか

りかかる・かれかかる・きりかかる・

すると︑掛の人がそばへ來て︑ リ・ール・ーレ︾﹇▽おそいかかる・おど

やしい者とにらんで取調べた︒

九938

かう言って︑掛の人は︑其の

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

九944

三捌3

す︒

ソレガ︑カレ木ノエダニ

べんけいは︑大なぎなたを

それがかほにか︑つた

おなかのへんにか〜ってゐま

三646 さうして︑長いひもをつ
けて︑くびへかけますと︑舟は

た︒

ふりまはして︑きってか︑りまし

三438

ニパット花ガサキマシタ︒

カカッタカトオモフト︑一ド

一一907

ワナニカカリマシタ︒

二三ニチタッテ︑シシガ︑

かかる・ふりかかる・よりかかる

掛の人に聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂と かる・とりかかる・のしかかる・ひつ

カードを教へてくれた︒
十103

か＼

やがて電燈が消えると︑掛の 一522

案内して下さった︒

十136

﹇▽そうがかり

かかる

人がエックス線の實験をする︒
かかり

﹇斯﹈︵連体︶6
る

か︑る事は召使に命じ給

我等には︑か︑る所も平

かかる

八671図園
地に同じ︒

日頃貧しと聞きし一豊が︑

林藏の怪しみもてあそば

ひげも︑一度にまつ白になつ

かと思ふと︑浦島は︑かみも︑

四87

さうして︑長い間か︑って︑

ました︒

木は︑その高いこずゑに︑時々
雲がか︑るほどになりました︒
四86 そこで︑大ぜいのだいく
を集めて︑舟を作りにか︑り

四47いつの間にか︑くすの

て︑

かりしが︑かかる中にありても︑彼
らざりき︒
ゑもん

は其の地の事情を研究することを怠

る＼こと︑キチーにも増して甚だし

十一986図

よくもか〜る名馬を求めしものぞ︒

九436図園

へ︒

見れば︑をぢさんの胸には︑ 九207図園

野中の一夜は明けて︑東に

くつれた雪は︑やがて雨落

敷に輝く星の一つなのであるが︑

つまり太陽は︑夜の空に無

りかへって西を見れば残月が傾いて

は今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

十二987

軍人傷痕記章が輝いてみた︒

十二9310

いふばかりなし︒

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

十二711図折から日は地平線に近づ

者かが乗移ったやう︒

に輝いて︑彼の身には︑にはかに何

十一柵9

たやうに見せました︒

が輝いて︑此の島を工学ででも飾つ

に火を流したやうです︒

八493 朝の霜も忘れたやうに︑煮干
の太陽が輝いて︑日なたに敷いたむ
しろの上には︑猫がほかほかと暖さ
うに眠ってみる︒

八501 ゆずの實が︑みづくしく金
色に輝いてみる︒

八塒2 時にやや遠く︑全山白雪を着
て春の日に銀色に輝きながら︑そび
え立つのを望んだ ︒

九391 朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

ひらめきながら︑しっくと上って
行くさまは︑實におごそかである︒

野に立てば 野は輝きて︑ 白雲

九721図圏 さみだれの晴聞うれしく︑
を 通す日影に︑ はや夏の暑さを
おぼゆ︒

九993 晴れた夜︑空を仰ぐと︑たく

すけざ

小倉に近き長濱村に︑難
ちのみぞにとけ込んで︑銀綜のやう

十二欄10図

さんの星が︑まるで寳石をちりばめ

ふ人︑か〜る不幸のしばくなるを
うれへ︑

破船救助掛たりし岩松助左衛門とい

掛←

にまぶしく輝きながら︑ちょうちょ

か＼り

うと流れて行く︒

﹇係﹈︵名︶6

たやうに美しく輝いてゐます︒

かかり

十482図仰げば庭前の柿の梢は︑大
空に墨董をゑがき︑鈴なりの赤き實︑
さんごじゅ

吏は︑助左衛門が公共のため一身を

かくて白洲を視察せし官
すいとうがかり・なんぱせんきゅう

捧げてか〜る難事業に當れるを見て︑

十二榊9図
夕日を浴びて︑さながら珊瑚珠の輝

五佃3犬のか㌧りの兵士は︑一生け

じょがかり
さしのぼる朝日の光に輝いて︑

くに似たり︒

十備10

かかれる一かかれる
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とうく一さうの舟を作り上
げました︒

か︑りました︒

四413そのうちに︑月に雲が
四罵1 ふと見ると︑向かふの松
の枝に︑何かきれ︐いな物が
か︑ってゐます︒
そく家を建てにかかりました︒

六45 了うかしは︑かへって︑さつ
六97 見ると︑兄うかしは︑自分の
さいこ

しかけたおとしにかかって︑あはれ
な最期をとげて冷ました︒
きよす
書聖9囹 あれは︑清洲橋といって︑
隅田川にか〜つて居る︒

六悩1園此の川には︑其の外にも︑
りっぱな橋がたくさんか㌧つて居るQ

七137 川口にか㌧つた時︑ふりかへ

から松の林を抜けて小松原に

か〜ると︑誰かが︑﹁︿略﹀︒﹂と大工

八923

行きには二時間齢りもか︑つ

に叫んだ︒

八969

間もなく︑當直將校から威勢

機械が掛る︒

た道を︑ほんの一息で村まで臨つた︒

八伽8

九366
九699

山の端にか︑る三日月を仰い

皆は一せいに掘りにか︑る︒

のよい號令がかかる︒

九772
狼介は︑怒って弓をからりと

では︑﹁︿略﹀︒﹂と祈った︒

九806

捨て︑洲に上るが早いか︑四尺の大
釜山から四百五十粁を︑七

太刀を抜いて切ってか︑つた︒

九廻10圏

たゴ晴れた夜空に星がきら

時間もか︑らないで走ったわけです
ね︒

九178

くとさえ︑銀河があざやかに中天

つて見ましたら︑もう廣い海には︑

潮千狩の舟は一さうもありませんで

右手に築港があり︑汽船が敷

にか〜つてみる︒

九旧6

した︒

七904園 か〜れ︒

正面にや＼遠くか〜る瀧は︑

隻かかつてみる︒

切揃へた髪が︑ともすると

ばたく死んで行きます︒
十﹇176

紫の君はさも心配さうに︑

く掛るのが目立って美しく見える︒

扇のやうに廣がつて︑肩の邊にゆら
十一242

水入の水を紙にひたして︑源氏の鼻
一年か︑つて出來上ったの

を拭きにか〜つた︒

十一437

こ

まく

照りもせず曇りもはてぬ春

の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲の

十一川10

其の日の夕方︑涙の瀬戸

か〜つた場合ですが︑

十﹇爾6囲

夜︑月から地球を見るとす

にか㌧りました︒

ると︑我々が常に見る月の四倍ぐら

十一m8

みな地球が︑天にか〜つて見えるわ

月はもう西の地平線近く

しかし︑顔回は質問一つ

ロンドンには︑大英博物館

を始め︑大きな博物館や美術館があ

十二佃6

せず︑すぐ了得して實行にか㌧る︒

十二393囹

更に進みで斐伊川の鐵橋にか︑る︒

ひ いがは

こと約四十分︑やがて新川を渡り︑

十二37図 松江を獲したる汽車は︑
しんぢ
風光書あ如き宍道湖のほとりを走る

か︑つてみる︒

が人間の頭のやうなもので︑
けです︒
わら
先づ一本の藁を持って來て︑ 十一冊2

其の一方を耳の鼓膜に鯛れさせ︑他

十一469

の一方をす﹂のか〜つたガラスの上

さうして︑す＼のか〜つた

に置きました︒

十一472

ガラスの面には︑ぎざくの線がゑ

どうかしてお目にかかり

がき出されるのでした︒

十﹇6910圏
たいものだが︒

思ひ思ひに沖へ快走してか

つて︑其の一つの見物にさヘ一日や

十一863

二日はか㌧り︑

︽ーレ︾

一時間三百粁の速さで飛ぶ

其の結果︑江戸市中が兵火

かか・れる ﹇掛﹈︵下一︶1 か＼れる

も む
こと
カ

にか︑れば︑百萬の市民はどうなる

十二欄8

と五十七年かかるわけである︒

飛行機に乗って行くとしても︑ざつ

十二欄2

か︑らう︒

るにさへ︑少くとも二日や三日は

十一一悩7 其の美術館をごくざっと見

れこれ三時間︑專らますのおよぎ廻

五六十糎のますやさけが︑

つてみさうな場所を探して︑投網に
か〜る︒

十一888

網の綜も切れんばかりにか〜つてゐ

十452

下にた＼み重なる岩間を縫ひながら︑

ると︑上の方から︑片はだぬいで︑

七備5 二里程行って大きな峠へか㌧

分流曲折して橋下へ注ぐ︒

太陽や月が︑大きなかさを

た感じを深くします︒

月の淡くか︑るなどは︑殊にさうし

十一㎜7夜︑此の雲の績く果に︑半

着るのは此の雲のか︑つた時で︑

十一㎜8

にでもありさうな圖だ︒

穫橋にか〜る巨船は︑油壷

杖を突きながら︑かけ下りて彫る者

人の人々が働き績けて︑十年といふ
長い月日がか︑りました︒

一度黄熱病にか〜つたが最後︑
人は熱にうなされ︑黄色くなって︑

十個2

十一川2

がある︒

彼等は︑すぐ火を消しにか〜
らうとする︒

十567

るのだ︒
さんばし

煮浸4 もう圓の下の端は︑地平線に
か㌧つた︒

か㌧る︒

八508 弱々しい日が遠い山の端に 十髄2 それがために︑毎日三萬何千
八919 先生はいつも眞先に立たれて︑
聲を掛けて僕たちをはげまされた︒

急な坂にか〜ると ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と ︑ 掛
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かがわかげき一かぎじゅうじ

十二衛11圏 なに︑御病垂でお目に

かげき

﹇香川景樹﹈︹人名︺1

か︑れぬと︒

かがわかげき
かげき

香川景樹

十二衛7 香川景樹 富士のねを木の
・間木の間にかへりみて松のかげふむ
浮島が原
かき ﹇垣﹈︵名︶1 垣←いしがき・
しばがき・たけがき・たまがき

カキ

柿

をはね上げて︑垣に沿うた小路をと

十二捌10 弟が︑背中のあたりまで泥

﹇柿﹈︵名︶1 5

んで行くのが見え た ︒
かき

サルハ︑カキノタネヲ

ヒロヒマシタ︒

ニー64
ニー7一 カニニタノンデ︑カキノ
タネト︑トリカヘテモラヒマシタ︒

カキノタネヲニハ

ニマキマシ

ニー8一 カニハ︑ウチヘカヘッテ︑
タ︒

二201 大キナカキガ︑タクサン
ナリマシタ︒

綜ノ中ノ一本ガ︑向町フノ柿ノ木ノ

ノオカヘリヲマッテヰマシタ︒

テ︑カレ山脚ノボッテ︑トノサマ

ノコッテヰタハヒヲカキアツメ

が︑

らはす筆算の方法に改めたのである

來の算木による方法を︑紙に書きあ

サウシテ︑風ニユラレナガラ︑

ひえだのあ

れ

我が國の古語を︑漢字ばか

喜三右衛門は︑やがて名を

柿右衛門は︑今より三百齢

するに至れり︒

門風と呼ばる＼精巧なる陶器を製作

を重ね︑工夫を積みて︑遂に柿右衛

十5110図彼は︑其の後いよく研究

柿右衛門風

かきえもんふう ﹇柿右衛門風﹈︵名︶1

年前︑肥前の有田に出でし陶工なり︒

ひぜん

十518図

柿右衛門と改めたり︒

十517図

右衛門

かきえもん ﹇柿右衛門﹈︹人名︺2 柿

に書入れてみる︒

皆が︑それをしらべては用紙

れる ︽ーレ︾

書き

が︑雪をかき集めては︑それを一箇

ろ

元明天皇の勅命によって︑

︽ーサ・ーシ・ース︾

﹇書表﹈︵五︶7

九936

おほのやすま

十一633

あらはす

かきあらわ・す

所に積上げてゐます︒

十988良いお庭では︑大勢の男たち かきい・れる ﹇書入﹈︵下一︶1 書入

枝ニクツツキマシタ︒
五792

カウシテ︑雨ドヒト柿ノ木ト

ヤツト柿ノ木ニタドリ着キマシタ︒

五797
ノ間二︑一スヂノ綜ガ︑空中ニピン
今年は︑うらの畠の柿も︑

トハリ渡サレマシタ︒

六117国
たくさんなりました︒

太安富侶は︑稗田阿禮がそらんず
る我が國の古傳を︑文字に書きあら

大ていの物は枯れて茶色にな

つてみる中に︑梢にすゴなりの柿が︑

はすことになった︒

八499
赤々と照ってみる︒

十一651

も増して大きいものがあった︒

きあらはす二号侶の苦心は︑それに

十479図仰げば庭前の柿の梢は︑大 十一646 ところで︑これを文字に書
空に墨壷をゑがき︑鈴なりの赤き實︑
さんごじゅ
夕日を浴びて︑さながら珊瑚珠の輝
くに似たり︒

安産侶に取っての大きな苦心であっ

りで其のま＼に書きあらはすことが︑

た︒

されど︑喜三右衛門は動か

ざること山の如く︑一念たゴタ日に

十4910図

映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

書終ると︑彼は手近にある

試みに︑今日若し片假名も かきおわ・る ﹇書終﹈ ︵五︶1 書終る

︽ール︾

十一654

平假名もないとして︑漢字ばかりで︑

十二価7

柿くへば鐘が鳴るなり

我々の日常使ふ言葉を書きあらはさ

木に登った︒

うとしたら︑どうなるであらう︒

︽ーン︾

﹁︿略﹀︒﹂とお禮を言って︑僕

しかし︑安萬侶のかうしたかきこ・む ﹇書込﹈ ︵五︶1 書込む

苦心はやがて報いられて︑阿禮の語

かぎじゅうじ

かぎ十字の腕章を附け︑如

﹇鉤十字﹈ ︵名︶1 か

紙に書込んだ︒

は其のカードの本の名と番號を︑用

九953

孝和は︑此の算木を置く方

ぎ十字

何にもきりつとした揃ひの服装で︑

に書きあらはし︑更に文字を記號と

かうして︑彼は先づ支那傳

十二捌11

十二佃1

して使ふことをも工夫した︒

法から考へついて︑数や式を紙の上

十二㎜10

あらはすことが出來た︒

る所を︑言葉其のま＼に文字に書き

十一6611

﹇掻﹈﹇▽ひとかき・ゆきかき

書上

﹇書﹈﹇▽えかき

法隆寺

ほふりゆう

十二燗10異同
かき

かぎ ﹇▽あんぜんかぎ

二215ナガイ手ヲノバシテ︑オかき
イシイカキヲ︑イクツモ︑イク

﹇書上﹈︵下一︶1

かきあ・げる

︽ーゲ︾

さうして其の夜はまんじり
に書上げた︒

かき集める

カ

ともせず机に向かって︑かの曲を譜

十一撹10

げる

ツモモギトリマシタ︒

二223 シマヒニ︑青イカキヲ︑
カニ ニナゲツケテ︑イッテシマ
ヒマシタ︒

﹇掻集﹈︵下一︶2
キアツメル

トナリノオヂイサンバ︑

︽ーメ︾

二945

かきあっ・める

二247サルハ︑マタカキガタベ
ラレルトオモッテ︑ヨロコンデ
カニノウチヘキマシタ︒
五786 ソノウチニ︑コノタクサンノ

かきだす一かぎり

432
」

︽ ー サ︾

﹇掻出﹈︵五︶2

カキ出ス

ヒトラー青少年團がねり歩く︒
かきだ・す
かき出す

六166 火バシノ先デカキ出サウトシ

タガ︑スキ間ガセマクテ︑ナカく
取出セナイ︒

八492 稻かけから運ばれた稻束の山
わら
が︑片端からへって︑後には藁の山

︽ーネ︾

十一35図

ぬ

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が︑

からたちの垣根越しに︑

をぢさんは︑よい人だ

ふとほ＼笑んで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑投

十一一778圏

決死の士百四十三名の名を壁に書連
げてくれた

第九

第九

柿の色

柿の色

︹課名︺2柿の色

十476

十目10

かきのいろ

つた︒

書

ね︑﹁かへらじとかねて思へば﹂の

︽ーベ︾

したのは︒

かきむしりお・る ﹇正雀居﹈︵五︶1

︽ ッ︾

不孝者の爪で︑わしの心

かきむしりをる

をかきむしりをつた︒

十二柵4園

かきゅう ﹇▽いちだいかきゅう

進んでいよく佳境は煮皿き

かきょう ﹇佳境﹈︵名︶1 佳境

ない︒

十一悩2

柿本人麿

す

﹇掻寄﹈︵下二︶1 かき寄

ら家業もおろそかならざるを得ず︒

︽ーセ︾

かきょ・す

義纏は馬上にうつぶし︑む

かぎり

限り

天皇の御位は︑天地の績く

人々は︑互にハンケチや帽子

目のとゴく限りは︑着物でも

植ゑわたす

見渡す限り荒涼たる景色で

田園のつゴく限りは︑

早苗のみどり︒

さなへ

九732図圏

した︒

九555囲

染まるやうな眞青な水だ︒

八捌4

みます︒

を腕の績く限り振って︑別れを惜し

七蘭3

元から押寄せた船でおほはれた︒

六565

かぎり︑いつまでもさかえるぞ︒
はかた
博多の沖は︑見渡すかぎり︑

五955囹

﹇▽あらんかぎり・きょうかぎり

﹇限﹈︵名︶18

ちの先にて︑流れ行く弓をかき寄せ

︽ーシ︾

誰だ︑仕事毫の上をかき廻

かぎり

山部赤人の作も︑また萬葉集によつ
か

取らんとすれば︑

︽ーメ︾

﹇書始﹈︵下一︶3
書始める

花子さんと雪子さんは︑
雪舟は︑足の親指を使ひなが

其の頃から紫式部は︑筆を

かき廻す

後山ハ︑磁石ヲ釘箱ノ中へ入
九283囲

レテ︑カキマハシテミタ︒

六189

ハス

かきまわ︒す﹇掻回﹈︵五︶2カキマ

た︒

とって有名な源氏物語を書始めまし

十﹁146

のでした︒

ら︑涙で︑板の間に書をかき始めた

六擢3

だまって何か書始めました︒

四777

き始める

かきはじ・める

て傳へられてるる︒

有名な歌人︑柿本人麿や︑ 八棚8図

かきのもとのひとまろ

十494図工夫に心を奪はれては︑自

﹁かへらじとかねて思へ かぎょう ﹇家業﹈︵名︶！ 家業

地平線にむくくと湧上る かきのこ・す ﹇書残﹈ ︵四︶− 書残す

﹇書並﹈︵下一︶1

和歌を書残したるは此の寺なり︒

並べる

かきなら・べる

十313囲

り︒

︹人名︺1

かきのもとのひとまろ

かきのもとのひとまろ

﹇柿本人麻呂﹈

ば﹂の和歌を書残したるは此の寺な

十一36図

︽ーシ︾

かう書並べただけでも︑熱帯の

ひかく
入道雲︑内地の夕立とは全く比較に

カキチ

ならぬ︑すさまじいスコール︑︿略﹀

こがね

︵五︶一

が積まれ︑前にはかき出されたもみ
﹇ 書 散﹈

が︑黄金の小山をきつく︒
かきちら・す

垣根

海のすばらしさが︑ほゴ想像される

︽ーシ︾

かきね

ラス

﹇垣根﹈︵名︶7

垣根越

やまべの

とんぼ 十二9711
それ︑そ

庭のかきねに︑
とまった︒

お㌦︑それよ︑

暗がりに梅の花︑

残った苗は︑庭の垣根にそつ
屋根も︑垣根も︑小道も︑小
垣根に咲残った二三りんのコ

家家の垣根といはず︑公園の
並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に

八伽8

いて見える︒

スモスの花が︑夕やみにかすかに浮

八511

道に落散った木の葉も︑眞白である︒

八472

て︑大事に植ゑてやりました︒

七466

まつ白な梅の花︒

この家の垣根の

六棚6圏

が一びき

三465翻

かきね

でせう︒

ニホシテアルモミヲ︑時々カ

四505 ニハトリが來テ︑ムシロ
キチラシマス︒

かきつけ ﹇書付﹈︵名︶5 書画
九柵9 これから後も書附が度々廻る︒
るによって︑それに合ったらば買ひ

十二568園 こ＼に御主人の書附があ
ませう︒

︽ーヶ︾

﹇垣根越﹈︵名︶1

垣根にかけた白い干し物︑

咲誇り咲卜いてるるのを見ると︑

乱丁2
し

かきねごし

十二581圏 さてく︑書附にA口づて
嬉しうござる︒

十一一608話して︑あの書翰に合はせ
てみたか︒

十二旧8 両方の言分を聞いたり︑謹
人や謹櫨の書附を調べたりした上で︑

つける

かきつ・ける ﹇書付﹈︵下一︶1 書き
十二価2 彼は︑あたりの石といはず︑
木の幹といはず︑今の言葉を書きつ
けた︒

かきつら・ぬ ﹇書連﹈︵下前︶1 書連

433
かぎりなし一かく

九麗3 見渡す限り水田が績いて︑
青々とした稻が勢よくのびてみる︒

させ給ひて︑しばく行啓あらせら

十69図 昭憲皇太后かぎりなくめで
れたりとそ︒

し

︽ーキ︾

五月の太陽は︑︿略﹀︑

きばう

十一371圏
﹇限﹈︵四・五︶7

限る

︽一

限りなき希望と榮光を田園に投ずる︒
かぎ・る
ラ・ーリ・ール︾﹇▽みかぎる

短いのに限ります︒

佐保・佐紀の連覇に北を

雲をかきわけながら︑勇ましくお降
﹇閣﹈﹇▽てんしゅかく・てんしゅ

りになりました︒

かく

う︒

﹇欠﹈︵四︶1

歓く ︽ーク︾

かく 書

十一一価4図 奈良には捷くべからざる

か・く

﹇書﹈︵五︶52 カク

風情なるべし︒

か・く

タラウサンガ︑グンカンノ

わをか

ハナコサンガ︑フジサンノ

エヲカキマシタ︒

一196

まるい︑大きい

エヲカキマシタ︒

ぎらりぎらり︑

ぐるりぐるり︑

びいひょうろ︒

をかくと︑

三472圃

玉が光る︒

目

指でわ

いて︑ びいひょう︑びいひょう︑

いはみ
かく言ふは石見の國の住人︑ 三85囲

思へど︑すべて物は破れたる時つく

するなり︒

九792園

世界何れの國に︑かくの如

械木狼介勝盛︒

十一梱5

今かくはせ参じたる上

き美しい刀劒があらうそ︒

十二532図園

は︑身命をなげうって兄上のために
書くさん︒

三616 良雄さんは︑ぐわようしに
うさぎのかほをかきました︒
耳を長くかきました︒

三617

かく上下を問はず︑國民一
般が事に駈れ物に感じて歌をよむと

太郎さんは︑それを見て︑

ばうしには︑金で字が

雪子さんも︑受取ったはが

花子さんは︑﹁︿略V︒﹂と

いって︑手紙を書きました︒

四811

を下さい︒

きまずから︑雪子さん︑ごへんじ

四807園今度は︑私が先に書

﹁︿略﹀︒﹂と書いてありました︒

きを潜んでみますと︑やっぱり︑

四797

書いてありました︒

四176

ほをかきました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑たぬきのか

いふのは︑我が國民性の特色といふ

さうして︑當時の西洋を除

べきである︒

三626

十二966

一193

我も後には張りかへんと く ︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︒ーケ︾

﹇斯﹈︵副︶7

かくぐん

かく

かく

九223図囹

たゴ今短いのに限ると申し上げたと

七脳7園槍を以て仕へる此の私は︑

七826圓

耕地は︑見渡す限り美しい甘薦畠で︑

ろへば︑しばらくはなほ用をなすも

十286国 何千ヘクタールもある平な

十一12図圏 吉野山かすみの奥は知

のぞと若き人に知らせんとて︑かく

あなたは短いのに限ると言

るわけではありますまい︒

はれるが︑天下の人が︑皆さう考へ

七859園

ころ︒

らねども見ゆる限りは櫻なりけり

く開けて見渡す限りすべて花なり︒

十一19図 更に進めば︑眺望いよ
十一529図 爾岸及び島島︑見渡す限

他思ひがけぬ災難にあはぬとも限り

又時に不意のあらしや︑其の

ません︒

八81

るが如く︑白壁の民家其の間に鮎在

り田園よく開けて︑まうせんを敷け
す︒

それに︑鳴く時期が大禮五六

十一一価6図
こま

十二椥2

けば︑かく代馬の演算が自在に行は

いやく︑彼とても︑昔

れるのは︑ひとり我が國のみであっ
かぎろひ

︽ーク︾

高サ各一丈五尺

﹇各﹈︵副︶1

ればこそ︑

かく

十二価図

かく

お人形さんが汗をかくだら

︵五︶1

六佃6園

か・︿

各

された日本人の天才と錬磨があった

東の野にかぎろひの 十二擢9 しかし︑和算にかくも嚢揮

ぬ

﹇炎﹈︵名︶1

の御首に教を聞かなかったとは限ら
かぎろい

ひんがし

十二982図圃

人麿の歌である︒
﹇掻分﹈︵下一︶1

においとまごひをなさって︑大空の

に㌧ぎのみことは︑天照大神

かき

立つ見えてかへりみすれば月かたぶ
きぬ

かきわ・ける

た︒

ない︒

十二椥2園

田山・生駒山を西にひかへて︑

い

限り︑春日・高圓の山々を東に︑矢

たかまど

なかったのも無理ではありません︒

月頃に限られてゐますから︑わから

十一8511 見渡す限りは午後の静かな 九633
海である︒

殆ど天まで画いてみるのを船窓から

十一榴8圏 見渡す限り濁った水が︑
見ました︒

十一備9国 見渡す限りは︑かみつく
やうな岩山で︑殆ど一木一草もない
所に港があり︑町があるのです︒

十一榊1図 心眼︑こ＼において再び
意を決し︑喜捨せる人々に説きて出
版の事業を中止し︑力の及ぶ限り廣
く人々を救ひぬ︒

十二326囹 先生が生きていらっしや
る限り︑どうして私が死ねませう︒

限りな

五伽6

十二4010園 先生が生きていらっしや わける ︽ーケ︾
﹇限無﹈︵形︶1

る限り︑どうして私が死ねませう︒
かぎりな・し

かく一かく
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四832

雪子さんがあけて見ます
ふとう
それから︑大きな埠頭があ

てしまった︒

八208圏

ごりに︑今日は此の一箇月の思出を

たゴこれだけで見ても︑約 葉書は出しておきましたが︑船のな

書いて見ました︒

十一162

如何によく入間を生きくと︑美し

九百年の昔に書かれた源氏物語が︑

其の頃に書かれた物をもととして研

十ニー58 元來昔の歴史を知るには︑

つて︑一年間に汽船が罪質さうも出

く︑細かく絶し出してみるかがわか

雪子さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と書

と︑﹁︿略﹀︒﹂ と 書 い て あ り ま し た ︒

るでせう︒

四837

入し︑百萬近い人たちが乗り降りす

いろくの壼を書いてやつ

水彩垂︑

キ

ハ

ア

イ

とうろうの色鮮かに︑江上

額を書いた時の輝かしい希望︑

と︑

七106

恥く

父は︑ちよつと頭をかいて笑

﹇掛﹈︵下二︶5 かく

つた︒

十尚8

おもしろいやうにあさりが出ました︒

小さいくまでで砂をかくと︑

四103 せんどうたちが︑かいを
そろへて一かさ水をかきます

キ・ーク︾■vひっかく

太子は︑其の宮殿の一室で か・く﹇掻﹈︵五︶3かく︽ーイ・一
憲法十七條を書かれ︑又佛教の研究

けんぱふ

十一339

﹁クサキハアヲイ﹂といふ

をせられたのである︒

十一656

のを漢字だけで書けば︑差漁り﹁草

サ

ゲ

か・く

﹁久佐導波阿遠出﹂とでも

ヲ

差漁り﹁草木青﹂と書いて

木青﹂と書いて満足せねばなるまい︒

十一656
ク

満足せねばなるまい︒

ラ

神風の伊勢の内外の宮柱ゆ

と︑神

進むに從ひて現れ來る奇

岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

十悩10図

かけて祈らせ給へるを︑

るぎなき世をなほ祈るかな

十41図

り〇

又略﹀︒﹂とて︑袋を柱に掛けられた

に長四郎を押入れ︑口を封じて︑

九466図 ﹁︿略﹀︒﹂とて︑大きなる袋

く

﹁アメツチ﹂といふのを ︽ーケ︾n▽うちかく・おいかく・めが

書かねばならなくなる︒

十一6510

十一662
ク

﹁天地﹂と書き︑﹁クラゲ﹂といふの

木﹂と書くのと同様であり︑後者は

十一663前者は﹁クサキ﹂を﹁草

後者は﹁久佐幾﹂と書くの

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

十一664

途中から︑ちょいちょい

と同じである︒

十一悩2困

彰考量を設け︑自ら其の

しやうかう

いくらゐである︒

に影をうつすさまは︑書たもかきた

十一一272

乾するのであるが︑

ることも書きました︒

今日も源氏は紫の君に蚕を

いて︑切手をはってポストへ

た︒

十一229

書いて見せた︒

十一228

入れました︒

我々が︑毎日話したり︑聞い

大尉がそれを取って見ると︑

此の夏かいた

夕方︑父と町を散歩した時︑

夕食をすましてから母に手紙

の鼻を赤くぬって見せた︒

蝶なら︑左側の鱗翅類と書 十一2210 最後に女の圭旦を書いて︑其 十二439

が︑我々の國語である︒
りんしるゐ

十擢6

いて張ってあった︒

掲示板に︑當選者の名前が大きく書

十型8

今出して見て夏こひし︒

十677魍

次のやうな事が書いてあった︒

十207

いたたんすの引出をごらんなさい︒

十112圏

たり︑讃んだり︑書いたりする言葉

九僻9

五896 どうか︑をぢさんや︑をばさ 季題6 ﹁︿略﹀︒﹂と書いてある︒
お前は︑又圭里をかいて居る

んによろしく︒と書いてあった︒
六㎜2園
のか︒

かいて︑ちっともお経をおぼえない︒

六佃3圏 いくら言っても︑壼ばかり

まうと思ふのだが︑机に向かふと︑

六柵5圏 わたしは︑いつもお経を讃
つい董がかきたくてかきたくて︑た
まらなくなってしまふ︒
つい書一がかきたくてかきた

くて︑たまらなくなってしまふ︒

六柵5園

長瀞8 雪舟が︑板の間に︑涙でかい
たねずみでした︒

﹁あじあ﹂の印のはいった用

を書かうと思って︑食堂車へ行った︒

紙に手紙を書いて︑今朝押してもら

十柵4

七193 恐るく近寄って見ると︑死

つたスタンプを入れて︑ボーイに頼

まことにありがたい︒

七147囹 壁に壼をかいてもらへば︑

人と見えたのは︑ふすまにかいた壼

當時︑假名文は女の書くも

男は漢文を書くのが普通で
あったからです︒

十一152

つたからです︒

ので︑男は漢文を書くのが普通であ

十一152

つたでせう︒

を﹁久羅下﹂と書いた︒
んでしまふと眠くなって來た︒
であった︒
ク
七518圏 九時には消燈ですから︑其 十﹇151 若し紫式部が男であったら︑ 十一663 ﹁クラゲ﹂といふのを﹁久
ラ ゲ
沓下﹂と書いた︒
源氏物語のやうな假名文は書かなか
の前に日記をつけたり︑手紙を書い
たりします︒

置くと︑いたづらな子供が︑ぢきに

七㎜9 紙に﹁貸家﹂と書いて張って
破ってしまふ︒

板に書いて︑しっかりと釘で打附け

七川2 そこで︑考へた家主は︑厚い
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がく一がくしゅう

或は深き岩穴を作る︒

武者二十騎ばかり︑源家の白旗押立

十一一496浮身の日読ひもかけぬに︑

人なつかしげに寄り來る

てて彼方に現れたり︒
十一一塒3図

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ
り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

學﹇▽だいすうが

さますも︑奈良には映くべからざる
﹇学﹈︵名︶2

風情なるべし︒

がく

く・てんもんがく
を好む者は誰か︒

樂

額

各員

がくげいかい

十272国

會

がくげい
﹇学芸会﹈︵名︶1 學藝
がくげい

かくこ
かくご 覧悟

公學校では︑ちやうど學藝

﹇覚悟﹈︵名︶8

會の最中でした︒

かくご

沈み行く船と運命を共にしょ

﹇覚悟﹈︵四︶1

畳悟

敵將ネボカトフ頁岩︑今

かくこ
﹇覚悟﹈︵サ変︶1 畳直す

候所存に候︒

︽ーシ︾

かくご・す

十一589図

かくご
は逃れぬところと壁悟したりけん︑

︿略﹀︑其の部下と共に降服せり︒

こする

︽ーシロ︾

かくごしろ︒
﹇学識﹈︵名︶1

四書1園
がくしき

あ＼此の子が男であっ

たら︑りっぱな學者になるであらう

十一141園

に︒

ところが︑元始先生は電氣

研究が行きづまると︑專門

や電信の誉者ではありませんでした

十一4510

から︑

十一4511

の學者にすがったり︑友達に意見を

宣長はまだ三十歳齢り︑温

聞いたりしなければなりませんでし

た︒

和な人となりのうちに︑どことなく

話をしてみる中に︑眞淵は 十一715
宣長の学識の尋常でないことを知つ

十一717

されば古は︑支那より渡

才氣のひらめいてみる少牡の學者︒
し な

來せるもののわっかに世に存するの

十一餌3図

て︑非常に頼もしく思った︒
確言

林藏︑こ＼に始めて樺太

﹇確実﹈︵形状︶1

みにて︑學富源の得難きに苦しみた

十一947図

かくじつ

が大陸と全く絶縁せる島なることを

がくしゅう

す︒

けんたうし

憶良は︑遣唐使に從って支

そこには︑イギリスが生ん

大阪は︑實に日本第一の工業

﹇岳州﹈︹地名︺1 岳州

都市で︑各種の工業がはなはだ盛で

七636

かくしゅ ﹇各種﹈︵名︶1 各種

在し︑

學者・翼明家等の墓が一歩一歩に存

だ忌月ある政治家・學者・詩人・文

十一一伽8

あるが︑

那へ渡ったこともあり︑元來學者で

十二㎜1

び︑

て史局を置いて業者を集めた時の喜

歴史編纂を思ひ立ち︑始め

へんさん

りき︒

おちあひなほぶみ

十二438

確實にするを得たり︒

かくして

一蓋未だ去らざるに一島

﹇斯﹈︵接︶1

十一525図

かくして

更に現れ︑水路きはまるが如くにし
てまた忽ち開く︒かくして島轄じ海
學者←ろ

廻りて︑其の書くる所を知らず︒

﹇学者﹈︵名︶11
ひやうぎ

先づ役人たちに評議をさせ︑
本居宣長は︑江戸時代の有名
な學者で︑古事記傳を大成して︑我

十榊2

もとをりのりなが

鼠輩者の意見をも徴した︒

十燭8

うがくしゃ

がくしゃ

船長たる者は︑萬一の場合︑

﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑ま

︽ーシ︾

ぜひく官軍さし向け

學識

ひっし
武士といふ武士は︑必死のか かくご・する ﹇覚悟﹈︵サ変︶1 かく

畳悟﹇▽おんかくご

六609
とても助らぬとかくごをきめ

くごで防いだ︒

七334
た︒

七339園私もかくごをした︒

海中に乗入れたり︒

九二7

致す

かくこいた・す

をあらはした︑りっぱな歌である︒

ことによく國民の本分︑軍人の豊悟

十一一961

決死の門柱がなくてはならぬ︒

十7610園

うとする畳悟なのだ︒

かくこ

十746

さうなものである︒

こかに秋らしいものが見えてもよさ

みるが︑八月もなかばを越せば︑ど

かくご
眞夏の暑さは誰も畳悟をして

と︑かくごをきめて︑馬にまたがり︑

損ずるならば︑弓切折りて自害せん

十一一413園 御身の弟子の中︑最も學 八994図心の中に思ふやう︑萬一射

過も二度とはしない男でございまし

十二415園 學を好み︑怒をうつさず︑

﹇楽﹈︵名︶2

たが︑不幸にも短命でございました︒
がく

いみじき樂と我は聞く︒

十一908図圃 なぎさの松に吹く風を︑

十二描6 とたんに妙なる樂の音が起

しやうかう

﹇額﹈︵名︶1

つて︑朗かに天上に響き渡った︒
がく

﹇各員﹈︵名︶1

額を書いた時の輝かしい希望︑

十二439 彰考館を設け︑自ら其の
かくいん

ふんれいどりょく

かくうん
﹇隔雲亭﹈︵名︶1 隔雲

十一5510三園 各員一層凝固努力せ
よ︒

かくうんてい

十二餅5属困

であった落合直文が︑元旦に門松を

亭

てい

られ︑御取りつぶしに相成り候はば︑

よんだ歌である︒

明治時代の智者であり︑歌人
私事も當家滅亡を見つ＼長らへ居り

が國民精神の獲揚につとめた人︑

十65図 茜御苑に入れば︑木立深く︑

候も残念に候ま＼︑きっと覧悟致し

博捜7
道めぐり︑池の眺廣き所に︑御茶屋
かくうんてい

ありて︑目溢亭い ふ ︒

かくじゅつ一かくのうこふきん
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冷温

學術

る︒

がくせい

學生

げ︑かつ交易をなす︒

上陸したら︑又各地から
廣く各地を巡りて資金を

便りをしませう︒

十一悩3囲
十一桝9図

助左衛門︑ひたすら彼等

つのること敷年︑

十二柵1図

大筏の編成にはもって來いといった

場所である︒かくて筏は︑洞庭の岳

州から下って本流に出る︒

十二5211図園 配所へ御下りの後は︑
くらま
義経も鞍馬へ送られ︑そこにて十六

歳まで修行したり︒かくて深く心に

決するところあり︑はるぐ奥州に

ガリレオといふ學生が︑こ﹂

を説得せんとて各地に奔走せしに︑

民事裁判では︑裁判できめ

︽ースル︾

せぬことである︒

る前に︑みだりに人を犯罪者扱ひに

刑事裁判では︑有罪の判決が確定す

られたことに服臥することであり︑

十二旧1

乱する

かくてい・する ﹇確定﹈︵サ変︶1 確

かくて白洲を視察せし官吏は︑

必要をみとめて其の調査を開始す︒

十二柵8図

ひでひら

の有名な大寺院へお参りをしました︒

明治の新政やうやく其の

當局各地に三皇を設くる

下りて秀衡を頼みぬ︒

十二柵6図

は彼を危地におとしいれんとす︒

漁民等怒りて彼をおどし︑甚だしき

しばふ

緑の芝生に腰をおろして讃

の事を引見したのでした︒

八731十八歳の學生ガリレオは︑此

八684

﹇学生﹈︵名︶3

雪漢と相映じて︑山々を奥深く見せ

中腹をおほひ︑峯をかくし︑谷々の

十二296 かくて筏は︑洞庭の岳州か 十一梛1 所々に白雲がたゴよって︑
﹇角術﹈︵名︶1

ら下って本流に出 る ︒

かくじゅつ

十二欄5 孝和は︑又︑正三角形・正
四角形・正五角形等の正多角形に關

﹇学術﹈︵名︶3

する算法を考案し︑これを角術と構
したが︑

がくじゅつ

十二m5 しかし︑彼等がかういふも
十一768

緒につき︑當局各地に燈皇を設くる

のを生み出したのには︑西洋諸國の

必要をみとめて其の調査を開始す︒
樂長

かくて

すると︑面長がつかつかと
﹇斯﹈︵副︶1

ありのま＼に申さざる間
は︑何時までもかくてあるべし︒

九464図圏

かくて

私のそばへ來た︒

十二悩11

﹇楽長﹈︵名︶1

書に毒念のない學生もあれば︑自轄

に残したといふ有名な言葉だよ︒

車
十二829

がくちょう

車を止めて野球試合の放送に聞入つ
くわくせい

接聲

學術の背景があり︑敷學の長い歴史
てるる一群もある︒
﹇拡声器﹈

︵名︶1

があったからで︑

十二捌7 ひとり我が孝和に至っては︑
かくせいき

機

何だ︑二階の二型機だ︒

西洋の敷學・學術と何等關潤する所
なく︑ひたすら和算に隔子の天地を

十131

くわくせい

開いたのであって︑

﹇学生達﹈︵名︶1

かく

﹁︿略﹀︒﹂とばかり︑各職車

一生の思出に︑心ゆくばかり笛を吹

爆撃目標︑第一編隊群

黒煙晴れ行く眼下には︑も

かくなふ

飛行場東西両側の格納

格納庫附近

かくなふこ

十一観6図囹

1

かくのうこふきん ﹇格納庫付近﹈︵名︶

う飛行機も格納庫もなかった︒

十一旧1

及び飛行機︒

は東側︑第二編隊群は西側の格納庫

十一慨11図園

かくのうこ ﹇格納庫﹈︵名︶2 格納庫

私は樂人である︒

かくて︑かの馬は一豊のものとなり

洞庭湖は︑︿略﹀︑かうした

七339園

いてから死にたいと思った︒

されど︑喜三右衛門は動か
ざること山の如く︑一念たg夕日に

十501図

ぬ︒

九427図

がくにん ﹇楽人﹈︵名︶2 樂人
これは︑博士が札幌を去 かくて ﹇斯﹈︵接︶6 かくて
しや
一豊は妻の深き志に謝せり︒ 七335 たゴ自分は樂人であるから︑

畢生

がくせいたち

十一785園

たち

十二襯6 それは︑當時日本が學ばね
ばならなかった西洋諸種の運勢を採

各所

る時︑泣いて別れを惜しむ學生たち

用するため︑敷學もまた西洋の敷學
﹇各所﹈︵名︶1

によらなければならなかったからで︑
かくしょ

在す︒

カクス

十一522図 大小無敷の島々各所に散かくせんしゃ ﹇各戦車﹈︵名︶1 各戦
﹇隠﹈︵五︶3

映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

かく・す

は︑戦闘隊形を取って敵戦車群の左

いんさつ

喜んで寄附する者意外に

す︽ーサ・ーシ︾﹇▽おおいかくす

十二296

⊥上巻の大出版は遂に完成せられたり︒

元年に至りて︑一切纒六千九百五十

として進みたり︒かくて︿略﹀天和

多く︑此の度は製版・印刷の業着々

十一梛9図

かくて敷年は過ぎたり︒

樂隊
即応のしらべが︑高く低く︑

n楽隊﹈︵名︶1

側面におそひか＼る︒

かくち

﹇各地﹈︵名︶5 各地
し な

みつぎもの

あり︑各地の人々煽りて貢物を捧

十一981図

こ＼に支那官吏の出張所

胸をそ㌧るやうにひ〜きます︒

七湖7

がくたい

二496園イクラ私ガテッテヰテ
モ︑弔云サンが來ルト︑カクサレ
テシマヒマス︒
六308 少女は︑すっくと立上って︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言ふが早いか︑ふところ

にかくして居た劒を抜いて︑たける
の胸を突きました︒

437
かくばる一かけ

こ

角ばる

庫附近においては︑敵爆撃機離陸準
﹇角張﹈︵五︶1

備中なるものの如し︒
かくば・る

十ニー44 前方後半の古墳は︑へうた

︽ーッ︾

樂譜

たゴ前の方が角ばってをり︑後の方

んを縦に割って伏せたやうな形で︑
が圓くなってみる ︒
がくふ
﹇楽譜﹈︵名︶2 樂譜

がくふ

十一旧11園 しかし︑まことに粗末な
がくふ
ピヤノで︑それに樂譜もございませ
んが︒

十一旧2園 え︑樂譜がない︒
がくぶち
﹇額縁﹈︵名︶1 額縁
がくぶち

十一258 まるで南大門といふ額縁に

がくぶち

﹇格別﹈︵形状︶1

かく別

はめ込んだ美しい 圭 里 だ と 私 は 思 っ た ︒

かくべつ

も出でず︑又八月十日の威海衛攻撃

＋20存置そなたは豊島帯説職に
とやらにも︑かく別の働なかりし由︑
姦曲

母は如何にも残念に思ひ候︒
﹇学問﹈︵名︶4

六餌7 學問も勉強しました︒

がくもん

かぐやひめ

四目6
四265

︹課名︺2

かぐやひめ

かぐやひめ

かぐやひめ

かぐやひめ
五

五
︹人名︺8

四295おちいさんは︑この子に

かぐやひめ

かぐやひめといふ名をつけまし
た︒

といって︑
﹇香具山﹈︹地名︺2

香具山﹇▽あめのかぐやま

かぐやま

香久山

大和の國には︑群がった

山々があるが︑中でもそなはり整つ

十二櫃2

更に首を回らして南を望

た香具山に登って眺めると︑

十二研3図
やまと

みぎなし

タクリハ︑サルニポントトビ

二257ハヒノ中二力クレテヰ

ツキマシタ︒

二632オヂイサンバ︑木ノアナ
二一クレテ︑雨ノヤムノヲ

オヂイサンノカクレテヰ

マッテヰマシタ︒

一一64一

ル木ノ前盛︑タクサンノオニ
うねび

めば︑大和平野の墨くる所︑はるか

そのうちに︑世間の人々

ガ︑アツマッテヰマシタ︒

四297

に畝傍山・耳成山・香久山の三山ま
かぐ
﹇神楽岡﹈︹地名︺1 神
かぐらがをか

ひ

公園神樂岡に上ると︑先つ

水は深くて︑大きなからだが︑

あ︑とうくかくれてしまつ

夜出て盛に鳴く鳥は︑ふくろ

今どれか一つの星を︑東にさ

三日月が︑

水に

ゆらく見

かけ・ちどりがけ・つくりかけ・みせ

もいがけ・こころがけ・こしかけ・し

﹇掛﹈nvいねかけ・おでかけ・お

えたりかくれたり︒

うつった

いくつも出ては消えるたび︑

九伽7囲圓く廣がる水の輪が︑

ります︒

の星は︑軒端にかくれて見えなくな

からじっと見てゐますと︑やがて其

し出た軒端にすれくに當てて︑下

九鵬1

せないはずです︒

ふのやうに︑山間はかくれて姿を見

九659

た︒

七伽7

半分くらみはかくれました︒

五407

しました︒

んばうをしたり︑いたづらをしたり

いろいろのわるものが出て來て︑ら

すると︑今までかくれてみた︑

は︑かぐやひめのことを聞いて︑

かぐらがおか
樂岡

らがをか

よりひと

十一㎜8

且vあおばがくれ・みえがくれす

カクレル

五15
ゆずみの如く︑

たが︑かぐやひめはどうしても

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂と申しこみまし

かぐやひめはどうしても

しょうちしません︒

四302

依仁親王武功記念碑が高く仰がれる︒

︽ーシ︾

二百数十年の昔に出て︑日
き そ

本の心界︑即ち和算の基礎を確立し

十一一塒2

書する

とのさまから︑おく方に かくりつ・する ﹇確立﹈︵サ変︶1 確

しょうちしません︒

四308

したいとのおことばもありま
したが︑かぐやひめはそれも
おことわりいたしました︒

かくれ

た人である︒
四313 ある年の春のころから︑
かぐやひめは︑月のあかるい晩 かくる n▽しまがくれゆく

には︑月をながめて何かかん

﹇隠﹈︵下一︶9
︽ーレ︾

かけ

ちょうりと中にかくれこむ︒

︽ーム︾

かく・れる

かくれ

こほろぎょ︒

﹇隠無﹈︵形︶1

まぶしかったか︑

五938圃

こむ

がへてみるやうでした︒
る
四321 おちいさんやおばあさん かくれこ︒む ﹇隠込﹈︵五︶1 かくれ

が︑なぜ泣くのかと聞きます
と︑かぐやひめは︑﹁︿略﹀︒﹂とい

十一687 若い頃から証書が好きで︑
將來學問を以て身を立てたいと︑一

ひました︒

なし

ふちはらのやすまさ

何人かと思へば︑其の頃武

︽ーキ︾

て︑かぐやひめをひき止めたい

九槻9図

なく︑泣いてみるおちいさんと

かくれる

名かくれなき藤原保昌なり︒
おばあさんに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

四358かぐやひめも︑今はし方が

と思ひました︒

四335おちいさんは︑何とかしかくれな・し

心に勉強してみた ︒

十一715年こそ違へ︑二人は同じ學
問の道をたどってみるのである︒

十﹁733囹 これは︑學問の研究には
特に必要ですから︑先づ土墓を作つ
て︑それから一歩再々高く登り︑最
後の目的に達するやうになさい︒

カ、け一力、1ず
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﹇駆﹈﹇▽さきがけ

かけ
かけ

かげ ﹇陰﹈︵名︶16 カゲ かげ 陰
げ・ひかげ・やなぎかげ

几﹀おかげ・おかげ さ ま ・ こ か げ ・ は か

社殿は︑熊野川を背にして︑

さうなかげを作ってゐます︒

十旧2図
老杉かげ暗き所にあり︒
くまのにます

十価7図心の木立かげ暗き石段を上

つせと編物の針を運んでみる婦人の

ばうを眠らせながら︑其のそばでせ

眞白い日がさのかげに赤ん

れば︑熊野坐神社なり︒

ゲニヰタ一寸ボブシバ︑﹁︿略﹀︒﹂

姿も見られた︒

十一7610

トイヅテ︑アワテテトビ出シマシ

三54一 スルト︑ソノアシダノカ

タ︒

今もいふやうに︑光を調節

ゆ

かげも︑また水の

汽

ふっと︑あかりを消したれ

ゆらく︑ゆらく︒

車が行く要言の

上︑

かうした楊柳の陰に︑農夫 五946圃

人

川ばたの

青く︑

五356韻木々のかげは︑ゆらくと︑
水のおもてに︑地の上に︑
黒くうつる︒

五746蟹大川の水の上︑

えんとつの長いかげ︑

らく︑ゆらく︒

工場の

ゆらく︑ゆ

五752囲舟のかげ︑人のかげ︑
の持つさをのかげ︑
らく︒

五752圃舟のかげ︑人のかげ︑
五753韻人の持つさをのかげ︑

十一m1
するものがないから︑太陽に照らさ

ぬつ く り ︑ ぬ つ く り ︑

五757囲

から︑

れた部分は目が痛い程光って見える

げ

四392囲 やぶのかげから︑ 木か

でせうが︑陰になる部分はきっと眞

こうくと音たてて︑

子だぬきが︑出て來てお山へ

十二2111

黒に見えるに違ひない︒

集って︑

五174 かうして陸へ上った︑たくさ
んの子爵は︑草のかげのあちらこち

ば︑

と︑其の後を追っかけるや

影

L⊥ヲ泳ギマス︒

お書頃になると︑かげの方が

つた︒

物の高さと其のかげの長さ

とが︑同じになることは︑一日の中

七319園

花びんのす＼きがゆれて︑其

に︑午前と午後に一回つつあるので

す︒

七三2

長く黒く引く物のかげが次第

のかげが畳の上にちらついて居る︒

にうすれて︑太陽は︑曇るともなく

八505

甲部川の水は︑此のうらみも

見るく其の影は小さくなつ

輝きを失って行く︒

八伽5

て行く︒

九919

みる︑月毎にあの淡い三日月の影を

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて

浮かべながら︒

我が躇めば︑

大きい氷山の影も目にはいら

音いっこ︒

ない︒

十界3

我が影を

雲はしきりに流れて︑早春の

﹁あじあ﹂は︑雲の影を追越

したり追越されたりして︑満洲の大

十欄3

畠を︑野を︑其の影がはって行く︒

十欄2

道の石 さえて音あり︒

そこで僕は︑一日の中に︑物 十榴2図圃

んくと長くなって行く︒

其の物より短くなり︑それから又だ

七301

さうして︑杉の木のそばに一

汽車の影が長くなった︒

平野をまっしくらに突進する︒

十三5園

電柱の影も木の影も︑ずっと

汽車の影だけではない︒

さうする中に︑思った通り︑

十柵6

のびた︒

棒の長さとかげの長さとが︑ちやう

そこで︑すぐに木のかげを計

十型7
七314

ど同じになった︒

七312

のかげの長さを計ってみた︒

米程の棒を立てて︑何べんとなく捧

七311

と考へた︒

の高さと其のかげの長さとが︑ちや
かげ

な や
明かるい聲が︑納屋のかげのあたり

カゲ

うど同じになる時があるに違ひない
﹇影﹈︵名︶40

水草が青々とのび︑水の上に
をうつすこともありました︒

は︑時々とんぼがとんで來て︑かげ

五142

とかげ・みかづきのかげ

﹇▽おもかげ・しまかげ・つきかげ・ひ

かげ

から︑はずんで來た︒

うに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これは又喫そう

十二撹2

十二248 小鳥のかごをさげたり︑小 七296 朝は物のかげが非常に長い 十83図圏 影のごと︑人去り人來
る大路︑ ほろくと聞ゆる笛の

外は明かるい月のかげ︒
ひじやう

はさ＼やかな土の家を構へる︒

が︑

らを︑うれしさうにとびまはりまし

鳥を止り木に止らせたりして︑村外

七298

た︒

れの楊柳の陰に集り︑日暮れまで其

見つけた赤い花︒

おって︑土手のかげをかけて行くの

ふっと

五⁝川1圃

の鳴かしくらに打興ずる︒

やつでのかげで︑

わら
八565 たゴ歩兵が木の小枝や藁をせ
を見ました︑騎兵が土をけって走る
のを見ました︒

る船のかげで︑幾箇所にもたき火が

八伽3 黒々と大きな腔を横たへてる
始められる︒

九276 ねぢは︑仕事墓の脚のかげに
ころがった︒

九伽3韻母馬子馬丁の岸︑柳の
かげが暮れて行く︒
ちやう

子の街路樹がずらりと並んで︑涼し

十337囲そこに南洋磨があり︑椰 五264 ソノ度二︑鯉ノカゲガ︑地ノ

439
がけ一かけだす

のびた︒

十澗7 電柱の影も木の影も︑ずっと
原
がけ

﹇崖﹈︵名︶3

がけ

カゲエ
カゲエ

カゲヱ
コンヤモ︑

八糊4

汽車は又勢よくトンネルにか

それを聞くと︑僕はむちゅう

け込んだ︒

になって馬屋へかけこみました︒

九M8

バ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ウチへカケ

一一82

ソノウチ︑太郎サン

の電燈ににほって︑都人の心をそ＼

軍曹︑中佐を背負ひ︑弾丸

一751

かけごゑ

又略﹀︒﹂ト︑カケゴエイサ

かけ聲掛取
マシクカヘッテキマシタ︒

たいまつ

込んだ五兵衛は︑大きな松明を持つ

ワトソンの室へかけ込むが

て飛出して來た︒

早いか︑﹁︿略﹀︒﹂と︑どなりながら

十一487

されど︑南を受けたる崖下

機械にかけ寄りました︒
がけ
がけした ﹇崖下﹈︵名︶1 崖下
がけ

など︑たまく白梅の敷輪咲きそめ

十四5図

たるを見る︒

﹇駆進﹈ ︵四︶− かけ進

佐原十郎義連進み出で︑

さはらのじふらうよしっら

︽ーメ︾

かけ出し︑逃出し︑逃げまは

﹁︿略﹀︒﹂と言ひく︑かけ出

九267

不意にばたくと音がして︑

さうとする︒

受持8

り︑左へ︑右へ︑逃げじゃうず︒

と

鬼がきまって︑ばらく

聞クガ早イカ︑カケ出シ

︽ーサ・ーシ・ーセ︾

かけだ・す ﹇駆出﹈︵五︶1一 カケ出ス

三千絵騎も衝いて下る︒

﹁︿略﹀︒﹂とて︑眞先にかけ進めば︑

八672図

む

かけすす・む

﹁︿略﹀︒﹂と︑かけごゑいさ

ましくおひきになりますと︑そ

三327

船は見るく遠く︑ 人

やがて︑かけ聲勇ましく

の土地がちぎれて︑うごき出し
ました︒

七25圃

こんじき

漕出す船︑

も帆も︑金色の光に包まれる︒

かけ出す

四223

先生はいつも眞先に立たれて︑

カケコム

︽ーミ・ーム・

︵五︶5

元氣のよい掛聲だ︒
﹇駆込﹈

かけ込む

四725圏

急な坂にか＼ると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑掛

勇ましい掛聲で︑船は忽ち海

マシタ︒

ーン︾

かけこむ

かけこ・む

十一886

へ引下される︒

八協6

聲を掛けて僕たちをはげまされた︒

八922

コミマシタ︒

る︒

る︽ール・ーレ︾

そのうちに︑高いがけの上に かけくだ・る ﹇駆下﹈︵四︶3 かけ下
賊が︑これを聞いて︑くやし 八662図 大落これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

下る︒

け下る︒

の下をくゴりて︑けはしきがけをか

九欄8図

三千齢騎︑馬を並べてかけ 十545 ﹁︿略﹀︒﹂と叫んで︑家にかけ

とて︑庭先にかけ下れば︑三千鯨騎︑

かけ上

八663図

馬を並べてかけ下る︒

軍曹︑中佐を背負ひ︑揮丸

がって攻寄せると︑正成は︑高いが

け下る︒

かけあが・る

﹇駆上﹈︵五︶1

の下をくゴりて︑けはしきがけをか

九榴8図

けの上から大木を落させた︒

六753

來ました︒

十一257 左の高い松の木立の後には︑ 五695
どうやら五重の塔の影もみとめられ
る︒

海の静かなることは鏡の

如く︑朝日・夕日を負ひて島がくれ

十一531口q凶

とうろうの色鮮かに︑江上

行く白帆の影ものどかなり︒
十一一271

に影をうつすさまは︑書たもかきた
いくらゐである︒

十三
十三

ヲヂサン︑

﹇影絵﹈︵名︶一

ニ744
かげえ

ニ745囹

かけ

タカゲエヲシテ見セテクダサ
イ︒

﹇駆降﹈︵上一︶1
下りる ︽ーリ︾

かけお・りる

二里程行って大きな峠へか﹂

﹇歌劇劇場﹈︵名︶1

﹇▽かがわかげき

歌劇劇場

かげき

かげき

かれ︑冬の夜は歌劇劇場の窓が紅紫

十二伽2

春は有名な美術展覧會が開

かげきげきじょう

かげき

がある︒

杖を突きながら︑かけ下りて來る者

ると︑上の方から︑片はだぬいで︑

七生6

マ

やっと二十人程の若者が︑か かけこえ ﹇掛声﹈︵名︶6 カケゴエ

け上って來た︒

十566

十二748図 黒き影は城の一方より現 る ︽ーッ︾
れ出で︑ひらりとばかり水中にをど
り入りぬ︒

や

ニ目4

十二753図 しばらくして︑黒き影は かげえ ︹課名︺2 カゲエ
向かふの岸に現れたり︒

さるさは
たれど︑なほ三重・五重の塔︑猿澤

がらん
十二悩2図 興福寺は伽藍半ばすたれ
の池水に影をうつして南都の美観た
り︒

十二槻11園 年も積り︑悲しみも積つ

ぼ

て︑見るかげもなくなった此の老い
の果を︒

十二㎜3図圃 夕月や納屋もうまやも
梅の影
十二鵬11 草の芽の間から立上る水蒸
氣のかげもなつかしい︒

十二悩4 母の指先が水にはいると︑

影も︑ゆらく樒れて一つになる︒

川底のせりの緑も︑高いはんの木の

間にかへりみて松のかげふむ浮島が

十二塒8図圏 富士のねを木の間木の

かげつ一かける

440

小さな子供が二人︑奥からかけ出し
て診た︒

九湘10 僕がかけ出せば北斗もかけ出
し︑僕が止れば北斗も止り︑追った
り追はれたりしながら︑樂しく運動
しました︒

九掴10 僕がかけ出せば北斗もかけ出
し︑

九槻1 物に驚いてかけ出さうとする
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と︑村の若い者は︑

やうな時でも︑
十561

急いで山手へかけ出した︒

十二321

此の時︑おくればせにかけ

つけた顔回を見た孔子は︑ほっとし

され︑其の表面になは目のやうな模

形をした土器や︑其のかけらが爽見

様の附いたものなどがある︒

五六人集って︑かげふみをして

かうなっては︑かげふみ

尾をお切りになった時︑かち

か・ける ﹇欠﹈︵下一︶2 かける

五246

ケ︾

影法師

其の間を縫って眞直に走るも

殊に︑半月のかけた部分に

ぼこが目立って見える︒

近く︑蜂の巣を思はせるやうなでこ

はち

十一欄4

つと音がして︑劒の刃がかけました︒

﹇影法師﹈︵名︶1

︽ーッ︾

︽一

あそんでゐました︒

四弔6

九帽10

かげぼうし

も出演ません︒

カケッコ

カケッコ

力ケッコ

かけまはる

﹇駆回﹈︵五︶2

影法師であった︒

ハル

かけまわ・る

ちかける・おいかける・おかけなさ

せかける・いかける・いきかける・う

ろがける︒こしかける・さきがける・

かえりかける︒かたむきかける・ここ

けっこ・おっかける・おもいがける・

る・おかける・おしかける・おっか

カケマハッテ︑針ノ刀デ︑チク

僕たちは︑毎日々々スキーを

︽ーッ・ーリ︾

かけ寄る

﹇駆寄﹈︵五︶ 3 カケヨル

へカケヨリマ

る・つめかける・でかける・といかけ

ける︒たちあがりかける・たてかけ

ワタクシバ︑ビックリシテ︑ ささやきかける・さらしかける・しか
外心アサンノソバ

一435

かけよる

かけよ・る

はいてかけまはってみたが︑

八904

リチクリトツ・キマシタ︒

三568 一寸ボブシバ︑オニノオか・ける ﹇掛﹈︵下︼︶65 カケル か
ナカノ中ヲ︑アチラコチラト
ける 掛ける ︽ーケ・ーケル︾﹇▽あび

カケマ

のは︑私たちの乗ってみる飛行機の

四

か

一年生ノ旗取ガスンデ︑

こうしゅれい

あれは公主嶺で︑昔︑ロシ

が︑かけっこをしてみる︒
﹇掛始﹈︵下一︶一

ソレヲ拾ツテ︑マブシへ移ス

︽ーメ︾

シタ︒

かける︒ふりかける・みかける・みせ

る・なげかける・はなしかける・ふき

かける・めがける・よびかける

八唱3 萬壽がかけよって︑らうのと
らうの中から申しました︒

ガラ︑ダイドコロへ︑水ヲカケ

三318

そこで︑神さまは︑その國

ニイキマシタ︒

二264 サルハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒナ
かけら

かけ込むが早いか︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ど

﹇欠片﹈︵名︶2

なほ其の邊をよく探すと︑

ありったけの力を出して︑おひ

きになりました︒

に︑太い︑太いつなをかけて︑

又壷や鉢など︑いろくの

斧の形をした石や︑矢じりの形をし
十一一1010

つぼ

た石のかけらを見つけることがある︒

をの

十二89

かけら

なりながら機械にかけ寄りました︒

ハシモカケマシタ︒

びらに手をかけますと︑﹁︿略V︒﹂と︑

なた

かげひなたなく働く上に︑人

かげふみ

ある所で︑子どもたちが

さうして︑ワトソンの室へ ﹇413

カケ始メマスカラ︑チツトモユダン

兄五郎三郎は︑押取刀で其の場へか

八414

した︒

四412

かげふみ

﹇影踏﹈︵名︶2

萬壽々々と︑人々にかはいがられま

の仕事まで引受けるやうにしたので︑

けつけたが︑もう何も後の祭︑どこ
にも人影はなか っ た ︒
いくたらう

十855 聞多の友人︑所郁太郎が其の
場へかけつけた ︒

けつけた︒

十儒6 数名の水夫が急いで船首へか

十一4811

ガ出軍マセン︒

ゴノマハリや棚ノスミナドデ︑繭ヲ

ノデスガ︑少シデモオクレルト︑カ

五537

ケ始メル

カ

たのだが︑今は農事試験場の羊や牛

やのコサック兵は︑あそこで教練し

十㎜10園

ケッコニナリマシタ︒

イヨくボクタチニ年生ノカ

四213

カケッコヲシマシタ︒

アル日︑ウサギトカメガ︑

﹇駆﹈︵名︶3 カケッコ

四

︹課名︺2

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒
っ

かけはじ・める

十562 績いて︑老人も︑女も︑子供
も︑若者の後を追ふやうにかけ出し
た︒

十一174 十ばかりであらうか︑白い
着物の上に山吹色の着物を重ねてか
け出して來た女の子は︑何といふか
弟がかけ出した︒

はいらしい子であらう︒

﹇▽いっか げ つ ・ こ か げ つ ぶ り ︒

十二観11
かげつ

かけ

さんかげつ・さんしかげつ・にかげつ
﹇駆付﹈︵下一︶4

︽ーケ︾

5

こ

1

十8110 乙吉の急報によって︑聞多のかげひなた ﹇陰日向﹈︵名︶1 かげひ

つける

かけつ・ける

か

か
け

一けけ 四四
21目
48つつ
2 こ こ

441
かける一かける

三346

神さまは︑その土地にも

つなをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑力

一ばいおひきになりました︒

三627はなのりゃうわきから耳
へかけて︑茶色にぬりました︒
三645 長いひもをつけて︑くび

へかけますと︑舟はおなかの
へんにか＼ってゐます︒

ソノヲヂサンガ︑︿略V︑立ツテ下サ

て︑汽車や飛行機で何回にも送った

物に驚いてかけ出さうとする

垣根にかけた白い干し物︑

が見られます︒

九佃2

萬壽がかけよって︑らうのと 九慨2

といふことです︒

て︑手のひらで輕く首や背中をなで

やうな時でも︑﹁︿略﹀︒﹂と聲をかけ

が︑﹁︿略﹀︒﹂と號令をかけました︒

先生はいつも舳先に立たれて︑
急な坂にか㌧ると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑掛

八922

めいく首にかけた花の首か

即応2

一年半も手しほにかけた北斗

と思ふと︑僕は泣きたい程つらい氣

と一しょに居るのも︑後幾日もない

でんりゅう

大井川をしり目に掛けて渡り︑

がします︒

九齪3

それから七分の後天龍川を越え︑

十796 ﹁︿略﹀︒﹂と︑それがだしぬけ

さげを
彼は︑刀の下緒をたすきに掛

に聲をかける︒

其の間に歌を作って紙にし

しかし︑生まれつき機械の好

ない歌をお目にかけることが出來ま

十麗6園今さら︑どうして私のつた

けようと︑清少納言は︑

た＼め︑雪にそへてお后にお目にか

十伽6

け︑かひぐしく身支度をしてから︑

烈しい制動をかけて急停止を 十857

せいどう

聲を掛けて僕たちをはげまされた︒

なさる︒

八952

八描9

出ると︑機械を一ぱいに掛け

ざりが︑目立って美しくみえる︒

八悩1

て家路へ急いだQ

八旧8淺雪は︑山の頂から中腹にか

せう︒

十悩2

沿線の楊の木に︑かさ＼ぎが

汽車を造ったりして解しんでみた︒
やなぎ

きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水
ねんど
車を造って小川にかけたり︑粘土で

かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑ 十旧7

けてまだらに見える︒

九345

當直々校が元船のよい聲で號令をか
港から後方の高地へかけて︑
市街は碁盤の目のやうに績いてるま

ごばん

九508囲

ける︒

てやると︑

らうの中から申しました︒

た稻が︑此の機械で見るく片附け

すまで︑ほとんど一本々々手にかけ

八486耕して︑植ゑて︑刈って︑干

びらに手をかけますと︑送券﹀︒﹂と︑

八443

イマシタ︒

ニイサンバ︑私ノトナリへカ

マシタカラ︑私バカケマシタ︒

五研4 ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ニイサンが言ヒ

五佃2
ケマシタ︒

言ヒナガラ︑テイネイニオジギヲシ

五柵2 二人ハ︑喜ンデ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

親山羊の白いひげの下を︑一

柵にかけて︑立上りました︒

四746圃 つかれたものや弱った テ︑カケマシタ︒
られて行く︒
ものは︑ 目にかけないそ︑追
六415 さうして︑三匹とも︑前足を 八531 ちやうど接待所の前で︑隊長
はないそ︒

六唱8

匹の子山羊がくゴり抜けて︑柵に前

五38 かづらをたすきにかけ︑さ＼
の葉を手に持って ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ お も し ろ

草野次郎の如きは︑夜︑敵の

足をかげながら︑私たちをじっと見

六578

ました︒

くお舞ひになりました︒

かけるやうでした ︒

五417 ちやうど︑ポンプの管で水を
五422園 や︑かけられたら大へんだ︒

船に押寄せて︑首を二十一取って︑

る︒

七175園

おかあさんが︑冬こやしをか
けて仕立てておいて下さった土に︑

七459

から︑ぜひ來て下さい︒

お目にかけたいものがある

家々へ︑めいわくをかけることにな

五535 モウ桑ノ葉ヲタベナイデ︑頭
敵の船に火をかけて引上げた︒
マユ
ヲ上ゲテ︑繭ヲカケル所ヲサガシマ
六圃7 自分の家を嶢くのは︑近所の
ス︒

五552 マダ︑繭ヲカケル場所ヲサガ
シテ居ルノモアリ マ ス ︒

て田や畠にしたり︑道をつけたり︑

五635 心を合はせて︑野や山を開い
川に橋をかけたりなさいました︒

錦の御旗を肩にかけ︑相手を

僕がそれを見てみると︑

巣を幾つもかけてみる︒

あま
へかけて︑天の川が︑夏の夜空に銀

十﹁271

ある︒

柱は︑すべて眞中海から下

﹁︿略﹀︒﹂と︑後から聲を掛けた者が

十悩4

の砂子を美しくまき散らしてみるの

さうして︑此の邊︑北から南

場を立去った義光は︑やがて宮に追

九月の末から十月中初にかけ

九鵬7

すから︑いたる所︑町は急な坂にな

こ＼へはいって︑少し掛け

つてゐます︒

八98

たらどうです︒

百川6圏

附き奉った︒

にらみつけながら︑いうくと其の

五825 ざあっと︑つめたい水をかけ 七593
ると︑い﹂氣持だ ︒

五桝3 うちへかへって︑えんがはに
腰をかけて居ると︑川で︑誰かあそ
んで居るらしい︒

五価5 私ガ︑ニイサント並ンデ立ツ
テ居マスト︑スグ前王力ケテ居タヨ

かける一かご
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を

ぢ

へかけて︑著しくふくらみを持つた
丸柱である︒

十二615園

それは淀川の中にある細長い

島ですが︑此の島に向かって︑北か

七669

とくさをかけて磨いてあ す ︽ーサ︾

るによって︑すべく致します︒

或騨で停車すると︑どや

ら南から︑かけ渡された橋ばかりで

十二協7
も二十もあって︑

十一752 東京の叔父は︑︿略﹀︑色づ

くと此の國の青年が四五人はいつ

加減﹇▽うつ

いたばかりのいちごに牛乳をかけて︑

加減乗除

だからといって加減をし

刈集めてある草を︑山羊にや かげんじょうじょ ﹇加減乗除﹈︵名︶1

になりはしないか︒

には︑道はどうでもよいといふこと

たら︑結局︑人に用ひられるため

けっきょく

十二357園

ったらどうでせう︒

十二351園先生は︑少し加減をなさ

むきかげん

﹇加減﹈︵名︶2

て來て︑私のそばに腰をかけた︒

か

うらの畠にみたおかあ

かげん

さもおいしさうにたべてみた︒

下枝にかけた︒

﹇駆﹈︵下一︶6

︽ーケ︾

か・ける
ける

六401

さんも︑かけて來て︑

四138

川ノフチヲカケテイキマス︒

三388三人ハ︑舟トナランデ︑

カケル

十一753圏 北海道のいちごに北海道 十二柵5 上着を取って︑はんの木の
の牛乳をかけてたべると︑ほんたう
に北海道の味がするでせう︒

十一槻3 市街は眼下に見下され︑遠
く樺太山脈の麓にかけて鈴谷平野が
廣がつてみる︒

十︻鵬6 どれもこれも︑水兵さんが
エプロンを掛けたといふ︑すこぶる
こっけいな姿である︒

らうと思って︑私は︑爾手で持てる

む つ

十一矧8 上るにつれて︑青森平野か

支那では︑古來算木といふ
ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十二塒8

開立等の算法を行って來たのである
が︑今から凡そ六七百年前に著しく

向かふの方で遊んで居た二匹

の子山羊は︑鳴き聲を立てながら︑

六414

行きました︒

だけ持って︑山羊小屋の方へかけて

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 言 ひ な が ら ︑

ら陸奥湾へかけての展望が開ける︒
十一柵6

ベートーベンはピヤノの前に腰を掛
けて︑すぐにひき始めた︒

かげん・する

﹇加減﹈︵サ変︶2

られるやうになった︒

議達して︑それが代敷學にまで高め

かけ渡

カゴ かご与む

て︑腕前を加減するのが果してよい

﹇籠﹈︵名︶9

大工だらうか︒

かご

小さいので︑かごの中へ

るやかごをこしらへてゐまし

た︒

入れておきました︒

四284

四555私がかごの戸をあけま

ソレヲ拾ツテ︑マブシへ移ス

すと︑山がらはとび出して︑

ノデスガ︑少シデモオクレルト︑カ

五537

ゴノマハリや棚ノスミナドデ︑繭ヲ

カケ始メマスカラ︑チツトモユダン

稻を刈って居られたおとう

ガ出來マセン︒

さんとおかあさんは︑腰をのばして︑

六226圏

﹁︿略﹀︒﹂﹁そこのかごの中に︑おい

むしたさつまいもをかごから

もがあるから︑二人で︑おあがり︒

出して︑弟と一しょにたべた︒

六231

其の下を︑でっぷり太った

島民が︑椰子の葉であんだかごをさ

十338国

かごに伏せて置いたのに︒

げて︑いういうと歩いてゐます︒

十一182園

鳥を止り木に止らせたりして︑

十二246小鳥のかごをさげたり︑小

キンセウ

シンレイ

特面謝が軍ノ損失・死

シンカウ

傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神聖ノ加護

ニ由ルモノト信仰スルノ外ナク︑

ヨ

其の時大將は︑江戸から大阪

かご ﹇駕籠﹈︵名︶2 かご

まで︑馬やかごに乗らず︑両親と共

七爾8

や

じらう

に歩いて行った︒．

四271毎日竹を切って來て︑ざ 九悩2 彌次郎と北八は︑江戸を立つ

しかご

十一604学院

のばしたり︑ かご ﹇加護﹈︵名︶！ 加護

︽ーシ・ースル︾

二つの筒を︑

加減する

六533

んする

かげ

こっちへかけて來ました︒

六937家の前を︑村の消防隊が︑ポ

十一僻7 さうして︑あわてふためい
て打出す敵高射砲揮をしり目に掛け

ンプを引いて︑勢よくかけて行った︒

わら
た〜歩兵が木の小枝や藁をせ

ちゴめたり︑かげんして居るうちに︑

︵五︶1

ほめられないからといつ

を見ました︑騎兵が土をけって走る

かげろふ

﹇掛渡﹈

十二355圏

はっきりした︒

敵の司令長官ロジェスト

かげろふ
﹇陽炎﹈︵名︶1 陽炎

かけわた・す

遂に捕へらる＼に至れり︒

逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑

さゴなみ

ウェンスキー中將は︑︿略﹀︑我が駆

十一592図

かげろう

のを見ました︒

おって︑土手のかげをかけて行くの

八565

ながら︑機翼を連ねていうく蹄途
についた︒

そり
十一㎜1 氣持よくぐっとはいった反︑
物打から切先へかけての輕やかな線︑
しふちゃ く

て本能的な執着と︑眞劒な考を持

十二229 彼等は︑田畑のことにかけ
つてみる︒

るによって︑すべすべ致す︒

十二575園 とくさをかけて磨いてあ

にかけよう︒

十二599園先づ御主人に急いでお目
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かこい一かささぎ

て︑東海道を歩いたり︑かごに乗つ

六733

これを團んだ賊は︑百萬とい

﹇笠﹈﹇▽あみがさ・すげがさ

決して過言ではないのである︒

太郎サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

かさ﹇▽か

かさ

マシタ︒

カサく

し︑黒煙海をおほふ︒

︵副︶5

かさか

マブシノ中デハ︑カサくト

かさく

かさをさすならば︑

おれもかさをさ＼うよ︒ 十柵5図

見る︒

林の中の

小道を行くと︑

霜はとく消えて︑表面のみ

水仙・ヒヤシンスの芽の出でたるを

かさくと乾ける地面より︑早くも
十二635圃園

十二629圃園

おれもか

黄・紫・色とりぐの葉のクロトン

人がかさをさすならば︑

などに園まれた官舎のあるのも︑此
の邊でした︒

かさぎ
人がかさをさすならば︑かさぎやま ﹇笠置山﹈︹地名︺1 笠置

さをさ＼うよ︒

十二636圏園

廻廊・殿堂に囲まれた中庭

元弘の昔︑賊の大軍︑笠置

かさぎ

にある夢殿は︑我が國で一番美しい

げんこう

十年7

かさこそ

隣のを

竹ざをで

涼しい風にくるくと︑

︵副︶1

かさこそと︑

沿線の楊の木に︑かさ︑ぎが

﹁かさ︑ぎ﹂といふ日本語が

るのさ︒

十掴6園あのかさ︑ぎの巣を見てゐ

巣を幾つもかけてみる︒

十六1

かささぎ ﹇鵠﹈︵名︶3 かさ＼ぎ
やなぎ

ぢさんは︑今みないQ

あの木の梢をつ＼いてるた

十二775圏

かさこそ

まはるは五色の風車︒

七381韻

かざぐるま ﹇風車﹈︵名︶1 風車

山の行在所をおそひ奉りし時︑

あんざい

十147図

おれもかさをさ＼うよ︒ 山

かささせるさ＼ぬも過
かさ

太陽や月が︑大きなかさを

﹇量﹈︵名︶2

十一佃8

かさ

ぐる橋の上の夕暮近き雨のはれがた

十二鵬6図圏

十二637圏園

金網で團んだ中に︑黒や黄

孔子が︑弟子たちを連れて

太陽や月が︑大きなかさを

着るのは此の雲のか＼つた時で︑

十﹇佃8

着るのは此の雲のか＼つた時で︑か
さの中に星が見えれば天主︑さうで

翌日︑勝商︑敵兵十三人
に圏まれて城門の近くに至り︑城に

十二765図

に團まれたことがある︒

匡といふ所を通った時︑突然軍兵

きやう

十二316

かしながら遊んでみる︒

色の狐が︑きょとんとして︑目を輝

きつね

十一梱6

八角圓堂だといはれてみる︒

十一335

もろこしの葉をかさくと秋

風がゆする︒

十605

一足一足︑かさくと鳴る落葉︒

六457圃

ガ動クカラデス︒

イフ音ガシテ居マスガ︑コレハ︑麺

五544

さ

かさかさ

かさをさ
人がかさをさすならば︑

おれもかさをさ＼うよ︒

すならば︑

十二627翻園

えいく︑

ヒナガラ︑カサヲサシテデカケ

ニー12

らかさ・ひがさ・ふるがさ

カサ

ふ大軍で︑城の附近一たいは︑すつ
だ

たり︑馬に乗ったりしながら︑二日
と

﹇傘﹈︵名︶8

いつも

尼子の本城である出雲の富田

城は︑其の頃毛利軍に望まれてみた︒

九777

かさ

園

かり人や馬でうづまった︒

かこひ

目の夕暮に︑小田原に着きました︒
﹇囲﹈︵名︶3

九886

五399 象のかこひの中には︑向かふ

かこい

の方に︑池のやうなものがこしらへ

外書の大軍に團まれては︑上

てありました︒

たゴ城の四方を園みて︑遠攻めにす

月城は一たまりもない︒
うんか
十181図 雲霞の如き賊兵も引退き︑

ぶつさうげ

だと言って︑田の土で團をこしらへ

火口壁

眞赤な花の番号花︑赤・ 十二628囲黒人がかさをさすならば︑ 十621 豆がかさかさと音を立てる︒

るばかりなり︒

六247 弟は︑いなごを飼って置くの
た︒

河口

六247 いなごは︑せまい園の中から︑ 十3310國
﹇河口﹈︵名︶1

外へはひ出さうとする︒
かこう

十﹁9810図錦途︑一行は黒龍江を下

﹇火口壁﹈︵名︶1

りて河ロに至り︑海を航してノテト
に干る︒

かこうへき
きんぴやうぶ

か
鹿

十一儒4金屏風・五色岩など︑多

ごしま

﹇鹿児島市﹈︹地名︺1

彩な火口壁があらはにも仰がれる︒

見寄市

こしま

かごしまし

か

十二伽10 好風景を以てた＼へられる
ナポリは︑我が鹿児島市の景色に似
膿み

なければ雨だなどといひますが︑果
してどうですか︒

其の頃︑東京市中は︑いたる

﹇火災﹈︵名︶2

我が砲員の打出す砲弾は︑

よく敵艦に命中して︑績々火災を起

十一574図

ところに火災が起って居た︒

六十7

かさい

火災

向かひて高らかに呼んでいはく︑
﹁︿略V︒﹂と︒

過言

の御身で︑徳川の家を救ひ︑江戸市

かう考へると︑宮は一女性

﹇過言﹈︵名︶1

民を救ひ給うたばかりか︑危き日本

十二悩5

︽一 かごん

六366 すると︑かねてから︑此の野

の運命をもお救ひになったと言って︑

園む

園みの解けんは二三日

﹇囲﹈︵名︶1

通ったところさへあった︒
かこみ
十一﹇768図園
のうちにあらん︒
﹇ 囲 ﹈ ︵ 四・五︶10

原を園んで待ちかまへて居た悪者ど

マ・ーミ・ーン︾﹇▽とりかこむ

かこ・む

もは︑一度に︑草に火をつけました︒

かざしも一かざる
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﹇風下﹈︵名︶1

わからないらしい︒
かざしも

風下

が︑風下になって居たので︑一度運

六962 火元からは大分はなれて居た
び出した荷物も焼いてしまひ︑着の
み着のま＼で︑逃げて來られたのだ
さうだ︒

かざ・す ﹇磐﹈︵四︶2 かざす ︽一
十二鵬11図 そのかみ︑大宮人の梅を

シ︾

かざし紅葉をかざして往署しけん都
大路︑

重な

十二鵬11図 大宮人の梅をかざし紅葉

︽！ツ︾

﹇重A口﹈︵五︶1

をかざして往訳しけん都大路︑

り合う

かさなりあ・う

音︑さわぐ聲に︑ふと氣がついて︑

五702 みんなが重なり合って落ちる

重なる

からは

ふ

かさりかさり

かさむ

︽一

かざりεくび

︵副︶1

かさり︑かさ

この榊の木に︑鏡と玉をかざ

はくせい

十一96

折しも美しくかざりたる船

く

くし

清水寺を上れば観音の御寺

てあるのが目につきます︒

樂鳥の剥製まで︑五一ぽいにかざつ

らくてう

十3410團 島民の細工といふ人形や︑
ごく
＜略﹀から︑たいまい・とかげ・極

さい

く原始的な風俗です︒

た男︑大きな腰みのを着けた女︑全

十297團鳥の羽でかざった櫛をさし

冑がかざってある︒

な鹿の角と三日月の前立との附いた

九751床の間には︑すばらしく凹き

一さう︑平家の方より漕出す︒

八974図

へ や
ほんのりと 急に明かるい部屋の中︒

八888翻福二草︑床にかざれば︑

でお鳴かせになりました︒

さんのにはとりを集めて︑岩屋の前

つて︑岩屋の前に立て︑また︑たく

五33

テ見落ヨウ︒

ドリノ若草デ︑野山ヲカザッ

四㎜6園ワタシバ︑赤イ花ヤミ

いほどきれいです︒

た︑そのこてんは︑目もまぶし

三榊6美しい玉や貝でかざつ

かざる

ざる 飾る ︽ーッ・ーリ・ーレ︾﹇▽き

かざ・る ﹇飾﹈︵四・五︶12 カザル

り

︽iネ︾

みやびやかな唐破風︑すつ かさ・ねる ﹇重﹈︵下一︶6 重ねる

白い着物の上に山吹色の着

﹇嵩﹈︵四︶1

研究に費す金は次第にかさ

﹇飾﹈︵名︶2

自ら家業もおろそかならざるを得ず︒
かざり

かざり

りと音を立ててくつれる︒

きりした千鳥破風︑それらが上下に

十二654

それ二字︑彼はますます研究

てきたう

二人は︑苦心に苦心を重ねた

縦に熱中しましたが︑

を重ね︑滑走機を改良して︑其の操

九86

してみると失敗であった︒

しつばい

八824 かうした苦心を重ねて︑佐吉
じっけん
は木製の改造織機を作ったが︑實験

外の景色をのぞいたりして居た︒

けしき

別々にしたりして︑机の上を見たり︑

六487僕は︑此の二つを︑重ねたり 十二四7 縁先の雪が︑かさり︑かさ

︽一

重ね方

かな

一切白木づくりで︑金の金
具が︑きらきらとしてゐますが︑そ

ぐ

五94囲

の外には︑何のかざりもありません︒
えんぴつ

十54蕃土の御硯箱は何のかざりも
なく︑筆・鉛筆等︑小島生の用ふる
物と異なる所なし︒

か

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入
りちがふさまは︑

数十の櫓は層々と重なり︑

ゑんえんと連なって︑まさに飾磨平

十二724

重ぬ

野に浮かぶ一大戦艦を思はしめるも
﹇重﹈︵下二︶2

のがある︒

ネ︾

かさ・ぬ

十519図彼は︑其の後いよく研究

九132

あげく︑どうやら適當な物を作るこ

を重ね︑工夫を積みて︑遂に柿右衛
薫風と呼ばる㌧精巧なる陶器を製作

さうして︑よい汽車を造らう

とに成功しました︒

かさ・む

何といふかはいらしい子であらう︒

物を重ねてかけ出して去た女の子は︑

十一174

として工夫に工夫を重ねた︒

十㎜3

するに至れり︒

苦心に苦心を重ねて集め

﹇重合﹈︵下一︶1

たる出版費は︑遂に一十も残らずな

十一備3図
りぬ︒

すなはち︑日本刀は全艦を

︽ーセ︾

かさねあわ・せる

十一鵬5

重ね合はせる

ミ︾

﹇重﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 6

あたりを見まはしますと︑

同一の鐵で造るのではなく︑切るに

十494図

かさな・る

︽ーッ・ーリ︾←おりかさなる・たたみ

折れないための柔かみを與へる鐵と

必要な堅さを持つ百錬鍛造の鐵と︑

n重方﹈︵名︶！

み︑しかも工夫に心を奪はれては︑

七417 董がうす赤で︑黄色い葉が重

かさねかた

を重ね合はせて造るのである︒

かさなる
なったま＼下を向いて︑其の先は︑
まだ土から出きらないで居ます︒

黒蜜重ねて︑﹁︿略﹀︒﹂と言

﹇重﹈︵副︶1

むのが最も普通である︒
かさねて

ふ︒

九216図

重ねて

刀の中心として︑患畜を堅い鐵で包

方にはいろくあるが︑柔かい鐵を

七424 葉は︑二枚重なったま＼上を 十一鵬6 此の異なる二つの鐵の重ね
向いて居ます︒

八348図 馬の上には人︑人の上には
馬︑重なり重なって︑さしもに深き
くりから谷も︑平家の人馬にてうづ
まれり︒

八348図 重なり重なって︑

445
かざん一かしこむ

ゆかしく︑清水の塔︑八坂の塔︑三

十擢4

山地帯

あの細長い地峡は︑地圖で見

おばあさんが一人ぼつちで︑

︹課名︺2

十八

火事

火事
舵←とりかじ

十八火事

﹇舵﹈︵名︶2

船橋で舵を取ってみた舵手が︑

火事﹇▽おおか

無線通信士が代って舵を取る︒

それに鷹じる︒

十胴4

かじ

六917

六目6

かじ

菓子や煙草を責って居る︒

七213

し・おかしや

尊い軍旗︒

御手つから︑授け給うた 尊い軍旗︑

カシオペイア

カシオペイ

昔の武藏野の面影︑其の

むさしの

かしこ︒し﹇畏﹈︵形︶3かしこし

しこさ︒

大鳥居に︑菊花の御紋章を戯するか

十14図神宮橋を渡りて︑先づ仰ぐ

かしこさ ﹇畏﹈︵名︶1 かしこさ

ある︒

二重の玉垣の奥に鎭まりいますので

かづけば︑明治天皇は︑かしこくも

さて辞所に立って恭しくぬ

辻で火事を消し止めたのは︑えらい

︵名︶一

カシオペイア
︵名︶一

十一103

てがらです︒

六998後で聞けば︑此の火事には︑
火事だ︒

焼け死んだ人もあったさうだ︒
十5510園

ア座
す

それよりも︑北極星の右下の

︽ーシ︾

九鵬4

方に︑椅子の形に連なる五つばかり

下士官

かんみむすび

人の世の力は

日に月に進みで止まぬ

をしのびまつるも︑いとかしこしや︒

ま＼今に残りて︑とこしへに大御心

十了2図
﹇下士官﹈︵名︶1

やまと

たかみむすび

敷島の日本の國の

先づ下士官が︑甲板の吐水口 十一629図翻
け

︽ーゲ︾

七127

﹇彼処﹈︵代名︶1

物を見せ合ひました︒
かしこ

﹁︿略﹀︒﹂と︑おばあさんに言 ここかしこ

かしこ﹇▽

かしこし︒仰のま＼に

頼朝は上座にひかへ︑弟

かしこまりました︒

かぶと

の入躍るを今やおそしと待つところ

十一一514図

九糊6囹

まる ︽ーリ・ール︾

かしこま・る ﹇畏﹈︵四・五︶3 かしこ

たてまつり給へ︒

十二58図囹

高皇産璽・神量産簸の︑

なべて︑

あらひば

どんく流すと︑洗刷毛を持つた

かしこしや︑産璽のみわざ︒
ら頭を並べて進んで行く︒

敷十人の水兵が︑甲板をこすりなが

からふき出る海水を︑桶に汲んでは

九372

かしかん

り星とも山形星ともいひますが︑

の星はカシオペイア座で︑俗にいか

い

カシオペイアざ

九棚図

カシオペイア

かし ﹇菓子﹈︵名︶1．菓子←おか かじ ﹇鍛冶﹈←やまとかじ

る所岩だらけ山だらけなのです︒

實は爾大陸をつなぐ火山地帯で︑至

れば何でもないやうに見えながら︑

重五重に嘗えて︑ここ東山の中腹を
飾ってみる︒

十一川5圏夜になると幾十萬の電燈
が輝いて︑此の島を角石ででも飾つ
城壁の所々に城門があり︑

たやうに見せまし た ︒
ろうかく

十号ー73
壮麗な櫻閣がこれを飾ってみる︒
かうろう

十二槻6此の街路を︑忙裡の優美な

火山﹇▽しか

高模が︑すべて白色のよそほひを以

﹇火山﹈︵名︶5

て飾ってみる︒

かざん
ざん

ふんくわ
のは︑大部分が火山で︑穴は噴火口

十一柵2 あのあばたのやうに見える
立直7
かじ

です︒

十一僻8 かうした火山は︑どれもこ
じ

火事は︑少しはなれた川向か

﹇火事﹈︵名︶8

れも険しくて︑低いのでも三百米︑

六923

ふの町だと︑すぐわかった︒

高いのになると八千米−富士山
の二倍以上もあるのがあります︒

ない︒

六955

に︑義纒は胃を脱ぎ︑弓取直して幕

かしこまりました︒

の際にかしこまる︒

十二543園

十903図圃

︽ーミ︾

乃木大白はおごそかに︑

かしこ・む ﹇畏﹈︵四︶1 かしこむ

さうして︑どこもかしこも︑

息づまるやうなさわがしさ︑にぎや

九5810團

んだが︑火事が氣になって︑なか

かさです︒

それよりも︑あの風に︑四 六621圏 かしこくも︑ 天皇陛下︑

︽ーク︾﹇▽わるがしこい

ゆふべの火事で︑をぢさんの かしこ・い ﹇畏﹈︵形︶2 かしこい
六985園

うちも僥けてしまったのださうだ︒

六959

く眠られなかった︒

はれて︑僕は︑寝床の中にもぐりこ

めいくざるをかしげて︑え

火事は︑をぢさんのうちの かし・げる ﹇傾﹈︵下一︶1 かしげる
方角だから︑わたしは見まひに行き

六929園
ます︒

十一柵3 もちろん︑月は地球と違つ
て︑とっくの昔︑すっかり冷えてし

火

六餌9 火事は︑なかく消えさうも

まった天髄ですから︑火山といって
も︑みんな死火山ですがね︒

十一閥8 多分︑昔︑此のたくさんな
ようがん

火山から噴出した熔岩が流れて固ま
つたものでせう︒

十一欄2 ごつくした火山が至る所
に誓え︑それが眞黒な大空に突立つ

﹇火山地帯﹈︵名︶1

としたら︑どんなに恐しい景色でせ
う︒

かざんちたい

彼かし こ み て 謝 し ま つ る ︒

御恵深き大君の 黒みことのり傳
ふれば︑

シンガイ

コレ

セメ

他人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ︑之ニ

ケンワ

かしつ ﹇過失﹈︵名︶1 過失
ヨ
十二悩11図 ﹁故意又ハ過失二因リテ
バイシヤウ

貸家

因り生ジタル損害ヲ賠償スル責二
任ズ︒﹂

﹇貸家﹈︵名︶1

七佃9 紙に﹁貸家﹂と書いて張って

かしや

置くと︑いたづらな子供が︑ぢきに
破ってしまふ︒

ろうかじゃ

かじゃ ﹇冠者﹈︹話手︺27 冠者5た

冠者﹁かしこまりました︒

冠 者﹁御前に︒

十二543
冠者﹁はつ︒

十一一538

十二545

十二555 冠者﹁某は︑田舎から参つ
た者でござる︒

十二586
や︒

十二5810

冠者﹁それは又高いことち
冠者﹁いや︑十爾のうち︑

一爾ばかりも引いて下さらぬかとい

でした︒

六352

家臣

して︑元帥は︑おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂

と答へた︒

かまくら

源實朝は︑鎌倉時代のすぐ

みなもとのさねとも

明治時代の學者であり︑歌人

かきのもとのひとまろ

有名な歌人︑柿本人麿や︑

信長の家臣等これを買はん

頼朝の家臣等あやしみて︑

﹁︿略﹀︒﹂と呼ばはれば︑

十二497図

めかねたり︒

と思へど︑償の高きを聞きて︑皆求

九398図

かしんら ﹇家臣等﹈︵名︶2 家臣等

て傳へられてるる︒

山部赤人の作も︑また萬葉集によつ

やまべの

十二9711

よんだ歌である︒

であった落合直文が︑元旦に門松を

おちあひなほぶみ

十昭7

れた歌人であった︒

十備4

かじん ﹇歌人﹈︵名︶3 歌人

此の國に居た悪者のかしらは︑

かねて︑尊の御勇武を︑聞耳へて知

かしら

役に立つことがあるのかしら

︵終助︶3

︵副助︶εなにかしら

つて居ましたので︑

かしら

冠者﹁かたじけなうござる︒ かしら

ふのでござる︒

冠者﹁如何にも︒

九289

十二592

と︑むちゅうになって喜んだが︑

︽一

よその人になってしまふの

十捌5園少し言方が大きかったかし
ら︒

十一387

カジル

ネズミサンニガリガリ

﹇詔﹈︵五︶一

かしら︒

ラ︾

かじ・る

冠者﹁さてく︑かたじけ

十二594
なうござる︒

十二598

冠者﹁はつ︒

冠者﹁編りました︒

冠者﹁末廣がりでござりま

冠者﹁はあ︒

二587園

﹇家臣﹈︵名︶4

サ・ーシ︾

一きは目立ちてたくましき か・す ﹇貸﹈︵五︶4 かす 貸す ︽一

中間を貸さう︑三日の驚けいこを

ちゅうげん

七865園どうだ︑二人に五十人つつ

さい︒

馬を︑信長︑目にとゴめて︑﹁︿略V︒﹂

ひ

三154圏そのはこをかしてくだ
なん

それは︑楠公の碑を建てに
行ってみる家臣からの手紙である︒

十二433

言ふ︒

と問へば︑家臣答へて︑﹁︿略﹀︒﹂と

九433図

かしん

トカジラレテハ︑タマリマセン︒

冠者﹁合はせましたとも︒

冠者﹁それこそ氣を附けま

冠者﹁これ︑此の骨でござ

冠者﹁かう廣げまして︑此

歌集

冠者﹁お許し下され︒

の金物でじっとしめます︒
十二622

﹇歌集﹈︵名︶1

お前の脇差を貸してくれ︒

させ︑槍の仕合をさせてみては︒

貸した金を返せと言って︑

しかし︑自分の氣持を知つ

九悌6園

十二456

十二溜3

萬葉集には短歌が多いが︑

てくれる子供たちや家臣の者は︑後

甲がさいそくする︒

を縫いで必ずこれを成し遂げてくれ
るであらう︒

後世の歌集に比べて長歌の多いのが
﹇▽いくかしょ・いっかしょ・に

一つの特色をなしてみる︒

十二捌1

かしゅう

冠者﹁急いで見せて下され︒

十二558 冠者﹁それは仕合はせなこ
と︒

十二5511
でござるか︒

十二565 冠者﹁や︑それが末廣がり
十二567 冠者﹁なる程︑廣げれば大
きな末廣がりぢや︒

かしょ

われ︑かたじけなくも皇

の家は何とかして護らねばならぬ︒

は徳川の家を離れぬが女の道︑徳川

胤に生まれたとはいへ︑一度嫁して

いん

十二髄3

か・す ﹇嫁﹈︵サ変︶1 嫁す ︽ース︾
頼朝其の由を聞き︑かつ
くわう

家人
﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に封

﹇家人﹈︵名︶1
六134

かじん

十二5010傭q凶

冠者﹁骨磨き︒

かしょ・ろっかしょ

十二573

は驚きかつは喜びて︑家臣をして召
かしら

へ︑後には朝廷の仰にも從ひません

てうてい

力のあるにまかせて︑四方をうち從

くまそ

﹇頭﹈︵名︶2

入れしむ︒

冠者﹁いくら程でござるぞ︒

かしら
冠者﹁要もとしめて︒

十二584

つて嬉しうござる︒

十二581 冠者﹁さてく︑書附に合 六273 熊襲のかしら︑川上たけるは︑

る︒

十二5611 冠者﹁先づ地紙よくとござ

42〃

十二578

か なめ

誰蕊雨脚新繭
8す5Q1106
o

十十十
十十十
十
十

かしつ一かす
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かず一ガスタンク

カズ

かず

敷

て︑障子に瞬くぱさと止った轟が︑

しやうじ

やがて﹁︿略﹀︒﹂をくりかへす︒

黒斑は太陽の表面に生ずる

よし上間はどんなに暑からう

大きなつむじ風だといはれ︑其の数

悪寒み

夕の光をかすかに残した大空

地に落ちて︑

はかすかに聞及びながら︑おとつれ

もせざりしに︑

ころあり︒

たかぽど

田山・生駒山を西にひかへて︑

いこま

あけ

限り︑春日・高齢の山々を東に︑矢

十二塒6図

佐保・佐紀の盛岡に北を

向山の紅葉夕日に映ゆる様殊に見ど

むけやま

た
十二悩10図秋は春日の社神さび︑手

人の襟を正さしめ︑

えり

の廻廊山の緑に映えて︑森嚴自ら

くわいらう

十二佃8図然れども春日の社は︑朱

かすが

かすが
かすが ﹇春日﹈︹地名︺3 春日 春日

からうじて一口︑﹁︿略﹀︒﹂と

枯枝は

かすかに震ふ︒

十燭1図圏

かすかに言った︒

十8210

を︑雁の群が渡ってみる︒

がん

十635

いで見える︒

て︑壁や塀の強い反射が幾分やはら

とも︑日光はかすかに黄色味を帯び

九伽1

十一一悩7

や大きさは︑凡そ十一年を週期とし

﹁︿略﹀︒ ﹂ ト ︑ オ モ ッ テ ヰ ル

﹇数﹈︵名︶1 6

て増減してみる︒

二㎜1

かず

アヒダニ︑ボクハ︑車ノカズ
六以上は置方をや＼異にす

での数をあらはし得るとともに︑

るが︑要するにかうして一から九ま

十二柵6

ガ︑ワカラナクナリマシタ︒

年のかずだけたべました︒

四鵬7 それから︑みんなで︑豆を
八96 何しろ十萬といふ数ですから︑
させることによって︑大きな数や式

これを種種に並べ︑又攣化

母とまた︑

をあらはし︑かつ演算することが出

十二柵7

つぼみ の 敷 を よ ん で み る ︒

笑顔かはして︑

これを送るのも容易ではありません︒
八896翻
花の数︑

孝和は︑此の算木を置く方

來たのである︒

春日神社

十一一佃9

十二鵬図

んでみる︒

八897鶴甲の敷︑ つぼみの数をよ

法から考へついて︑数や式を紙の上

膜が振動して︑藁がかすかに動きま

春日神社

すると︑其の度毎に耳の鼓 かすがじんじゃ ﹇春日神社﹈︵名︶1

九六2図 いかに心は堅くとも︑身は

に書きあらはし︑更に文字を記號と

十一471

鐵石にあらざれば︑砲丸に締る＼兵

す︒

壁上にゑがかれた壁畜の

かすがやま ﹇春日山﹈︹地名︺1 春日

も早旦を生じてはみるが︑

きれつ

数々︑それはもちろん所々はげ︑壁

十一321

﹁ボーン﹂といふかすかな かずかず ﹇数数﹈︵名︶1 昏々

して使ふことをも工夫した︒

十一485

士数知れず︒

十一611図工 白雲にはね打ちかはし かすか ﹇幽﹈︵形状︶17 かすか

﹁もの言ふおもちゃ﹂は︑

音が︑電線を射って先生の機械に響
きました︒

道端の枯れた草むらの底から︑

かすかに︑ごくかすかに︑轟の音が

十一493

八496

聞えるやうに思ふのは︑空耳であら

飛ぶかりの数さへ見ゆる秋の夜の月

十一励9堅石で積上げた幾多の金字

うか︒

山

さがみ

尊は︑無事に上総の國にお着

︵名︶一 ガスタンク

きになった︒

七57

た︒

ら︑船で上総の國へお向かひになつ

かつさ

七33日本武尊は︑相模の國か

やまとたけるのみこと

縮の國上総の國

さ

かっ
かずさのくに ﹇上総国﹈︹地名︺2 上

深い森の奥から流れて︑か 十二鵬図 春日山
すかにこだまするあのかんこ鳥の︑

十一759

音を傳へたのです︒

遂に電線によって︑かすかながらも

塔の中︑一番大きいのは高さ百四十

かすかに︑ごくかすかに︑轟
垣根に咲残った二三りんのコ

朗かな中にも一種のさびしさを持つ

其の底に高瀬川の鳴ってゐ

スモスの花が︑夕やみにかすかに浮

十一摺5

た聲が︑

ランプの動きが次第に小さく

るのが︑かすかに聞えるやうな氣が

八714

いて見える︒

八512

の音が聞えるやうに思ふのは︑

八496

七米飴︑石の数三百二十年︑

十一価3図 死傷すこぶる多く︑家を
流し産を失ひて︑路頭に迷ふ者数を
知らず︒

十一鵬5 六機︑八機︑九機︑刻々に
其の教を増す︒

なって︑後にはかすかにゆれるだけ

十二梱8 さうして︑これだけの数と︑
これだけの廣さがあればこそ︑よし

三日ほど降績いた秋雨がか

する︒

十二426

ですが︑

やっと前方から︑かすかな光

ガスタンク

スタンクのやうです︒

其の太短い煙突は︑まるでガ

らりと晴れて︑今日は一だんと冷氣

御身が奥州に下りし由

がさし込むと見る間に︑トンネルは

十二5110図園

七燭2
どこからかかすかに羽音がし

が加り︑かすかな寒さをさへ感じる︒

九伽5

つきた︒

八旧7

日曜日の午後であっても︑公園はい
しよく く わ う

うくたる自然の趣を失はぬ︒
十二旧11 これを燭光であらはすと︑
其の数は三の次に零を二十七つけた
ものになる︒

かずのみや一かぜ

448

ちかこ

かずのみや

にん

十二榔7 静寛院宮親子内親王は︑仁

かずのみや ﹇和宮﹈︹人名︺1 和宮
﹇霞﹈︵五︶8

あらうといふ大きさで︑
かす・む

かすむ

︽一

とんで

かう

ン︾

かもめすいく

かずの

孝天皇の皇女︑孝明天皇の御妹︑明

四梱7圃

を ば

治天皇の御叔母君で︑御幼名を和
みや

富士の

山︒

空にかすんだ

かすみ
うつ

ほんのりと空も

煙やもやで灰

三日月は岡の上︑

埠頭の方は

すらと岡の上︒
ふとう

と見る間に︑行手の山がぼつ

雲雀の歌が︑かすんだ空にの

ひばり

地平線のあたりは︑ぼっとか
大和平野が︑絶のやうに美し

やまと

風ノ所ヘイッテ︑知略﹀︒﹂ト

イヒマシタ︒

でんりゅう

大井川をしり目に掛けて渡り︑

それから七分の後天龍川を越え︑

九撹5

風ガフクト︑花ビラノ

マド

スルト︑風が吹イテ來テ︑

春ノ風︒

ノゾイ

ソットアゲ

外ハ︑ソヨソヨ

ツクシノバウヤガ

ドテノ±

テ︑

サヲノ先ノ矢車ガ︑ガラガラ

したが︑風にゆり落されて︑大ぜい

五691山の木の葉の上に休んで居ま

五354圃 風が吹く︑ 木がゆれる︒

咽笛ク尾ヲ上ゲマス︒

ンブン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ

ト鳴ルト︑鯉ガ︑大キナロデ思フゾ

五258

タラ︑

二塁6圃

ハヒヲトバシマシタ︒

二905

來マス︒

カラヘヤノ中へ︑マヒコンデ

ヤウナユキガ︑トキドキ︑

二785

風モコトワリマシタ︒

二555風月︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシ

二541

こま

更に六分の後濱名湖の北角をかすめ
い

風εあき

タ︒

る︒

生駒山の頂をかすめながら過

ぎると︑前は一望の平野だ︒

宇宙4

とたんに︑今度は﹁︿略﹀︒﹂

と耳もとをかすめる鋭い音︒

十一悩6

かづら

かづらをたすきにかけ︑さ＼

﹇葛﹈︵名︶2

五37

かずら

の葉を手に持って︑︿略﹀︑おもしろ

くお舞ひになりました︒

賊は其の勢七萬齢︑岩角を

かすれる

傳ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗

十151図

カゼ

少しかすれた聲だつた︒

﹇掠﹈︵下一︶1

じて一の木戸にせまり罹る︒
かす・れる
︽ーレ︾

﹇風﹈︵名︶57

十一409
かぜ

木々の梢がぼうっとかすん かぜ・あさかぜ・おおかぜ・かみか

くかすんでみた︒

九欄3

すんでみる︒

血忌3

どかに聞かれる︒

九41

と白くかすんで來た︒

八伽3

色にかすんでみる︒

八313圃

かすんで︑

六撹2圃

梅の花︑

行く︑

﹇霞﹈︵名︶8

宮と申し上げた︒

かすみ

からだに 雪の 着物 着て︑

四33圃 青空高く そびえ立ち︑

富士は 日本一の山︒

いつの間にやら

天人

かすみの すそを 遠くひく︑

四備2圃
は︑ 春のかすみに 包まれて︒
供らと手まりつきつ＼この日くらし

九226図圃 かすみ立つ長き春日を子
つ

十二1図 朝夕立ちこむるうすもやに︑
うた＼春のかすみを思ふこと切なり︒

十﹇12図圏 吉野山かすみの奥は知
らねども見ゆる限りは櫻なりけり

十一2410

ぜ・きたかぜ・しおかぜ・そよかぜ・

十一527図 春は島山かすみに包まれ

でるる中に︑とりわけ紅梅が美しく

く︒

もう︑ひる近

風は寒いが︑ 港は晴れて︑

鳴るよ︑汽笛が︑

六811圏

ヤツト柿ノ木ニタドリ着キマシタ︒

サウシテ︑風ニユラレナガラ︑

の友だちと一しょに︑谷川の中へは

て眠るが如く︑夏は山海皆緑にして

スズシイカゼガ︑ブイテ
ユラレテ︑ パッ

五79一

いりました︒

一283

うかぜ・よかぜ

こりかぜ・まつかぜ・みなみかぜ・ゆ

たちかぜ・つむじかぜ・なつかぜ・ほ
︽一

ほ＼ゑんでみる︒
かすむ

目ざむるばかり鮮かなり︒

かす・む

矢はあやまたず狐の頭上を

﹇掠﹈︵下二︶1

十一棚3 そこには︑鐵壁をも貫ぬく

九187図

メ︾

キマス︒

べき鋭さを︑かすみの如く包んだ一

すれくにかすめて︑鼻先なる土に

道の鼻下がただよふ︒

しば
十二悩8図 春は若草山の芝緑にもえ

カゼニ

吹く風はさわやかに︑

ふ

辻で火事を消し止めたのは︑えらい

七15圃

てがらです︒

ネズミノオトウサン バ︑

ツブノアメガ︑パラパラフリダ
二532

シマシタ︒

一423カゼガサットフクト︑大 六985園 それよりも︑あの風に︑四

トキエタ︒

一316圃
り︒

かすめる

ぶすと突立ち︑狐は其の場に倒れた
かすみが

かす・める

やがて︑湖の一角をかすめる
やうに通り過ぎる︒

九欄1

︽ーメ・ーメル︾

﹇掠﹈︵下一︶4

たち︑三月堂︒二月堂かすみにつ＼
まれてさながら夢の如く︑

﹇霞浦﹈︹地名︺1 霞

十伽6 そこを通過すると先は又湖で

かすみがうら
瀧

かすみがうら

すが︑これは日本の霞浦の二倍も
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かぜ一かぜさん

朝から大分風が烈しいので︑

風戸み

かなり︒

十糊2図

九1410

しばらく見合はせてるましたが︑や

む砂はさくくと鳴る︒
がて幾分静まった頃︑二人は機を引

かすかに震ふ︒

風寒く︑天地清明にして静
老母は︑そんなこととはつ

ゆ知らず︑風の日も雪の日も待って

十塒7園

船を木の葉のやうにゆり動かした︒

機は︑風に向かってゆるゆる

みたが︑遂に山の上でなくなったと

藤原敏行

ふちはらのとしゅき

十一68図圏

秋來ぬと
目にはさやかに見えねども風の音に
ぞおどろかれぬる

ふいごで風を吹込むと︑ゴ
ムのくちびるが動いて︑生きた人間

十一438

のやうに聲を出す仕掛になってゐま
した︒

や

し

椰子の梢には︑そよとの葉ずれの音

もありません︒

十ニー810 なかんづく壮大な天壇は外

うらさびしい程静かな所である︒

城にあって︑老樹の梢吹く風の音も

どちらも︑其の翠玉の梢は︑

風になよくとなびき動いてみるが︑

十二219

幹は動くことなく︑十分土中に根を

張ってみる︒

せんたく物の上着やも＼引

などが︑風にひるがへってみる︒

十二261

かぜ呂おかぜ

風はまだうら寒い︒

﹇風邪﹈︵名︶1

十二㎜1

かぜ

ざいましたから︑二日直下を休んだ

六125国山 私のかぜは︑ごくかるうご

だけで︑なほりました︒

風當りの最も強い高地であり

熱心に職況をごらんになっていらっ

ながら︑陛下は外たうをも召されず︑

八571

かぜあたり ﹇風当﹈︵名︶1 風當り

研究室の窓の外には︑木々
の葉が一日毎に緑を増して︑風にそ

十一4711

風叫び海怒りて︑波は山

よいでるます︒

十一572図

しゃいます︒

﹇歌聖﹈︵名︶1 歌聖

﹇▽でかせぎ

二526園

ソレ

ハ風サンデス︒

風サン

ニハ︑カナヒマセ

ト︑フキトバサレテシマヒマス︒

バッテヰテモ︑風サンが來ル

二525囹イクラ私が空ニイ

ニ523圏

かぜさん ﹇風﹈︵名︶3 風サン

かせぎ

れた︒

れてるたので︑後世歌聖とた＼へら

なぎさの松に吹く風を︑ 十一一9810 人麿は︑特に歌の道にすぐ

かせい

明方の風はいやといふ程冷

の如くなれども︑

十一883
たい︒

十一907図圃

谷底から吹上げる風が︑は

いみじき樂と我は聞く︒

十一佃10

だに快く感ずる︒

下から風が強く吹上げる︒

右下から吹上げる風は︑も

散歩すると︑あいにく風は絶えて︑

十一襯5團夕やみ迫る明い海岸通を

尾根を界に消散する︒

うくと雲を巻上げて︑それが此の

十一伽3

風にあふられて︑火の手がぱ 十一伽7

稻むらの火は︑風にあふられ

ホームに出ると︑風が冷たい︒

と滑走し始め︑十敷米走って︑ふは

窓をあけ放して風を入れる︒

にざわくと音を立てる︒
やがて二百十日が來て︑農家

殊に今日は︑風もない秋日和

十搦10

いふ︒

水上の船は︑風に吹散らさ

どう
風が強いので機は上へ下へ動

りと空中に浮かびました︒

九154

出しました︒

七36 風は忽ち大波を巻起し︑波は
七56 ふしぎに︑風は止み波は静ま
つた︒

七377魍 涼しい風にくるくと︑
まはるは五色の風車︒
えう

九158
揺します︒

七伽1 空は水のやうにすんで︑風は
あるといふ程でもないが︑花びんの

九621国

か︒

れた無敷の木の葉にもたとへませう

す＼きがゆれて︑其のかげが畳の上

九柵8

にちらついて居るQ

八407 それが萬年遅で︑木曾に住ん

二階へ上ってみても︑さして

かまくら

で居りましたが︑風のたよりに此の

九梛6

涼しい風はなささうである︒

事を聞いて︑うばを連れて鎌倉をさ
して上りました︒

はゆり上げられ︑ゆり下げられ︑

八996図時に風強く波高ければ︑船 九伽3 梢吹く風が︑思ひ出したやう

秋の風

十596

つと上った︒

十5410

原や黒い岩底が現れて湿た︒

動いて︑見るく海岸には︑廣い砂

十537

風とは反封に波が沖へくと

十363図圃木から物のこぼる＼音や

である︒

九衛5

はたゴ風ばかりを心配する︒

八997図 扇は風にひらめきて︑いか 九伽8
なる弓の名人も︑たゴ一矢にて射落
すことはむつかしと見えたり︒

八欄3図齢一目を閉ぢ︑一心に神に
祈りて︑再び目を開けば︑風や＼静
まり︑扇も少しく落着きて︑射よげ
に見ゆ︒

八悩3 何時の間に立てたのか︑へさ
しんく
きには︑大れふを知らせる眞紅の吹
流しが二本︑威勢よく風にひるがへ
つてみた︒

九137 上天氣で︑風がちっともあり

て又もえ上り︑夕やみに包まれたあ
地に落ちて︑

ませんので︑砂山の上へ機を運んで︑
しゃめん

枯枝は

たりを明かるくした︒

十撹8図引

斜面を滑らせながら飛ばせることに
しました︒

がぜん一かた
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ン︒

がぜん

俄然

がぜん

﹇俄然﹈︵ 副 ︶ −
がぜん

敷ふ

︽ーフ

十価3 俄然砲手が︑後を振向いて力
強くどなった︒
﹇数﹈︵ 下 二 ︶ 4

ル・一へ︾

かぞ・う
いつくしま

かぞへる

かぞ・える

﹁454

敷へる

カゾヘル

︽一へ・ーヘル︾

﹇数﹈︵下一︶14

イクツサイタカ︑カゾヘテ
イクツアルカ︑カゾヘテ

ゴランナサイ︒
ミヨウ︒

二研1園

其の外︑冑を切った話︑

かぶと

に︑躇みしめ躇みしめ登った︒

十﹇柵8

﹇方﹈︵名︶8

た︒

かた

方﹇▽あけがた・

あなたがた・あにさまがた・あまごが

た・うごきかた・おかた・おきかた・

た・いいかた・いたしかた・いましが
家族

︿略﹀など︑日本刀の鋭利を物語る
﹇家族﹈︵名︶5

傳説は数へるにいとまがない︒

七792園攻めて來たら︑第一お前た おくがた・おふたかた・おやかた・か

かぞく

さねかた・かみさまがた・かみよこの

つかいかた・てきがた・とくがわが

んがた・すべりかた・せんかたなし・

た・はれがた・ひさかた・ふなかた・

家族のものが心配して︑研究

ふりかた・みかた・もうりがた・ゆう

ガソリ

市内に住む家族たちは︑日
︵名︶一

今度は︑みんなりつばな方

あなたのやうに︑旅行先か

吉野山こぞのしをりの

十二伽11園 あなたは日本の方ですか︒

羅城門の跡今も残れりといふ︒

すべく︑南の方郡山の町の東に︑

こほりやま

十一一鵬9図 大極殿の跡はるかに指貼

道かへてまだ見ぬ方の花をたつねん

十一55図圃

あるのですから︒

ら︑わざく蹄って投票なさる方も

十備7囹

ばかりのやうですね︒

十衛8囹

越した方ではありませんか︒

七備9園あなたは︑今朝一人で川を

す︒

四984この方は︑さきほどお通
りになった神様方の弟さんで

がた・ゆれかた

室へ行って見ると︑とたんに佐吉は︑

あとからついて行った家族の

そろって健康に働く家族
幸福に私

の︑題しい朝飯だと思へば︑あ

十二796圃

﹁︿略﹀︒﹂と大笑した︒

ものが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

八877

圖面を片手に勢よく飛出して來た︒

八869

時寝たかも知らない事が多かった︒

かた・かんぐんがた・かんとうがた・

くみかた・こしかたゆくすえ・こまり

ちの家族はどうなると思ふ︒

かた・しかた・しかたない・しょうぐ

十一5310図 嚴島は古より日本三景 二心2 ﹁一︑二︑三︑四︒﹂トカゾ

室に入り︑夜もおそくまで閉ちこも

君らの背中の上を歩

朝は誰よりも早く起きて研究

ヘテ︑十ニマデ來護憲︑牛ノ

つて居るので︑家族の人は︑彼が何

四942圏

白兎は︑﹁︿略V︒﹂とかぞへ

の陸まで並んでみたまへ︒

いて︑かぞへてみるから︑向かふ
四951

た﹂かい御飯の湯上が︑

家族た

かういふ兵士や其の家族た

﹇家族達﹈︵名︶2

たちの顔を打つ︒

かぞくたち

ン獲動機
ひましたが︑まだ其の頃は︑輕くて

九129

十二矧5園

はて︑お前さんは︑どう

強い力の出るものがありませんでし

ガソリン護動機がよいとは思

ガソリンはつどうき

曜日に多．く郊外に出かける︒

十二撹11

ちの歌が︑萬葉集に多く見えてみる︒

十一一962

生きてかへった者は︑数へる ち

かぞへて見たら︑三十二匹あ

て渡って行きましたが︑
つた︒

五922
六617

かぞへて居れ

ほどしがなかったといふ︒
一つ二つと

大空高く︒

其の頃︑日本人は数へる程

ば︑ とびも出てまふ︑

六804圏

八864

タクサンノッテヰル車ガ︑イク

だんのうら

の一に数へられて殊に名高く︑屋
ッカトホリマシタ︒

ニナルト︑

島・壇浦は源平の昔語に人の感興
オシマヒゴロ

を動かすこと甚だ切なり︒

二期2

ニイサンバ︑大キイコエヲ出シ

十一543図 今日︑瀬戸内海が塗立公
園の一に数へらる＼︑またむべなり
テ︑カゾヘマシタQ

敷

カゾヘテミルト︑ヤッパリ

といふべし︒

︽ーレ︾

五ヒキヰマシタ︒

十﹇9311図此の地︑北端に近き一十 三732
部落にして︑土人の家わっかに五六
を敷ふるのみ︒

西に走る三筋の路は︑北より数へて

十二鵬5図 遠く連なる田園の間に東

敷へ切 れ る

﹇数切﹈︵下一︶3

古の一條・二條・三條の大路の名残
とす︒

へきれる

かぞえき・れる

六881 早く︑うちの雀の宿に來れば
よいのにと思って︑裏庭へ行って見
ると︑もう︑数へきれないほど雀が
集って︑

五兵衛は︑後から後から二つ

十一佃7木の根︒岩角を教へるやう

て隠る老幼男女を︸人々々教へた︒

十571

では十何萬人にもなり︑

しか住んで居なかったのですが︑今

七117 舟で來た人も陸から來た人も︑ 八246国

うちう

入りまじって︑何百人か数へきれな
い岨面ます︒

同じやうな天膿が殆ど数へ切れない

十二価5 廣いく宇宙には︑太陽と
程存在する︒

451
かた一かたじけない

やら見豊えのある方のやうだが︑は
つきりせぬ︒

かた ﹇形﹈﹇▽あさがおがた・あとか

肩

た・たんざくがた・ひしゃくがた・ほ
﹇肩﹈︵名︶5

しがた
かた

六588 通有も左の肩を射られたが︑
少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

七593 錦の御旗を肩にかけ︑相手を

にらみつけながら︑いうくと其の
場を立去った義光は︑やがて宮に追
附き奉った︒

七鴨7 渡るといっても︑水になれた
人夫の肩に乗るか︑手を引いてもら
ふかして渡らなければならない︒

扇のやうに廣がつて︑肩の邊にゆら

十一176 切揃へた髪が︑ともすると
く掛るのが目立って美しく見える︒

すると︑ふしぎにも前足はか

︽ーイ・ーク︾

七969
たく其の場所にくっついて︑動かな

其の中に︑かたい背中の皮が

くなります︒

七972

縦に割れて︑中からみづくしい健
が現れます︒

彼はそこに並べてある機械を

指さして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑かたい決心

八814
を語った︒

かたがた

﹇方方﹈︵名︶4

方々

食ってあったからでございます︒

とある店に立寄ると︑主

堅さ

すなはち︑日本刀は全雅を

﹇堅﹈︵名︶1

かた・し ﹇堅﹈︵形︶6 かたし 固し

を重ね合はせて造るのである︒

折れないための柔かみを與へる鐵と

必要な堅さを持つ百錬鍛造の鐵と︑

同一の鐵で造るのではなく︑切るに

十一燗4

かたさ

ます︒

の英語で盛にあいきやうを振りまき

人らしいインド人が出て來て︑片言

十一襯11国

六987園町の目抜の場所が助つたの かたこと ﹇片言﹈︵名︶1 片言
は︑全く消防の方々のおかげです︒

して其の方々はどこにおい

ででございます︒

九佃9園

十213國團村の方々は︑朝に夕に︑
いろいろとやさしくお世話なし下さ

母は其の方々の顔を見る

れ︑﹃︿略﹀︒﹄と︑親切に仰せ下され
候︒

十217國団

出されて︑此の胸は張りさくるばか

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ
りにて候︒

ダイヤモンドは︑費石の中で

も一番かたくて︑光澤の美しい物で

八研3

すから︑誰でもほしがります︒

十柵5図

鯨一は︑固くじたいしたれ

いかに心は堅くとも︑身は

橘中佐は︑平生志堅く︑勇

蕾おしなべて固し︒

つぼみ

部下をあはれむ心深かりき︒

氣に漏ちたる軍人にして︑上を思ひ︑

九価10図

士敷知れず︒

鐵石にあらざれば︑砲丸に倒る＼兵

九髄1図

ども︑ゆるされず︒

八991図

がに攻めあぐみて見えたり︒

くして︑守かたければ︑源氏もさす

九771 甚次郎は︑此の日から山中かたがた︵副助︶−かたぐ
堅し ︽ーキ・ーク︒ーケレ・ーシ︾
しかのすけゆきもり
＋二935園おわびかたぐお参りを 八643図後は山けはしく︑前は海近
鹿介幸盛と名乗り︑心にかたく主

がたく
立つたり︑すわったり︑下駄

︵副︶2

したのだよ︒

九柵3

がたがた
母の手は︑堅く五郎三郎の袖

家を興すことをちかった︒

十8310

にすがってみた︒

すと︑とつぜん底が抜けて︑湯はす

ばきのま＼で︑がたく息んでゐま
つかり流れ出てしまひました︒

つい︑下駄でがたくやつ
片里名

其の頃は︑まだ片假名も平

﹇片仮名﹈︵名︶2
国名もなかった︒

十一648

かたかな

たので︒

九研5園

と言って︑其の黒い大きな手で︑私
柔かい鐵を刀の中心として︑

﹇片岡﹈︹人名︺2 片岡
うりふ

よりて主職艦隊及び巡洋

諸隊は︑其の退路を絶ちて︑

進路をふさぎ︑片岡・瓜生・東郷の

艦隊は︑直ちに東方に向かって敵の

十一586図

︵正路︶の諸隊は︑敵の後尾をつく︒

﹇片側﹈︵名︶1

片がは

﹇難﹈几vえがたし・かえがた

鐵より堅き腕あり︒

かたし

し・きんじがたし︒たちがたし・ちか

よりがたし・つくしがたし

五506養鯉の片がはの草ばかりが︑ かたじけな・い ﹇恭﹈︵形︶3 かたじ

かたがわ

うとしたら︑どうなるであらう︒

我々の日常使ふ言葉を書きあらはさ

平館名もないとして︑漢字ばかりで︑

十﹇566図片岡・出羽・瓜生・東郷 十一653 試みに︑今日若し田假名も 十一915図圏 幾年こ＼にきたへたる

かたおか

﹇難﹈﹇▽ありがたい・えがたい

ある︒

周園を堅い鐵で包むのが最も普通で

十一糊8

たちに堅い握手をしました︒

十一793 ノートをか＼へた大竃生が︑ 十一備6国さうして最後に︑﹁︿略﹀︒﹂
肩を並べて︑日々とした芝生の上を
歩いてみるのも見かけられた︒
かた
かた ﹇潟﹈︵名︶1 潟←ひがた
かた

堅い

かたい

十二9811図魍 和歌の浦に潮満ち來れ

片足

ば潟をなみあしべをさしてたつ鳴き
わたる
﹇片足﹈︵名︶2

九817 鹿介は︑それをじっとふみこ

かたあし

たへたが︑片足が洲の端にすべり込
んで︑思はずよろよろとする︒

かたい

九回3 さうして︑風呂へ片足を入れ
﹇堅﹈︵形︶8

て︑びっくりしました︒
かた・い

かたじけなさ一かたて
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ばかりか︑我々が普通星形といって

︽ーウ・ーク︾

けない

て試験をしてみる中︑

いろくの形の滑走機を作つ

みる形の通りに見える︒

くわう

十二598園 さてく︑かたじけなう 九126

十二592園 かたじけなうござる︒
ござる︒

たことであらう︒

十二667

﹇形作﹈︵五︶1 形作

まるで絶壁の下を通る形だ︒

が圓くなってみる︒

かたちつく・る

ところで︑此の雲がだん

くふえて廣がり出すと︑すっきり

る ︽ーッ︾

十一㎜4

した感じがなくなって︑形がぼやけ

十一288

特に︑此の高い塔と荘嚴な

て來ます︒

十四ー09

又壺や鉢など︑いろくの

どうたく

形をした土器や︑其のかけらが嚢見
され︑

片附ける ︽ーケ・ーケル︾

荷物を片附ける時︑どこに

机の引出をかたづけて居ると︑

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

ツノダセ︑

デンデン

リ

一273圏

メダマダセ︒

ツムリ︑

カタ

ヤリダセ︑

ムシムシ

かたつむり ﹇蝸牛﹈︵名︶一 カタツム

戸をくるのと攣りはないが︑

毎朝起きると先づ夜具を片附け︑雨

九354

られて行く︒

た稻が︑此の機械で見るく片附け

すまで︑ほとんど一本々野手にかけ

八487耕して︑植ゑて︑刈って︑干

見たけれど︒

も居ませんでした︑何べんも呼んで

六969園

六482

づける

かたつ・ける ﹇片付﹈︵下一︶4 かた

金堂とが︑不思議によく調和して︑

こ＼に美の中心を形作ってみるので

いろくの物の音︑いろく

ある︒

九241

空一ぽいに薄黒くおほふもので︑齪

いん

十二伽2 われ︑かたじけなくも皇
の物の形が︑ごたくと耳にはいり

雲と呼ばれてゐます︒

天氣のよい日︑底が平で︑

十一困11 長さ・幅・厚さの釣合の取
そり
れた形︑氣持よくぐっとはいった反︑
をの

をの

とがある︒

の形をした石のかけらを見つけるこ

十二88斧の形をした石や︑矢じり

とがある︒

の形をした石のかけらを見つけるこ

十二88斧の形をした石や︑矢じり

れる白い雲は積雲といひますが︑

上は山の峯のやうに積上つた形に現

十一M1

雨雲はきまった形がなく︑

目にはいるばかりで︑何が何やらさ

ひしゃく

それは昔の人が︑それらの星

十﹇佃3

胤に生まれたとはいへ︑一度嫁して
つばりわからなかった︒

あのいろいろの道具︑たく

は徳川の家を離れぬが女の道︑徳川

九価6

の星を探すことにしませう︒

のやうな形に連なった︑美しい七つ

九㎜9どこか其の邊の空に︑柄杓

くて︑えらさうである︒

違ってはみるが︑どれを見ても大き

さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

九259園

の家は何とかして護らねばならぬ︒

かたじけなさ ﹇恭﹈︵名︶1 かたじけ
なさ

十43図 大御心のかたじけなさ︑
そ団うに涙のわき出つるをおぼゆ︒

かたじけな・し ﹇恭﹈︵形︶1 かたじ
︽ーク︾

十155図園 三河國の住人足助次郎重

けなし

範︑かたじけなくも一天の君に命を

の列に大きな熊の形を考へたからで

す

それよりも︑北極星の右下の

す︒
い

捧げまみらせて︑此の木戸を固めた
九鵬3

り︒

かたち ﹇形﹈︵名︶27 かたち 形ε

同じ石器時代にしても︑ご
方に︑椅子の形に連なる五つばかり

く古いところでは︑たゴ石を割った

十ニー02

かおかたち

ま＼の︑形の整はないものを使用し

落着いた︑美しい形である︒

てるたが︑
つぼ

の星はカシオペイア座で︑俗にいか

かたち正して言出でぬ︑

更に形を正して言へり︒

り星とも山形星ともいひますが︑

といひ︑申分のない良い牛です︒

十研7

﹁︿略＞o﹂と〇

十908図團

九悩9図

六654 角の形といひ︑膿のかっかう
六備9 僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア
ルガ︑︸番小サイノデモ︑大キナク
ヂラヨリハ︑ズツト大キイ︒

のあるのが︑他に例のない形であり

な形をした器物が護見されるのであ

すぐ飛行服に身を固め︑軍

刀を片手に︑地旧訳の他をたつさへ

十一冊10

盤面を片手に勢よく飛出して來た︒

室へ行って見ると︑とたんに佐吉は︑

八872

七956 膿も大きくなり︑形も色も次 十︻2611 柱を海中にして両側に入口 十一一131 又銅鐸といって釣鐘のやう かたて ﹇片手﹈︵名︶2 片手
家族のものが心配して︑研究
第にかはって︑がんじょうになりま

前方後圓の古墳は︑へうた

るが︑

たゴ前の方が角ばってをり︑後の方

んを縦に割って伏せたやうな形で︑

十ニー43

ながら︑何等そこに不自然を感ぜし
めない︒

輝かしい色彩がどんなに尊く拝され

十一331

當時は︑形の美と相待って︑

す︒

七989 色はまだ青白くて︑弱々しさ
うですが︑形はりっぱな親蝿です︒

僚属7 星の㎝つくが大きく見える

453
かたどる一かたぶく

て飛行場に出る︒

かたど・る﹇象﹈︵五︶2かたどる
しゃか
十一311 それと並んで繹迦三尊を舞

︽ーッ︾

火に追はれて︑逃げようとす

る間もなく︑片はしから︑やき立て

六385

ヲ暖クシマス︒

片端

上川2園

うつ向けになった際︑刀が背

差してみた刀が防いだ︒

十802

函丈にも聞多は立上って︑刀

中へ廻ってみたのである︒
十804

七㎜9

片端から切れて行くテープは︑
決然として兄は刀を抜いた︒

られ︑やき殺されてしまひました︒

十838

ゆれ出しました︒

出す︒

九49

稻かけから運ばれた稻束の山
わら

諸城は︑片端から尼子の手に

木木の梢は︑片端から芽を吹

が︑黄金の小山をきつく︒

こがね

が積まれ︑前にはかき出されたもみ

が︑片端からへって︑後には藁の山

八489

美しい束になって︑船べりに大きく
兄は刀を振上げた︒
さげを
彼は︑刀の下緒をたすきに掛

十857

十849

を抜かうとした︒

片はし

ヲッ・キマハッテ︑ピョコリト

通有も左の肩を射られたが︑

其の刀を見るがい＼︒

地畔ンヘトビ下りマシタ︒

頼光は︑しゅてんどうじを

十801 それを︑不思議にも︑聞多の 四伽4雪デモ︑霜デモ︑氷デモ︑
カタハシカラトカシテ︑野や山

四698
と

呼びおこし︑刀を抜いて︑﹁︿略﹀︒﹂
せい

六589

やましろのおほえのわう

するのは︑太子の御子山背大兄王
一過︑その首を切落しました︒

が︑御父君にかたどって等身の御佛

刀は短いより長い方がよろ

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

七855園

とし給うたもので ︑

十一捌4国 大金字塔のそばには︑ス
なぎなた

けれども︑刀・槍・長刀など︑

刀は武士の魂である︒
波およぎ兼光といふ刀は︑

かねみつ

け︑かひぐしく身支度をしてから︑
十一研9

義仲からはすぐ返事があって︑ 十一閥4

切られた人が其のま＼しばらくおよ
其の外︑冑を切った話︑鐵

九851

十一慨7

﹁︿略﹀︒﹂と︑木曾の家に傳はつて居

かへって︑はだ身はなさず持

いでから首が落ちたと傳へられる︒
かぶと

八399

た大切な刀を送ってよこしました︒

八396

らく光って居た︒

武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

七摺5

しい︒

ト

匿は獅子をかたどった不思議な石の

し

フィンクスといって︑顔は人間を︑

巨像もあります︒

かたな ﹇刀﹈︵名︶33 カタナ 刀←
おっとりがたな

一702 モモタラウハ︑カタナヲ
ヌイテ︑オニノタイシャウニム
カヒマシタ︒

砲を切った刀︑︿略﹀など︑日本刀

返った︒

彼は︑わめき叫ぶ船客をなだ

の山々が︑片端から眼下にひれ伏し

みだい
それと共に︑あの偉大な箱根

の鋭利を物語る傳説は数へるにいと

九粥1
如何に鋭利な刀でも︑斬合

まがない︒

始めた︒

十一㎜11

つて直ちに折れたり曲ったりするも

朝は︑さあ︑此の女にはゆだんが出

つて居た刀を見つけられてしまひま
三427園 その刀がもらひたい︒
した︒
三428園 よい刀を千本あつめる
八401 其の刀に見おぼえがあった頼
つもりで︑九百九十九本は取っ
來ぬといふので︑石のらうに入れて

た︒

三432囹 さあ︑刀を出せ︒

十729
周園を堅い鐵で包むのが最も普通で

めた︒

七冊6

二里程行って大きな峠へか﹂

かたはだ ﹇片肌﹈︵名︶1 片はだ

面にさゴ波が起る︒

十一886

網を引揚げる片端から︑海

めつ＼︑片端からボートに分乗せし

のは︑實用にたへないから︑
しやうじ

しまひました︒
ひでたゴ

三434囹刀がほしいか︒

を引きあくれば︑御皇所︑燈火取り

ソレヲ刀ニシテ︑ムギワ 九4410図 將軍秀忠︑刀取りて障子十一柵7 柔かい鐵を刀の中心として︑

刀工が刀を鍛へるに當って

ある︒

刀は︑決して敵を斬るのを

杖を突きながら︑かけ下りて填る者

かたぶ・︿ ﹇傾﹈︵四︶1 かたぶく

がある︒

ると︑上の方から︑片はだぬいで︑

﹇片端﹈︵名︶9

カタハシ

目的とするのではなく︑身を守り︑

かたはし

るものでなければならぬ︒

抜かざるにすでに敵を威服するに足

十﹇柳1

は︑

十一梱6

て出でらる︒

刀のやうに見せかけました︒

分の脇差は︑鞘袋をずらして長い

さやぶくろ

九章10北八の脇差を取って差し︑自

﹁︿略＞Q﹂と言ふ︒

此の度は笛を吹止めて︑ふりかへり︑

を決し︑刀を抜きて切りか＼れば︑

一寸ボブシバ︑針ノ刀ヲ 九個7図 十町程も行きていよく心

ラノサヤニ入レテ︑コシニサ

三514
シマシタ︒

三562

ヌイテ︑オニニ向カヒマシタガ︑

三571 一寸ボブシバ︑オニノオ
ナカノ中ヲ︑アチラコチラト
カケマハッテ︑針ノ刀デ︑チク
リチクリトツ・キマシタ︒

三582サウシテ︑針ノ刀デ目玉

かたほう一かたる

454

メ︾

︽ーメ︾

ぬ

すぐ飛行服に身を固め︑軍

ら出て來る︒

刀を片手に︑地圖其の他をたつさへ

十一酩10

は今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

野中の一夜は明けて︑東に

夕日が傾いてみるのだ︒

捧げまみらせて︑此の木戸を固めた

十二988

具に身を固めた若者たちが︑船室か

ホーツク海の煙波を望ましめるので

ひんがし

三河國の住人足助次郎重

り︒

大手の門は南を固め︑から

此の城の要害はむしろ西にある︒

め手の門は北東を押さへてみるが︑

十二707

て飛行場に出る︒

七363

夜︑旅館の寝皇に横たはりな

かたむけて聞いた︒

門衛8

と︑

岩や砂の上を歩く時は︑八本

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

がら︑どこからか聞えて來る支那人

八悩2

かたむ

りかへって西を見れば残月が傾いて

範︑かたじけなくも一天の君に命を

十158図園

原始林の彼方には︑赤々と

︽ーキ︾

片方

十一佃3

十﹇882 ﹁︿略﹀︒﹂船長の聲に︑防水

﹇片方﹈︵名︶1

人麿の歌である︒

盛に弾丸を打出す︒

ある︒

きぬ

立つ見えてかへりみすれば月かたぶ

十二983図圃東の野にかぎろひの 九梱1図敵は山によりて陣地を固め︑

かたほう

五511圏 片方の足あとが︑一つ置き
に淺くなって居るのでわかりました︒

﹇傾﹈︵下一︶4

︽ーケ︾

みる︒

傾きかける

かたむく家︑めちゃめちゃに

︽ーイ・ーク︒ーケ︾

かたむ・ける

七274 こ﹂の田も︑あそこの田も︑

かたまり ﹇固﹈︵名︶4 かたまり 塊 かたむきか・ける ﹇傾掛﹈︵下一︶1

紺青の大空には書の月が淡 ける 傾ける ︽ーケ︾

く出て︑日は西に傾きかけてみる︒

こんじやう

十604

傾く

ッ︾

本尊観世音は︑今四丁とし

﹇語顔﹈︵名︶1 語りがほ

十一345

かたりがお

り合って居た︒

六947 ﹁︿略﹀︒﹂と︑道を通る人が語

ふ ︽

かたりあ︒う ﹇語合﹈︵五︶1 語り合

海賊どもは︑たゴ一心に耳を かたり 且vむかしがたり・ものがたり

掘返した土のかたまりの間には︑も
うひたひたと水がた＼へられて居る︒

六畜4

十469 大空から勢よく落下する水の かたむ・く ﹇傾﹈︵四・五︶10 かたむく
太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊

日が西に傾いても︑日本なら

ばまだくと思はれる時分︑こ＼で

八捌9

つぶれる家も︑ずるぶん多かった︒

になって︑次から次へ投げ下される︒

十4610 すると︑其の塊はやがて絶壁
にくだけて︑白玉のすだれを廣げる︒

十一川1 いわし雲より︑ぐっと大き

て︑出時の太子の御客を語りがほに︑

ぐ

︽ーグ︾

みだれ飛ぶ

旗︑ほまれの軍旗︒

ほまれの軍

彼はそこに並べてある機械を

指さして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑かたい決心

八814

たまに破れて︑

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾﹇▽ものが

かた・る ﹇語﹈︵四・五︶11 かたる 語

て山上憶良の作である︒

やまのうへのおくら

き萬代に語りつぐべき名は立てずし

十二999図圃をのこやも空しかるべ

語りつ

の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横

固める

﹇語継﹈︵四︶−

はあっといふ間に日が落ちてしまふ

片目

かたりつ・ぐ

な塊になって群生する白い雲があり

長い間の難行苦行に︑身も

﹇片目﹈︵名︶3

そのらくだは︑片目ではあ

る

たる

さうして︑そのらくだは︑
片目だらうの︑びっこだらうの︑歯

そのらくだが片目だといふ
﹇固﹈︵下一︶3

職のてがらをかたる

六633圃

かた・める

ことは︑どうしてわかったか︒

五504園

やうに申すのでございます︒

が抜けて居るだらうのと︑一々見た

五485園

りませんか︒

五437園

かため

と此の言葉に耳を傾けた︒

心も疲れきった一人の修行者が︑ふ

十二柵3

此の堂内に安置されてるるのである︒

いわしの重みで︑船がぐっと
傾く程だ︒

中区5

に傾けながら進みます︒

かたまる

からである︒

︽ーッ︾

﹇固﹈︵五︶3

ます︒

固まる

かたま・る

に頭が傾いて︑へんなかっかうに見

だから歩く時︑あ﹂いふ風
えるが︑あれは胴なのだから︑別に

八備4園

たり︑登時にそれが畠のうねのやう

不思議はないのだよ︒

十一襯9 もくくと大きくかたまつ
に︑天の一方から他方へ幾條か連な

東海丸の船艦は︑極度に傾い

日はや＼西に傾けり︒

つたりすることがあります︒

十479図

ようがん

十一旧9 多分︑昔︑此のたくさんな

十726

ていね
日は︑やうやく手稻の連峯

北面は廣々と北見の高原が
ゆるやかに遠く傾いて︑其の果にオ

十一827

に傾いた︒

十一795

た︒

火山から噴出した熔岩が流れて固ま
つたものでせう︒

の十株か二十株生ひ茂る所には︑大

十二217 さうして︑此の楊樹・柳樹
てい農家が四五軒置たまってみる︒

かた・む ﹇固﹈︵下二︶2 忌む ︽1

455
かたわら一かつ

を語った︒
九409図 一豊︑たゴ﹁︿略﹀︒﹂と答

ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タ
ルモノハ︑

償値

かうした任用上の呼値の外

﹇価値﹈︵名︶2

九悩4図軍曹︑かたはらにありし負

十二欄3

である︒

若し又︑裁判が公平に行は

に︑美観は︑日本刀の持つ一大特色

十一欄9

かち

かたはらより御毫所わび言
ぐんさう

かたはらにありし内田軍曹

あり︑始めて許されぬ︒

九4610図

九塒5図
は︑急ぎ中佐をざんがうの内に助け

へたるま＼︑腕をこまぬきて二言ら

ず︒
入れて介抱す︒

傷兵と共に︑中佐をいたはる折から︑

かいはう

九418図園 我等年久しく貧に苦しみ
たるに︑御身は︑何とて此の金のあ
敵の突撃の三盛に聞ゆ︒

く

︵副︶3

かちかち

ことが出番ないであらう︒

かちかち

とけい

誰もだまって居るので︑聞え

かち

値を失ひ︑我々は安心して生活する

れぬとしたら︑せっかくの國法も債

ることを今日まで我に語らざりしそ︒
其の夜︑喜三右衛門は︑窯

片われ

かたはらなる人のいふや がち ﹇▽とだえがち

﹇片割﹈︵名︶1

びじゆつくわん

音だけである︒

と︑鐵びんの︑しゅんしゅんといふ

るものは︑かちかちといふ時計の音

尼子重代の敵毛利を︑せめて 六824

其の片われの元春を︑おのれ其の

九895

かたわれ

う︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十二37図

のかたはらを離れざりき︒

十506図

九榴5図其の後︑袴垂此の時の事を
人に語りて︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 ひ た り と

そ︒
十905図圖 昨日の敵は今日の友︑
へっ︑彼の防備︑彼はた＼へっ︑

語る言葉もうちとけて︑ 我はた﹂

我が武勇︒
十一6410 しかるに︑裏漏の語る物語
は︑すべて我が國の古い言葉である︒

ま㌧にして置けようか︒
くわだん

十一6611 しかし︑安萬侶のかうしたかだん ﹇花壇﹈︵名︶5 花壇 花壇

かちく

人間や家畜の病身も︑おなほ

︽ーギ︾

﹇勝過﹈︵上一︶1 勝過

しになりましたQ

五636

ぎる

かちす・ぎる

れては︑かはいさうですから︒

十柵9園齢り勝過ぎて︑人にうらま

かちつ

尾をお切りになった時︑かち

︵副︶1

五245

かちつ

木下軍は︑勝どきをあげて︑

勝どき

つと音がして︑劒の刃がかけました︒

七929

かちどき ﹇勝関﹈︵名︶1

しっくと引上げた︒

勝誇った敵の大軍は︑やがて

かちほこ・る ﹇勝誇﹈︵五︶1 勝誇る

︽ーッ︾

九867

出雲一高にあふれた︒

かちゅう ﹇河中﹈︵名︶1 河中

取り︑さくを城外に廻らし︑なはを

かちくと氣ぜはしいのは置 十二737図 攻めあぐみて長園の計を

城下の河中に張りて︑城兵のひそか

天王寺公園には︑美術館や 九251

時計で︑かったりかったりと大やう

七709

動物園があり︑又木立や︑池や︑運

苦心はやがて報いられて︑阿禮の語
る所を︑言葉其のま㌧に文字に書き

龍頭を廻すと︑今まで死ん

りゆうつ

九312

だやうになってみた懐中時計が︑忽

︹課名︺2 かちく山

ち愉快さうにかちくと音を立て始
めた︒

かちかちやま

かち

り

かちりかちり

︵副︶1

かちり︑かちりと杖が岩に

頼朝其の由を聞き︑かつ

は驚きかつは喜びて︑家臣をして召

十二5010図

かつ ﹇且﹈︵副︶2 かつ

鳴った︒

十一備7

かちり︑かち

なのは柱時計である︒

くわだん

くわだん

三目5 十六 かちく山
三611 十六 かちく山
︵名︶1

に逃れ出つるを防ぐ︒

動場や︑旧い花壇があります︒
くわだん

騨員の顔が見えたと思ふと消

あらはすことが出 藍 た ︒

九m2

え︑騨の花壇の赤いカンナの花が後

十一954図 網をすき︑舟を漕ぎ︑魚
を取る手下ひなどして︑土人に親し

てんしゅかく

へ走って行く︒

一禮どの邊だらう︑天守閣は
くわだん

せうえうち

てふ

大通迫遥地の花壇には︑三
色すみれの花に蝶が飛んでみた︒

十一765

と思ふ瞬間︑長い花壇が過ぎた︒

しゅんかん

九旧2

みつ＼︑其の語る所を聞けば︑

十二83図 そのかみ此の所にいかめ
しく向かひあひ給ひけん神々の姿︑

今まのあたり見るが如く︑打寄する
波の音さへ何事をか語るに似たり︒

直に走ると︑其の一端に噴水や花壇

ふんする

請じ入れ︑野菜の出來や前作の模

しやう

ヨ

しょうよ︒
かちく

かちく ﹇家博学︵名︶1 家畜
我が聯合艦隊が能ク勝

勝

かつ

﹇且﹈︵接︶3

かつ

は驚きかつは喜びて︑

入れしむ︒
く山ごっこ
三637園 君︑かちく山ごっこを 十二5010図 頼朝其の由を聞き︑かつ

十二451 光囲は喜んで老人たちを 十二伽2 又︑並木の美しい大通を眞 かちかちやまごっこ

レンガフ

﹇勝﹈︵名︶1

十一5911図園

かち

のある川場があり︑

かたはら

様などを得意になって語るのを熱心
﹇傍﹈︵名︶5

に聞いた︒

かたわら

かつ一かっき

456

あり︑各地の人々來りて貢物を捧

みつぎもの

し な
十一983図 こ㌦に支那官吏の出張所
げ︑かつ交易をなす︒

い者がまぬがれることになるであら

はちがつふつか・はちがつみつか・は

はちがっついたち・はちがっとおか︒

﹇▽えいろくじゆうにねんろくが

う︒

がつ

翌日︑勝商︑敵兵十鯨人

に黒まれて城門の近くに至り︑城に

十一一765図

向かひて高らかに呼んでいはく︑

じゅういちにち・めいじさんじゅうは

﹁︿略﹀︒﹂と︒

ちねんごがつにじゅうしちにち・めい

お屋根をかやでふき︑むねにかつを
ち ぎ
木を並べ︑雨はしに千木がつけてあ

じさんじゅうしちねんはちがっさん

ちがつむいか︒はちがつよっか・めい

じゅうごにち︒げんろくじゅうろくね

じさんじゅうろくねんじゅうがつに

ります︒

つ・くがつ・げんじがんねんくがつに
んにがつよっか︒ごがつげじゅん・ご

じゅうはちにち・めいじさんじゅうろ

信長︑勝商の勢を賞し︑

がつじゅうよっか・ごがつすえごろ・

くねんじゅうにがつじゅうよっか・め

十一一757図

ごがつにじゅういちにち・ごがつに

來たのである︒

とりいかつあき

神殿は︑外宮と同じやうに︑

﹇閣下﹈︵名︶1 閣下
せんとう

閣下の心

此の方面の戦岡に︑

かっかい ﹇各階﹈︵名︶1 各階

如何にぞ︒

二子をうしなひ給ひつる

十913愛冠園

かっか

五89国

しんでん

かつおぎ ﹇鰹木﹈︵名︶1 かつを木

じゅうごにち︒ごがつにじゅうさんに

いじにじゅうくねんはちがつ・ろくが

かつ言ふ︑﹁︿略V︒﹂と︒

させることによって︑大きな敷や式

十二鵬8 これを種種に並べ︑又二化

ち・ごがつにじゅうににち・ごがつに

か

︽ーチ・ーッ・ ー テ ︾ 与 う ち か つ

勝

をあらはし︑かつ演算することが出

じゅうはちにち・ごろくがつ・ごろく

つ

か・つ ﹇勝﹈︵五︶9カツ克つ

つか・しちがつ・しちがついつか・し

﹇勝商﹈︹人名︺8 勝商←

つ・ろくがつついたち・ろくがつとお

シロカ
シロカ

あの美しいと見た天守の内

部には︑巨材が組合って︑薄暗い各

十二754図

階にものすごく力闘してみる︒

ちがっさんじゅういちにち・しちがつ

かつあき

か

ハシレ
ハシレ

つころ・じしょうよねんじゅうがつは

がつごろ・さんがつ・しがつ・しごが

一93圃 ハシレ
テ アカカテ

一94圃 ハシレ
テ アカカテ

に上りてのろしをあげ︑走りで岡崎

翌十五日の朝︑勝商は山 十二699
に至り︑家康に見えて援兵を求む︒

ル がっかりする ︽ーシ︾

だのぶなが

織田信長に見えて長篠城の急を告げ

お

十一一756図家康︑直ちに勝商をして︑がっかり・する︵サ変︶3ガッカリス

さんじゅうにち・しちがつじゅうごに

つにじゅうろくにち・しちがつふつ

ち・しちがつじゅうさんにち・しちが
か・じゅういちがつ・じゅういちがつ

ニカチマシタ︒

一497 トゥトゥ︑カメガ︑ウサギ

テフくノセンドウサンガノッ

三408囹 次郎チャンノ舟ニハ︑

ナキダシサウデス︒

太郎サンモガッカリシテ︑

ニー04
信長︑勝商の勢を賞し︑

しむ︒

十二757図

九295三人はさんぐ探し廻ったが︑

ろ・じゅうがつじゅうはちにち・じゅ

タカラ︑カッタノデセウ︒

かうして︑勝ちに勝った

みつか・じゅうがつ︒じゅうがつご

四佃7

かつ言ふ︑﹁︿略V︒﹂と︒

九295

旗艦三笠は戦圖旗をか＼ぐると共に︑

午後︸時五十五分︑我が

かっかん ﹇尊墨﹈︵名︶1 各艦

ねぢも︑がっかりした︒

見つからないので︑がっかりした︒
いうよ
へば一刻も猶回すべきにあらずとて︑

百合若の軍ぜいは︑

勝商︑城内の苦しみを思

じゅうしちにち・しょうれきごねん

直ちに引返す︒

にのろしをあげ︑次いで城に入らん

みかさ

十六日︑勝商は再び山上 十一558図
うろくねんさんがっとおか・たいしょ

信號旗を以て令を各艦に下せり︒

十二759図
じゆうにがっとおかすぎ︒しょうわろ

十二7511図

うがつにじゅうしちにち・じゅうがつ

くねんじゅうにがっさんじゅういちに

己に克って禮に遣るのが

とするに︑不幸にして敵兵に嚢見せ

各機

られ︑勝頼の前に引出さる︒

ふ︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十二764図

だく
勝商これを諾す︒

での空中職だ︒

かっき ﹇活気﹈︵名︶2

活氣

十二762図勝頼︑勝商に向かひて言 ＋一甥各機それぐ敵讐からん

かっき ﹇各機﹈︵名︶1

うさんねんはちがつ・てんしょうろく

はっか・じゆうにがつ・じゆうにがつ

十川3園 しかし︑雪はまだたくさん

ち・せいれきせんはっぴやくしちじゅ

百合若の軍ぜいは︑

残ってみたといふから︑何と言って
か

かへ

四m⁝7 かうして︑勝ちに勝った

もそなたがりっぱに勝つたのです︒
十一一375囹
仁である︒

ねんしちがつじゅうしちにち・にが
つ・にがっついたち・にがつにじゅう

若し裁判がなかったとした

ら︑人々相互の孚が果しなく行はれ

よっか・はちがつ・はちがついつか・

十一一旧11

て︑力の強い者が勝ち︑わるがしこ

457
かつぐ一がっこう

ほん

る五月下旬から︑そろそろ北千島の

十︸853 本島で︑にしんの漁期の終
漁場が活氣を帯びて写る︒
げ んくわん

まをか

十一柵4 樺太の玄辛口といはれる
大泊は︑一面また西海岸の眞岡や本
と

カツグ

かつ

斗と共に漁業の中心地で︑さすがに
﹇担﹈︵五︶8

市内は活氣がある ︒

かつ・ぐ
ぐ ︽ ー イ ・ ー ガ ・ ーギ︾

ニー47圃 カマキリヂイサン︑ イネ

カリニ︑ カマヲカツイデ︑ ア
ゼミチヲ︑ トホイタンボヘ イ
ソギマス︒

四715 そこで︑頼光は︑しゅてん

どうじの大きな首をけらいに
かつがせ︑︿略﹀︑めでたく都へ

兄様方の重いふくろを

かへりました︒

四987
そくおなりになったのです︒

かついでいらっしゃったので︑お
八912 やがてスキーをかついだ先生
がいらっしやって ︑

九幽4園 これ︑北八︑お前これをか
ついでくれ︒

一πーガッカウノモンガミエマ
ス︒

後足をまげて︑前足をついて

すわったかっかうは︑これまでのお

五171

した︒

五345

午後二時半︑學校へかへりま

たら︑もう大ぜい立て居た︒

タラウサンガ︑ガッカウカ 五858 まだ早いつもりで學校へ行つ

いく時や︑かへっ

學校がすむと︑すぐ︑たんぼ

やあ︑もう學校がすんだか︒

けれども︑春雄︑あんまり

へ行った︒

六211

だけで︑なほりました︒

ざいましたから︑二日學校を休んだ

六126国私のかぜは︑ごくかるうご

たが︑

日學校をお休みになったとの事でし

アシタバ︑ガッカウノエ 六105団 あなたは︑おかぜで︑二三
早クオキナイト︑學校
ヨシヲサン︑ヨシヲサン︑

學校へ

六223囹

三187

マスヨ︒

早クオキナイト︑學校ガオクレ

二984園

ガオクレマス︒

二974囹

ンソクデス︒

二74

ラカヘリマシタ︒

一202

角の形といひ︑髄のかっかう

たまじゃくしではありませんでした︒

六654
ふっくらとした花びらが抱合

といひ︑申分のない良い牛です︒

六悩6
つて︑まだ十分咲ききらぬ花は︑ち
やうど︑おひな様のぼんぼりのやう

輕快な軍用飛行機といったか

なかつかうです︒

八襯9

ちやうど潜水艦が水中にもぐ

せんするかん

つかうです︒

八衛4

た時に︑ぼくはきっととけい

せんばうきやう

つて︑潜望鏡だけを出して居るか

けれども︑學校にいく時︑

あしたから︑學校が始
一しょに行きま

に︒

僕の學校に︑大きな杉の木が

さそって學校へ行った︒

七306此の間の日曜日に︑石川君を

一本ある︒

七287

やすみ︒

るのだから︑心配しないで︑もうお

六952園

お前は︑あした︑學校があ

積ったら困るだらう︑學校へ行くの

六図5園

きのふ︑ぼくが自校から

を見ます︒

せう︒

る︒

五295園

る︒

五295園

學校が見える︑學校が見え

學校が見える︑學校が見え

を出ました︒

五266

學校から昂ると︑おかあさん

急いで庭へ出て見ました︒

が︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑

七413

いたゴくことにしましたQ

午前の水は︑おかあさんに受持って

午前八時︑私たちは學校の門 七408 私たちは學校へ行きますから︑

りますが︑また

四827囲

としましたので︑

ぼくも︑ついとけいを見よう

三218

がありません︒

かへって來て︑見ると︑とけい

三197

つかうです︒

だから歩く時︑あ＼いふ風

に頭が傾いて︑へんなかっかうに見

八備5園

え

えるが︑あれは胴なのだから︑別に
ます

不思議はないのだよ︒

枡を下に︑少し曲った柄を上
に︑ちやうど柄杓を立てたやうなか

九川4

つかうになってゐます︒

あめ
ちやうど飴でも引きのばした
時のやうに︑切れさうで切れないと

毒血4

頭上には︑乾の小天守︑西

いったかっかうです︒

十二6811

ちを足もとにも寄せつけないといつ

の小天守及び大天守が︑︿略﹀︑私た

三盛9園 差合ひでかつがう︒
ら︑京都の町を見物して歩き廻りま

たかつかうである︒

九備1 二人は長い梯子をかつぎなが
した︒

も泊るといふので︑急いで學校から

十822 再び家に取って返すと︑今農 がっこう ﹇学校﹈︵名︶35 ガッカウ

蹄って來ました︒

今日は︑兵隊さんが私の家に
の間から︑私たちの學校や役場が︑

その方へ行って見ますと︑木 八586

學校与こうがっこう・しょうがつこ

小さく見えました︒

五297
夫たちにかつがれて編つた弟のあさ

う・にっぽんごがっこう・ろうあがっ
かっかう

こう

﹇格好﹈︵名︶9

ましい姿︑驚き悲しむ母親︒
かっこう

がっこうえん一かつて

458

けいだい

九29 庭も︑軒端も︑川端の堤も︑

學校の運動場も︑神社・寺院の境内
も︑一時に花で埋 ま る ︒

こ＼でも︑私は多くの牛馬をたつね

九545国 サンフランシスコでも︑
ましたが︑

九M4 僕が眉雪から蹄ると︑父はに
こくしながら︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 ひ ま
す︒

九冊7 で︑僕は︑其の頃學校から錦
ると︑すぐ牧場へ行って見ました︒

﹇各国公館﹈︵名︶1

盛であることは聞いてみたが︑
かっこくこうかん

各國公館

十一梱3

かうして︑とうく合戦小

屋にたどり着いたのが午前十一時︑
みんなはずみぶん疲れてみた︒

﹇滑走﹈︵名︶1 滑走8く

うちゅうかっそう

東交民巷とは各國公館のあ かっそう

る所で︑周園に銃眼のついた壁をめ

十ニー99

渇者

九125

﹇滑走機﹈︵名︶3

滑走機

それ以來︑彼はますます研究
縦に熱中しましたが︑

を重ね︑滑走機を改良して︑其の操

九86

かっそうき

はるかに高く︒

長い滑走の後離陸すると︑や
い せ
がて方向がきまって︑左に伊勢湾が

九樹7

各國

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地
﹇各国人﹈︵名︶1

租界内には︑多敷の日本

そかい

帯である︒

かっこくじん
人

十一柵2國

﹇渇者﹈︵名︶！

←だいかつじ

人を始め各國人が生活してゐます︒

かつしゃ

かつじ

いろくの形の滑走機を作つ

まく空中を滑走することが出鼻まし

た︒

て試験をしてみる中︑翌年の夏︑百

九127

かったり

十敷米も滑走した頃︑機は果

米以上も空中を滑走することが出來

ました︒

九141

︵副︶1

して地面をはなれました︒

かちくと氣ぜはしいのは置

かったりかったり

かったり

時計で︑かったりかったりと大やう

九252

死者と同時にはうむつた曲

玉・管玉などの装飾品や︑鏡・劒・

十ニー52

なのは柱時計である︒
明治三十三年の夏︑二人は︑
かつちう
かつちゅう ﹇甲冑﹈︵名︶1 甲冑

北カロライナ州の砂山のある所を見

立てて︑そこで滑走機の實験をしま

病人が良工を得︑渇者が清

冷な水を得たのにも増して大きな喜

甲屋などが出た︒

かつちう

かっちん

かっちん︑かっちんQ

かっちん︑かっちんQ

かっちんかっちん ︵副︶2 かっちん︑

米以上も空中を滑走することが出來

三183
︽ーメ︾

機は︑風に向かってゆるゆる

滑走し始める

﹇滑走始﹈︵下一︶

三204
1

かっそうしはじ・める

九155

滑

と滑走し始め︑十敷米走って︑ふは
﹇滑走﹈︵サ変︶4

りと空中に浮かびました︒
かっそう・する

︽ーシ・ースル︾

いや︑皆さんの御親切を受

もと此の地方に流行したマラ

十一酩6図

す︒

福田行平かつて鐵眼の

だやうかい

ふ西洋人の命を奪ったこともありま

リアと黄熱病が︑かつては何萬とい

十梱1

かつて ﹇嘗﹈︵副︶5 かつて

十一一川2園 勝手にしろ︒

まことにすみませんでした︒

けながら︑勝手な事ばかり申して︑

七鵬4園

かって ﹇勝手﹈︵形状︶2 勝手

ました︒

て試験をしてみる中︑翌年の夏︑百

いろくの形の滑走機を作つ

した︒

がっしり

がっしりす

九126

びであった︒

十二鵬5

つ＼行く此の家の庭︑ もくせい
今年も咲きぬ ︒

九柵5図圃 學校の道すがら︑ 見
は

十265團私は︑何よりも先づ千丁を
見せてもらひまし た ︒

僕が學校から錦って見ると︑ ンし

がっしり

︵サ変︶1

僕の手は︑がっしりと握られ

十一一柵8

階附の乗合自動車が︑押すな押すな

其の間を︑がっしりした二

がっしり・する

てるた︒

十個3

︵副︶1

こく︒アメリカがっしゅうこくポスト

十一392 午後︑急ぎ足で苗田の門を がっしゅうこく目▽アメリカがっしゅう
出た︒

十一7410

花野

十一塒4 馬下の門を出てから︑正雄
﹇学校園﹈︵名︶1

君が僕に言った︒

がっこうえん
園

﹇学校道具﹈︵名︶1

支度をして︑學校園へお集りなさい︒

九686囹 皆何時ものやうに︑こ＼で る ︽ーシ︾
がっこうどうぐ

走する

でつめかける︒

さうして︑ちやうど飛行機が

それを禮に着けて︑岡の上か
ら一思ひに飛んでみると︑意外にう

九84

水を切って下りて済ます︒

空中を滑走するやうに︑手ぎはよく

學校道具

﹇合戦小屋﹈︵名︶1

合

←ごさんねんのかっせん︒や

配備6

馬小屋

かっせんごや

しまのかっせん・ゆきがっせん

かっせん

九691 大急ぎで學校道具をかばんに かつすけ 与のぎかつすけちゅうい

各國

しまひ︑めいく身詰になって︑校
舎の後の菜園に集った︒
﹇各国﹈︵名︶1

十二伽1 今︑各國で日本語の研究が

かっこく
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がってん一かてる

占めたために︑此の時計全龍が再び

を築いて三度ときの聲を作った︒

を奉ずる尼子勢は出雲に入り︑一城

が成立した︒

三見で︑しかも談笑の中に開城の約

やうこ

事業を感歎していはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

たやうに︑今まで敵に附いてみた蕾

來るか︑それを頼みに勝久は城を守

﹁︿略﹀︒﹂と答

勝久﹇▽

﹁︿略V︒﹂勝久は︑かう言って

ぎょく切腹することになった︒
九892

くわつやく

﹇▽たらぎおおかみのすけかつ

鹿介に感謝した︒
かつもり
もり

いはず︑飛行機が自由自在に空中を
くわつやく

飛んで旅行に︑輸送に︑軍事に︑す
ばらしい活躍を見せてゐます︒

闊葉樹林

十一柵11

くわつえふ

まばらな闊葉樹林を通し

﹇勝頼﹈︹人名︺3 勝頼﹇▽

て︑太陽がじりくと照りつける︒

たけだかつより

かつより

十六日︑勝商は再び山上

にのろしをあげ︑次いで城に入らん

十二761図

とするに︑不幸にして敵兵に嚢見せ

られ︑勝頼の前に引出さる︒

ふ︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十二762図勝頼︑勝商に向かひて言

を殺せり︒

家庭

十一一769図 勝頼︑怒りて直ちにこれ

かてい ﹇家庭﹈︵名︶2

な家庭で︑其の日常生活の間に︑軍

七534国兵螢は︑いはば一つの大き

内地人の商店や家庭では︑

人としての精神をやしなふ所なので

す︒

島民をやとってみる所がたくさんあ

十351国

ります︒

家庭生活

近代毒心を家庭生活に鷹用

こ＼で開かれたオリンピッ かていせいかつ ﹇家庭生活﹈︵名︶1
ク大會に︑日本の選手がめざましい
くわつやく

十二鵬9

さいがうたか

い話題になってゐます︒
かつ
﹇勝安芳﹈︹人名︺1 勝
やすよし

安芳

かつやすよし

江戸城は︑官軍方の西郷隆
盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回の

もり

十二柵2

テ︾

か・てる ﹇勝﹈︵下一︶1 勝てる

である︒

︽一

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの

することに力める彼等が︑一面には

活躍をしたことは︑今も町の嬉し

九543團

くわつえふ

千敷百人の乗員が︑號令に從 九餌10 此の聲が四方に呼掛けでもし かつようじゅりん ﹇闊葉樹林﹈︵名︶1

つて規律正しく活動する其のさまは︑

臣が︑績々と勝久の所へ集った︒

勝久は危くのがれて︑再び京
毛利攻めの御先手に生り︑

れば︑たゴ心に欲しと思ふのみにて︑

秀吉の援軍が今日由るか明日

に︑出雲一國を頂きたうございます︒

若し職功がありましたら︑主人勝久

九874園

都へ走った︒

一時間齢りも活動した後であ 九868

でもない︒

﹇一豊﹈︹人名︺7

一豊﹇▽

るから︑食事のうまいことはいふま

九383

いかにも目ざましい︒

きりつ

九355

活動することが出歯たのだと思ふと︑

の地で齪暴を働い た ︒

十二317 かつて陽虎といふ者が︑此
イタリヤもかつては其の例

にもれなかったが︑今は殆ど其の跡

十二梛1一
を絶ってしまった ︒
黙露 量 は ︑ 要 す る に 筆 算 に

よる代敷學であって︑これによって︑

十一一欄11

かっとよ

やまうちかつとよ

支那の敷學が未だかつて及び得なか
つた高い域にまで進むことが出來た

九401図

つた︒

一豊︑たゴ

に言ふを︑一豊の妻聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂
と問ふ︒

九407図

へたるま＼︑腕をこまぬきて又語ら
ず︒

活濃

くわつばつ

くわつばつ

又無邪心で活濃なアメリ

﹇勝久﹈︹人名︺7

永禄十二年六月の或夜︑勝久

かつやすよし

日頃貧しと聞きし一豊が︑

かくて︑かの馬は一豊のも

九413図 一豊︑﹁︿略﹀︒﹂となじる︒ かつやく ﹇活躍﹈︵名︶2 活躍
しや
一豊は妻の深き志に謝せり︒ 九174 今では︑大陸といはず大洋と

九二6

えいろく

あまごかつひさ

かつひさ

のにも︑すっかり感心しました︒

カの子供が︑教室ではお行儀のよい

九548困

むじゃき

﹇活発﹈︵形状︶1

よくもか＼る名馬を求めしものぞ︒

九436図圏

のとなりぬ︒

九427図

九427図

弓折れ矢蓋きて︑勝久はいさ

空しく家に蛉りぬ︒

﹇豊は︑わけて家も貧しけ 九883

のである︒

がってん←・ごがってん

活動

七844 主水は︑此のことばを聞いて︑ 九405図 ﹁︿略﹀︒﹂とひとり言のやう 九887

かっと ︵副︶1 くわつと

﹇活動﹈︵名︶5

︿わっとなった︒

かつどう

八緬5 ﹁たこ﹂は︑すばらしい活動
をします︒

隊を解いて︑自在の活動に移った︒

十一鵬9 戦闘機は︑何時の間にか編
十一鵬7 戦闘機の活動は︑なほ績い
てるる︒

古都としてよりも︑現代都市として

十二枷4 ミラン・ローマ︒ナポリは︑
最近の活動にめざましいものがある︒

活

十二悩11 大自然は︑今春の喜びと活 かっぱつ
﹇活動﹈︵サ変︶4

動によみがへらうとしてるるのだ︒

︽ーシ・ースル︾

かつどう・する
動ずる

八襯3 しかも其の雨手は︑ピヤノで
もひくやうに︑始終活動して居ます︒

九314 ねぢは︑自分がこ＼に位置を

かど一かなしみ
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かな

十371図圏

六354 尊の御勇武を︑聞傳へて知つ
て居ましたので︑一通りではとても

古のふみ見るたびに思

あしひきの山のは出つ

る月かげに大海原の波を見るかな

十二22図圃

ふかなおのが治むる國はいかにと

十ニー3妊孕

春の海ひねもす

ころぶ人を笑うてころぶ

勝てない︑だましうちにする外はな

門口

のたりのたりかな

雪見かな
ぶそん
十一梱1図圏 蕪村

﹇門口﹈︵名︶3

几﹀いわかど ・ ひ と か ど ・ ま ち か ど

いと思ひました︒
かど

かどぐち

六685 ばくらうが牛を連れて吊りか
けると︑うち中の者は︑みんな︑門
口に立って見送りました︒

うねび山たかきみいつをあふぐ今日

金

金網で園んだ中に︑黒や黄

二527園
ン︒

セン︒

二563園

三287囹

風サンニハ︑カナヒマセ

すが︑ヤップのカナカ族程︑昔風な

のはないといはれてゐます︒

カベサン油凪︑カナヒマ 十295囲 ヤップのカナカ族程︑昔風

かな
一切白木づくりで︑金の金

かなし・い ﹇悲﹈︵形︶6 かなしい

の外には︑何のかざりもありません︒

具が︑きらきらとしてゐますが︑そ

五92国

なのはないといはれてゐます︒
かなぐ
いくらおなかをふくらかなぐ ﹇金具﹈︵名︶1 金具

此のまこころが︑神のおぼし

ませても︑かなひませんよ︒
六613

一夜︑

大風が起って︑海はわき返った︒

めしにかなったのであらう︑

汽車や自動車もかなはぬくら
今は逃ぐることもかなはず︑

四367園 今お別れ申すことは︑
まことにかなしうございますが︑

いたし方がありません︒

じっと空を見て居ると︑小鳥

をして︑じっと空を見上げまし

四624園 それがかなしくて︑泣い
てるるのです︒
四燭6 天人は︑悲しさうなかほ

た︒

が︑幾群も幾群も︑悲しさうな聲で

望がかなって︑宣長が眞淵 六875

六鯉1

すると︑今まで悲しさうだつ

く︑しくく泣出しましたQ

雪舟は︑何だか悲しくなって︑とう

六⁝川3 こんなことを考へて居ると︑

鳴きながら︑飛んで行きます︒
かなへる

を新上屋の一室に訪ふことが出來た
﹇適﹈︵下一︶1

朝起きるから夜寝るまで︑

た雪舟の顔は︑だんだん晴れやかに

悲しみ

鐵眼︑此の状を目撃して

年も積り︑悲しみも積つ

て︑見るかげもなくなった此の老い

十二即11圏

悲しみにたへず︒

十一価4図

﹇悲﹈︵名︶2

ふこと︑一切男節に從ひ︑二上にか

カナカ族はどの島にもみま

かなしみ

なって弾ました︒

カナカ族

ヤップでは︑色の黒い︑膿

︵名︶3

十293國

かけました︒

のたくましいカナカ族をたくさん見

十292国

カナカぞく

なへよといふのである︒

見ること︑聞くこと︑言ふこと︑行

十二3711

︽ーヘヨ︾

かな・える

のは︑それから数日の後であった︒

十一7010

に路を攣へて逃れ去らんとす︒

十﹇575図南はかなはじと︑にはか

恐るく後に從ひて其の家に至る︒

九慨8図

みの速さですから︑

八75

七76！園今日の供はかなはぬ︒

はとてもかなはぬ︒

十二211図蟹此前にたまぐしとりて 七338園 かうなっては︑お前たちに 悲しい ︽1・ーウ・ーク︾

のですが一あなたは演奏會へ行つ
かな

十一旧5園今ちよつと門口で聞いた
てみたいとかいふことでしたね︒

矢車に朝風強きのぼり
夏山の大木倒すこだま
壁立てるいはほとほり
金あみ

ぶらんこをして居るのもあり

﹇金網﹈︵名︶2

きつね

十一悩5

けつこをして居るのもありました︒

ました︑金あみをつたって︑二つか

五379

網

かなあみ

て天地にとゴろきわたる瀧の音かな

あめつち

十二鵬1図圏

かな

十二㎜5図圃

かな

十二欄4図面

寒かな

十二2011 門ロから子供がたこを持つ 十二旧1図畜犬が來て水のむ音の夜

門松

て出ると︑そこにるたあひるがよち
﹇門松﹈︵名︶2

よちと逃出す︒

かどまつ
払ちあひなほぶみ

十榊8 明治時代の學者であり︑歌人
であった落合直文が︑元旦に門松を
よんだ歌である︒

十梛8 二本の門松の中︑其の一本を
以て聖血の萬歳を祝し奉り︑其の一
本を以て親の長言を祈らうといふ意
﹇仮名﹈呂かたかな・ひらがな

味で︑

︵終助︶15

かな

かな

かな

八掴5図園まことの大嵐かな︒

色の狐が︑きょとんとして︑目を輝

あめつち

か

調乳︑カナヒマセ

カナフ

九1910図園
危 きことかな︒

雲サン

︽ーッ・ーハ・ーヒ︾

﹇適﹈︵四・五︶1一

かしながら遊んでみる︒
えもの

ン︒

二497園

なふ

かな・う

九737図圖天地の大いなるかな︒
＋310図圃
神風の伊勢の内外の宮柱

九㎜6図園 よき獲物かな︒
ゆるぎなき世をなほ祈るかな

十365図圏 何着ても美しうなる月見
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かなしむ一かならず

の果を︒

折から︑農場の鐘が﹁かあ

に煙って見える︒

十一796

十二欄11

さうして︑彼方には︑おと

ぎ話の國の都を思はせるやうな上屋
根や尖塔の甕える水の都が浮かんで

カナシム

見えるのであった︒

﹇悲﹈︵ 五 ︶ 一

ん︑かあん﹂と長く尾を引いて廣野

かなし・む

の彼方へ消えて行った︒

其の頂が朝顔形に開いたの

南面は屈斜路湖を見下す彼 かなとこぐも ﹇金床雲﹈︵名︶2 かな
十一掴11

とこ雲

南西︑廣安門の彼方に︑こ

武者二十騎ばかり︑源家の白旗押立

巻雲のかぼそい女性的な美

要もとしめて︒

かなめ

十二578園

かう廣げて︑此の金物で

要もとしめては︒

じっとしめるによって︑要もとしめ

十二5711園

てでござる︒

十二617園

十﹇328

其のすかしぼりの金物の下

かなもの ﹇金物﹈︵名︶5 金物

其の美しい光彩が︑金色の

に︑玉轟の羽が敷並べられ︑

十一329

金物のすかしを通して見られたので

あるといふ︒

十二579園かう廣げて︑此の金物で

六716 ﹁︿略V︒﹂と︑もう一度金物屋

かなものや ﹇金物屋﹈︵名︶2 金物屋

物でじっとしめます︒

十一一618園かう廣げまして︑此の金

てでござる︒

じっとしめるによって︑要もとしめ

十一3210 今は金物も古びて黒くなり︑

﹇仮名文﹈︵名︶3

父毎時が願ったやうに︑若

假名文

かなとこ雲は︑如何にも壮大で︑強

う︒

小さい鍋を返し︑大きい鍋を

へ行きました︒

六719

受取って︑おばあさんが︑もう五十

銭彿はうとしますと︑金物屋の主人︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ひましたQ

しかし︑假名文であればこ

かなめ

扇は要ぎはを射切られて︑

空高く舞上り︑二度三度ひらくと
まはりて︑さっと海中に落入りたり︒
かなめ
﹇要言﹈︵名︶3 要もと
要もと

かなめもと

大足が何かたべ物の中にきら

八988図園空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽

出して︑

食事に︑必ず其のきらひな物ばかり

ひな物があると見れば︑三度々々の

七爾1

の間に︑必ず仕上げよとのことだ︒

七794園殿の仰では︑明日から三日

かならず ﹇必﹈︵副︶13 必ず

かなめ

其の時代の生活を細かく心し出すこ
とが出來たのです︒

そ︑當時の國語を自由自在に使って︑

十一153

つたからです︒

ので︑男は漢文を書くのが普通であ

十一152

當時︑假名文は女の書くも

のやうな假名文は書かなかったでせ

し紫式部が男であったら︑源氏物語

十一151

かなぶん

烈で︑男性的です︒

しさに比べると︑積雲や︑入道雲や︑

十一価6

ます︒

したり︑時にひようを降らせたりし

は︑かなとこ雲といって︑雷雨を起

方︑釧路の高原・山岳がうねり績い

原始林の彼方には︑赤々と
あたりはだんく霧が旧い

大木の幹を彼方へ彼方へと

無邊際の彼方から山のや

と見れば︑はるか彼方に︑
であらう︒

東︑朝陽門の彼方に遠く通

とびのやうな敵の敷畳︑多分戦闘機

十一鵬3

ぶきを浴びせました︒

トンの巨船の甲板に︑瀧のやうなし

うにうねる大波が寄せて︑一二二千

十一幽1國

薄く見せた︒

十一伽11

薄く見せた︒

て來て︑大木の幹を彼方へ彼方へと

十一椥⁝11

夕日が傾いてみるのだ︒

十一柵3

て大波の如く︑

十一826

二873犬ヲカハイガッテヰタオ

かなた

彼

︽ーミ︾εおどろきかなしむ

﹇彼方﹈︵代名︶20

ヂイサンバ︑大ソウカナシミマシ
タ︒

かなた

八61 つばめの行先は︑遠いく南

方

の海のかなたです ︒

九斜3図或日︑竹千代︑かなたの御
す
殿の軒端に︑雀の白くひたるを見つ

けて︑﹁︿略﹀︒﹂ と 命 じ ぬ ︒

の芝生遠く廣く績き︑憂いとはるか

しばふ

十49図 やがて木立遠ざかりて︑緑

﹁︿略﹀︒ ﹂ と 指 さ す 彼 方 ︑ 眞 直

なる彼方に︑寳物殿を望む︒
十鱈4

な杉の木立を傳ふやうに︑白い物が
上から下へと走ってみる︒

しろ
出しては︑潮を吹く二頭の大きな白

＋佃6はるか彼方に︑代るぐ背を
ながす

十ニー84

州があり︑南西︑廣安門の彼方に︑

長須鯨を見つけたからである︒

主命5 箱根山から伊豆山へ越えて行

これも遠く盧溝橋があるのである︒
れも遠く盧溝橋があるのである︒

うこうけう

十四ー85

ろこうけう

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打
寄せてみるのが見えるといふ︑書の
やうな歌である︒
しばふ

てて彼方に現れたり︒

八㎜6図

暮れやすい秋の日は早くもかなめぎわ ﹇要際﹈︵名︶1 要ぎは
池の彼方に没し︑老松のあたりには

十二461

もう夕やみが迫ってみた︒

し

正面建樋門をへだてて︑檜皮葺の紫

ひはだぶき

十︸79 松青く芝生遠く亡く彼方︑
廣殿が尊く拝せられる︒

しんでん

れ︑其の擬寳珠の一つく薄れて行

ちぼうしゅ

十一1110 三條の大橋が朝もやに包ま 十二497図此の日思ひもかけぬに︑
く彼方には︑川沿ひの柳が夢のやう

かなり一かね

462

は︑必ず射落す程の上手なり︒

九26 それにしても︑毎年花は必ず

も︑もう太陽はうらくとのぼって
みる︒

カナリヤ

けれども︑家々の窓も障子

︵名︶一

十二欄2

カナリヤ

力ニ

ハ︑ユルシテヤリマシ

ノクビヲキラウトシマシタ︒

﹁たかあしがに﹂といふ覗き

二294

タ︒

空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ﹂

も一せいに明けはなされて︑どこか

九74

八帽2

咲くものである︒

らか︑カナリヤのさへづりが朗かに

かぬ

かには音樂家ですね︒

尋はかりかぬ・もとめかぬ

八粥4圏

なかにが居ました︒

聞えて罷る︒

力ニ

ハ︑ニギリメシヲヒ

カニニタノンデ︑カキノ
カニハ︑ウチヘカヘッテ︑

ニマキマシ

ニキ

一ツモヤリマセ

博そうみんなの氣に入りまし

今年は︑思ったより豊年だ

ついては︑お禮のしるしに︑

ばうしう

小袋の方のは︑私どもの主

主人はなさけ深い人ですか

叱るやうなことはないと思ひます︒

ら︑此の金をあなたにさし上げても︑

七擢1囹

人が國へ送る金です︒

七瀬9囹

此の財布に入れて來たのです︒

間の者が國へ送る金をあづかって︑

行って︑れふをして居ましたが︑仲

七梱7園はるぐ房州へ出かせぎに

います︒

此の金を半分だけさし上げたうござ

七伽5園

ふ通りに金を出さう︒

つたから︑思ひ切って︑向かふの言

六666園

さねばなりませんでした︒

たが︑かへるとなると︑大分金を出

六657

おかね・こがね・はりがね・ひきがね

アル日︑サルト力ニガ︑ かね ﹇金﹈︵名︶18 金←あらがね・

かに﹇▽さ

いふ風に飛んでみたいと思ひ︑いろ

カニ

九㎎9 寒い冬の日でも︑ 一日に一度

マシタ︒

ニハ

シマヒニ︑青イカキヲ︑
ニナゲツケテ︑イッテシマ

カニハ大ケガヲシテ︑泣

七去7

旅人が︑わけを話してお禮の

とは思ひません︒

をするやうなことがあっても︑あな

サルハ︑マ降竜キガタベ 七協8園 たとひ︑家中の者がうゑ死

ソコへ︑カニガキマシタ︒

ラレルトオモッテ︑ヨロコンデ

力ニハ︑

たから︑いはれのない金をもらはう

二282

ハサミデ︑サル

二285

力ニノウチヘキマシタ︒

二252

キマシタ︒

二226

ヒマシタ︒

カニ

二224

ンデシタ︒

ベテ︑カニ

二222

サウシテ︑ジブンバカリタ

ヰマスト︑サルガ︑アソビ

二203カニガ︑下カラナガメテ

タ︒

カキノタネヲニハ

ニー77

タネト︑トリカヘテモラヒマシタ︒

ニー7一

ロヒマシタ︒

一一165

山ヘアソビニイキマシタ︒

ニー62

るとかに・たかあしがに

﹇蟹﹈︵名︶14

く工夫をこらした人は︑かなり古

それが果して何轟であるか︑

正暦五年十二月十日過ぎの

曲折した道は︑かなり長く
かなり正しい登音である︒

かに

は︑必ず北斗を連れて運動に出かけ
地平線から次第に見上げて︑

くからあったやうです︒

頭の眞上まで行く途中︑心中邊より

九欄2

ました︒

少し低い所に︑かなり大きな星が一

十価5圏 必ず︑氣をつけます︒
たりと聞かば︑汝︑これを白主に持

十一964図主我若し彼の地にて死し

ところで︑大空の外の星は︑

つ見えるのがそれです︒

十981

しやうれき

聲であることを感ずる︒

はっきりはしないが︑かなり多敷の

九伍10

て行きます︒

時刻によってかなりあり場所が攣つ

九湿8

編りて︑必ず日本の役所に差出すべ
し︒

ず人にほめられるときまってはみな

十二353圏 細工のうまい大工が︑必
い︒

十二356園道の修つた者が︑必ず人
に用ひられるとはさまってみない︒

或日︑京都では︑雪がかなり降りま

十二456 しかし︑自分の氣持を知つ
てくれる子供たちや家臣の者は︑後

かうよう

用

した︒

それ以來︑追々汽車の効

がみとめられ︑炭坑などではかなり

十儒9

を織いで必ずこれを成し遂げてくれ
るであらう︒

用ひられるやうになったが︑まだ旅

十二459 尊皇の大義に︑すべての人

客や貨物を運ぶには至らなかった︒

ひたすらに法隆寺へとあこ

が目畳める時が必ず來るに違ひない︒

た︒

十二伽7

績いた︒

十一捌10

雪渓が見下された︒

足もとには︑かなり大きな

は︑でこぼこの道をかなり快く走つ

がれる私の心を乗せて︑乗合自動車

十一253

十二663 門をくゴる度に︑坂道は必
ず右か左へ曲折す る ︒

かなり

十二764誓言 さらば我必ず重く汝を
﹇可成﹈︵ 副 ︶ 1 2

賞せん︒

かなり

を生けるせみか︑途中で死んで錦つ

八108 たゴあの小さい禮で長い旅行 十一伽7
て來ないつばめも︑かなり多いとい
ふことです︒

九39 朝かなり早く起きたつもりで

463
かね一かの

金を出さうとすると︑

七伽6囹 紀州の男は︑急いで國へ蹄
つて︑其の金を間違ひなく届けるや
うにいたせ︒

七輪8 さうして︑はうびの金をたく
さん與へた︒

九403図園 さてく︑金なければせ
ん方なけれど︑あれ程の名馬︑武士
として手に入れたきものなり︒

金ぞ︒

九415図園 そもくこれはいかなる
九417苦業 我等年久しく貧に苦しみ
たるに︑御身は︑何とて此の金のあ
ることを今日まで我に語らざりしそ︒

時 ︑ ﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄とて︑父より渡されし

九423図園 わらは︑此の家に参りし
は此の金なり︒

十493図 研究に費す金は次第にかさ
み︑しかも工夫に心を奪はれては︑
自ら家業もおろそかならざるを得ず︒

がなる︒

八306圃

かね
橋の下を︑ 鐘を鳴らして

貨物列車が行く︒

くわもつ

一日を遊び暮し︑遠く入相の

﹁かへらじとかねて思へ

これこそは︑我が道を傳へ

少ししてから︑かの人夫は︑

其の五番目の舞を舞ったのが︑

かの扇を射落す者は無き

かのするどき矢を差さし

女の子は︑たゴじっと見まも

かくて︑かの馬は一豊のも

で車禮は上下に激動するが︑かねて

かの﹁ブッポウソウ︒﹂の聲の主は︑

たゴ﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

の間盛に高い木から木へ飛んで︑

夜出て鳴きます︒

鍛へに鍛へた我が腕︑射撃は正確で

こんやく

︵フランス王に︶大王︑

我はた＼

昨日の敵は今日の友︑

へっ︑彼の防備︑ 彼はた＼へっ︑

語る言葉もうちとけて︑

十906図醐

我が武勇︒

れをお果しになるおつもりか︒
n▽おかねもち

コー二は﹁顔かたちの

に怪しまれ︑或は一命も危からん︒

異なる君︑若し彼の地に行かば︑人

十一9510図園

﹇▽なみおよぎかねみつ

かねる

かねみつ

﹇兼﹈︵下一︶1

やっぱり大きい方にしよう︒

たりと聞かば︑汝︑これを白川に持

六715園大は小をかねるといふから︑ 十一963図園 我若し彼の地にて死し

まちかねる

ネル︾n＞たえかねる・つくりかねる・

か・ねる

かねもち

︽一

末娘とのかねての婚約︑あなたはそ

十二襯4園

ある︒

此の色の美しい佛法僧は︑書

のとなりぬ︒

九427図

を見つけて︑﹁︿略﹀︒﹂

つてみたが︑やがてかの小さなねぢ

九2610

め給ふことよ︒

九1910図園

か︒

八983図園

かの萬壽姫であったのです︒

八374

へ行って見た︒

何氣なしに先程渡し賃を孚つた場所

七価4

まりのやうに投げつけた︒

ばひ取り︑かの大男を引つつかんで︑

七587 雷の如き聲と土ハに︑御越をう

此の國に居た悪者のかしらは︑かの ﹇彼﹈︵連体︶17 かの 彼の

かねて︑尊の御勇武を︑聞傳へて知

六353

かねてから︑此の野原を團ん

つて居ましたので︑

六365

で待ちかまへて居た悪者どもは︑一

かね

九42
鐘のひゴきを聞いても︑なほ長堤の

﹁︿略﹀︒﹂とは︑久田船長が︑

度に︑草に火をつけました︒

り︒

十二308

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

十一689

或夏の半ば︑宣長がかねて

ば﹂の和歌を書残したるは此の寺な

十一36図

言葉であった︒

かねてから其の妻に言聞かせてるた

十774

櫻は︑夕日に映じてはなやかに咲績
かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑

いてるる︒

九344

東山三十六峯げに笑ふが如

當直將校が元氣のよい聲で號令をか
ける︒

十一118
かね

く︑堂塔こ＼かしこに聲えて︑書夜
ごんぎやう

今しがた三時を告げた時計

勤行の鐘がさやかに聞かれる︒

十一772

折から︑農場の鐘が﹁かあ

皇の鐘の音を追ひながら︑

十一796

得るたゴ一人の弟子だと︑孔子はか

かね子

十二834

ねてから深く信頼してみた︒
柿くへば鐘が鳴るなり

ん︑かあん﹂と長く尾を引いて廣野

︹人名︺1

さやうなら

かね子様﹇▽い

地面がでこぼこしてみるの 九657

の彼方へ消えて行った︒
十一一籾10図圃
ほふりゆう

法隆寺

かねこ

六138國

さよ子様
︹人名︺1

かね子
かねこさま

ろガラス・ふたガラス・まどガラス︒
まどガラスごし

さよ子
かねて

十月十八日
﹇予﹈︵副︶8

ね子檬

六122囲
かねて

か

十月二十日

研究したいと思ってをります︒

＋一易園私は︑かねぐ古事記を

十﹁価8図囹喜捨を受けたる此の金︑ かねがね﹇予予﹈︵副︶−かねぐ
これを一切纒の事に費すも︑うゑた
る人々の救助に用ふるも︑蹄する所
は一にして二にあらず︒

十二旧3 貸した金を返せと言って︑
甲がさいそくする ︒

十二佃9 どちらの主張が正しいかを
判断し︑金を返せとか︑返金を請求
するわけには行かないとか︑言渡す︒
かね

つりがね・はやがね・われがね

かね

かね ﹇鐘﹈︵名︶8 かね 鐘 鐘←

三倣1圏 こうんとお寺の

かのうもろひら一かぶる

464

露りて︑必ず日本の役所に差出すべ
し︒
十一撹10 さうして其の夜はまんじり

ひのかは

ともせず机に向かって︑かの曲を譜
に書上げた︒

﹁︿略﹀︒﹂と頼みました︒

かひつ・する

﹇加筆﹈︵サ変︶1
さうかう

加筆

大日本史の草稿に加筆して

甚次郎︑此の冑は祖先傳來

冑がかざってある︒

の寳︑これをお前にゆつる︒

九753園

ねらひ違はず︑彌五郎が

胃の眞．向くだきて︑眉間の眞中に

かぶと

十176図

ぐさと射込みたりければ︑物をも言

はず兄弟同じ枕にたふれたり︒
かぶと

砲を切った刀︑︿略﹀など︑日本刀

十一鵬6其の外︑冑を切った話︑鐵

の鋭利を物語る傳説は敷へるにいと

空は水のやうにすんで︑風は

あるといふ程でもないが︑花びんの

まがない︒

七梱1

に讃返した︒

文箱から一通の書面を取出して静か

みた光囲は︑ふと思ひ出したやうに︑

みつくに

十二4210

彼女は文學の天才であった する ︽ーシ︾

ばかりか︑婦人としても︑まことに

十一148

←しらかば

圓漏な︑深みのある人でした︒
かば

大君の

かへりみはせじ︒

山行かば草むすかばね︑

み
十二971図圃海行かば水つくかばね︑かびん ﹇花瓶﹈︵名︶1 花びん

へ

十二38図囹此の川は古の簸川にし かばね ﹇屍﹈︵名︶4 かばね
て︑かのをうち退治の証言あるは︑

此の川の川上なり︒

あめつち

がぶく

ないやうな︑おいしい酒ですか
ら︑﹁︿略V︒﹂といって︑がぶく
のみました︒

酒を見つけて︑八つの頭を八

冑

つの桶に入れて︑がぶくと飲みま

五235

かぶと
かぶと 冑

した︒

すると︑傷うかしは︑物も言

る︽ッ・ーリ・ール︾

かぶ・る ﹇被﹈︵五︶10

にいさんのばうしをかぶ

僕は︑帽子をかぶって︑一も

くさんに走って行った︒

五853

いって︑おわらひになりましたQ

ると︑おとうさんが︑﹁︿略V︒﹂と

四167

イッテ來マシタ︒

二395 オトナノバウシヲカブッ
テ︑大キナカバンヲモッテハ

カブル かぶ

八切烏をめがけて︑ひようと放ちま

はず︑かぶら矢を取って弓につがへ︑

六17

かぶらや ﹇鏑矢﹈︵名︶1 かぶら矢

の際にかしこまる︒

に︑義経は冑を脱ぎ︑弓取直して幕

かぶと

の入量るを今やおそしと待つところ

十二513図頼朝は上座にひかへ︑弟

す＼きがゆれて︑其のかげが畳の上

︵副︶2

丑vきりかぶ・じつかぶ・にじっか

にちらついて居る︒

かぶ

山行かば草むすかばね︑

邊にこそ死なめ︑

十二972図圏

十二78図 かの建御雷命が大國主命
と倉見し給ひしは︑此の所なりとい
十一一975

かばん

四685これまでのんだことも

がぶがぶ

山を進んだならば︑草の生 ぶ

過半

カバン

﹇兜﹈︵名︶7

した︒

かぶと

しかし︑乗客・船員の過半は︑

﹇過半﹈︵名︶1

﹇鞄﹈︵名︶5

オトナノバウシヲカブッ
イッテ來マシタ︒

テ︑大キナカバンヲモッテハ

二396

かばん

からうじて助ることが登竜た︒

十766

かはん

側で死なう︑かへりみはしない︒

えるかばねとならばなれ︑大君のお

十二976

たるかばねとならばなれ︑

海を進んだならば︑水にひ

ふ︒

十二㎜8 他の青年たちは︑にこにこ
しながら︑半ば不思議さうに︑私と
日本は︑︿略﹀︑彼の國のや

かの青年の顔を見くらべてみた︒
十二研8

うに︑算木による方法を捨ててしま
ふことはなかっ た ︒

十二欄10図下關海峡西口に殴りて明
滅する燈光を望みつ＼︑かの助左衛
門の昔を思へば︑誰か其の先見と義
﹇加納諸平﹈︹人名︺1

氣に感ぜざらん や ︒
かなふもろひら

かのうもろひら

且vじゅうだいのかぶと

四777 その間に︑三ちゃんは︑
かばんを取りに行きました︒

四696 このやうすを見た頼光た
ちは︑持って來たようひやか

かなふもろひら

ぶとを取出して︑身じたくをし

加納諸平

十二欄10 加納諸平 壁立てるいはほ

んに入れて︑はいたつに出まし

くまで
敵は船中より熊手を以て︑

な鹿の角と三日月の前立との附いた

をかぶって出て來ました︒

九751床の間には︑すばらしく大き 七426 又︑新しい芽が︑頭に黒い皮

引倒さんとす︒

義纒のかぶとに打ちかけ打ちかけ︑

八慨！図

ました︒

四784三ちゃんは︑それをかば

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑僕はかば

さうして︑大急ぎで學校道具
なって︑校舎の後の菜園に集った︒

をかばんにしまひ︑めいく身輕に

九692

んを下す︒

六219

た︒

とほりて天地にとゴろきわたる瀧の
彼女

清少納言 も ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 心 の

﹇彼女﹈︵代名︶3

音かな
かのじょ
乳腐6

中に思ひましたが︑負けぎらひの彼
女 は ︑ 官 女 た ち に︑﹁︿略﹀︒﹂と言つ

て動きません︒

十脳8 彼女はお庭師を呼んで︑
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かべ一かまう

間から︑小さい本葉が柔い毛をかぶ

七451 最初に出たのは︑もう二葉の
つて出て來ました︒

五丈ばかりは︑こけむしたる岩石︑

あめつち

壁ぎは

て天地にとgろきわたる瀧の音かな
﹇壁際﹈︵名︶1
しんだい

両側には寝衣が並び︑壁ぎ

﹇壁﹈︵名︶3

カベサン

ソレバカベサンデス︒

力ベサンニハ︑カナヒマ

ケンメイニナッテフイテモ︑カ
ベサンバヘイキデヰマス︒
二563園

下方

忽ち我が編隊群の下方に︑

﹇下方﹈︵名︶2

セン︒

かほう

十一鵬7

十504図或日の夕︑あわたゴしく窯

と叫びつ＼︑手下り次第に物を運び

場より走り出でたる彼は︑﹁︿略﹀︒﹂

其の夜︑喜三右衛門は︑窯

て︑窯の火にことごとく投じたり︒

十506図

鶏の聲を聞きては︑はや心

のかたはらを離れざりき︒

も心にあらず︑窯の周遊をぐるく

十507図

と廻り歩きぬ︒

胸ををどらせつ＼やをら

窯を開かんとすれば︑今しも朝日は

十5010図

なやかにさし出でて︑窯場を照らせ

り︒

一つ又一つ︑血走る眼に見

つめつ＼︑窯より皿を取出しみたる

十512図

彼は︑やがて﹁︿略﹀︒﹂と力ある聲

に叫びて立上れり︒

トホイタンボヘ

カマヲカツイデ︑

イ

ア

一︻147圏 カマキリヂイサン︑ イネ

かま ﹇鎌﹈︵名︶一 カマ

二562園イクラ私ガイッシャウ

ニ556園

かべさん

が︑きちんと置いてあります︒

はには棚があって︑めいめいの持物

七523國

かうして︑三日目には︑もう かべぎわ

まことにありがたい︒

七812
左官が壁をぬって居た︒

壁の如く突立ちたり︒

八171園 それ程首がほしいなら︑明 八667図 されど︑これより下︑十四
日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑赤
周園の壁やガラス戸棚には︑

い着物を着て︑こ㌧を通る者の首を
取れ︒

九2410

いろくな時計がたくさん並んでゐ
る︒

ひの間は家の中がむっとして︑柱も

に集って居ると︑果して赤い帽子を

八176 翌日︑蕃人どもが役所の近く

壁も︑さはるとどうやら熱氣を凹い

暑い日がやっと暮れても︑よ

三訂7 其の平たい燈に︑ちよつと砂
てるる︒

九枷5

をかぶると︑上から見ても︑どこに

かぶり︑赤い着物を着た人が來た︒

居るか見當が附きません︒

よし書置はどんなに暑からう

上方に︑こもぐ花火のやうな白煙

九㎜1

うにかぶって蹄って來ました時︑

とも︑日光はかすかに黄色味を帯び

十柵10園 其の使が︑お盆を帽子のや

十二槻8 一だんと大きなはんの木の

家僕

後︑下方から迫る敵機の機
﹇家僕﹈︵名︶1

カリニ︑

ゼミチヲ︑

願の通り家名の庭︑御

ソギマス︒

十二悦2國団

かぼく

關君長だ︒

十一捌6

が上る︒

夜は︑そろくこほろぎが家

いで見える︒

て︑壁や塀の強い反射が幾分やはら

間に︑かぶった白い手拭が見える︒

九伽10

nvしらかべ

かべ ﹇壁﹈︵名︶16 カベ かべ 壁

の中へはいって︑床の下や壁の中で
くすのきまさつら

聲古酒く鳴き立てる︒

繋止あらせられ候はば︑私は申すま

を洗って︑がまのほをしいて︑
その上にころがるがよい︒

下欄1園早く川の水でからだ

がま ﹇蒲﹈︵名︶1 がま

でもなく一門家僕の者共︑深く朝恩

正平の昔︑楠木正行が︑

かぼそい

決死の士百四十三名の名を壁に書連

﹇細﹈︵形︶1

巻雲のかぼそい女性的な美

かま・う ﹇構﹈︵五︶5 カマフ かま

タ︒

イッシャウケンメイニヲドリマシ

カマハズウタヲウタヒナガラ︑

オヂイサンバ︑ソレニバ

二667

ふ ︽ーハ・ーヒ・ーフ︾

かま

底は鐵のかまです︒

﹇釜﹈︵名︶1

かなとこ雲は︑如何にも壮大で︑強
かま

烈で︑男性的です︒

しさに比べると︑積雲や︑入道雲や︑

十一価4

︽ーイ︾

かぼそい

ね︑﹁かへらじとかねて思へば﹂の

壁上にゑがかれた壁圭里の

直交民巷とは各國公館のあ

る所で︑周園に銃眼のついた壁をめ

十ニー910

も亀裂を生じてはみるが︑

きれつ

折々︑それはもちろん所々はげ︑壁

十一322

和歌を書残したるは此の寺なり︒

を仰ぎ早事と存じ参らせ候︒

十一35図

二566 ネズミノオトウサンバ︑
力ベノ所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
イヒマシタ︒

二575 カベモコトワリマシタ︒
二585カベハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマ
シタQ

ころ︑こ ろ ︑ こ ろ ︑ こ ろ ︑

五925圃 かべのわれ目で︑ こほろ
ぎが︑

鳴いて居る︒
六二4 はげしい震動に︑此の家も︑

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地

九価4

壁立てるいはほとほり かま ﹇窯﹈︵名︶5 窯

たちまち壁はくつれ︑屋根瓦は大て

十二衛11図圃

帯である︒

壁に圭 旦 を か い て も ら へ ば ︑

い落ちてしまった ︒
七147園

かまう一かみ

466

きながま口を取出して卑したが︑中
かまど

﹇竈﹈︵名︶2

かまど

父がかますを織ってみる︒

太った人が︑ふところから大 十665 別な部屋では︑息子を相手に

には︑穴のあいたニッケル貨がたつ

十137

三欄4園 何︑かまふものか︑ぼく
たちがっかまへたのだもの︒

ンスル ︽ーシ︾

デモ︑

ワラハナイデ︑ジッ

トガマンシテヰマシタ︒

二423

十二964

上は天皇の御製を始め奉り︑

昔︑仁徳天皇は︑︿略V三年かみ ﹇上﹈︵名︶1 上

の問租税．を免じて︑民のかまどの煙

そぜい

七728

2

約四千五百首を二十巻に牧めたのが

暫時の殆どあらゆる階級の人々の作︑

さ

ゑ

かみ

﹇神﹈︵名︶14

あまてらすかみ・うじがみさま・おお

神←あにがみ・

の立つやうになったのを号そうお喜

き

萬葉集である︒

びになりました︒
かまくら

廣い平原には︑民家のかま

鎌倉
かまくら

︹地名︺2鎌倉鎌

かまほ

どの煙があちらこちらに立上り︑
かまば
﹇窯場﹈︵名︶5 窯場 窯場

出でたる彼は︑﹁︿略﹀︒﹂と叫びつ＼︑

手心り次第に物を運びて︑窯の火に

胸ををどらせつ＼︑やをら

ことごとく投じたり︒

十511図

﹇鵬﹈︵名︶1

かまめ

て︑しばし窯場にこをどりしぬ︒
かまめ

神のたふとい

御心なの

彼等は呉鳳を神に祭った︒

葬殿に進み︑明治天皇・昭

せう

まり︑扇も少しく落着きて︑射よげ

祈りて︑再び目を開けば︑風や＼静

八㎜2図齢一目を閉ぢ︑一心に神に

か︑ あ＼︑菊の たかいにほひ︒

八633圏

八185

大風が起って︑海はわき返った︒

めしにかなったのであらう︑ 一夜︑

六613此のまこころが︑神のおぼし

かねのかみ

えん

窯場より出でし喜三右衛 かみ・おおがみ・おおみかみ・おもい
門は︑しばし縁先に休らひぬ︒

もん

十477図

かまば

十二撹3

鎌倉

鎌倉 鎌倉

た二枚しか無かったので︑
かまくら

十二目8
十二463
かまくら
倉

かまくら

五鵬4圏 イヤ︑ワタシバ︑モウヂキ
下りルノダカラ︑カマハズ︑オカケ
ナサイ︒

︽一

十二883医 僕︑かまひませんよ︑を
ばさん︒

かまふ

それが萬壽姫で︑木曾に住ん
八408
かまくら

十486図此の美しさに︑しばし見と
ん︑﹁︿略﹀︒﹂とつぶやきて︑忽ち又

れたる喜三右衛門は︑ふと何思ひけ

れない道を一月饒りも歩き惚けて︑

鎌倉宮にまうでては︑

あわたゴしく窯場より走り

窯場へ引きかへしぬ︒

二人は野を過ぎ山を越え︑な

で居りましたが︑風のたよりに此の

宮
み

十二482図韻

悲

十502図

やうやく鎌倉に着きました︒

八411

事を聞いて︑うばを連れて鎌倉をさ

構へる

八641図 平家の軍勢十萬齢騎︑一の

﹇構﹈︵下一︶2

谷に城をかまへて︑源氏の大軍を防

まえる

を下腹の邊に構へて︑じっと鉛色
の水面をみつめる︒

つきせぬ親王のみうらみに︑
憤の涙わきぬべし︒

に見ゆ︒

はさ＼やかな土の家を構へる︒

十二222 かうした楊柳の陰に︑農夫

窯を開かんとすれば︑今しも朝日は
﹇鎌倉時代﹈︵名︶！

十33図

かまくら

なやかにさし出でて︑窯場を照らせ

かまくらじだい

り︒

みなもとのさねとも

れた歌人であった︒
かま
﹇鎌倉殿﹈︹人名︺2 鎌

倉殿鎌倉殿

くコリ

かまくらどの

むらやま

大和には群山あれど︑
あめ

ガマ

國原は煙立ち立
﹇我慢﹈︵サ変︶一

海原はかまめ立ち立つ︒
がまん・する

つ︑

ち二見をすれば︑

とりょうふ天の香具山︑ 登り立

鎌倉殿も忘れ給はぬな 十二捌8図面

かまくら

十二502荘園
るべし︒

十二508図園鎌倉殿に傳へられよ︒
かます

且vふへいがましい
﹇臥﹈︵名︶1

がましい
かます

神風の伊勢の内外の宮柱ゆ

と︑神

と

ゆるしよ

奮御殿・藷御苑は︑もと豊

十一621図会

深き所︒

大神のみことのま＼に︑

島御料地とて︑御二柱の神に御由緒

しま

十59図

かけて祈らせ給へるを︑

るぎなき世をなほ祈るかな

十41図

やくしくぬかつく︒

憲皇太后御参柱の神の御前に︑う

けんくわうたいこう

十備4 源實朝は︑鎌倉時代のすぐ

鎌倉時代

がま口

かまくら

リヂイサン

﹇蝦鳶口﹈︵名︶1

十516図彼は一枚の皿を薄手に捧げ

ニ目5 四 力マキリヂイサン

がまぐち

ソギマス︒

ゼミチヲ︑ トホイタンボヘ イ

カリニ︑ カマヲカツイデ︑ ア

ニー45團 カマキリヂイサン︑ イネ

．ヂイサン

かまきりじいさん ︵名︶一 カマキリ

ニー44 四 カマキリヂイサン

かまきりじいさん ︹課名︺2 カマキ

こ

十備9 砲手は爾足を躇張り︑捕鯨砲 かまくらぐう ﹇鎌倉宮﹈︵名︶1 鎌倉
なまり

︽1へ・iヘル︾﹇▽まちかまえる・みが

かま・える

して上りました︒

﹇構﹈︵下 二 ︶ 1

十二894圏 おれにかまふな︒
かま・う

ロ

ぐ︒

へ︾

讐糀毯

ロ
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かみ一かみさま

神の御子︑代々のみかどの しろ
しめす我が日の本は︑

十一623図二神の御子︑代々のみか
あめ

つち

どの しろしめす我が日の本は︑
神と人和らぎむつび︑ 天と地とは
に幸あり︒

十一844 神の湖の意である︒

十一桝5 まことに摩周湖こそは︑
たゴ神のみがしろしめす神秘境だと
いふ感じを深くさせる︒

十一棚7 刀工が刀を鍛へるに當って
しやうじやう

は︑仕事場を清潭にし︑しめなは
しやうじんけっさい

を張り︑神を祭り︑精進潔齋︑ひ

六512
わ

きちんとはまった時︑巻いた

紙を︑輪ゴムできりくと巻いて︑
動かぬやうにした︒

紙に﹁貸家﹂と書いて張って

ひげも︑一度にまつ白になつ
て︑

こけが

四備1 かみも︑ひげもぼうく
とのび︑かほも︑手足もあか

置くと︑いたづらな子供が︑ぢきに

七軒9

にうづまって︑まるで︑

切揃へた髪が︑ともすると

生えたやうな男でした︒
十一175

なぎさに立ちて昔をしの

べば︑そのかみ此の所にいかめしく

十二82図

向かひあひ給ひけん神々の姿︑今ま

のあたり見るが如く︑

賀茂川の清流に沿うて下賀

上賀茂

十二術10園 お＼︑神々も御照覧あれ︒

十一85

か も

かみがも ﹇上賀茂﹈︹地名︺1

茂の社に詣で︑更に上賀茂の宮居に

おばあさんは︑疲れないやう

破ってしまふ︒

扇のやうに廣がつて︑肩の邊にゆら

詣でる︒

八605
にと︑焼いたするめや氷砂糖を︑紙

く掛るのが目立って美しく見える︒

︽ーリ︾

ナハヲ︑カミキリマシタ︒

メイニナッテ︑ワナノフトイ

一534

ネズミハ︑イッシャウケン

尼さんは子供の髪を撫でな かみき︒る ﹇噛切﹈ ︵五︶一 カミキル
櫛を使ふことをおきらひ

︵五︶1

神風

﹇神神﹈︵名︶2

神々

うざ

さま

草を食取ったあとを見ます

︽ーレ︾

神様

かみさま ﹇神様﹈︵名︶42 神サマ 神

分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

たたけるは︑此の少女を見ると︑自

六292

上座にすわって︑いばって居

かみざ ﹇上座﹈︵名︶1 上座 ‡しょ

ツ人はどこまでもきれい好きである︒

に散らばった紙くづを見たが︑ドイ

十一一撹5 美の都市パリーでさへ︑時

れ︑殆ど紙くづ一つ落ちてみない︒

十一一麗3 街路はきれいに洗ひ清めら

かみくず ﹇紙屑﹈︵名︶2 紙くづ

あるので︑さう考へました︒

と︑かみ切れないで残って居る葉が

五515園

切れる

とたんに︑美しい髪がはら かみき・れる ﹇噛切﹈︵下一︶1 かみ

ふよい髪でせう︒

だが︑それにしては︑まあ︑何とい

十一205園

くし

がら︑﹁︿略﹀︒﹂

十一202

に包んで上げられました︒

た㌦め︑雪にそへてお后にお目にか

十田6 其の間に歌を作って紙にし

紫の君はさも心配さうに︑

けようと︑清少納言は︑

十一241

ひとつち
たすら清らかな心 を 以 て ︑ 一 槌 々 々

水入の水を紙にひたして︑源氏の鼻

たとへ︑あなたがおとう

くと前へこぼれか㌧る︒

十一214
十二柵9園

様でないにもせよ︑此の白い髪やお

﹇噛A口﹈

ほえる者︑叫ぶ者︑かみ合
うちは
ふ者︑ころがって上扇のやうな尾を
︹課名︺2

六目11十神風

かみかぜ

十神風
神風の伊勢の内外の宮柱

﹇神風﹈︵名︶1

六564
かみかぜ

かみがみ

ゆるぎなき世をなほ祈るかな

十39図圃

神風

振る者︑それはそれは大落である︒

十一町1

︽ーフ︾

かみあ・う

ばならないはずだのに︒

どろくにとかされてから︑種々の
これ︑地紙とは此の紙の

ひげを見ては︑お氣の毒だと思はね
こと︒

孝和は︑此の算木を置く方

十一一571園

十二旧10

法から考へついて︑数や式を紙の上
に書きあらはし︑更に文字を記號と
して使ふことをも工夫した︒

かうして︑彼は先づ支那傳
來の算木による方法を︑紙に書きあ

十二佃1

らはす筆算の方法に改めたのである
が︑

かみ合ふ

紙にすかれるのである︒

内地の製紙工場に送られ︑もう一度

かうして出來たパルプは︑

を拭きにか＼つた︒

紙﹇▽あっ

十一欄4

精魂を打込むのである︒

十ニー7図囲目に見えぬ神の心にか
よふこそ人の心のまことなりけれ

十二27図法 人知れずおもふ心のよ
あめつち

カミ

しあしも照らし驚くらむ天地の神
﹇紙﹈︵名︶1 3

がみ・あぶらがみ・じがみ・てがみ・

かみ

ボールがみ

テルバウズヲツクリマシタ︒

一一84 太郎サンバ︑カミデ︑テル

こしらへました︒

三 6 4 3 舟 は ︑あつい紙で二つ
四757 三ちゃんは喜んで︑赤い

紙を小さく切って︑切手をこ
しらへました︒

それがかほにか﹂つた
かと思ふと︑浦島は︑かみも︑

三摺4

四767 花子さんは︑おかあさんか かみ ﹇髪﹈︵名︶7 かみ 髪

ら大きな紙の箱をいたゴいて
來て︑ポストをこしらへました︒

かみさまがた一かみだな
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三304 神さまが︑どうかしてこの

國をもっとひろくしたいと︑
神さまは︑うみの上を︑

おかんがへになりました︒

三313
ずっとお見わたしになりました︒

た︒

すると︑

いふ神檬です︒

五653

一度しなった粟の董

すると︑海の神様は︑海に住

なって︑﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりま

した︒

五悩7

んで居る魚を︑残らず呼集めて︑

大ぜいの神様が︑お集りにな

が︑はね返るひやうしに︑小さい神

五18

檬のおからだは︑ぽんと空へとび上

ほ

をりのみこと

命が︑おれいをのべて︑かへ

村の馬出の神檬の︑

ちんじゅ

しゃいました︒

六142圃

治る御代に︑神檬の

は︑めでたいお祭日︒

ふぐや︑村祭︒

六155圃

恵あ

﹇神様方﹈︵名︶3 神様

思ひかねの神といふ︑大そう

四985この方は︑さきほどお通
りになった神檬方の弟さんで

方

かみさまがた

今日

二つの玉を出して︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

らうとなさいますと︑海の神檬は︑

五伽7

つて居る者はないか︒

誰か︑天の平臥の釣針を持

つて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ごさうだんなさ

ほでりのみこと

昔︑火照命と火遠理命とい
そこへ︑一人の年とった神様

すると︑其の神檬は︑﹁︿略﹀︒﹂

それは︑海の神檬の御殿で
海の神算が︑きっと︑あな
水を汲まうとして︑ふと井戸

五伽1園

いました︒

五悩2

たによい事を教へて下さるでせう︒

五柵7園

す︒

五佃4園

とおっしゃいました︒

五佃5

ねになりました︒

がお出でになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお尋

五柵9

ふ兄弟の神様がありました︒

五糎6

ることになりました︒

大ぜいの神檬が︑お供をなさ

﹁︿略V︒﹂とお聞きになりました︒

思ひかねの神といふ︑下そう

大ぜいの神事は︑手をうつて

五963

りました︒

五23

鏡をお作りになりました︒

三317 そこで︑神さまは︑その國 ちゑのある神檬のお考で︑神様方の
なさることがきまりました︒
に︑太い︑太いつなをかけて︑
五26 或神檬は︑大きい︑りっぱな
ありったけの力を出して︑おひ
きになりました︒
さん作って︑くびかざりのやうに︑

神さまは︑その土地をこ 五27 或神様は︑きれいな玉をたく
ひもにお通しになりました︒

三336

の國につぎあはせて︑國をひ

また︑善神檬は︑山へ行って︑

さかき

五29

ろくなさいました︒

神さまは︑その土地にも

大きな榊の木を根こぎにして︑持つ

三346
つなをかけて︑天略﹀︒﹂と︑力

五64

ひになりました︒

大ぜいの神様は︑どっとお笑

ていらっしやいました︒

につぼん

神さまは︑かうして日本

五43

一ぽいおひきになりました︒

三357

の國をひろくなさったといふ
ことです︒

す︒

あまてらすおほみかみ

お士吾びになりました︒

の中をのぞくと︑美しい神剣のお姿

三487子ドモガナイノデ︑﹁︿略﹀︒﹂

五196天照大神の御弟に︑すさの

すると︑神檬方は︑榊の木を︑

神だな

おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と

を下して下さいました︒

おっしゃって︑神だなからます

四⁝⁝⁝6

さんいつて︑ますに入れ︑神だ
なにお供へになりました︒

四撹6おかあさんは︑豆をたく

かみだな ﹇神棚﹈︵名︶2

ずっと前へお出しになりました︒

五46

なさることがきまりました︒

ちゑのある神様のお考で︑神様方の

ト︑神サマ ニオネガヒシマシタ︒

海の神檬は︑︿略﹀︑急いで行

でした︒

天の神垣がお出でになったと

にちがひない︒

五擢2囹

それは︑きっと︑天の神榛

つてごらんになると︑はたしてさう

五梱9

に申し上げました︒

さうして︑此の事を海の神檬

五24

こんな小さい神様を︑私は︑

五梱8

が︑すみきった水にうつって居ます︒
ある神檬がいらっしゃいました︒

をのみことと申して︑験そう勇氣の

バ︑シンパイシテ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト ︑

三502 オヂイサントオバアサン

轟の皮を着物にして着て居る︑
小さい神檬でした︒

五594

ん︒

五搬6

海の神様が︑それをお聞きに

いふので︑毎日二四︑︿略﹀︑命をお

五五5

神島にお尋ねになりましたが︑返事
それは︑再製名のみことと

もてなしになりました︒

五624園

をなさいません︒

五604 ﹁︿略﹀︒﹂と︑みことは︑その

へんじ

見たことも︑聞いたこともありませ

五599囹

その時︑大ぜいの神檬が 五596園小さい耳管だなあ︒

毎日︑神サマ三三イノリシマシ
タQ

四971

お通りになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお

白兎が︑今までのこと

尋ねになりました︒

四974

を申しますと︑神様は︑﹁︿略﹀︒﹂

とおっしゃいました︒

いふ神様がおいでになりまし

四983 そこへ︑大國主のみことと
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かみつきまわる一かめ

かみつきまはる

かみつきまわ・る
こんがう

﹇噛付回﹈︵五︶1
ち

︽ーリ︾
な

五棚8 軍犬金剛・那智は︑いよく
とつげきとなると︑︿略V︑死物ぐる
カミツク

︽ーイ・ーカ・ーク︾

﹇噛付﹈︵五︶3

ひで︑かみつきまはりました︒

かみつく

かみつ・く

上手

カミナリ

雷
ん

かいみそ汁から︑

あた＼

私は︑さ

ほかくと立上

十二807圃白い御飯から︑

ましぢや︒

中央に浮かぶたゴ一つの中

カムイシュ ︹地名︺一

十一844

たまく遠くからたゴよふ

カム

昔︑土地の人は︑此の湖を

カムイトー ︹地名︺一 カムイトー

島︑カムイシュの鮮かさ︒

十一839

カムイシュ

たず︑飼犬に手をかまれた方がまだ

あ＼︑あ㌧︑後悔先に立

る手押を見つめながら︑

神

十二衛6園

に︑ねえさんのお支度をしてみると
神代

くくと白菜をかむ︒

かうりん

天の岩屋︑八岐のをうち︑

やまた

﹇神代﹈︵名︶1
あめ

おほくにぬしのみこと

十一676

かみよ

ころだった︒

大キイカミナリガ︑ゴロゴ 十一395 髪結さんが︑ 一生けんめい

﹇雷﹈︵名︶6

一432

かみなり

おざしきでねて居た春子ちや

ロトナリマシタ︒

五885
んが︑雷の音で目をさまして︑わっ
またしても︑

大國主命︑天孫降臨︑二つの玉等
の神代の尊い物語を始め︑︿略﹀が

屋根

とゴろき渡る︑

﹇神代以来﹈︵名︶1

︽ーマ・一

︵名︶一

カムイトーと呼んだ︒

チャッカ沿岸

カムチャッカえんがん

此の人がなくなったら︑我
の尊い歴史も文學も︑彼の死と土ハに

かむ

脚下には︑谷川の水が石をか

﹇亀﹈︵名︶16 カメ

﹇瓶﹈﹇▽みずがめ

か︒

かめ

みがめ

アル日︑ウサギトカメガ︑

かめ

一48一

ウサギハ︑アノノロイカ

カケッコヲシマシタ︒

三思5

カメハ︑スコシモヤスマナ

トウトウ︑カメガ︑ウサギ

見ると︑かめを一びきつ

ニカチマシタ︒

一495

イデ︑ハシリマシタ︒

﹇492

モヒマシタ︒

メニマケルコトハナイトオ

一484

かめn▽う

チャッカ沿岸へ航する汽船であらう

やうに汽笛が聞えて回るのは︑カム

十一868
﹇神代此方﹈︵名︶1

ほろびてしまふかも知れないのであ

が國の正しい聖算︑つまり神代以來

十﹇6310

代以來

かみよいらい

古事記にのせられて︑今日に傳はつ
てるる︒

雷の音︑

と泣出した︒

七研7團

おそろしく
の眞上に︒

てん
かういふ石を昔の人は︑天

狗の作ったものだとか︑雷の落して

十一一810

雷よ︑天地をつんざけ︒

行ったものだとか言ったが︑

十二柵5園
まじい雨に︒

かみな

十二励1囹あのはためく雷に︑すさ
﹇雷様﹈︵名︶1

つた︒

神代このかた

﹇噛﹈︵五︶5

かまれては︑かはいさうだと

十435

じっとして動きません︒

ひましたが︑ふしぎに︑ねずみは︑

思って︑和尚さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と追

六佃4

ム・ーメ︒ーン︾

か・む

一系の天皇をいたゴき︑

我が國は︑神代このかた萬世

かみよこのかた

四方の山を

﹇上村艦隊﹈︵名︶1

三笠に乗れる東郷司令長

九㎜6

見おろして︑

出し︑

﹇上千本﹈︵名︶1

日本一の山︒

かみなりさまを下に聞く︑
富士は

かみのせんぼん

これを中の千本といひ︑

上

四16間あたまを雲の上に

りさま

かみなりさま

一695サルト犬ハ︑ヒッカイタ
リ︑カミツイタリシテ︑オニヲ
クルシメマシタ︒

四704首はとび上って︑口から
火をはきながら︑頼光のあたま
にかみつかうとしました︒
やうな岩山で︑殆ど一木一草もない

十一衛9團 見渡す限りは︑かみつく

﹇上手﹈︵名︶6

所に港があり︑町があるのです︒
かみて
下手と︑二箇所に作った水門です︒

十悩9 間門といふのは︑川の上手と
十衡1 すると︑上手の水門を閉ぢ︑
下手の水門を開きます︒

の千本

十伽3 さうして︑舟が下手の水門を
通ると︑今度は下手を閉ぢ︑上手を

十一46図

上村艦隊

かみむらかんたい

なほ登れば上の千本あり︒

開いて舟を通しま す ︒

十囲7 上手の水門は初から閉ぢてあ
りますから︑船は大きな箱の中へは
いったと同然です が ︑

十一564図

んで︑しきりにさわやかな響を静か

十窟3 今度は上手の水門が開き︑船

官は︑六隻の主戦艦隊を率みて︑上

朝の自分を新にする︒

かめば︑さくくと歯切

は水路に沿うて走る井野車に引かれ

れよく︑

十二792圃

なあたりに傳へる︒
髪結さ

村艦隊と共に先頭なる敵の主力に當
り︑

かみゆいさん

﹇髪結﹈︵名︶1

ながら︑静かに奥へ進みます︒

十二旧5 川の少し上手に︑よそのを
ばさんもせっせとせりを摘んでみる︒

かめい一かよう
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これんみん

何とぞ私への御心悪と

貨物列車

くわもつ

クワモツレッシャ

二価7園クワモツレッシャダ︒

十二梱2細細
思し召され︑汚名をす＼ぎ︑家名相

かまへて︑ころがしたり︑た﹂いた

りしていぢめてみるのです︒

まぶち

まぶち

か

賀

うらくとのど

﹇賀茂真淵﹈︹人名︺1
も

賀茂眞淵

けき春の心よりにほひ出でたる山ざ

十二悩8

茂眞淵

も

かね
橋の下を︑ 鐘を鳴らして

八306囲

朝敵の汚名はす㌦がれ︑徳

か

心中御憐察あらせられ︑ かもまぶち

貨物列車が行く︒

くわもつ

立ち候やう︑私身命に代へ願ひ上げ

十二柳10

れ候はば︑

願の通り家名の虜︑御憐慰あらせら

十二醜1圓団

参らせ候︒

三⁝川1圏 それなら︑をぢさんにそ
浦島は︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ て ︑

のかめを費っておくれ︒
三㎜3

かめを買取りました︒

浦島は︑かめのせなかを

な で な が ら ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂といって︑

三柵4

か

も

のりになった︒
か も
﹇賀茂川﹈︹地名︺1 賀茂川

賀茂川の清流に沿うて下賀

か

も

まぶち

お話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑
かもめ
とんで

富士の
とんで

富士の
雲が切れる︑ かもめが飛

空にほんのり

かもめすいく

空にかすんだ

かもめすいく

﹇鵬﹈︵名︶6

先程お見えになりました︒
かもめ

四個5囲
行く︑

ぶ︒

七14圃

山︒

行く︑

四備4圃

山︒

貨物
れんらく

青森・函館間の連絡船東海丸

はこだて

﹇貨物﹈︵名︶3

茂の社に詣で︑更に上賀茂の宮居に

た︒

物を積んで︑夜半に青森港を出航し

は︑多敷の船客を乗せ︑郵便物・貨

十704

かもつ

詣でる︒

十一84

かもがわ

御身をもって國難に代らうと︑おい

かや

お屋根をかやでふき︑むねにかつを
ち ぎ
木を並べ︑雨はしに千木がつけてあ

ります︒

花子﹁めだか︒﹂太郎﹁か

かや ﹇沖融﹈︵名︶1

や︒﹂

三107園

がやく

げ た
七って見ると︑入口に下駄

︵副︶1

十一393

がやがや

﹇通﹈︵四・五︶7 かよふ

通

そののち︑早島は︑たくさ

︽ーッ・ーヒ・iフ︾﹇▽にかよう

兄をウィルバー︑弟をオービ

きでした︒

九515國

ハワイと同じやうに︑日本

に通ふ頃から︑何よりも機械が大好

ルといひましたが︑二人目︑小學校

九115

く通ひました︒

をつんで︑みやこの方へたび

んの米や変や豆やくだもの

四123

ふ

かよ・う

つてかやうに申すのでござる︒

が幾足も並んで︑奥ではがやく人
くら花
川の家名は噺絶をまぬがれた︒
海へはなしてやりました︒
聲がする︒
三棚5 だれだらうと思って︑ふ かめやまじょうごう ﹇亀山上皇﹈︹人 かもまぶちせんせい ﹇賀茂真淵先生﹈
か も まぶち
かめやまじやうくわう
かよう ﹇斯様﹈︵形状︶！ かやう
︹人名︺1 賀茂眞淵先生
名︺1 亀山上皇
りかへって見ると︑大きなかめ
かめやまじやうくわう
十一692園 あなたがよく會ひたいと 十一一556囹 末廣がり屋を知らぬによ
六607 恐れ多くも︑亀山上皇は︑
が︑舟のそばへおよいで來て︑

ぴょこりとおじぎをしました︒
三川8園 私は︑あの時助けてい
浦島は︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ て ︑

たゴいたかめです︒
三佃1

かめのせなかにのりました︒

三二2かめは︑だんく海の中

この間は︑かめを助け

かめが︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

へ はいって行きました︒
三佃7
した︒

三期3圏
て下さって︑ありがたうございま

こんぺき

見ると︑それはかもめでした︒
七77

かや

ゐます︒

南洋群島では︑内地人の子

通ひ︑島民の子供は公民校に通って

供は︑皆さんと同じやうに小忌校に

十268團

人の子供たちは︑アメリカの小窓校

と日本語學校と︑爾方へ通ってゐま

かうよう
それ以來︑追々汽車の効用が

十一棚4 遠く眼を放てば︑紺碧の色

十閥10

みとめられ︑炭坑などではかなり用

す︒

三佃8 浦島は︑玉手箱をか＼へ︑

す︒

ろ

をたたへた沖の潮にかもめが飛んで︑
と

ひられるやうになったが︑まだ旅客

其の果に能登呂岬の山々が紫に煙つ

海のやうに廣い池には︑か

しんでん

﹇茅﹈︵名︶1

五89困神殿は︑外宮と同じやうに︑ 十268國 島民の子供は鼻茸校に通つ

かや

もめがあちらこちらに飛立ってるる︒

十二槌4

てるる︒

の

かめにのって海の上へ出ま

や貨物を運ぶには至らなかった︒

した︒

に機郷戸に乗込み︑たくさんの貨物

八963 上手な人もあるが︑中にはこ 十欄10 スチーブンソンは︑息子と共
ろんで︑かめの子をひっくりかへし

﹇貨物列車﹈︵名︶2

と大勢の人を乗せて︑勇ましく獲車
かもつれっしゃ

たやうに︑ばたくしてみる人もあ
家名

した︒

﹇家名﹈︵名︶3

つた︒

かめい

471
がようし一から

てるます︒

組立を研究し︑夜は夜學に通って一

十㎜2 書は仕事をしながら︑機械の
心に勉強した︒

十一一17図重目に見えぬ神の心にか
ぐわよう

よふこそ人の心のまことなりけれ
﹇画用紙﹈︵名︶5

し書用紙

がようし

ぐわようしでめんを作ってあ

三612 良雄さんと太郎さんは︑

ヤネカラ
一202

オリテ

コイ
ｪ﹀︒﹂ト︑

コレカラ︑ユビノクミ

コレカラモ︑トキドキ

ガッカウカラカヘリマシタ︒ 二657木ノアナカラトビ出シマ

二773囹

一414 スッカリデキテカラ︑オヂ シタ︒
二686囹
イサンニミテイタダキマスト︑
一547 川カミカラ︑大キナモモ 來テ︑
ガ︑︿略﹀︑ナガレテキマシタ︒

ヘヅテキタトキ︑

二786

トキドキ︑マドカラヘヤ

︻562オヂイサンガ︑心力ラカ カタヲヲシヘマスカラ︑

力ラ大キナヲトコノコガウマ

テ︑

はなのりゃうわきから耳

三577オナカノ中力ラバヒ上ッ

三626

少しかんがへてからいひ

へかけて︑

出しました︒

三653

あそびをしよう︒

三655園これから︑一しょに舟

ユフベカラ何モヤラナイ

三747ヨコノ添星ラノゾクト︑

三791をのが︑手からはなれて︑

カラ︑

ヒルスギ︑ヨソカラカヘッ 三753
ケサカラツモッテ︑

テイラッシャッタオトウサンガ︑

二797

一576モモガニツニワレテ︑中 ノ中へ︑マヒコンデ來マス︒

モモノ中略ラウマレタ

二821圃

レマシタ︒

一58一

ヒルスギカラ︑空ガク

キノ ヤウスヲミマシタ︒

V2

モッテ キマシタ︒

トケイヤノミセカラ︑ラ

ニ田5 スコシタヅテカラ︑太郎サ
ンハ︑

ニー15

ヂオガキコエテキマシタ︒

二欄2

シャウジノガラスカラ︑
外ヲ見マシタ︒

クロイハコノ車ガ︑アト
カライクツモ來マス︒

二柳6

ヲ

ヤ︑

ふしぎなおちいさんから︑

んが︑出て來ました︒

金のをのと︑銀のをのをも

三863

らったことを︑

なしました︒

ゆき子さんからはじめて 三884青い水の中から︑おちい
さんが出て來ました︒

ツンダ車

一而3牛ノアトカラ︑大キナ木 三876わざとをのを手からは

ください︒

三102園

三183

ぼくが學校からかへって

あさからばんまで︑

ら︑小さなあたまを出して︑

それから二三日のちのこ

とでした︒

三㎜⁝7

外へ出マシタ︒

三925オヒルカラ︑私ハ︑︿略﹀︑

が出て來ました︒

三136おやどりのむねの所か 三902水の中から︑おちいさん

三197
來て︑

りがすうと立ちのぼりました︒

三557 トチュウマデ來ルト︑ド 四125 日かげになって困ってゐ
た緊々も︑それからだんくゆ
コカラカ︑オニが出テ來テ︑

本モラヒマシタ︒

三513オバアサンカラ︑針ヲ一 乱言2すると︑中から︑白いけむ

ウスガ︑下寺ラドシント 三243圏 えんからおちる︒

二203カニガ︑馬力ラナガメテ
ヰマスト︑

二275

オチテキテ︑

ニミテカラ︑

二414オナカヲ︑上カラオサヘ
テイネイ

テミマシタ︒

二427

な長いひげの生えたおちいさ

二855土ノ中力ラ︑オカネヤ 三804その水の中から︑まつ白

から﹇▽おりか

ハトォミヤノ

タカラモノガ︑タクサン出マシタ︒

トイフノデ︑
一631
ソレカラスコシイクト︑

三615 良雄さんは︑ぐわようしに
うさぎのかほをかきました︒

しを細長く切って︑それを

一632
ムカフカラサルガキマシ

一606
ムカフカラ犬ガキマシタ︒

そばうと︑さうだんしました︒

「〈

三632 さうして︑べつのぐわよう
︿略﹀︑わに作って︑めんにつけ

カラ

ハト

トンデイッテ︑上力ラテ
一676

タ︒

僕は書一 用 紙 を 取 出 し た ︒

ました︒

六507

ぐるくと巻いた︒
火曜日

六515 次に︑もう一枚の豊用紙を︑
﹇火曜日﹈︵名︶1

七422 五月二十三日 火曜日 晴

かようび

ら・もえがら

から ﹇殻﹈︵名︶1 から←かいが

わらの切れはし浮かべたり︑ えび

六曜4圃卵のからを浮かべたり︑

︵格助︶棚

や目高も︑泳がせて︒
から

ら・サンフランシスコから・シカゴか
ら・それから・ニューヨークから・み

一114圃

るから・ロスアンゼルスから

一一

から一から
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たかになって行ったといふこ
た一人の子どもがありました︒

を︑始からだまって聞いてゐ
四槻7

四伽5

どこからか︑よいにほひ

カ二字シカラトカシテ︑

がして励ました︒

四面3その松の木の後から︑
一人の女が出て來ました︒

ら後から︑

五114

おちいさんからもらった

それから︑また何日かたちま
胸の両わきが破れて︑そこか

ひの川の岸をお通りになると︑
はし

川上から箸が流れて來ました︒

五201

らも二本の足が出ました︒

五157

した︒

五155

つゴいて行きました︒

すと︑

汽車ノマドカラ︑カホヲ 五297 木の間から︑私たちの啓明や

五712

右からも︑左からも︑おひ

右からも︑左からも︑

落ちて來たのです︒

五712

それからも︑いろくの舟が

く仲間が集って來て︑

雨ドヒノ所カラ︑綜ヲ引イテ

二階ノマドカラ眺メテ居ルト︑

通りました︒

五735

五762

下りテ來タノデス︒

五765

五775

オシリノ所力ラ︑タクサンノ

五857

あしたからは︑もっと早く來

けふから夏休だ︒

細イ綜ヲ引出シ始メマシタ︒

五862

朝御飯がすんでから︑少し勉

あさごはん

ようと思った︒

強をした︒

五865

勉強がすんでから︑草むしり

僕も︑捻出から︑泳を始め

一郎さんから︑はがきが出た︒

のお手傳をした︒

五874

五888

ようと思って居ます︒

見ると︑向かふから︑汽車が 五909團

役場が︑小さく見えました︒

五687

キノフカラ︑ウチノ螢が上り

植ゑるはしから︑

早も︑

もと雨の一しっくで︑空から

つばめのちう返り︒

五572圃

からだ中から光を出して︑

さんが︑︿略﹀︑來て居ます︒

ソレカラニツ三ツ停留場ヲ過

五969園

写研8

ギテ︑

五伽7

しばらくすると︑門の内から︑

名を聞いてから來て見たら︑

一人の女が出て來ました︒

五穐2圏

五563翌朝からたんぼのにぎはしさ︒ 五柵6 一番後証ラハイツテ來タノハ︑

始メマシタ︒

五532

ざいます︒

かふから︑﹃︿略﹀︒﹄と尋ねるのでご

五481園この男に出あひますと︑向 五911團 をと﹂ひから︑東京のをば

白い煙をはいて︑

五317

ウトスルノカト思フト

後から後から︑ぞろぞろと 五768 コレカラ︑一タイ︑何ヲシヨ

ありの行列のやうに︑後か

ぎやうれつ

方々を見物して︑

けんぶつ

とん 五97國 おまるりをすましてから︑

枝から

けふも︑朝から︑

お月様を枝の問から

あたまから手ぬぐひを取 四447 みんなからはなれて︑

とです︒

四138

四458園
見たまへ︒

りながら︑

四184 おふろにはいってから︑
四524圏

くからり︒

み ん な 一 しょにごはんをい
たゴきました︒

四896

神だなからますを下して

出シテ︑

四湿2圏

四欄6

今年からお前まけ︒

りますが︑

四827囲あしたから︑學校が始 五267 役場の前から横道へはいりま

四766 おかあさんから大きな紙
の箱をいたゴいて來て︑

火をはきながら︑

四703首はとび上って︑口から

酒を取出しました︒

四677

ほどになってゐました︒

四544私の手からゑをたべる 五114

四196ひろいかんぱんの上から︑ 四531圏 松の小枝を
枝へ︑とんで移って︑
じいうにとんで行くのださう
です︒

オクレテシマヒマシタ︒

四24一 モウミンナカラ︑スッカリ

おちいさんの切る竹からは︑

四286この子を見つけてから︑
四28気おちいさんの切る竹から
は︑いつもお金が出て來まし
た︒

四306 とのさまから︑おく方に

したいとのおことばもありま
したが︑

ある年の春のころから︑

かぐやひめは︑

四313

四 3 2 5 囹 月の世界からむかへ

下さいました︒

やぶのかげから︑木か 四悩6妹や弟が︑後からつい

にまみりますので︑

四392圃

これからもっと勉強し

て來て︑

何年かたってからのこ
南ノ國カラ大江イノ仲
間ヲ連レテ來テ︑

四憎2

とです︒

四号8

なければいけません︒

四柳2園

げから︑

四393囲木かげから︑ ぬつくり︑
ぬつくり︑子だぬきが︑出て來て

みんながわいくいふの

四六1 それからしばらくは︑

お山へ集って︑
四426 乱雲から出て︑

四嘱4
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から一から

五伽5園 しかし︑此の間から︑鯛が︑
何かのどにさ＼つ て ︑

六493

左の手に目がねの玉を持って︑

目から遠くへはなした︒

それは︑こ＼から百米もはな

ガラス戸から外を見ると︑

のである︒

六857

きのふから降積った雪に朝日

六895

とです︒

六898
六928

いうしうくわん

此の境内にある遊就館に

にぎやかな事からいへば︑

は︑昔からの武器や︑

六町9囹

相模の國から︑船で上縛の國

舟で來た人も陸から來た人も︑

かつさ

六梱9園

さがみ

七33

七116

何心なく南側の戸口からはい

へお向かひになった︒

七156

今度は西側の口からはいらう

らうとした︒

とすると︑

七159

七162北からはいらうとすれば︑

おとうさんを送り出してから︑ 七165東からはいらうとすれば︑

次と友だちを連れて來て︑

一度ここへ來た雀は︑次から

から︑もう︑これがあったといふこ

うちのおちいさんの子供の時

いつの昔から︑かうしてある

がさして︑

六872

しやうじの間から顔を出して
六896

敵の攻寄せるのを待ちきれず︑

味方は︑後から後からと想い

のか︑

見渡すかぎり︑元から押寄せ

れて居る︑

六501

居る︒

六538

ら大聲に︑﹁︿略﹀︒﹂と呼びました︒

六69 兄うかしの家へ行って︑外か

さんと二人でいらっしゃいませんか︒

六113国 二十四日の午後から︑ねえ

た︒

六598

こっちから押寄せた︒

六573

た船でおほはれた︒

六146圃 どんひやら＼︑ 朝から聞 六565
える笛たいこQ
六204 砂力ラ取出シテミルト︑

六215 むしろを敷いてもらって遊ん
で居た弟が︑遠くから僕を見つけて︑

六231 むしたさつまいもをかごから

六737

と︑

六714

賊は︑坂からころげ落ちて︑

城のやぐらから大きな石を投

婦ってから︑よく考へてみる

居た牛を引出した時には︑

をばさん︑これから︑ずつ
置石3幽

にいさんが︑外から窓ごしに

どこからか︑よいかをり︑

した︒

六価9

一週間ばかり前から咲出しま

おっしゃったので︑

六鵬4

と僕のうちにいらっしゃいね︒

六993圏

が︑

城から大きな石を四五十︑一

て押寄せると︑

六77！

度に落したので︑

六794
たれて︑

六837

それが︑又前後から官軍に討
夕方から︑雪が降出して居る

村から町へ︑ゆるやかに︑

上ヲ走ルモノトキマツテ居タガ︑

六榴2圃

少しにごって行く水よ︒

ら御所のお屋根も葬される︒

一の鳥居をくgつてから︑
夏至までずるぶんある︒

六171園

た︒

其の頃から︑書間は︑︿略﹀

と

さ

今日は朝顔の種をまかうとい

かん箱を取出して來て︑

七401

にいさんが︑物置から古いみ

ふので︑ひるから其の用意をしまし

七397

死にたいと思ったQ

七336心ゆくばかり笛を吹いてから

て︑

七327どこからかあやしい船が現れ

して︑

七278夕方から夜になると︑
七325土佐の國から京都へ上らうと

苗代の仕事が始る︒

七244

るといふことだ︒

七215ずっと前から南洋へ行って居

て︑

おかあさんは︑
六598 後から後からと尊いた︒
出して︑
七173それから敷日後の事である︒
六248 せまい園の中から︑外へはひ 六672 牛小屋から︑これまで飼って 六962 火元からは大分はなれて居た 七174工の家へ河成から使が煮て︑
七188笑ひながら座敷から顔を出し
出さうとする︒

六269 それから︑夕方まで︑
が出はいりしまし た ︒

六284 其の日は︑朝から︑大勢の人

六739

高いがけの上から大木を落さ

落して︑

六331 さうして︑これから後︑日本

せた︒

六753

六315 苦しい息の下から尋ねました︒
武尊と申し上げることになりました︒

けんめいにお纏を習って︑

まだ暗いうちに︑城中から討 六五6園 明日からは︑きっと︑一生
つて出て︑

六759

六365 すると︑かねてから︑此の野
原を園んで待ちかまへて居た悪者ど
もは︑

はしから︑やき立てられ︑

六385逃げようとする間もなく︑片 六768 賊が︑四方からこれを目がけ 六百3 昔カラ︑船トイヘバ︑皆水ノ
六392 此の時から︑此の御宮を︑草
薙劒と申し上げることになりました︒
って來たのです︒

六419 遠いく山面から︑汽車に乗 六787 橋は︑まん中からもえ切れて︑ 肝煎2園其の右の方には︑木の間か

いらなくなったの で ︑

六436 夏休過ぎから︑子山羊に乳が

から一から
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との二回水をやるのですが︑

七407 これから︑毎日︑午前と午後
七413 學校から鋸ると︑

七418 其の先は︑まだ土から出きら
ないで居ます︒

七438 後から出るもの程︑

から︑かけ渡された橋ばかりでも二
十もあって︑

北から南から︑かけ渡された
人の波が後から後から押寄せ

橋ばかりでも二十もあって︑

七668

ます︒

七682

葉が柔い毛をかぶって出て來ました︒
ます︒

かうや

号の間に︑

お供の中から大智に︑﹁︿略﹀︒﹂

藤吉郎は途中から鋸らせられ
たか狩から蒙ると︑

先づ中央の隊は正面から進
左右の隊は横から進め︒
一せいに横から突いて出た︒

て︑

七川2園

やっと二月程前から起上つ

せん︒

百川8

財布を幾度かいたゴいたが︑

あなたから︑いはれのない
人夫には︑役所から手當を
今沈んだあたりからさし出た
夕空を染めて︑空は赤から金
空は赤から金に︑金からうす
にいさんが連れて行って見せ

こっちから甲板へ投げる︒

富屋も並び想いて︑どこから

大悪が四五歳の時から︑父は

着物をぬがせて︑頭から冷水

八52

七備4

これから行かねばならぬ遠い

江戸から大阪まで︑

これから後一生の間︑

東京から四千粁もあるフィリ

南洋の島々から︑中にはさら

昔から︑つばめは同じ家に露

九月の末から十月の初にかけ

八233團

日本からオーストラリヤまで

其の首を大切にしておいて︑

表の字を見ただけで︑誰さ

滞洲國が出來てからは︑

大連の名も此のダルニーか

こ㌧が表玄關になって︑

げんくわん

八214国

まんしう

んからのだといふことが︑

八194国

手紙がのって居ると︑

八192団平の上に︑皆さんからのお

するがよい︒

これから毎年一つづつ供へることに

八145園

は︑

八111

つて來るといはれて居ます︒

八101

て︑

八98

まで行くのがあるといふことです︒

に海を越えて︑遠いオーストラリヤ

八了1

ピンで︑

八63

國のことを︑

七七7

を浴びせかけた︒

七緬3

うす暗い中に大將を起して︑

黒虫2

どこまでが港内か見きはめもつきま

よめさん一人を相手に働い

て居られる所へ︑暮からあなた．の長

七佃4園

少ししてから︑かの人夫は︑

わづらひでせう︒

七価4

た︒

七髄5

七慨7

片端から切れて行くテープは︑

甲板からこっちへ投げる︑
七鵬9

七135

しい音がして來ました︒

船の方から︑何か︑けた＼ま

ら︑私は嬉しくてたまりませんでし

てやらうと言はれたので︑ゆふべか

七偽3

青に︑ぼかし上げたやう︒

七㎜2

に︑金からうす青に︑

七囲1

幾百筋の細かい金の矢が︑

七179

つかはす︒

七伽7園

金をもらはうとは思ひません︒

七榴7囹

氣があるくらみなら︑

七伽8圏あなたから一文でももらふ

ぼれて居る︒

其の目からは涙がひっきりなしにこ

それから二十日ばかり過ぎた︒ 七佃1

︿略﹀︑かけ下りて來る者がある︒

七449 もう二葉の問から︑小さい本 七682 人の波が後から後から押寄せ 七廻5峠へか＼ると︑上の方から︑

七765

た︒

七763

と言ふ者がある︒

七747

七742

えんしふ

七491国 すっかり室をさうちしてか
ら︑朝御飯をたべます︒
出かけることもあります︒

七494囲時には︑朝早くから演習に

から︑食事をしますが︑

七497困 すぐに武器の手入れをして
はんちやうどの

とっかは

七915

七886園

め︒

七885囹

んめいであった︒

七871

翌日から︑上島主水は一生け

七514國班長殿から︑明日の事に 七793園殿の仰では︑明日から三日
やまと

ついて注意を受けます︒
お向かひになった ︒

七548 大和の十津川から高野の方へ
七561 宮の御後から急ぎ足に道をた
どつて來たが︑

なった︒

七596 義光の忠義を心からお喜びに

そこで油蝉の子は︑深い所か
今日こそと穴から地上へはひ
かたい背中の皮が縦に割れて︑
油単はそれから二一二週間生き
て居ます︒

七996

中からみづくしい艦が現れます︒

七973

出します︒

七964

らだんく淺い所へ移って︑

七961

に︑

七634林のやうに立ち並ぶ煙突から︑ 七958 土の中へもぐってから七年目
たえず黒い煙をはき出して居るので
す︒

な所です︒

七638 大阪は︑又︑昔から商業の盛
七645 市内幾十といふ堀から堀に通
じ︑

といふ大通を進むと︑

みだう
七662 大阪騨からほゴ南へ︑御堂筋

七668 此の島に向かって︑北から南
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から一から

ら起つたのですが ︑

八234囲 日本の内地からいへば︑遠
い所でも何でもありません︒

れんぐわ

八263圏私がこ＼に來てから二箇月
になりますが︑

八315圏 海が︑ 赤煉瓦の建物のす
きから見えて︑

て︑

八394義仲からはすぐ返事があって︑
八434それから間もなくの事です︒
八445らうの中から申しました︒
かうし
八唱8 萬壽は格子の間から手を入れ
八456 これから後︑萬壽はうばと心
を合はせ︑

は︑

八鵬1

めいくの持ってるる打出の
せます︒

小槌から︑新しいのが幾つでも打出

八鵬5

らどうでせう︒

出の小槌を︑幾つも幾つも打出した

此の打出の小槌から︑同じ打

て︑二十米から三十米も飛ばれる姿

八548夜の明けぬ中から︑北の方で 八957 つばめのやうに空中に舞上つ
最敬禮をしてから仰ぎ見ます

銃器が聞えました︒

八571
と︑

お湯から上って︑

急いで漫録から節って富まし

八591

兵隊さんから︑新しい兵器に

た︒

八586

八596
てんじゃう

ついておもしろいお話を聞きました︒

八棚2

此の二つの場合から︑かうい
さうして其の頃から︑雲の色

ふ事が考へられます︒

八槻2

どこからか聞えて來る支那人

どりが何ともいへぬ美しさを見せる︒

八悩1

しゃくどう

の聲や︑

八悦6赤銅色のはだから玉の汗を
流してみる︒

大きなたもで︑網からいわし
左右の網船からさをで押され

をどんく僕等の船へ上げる︒

八燭2
島上7

すき通った寒天のやうな膿か

ながら︑

八㎜4

高い所から低い所へ下りる時︑

ら︑腕が幾本も出て居ます︒

八粥4

八幽7 上から見ても︑

今日は朝から︑野田先生に山

といふ聲が起ります︒

八688天井からつるしてある此の 八佃9 大勢の中から﹁︿略﹀︒﹂など
左から右へ︑右から左へと︑

大きなランプが︑

八699

左から右へ︑右から左へと︑

行ったり來たりするのに︑

八699

村の青年たちからは︑男のく
蹄ってからの彼の努力は︑

どりょく

八831

彼が織機の研究を始めてから
三十年︑

八877
ものが︑

八幽9 二つの目だけを砂の間から出

八906

あとからついて行った家族の

八855

せにとあざけられた︒

八823

詰り過ぎて︑

八734此の爽見があってから七十年

事です︒

八462石のらうから唐綜を出してや 八732 今から三百六十年ばかり昔の
りました︒

八481 霜の消える頃から︑組合の脱
穀機の音が︑︿略 ﹀ 聞 え て 來 る ︒

八488 稻かけから運ばれた稻束の山
が︑

八491 稻かけから運ばれた滋養の山
が︑片端からへっ て ︑

八496 道端の枯れた草むらの底から︑
かすかに︑ごくかすかに︑轟の音が
聞えるやうに思ふのは︑

のスキー場へ連れて行っていたゴい

せったいじよ

八523おかあさんに連れられて︑夕
方から湯茶接待所へ手傳ひに來たの

高崎を過ぎる頃から︑遠山の

たかさき

足が出て居るのださうです︒

姿が美しくなった︒

八捌7

八旧7残雪は︑山の頂から中腹にか

やっと前方から︑かすかな光

けてまだらに見える︒

八侃6

雨が止んで嬉しやと思ふ夜半

雪の積った山々の頂から上の

がさし込むと見る間に︑

八㎜1

空は︑

九23

よひから︑赤ちゃんが

す

木木の梢は︑片端から芽を吹

から︑途方もない南風が吹出して︑

九49

出す︒

やくと眠ってみる︒

九57圃

九75 かなり古くからあったやうで

す︒

前︑

九了5 我が國でも︑今から百敷十年

九77 それをあやつりながら屋根か

それを膿に着けて︑岡の上か

同じやうに鳥から思ひついて︑

ら飛んで︑

九79

ら一思ひに飛んでみると︑

九82

或日突風にあふられて自由を

失ひ︑空から落ちて死んでしまひま

九89

子供の時から鳥を見てはしき

した︒

九93

飛行機の模型を次から次へと
が實は胴で︑ 胴から足が出ないで︑

九115

作って︑

小學校に通ふ頃から︑何より

りに考へてるましたが︑
もけい

九97

八蘭2 胴から足が出ないで︑頭から

八備2 あの普通に頭といって居る所

して︑

た︒

あとには︑松の枝から雪がこ
それから︑僕たちは何もかも
忘れて滑⁝つた︒

八955

ぼれてるた︒

八928

でした︒

兵隊さんを迎へて ︑

八545 かうして︑後から後から來る
八545 後から後から來る兵隊さんを
迎へて︑

から一から
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も機械が大好きでした︒

九147 それから二日間︑
九149 朝から大分風が烈しいので︑
け出して來た︒

九267 小さな子供が二人︑奥からか
九316 仕上げた時計をちよつと耳に

﹁︿略V ︒ ﹂ と 心 か ら 漏 足 し た ︒

當ててから︑ガラス戸棚の中につり
下げた︒

九325

九351 これから號令が次々に下る︒
がかかる︒

九366 當回生校から威勢のよい號令

水を︑

九627

千年の昔から︑我が國の詩や
夜ふけた深山のあなたからこ

歌にうたはれてゐますが︑

九637
夜ふけた深山のあなたからこ

なたから︑

九637

九864新手は後から後から現れる︒

九佃5

九価1

せっかくなれて來た北斗を︑

父も後から來たので︑

ふくまひこう

ゑもん

其の頃學校から編ると︑

放牧に出してから︑北斗の膿

はめきく丈夫になりました︒

九㎜1

子馬がたくさん來て居て︑

九佃8村のあちこちから同じやうな

九佃7

れども︑

手もとからはなすのがいやでしたけ

九8610それから又幾年か過ぎた︒

じまん

九9010とつぜん後から切附けた者が
ある︒

九915 これも力自慢の福間彦右衛門
が︑

後から鹿介のもとゴりをつかん

なたから︑鳴きかはしながら次第に

で引倒した︒

僕は︑此の間から星のことを

知りたいと思って︑

九923

たくさんの本をか＼へて書庫

今年も六月から放牧に出しま

のは其の頃からです︒

九㎜5

何時の頃からか︑北斗は︑

したが︑

君も︑これから度々図ると 九梱3
地平線から次第に見上げて︑

九㎜5

た︒

どこからかかすかに羽音がし

秋は轟の聲から始る︒

︿略﹀青と還そう仲よしになりまし
九㎜⁝1

九囲5

九衛4

小さいとびらが外からぽんと

九術2

これから後も書附が度々廻る︒

空中から見る市街は︑

山といふものを空中から見下

するが

沼津から︑一直線に駿河湾の

ぬまつ

九捌7

すべて眞上から見る樹木は︑

上空を飛行する愉快さ︒

九柵4

すと︑

九七3

端から眼下にひれ伏し始めた︒

九襯1あの偉大な箱根の山々が︑片

みだい

馬柵9

しめられる︒

九衛6

かう考へるだけでも實に愉快だ︒

東京から大阪へ飛行機で一

昔から︑航海の目障となって
くれたのは︑

一つの星を︑東にさし出た軒

端にすれくに當てて︑下からじつ

九麗10

日や月が東から出て西へはい

と見てゐますと︑

九鵬3

星も大黒東から出て西へはい

るやうに︑

九尊4

るのです︒

九佃7園蔚山から京城へ向かふ旅客
機は︑

えいとうほ

今通った永登壇から四つ目
が京城騨です︒

九麗7圓

釜山から四百五十粁を︑
僕が學校から生ると︑

九擢9園
九桝4

て︑

九湿6

い㌔

九982園

から出て來た︒

九956

から圖書館へ出掛けた︒

何時の頃からか︑あの 九927 今日は日曜日なので︑僕は朝 九佃7 僕の仕事が追追忙しくなった

爾方の翼を廣げた所を下から

近づいては︑

見ると︑

九647

九6410
﹁︿略﹀︒﹂の聲の主だと思はれるや
うになりました︒

んで︑

九372 甲板の吐水口からふき出る海 九656 書の間盛に高い木から木へ飛
其のはでな色彩から見てもわ
今日は︑これからじゃがい

もを掘りませう︒

九685囹

かるやうに︑

九395 心の底まで清められた乗員は︑ 九673
くんれん

これから訓練に取掛るのである︒

九486困 ハワイから出した手紙は︑
九487困 あれからなほ航海を績けて︑

一週間も前から︑毎日々々待
くは
農具小屋から︑鍬・シャベル

中からみづくしい白茶色の
玉が︑︿略﹀︑ころころと出て來た︒

九703

など︑いろくの道具を出して干た︒

九696

つてみた命令だつたので︑

九508國 港から後方の高地へかけて︑ 九688

九522国 サンフランシスコからロス
アンゼルスまでの間は︑

ぐらみの高さの山腹を縫って走りま

九525囲 しばしば十数米から二十米
す︒

諸城は︑片端から尼子の手に

うるさん

甚次郎は︑此の日から山中 九鵬7 此の邊︑北から南へかけて︑
川をへだてた封岸から︑鹿介

鹿介幸盛と名乗り︑

返った︒

九851

の姿をちらと見た狼介は︑

九784

しかのすけゆきもり

九7610

九532国 日本人が早くから來て農業 九759 母はそばから言った︒
を跳んだ所で︑

九588國 五十階・七十階から︑とう

く百階を越えてしまひました︒
九605國南から北へ︑北から南へと︑
わき目も振らず一直線に走ってみる
のですから︑

九605国南から北へ︑北から南へと︑ 九864 新手は後から後から現れる︒

477
から一から

でんりゅう

九慨3 大井川をしり目に掛けて渡り︑
それから七分目後天龍川を越え︑
をかざさ

九齪8 岡崎を過ぎてから︑廣い平野
が豪いた︒

第に山地に移る︒

九樹10 四日市を過ぎて︑平野から次

九旧6 もう方向を轄じて︑海から飛
行場へ滑り込むやうに降った︒

九㈹10図 ほっと一息つく折から︑飛
來る一図︑

九廻5図中佐をいたはる折から︑敵
の突撃の聲盛に聞ゆ︒

きば

九佃6 順えます我が皇室の萬歳を心
から祈り奉る︒
かうぎ

十98 マンモスの牙などを見てから︑
講義室でお話を聞いたり︑

十1210 突然︑下の方から大きな聲が
聞えて︑

十132高冷さん︑これから暗室で︑
エックス線の實験が始ります︒

十137 ふところから大きながま口を

十359団

セレベスのメナドから︑

フィリピンのダバオまで行って見る
つもりです︒

は︑

何百年も前から考へられたこ

が響きわたる︒

とでした︒

高塁から見下してみる五兵衛 十捌9

の目には︑

十564

男女を一人々々敷へた︒

一粁も進んだ頃から︑だん 十571 後から後から上って來る老幼

て來る老幼男女を一人々々敷へた︒

へ

ゑ

久田船長が︑かねてから其の

十983

御休養のため︑宮中から下つ

其の水面は︑海から盛る掘割

の水面よりも︑

かふ

昔から︑川の流の急な所を︑

船を通す場合︑間門といふものを作

十悩8

りました︒

太平洋の方から此の運河へは

十悩10 舟が川下から上るとします︒

上手の水門は初から閉ぢてあ

いるとしませう︒

十伽3

民営7

箱の底に仕掛けてある水道か

りますから︑

船は海面から二十六米も上る

ら水が湧出て︑

十摺1

十伽1

あの話を︑將軍から聞いた

それから先がクレブラの掘割

のです︒

です︒

坐客2

逆引2園

其の手から︑ほとんどひった

時程苦しい事はなかった︒

十川8

る︒

十襯3

すると梯子段の上から︑

はし ご

くるやうにして受取つた號外は︑

そこへお后からのお使があり

十緬1

ら自分の家へ下りました︒

ほげい
母船から離れた我が捕鯨船は︑

十旧3

あなたのやうに︑旅行先か

今から百敷十年前の事であっ

あるのですから︒

ら︑わざく沖って投票なさる方も

十備6園

其の時︑外から露つた母が︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑父の待ちかねた聲がす

十冊5

﹁︿略﹀︒﹂帆柱の上の見張から︑

見張から指署する聲は次第に

村から海へ移した五兵衛の目 十柵8 ﹁︿略﹀︒﹂見張から落着いた聲

しげくなり︑

十価6

水夫長が叫んだ︒

ました︒

十脳1

十佃7

動転4

十363図導爆から物のこぼる＼音や 十5610 五兵衛は︑後から後から上つ 十梱2 雨方の海から掘割をつけて︑
秋の事

誤386
くあたりが仙境らしくなって來る︒

東海丸からは︑引切りなしに
十774

聞多が山口の町から湯田の自
更に︑前から顔面を深く切込

ら︑僥酎で血だらけの傷を洗ひ︑

せうちう

＋858かひぐしく身支度をしてか

んだ︒

十805

宅に露る途中︑

妻に言聞かせてるた言葉であった︒
ゆ だ

十793

汽笛が高鳴って︑

十756

片端からボートに分乗せしめた︒

下枝の紅葉から紅のしっくで 十729 わめき叫ぶ船客をなだめつ＼︑
老杉のや＼暗い下道から︑右

も落ちて︑

十391
十402

の山へみちびく高い石段を上って︑

やつばり昔から水だつたの
左右から枝を交へた櫻や楓の

十422園
だ︒

十432
トンネルが︑

雨に煙る行手から︑今にも薪

それから敷十歩坂道を上ると︑

を負った孝子の姿が現れさうな氣が

十437
する︒

十439
みる︒

十445白い物が上から下へと走って 十864 それから幾十日︑

大空から勢よく落下する水の
太い束が︑

十468

さらしかけて︑

て或御殿にいらっしゃいましたが︑
十451園此の橋から見た瀧が︑
取出して窮したが︑
ふとう
十245囲年三の埠頭でお別れしてか 十4510 瀧は三十米の空から白い絹を 十目8 正月のお暇を頂いて︑宮中か
をがさはら

ら︑五日目の十月二十日︑

から︑だんく暑くなって︑

十248囲 小笠原群島附近を過ぎる頃

ご

つて︑次から次へ投げ下される︒

十248国 だんく暑くなって︑それ 十469 忽ちきれぎれの大きな塊にな
からは全く黒潮の氣候です︒

十526

自分の家の庭から︑心配げに
はくせい

五兵衛は家から出て來た︒
ごくらくてう

十304囲 ヤップからパラオまでは︑
かひ が ら

十536

下の村を見下した︒

十349国 美しい貝殼︒珊瑚の類から︑ 十532

たいまい・とかげ・極溶接の剥製ま
で︑

た︒

十囎5 八歳の時から人にやとはれて︑

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 後 か ら 聲 を 掛 け

であった︒

十捌7 これは今から百年括り前の事
十悩4
あんざん

た者がある︒

十僻5 鞍山の製鋼所から茶色の煙が
立ちのぼり︑

十燗5 こ＼からチ・ハルへ線が分れ
る︒

十年2 鳥の群が地上から飛上つた︒
を書かうと思って︑

十槌6 夕食をすましてから母に手紙

くと︑

十備5 箱根山から伊豆山へ越えて行

くわいらう

色あざやかな大鳥居・櫻門・廻廊

ろうもん

あけ
十一86 緑深き木立の間から︑朱の
を望む時︑

十一811

建築の美しさから轄じて金

すべて眞中邊から下へかけ

つたけの美しさを誇るやうに︑

十一271
て︑

十一303

夢殿の名は︑そこから起つ

東大門から出て東院へ行く

堂にはいった︒

と︑

十一334
十一342

て

集る底に︑

弟子屈から道を北へ取って︑

湖岸をめぐらす約二百米の

しかゴ

十一8111

十一834

はんてん

さばの斑嵩に似てみるとこ
青空に綿を大きくちぎって︑

後から後から投出したやう

十︸麗7

雲の端々が白く見えて︑其

天の一方から他方へ幾條か

の間から日光がもれたりします︒

十一麗10

山の間などから流れるやう

連なったりすることがあります︒

入道雲の頂になると︑六千

十一佃10

時に﹁さうしかんば﹂のは

谷底から吹上げる風が︑

大木から長くひげのやうに

それからも︑しばらく道が

中房温泉から四・君子と記

晴れてみれば︑こ＼から︑

それから先は︑尾根傳ひに︑

蜜蜂が盛に花から花へ飛ん

其の邊から︑所々に残雪が

そこから右へ縦走して︑

下から風が強く吹上げる︒

私は青森騨から十和田行の

右下から吹上げる風は︑

十一伽7

十一伽3

乗合自動車に乗った︒

十一捌5

十一179

あった︒

十﹁伽4

でるた︒

十一惚7

みつばち

なだらかな道が画いた︒

十一榴7

︿略﹀山々も見えるそうだが︑

十一榴2

した道標が立ってるる︒

十一擢11

急だつた︒

十一捌10

ぶら下る﹁さるをがせ﹂などを

十一伽4

て︑

だが︑梢からもれる太陽の光に映じ

十一湘3

十一佃！ 帽子の下から湧出る汗が︑

米から八千米の高さに及びます︒

十一榊9

に滑り出る白い雲は層雲といって︑

これも水際からぎっしりと 十一㎎7

絶壁上から見下さねばならない︒
十一8310

にしんの漁期の終る五月下

密林を畳み上げ︑

十﹇852

旬から︑そろそろ北千島の漁場が活

船のともから︑網が次第に

氣を帯びて來る︒

小さい時から研究心の強か

これだけが私の口から出た︒ 十一864

たのであらう︒

十一4011

たまく遠くからたゴよふ
防水具に身を固めた若者た
網を引揚げる片端から︑海
あには
此の附近から平庭湾を見下
したところは︑

十一川1

面にさゴ波が起る︒

十一886

ちが︑船室から出て來る︒

十一882

やうに汽笛が聞えて來るのは︑

十一868

くり出されて︑

十一4311
いしゃ

知合の書者から人の耳をも

つた先生のことですから︑

十︻466

あの氣味の悪い實験から︑

らって來ました︒

十一479

和銅五年正月二十八日︑今

やがて三年目の夏がやって來ました︒

十一674

から一千二百厄年の昔のことである︒

もう一度どろくにとかさ
れてから︑種々の紙にすかれるので

十一鵬3
がすんで︑これから参宮をなさるの

で︑

十一棚4

後から後から投出したやうで︑

十一川4

ろから︑俗にさば雲といひ︑

十一佃2

ゐます︒

米から一萬二千米の高さに浮かんで

雲の中でも一番高く︑八千

西岸から上陸すると︑

ある︒

僕が學校から蹄って見ると︑
深い森の奥から流れて︑

そこから見下す針葉樹林の
其の密林の傾斜が四方から

十一佃8

宣長が産直を新上屋の一室 十一鵬2
数日の後であった︒

に訪ふことが出來たのは︑それから

十一7011

ださうです︒

十﹁696園

静けさ其のもののやうな銀 十一686 若い頃から受書が好きで︑
やまと
山城・大和方面の御旅行

閣寺から︑東山に沿うて南へ神社佛
閣が多い︒

ら北西へ向かへば︑

十一107 再びかへして二條の離宮か

でした︒

十一138 子供の時から非常にりこう

十一145 其の頃から紫式部は︑筆を 十一723囹 實は早くから古事記を研

腔ミ8穿夢13

面したい考はあったのですが︑

十十十

とって
十一1910囹 姉様に封しても申しわけ
のないことだと︑ふだんから教へて
上げてあるでせう︒

十一216 それから一年程過ぎた︒

十一266 中門だけは︑最初からあり

一海一一一
十

から一から

478

479
から一から

む

つ

十一梱8 青森平野から陸奥湾へかけ
ての展望が開ける ︒

十一槻3 こ＼から十和田まで十二粁︑
むし︑

十一悌5園 どの島も水際からこけが
十一榴10 時にぶなの密林が︑梢の間
から青空をのぞかせたり︑

十一悩7 御倉半島には水際から樹木
が繁茂し︑

十一慨2 高さ二百米に及ぶ大岩石の
絶壁が︑水際から突立ってるる︒

十一研9国 まるで走馬燈の壼のやう
に︑それからそれへと廻り移って︑

十一糊9困 殆ど天まで績いてるるの
を船窓から見ました︒

十一側1国 香港は︑美しい建物を以
て麓から中腹までぎっしりと埋めら
れた島由﹇でした︒

十一幽1団 無雲際の彼方から山のや

十一悩3国

上陸したら︑又各地から

或小さいみすぼらしい家の

便りをしませう︒

十一旧9

學校の門を出てから︑正雄

前まで來ると︑中からピヤノの音が
聞える︒

十一欄4

にいさんは︑初からにこ

君が僕に言った︒

十一価3
それからも︑三人代るく

くしながらだまってみた︒

十一描10

にいさんからおもしろい説

のぞきながら︑

十一塒11

此のたくさんな火山から噴

明を聞いた︒
ようがん

十一柵8

太陽から法る光や熱を調節

出した熔岩が

十一㎜5

其の代り一つうらやましい

するものがないから︑

十一珊5

それでみて︑昔から月程や

夜︑月から地球を見るとす

と思ふのは︑月から見た地球の美観
十一柵7

です︒

十一幽5国 波に明け波に暮れる日が︑

ると︑

うにうねる大波が寄せて︑
それから十日間も謡いたのですが︑

十一欄11

さしい︑平和な高持を與へてくれる

十一㍑7国 後から後から飛出して︑
十一㍑7圏 後から後から飛出して︑

殊に日本では︑昔から月と

千米から千五百︑二千と高

しみ込む︒

十一㎜10

厚い飛行服の上から寒さが

度がふえる︒

十一欄7

つてゐます︒

文學が︑全く離れられないものにな

十一m3

ものはありません︒

紅海も︑船から見れば殆ど陸地を見

十一帽11国 地圖で見れば狭くて長い
ぬ大洋同然です︒

十一柵6囲船は︑これから有名なス
エズ運河を通るのですが︑

十一柵7囲 スエズから約百三十粁︑

十一覇1團 途中から︑ちょいちょい
葉書は出しておきましたが︑

十一㎜10

眞南から西十度の方向を目
ていさつ

我が快速偵察機からの通信

ざしながら︑

十一槻2

部隊長機から追っかけるや

を受けてみるらしい︒

十一搬8

後︑下方から迫る敵機の機

うに︑︿略﹀命令が傳へられた︒

十一悩6
十一悩10

寸時もこれを身邊からはな

機の爵号から離れた爆弾は︑

關銃揮だ︒

十一柵10

切られた人が其のま﹂しば

さなかった︒

十一鵬5

らくおよいでから首が落ちたと傳へ
られる︒

そり
氣持よくぐっとはいった反︑
じっと眺めてみると︑どこ

物打から切先へかけての輕やかな線︑

十一欄1

十一欄9

から來るか︑
きはく

どこから來るか︑どこから
其の貝塚及び附近から︑當

湧くか︑一脈の氣醜が

十一㎜9
十島ー17

時の住民の使用した石器や土器など
何時の間にか︑鑛石から金

が︑たまく傍見されるわけである︒
十二ー111

はにわ
古墳の外部からは埴輪の人

形などが畿見され︑

十ニー53

上にのびて行くのが楊であ

門口から子供がたこを持つ

物も尊い材料となるのであるから︑

十ニー510 古墳などから出る古代の遺

十二2011

て出ると︑

附近にそれらしい楊村・柳

たまく汽車の窓から見渡

五千年の昔から︑自ら耕し

り︑上から下へたれ下るのが柳であ

十二218

る︒

十二225

て食ひ︑

十二231

すと︑

十二234

ずるぶん早く︑遠くから出

村がないところがら察すると︑

十二235

兵齪があっても︑昔から彼

かけて來たものだと感心させられる︒

等に封ずる救の手はどこからものば

十二241

荷主・炊事夫・舵夫・雑役

すみじ

救の手はどこからものばさ

されなか﹁つた︒

十二242

れなかった︒

夫から︑村の客まで幾十人がそれに

十二2510

江口から漢口までの一千粁

乗ってみる︒

一膿どこからくり出される

湖南・貴州などの奥地から

十二293 洞庭湖は︑上海から千二 二

出る材木が︑

十二291

のであらうか︒

十二289

が揚子江の下流であって︑

アジヤ大陸から青銅器を作 十二277

属を取出して使ふ時代がやって來た︒
十ニー210

かうした古い時代から︑實

ることが傳へられ︑

十ニー34

に今日の我々の時代まで潜いてみる
わけで︑
こふん

古墳と︑其の中から嚢見さ
れる遺物である︒

垂心ー38

から一から
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百粁もさかのぼった所にある海のや
洞庭の岳州から下って本流

うな湖水であるから︑
十一一296
に出る︒

してみた︒

ひ

でるる︒

ば︑

十二719
十二7111

れる︒

十二824

南方若しくは東方から望め
これを北から西から望む時︑

あた＼

あた㌧かいみそ汁から︑

敵戦車は後から後からと現

音にまじってとゴろく︒

兵官等が︑豆をいるやうな機關銃の

十一一9610

︵地圖を指して︶では︑

姉のゴナリルから申せ︒

そなたたちの口から聞き

十二佃！囹

姉上の所へいらっしやつ

姉上たちからお受けにな

墓場から︑わしを連出す

又人民中から選定された十

私たちの住む地球から見る

地球から太陽への距離は凡

太陽から出る熱量はすばら

十二欄7

今から凡そ六七百年前に著

もと支那から敷學を學んだ︒

十二旧6

此の方法から導き出された

要するにかうして一から九

我が國の数學は︑

十二僻10

しく護達して︑

十二塒9

しいものである︒

十二旧6

てもわかるやうに︑

十二柵5夏の日の熱さから考へてみ

そ一億五千萬粁で︑

十二撹11

と︑

十二齪8

二人の陪審員が︑

ばいしん

十一一旧5

とはあんまりぢや︒

十二旧4囹

つたお心の痛みが︑

十二閤7囹

てからやっと二週聞︑

十二帽8園

世話にならう︒

十二術4囹今日から︑そなたの所で

十一一備3 家來たちと狩から下る︒

なんにも生まれぬぞ︒

十一一糊9圏 なんにもない所からは︑

此の線から此の線までを︑

十二餅8園

たい︒

武門の家大伴氏が上代から 十二搦10園

インドから高僧が渡海して

言傳へたものとして︑

十二㎜9

來た頃の華やかな奈良の都を︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ふそばから︑

來る尊い言葉︒
十一一麗4

さも食ひしんばうらしく︑
あの恐しい形相から︑どう

してこんな聲が出るかと思はれる程

十一一佃8

其のてっぺんから身を投じ

修行者の足下にひれ伏しな

ひらりと樹上から飛んだ︒

なかんづくコンコルドの廣
に至る美観は︑

がいせん
場から︑︿略﹀︑ナポレオンの凱旋門

十二悌5

がら︑心から禮齢した︒

十一一術1

十二備5

て︑

十二価8

十二8111散兵線からも︑速射砲・歩 美しい聲である︒

がら︑

ほかくと立上る湯氣を見つめな

十二805圃

かいみそ汁から︑

十一一804魍白い御飯から︑

十一一308 孔子はかねてから深く信頼 十二7111 これを北から西から望む時︑ 十二研10 ﹁︿略﹀︒﹂どこからか聞えて
十二3110 孔子の顔が壁虎に似てみた
ところがら︑匡人は孔子を二十んだ
のである︒

朝起きるから夜寝るまで︑

十二333 それから数年たって︑
十二3710

十二431 文箱から一通の書面を取出
なん

して静かに穿返した︒

十二433 楠公の碑を建てに行ってゐ
る家臣からの手紙である︒
へんさん

敵戦車は後から後からと現
次から次へと︑新な敵を求

めて猛烈に撃ちまくる︒

十一一838

れる︒

十二437 それから歴史編纂を思ひ立 十二824
ち︑

十二453 自分が修史に志してからす
でに長い月日を過したが︑

今日は︑午後から大分冷 十一一窩9 氣早なパリー子を乗せた幾
十皇・幾百皇の自動車が︑後から後
十二悌9

後から後から疾駆する︒

から疾駆する︒

かとをぢさんの世話や︑仕事の手傳

十二方から凱旋門の廣場に

欧洲砂書の名作が室から室
フローレンスにイタリヤの

私は︑心から﹁︿略﹀︒﹂と
言ひながら席についた︒

十二悩6

かはうとする汽車中のことであった︒

古美術をたつねてから︑ベニスへ向

十二伽3

へぎっしりと並んでみる︒

十二悩9

集って︑

を始めた︒

さっきから︑三郎さんが
それから一時間ばかり︑

皇后陛下から賜はつた義

向かった兵士の一人が︑

國から徴集されて九州方面の守備に

十二954今を去る千二百年の昔︑東

足をつけたが︑

十二948園

十二915

來て待ってるられたんだよ︒

十二913圏

十二鵬10

十二881僕にもかう言ってから︑何

えますね︒

十二555園 某は︑田舎から参った者 十二874圏
でござる︒

十二餌1 大手の藍玉から三の丸には
いると︑

十二673 あの無畜の狭間から撃ちか
けられ射すくめられては︑

ら第六まで順々に待受けてみる︒

十二687 いはゆる水の門が︑第一か
十二697 外観五層の大天守は︑内か
最上階から眺めると︑

ら登ると七階であった︒
十二6910

十二7010 鷺山をあたかも長城の如く
おほうて︑西からの見すかしを防い

481
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までの敷をあらはし得るとともに︑

十二欄9 此の算木を置く方法から考
へっいて︑

つた敷學上のことがらが︑次から次

十一一欄6從って今まで企て及ぼなか

如何にしてかこれを除か

へと解決されるやうになった︒
十一一個1図

んものと心を埣く折から︑一日暴風
至り︑

十二柵3 濃い青空には︑春の國から
生まれて來たかと思はれる白雲が︑

十二柵4山のふところからぽっかり
顔を出しては︑

へづりが朗かに聞えて射る︒

十二伽2 どこからか︑カナリヤのさ

な

や

十二柵9園 ねえさん︑雪の中からお
人形が出て來たの︒

十二橿3 明かるい聲が︑納屋のかげ
のあたりから︑はずんで來た︒

十二鵬1 近づいてからまた弟が︑
氣のかげもなつかしい︒

十二鵬11 草の芽の間から立上る水蒸

十一一悩6 足もとからむくくと濁つ
て湧上つた水が︑

へして︑

十二欄1 武家政治を土皇からくつが
十二㈱11 慶喜は事のすこぶる重大な

いへもち

のを知って︑大阪から海路江戸に蹄
つた︒

將軍家茂に嫁ぎ給うたのは︑
挙止から七年前のことである︒

十二研10

十二醜6徳川に封ずる朝議は︑此の

︵接助︶榴

カラ

時から一上した︒
から

あるから・だから

から﹇▽それで

ワタクシバ︑オニガシマ

へ︑オニタイヂニイキマスカラ︑

一595園

キビダンゴヲコシラヘテクダサ
イ︒

リモットエライ人ガヰマスカ

二483園セカイヂュウニハ︑私ヨ
ラ︒

二513又写カイヂュウニハ︑私ヨ

リモットエライ人ガヰマスカ

三596

コレヲフルト︑ナンデモ

ジブンノ思フトホリニナル
カラデス︒

三753ユフベカラ何モヤラナイ
カラ︑オナカガスイテヰルダ
あまり長くなりますか

ラウト思ッテ︑

三柵5園

ら︑これでおいとまをいたしま
す︒

四71こんな大きな木のこと
ですから︑切るのも大へんで

でないから︑私の思ふやう
にはなりません︒

四514囹 ケフハ︑コンナニモミ
ガホシテアルカラ︑ヲヂサンモ︑

から︑三ちゃんと一しょに待つ

てるて下さい︒

四942園 君らの背中の上を歩

の陸まで並んでみたまへ︒

いて︑かぞへてみるから︑向かふ

白兎は︑痛くてたまりませ

んから︑はまべに立って泣いて

四967

あなたは︑おなさけ深い

ゐました︒

四欄8園

お方ですから︑後には︑きっと

えらいお方におなりでせう︒

う︒

でなさい︒

たから︑たのしみにして待ってお出

五105團

おみやげに貝ざいくを買つ

リモットエライ人ガヰマスカ
した︒
四梱1園 百合若はうち死をいた
ラ︒
四116囹 鳥のやうに早いから︑ しましたから︑私たちきゃうだい
二545園セカイヂュウニハ︑私ヨ
野鳥といふ名をつけよう︒
の力で︑敵をすっかり追ひは
リモットエライ人ガヰマスカ
四
2
4
5
囹
負
ケ
テ
モ
ヨ
イ
カ
ラ
︑
シ
らってまみりましたQ
ラ︒
マヒマデ走ルモノダ︒
四132園 あんまりおきのどくです
二577園セカイヂュウニハ︑私盟 四304園じぶんのほんたうの子 から︑羽衣をお返しいたしませ
ラ︒

オヂイサンガヲシガル
ノダカラ︑ヨホド大ジナモノ

二721園

ですから︑びくともせず︑

五133

しかし︑おたまじゃくしには︑

ゆめにも思ってゐませんでした︒

が︑あの四本足の蛙だらうなどとは︑

ニチガヒナイ︒
ヲバサンモ早クカヘルヨ︒
五121 おたまじゃくしは︑手も足も
二774園 コレカラ︑ユビノクミ 四587 しかし︑みんな強い人たち
なくて泳げるのですから︑自分の親

カタヲヲシヘマスカラ︑ミンナ

ないやうな︑おいしい酒ですか

四683これまでのんだことも

連署何萬といふ︑たくさんの兄弟や

デヤッテゴランナサイ︒

仲間があるのですから︑親がそばに

食ってあったからでございます︒

五507園道の片がはの草ばかりが︑

くはありませんでした︒

みてくれなくても︑ちっともさびし

ら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑がぶく

四835団きっとおさそひします

を下さい︒

きまずから︑雪子さん︑ごへんじ

四807園今度は︑私が先に書

のみました︒

三113園山ですから︒
三202園 ぐあひがわるくなった
から︑とけいやへなほしにやつ
たのです︒

三408園次郎チャンノ舟ニハ︑
テフくノセンドウサンガノッ
タカラ︑カッタノデセウ︒

から一から
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い︒

六651

ついては︑二十四日午後三

そこのかごの中に︑おいも

日中は二十四五度ぐらみに

なるから︑春といふよりも夏だよ︒

六欄8園

地の下には︑馬ふんや枯葉

ドウシテモ︑時々︑新シイ空

が入れてあるから︑夜もぽかく暖

六界4園
いよ︒

六備3

氣ヲ吸ハナケレバナラナイシ︑又水
面二浮カンデ走ル方が早ク走レルカ

ラ︑フダンハ︑ナルタケ水ノ上二出
センパウキヤウ

僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト

テ居ル︒

六柵9

イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二

上へ出シテ置ケバ︑四方八方ヲ自由

目が附イテ居ルカラ︑ソレサへ水ノ

今年は︑思ったより豊年だ

つたから︑思ひ切って︑向かふの言

六664園

つて居ました︒

くもあるから︑牝牛にかへたいと言

それで︑父は︑子供にあぶな

六545園何でもい＼から︑全て下さ

があるから︑二人で︑おあがり︒

六227園

いたします︒

ますから︑どうか︑よろしくお願ひ

時頃そちらへ着く乗合自動車で参り

五524圏 道に︑愛がこぼれて居たか 六134囲
らです︒

ノデスガ︑少シデモオクレルト︑カ

五538 ソレヲ拾ツテ︑マブシへ移ス
ゴノマハリや棚ノスミナドデ︑繭ヲ
カケ始メマスカラ︑チツトモユダン
ガ出來マセン︒

五546 マブシノ中デハ︑カサくト
イフ音ガシテ居マスガ︑コレハ︑慧
ガ動クカラデス︒

五832 いや︑とんぼは益轟だから︑
取らない方がよいと︑先生がおつし
やった︒

六681園私のうちでは︑此の牛を︑

二見ルコトが町民ル︒

ふ通りに金を出さう︒

から︑よく氣をつけなさいよ︒

五849囹 行ってもい﹂が︑あぶない

ケレドモ︑潜望鏡ヲタエズ水

うちの者同檬にして︑かはいがって

ノ上へ出シテ居ルト︑敵二見ツケラ

火事は︑をぢさんのうちの

春雄は肩甲だからね︒

今度新しいお堂を建てたか
お目にかけたいものがある

午前と午後と二回水をやるの

ですが︑私たちは學校へ行きますか

七408

ら︑午前の水は︑おかあさんに受持

つていたゴくことにしました︒

くでせう︒

七419園董が赤いから︑赤い花が咲

君は軍人が好きだから︑今

九時には消燈ですから︑其

日は少し兵制生活の様子をお知らせ

七481囲

しませう︒

の前に日記をつけたり︑手紙を比い

七517国

すぐ消燈ですから︑これで

たりします︒

止めます︒

七542国

七659水の都ですから︑大阪には大

たg︑殿がそちの考を言へ

小千予言といふ橋があります︒

と仰せられたから︑私の思ふ所を申

七853囹

し上げたのです︒

前足が丈夫ですから︑けらや︑

もぐらのやうに︑±の中を自由にも

七934

油揮の子の口には︑針のやう

ぐつて行きます︒

七941

な管がありますから︑其の管を木の

根にさしこんで︑汁を吸って生きて

たゴ自分は母人であるから︑

一生の思出に︑心ゆくばかり笛を吹

村會でさうきめたのですか

渡し賃が高いといって︑一

やすみ︒

るのだから︑心配しないで︑もうお

から其の用意をしました︒

朝顔の種をまかうといふので︑ひる

な事になるかも知れない︒

が無かったら︑氣が違って死ぬやう

人で越した程の人だから︑此の大金

七描1圓

ら︑納めなくてもよいのです︒

七鵬9園

居ます︒

今こ＼で命をとられるのだ
せてもらひたい︒

から︑此の世の別れに一曲だけ吹か

七341園

いてから死にたいと思った︒

七335

から︑ぜひ着て下さい︒

大は小をかねるといふから︑ 七175園

ら︑見に來て下さい︒

七146園

引ッコメタリ︑

六佃5

五鵬2囹僕︑立ツテ居マスカラ︒

居たのですから︑どうぞ︑よい所へ
一つでさへ︑あれだ

五鵬4囹 イヤ︑ワタシバ︑モウヂキ

馬は︑

レヤスイカラ︑不用ノ時ハ︑コレラ

ます︒

六932園

ねばならぬから︒

おとうさんは︑消防で働か

方角だから︑わたしは見まひに行き

六929園

六餌8園

やっぱり大きい方にしよう︒

六715園

仕方があるまい︒

け早いから︑二つあったら︑早くて

六699園

やって下さい︒

下りルノダカラ︑カマハズ︑オカケ
ナサイ︒
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂ト︑ニイサンが言ヒ

マシ二二ラ︑私バカケマシタ︒

落研4

五柵7囹 これをさし上げますから︑
こかんべんを願ひます︒

から︑しばらく目をつぶっていらっ

五佃1園今︑此の舟をおし出します
しゃいませ︒

六112国 ちやうど日曜日ですから︑

二十四日の午後から︑ねえさんと二
人でいらっしゃいませんか︒

ざいましたから︑二日學校を休んだ

六126国王のかぜは︑ごくかるうご 六952囹 お前は︑あした︑學校があ 七396 暖い日曜日ですから︑今日は
だけで︑なほりました︒
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七柵7園落し物をしましたから︒
はあっといふ間に日が落ちてしまふ
つてゐます︒

カリフォルニや州の南部は︑

いひますが︑これははっきりしてゐ

日本の馬は氣が荒いとかい

ますから誰でもすぐ見つけます︒

心血9園

はれるさうだが︑それも馬が悪いの

日本人が早くから着て農業を螢んだ

九534國

ではない︑扱ふ人がいけないから︑

悪い目を見張って居るのです

から︑どうしても何かひどく考へ込

所で︑ロスアンゼルスは其の中心地

お前がよくめんだうを見て

ですから︑市内には︑りっぱな日本

手簿5園

んで居るとしか思はれません︒

八愉7

からである︒

で落したのですから︑たとひ飛んで

七佃5園 まして︑人通の多い渡し場
行って見たところで︑もうあるまい
と思って志ました︒

其の地下鐵道や高架二道ま

やったから︑北斗はりっぱな二歳駒

日本人は︑日本語によって教

昆轟室がありますから︑

内地人がたくさん住んでゐ

ヤップからパラオまでは︑

ますから︑町も大腔内地風ですが︑

十257団

そこで調べてごらんなさい︒

十104園

こんちゅう

育されなければならないからである︒

九欄5

でが︑申し合はせたやうに︑南から

九606團

馬に悪いくせが附いてしまふのだ︒

やうなものがあって︑それでのこ

八備9下へ下りると︑胸の所に足の

人町があります︒

ら︑此の金をあなたにさし上げても︑

く歩くから不思議です︒

七槻1園主人はなさけ深い人ですか
叱るやうなことはないと思ひます︒

八了6 汽車や自動車もかなはぬくら

考へると少々をかしくさへなって來

ず一直線に走ってみるのですから︑

になった︒

に頭が傾いて︑へんなかっかうに見

北へ︑北から南へと︑わき目も振ら

えるが︑あれは胴なのだから︑別に

だから歩く時︑あ＼いふ風

みの速さですから︑幾百粁の海を一

八備6囹

氣に飛ぶことも︑決して不思議では
不思議はないのだよ︒

ます︒

ありません︒

八96

それに︑鳴く時期が大指五六
月頃に限られてゐますから︑わから

模型飛行機が飛ぶのですから︑ 九633

なかったのも無理ではありません︒

何しろ十萬といふ敷ですから︑ 九106

其の大きい物を作りさへすれば︑き

北極星は︑何時見てもほg眞

つと人間も乗って飛べるに違ひあり

九櫃4

これを送るのも容易ではありません︒

ません︒

約一書夜の航程で︑赤道もそろく

十305団

く濃厚になります︒

近づきますから︑熱帯の特色がます

北にある星ですから︑夜︑道に迷つ
た時など︑此の星を見つければ︑す

九1110

ぐ方角を知ることが出來ます︒

さ︒

十五日まで雪が消えないで
はうび
みたら︑きっと御褒美を上げますか

しかし︑雪はまだたくさん

長須鯨を見つけたからである︒

ながす

しろ
出しては︑潮を吹く二頭の大きな白

＋佃7はるか彼方に︑代るぐ背を

もそなたがりっぱに勝つたのです︒

残ってみたといふから︑何と言って

十川2園

れては︑かはいさうですから︒

十佃9老齢り勝過ぎて︑人にうらま

ら︒

芳情1囹

いたづら好きの魔物だから

機を作ることが︑年來の望であった

くといふのも︑實は我我の住んでゐ

九321園小さなねちが一本いたんで 九悩9 しかし︑かういふ風に星が動
ゐましたから︑取りかへて置きまし

る地球が廻るから︑さう見えるだけ

先づ北斗七星と其の附近にあ
おほぐま

る幾つかの星を加へて︑大熊座とい

九価6

のことですが︑

た︒

一時間饒りも活動した後であ
るから︑食事のうまいことはいふま

九384

がつしゆう

俗にいかり星とも山形星とも

十6510園

からです︒

といふのは︑彼等もまた飛行

八149 常盤は元來情深い人で︑蕃人
を非常にかはいがったから︑蕃人も
次第になついて︑後には量子を親の
如くしたふやうになった︒

八697 それは︑つい今しがた︑番人
が火をつけるために手を由れたから
です︒

八逆9 打出の小槌は︑お話に聞くだ
けで︑我々の手にはいらない︑非常

でもない︒

に珍しい物だからです︒

八研4 ダイヤモンドは︑寳石の中で

ひますが︑それは昔の人が︑それら
の星の列に大きな熊の形を考へたか

こ＼は︑アメリカ合衆國

どちらも星があまり大きくあ

の裏門ともいはれる重要な場所です

九506団

九聯6

いと︑はっきりしません︒

りませんから︑よく氣を附けて見な

九鵬2

らです︒

ふまでもありませんが︑

から︑港や町のにぎやかなことはい

も一番かたくて︑光澤の美しい物で
すから︑誰でもほしがります︒

八二6 けれども︑ダイヤモンドはわ
つかしか望ませんから︑皆が手に入
れるといふことは出家ません︒

港から後方の高地へかけて︑

すから︑いたる所︑町は急な坂にな

市街は碁盤の目のやうに績いてるま

ごばん

九509団

ばまだくと思はれる時分︑こ＼で

八槻2 日が西に傾いても︑日本なら

から一から

484

ら︑其の水面は︑海から來る掘割の

十悩4 陸上に作った湖のことですか
熱心に︑聲の原理や舌・くちびる・

ちを教へるやうになると︑いよく

しかし︑何分にも耳や口の

耳などの生理を勉強しました︒

十一445

水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

教へる方も教へられる方も︑並大て

不自由な子供たちのことですから︑

深礎8 上手の水門は初から閉ぢてあ
りますから︑船は大きな箱の中へは
いの苦心ではありません︒

いったと同然ですが︑

十伽9 其の箱が長さ約三百米︑旧約
元來先生は電氣や電信の學

者ではありませんでしたから︑研究

十一4511
が行きづまると︑專門の學者にすが

三十四米もあるのですから︑今日の

大ていの船は︑ちゃんと中にをさま

一天にはかに墨を流したや

ら︑全く手に取れさうに見えます︒

今もいふやうに︑光を調節

するものがないから︑太陽に照らさ

十一㎜11

でせうが︑陰になる部分はきっと眞

れた部分は目が痛い程光って見える

十一柵4

うに曇って︑天地も暗くなるのは︑

十一柵7

地球の直径は月の約四倍あ

黒に見えるに違ひない︒

かうした︑すばらしく厚い雲によつ

年中水位に攣化がありま

て日光がさへぎられるからです︒

とすると︑我々が常に見る月の四倍

りますから︑夜︑月から地球を見る

十一偶5園

せんから︑どの島も水際からこけが

るわけです︒

ぐらみな地球が︑天にか＼つて見え

むし︑草木が茂ってゐます︒

後から後から飛出して︑
大異同じ場所で半圓をゑがくのです

十一帽8国

しめる光が︑我々に大きな慰を與へ

＋一梱3其の青白い︑しみぐと親

如何に鋭利な刀でも︑斬合

工の苦心は此の上に注がれて︑

のは︑心用にたへないから︑古來刀

つて直ちに折れたり曲ったりするも

十一糊1

るからです︒

から︑見てみると︑半分水上に現れ

こんな小さい望遠鏡でさへ︑

十ニー511 石器・土器を始め︑古墳な

なるのであるから︑私たちはどこま

どから出る古代の遺物も尊い材料と

でもこれを大切に保護し︑後世に傳

もちろん︑月は地球と違つ
て︑とっくの昔︑すっかり冷えてし

しかし︑土地は殆ど無限に

だから︑こんな筏の十や二

じゃまになるわけではない︒

十が績いて下ったからとて︑少しも

十二2710

たところで追ひつくものではない︒

廣がつてみるのであるから︑あせつ

十二238

へなければならない︒

あれは﹁海﹂といはれる部

がよいかも知れません︒

から︑海といふより平原といった方

分ですが︑月には水一滴ありません

十一柵6

も︑みんな死火山ですがね︒

まった天膿ですから︑火山といって

十一欄3

考へられます︒

は非常に大きいものだといふことが

はっきり見えるのですから︑噴火口

十一研4

から︑演奏會へ行って聞いてみたい︒

十一塒7園

です︒

た水車が廻ってでもみるやうな感じ

ワトソン君︑すぐ來てく

つたり︑友達に意見を聞いたりしな
十一4911囹

あなたはまだお若いから︑

れ給へ︑用事があるから︒
十一7211圏

しっかり努力なさったら︑きっと此

これは︑學問の研究には

の研究を大成することが出來ませう︒

十一734圏

歩々々高く登り︑最

特に必要ですから︑先づ土垂を作つ

て︑それから

此の岩島に︑三十萬のロッ

後の目的に達するやうになさい︒

十一価11

ペン鳥と︑⁝二苗円のおっとせいが群居

してみるのだから︑其の騒ぎはたい

後にはごく薄い白絹か何か

したものである︒

十一佃6

で空をおほったやうになりますから︑

百粁もさかのぼった所にある海のや

十一一295 洞庭湖は︑上海から千二三

地球上のやうに︑太陽から
騰る光や熱を調節するものがないか

うな湖水であるから︑かうした大筏

十一㎜6

ら︑月の世界では︑書はこげつくや

の編成にはもって來いといった場所

俗に薄雲といひます︒

うな暑さ︑夜は其の玉垂にひどい寒

太陽でも月でも︑おぼろに
しか見えませんから︑俗におぼろ雲

さであらうと思はれます︒

高さは六百米ぐらゐですか

といひます︒

十一柵9

十一川8

ほんたうに一度でもよい

ければなりませんでした︒

ります︒

ますから︑往く船と來る船と︑同時

十字8 間門はどれも二列に並んでゐ
に通ることが出來ます︒

十三4園 いや︑全くえらいからさ︒
十幽9園 これは大事なことだから︑
よく畳えておきなさい︒

ら︑わざく露って投票なさる方も

十三7園 あなたのやうに︑旅行先か
あるのですから︒

ので︑男は漢文を書くのが普通であ

十一153 當時︑假名文は女の書くも
つたからです︒

ゆだんをして逃したのでせう︒

十一187園うっかり者だから︑つい
十一417園 生まれた家を出て行くの
はいやですけれど︑これが女の行く
べき道なんですから︒

十一4110園 殊におかあさんは︑さう
お丈夫ではないんですから︒

十一唱1 かういふやうに︑小さい時
から研究心の強かった先生のことで
すから︑聾唖學校で氣の毒な子供た

485
がら一ガラス

である︒

十二354園 ほめられないからといつ
て︑腕前を加減するのが果してよい
大工だらうか︒

十二3911囹 とても先生には追ひつけ
ないから︑もうよさうと思っても︑
やはりついて行かざるを得ない︒

一般に本丸への道は狭く︑

ら︑これを責ってやらう︒

十二562園 これにからかさがあるか
十二6710

曲折してみるから︑敵の寄手が若し

なく︑太陽が月より非常に遠い所に
綜様

あの中には石のらうがあっ

﹇唐傘﹈︵名︶3

からかさ

五255

サヲノ先ノ矢車ガ︑ガラガラ

ト鳴ルト︑鯉ガ︑大キナロデ思フゾ

ンブン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ

高ク尾ヲ上ゲマス︒

からし 丑vとうがらし

カアカア

一145圏

カアカア

力ラスヨイソゲ︒

力ラスヨイソゲ︒

カラス

カラスガ︑

ユフヤケコヤケ︑

トンデイク︒

二301圃

天罷観測室の丸屋根に︑烏

くわんそく

ガラス

枯枝に烏のとまりけり

烏にでも取られたらどう

烏の群が地上から飛上つた︒

︵名︶8

外ヲ見マシタ︒

イッテ︑シャウジノガラスカラ︑

一﹇㎜2ネエサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ガラス

秋の暮

十一㎜8図圃

しませう︒

十一188園

十襯2

が一羽止ってみる︒

十145

二314圏

ガカヘル︒

二297圃

カラスガ︑

幹が二か＼へもあって︑枝が からす ︹烏﹈︵名︶9 カラス 烏﹇▽

やたがらす

七201

傘

からかさ

からかさ

て︑唐締檬が押込められて悩ます︒

あるからである︒

しかし︑孝和は決してそろ

八429囹

十二鵬6
ばんを考案した人でもなければ︑そ
ろばんの達者であったからえらいと
いふわけでもない︒

からかさを廣げたやうに出て居るの

しかし︑彼等がかういふも

一142圏

十一一捌5

で︑村の人は︑これをからかさ松と

からかさ松

ナイテイク︒
呼んで居る︒

これにからかさがあるか
︹章章︺2

からかさ松
から

からかさ松⁝⁝⁝十九

第五

第五

﹇唐傘松﹈︵名︶2

幹が二か＼へもあって︑枝が

からかさ松の少し先に︑小さ

からく

オカアサンガ︑ガラスノ

キンギョバチヲ持ッテ來テ︑

三735

春といふよりも夏だよ︒

日中は二十四五度ぐらみになるから︑

をすると︑少しすかして置いても︑

からくと︑どこかで荷 六研7圏 これで︑此のガラスのふた
5いのちからがら
唐 がらがら ︵副︶一 ガラガラ

からがら

車の音︒

十二803翻

てからくと笑った︒

二人は︑思はず顔を見合はせ

︵副︶2

な茶屋が一軒ある︒

七212

呼んで居る︒

で︑村の人は︑これをからかさ松と

からかさを廣げたやうに出て居るの

七203

かさ松

からかさまつ

七196

七目6

からかさまつ

ら︑これを貢ってやらう︒

十二562園

しないかと思はせる︒

も落ちて︑さしてみる傘を染めば

下枝の紅葉から紅のしっくで
からかさ

のを生み出したのには︑西洋諸國の

面長といふのは此の女のこと
下締には︑其の時十二になる

﹇唐糸様﹈︹人名︺1

七194

親を思ふ孝子の心には︑頼朝 からから

頼朝は唐言をゆるした上に︑
した︒

十392

學術の背景があり︑敷學の長い歴史
それは︑︿略﹀︑数學もまた

があったからで︑

十二俄8

西洋の数學によらなければならなか

しゃくやくや水仙が︑雪

つたからで︑

十二捌4園

門を突破すれば︑差當りかうした廣
寒いから脚を大事になさ

場になだれ込まざるを得ない︒
十一一909園
い︒

別に望はございませんが︑

からいと
﹇唐糸﹈︹人名︺5 唐馬

八403

唐練の身代りに立ちたうございます︒

からいと

八384囹

唐

の下で︑もう目をさましてみるので
すから︒

からいと

がら

十二撹11 それは︑要するに我が古代
の人々が雄大明朗の気性を持ち︑極

﹇▽ことがら

めて純な感情に生きてみたからであ
る︒

十二構3園 でも︑お約束だから︑そ
ろくごちそうになりませうかな︒

でした︒

十二伽10園私が日本語を勉強してゐ
るものだから︑友人たちが︑此の日

八405

八466

してやりました︒

も感心して︑石のらうから唐橘を出

八462

娘がありました︒

本人と話をして見よと言ったのです︒

やるから︑御賢明でなくてはなりま

十二幽9囹 父上は御高齢でいらっし
せぬ︒

本復になりますか ら ︒

十二鵬1囹 こ＼二三日で︑きっと御

からいとさま

萬士詩にはたくさんのはうびを與へま

の住む地球から見ると︑大艦首と同

十二撹10 此の大きな太陽が︑私たち
じ大きさに見えるのは︑いふまでも

からすあげは一からだ
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八燭4中へはいって︑先つ目に着い
たのは︑室の窓ぎはに幾つも並べて

あるガラスの箱でした︒

八森9次の室には︑ガラスを張った
で居て︑其のガラス越しに︑種々の

大きな窓のやうなものが順々に並ん

こ

まく

ガラスど

︵名︶2

ガラス戸

二階へ上って︑ガラス戸から

外を見ると︑全膿が︑何だか︑ぼん

六857
やりと明かるい氣がする︒

しめやかに︑ひそ

窓ぎはにはひ寄り︑ガ

ラス戸ぬらし︑

十85図圃

ガラス戸棚

周園の壁やガラス戸棚には︑

かに夜の霧流る︒
魚の泳いで居るのが見られました︒
わら
十一469 先づ一本の藁を持って干て︑ガラスとだな ︵名︶2
九2410

いろくな時計がたくさん並んでゐ

其の一方を耳の鼓膜に騰れさせ︑他
の一方をす＼のか＼つたガラスの上

時計屋さんは︑仕上げた時計

る︒

九316

に置きました︒

十一472 さうして︑す＼のか﹂つた

︹課名︺2

﹇体﹈︵名︶49

カラスヨ

カラダ

からだ

そびえ立ち︑
着て︑

並んだすゴめ︑

三

四911間ぴったりとからだを
羽のすゴめ︒

つけ合って︑

水は深くて︑大きなからだが︑
半分くらみはかくれました︒

五406

角の形といひ︑膿のかっかう

所だけが白い︑まことに美しい牡牛

でした︒

六654

七487国

さうして︑かわいたてぬぐ

髄も大きくなり︑形も色も次

ひで︑髄が赤くなる程こすります︒

第にかはって︑がんじょうになりま

七955

す︒

其の中に︑かたい背中の皮が

縦に割れて︑中からみづくしい膿

七974

しばらくは︑其のま＼じっと

が現れます︒

七984

動かないで居ますが︑やがて起直つ

たと思ふと︑膿は完全にぬけ出しま

す︒

おくびやう

乃木大將は︑幼少の時腔が弱

て子供の髄を丈夫にし︑氣を強くし

七絶9 大聖の父は︑︿略﹀︑どうかし

く︑其の上臆病であった︒

さうして︑今度は︑水を鼻へ 七粥1
吸ひこんで︑その水で自分のからだ

五414

上ル頃ニハ︑騒ノカラダガ︑

を洗ひました︒

五533

當時︑髄がもうこれだけ丈夫

なければならないと思った︒

たゴあの小さい膿で長い旅行

通信紙をつめたアルミニウム

の管を鳩の右足に取附けた兵は︑し

八759

ふことです︒

て來ないつばめも︑かなり多いとい

を績けるせみか︑途中で死んで蹄つ

八107

になって居たのである︒

又︑作りカケノウスイ繭ノ中 玉無9

スキ通ルヤウニナリマス︒

五551

﹂生ケンメイニハタライテ居

デ︑キユウクツサウニ︑カラダヲマ
ゲテ︑

からだは小さいが︑画そう

ルノモアリマス︒

五625園

ちゑのあるお方です︒

これまでうちに居た牛は︑儂
がまつ黒で︑後足の足先と尾の房の

六643

した︒

四964 ＝誉しまひにるたわにざ といひ︑申分のない良い牛です︒
六674 父や兄は︑牛の髄をきれいに
めが︑白兎をつかまへて︑から
して︑新しいくつをはかせてやりま
だの毛をみんなむしり取って
しまひました︒

四998囹早く川の水でからだ
を洗って︑がまのほをしいて︑
その上にころがるがよい︒

白兎がその通りにしま
すと︑からだは︑すぐもとの

四欄4

大きなからだのわりに︑目は

やうになりました︒
五394

小さくて︑あれでも︑下に落ちて居

をちよつと耳に當ててから︑ガラス

る物が︑よく見えるのだらうかと思

ガラス箱

大きなガラス箱の中に︑毒の

戸棚の中につり下げた︒

からだ

匿呂おからだ

四25圃青空高く
雪の

遠くひく︑

はれます︒

︵名︶一

ガラスの面には︑ぎざくの線がゑ

十127

ガラスばこ

がき出されるのでした︒

ぶしたガラスを通して太陽を見ると︑
ま

十二悩1 濃い色ガラス︑又は黒くい
ご

烏丸
ぎょゑん

近代京都が誇る鳥丸の大通

からすよいそげ

ると︑

を北へ進んで︑京都御所の御苑に入

十一77

﹇鳥丸﹈︹地名︺1

あるきのこや︑食用になるきのこが︑

からすき

からすまる

表面に黒い胡麻粒のやうなものが見
から

自然に生えたやうに出塁てるる︒

﹇烏揚羽﹈︵名︶1

えることがある︒

からすあげは
すあげは

十123 ﹁からすあげは﹂と﹁くろた
﹇唐鋤﹈︵名︶1

いまい﹂であることがわかった︒
からすき

ガラス越し

ニ目7 六 カラスヨイソゲ
ニ295 六 カラスヨイソゲ

七247 眞黒な牛が︑いうくと引い イソゲ
て行くからすきのあとに︑掘返され

︵名︶一

た新しい土が︑暖い日光に照らされ
る︒

ガラスごし

からだに

すそを

下野1 次の室には︑ガラスを張った
大きな窓のやうなものが順々に並ん

富士は

かすみの

着物

で居て︑其のガラス越しに︑種々の

日本一の山Q
魚の泳いで居るのが見られました︒
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からだじゅう一からふと

ばらく鳩の膿にほ＼をすりつけ︑途
中の無事を祈った ︒

おとなしく︑しかも音舌が大好きで

八惚1 膿が大きいのに︑性質がごく
ある︒

八協2 黒々と大きな髄を横たへてる
る船のかげで︑幾箇所にもたき火が
始められる︒

船が上ると禮を浮かすやうに︑船が

八伽9 僕は文治とへさきにすわって︑
下ると燈を沈めるやうにしてみた︒

八欄1 船が下ると盤を沈めるやうに
してみた︒

八佃4 すき通った寒天のやうな瞳か
ら︑腕が読本も出て居ます︒

八㎜4 時々髄をしぼるやうにして︑

すいくと浮上ります︒
八儒6園 あ＼いふ風に艦をしぼると︑
中の水が勢よく下へ出る︒

八幽2 ﹁かれひ﹂は︑平たい膣をく
ねらせて泳ぎます ︒

八七4 ﹁かれひ﹂は何時でも盤を横
にしたま＼︑くねって行きます︒

八幽6 其の平たい禮に︑ちよつと砂

はと

をかぶると︑上から見ても︑どこに
居るか見受が附きません︒
かうきち

九了6 幸吉といふ表具師が︑鳩の膿
を研究して大きな翼をこしらへ︑そ
れをあやつりながら屋根から飛んで︑

九82 それを能に着けて︑岡の上か
ら一思ひに飛んでみると︑意外にう
まく空中を滑走することが出志まし

た︒

九818

忽ち無意の大きな腔が︑千丁
狼介の大きな膿は︑もう鹿介

の上にのしか＼つた︒

九822
放牧に出してから︑北斗の膿

の足もとにぐたりとしてみた︒

九佃1
禮の手入れをしたり︑運動を

はめきく丈夫になりました︒
九佃6
させたり︑僕の仕事が追追忙しくな

ヤップでは︑色の黒い︑膿

つたのは其の頃からです︒

十292国

のたくましいカナカ族をたくさん見

い︒

十二冊1園

どうせ死ぬべき此の盤を

も通ってゐます︒

大きく︑りっぱで︑大通には自動車

十26図

市街は︑ガラパンにくらべ

ガラパン

十345囲

からふと

ると︑小ぎれいで落着きがあります︒
からふと
﹇樺太﹈︹地名︺11 樺太 樺

捨てて︑永久の命を得ようといふの
からだ

樺太は島なりや︑又大陸

からふと

ばく
文化五年四月︑林藏は幕

されど︑なほ心に満たざ

先づ樺太の南端なる白主

にて土人をやとひ︑小舟に乗りて北

十一936図

太におもむけり︒

るものあり︑同年七月軍門にて又樺

十一935図

ることを知りぬ︒

樺太に渡り︑海岸を探りてほゴ島な

府の命によりて︑松田傳十郎と共に

ふ

十一933図

問とする所なりしが︑

の一部なりや︑世界の人の久しく疑

十一928図

おまけに︑からだ中から光 太

﹇体中﹈︵名︶2

だ︒

中壷中

からだじゅう

五969園

を出して︑天も︑地も明かるいほど

からたち

禮中が︑なぐりつけられるや

でございます︒

十811

﹇拘橘﹈︵名︶1

うに痛む︒

からたち

﹁︿略﹀︒﹂と︑投

からたちの垣根越しに︑

からには

をぢさんは︑よい人だ

ふとほ﹂笑んで︑

十二778囲
げてくれた
つた︒

︵接助︶2

らには︑槍のことはよく御存じであ

林藏︑こ﹂に始めて樺太

林藏は樺太の海岸を一周

樺太は島にして境を接す

林藏が二回の探検により

て︑樺太が島なること明らかになり

十一992図

十一98図樺太

人の部落嵩在するに過ぎずとそ︒

る國土なく︑たとひ東岸に至るも土

十一954図

波荒くして舟をやるべからず︒

せんと志ししが︑ナニヲーより北︑

十一948図

確定にするを得たり︒

が大陸と全く絶縁せる島なることを

十一946図

に進む︒

かう領地を二分して二人

みやびやかな唐破風︑すつ

つて︑鯨生を送ることにする︒
からは ふ
﹇唐破風﹈︵名︶1 唐破風
からは ふ

十二653

からはふ

︿略﹀︑月代りに姉娘・妹娘の許へ参

の娘に與へるからには︑予は今後

十二襯1園

らう︒

七図5園長い槍がよいと言はれるか

からには

見れば彼の髄は︑旗のひもで︑

かけました︒

十744

聞多の髄には︑もう一滴の

しっかと欄干に結び附けられてみる︒

十餌6園

其の時早く︑母親は︑血だら

血も残ってゐませぬぞ︒

十餌10

やがて︑三十米もある白長須

けの聞多の盤をひしと抱きしめた︒

十伽1

鯨が︑全く息絶えて︑小山のやうな

膣は車に任せながら︑心は

膣を水面に横たへる︒

十一悩7

二見に奪はれて少しもいとまがない︒

大金字塔のそばには︑ス
フィンクスといって︑顔は人士を︑

十一倒4團
も

きりした千鳥破風︑それらが上下に

し

髄は獅子をかたどった不思議な石の

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入
舞といひたい︒

りちがふさまは︑まさにいらかの齪

巨像もあります︒
前にやってもよい︒

十一一擢8園さうしたら︑私の艦をお

十254国町のガラパンも思ったより

二文句と︑行者さんの膣 ガラパン ︹地名︺3 ガラパン
と取りかへてもよいといふのですか

十二麗10園

からふとさんみゃく一かりに
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らりと晴れて︑今日は一だんと冷氣

がらんと

いか団でせう︑けふ一日だ

兄神は︑弓矢を持って︑山へ

おなぐさみに︑狩をなさつ
かういふ時代の人は︑石の

あ

き

文武天皇がまだ皇子であら

リや王︑家來たちと狩から

かり ﹇雁﹈︵名︶1 かり

飛ぶかりの敏さへ見ゆる秋の夜の月

十﹇611図圏白雲にはね打ちかはし

刈集めてある草を︑山羊にや

ネズミサンニガリガリ

︵副︶一 ガリガリ

後醍醐天皇の御製に︑

﹇仮初﹈︵形状︶1 かりそめ

たんぼはもうなかば以上刈取

さうして︑かりに此の二つの

かりに私たちが月の世界へ

今かりに其のま＼そっくり

かりに︑太陽をもつともつ

と遠い所で見るとすれば︑結局はあ

十二悩10

である︒

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ

移して︑地球を太陽の中心に置くと

十二捌8

ものでせう︒

行ったとすると︑其の景色はどんな

十一欄8

方へのばして見ませう︒

星を結ぶ線を引き︑それをなほ右の

九川9

かりに ﹇仮﹈︵副︶4 かりに

に残ってみる︒

られて︑おくてだけが︑こ﹂かしこ

八477

︽ーラ︾

かりと・る ﹇刈取﹈︵五︶1 刈取る

たゴかりそめの宿と思ふに

こ＼にても雲井の櫻咲きにけり

十一210図圃

かりそめ

トカジラレテハ︑タマリマセン︒

ニ587園

がりがり

らうと思って︑

六397

集める ︽ーメ︾

べんけいの大なぎなたが︑ かりあっ・める ﹇刈集﹈︵下一︶1 刈

がらりと

が加り︑かすかな寒さをさへ感じる︒

がらん

り︒

がらんと

︵副︶1

の池水に影をうつして南都の美観た

がらん
十二悩1図 興福寺は伽藍半ばすたれ
さるさは
たれど︑なほ三重・五重の塔︑猿澤

がらん
﹇伽藍﹈︵名︶1 伽藍﹇▽だい

がらりとおちてしまひました︒

三456

︵副︶1

か﹂ると︑誰かが︑﹁︿略﹀︒﹂と大聲

︽一

がらん

ちり

がらりと

に叫んだ︒

からまる

しのみならず︑其の封岸大陸の事情
げ んくわん

﹇絡﹈︵五︶1

からむ

すそにからまり︑

くびの署すずを

﹇絡﹈︵五︶1

﹇搦手﹈︵名︶1

での空中戦だ︒

からめて

工場はがらんとしてみる︒
﹇刈﹈3いねかり・しばかり

八876
かり

大手の門は南を固め︑から

め手の門は北東を押さへてみるが︑

罵る︒

十二備3

さった︒

せられた頃︑大和の安騎野で狩をな

やまと

十二985

さへて山野に狩をし︑

斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ

十ニー12

てはいかがでございます︒

六359園

も︑鳥一羽︑獣一匹取る事が出來ず︑

狩りにお出でになりましたが︑これ

五備7

海へ魚を取りに行く事にしては︒

け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

五罪8園

狩﹇▽しお

﹇狩﹈︵名︶6

からりと

石田に立てば︑
秋びより︒

狩り

かり
からもん

豊國神社に華やかな唐門を

仰ぎ︑三十三間堂に一千一膿の御三

十一98
を秤み︑

︵副︶5

からり 几﹀とんとんからり

からりと

今日もからりと

常足3雲雀見上げて

降っても︑すぐからりと晴
上ってしまひます︒

八266困

狼介は︑怒って弓をからりと
捨て︑洲に上るが早いか︑四尺の大

九804

昨日の雨はからりと晴れて︑

太刀を抜いて切ってか＼つた︒

十︻冊1

三日ほど降績いた秋雨がか

太陽は朗かに此の温泉渓谷を照らし
てるる︒

十二425

ひがり・たかがり

此の城の要害はむしろ西にある︒
からもん

十二707

からめ手

＋一期各機それぐ敵讐からん

ン︾

から・む

たもとにすがる︒

ちりならし︑

三233囲

︽ーリ︾

からま・る

も始めて我が國に知らる＼に至れり︒

大泊は︑

十﹇欄1 樺太の玄呼野といはれる

くぐ感心した︒

十﹇欄7 樺太の夏の日の長さに︑つ
からふとさんみゃく ﹇樺太山脈﹈︹地

名︺1 樺太山脈
十一槌2 御影石の白い石段を登りつ
めると︑市街は眼下に見下され︑遠
く樺太山脈の麓にかけて鈴谷平野が
廣がつてみる︒

樺太神社
樺太神社に参拝する︒

からふとじんじゃ ﹇樺太神社﹈︵名︶1
十︻棚11
ちやう

ちや う

からふとちょう ﹇樺太庁﹈︵名︶1 樺 からもん ﹇唐門﹈︵名︶1 唐門

太磨
十一川7 樺太鷹の所在地豊原市は︑
すゴや
廣い耕地のある鈴谷平野の中央にあ

つて︑本島第一の都市である︒
からふと

からふとのたび ︹玉名︺2 樺太の旅
樺太の旅

十一目4 第十七 樺太の旅
からふと

十一995 第十七 樺太の旅
からふとりゃくず ﹇樺太略図﹈︵名︶1
樺太略圖

十一98図 樺太略圖
十一一餌7 から堀をへだてて︑や＼右

からぼり ﹇空堀﹈︵名︶1 から堀
手に仰ぐ天守閣群は︑

からまつ ﹇唐松﹈︵名︶1 から松

八923 から松の林を抜けて小松原に
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カリフォル＝やしゅう一かるさ

の夜の空に銀の砂子をまいたと見え

︹地名︺一

カ

る小さな星と同じものになってしま
ふであらう︒
カリフォル一一やしゅ う

か

︽ーッ︾

える︒

九1210

ガソリン爽動機がよいとは思

そっと行って︑輕く背中を

強い力の出るものがありませんでし

ひましたが︑まだ其の頃は︑巻くて

た︒

た＼く︒

九974

おかあさんは︑刈るのをやめ

て︑稻束をまとめて︑稻かけの方へ

障子に置くぱさと止った轟

大地が見るく盛上って︑機

空を半ばおほふやうに︑櫻や

は輕く地上ををどりながら滑る︒

九旧9

が︑やがて﹁︿略﹀︒﹂をくりかへす︒

九伽5

しやうじ

すぐ安心して静まってしまひます︒

ひらで蒔く首や背中をなでてやると︑

草を刈っていらっしゃるおと 九槻3 ﹁︿略﹀︒﹂と聲をかけて︑手の

耕して︑植ゑて︑刈って︑干

帯く曲折しながら︑人を奥へくと

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

かへで

十389

た稻が︑此の機械で見るく片附け

十M6

船は輕く左方へ曲り︑鯨の逃
いがる・くやしがる・さびしがる・ざ

のばしたやうな白い雲の出るのを毬

はいたやうな︑又は乱心を薄く引き

澄んだ青空に︑刷毛で斎く

は け

道に話してイの字なりに迫って行く︒
輕い

十一佃5
かるい

んねんがる・ふしぎがる・ほしがる・
﹇軽﹈︵形︶14

天女の輕い舞の袖を思はせ

濃い青空には︑春の國から

十一2911

其の屋根は︑あたかも飛行

かるさ ﹇軽﹈︵名︶1 輕さ

さうに浮いて行く︒

ては︑見る間に大きくふくらんで輕

山のふところからぽっかり顔を出し

生まれて來たかと思はれる白雲が︑

十二柵5

るやうな弔云です︒

十一鵬10

大そうかるうございます 弔云といひます︒

葉先が朝風に輕くゆれる程に
おもり其の物は重くても輕く
かしても︑振る時間は同じです︒

ても︑又大きく動かしても小さく動

八726

なると︑

七268

だけで︑なほりました︒

ざいましたから︑二日組下を休んだ

六125国私のかぜは︑ごくかるうご

ね︒

三161園

︽1・ーイ・ーウ・ーク︾﹇▽みがる

かる・い

ざくくと︑稻を刈る音が聞

さそって止まない︒

られて行く︒

すまで︑ほとんど一本々々手にかけ

八485

をこしらへてやったのでした︒

六406 稻が刈られたので︑きのふ︑
さく
たんぼに柵を作って︑山羊の運動場

た︒

うさんの所へ︑お手署ひに行きまし

六395

運び始められた︒

六259

の束が︑田の上に並べてある︒

天井からつるしてある此の 六257 刈ったあとには︑く＼つた稻

てんじゃう

の有名な大寺院へお参りをしました︒

八691
大きなランプが︑ふとガリレオの心
をとらへました︒

ガリレオが不思議に思ったの

は︑其のランプの動き方でした︒

八697
しばらく考へてるたガリレオ

ガリレオは︑急いでうちへ露

は︑やがて自分の脈を取って見まし

八708
た︒

八717

十八歳の學生ガリレオは︑此

りました︒

八731

︽ール︾

それは︑全くガリレオの此の

の事を獲見したのでした︒

八737

騙る

那智騨より︑自動車を駆つ
︽ーッ・一

稻を刈って居られたおとうさ

稻がだんく刈られて來るせ

めずらしがる

自らなし得ることは︑人 がる ←おしがる・おもしろがる・かわ

かる

嚢見を慮歯したものです︒

十㎜4図

か・る ﹇駆﹈︵四︶1

手をかるまでもなしと思へば︒

九211図囹

か・る ﹇借﹈︵四︶1

カリフォルニや州の南部は︑

リフォルニや州
九5210團

日本人が早くから來て農業を温んだ

かりまた

所で︑ロスアンゼルスは其の中心地
﹇雁股﹈︵名︶1

ですから︑

かりまた

下流

かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑

九184図 義家︑背中のうつぼより︑

﹇下流﹈︵名︶1

狐を追ひかけしが ︑

かりゅう

が揚子江の下流であって︑増水期に

十二277 江口から軽口までの一千粁

︽iリ︾

カリル

は一萬トン級の汽船が正々と航行す

借りる

﹇借﹈︵上一︶4

るのである︒

りる

か・りる

刈る

よい天氣で︑あちらでもこち

﹇刈﹈︵五︶9

て那智山に向かふ︒
か・る

六213

ラ・ール︾

ヲカリニ來マシタ︒

二863コノハナシヲキイテ︑犬

マタソノウスヲカリニ來マシ

六255

飛んで來る︒

みか︑いなごが︑たくさんこちらへ

六233

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

んとおかあさんは︑腰をのばして︑

六221

らでも︑稻を刈って居る︒

一一892 トナリノオヂイサンバ︑
タ︒

九柵1 我々は︑一日たりとも︑國語
の力をかりずに生活する日はない︒

十二佃4 それに期して︑借りた畳え
はないとか︑もう返したはずだとか︑
乙が主張する︒

八684 ガリレオといふ門生が︑こ＼

ガリレオ ︹人名︺7 ガリレオ

かれ一かれ
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﹇彼﹈︵代名 ︶ 7 5

﹇枯﹈﹇▽たちがれ

かれ

彼

機の翼のやうな落着きと輕さを見せ
かれ

てるる︒

かれ

七356 彼の前には︑もう死もなかつ
た︑生もなかった︒

りよく

時寝たかも知らない事が多かった︒
しゃくどう

八槻6 誰も彼も︑赤銅色のはだか
ら玉の汗を流してみる︒

て︑しばし窯場にこをどりしぬ︒

十515図彼は一枚の皿を両手に捧げ

を重ね︑工夫を積みて︑遂に柿右衛

へ︑とうくレールの上を走る汽車

を造り上げた︒

十519図彼は︑其の後いよく研究 十靭7 しかし︑生まれつき機械の好

きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水
ねんど
車を造って小川にかけたり︑粘土で

九85 それ以來︑彼はますます研究

門風と呼ばる＼精巧なる陶器を製作

彼は︑ほんたうに針金を通

彼は妙な物を作り始めまし

彼の喜はたとへやうもなかつ

を重ね︑滑走機を改良して︑其の操

いしき

彼が天武天皇の仰のま㌧に︑

天時二十八歳の若盛りであ

齢年前のことである︒

言傳へをそらんじ始めたのは︑三十

我が國の正しい古記録を讃み︑古い

十﹇635

込みました︒

彼は︑急いで先生の室に飛

じて︑人間の言葉を聞いたのです︒

十一503

た︒

十一437

た︒

十欄10

汽車を造ったりして話しんでみた︒

てるた︒

十728
めた︒

十744

彼は︑すごくとして最後の
む

ほとんど無意識に︑彼は其の

らんぱうい

大みことのり傳

乃木大壷はおごそかに︑

い畳針で傷口を縫始めた︒

十903図圏

御町深き大君の

ふれば︑彼かしこみて謝しまつる︒

十﹁旧9

かかる中にありても︑彼

ベートーベンの雨眼は異様

つて足を止めた︒

十一塒2 ﹁︿略﹀︒﹂彼は︑突然かう言

らざりき︒

は其の地の事情を研究することを怠

十一987図

つた︒

ほろびてしまふかも知れないのであ

の尊い歴史も文學も︑彼の死と共に

が國の正しい古傳︑つまり神代以來

十一641此の人がなくなったら︑我

になった︒

つた彼が︑今ではもう⊥ハ十近い老人

怪漢等はなほも彼を探したが︑ 十﹁638
もうどこにも見つからなかった︒

十808

場をうまくのがれた︒

十807

ボートに身をゆだねた︒

十754

しっかと欄干に結び附けられてみる︒

見れば彼の髄は︑旗のひもで︑ 十一504

めつ＼︑片端からボートに分乗せし

彼は︑わめき叫ぶ船客をなだ

そこに突立つたま﹂︑沖の方を眺め

まるで失神したやうに︑彼は

するに至れり︒

だのぶなが

十553

縦に熱中しましたが︑

もけい
彼は︑飛行機の模型を次から

彼の苦心に成った模型飛行機

彼が今の心にて人となら

彼の勇名は︑味方のみか︑も
彼は︑鹿介を好き相手とつけ

大男の彼は︑電気を力で仕止
お

十814

彼は蘭方讐であった︒

鹿介は︑織田信長に毛利攻め
の志があることを知って︑彼をたよ

十855

彼は︑そこまではって行った︒
つた︒

しかし︑彼はまだ死ねなかつ

彼は︑︿略V︑有合はせの小さ
た︒

九894

十857

九871

めようと思ったのである︒

九812

ねらった︒

九7710

う敵方にも知れ渡ってみた︒

九778

ば︑竹千代には無二の忠臣たるべし︒

九472図園

人々をあっといはせました︒

は︑見事一語に千米近くも飛んで︑

九102

次へと作って︑研究を進めました︒

﹁︿略V︒﹂と思ひながら︑彼は 九97

そこに立止って︑じっと見つめまし

八693

た︒

八718 綜におもりを附け︑それをつ
るして︑彼は同じやうなことを何べ
んとなくやってみました︒

八803 掛の人々は︑とうく彼をあ
やしい者とにらんで取調べた︒

ど

指 さ し て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂と︑かたい決心

八808 彼はそこに並べてある機械を
を語った︒

八831 三ってからの彼の努力は︑
一そうめざましかった︒

八桝5 彼は︑ほとんど其の一生を織
機の改良にさ＼げた︒

八餌6 大正十三年︑彼は遂に世界無
比の自動織機を獲明した︒

八853 彼が織機の研究を始めてから

あわたゴしく窯場より走り
出でたる彼は︑﹁︿略﹀︒﹂と叫びつ＼︑

十502図

職ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に

手當り次第に物を運びて︑窯の火に

三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と
此の成功を見たのである︒

我はた＼
彼はた＼へっ︑

語る言葉もうちとけて︑

十907図圃昨日の敵は今日の友︑
へっ︑彼の防備︑

一つ又一つ︑血走る眼に見

ことごとく投じたり〇

つめつ＼︑窯より皿を取出しみたる

我が武勇︒

十513図

彼は︑やがて﹁︿略V︒﹂と力ある聲

ことに驚くべきものがあった︒

八861 獲明に封ずる彼の熱心は︑ま
八864 朝は誰よりも早く起きて研究

に叫びて立上れり︒

其の後︑彼は更に大改良を加

室に入り︑夜もおそくまで閉ちこも

十佃5

つて居るので︑家族の人は︑彼が何
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に輝いて︑彼の身には︑にはかに何
者かが乗移ったや う ︒

﹁︿略 V ︒ ﹂ と 言 っ て ︑ 彼 は し

十一欄7 彼は再びピヤノの前に腰を
下した︒

十一㎜11

ばらく澄みきった空を眺めてみたが︑

十一撹9 彼は︑急いで家に蹄つた︒

十二393園 彼は一を聞いて十を知る
男だ︒

十二佃4 言知れぬ喜びが︑彼の胸に

十一一欄3

しかし︑私は何とも言へぬ

かうして︑彼は先づ支那傳

嬉しさを感じて︑彼の手を握った︒

十二柵11
來の算木による方法を︑紙に書きあ
らはす筆算の方法に改めたのである
が︑

十二柵10さうして︑其の極致は︑彼
び
の後縫者によって︑遂に西洋の微
分・積分に封比すべきものにまでお

ぶん

明治元年︑彼改めて政府

し進められた︒

十一一価6図

に燈塁建設の事を出願し︑翌二年に

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と︑彼は考へた︒

湧上って來た︒
十二柵8

至りて許さる︒

あまつさへ多額の費用を

助左衛門︑ひたすら彼等

を説得せんとて各地に奔走せしに︑

十二柵2図

の調達に奔走せざるべからざりき︒

要する事とて︑彼は何よりも先づ其

十二柵2図

十二佃1 彼には︑さういふ風に思は
れて來た︒

十一一佃1園 いやく︑彼とても︑昔

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂かう言ひながら︑

の御佛に教を聞かなかったとは限ら
ない︒

漁民等怒りて彼をおどし︑甚だしき

十二柵3

彼は其の身に着けてみる鹿の皮を取

は彼を危地におとしいれんとす︒

甚だしきは彼を危地にお

これは﹁︿略﹀︒﹂といきまく︒

彼は静寛院宮に事の次第を

申し上げて︑切に天朝へおわびのお

十二柳2

慶喜の言上するところを

取成しを願ひ︑

十一燭8図囲

秋の暮

かれかか・る

枯れ

枯枝に烏のとまりけり

﹇月掛﹈︵五︶1

枯れか︑つて一面に黄色にな

︽ーッ︾

九693

か＼る

んくと照らしてみる︒

つたじゃがいも畠を︑午後の日がか

十二糊1

一々お聞きになるに及んで︑事情止

かれき ﹇枯木﹈︵名︶5 カレ木

むを得なかった彼の心中をあはれみ
給うた︒

花サカヂヂイ︑花サカヂヂ

オヂイサンバ︑カレ木ニ

まだ消えてし

ごらん︑其の枯草

枯野の雪は

まはないのに︑

八襯2圏

かれくさ ﹇枯草﹈︵名︶1 枯草

ノォカヘリヲマッテヰマシタ︒

テ︑カレ木ニノボッテ︑トノサマ

二945 トナリノオヂイサンバ︑
ノコヅテヰ三瓶ヒヲカキアツメ

メンニ︑花ザカリニナリマシタ︒

二932 サウシテ︑ハヒヲマキマス
ト︑カレ木二花ガサイテ︑ 一

ノボリマシタ︒

二927

イ︑カレ木子花ヲサカセマセウ︒

二915園

一一907 ソレガ︑カレ木ノエダニ
かれい ﹇蝶﹈︵名︶5 かれひ
カカッタカトォモフト︑ 一ド
七111 淺い水たまりを歩くと︑足の
ニパット花ガサキマシタ︒
裏がぬるりとしたので︑おさへて見

雪子さん︑かれひよ︒

たら小さなかれひでした︒

七112園

﹁かれひ﹂は︑平たい艦をく
﹁かれひ﹂は何時でも腔を横

ねらせて泳ぎます︒

雨量2
八幽4

家令

﹁かれひ﹂が砂の中にもぐつ

にしたま＼︑くねって行きます︒

八幽5

﹇家令﹈︵名︶1

て居る様子です︒

かれい

お前が官田貴であったら︑

﹇彼以前﹈︵名︶1

孝和は︑又︑︿略﹀正多角

彼以前

予はお前の家の家令にならうそ︒

十二367園

十二柵6

かれいぜん

しかも彼屈せずして募集 かれい ﹇華麗﹈﹇▽そうだいかれい

としいれんとす︒

十二宙2図

つて︑それを地上に敷いた︒
すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふ深

い意味が︑彼にはつきりと浮かんだ︒

十二M9

十二柵3図

に力むるとともに︑一歩々々其の困

十二価1 此の喜びをあまねく世に分
つて︑人間を救はねばならぬと︑彼

希なる工事を進めたりき︒

の中に︑ 少しの青いものが︑ ひそ

は氣ついた︒

かに芽ぐんでみるのを︒

政府︑彼の志をあはれみ

形に關する算法を考案し︑これを角
十二柵6図

術と構したが︑かういふものは︑も

十二価1 彼は︑あたりの石といはず︑

功績をよみして︑遺族に恩賞をおく

地に落ちて︑

﹇枯枝﹈︵名︶2

枯枝は

かすかに震ふ︒

か﹂る︒

思ひ思ひに沖へ快走してか

つてみさうな場所を探して︑投網に

れこれ三時間︑專らますのおよぎ廻

十一862

かれこれ ﹇彼是﹈︵副︶1 かれこれ

木の幹といはず︑今の言葉を書きつ

耐寒み

十湿6図心

かれえだ

つたところである︒

ちろん彼以前支那にも日本にもなか
すでに大政を奉還した彼に︑

りぬ︒

十二価9

逆心などあるべきではないが︑しか
かれは﹁︿略V︒﹂と叫び︑

し何事も時勢であった︒
十二塒5

枯枝

けた︒

十二価7 書終ると︑彼は手近にある
彼 は なほ︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

木に登った︒
十二伽10

やうな意味のことを述べた︒

かれの一かれる
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﹇枯野﹈︵名︶1

枯野

八柵8圏 枯野の雪は まだ消えてし

かれの

まはないのに︑ ごらん︑其の枯草

枯葉

の中に︑少しの青いものが︑ ひそ
﹇枯葉﹈︵名︶1

かに芽ぐんでみるのを︒
かれは

六佃3園地の下には︑馬ふんや枯葉

﹇彼自﹈︵代名︶1

彼自

が入れてあるから︑夜もぽかく暖
いよ︒

彼等は︑鹿介を中心として︑

が︑年來の望であったからです︒

九838

南洋の島民といへば︑皆さ

主家の再興をくはだてた︒
ひとくひ

十354田
んは人喰人種の類とでも思ふでせう
が︑どうしてどうして︑彼等はもう
彼等は︑すぐ火を消しにか＼

文化人の仲間です︒

十566
驚く農夫に︑やっと手まねで

らうとする︒

十818
水を飲ませてもらった聞多は︑やが

かれみずから
ら

て彼等の手で自宅へ運ばれた︒

ほとんどあらゆるほめ言葉が︑

彼等は罪人として︑一先づ細

ボも︑アデンも︑皆英國人の纒螢の

たちも︑ 一日それを耕すことを嘉し

近代科學を家庭生活に慮用

下に獲達した都市ですが︑此の岩の

である︒

十一一梱3

しかし︑彼等がかういふも

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの

することに力める彼等が︑一面には

十二鵬10

みとしてみるのが多い︒

彼等の住んでみた所には︑

一塊をも彼等は見のがさず︑
十ニー13

五千年の昔から︑自ら耕し

自然大きなはきだめが出血︑

十二228

て食ひ︑自ら掘って飲むといった簡

學術の背景があり︑敷學の長い歴史

のを生み出したのには︑西洋諸國の

しかも彼等は︑のん氣に其

助左衛門の計豊にして成

助左衛門︑ひたすら彼等

枯れる ︽一

道端の枯れた草むらの底から︑

﹇枯﹈︵下一︶4

したかわからぬ︒

たら︑其のすきに乗じて彼等は何を

に分れて︑長く職ふやうにでもなつ

十一一悩1 若し︑日本が官軍と朝敵と

は彼を危地におとしいれんとす︒

漁民等怒りて彼をおどし︑甚だしき

を説得せんとて各地に奔走せしに︑

十一一擢1図

利を失はざるべからざりしなり︒

らんか︑彼等はみすく此の眼前の

十二協10図

があったからで︑

軍な生活を︑其のま＼今日に持越し

螢々と働く彼等に︑どこか

彼等は終日黙々として働い

て來た彼等は︑

十二237
てるる︒

十二239

又︑氣の長いところがあるのも︑一

ききん

つは此の立大な自然のせみであらう︒

十二245

の生活を凝しむことを知ってみる︒
さうして︑激しく押合ひも

レ・ーレル︾

み合ふ彼等の足もとには︑意外にも

十﹇一682

深い谷底が口をあけて待ってるるの

聞えるやうに思ふのは︑空耳であら

かすかに︑ごくかすかに︑轟の音が

八495
人・文學者・爽明家等の墓が一歩一

光榮ある政治家・學者・詩
歩に存在し︑彼等を記念する美術的

うか︒

さうして︑長い夏も過ぎ︑秋

が來て︑野山の草木が枯れる頃︑五

九佃3

赤々と照ってみる︒

つてみる中に︑梢にすゴなりの柿が︑

大ていの物は枯れて茶色にな

八498
胸を張り︑傍居よく歩く彼
彼等の中には︑郊外に幾ら
かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

十二偽2

等の姿勢がそれを物語る︒

十二捌9

な彫像が壁面に沿うて並んでみる︒

十二伽10

である︒

か・れる

其の上︑しばく飢饅があ
り︑洪水があり︑兵齪があっても︑

十二241

川越中守以下︑四人の大名にお預

彼等をりっぱに國法に從は

らものばされなかった︒

昔から彼等に封ずる救の手はどこか

どもである︒

十燭10園彼等は︑まことに忠義の者

けといふことになった︒

ゑつちゆうのかみ

十価2

彼等に浴びせられた︒

十悩9

十一欄11 一音は一音より妙を加へ神

彼等

に入って︑何をひいてみるか︑彼自
﹇彼等﹈︵ 代 名 ︶ 3 4

らも費えないやうである︒
かれら

八48 かうして大勢のつばめが並ん
で居るのを見ると︑何かしら︑彼等
は相談でもして居るやうに見えます︒

八了7 彼等の中には︑今年生まれた

自分とても︑彼等を法衣の
袖にくるんで助けたいのは山々であ

十王4園

るが︑それはかへって彼等の心であ

子つばめがたくさん居ます︒

八113 日本に春が護ると思へば︑も

るまい︒

それはかへって彼等の心で

う彼等は矢もたてもたまらず︑北を

て︑

シンガポールも︑コロン

かへりみず︒

も︑林藏︑彼等の心をはかりかねて

十一976図

やがて酒食を出したれど

せるのが︑佛の大慈悲であると思つ

十柵6園

あるまい︒

十柵5園

さして進むのです︒

八秤8 待ちかまへて居た彼等は︑忽
ち其の人を殺して首を取ってしまつ
た︒

八185 彼等は呉鳳を神に祭った︒

九118 ラングレーが模型飛行機を飛
ばせたことも︑彼等は︑世間の人々
以上に︑其の記事を熱心に讃みまし
た︒

九119 彼等もまた飛行機を作ること 十︸帽2團
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箇月ぶりでうちの馬屋へ連れて下り

一412川ノフチニ︑イシヲナ

ツクリマシタ︒
んで居るらしい︒

腰をかけて居ると︑川で︑誰かあそ

ようございますか︒

五846囹おかあさん︑川へ行っても

ました︒
ラベマシタ︒

タクニイキマシタ︒

一544オバアサンバ︑川ヘセン

十一鵬8 太古其のま＼の原始林には︑
所所丁字を全うした大樹が︑立つた

ドンブリコト︑ナガレテキマシタ︒

ラ︑大キナモモガ︑ドンブリコ

鼠落2園外言った隅田公園は︑此の

りっぱな橋がたくさんか＼つて居る︒

一546オバアサンガ︑川デセン 川へ泳ぎに行きます︒
六三9川上の川には︑其の外にも︑
タクヲシテヰルト︑川カミカ

五892国私は︑にいさんと︑毎日︑

ま＼枯れてみるのがあり︑倒れて漢
からうじて

流に横たはってるるのがある︒
﹇辛﹈︵副︶3

輕やか

でに死し︑残れる者も息絶えぐな

漂着せる旧慣人︑︿略﹀︑五人はす

るさまなりき︒

﹇軽﹈︵形状︶1

十一柳1 長さ・幅・厚さの釣合の取

かろやか

そり
れた形︑氣持よくぐっとはいった反︑

物打から切先へかけての輕やかな線︑

かわ ﹇川﹈︵名︶49 川 河εあべか

わ・あべかわのわたし・イーストが

四472 川一ツコエテ向カフノ
村二︑ヲヂサンノウチガアリ
マス︒

四998園早く川の水でからだ

る船の積荷は︑小船で川や堀を傳つ

又大阪の物産も︑多くは堀や

て大阪の町々に上げられます︒

七655

川や堀に幾千といふ船が通つ

川を通って港へ送られます︒

七721

て居るのは︑大阪でなくては見られ
ぬ景色です︒

一人の旅人が︑︿略﹀︑着物を

﹁︿略﹀︒﹂と思って︑人夫は︑

です︒

七悩2 旅人は︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひなが

くもう一度川を渡って︑人夫の家

ら︑人夫の後について來たが︑とう

をたつねて行った︒

奥地に住んで居る人たちは海が珍し

八256国漏洲は川も湖も少いので︑

く︑夏はこ㌧へどっと押寄せて︑盛

に海水浴をします︒

ンが︑

にじ

九622団此の廣い川を渡す虹のやう

な橋︑

われがね

川をへだてた封岸から︑鹿介

の姿をちらと見た鼻疽は︑破鐘のや

九784

うな聲で叫んだ︒

かは
鹿卜は︑それが敵方の一人河

ゑもん

村新左衛門であると知るや︑身をか

むらしんざ

九912

廣い飛行場が壼きて前は川だ

はして︑ざんぶと川へ飛込んだ︒

九回9

と思った頃︑機膿はもう空中に浮か

山と山との間に︑黄色い川の

んでみた︒

九㍑6

十悩8

昔から︑川の流の急な所を︑

めました︒

を︑大きな高い土手を築いてせき止

先づ此の地方を流れる川の水

やうに見えるのは︑稻田であった︒

すぐ川を渡って旅人の後を追ひかけ

野馬9

いよく無い時は︑川へ飛
込んで死んでしまふつもりだったの

七冊8圏

越した方ではありませんか︒

七恥9園

た︒

あなたは︑今朝一人で川を

七里3

て行った︒

ぬいで頭にのせ︑一人で川へはいつ

七価1

みことは︑この川上に人が住 七稲3園 それ︑川が渡れる︒

を洗って︑がまのほをしいて︑
その上にころがるがよい︒
んでみるなとお思ひになって︑川に

五203

わ・おがわ・かもがわ・きせがわ・き

心を合はせて︑野や山を開い

所々白く光ってみる川も見え

ついて︑だんく山奥へおはいりに
五309

なりました︒

わ・しんかわ・すみだがわ・たかせが

ました︒

べがわ・こうべがわのあき・さほが
わ・たにがわ・テームスがわ・てん

五635

て田や畠にしたり︑道をつけたり︑

きれいな川だ︒

川に橋をかけたりなさいました︒

五724囹

イルがわ・ハドソンがわ︒ひいがわ・

シシッピがわ・みなとがわ・よどがわ

五餌3

うちへかへって︑えんがはに

一404ヒクイトコロニハ︑川ヲ

ひのかわ・ひろたがわ・ふじがわ二こ

りゅうがわ・とつかわ・とねがわ・ナ

せがわのたいめん・くまのがわ・こう

わ・いすずがわ・おおいがわ・おおか

ノボッテ行キマシタ︒

八過7 山を分け︑川を傳ひながら上
川の岸にあるのだ︒
十828 からうじて一口︑﹁︿略﹀︒﹂と 三387 三人ハ︑舟トナランデ︑
ると︑残雪がだんく深くなる︒
七646 其の川水は︑市内幾十といふ
川ノフチヲカケテイキマス︒
かすかに言った︒
九611團 川といふよりは海峡といつ
堀から堀に通じ︑川と堀とは︑まる
三524 一寸ボブシバ︑オワンノ
十二擢7図 からうじて至れば︑島に
へうちやく
た
方がよい程大きな︑ハドソン川と
であみの目のやうに組A口づて虹ます︒
舟ニノッテ︑オハシノカイデ
イースト川とに包まれたマンハッタ
七653 そこで︑大阪の港に集って來
ジャウズニコイデ︑大キナ川ヲ

からうじて助ることが出來た︒

十766 しかし︑乗客・船員の過半は︑

かろうじて

かろうじて一かわ

かわ一かわいがる
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か ふもん

舟を通す場合︑間門といふものを作
りました︒

十悩9 間門といふのは︑川の上手と
下手と︑二箇所に作った水門です︒

を制し︑

十㎜5 氣ちがひのやうにあふれる川
十一968図 それより山を越え︑河を
こくりゆうかう

下り︑湖を渡りて︑黒龍江岸のキ
チーに出づ︒

川の少し上手に︑よそのを

ばさんもせっせとせりを摘んでみる︒

十二鵬5

﹁︿略V︒﹂かう言ひながら︑

彼は其の身に着けてみる鹿の皮を取

十二稲3

つて︑それを地上に敷いた︒

﹇側﹈8うちがわ・えんがわ・か

がわ・ひだりがわ・みぎがわ・みなみ

たがわ・そとがわ︒にしがわ・ひがし

轟の皮を着物にして着て居る︑かわ

又︑新しい芽が︑頭に黒い皮

がわ・むこうがわ・りょうがわ

︽ーイ・ーク︾

カハイ・

ふりかへって見ると︑革の鞘

さん︒

かはい＼

うさぎ

三本並んで︑

さびしいけ

ふと︑何だかかはい〜氣がする︒

五川6囲

れど︑かはい〜花よ︑花の名は︑

ほんたうにかはい︑芽が︑︸

何と言ふのか知らないが︒

本出て居ましたQ

七415

どれもこれも︑魂でもあるや

うな氣がして私は︑朝顔がかはいく

七442

廻らない舌が︻そうかはい〜︒

てたまらなくなりました︒

七槻2

小さい傳令使は胸をふるはせ︑

かはい︑目で空を見上げて居た︒

其のかはい︑様子は今でも忘

せっかくなれて︑かはい

かはい㌧桃色の﹁いはかゴ

かはいがる ︽ーッ・ーラ︾

ヲモラッ

私のうちでは︑此の牛を︑

うちの者同様にして︑かはいがって

六679園

テ來マシタ︒

ヂイサン バ︑ソノ ハヒ

二903犬ヲカハイガッテヰタオ

タ︒

ヂイサンバ︑大ソウカナシミマシ

二872犬ヲカハイガッテヰタオ

ウカハイガッテヰマシタ︒

二842犬ヲーピキカッテ︑大ソ

ガル

かはかわいが・る ﹇可愛﹈︵五︶7 カハイ

みであった︒

み﹂の花を道端に見つけるのが樂し

十﹁伽6

くなってみたのに︒

十一188圏

れません︒

九軒9

ワタシノニンギャウハ︑ 九272囹 まあ︑かはい〜ねぢ︒

かはいい

うちの子ねこは︑

くてたまりません︒

三147
三227韻

うちの子ねこは︑

いい子ねこ︒

三236翻

ミンナキレイナ︑沖州イ・

いい子ねこ︒

あられひしもちお白酒︑

四伽2圃かはい㌧ぼんぼり︑桃の

キンギョデス︒

三733

かは

ぼくは︑ひよこがかはい

三63圃白い︑

カハイイニンギャウ︒

一﹇376圃

カハイイニンギャウ︒

ワタシノニンギャウハ︑ 八762

かはいい

昨日出たのは︑まだ皮を着け かわい・い ﹇可愛﹈︵形︶19 カハイイ

其の中に︑かたい背中の皮が

が現れます︒

縦に割れて︑中からみづくしい髄

七972

生みます︒

の皮にきずをつけて︑其の中に卵を

七946夏の末になると︑親蝉は︑木 一一367圃

ました︒

て居ますが︑葉がずっと大きくなり

七433

をかぶって出て來ました︒

七426

小さい神様でした︒

五593

かわ﹇革﹈︵名︶12皮革

十一9610図其の間︑山にさしか＼れ
ば舟を引きてこれを越え︑河・湖に
出つればまた舟を浮かべて進む︒

十﹁9710図此の地を去りて︑河をさ
かのぼること更に五日︑遂に目的地
なるデレンに達せり︒

十一糊11困 五千年の昔︑此の川に沿

すると︑そこに革の財布が落

ちて居た︒

七柵6

革の財布です︒

うてエジプト王國が開けました︒
ひのかは

七佃2園

どれも皆︑絹のやうなうすい

十二38図園此の川は古の簸川にし
て︑かのをうち退治の五二あるは︑

九708

九川3

てるる︒

皮がはち切れさうに︑よく實がいつ

此の川の川上な り ︒

十一一39図囹 かのをうち退治の傳説
あるは︑此の川の川上なり︒

袋が柱につかへて︑くの字なりに曲

十二悩4図 社寺の壮麗はしばらくお
き︑何の山︑何の川︑一木・一草に

つてゐます︒

花︑

供へてけふのひなまつり︒
小鳥のかは

春の日に光る若葉の︑ し

つかな森へ行くと︑

今では︑僕よりもずっと背が
古同いが︑これも僕が植ゑたのだと思

五餌1

い︑音樂︒

おんがく

て︑木の皮にておほひ︑八人一所に

爪を黄いろ

しゅつと︑し

あの時︑ざくつとおや指

うつくまりて雨露をしのぐのみ︒

十二781圏

五182圃

十一971図木の枝を切りて地上に立

至るまで︑歴史あり古歌あり︑人を
して低回去る能はざらしむ︒

入りまじって︑至る所に日本的な風

十二伽7 山・川・海・平原が適當に
景を黙出する︒

を皮に突立てたら︑
ぶきがほとばしって︑

茂った森林︑豊かな平野︑

魚に富む川︑謡い牧場のある此の境

く染めたものだった︒

十二衙10園

域の領主と︑そなたをするのだQ

495
かわいくん一かわかみたける

居たのですから︑どうぞ︑よい所へ
やって下さい︒

かはいさ

それはかはいさうだ︒

﹇可哀相﹈︵形状︶12

八416 かげひなたなく働く上に︑人 三815園
そんなかはいさうなこと

それはかはいさうだ︒

かは

しかし︑それだけに︑かはい

﹇可愛﹈︵名︶1

しなかった︒

かわいさ

かわいそう

さも一そう深くなって來ました︒

八148 呉鳳は元來情深い人で︑蕃人 九柵8
を非常にかはいがったから︑蕃人も
次第になついて︑後には呉鳳を親の

三893園

いさう

一一一鵬8園

如くしたふやうになった︒

萬三々々と︑人々にかはいがられま

かはいさうに︒

さうに妹は盲である︒
﹇可愛﹈︵形︶11

かは

かはいらしい海軍だな︒

︽ーイ︾

かわいらし・い
いらしい

四171園

四川2 そこには︑美しい草が一
めんに生え︑かはいらしい鳥が
おもしろく歌ってゐました︒
さいしょ

最初は︑それと氣もつかぬほ
どでしたが︑後には︑だんだんふく

五147

らしいお客様を驚かさないやうに氣
水仙の花が四つ︑かはいらし

をつけて︑お米を入れてやりました︒

け出して來た女の子は︑何といふか

︽一

私も︑兵隊さんの靴下を火に

﹇乾﹈︵五︶3乾かす

はいらしい子であらう︒

かわか・す

シ︾

あぶって︑乾かして上げました︒

八595

十梱5幸ひ︑此の病氣のなかだちを

か
するものが︑蚊であることがわかつ

たので︑水たまりを乾かし︑みぞを

煮︑それを洗って乾かし︑

上

かわかみ ﹇川上﹈︵名︶4 川カミ 川

一547オバアサンガ︑川デセン
タクヲシテヰルト︑川力ミカ

ラ︑大キナモモガ︑ドンブリコ

其の上の所に小さい早口があ
つて︑それがちやうどお人形さんの

いつも

或時︑出雲の國の︑ひの川の
はし
岸をお通りになると︑川上から箸が

五201

ドンブリコト︑ナガレテキマシタ︒
手にものせられる程小さい︑

みことは︑この川上に人が住

流れて來ました︒

ついて︑だんく山奥へおはいりに

んでみるなとお思ひになって︑川に

いま一つは︑見るからにへう 五202
きんな顔をした︑かはいらしいこの

九677

で︑このはつくといふ鳥でした︒

かはいらしい︑み＼つくのやうな鳥

九668

かはいらしい盛手を思はせます︒

八柵1

い櫻草やひなぎくも︑咲いて居ます︒

牛小屋から︑これまで飼って 六鵬3

居た牛を引出した時には︑急にかは

六673

四998園

切られました︒

埋め︑
れ出して︑とうく︑それが二本の
をするものではないよ︒
十一湿11 此の丸太を短く切り︑細か
四546それが︑かはいさうに︑あ かはいらしい足になりました︒
く砕き︑序品でどろくになるまで
六906 私は︑なるたけ︑此のかはい
る晩︑ねずみに足の指をくひ

の仕事まで引受けるやうにしたので︑

した︒

九備6園 細かい事はだんくに話し

河井

てあげようが︑第一は︑馬をよくか
﹇河井君﹈︹人名︺8

はいがってやることだ︒
かわいくん
君

十395園 河井君︑雨の方がい﹂と言

かはいさうに︒
や

いさうになりました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑河井君は︑うな 六974園

つたのは︑これだ よ ︒
十401

へ

自分の部屋へ露って居た和尚
さんは︑しばらくすると︑雪舟がか

六麗6

はいさうになりました︒

つかざるを得なかった︒

十号1 秋野君がすたすたと急ぎ足に

かまれては︑かはいさうだと

はっくです︒

のもあれば︑雀の卵ぐらみな︑かは
しうかいだう

いらしいのもあるが︑

背戸のみぞ端に︑秋海陸がか
はいらしい淡紅色の花をつける︒

九伽4

此の川の川上なり︒

て︑かのをうち退治の一説あるは︑

十二39図囹此の川は古の簸川にし

ひのかは

ひましたが︑ふしぎに︑ねずみは︑

はいさうな子供たちのために︑便利

なりました︒

じっとして動きません︒

思って︑和尚さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と追

六佃4

十419園 河井君︑其の話もあるがね︑
其の前を抜けて︑急に河井君を振返
つた︒

た︒

な機械を作りたいと思ひました︒

十ばかりであらうか︑白い
着物の上に山吹色の着物を重ねてか

十︻175

六273

熊襲のかしら︑川上たけるは︑

くまそ

川上たける

かわかみたける ﹇川上昊帥﹈︹人名︺1

妄り勝過ぎて︑人にうらま 九707 大人の握りこぶし程の大きさ
れては︑かはいさうですから︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑河井君が感心す 十m9囹

十445 河井君は︑じっと目をこらし
十456
る︒

ま＼︑じっと落ちて來る水に眺め入

十466 しかし︑河井君はだまった 十一446 先生は︑何とかして此のか
つた︒

と言ひさして︑ふと見ると︑かはい

﹁︿略﹀︒﹂河井君は幾度かかう 十一柵3 ベートーベンは︑﹁︿略﹀︒﹂

言って︑何時までもそこを動かうと

十474

かわかみたける一かわべ
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﹇川口近﹈︵名︶1

川

川ロ近くになると︑潮干狩の

かわぐちちかく

七了8

口近く

てうてい

力のあるにまかせて︑四方をうち從
へ︑後には朝廷の仰にも從ひません

むらしんざ

ゑもん

村新左衛門であると知るや︑身をか

かうして熱帯の港々をた

はして︑ざんぶと川へ飛込んだ︒

十一紹9囲

舟が︑幾さうも幾さうも集って來ま

﹇川瀬﹈︵名︶1

川瀬

自動車は︑川瀬のやうに績
いて走ってゐます︒

九571團

かわせ

は音に聞くインド洋です︒

つねながら進んで︑七月十五日︑船

川下

笑顔かはして︑

河成﹇▽

或日︑工が河成の所へ使をや

すると河成が︑笑ひながら座

﹁︿略V︒﹂と言った︒

敷から顔を出して︑﹁︿略﹀︒﹂と言つ

七188

た︒

ゆ

川ばたの

蛙の子どもが︑川ばたで

大川の水の上︑

えんとつの長いかげ︑

こ＼は川ばた︑やなぎの芽︑

庭も︑軒端も︑川端の堤も︑
けいだい
學校の運動場も︑神社・寺院の境内

川端の石に腰かけて︑回し方

も野も眞白である︒

八口1川一筋︑北へ流れる外は︑山

川舟に︑獲動機と︑飛行機

今まで川べの宿場で泊って︑

﹇川辺﹈︵名︶2 川べ

七佃4

かわべ

のプロペラとを取置けしものなり︒

十旧8図

川舟が静かに通る︒

かわふね ﹇川船﹈︵名︶2 川舟

工が︑﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

筋

河成は︑さっそく承知して出 かわひとすじ ﹇川一筋﹈︵名︶1 川︻

の面を眺めた︒

行末を思ひながら︑鹿介はじっと水

九905

も︑一時に花で埋まる︒

九29

言ふ程の者ではありません︒

七旧2圏私は川端の人夫で︑名前を

廣がる波の輪が圓い︒

ぬれて︑しっくが落ちるたび︑

六事5圏

らく︑ゆらく︒

工場の

五745圃

あそんでゐました︒

三245

端

かわばた ﹇川端﹈︵名︶6 川ばた 川

三條の大橋が朝もやに包ま
ぎぼうしゅ

れ︑其の擬寳珠の一つく薄れて行

川底

く彼方には︑川沿ひの柳が夢のやう
﹇川底﹈︵名︶1

に煙って見える︒

指先が水にはいると︑川底

﹇河成﹈︹人名︺7

七167

河成は︑くやしく思ったが︑
仕方がなく其のま＼家へ蹄つた︒

七169

ばかりで︑中へはいる事が出自ない︒

河成は︑お堂のまはりを廻る 五751圏

いらうとした︒

河成は︑何心なく南側の戸口からは

七156

かけて行った︒

七152

って︑﹁︿略＞Q﹂と言った︒

七145

くだらのかわなり

かわなり

ゆらく揺れて一つになる︒

のせりの緑も︑高いはんの木の影も︑

十二悩3

かわそこ

あの川下の洲こそ好き場所︒

川じり

今︑舟が川下から上るとしま

﹇川尻﹈︵名︶2

右手には大きな川じりが幾つ︒

母とまた︑

つぼみの敷をよんでみる︒

サ︾

十﹇1110

ミヨ子サンバ︑川下ノ土かわぞい ﹇川沿﹈︵名︶1 川沿ひ

﹇川下﹈︵名︶3

川越し人足を頼むぞ︒

﹇川越人足﹈︵名︶1

がスマトラ島の北端をかはすと︑前

九楓9

かわじり

す︒

十悩10

九793園

バシノ上二立チマシタ︒

三375

かわしも

九章5園

川越し人足

かわこしにんそく

した︒

でした︒

川岸

川上たける

﹇川岸﹈︵名︶1

︵一︶

かわかみたける ︹題名︺1 川上たけ
る

六272
かわぎし
ふとう

九617困 川岸に沿うてぎっしりと並
ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ
くし
さうですが︑それこそ櫛の歯どころ
ではありません ︒

︽ーイ・ーク・ ー ケ ︾

かわ・く﹇乾﹈︵四・五︶4かわく乾
く

ひで︑禮が赤くなる程こすります︒

七486困 さうして︑かわいたてぬぐ

らない︒

十812 何よりも︑のどが乾いてたま

時々大通は︑川じりが三角

洲をはさんで分れるやうに︑鋭角に

十一一慨9

分岐し︑其の分岐鮎に立つ高縷が一
︽一

かさくと乾ける地面より︑早くも

かはす

豆粥5図 霜はとく消えて︑表面のみ

八896圏

かわす・なきかわす・よびかわす

シ︾﹇▽いいかわす・うちかわす・さし

﹇交﹈︵五︶1

きは優麗に仰がれる︒

川口

かわ・す

水仙・ヒヤシンスの芽の出でたるを
見る︒

﹇川口﹈︵名︶2

の乾くひまもない御身であらせられ

十二鵬4 宮には︑此の雨三年︑御涙
た︒

かわぐち

花の敷︑

つて見ましたら︑もう廣い海には︑

七137 川口にか＼つた時︑ふりかへ かわ・す ﹇買﹈︵五︶1 買はす ︽一

悪心2 とうく彌次郎は︑梯子を買
はされてしまひました︒

︽一

かは
鹿介は︑それが敵方の︸人河 七173 工の家へ河成から使が激て︑

﹇躾﹈︵五︶2
シ・iス︾

かわ︒す

九911

かはす

潮干狩の舟は一さうもありませんで
した︒

萬本目も知らぬ材木を浮かべたる大

十齪6図 熊野川の川ロに近く︑幾十
貯木場あり︒

497
かわべり一かわる

水の引くのを待って居た大勢の旅人
は︑我もくと先を孚って渡った︒

川べり

七摺2 川べのさわぎは非常なもので
﹇川縁﹈︵名︶3

あった︒

かわべり

十二槻6 ずっと向かふには︑川べり
に並んだはんの木が目立つ︒

十二榔9 清水の流だといふ此の川べ
りは︑もう殆ど雪がなくなって雑草
が一面に芽ぐんでみる︒

い土︑草の芽の緑︑此の三四箇月土

十二捌9 澄んだ水の色︑川べりの黒

川水

を見ることの出監なかった目には︑
﹇川水﹈︵名︶2

皆たまらなくなつかしい︒
かわみず

瓦﹇▽やねがわ

石垣がくつれる︒．

﹇河原﹈︵名︶3

川原←ろく

川原に舟をすて︑行くこと

じょうがわら

かわら
十価5図
わっかにして︑小高き山のふもとに
いうぜん

ひをまって見せて下さいません

げて下さいね︒

うさんやおかあさんを大事にして上

妻や子供に︑朝晩おねんぶ

其の代り一つうらやましい

︽ーッ・

何十︑何百︑

赤い星︑

攣る ︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾8

九尊9

金の星︒

何十︑何百︑

金の星︒

赤い星︑

艦も大きくなり︑形も色も次

夜風に下り朝日に當ると︑す

これを聞くと︑頼朝の顔色は

攣るも道理︑これには深い事

自分の行って居た頃とは︑

石打の騨で︑再び蒸氣機關車

幾度せめ問はるれども︑長

ところで︑大空の外の星は︑

四郎の答は初に攣らざりき︒

九461図

にかはる︒

八柵5

いしうち

すっかり攣った︒

八599園

情があったのです︒

八387

さっと攣りました︒

八387

さうな油蝉になります︒

つかり色がかはって︑見るから丈夫

七992

す︒

第にかはって︑がんじょうになりま

七956

お正月になりました︒

四柵3そのうちに年がかはって︑

かはってゐます︒

三差4村のやうすは︑すっかり

度かはって

一度にかはって青い星︑も一

三781翻

度かはって

一度にかはって青い星︑も一

三776齪

あいかわらず

る

せみの代りに︑あれを取らう かわ・る﹇変﹈︵四・五︶21かはる代

か︒

五831
か︒

七慨6園

スチーブンソンは︑馬車の代

つの代りにとなへさせます︒

川原々々にさらす友商工も︑ 十欄5

大鳥居を望む︒

花と織出される西陣織も︑すべて優

十一121

りに︑自分の工夫した汽車を用ひる

電信は︑粕川の作用によ
ふがう
つて︑貼や棒の符號を用ひて通信す

ことをす＼めた︒

いうぜん

河原

十︸452園

にやさしいのが京都である︒
﹇河原町﹈︹地名︺1

十一121川原々々にさらす友暉染も︑
町

かわらまち

るものだが︑此の符號の代りに人間

です︒

﹇変﹈︵名︶1

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

り・ふうがわり

﹇代﹈︵五︶3代る

かめやまじやうくわう

恐れ多くも︑亀山上皇は︑

どうぞ私に代って︑おと

無線通信士が代って舵を取る︒

十一417園

十佃7

のりになった︒

御身をもって國難に代らうと︑おい

六608

ーラ︾﹇▽はえかわる

かわ・る

戸をくるのと攣りはないが︑

毎朝起きると先づ夜具を片附け︑雨

九354

攣り8おかわ

と思ふのは︑月から見た地球の美観

十一柵5

振動させたらどうかと考へました︒

い鐵で圓板を作って︑それを石蚤で

みた先生は︑此の鼓膜の代りに︑薄

其の様子を注意深く眺めて

の聲を用ひることは出來ないか︒

川原

代り

かわり

壮麗な宮殿が幾むねも立ち

カハリ

その代りに︑天人のま

十一475

十一133
四條通・京極・河原町など
に繁華が集って︑夜は電飾の輝きも
華やかである︒

輝かしい︒

よもぎ

かわらよもぎ

あの美しいたくさんな松も︑

﹇代﹈︵名︶8

四衙6園

ウ︒

若草デ︑野山ヲカザッテ見セヨ

四㎜4囹 北風ガ︑霜や雪デ︑野
山ヲマッ白ニシ丹前ハリニ︑
ワタシバ︑赤イ花ヤミドリノ

﹇▽いれかわり・つきがわり・みがわり

かわり

ぎとしか見えない︒

二列か三列に並んで生えた川原よも

九樹7

﹇河原蓬﹈︵名︶1

並び︑其の黄金色の瓦屋根が青空に

十一一1710

七644 其の川水は︑市内幾十といふ かわらやね ﹇瓦屋根﹈︵名︶1 瓦屋根
堀から堀に通じ︑川と堀とは︑まる
であみの目のやうに組合って居ます︒

九908 つばめが︑川水にすれくに

川向かふ

飛んでは︑白い腹を見せてちう返り
をしてみた︒

﹇川向﹈︵名︶1

六923 火事は︑少しはなれた川向か

かわむこう

ムもん

﹇河村新左衛門﹈

ふの町だと︑すぐわかった︒
かわむらしんざえもん
かはむらしんざ

むらしんざ ゑもん

︹人名︺1 河村新左衛門
かは
九911 鹿介は︑それが敵方の一人河
村新左衛門であると知るや︑身をか

﹇瓦﹈︵名︶1

はして︑ざんぶと川へ飛込んだ︒
かわら

六価2 瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑

ら

かわるがわる一がんかい
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時刻によってかなりあり場所が攣つ

八悩8

一日祝賀會の席上で︑人々が

九佃3 沿道の景色は︑内地とは大分
十573

と言って冷笑しました︒

を祝しますと︑一人の男が︑﹁︿略﹀︒﹂

代るぐ立って︑コロンブスの成功

攣ってみる︒

て行きます︒

十旧7 だから︑パナマ運河は︑すこ

十一旧1

きやうだいは︑たゴうつと
愛すべく美しき山野は︑

りとして感に打たれてみる︒

十二研6図

彼は静寛院宮に事の次第を

かんえいじ ﹇寛永寺﹈︵名︶1 寛永寺

申し上げて︑切に天朝へおわびのお

十二研3

きんしん

取成しを願ひ︑身は寛永寺の一院に

眼下

右も山︑左もやがて山を見上

げるやうになると︑利根川も眼下に

八槻6

がんか ﹇眼下﹈︵名︶7

を表した︒

閉ちこもって︑ひたすらに謹愼の意
管﹇▽いっかん．

感いよく深し︒
﹇管﹈︵名︶1

太古以來の歴史と結び文學と結びて︑

かん

しんしょかん・そうきかん・でんせい

集って來た人々は︑もえてゐ

ぶる攣った仕組に作られなければな

る稻むらと五兵衛の顔とを︑代る
ぐ見くらべた︒

らなかったのです︒

通信紙をつめたアルミニウム

かん

眼下に廣がる太平洋を見渡

細くなって︑右に左に屈曲する︒

九526囲

みだい
それと共に︑あの偉大な箱根

しながら︑

九糊2

の山々が︑片端から眼下にひれ伏し

﹇館﹈且Vえいがかん・きかいか

眼下に見る西の丸の櫓々は︑

今︑若草山に登りて古京

奈良市街の西︑遠く連なる田園の間

の跡を展望すれば︑眼下に横たはる

十二欄2図

西からの見すかしを防いでみる︒

鷺山をあたかも長城の如くおほうて︑

十二709

う飛行機も格納庫もなかった︒

十一捌1黒煙晴れ行く眼下には︑も

ると︑市街は眼下に見下され︑

つて︑御影石の白い石段を登りつめ

一の鳥居︑二の鳥居をくゴ

ん・しょうこうかん・すいぞくかん・

艦の恥は帝國の恥だぞ︒

十一繊2

始めた︒

艦﹇▽くちくか

としょかん・はくぶつかん・びじゅつ

かん

中の無事を祈った︒

ばらく鳩の禮にほ＼をすりつけ︑途

の管を鳩の右足に取附けた兵は︑し

八758

十一1211 四條・七條の橋はコンタ ＋理はるか彼方に︑代るぐ背を
しろ
出しては︑潮を吹く二頭の大きな白
長須鯨を見つけたからである︒

ながす

十一悩3

リート造に代り︑新しい大建築が市

中至る所に想えるやうになった︒
ちではもう縁先に望遠鏡をすゑ附け

行ってみると︑正雄君のう

十一275 門の奥行が柱間三間である
ことも︑すこぶる攣ってみる︒

観測をしてみる︒

て︑にいさんと正雄君が︑代るく

動かして︑いろく攣った音聲を出

十一435園 人間は︑くちびるや舌を

十﹇搦10

﹇艦﹈︵名︶2

かん・ゆうしゅうかん

かん

ん・じゅんようかんいかすうせき・
しょうじゅんようかん・せんすいか
ん・たかちほかん

かん
後︑心良・韓信共に漢の高

ろい説明を聞いた︒
かん
﹇漢﹈︹地名︺1 漢

祖に仕へ︑︿略V︑何れも大功を立て︑

十975図

かん

のぞきながら︑にいさんからおもし

それからも︑三人代るく

すが︑考へてみると實に不思議だ︒

十一497 やがて年が攣り︑とうく
﹁もの言ふおもちゃ﹂の二十上る日
がやって來ました ︒

十一伽2 植物に︑攣ったものがある
とうかうみんかう

やうになった︒

がん

十636夕の光をかすかに残した大空

﹇岸﹈←こくりゅうこうがん
がん
﹇雁﹈︵名︶5 雁 雁

十197園

は新妻の恥だぞ︒

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥

十197園

かん ﹇官﹈﹇▽かしかん・しきかん

名を後世に輝かせり︒

橋浦だの︑胡琴だの︑支那だけに攣

こどう

十哲ー97此の外︑東罪囚巷だの︑天

かん

εあいだ﹇▽

がん

間

じっかん・ろくせんくひゃくごじゅう
﹇間﹈︵名︶1

がん
かん

ろっかん

﹇巻﹈←いっかん・さんかん・に

つたものや攣った名前がある︒

こどう
十ニー97 天橋路だの︑胡同だの︑支
那だけに攣ったものや愛つた名前が
ある︒

に東西に走る三筋の路は︑

こうしとがんかい

た︒

顔回の死にあって︑聲をあげて泣い

顔回﹇▽

雁︑雁︑わたれ︒

を︑雁の群が渡ってみる︒

雁︑雁︑わたれ︒

あおもりはこだてかん・いちねんか

十637圃闘

カハル

十637韻園

﹇代代﹈︵副︶6

ん︒ごふんかん・とおかかん・にじつ

かわるがわる

ぶんかん・ふつかかん

がんかい ﹇顔回﹈︹人名︺23

ガハル代るく代るぐ

十638翻園大きな雁は先に︑小さな 十二303 七十歳の大聖孔子は︑弟子
十639外分小さな雁は後に︑

雁は後に︑仲よくわたれ︒

十一54図其の間ほとんど一月にわ
﹇感﹈︵名︶2

たるといふ︒

かん

感←せいぎかん

二65一 ドノオニモ︑大シャウノ
オニ ニオジギヲシテハ︑カハ
ルガハル立ッテ︑ヲドッテヰマシ
タ︒
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がんかい一かんがえる

十二305 三千人の弟子の中︑顔回ほ
ど其の師を知り︑師の教を守り︑師
の教を實行ずることに心掛けた者は
なかった︒

十二309 其の顔回が︑年若くてなく
なったのである︒

る︒

十一一392園

しかし︑顔回は質問一つ

孔子がよく顔回を知ってゐ

せず︑すぐ會得して並行にか＼る︒

十二396

孔子がよく顔回を知ってゐ

た如く︑顔回もまたよく其の師を知
つてみた︒

十二396

つけた顔回を見た孔子は︑ほっとし

十二321 此の時︑おくればせにかけ
た如く︑顔回もまたよく其の師を知

顔回は孔子をた＼へて︑

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

十一一405
みと

顔回といふのが居りまし

ね

くち

のやうに績いて見えた︒

十一悩9子の口の大瀧を過ぎると︑

かんがへ

やがて眼界が開けて︑前方に十和田
の水面が現れた︒
﹇考﹈︵名︶11

﹇▽おかんがえ

かんがえ

考

なるほど︑よいかんがへ

なるほど︑よいかんがへ
そちの考を聞かう︒

三713囹
だ︒

だ︒

四83園
七餌1囹

を︑あれこれと見くらべて︑︿略﹀

などと考へてるる中に︑ふと自分の

ことに考へ及んだ︒

かんがえこ・む ﹇考込﹈︵五︶2 かん

三803さうして︑まつさをな水の

がへこむ考へ込む︽ーン︾

上をじっと見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂

尊い目を見張って居るのです

とかんがへこんでゐました︒

から︑どうしても何かひどく考へ込

八獅8

んで居るとしか思はれません︒

かんがえつ・く ﹇考付﹈︵五︶1 考へ

孝和は︑此の算木を置く方

つく ︽ーイ︾

法から考へついて︑数や式を紙の上

たゴ︑殿がそちの考を言へ 十二欄9
と仰せられたから︑私の思ふ所を申

︽ーケ︾

さびしい本堂の柱にく＼り附

舟は︑いろくと考へ績けました︒

七

かんがへもの

かんがへも

けられて︑じっとして居る間に︑雪

の

︹旧名︺2

此の考こそ︑やみの中にさ

記を研究したい考はあったのですが︑

私も︑實は早くから古事 かんがえもの

條の光明でした︒

六柵3

考へ績ける

かんがえつづ・ける ﹇考続﹈︵下一︶1

して使ふことをも工夫した︒

に書きあらはし︑更に文字を記號と
今の場合︑それを考に入れな

し込んだ

十一476

生の頭に浮かびました︒
岩塊

︹岩塊﹈︵名︶1

眼界

十一724園

た時︑顔回だけが平然として︑
がんかい

それは︑大空の一角にそ＼
﹇眼界﹈︵名︶3

り立つ御影石の岩塊である︒

十一伽8
がんかい

其の中に︑ふと別の考が先

いで置きませう︒

九番10

し上げたのです︒

七852園

かと存じます︒

顔回なればこそ︑偉大な孔 昇等2増置の考では︑長い方がよい

﹁︿略﹀︒﹂と言ってみる︒

十二397

つてみた︒

すると 顔 回 は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

十二323園 お＼︑顔回︒
十二325
答へた︒

十二329 孔子は五十齢歳︑影回は一

子の全面をよく認めることが出來た
のである︒

た︒

十二415園

先生よりも先に死んでしまった︒

我が身の上の危さも忘れて︑ 十二411道捗﹀︒﹂と言った顔回が︑

青年であった︒

十二3210

孔子は年若い顔回をひたすらに案じ︑

又︑島回はこれほどまで其の師を慕
つてみたのであった︒

ところで顔回には︑﹁︿略﹀︒﹂

か︑﹁︿略﹀︒﹂など不平がましく言つ

十二3211 又︑顔回はこれほどまで其 十二421 子飼や子貢が︑﹁︿略﹀︒﹂と 十一網11
﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ 顔 回 は 師 を 慰 め る

の師を慕ってみたのであった︒
十一一3510

やうに言った︒

十二374

十二366園 顔回よ︒

と教へた︒

ねぢは︑これ等の道具や時計

かんがへる考へる︽1へ・一

オトウサンモ︑オカアサン

ンガヘマシタ︒

モ大ヨロコビデ︑﹁︿略﹀︒﹂トカ

二455

ヘル・ーヘレ︾﹇▽おかんがえる

ヘル

かんが・える ﹇考﹈︵下一︶60 カンガ

三151七かんがへもの

彼等は︑田畑のことにかけ 三目8
しふちゃく

十二2210

子路には︑ひょっとすると︑

て本能的な執着と︑眞劒な考を持
つてみる︒

やがて行手に金門橋が水ぎ
は高く現れ︑それを過ぎると眼界が

十一一344

十二382 さうして︑顔目なればこそ︑ 九498国
此の最もむつかしい教を︑其のま＼

開けて︑湾の右手に大市街が見え出

孔子は顔回をほめて︑

かんがえおよ・ぶ﹇考及﹈︵五︶1考

さういふ考が湧いたのかも知れぬ︒

實行ずることが出乾たのである︒

十二385

遂にはそれもなくなったと

しました︒

へ及ぶ

十一慨4

思ふと︑眼界が急に開けて︑山腹の

九257

﹁︿略﹀︒﹂と言ってみる︒

十二386園顔回は︿略﹀︑師の教に

斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が波

︽ーン︾

ついて何か自分で工夫をこらしてゐ

かんがえる一かんがえる
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六371只略﹀︒﹂と︑尊はしばらく考

あるのは︑︿略﹀が原因になってゐ

生活においても考へられます︒

二川3ボクハ︑サツキ見タ牛ノ
へていらっしゃいましたが︑ふと御
ることがわかります︒

かう考へると︑物にねだんが

コトヲカンガヘテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

心に浮かんだのは︑御をば︑倭姫命

一盟︑何をあんなに考へて

これも︑子供の時から鳥を見

どういふ動力を附けるかにつ

兄は︑何でも理くつで考へる

あれは何の役に立つのであら

其の地下鐵道や高架町道ま
北へ︑北から南へと︑わき目も振ら

でが︑申し合はせたやうに︑南から

九606國

あらうなどと考へてるる中に︑

う︑これはどんな所に置かれるので

九256

實際の物を作るのが得意でした︒

じっさい

方でしたが︑弟は︑理くつよりも︑

九122

けることに成功しました︒

うく小さい蒸断機關を作って取附

いても︑いろく考へましたが︑と

九99

めました︒

人になると熱心に飛行機の研究を始

てはしきりに考へてるましたが︑大

九94

居るのかなあ︒

八梛9圏

ふ事が考へられます︒

八棚2此の二つの場合から︑かうい

八佃9

オモヒマシタ︒

ぼんやり︑こんな事を考へて

居ると︑﹁︿略﹀︒﹂といふおとうさん

六439

のお言葉です︒

三652うさぎの良雄さんは︑少
しかんがへてからいひ出しまし
た︒

のお聲︒

六658園まあ︑考へてみよう︒

六562園僕が考へて作ったのです︒

三901若い男は︑金のをのの
ことばかりかんがへて︑まって
錦ってから︑よく考へてみる

こんなことを考へて居ると︑

そこで僕は︑一日の中に︑物

あなたは短いのに限ると言

うど同じになる時があるに違ひない

の高さと其のかげの長さとが︑ちや

七303

く︑しくく泣出しました︒

雪舟は︑何だか悲しくなって︑とう

六川3

と︑どうも小さ過ぎる︒

六714

ゐました︒

のことをかんがへると︑家へ

三⁝川2 おとうさんやおかあさん
かへりたくなりました︒

四315 ある年の春のころから︑
かぐやひめは︑月のあかるい晩

には︑月をながめて何かかん
がへてみるやうでした︒
雲太郎きゃうだいは︑︿略﹀︑
と考へた︒

四麗8

百合若を島におきざりにして︑
七861園

しばらく考へてるたガリレオ

ず一直線に走ってみるのですから︑

垂下4

す︒

東京から大阪へ飛行機で一

の列に大きな熊の形を考へたからで

九価6

ます︒

は︑やがて自分の脈を取って見まし
佐吉は︑夜通し考へた事を實

考へると少々をかしくさへなって來
八883

さいに作らせようと思って︑元日と
も知らず飛込んだのであった︒

これはたとへ話ですが︑しか
し︑これと同じやうな事が︑我々の

八研1

それは昔の人が︑それらの星

た︒

八708

てしまった︒

板に書いて︑しっかりと釘で打附け

七相1そこで︑考へた家主は︑厚い

るわけではありますまい︒

はれるが︑天下の人が︑皆さう考へ

自分たちが大將にならうとか
んがへました︒
こひ

かける鯉やふなが︑親ではないかと

五126 それよりも︑時々池の中で見
考へたことがありました︒

と︑かみ切れないで残って居る葉が

五516囹 草を食取ったあとを見ます
あるので︑さう考へました︒

密陀9 海の神様は︑しばらく考へて
いらっしゃいましたが︑

しばらく考へて噛ましたが︑やがて

六31 すっかりあわてた兄うかしは︑

﹁︿略﹀︒﹂と考へました︒

天皇のいらっしゃる所へ参りました︒
六281

かう考へるだけでも實に愉快だ︒

我々は︑國語によって話した

り︑考へたり︑物事を學んだりして︑

九鵬2

日本人となるのである︒

ともすれば國語の恩をわきま

へず︑中には國語といふことさへも

九悌7

だから︑あそこへ運河を作ら

考へない人がある︒

うといふことは︑何百年も前から考

十七9

﹁︿略﹀︒﹂世間の人々は︑誰も

へられたことでした︒

十髄6

再三再四︑考へた結果︑

さう考へた︒

十餅1

かう考へると︑紫式部は︑

﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

此の不幸な子を︑どうした

やっぱり女でなくてはならなかった

十一155

のです︒

十﹇227

今さういふことを考へるの

源氏は何時もそれを考へねばならな

らなぐさめてやることが出來るか︑

かった︒

十一315

人間は︑くちびるや舌を

は︑齢りにもったいない氣がする︒

動かして︑いろく愛つた音聲を出

十一436園

其の様子を注意深く眺めて

すが︑考へてみると實に不思議だ︒

みた先生は︑此の鼓膜の代りに︑薄

十一476

い鐵で圓板を作って︑それを電氣で

振動させたらどうかと考へました︒

海の印象は︑︿略﹀︑殆ど果しがない

十一衙8困考へてみると此の長い航

501
がんかく一かんけい

やうに感ぜられます︒
十一爾11国．考へて見れば香港以來︑

シンガポールも︑コロンボも︑アデ
ンも︑皆英諸人の纒螢の下に焚達し
た都市ですが︑

十一旧5国今にして考へれば︑あの
熱帯の忽々の強烈な日光や︑植物の
緑が︑なつかしいもののやうにさへ
思はれます︒

十﹇樹5 こんな小さい望遠鏡でさへ︑
はっきり見えるのですから︑噴火口
は非常に大きいものだといふことが
考へられます︒

九柵4

かんきゅう

﹇感泣﹈︵サ変︶1

感興

感

將兵︑すべて感泣せざる
﹇感興﹈︵名︶2

はなかりき︒

かんきょう

なんぜん

平安神宮を葬して大極殿の

艦橋

そればかりか︑追討の官軍

が忽ち江戸表に押寄せるとすれば︑

十二鵬5

おめと江戸城を明渡すはずはない︒

徳川の恩義を思ふ藷臣たちが︑おめ

せつ＼ある︒

十一一㎜3 官軍は今や潮の如く東へ寄

引くやうに京都へ向かったが︑何れ

くし
十一一柳7 關東方の使者は︑櫛の歯を

ぜひく官軍さし向け

も途中官軍に押さへられて︑目的を

達しない︒
そすみ

面影をしのび︑南揮寺の山門を尋ね

屋島・壇浦は源平の昔

﹇艦橋﹈︵名︶1

後甲板には︑當直年三の姿が

玩具

さっちやう

現にフランスは徳川方を慮

篤し︑イギリスは薩長を通じて官

十二欄9

軍に好意を見せようとしてみた︒

若し︑日本が官軍と朝敵と

に分れて︑長く職ふやうにでもなつ

十二鵬10

たら︑其のすきに乗じて彼等は何を

したかわからぬ︒

湖畔の家︑道路を走る自動車︑ かんぐんがた ﹇官軍方﹈︵名︶1 官軍

こはん

﹇玩具﹈︵名︶2

られ︑御取りつぶしに相成り候はば︑

十二梱3國国

九佃2

がんぐ

掌信號兵が遠くを見張ってみる︒

しやうしんがうへい

見え︑艦橋には︑望遠鏡を持つた

九329

かんきょう

り︒

語に人の感興を動かすこと甚だ切な

十一5311図

だんのうら

て途に疏水を見るのも感興が深い︒

十一93

緩急

くわんきふ

﹇緩急﹈︵名︶1

かんきゅう・す

て國難におもむくのも︑

一旦緩急ある時︑國をあげ

いったんくわんきふ

如何にして此のおびた団しい車の流

切抜けて進むかを氣つかひ︑人は又︑

を横ぎるかを考へねばならぬ︒

十一611図

製す

十二旧5夏の日の熱さから考へてみ
てもわかるやうに︑太陽から出る熱

‡い

︽ーセ︾

量はすばらしいものである︒

和算といへば︑或はそろば

僕は︑もうちき訪れる春を

んによる算法のことだと考へる人も

十二塒4
あらう︒

十二閥1

かう考へると︑︿略﹀と言

考へながら︑あたりを見廻した︒

十二脳3

岩角

頂の岩角が手に取れさうには

﹇岩角﹈︵名︶1

つて︑決して過言ではないのである︒
わかど

我が國の青銅器時代は極め がんかく

て短く︑やがて次の鐵器時代にはい

十一一133

九柵4

かんく
枯れか＼つて一面に黄色にな

︵副︶1

方

九694

かんかん

どん底に大きな口を開く︒

つきりと見えた次には︑深い谷が︑

つたものと考へられる︒

十ニー56 かうした遺物を調べること
によって︑古墳の年代を考へること
たいはん

が出來るのであるQ

すべてが玩具のやうに小さく︑玩具

十二718 中品・西國の大藩を目の上

つたじゃがいも畠を︑午後の日がか

さいがうたか

のこぶと見た家康が︑輝政をして

かつやすよし

盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回の

もり

會見で︑しかも談笑の中に開城の約

關係

關

くわんけい くわん

﹇関係﹈︵名︶3

遊就館には︑昔からの武

いうしうくわん

關係

六畜1園

係

かんけい

すべてが玩具のやうに小さく︑玩具

湖畔の家︑道路を走る自動車︑

ごはん

十一一鵬1 江戸城は︑官軍方の西郷隆

かん︑か

官軍

が成立した︒

﹇官軍﹈︵名︶8

賊が︑千早城一つをもてあま

器や︑戦雪

に關係のあるいろく

の物が︑陳列してある︒

くわんけい

ひやうらうの道をふさいだので︑賊

を買ふ方即ち需要と︑物を詰る丁丁

じゅえう

それが︑又前後から官軍に討 八擢2物のねだんは︑主として︑物
たれて︑ちりぐに逃げてしまった︒

六794

はすっかり弱った︒

して居ると︑方々で︑官軍が︑賊の

六791

かんぐん

のやうに美しい︒

九欄3

のやうに美しい︒

がんく
︵感︶1

耳はまだがんく鳴ってみる︒

︵副︶1

んくと照らしてみる︒

がんがん

こ＼に金城鐵壁を築かせたのは︑ま
ことに故あることと考へさせられる︒

九旧3

かん︑ かん︑かん︑ かん︒
ばんぎ

歓喜

昭和の聖代に生をうけた我等

﹇歓喜﹈︵名︶1

歓喜を感ずるのである︒

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

十価5

かんき

︿略﹀︑板木が鳴りひゴく︒

論衡3

ん︑かん︑かん

かんかんかんかん

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と︑彼は考へた︒

十二鵬8

十二㎜4 修行者はかう考へて︑静か
に羅刹に問ひかけた︒

り考へて︑人の腹のへってみること

十二川9園 お前は自分のことばつか
を考へてくれない ︒

十二用10囹人の腹のへってみること
を考へてくれない ︒

十二佃10 車は如何にして此の群衆を

かんけいする一かんじ
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くわん

ち供給との關係によって︑高くも
なれば安くもなるのです︒

十︻741 其の後︑宣長は絶えず文通
して警告の教を受け︑師弟の關係は
日一日と親密の度を加へたが︑

かんけい・する ﹇関係﹈︵サ変︶1 關

がんこ

頑固

ぐわんこ

﹇頑固﹈︵形状︶1
ぐわんこ

十二柵図

關西本線

かんさ・ぶ

眼光

ころあり︒

神さぶ

た

千年置たったかと思はれる

﹇感﹈︵名︶22

きりした感じの雲です︒

がり出すと︑すっきりした感じがな

十﹁㎜3此の雲がだんくふえて廣

このやうに小さく群生する

くなって︑形がぼやけて來ます︒

十一㎜6

ますが︑見た所は何だかさびしい感

白い雲は︑︿略﹀︑いわし雲ともいひ

じの雲です︒

月の淡くか＼るなどは︑殊にさうし

十一㎜8夜︑此の雲の畏く果に︑半

まことに摩周湖こそは︑

一番陰氣でいやな感じの雲

強烈な日光に照らされた入
ぎん
道雲が︑まぶしい程︑銀白色又は銀

まるで渓流其のものを上つ

後から後から飛出して︑

それは肉眼で見るのとすつ

た水車が廻ってでもみるやうな感じ

から︑見てみると︑半分水上に現れ

大腸同じ場所で半圓をゑがくのです

十一帽9團

て行くといった感じである︒

十一観9

者といひたい感じがします︒

鼠色に輝くのを見ると︑全く雲の王

ねず

十一鵬5

であることはいふまでもありません︒

十一稲5

た感じを深くします︒

大木が立ち並んでみて︑何ともいへ

それを拝した時︑私たちは何

帯びれをすっと左右に張り︑

一ぽいになりました︒

ともいはれぬ感じがして︑目が涙で

八578

ない︑ありがたい感じがしました︒

五79國

かんじ

感じ

向山の紅葉夕日に映ゆる様殊に見ど

秋は春日の社神さび︑手

﹇神﹈︵上二︶1

十㎜5 頑固な岩山を切開いて︑巧
︽ービ︾

﹇眼光﹈︵名︶！

むけやま

みに此の文明的大工事をしとげたの
出口

です︒

﹇漢口﹈︹地名︺1

十一一悩10図

かんこう

江口から漢語までの一千粁

が揚子江の下流であって︑増水期に

十二277
は一萬トン級の汽船が晶々と航行す

︽ースル︾

かんかう
﹇漢江﹈︹地名︺！ 漢江

十二捌7 ひとり我が孝和に至っては︑
かんこう

がんこう

て︑漢江の鐵橋を渡った︒

かんかう

九柵6

汽車は︑すさまじい音を立て

るのである︒

服する

西洋の敷學・學術と何等關則する所

感激

かんげき

感激

なく︑ひたすら和算に心懸の天地を
カンゲキ

開いたのであって ︑

﹇感激﹈︵名︶5

八擢8

背びれ・腹びれを上下に張って進む

ポプラの下の一けん家︑垣根
にかけた白い干し物︑赤い土の色な

九佃3

とは全く違った感じです︒

姿は︑あのさかな屋の店先で見るの
かん

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武
﹇看護﹈︵サ変︶1

大石橋守備隊では︑さっそく

こする ︽ーシ︾

かんご・する

士︑

﹁︿略V︒﹂それは︑全く船員の 十二4910図年の頃二十鯨りにして︑

感激且vこくみんてきかんげき

かんげき

かんげき

十748
感激の叫びであった︒

タぐくカンゲキ

十一606図題 皆此ノ成果ヲ見ルニ及
ンデ︑唯々感激ノ極︑言フ所ヲ知ラ
ザルモノノ如シ︒

八791

どを見ると︑なるほど朝鮮だなとい

十﹇捌11 三人の心はもう驚と感激で

ふ感じがする︒

かうりやう

まあ︑満洲の高粟畠へで
もはいったといふ感じです︒

十289團

信書管を取りはっし︑手厚くかんこ
かんこ

一ぽいになって︑たゴぼうっとして︑

﹇閑古鳥﹈︵名︶2

したが︑

かんこどり

ひき終ったのも氣附かぬくらみ︒
へんさん

十一欄6 一同の聲が感激に震へた︒

北海道の味もい㌦が︑今

です︒

十一756闘

十一273あらゆる重みを受けて︑力

ち︑始めて史局を置いて學者を集め

十二4310 それから歴史編纂を思ひ立 鳥

十一価7

十︻餌6

たゴ神のみがしろしめす神秘境だと
どこまでも細やかで︑すつ

いふ感じを深くさせる︒

十一佃10

一面にざらくしたやうな

ぐらした北京は︑見るからに雄大だ

十一一169 ゑんえんたる城壁を高くめ

感じである︒

十一欄4

ある︒

さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで

かり感じが違って︑今に露でも滴り

強く︑うんと支へた感じを︑最もよ

殊に︑初層に比して第二層

朝︑神社の森で聞いたかんこ鳥の聲

﹇関西本線﹈︵名︶1

の輕快な感じがたまらない程よい︒

深い森の奥から流れて︑か 十一301

た時の喜び︑︿略V︑それらが今新な

關西本線

かんさいほんせん

た聲が︑齢程氣に入ったらしい︒

朗かな中にも一種のさびしさを持つ

すかにこだまするあのかんこ鳥の︑

十﹇7510

く此のふくらみに見ることが出來る︒
歓呼

は︑實によかったよ︒

﹇歓呼﹈︵名︶1

感激となってよみがへって來る︒
かんこ

十佃8 思はず歓呼の聲が上る︒
かんこ
﹇看護﹈︵名︶1 看護

かんご
かんご

十864 それから幾十日︑母の必死の
看護と︑署者の手當とによって︑不

思議にも一命を取止めた聞多が︑
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かんじ一かんしん

といふ感じを與へ る ︒

官舎

ぶつさうげ

﹇官舎﹈︵名︶1

元日に雪が降りました︒

も知らず飛込んだのであった︒

かんしゃ

十二8611囹 たゴ何かで︑びしやっと 十佃3
ぶたれたやうな感じだった︒

眞赤な花の佛桑花︑赤・

立ちて︑陸に向かひてさしまねく︒

感情

て動きません︒

十m9

十㎜5

官女たちも言ひました︒

官女たちも皆笑ひました︒

互に言ってゐます︒

﹁︿略V︒﹂と︑一人の官女が申 十脳5 ﹁︿略﹀︒﹂など︑官女たちがお

しますと︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

十998

十二撹11

それは︑要するに我が古代
の人々が雄大明朗の氣性を持ち︑極

﹇頑丈﹈︵形状︶1

がんじ

めて純な感情に生きてみたからであ
る︒

よう

がんじょう

翠の義務といふことを強く感じれば︑

十術5園あ＼いふ風に︑みんなが選

選學は自然眞劒になる︒

三日ほど降語いた秋雨がか

らりと晴れて︑今日は一だんと冷氣

十二426

が加り︑かすかな寒さをさへ感じる︒

艦も大きくなり︑形も色も次 かんしん ﹇洛書﹈︹人名︺4 韓信﹇▽

五人ばやしゃ官女た

回信︑しばらく其の顔をう

かん
後︑張良・韓信共に漢の古同

韓信は外に兵を用ひて︑

何れも大功を立て︑名を後世に輝か

めぐらし︑韓信は外に兵を用ひて︑

祖に仕へ︑張良は内にはかりごとを

十975図

てまたをくゴる︒

ちまもりみたりしが︑やがて腹ばひ

十972図

韓信︑長劒を帯びて市中を

十966図

だいり様︑
ち︒

きさき
一條天皇のお后は︑︿略﹀︑六

七人の官女たちと︑お庭の雪を眺め

十985

せり︒

四263園

感心

おかあさんの精神は感心の

カンシン

力ンシン︑カンシン︒

かんしん ﹇感心﹈︵形状︶7

外はない︒

十226園

かんしん ﹇感心﹈︵名︶1 感心

お后は︑官女たちに︑﹁︿略﹀︒﹂ 十976図

ていらっしやいました︒
十991

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂官女たちは︑

と仰せになりました︒
十棚4

口々に言出しました︒

中に思ひましたが︑負けぎらひの彼

清少納言も︑﹁︿略﹀︒﹂と心の

女は︑官女たちに︑﹁︿略﹀︒﹂と言つ

十川6

行く︒

ちょうりょうとかんしん

官女

まっかなまうせん︑ひの

﹇官女達﹈︵名︶8

第にかはって︑がんじょうになりま
かんじょたち

す︒

七956

︽ージル・ージレ︾

だから︑我が國語には︑祖先 かん・じる ﹇感﹈︵上一︶2 感じる

﹇感情﹈︵名︶2

次々にお答へ申し上げました︒

かんじょう

十3310囲
黄・紫︑色とりぐの葉のクロトン

十二951 其の聲につり込まれて︑僕
たちも︑たゴありがたい感じで一ぽ

﹁︿略﹀︒﹂勝久は︑かう言って

鹿介に感謝した︒

今更のやうに︑すばやい偵

四悌1圃

たち

かん

まうせん︑金のびゃうぶに︑

察機の報告や︑勇敢な戦圖機の掩護

此の記章を附けた人々に封

かいこん

面積挙々平方粁︑其の大部

﹇甘弓庭﹈︵名︶2

れないのだと思った︒

庶畠甘薦畠

しや

かんしゃばたけ

十283国

甘

しては︑いくら感謝しても感謝しき

十二941

を感謝しながら︑

十一研5

以來の感情・精神がとけこんでをり︑

九㎜10

の邊でした︒

︽ーレ︾

﹇感謝仕切﹈︵下一︶

などに團まれた官舎のあるのも︑此

十二997 ひたくと寄せる潮の静か
かんしゃしき・れる

いになった︒

な音︑鳴きながら飛んで行くつるの
感謝しきれる

1

此の記章を附けた人々に封

かんしゃ・する﹇感謝﹈︵サ変︶3感

れないのだと思った︒

しては︑いくら感謝しても感謝しき

羽ばたきまでが聞かれるやうな感じ
漢字

十二941

﹇漢字﹈︵名︶4

のする歌である︒

かんじ
文章といへば漢文が普通であった︒

十一649 文字といへば漢字ばかりで︑

感じ合

九892

十一6411 我が國の古語を︑漢字ばか 謝する ︽ーシ︾
安定侶に取っての大きな苦心であっ

りで其のま＼に書きあらはすことが︑

た︒

平底名もないとして︑漢字ばかりで︑

十一653 試みに︑今日若し片題名も
我々の日常使ふ言葉を書きあらはさ
うとしたら︑どうなるであらう︒

十一656 ﹁クサキハアヲイ﹂といふ
のを漢字だけで書けば︑差當り﹁草
﹇感合﹈︵四︶1

木蘭﹂と書いて満足せねばなるまい︒
かんじあ・う

何千ヘクタールもある平な
耕地は︑見渡す限り美しい甘貝畠で︑

十286国

かんしゃ

分が内地人の手で開墾され︑それが

︽1へ︾

ふ

ほとんど皆甘工手です︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑皆 感 じ 合 へ り ︒

八二6図 源氏の兵どもこれを聞きて︑
﹇元日﹈︵名︶3．元日

き扇を取附け︑一人の官女其の下に

へさきに長き竿を立て︑赤

八878囹 今日は元日でございます︒ かんじょ ﹇官女﹈︵名︶2 官女

がんじつ

さいに作らせようと思って︑元日と

八884 佐吉は︑夜通し考へた事を實 八977図

かんしんいたす一かんずる
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四263園 カンシン︑カンシン︒
十重7園 感心な者だ︒

十備9園 いや︑もっともっと感心な
のがあったよ︒

十摺3園 ほんたうに感心ですね︒
十二884 正一君は感心だなあ︒

︽ーシ︾

﹇感心﹈︵五︶1

感

十二928園 君︑こんなに早くお参り
とは感心だね︒

心いたす

かんしんいた・す

七伽5園 さてく︑二人ともまこと

︽ ー セ︾

﹇感心﹈︵下一︶3

に心掛のよい者︑感心いたした︒

感心させる

かんしんさ・せる

十275囲 島民の子供とはいひながら︑
凋唱や劇までやってみるのに︑すつ

皆 さ つ ば り し た 服装をして︑︿略﹀︑

かり感心させられました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ねえさんが感心

いらっしゃいました︒
五371

していひました︒

あなたの其のお心掛には︑

スツカリ感心シテシマヒマシタ︒

煮肴

門の昔を思へば︑誰か其の先見と義
﹇巻数﹈︵名︶1

氣に感ぜざらんや︒
かんすう

の業にあらず︒

﹇関﹈︵サ変︶2

ごらんなさい︑歌でも︑儲

關する

きに上り︑これが出版は決して容易

五803私ハ︑クモノチエノアルノニ︑ 十一榴9図 しかも其の巻教幾千の多
七鵬2園
かん・する

したが︑

孝和は︑又︑正三角形・正

感ずる

九旧9

一度外傷の地を窪んで︑言葉

のありがたさをしみぐと感ずる︒

の通じない所へ行くと︑誰でも國語

ちごく

かういふ所で︑たまくなつ

かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

九㎜1

で佛にあった心地がし︑愛國の心が

聞多は︑痛みも感じないかの

泉のやうにわき起るのを感ずるので

ある︒

十859

天地の榮える此の大御代に生

やうに︑こんくと眠ってみる︒

十備2

ある自分も︑しみぐと生きがひを

まれ合はせたのを思ふと︑ 一臣民で

昭和の聖代に生をうけた我等

感ずるとよんでみる︒

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

十価5

歓喜を感ずるのである︒

ろうもん くわいらう

あけ
緑深き木立の間から︑朱の

色あざやかな大鳥居・店立・廻廊

十一89

を望む時︑神域のけだかさをしみじ

どこからか聞えて來る支那人
の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

みと感ずる︒

野末のすみれ・たんぽ＼・き 十一271 柱を眞中にして爾側に入口

しんみき

と︑やはりこ﹂は外國だといふこと

九47

を︑しみぐと感ずる︒

八荒3

︽ージ・ーズル・ーゼ︾nvおかんずる

かん・ずる

﹇感﹈︵サ変︶26

する算法を考案し︑これを角術と構

四角形・正五角形等の正多角形に關

十二柵5

どんなに多いか︒

句でも︑詩でも︑月に零するものが

十一捌5

親を思ふ孝子の心には︑頼朝 ︽ースル︾

全く感心しました︒

八461
も感心して︑石のらうから唐綜を出

おとうさんも感心して︑

してやりました︒

八598
﹁︿略﹀︒﹂と言はれました︒
むじゃき
くわつばつ

しかし︑又無邪氣で活写

なアメリカの子供が︑教室ではお行

九549團

あちらでもこちらでも︑驚く

儀のよいのにも︑すっかり感心しま
した︒

九712

聲︑感心する聲︑嬉しさうな聲︒

る︒

くぐ感心した︒

十一欄7

のあるのが︑他に例のない形であり

︽ース

ながら︑何等そこに不自然を感ぜし

﹇関﹈︵サ変︶1

かん・す

んぼうげ︑畠一面に咲く菜の花︑さ

坐す

樺太の夏の日の長さに︑つ

十二235 附近にそれらしい楊村・柳 十456 ﹁︿略﹀︒﹂と︑河井君が感心す
村がないところがら察すると︑ずる
ぶん早く︑遠くから出かけて來たも
のだと感心させられる︒

十二翻2 それでみて︑交通整理がう

うしたものにしみじみと春の幸福を

甲板を過ぎる夕風が︑そつ

顔が火のやうになるのを私

ル︾

まく行くのに︑つくづくと感心させ

十一391

めない︒

大空にそ＼り立つ二十階・
三十階の大建築︑︿略﹀︑さういふも

は感じた︒

夏草の茂るに任せた︑立旦

一種のわびしさを感ずる︒

つしない帽章線に立つと︑何かしら

十一研10

とする程冷たく感ぜられた︒

十一998
それが果して何轟であるか︑

聲であることを感ずる︒

はっきりはしないが︑かなり下敷の

九協1

と︑つくぐ感じさせられ芒た︒

のを見ただけで︑あ＼アメリカだな

九503国

感ずる︒
そうしょ

感ず

︽一

一切纒は︑佛教に關する
﹇感﹈︵サ変︶2

信長︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし

下關海峡西口に濁りて明
滅する燈光を望みつ＼︑かの助左衛

十二冊11図

感じて止まざりき︒

九438図

ジ・ーゼ︾

かん・ず

書籍を集めたる一大叢書にして︑

しょせき

十一冊7図
か

られる︒

﹇感心﹈︵サ変︶11

んしんする 感心スル 感心する

かんしん・する

︽ーシ・ースル︾

﹁︿略V︒﹂といって︑みんな

おとう さ ん は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

かんしんしました︒

三714

四206

いひながら︑かんしんして聞いて

505
かんだい
かんせい

十一佃11 谷底から吹上げる風が︑は
だに快く感ずる︒

十一枷8此の大自然が展開する景観
に打たれて︑僕等は殆ど一種の興奮
を感ずる程であった︒

十一観2 十和田湖の愛すべく親しむ
べき風光を︑こ＼に見出したやうに
私は感じた︒

十一観10困此の長い航海の印象は︑
まるで走馬燈の壼のやうに︑それか
らそれへと廻り移って︑殆ど果しが
ないやうに感ぜられます︒

十一榴5国 私は︑あの時次第に遠ざ
かつて行く皆さんの姿が︑ともする
と涙でぼっとするのを感じました︒

内城の中央景山に登ると︑

は痛いやうにさへ感じました︒

十一柵2團 顔や手足がほてる︑後に
十ニー78

北京はたゴ丁々と︑平にくりひろげ

さうして︑此の一握りの土

嬉しさを感じて︑彼の手を握った︒

十二伽8

くわんせい
︵名︶3 歓聲

歓

に︑ほのかな春の香を感ずるやうに
﹇歓声﹈

さへ思った︒

かんせい
がっしゅうこく

八柵9 アメリカ合単記の領土だと

思はず機上に歓聲が湧いて︑

みんながわいく漱聲をあ

日本語の歓聲が︑こ＼でも聞かれ

くわんせい

いふのに︑横濱で送られた時と同じ
る︒

十一慨6
げた︒

十一塒2

完成

加賀白山の観世音檬︑どう

ドから高僧が渡海して來た頃の華や

かな奈良の都を︑眼前に見るやうな

十皿6園

ぞ︑此の雪をお消しになりませぬや

﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑

氣がする︒

助左衛門の計壼にして成

利を失はざるべからざりしなり︒

らんか︑彼等はみすく此の眼前の

十二備11図

ひになってみる︒

美しい光景を眼前に見るやうにお歌

十二撹6

うに︒

岩石﹇▽だ

されど︑これより下︑十四

﹇岩石﹈︵名︶1

いがんせき

がんせき

八667図

完全

千丈ばかりは︑こけむしたる岩石︑
﹇完全﹈︵形状︶5

壁の如く突立ちたり︒

かんぜん

かんそく

﹇観測﹈︵名︶1 観測﹇▽て

しばらくは︑其のま＼じっと かんせんす ﹇▽ゆうしんかんせんす

十一悩3

んたいかんそくしつ

動かないで居ますが︑やがて起直つ

七984

たと思ふと︑禮は完全にぬけ出しま

て︑にいさんと正雄君が︑代るく

ちではもう縁先に望遠鏡をすゑ附け

行ってみると︑正雄君のう
す︒

十449一歩々々進むにしたがひ︑木

観測をしてみる︒

立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

水道を設け︑下水を完全にし︑ かんたい ﹇艦隊﹈︵名︶2 艦隊﹇▽か

完全な姿を現す︒

十個6

みむらかんたい・しゅせんかんたい・

鐵眼が此の大事業を思ひ

﹇完成﹈︵サ変︶1

しばし爆音を毒する︒
かんせい・す
︽ーセ︾

じゅんようかんたい・たいへいようだ

十一佃1図

す

道路を鋪装して︑昔の不健康地を一

ほさう

古することに成功しました︒

丸・西の丸の三丸が︑これ程まで完

い・れんこうかんたい

さすけ
東海丸の船長久田佐助は︑眼

前に迫る此の危急をさけるのに全力

東大寺の大佛が出來︑ノーン

を蓋くしたが︑しかしもうおそかつ
た︒

十二㎜10

主家の難を救はうと︑朝廷

へ寛大の御虜置を請ひ奉る歎願書を
くし
たつさへた關東方の使者は︑櫛の歯

十二㎜5

かんだい ﹇寛大﹈︵形状︶1 寛大

撃沈せられ或は捕獲せられて︑

大部分は︑我が艦隊のために︑或は

十﹇594図此の冠羽の職に︑敵艦の

るかに敷條の黒煙を見る︒

敵を待ちしが︑忽ち東方に當りては

官の命により欝陵島附近に集りて

うつりよう

我が艦隊は︑東郷司令長

十﹁583図
其の退路を完全に噺って︑
か︑明朝か︒

高く日章旗をひるがへすのは︑今夜

十二858

殆ど其のま㌧に見せてくれる︒

全に残って︑今日の我々に昔の姿を

更にいへば︑本丸・二の いにだいさんかんたい︒てきかんた

立ちしょり十七年︑すなはち天和元

︽ーシ︾

若し此の仕事が進まなかった

﹇観世音様﹈︵名︶1

十722

観世音 がんぜん ﹇眼前﹈︵名︶4 眼前

本尊観世音は︑今秘佛とし

﹇観世音﹈︵名︶1

十二729

年に至りて︑一切纏六千九百五十六
巻の大出版は遂に完成せられたり︒

けないと感じながら︑ついて行くの

成する

観世音様

かんぜおんさま

此の堂内に安置されてるるのである︒

て︑當時の太子の御姿を語りがほに︑

十一343

かんぜおん

完成しなかったかも知れません︒

送られて來ようとも︑パナマ運河は

ら︑よし立志・何十萬の人がこ﹂に

十梱9

十二㎜3 しかし︑私は何とも言へぬ

殆ど足が棒になるのを感ずる︒

の見物にさへ一日や二日はか・り︑

博物館や美術館があって︑其の一つ

十二佃7 大英博物館を始め︑大きな

べきである︒

いふのは︑我が誌面性の特色といふ

般が事に鋳れ物に感じて歌をよむと

十二967 かく上下を問はず︑國民一

である︒

十二403囹 結局︑足もとにも寄りつ かんせい・する ﹇完成﹈︵サ変︶1 完

られた市街だと感ずる︒

聲

かんたん一かんとうへいや

506

感歎

﹁︿略V︒ ﹂ 父 の 言 葉 は ︑ ほ と ん

﹇感嘆﹈︵名︶2

を引くやうに京都へ向かったが︑
かんたん
十善7
ど感歎の聲である ︒

︽ーシ︾

十﹇柵6図

す

福田行誠かつて鐵眼の

ぎやうかい

﹇眼中﹈︵名︶1

眼中

事業を感歎していはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

がんちゅう

くと泳いで︑外の魚などは眼中に

八欄9 五六十糎もあるのが︑いう

十234園

﹇艦中一同﹈︵名︶

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒
艦長

︵副︶1

かんと

言霊

西岸から上陸すると︑岩頭

す

︽ーセ︾

えた︒

人々は此の事を聞いて︑今更

老學者の言に深く感動した

何年前のことであったらう︑

木は枝や葉を震はせながら︑

關東大震災

くわんとう

くわんとう

︵名︶1

すみ

﹇関東大震災

關東大震災の時であった︒

關東大震災後

關東大震災後に出前た隅

くわんとうだいしんさい

三月といへば春はまだ淺いが︑

汽車の窓には關東平野がうら＼かに

八樹2

關東平野

かんとうへいや ﹇関東平野﹈︹地名︺1

だ
田公園︑

六偽3園

後﹈︵名︶1

くわんとうだいしんさい

かんとうだいしんさいご

六悩8

﹇関東大震災﹈

修行者の心に感動するかのやうに見

十二価10

書の力の偉大なことに感動したのは︒

自分が江戸の屋敷で史記を謹み︑史

十一一437

へ向かった︒

ながら︑ひっそりした町筋を我が家

宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ

十一738

感動すると共に︑夫をはっかしめぬ
たいど
此の妻の態度をほめた＼へた︒

のやうに久田船長のりっぱな心掛に

十779

動ずる ︽ーシ・ースル︾

かんどう︒する ﹇感動﹈ ︵サ変︶4 感

や︑喜んで寄附する者意外に多く︑

心とは︑強く人々を感動せしめしに

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十二773韻かんとさえた冬空︑太 十︸柵6図 鐵眼の深大なる慈悲心と︑

かんと

﹇関東﹈︹地名︺1

陽がまぶしく仰がれる︒
かんとう

其の後︑關東の大軍至るに

及び︑城遂に陥り︑重範惜しくも捕

十182図

へられて︑六斎河原に斬らる︒
かんだう
﹇勘当﹈︵名︶1 二言
かんだう
娘は勘當でござるぞ︒
十二襯11園

かんどう

十一305

深い心の感動を誓える︒

十一欄2

﹇関東軍指令部﹈

關東軍司令部

遠く國務院や︑著名軍司令部

かんとうだいしんさい

豊島沖の海戦に出なかった かんどう ﹇感動﹈︵名︶1 感動
やくし
先づ仰がれる緑営の尊像に︑

1 艦中一同

かんちゅういちどう

ないといった風をして富ます︒

吏は︑助左衛門が公共のため一身を
感歎止まざるものありき︒
かんたん

捧げてか＼る難事業に當れるを見て︑

十二柵9図 かくて白洲を視察せし官

輩

かんたん ﹇簡単﹈︵形状︶3 簡軍 簡

か ん たん

﹇艦長﹈︵名︶1
さトげつエ

﹁君が代﹂のラッパが奏せら がんとう ﹇岩頭﹈︵名︶1 岩頭

は︑身動きもならぬ程たくさんな

れ︑衛兵隊は捧銃の敬禮を行ひ︑

ゑいへいたい

九389

かんちょう

十一1511 次にか﹂げる文章は︑源氏
物語の一節を簡軍にして︑それを今
日の論語で表したものですが︑

艦長を始め乗員一同は︑皆姿勢を正

十一667 これらは簡軍な名前に過ぎ
ないが︑長い文章になると︑其の苦

關東

くし
關東方の使者は︑櫛の歯を

﹇関東方﹈︵名︶1

ロッペン鳥の行列だ︒

十柵8

︵名︶1

かんとうぐんしれいぶ

引くやうに京都へ向かったが︑

十二欄6

方

かんとうがた

して軍艦旗に音溝する︒
くわんづめ

廣い場内を一巡する間に︑

﹇缶詰﹈︵名︶1

九579囲

かんづめ

心はとても一通りのことではなかつ
た︒

十二226 五千年の昔から︑自ら耕し

ハムになり︑又くわんづめになって

豚や牛がはだかになり︑肉になり︑

艦艇

我が軍の死傷甚だ少く︑

﹇艦艇﹈︵名︶1

十一598図

かんてい

行くのが︑順序よく見られます︒

て食ひ︑自ら掘って飲むといった簡

元旦

軍な生活を︑其のま＼今日に持越し
﹇元旦﹈︵名︶1

て來た彼等は︑

がんたん
おちあひなほぶみ

十柵8 明治時代の學者であり︑歌人

關東霞第一
だいをしやう

右手は大和尚山で︑關東
ひ

﹇関東州第＝

の建物が夕日に映え︑新しい住宅や︑

かつすけ

州第一の高山︑左手の岡の碑は︑乃

十欄6園

︵名︶1

かんとうしゅうだいいち

街路樹があざやかに見える︒
カンディー

艦艇の沈没したるものわっかに水雷
︹地名︺一

の古都をたつねました︒

木勝典中尉の職死された記念碑であ
感動

ります︒

﹇感動﹈︵サ変︶1

すき通った寒天のやうな腔か

かんどう・す

﹇寒天﹈︵名︶1

ら︑腕が色本も出て居ます︒

八燭3

かんてん

寒天

百十五粁の道を飛ばしてカンディー

十一衛10圏直ちに自動車をやとひ︑

カンディー

艇三隻に過ぎず︒

寒暖

であった落合直文が︑一兀旦に門松を

﹇寒暖計﹈︵名︶2

よんだ歌である︒

かんだんけい

計
九伽9 それなのに︑寒暖計は三十度
を越えたがる︒

感歎

十一柵3団 寒暖計は四十度を越えよ
﹇感嘆﹈︵サ変︶−

うとします︒

かんたん・す
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かんな一がんめん

晴れて居る︒
みぎは

﹇鉋﹈︵名︶1

かんな

九佃5長い汀が︑まるでかんなで面

かんな
を取ったやうにきれいに績く︒

カンナ ︵名︶2 カンナ
くわだん

のん

かんのんどう

七392圏

音堂

くわんのん

﹇観音堂﹈

くわん
︵名︶1 観

人にもまれて送られて︑

観音堂に來てみれば︑香の煙がゆ

らくと︒

九m2 騨員の顔が見えたと思ふと消 かんはっしゅう ﹇関八州﹈︵名︶1 關
八州
幕︑張廻らしたる陣螢の

もう少しがんばれ︒

﹇頑張﹈︵五︶1

く居並びたり︒

がんば・る
︽ーレ︾

十一佃5囹

がんばる

中には︑關八州の大名・小名星の如

え︑騨の花壇の赤いカンナの花が後

艦内

日の光︑

十一一511図

青葉のそよぎ︑

へ走って行く︒

十684圃
血の色よ︒

み やま

﹇艦内﹈︵名︶2

カンナの花の
かんない

ある︒

九335 艦内は深山のやうな静かさで

せいとん

あら臥ばけ

どんく流すと︑

せんたく

食器を洗ったり洗濯したりするのに︑

中々ほねが折れますが︑

當時︑假名文は女の書くも

文字といへば漢字ばかりで︑

つたからです︒

ので︑男は漢文を書くのが普通であ

十一152

かんぶん ﹇漢文﹈︵名︶2 漢文

洗刷毛を持つた数十人の水

見るく甲板はます・さけ

兵が︑甲板をこすりながら頭を並べ

九374
て進んで行く︒

十一8810
の山︒

連絡船が大泊に着いた時は︑ 十一649

文章といへば漢文が普通であった︒

十一997

板洗

です︒

﹇岸壁﹈︵名︶3 岸壁
ばうはてい
大阪港は︑防波堤が遠く績き︑

下の岸壁に落散ったテープを︑

かんべん ﹇▽こかんべん

めかけてるる︒

は︑もうぎっしりと出迎の人々がつ

八備6

船が岸壁に近づくと︑そこに

子供たちが無心に拾って居るばかり

七襯2

船が横附けにされます︒

港内の岸壁には︑一萬五千トンの大

七715

がんぺき

出來る︒

に﹁サウモクアヲシ﹂と讃むことも

十一657

しかし︑これでは︑漢文流

かんぶんりゅう ﹇漢文流﹈︵名︶1 漢

九372

﹇甲板士官﹈︵名︶1

文流

風が︑そっとする程冷たく感ぜられ

念書際の彼方から山のや

港内一面の濃霧で︑甲板を過ぎる夕
た︒

十一幽2国

うにうねる大波が寄せて︑一十二千

甲

トンの巨船の甲板に︑瀧のやうなし
﹇甲板洗﹈︵名︶2

ぶきを浴びせました︒

かんぱんあらい

ん・うてんかんぱん︒うてんかんぱん

うに八方へ散って・かひぐしくズ

甲板﹇▽こうかんばん・じょうかんぱ

九357 敷分の中に︑艦内はすっかり かんぱん ﹇甲板﹈︵名︶10 かんぱん
整頓する︒

あらい

ボンをまくり上げ︑身輕な姿になつ

がんねん 丑vげんじがんねんくがつに
じゅうごにち・てんながんねん・めい

四柑5にいさんののってみる加

て︑分隊毎に甲板洗を始める︒

水兵は︑くもの子を散らすや

じがんねん

賀は︑たくさんのひかうきが

かんのん ﹇観音﹈︵名︶1 観音←な

のせてあって︑それが︑ひろい

甲板士官

﹇艦尾﹈︵名︶1

が起きて亘る︒

九341
かんび

艦尾

午前八時になると︑艦尾の旗

神皇産霰

かんみむすび

十一628仕組

かんみむすび

人の世の力は

日に月に進みで止まぬ

たかみむすび

敷島の日本の國の

やまと

間もなく︑甲板士官や血道員 かんみむすび ﹇神皇産霊﹈︹人名︺1

かんぱんしかん

﹁︿略﹀︒﹂の號令が下る︒

甲板洗がすむと︑﹁︿略﹀︒﹂

ちかんのん・はせかんのん

こっちから甲板へ投げる︒

九376

十一94 清水坂を上れば観音の御寺

上屋の廊下と向合って︑つい
甲板からこっちへ投げる︑こ
七佃7

九386

なべて︑ 高皇産霊・神品産廃の︑

何十本︑何百本︑見る間にふ

かしこしや︑産璽のみわざ︒

竿に軍艦旗があげられる︒

えて︑後には甲板の人々の顔も︑は

先づ下士官が︑甲板の吐水口 七527囲 三期昼時は︑寒風吹きすさ がんめん ﹇顔面﹈︵名︶1 顔面
十805 更に︑前から顔面を深く切込
ぶ螢庭で教練したり︑冷たい水で︑
からふき出る海水を︑桶に汲んでは

九372

つきり見えないくらみになりました︒ かんぷう ﹇寒風﹈︵名︶1 寒風

七重2

つちから甲板へ投げる︒

七僻5

そこに日本丸の甲板があるのです︒

七二3

かんぱんの上から︑じいうに
とんで行くのださうです︒

ゆかしく︑清水の塔︑八坂の塔︑三

くわん
︵名︶2 観

重五重に省えて︑ここ東山の中腹を
飾ってみる︒

﹇観音様﹈

音様観音様

のん

かんのんさま

六梱5囹 にぎやかな所には︑まだ淺
くわんのん

草の観音様がある︒

えい

圭里館などもたくさんあって︑にぎ

ぐわくわん

六個7園此の観音様のそばには︑映
やかな事からいへば︑或は東京一か
も知れない︒

かんよう一き
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んだ︒

かんよう

﹇漢陽﹈︹地名︺1

漢陽を下る︒

﹇元来﹈︵副︶7

漢陽

元來

十二297 やがて有名な赤壁を下り︑
がんらい

八148 呉鳳は元來情深い人で︑
かるやうに︑元仁熱帯地方の鳥で︑

九674 其のはでな色彩から見てもわ
それが夏の間だけ日本へ飛んで來る
のです︒

烈しく敵を砲撃せしかば︑

二625アル日︑山デ木ヲキッテ

ります︒

ですから︑切るのも大へんで

四7．1こんな大きな木のこと

たふしてしまはう︒

四67園あのくすの木を切り

二63ーオヂイサンバ︑木ノアナ

した︒

木こりが︑池のそばの

昔︑ある所に一本のくす

いつの間にか︑くすの

四61 毎朝︑日が出ても︑くす
の木の西がはにあるたくさん
の挙々は︑みんな日かげにな

雲がか＼るほどになりました︒

木は︑その高いこずゑに︑時々

四46

ぐんぐんとのびて行きました︒

あったのでせう︑ひるも夜も︑

四43どんな力が︑この木に

の木がありました︒

四42

をきりはじめました︒

三873をのでこん︑こん︑と木

森で︑木をきってゐました︒

三784

車ガ︑イクツモトホリマシタ︒

二佃4牛ノアトカラ︑大キナ木
ヲツンダ車ヤ︑石ヲツンダ

木デ︑ウスヲコシラヘマシタ︒

二882オヂイサンバ︑ソノ松ノ

タ︒

ことになりました︒

人の女が出て來ま

また︑或神檬は︑山へ行って︑

この榊の木に︑鏡と玉をかざ

さんのにはとりを集めて︑岩屋の前

つて︑岩屋の前に立て︑また︑たく

五33

ていらっしやいました︒

大きな榊の木を根こぎにして︑持つ

さかき

五31

した︒

後から︑

筆陣3すると︑その松の木の

ガフクランデ來マス︒

四伽7スルト︑草や木ガダン
くト芽ヲフキ︑花ノツボミ

三羽Q

四902圃場の枝にすゴめが

した︒

四456みんな︑木のそばへ來ま

みんなからはなれて︑前の方
にある木のそばへ行きました︒

四這8

行ったくすの木だ︒
その子どもは︑この時︑

四114囹あのぐんくとのびて

二657 オソロシイコトモワスレ 四81圏この木をくりぬいて︑
テ︑木ノアナカラトビ出シマシ
舟を作ったらどうだらう︒

ガ︑アツマッテヰマシタQ

二642 オヂイサンノカクレテヰ 四75今度は︑切りたふした木
ル木ノ前二︑タクサンノオニ
を︑どうしたらよいかといふ

ニカクレテ︑雨ノヤムノヲ

ヰルト︑雨ガ︑ザアザアフッテ

マツ

ヤナ

スギ

山二︑小サイ木ヲ︑五ホ
アレ︑アノモリノ
アレ︑アノドテノ

アレ︑アノ山ノ

マッテヰマシタ︒

敵の艦列忽ち篭れ︑早くも戦列を離

木呂うえきい

來マシタ︒

き
﹇木﹈︵名︶89

キ

る＼ものあり︒

十一571図

き
ち︒かつおぎ・かれき・くさき・しら
きづくり・すりこぎ︒とまりぎ・なみ

一285

き・なみきみち・はんのき

十悩10 綱吉は︑元來情に動かされな
い人ではないが︑しかし理非にも明

︻476圃

ギノ木ノウヘニ︒

一472齪

ノ木ノウヘニ︒

一464圃

ンウエマシタQ

一406

イテヰマス︒

キノハガ︑ソヨソヨウゴ

かるい人であった ︒

十一4510 元來先生は電氣や電信の學
者ではありませんでしたから︑
元來昔の歴史を知るには︑

其の頃に書かれた物をもととして研

十ニー58

究するのであるが︑︿略﹀古代の遺
物も尊い材料となるのであるから︑
元來此の城は︑飾磨平野の

中央︑や＼北寄りの姫山・鷺山に篠

十一一6911

ノ木ノウヘニ︒

二9ーソレヲニハノ木ノエダ

つて螢まれたもの で ︑
けんたうし

十二欄1 玉露は︑遣唐使に立って支

ニツルシテ︑﹁︿略V︒﹂トウタヒ

早ク木ニナレ︑早ク木

ニー87園早ク木ニナレ︑早ク木

マシタ︒

官吏﹇▽しな

那へ渡ったこともあり︑元來巫者で
﹇官吏﹈︵名︶1

あるが︑

かんり

ニナレ︒
ニナレ︒

ニー87園

かんり

吏は︑助左衛門が公共のため一身を

ルト木ニノボリマシタ︒

二207﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑スルス

ニー93木ニナリマシタ︒

十二柵8図 かくて白洲を視察せし官
捧げてか＼る難事業に當れるを見て︑
感歎止まざるものありき︒

かんれつ n艦列﹈︵名︶1 艦列
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き一き

でお鳴かせになりました︒

も︑皆まつ白になって居る︒

お堀をへだてて二重橋が見

並んで止って居るのもあります︒

五47 すると︑神様方は︑榊の木を︑ 六914 中には︑向かふの木の枝に︑
ずっと前へお出しになりました︒

五297 その方へ行って見ますと︑木 六伽2園

僕の學校に︑大きな杉の木が

え︑其の右の方には︑木の間から御

七287

所のお屋根も舞される︒
木がゆれる︒

の間から︑私たちの學校や役場が︑

風が吹く︑

小さく見えました ︒

五355圃

みんながいろくな事を言ふ

一本ある︒

が︑誰もまだ其の木のほんたうの高

七293

の友だちと心しよに︑谷川の中へは
さを知って居る者はない︒

したが︑風にゆり落されて︑大ぜい

五688 山の木の葉の上に休んで居ま

いりました︒

米程の棒を立てて︑何べんとなく棒

さうして︑杉の木のそばに一

綜ノ中ノ一本ガ︑向カフノ柿ノ木ノ

のかげの長さを計ってみた︒

五786 ソノウチニ︑コノタクサンノ 七308
枝ニクツツキマシ タ ︒

油蝉の子の口には︑針のやう

つて居ます︒

にして丸い穴を掘り︑其の中にはい

七936立ていは︑木の細い根をぢく

五792 風ニユラレナガラ︑ヤツト柿 七314 すぐに木のかげを計った︒
ノ木ニタドリ着キマシタ︒

五797 カウシテ︑雨ドヒト柿ノ木ト
ノ間二︑一スヂノ綜ガ︑空中ニピン

七942

な管がありますから︑其の管を木の

トハリ渡サレマシタ︒

五811 せみは︑桐の木で鳴いて居る︒

根にさしこんで︑汁を吸って生きて
居ます︒

五821 取れないと思ふとくやしくな
つて︑木のみきをとんとた＼く︒

木とか草とかに上って︑安心

草も木も︑

うれしげに

ひごひ

池の緋鯉は喜び勇

屋根も︑垣根も︑小道も︑小

うちをどり︑
む︒

八473

道に落散った木の葉も︑眞白である︒

わら
たゴ歩兵が木の小枝や藁をせ

おって︑土手のかげをかけて行くの

八564

を見ました︑

さびしい
菊の花よ︒

八616圏木の葉が落ちて
庭に︑咲きのこる

電柱の影も木の影も︑ずっと

巣を幾つもかけてみる︒

十島7

大きな木の上に星が光ってゐ

のびた︒

る︒

十備1

十一7711緑した＼る一位の木を背に

青銅の胸像がくっきりと浮かび江つ

し︑見上げるやうなにれの葉かげに︑

て見える︒

て︑木の皮にておほひ︑八人一所に

八776此の重い傷にも屈せず︑鳩は 十一971図面の枝を切りて地上に立

うつくまりて雨露をしのぐのみ︒

岩角が出︑木の根が横たは

何時の間にか大木が少くな

御倉半島には水際から樹木

けの木が生茂ったものだと思はせる︒

十一悩9此の岩山に︑よくもこれだ

である︒

が繁茂し︑全山の画すべて自然の姿

十一燭7

うになった︒

つて︑丈の低い細い木が目につくや

十一槻2

に︑躇みしめ躇みしめ登った︒

十一柵7木の根・岩角を敷へるやう

つてみる︒

十一描11

て︑木の皮にておほひ︑

十一971図木の枝を切りて地上に立

なほしばらく飛魚けたが︑遂にたへ
飛去つたあとの木の枝には︑

かねて︑とある木の枝に止った︒

八782

此の色の美しい佛法僧は︑書

いたましくも赤い血が附いて居た︒

九656

の間盛に高い木から木へ飛んで︑

書の間盛に高い木から木へ飛

た皮﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

九656
んで︑

十重8図圃 谷間よりはひ出で︑木
の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ
に朝霧流る︒

秋の風

十勝1

くつれ残

庭に一本なつめの木︑
今ぞ相見る二官軍︒

沿線の楊の木に︑かさ＼ぎが

やなぎ

れる民屋に︑

揮丸あともいちじるく︑

十886図鶴

があるだらう︒

十一而2

かさこそと︑

竹ざをで

隣のを

彼は︑あたりの石といはず︑

ぢさんは︑今みない︒

あの木の梢をつ＼いてるた

十二776圏

せんよ︒

十655囹此の村に︑古いけやきの木 十一㎜4 もちろん︑草も木もありま

つと立ってるる︒

十645

井戸端のうるしの木が︑ぬう

七946夏の末になると︑親蝉は︑木 十363図翻木から物のこぼる＼音や
の皮にきずをつけて︑其の中に卵を

馬柵5囚縛の門のわきに井戸があっ
て︑そばに︑一本の大きな木があり

此の小誌が︑やがて木を下り

生みます︒

七二2圏

とそれにしがみつきます︒

だと思ふと︑前足の爪で︑しっかり

七966

ぐりこんでしまひます︒

て︑何時の間にか︑柔い土の中にも

七951

ます︒

あって︑そばに大きな木がありまし

五壇3 なるほど︑門のわきに井戸が
た︒

らっしやいました ︒

発達3 命は︑木に上って︑待ってい

六556囹森の木がきれいですね︒
六859 さうして︑屋根も︑木も︑道

き一き

510

木の幹といはず︑今の言葉を書きつ
けた︒

十一一価7 書終ると︑彼は手近にある
木に登った︒
木は 枝 や 葉 を 震 は せ な が ら ︑

奇

﹇気﹈︵名︶82

き

氣n▽まけぬき

負うて︑其の眺は美であり奇である︒

十一808 湖上の島々も多くは密林を

﹇奇﹈︵名︶1

糎ぐらみの四角柱の木である︒

十二欄2 算木といふのは︑長さ四五

えた︒

修行者の心に感動するかのやうに見

十一一価10

き

き

えないので︑なんとなくさびし

三206 ﹁︿略﹀︒﹂といふ音がきこ

いきがしました︒

さいしょ

三687 良雄さんも太郎さんも︑
氣がついて︑あわててやめまし
た︒

五146 最初は︑それと氣もつかぬほ
どでしたが︑後には︑だんだんふく

れ出して︑とうく︑それが二本の
かはいらしい足になりました︒

五151 おたまじゃくしは︑何だかお

さう思ふと︑どれもこれも︑

其の中に僕は氣がついた︒

する氣だな︒

七441

七296

みんなが重なり合って落ちる

音︑さわぐ聲に︑ふと氣がついて︑

五703
あたりを見まはしますと︑

顔がかはいくてたまらなくなりまし

魂でもあるやうな氣がして私は︑朝
た︒

今では︑僕よりもずっと背が

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思

五841
ふと︑何だかかはい＼氣がする︒
から︑よく氣をつけなさいよ︒

かう氣がついた弟うかしは︑

七並4園

どうぞ︑これを受取って︑

く持っては來ません︒

氣があるくらみなら︑こ＼までわざ

七伽9園あなたから一文でももらふ

な事になるかも知れない︒

が無かったら︑氣が違って死ぬやう

人で越した程の人だから︑此の大金

七描1園渡し賃が高いといって︑一

たします︒

何だか申しわけがないやうな氣がい

五849園行ってもい＼が︑あぶない 七鵬2園少しも税金を納めないでは︑
六58

いろくと兄をいさめましたが︑兄
二人の様子に︑謡うかしは︑

はどうしても聞入れません︒

六88

すっかり氣をのまれてしまひました︒

けれども︑我が武士は︑船の
訳そうみんなの氣に入りまし

大小などは︑少しも氣にしなかった︒

六575
六656

たが︑かへるとなると︑大分金を出

お金をもらったら︑あなた

私の氣がすむやうにして下さい︒

七齪9園

の氣はすむかも知れませんが︑私の

二階へ上って︑ガラス戸から

さねばなりませんでした︒

外を見ると︑全燈が︑何だか︑ぼん

氣がすみません︒

六858

やりと明かるい氣がする︒

通日の事︑萬壽が御殿の裏へ

出て︑何の氣もなくあたりを眺めて

八424

其の度に︑早く飛んで行って

居ますと︑小さい門がありました︒

八555

任務を果して氣がゆるんだの

見たいやうな氣がしました︒

八791

か︑鳩は取扱兵の手に抱かれたまま

まるでおとぎの國にでも︑さ

冷たくなってしまった︒

八捌2

﹁あぢ﹂は水中に居ると︑實

まよってみるやうな氣がする︒

八襯4

何だか春が逆もどりして行く

に氣のきいた魚です︒

八号9

時計を見つめて居ると︑八分︑

やうな氣がする︒

八樹6

九分︑十分︑いたづらに時間が長い

やうな氣がする︒

て氣をもむことが多い︒

九25花の咲く頃は︑何時もかうし

ひながら︑仕事塁の上を見て︑出し

九282 時計屋さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言

て置いたねちの無いのに氣が附いた︒
ぜっべき
町々を通ると︑まるで絶壁

九5810囲

の底でも歩いてみるやうな氣がしま

氣がついて見ると︑さっきま
で日本丸のあった場所は︑すっかり

ふと氣がつくと︑校長先生と

少し疲れたので頭を上げて見

でるたが︑松本君がずっと向かふの

廻すと︑今まで少しも氣がつかない

九973

つしゃつた︒

しろさうに︑僕等の仕事を見ていら

山田先生が︑箱のそばへ來て︑おも

九714

す︒

大將の父は︑︿略﹀︑どうかし

さて蘭学は︑誰か母のうはさ

なければならないと思った︒

て子供の膿を丈夫にし︑氣を強くし

七番9

海になって︑

客主1

私は︑なるたけ︑此のかはい 七旧1園私の氣がすみません︒
らしいお善様を驚かさないやうに氣

六907

をつけて︑お米を入れてやりました︒

僕は︑寝床の中にもぐりこん

だが︑火事が氣になって︑なかく

六955

眠られなかった︒

そろしいやうな︑うれしいやうな氣
になって︑わいわいさわいでゐまし

ほんたうに︑手に取って︑さ

八419

したが︑十日たっても二十日たって

をする者は無いかと氣をつけて居ま
かうぐ
居らず︑まことに神々しい氣がする︒

も︑母の名を言ふ者はありません︒

参道には︑ちり一つ落ちて

七178園は＼あ︑此の間の仕返しを

六斎6囹

はってみたいやうな氣がします︒

六脳9

た︒

つまるやうな氣がしました︒

五164 水の中にみると︑何だか息が

せいくするやうに思ひました︒

五165 水の上にかほを出すと︑氣が
五286園 みんな︑氣をつけなさい︒

511
き一き

席にみる︒

九五2 どちらも星があまり大きくあ
りませんから︑よく氣を附けて見な
いと︑はっきりしません︒

尋者7園 日本の馬は氣が荒いとかい
はれるさうだが︑

つくと︑無言のま＼五兵衛の前にひ

十一衡6

十一柵1園氣をつけろよ︒

私は自分の部屋へもどった︒
叔父は︑︿略﹀かんこ鳥の︑

朗かな中にも一種のさびしさを持つ

十一7511

吸ひてわらべとな

波を子守の歌と聞き︑︑千里寄

生まれて潮にゆあみし

た聲が︑齢程氣に入ったらしい︒
て︑

十一903図圏
せくる海の氣を
りこナり︒

する︒

る︒

すごい程美しい神秘の淵︑

何だか世は秋になったと
どうやら︑其の悲鳴を聞く

十二2310

大理石でた＼まれた圓形の

方敷粁の大公園にはいると︑

がついた︒

我々は無限の自然の中をさまよふ氣

十二捌5

がする︒

な氣がする︒

十一一悩1 見るからに︑胸がすくやう

しばらく行くと︑向かふ

赤︑青︑黄︑紫︑あらゆる色

家家の垣根といはず︑公園の

さうして︑赤や︑黄や︑緑の

黄に︑淡紅に︑整準に︑梢々

の邊でした︒

眞赤な花の佛桑花︑赤・

などに園まれた官舎のあるのも︑此

黄・紫・色とりぐの葉のクロトン

十339国

が煙るやうに見え︑
ぶつさうげ

九51

て居ました︒

何ともいへない程美しい物がはいつ

八燭7

咲誇り咲動いてみるのを見ると︑

並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に

宙釣9

て落ちて來ます︒

のテープが︑降るやうに入りみだれ

七槻8

りっぱな門が見えます︒

に赤や︑青や︑黄でぬった︑

三夕6

き ﹇黄﹈︵名︶6 黄n▽あさぎいろ

﹁︿略﹀︒﹂の平和境を︑こ＼

それこそ氣を附けました︒

始めて氣がついたをぢさん

﹇着﹈与うわぎ・かいすいぎ・きの

き﹇期﹈←ぞうすいき

き

﹇旗﹈n▽ぐんかんき・しんごうき・

き

﹇器﹈3せいどうき・せいどうきじ

せんとうき・てんのうき・にっしょう

き

みきのまま・しごとぎ・ふるぎや

東大寺の大佛が出來︑イン き

たg︑ふとそば近く︑恐し
い悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣

あくま

十二佃5

氣がする︒

かな奈良の都を︑眼前に見るやうな

ドから高僧が渡海して來た頃の華や

十二㎜10

ぐ止血をし︑ほうたいをしたが︑

は︑血まみれの軍服を切開いて︑す

十二899

十一一611園

に見るやうな氣がする︒

十二2411

つは此の廣大な自然のせみであらう︒

又︑氣の長いところがあるのも︑一

引々と働く彼等に︑どこか

式が︑目の前に浮かぶやうな氣がす

祭壇の前に立つと︑︿略﹀神秘な儀

十一一194

やうな氣がする︒

十一伽9

いふ氣がします︒

十一偶5国

とても物を投入れる氣になれない︒

十一㈱9

神々しい︒

かうぐ

殆ど口をきく氣もしない程︑静かで

十一悩11

始めて下り立つた朝の湖は︑

るのが︑かすかに聞えるやうな氣が

其の底に高瀬川の鳴ってゐ

ざまついてしまった︒

多量の出血に︑しばらくは氣

を失ってみた聞多が︑ふと見廻すと︑

十8010

必ず︑氣をつけます︒

そこはいも畠の中であった︒

十価5園

それどころか︑自分のやうな

ものをこれ程にまで思って頂けると

十穐5
思ふと︑もったいなくて︑泣きたい

九悌4 一年半も手しほにかけた北斗
と思ふと︑僕は泣きたい程つらい氣

と一しょに居るのも︑後幾日もない
やうな氣さへしました︒

何だか降績いた雨でも︑す
新鮮の氣天地にひそむ︒
地高ければ氣もまたすみ︑

さうして︑もうしばらく別れ
氣がつくと︑﹁あじあ﹂は何
今さういふことを考へるの
太子の御孝心を思へば︑あ

ながち偶然でない氣がしてならない︒

ぐうぜん

十一319

は︑罹りにもったいない氣がする︒

十一316

時の間にか町にはいってみた︒

十榴7

てるるやうな氣がした︒

十櫃5

いと静かなる境内なり︒

十価10図

十柵9図

つかり晴上ったやうな氣がする︒

十柵1園

がします︒

九伽7此のくらみあいきやうのある
氣のきいた轟は︑めったにないもの
だ︒

ども︑其の人の織りに落着きたるに

九御7図直ちに飛びか＼らんと思へ
氣をのまれて︑近寄りがたし︒

人少しも氣に止むる氣色なし︒

九伽8碧空より從ひ行けども︑其の

あ り ま せ ん が ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と言ひまし

九備1 彌次郎は︑どうせ買ふ氣では
た︒

九悩2図 二人は︑一度に打倒されて
氣を失へり︒

を負った孝子の姿が現れさうな氣が

十437 雨に煙る行手から︑今にも薪 十一403 何だかさびしい氣がして︑
する︒

十534 村では︑豊年を祝ふよひ祭の
支度に心を取られて︑さっきの地震
には一向氣がつかないもののやうで
ある︒

此の火によって救はれたのだと氣が

十598 始めて我にかへった村人は︑

き一き

512

だい
﹇機﹈︵名︶11

機﹇▽かくせいき︒

かっそうき・きじゅうき︒くき・しゃ

き

しんき・すうき・せんとうき・だっこ
くき・ていさつき・てきばくげきき︒

にじゅうすうき・はっき・はつどう

る︒

機の胴膿から離れた爆弾は︑

敵を追って地上へすれく

﹇騎﹈﹇▽ごまんき・さんぜんよき・

に迫る勇敢な我が機がある︒

十﹇鵬11
ゆうかん

綜を引くやうに目標めがけて落下す

十一慨10

き

き

︽キ・シ・シカ︾

じゅうまんき・じゅうまんよき・に
キ

じっき
︵助動︶9一

いちょうき・やくにじっき・りょかく
き

き︒はつどうきせん・ひこうき・ぶた
き・ろつき

かりき︒
こ

ぞ

九旧7図圏 見送りし 去年の今頃︑
九捌9図 朝日のいまだ上らざる頃な
りき︒

ぐんさう

九塒5図 かたはらにありし内田軍曹
は︑

共に︑

我が皇太子殿下の生まれ

九牛4図 かたはらにありし負傷兵と
九悩10図園
九鵬1図

応益の雨に清められし玉砂

部下をあはれむ心深かりき︒

給ひし日なり︒

十15図

﹇▽ありし・こしかたゆくすえ

狐を追ひかけしが︑射殺さ

白き野を過行きしに︑

九給7 上天氣で︑風がちっともあり
九185図

九183図

日常の御生活の如何に御亭
素にわたらせられしか︒

そ

十52図

利さくくと鳴りて︑

斜面を滑らせながら飛ばせることに

﹁︿略﹀︒﹂と言ひしに︑

近頃降りし者なれば︑

んもふびんと思ひ︑

九209図
だのぶなが

淺かりし頃︑

を今日まで我に語らざりしそ︒

九418図園

何とて此の金のあること

十1610図園

りし時︑

あんざい

如何ばかりの思にて此の

きさ

ゑもん

窯のかたはらを離れざりき︒

ひぜん

十506図

り︒

十519図肥前の有田に出でし陶工な

十938風

しばらく其の顔をうちまも

打笑ひて行過ぎしが︑

張良其の無礼を怒りしが︑

蚕室絶えし三皇に︑

つトおと

十941図

十932図翻

十972図

飛行機のプロペラとを取高

りみたりしが︑

十旧9図

行幸・御幸のありしこと︑

けしものなり︒

十儒3図

これはこれはとばかり花

数十回の多きに及べりとそ︒

十一21図

あんぐう

別離の宴を張らせ給ひし

えん

の吉野山 といひし古人の句︑

十一26図

跡なりとそ︒

十﹁591図

ほう
遂に北方の天を望みて崩

烈しく敵を砲撃せしかば︑

我は急に其の前路をさへ

幕僚と共に一駆逐艦に移

ばくれう

欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

うつりよう

十一584図東郷司令長官の命により

敵艦隊は四分五裂の有様となれり︒

十︸5711図 無二無三に攻撃せしかば︑

大の損害を受け︑

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多

十﹁577図

敵の艦列忽ち揺れ︑

十一5611図

火を開始せしが︑

十一5610図敵の先頭部隊は直ちに砲

御ありし御心事を察し奉れば︑

ぎょ

日頃承り候ひし程にはな 十一311図

ありし所︒

十148図笠置山の行在所をおそひ奉 十一28図 何れも吉野時代の行宮の

かさぎ

九397図織田信長に仕へていまだ日 十61図 行幸ありし時の玉座︑

お

けん

ませんので︑砂山の上へ機を運んで︑
しゃめん

しました︒

勢よく斜面を滑って下りました︒

九1310 プロペラが廻訂すると︑機は 九199図

九141 さうして︑十敷米も滑走した
頃︑機は果して地面をはなれました︒
修繕に一生けんめいでした︒

此の家に参りし時︑

しうぜん

九147 それから二日間︑二人は機の

九421図園

かりけり︒

九151 朝から大分風が烈しいので︑

は︑

十493爾q凶
き︒

一念たゴタ日に映ゆる柿の
色を求めて止まざりき︒

十4910図

苦心はそれのみにあらざり

十477図窯場より出でし喜三右衛門

し下されたく候︒
かまば

手紙をした㌦めしか︑よくくお察

十223圏囲

軍に出でしことなれば︑

一人の子が御釜のため

父より渡されしは此の金 十211國團 かく別の働なかりし由︑

よくもか＼る名馬を求め

日頃貧しと聞きし一豊が︑

これ程恐しかりしことな

十215囲囲園

九423面恥
九436図圏

なり︒

しばらく見合はせてるましたが︑や

がて幾分静まった頃︑二人は機を引

九437罵言

出しました︒

九154 機は︑風に向かってゆるゆる

十一歳の時なりき︒

しばし感じて止まざりき︒

しものぞ︒

き︒

九溜6図園
かりき︒

九鵬6図園

これ程恐しかりしことな

九461図長四郎の答は初に攣らざり

九嘱3図

九438図

と滑走し始め︑十敷米走って︑ふは
りと空中に浮かびました︒

片します︒

えう

どう
九158 風が強いので機は上へ下へ動

九旧9 大地が見るく盛上って︑機
は輕く地上ををどりながら滑る︒

うく海へ出た︒

九軒4 機は市街を西へ突抜けて︑と

513
ぎ一きいろい

りしが︑

ち

わうばく

かの建御霊命が大國主命

しが︑使を得て急ぎ婦り︑

ふ︒

場︒

十二466図圃

十二481図圃
つ＼︒
つ

底豆ぜし古戦

かへしし人をしのび
父上に後れ奉りし後は︑

御身が奥州に下りし由

はんちやう

先づ古聖に其の志をう

つたへて許可を得しが︑

十二価1図

彼は何よりも先づ其の調

達に奔走せざるべからざりき︒

十二備3図

の學に封して反封ずる者甚だ多から

十二備6図しかもはからざりき︑此
んとは︒

十二備11図彼等はみすく此の眼前
ひたすら彼等を説得せん

の利を失はざるべからざりしなり︒

十二榊2図

とて各地に奔走せしに︑漁民等怒り

おとつれもせざりしに︑ 十二柵5図

一歩々々其の困難なる工

て彼をおどし︑

十二5110雨音

義経も︑涙にくれてしば
咲く花のにほふが如しと

かくて白洲を視察せし官
白洲を視察せし官吏は︑

助左衛門︑半生の志實現
國といふ國をめぐりて
國といふ國をめぐりて
日の本の人と生まれし幸は知りにき

十二柳5図圏

日の本の人と生まれし幸は知りにき

十二柳4図圃

するの近きにあるを喜びたりしが︑

十二柵3図

︿略﹀︑感歎止まざるものありき︒

十二柵10図

吏は︑

十二柵8図

事を進めたりき︒

一家の大事にはせ回り

ゑもん

難破船救助掛たりし岩松

るさまなりき︒

には相違ないが︑

十燭6園亡君の仇を報いたのは︑義
それは全く義を立て︑理を
書くし情を述べて残るところあらせ

十二槌7

られぬ宮の御文の力であった︒

十二539囹

汝を呼出したのは︑鯨の

＋二悩9図残れる者も息絶えぐな ぎ ﹇儀﹈︵名︶1 儀

助左衛門といふ人︑

すけざ

十二備9図

ること能はざりき︒

夫といへども︑殆ど其の危除を避く

のすこぶる多く︑︿略﹀︑熟練なる水

十二柵8図古よりこ＼に難破するも ぎ ﹇義﹈︵名︶2 義

如何に盛なりしそ︒

十二価11図古の奈良の都は︑︿略﹀

た＼へし奈良の都も︑

十二欄7図

し返事もせざりしが︑

十二529図

兄八幡殿の陣中に参られし時︑

はちまん

新羅三郎殿︑︿略﹀︑京よりはるぐ

しんら

十二523図園昔︑後三年の合戦に︑

しこと︑此の上もなき喜びなり︒

十二5111図園

はかすかに聞及びながら︑

十二519図園

しばらく伊豆の配所にあり︑

い

十二518図囹

名將の

と會訂し給ひしは︑此の所なりとい

十一5910図 東郷司令長官の催せし戦 十一一79図
況報告の末尾にいはく︑
キンセウ

十一603図園 正中我が軍ノ損失・死
傷ノ僅少ナリシバ ︑

りき︒

十﹇612図 すべて感泣せざるはなか
十一929図 世界の人の久しく疑問と
する所なりしが︑

十一943図 波静かなりしに︑

十一948図 林藏は樺太の海岸を一周
せんと志ししが︑

十一986図 キチーにも増して甚だし
かりしが︑

十一988図 彼は其の地の事情を研究
することを怠らざりき︒

十一993図 樺太が島なること明らか
になりしのみなら ず ︑

う

十一桝3図 學者其の得難きに苦しみ
たりき︒

十一榊5図 山城宇治の漸漸山窟福寺
に鐵眼といふ僧ありき︒

十一怖5三園 我が一切纏の出版を思
ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

＋一息2図資金をことぐく救助の
用に當てたりき︒

十一柵6図 強く人々を感動せしめし
にや︑喜んで寄附する者意外に多く︑

十一柵10図 かくて鐵眼が此の大事業
を思ひ立ちしょり十七年︑

十二56図 此の時事代主命は︑すな
みほのさき

どりのため美保崎といふ所にいまし

儀ではない︒

きいっぽん ﹇生一本﹈︵形状︶1

本

生一

十一一3310 生一本な子路が︑とがり聲

紀伊國へ行幸の御供をした

きいの

で孔子に言った︒
きいの
きいのくに ﹇紀伊国﹈︹地名︺1 紀伊

國

時︑赤人が作った歌である︒

十二992

口ばしの雨わきが︑幾分黄色

きいろ ﹇黄色﹈︵名︶5 黄色

八46

檜の葉のやうで︑黄色や︑え

ひのき

に見えるのさへあります︒

八音4

枯れか㌧つて一面に黄色にな

び茶色をして居る﹁いそばな﹂だの︑

九693

つたじゃがいも畠を︑午後の日がか

高くのびたポプラや茂ったア

んくと照らしてみる︒

カシヤは︑あざやかな黄色︒

十627

金網で園んだ中に︑黒や黄

色の狐が︑きょとんとして︑目を輝

きつね

十一掴6

﹇黄色﹈︵形状︶1 黄色

かしながら遊んでみる︒

きいろ

五十両は黄色なきれに包み︑

百両は小さな袋に入れてあります︒

七佃4園

黄色い

︽ーノー・ーク︾

きいろい ﹇黄色﹈︵形︶6 黄いろい

董がうす赤で︑黄色い葉が重

なったま＼下を向いて︑其の先は︑

七416

黄色い花はよ

あふれるやうに生きく

冬の日に︑

まだ土から出きらないで居ます︒

八893團

ろこびの

きいろみ一きかい

514

と︒

九衛6 山と山との間に︑黄色い川の
やうに見えるのは︑車田であった︒

十捌3 一度黄熱病にか﹂つたが最後︑

ばたく死んで行きます︒

人は熱にうなされ︑黄色くなって︑

黄色い花は︑大きいのが﹁しなのき

十一悩9 右手に見下す斜面に咲績く
んばい﹂︑小さいのが﹁みやまきん
ぼうげ﹂であった︒

ばしって︑ 爪を黄いろく染めたも

十二783團 しゅつと︑しぶきがほと

﹇黄色﹈︵名︶1

黄色味

のだった︒ なつかしい柚子のかを
り︑

きいろみ

九伽1 日光はかすかに黄色味を帯び
て︑壁や塀の強い反射が幾分やはら
いで見える︒

﹇気鋭﹈︵名︶1

定心

ぎいん ←しかいぎいんとうせんしゃ
きえい
まロつ り こう

みのうへぶんた

たう

キエル

消

十786 毛利侯の御前會議で︑氣鋭の
井上聞多が反封蕪を向かふに廻して︑

ばくふ

︽ーエ・ーエル︾

﹇消﹈︵下一︶18

幕府に封ずる武備を主張した︒

える

き・える

トキエタ︒

一317圏 カゼニ ユラレテ︑ パッ

ら︒．
三842 おちいさんのすがたは︑
また水の中に消えました︒
十一797 折から︑農場の鐘が﹁かあ
ん︑かあん﹂と長く尾を引いて廣野
三896 かういふと︑おちいさん
のすがたは︑すぐ︑水の中に
の彼方へ消えて行った︒

折から︑燈火がぱっと明か

るくなったと思ふと︑ゆらゆらと動

十一欄5

︵サ変︶−

氣お

きおく
阿禮は記憶力の非凡な人で
﹇気後﹈
︽ーシ︾

つまり時計の機械に振子を仕

れて行く︒

組んだもので︑これが振子時計の始

八738

りです︒

みなか者らしい一人の青年が︑

毎日毎日機械館に來ては︑そこに陳

八802

彼はそこに並べてある機械を

列してある機械の前にすわって︑

八808

指さして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑かたい決心

時には︑機械をこはしたとい

を語った︒

つて叱られ︑

八822

製の織機とを︑一年にわたってため

八838或郵駅では︑此の織機と外國

十93

船は忽ち海へ引下される︒水

僕等の船は︑︿略﹀︑網の外へ

ライトといふ兄弟がゐました︒

懐中時計を出してそれをいぢ

僕等は︑機械のたくさん陳列

ぢをはさんで機械の穴に差込み︑

つてみたが︑やがてピンセットでね

九309

りも機械が大好きでした︒

二人は︑小學校に通ふ頃から︑何よ

九115

て家路へ急いだ︒

出る︒出ると︑機械を一ぽいに掛け

八駕9

に浮く︒機械が掛る︒

八二8

なって居る機械で︑

れば自動的にこれをおぎなふ仕掛に

動的に運轄が止り︑よこ綜が無くな

それは︑たて綜が切れ＼ば自

してみたが︑ざんねんにも︑佐士ロの

ますく氣おくれして︑を

在勤何かの機會に国章され
せき

腕の太さ

八851

どりか＼らんやうもなく︑たゴ元の
機會

機械は伝導製に及ぼなかった︒
﹇機会﹈︵名︶3

師弟の關係は日一日と親密

いよく獲砲の機工が近づい

棺が現れ︑

くわん

働く人の

機械のひゴき︑

﹇機械﹈︵名︶29
しんぎかい

きかい

其の中に︑

七618圃ものすごい
よ︑

ほとんど一本々書手にかけた

稻が︑此の機械で見るく片附けら

八487

機械←でん

たところでは︑石で築いた室や石

十脚気411

の一夜以後とうく來なかった︒

の度を加へたが︑面面の弓筈は松阪

十一741

たのだ︒

十価8

きかい

如くに從ひ行く︒

九梱3図

くれす

きおく
﹇記憶力﹈︵名︶1 記憶

いて消えてしまった︒

きおくりよく

さうして︑﹁︿略＞Q﹂といっ

消えて︑見えなくなりました︒
三922

て︑すぐ︑水の中に消えてし

あった︒

十一635

火事は︑なかく消えさうも 力

まひました︒

六949
ない︒

ゆらく見

きおくれ・す

さうして︑霜の消える頃から︑

組合の脱穀機の音が︑あたりの静か

八481
さを破って景氣よく聞えて細る︒

たき火も何時の間にか消えて

居ました︒

八583

まだ消えてし

雪煙が消えると︑先生の笑顔

が浮かんで來た︒

八953

枯野の雪は

まはないのに︑

八襯1圃

騨員の顔が見えたと思ふと消
くわだん

三日月が︑

水に

水の輪が︑

え︑騨の花壇の赤いカンナの花が後

馬柵2

へ走って行く︒

九伽4韻圓く廣がる
うつった

いくつも出ては消えるたび︑

やがて電燈が消えると︑掛の

えたりかくれたり︒

十136

十五日まで雪が消えないで
はうび
みたら︑きっと御褒美を上げますか

十塒1園

には︑きっと消えるでせう︒

人がエックス線の實験をする︒
三818 かういふと︑おちいさん
心髄10圏 いくら長くても︑今年の中
のすがたは︑すぐ︑水の中に

消えて︑見えなくなりました︒

また水の中に消えました︒

三832 おちいさんのすがたは︑

515
きかい一きがん

してある間を通って︑すぐ二階へ上
る︒

力が進んだにしても︑

十三4 しかし︑いくら人間や機械の
予土3 あらゆる人間のちゑをしぼり︑
機械といふ機械を使って︑︿略﹀︑巧

みに此の文明的大工事をしとげたの

らん︒

十一489園

其の機械を動かしてはな
ワトソンの室へかけ込むが

早いか︑﹁︿略﹀︒﹂と︑どなりながら

十一481一

少し震へを帯びた先生の聲

機械にかけ寄りました︒

十一499

︹課名︺2

奇怪

機械化部
機械化部隊

機械化部隊

我が機械化部隊の一せい追
﹇機械化部隊長﹈

機械化部隊長

機械館

毎日毎日機械館に撃ては︑そ

機械好

たんすをあけて︑自ら軍服を
ろ

着飾る

談を思ひ浮かべる︒

がら︑何時の間にか︑よく聞かされ

た戦雪

きか・せる ﹇聞﹈︵下一︶4 聞かせる

きかす ﹇聞﹈︵下二︶呂いいきかす

︽ーセ・ーセル︾﹇▽いいきかせる・お

寒詣1

お前は︑口で言って聞かせ

父は︑生々義士のことを大將

前半分を聞いてさへ私は

﹇奇観﹈︵名︶1 奇観

旗艦←りょ

﹇機関﹈︵名︶1 機關﹇▽こう

船の機關はぴたりと止る︒

つうきかん・じょうききかん

きかん

信黒旗を以て令を各艦に下せり︒

旗艦三笠は職闘旗をか＼ぐると共に︑

みかさ

十一557図

午後一時五十五分︑我が

﹇旗艦﹈︵名︶1

下の奇観です︒

眺めたニューヨークは︑それこそ天

九609國高層建築の最上階に立って

きかん

かせて︑私に悟を開かせてくれ︒

喜びにたへないが︑どうか残りを聞

十二柵8園

たのである︒

に話して聞かせて︑其の墓に参詣し

七幽6

六伽3園少し話して聞かせようかな︒

るだけでは︑だめだ︒

六欄4圏

非常な機械好きで︑しかも愛 きかせくださる・とききかせる

﹇機械好﹈︵名︶1

こに陳列してある機械の前にすわっ

八801
て︑

きかいずき
き

八806

國心の強い青年であった︒

六柵9

ふ

一膿︑

日本旅館に案内され︑風呂を

取出し︑手早く着かへた︒

八稲5

シヤウソツ

︽一

うきかん

ふすまがすうとあいて︑着 きかん

﹇着飾﹈︵五︶1

こ＼がどうして外國かと言ひたくな

浴びてゆかたに着かへると︑

る︒

きかざ・る
︽ーッ︾

カ

カンセン

﹇鷹下将卒﹈︵名︶一

飾ったねえさんがはいって來た︒

十一406

キ

きがしようそつ
サキ

鷹下面卒
嚢二毒茸封シ勇進下職
カシヤウソツ

聞かす

シタル磨下將卒モ︑皆此ノ成果ヲ

キ

十一605図園

﹇聞﹈︵五︶2

見ルニ及ンデ︑

進むに從ひて現れ鴨る奇

﹇奇岩﹈︵名︶2 奇岩

十傾9図

きがん

岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

私は多くの學校をたつねま

或は深き岩穴を作る︒

をぢさんの手際に見とれな 十一8010 特に絶壁をなす奇岩の下に

したが︑きっと日本人の子供の成績
十二886

のよいことを聞かされて︑

九馴7国

サ︾

きか・す

すかさず︑無線電話による
﹇機械館﹈︵名︶1

ル着かへる︽一へ・1ヘル︾
四糾5 ニイサンバ︑青年クンレン
所ノ服二着カヘマシタ︒

耳をすまして待ってるた隣 きか・える ﹇着替﹈︵下一︶3 着力へ

が︑機械に向かって話しかけます︒

十一502
のワトソンは︑其の時思はず機械を

です︒

十欄3 機械といふ機械を使って︑
取落しました︒

パルプといふ厚紙に似たも

﹇奇怪﹈︵形状︶1

いはば奇怪な物の精が寄集

きかいかぶたい

しばふ
って︑夜の芝生にをどるやう︑

十一樹7

きかい

の働で順序よく行はれる︒

のに作るまでの工程が︑すべて機械

十一鵬一

十七6 しかし︑生まれつき機械の好
きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水
車を造って小川にかけたり︑

十欄1 書は仕事をしながら︑機械の
組立を研究し︑夜は夜學に通って一
心に勉強した︒

はいさうな子供たちのために︑便利

十一唱7 先生は︑何とかして此のか

第十三

隊

十二目14

な機械を作りたいと思ひました︒

十一鱈9 さうして︑話をする時に起

第十三

敵の機械化部隊の側面を突

﹇機械化部隊﹈︵名︶2

十二808

きかいかん

我が機械化部隊長の追撃命令が下る︒

十一一848

︵名︶1

きかいかぶたいちょう

撃である︒

十二851

戦車部隊は︑

くため︑全速力で右方へ廻った我が

十二809

機械化部隊

きかいかぶたい

る空氣の振動を目で見る機械の工夫
をしたり︑

じしゃく

十一481 針金や︑磁石や︑時計の
の研究に

ぜんまいなどを取附けた機械を相手
に︑﹁もの言ふお も ち ゃ ﹂
齢念がありません ︒

ンが︑先生の機械と電線で連絡した

十一483 隣の室では︑助手のワトソ
別の機械を調べてゐます︒

十一484 別の機械を調べてゐます︒

十一486 ﹁ボーン﹂といふかすかな
音が︑電線を託って先生の機械に響
きました︒

きかんし一ききゅう
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﹇機関士﹈︵名︶1

機甲士

は︑底知らぬ淵をよどませてるる︒
きかんし

機關室

九畑5 前の小窓があいて︑機關士が
紙片を差出した︒

﹇機関室﹈︵名︶1

十柵4 船長が︑すぐに︑機關室に通

きかんしつ

キクワ

じてるる傳聲管に向かって︑同じ事
を叫ぶ︒

﹇機関車﹈︵名︶3

シュッ︑

シュッ︑

ンシャ 機關車且Vじょうききかん

きかんしゃ

﹁シュッ︑

しゃ・でんききかんしゃ
二㎜5

ッ︒﹂と耳もとをかすめる鋭い音︒

﹇帰艦﹈︵サ変︶1

蹄艦

後︑下方から迫る敵機の機關銃弾だ︒

きかん︒する
する ︽ースル︾

機關部

其の中に上陸員が露思する︒

敵戦車の機關部にばつく

﹇機関部﹈︵名︶1

九379
きかんぶ

十二836

木木

木々

と火柱が立つたと思ふと︑すぐ言え
﹇木木﹈︵名︶6

んを上げ始める︒

きぎ

水のおもてに︑地の上に︑青く︑

木々の梢がぼうっとかすん

︽ーッ︾

ききい・る

聞入る

自轄車を止めて野球試合の

﹇聞入﹈︵五︶2

十﹇769

放送に聞入ってみる一群もある︒

私は︑運ばれて來た食事を

﹇聞入﹈︵下一︶3

聞入

取りながら︑聞くともなしに聞入つ

十二悩9
てるた︒

ききい・れる

かう氣がついた弟うかしは︑

︽ーレ︾

六59

れる

いろくと兄をいさめましたが︑兄
はどうしても聞入れません︒

どうぞ︑お立ちのき下さ
い︒﹂と︑人がす＼めても︑元帥は︑

六柵5

聞及ぶ

しかし︑かうなると女は何と

︿略﹀︑聞入れなかった︒

九幽1

﹇聞及﹈︵四︶1

言っても聞入れません︒

︽ービ︾n▽おききおよび

ききおよ・ぶ

五356圏木々のかげは︑ゆらくと︑

御馬肥當時︑國民の爆心も

木木の梢は︑片端から芽を吹

黒くうつる︒

出す︒

九48
十17図

キナ音ヲタテテ︑トホリマシタ︒

シュッ︒﹂ト︑キクワンシャガ︑大

は水路に沿うて走る機關車に引かれ

十一249

る所すき間もなき木立となりて︑

てたてまつりたる木木は︑︿略﹀︑至

十衡3 今度は上手の水門が開き︑船
ながら︑静かに奥へ進みます︒

十欄10 スチーブンソンは︑息子と共
に機關車に乗込み︑たくさんの貨物

一525

ネズミ

ハ︑ソノコエヲキ

ツケル 聞きつける ︽ーケ︾

親山羊は︑柵のきはに︑秋の

キツケテ︑スグヤッテキマシタ︒

日をあびてすわって居ましたが︑私

六411

の足音を聞きつけて︑すっくと立上

りました︒

聞

彌次郎も宿の主人も︑飛んで出て來

九燭8 ﹁︿略﹀︒﹂此の聲を聞きつけて︑

ました︒

﹇聞伝﹈︵下↓︶1

傳へる ︽一へ︾

ききった・える

かねて︑尊の御勇武を︑聞傳へて知

六353此の國に居た悪者のかしらは︑

nvおききとどけくださる

つて居ましたので︑

ききとどける

︽ーッ︾

宣長は︑大急ぎで藁淵の檬

ききと・る ﹇聞取︺︵五︶1 聞取る

十一703

それらしい人は見えない︒

子を聞取って後を追ったが︑︿略V︑

十722

それは︑聞きなれた里人の

危急

さすけ
東海丸の船長久田佐助は︑眼

ききゅう ﹇危急﹈︵名︶1

くなり︑

んどうじは︑だんく元首がな

四687 そのうちに︑ふしぎな酒
のき︑めがあらはれて︑しゅて

ききめ ﹇利目﹈︵名︶1 き＼め

聲である︒

十二445

なれる ︽ーレ︾

ききな・れる ﹇聞慣﹈︵下一︶1 聞き

十一一5110図園御身が奥州に下りし由

嬉戯す

はかすかに聞及びながら︑おとつれ
もせざりしに︑
︵サ変︶！

ちやつみをとめ

五月の太陽は︑︿略V︑農

﹇嬉戯﹈
︽ーシ︾

きぎ・する
る

くは

十一369圃

夫の鍬の先に嬉戯し︑

唱い境内に植込まれた木々

手先を祝福しつ＼︑

茶摘少女の
きばう
限りなき希望
は︑内地で見られぬ新鮮な緑を着け

と榮光を田園に投ずる︒

て打ちそよいでみる︒

十一撹5

よいでるます︒

の葉が一日毎に緑を増して︑風にそ

研究室の窓の外には︑木々

でるる中に︑とりわけ紅梅が美しく

タ︑

十一4710

と大勢の人を乗せて︑勇ましく焚車

タ︑

機關

ほ＼ゑんでみる︒

タ︑

タ︑

﹇機関銃﹈︵名︶2

した︒

きかんじゅう

﹁タ︑

銃﹇▽けいきかんじゅう
十一悩9

タ︑・⁝﹂我が後方機春野がも
のすごく鳴った︒

義手

聞き給へ︒
﹇聞付﹈︵下一︶3

キキ

下關海峡西口に當りて明 ききたま・う ﹇聞給﹈︵五︶1 聞き給

﹇義気﹈︵名︶1

︽1へ︾

十﹁樹10園

ふ

ききつ・ける

滅する燈光を望みつ﹂︑かの助左衛
氣に感ぜざらんや︒

門の昔を思へば︑誰か其の先見と義

十二佃11図

ぎき

十二8111散兵線からも︑速射砲・歩
兵砲等が︑豆をいるやうな機甲銃の
﹇機関銃弾﹈︵名︶1

音にまじってとゴろく︒

機關銃揮

きかんじゅうだん

十一悩6 ﹁ピュッ︑ピュッ︑ピユ
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前に迫る此の危急をさけるのに全力
を貫くしたが︑しかしもうおそかつ
た︒

きやう

ききやう

ききん
飢饅﹇▽だい

色・笹色・ひわ色︑とりぐに染
﹇蔑如﹈︵名︶1

分けたやう．な美しさ︑

ききん

ききん

九柵2

晴れてみる割合に︑今日は遠

望がきかない︒

始めて下り立つた朝の湖は︑

殆ど口をきく氣もしない程︑静かで

十一悩11
かうぐ

神々しい︒

三944

﹁ドンナコシャウデス︒﹂ト

聞キマシタガ︑
浦島は︑天略﹀︒﹂といひま

すと︑子どもらは︑︿略﹀︑なか

三㎜7

く聞きません︒

こ＼においでになると聞いて︑

四598園私は︑けふあなたが

わにざめは︑それを聞く

お待ちしてみたのです︒

四962

これを聞いた雲太郎きゃ

と大そうおこりました︒

四価4

うだいは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑けらいに

富士は

日本一の山︒

今まで見たことも︑聞い

なるほど︑聞いて見れば︑

二人がうたがったのも︑む

こんな小さい神様を︑私は︑

﹁おかあさん︑川へ行っても

名を聞いてか

ようございますか︒﹂と︑大きな聲

五848

ん︒

見たことも︑聞いたこともありませ

五599園

りではないが︑今聞いた通りである︒

五528園

一々もつともである︒

五518園

たのでもありません︒

い＼え︑見たのでも︑占い

止めましたが︑浦島がどうして

聞く︑

四93

たこともない︑大きな舟でした︒

おとうさんは︑︿略﹀︑かん

五459囹

時になって︑運悪くをぢさんの輕機

く

した︒

四223

水引草と︑

で聞いてみると︑

ら來て見たら︑ いつの間にやら︑

面立2圏

色がすっかりさめて居た︒

つ︒

六504園

聞いても︑心が勇み立

切株に

腰かけて聞く︑

これで︑いっか︑おとうさ

林の中の 秋の静かさ︒

六462魍

ラ︑﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤツタ︒

ガオ出デニナツタノデ︑聞イテミタ

六196

ソコへ︑チヤウド︑ニイサン

ひやら＼︑

おちいさんやおばあさん 六161圏 どんくひやら＼︑ どん

今でも︑山がらの聲を
はありません︒

聞くと︑︿略﹀と思はないこと

四562

た一人の子どもがありました︒

を︑始からだまって聞いてゐ

四唱5みんながわいくいふの

と︑

が︑なぜ泣くのかと聞きます

四321

﹁じぶんがむこにならう︒﹂

四298 そのうちに︑世間の人々
は︑かぐやひめのことを聞いて︑

カケ出シマシタ︒

﹁ドン︒﹂聞クガ早イカ︑

しんして聞いていらっしゃいま

四206

﹁︿略﹀︒﹂とをしへてくれました︒

泣クワケヲキイテ︑大ソ 四181それから何と讃むの︒﹂
と聞きますと︑にいさんは︑

おかあさんにきくと︑

それをきいて︑﹁︿略﹀︒﹂ときき
ました︒

さうして︑﹁どうしたの

ね︒﹂とききました︒

三266わたしくらみもあったか
三808

それを聞くと︑じぶんも

だ︒﹂と聞きました︒

三867

金のをのや︑銀のをのがほ
さうして︑﹁どうしたの

しくなりました︒

三887

だ︒﹂と聞きました︒

正雄サンガヰマシタノデ︑
﹁何デス︒﹂ト聞キマスト︑

三938

四17圏かみなりさまを下に

いひつけました︒

きく

も聞きませんので︑

キク

︽ーイ︒ーカ・ーキ・ーク・

き・く ﹇聞﹈︵四・五︶鵬
聞ク 聞く

り︑洪水があり︑兵齪があっても︑

︽ーイ・一

きんじょにるた大急が︑

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

三201

ヲカリニ來マシタ︒

二863コノハナシヲキイテ︑犬

ゥォコリマシタ︒

二235

第十菊

たかいにほひ︒

﹇利﹈︵五︶ 5

やく﹂だの︑
き・く

だ︒

氣のきいた轟は︑めったにないもの

九伽7 此のくらみあいきやうのある

に氣のきいた魚です︒

八襯5 ﹁あぢ﹂は水中に居ると︑實

カ・ーク︾

きく

菊の花のやうに美しい﹁いそぎんち

八鵬3 緑色のすき通るやうな左手が

あ＼︑菊の

八635囲 神のたふとい 御心なのか︑

庭に︑咲きのこる 菊の花よ︒

八621圃木の葉が落ちて さびしい 三262

きく ﹇菊﹈︵名︶3 菊εひなぎく

八615

八 目 1 1 第 十菊

きく ︹課名︺2 菊

らものばされなかった︒

昔から彼等に封ずる救の手はどこか

十二2311 其の上︑しばく飢謹があ ーケ︾呂おききとどけくださる・おき

ききん

關銃が急にきかなくなった︒

十319遠海は深さによって桔梗 十二891 ところが︑突撃前の大事な 三号1 おとひめさまは︑しきりに

梗色

き
ききょういろ ﹇桔梗色﹈︵名︶1 桔

ききょういろ一きく

きく一きく
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んのお話に聞いた望遠鏡が︑出來る
かも知れない︒

六752さんぐに賊の悪口を言はせ
た巳賊が︑これを聞いて︑くやしが
つて攻寄せると ︑

て︑僕は恐しくなった︒
僕は︑だしぬけに︑

﹁をばさ

六934 をぢさんのうちの方角と聞い
六968
ん︑猫はどうしました︒﹂と聞いた︒
焼け死んだ人もあったさうだ︒

六998 後で聞けば︑此の火事には︑

七347囹 まあ︑一つ聞かうではない
か︒

かたむけて聞い た ︒

七363 海賊どもは︑たゴ一心に耳を
七367園 あの笛を聞いたら︑悪いこ
となんか出來なくなった︒

けたら︑一盟何日で出來るといふの

七778園 では聞くが︑そちに申しつ

か︒

としなかった︒

二百三高地に登ったりして︑

そよしなか

木曾義仲都へ攻上ると聞き

日露戦孚三時の勇ましい話を聞きま

八277囲
した︒
き

八324図

しょくたく

これを聞いたコロンブスは︑

聲の實況が︑ラヂオで放送され︑全

國の人々が︑其の美しい聲を聞きま

八伽5

した︒

敵も見よ︑味方も聞け︒

それを聞くと︑僕はむちゅう

僕は祖父の此の言葉を聞いて︑

ツクくボ

すると或日の午後︑裏山の森

聞きたることもある名な

しかし︑聞くのもめんだうだ

と思って︑あたりを見廻すと︑

書冊6

り︒

九槻6図囹

ウシ︒﹂の聲を聞いたQ

で︑﹁ツクくボウシ︑

九173

ほんたうに嬉しいと思ひました︒

九慨9

になって馬屋へかけこみました︒

九憎7

九824園

つと立って︑食卓の上のゆで卵を
﹁あぢ﹂﹁たこ﹂其の外名前を

取り︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

八川4

雲雀の歌が︑かすんだ空にの

ひばり

始めて聞く魚も︑たくさん居ました︒

九41

遠く入相の鐘のひ望きを聞い

あれが無いと︑町長さんの
ぢはこれを聞いて︑飛上る程嬉しか

懐中時計が直せない︒︿略﹀︒﹂ね

くわいちゆう

九287

てはなやかに咲広いてるる︒

ても︑なほ長堤の櫻は︑夕日に映じ

どかに聞かれる︒
かね

これを聞くと︑頼朝の顔色は 九42

て︑平家はあわてて討手をさし向け
たり︒

八386
さっと攣りました︒
かまくら

風のたよりに此の事を聞いて︑

唐綜様が押込められて居ま

うばを連れて鎌倉をさして上りまし

八407

た︒

八432

信長の家臣等これを買はん

彌次郎は人夫に聞きました︒

つた︒

九郡1

九399図

と思へど︑償の高きを聞きて︑皆求

日頃貧しと聞きし一豊が︑
軒並みに日本語が聞かれ︑

誰でも︑幼い時︑母や祖母に

我々が︑毎日話したり︑聞い

ちごく

かういふ所で︑たまくなつ

かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

九旧10

が︑我々の評語である︒

たり︑讃んだり︑書いたりする言葉

九研9

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

九欄9

のださうだ︒

福岡へ飛び︑明日は更に塁湾へ飛ぶ

たいわん

聞けば︑軍人さんは今日午後
﹁︿略﹀︒﹂とひとり言のやう

九旧9

と問ふ︒

九423図園

九5310囲

よくもか＼る名馬を求めしものぞ︒

九436図園

自慢の馬に乗りて集る人々多からん︒

じまん

公の御馬そろへのあるよし︑定めて

聞けば︑近く都にて信長

に言ふを︑一豊の妻聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂

九405図

めかねたり︒

す︒﹂と答へました︒これを聞いた

夕食後︑兵隊さんから︑新し

萬壽の驚と喜は︑どんなであったで
せう︒

八597

い兵器についておもしろいお話を聞
源氏の兵どもこれを聞きて︑

きました︒

八梱5図

七島1園 そちの考を聞かう︒

﹁まことの大將かな︒﹂と︑皆感じ合

其の上︑打出の小槌は︑お話

がっしゅうこく

世界にでもさまよってみるやうな思
﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

がします︒

九664

かうぎ

掛の入に聞くと︑﹁昆轟室が

下さった︒

ありますから︑︿略V︒﹂と案内して

十103

こんちゅう

で佛にあった心地がし︑

日本人の子供や女の人が︑店先でに

聞けば︑それも其のはず︑ハ

くわんせい

日本語の歓聲が︑こ＼でも聞かれ

いふのに︑横濱で送られた時と同じ

る︒

八五8

ワイの人口約三十八萬の中︑十五日
が日本人で︑

九639

こくしてゐます︒
十
99講義室でお話を聞いたり︑映
しんぴ
それを聞くと︑まるで神秘の
垂を見たりしたことが思ひ出される︒

八面9 アメリカ合衆國の領土だと

い︑非常に珍しい物だからです︒

に聞くだけで︑我々の手にはいらな

八価7

へり︒

くわつとなった ︒

七糾4 主水は︑此のことばを聞いて︑
七863 信長は︑二人の議論を聞いて︑
主水は大喜びで引受けた︒

﹁ ︿ 略 ﹀ 槍 の 仕 合をさせてみては︒﹂

ない︒

七御4 いろくなだめても中々聞か
八155 それを見るにつけ聞くにつけ︑
阿里山の蕃人は心を動かされた︒

どうしても呉鳳の言ふことを聞かう

八168 さうして︑四年目には︑もう

519
きく一きく

十209國囲 聞けば︑そなたは豊島沖
の海戦にも出でず︑︿略﹀由︑母は
如何にも残念に思ひ候︒

十241 水兵は頭を下げて聞いてみた

四邊静かにして︑たまく

の遠く響くを聞く︒
やゑん

十価1図
あの山の世説を話してあげよ

野猿の叫びを聞く︒

十価5

コー二は﹁︿略V︒﹂とて︑

しきりに止むれども林叩きかず︒

十一961図

十一964図園我若し彼の地にて死し
たりと聞かば︑汝︑これを白主に持
早りて︑必ず日本の役所に差出すべ

マルタは︿略﹀︑母と

うと言へば︑

はつむ呼吸が︑前にも後に

が︑やがて手をあげて敬禮し︑につ

る︒

耳を澄ますと︑遠く近く︑

十一齪3国

す︒

其の魂を呼起して︑古い

かはすと︑前は音に聞くインド洋で

十一備9国

船がスマトラ島の北端を

さまぐの小鳥のさへづりが聞かれ

兄が史記を喜んでみるのを︑ 十﹇捌2

もはっきり聞かれる︒

十一柵3

し︒

かね

堂塔こ＼かしこに嘗えて︑

一しょに聞きたいと言ふ︒

十一139

書夜勤行の鐘がさやかに聞かれる︒

ごんぢやう

十一118

こりと笑って立去った︒

十507図 鶏の聲を聞きては︑はや心

だんちやう

も心にあらず︑窯の周園をぐるく
と廻り歩きぬ︒

そばでじっと聞いてみて︑兄より先
に畳えてしまふ程でした︒

十757 聞く人々は全く断腸の思で
あった︒

専門の石音にすがったり︑

尼さんは子供の髪を撫でな

がら︑﹁︿略﹀︒﹂さすがに子供は︑じ

十一461

人 々 は 此 の 事 を 聞 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 十一212

たいど
夫をはっかしめぬ此の妻の態度をほ

つと聞きながら目を伏せてみたが︑

十778

めた＼へた︒

歴史を聞いて見たいとは︑誰でも思

ど

たい
十866 聞多が︑着時の母の慈愛の態

ふことです︒

ほんたうに一度でもよい

友達に意見を聞いたりしなければな

十一価7圏

度を聞くや︑病床にさめぐと泣い

彼は︑ほんたうに針金を通

りませんでした︒

から︑演奏會へ行って聞いてみたい︒

のですが一あなたは演奏會へ行つ

北海道の味もい﹂が︑今 十一旧5園今ちよつと門口で聞いた
朝︑神社の森で聞いたかんこ鳥の聲

言った者も聞いた者も︑思

どうやら︑其の悲鳴を聞く

意を聞く︒

十一鵬9

非禮は聞くな︒非禮は言

やうな氣がする︒

ふな︒

十二378園

見ること︑聞くこと︑言ふ

こと︑行ふこと︑一切禮節に從ひ︑

十二3710

禮節にかなへよといふのである︒

光囲は︿略﹀︑野菜の出來

十二394囹彼は﹁を聞いて十を知る

男だ︒

や稻作の模様などを得意になって語

十二451

るのを熱心に聞いた︒

頼朝其の由を聞き︑かつ

八幡殿は︑﹃︿略﹀︒﹄と

は驚きかつは喜びて︑家臣をして召

十二509図

入れしむ︒

十二524図園

て︑涙を流して喜ばれたりと聞く︒

痛かったでせう︒﹂だしぬけに僕が

十一一869 をぢさん︑負傷された時は

聞くと︑

潮の静かな音︑︿略﹀つる

の羽ばたきまでが聞かれるやうな感

十二997

いやく︑彼とても︑昔

じのする歌である︒

十二㎜1園

の御三に教を聞かなかったとは限ら

それからも︑三人代るく
のぞきながら︑にいさんからおもし

前半分を聞いてさへ私は

喜びにたへないが︑どうか残りを聞

十二柵7園

れば聞かねばならぬ︒

よ︑悪魔にもせよ︑佛の御言葉とあ

よし︑相手は羅刹にもせ

ない︒

すべての飛行機の調子よい爆音に現

全員整列して︑部隊長の注

れて︑如何にもそれが快く聞かれる
のだ︒

十一欄9

十二㎜3園

ろい説明を聞いた︒

十一欄11

はずにっこりした︒

十一旧9

てみたいとかいふことでしたね︒

あれを聞くと︑全くたま

吸ひてわ

波を子守の歌と聞き︑

土人に親しみつ＼︑其の
を接する國土なく︑

語る所を聞けば︑樺太は島にして境

十一954図

いみじき樂と我は聞く︒

十一908図圏なぎさの松に吹く風を︑ 十一柵8 整備員たちの不眠の努力が︑

らべとなりにけり︒

千里寄せくる海の氣を

十一902図圏

らんね︒

十一757園

は︑實によかったよ︒

十一756囹

じて︑人間の言葉を聞いたのです︒

十一503

た︒

十塒3 御褒美と聞いて︑お庭師はに
こくしながら︑﹁ようございます︒
さあ︑そなたの其の歌とい

︿略﹀︒﹂と答へま し た ︒

十⁝川7園
ふのが聞きたいものですね︒

重心7 しかも人間の力で出羽た湖と
聞くと︑全く驚かされます︒
時程苦しい事はなかった︒

十柵2囹 あの話を︑將軍から聞いた
十幽5園 みだりに人に聞いたり︑聞
かれたり︑いはんや人に頼まれたり
してはならないものです︒

つち

十幽5園 みだりに人に聞いたり︑聞
かれたり︑

十柵3図時に︑大工の振るふ槌の音

かせて︑私に悟を開かせてくれ︒
十二椴7圏 あの言葉の残りを聞かう︒

今︑ 各 國 で 日 本 語 の 研 究 が

此の言葉を聞き︑それをくりかへし

十二榊5修行者は︑うっとりとして
口に唱へた︒
十一一椥⁝2
成 皿 で あ る こ と は聞いてみたが︑

取りながら︑聞くともなしに聞入つ

十二悩9 私は︑運ばれて來た食事を

匹取る事が明峰ず︑きげんを悪くし
ておかへりになりました︒

すっかりよって︑よいきげん

になったたけるも︑︿略﹀︑奥の間へ

六298
行かうとしました︒

背中の弟まで︑何時の間にか

アメリカ行の船は︑横這を出

︽ーシ・ースル︾

きこう・する﹇寄港﹈︵サ変︶3寄港
する

サイパンを出た私たちの船

て八日目に︑ハワイのホノル・に寄

八備2
港する︒

十278国

は︑途中テニアン・ヤップの島々に

七色7

寄港し︑それからパラオへ向かひま

氣候

︽ース︾

きこ・える

﹇聞出﹈︵五︶1

聞え出

夜︑遠田で鳴く蛙の聲が︑

︽ーエ・

キコエル

ころく︒﹂と︑そろ

聞える

﹇聞﹈︵下一︶37

くにぎやかに聞え出す︒

﹁ころく︑

七258

す

きこえだ・す

コロンボに寄港しました︒

十一幽6国

した︒

きげんがなほつて︑﹁︿略﹀︒﹂と歌つ

﹇気候﹈︵名︶3

い︒選市人の自畳の現れだね︒
きこう

聞エル
ーエル︾

きこえる

の中頃急に寒くなり︑雨が降下きま

其の年は間門が不順で︑九月

した︒

八85

途中一度︑セイロン島の

た︒

十二595圏主人といふ者は︑きげん
のよいこともあり︑悪いこともある︒

たら︑かうかうはやして舞はれたら

十二596園若しきげんが悪うござつ

てるた︒

に思ってくれるか︑それを︑そなた

きけん
﹇棄権者﹈︵名︶1 棄灌者
きけん

よからう︒

十二慨10圏 誰が一番此のわしを大事
たちの口から聞きたい︒

十二旧7

危険

十備4園何よりも棄権者が非常に少

裁判所は︑︿略﹀︑雨方の言 きけんしゃ

分を聞いたり︑讃人や骨接の書附を
調べたりした上で ︑

十二掴6 裁判所は︑検事の主張と︑

被告人たる乙の辮解とを聞き︑誼人
﹇危険﹈︵名︶2

其の他の謹接を取調べた上で︑
きけん

きこう
十二窩10

の上に書きあらはし︑更に文字を記
號として使ふことをも工夫した︒

﹁︿略﹀︒﹂といふ音がきこ

どんくひやら﹂︑

どん

たのしさうな聲が聞えて滑る︒

まきの聲が聞えます︒

五844

六146圃

聞えるものは︑かちかちとい

ざくくと︑稻を刈る音が聞

ひやら㌦︑ 朝から聞える経たいこ︒

六255

える︒

ふ時計の音と︑鐵びんの︑しゅんし

とけい

六824

遠く走るポンプ自動車のサイ

ゆんといふ音だけである︒

六938

半鐘の音︑サイレンの音︑人

レンの音も聞える︒

六945

の聲などが入りまじって︑遠くの方

何千本のテープの美しいみだ

で聞える︒

れと︑萬歳々々の叫び聲に︑もう何

七㎜6

さうして︑霜の消える頃から︑

も見えず何も聞えません︒

組合の脱穀機の音が︑あたりの静か

八482

さを破って景氣よく聞えて逼る︒

かすかに︑ごくかすかに︑轟

の音が聞えるやうに思ふのは︑空耳

八497

夜の明けぬ中から︑北の方で

であらうか︒

八548

銃聲が聞えました︒

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

大きなすゴをねこの 八悩1 どこからか聞えて來る支那人

と︑

九柵7

來た︒

機内では自分の聲さへ聞えな

聞えて︑父の時計屋さんがはいって

オウエンノコエモ︑ゴ 九278 此の時︑大きなせきばらひが
だんくうすぐらくなる
と︑あちらでも︑こちらでも︑豆

四榴2

チャゴチャニナッテ聞エマス︒

四233

きこえたら︑

首につけておいて︑その音が

三711園

いきがしました︒

えないので︑なんとなくさびし

三205

キマシタ︒

ニー15 スコシイクト︑トケイヤ
ノミセカラ︑ラヂオガキコエテ
小笠原群島附近を過ぎる頃

をがさはら

から︑だんく暑くなって︑それか

十一9410図 山を越えて東岸に出でん 十249國
とすれば︑土人の從者行手の危瞼を

氣候が寒いので毛並がよく︑

らは全く眞夏の氣候です︒

﹇紀行﹈即くまのきこう・とわ
だきこう

きこう

一匹千圓といふのがあるといふ︒

十一悩8

恐れて從ふことを欲せず︒

十二欄7図 一朝風浪起れば︑熟練な

起源

る水夫といへども︑殆ど其の危険を
避くること能はざりき︒
﹇起源﹈︵名︶1

なり︒

きげん
兄神は︑︿略﹀︑鳥一羽︑獣一

きげん ﹇機嫌﹈︵名︶5 きげんεご
五価8

孝和は︑︿略V︑敷や式を紙

十二65図 これ即ち出雲大社の起源 きこう ﹇記号﹈︵名︶1 記號﹇▽しょ

きげん

きけん一きこえる

520

521
きこしめす一きし

い︒

十1210 突然︑下の方から大きな聲が
聞えて︑はっとした︒

盛に銃聲・砲聲が聞える︒

囲が︑我にかへると突然人聲が聞え
て來た︒

十二812

言葉︒

どこからか聞えて來る尊い

ジャポネーゼ︒﹂とさ＼やくのが聞

十二伽8
える︒

どこからか︑カナリヤのさ
聞し召

みかどが此の事を聞し召し

﹇聞召﹈︵五︶1

へづりが朗かに聞えて來る︒

十二欄3

︽ーシ︾

きこしめ・す
す

しきりに﹁ジャポネーゼ︑

十一一研10

な砲聲がしきりに聞える︒

十288國其の中にはいると︑海も見 十二856 右方はるかに︑遠雷のやう
えず波の音も聞えません︒

十663 ふくろふの鳴く聲が聞える︒

遠くでしきりに鈴の音︑それ

十758 やがて︑其の音は聞えなくな
つた︒

十⁝川6

と共に﹁號外︒﹂といふ呼聲が聞え
る︒

十研9 ﹁あじあ﹂は防音装置がして
あるので︑外の響が車内にやかまし
くは聞えない︒

十一505園 聞えました︑聞えました︒ 十川4園

︽一

て︑︿略﹀︑殿上人たちに︑おほめに

聞ゆ

十一505圏 聞えました︑聞えました︒

﹇聞﹈︵下二︶2

なっていらっしゃったさうです︒

きこ・ゆ

十﹇506圏 先生の言葉が︑一々はつ
きり聞えました︒

持って︑出て來ました︒

おちいさんは︑︿略﹀︑金の

十二襯9園

コーデリやどのの尊い眞

さうして︑す﹂のか﹂つた

きざし ﹇兆﹈︵名︶1 兆

がき出されるのでした︒

ガラスの面には︑ぎざくの線がゑ

十一472

實を寳に︑どこまでも后と致します︒
三851 木こりは︑そのをのを受
取って︑何べんもおれいをいひ ぎざぎざ ︵形状︶1 ぎざく
ました︒

三862

をのと︑銀のをのを木こり
にやりました︒

ます︒

は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ

で︑それが龍のやうに長く亡く場合

木こりは︑︿略Vを︑近所 十一m9 天候悪愛の兆といはれる雲
の人に話しました︒

三863

三866となりの若い男も︑木こ

き

ゑもん

問はばや遠

一糎︑二糎ときざむやうに︑

僕等が今立ってるる所と︑

を刻んで︑

﹇岸﹈︵名︶10

或日︑岸の草につかまって︑

岸5かわぎし・

向かふの山脈との間は︑千尋の渓谷

十一皿4

動くのがはっきりわかる︒

七皿2

︽ーム・ーン︾

きざ・む ﹇刻﹈︵五︶2 きざむ 刻む

き世々の跡︒

左に高き大いてふ︑

十二474図書上るや石のきざはしの

何十人︑何百人のきこり きざはし ﹇階﹈︵名︶1 きざはし

りでした︒

四73

が集って︑毎日毎日大さわぎを

さ

﹇喜三右衛門﹈︹人名︺6

して︑やっと切りたふしました︒
きさえもん

ゑもん

かまぱ

喜三右衛門

さ

喜三右衛門

窯場より出でし喜三右衛門

き

十477図

えん
は︑しばし縁先に休らひぬ︒

ユ・ーユル︾

十483図此の美しさに︑しばし見と

十﹇713 眞淵はもう七十歳に近く︑

れたる喜三右衛門は︑︿略﹀︑忽ち又

多脳5図

敵の突撃の聲盛に聞ゆ︒

いろくりっぱな著書もあって︑天

赤色の焼附に熱中し始めたり︒

五166

されど︑喜三右衛門は動か むこうぎし
ざること山の如く︑一念たゴタ日に

十498図

きし

下に聞えた老大家 ︒

木こりが︑池のそばの

いつも

とうく池の外へ出て見ました︒

七了5

舟は岸をはなれました︒

川の岸にあるのだ︒

皇帝3園今言った隅田公園は︑此の

流れて來ました︒

其の夜︑喜三右衛門は︑窯 五198 或時︑出雲の國の︑ひの川の
はし
岸をお通りになると︑川上から箸が

映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑木こりは︑思 十506図

のかたはらを離れざりき︒

后与おきさ

喜三右衛門は︑やがて名を
柿右衛門と改めたり︒

木こりは︑﹁︿略﹀︒﹂とこた 十517図

﹇后﹈︵名︶1
き・おきさきさま

おちいさんは︑今度こそ︑ きさき

木こりの落したてつのをのを

三843

へました︒

三811

はず大きなこゑを出しました︒

三797

森で︑木をきってゐました︒

三784

きこり ﹇樵﹈︵名︶9きこり木こり

音いっこ︒

窯場へ引きかへしぬ︒
十84図幽 影のごと︑引去り人來
十488図 其の日より︑喜三右衛門は︑
る大路︑ ほろくと聞ゆる笛の

やうに汽笛が聞えて來るのは︑カム

十一868 たまく遠くからた団よふ
チャッカ沿岸へ航する汽船であらう
か︒

十一梛5 其の底に高瀬川の鳴ってゐ
るのが︑かすかに聞えるやうな氣が
する︒

前まで罵ると︑中からピヤノの音が

十一旧9 或小さいみすぼらしい家の
聞える︒

十二445 しばし思にふけってみた光

きじ一きしゃ
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七価3 さうして︑ずる分あぶない目

にあひながら︑やうく向かふの岸
に着いた︒

ぬま

九悩2囲 母馬子馬 沼の岸︑ 夏の
夕の柳かげ︒

九伽2圃 告訴子馬 沼の岸︑ 柳の
かげが暮れて行く︒

十一㎜5国 岸に績く倉庫・洋館の列︑
最後は又急流の岩に激し︑

江上にもやひする大小無数の船︑
十一梱10
荒波の岸に砕けるやうな調べに︑

キジ

向かふの岸に現れたり︒
﹇雅﹈︵名︶6

技師

上に︑其の記事を熱心に臨みました︒
﹇技師﹈︵名︶1

八243囲當時こ﹂に來て居た日本の

ぎし

義士

若い技師が引受け︑見事に造り上げ
﹇義士﹈︵名︶2

て︑

ぎし

父は︑途上義士のことを大將

に話して聞かせて︑其の墓に参詣し

七幽5
たのである︒

タイナア︒

しゃ︒﹂

三116園

太郎﹁たぬき︒﹂ゆき子﹁き

をぢさんは︑先づ第一に宮城を拝み

に行った︒

七627冶31車で大阪騨に近づくと︑晴

れた日でも︑空がどんより曇ったや

うに見えます︒

八伽6

又旅客飛行機で朝立てば︑

三月といへば春はまだ淺いが︑

と

ね

町を過ぎ︑村を過ぎ︑汽車は

汽車は動き出した︒

進んで居た︒

何時の間にか︑利根川に沿うて北へ

八齪3

晴れて居る︒

汽車の窓には關東平野がうら＼かに

八矧1

す︒

翌朝にはもう東京の土がふめるので

夕方には大阪へ︑それから汽車で︑

八227國

たといふことです︒

八98 冶 −車や飛行機で何回にも送つ

みの速さですから︑

ニイサンバ︑元氣ナ聲デ︑ 八75 汽車や自動車もかなはぬくら

四877間モナク︑汽車が來マシ
タ︒

四883

汽車ハ︑シヅカニ動キ出

車二乗リマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トアイサツヲシテ︑汽

四892

カラ︑カホヲ出シテ︑何ベンモ

十二4311 かうして大義名分が正され︑ シマシタ︒
みくに
忠臣・義士の眞心があらはれ︑四二
四896 ニイサンバ︑治8﹁車ノマド

あ︑汽車だ︑汽車だ︒

の姿が次第に明らかになって行くの

五316園

である︒

尋こっかいぎじどう

見ると︑向かふから︑汽車が

あ︑汽車だ︑汽車だ︒

五318

五316園

バウシヲブリマシタ︒

ぎじ

十一一753図 しばらくして︑黒き影は
きじ

儀式

祭壇の前に立つと︑諸官が

﹇儀式﹈︵名︶1

白い煙をはいて︑こちらへやって來

十二狛4

威儀を正して列なり︑奏樂の中に天

ます︒

私たちも︑かへりには汽車
間もなく汽車が來ました︒

八湖4

八旧1

汽車は又勢よくトンネルにか

汽車はや＼速度が加つた︒

く第三・第四のトンネルを通過した︒

八戸9 冷31車は一騨を過ぎて︑間もな

みんなが乗ったかと云ふと︑

なち

吹雪を突いて︑汽車はたg越

汽車はひた下りに下る︒

ふどき

八湖7

ご

八㎜6

け込んだ︒

五336

こうくと干たてて︑

汽車は︑もう動き出しました︒
五756圃

かげも︑また水の

此の間を汽車は︑しばしば

後平野を北へ北へと進んで行った︒

親山羊は︑去年のちやうど今 九524圏

車が行く鐵橋の

治︑﹁

五337

に乗って︑この山の下を通るのです︒

五322園

トンネルを通ります︒

五321園あの汽車は︑この山の下の

子が恭しく祈られたといふ夜明前の

キシャ

キシャ

神秘な儀式が︑目の前に浮かぶやう

十九

︹課名︺2

な氣がする︒

ニ目10

きしゃ

ヲモ

スコシイクト︑コンドハキジ

一652犬トサルヲツレテ︑マタぎしき

キジモ︑オダンゴ

ガキマシタ︒

一666
ラッチ︑ケライニナリマシタ︒

ジヲツレテ︑三二ガシマニツキ

一67ーモモタラウハ︑犬サルキ
マシタ︒

カラテキノヤウスヲミマシタ︒ きしゃ ﹇汽車﹈︵名︶54 キシャ き

一676 キジガ︑トンデイッテ︑上 ニ個1 十九 キシャ

キシャハ︑見ルマニ大キ

上︑

六419

二十九日の朝︑ロスアンゼ

十敷米から二十米ぐらみの高さの山

九553團

頃︑遠いく山並から︑汽車に乗つ
六出5園東京騨で汽車を下りると︑

ナッテ︑トホクノ方ヘイッテ
ニノリ

腹を縫って走ります︒

ボクモ︑キシャ

て來たのです︒

一一川4園

シマヒマシタ︒

二㎜6 キシャハ︑ダンダン小サク

クナッテ︑コッチへ來マス︒

一一鵬4

一693 キジ ハ︑スバヤクトビマ しゃ 汽車
ハッチ︑オニノ目ヲツツキマシ
二悩5園 キシャダ︒
タ︒

記事

キジガツナヲヒキマス︒

﹇記事﹈︵名︶1

一744
きじ

九119 リ・エンタールが死んだこと
も︑ラングレーが模型飛行機を飛ば
せたことも︑彼等は︑世間の人々以
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きしゃ一きしょうじこく

さばく

ルスを汽車で立って︑夕方︑アリゾ
京城行の治

﹁車が目の前に待つ

ナ州の沙漠にさしか＼りました︒
九研1
てるる︒

九佃8 其の間を汽車はすさまじい勢
で走る︒
かんかう

九佃5 汽車は︑すさまじい音を立て
て︑漢江の鐵橋を渡った︒

虚幻8 汽車は︑もう京城の市中を走
つてみるのだ︑家々の間を︒

十樹2 世3﹁車が次第に速さを増して︑

スチーブンソンは︑其の後な

一時間約二十粁の速度で走った時に
は︑

十梱9

汽車

意を決し︑喜捨せる人々に説きて出
﹇汽車中﹈︵名︶1

版の事業を中止し︑

きしゃちゅう
中

フローレンスにイタリヤの

へうき

天のうずめのみことは︑しつ

かりした氣性で︑しかも︑

きしゃう

五977

んなお方でした︒

の人々が雄大明朗の氣性を持ち︑極

十一一撹10 それは︑要するに我が古代

めて純な感情に生きてみたからであ

十二伽4

る︒

ほ研究を績けて︑一時間五十粁も走

古美術をたつねてから︑ベニスへ向

此の記章を附けた人々に封

思はず機上に下位が湧いて︑

十一時︑又機上の人となる︒

氣丈にも聞多は立上って︑刀

軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑

冬は六時である︒

九3310

起床時刻

きしょうじこく ﹇起床時刻﹈︵名︶1

象は一つもありません︒

や︑さういった我々地球上の氣象現

1 氣象現象
十一㎜1從って雲や︑雨や︑あらし

きしょうげんしょう ﹇気象現象﹈︵名︶

を抜かうとした︒

十804

きじょう ﹇気丈﹈︵形状︶1 氣丈

しばし爆音を厭土する︒

十一商2

九樹7

きじょう ﹇機上﹈︵名︶2 機上

れないのだと思った︒

しては︑いくら感謝しても感謝しき

十二9311

記章だと︑僕は思った︒

傷疲記章が輝いてみた︒ほまれの

をぢさんの胸には︑軍人

んじんしょういきしよう・ほまれのき

きしょう ﹇記章﹈︵名︶2 記章﹇▽ぐ

かはうとする汽車中のことであった︒

獲明

しよう

其の
櫨に持運ぶ︒

ろ

技術﹇▽ひ

きしゃう

しやうい

汽車の獲明
紀州

しロつ

第二十五

き

十二9311
紀

汽車の亀田
﹇紀州﹈︹地名︺2

十目12

十慨5
きしゅう

きしう

紀州の男は︑急いで國へ蠕

﹇貴州﹈︹地名︺1

うにいたせ︒

きしゅう

湖南・貴州などの奥地から

てんじゃう

あらがねを

動く起重機は︑生きて居る

高い天井︑

﹇起重機﹈︵名︶1

よって此の湖水に流され︑
きじゅうき

下に

七604圃工場の

性

きしょう﹇気性﹈︵名︶2氣性氣

からざるものあり︒

だ幼稚なれば︑苦心は殆ど想像すべ

いはんや當時其の技術甚

﹇技術﹈︵名︶1

やうに︑
ぎじゅつ

こうぎじゅつ
十一一価11図
えうち

起重機

出る材木が︑それぐ其の地の流に

十二291

貴州

つて︑其の金を間違ひなく届けるや

七伽5園

七梱5園私は紀州の者でございます︒

州

︹課名︺2 汽車の

一度乗って見たいと思った此

鐵眼︑こ㌧において再び

第二十五

きしゃのはつめい

る汽車を造り上げることに成功した︒

十柵3
汽車の影が長くなった︒

の汽車に乗れて︑實に嬉しい︒

汽車の影だけではない︒

十柵5園
十柵6

四五月頃のにしんの盛な漁

期には︑沿岸を走る汽車の中まで︑

十一伽6

ものを造らうとした最初で︑今から

にしんの香で一ぽいだといふ︒

十旧2 これが︑そもく陶3﹁車といふ
百敷十年前の事であった︒

汽車でポートサイドに着

くと︑港に私たちの船が待ってるま

十一醜5國
した︒

十田10 其の後︑イギリスのトレビ
シックといふ人が︑キュニョーの汽

喜捨

たまく汽車の窓から見渡
﹇喜捨﹈︵名︶1

喜捨を受けたる此の金︑

は一にして二にあらず︒

る人々の救助に用ふるも︑編する所

これを一切経の事に費すも︑うゑた

十一価7学園

きしゃ

すと︑

十二231

こと約四十分野

十二34図 松江を嚢したる汽車は︑
しんぢ
風光壼の如き宍道湖のほとりを走る

車に大改良を加へた︒

十柵7 其の後︑彼は更に大改良を加

かうよう

へ︑とうくレールの上を走る汽車
を造り上げた︒

十柵8 それ以來︑追々汽車の効用が
みとめられ︑炭坑などではかなり用
ねんど

ひられるやうになったが︑

しんでみた︒

十旧8 粘土で汽車を造ったりして樂
十㎜2 さうして︑よい汽車を造らう
として工夫に工夫を重ねた︒

︽ーセ︾

十一恥1図

十一柵11図

とぐく救助の用に當てたりき︒

其の志を告げて同意を得︑資金をこ

すなはち喜捨せる人々に

十欄6 スチーブンソンは︑馬車の代 きしゃ・す ﹇喜捨﹈︵サ変︶2 喜捨す
りに︑自分の工夫 し た 世 3 ﹁ 車 を 用 ひ る

ことをす＼めた︒

十欄7 會社でも此の意見を採用して︑
先づ世11車の試埋葬を行ふこととなつ
た︒

きじょうむせんでんわ一きせん
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きじょうむせんでんわ

﹇機上無線電話﹈

︵名︶1 機上無線電話
十一観8 部隊長機から追っかけるや
うに︑機上無線電話による命令が傳
へられた︒

きしょうらっぱ ﹇起床劇夙﹈︵名︶2
起床ラッパ

す︒

七484国 朝は起床ラッパで飛起きま
九347 此の號令で︑朝の静かさが忽

編す

︽ース

ち破られ︑起床ラッパは勇ましく
﹇帰﹈︵サ変︶1

ひゴき︑

き・す
ル︾

七946夏の末になると︑親蝉は︑木
の皮にきずをつけて︑其の中に卵を
生みます︒

棺が現れ︑

くわん

第八

傷口

黄瀬川の封面

十﹁318

法隆寺が約一千三百年の古

き姿を其のま㌦に今日に傳へて︑最

古最美の木造建築を世界に誇り得る
きせき

レンガフ

我が聯Aロ艦隊が能ク勝

ヨ

のは︑全く一つの奇蹟であって︑

十一5911図囹

ヲ制シテ前記ノ如キ奇話ヲ牧メ得タ

ルモノハ︑

はつれ

て︑

きせる

今はちやうど新緑の季節で︑

﹇季節外﹈︵名︶1

﹇煙管﹈8くわえぎせる

季節

島田に結って︑裾模様を着

すそもやう

き・せる ︹着﹈︵下一︶1 着せる

セ︾

て︑

﹇気忙﹈︵形︶1 氣ぜは

かちくと氣ぜはしいのは置

︽ーイ︾

﹇汽船﹈︵名︶8

汽船εうし

が三ざう五さうと︑幾群も並び績い

七側6 向かふの方には︑大きい治 ﹁船

やきせん

きせん

なのは柱時計である︒

時計で︑かったりかったりと大やう

九251

しい

きぜわし・い

人のやうに見える︒

せられたねえさんは︑まるでよその

十一396

︽一

︿略﹀︑季節はつれの雪が降ったりし

九19

三月の末か四月のごく初に︑

きせつはずれ

に美しいと思ひました︒

湖岸の大通や︑公園の眺は︑さすが

九583国

きせつ ﹇季節﹈︵名︶1 季節

秀吉がこ＼に目を着けて城

ひでよし

を築き︑

十二704

金城影壁を築かせたのは︑まことに

﹇傷口﹈︵名︶1

焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑

毛利台の大砲を夜に乗じてう

﹇気勢﹈︵名︶1

めた︒

きせい

た︒

ぎせい

ぎせい
﹇犠牲﹈︵名︶1 犠牲

ばひ取って︑味方は一時氣勢をあげ

九884

氣勢

有合はせの小さい畳針で傷口を縫始

十859

せうちう

きずぐち

といへども容易のわざにあらず︒

燈墓を築かんとするが如きは︑今日

波浪高き海上の小島に︑

なほしばらく飛績けたが︑遂にたへ

八775此の重い傷にも屈せず︑鳩は 十二717 家康が︑輝政をしてこ＼に

元の兵は︑一人も上陸させぬ

といふ壁土ごみで︑濱べに石垣をき
ついて守った︒

十二価10図

かねて︑とある木の枝に止った︒

中佐︑すでに右手に傷を受

故あることと考へさせられる︒

九個5図
焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑

せうちう

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑

十858
有合はせの小さい畳針で傷口を縫始
めた︒

敵の司令長官ロジェスト

ウェンスキー中將は︑昨日の戦團に

十一591図
傷を負ひ︑

十一価9図書 喜捨を受けたる此の金︑ きず︒く ﹇築﹈︵四・五︶9 きつく 築

六571

く

︽ーイ︒ーカ・ーキ・ーク︾

る人々の救助に用ふるも︑面する所
期す

︽ース︾

これを一切経の事に費すも︑うゑた

﹇期﹈︵サ変︶！

は一にして二にあらず︒
き・す

十二駕6園私は︑あらゆる幸福︑一
ぎせい
切の指しみを犠牲にしましても︑父

上お︸人にお仕へ申すのを仕合はせ
と存じます︒

治承四年十月二十日︑
頼朝平家の軍を富士川に破り︑

みなもとのよりとも

十一一495図
源

二十一日︑兵をかへして黄瀬川に陣

永禄十二年六月の三夜︑勝久
を奉ずる尼子勢は出雲に入り︑一城

川の封面

︹課名︺2 黄瀬

を築いて三度ときの聲を作った︒

十一一目9

先づ此の地方を流れる川の水 きせがわのたいめん
を︑大きな高い土手を築いてせき止

学績

黄瀬川の封面
きせき
﹇奇跡﹈︵名︶2 奇蹟

めました︒

きせき

第八
十一一151 在來何かの機會に狸掘され
せき

たところでは︑石で築いた室や石

十二493

十旧10

す︒

九餌7

えいろく

の山が築かれる︒

八章4 見るく船の中には︑いわし きせがわ ﹇黄瀬川﹈︹地名︺1 黄瀬川

をきつく︒

わら
十二739図援軍の來らん日もまた期 八492 後には藁の山が積まれ︑前に
こがね
はかき出されたもみが︑黄金の小山

すべからず︒

きずを見てやらうと

きず ﹇傷﹈︵名︶8 きず 傷εおお
きず

四554

思って︑私がかごの戸をあけ
ますと︑山がらはとび出して︑

四564 まだあれが生きてみる
だらうか︑足のきずはどうし
たらうか

四 瑠 2 園 大 言は︑矢のきずが
もとで︑とうとう︑この島でお
なくなりになった︒

525
きそ一きた

きそく ﹇▽ふきそく

た人である︒

十二塒2 二百敷十年の昔に出て︑日
き そ
本の敷學︑即ち和算の基礎を確立し

き そ
ふとう
八205囲 それから︑大きな埠頭があきそ ﹇基礎﹈︵名︶1 基礎

つて︑一年間に汽船が何千さうも出
話し︑

九佃6 右手に築港があり︑汽船が敷
隻かかつてみる︒

あの左脚は義足なのに︑ま

皇后陛下から賜はつた義

がはかどって行く︒

るで何の不自由もなささうに︑仕事

十二865

九樹1汽船が官民見えるだけで︑市 ぎそく ﹇義足﹈︵名︶2 義足
街は望むべくもな い ︒
む うらん

ウラヂボストックへ廻航するロシヤ
十一一948囹

八114

日本に春が來ると思へば︑も

う彼等は矢もたてもたまらず︑北を

夜の明けぬ中から︑北の方で

さして進むのです︒

八548

銃聲が聞えました︒

町を過ぎ︑村を過ぎ︑汽車は
と ね
何時の間にか︑利根川に沿うて北へ

八齪4

川一筋︑北へ流れる外は︑山

進んで居た︒

八柵2

も野も蒼白である︒

吹雪を突いて︑汽車はたゴ越

北の國はまだ眞冬であった︒
ゑち

八柵4

九605國

其の地下農道や高架鐵道ま

八欄6北へ北へと進んで行った︒

後平野を北へ北へと進んで行った︒

ふピき

八柵6

そよしなか

ご

足をつけたが︑これで土を躇むのは︑

き

﹇木曽義仲﹈︹人名︺2

ほんたうにもったいない︒
そよしなか

きそよしなか

十721 それは︑室蘭で石炭を積んで︑
の汽船であった︒

十一537図 瀬戸内海の沿岸には︑
︿略V︑汽船絶えず通航して︑遠く近
く黒煙のたなびくを見る︒
き

木曾義仲都へ攻上ると聞き

でが︑申し合はせたやうに︑南から

八324図

十一869 汽笛が聞えて詰るのは︑カ 木曾義仲
ムチャッカ沿岸へ 航 す る 世 3 1 船 で あ ら

て︑平家はあわてて討手をさし向け

北へ︑北から南へと︑

うか︒

てっかのたらうみつ

木曾義仲の家來手塚太郎光 九605甲南から北へ︑北から南へと︑

そよしなか

たり︒
き

十二278 江口から漢口までの一千粁

八389
もり

が揚子江の下流であって︑増水期に

北の空にもたくさんの星があ
りますが︑其の中で一つ大事な星が

九998

わき目も振らず一直線に走ってみる
北←まきた

のですから︑

﹇北﹈︵名︶35

盛の娘は︑頼朝に仕へて居りました

きた

が︑

木曾

は一迫トン級の汽船が区々と航行す
﹇木曽﹈︹人名︺1

るのである︒

きそ

北風︑オ前ハモウ北ノ

北の戸がしまって西の戸があ

の戸がしまって西の戸があき︑

たいわん

七月の中旬ですと︑夜九時頃︑

北の空では︑星が北極星を
ほゴ中心に︑圓をゑがいて動いてゐ

九欄5

うになってゐます︒

ちやうど柄杓を立てたやうなかつか

北より少し西へ寄った方に︑︿略﹀︑

九棚1

．中邊ですが︑反封に南の沖縄や垂湾
でしたら︑ずっと低くなります︒

おきなは

あります︒
國ヘカヘッテシマへ︒
七162北からはいらうとすれば︑北 九欄4 北の北海道でしたら︑ほ団眞

八395 義仲からはすぐ返事があって︑ 唐事3園
︿略﹀︑木曾の家に傳はつて居た大切

木曾

な刀を送ってよこしました︒
﹇木曽﹈︹地名︺4

東からはいらうとすれば︑東
此の島に向かって︑北から南
十もあって︑

から︑かけ渡された橋ばかりでも二

七668

の戸がしまって北の戸があく︒

七166

き︑

八406 それが萬壽姫で︑木曾に住ん 七163

きそ

かまくら

で居りましたが︑︿略﹀︑うばを連れ
て鎌倉をさして上りました︒

八451園 木曾の神判でございます︒
八452園 木曾の萬壽か︒
もに︑喜び勇んで木曾へ婦りました︒

八468 さうして︑親子はうばもろと

るのだといふことがわかります︒

あま

さうして︑此の邊︑北から南

へかけて︑天の川が︑︿略﹀見られ

九鵬7

ます︒

ちよゑん

近代京都が誇る烏丸の大通

つたので︑遠い山の峯が白くなって

十研3 北の方では二一二日前に雪が降

みる︒

十一77

て

しかゴ

を北へ進んで︑京都御所の御苑に入

ると︑

屈斜路湖のほとりに出る︒

くっしやろ

十一8111 弟子屈から道を北へ取って︑

盲動機船が︑本島を後に︑

六百海里の北を望んで丁々と出て行

十一855

先づ樺太の南端なる白主

く姿を見るであらう︒

翌年再び北に向かひて四

にて土人をやとひ︑小舟に乗りて北

十一937図

に進む︒

ナニヲー以北は海やうや

月ノテトに着き︑更に進みでナニ

十一939図

ヲーに達す︒

く開け︑潮水北に注ぎ︑しかも波甚

十一944図

だ荒し︒

林藏は樺太の海岸を一周

せんと志ししが︑ナニヲーより北︑

十一949図

コー二・林藏等一行八人

波荒くして舟をやるべからず︒

は︑︿略﹀︑デカストリー湾の北に上

十一968図

東も北も一帯に雲がとざし

陸したり︒

て︑︿略﹀ ・白馬・立山等の姿を見

十一伽7

きたアメリカーきたはち

526

ないのが全く残念であった︒

十一迎6国 スエズ運河の北の端にあ
る此の港には︑運河を開いたレセヅ
プ ス の 銅 像 が 塁 座尻同く立って︑

これを北から西から望む時︑まるで

やまと

か

ち

﹇鍛﹈︵下二︶2

きたふ

︽一

途端に機艦がすとんと落ちる︒

んでみた︒

九経2
きた・う
へ︾

﹇鍛﹈︵下一︶3

ひとつち

鍛へる

刀工が刀を鍛へるに當って

て︑一槌々々精魂を打込むのである︒

地面がでこぼこしてみるの

で血膿は上下に激動するが︑かねて

十二834

冬ノ間ハ︑寒イ北風ガ

スルト︑北風ハ︑﹁︿略﹀︒﹂

國ヘカヘッテシマへ︒
四書5

ト答ヘマス︒

四伽3南ノ國カラ大ゼイノ仲

八556

今朝は霜がたくさん下りて︑

︽ーイ︾

タケヲホッテミマシタガ︑キタ

二866ムリニ犬ヲナ画帖テ︑ハ

ナイモノバカリ出マシタ︒

十一107

や

再びかへして二條の離宮か

じらう

彌次郎と北八は︑江戸を立つ

北八︑お前面へはいれ︒

北八が手ぬぐひを下げて風呂

それを躇沈めてはいるのです

りのけました︒

が︑北八は︑ふただらうと思って取

九国1

もない妙な風呂です︒

場へ行ってみると︑今まで見たこと

九悩8

播磨7園

に着きました︒

て︑︿略﹀︑二日目の夕暮に︑小田原

九悩1

北八

ら北西へ向かへば︑北野神社はさす

島

北八は︑法博好ささうに歌を

歌ひ出しましたQ

九価9

九儲5

彌次郎は北八に言ひました︒

る五月下旬から︑そろそろ北千島の
こんきょ

︹題名︺1

北八にさそはれて︑彌次郎は

彌次郎も北八も︑珍しさうに

眺めてゐました︒

九襯1

そこくに逃出しました︒

九川6

刀のやうに見せかけました︒

分の脇差は︑鞘袋をずらして長い

さやぶくろ

こ＼北千島の一角を根披地 九闇9北八の脇差を取って差し︑自

︵三︶

北千島の漁場
十一851

きたな・い﹇汚﹈︵形︶2キタナイ

北千島の漁場

きたちしまのぎょじょう

出動準備の最中である︒

とする約百隻の流し網出漁船は︑今︑

十﹇857

漁場が活字を帯びて來る︒

十一853

きたはち ﹇北八﹈︹人名︺10

寒い北風がびゆうびゆう吹いて居ま

北

北

がに参拝の人が絶えない︒

北風ト南風

北風ト南風

︹虚名︺2

す︒

風ト南風

四目10

二十

︹地名︺1

二人は︑富力ロライナ州の砂

カロライナ州

きたカロライナしゅう

四望2

二十

は︑︿略V︑ひたすら清らかな心を以 きたかぜとみなみかぜ

十一棚6

︽1へ・ーヘル︾

きた・える

鐵より堅き腕あり︒

十ニー610 市街は南北二つに仕切られ︑ 十1510図園 大和鍛冶のきたへたるよ
間ヲ連レテ來テ︑北風ヲドシ
二895米ヲツイテミマシタガ︑
北を内城︑南を外城といってみる︒
き矢じりを少々用意致して候︒
くト追ヒマクリマス︒
キタナイモノバカリ出マシタ︒
十二7111 南方若しくは東方から望め 十一田4図幽 幾年こ﹂にきたへたる
四二3園 北風ガ︑霜や雪デ︑野 きたのじんじゃ ﹇北野神社﹈︵名︶1
山ヲマッ白ニシ駅家ハリニ︑
北野神社

ば︑優美其のものと思へる姫路城も︑

様子を一愛する︒

十二価6図 佐保・佐紀の連岡に北を
限り︑︿略﹀古の 奈 良 の 都 は ︑
だ いだいり

ら

十二価9図 北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑
すざく

朱釜の大路南に走りで︑南端に羅

城門をふまへたる古の奈良の都は︑

じゃう

鍛へに鍛へた我が腕︑射撃は正確で
ある︒

十二櫛5図 遠く連なる田園の間に東
西に走る三筋の路は︑北より数へて

北風

山のある所を見立てて︑そこで滑走

かねて鍛へに鍛へた我が腕︑ 九124

﹇北風﹈︵名︶10

十二834

四悩5

ビュウビュウト吹キマハリマス︒

四価2 シカシ︑北風が少シユダ
ンヲシテヰルト︑暖イ南風ガ
ソットヤッテ來マス︒
四伽6 サウシテ︑北風ノ作ツタ

雪ノ山や氷ノ池ヲ︑少シデ
モトカサウトシマス︒
四欄一 スルト︑北風ハスグ南風

北風︑オ前ハモウ北ノ

ヲ追ヒハラヒマス︒

四桝3園

本島で︑にしんの漁期の終

四悩3 北風ト南風ハ︑大ソウ仲
機の實験をしました︒
ガワルイヤウデス︒
きたちしま ﹇北千島﹈︹地名︺2 北千

きたかぜ

古の一條・二條・三條の大路の名残
とす︒

きたアメリカ ︹地名︺1 北アメリカ

十桝1 世界地圖を見て︑誰でもちよ
つと不思議に思ふのは︑北アメリカ
ひも
と南アメリカの二大陸が︑まるで紐

機艦

のやうに細長い地峡でつながってゐ
﹇機体﹈︵名︶4

ることです︒

きたい

ました︒

九145 其のため︑機盤は幾分破損し

て︑ぐんく速力が隔る︒

九絵6 何時の間にか機儂が滑り出し
動労9 廣い飛行場が書きて前は川だ
と思った頃︑機盟はもう空中に浮か
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きたまう一きっか

來たまふ

九重4園 これ︑北八︑お前これをか

︽一へ︾

﹇着給﹈︵五︶3

ついでくれ︒

きたま・う
來給ふ

四453園 こ＼へ覧たまへ︒雲が
走るか︑お月様が走るか︑よく

九撹6図囹

︽ーラ・

今日より五日目の朝︑

我につきて來れ︒

十945図鑑
五日目の朝︑張良早く行け

こ＼に來りて我を待て︒

十948図

五日目の朝また穿れ︒

今日より五日目の朝早く

ば︑老人すでに入りて待てり︒

來れ︒

十951図園
十955図園

わかるよ︒
十457囹 こっちへ來給へ︒
十958図

北見

1

淡路島の東端︑本土と相

あはち

紀淡海峡

きたん

きたん

十一518図
なると

望む所紀淡海峡となり︑四國に近き
所鳴門海峡となる︒

危地

漁民等怒りて彼をおどし︑

﹇危地﹈︵名︶1

とす︒

こくりゆうかう

それより山を越え︑河を

︹地名︺4

チーに出づ︒

下り︑湖を渡りて︑黒龍江岸のキ

十一969図

キチー

甚だしきは彼を危地におとしいれん

十二柵3図

きち

波にたgよふ氷山も︑

みつぢもの

て土人等を質し︑林藏を救ひ出しぬ︒
し な

こ＼に支那官吏の出張所

たけだかつより

ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂

たけ

十一一48単玉に天照大神の使者建
みかつちのみこと
御雷命︑此の地に來りて申し給

あまてらすおほみかみ

げ︑かつ交易をなす︒

あり︑各地の人々至りて貢物を捧

十一982図

來り攻むれども︑城兵善く戦ひて抜
くこと能はず︒

三日の後また山上に來

十一一739図援軍の來らん日もまた期
すべからず︒

十二746梨園

るQ

きちょう ﹇貴重﹈︵形状︶1 貴重

最も古い時代に属するもの
こふん
として貴重なのは︑古墳と︑其の中

十ニー37

きちんと

きちんとはまった時︑重いた

︵副︶6

から獲見される遺物である︒

きちんと

わ

紙を︑輪ゴムできりくと巻いて︑

六511

動かぬやうにした︒
しんだい

爾側には寝垂が並び︑壁ぎ

はには棚があって︑めいめいの持物

七524國

中には︑日本の着物を着て︑

が︑きちんと置いてあります︒

八冊2

帯をきちんと結んだ女の姿さへまじ

つてみる︒

てるる︒

先づそれを物語る︒

し切ってみる︒きちんとした服装が

十一一梱7

道行く人は︑男も女も緊張

ふものが模型圖のやうにきちんとし

もけい

森︑人家︑道路︑畠︑さうい

無敷の通とが︑あたかも格子縞のや

編着

九帽8

る＼こと︑キチーにも増して甚だし
キチー

うに︑きちんと交ってゐます︒

十一98図

調べてみると︑氣ちがひでも

﹇気違﹈︵名︶4

八805

きちがい

何でもなかった︒

﹇帰着﹈︵サ変︶1

すると︑今までやさしさう

に見えてみたおちいさんのか

三913

ほが︑急にきつくなりました︒

十一皿11

しこさ︒

神宮橋を渡りて︑先づ仰ぐ

朽ちた木柵の中に︑菊花の

もくさく

大鳥居に︑菊花の御紋章を拝するか

十13図

きっか ﹇菊花﹈︵名︶2 菊花

林藏はコー二等に別れを
告げて︑同年九月三主に隔着しぬ︒

十一991図

きつ・い ︵形︶1 きつい ︽ーク︾

氣ちがひといはれ︑貧苦と戦

人は此の有様を見て︑たは

氣ちがひのやうにあふれる川
ぐわんこ

きちゃく・す

を制し︑頑固な岩山を切開いて︑

十㎜4

けとあざけり︑氣ちがひとの＼しる︒

十498図

の成功を見たのである︒

ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に此

八855

氣ちがひ

かりしが︑

かうしじま

十︻978図折よく同行者の一人來り 十﹇986図 林藏の怪しみもてあそば 九595団 丁幾條の縦の大通と︑横の

來らば來れ︑恐れんや︒

波にたgよふ氷山も︑ 十一973図 キチーにて土人の家に宿

來らば來れ︑恐れんや︒

十一919図圏

一巻の書を取出して張良に與へ︑

しばらくありて老人來り︑ キチー

十一塒9囹 にいさんが天田望遠鏡を
作ったんだ︒︿略﹀月がすばらしい
﹇北見﹈︹地名︺1

よ︒よかったら見に來給へ︒
きたみ
ゆるやかに遠く傾いて︑
北寄り

十一827 北面は廣々と北見の高原が 十一919十重
﹇北寄﹈︵名︶1

十二701 元來此の城は︑飾磨平野の

きたより

彫る

中央︑や＼北寄りの姫山・鷺山に糠
つて螢まれたもの で ︑
﹇ 来 ﹈ ︵ 四︶20

ーリ・ール・ーレ︾ n V あ つ ま り き た る ・

きた・る

あゆみきたる・くだりきたる・せめき
たる・ひろいきたる
れる者あり︒

九398図或日一匹の良馬を費りに來 十二734図 武田勝頼︑大軍を率みて
九429図 やがて馬そろへの日は來れ
り︒

ぞ︒

九452図囹 汝︑何しにこ＼に妊れる

﹇紀淡海峡﹈︹地名︺

援軍來らず︑速に降る す ︽ーシ︾

りて︑援軍の消息を示さん︒

十二763図園
べし︒

きたんかいきょう

九457図園誰に教へられて量れるぞ︒
九㎜3図 着物をはぎ取らんとて︑或
夜︑町はつれに出でて人の來るを待
ちみたるに︑

きっかう一きっと
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氣つかひ

御紋章と大日本尊意境界の文字とを
﹇気遣﹈ ︵ 五 ︶ 1

刻した警標が立ってるる︒
きっか・う

十二佃9 車は如何にして此の群衆を
切抜けて進むかを氣つかひ︑人は又︑

如何にして此のおびたgしい車の流

きっかはもとはる

﹇吉川元春﹈︹人名︺

を横ぎるかを考へねばならぬ︒
きっかはもとはる

きっかわもとはる
てるもと

1 吉川元春
小早川隆景を副將として︑

こぼやかはたかかげ

九855 輝元を大將とし︑吉川元春・

つく

氣附く

︽ ーイ・ーカ・ーキ︾﹇▽

きつ・︿ ﹇気付﹈︵五︶4 氣ヅク 氣

おきづき
六冊6 敵が近イ時ニハ︑水ノ中ヘモ
グツテ︑氣ヅカレナイヤウニスル︒

めかけてるる︒

川岸に沿うてぎっしりと並

ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ

ふとう

九617囲

海岸一帯にぎっしりと茂つ

さうですが︑

十331囲

は︑きっと﹁今日︑始めてつばめを

見たよ︒﹂と言って喜びます︒

三ちゃんが切手を渡しま 八812園今に私はりっぱな國産品を

四813園三鏡の切手を一枚下
さい︒

作って︑きっと外國品を追穿って見

四815

すと︑花子さんは︑それをはっ

せる︒

きっと何億圓︑何十億圓とい

て︑ポストへ入れ凹した︒

八㎜6園

あれは︑きっと草屋の源治

ふ高いねだんの物になるに違ひあり

雪子さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と書 八価2

きっと

いて︑切手をはってポストへ

四837

きっと

ません︒

︵副︶30

入れました︒

てるて下さい︒

四834国 きっとおさそひします
から︑三ちゃんと一しょに待つ

を見ます︒

坂町を上って小高い所に立

つと︑きっと港の景色が︑高い建物

九5010團

ません︒

つと人間も乗って飛べるに違ひあり

其の大きい物を作りさへすれば︑き

君だよ︒
三191 學校へいく時や︑かへっ
た時に︑ぼくはきっととけい
九107 模型飛行機が飛ぶのですから︑

きっと

周園の絶壁は︑これも水際

たマングローブの主目詰や︑

十一8310

香港は︑美しい建物を以

からぎっしりと密林を畳み上げ︑

十一川2國
て麓から中腹まで︑ぎっしりと埋め
られた島山でした︒

エジプトの古い文明を物

語る遺物が︑何十といふ室にぎつし

十一捌10國

フランスはもとより︑欧洲

りと陳列されてゐましたが︑
十一一悩9

給書の名作が室から室へぎっしりと

の間や美しい町の上などに︑油蚕の

あなたは︑おなさけ深い

ちらりとつばめの姿を見た人

夏休になったら︑僕もきつ

きょり

すると︑此の二つの星の距離

けれども︑北斗は︑きっと軍

あの熱心な様子を皆さんに

うと思ひます︒

見せたら︑きっとびっくりするだら

十357圏

馬に買上げられるに違ひありません︒

九榴4

星が見つかります︒

の五倍ばかりの所に︑きっと一つの

九湿1

と來る︒

九985園

績のよいことを聞かされて︑

ましたが︑きっと日本人の子供の成

こ﹂でも︑私は多くの學校をたつね

サンフランシスコでも︑

お方ですから︑後には︑きっと

四⁝川1園

媛のやさしいお顔には︑きつ

ひめ

八123

と御決心の色が浮かんだ︒

七45

いばうさんにならう︒

けんめいにお纏を習って︑早くえら

明日からは︑きっと︑一生

ございませう︒

五伽7園きっと︑あれが取ったので

にちがひない︒

芝蘭2囹それは︑きっと︑天の神様

たによい事を教へて下さるでせう︒

五冊7園海の神檬が︑きっと︑あな

しが知って居るでせう︒

きっと︑あの物知りのかか 九546囲

やうに見えます︒

五613園

えらいお方におなりでせう︒

並んでみる︒
きっすゐ
﹇喫水﹈︵名︶1 吃水
きっすゐ
船は︑思ひ切り吃水深く︑

左脚をのばし︑右脚でぐつ

地へと波を切って行く︒
きつち
﹇木槌﹈︵名︶1 木槌

十二864

きつち

残雪を頂く島山の峯を甘遇に︑根擦

十一893

きっすい

十一434 此の先生がまだ十五歳の少
年であった頃︑ふと人間の聲といふ
ものの不思議さに氣附きました︒

十一髄1 三人の心はもう驚と感激で
一ぽいになって︑た団ぼうっとして︑
ひき終ったのも氣附かぬくらみ︒

十二価1 此の喜びをあまねく世に分

きつち

きっちり

と樽をか＼へながら︑木槌を使って
︵副︶1

切手

木のかげを計った︒きっちり 二言7園
﹇切手﹈︵名︶4

三ちゃんは喜んで︑赤い
しらへました︒

紙を小さく切って︑切手をこ

四761

きって

十二米あった︒

七315

きっちり

つて︑人間を救はねばならぬと︑彼
切先

竹のたがをはめる︒

﹇切先﹈︵名︶1

は氣ついた︒

きっさき

特色である︒︿略 ﹀ ︑ 物 打 か ら 切 先 へ

十一柵1 美観は︑日本刀の持つ一大
かけての輕やかな線︑

ぎっしり ︵副︶7 ぎっしり
は︑もうぎっしりと出迎の人々がつ

八柵7 船が岸壁に近づくと︑そこに
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きつね一きぬがさやま

十㎜10園 いくら長くても︑今年の中
には︑きっと消えるでせう︒

十価1囹 十五日まで雪が消えないで
はうび
みたら︑きっと御褒美を上げますか
ら︒

十燭4園 お預けになっても︑きっと
其の中助命になるに違ひない︒

十︻731囹 しっかり努力なさったら︑

きっと此の研究を大成することが出
営ませう︒

きっと大れふだぞ︒

きつね

義家︑背中のうつぼより︑

狐一匹︑目の前に走り出でたり︒

九185図
かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑
狐を追ひかけしが︑

九187図矢はあやまたず狐の頭上を
すれくにかすめて︑

ながら︑機翼を連ねていうく鯖途

チョウエキ

シンガイ

木戸εいちの

時に重事︑木戸の聖なる

﹇木戸﹈︵名︶2

り︒

三河國の住人足助次郎重

捧げまみらせて︑此の木戸を固めた

範︑かたじけなくも一天の君に命を

十158図園

櫓に上りて︑名乗りけるは︑﹁︿略﹀︒﹂

やぐら

十153図

きと

きど

人一しょに島途についた︒

僕もお参りをすまして︑三

モシ
シタル者ハ︑死刑又ハ無期若クハ三

セメ

汽笛﹇▽ひ

十二943

についた︒

﹇規定﹈︵サ変︶1

︽ーシ︾
ケンリ

例へば︑民法に﹁故意又ハ

規定

年以上ノ懲役自門ス︒﹂といふ規定
があるが︑

が︑

く︒

七㎜3

もう︑ひる近

げ

しめやかに下
どこかでどっと笑ひ聲︒

東海丸はしきりに汽笛を鳴ら

汽笛が聞えて來るのは︑カ

﹇帰途﹈︵名︶3

編途

りて河口に至り︑海を航してノテト

に錦る︒

さうして︑あわてふためい
て打出す敵高射砲揮をしり目に掛け

十一研7

十一一齪図

月の軌道

機内の席に着くと︑小さいと

﹇機内﹈︵名︶3 機内

九衛6

きない

やがて︑通信紙にした＼め

機内では自分の聲さへ聞えな

びらが外からぽんとしめられる︒

九柵7

い︒

十一観4

第十四

いも掘り

︿略﹀ど

れも皆︑絹のやうなうすい皮がはち

九708

瀧は三十米の空から白い絹を

切れさうに︑よく實がいってみる︒

さらしかけて︑下の瀧壺に吸込まれ

十4510

がさ

笠山

名もやさしい衣笠山の麓に

來て︑三層の金閣を池水のほとりに

十一109

きぬがさ

十一989図島途︑一行は黒龍江を下
るやうに注いでみる︒
きぬ
きぬがさやま ﹇衣笠山﹈︹地名︺1 衣

きと

うか︒

ムチャッカ沿岸へ航する汽船であら

十一868

た︒

十756 東海丸からは︑引切りなしに
た報告文が機内に廻される︒
あっ
汽笛が高鳴って︑暗い海の上を堅し
きぬ ﹇絹﹈︵名︶2 絹﹇▽しらぎぬ

し︑警戒しつ＼進行を績けた︒

十713

駄の音︑

た

九61圏遠い汽笛︑

同時にほえるやうな汽笛の聲︒

鳴るよ︑汽笛が︑

六813圏風は寒いが︑港は晴れて︑きどう ﹇軌道﹈︵名︶1 軌道

じょうきてき

﹇汽笛﹈︵名︶6

償スル責二任ズ︒﹂と規定してある

シヤウ

過失二因リテ他人ノ椹利ヲ侵害シタ
バイ
ル者ハ︑之二藍リ生ジタル損害ヲ賠

ヨ

十二価2

する

きてい・する

鼻先なる土にぶすと突立ち︑

狐は其の場に倒れたり︒

九188図

九189図宗任︑馬より下りて狐を引
上げ︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑

にて候︒

かしながら遊んでみる︒

色の狐が︑きょとんとして︑目を輝

きつね

十一悩6

金網で園んだ中に︑黒や黄

十一874園 昨夜より少し沖へ出たな︒ 九191図早矢はあたらぬに︑狐は死 きてき

十﹁欄1 さうして何年かの後に︑き
つとあの槍に登らうといふ希望を抱
きながら山を下った︒

小沼一帯が狐で立ってるる

のださうだ︒

十一脳10

十二571園きつねの鳴くやうに︑こ

に見えるに違ひない︒

十一柵1 陰になる部分はきっと眞黒
十二備11園 無作法千萬なお附の家來

これ︑此の通りきつねの

んくといふ程︑よく張ってござる︒

木津行

ゆき子﹁ゑはがき︒﹂花子

﹇切符﹈︵名︶1

く張ってござります︒
きっぷ

規定

﹇木津行﹈︵名︶1

﹁きっぷ︒﹂

三122園
きづゆき

﹇規定﹈︵名︶2

七64図木津行
裁判は︑要するに國法の規

十二価7又︑例へば刑法に﹁人ヲ殺

る︒

定を實際問題に當てはめることであ

十二塀10

きてい

きっぷ

鳴くやうに︑こんくといふ程︑よ

十二611園

たちが︑しょつちゆうの＼しり合つ
て︑︿略﹀︑それも︑きっと父上に取
りしまって頂かうと存じますのに︑

十二櫻11園 こ＼二三日で︑きっと御
本復になりますから︒

きつね

つ＼長らへ居り候も残念に候ま＼︑

十二梱5國囲 私事も隠家滅亡を見

キツネ

きっと緊緊致し候所存に候︒
﹇狐﹈︵名︶ 1 一

狐 狐

きつね

きつね

あべのむね

二755園 コンドハキツネ︑コン︑
コン︒
よしいへ

任を召連れて︑黒き野を過行きしに︑

たふ

九183図 八幡太郎義家︑忌日安倍宗

きぬこさん一きのしたみち
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︹人名︺一

見る美しさ︒

きぬこさん

キヌコサン

きぬた

一247園イマ︑キヌコサンガキテ
﹇砧﹈︵名︶ ！

イラッシャイマス︒
きぬた

記念﹇▽より

十672 そばでは︑母が娘を相手にき
ぬたを打ってるる︒

﹇記念﹈︵名︶1

きね nvひきりぎね
きねん

記念

十923図囲園 我に愛する良馬あり︒

ひとしんのうぶこうきねんひ

︵サ変︶1

けん
今日の記念に献ずべし︒

﹇記念 ﹈

︽ースル︾

きねん・する
する

ご

エ

持ッテ︑オ使二行キマシタ︒
ない

きのふ︑午後︑こちらへっ

いて︑外宮へおまるりし︑けふは内

ノくう

五67圏
くう

きのふ︑ねえさんと動物園へ

宮へおまるりしました︒

五362
行きました︒

きのふ上げたゑはがきの中
くすのきまさしげ

七423

昨日の芽が︑今日はまっすぐ
に起上りました︒

ですね︒

下氏

昨日も市場を見に行かうと 七845園木下氏︒長い槍がよいと言

はれるからには︑槍のことはよく御

八251困

して︑道がわからなかったので︑遊

木下

存じであらう︒

﹇木下軍﹈︵名︶3

んで居た満洲人の子供に尋ねますと︑

木下軍︑中央十八人の隊は︑

一せいに進む木下軍に追ひつ

木下軍は︑勝どきをあげて︑

しっくと引上げた︒
きの
︹課名︺2 木

七929

た︒

められて︑上島軍はさんぐに破れ

七925

突進んだ︒

長い槍のほさきを並べて︑一せいに

七905

軍

昨日︑おとうさんと一しょに︑ きのしたぐん

水族館へ行きました︒

八悩6

彼はた＼へっ︑

我はた＼

昨日の敵は今日の友︑

へっ︑彼の防備︑

でも︑昨艮あんなに残って

我が武勇︒

十二2園

昨日夕方まではちやんとあ

みて︑大丈夫のはずだったのに︒

りました︒

十佃4園

妹がきのこを見たいと言ふの

る︒

木下藤吉郎

木下藤吉郎

第十六

木下藤吉郎

きのしたとうきちらう

第十六

﹇木下藤吉郎﹈

木下藤吉郎

お供の中から大聲に︑﹁︿略﹀︒﹂

やがて木下藤吉郎は︑五十人

﹇木下道﹈︵名︶1 木の

芝生を傳ひ木の下道を傳ひ︑

歩いても公園の端を見ないことがあ

池のほとりをたどりながら︑数時間

十二桝6

しばふ

きのしたみち

持たせ︑隊を組んで進み出た︒

の中間に︑めいめい十八尺の竹槍を

七896

であった︒

と言ふ者がある︒見ると木下藤吉郎

七749

︹人名︺2

きのしたとうきちろう

七734

七目4

下藤吉郎

したとうきちらう

昨日の夕方までは︑確にご きのしたとうきちろう
ざいました︒

十柵1園

昨日の雨はからりと晴れて︑

昨日の雨でじめくして︑

太陽は朗かに此の温泉渓谷を照らし

十一柵1
てるる︒

十一㎜6

三脚はやっと昨日出肩上

うっかりすると足が滑る︒

十一脳9園
つた︒

くQ

十127

﹇木下氏﹈︹人名︺1

食用になるきのこが︑

自然に生えたやうに出來てるる︒

十128
きのしたうじ

木

あるきのこや︑食用になるきのこが︑

大きなガラス箱の中に︑毒の 下道

で︑其の人にお禮を言って三階へ行

十125

昨日出たのは︑まだ皮を着け きのこ ﹇茸﹈︵名︶3 きのこ

昨日雨が降ったので︑今日は

て居ますが︑葉がずっと大きくなり

七433
ました︒

七436

八歳になる子供︑昨日隣へ引

六つも芽が出ました︒

七柵2

越して來た人の子供と︑もう仲の好
昨日は仕合をなさったさう

い友達になった︒

七棚7圏

語る言葉もうちとけて︑

キノフカラ︑ウチノ慧が上り 十904図圃

始メマシタ︒

五532
六406 稻が刈られたので︑きのふ︑
さく
たんぼに柵を作って︑山羊の運動場

きのふ︑ばくらうが︑若い牝

をこしらへてやったのでした︒

六653

きのふから降積った雪に朝日

牛を連れて來ました︒

六872

がさして︑どこを見ても︑きらく
をぢさん︑きのふは︑おみ

と銀色にかgやいて居ます︒

六悩2圏

人・文學者・獲明家等の墓が一歩一

十二伽10 光榮ある政治家・學者・詩
歩に存在し︑彼等を記念する美術的
六伽4園

やげをありがたうございました︒

な彫像が壁面に沿うて並んでみる︒
きねんひ
﹇記念碑﹈︵名︶2 記念碑

にある楠木正成の銅像は︑此の廣

きねんひ

記念碑

きの

きのふ

場のうちにあるのだ︒

きねんひ

九6010國 高い建物が︑まるで墓場の

かつすけ

石塔か︑記念碑の林のやうに︑によ
ひ

きによきと立ってるます︒

キノフ

中尉の職死された記念碑であります︒

十型7囹 左手の岡の碑は︑乃木勝典
﹇昨日﹈︵名 ︶ 2 4

きのふ︑ぼくが學校から

ふ 昨日 昨日 ‡さくじつ

きのふ

きのう

三組7

かへって來て︑見ると︑とけい
がありません︒

ノオ作リニナッタオハギヲ

四473キノフ︑私ハ︑オカアサン

531
きのたかさ一きまる

きのたかさ ︹課名︺2 木の高さ

七目9 第八 木の高さ
﹇紀貫之﹈︹人名︺1

七286 第八 木の高さ
きのつらゆき
節滋
きのつらゆセ

断

十一61 紀貫之 やどりして春のや

きのどく

まべに寝たる夜は夢のうちにも花ぞ
散りける
﹇気山﹈︵形状︶4

氣のどく氣の毒3おきのどく

きのどく

きはく
みると︑︿略﹀︑一脈の氣醜がりんと

しかも︑此の翼翼は決して

して身に迫るのを畳える︒

十一梱1
荒々しいものではない︒

此の氣品︑此の氣醜こそ︑
黄ばむ

此の氣品︑此の氣醜こそ︑

からざる氣品にある︒

十一梱4

﹇寄付﹈︵名︶1

寄附

日本刀の至寳であらねばならぬ︒
きふ

よってあまねく世人にう

いんさつ

寄附す

喜んで寄附する者意外に

﹇寄付﹈︵サ変︶1

つたへて︑寄附を募らんとす︒

十一一備6図

が︑

﹇器物﹈︵名︶1

器物

青銅の劒や︑ほこや︑矢じ
形をした器物が爽見されるのである

りや︑又銅鐸といって釣鐘のやうな

どうたく

十ニー31

きぶつ

として進みたり︒

多く︑此の度は製版・印刷の業着々

十一柵7図

︽ースル︾

︽一 きふ・す

今年も隣の柚子が黄ばん

﹇黄﹈︵五︶1

日本刀の至寳であらねばならぬ︒

十一梱4
きば・む
ン︾

だ︒

十二772翻

﹁ニッポンー

﹇気分﹈︵名︶1

氣分

たぬきの舟はどう舟︒

五月の太陽は︑︿略﹀

きばう
きぼう ﹇希望﹈︵名︶4 希望 希望

きばう

十一371幽

限

老二者の言に深く感動した

りなき希望と霊光を田園に投ずる︒

宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ

十一739

ながら︑

さうして何年かの後に︑き

つとあの槍に登らうといふ希望を抱

十一㎜1

彰考館を設け︑自ら其の

しやうかう

きながら山を下った︒

十二439

額を書いた時の輝かしい希望︑それ

﹇擬宝珠﹈︵名︶1

擬寳珠

ぎぼうしゅ

らが今平な感激となってよみがへっ

て來る︒

三條の大橋が朝もやに包ま

キマル

なさることがきまりました︒

きま

ちゑのある神様のお考で︑神様方の

思ひかねの神といふ︑還そう

かけ出し︑逃出し︑逃げまは

鬼がきまって︑ばらく

︽ーッ・ーリ︾

り︑

と

四724圃

る

きま・る ﹇決﹈︵五︶12

マシタ︒

四254 キマリガワルイト思ヒナ
ケッシ ウセン
ガラ︑ボクハ決勝線マデ走り

﹇決﹈︵名︶一 キマリ

く彼方には︑

れ︑其の擬寳珠の一つく薄れて行

ぎぼうしゅ

十一119

ぎぼうしゅ

かめば︑さくくと歯切
騎兵

朝の氣分を新にする︒

﹇騎兵﹈︵名︶2

ました︒

﹇規模﹈︵名︶1

に知らる︒

だ古きと︑規模の大なるとを以て世

七悩3園此の前の村會で戸敷割がき

上ヲ走ルモノトキマツテ居タガ︑

十二66図此の社は︑建築様式の甚 六価3 昔カラ︑船トイヘバ︑詞章ノ

きぼ

規模

八566 騎兵が土をけって走るのを見 五24

たちの前を通り過ぎました︒

云ふと︑騎兵の一隊が︑勇ましく私

八518．馬のひづめの音がして來たと

きへい

れよく︑

十一一793囲

きぶん

三664尊命うさぎの舟は木舟︑きまり

ワタクシバ︑オニガシマ きぶね ﹇木舟﹈︵名︶1 木舟

﹇吉備団子﹈︵名︶4

から疾騙する︒

きびだんご
ダンゴ

一596囹

キビ

十塁・幾百皇の自動車が︑後から後

四131 天人のしをれたやうすをきばや ﹇気早﹈︵形状︶1 氣早
見て︑れふしもきのどくに思
十一一榴8 氣早なパリー子を乗せた幾
ひました︒

六978囹 ほんたうに氣のどくだった
が︑けががないのが︑まあ︑何より
のしあはせだ︒

七備2園此の大金が無かったら︑氣

キビダンゴヲコシラヘテクダサ

へ︑愛唱タイヂニイキマスカラ︑

﹁ニッポンー

ニツケタモノ

が違って死ぬやうな事になるかも知

イ︒

一623園

ハ︑ナンデスカ︒﹂
﹁オコシ

ノキビダンゴ︒
一643囹

ハ︑ナンデスカ︒﹂

﹁ニッポン一

﹇気品﹈︵名︶2 氣品

しかも︑ 日本刀の貴さは軍
に美のみではなくて︑ 其のをかすべ

十一㎜8

きひん

ノキビダンゴ︒

ハ︑ナンデスカ︒﹂

一664囹﹁オコシニツケタモノ

ノキビダンゴ︒

ニツケタモノ

﹁オコシ

れない︒氣の毒なことだ︒

十一徊1 聾唖學校で氣の毒な子供た
﹇着身着儘﹈︵名︶1

ちを教へるやうになると︑
着のみ着のま＼

きのみきのまま

六964 一度運び出した荷物も焼いて
しまひ︑着のみ着のま㌧で︑逃げて
來られたのださうだ︒
きば
﹇牙﹈︵名︶1 牙

きば

十98 去年︑先生に連れられて來た
きば

氣碗

時︑こ＼で忠犬ハチ公や︑マンモス
の牙などを見てか ら ︑
さはく
﹇気迫﹈︵名︶3 氣睨

きはく

さや

十一柵10 鞘を彿って︑じっと眺めて

きみ一きめる

532

まった時︑あなたは納税免除といふ
ことになったので す ︒

があり︑位置もきまってみるのです

君﹇▽いってんの

一命を捨てて︑君の御恩

いはほとなりてこけの

君が代は千代に八千代に

をしみぐ思ふ︒
九研3図圏
さゴれ石の
むすまで

十212國困
に報ゆるためには候はずや︒

一つもて君を祝はん一つ
氣味←ぶきみ

もて親を祝はん二もとある斎

十伍5図面
﹇気味﹈︵名︶3
僕が手を出すと︑骨だけが黒

先生は︑知合の二者から人

く見えて︑何だか部費が悪かった︒
いしゃ

りです︒

七481団

君は軍人が好きだから︑今

日は少し兵螢生活の様子をお知らせ
しませう︒

たちも槍へ登れるよ︒

十一伽5園もう二三年たったら︑君

四938園君らの背中の上を歩

きみら ﹇君等﹈︵代名︶2 君ら

の陸まで並んでみたまへ︒

いて︑かぞへてみるから︑向かふ

君は幾つだ︒

七輪5圏

君らは︑うまくだまされ

九425図園庭こそ君は其の良馬を求

たな︒

四956園
君︑始めて來たね︒

めて︑主君のおほめにあっかり給へ︒

九978園

萬一射損ずるならば︑一切

馬にまたがり︑海中に乗入れたり︒

折りて自害せんと︑かくごをきめて︑

八994図

君も︑これから度々來るとき・む ﹇決﹈︵下二︶1 きむ ︽ーメ︾
い＼︒

九981囹

名所見物に雨がい﹂と言ふ
のは︑恐らく天下に君一人だらう︒

十381囹

君︑とんぼを取るんだらう︒ぎむ ﹇義務﹈︵名︶3 義務

を

ば

十一価4園

よ︒

きみたち

さあ︑君ものぞいてごら

﹇君代﹈︹題名︺1君が代
さトげつト

﹁君が代﹂のラッパが奏せら

君たち

船長の義務だ︒

墾の義務といふことを強く感じれば︑

十帽4園あ﹂いふ風に︑みんなが選

選學は自然眞劒になる︒

又︑陪審員になった場合に

﹇木村正＝︹人名︺

は︑それを暴民の義務として忠實に

十二鵬3

勤めること︑

木村正一

きむらしょういち

1

とても助らぬとかくごをきめ

﹇決﹈︵下一︶8 きめる ︽⁝

生の皆様へ

き・める

メ︾

た︒

七335

七鵬9囹

村會でさうきめたのですか

一間々々持場をきめて働け︒

君子︑朝顔の芽が出ました 七801園 百間の場所を百に割って︑
﹇君達﹈︵代名︶1

七413園

君は︑泳げるやうになった きみこ ﹇君子﹈︹人名︺1 君子

れ︑衛兵隊は捧銃の敬禮を行ひ︑

ゑいへいたい

九387

きみがよ

とは感心だね︒

君の仲間とぼくの仲 十二928囹 君︑こんなに早くお参り 八281国 年月日 木村正﹁ 四年

ん︒

十7410囹 船と運命を共にするのは︑

誰だ︑君は︒
君︑今どうしたんだ︒

十615園
十一489囹

十795園

あの嘉味の悪い實験から︑

顔かたちの異なる君︑
若し彼の地に行かば︑人に怪しまれ︑

十一9510図園

抱いて奮闘するんだね︒

道雄君︑君も一つ大志を

の耳をもらって來ました︒さうして︑

十一478

君︑かちく山ごっこを

君

やがて三年目の夏がやって來ました︒

三637園

きみ ﹇君﹈︵代名︶21

四926園

のだ︒

三674園君のこぐのがへたな

三648囹さあ︑ぼくはうさぎ︑君 或は一命も危からん︒
十一鵬5園 君︑今夜うちへ心ないか︒
はたぬきだよ︒

しょうよ︒

十﹇786園

氣味の悪い實験を始めました︒

十一467

十1310

きみ

九995 これらの星にも︑名前や垂垂
が︑

せ

九術3 子馬の名は北斗ときまりまし
た︒

い

九樹8 長い滑走の後離陸すると︑や
がて方向がきまって︑左に伊勢湾が
はるかに績く︒

く切腹といふことがきまった︒

十榴10 正月が過ぎて︑二月にいよ
十一柵3 雨雲はきまった形がなく︑
空一ぽいに薄黒くおほふもので︑齪
雲と呼ばれてゐます︒

十二353園 細工のうまい大工が︑必
ず人にほめられるときまってはみな
い︒

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ さ う し て ︑ こ ＼ ま

に用ひられるとはさまってみない︒

十二357圏 道の修つた者が︑必ず人
十二904

で來ると︑きまったやうにをぢさん
﹇君﹈︵名︶5

は涙ぐむのである︒

間と︑どっちが多いか︑くらべ

きみ

てみよう︒

なるほど︑君の仲間は

きみ・おおきみ・おんおばぎみ・げん

を ぢ

叔父さんや叔母さんもおか
はりなく︑君も元氣ださうで︑何よ

七473団

さうですね︒

五908團

ずるぶん多いな︒

四936園

じのきみ・ちちぎみ・ばんじょうのき

ぞ

み・むらさきのきみ・わかぎみ
こ

見送りし 去年の今頃︑ 此の花の

垂葉6図圃 なつかしき師の君を︑
盛りなりけり︒

くせいは 今年も咲きで︑ 師の君

九欄6図圃 秋の空︑香も高く︑ も
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きもち一きゃく

ら︑納めなくてもよいのです︒
姿も美しく上品に見えましたので︑

八364 萬壽を呼出しましたが︑顔も
さっそく舞姫にきめました︒

な氣持を與へてくれるものはありま

七M9

はしょったりしました︒

の一部なりや︑世界の人の久しく疑

︵感︶一

ギャオ︒﹂

ギャオ︑ギャ

此の色の美しい佛法僧は︑書

﹇客﹈︵名︶7

客﹇▽おきや

その客は︑水夫に向かって︑

﹁そんなに代々舟の上で死ん

客は︑次第にかへって行きま

客を呼ぶ聲笑ふ聲鉢巻し

身ぶり手ぶりもお

妻は早くも夫の死を察し︑見

しょくたく

すると︑向かふの食卓に

て私をさし招いた︒

すわってみた夫婦の客が︑手をあげ

十二悩5

乗ってみる︒

夫から︑村の客まで幾十人がそれに

十二2510

した様子を見せなかった︒
すみじ
荷主・炊事夫・舵夫・雑役

舞の客に降しても︑あへて取りみだ

十776

もしろい︒

めたバナ・屋の

七382圃

した︒

六296

か︒﹂と︑客がふしぎがると︑

でも︑舟がこはくはないのです

五676

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑

五664

く・おきゃくさま

きゃく

たゴ﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

の間盛に高い木から木へ飛んで︑

九657

おっとせい

﹁ギャオ︑

問とする所なりしが︑

ぎやおぎやお

十一価4

﹁ウォー︑ウォー︒﹂

オ

の鳴く聲︑ほえる聲︒

父は︑︿略﹀︑大弓を井戸端へ

ら冷水を浴びせかけた︒

七衛2

で川へはいって行った︒

着物をぬいで頭にのせ︑一人

せん︒

十一鵬11 長さ・幅・厚さの釣合の取
そり
れた形︑氣持よくぐっとはいった反︑

八171囹明日の二心︑赤い帽子をか

連れて行き︑着物をぬがせて︑頭か

てくれる子供たちや家臣の者は︑後

しかし︑自分の氣持を知つ

を縫いで必ずこれを成し遂げてくれ

十二455

一米にきめて置くと︑︿略﹀︑振る時

八725 しかし︑綜の長さを一米なら
間は同じです︒

翌日︑蕃人どもが役所の近く
に集って居ると︑果して赤い帽子を
かぶり︑赤い着物を着た人が來た︒

中には︑日本の着物を着て︑

帯をきちんと結んだ女の姿さへまじ

八佃1

つてみる︒

樺太は島なりや︑又大陸

︵感︶ーギャギャ

ぶって︑赤い着物を着て︑こ＼を通

着て︑

そびえ立ち︑
着物

目のとゴく限りは︑着物でも

一扇をゆったり使ってみる︒

着物をはぎ取らんとて︑或
夜︑町はつれに出でて人の上るを待

九伽2図

身分いやしからざる人︑あ

ちみたるに︑

九欄4図

た＼かげなる着物着て︑笛を吹きな
がら歩み來れり︒

白い着物の上に山吹色の着

白い着物の上に山吹色の着

十︻929図

からふと

物を重ねてかけ出して來た女の子は︑

十一174

何といふかはいらしい子であらう︒

物を重ねてかけ出して來た女の子は︑

轟の皮を着物にして着て居る︑ 十﹇173

おかあさんは︑ねて居る赤ん

ぎゃぎゃ

るであらう︒

雪の

八176

九859 しかし︑二才は腹をきめた︒

す︒

四31圏
からだに

八捌4

染まるやうな眞青な水だ︒

れふしは︑そばへ寄っ

て︑よく見ました︒れふし﹁着物

れふしは︑その着物を

麻の着物を着た人が︑油紙の

九柵8

る︒

足袋にはきかへたり︑着物のすそを

七93

みんなが︑くつしたをぬいで ぎもん ﹇疑問﹈︵名︶1 疑問

ばうのそばで︑着物を縫って居られ

六823

小さい神様でした︒

五594

でございます︒

四悩5園もし︑それは私の着物

た︒

取って︑持って行かうとしまし

四号1

四榴6囹 こんなきれいな着物は︑
まだ見たことがない︒

だ︒

四偶6囹

青空高く

三164園赤いきものをきてゐま

のきものをきてゐますか︒

三162園この人は︑どんないろ

る者の首を取れ︒

と思ふりつばな人を自分できめて︑

十M4囹 選塞といふものはね︑これ きもの ﹇着物﹈︵名︶21 きもの 着物
自分で投票するものです︒

十二旧11 裁判について誰でも心得て
おくべきことは︑民事裁判では︑裁

氣持

判できめられたことに服從すること
﹇気持﹈︵名 ︶ 1 0

であり︑

きもち

日が氣持ヨク照ツテヰマス︒

五253 ユフベノ雨ガハレテ︑青葉ノ
上二︑

い㌧氣持だ︒

五825ざあっと︑つめたい水をかけ
ると︑

六髄2 まして︑けがをした者や︑つ
ぶれた家の下敷きになった者は︑ ど
んな氣持であったらう︒

七262 若々しい緑の苗が出揃って行
くのは︑見るから氣持のよいものだ︒

九燭9 北八は︑外持好ささうに歌を
歌ひ出しました︒

聖書6 まるで道中すごろくを飛んで
行く氣持だ︒

十143 秋の空が青くすんで氣持がよ
い︒

十一m1 昔から月程やさしい︑平和

ぎゃくしん一きゅう
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ぎゃくしん ﹇逆心﹈︵名︶1 逆心
十二塒9 すでに大政を奉還した彼に︑
逆心などあるべきではないが︑しか
し何事も時勢であった︒

さんや妹は︑何を取ったのか︑きや
りました︒

球

ました︒

五14

ま一文字に︑追ひかけて︑

つかまへ

急に︑矢先をきゃうだい

其の年は花候が不順で︑九月

羽のつばめが急に落ちて志ました︒

の中頃急に寒くなり︑雨が降納きま

八86

した︒

へ や

床にかざれば︑

急に明かるい部屋の中︒

八891韻福懐子︑

先生はいつも眞先に立たれて︑

ほんのりと

八919

急な坂にか＼ると︑︿略﹀︑掛聲を掛

けて僕たちをはげまされた︒

しかし︑二一二米空中に上った

九528囲

いたる所︑町は急な坂にな

皆さんに見送っていたゴい

つてゐます︒

九509團

行機は地上に落ちてしまひました︒

と思ふと︑急にふらふらとして︑飛

九143

坂が急で︑道がじめくして 寝撃9 急に世界が明かるくなった︒

急に暗くなったので︑みんな

コレカラ︑一タイ︑何ヲシヨ

た虚器があると思ふと︑急になつか

目録室へはいると︑急に汗が

流れ出した︒

九932

ウトスルノカト思フト︑私ハ︑急ニ
相手は︑急に様子をかへて︑

しくなりました︒

六379

へ

すると︑其の戸が急にぴたり

ヨーロッパの或國で︑約十萬

親方は急に言葉をかへました︒
おし
談話は筆談か手まね︑急に唖

名が呼ばれた︒

九柵9

つた︒

瀧へ行く坂道は︑ぐっと急に

秋野君がすたすたと急ぎ足に

かふもん

舟を通す場合︑閻門といふものを作

十悩8

昔から︑川の流の急な所を︑

其の前を抜けて︑急に河井君を振返

十唱1

なる︒

十432

になったと同様である︒

牛小屋から︑これまで飼って 門閥8

部屋を出ると︑急に寒い︒

や

いさうになりましたQ

居た牛を引出した時には︑急にかは

六673

ふへと︑もえ移って行きました︒

急に方向をかへて︑向かふへ︑向か

今までもえせまって來た火は︑ 九957 急に︑﹁中村さん︒﹂と︑僕の

﹁︿略﹀︒﹂といひましたQ

五995

オモシロクナツテ來マシタ︒

五77一

出しました︒

がおもしろがって︑わあっとさわぎ

五338

ころびました︒

ゐましたので︑松村君が︑すべって

五283

つ暗になりましたQ

明かるかった世界が︑急にま

の方へ向けて︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四伽6

じゃうず︑追ひじゃうず︒

急に横向︑後向︑

四742圃

︽ーエ︾

けた＼まし︑もずの音︑

野路を行く人影たゴち

消ゆ

つきやっと大さわぎをして居ます︒

十76図翻

き・ゆ ﹇消﹈︵下二︶2

ぎゃくたい・する ﹇虐待﹈︵サ変︶1
に消えて︑

霜はとく消えて︑表面のみ

梢はいっこ︒

十閥5図

︽ー サ ︾

十二粥7 リや王が姉たちにぎゃく待

ぎゃく待する

かさくと乾ける地面より︑早くも
見る︒

されてみることを探知したコーデリ
︵サ変︶1

城を抜け出でて岡崎に

﹇急﹈︵名︶2

だのぶなが

しむ︒

織田信長に見えて長篠城の急を告げ

お

十二756図家康︑直ちに勝商をして︑

至り︑急を主公に告ぐる心なきか︒

十二741図園

きゅう
をかざき

水仙・ヒヤシンスの芽の出でたるを
﹇逆戻﹈
︽ーシ︾

急

ヤは︑

ぎゃくもどり・する
逆もどりする

やうな氣がする︒

八塒8 何だか春が逆もどりして行く

すゴか

きゃっか ﹇脚下﹈︵名︶3 脚下
始めた︒

九価1 脚下には︑鈴鹿山脈がうねり

﹇球﹈︵名︶1

孝和の天才は︑圓や球など

く巧妙な働を見せた︒
急

の算法を工夫するに及んで︑いよ

十二m8

きゅう

十434 脚下には︑谷川の水が石をか きゅう ﹇級﹈﹇▽いちまんトンきゅう
んで︑しきりにさわやかな響を静か
なあたりに傳へる︒
へきぎょく

みきった碧玉の色をのべて︑しか

キフ

バ︑キフニヲカ

﹇急﹈︵形状︶43

花子サン

キンギョガ︑急二大キク
見エタリ︑マタモトノヤウニ︑

三748

シクナリマシタ︒

二417

きゅう

十一835 脚下の水は︑あくまでも澄

きゃっ︑

も死の如く沈黙してみる︒

きゃっきゃっ ︵感︶3

きゃっ きやっきやつ きやつ︑きや
つ

四樹7予言や弟が︑後からつ

六856

八84

と閉ぢた︒

七157

に烈しいあらしが起って來た︒

すると︑今までやさしさう 七35 船が沖合へさしか＼ると︑急

小サク見エタリシマス︒

三913

に見えてみたおちいさんのか

大さわぎをして

いて來て︑﹁きゃっ︑きゃっ︒﹂と︑

五373 大きい猿や︑小さい猿が﹁き

ほが︑急にきつくなりました︒
に︑︿略﹀︑あたりがあかるくな

四348夜中ごろになると︑急

やつ︑きやつ︒﹂といひながら︑さ
わいで居ました︒

七119 見ると︑向かふの方で︑雪子
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きゅうおん一きゅうじょう

十m4 急に車内がさびしくなる︒

りました︒
がみなぎってみる︒

れば︑いさぎよしとしないやたけ心

御苑
ゆるしよ

奮御苑に入れば︑木立深く︑

島御料地とて︑御二柱の神に御由緒

深き所︒

十63図

深き所︒

ぎょゑん

蓄御殿奮御苑

ぎょゑん

萬御殿藷御苑

きゅうこてんきゅうぎょえん

1

十58

きゅうじ

十価6

︹題名︺

ロシヤ少女の給仕が僕の顔を

﹇旧式﹈︵名︶1

事を運んでくれる︒
きゅうしき

奮式

見覧えてみて︑にこくしながら食

十櫃9

いてるた︒

ロシヤ少女が︑給仕をして働

と
藷御殿・茜御苑は︑もと豊 きゅうじ ﹇給仕﹈︵名︶2 給仕﹇▽お

十一576図 我は急に其の前路をさへ きゅうぎょえん ﹇旧御苑﹈︵名︶2 菖

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多
十59図
しま

大の損害を受け︑

十一研4 急にものすごい羽音を立て
て︑ロッペン鳥が一氣に飛立つた︒

十一佃2 やがて針葉樹の密林へはい
窪めぐり︑池の平筆き所に︑御茶屋
﹇窮屈﹈︵形状︶2

かくうんてい

ると︑急に快い涼しさを覧える︒
ありて︑三雲亭といふ︒
きゅうくつ

キユウ

十一佃5 道は幾分なだらかになった
り︑又ぐっと急になったりする︒
クツ

きうけい

らう︒

舎

きゅうしゃ

きうしや

鳩

はと

弱り果てた此の小乱天使は︑

まった一羽の鳩が飛んで來た︒

八787

六567

きうしう

本土の西︑近く九州と相

四國・九州の武士は︑博多の

濱に集った︒

しものせき

十一515図

四國の西には佐田岬長く

接せんとする所下臥海峡あり︒

十一516図

九州方面

﹇九州方面﹈

突出で︑九州に迫りて豊豫海峡をな

す︒

︵名︶1

きゅうしゅうほうめん

今を去る千二百年の昔︑東

國から徴集されて九州方面の守備に

十二954

救助呂

向かった兵士の一人が︑︿略﹀とい

ふ歌をよんでみる︒

﹇救助﹈︵名︶4

喜捨を受けたる此の金︑

すなはち喜捨せる人々に

幕府は諸氏に救小屋を設

ばくふ

十二備8図 けだし二時難破船しば
くあれば︑これが救助を命ぜられ

り︒

苦しみは日日にまさり行くばかりな

けて救助に力を用ふれども︑人々の

十﹇備9図

とぐく救助の用に當てたりき︒

其の志を告げて同意を得︑資金をこ

十一柵2図

る人々の救助に用ふるも︑

これを一切纒の事に費すも︑うゑた

十一価9図園

なんぱせんきゅうじょがかり

きゅうじょ

昭和六年十二月三十一日の夕
しゅびたい

暮︑大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染

八743

きうしゃ
﹇鳩舎﹈︵名︶2 鳩舎

又︑作りカケノウスイ繭ノ中 十一慨7 其のそばにある奮式のピヤ
ノによりか＼つてみるのは︑妹であ

きゅうくつ

十﹇梱10 それからも︑しばらく道が

五549

一生ケンメイニハタライテ居

みぞのやうな街路を︑きゆう
﹇休憩﹈︵名︶2

きうけい

二十分間きうけい︒

湖上に舟を浮かべて︑雄阿

﹇急斜面﹈︵名︶1

舎にたどり着いたのである︒
きゅうしゃめん

斜面

くなり︒

て︑手証を蒔くることも︑またしば
をの

宮城

をぢさんは︑先づ第一に宮城を舞み

六七6園東京騨で汽車を下りると︑

きゅうじょう ﹇宮城﹈︵名︶2

寒岳の急斜面が迫る絶壁を仰ぎ︑千
した時︑

きヒつしロつ

古斧を知らぬ湖岸一帯の密林を見渡

十一802

急

なって︑やうやく大石橋の自分の鳩

そこで五分間の休憩があって︑ 其の夜どこで休んだことか︑翌日に

きうけい

露天甲板洗となる︒
きロつ
﹇休憩室﹈︵名︶1 休
けい

憩室
九977

二人で休憩室へ行った︒

きゅうけいしつ

九358

八529園

休憩

きうけい

きゅうけい

くつさうに自動車が走ってみる︒

九儒10

ルノモアリマス︒

ゲテ︑

デ︑キユウクツサウニ︑カラダヲマ

急だつた︒
十一慨4 眼界が急に開けて︑山腹の

斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が波
のやうに績いて見 え た ︒

十一伽5 左は︑急な斜面が神秘な谷
底へ深く落込んでみる︒
十一柵7囲 空も海も急に眞暗になつ

南支那海にさしか＼ると︑

たと思ふと︑忽ち恐しい程の大雨で
す︒

十一側11囲

海は急に朗かな︑しかも濃い青さを
見せました︒

十一櫛3 ベートーベンは︑急に戸を
あけてはいって行った︒

と

菖御殿︒薔御苑は︑もと豊 きゅうしゅう ﹇九州﹈︹地名︺3 九州
ゆるしよ
九州

﹇旧御殿﹈︵名︶1

くべつきゅうこうれっしゃ
きゅうこてん

殿
十59図

島御料地とて︑御二柱の神に御由緒

しま

奮御

十二891 ところが︑突撃前の大事な きゅうこうεとくべつきゅうこう・と

奮恩

時になって︑運悪くをぢさんの輕機
關銃が急にきかなくなった︒
﹇旧恩﹈︵名︶1
ばくしん

きゅうおん

を思って︑主君の馬前に討死しなけ

十二柵3 幕臣には又︑三百年の奮恩

に行った︒

六伽7囹 宮城の前には粘い卜い廣場
しばふ
があって︑そこの芝生には松が生え
て居る︒

急停

正月の二十日︑清少納言は宮

下りました︒

十㎜7

せいどう

﹇急停止﹈︵名︶1

中へ参りました︒

きゅうていし

止

急停止する

︽ーシ︾

八梱6

ちやうど眞白な牛乳に︑緑の
を

ぢ

ゑのぐでも流し込んだやうである︒

フランスのキュニョーは︑これを車

其の後︑イギリスのトレビ

に取附けて走らせようと企てた︒

シックといふ人が︑キュ＝ヨーの汽

東京の叔父は︑︿略﹀︑色づ 十悪10

いたばかりのいちごに牛乳をかけて︑

十一752

車に大改良を加へた︒

助左衛門は︑奮然として

しかもはからざりき︑此の學に封し

燈皇建設の事を思ひ立ちぬ︒︿略﹀︒

﹇急報﹈︵名︶1

急報

十二備7図

叔父さん︑北海道のいちきょ ﹇挙﹈︵名︶1 墨

さもおいしさうにたべてみた︒

きゅうほう

ほんたうに北海道の味がするでせう︒

ごに北海道の牛乳をかけてたべると︑

烈しい制動をかけて急停止を 十一753園

なさる︒もうくと雪煙が立つ︒

九833 尼子の奮臣は︑涙の中に四散 八952

きゅうしん ﹇旧臣﹈︵名︶3 奮臣
した︒

1

九837 其の中に︑尼子の謀臣が追々 きゅうていし・する ﹇急停止﹈︵サ変︶
京都に集って來た︒

友人がそっと立って窓の戸

﹇清﹈︵形︶1 清い ︽ーイ︾

うに入込んで︑

をあけると︑清い月の光が流れるや

十﹁旧7

きよ・い

て反封ずる者甚だ多からんとは︒

兄五郎三郎は︑押取刀で其の場へか

淺吉の急報によって︑聞多の
けつけたが︑もう何も後の祭︑
丑vごきゅうよう
きうり

きうりの芽生も︑目立って大
急流
最後は又急流の岩に激し︑

︹地名︺1

奮ロシヤ

裏面には菖ロシヤの紋章と
ぎゆつと

あわてて︑ぎゆつとつかんだ

︵副︶1

キュニョー

きょう

梯子を買ふのだ︒

はちまん

新羅三郎殿︑京よりはるぐ兄八幡

しんら

十二522図園昔︑後三年の合職に︑

汝は大儀ながら京へ上り︑

殿の陣中に参られし時︑

十二541園

これは京に住まひ致すわ

急いで求めて参れ︒

十二551園

孔子が︑弟子たちを連れて

る者でござる︒
きやう
きよう ﹇匡﹈︹地名︶1 匡

匡といふ所を通った時︑突然軍兵

きやう

十二314

﹇郷﹈←しぜんきょう

﹇経﹈←いっさいきょう・お

に園まれたことがある︒

きょう

きょう

蒸氣機関が出来たのは︑︿略﹀︒ きょう

︹人名︺2

一艦︑何だつて京の眞中で

なすも︑きうりも︑みんな暑きょう ﹇京﹈︹地名︺4 京﹇▽にしの

﹇胡瓜﹈︵名︶3

五828

十餅1

キュ一一ヨー

ら︑後足が取れてしまった︒

六243

ぎゅっと

ロシヤ文字が見られる︒

十一鵬2

きゅうろしや

荒波の岸に碑けるやうな調べに︑

十一剛10

﹇急流﹈︵名︶1

きくなりました︒

六伽4

して居る︒

に︑とんぼが止ったり︑はなれたり

きうりにそへて立ててある竹 九幽7園

さうにぐったりして居る︒

五827

きゅうり

きゅうよう

一瞬で谷底だ︒急停止して振返る

宮殿ε

と︑

九8410 此の聲が四方に呼掛けでもし 八937 眞一文字に滑り下った︒︿略﹀︒ 十819
しゅん
たやうに︑今まで敵に附いてみた蓄
臣が︑績々と勝久の所へ集った︒

﹇宮殿﹈︵名︶6

バチカンきゅうでん

きゅうしんたち ﹇旧臣達﹈︵名︶2 薔 きゅうでん

十二㈱6 徳川の恩義を思ふ菖臣たち

臣たち

光くさんの兵隊に守らせて︑いばつ
てやらう︒
いかるがのみや

十一338

殿斑鳩宮があった︒

太子は︑其の宮殿の一室で

憲法十七條を書かれ︑又佛教の研究

けんぱふ

十一339

大神︑其の面心の厚きを

をせられたのである︒

十二64図

賞して︑命のために壮大なる宮殿を
壮麗な宮殿が幾むねも立ち

造らしめ給ふ︒

十二梓10

だいだいり

北に大内裏の宮殿を仰ぎ︑

並び︑其の黄金色の瓦屋根が青空に
輝かしい︒

十二価9図

らじゃう

牛乳

く略V︑南端に羅城門をふまへたる
﹇牛乳﹈︵名︶3

古の奈良の都は︑

ぎゅうにゅう

きゅうりゅう

もと此の地に聖徳太子の宮

六278囲 一つりっぱな宮殿を建て︑

あんど
奮臣たちは︑ほっと安堵の

が︑おめおめと江戸城を明渡すはず
はない︒

十二繊！1
胸を撫下した︒

お暇を頂いて︑宮中から自分の家へ

十価8 七日に︑清少納言は︑正月の

お飾りになることになりました︒

十佃9 正月の三日に︑お后は宮中へ

殿にいらっしゃいましたが︑

御休養のため︑宮中から下って或御

きゅうちゅう ﹇宮中﹈︵名︶4 宮中
きさき
十983 一條天皇のお后は︑其の頃︑

し遂げたのであった︒

を容易に征服して︑急速の進歩を成

たればこそ︑我が國人が西洋の数十

十二襯11 日本人の天才と錬磨があっ

きゅうそく ﹇急速﹈︵形状︶1 急速

きゅうしん一きょう

536

537
きょう一きょう

きょう

﹇鏡﹈﹇▽け ん び き ょ う ・ せ ん ぼ

﹇橋﹈■Vき ん も ん き ょ う

﹇境﹈n▽しんぴきょう・へいわ

きょう

きょう

きょう

ケフ

けふ

うきよう・ぼうえんきょう・ぼうえん
きようでみたつき
﹇今日﹈︵名 ︶ 7 3

今日 ‡こんにち

きょう

白鳳1園 けふは︑おれいに︑りゅ
うぐうへおつれしませう︒

四513囹 ケフハ︑コンナニモミ
ガホシテアルカラ︑ヲヂサンモ︑
ヲバサンモ早クカヘルヨ︒

四 5 2 4 圏 山ではたおる山がら
は︑ けふも︑朝から︑ とんく
からり︒

四 5 9 7 園 私は︑けふあなたが

五902

今日

秀吉の援軍が今日來るか明日

もを掘りませう︒

來るか︑それを頼みに勝久は城を守

天窓の好い夏の夕方︑油蝉の 九882

つた︒

今日は日曜日なので︑僕は朝

れんだい

今日は水が多いので︑連皇で

なくては越せないといふことです︒

九研9

から圖書館へ出掛けた︒

九927

子は︑今日こそと穴から地上へはひ

今日は村長が居られません
汐田に立てば︑
秋びより︒

雀見上げて
今日もからりと

七悩3圃

が︑後でよく話しておきませう︒

工匠5園

出します︒

七963

けふも︑午後︑夕立が來さう 七761園今日の供はかなはぬ︒

になったが︑とうとう降らなかった︒

いかくでせう︑けふ一日だ

け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

五瑠7園

村の鎭守の神様の︑

ちんじゅ

それでは︑けふは山へ行つ

海へ魚を取りに行く事にしては︒

五M5囹
てみよう︒

六143圏

晴れてみる割合に︑今日は遠

望がきかない︒

或日︑今日はお花見といふの 九牛2
で︑御殿は人ずくなでした︒

たいわん

聞けば︑軍人さんは今日午後

福岡へ飛び︑明日は更に皇滑へ飛ぶ

今日は︑兵隊さんが私の家に 九塀9

今日は︑平地でも飛べるだら

まロつ

り

こロつ

ばくふ

今日も毛利侯の御前會議で︑

けん
今日の記念に献ずべし︒

今日降った雪だけは取除く

雪は今日までありましたか︒

今日︑ねえさんがお嫁入す

﹁もの言ふおもちゃ﹂の研究に齢念

十一4711 今日も相攣らず︑︿略﹀︑

る︒

十一382

書いて見せた︒

十一228 今日も源氏は紫の君に圭里を

十鵬9園

やうに︒

十佃5園

十923図圏園

語る言葉もうちとけて︑

十904図圃昨日の敵は今日の友︑

する武備を主張した︒

氣鋭の井上聞多が︿略﹀︑幕府に射

みのうへぶんた

十786

の生まれ給ひし日なり︒

九悩10図園今日は︑我が皇太子殿下

のださうだ︒

今日は元日でございます︒

も泊るといふので︑急いで學校から
八878園

今日は朝から︑野田先生に山

明治三十六年十二月十四日︑

なぎ
今日はすばらしい凪だ︒

九151

を飛ばせようといふのです︒

今日こそ︑二人の苦心に成る飛行機

九135

心心8

た︒

のスキー場へ連れて行っていたゴい

八905

婦って來ました︒

八585

である︒

八124園今日︑始めてつばめを見た 九二5 殊に今日は︑風もない秋日和

今日は︑うちの稻刈だ︒

は︑めでたいお祭日︒

六211

平生元氣なをばさんも︑今日

今日︑又ばくらうが來ました︒ 八434

よ︒

六668

一番しよんぼりとして︑さびし

六991
は︑
さうに見えた︒

今日も︑おだやかな冬の日が︑

暖い日曜日ですから︑今日は

一ぽいにさしこんで居ます︒

六欄7

七396

今日も︑又︑新しいのが二つ
昨日雨が降ったので︑今日は

うと思はれました︒

て︑今日の天氣はどうかと空を眺め

今日はお天氣も好いので︑午 九343 副長もはや上甲板にあらはれ
後︑︿略﹀︑にいさんと朝顔を鉢に植

る︒

君は軍人が好きだから︑今 九417図囹御身は︑何とて此の金の
あることを今日まで我に語らざりし

七481圏

ゑました︒

七457

六つも芽が出ました︒

七436

出か＼りました︒

七432

に起上りました︒

朝顔の種をまかうといふので︑ひる
こ＼においでになると聞いて︑
お待ちしてみたのです︒
から其の用意をしました︒
きのふ
四842 ケフハ︑ニイサンが入螢 七423 昨日の芽が︑今日はまっすぐ

けふは節分で︑豆まきの

スル日デス︒

四繊1
日です︒

ト

供へてけふのひなまつり︒

四協4圏 あられひしもちお白酒︑
ご

ない

いて︑外宮へおまるりし︑けふは内

げくう

五68囲 きのふ︑午後︑こちらへっ
くロつ

宮へおまるりしました︒

日は少し兵鶯生活の様子をお知らせ

五54一 ケフノオ三日ハ︑ウチ中︑目
ガマハルポド︑イソガシウゴザイマ

今日は︑これからじゃがい

そ︒

今日も無事に終りま七た︒ 九685園

しませう︒

七508團囹

シタ︒

五857 けふから夏休だ︒

きよう一ぎょうじゃさん

538

がありません︒
う

みたて

十936図

老人靴を橋下に落し︑張良

今日

﹇▽だいにっぽんていこく

に向かひて︑﹁︿略V︒﹂と言ふ︒

有爲の奥山今日越え きょうかい

ゐ

といふ歌をよんでみる︒

くて大君のしこの御楯と出立つわれ
は
きょうかい

nVふくだぎょうかい
﹇今日限﹈︵名︶1

今日限り五十人にへらす

きょうぎ

﹇行儀﹈︵名︶1 行儀呂お

﹇▽りくじょうきょうぎ

ぎょうぎ

﹇供給﹈︵名︶1
じゅえう

供給

物のねだんは︑主として︑物
を買ふ方即ち需要と︑物を費る方即

八擢2

きょうきゅう

ふりかけました︒

程︑行儀よく並べて︑其の上に土を

七405

紀伊國へ行幸の御供をした

きいの

時︑赤人が作った歌である︒

十二992

ぎょうこうなさ・る ﹇行幸﹈︵五︶2

昔︑元正天皇がわざく行

行幸なさる ︽ーッ︾

幸なさった言泉といふのがこれだ︒

れいせん

十408園

三下

わざくこ＼に行幸なさったといふ

十417汐時の天皇がおほめになって︑

話だらう︒

おうべい

當時欧米の皇籍は︑ひそか

きょうこく ﹇強国﹈︵名︶1

に我が國をうかゴつてみたのである︒

十二鵬7

四條通・京極・河原町など

又無邪氣で黒汗なアメリ

くわつばつ

﹇教室﹈︵名︶3 教室

むじゃき

九548團

きょうしつ

華やかである︒

に繁華が集って︑夜は電飾の輝きも

十一133

箱に土を入れ︑よい種を二十 きょうごく ﹇京極﹈︹地名︺1 京極

ぎょうぎ

ことに︑御同意を願ひます︒

十二備1園

限り

きょうかぎり

有爲の奥山今日越えて︑ ぎょうかい

淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

十二稲10図魍圏
て︑

十二価5図圃
淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

十二搦5園そこで︑今日は︑我が王
國を三分して︑三人の娘たちに與へ

器用

今日から︑そなたの所で

ることとする︒

十二帽4園
﹇器用﹈︵形状︶1

世話にならう︒

業
いんさつ

話しながらも︑二人の手が器

﹇業﹈︵名︶2

自分が修史に志してからす

カの子供が︑教室ではお行儀のよい

くわん

小學校をたつねて見ると︑

みんなが︑明かるい教室で︑如何に

教室の外は︑うら＼かな初

も隠隠よく勉強してゐました︒

夏だ︒

十﹁384

さん

修行者は︿略﹀羅刹に問

ひかけた︒︿略Vわしは︑何も知り

平屋にして︑行幸ありし時の玉座︑

本宮・新宮・那智は︑世に

十二柵11囹
十櫛3図

今も其のま﹂に訂せらる︒

十61図御殿とは申せど︑質素なる ぎょうじゃさん ﹇行者﹈︵名︶5 行者

行幸

十269国

ち供給との關係によって︑高くも

ト

行啓

でに長い月日を過したが︑其の業は
ち

﹇行啓﹈︵名︶1

十610図此の御苑は︑︿略﹀︑昭憲皇

ぎょうけい

のにも︑すっかり感心しました︒
境域

なれば安くもなるのです︒

きょういき

茂った森林︑豊かな平野︑

橋下

﹇行幸﹈︵名︶3

太后かぎりなくめでさせ給ひて︑し

日本人は︑日本語によって教
﹇橋下﹈︵名︶2

ぎょうこう

魚に富む川︑廣い牧場のある此の境
﹇教育﹈︵サ変︶！

ばく行啓あらせられたりとそ︒
きょういく・する

域の領主と︑そなたをするのだ︒

十ニー3！0園

﹇境域﹈︵名︶1

遅々として進まぬ︒

十二454

着々として進みたり︒

十一宙8図此の度は製版・印刷の業

ぎょう

用に動く︒

十671

きよう

十一498 今日こそ其の實験の日です︒

十一柵9園今日は︑あの山よりもつ
と古同く登るのだぞ︒
やりがだけ

るさうだが︑今日は何も見えない︒

十一榴3 槍悲母の他の山々も見え
十一佃3国 地中海を航して︑今日は
長いと思った欧洲航路も︑

すでに三日目︑

十﹇旧10困

今日まで殆ど退屈するいとまもない
中に過ぎて︑しきりになごりが惜し
まれます︒

十一塀2浜弓のなごりに︑今日は此
の一箇月の思出を書いて見ました︒
撃の壮観が思ひやられる︒

十一四5 そゴろ︑今日の敵飛行場爆

十二211三囲古前にたまぐしとりて
うねび山たかきみいつをあふぐ今日
かな
十二425 三日ほど降績いた秋雨がか
らりと晴れて︑今日は一だんと冷氣
が護り︑かすかな寒さをさへ感じる︒

十二526図題 今日より後は︑力を合
はせて三家の再興を計り︑父上の御
憤りを休め奉らん︒

きょうか

育されなければならないからである︒

九㎜5

十二874園 今日は︑午後から大分冷 教育する ︽iサ︾
えますね︒

今日は︑わたしの上官や

職友の命日なんだ︒

十一一932園

信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

十二

十二川9囹

わしのたべ物といふのは

だめだ︑行者さん︒

ませんよ︑行者さん︒

こと︑数十回の多きに及べりとそ︒

熊野三山と構せられ︑古言朝野の尊
下にた＼み重なる岩間を縫ひながら︑

2囹
分流曲折して橋下へ注ぐ︒

十二947囹 今日はお参りなので︑皇 十453 正面にや＼遠くか＼る瀧は︑
今日よりはかへりみな

后陛下から賜はつた義足をつけたが︑
十一一956画革

539
きょうじょう一きょうと

ね︑行者さん︑人間の生肉︑それか
らのみ物といふのが人間の生き血さ︒

十二 9園 二文句と︑行者さんの腔
と取りかへてもよいといふのですか
い︒

﹇橋上﹈︵名︶2

橋上

十二脳2囹 たったこれだけですがね︑
行者さん︒

きょうじょう

あの恐しい形相から︑どう

じっと其の物すごい形相を見つめた︒

十二稲8

ども兄弟は︑まこころをもって︑お
仕へいたします︒
中隊南殿がおとうさん︑班

長殿がおかあさん︑僕等は子供で︑
同じアメリカ合衆國に︑ライ

若い男が︑靴を縫ってみる︒

きやうだいは︑たゴうつと

す︒

さ

もちみつ

笛の名人用光は︑或年の夏︑

土佐の國から京都へ上らうとして︑

と

七325

鹿介は︑身をやつして京都へ

船に乗った︒

上った︒

九834

てふ

職國の世とはいへ︑京都では

花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれて

九835

みた︒

九837 其の中に︑尼子の菖臣︑が追々

其の頃︑京都の或寺に︑人品

京都に集って來た︒

九839

勝久は危くのがれて︑再び京

のよい小僧さんがみた︒

九868
きやうだいは思はず叫んだ︒

九川9

二人は長い梯子をかつぎなが

とうく京都に來ました︒

都へ走った︒

十一欄5

九緬1

ら︑京都の町を見物して歩き廻りま

きやうだいは口を揃へて言
つた︒

正暦五年十二月十日過ぎの

しやうれき

した︒

十981

七日︑京都では︑雪がかなり降りま

りて頼朝涙を押さへ︑﹁︿略﹀︑兄弟

十一一5111辛皮

義経も︿略﹀︒や＼あ

十一齪5

りとして感に打たれてみる︒

十一籾1

耳には不思議に響いた︒

最初の一音が︑すでにきやうだいの

︿略﹀は︑妹であらう︒︿略﹀︒其の

十一旧8

たふれたり︒

十177図物をも言はず兄弟同じ枕に

トといふ兄弟がゐました︒

九113

兄弟のやうに仲好く助け合って︑

七537囲

兄弟←えうかしお

きゃうだ

してこんな聲が出るかと思はれる程

きやうだい

﹇兄弟﹈︵名︶17

美しい聲である︒

い

きょうだい

とうかしきょうだい・くもたろうきょ
うだい・ライトきょうだい

百合若はうち死をいた

しましたから︑私たちきゃうだい

四脳2園

てみました︒

十935図 張良︑或時橋上にて白髪の 四柵6 百合若は︑けらいの雲太
郎雨太郎といふきゃうだいの
一老人に會ふ︒
ものを連れて︑その島へ上っ
浮人

ば︑しばらくありて老人來り︑

十957図 夜半より起きて橋上に行け
﹇匡人﹈︵名︶1

の力で︑敵をすっかり追ひは

十二3110 不幸にも︑孔子の顔が陽虎

きょうじん

らってまみりました︒

急に︑矢先をきゃうだい

の情を忘れず︑一家の大事にはせ加

すべて優にやさしいのが京

しかし︑京都はた団古い歴

近郊二十七市町村を合はせ

な ら

其の上︑京都・奈良をしの

て古美術を以て満たされてみる︒

ぶやうな古都が多く︑それらがすべ

十二伽10

大都市である︒

た今の京都は︑何といっても近代的

十一129

史だけの都ではない︒

十一125

都である︒

十一124

した︒

境地

りしこと︑此の上もなき喜びなり︒

京都
京都﹇▽

そこにほんたうの悟の境地

﹇境地﹈︵名︶1

十二桝8

きょうち

がある︒

京都

京都

第三

﹇京都﹈︹地名︺16

あすは︑朝早くおきて日の
出ををがみ︑それから京都へ立ちま

五103国

きんだいきょうと

きょうと

第三

︹侍名︺2

十一目4

きょうと

おたまじゃくしには︑何回何

をりのみこと

二人は︑兄弟のやうに仲よく 十一了2
ほ

六35園申し上げるまでもなく︑私

ふ兄弟の古廟がありました︒

五麗6 昔︑火照命と火色理命とい

ほでりのみこと

なさいました︒

五633

あるのですから︑

萬といふ︑たくさんの兄弟や仲間が

五132

中を泳いでゐました︒

ぜいの兄弟や仲間と一しょに︑池の

五112おたまじゃくしは︑毎日︑大

ました︒

の方へ向けて︑﹁︿略V︒﹂といひ

四伽7

將となり︑

四二5きゃうだいは︑思ひ通り大

に似てみたところがら︑頭人は孔子
行水

を取團んだのである︒
﹇行水﹈︵名︶1

﹇競争﹈︵名︶一

キャウサ

十一欄5図圃 行水のすて所なし轟の

ぎょうずい

聲
きょうそう

きょうずる ←うちきょうずる
ウ

シマセウ︒

﹇胸像﹈︵名︶2

胸像

三364圏サ・舟ノキャウサウヲ
きょうぞう

十一781 見上げるやうなにれの葉か
げに︑青銅の胸像がくっきりと浮か
び上って見える︒

形相

十一783囹 成程︑これがクラーク博
士の胸像だな︒

﹇形相﹈︵名︶2

十二㎜7 さう思ひながら︑修行者は︑

ぎょうそう

きょうとえき一きょく
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引くやうに京都へ向かったが︑

くし
十二㎜7 關東方の使者は︑櫛の歯を

十二欄8 無事京都に着くことの出來
たのは︑たゴ宮の御使藤子だけであ
つた︒

﹇強烈﹈︵形状︶3

さい粗末な家であった︒
きょうれつ

強烈

十﹁掴3 強烈な日光に照らされた入
ぎん
道雲が︑まぶしい程︑銀白色又は銀
積雲や︑入道雲や︑かなと

鼠色に輝くのを見ると︑

ねず

十一価6
こ雲は︑如何にも壮大で︑強烈で︑

きょうとえき ﹇京都駅﹈︵名︶1 京都
騨

郷里

十柵9囹

こうしゅれい

あれは公主嶺で︑昔︑ロシ

御苑

やのコサック兵は︑あそこで教練し
たのだが︑

ぎょゑん
﹇御苑﹈︵名︶2 御苑

此の御苑は︑明治天皇御親

n＞きゅうぎょえん・きゅうこてんきゆ

ぎょえん
うぎょえん

十66図

ら森の下道・下草まで何くれと御三
ありて︑自然のま＼に造らせ給ひ︑
ぎょゑん

期には︑沿岸を走る汽車の中まで︑

漁業

十五萬が日本人で︑それが農

﹇漁業﹈︵名︶2

にしんの香で一ぽいだといふ︒

ぎょぎょう

業・漁業・商業を始め︑あらゆる職

八佃9

斗と共に漁業の中心地で︑

ほん

大泊は︑一面また西海岸の眞岡や本

まをか

樺太の玄關口といはれる

げんくわん

業に從事してみるのだ︒

十一柵3

と

十一78

近代京都が誇る鳥丸の大通 きょく ﹇曲﹈︵名︶11 曲←いっきょ

日光や︑植物の緑が︑なつかしいも

く・げっこうのきょく

を静かに吹始めた︒

最期だと思って︑用光はとくいの曲

これが名人といはれた自分の

を北へ進んで︑京都御所の御苑に入
許可

さいご

七351

﹇行列﹈

﹇許可﹈︵名︶1

ると︑

ぎょうれつ

きょか

まるで︑ありの行列のやう 十二悩11図 助左衛門は︑奮然として

自分の笛の音に酔ったやうに︑たゴ

七351曲の進むにつれて︑用光は︑
はんちゃう

年︑先づ藩廉に其の志をうったへ

燈毫建設の事を思ひ立ちぬ︒文久二

漁火

﹇御歌﹈←しょうけんこうたい

て許可を得しが︑

ぎょか

﹇漁火﹈︵名︶1

こうぎょか
ぎょか

やがて曲は終った︒

あ﹂︑あれは僕の作った

にいさん︑まあ︑何とい

て︑さつき娘がひいてみた曲を又ひ

十一欄3 ベートーベンは︑かう三口つ

ふよい曲なんでせう︒

十一価5園

曲だ︒

十一悩10園

七366

吹きに吹いた︒

に︑後から後から︑ぞろぞろとつゴ

西岸から上陸すると︑岩頭

﹇教練﹈︵名︶1

ロッペン鳥の行列だ︒
きょうれん

月影のさゴ波に砕け︑漁
火の波間に出没する夜景もまた一段

えんしふ

午前と午後に教練がありま 十一533図
すが︑時には︑朝早くから演習に出

漁獲

漁期

ベートーベンの﹁月光の

に書上げた︒

ともせず机に向かって︑かの曲を譜

き始めた︒
かうした作業が五時間も績
まんさい
一萬尾に近い漁獲に船は満載
十﹁撹10 さうして其の夜はまんじり

﹇漁獲﹈︵名︶！

いて︑

十一8811

ぎょかく

のおもむきあり︒

﹇教練﹈︵サ変︶3

死活當時は︑寒風吹きすさ

﹇漁期﹈︵名︶2

である︒

ぎょき

十二悩2園

あなたのために︑日本の

のは此の曲である︒

曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

本島で︑にしんの漁期の終 十一三一
る五月下旬から︑そろそろ北千島の

中隊客殿がおとうさん︑班． 十﹁852

四五月頃のにしんの罪な漁

兄弟のやうに仲好く助け合って︑勉

十一㎜5

長薯がおかあさん︑僕等は子供で︑
強したり教練したりします︒

漁場が活氣を帯びて來る︒

七538団

に︑中々ほねが折れますが︑

ぶ管庭で教練したり︑︿略Vするの

七528圃

教練する ︽ーシ︾

きょうれん・する

かけることもあります︒

七493国

教練

は︑身動きもならぬ程たくさんな

十一鵬3

いて行きました︒

五114

行列←はなよめぎょうれつ
ぎやうれつ

ののやうにさへ思はれます︒
ぎやうれつ
︵名︶2 行列

十﹇偲6園あの熱帯の港区の強烈な

男性的です︒

﹇京都御所﹈︵名︶1

く見上げる大寺院は東本願寺であ

十一了3 京都騨に下車して︑行く
り︑

きょうとこしょ

京都御所
ぎょゑん

を北へ進んで︑京都御所の御苑に入

十一78 近代京都が誇る烏丸の大通
ると︑

きょうとゆき ﹇京都行﹈︵名︶3 京都
七64図 京都行

行

七64図 京都行
きゃう

教養

﹇京極﹈︹地名︺1

七64図 京都行
きょうばて

﹇教養﹈︵名︶1

十二鵬図 きゃうばて

ばて

きようよう

﹇郷里﹈︵名︶2

身を投出して︑人のために叩くす人

十粥4園 教養も高いし︑第一自分一

だ︒

きょうり

七島6 大將が十歳の年︑一家は郷里
へ量ることになった︒

七帽2 郷里の家は︑六畳・三畳の二
間と︑せまい土間があるだけの︑小

541

曲をやりませう︒

十二価4 さうして︑何の曲をやるの

シヤウソツ

極

やがて 曲 は 始 つ た ︒

かと︑ひたすら心に待ちかまへた︒
十一一悩6
キ カ

﹇極﹈︵名︶1

機翼

玉座

十一853

きたちしまのぎょじょう

漁場が当無を帯びて來る︒
きよす
︹題名︺1 清洲城
﹇清洲城﹈︵名︶1

清洲城

きよす

七735

きよすじょう

きよすじょう

織田信長の居た尾張の清洲城

だのぶなが

清洲

る五月下旬から︑そろそろ北千島の

本島で︑にしんの漁期の終

羽袖のやうに︑なだらかな曲線をゑ
極致

がいてるる︒

﹇極致﹈︵名︶2

しかも︑其の美の極致を︑

びぶん

お

城

︽ーシ︾

がくつれた︒

後醍醐天皇の御製に︑

ご ま
あり︑貼在する漁船は無比の胡麻粒

である︒

十一棚5團

大金字塔のそばには︑ス

きょぞう ﹇巨像﹈︵名︶1 巨像

し

エ

フィンクスといって︑顔は人間を︑

艦は獅子をかたどった不思議な石の

漁村

漁村

︹課名︺2

巨像もあります︒

ぎょそん

八目11 第二十三

﹇巨体﹈︵名︶1 巨禮

八五1 第二十三 漁村

きょたい

に盛上り︑ 白い水煙が上ったと見る

十摺2 五十米程前方の水が泉のやう

﹇魚鳥﹈︵名︶1 魚鳥

間に︑ 鯨は其の三飯を浮上らせた︒

鳥また相親しむ︒

金網で園んだ中に︑黒や黄

︵副︶1

きょとんと

田園自ら樂しみあり︑魚
＋二2410図

きょとんと

きつね

色の狐が︑きょとんとして︑目を輝

上は天皇の御製を始め奉り︑ 十一悩6

親山羊は︑去年のちやうど今

去年取った首があるはずだ︒

生まれたのは︑去年の春︑ち

今年も六月から放牧に出しま

去年︑先生に連れられて覧た

かうぎ
時︑︿略﹀︑講義室でお話を聞いたり︑

十97

したが︑去年と違って︑僕が行くと︑

九伽5

やうど櫻の花の咲く頃でした︒

九個3

八141囹

て來たのです︒

頃︑遠いく山國から︑汽車に三つ

六418

﹇去年﹈︵名︶6 去年

かしながら遊んでみる︒

野明天皇の御製で︑長歌と

淺橋にか・る巨船は︑油書
一萬二千トンの巨船の甲

漁船
ちりめん

海上一面の波は美しい縮緬で

きょねん

當時の殆どあらゆる階級の人々の作︑

した︒

ぎょせん

漁場n▽ 心隔8

﹇漁船﹈︵名︶1

板に︑瀧のやうなしぶきを浴びせま

十一幽2困

にでもありさうな圖だ︒

十一棚2

さんばし

しては短いものの一つである︒

十二川11

じょめい

萬葉集である︒

約四千五百首を二十巻に牧めたのが

十二964

︿略﹀

十一29図

いじてんのうぎょせい

﹇御製﹈︵名︶3 御製3め ぎょちょう

隅田川にか㌧つて居る︒

六榴8園

きよす
きよすばし ﹇清洲橋﹈︵名︶1 清洲橋
きよす
あれは︑清洲橋といって︑

は︑麗日︑大風で外廻りの塀や石垣

七737

極度

巨材

清し

清君

さかのぼるに從ひて賢いよ
﹇清﹈︹人名︺1

何時の頃からか︑北斗は︑清

ぎょせい

あの美しいと見た天守の内

﹇巨材﹈︵名︶1

東海丸の船禮は︑極度に傾い

﹇極度﹈︵名︶1

よって︑遂に西洋の微分・積分に封

九捌3

きよしくん

く秀で︑水ますく清し︒

十樹2図

きよ・し ﹇清﹈︵形︶1

階にものすごく力闘してみる︒

部には︑巨材が組合って︑薄暗い各

十二698

きょざい

た︒

十726

きょくど

比すべきものにまでおし進められた︒

十二佃9其の極致は︑彼の後髪者に

つた瞬間に見出した︒

私は菱の門をくゴつて二の丸にはい

ひし

十二644

きょくち

十一606図園 凍寒將卒モ︑皆此ノ

きょく
ぎくカンゲキ
成果ヲ見ルニ及ンデ︑唯々感激ノ極︑

﹇機翼﹈︵名︶1

言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒
きよく

高射砲揮をしり目に掛けながら︑機

十一僻7 あわてふためいて打出す敵

﹇玉座﹈︵名︶1

翼を連ねていうく蹄途についた︒
ぎょくざ
平屋にして︑行幸ありし時の玉座︑

十61図御殿とは申せど︑質素なる
今も其のま＼に拝せらる︒

﹇曲折﹈︵サ変︶5

︽ーシ・ ー ス ル ︾ ← ぶ ん り ゅ

下道は︑薄く曲折しながら︑

畢手

君のうちの子馬の青と超そう仲好し
﹇挙手﹈︵名︶1

になりました︒
きょしゅ

巨

僕がおじぎをすると︑みんな きよせん ﹇巨船﹈︵名︶2 巨船
﹇巨獣達﹈︵名︶1

勢よく學手をする︒

獣たち

﹇漁場﹈︵名︶1

張りをしてみる牛のやうな巨獣たち︑

とせいだ︒どっかとすわり込んで見

東岸の砂濱は︑無数のおつ

一般に本丸への道は狭く︑ きょじゅうたち

﹇曲線﹈︵名︶1

幾等に道が曲折する︒
きょくせん

十﹇297 屋根といふ屋根は︑天女の ぎょじょう

曲線

十二688 敷歩にして門があり︑殆ど 十一鵬10

曲折してみるから︑

十二6710

ず右か左へ曲折する︒

十一一663 門をく望る度に︑坂道は必 十m2

績いた︒

十一慨10 曲折した道は︑かなり長く

人を奥へくとさそって止まない︒

十3810

うきょくせっする

曲折する

きょくせつ・する

きょくせつ ←いくきょくせっ

きょく一きょねん

ぎょふ一きらきら
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映書を見たりしたことが思ひ出され
る︒

十︸216 尼さんは去年の秋とうとう
なくなって︑孫の紫の君は︑たった
﹇漁夫﹈︵名︶2

漁夫

一人此の世に残されてしまった︒
ぎょふ
あみのしま

先づこれを救はんとして船を出した

十二個3図白洲に近き藍島の漁夫︑
れども︑

きよ・める

﹇清﹈︵下一︶1

清める

魚雷

ひとつち

は︑︿略V︑ひたすら清らかな心を以

其の横の通は︑一つくの

すると︑此の二つの星の距離

星が見つかります︒

の五倍ばかりの所に︑きっと一つの

九撹1

粁の割合になってみるのださうです︒
きょり

距離が等しく︑通が十二で︑ほゴ一

きょり

九597國

︽ーメ︾且Vあらいきよめる
て︑一槌々々精魂を打込むのである︒
きょり
九394 軍艦旗を仰いで︑心の底まで きょり ﹇距離﹈︵名︶8 距離 距離
くんれん
清められた乗員は︑これから訓練に
﹇▽ちょうきょり

魚雷

ギヨライ

﹇魚雷﹈︵名︶5

取掛るのである︒

ぎょらい

魚雷ヲ打出ス時論モ︑此ノ目

ギョライ

野芝2
デ︑ネラヒヲ定メルノデアル︒
グンカン

僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ

十槻図

來ルトコロヲ︑モグリナガラ進ンデ

六佃9
行ツテ︑魚雷デ打沈メテシマフノデ

十二桝6図 助左衛門︑波のや＼静ま
るを待ちて︑漁夫をはげましつ﹂白

コレラ海ノ中へ敷設スルコトノ出來

此の門を入れば︑中央の舞

周園に破裂する敵論判を物

のを見ると︑大きな目をむい

て︑ぎょろりとにらみましたが︑

お約束だから︑そろくご

ちそうになりませうかな︒﹂と言つ

十一一悩4

キライ

て︑ぎようりと目を光らせた︒

キライ
中ニハ︑魚雷ノ外二︑機雷ヲ

きらい ﹇機雷﹈︵名︶1 機雷

六㎜9

コレラ海ノ中へ敷設スルコトノ出來

タクサン持ツテ居テ︑モグリナガラ︑

ル者モアル︒

きらい ﹇嫌﹈︵形状︶2 きらひ﹇▽お

大將が何かたべ物の中にきら

きらきら

きら

三度月々の食事に︑必ず其の

ひな物があると見れば︑

七衛9

七備1

︵副︶8

きらひな物ばかり出して︑

かな

一切白木づくりで︑金の金

きのふから降積った雪に朝日

するしやう

小川の水は銀の帯とも見え︑

きらく光る草葉の露は水晶の玉

七㎜9

と銀色にかゴやいて居ます︒

がさして︑どこを見ても︑きらく

六873

の外には︑何のかざりもありません︒

具が︑きらきらとしてゐますが︑そ

ぐ

五92圏

ました︒

三904その手には︑美しい金の
をのが︑きらくと光ってゐ

ました︒

をのが︑きらくと光ってゐ

三824その手には︑美しい金の

く

地球と月との距離が今の約 きらきら

地球から太陽への距離は凡

月への距離の約四百倍に當
︵副︶1 きょうり
二つの目だけを砂の間から出

きょうりきょうり

る︒

十二塒1

四百倍に當る︒

そ一億五千萬粁で︑月への距離の約

十二齪11

るわけにはいかない︒

二倍なくては︑月が太陽の表面を廻

十二捌10

ともせず︑ぐんく距離をつめる︒

十二832

ば︑敵の艦列忽ち守れ︑

めて定職し︑烈しく敵を砲撃せしか

距離六千米に近づきて始 きらい・すききらい・まけぎらい

高距は距離の百倍

洲に向かふ︒

又︑弱イ敵二輪シテハ︑水上

一艦︑僕等ノ仲間ニハ︑魚雷

キライ

六四9中ニハ︑魚雷ノ外二︑機雷ヲ

者が多イガ︑

デ敵ヲ攻撃スルコトヲ務トシテ居ル

長髪7

軽罰ルコトモアル︒

二浮カンダマ・デ︑大砲や魚雷デ打

六柵5

十一5610図

清水

アルガ︑

﹇清水﹈︵名︶1

十﹇95 清水坂を上れば観音の御寺

きよみず

ゆかしく︑清水の塔︑八坂の塔︑三
重五重に聲えて︑

きよみずざか ﹇清水坂﹈︹地名︺1 清

十一94 清水坂を上れば観音の御寺

水坂

ル者モアル︒

タクサン持ツテ居テ︑モグリナガラ︑

重五重に嘗えて︑ここ東山の中腹を

ゆかしく︑清水の塔︑八坂の塔︑三
飾ってみる︒

十31図

ぎょみんら ﹇漁民等﹈︵名︶1 漁民等 きよらか ﹇清﹈︵形状︶4 清らか

十二梛2図 助左衛門︑ひたすら彼等

殿︑左右の廻廊︑庭上の白砂︑す

くわいらう

を説得せんとて各地に奔走せしに︑

きょうり
足もとを清らかに流れる水が︑ 八幽9

べて清らかに︑おごそかなりQ

ぎ

頼光たちがはいって止る

ぎょろりと

行く人に︑ひそやかにさ＼やきかけ

四658

︵副︶2

して︑ぎょうりきようりと目玉を動

刀工が刀を鍛へるに當って

ようりと

水晶のやうに清らかで︑白絹ぎょろりと

る︒

十一棚7

のやうに細やかである︒

十471

かしながら︑外を眺めて居ます︒

十387

漁民等怒りて彼をおどし︑

きよ・む ﹇清﹈︵下二︶2 清む ︽一
ム ・ ー メ ︾ n ▽ は ききょむ

に清められし玉砂利さくくと鳴り

十14図南参道に入れば︑夜露の雨
て︑

十二搦6図園 君側清むべし︒
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のやうである︒
ぼぽなた

七帽7けれども︑刀・槍・長刀など︑
武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

らく光って居た︒
九備8 江岸の建物が︑強い夏の光を
受けてきらくと光ってみる︒

九三7 た窟晴れた夜空に星がきら
くとさえ︑銀河があざやかに中天
にか︑つてみる︒

ぎらぎら ︵副︶2 ぎらぎら ぎら

く
つてゐました︒

らうし

桐

たきりすずめ・ひきりぎね︒ひげきり
﹇桐﹈︵名︶1

のたち
きり

きり

十一伽6

遂に霧の中に近く山小屋を

︵副助︶1

きり←くだりきり．

見上げる所へ來た︒

きり
七悩8

ちらと見たきり何とも言はず︑

せみは︑桐の木で鳴いて居る︒ それっきり・まるっきり

﹇錐﹈︵名︶2

五811
きり

つち

立ち並ぶ家々︑燈

︽ーッ︾

十一柵11

つて直ちに折れたり曲ったりするも
切落す

頼光は︑しゅてんどうじを

﹇切落﹈︵五︶1

のは︑實用にたへないから︑
きりおと・す
︽ーシ︾

四702

呼びおこし︑刀を抜いて︑︿略﹀︑

その首を切落しました︒
︽ーリ︾

わ

紙を︑輪ゴムできりくと巻いて︑

尾を何かにきりきりと巻附け

動かぬやうにした︒

て︑あの馬のやうな顔を︑うつ向き

八柵2

加減に︑こっくりこっくり動かして

居ます︒

きりぎりす︵名︶−きりぐす

りぐす

十364図圖月の夜や石に出て鳴くき

番被彫がゆだんをして居ると︑

︽ーン︾

きりこ・む ﹇切込﹈︵五︶2 切りこむ

切込む

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六748

更に︑前から顔面を深く切込

て引上げた︒

んだ︒

十806

きりそろ・える ﹇切揃﹈︵下一︶1 切

切揃へた髪が︑ともすると

橘中佐︑眞先に立ちて敵中

にをどり入り︑忽ち三人を斬倒す︒

九捌4図

ことになりました︒

を︑どうしたらよいかといふ

四75今度は︑切りたふした木

して︑やっと切りたふしました︒

四74 何十人︑何百人のきこり
が集って︑毎日毎日大さわぎを

たふしてしまはう︒

四67園あのくすの木を切り

たふす 斬倒す ︽ーシ︒ース︾

きりたお・す ﹇切倒﹈︵四・五︶3 切り

扇のやうに廣がつて︑

十一175

八993図心の中に思ふやう︑萬一射 揃へる ︽1へ︾

切り

損ずるならば︑弓切折りて自害せん
﹇切掛﹈︵四︶1

と︑かくごをきめて︑

きりかか・る

十町程も行きていよく心
を決し︑刀を抜きて切りか︑れば︑

九梱7図

鯨の吹上げる水煙が︑船の上 か＼る ︽ーレ︾

る程迫って︑其の頂は霧に包まれて
みる︒

あたりはだんく霧が湧い

切株

きり

腰かけて聞く︑

きりきり

きちんとはまった時︑巻いた

︵副︶2

秋の静かさ︒

切株に

﹇切株﹈︵名︶1

此の度は笛を吹止めて︑ふりかへり︑

行手の道も﹁はひまつ﹂も︑ きりきり

六512

く

林の中の

六461翻

きりかぶ

て來て︑大木の幹を彼方へ彼方へと

霧もだんく深くなる︒

﹁何者ぞ︒﹂と言ふ︒

十一梱6

霧の間に﹁さうしかんば﹂

るQ

すべて夢のやうに霧の中に薄れてゐ

十一伽5

の林が績く︒

十一捌11

薄く見せた︒

十一椥⁝10

にも霧のやうに降りか＼る︒

十価10

如何に鋭利な刀でも︑斬合

きりや︑ねぢ廻しや︑ピンきりあ・う ﹇切合﹈︵五︶1 斬合ふ

セットや︑小さな槌や︑さまぐの

九248
道具も︑

きりをもむが如く廻せば︑まさつに

十二73図此の棒を此の板の上にて︑
よりて火を生ず︒

火うるむ︒

十86図圏

しめやかに︑ひそ

窓ぎはにはひ寄り︑ガ きりお・る ﹇切折﹈︵四︶1 切折る

またをつ＼み︑

十81図写しめやかに︑夜の霧ち

五168 空には︑お日様がぎらぎら光 きり ﹇霧﹈︵名︶9 霧n▽あさぎり
九佃6 強い太陽の光が︑山に畠に︑

あかほ

ラス戸ぬらし︑
くらのすけ

﹇吉良上野介﹈︹人

ぎらくと照りつけてみる︒
きらこうずけのすけ
き らかうづけのすけ

名︺1 吉良上野介
たくみのかみ

指でわ

こんもかと茂った山が見上げ

かに夜の古流る︒

霧

十385

十悩4 赤穗の浪士︑大石内藏之助を
き らかうづけのすけ

始め四十齢人が︑亡君淺野内匠頭の
仇︑吉良上野介を討って︑

シ︾

きら︒す ﹇切﹈︵五︶1 切らす ︽一

くいってゐました︒

五289 みんな︑息を切らして︑はあ

第二

きり ﹇切﹈εおもいきり・くぎり・し

十73

十目3 第二 霧

きり ︹課名︺2 霧

玉が光る︒

をかくと︑ぎらりぎらり︑目

三473圃 ぐるりぐるり︑

ぎらりぎらり ︵副︶1 ぎらりぎらり

ぎらぎら一きりたおす

てる

︽

テ︾

きりた・てる ﹇切立﹈︵下一︶1 切立
﹇切回﹈︵下一︶1

切抜けて進むかを氣つかひ︑
きりはじ・める

をきりはじめました︒
﹇切張H︵名︶1

き
ハ︑

ラウトシマシタ︒
カニ

ハサミデ︑

サル

ノクビヲキラウトシマシタ︒

二29一

ヰルト︑雨ガ︑ザアザアフッテ

二625アル日︑山デ木ヲキッテ
來マシタ︒

ふりまはして︑きってか＼りまし

ぐわんこ

幅約二十米︑東西にわたつ

を制し︑頑固な岩山を切開いて︑

十一研8

て一直線に伐開かれた林空︒

きる

す・みきる・やけきる・よこぎる

牛若丸は下へとび下ります︒
き︑

紙を小さく切って︑切手をこ

いつもお金が出て望ました︒
四761 三ちゃんは喜んで︑赤い

天叢雲劒を抜いて︑手早くあ

しらへました︒

六377

たりの草をなぎはらひ︑火打石で火

さうして︑ちやうど飛行機が

をきって︑其の草におつけになりま

した︒

八瑠7

空中を滑走するやうに︑手ぎはよく

水を切って下りて來ます︒

進んだ︒

其の後︑雨蛙の大軍至るに

及び︑城遂に陥り︑重範惜しくも捕

十183図

太刀を抜いて切ってか＼つた︒

捨て︑洲に上るが早いか︑四尺の大

九806

狼介は︑怒って弓をからりと

三451右をきれば︑左へとびの 九796 鹿介もたゴ一人︑流を切って

三451左をきれば︑右へとびの
きます︒

さうして︑べつのぐわよう

木こりが︑池のそばの

みしん

まく

へられて︑六畜河原に斬らる︒

切って落されようといふ時だ︒

さあ︑切るなら︑此の母も

ろ共に切っておくれ︒

十852園

十852囹さあ︑切るなら︑此の母も

残雪を頂く島山の峯を目當に︑根接

て︑木の皮にておほひ︑八人一所に

四287この子を見つけてから︑
うつくまりて雨露をしのぐのみ︒
おちいさんの切る竹からは︑
十一撹10此の丸太を短く切り︑細か

ゐました︒

四276 それを切って︑わって見 地へと波を切って行く︒
ますと︑中に小さな女の子が
十一971図木の枝を切りて地上に立

た︒

四267 毎日竹を切って來て︑ざ ろ共に切っておくれ︒
きっすゐ
るやかごをこしらへてゐまし
十一894 船は︑思ひ切り吃水深く︑

した︒

ですから︑切るのも大へんで

四72こんな大きな木のこと

こん︑ときってゐました︒

三786をのに力を入れて︑こん︑十783 あと四年で︑明治維新の幕が

森で︑木をきってゐました︒

三785

しを細長く切って︑

始めて氣がついたをぢさん 三632

は︑血まみれの軍服を切開いて︑す

十二8910

ぐ止血をし︑ほうたいをしたが︑

︽ーッ︾

六60・さんぐに切りまくって︑其

くる

キル

の船の大野を︑生けどりにして引上
﹇切﹈︵四︒五︶3一

げた︒

き・る

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・

ーレ︾﹇▽あけきる・いきる・おきる・

切る 斬る

三446べんけいが上をきると︑

た︒

切開く

へ給へ︒切張はまだらになりて見苦

︽ーイ・ーカ︾

﹇切開﹈︵五︶3

しからん︒

九218圏さらばことぐく張りか 三438 べんけいは︑大なぎなたを

切張

三874をのでこん︑こん︑と木

九808 何時の間にか狼介は切立てら りはじめる ︽ーメ︾
れて︑次第に水際に追ひつめられて
行った︒

︽ーケ︾

きりつ・ける ﹇切付﹈︵下一︶1 切附 きりばり
ける

ある︒

伐開く

きりひら・く

九9010 とつぜん後から切附けた者が
﹇規律正﹈︵形︶1

︽ ー ク︾

きりつただし・い
規律正しい

きりつ

つて規律正しく活動する其のさまは︑

きりつ

九355 千数百人の乗員が︑流路に從 十干5 氣ちがひのやうにあふれる川
いかにも目ざましい︒

きりつと ︵副︶1 きりつと
何にもきりつとした揃ひの服装で︑

十二槻1 かぎ十字の腕章を附け︑如
ヒトラー青少年團がねり歩く︒

︽ーシ︾

︽ーイ︾

おもいきる・かみきる・きんちょうし
きる・くいきる・さききる・しきる・

三628

切りぬいて︑めんをこしらへまし

しめきる・すみきる・たちきる・ちぎ

ける

一573オバアサンガ︑モモヲキ

る・つかれきる・のりきる・ひきりう

十二佃8 車は如何にして此の群衆を

︽ーケ︾

きりぬ・ける ﹇切抜﹈︵下一︶1 切抜

た︒

二人は︑はさみでゑを

きりぬ・く ﹇切抜﹈︵五︶1 切りぬく

潔くすばらしい大工事です︒

九十米︑︿略﹀︑其の長さが十五粁も

岩山を切通した所で︑幅が底の所で

せぼね
十伽3 つまり地峡の脊骨に諮る高い

きりとお・す ﹇切通﹈︵五︶1 切通す きりまく・る ﹇切捲﹈︵五︶1 切りま

きりたてる一きる
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きる一きれい

く砕き︑藥品でどろくになるまで
かねみつ

煮︑それを洗って乾かし︑

切られた人が其のま＼しばらくおよ

十一柵4 波およぎ兼光といふ刀は︑
いでから首が落ちたと傳へられる︒
かぶと

砲を切った刀︑

十一悌6 其の外︑冑を切った話︑鐵
十︻慨6 鐵砲を切った刀︑馬の平首
を手綱諸共に打落した話など︑

要な堅さを持つ百錬鍛造の鐵と︑折

十一旧4 日本刀は︿略﹀︑切るに必
れないための柔かみを與へる鐵とを
重ね合はせて造るのである︒

十一柳2 刀は︑決して敵を斬るのを
目的とするのではなく︑身を守り︑

抜かざるにすでに敵を威服するに足
るものでなければならぬ︒

きる ﹇着﹈︵上一︶16 きる 着る

す︒

からだに

雪の

着物

る者の首を取れ︒

八177果して赤い帽子をかぶり︑赤

十一棚9

若し邪悪な心があれば︑如

何に切味がよくとも捨ててかへりみ
られない︒

拝観の人々も︑今は外たうをきれい ﹇奇麗﹈︵形状︶32 キレイ き

い着物を着た人が來た︒

八581

ハレタ︒

一半ンニ︑花ザカリニ

キレイニ

一122魍

れい﹇▽こぎれい

二941圏

着て居る者は︑一人もありませんで
中には︑日本の着物を着て︑

した︒

ナリマシタ︒﹁︿略V︒キレイダ︑キ

八⁝⁝2

帯をきちんと結んだ女の姿さへまじ

レイダ︒

三佃6

ハ︑前ヨリモ︑

ミンナキレイナ︑カハイ・
キンギョ
花火だ︑

きれいだ︒

そのこてんは︑目もまぶ
おとひめさまは︑︿略﹀︑き

しいほどきれいです︒

三描7

三763圃

ズットキレイニ見エマス︒

三745

キンギョデス︒

三733

二941園キレイダ︑キレイダ︒

つてみる︒

時にやや遠く︑全山白雪を着

て春の日に銀色に輝きながら︑そび

八榴2

前の席には朝鮮服を着た人が

え立つのを望んだ︒
てうせん

九柳3
腰掛けた︒

九m8麻の着物を着た人が︑油紙の
身分いやしからざる人︑あ

扇をゆったり使ってみる︒

九㎜4図

た＼かげなる着物着て︑笛を吹きな

太陽や月が︑大きなかさを

が︑分厚な本を讃んでみる︒

十一佃8

﹇切﹈︵名︶1

きれ与はぎれ

着るのは此の雲のか㌧つた時で︑

きれ

五十両は黄色なきれに包み︑
百爾は小さな袋に入れてあります︒

七佃4園

で︑

四聖1

こんなきれいな着物は︑

を洗ひ︑口をす＼いで御門の前に進

んでをがみました︒

美しい尾を︑扇のやうにひろげまし

五368園 くじゃくが居ました︒︿略﹀︑

その間を︑私たちは︑書は暖

た︒﹁まあ︑きれいだこと︒

五721

な日に照らされ︑夜はきれいな月を

きれいな川だ︒

浮かべながら︑ゆっくり歩きました︒

細イ︑白イ綜ガ︑︿略V︑フハ

五724園

五784

フハト空中ニタ．・ヨツテ居ルノハ︑

間もなく︑きれいな御殿へ

ホンタウニキレイデシタ︒

お着きになります︒

五m⁝3囹

で︑すぐそれを取出し︑きれ

いに洗って︑命にお上げになりまし

五伽3

た︒

六556園森の木がきれいですね︒

父や兄は︑牛の髄をきれいに

空は青空︑

うなりをたて

して︑新しいくつをはかせてやりま

六674

した︒

きれいなゑ

チューリップの花が一つ︑

あがる字だこに

六802圏

て︑

だこ︒

でも︑すみれもきれいだら

︿略V咲いて居ます︒﹁まあ︑きれい

六悩3園

ね︒

六価7園

中でもきれいなのは海の色だ︒

う︒

八梱5

或神様は︑きれいな玉をたく
さん作って︑くびかざりのやうに︑

きれいな海水が︑細かいあわ

を立てながら︑どの箱にも注いで居

八価5
すビ

五82団五十鈴川のきれいな水で手

い

ひもにお通しになりました︒

五27

まだ見たことがない︒

四偽6園

か＼ってゐます︒

の枝に︑何かきれいな物が

ふと見ると︑向かふの松

れいな箱をおわたしになりま
がら歩み來れり︒
︽キ・キル︾
三162園この人は︑どんないろ 十365図圏 何着ても美しうなる月見 した︒
四㎜2 ところが︑かへるとちゅう
かな
のきものをきてゐますか︒
に︑きれいな島がありましたの
三165園 赤いきものをきてゐま 十塒1 緑色の上着を着たロシヤ婦人
四32魍

着て︑かすみのすそを遠く
ひく︑

天人は︑それを着て︑し

つかにまひ始めました︒

四㎜4

日本刀は︑たゴ切味がよい
らぬところに大なる優秀性がある︒

ばかりではなく︑打合って折れず曲

十一鵬9

五594 轟の皮を着物にして着て居る︑きれあじ ﹇切味﹈︵名︶2 切味
小さい神様でした ︒

ぶって︑赤い着物を着て︑こ＼を通

八171園明日の書聖︑赤い帽子をか

きれいずき一きわまる
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ます︒

八襯3 光線のぐあひで︑背中のあた
りが嵩々と空色に光るのは︑ほんた
うにきれいでした︒
みぎは

九旧5 長い汀が︑まるでかんなで面
を取ったやうにきれいに績く︒
そうあん

は︑敵兵の軍服の切れはしを︑しつ
かりとくはへて居ました︒

切れる

わらの切れはし浮かべたり︑
︽一

えび

六窓5採卵のからを浮かべたり︑

﹇切﹈︵下一︶9

や目高も︑泳がせて︒
き・れる

ぶ︒

雲が切れる︑

ゆれ出しました︒

るのだ︒

十一慨3

ひげきり

葛家の重寳髪切の太刀は︑

八搦図

七64図

十26図

九59図

＋一98図㎞

十壇図

首を打つに髪までも切れたので此の
記録﹇▽こき

名があり︑

﹇記録﹈︵名︶1

ろく︒せいこうきろく

きろく

信長は︑二人の議論を聞いて︑

ぎうん ﹇議論﹈︵名︶2 議論

＋二価図㎞

出嚢の日近づくや︑林藏︑ ＋ニー8図㎞

これまでの記録一切を取りまとめ︑

十一962図

從者に渡して云ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

﹁どちらも口だけではわからぬ︒

七863

たう

毛利侯の御前会議で︑気鋭の

もうりこう

みのうへぶんた

十788

井上聞多が反封冊を向かふに廻して︑

キロメートル︒しせんキロメートル・

ル・ごじつキロメートル・さんびやく

音も出なかった︒

堂々たる議論に︑反封窯は︑ぐうの

幕府に封ずる武備を主張した︒其の

ばくふ

してんろくキロメートル・しひゃくキ

いっせんキロメートル︒ごキロメート

ル・いちまんキロメートルいじょう・

んまんキロメートル・いちキロメート

ひゃくキロメートル・いちおくこせ

かもめが飛 キロメートル ︵名︶8 粁 ㎞﹇▽いく

美しい束になって︑船べりに大きく

七㎜9

片端から切れて行くテープは︑

七13圏

れる・まちきれる・もえきれる

かんしゃしきれる・ちぎれる・はちき

十一167 きれいに作ったしば垣の内 レ︒ーレル・ーレレ︾且Vかぞえきれる・
の僧庵に︑折から夕日がさして︑

十一価10囹 望遠鏡の勢い視野に︑月
生々しい︑鮮かな美しさである︒

がくっきりと浮出して見える︒︿略﹀

﹁きれいだなあ︒﹂

十一欄1囹 正雄君が︑﹁きれいだら
う︒﹂と︑あひっちを打つやうに言

動的に運轄が止り︑よこ綜が無くな

それは︑たて綜が切れ︑ば自

れば自動的にこれをおぎなふ仕掛に

八餌8

れ︑殆ど紙くづ一つ落ちてみない︒

めぎわ・かべぎわ・てぎわ・ひとき

きわ ﹇際﹈︵名︶2 きは 際﹇▽かな

わ・まどぎわ・みぎわ・みずぎわ・み

ロメートル︒しひゃくごじつキロメー
トル・じゅうごキロメートル・じゅう

あめ
ちやうど飴でも引きのばした

なって居る機械で︑

六409

ずぎわちかく

十梱3

にキロメートル・せんにさんびやくキ

義纒は冑を脱ぎ︑弓取直

日をあびてすわって居ましたが︑
かぶと

親山羊は︑柵のきはに︑秋の
ロメートル・なんぜんキロメートル・
にキロメートル・にひゃくキロメート

時のやうに︑切れさうで切れないと

切れさうで切れないといった

いったかっかうです︒

十二4

して幕の際にかしこまる︒

十二514図

に造り上げた︒

︽ーキ︾
てるまさ

きわまりなし ﹇窮無﹈︵形︶1 極まり

んキロメートル・ひやくしちはちじつ

なし

ル・はちじつキロメートル・はちへい
ほうキロメートル・ひやくしじゅうま

かっかうです︒

ひも
二大陸が︑まるで紐のやうに
細長い地峡でつながってみることで

キロメートル・ひゃくじゅうごキロ

見る優美にして堅固極まりなきもの

十二706 池田輝政が︑︿略﹀︑今日に

十梱5

す︒若しあそこが少しでも切れてゐ

メートル・やくじゅうさんキロメート

太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊

たら︑自由自在に船も通れるでせう

になって︑次から次へ投げ下される︒
きれつ
﹇亀裂﹈︵名︶1 亀裂

ル・やくにじつキロメートル・やくは

きれつ

が︑

いほうキロメートル・よんキロメート

十一524図

︽ール︾

一島未だ去らざるに一島

きわま・る ﹇窮﹈︵四︶1 きはまる

ル・ろくじゅうへいほうキロメートル

さんじつキロメートル・やくひゃくへ

ちじゆうにキロメートル・やくひゃく

十欄1

五六十糎のますやさけが︑
網の縣も切れんばかりにか＼つてゐ

十一888

雲が切れて︑日光がさして來

敷々︑それはもちろん所々はげ︑壁
きれつ

も亀裂を生じてはみるが︑

五悩1 よく見ると︑二匹とも︑口に

きれはし ﹇切端﹈︵名︶2 切れはし

た︒

十一322 壁上にゑがかれた骨壷の

十468 大空から勢よく落下する水の

きれぎれ ﹇切切﹈︵形状︶1 きれぎれ

ツ人はどこまでもきれい好きである︒

に散らばった紙くづを見たが︑ドイ

十二湿5 美の都市パリーでさへ︑時

い好き

きれいずき ﹇奇麗好﹈︵形状︶1 きれ

十二慨3 街路はきれいに洗ひ清めら

ふ︒

粁km粁km粁

547

も一

赤い星︑

青い星︑

をもらったことを︑近所の人

三863金のをのと︑銀のをの

にやりました︒

をのと︑銀のをのを木こり

ことばかりかんがへて︑まって

三898若い男は︑金のをのの

今沈んだあたりからさし出た

幾百筋の細かい金の矢が︑夕空を染

七伽1
めて︑

金の矢が︑夕空を染めて︑空

は赤から金に︑金からうす青に︑ぼ

七伽2

銀

金からうす青に︑ぼかし上げ

かし上げたやう︒

七伽2

ギン

群のやうに飛ぶのは飛魚です︒

十309團其の上を︑時々銀の小鳥の

子をまいたと見える小さな星と同じ

十一一悩11 結局はあの夜の空に銀の砂

ものになってしまふであらう︒

んじき

きんいろ ﹇金色﹈︵名︶3 金色 ‡こ

ゆずの實が︑みづくしく金

色に輝いてみる︒

八501

もくせいの

金色に咲きこぼれ︑

にほ
こぼれ匂ひて

其の美しい光彩が︑金色の

きのふから降積った雪に朝日

と銀色にかゴやいて居ます︒

がさして︑どこを見ても︑きらく

六873

ぎんいろ ﹇銀色﹈︵名︶3 銀色

あるといふ︒

金物のすかしを通して見られたので

十一329

ゆかしきかをり︒

枝々に

ギンノ 九梱1直配

さうして︑今度は美しい

アヲイソラニ︑

﹇銀﹈︵名︶10

たやう︒

した︒

三861

をもらったことを︑近所の人

三864金のをのと︑銀のをの

にやりました︒

をのと︑銀のをのを木こり

おちいさんは︑︿略﹀︑金の

銀のをのを持って︑出て來ま

三833

ツバサ︒

一214圃

ぎん

三861おちいさんは︑︿略V︑金の

ました︒

三823その手には︑美しい金の
をのが︑きらくと光ってゐ

度かはって金の星︒

一度にかはって

ん・じさんきんなし

極み

三782圃甚句︑何百︑
きはみ

更に現れ︑水路きはまるが如くにし
﹇窮﹈︵名︶3

てまた忽ち開く︒

きわみ
ふべし︒

十57図 まことに恐れ多き極みとい
台下9 のどかな春の日の光の中に︑
あわたゴしく散りゆく櫻の花をよん
で︑優美の極みである︒

極めて

天壌ときは み な か ら ん ︒

あめつち

十一618図圃園 御位はいやさかえま
し︑

きわめ ←みきわめ
﹇極﹈︵副︶6

に話しました︒

それを聞くと︑じぶんも

金のをのや︑銀のをのがほ

三867

の梢に見えがくれするが︑中門だけ

ゐました︒

しくなりました︒

は︑最初からありったけの美しさを
十一323 そこに現れた諸佛・諸刃の
御姿は︑極めて生きくと︑自由に︑
美しくも尊くも拝される︒

十一悦10 流はあくまでも澄み︑水量
は極めて豊かだ︒

十ニー32 我が國の青銅器時代は極め
て短く︑やがて次の鐵器時代にはい
つたものと考へられる︒

ました︒

ばうしには︑金で字が

七欄8

小川の水は銀の帯とも見え︑

あま

九侃8

たゴ晴れた夜空に星がきら

ぎんが ﹇銀河﹈︵名︶1 銀河

くとさえ︑銀河があざやかに中天

にか＼つてみる︒

我が海軍は︑初より敵を

近海に迎へ撃つの計を定め︑豫め全

十一549図

天の川が︑夏の夜空に銀の砂 きんかい ﹇近海﹈︵名︶1 近海
られます︒

子を美しくまき散らしてみるのが見

九価7

のやうである︒

きらく光る草葉の露は水晶の玉

するしやう

もやることはできない︒

十一湘4 時に﹁さうしかんば﹂のは
しくなりました︒
三917園 お前のやうなうそっき
だが︑梢からもれる太陽の光に映じ
三921園 お前のやうなうそっき
には︑金のをのも︑銀のをの
て︑薄暗い中に銀色に光る︒
には︑金のをのも︑銀のをの
もやることはできない︒

四176

書いてありました︒

まっかなまうせん︑ひの

まうせん︑金のびゃうぶに︑

坐骨3韻

雄大明朗の氣性を持ち︑極めて純な

かな
一切白木づくりで︑金の金
ぐ
旦ハが︑きらきらとしてゐますが︑

五92團

だいり様︑

きん ﹇金﹈︵名︶14 金←じさんき

きわめる ←みきわめる

感情に生きてみたからである︒

十二撹10 要するに我が古代の人々が

八塒2 時にやや遠く︑全山白雪を着
三904その手には︑美しい金の に話しました︒
三868それを聞くと︑じぶんも て春の日に銀色に輝きながら︑そび
をのが︑きらくと光ってゐ
え立つのを望んだ︒
金のをのや︑銀のをのがほ

誇るやうに︑極めてあらはである︒

十一268 塔と金堂は︑ともすると松

信極めて厚く︑

熊野三山と構せられ︑古來朝野の尊

十佃3図 本宮・新宮・那智は︑世に

きわめて

きわみ一きんかい

﹇金閣﹈︵名︶1 金閣
きぬがさ

力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒
きんかく

來て︑三層の金閣を池水のほとりに

十一109 名もやさしい衣笠山の麓に
見る美しさ︒

閣が多い︒

きんきちほう
きんき

ジット

リ︑

きんぎょうり

︹ 雷 名︺
2

きんき

キンギョ

キンギョ

﹇金魚 ﹈ ︵ 名 ︶ 5

ノ コト ヲ思フト︑

﹇金魚売﹈︵名︶1

金魚

キンギョガ︑急二大キク見エタ

士買

寄ってくつれ

そこの木かげは金魚費︑

キン

オカアサンガ︑ガラスノ

﹇金魚鉢﹈︵名︶2

横町曲れば植木市︑

七385圃
る人の波︒

ギョバチ

きんぎょばち

三735

ぎんぎら

金さん

﹁秋風嶺を越えるのです︒

しうふうれい

﹇金﹈︹人名︺3

あ︑町では︑銀座か新宿だらう︒

九佃9

きんさん

︿略﹀︒﹂金さんが説明してくれる︒

金さんの指さす方を立上って

見たら︑岡の青葉がくれに︑それら

九川10

兄と金さんが︑話し合ってゐ

しいものが見えた︒

る︒

九冊4

﹇金山寺辺﹈︵名︶1
かうそしやう

筏は江を下り︑江蘇省︑

銀綜

くつれた雪は︑やがて雨落

﹇銀糸﹈︵名︶1

十二欄8

ぎんし

な貯木場にはいる︒

三江の金山寺あたりに着いて︑大き

ちんかう

十二285

金山寺あたり

きんざんじあたり

私ハ︑スグキンギョヲキ

キンギョバチヲ持ッテ來テ︑

三741

︵副︶1

ぎんぎらと

金銀

露の玉

ンギョバチヘウツシテヤリマシ
タ︒

ぎんぎら

十一俄7図画
ぬれにけり︒

﹇金銀﹈︵名︶2

月かげは
きんぎん

ふと見ると︑向かふに︑日月

ちのみぞにとけ込んで︑悪事のやう

七562

を金銀で現した錦の御呼を押立てて

︽ーシ︾

きんじがた・し
難し

﹇禁難﹈︵形︶1

天皇行宮にましますこと

且Vだいさんじとう

づ見に行くのが金字塔です︒

十﹁削6團こ＼で酪駝に乗って︑先

塔の中︑︸番大きいのは高さ百四十

十一励8輝石で積上げた幾多の金字

七米齢︑石の敷三百二十萬︑

さうして︑これらの金字

塔は︑皆エジプトの王様や王子の墓

十一励11困

だといふことです︒

十鵬5

やがて金州にさしか＼ると︑

きんしゅう ﹇金州﹈︹地名︺1 金州

足の番號を見ると︑四日前に︑

車掌さんが説明する︒
きんしう
きんしゅう ﹇錦州﹈︹地名︺3 錦州

錦州

八746

錦州へ向け出獲した我が軍に連れら

きんしう

錦州へ向かった我が軍は︑三

れて行った軍用鳩であった︒

十日とつぜん優勢な敵軍に出あひ︑

八753

さうして︑間もなく我が軍は

烈しく職つた︒

錦州を占領した︒

八795

白州城

きんしゅうじょう ﹇金州城﹈︵名︶1

りし御心事を察し奉れば︑涙そゴう

きんじょ

きんしゅんたい

もらった名刺には金俊泰と

近所且vとなりきんじょ

きんじょ ﹇近所﹈︵名︶7 キンジョ

あった︒

九八2

金俊泰

きんしゅんたい

きんしゅんたい ﹇金俊泰﹈︹人名︺1

見えませう︒

着旧8今金州城が︑手に取るやうに
﹇金鶏勲章﹈︵名︶1
きんしくんしやう

軍犬の金鶏勧章ともいふべ
かふがうこうしやう

五悩5

金鶏勅章

きんしくんしゃう

きんしくんしょう

に禁じ難し︒

ほうぎょ
三年︑遂に北方の天を望みて崩御あ

十一41図

禁じ

にまぶしく輝きながら︑ちょうちょ

近郊

うと流れて行く︒

居る者がある︒

たとへ︑金銀にて作りた
﹇近郊﹈︵名︶1

る弓なりとも︑御命には代へがたし︒

八佃1図園
きんこう

近郊二十七市町村を合はせ
た今の京都は︑何といっても近代的

十一128

﹇近郊電車﹈︵名︶1

几﹀イギリスぎんこう

大都市である︒
ぎんこう

近郊電車

近郊電車の獲達して居ること

きんこうでんしゃ

七723

ひかうちやう

き黒黒功章を︑始めていたゴいた
した︒

も︑りっぱな飛行場のあることも︑
銀座

きんじとう

金字塔

のは︑實にこの金剛・那智でありま
﹇銀座﹈︹地名︺1

一番にぎやかな所かね︒ま

﹇金字塔﹈︵名︶3

大阪の誇の皿つになって居ます︒

六四7園

ぎんざ

三747ヨコノ方カラノゾクト︑

ズットキレイニ見エマス︒

三744 キンギョ ハ︑前ヨリモ︑

タ︒

三738私ハ︑スグキンギョヲキ
ンギョ バチヘウツシテヤリマシ

キンギョ デス︒

三734 ミンナキレイナ︑カハイ・

シテハヰラレマセン︒

キンギョ

三724 ユフベ買ッテイタ︑・イタ

きんぎょ

三722十八 キンギョ

三目7 十八 キンギョ

きんぎょ

出水の比にあらず︒

方に大忌饅起り︑人々の困苦は前の

ききん

十一備7図然るに︑此の度は近畿地

近畿地方

﹇近畿地方﹈︹地名︺1

閣寺から︑東山に沿うて南へ神社佛

十一810 静けさ其のもののやうな銀

ぎんかくじ ﹇銀閣寺﹈︵名︶1 銀閣寺

きんかく一きんじょ
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きんしょう一きんぶじんじゃ

ジョ ノネズミノオヨメサン ニ

二60一 サウシテ︑ ムスメヲ︑キン
シマシタ︒

きんしん

金人

一千敷十年の古都が︑かう

して年々に近代化して行くのもまた

十一135
自然の勢であらう︒

近代京都

十一77
ると︑

ぎょゑん

を北へ進んで︑京都御所の御苑に入

近代京都が誇る烏丸の大通

其の如何に深く思をおこらきんだいきょうと ﹇近代京都﹈︵名︶1

﹇金人﹈︵名︶1

もって︑ひたすらに謹愼の意を表し
た︒

きんじん

十一3311
しになったかは︑夢に金人が現れて

三262 きんじょにるた大蛙が︑
それをきいて︑﹁︿略﹀︒﹂ときき

﹇銀世界﹈︵名︶1

銀世界

太子にさ＼やき奉ったと傳へられて
ぎんせかい

みるのでもわかる︒

ました︒

の人に話しました︒

三865木こりは︑︿略﹀を︑近所

四856オザシキノ方デハ︑シン

中之島及び其の附近には︑近
代的な高い建物が並び︑島の東端に

七673

八931 此の邊では︑雪が二米近くも きんだいてき ﹇近代的﹈︵形状︶1 近
けい
代的
あって︑たゴ一面の銀世界︑快い傾
しや

金野花

﹇近代的大都市﹈

は中之島公園があります︒
きんだいてきだいとし

緊張させる

︽ーセル︾
きんちやう

嚴かな中に慈愛のこもった

﹇緊張切﹈︵五︶1

言葉が︑我々をいよく緊張させ

十一欄10
る︒

きんちょうしき・る

︽ーッ︾

道行く人は︑男も女も緊張

緊張し切る

十二梱6

し切ってみる︒

きんちょう・する﹇緊張﹈︵サ変︶2
緊張する

︽ーシ︾

緊張する

きんちやう

突然通信手の顔が緊張した︒
ていさつ

十一観2

我が快速偵察機からの通信を受けて
みるらしい︒

こ じき

由來名所には︑すりゃ乞食

が多い︒イタリヤも︿略﹀︑今は殆

十二伽2

きんちやう

ど其の跡を絶ってしまった︒夏子す

べてが緊張したのである︒

七624圃

働く人の

腕の太さよ︑

きんにく ﹇筋肉﹈︵名︶1 筋肉

ぎんねず
﹇銀鼠色﹈︵名︶1 銀鼠

筋肉の たくましさよ︒

ぎんねずいろ

色

強烈な日光に照らされた入
ぎん
道雲が︑まぶしい程︑銀白色又は銀

十﹇侶4

鼠色に輝くのを見ると︑

ねず

豊臣秀吉の建てた城で︑近年

とよとみひでよし

きんねん ﹇近年﹈︵名︶2 近年

復興された天守閣に上ると︑論い大

てんしゅかく

七688

近年になって︑いろくの方

阪は一目に見えます︒

八田4

金のをの

法で此の事をしらべてみますと︑

金のをの

︹課名︺2

二十

﹇▽しなのきんばい

強烈な日光に照らされた入
ぎん
道雲が︑まぶしい程︑銀白色又は銀

きん
﹇金屏風﹈︵名︶1 金

きんぶじんじゃ ﹇金峯神社﹈︵名︶1

彩な火口壁があらはにも仰がれる︒

屏風
きんぴやうぶ
十一燭3金屏風・五色岩など︑多

びやうぶ

きんびょうぶ

鼠色に輝くのを見ると︑

ねず

十一脳4

白色

ぎんはくしょく ﹇銀白色﹈︵名︶1 銀

きんぱい

三783二十金のをの

三目9

きんのおの

近郊二十七市町村を合はせ

近代的大都市

︵名︶1
金属

すると︑其の右足に︑日本の

しかし︑人智が次第に進ん

﹇近代科学﹈︵名︶1

︽ーシ︾

きんちやう

世界のどこの地方でも︑人 きんちょうさ・せる ﹇緊張﹈︵下一︶1

大都市である︒

た今の京都は︑何といっても近代的

﹇金属﹈︵名︶3

金牛

ちやうど小さい金仙花がむら

﹇金蓋花﹈︵名︶1

斜が幾箇所となく並び績いてるる︒

きんせんか

ルヰや近所ノ入が集ッテ︑ニ
ギヤカニ話ヲシテヰマス︒
六襯6 自分の家を焼くのは︑近所の

近代科學

十二鵬9

近代科學を家庭生活に慮用

きんだいかがく

取出して使ふ時代がやって來た︒

で︑何時の間にか︑鑛石から金屡を

十ニー111

だ金囑を使ふことを知らず︑

智の開けなかった大昔には︑人はま

十二95

て居ました︒

文字を記した小さい金屡の板が附い

きんぞく

十一1210

がり咲いたやうな﹁いぼやぎ﹂だの︑
きんぞく

八髄6

シンカウ

八66

きんぞく

家々へ︑めいわくをかけることにな
る︒

人は︑大回のことを︑無人ではない

七粥4 朝晩よく泣いたので︑近所の
泣人だと言ったといふこ乏である︒

なきと

八904 僕たちは︑毎日冷々スキーを
はいてかけまはってみたが︑もう村

キンセウ
﹇僅少﹈︵形状︶1 僅少

の近所ではおもしろくなくなったの
で︑

きんしょう
シンレイ

十﹁603図面三二我が軍ノ損失・死
キンセウ

傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神霊ノ加護
ヨ

﹇金城鉄壁﹈︵名︶

ニ由ルモノト信仰スルノ外ナク︑

きんじょうてっぺき

1金城鐵壁

することに力める彼等が︑一面には

たいはん

十二716 中国・西國の大藩を目の上

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの
である︒

近代化する

きんだいか・する

﹇近代化﹈︵サ変︶1

のこぶと見た家康が︑輝政をして
こ＼に金城鐵壁を築かせたのは︑
きんしん
﹇謹慎﹈︵名︶1 謹愼

十二研4 身は寛永寺の一院に閉ちこ

きんしん

きんぽうげ一くいとる
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金峯神社

きんぷ

きんぷ

きんぼ

金

く

十一410図更に坂道をたどれば︑吉
みくまり

﹇金鳳花﹈︵名︶1

野水分神社を経て金峯神社に至る︒
きんぽうげ

九46 野末のすみれ・たんぽ㌦・き

うげ﹇▽みやまきんぽうげ
んぼうげ︑︿略V︑さうしたものにし
みじみと春の幸福を感ずる︒

きんもんかいきょう ﹇金門海峡﹈︹地
かいけふ

名︺1 金門海峡
かいけふ

九493圏 船が金門海峡にさしか㌧つ
あみ
て︑左右に山を仰ぎながら︑一路藍
﹇金門橋﹈︵名︶1

をた﹂へたやうな水路を進んだ時は︑
きんもんきょう

10

く
︹課名︺

九

く

ゐましたから︑取りかへて置きまし

九321園小さなねちが一本いたんで

た︒工合の悪かったのは其のためで

︽キ・クル︾﹇▽

あらわれく︒いりく・おちく・こえ

した︒

來

く・ちりく・ながれく・みちく・ゆき

﹇来﹈︵力変︶5

きす・よせく・よりく

ん

工合

nVひとくいじんしゅ

︽ーッ︾

︽ーラ︾

ばくだん

十佃3

﹇食込﹈︵五︶2 くひ込む

せぼね

それでも︑肩骨に深くくひ込

鯨の燈内深くくひ込んだもり

む重傷であった︒

十803

︽ーム・ーン︾

︿いこ・む

切られました︒

る晩︑ねずみに足の指をくひ

四547

それが︑かはいさうに︑あ

︿いき︒る ﹇食切﹈︵五︶1 くひ切る

ちゴめたりすることが出干る︒

うまくくひ合って︑長くのばしたり︑

六523

かうして出來た二本の筒は︑

わが宿の池のふち三咲 くいあ・う ﹇食A口﹈ ︵五︶− くひ合ふ

秋雨ぬと目にはさやか

山路打て何やらゆかし

に見えねども風の音にぞおどろかれ

十一68図翻
ぬる

十一㎜9図圃
すみれ草
寒かな

且vぼうすいぐ

﹇具合﹈︵名︶6

ぐあひ

十二㎜1図法犬が來て水のむ音の夜
ぐ

具合

ぐあい

三202園 ぐあひがわるくなった
から︑とけいやへなほしにやつ
どんなぐあひでした︒

の爆揮が︑破裂したのだ︒

七川8圏

驚いたことには︑ランプの動 しんぱう
きが次第に小さくなって︑後にはか

十二麗4 ﹁︿略﹀︒﹂と言ふそばから︑

くいしんぼう ﹇食坊﹈︵形状︶1 食ひ

八716

たのです︒

くい

十83図圃 影のごと︑人去り人來 十溜3 好い具合だと︑清少納言は思
ひました︒
る大路︑ ほろくと聞ゆる笛の
言いつこ︒

山がら

九

ばうゑんきやう

︵名︶5

一二三四五六七八九
9

ヰマス︒

きにけり山ほと＼ぎすいっか來なか

二目10 九ニンギャウノビャウキ

九

十﹁66図工

三目−〇

一個6

十十ピキ
十二66図

9
要するにかうして一から九

十二66図
十二欄6

9

までの敷をあらはし得るとともに︑

十二㎜図

句

さも食ひしんばうらしく︑羅刹は舌

これはこれはとばかり花

﹇句﹈︵名︶1

すかにゆれるだけですが︑それでも

といひし古人の句︑我を

の吉野山

光線のぐあひで︑背中のあた

︽ーッ︾

草を食取ったあとを見ます

と︑かみ切れないで残って居る葉が

五515園

﹇食取︸︵五︶1 食取る

なめずりをした︒

八襯1

りが快々と空色に光るのは︑ほんた

くいと・る

一回の動きに︑やはり脈は二つ打つ
苦

うにきれいでした︒

此の時コロンブスは︑こつん

﹇苦﹈︵名︶1

と卵の端を食卓に打ちつけ︑何の苦

八議6

といふぐあひでした︒

あざむかず︒

十一21図

︿

9

うちの子ねこ
うちの子ねこ

二385九ニンギャウノビャウキ

九

三225九
四目−〇

九動物園

四521九 山がら
五目−〇

僕の望遠鏡

五361九動物園
九

六目−〇

近來

﹇九﹈

門橋

く

六481九 僕の望遠鏡

金曜

は古同く現れ︑それを過ぎると眼界が

九497団 やがて行手に金門橋が水ぎ
開けて︑

﹇金曜﹈︵名︶1
﹇近来﹈︵名︶1

五879 八月三日 金曜 晴︑夕立

きんよう
きんらい

十二燭6 近來はそれだけで満足せず︑
住宅を郊外の森林地帯などに螢むこ
とが流行して來た︒

︵名︶1 金輪王寺跡

きんりんわう

きんりんおうじあと ﹇金輪王寺跡﹈
きんりんわう

十一27図三王堂の附近に︑金輪王
寺跡及び吉水神社あり︒
く

もなく立てて申しました︒
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くふ

あるので︑さう考へました︒
﹇ 食 ﹈ ︵ 四 ・五︶7

くさん食はせました︒
さくれつ

ほふりゆう

法隆寺

﹇空気﹈︵名 ︶ 1 2

空押

食ふ

ぐう ←かまくらぐう・はちまんぐう
くうき

ソノクダガヤブレテ︑

帯である︒

と思った頃︑機髄はもう空中に浮か

九備10廣い飛行場が書きて前は川だ

それにしても︑空中から見る

んでみた︒

九帽2

細イ︑白イ綜ガ︑夕風ニユラ

レナガラ︑フハフハト空中ニタ．・ヨ

山といふものを空中から見下

たんごん

たいしゃく

羅刹は︑忽ち端嚴な帝繹

名古屋だと思ふ途端︑プロペ

︹課名︺2

空中職

ラが止って︑後は空中滑走である︒

九三8

1空中滑走

︿うちゅうかっそう ﹇空中滑走﹈︵名︶

げ︑さうして恭しく地上に安置した︒

天の姿となって︑修行者を空中に捧

てん

十二備9

驚く︒

すと︑意外にはげた場所の多いのに

九襯3

に美しいものであらう︒

市街は︑何とまあ︑整然とあざやか
カウシテ︑雨ドヒト柿ノ木ト

つばめのやうに空中に舞上つ

さうして︑ちやうど飛行機が

岡の上から一思ひに飛んでみ

くうちゅうせん

十一稲8

第二十七

空中戦

翌年の夏︑百米以上も空中を 十一目14 第二十七 空中職

しかし︑二三米空中に上ったくうちゅうせん ﹇空中戦﹈︵名︶1 空

中戦

ぐうの音

＋一男各機それぐ敵機とからん

での空中戦だ︒

其の堂々たる議論に︑反封窯

︵名︶1

十789

ぐうのね

機は︑風に向かってゆるゆる

と思ふと︑急にふらふらとして︑飛

九163

りと空中に浮かびました︒

と滑走し始め︑十敷米走って︑ふは

九156

行機は地上に落ちてしまひました︒

九143

滑走することが出來ました︒

九127

ことが出励ました︒

ると︑意外にうまく空中を滑走する

九84

水を切って下りて來ます︒

空中を滑走するやうに︑手ぎはよく

八柵6

は︑いかにも勇壮である︒

て︑二十米から三十米も飛ばれる姿

八957

トハリ渡サレマシタ︒

ノ亀嵩︑一スヂノ継ガ︑空中ニピン

五798

ツテ居ルノハ︑

五783

空界はこれ程大切な物ですが︑ くうちゅう ﹇空中﹈︵名︶14 空中

は一刻も生きてゐられません︒
八佃4

しかし我々の住んでみる所には︑ど
だから︑空唾にはねだんがな

こにでもあります︒

八佃6
いのです︒

すみきった朝の空言をふるは

引寄せた鯨は︑腹部に送耳管

ばんぎ
せて︑板木が鳴りひ〜く︒

八梛4
世羅2
で隔週を送って沈まないやうにし︑

月には水がないと言ひまし

る空氣の振動を目で見る機械の工夫
をしたり︑

十一欄10

たが︑水ばかりか空氣もないのです︒

しかも︑空氣も水もないと

すると︑地球上のやうに︑太陽から

十一欄4

來る光や熱を調節するものがないか
ら︑

其の食卓に空席があったの

法隆寺が︿略﹀︑最古最美

ぐうぜん
﹇偶然﹈︵名︶1 偶然

である︒

ぐうぜん

十一319

の木造建築を世界に誇り得るのは︑

する ︽ーシ︾

封岸の大陸は九龍の市街

くがく・する ﹇苦学﹈︵サ変︶1 苦學

た︒

で︑それが手に取るやうに見えまし

十一欄9国

動力による飛行機が︑人間を は︑ぐうの音も出なかった︒
くコうん
クーロン ﹇九回﹈︹地名︺1 九龍
くロうん
のせて空中を飛行することに成功し

飛んで

いはず︑飛行機が自由自在に空中を

今では︑大陸といはず大洋と

子の御孝心を思へば︑あながち偶然

ゐます︒

たのは︑これが始めてだといはれて
空地

る所で︑周園に銃眼のついた壁をめ

東交民巷とは各國公館のあ 九173

﹇空地﹈︵名︶1

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地

十ニー911

︿うち

でない氣がしてならない︒

ぐうぜん

中ノ空氣ガヌケテシマッタノ

きせき

全く一つの奇蹟であって︑しかも太

八佃3 もし空氣が無かったら︑我々

ゐます︒

八欄1 我々は空氣を呼吸して生きて

八936 空氣が耳もとでうなる︒

氣ヲ吸口ナケレバナラナイシ︑

六備8 ドウシテモ︑時々︑新シイ空

デス︒

三972園

十二悩6

十二欄10図圏轟くへば鐘が鳴るなり くうせき ﹇空席﹈︵名︶1 空席

ろくく食ふ物がなかった︒

十二337 七日七夜︑孔子も弟子も︑

輩な生活を︑

て食ひ︑自ら掘って飲むといった簡

十二225 五千年の昔から︑自ら耕し

くったのだ︒

十一悩3 高射砲揮の炸裂のあふりを

六676 母は︑わざく変を煮て︑た 十一448 さうして︑話をする時に起

食ってあったからでございます︒

五506園道の片がはの草ばかりが︑

もうこの子一人になりました︒

ふ大蛇に︑毎年一人つつ食はれて︑

だいじゃ

ございましたが︑馬陸のをうちとい

五214園 私どもには︑もと娘が八人

う

︽ ー ッ ・ ー ハ ・ ー ヒ・ーフ・一へ︾←すく

︿・う

〈う一くがくする

くがつ一くさ
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學したかひがあって︑りっぱな身分

十塒2囹 息子は︑一生けんめいに苦

九月﹇▽どう

になり︑いよいよ故郷に蹄ることに
﹇九月﹈︵名︶4

なった︒

くがつ

八54 やがて九月もなかばを過ぎる

ねんくがつ

と︑つばめはそろそろ日本を去って
行きます︒

八86 其の年は早出が不順で︑九月
の中頃急に寒くなり︑雨が降績きま
した︒

八97 九月の末から十月の初にかけ
て︑汽車や飛行機で何回にも送った
といふことです ︒

九梱6 九月に二歳駒の市が始るとい

董

ふので︑八月に北斗をうちへ連れて
﹇茎﹈︵名︶8

露りました︒

︿き

五651 少彦名のみことは︑粟の董に

一度しなった粟の董

つかまって︑するくとお上りにな
すると︑

りました︒

五653
が︑はね返るひやうしに︑

七242

僕は︑割合にしっかりしてゐくくくく

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ

九6910
た︒

く㌦︑く＼

﹁く︑︑く︑︒﹂と︑蛙の鳴く

︵感︶1

聲がする︒

舟は︑

く＼り附ける

︽ーケ︾

ぶるくふるへて居た雪舟は︑
さびしい本堂の柱にく㌧り附

材木と材木とをく〜り附け

けられて︑じっとして居る間に︑雪

六⁝川2

大きな柱にくくり附けられました︒

六鵬8

くり附ける

隣では︑董がくさって引抜け くくりつ・ける ﹇括付﹈︵下一︶3 く

ないのを︑星野君が繋柱よく掘って︑

九709
九機

六機︑八機︑九機︑刻々に

﹇九機﹈︵名︶1

十一欄4

くき

釘

ピン︑ブリキノオモチヤ︑釘︑

﹇釘﹈︵名︶7

其の敷を増す︒

︿ぎ

六183

十二286

﹇潜抜﹈︵下一︶！

た竹つながぼんく断切られ︑
︽ーケ︾

親山羊の白いひげの下を︑一

﹇括﹈

︵五︶2 く﹂る

くゴる

十971図園

く球れ︒

然らずんば︑我がまたを

韓信︑しばらく其の顔をう

ちまもりみたりしが︑やがて腹ばひ

十973図

其の水門をく窟ると︑門はや

てまたをく窟る︒

十鵬6

夜に入りて︑我が駆逐

鳥居をく繁りて進めば︑な

がてとざされます︒

ぎの古木あり︒

十薬3図

てい

隊・水雷艇隊は︑砲火をく球って敵

十一5711図

一の鳥居︑二の鳥居をく球

艦に迫り︑無二無三に攻撃せしかば︑

十一捌11

しかも︑其の美の極致を︑

つて︑御影石の白い石段を登りつめ

ると︑

私は菱の門をく七って二の丸にはい

ひし

十二644

つた瞬間に見出した︒

くさ

クサ

草←かれ

門をく球る度に︑坂道は必

﹇草﹈︵名︶29

ず右か左へ曲折する︒

十二662

十二6510 ﹁ろの門﹂をく讐って︑

をく磨り︑﹁ろの門﹂をくゴつて︑

刈ったあとには︑く︑つた稻 十一一6510 ところで︑更に﹁いの門﹂
すると︑乗員は一せいに飛起

﹇潜﹈︵四・五︶13

はいでん

石のとりるをく冥って葬殿の くさ・したくさ・すみれぐさ︒たのく

リ・ール・ーレ︾

みずくさ・みずひきぐさ・わかくさ

軍曹︑中佐を背負ひ︑弾丸

四川1

そこには︑美しい草が

テフくガ︑トビ立チマシタ︒

一

三388草ノハニトマッテヰタ

ガナイテヰマス︒

クサノ中デハ︑コホロギ

さ・たみぐさ・つゆくさ︒なつくさ・

五332

明治神宮は︑境内が大そう

二66

け下る︒

の下をく￥りて︑けはしきがけをか

九旧8図

拝殿までずるぶんある︒

奇くて︑

前に並んでをがみました︒
けいだい

六衡1園

一の鳥居をく球ってから︑

︽ーッ・

くぐ・る

きて︑手早くつり床をく︑る︒

九34！0

の束が︑田の上に並べてある︒

六257

︽ーッ・ール︾

くく・る

匹の子山羊がく球り抜けて︑

六447

くゴり抜ける

くぐりぬ・ける

中デモ︑オモシロカツタノハ︑

何デモヨク吸着ク︒

釘ダ︒

六184

スルト︑小サナ釘ガ︑磁石ニ

タクサン着イタ︒

六19一

六192中日ハ︑釘ノ先二︑外ノ釘ガ
ブラ下ツテ居ルノモアル︒
ブラ下ツテ居ルノモアル︒

六192中ニハ︑釘ノ先二︑外ノ釘ガ
タぐ︑銅ノ釘ハ︑イクラ磁石
ヲ持ツテ行ツテモ︑クツ着カナイ︒

六194

そこで︑考へた家主は︑厚い
板に書いて︑しっかりと釘で打附け

八田2

てしまった︒

後置ハ︑磁石ヲ重箱ノ中へ入
←なんぎょうくぎょう

レテ︑カキマハシテミタ︒

六188

六235 さうして︑稻の葉や董に止る︒くぎばこ ﹇釘箱﹈︵名︶1 釘箱
なったま＼下を向いて︑其の先は︑

七416 董がうす赤で︑黄色い葉が重
まだ土から出きらないで居ます︒

︿ぎょう

でんぽ
一望の田圃が︑ちやうど方眼

遠く廣がる︒

紙のやうに︑整然とくぎりを見せて

九齪10

七419園董が赤いから︑赤い花が咲くぎり ﹇区切﹈︵名︶！ くぎり
くでせう︒

七嘱4 董は︑赤のこいのや︑うすい
のや︑又うす緑のがあります︒
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めんに生え︑

四川6 百合若は︑ごろりと草の
上にねころびました︒

四㎜7スルト︑草や木ガダン
く ト 芽 ヲ フ キ︑花ノツボミ
ガフクランデ來マス︒
とうく池の外へ出て見ました︒

五166 間日︑岸の草につかまって︑
五167 草が青青としげってゐました︒

た︒

六397

刈集めてある草を︑山羊にや

方法を一しょにしたのである︒

は︑﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二つの

ぐさと

ねらひ違はず︑彌五郎が

︵副︶1

ぐさと射込みたりければ︑

冑の眞向くだきて︑眉間の南中に

かぶと

十177図

ぐさと

むし︑草木が茂ってゐます︒

どの島も水際からこけが

い土︑草の芽の緑︑此の三四箇月土

九歳にして︑將軍の若君︑

十一悌6囹

を見ることの出定なかった目には︑
皆たまらなくなつかしい︒

九嘱1図

草をどさりと投げてやると︑ くさい ﹇九歳﹈︵名︶1 九歳

らうと思って︑

六416
三匹が頭をくっつけて︑おいしさう
にたべ始めました︒

竹千代に仕へたり︒

厘裁判所

九章5

草取の手をやめて︑こっちを

くさとり ﹇草取﹈︵名︶1 草取

草薙

くさなぎの

︹題名︺1

見てみる子供もある︒

つるぎ

︵二︶草薙幽

くさなぎのつるぎ

くさなぎのつるぎ

六333

劒

厘裁判所は一人の判事︑
︿略﹀︑大審院は五人の判事で組織さ

ア

ノ

ヲ

イ

﹁クサキ﹂を

ヲノミコト

草野次郎の如きは︑夜︑敵の

﹇草野次郎﹈︹人名︺1

薙劒と申し上げることになりました︒

︿さのじろう

草野次郎

船に押寄せて︑首を二十一取って︑

六576

敵の船に火をかけて引上げた︒

すみ

ひよう長い肢で︑元氣よく草

草原

きらく光る草葉の露は水

くさば ﹇草葉﹈︵名︶1 草葉

晶の玉のやうである︒

しやう

七欄9

九佃2

くさはら ﹇草原﹈︵名︶2

其の時ふと耳にするものは︑

原の上をはね廻ることもありました︒

九枷9

前の草原で鳴く轟の聲である︒

﹁速須佐之男命としたの くさむしり ﹇草宅﹈︵名︶1 草むしり

サ

此の時から︑此の御心を︑草

裁判は︑事件の輕重によつ くさなぎのつるぎ ﹇草薙剣﹈︵名︶1

草木

草薙劒

久佐幾

クサキ

て︑最初塵裁判所又は地方裁判所で

キ

﹇草木﹈︵名︶7

六392
サ

さうして︑長い夏も過ぎ︑秋
﹁クサキハアヲイ﹂といふ

ハ

久佐導波阿仁以

キ

前者は

サ

十一659

前者は

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

ハヤス

十一666

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

木﹂と書くのと同様であり︑後者は

十一664

﹁草

木﹂と書くのと同様であり︑後者は

﹁クサキ﹂を﹁草

十一663

ク

木青﹂と書いて満足せねばなるまい︒

のを漢字だけで書けば︑差始り﹁草

十一655

が來て︑野山の草木が枯れる頃︑

九冊3

久佐幾

ク

くさき

行はれるが︑

十二櫛10

れる︒

十二欄6

があって︑

方裁判所・控訴院・大審院の四階級

だいしん

裁判所には︑厘裁判所・地

すっかり草をたべてしまった くさいばんしょ ﹇区裁判所﹈︵名︶3

山羊は︑やさしい目をしながら︑又

六445

うれしげに

もちろん︑草も木もありま
山を進んだならば︑草の生

草の芽の間から立上る水蒸

澄んだ水の色︑川べりの黒

こうそ

十二櫛4

買った時は子牛で︑私も︑時

寄って來ました︒

時引出して︑草をたべさせに連れて

五174 かうして陸へ上った︑たくさ 六646
んの子蛙は︑草のかげのあちらこち
行ったこともありましたが︑

木とか草とかに上って︑安心

草も木も︑

暴馬の草をたべる後を追ひな

うちをどり︑

七佃2圃

とそれにしがみつきます︒

だと思ふと︑前足の爪で︑しっかり

七967

らを︑うれしさうにとびまはりまし
た︒

五293 草の上に腰を下したり︑ねこ
ろんだりして休みました︒

五506園 道の片がはの草ばかりが︑
食ってあったからでございます︒

北斗は︑何時までもおとなし
でるます︒

十一791

十二悩9

氣のかげもなつかしい︒

十二鵬10

えるかばねとならばなれ︑

十一一976

せんよ︒

十一柵4

牛の一群に會つた︒

くと道端の草を食んでやって來る

牧夫に追はれながら︑いう

く草をたべながら︑僕のそばで遊ん

九梱1

がら︑

五515囹 草を食取ったあとを見ます 九佃9
と︑かみ切れないで残って居る葉が
あるので︑さう考へました︒

草を分けて︑だんく奥へはいって

六364 さうして︑身の丈にもあまる
いらっしゃいまし た ︒

六367 此の野原を園んで待ちかまへ
て居た悪者どもは︑一度に︑草に火
をつけました︒

六376 天叢雲劒を抜いて︑手早くあ
たりの草をなぎはらひ︑
におつけになりました︒

六377 火打石で火をきって︑其の草
六395 草を刈っていらっしゃるおと
うさんの所へ︑お手傳ひに行きまし

〈さむす一くじょう
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のお手傳をした︒

﹇草生﹈︵四︶1

草むす

五874 勉強がすんでから︑草むしり
くさむ・す

ふとう

九6110団

川岸に沿うてぎっしりと並

ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ
くし
さうですが︑それこそ櫛の歯どころ

た男︑大きな腰みのを着けた女︑全

九時←ごぜん

くしざし

ちやうど柄杓を立てたやうなかつか

北より少し西へ寄った方に︑︿略﹀︑

うになってゐます︒

ですが︑

くじっけん

九拾間
﹇九時二十分﹈︵名︶1

東西九拾間

くじゃく

九時二十分であった︒

十五

スキー⁝⁝⁝九十
九十一

火事⁝⁝⁝九十一

︹芸名︺1

十八

九十九

樺太の旅⁝⁝⁝九

星の話⁝⁝⁝九十九

︹尊名︺2

第十八
第十七

←ひゃくにんちゅうくじゅ
﹇九十九島﹈︹地名︺1

九十五

こ＼は俗に九十九島と申
︹書名︺1

五

十二目2

七目5

第十五

萬葉集⁝⁝⁝九十

油蝿の↓生⁝⁝⁝九

九十三

第十七

張良と韓信⁝⁝⁝九

︹課名︺2

第十六

くじゅうさん

十三

十三

十目3

九十四

九十七

天孫⁝⁝⁝九十四

︹課名︺1

二十一

くじゅうし

五目9

ウグヒス⁝⁝⁝九十七

十七

扇の的⁝⁝⁝九十七

︹盛名︺3

二目8

第十七

くじゅうしち

八目5

雪の山⁝⁝⁝九十七

九十二

第十七

︹課名︺5

十目4

くじゅうに

五目8

四目6

二十

十六

こほろぎ⁝⁝⁝九十二

白兎⁝⁝⁝九十二

第十六

間宮林藏⁝⁝⁝九

圖書館⁝⁝⁝九十二

第十七

ミランの大寺院の屋上に︑

せんたふ

すばらしさ︒

十二鵬図

九條

せぼね

九十米

つまり地峡の脊骨に當る高い

くじょう

くじょう ﹇九条﹈︹地名︺2 くじょう

九十米︑

岩山を切通した所で︑幅が底の所で

十伽4

くじゅうメートル

︵名︶1

白大理石の尖塔九十八本を仰ぎ見る

十二伽2

九十八本

くじゅうはちほん ﹇九十八本﹈︵名︶1

十二

十一目3

九目4

門をはいって少し行くと︑く 三目10 二十一 自動車⁝・・⁝・九十二

﹇孔雀﹈︵名︶1

五365

くじゃく

九糊2

九時二十分

くじにじっぷん

十二価図

﹇九十間﹈︵名︶1

刺のやうに︑運河を通さうといふの

ざし

︽ース︾
ではありません︒
くしざし ﹇串刺﹈︵名︶1 串刺
み
くし
十二972図圏海行かば水つくかばね︑ 十297団鳥の羽でかざった櫛をさし 無煙2 さて︑此の湖へ︑爾方の海か
くし
ら掘割をつけて︑ちやうど團子の串

山行かば草むすかばね︑

だが︑それにしては︑まあ︑何とい

く原始的な風俗です︒
くさむら ﹇草叢﹈︵名︶2 草むら
くし
八495 道端の枯れた草むらの底から︑ 十﹇204囹 櫛を使ふことをおきらひ

かすかに︑ごくかすかに︑轟の音が
くし
關東方の使者は︑櫛の歯を

ふよい髪でせう︒

﹇九時﹈︵名︶5

じやくが居ました︒

第十六

九時には消燈ですから︑其 ︿じゅう ︹橋名︺2 九十
四目5

六目6

くじゅうく

九目5
十一目4
十九

します︒

十一悌4圏

九十九島

くじゅうくとう

うくにん

くじゅうく

すゴめ⁝⁝⁝九十
八目4
それでなくても︑夜九時に北

の前に日記をつけたり︑手紙を書い

九悩3

斗七星を見て其の位置を見え︑更に
九時大連獲の﹁あじあ﹂に︑

十時・十一時に見ると︑

十撹2

宿に踊ったのが午後の九時︑

僕は乗った︒

十一鵬6

まだ九時である︒

まだ新聞が讃める程の明かるさだ︒
十一悩10

あ︑もう九時五分前です︒
九時頃

七月の中旬ですと︑夜九時頃︑ くじゅうご

﹇九時頃﹈︵名︶1

くじゅういち

たりします︒

七516囲

くじ

くじ

達しない︒

も途中官軍に押さへられて︑目的を

引くやうに京都へ向かったが︑何れ

十二柳6

聞えるやうに思ふのは︑

十一襯5図韻 ちんちうと 轟の聲︑
くさり

日は落ちて︒

﹇鎖﹈︵名︶1

草むらに
︿さり
くさりで船をつなぎ合はせた︒

六579 敵は︑此の勢に恐れて︑鐵の

︽ーッ︾

くさ・る ﹇腐﹈ ︵五︶2 くさる

ふくれた︑大きな死がいが横たはつ

七184 申には︑︿さってぶくくに
て居る︒

九709 隣では︑董がくさって引抜け
ないのを︑星野君が根津よく掘って︑
くし

くし﹇串﹈︵名︶1串﹇▽たまぐし

七672 かけ渡された橋ばかりでも二
くし

十もあって︑まるで︑中之島をたく
さんの串でさし通したやうになって
居ます︒

くし

九梱1

くじごろ

七541国

九時五分前

くし n櫛﹈︵名︶6 櫛←おくし・け くじごふんまえ ﹇九時五分前﹈︵名︶1
ぐし
くし
一枚の櫛が 海 ベ へ 流 れ 着 い た ︒
くし

七58 七日たって︑波にゆられゆら
れ︑

七恢6 やがて櫛程になった︒
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﹇九条以南﹈︵名︶1

十二鵬図 九條
くじょういなん

十一131 九條以南には工場の煙突が

九條以南
並び︑東寺の塔に︑ともすると黒煙
がたなびかうとする︒

道に回してイの字なりに迫って行く︒

ばくだん

十佃3

鯨の艦内深くくひ込んだもり

の爆弾が︑破裂したのだ︒

今まで勢よく引出されてみた

綱がや＼ゆるんで︑鯨は二百米ばか

十柵3

鯨は又水にもぐったが︑もう

再び船は鯨のあとを追ふ︒

り先に浮上つた︒

十佃4

引寄せた鯨は︑腹部に送氣管

浮上って來ない︒

十伽2

見張では︑水夫長が今一頭の

で空運を送って沈まないやうにし︑

西京5

釧路

南面は屈斜路湖を見下す彼

﹇釧路﹈︹地名︺1

鯨の行方を見まもってみる︒
くしろ

十一826

方︑釧路の高原・山岳がうねり績い

を

あ

人々をあっといはせました︒

は︑見事一著に千米近くも飛んで︑

十一6610

た︒

しかし︑安直侶のかうした

苦心はやがて報いられて︑苛酷の語

る所を︑言葉其のま﹂に文字に書き

てきたう

二人は︑苦心に苦心を重ねた

苦心に苦心を重ねて集め

あげく︑どうやら適當な物を作るこ

九131

十一備3図

あらはすことが出來た︒
二人は︑苦心に苦心を重ねた

りぬ︒

苦心に苦心を重ねて集め

古來刀工の苦心は此の上に

いはんや當時其の技術甚

だ幼稚なれば︑苦心は殆ど想像すべ

えうち

十二描1図

た︒

注がれて︑特殊の鍛錬法を嚢達させ

十一鵬2

たる出版費は︑

十一備3図

たる出版費は︑遂に一銭も残らずな
明治三十六年十二月十四日︑

とに成功しました︒

九132
あげく︑

九135

今日こそ︑二人の苦心に成る飛行機
それにしても其の最初といへ

を飛ばせようといふのです︒

九177
ないし

ば︑ライト兄弟の苦心に成った十二

苦心はそれのみにあらざり

秒乃至五十九秒の飛行で︑

十493図
き︒

十515図

昔︑ある所に一本のくす

たふしてしまはう︒

四67園あのくすの木を切り

日かげになります︒

るたくさんの村鑑は︑みんな

四61くすの木の西がはにあ

どになりました︒

こずゑに︑時々雲がか＼るほ

四46くすの木は︑その高い

の木がありました︒

四42

からざるものあり︒
あ﹂︑多年の苦心は遂に報
くす
くす ﹇樟﹈︵名︶6 くす 楠

何分にも耳や口の不自由な

いられたり︒

十一446

子供たちのことですから︑教へる方

釧路市の北方八十粁︑雄阿

て大波の如く︑

くしろ

十一799

寒岳の直下にた＼へる阿寒湖のほと

かんだけ

血の出るやうな苦心が︑又

ところで︑これを文字に書
も増して大きいものがあった︒

きあらはす安萬侶の苦心は︑それに

十一646

績けられました︒

十一496

ではありません︒

も教へられる方も︑並重ていの苦心
苦心←ごく

ソレデアルカラ︑敵ノ軍艦ヲ

﹇苦心﹈︵名︶20

りに重て︑

くしん
しん

六梱6

打沈黒ルマデノ苦心ハ︑ナカ︿一
呉鳳は︑何とかして︑自分の

通りデハナイ︒

八135

心はとても一通りのことではなかつ

十一668

くず

﹇▽かみくず

たりと思はる＼楠の老木あり︒

くす

あのぐんくとのびて

四114園

我が國の古語を︑漢字ばか
治める部落だけでも︑此の悪い風習

安萬侶に取っての大きな苦心であっ

りで其のま＼に書きあらはすことが︑

十一652

十柵2 やがて五十米程前方の水が泉

を止めさせようと思って︑いろく

彼の苦心に成った模型飛行機

た︒

苦心をした︒

かうした苦心を重ねて︑佐吉

のやうに盛上り︑白い水煙が上った

九102

は木製の改造織機を作ったが︑

八824

と見る間に︑鯨は其の巨膿を浮上ら
せた︒

沈んだ︒

十佃1 鯨はものすごい勢で水中深く

長い文章になると︑其の苦

行ったくすの木だ︒
十矧1図社殿の右手に︑幾百年を纒

のだ︒

つになって鯨に追附かうとしてるる

十描5 十略名の船員の心が︑船と一

り沈んだりする鯨の上に集る︒

十稲2 全船員の注意は︑海面に出た

やうに降りか＼る︒

の吹上げる水煙が︑船の上にも霧の

十価9 ﹁バッ︒﹂といふ音を立てて鯨

を注意深く見まもってみる︒

くしろ
十餌10 さうして︑鯨の残した水の輪 くしろし ﹇釧路市﹈︹地名︺1 釧路市

十餌6 船は輕く左方へ曲り︑鯨の逃

ヂラヨリハ︑ズツト大キイ︒

六帽1 一番小サイノデモ︑大キナク

ルガ︑

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア

六備8 僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

くじらをおう

しろながすくじら・なんきょくかいに

くじら ﹇鯨﹈︵名︶15 クヂラ 鯨3 十佃7

くじょういなん一くず

くすのきまさしげ一くださる
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くすのきまさしげ

くすのきまさしげ

﹇楠木正成﹈︹人名︺

くすのきまさしげ

2 楠木正成
早城は︑けはしい金剛山にあるが︑

こんがう

六731 楠木正成がたてこもった千
まことに小さい城で︑軍勢もわっか
千人ばかり︒

にある楠木正成の銅像は︑此の廣

くすのきまさしげ

六伽4囹 きのふ上げたゑはがきの中
場のうちにあるのだ︒

寄ってくつれ

そこの木かげは金魚責︑

い落ちてしまった︒

七387圃
横町曲れば植木市︑
だのぶなが

る人の波︒
お

織田信長の居た尾張の清洲城

は︑或日︑大風で外廻りの塀や石垣

七738

やはらかい黒い土が︑むく

がくつれた︒

九702

とにかく︑そろく天氣が

とする砂と岩との間を︑﹁はひまつ﹂
にすがりながら進んだ︒

縁先の雪が︑かさり︑かさ

りと音を立ててくつれる︒

十二湘7

︿つれた雪は︑やがて雨落

ちのみぞにとけ込んで︑︿略﹀︑ちよ

十二備7

うちようと流れて行く︒

くせ←くちぐせ

勇士の苦節に同情した︒

︿せんしちひゃくにメートル ︵名︶1
第五のトンネルこそ︑長さ九

九千七百二米

八㈱2
﹇管﹈︵名︶6

クダ

管

千七百二米の清水トンネルである︒

ウーツゴムノケダガ．アルノ

ては焼き︑果はたゴばう然として歎

此の丸太を短く切り︑細か

日毎に焼きては砕き︑砕き

息するばかりなり︒

十491図

ては焼き︑

すけざ

ゑもん

く砕き︑藥品でどろくになるまで

十一倣10

煮︑

か㌧る不幸のしばくなるをうれへ︑

十一一餌1図 岩松助左衛門といふ人︑

如何にしてかこれを除かんものと心

を砕く折から︑

砕ける

月影のさゴ波に砕け︑漁

敵の船は︑こっぱみちんにく

︽ーケ・ーケル︾

くだ・ける ﹇砕﹈︵下一︶4 くだける

のおもむきあり︒

火の波間に出没する夜景もまた一段

十一532図

ども︑岩に鳴り石に砕け︑

り落來る瀧︑初は水筋通りて見ゆれ

属具2図

仰げば︑百数十米の中空よ

くだ・︿ ﹇砕﹈︵下二︶2 砕く ︽一

三966園アノタイヤノ中二︑モ
デス︒．

センバウキヤウ

ちやうど︑ポンプの管で水を ケ︾

三972囹 ソノクダガヤブレテ︑
中ノ空氣ガヌケテ．シマツタノ
デス︒

五416

かけるやうでした︒

イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二

六帽8．僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト
目が附イテ居ルカラ︑

な管がありますから︑其の管を木の

七941油蝿の子の口には︑針のやう

そこで︑命は︑御自分の劒を

ねらひ違はず︑彌五郎が

くだいて︑五百本の釣針をお作りに
なりました︒

十176図
かぶと

冑の眞向くだきて︑眉間の尊墨に

磯にくだける波が︑船を陸へ

しまった︒

八丁9

すると︑其の塊はやがて絶壁

押上げようとする︒

にくだけて︑白玉のすだれを廣げる︒

十4610

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑

十一捌10 最後は又急流の岩に激し︑

くださ・る ﹇下﹈︵五︶79 クダサル

日毎に焼きては砕き︑砕き くださる 下サル 下さる ︽ーイ・

ぐさと射込みたりければ︑

十491図

だけて︑敵兵は︑海の底にしづんで

其の管を木の根にさしこんで︑ 六615

根紅さしこんで︑汁を吸って生きて
居ます︒

七942

汁を吸って生きて居ます︒

時には︑機械をこはしたとい くだ・く ﹇砕﹈︵四・五︶6 くだく 砕

﹇癖﹈︵名︶2

く

苦節

︽ーイ・ーキ・ーク︾

つて叱られ︑村の青年たちからは︑

五柵5
扱ふ人がいけないから︑馬
︹題名︺1

に悪いくせが附いてしまふのだ︒

九描9囹

男のくせにとあざけられた︒

八823

くせ

︿だ

敵の前軍はしばしばくつれた︒

く盛上ったと思ふと︑四方へくつ
れる︒

九863

﹇楠木正行﹈︹人名︺

1 楠木正行

くすのきまさつら

くすのきまさつら

十一欄11

決死の士百四十三名の名を壁に書連

くすのきまさつら

十一34図 正平の昔︑楠木正行が︑

くつれるなと思はせるのが此の雲で

くつ

や㌦ともするとくつれよう

す︒

くすり

︵四︶1

十一伽1

ね︑﹁かへらじとかねて思へば﹂の
﹇薬﹈︵名︶2

和歌を書残したるは此の寺なり︒
くすり

三江2 おいしゃさまは︑︿略V︑く

すりで洗ったり︑くすりをつけ
たりして下さいました︒

﹇崩 残 ﹈

をつけたりして下さいました︒

三脳2 くすりで洗ったり︑くすり
くずれのこ・る
︽ーレ︾

十888図圃 庭に一本なつめの木︑

れ残る

揮丸あともいちじるく︑ くつれ残
くつれる

今ぞ相見る二陣軍︒

﹇崩﹈︵下一︶10

れる民屋に︑

くず・れる
︽ーレ・ーレル︾

苦節
苦節

鹿介を一目見た信長は︑此の

﹇苦節﹈︵名︶1

九872

くせつ

九832

六価4 瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑ ︿せつ
石垣がくつれる︒

たちまち壁はくつれ︑屋根瓦は大て

六鵬4 はげしい震動に︑此の家も︑
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くださる一くださる

ーッ・iラ・ール︒ ー レ ︾ ﹇ ▽ お あ が り く

コンド來テクダサル時

來テ︑ヲドッテクダサイ︒

二704囹

スルト︑先生ガニコく

さいました︒

四264

シテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ホメテ

ださる・おいでくださる・おかえしく
下サイマシタ︒

イマシタ︒

一パイ持ッテ來テ下サ

四604園これを持って行って︑
鬼をたいぢて．下さい︒

さい︒

スグ前ニカケテ居タヨソノヲ

くをしへて下さい︒

セツカク︑アケテ下サツタ

ヂサンガ︑︿略﹀︑立ツテ下サイマシ

五価9

タ︒

五研2園

五重5園

見テイラツシヤツタオバアサ

水を一ぱい下さい︒

おとうさんは︑お乳をしぼつ

て下さい︒

お目にかけたいものがある

おかあさんが︑冬こやしをか

どうぞ︑村長さんによろし

く申し上げて下さい︒

七櫛7園

少し砂をまぜて鉢に入れ︑

けて仕立てておいて下さった土に︑

七461

から︑ぜひ來て下さい︒

七176園

くり見て下さい︒

七155園まあ︑中へはいって︑ゆつ

ら︑見に來て下さい︒

七146園

今度新しいお堂を建てたか

をぢさん︑東京のお話をし

して︑かはいがって居たのですから︑

どこに居るか︑どうぞ︑早

六伽2園

きます から︑ 雪子さん︑ごへんじ

三ちゃんと．一しょに待つ

てるて 下さい︒

から︑

朝さそって下さい︒
四831國
四836圏きっとおさそひします

さい︒

三銭 の切手を一枚下
四813園

どうぞ︑よい所へやって下さい︒

六681年払の牛を︑うちの者同様に

い︒

六545園何でもい＼から︑來て下さ

た︒

て︑私たちにも飲ませて下さいまし

六435

ンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トホメテ下サツタ︒

六181

たによい事を教へて下さるでせう︒

ノダ︒
四373園 月夜の晩には︑どうか︑
五佃8園 海の神様が︑きっと︑あな
私のことを思ひ出して下さい︒

四301園私のよめに下さい︒

マデ︑オヂイサンノ︿略﹀コブラ︑
マ

アヅカッテオキマセウ︒
コンヤモ︑

どけくださる・おさずけくださる・お
ヲヂサン︑

二943﹁︿略﹀︒﹂トオホ長崎ナッ

ボンニ

ヲヂサン︑早クセンドウ 四502サウシテ︑ユデタ栗ヲ︑オ

さる・おめしくださる・おゆるしくだ

テ︑ゴハウビヲ︑タクサンクダサ

サンヲ見回テクダサイ︒

二765園

イ︒

タカゲエヲシテ見セテクダサ

二746園

ださる︒おきかせくださる・おききと
さつしくださる・おすわりくださる・
おたすけくださる・おたちのきくださ
る・おたちよりくださる・おとめくだ
さる・おのりくださる︒おはなしくだ

さる・およみくださる・ごあんしんく
イマシタ︒

さる・おまちくださる︒おまねきくだ

ださる・こちゅういくださる・ごめん
ください・ごようじんくださる・ごら

三103園 ゆき子さんからはじめて 四632園あんないして下さい︒

さい︒

ください︒
んくださる
四675園 一つめしあがって下さい︒
一351囹 オヂイサン︑ヨクキテク三154囹そのはこをかしてくだ 四804園
あったら︑早く出して下

一417

ダサイマシタ︒

ンニナッテクダサイ︒

三511園少シノアヒダ︑オヒマ
ケライニシテ下サイ︒

を 下さい︒

オヂイサンニミテイタダ 三371園 ネエサンバ︑シンバンヰ 四808園
今度は︑私が先に書

キマスト︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑ホメテク
ダサイマシタ︒

三546圏

一512園 ドウゾ︑ハナシテクダサ ヲ下サイ︒
イ︒

下さいました︒

一597園 キビダンゴヲコシラヘテ 三㎜⁝7 おいしゃさまは︑すぐ見て
クダサイ︒

一624園 一ツクダサイ︑オトモシ 樟脳3 くすりで洗ったり︑くすり

四二7 おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と
おっしゃって︑神だなからます

マセウ︒
をつけたりして下さいました︒
一644園 一ツクダサイ︑オトモシ 声価4園 この問は︑かめを助け

て下さって︑ありがたうございま

その代りに︑天人のま

マセウ︒

五449囹

か︒

ひをまって見せて下さいません

四137園

を下して下さいました︒

どうぞ︑ゆっくりあそん

す︒

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

て︑いろくごちそうをして下

三備2

でいって下さい︒

三野8園

一665園 一ツクダサイ︑オトモシ
マセウ︒

二475園ドウカ︑私ノムスメヲ
コレカラモ︑トキドキ

モラッテクダサイ︒

二687園

〈ださる一くだる
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七梱3囹待って下さい︒
七槻4園 どうぞ︑これを受取って︑
私の氣がすむやうにして下さい︒

七㎜1 おかあさんが︑枝豆やくだも
のなどを下さった︒

八279囲 では︑皆さん︑元素で居て
下さい︒

八542囹 此の水筒にも入れて下さい︒

九価7園 ぢやあ︑今度の子馬は僕に
世話をさせて下さい︒

九柵3囹 お二人で八百文下さい︒
九齪4園 此のれん木を買って下さい︒
九槻7園 何なりと買って下さい︒
九 槻 − o 園 七 百 文下さい︒

けんびきやう

九月8園 さあ︑持って行って下さい︒
掛の人に聞くと︑ 天略﹀︒﹂と
丁106
案内して下さった︒

ぞいてるた人が︑ ︿略V親切に教へ

かうべ

ふとう

さった皆さんの顔や︑帽子・ハンケ

十一闇1国神戸の埠頭で見送って下

まあ待って下さい︒

チの熱誠こめた動き︑

十一髄1園
十二5810園

いや︑十両のうち︑

一爾⁝

十二5511園急いで見せて下され︒

みかさ

旗艦三笠は戦闘旗をか＼ぐると共に︑
信號旗を以て令を各艦に下せり︒
裁判所は︑︿略﹀︑讃人其の

他の謹接を取調べた上で︑或は有罪

十二楓7

管玉

の判決を下して刑を言渡し︑或は無
罪の判決をする︒
﹇管玉﹈︵名︶！

死者と同時にはうむつた曲

甲冑などが出た︒

かつちう

玉・管玉などの装飾品や︑鏡・劒・

十ニー52

くだたま

もう少し待ってるてやつ

ばかりも引いて下さらぬかといふの
でござる︒

十二8711園
て下さいね︒

果物

さうして︑出來たらいくくだもの ﹇果物﹈︵名︶4 くだもの

る中に︑おかあさんが︑枝豆やくだ
ものなどを下さった︒

パインアップル其の他の果物
にしても︑みんな日本人の手で作ら

八千8

だり

くだり ﹇下﹈︵名︶1 下り﹇▽おんく

りになったのである︒

︽ール︾

下り

八塀2汽車はや＼速度が加つた︒下

來る

くだりきた・る ﹇下弓﹈︵四︶1

へんろ

こえいか

石段の幾曲折をあへぎあへ

ぎ上れば︑白衣の遍路︑御詠歌を唱

十励6図

へっ＼下り來るに會ふ︒

﹇下着﹈︵四︶1 下り着

小石まじりの砂なれば︑流

る＼やうにすべること二回忌にして︑

入眼の大きな腔は︑もう鹿介

︵副︶！ ぐたりと

や＼平なる所に下り着きぬ︒

ぐたりと

九823

﹇下官﹈︵下一︶1

の足もとにぐたりとしてみた︒

くだりはじ・める

先生は︑二百米も登って下り

﹇下﹈︵四・五︶32 下る 降る

︽ーッ・ーリ・ール︾n▽おくだる・か

くだ・る

始められた︒

八947

美しいのは果物屋で︑見る 下り始める ︽ーメ︾

れた物が︑使はれてるるのかも知れ
ない︒

からにおいしさうな果物が︑山のや

九539國

露りは︑村まで下りきりの愉

くだりきり ﹇下切﹈︵名︶1 下りきり

快な道だ︒

八967

どうか︑なぶって下さる

けしき

四122早早は︑たくさんの米や だりつ・く
く
褻や豆やくだものをつんで︑
く ︽ーキ︾

らでも作って届けて下さいって︒

十二9010園

十二樹3囹
な︒

下し

八665図

七㎜1

﹇下給﹈︵四︶1

此の美しい景色に見とれて居

笑って下さるな︑どうも

わしの末娘コーデリヤのやうに思へ

十二倒6園
てならぬ︒

のか︒

くださる

くだしたま・う

る

おさつしくださる・おせわなしくださ

︵下二︶←おおせくださる・

十115 向かふのすみで顯微鏡をの 十二捌10囹 涙を流して泣いて下さる
て下さった︒

十739圏 船長︑早くボートへ乗って
下さい︒

十悩10園此の雪を消さないやうに︑

うに積まれてゐます︒
給ふ

︽ーフ︾

人が躇散らしたりしないやうに︑嚴

九538国

自ら手を下し給ふに及ば くだものや ﹇果物屋﹈︵名︶1 果物屋
美しいのは果物屋で︑見る
ざるべし︒

九207図心

けくだる・すべりくだる・ひたくだる

しました︒

身ぶるひして立上れり︒

八657図

されど︑三匹は無事に下り︑

うれしさうに歌ったり︑さわいだり

谷川を下りながら︑みんなは︑

からにおいしさうな果物が︑山のや
下しやう

﹇下様﹈︵名︶1

たくみ

﹇百済河成﹈︹人名︺

五693
かはなり

だ

百濟の河成

くだら

ひ

昔︑飛騨の工といふ大工と︑
かはなり

百世の河成といふ壷かきがあった︒

くだら

七142

！

くだらのかわなり

うに積まれてゐます︒

︽一

警者は︑ぼう然としてほとん
下す

午後一時五十五分︑我が

﹇下﹈︵四・五︶2

十一558図

シ・ーセ︾

くだ・す

ど手の下しやうも知らぬ︒

十826

くだしよう

重に番をして下さい︒

十一412園 私がみなくなっても︑さ
びしがらないで︑よく勉強して下さ
いね︒

十一419園 どうぞ私に代って︑おと
うさんやおかあさんを大事にして上
げて下さいね︒

十一憾3園 先生︑休んで下さい︒

559
〈だん一くち

さはらのじふらうよしっら

たらう︒

阿禮は︑今や天にも上る心地であっ
もせざりしに︑

はかすかに聞及びながら︑おとつれ

ひでひら

秀衡を頼みぬ︒

すかさず︑無線電話による

一行は黒龍江を下 十二763図園
べし︒

くだん

﹇九段﹈︵名︶1

九だん

口εいりくち・

三55圏九だん︑十だん︑
んだ︑とんだ︒

﹇口﹈︵名︶32

ぐち︒にしぐち・ひとくち・まぐち

ぐち・げんかんぐち︒でいりぐち︒と

かどぐち・がまぐち・かわぐち・きず

くち

なはと

我が機械化部隊長の追撃命令が下る︒

十二図9

援軍來らず︑速に降る

ところあり︑はるぐ奥州に下りて

かくて深く心に決する

﹁我等には︑か＼ る 所 も 平 地 に 同 じ ︒

八673図佐原十郎義連進み出で︑

こくりゆうかう

証書︑

十二531図園

十一968図

それより山を越え︑河を

進めや︒﹂とて︑ 眞 先 に か け 進 め ば ︑

チーに出づ︒

下り︑湖を渡りて︑黒龍江岸のキ
十一9810図

三千饒騎も績いて下る︒

しつ＼︑なだれの如く下るさま︑人

に露る︒

きながら山を下った︒

つとあの槍に登らうといふ希望を抱

十一㈱2

さうして何年かの後に︑き

りて河口に至り︑海を航してノテト

八674図 聲をしのばせ︑馬をはげま
わざとも思はれず ︒

八676図 下るやいなや︑三千饒騎︑
一度にどっとときをあげて︑平家の
城に火を放つ︒

八面7 汽車はひた下りに下る︒

すかさず︑編隊群長の爆撃
かういふ大きな筏が︑時に

だから︑こんな筏の十や二

シマヒニ︑ハヒガ︑トノサ

ン︑ワン︒

二753園大キナロヲアイテ︑ワ
二96一

マノ目ヤロニ︑ハイリマシタ︒

筏流しにも︑︿略﹀︑近頃は

挙動機船にぼつぼと威勢よく引かせ

すゴ

五十鈴川のきれいな水で手

鯉ガ︑大キナロデ思フゾンブ

そのぶらくした長い鼻は︑
開いたり︑閉ぢたりします︒

よく見ると︑先が蛇の口のやうで︑

五385

尾ヲ上ゲマス︒

ン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ高ク

五257

んでをがみました︒

を洗ひ︑ロをす＼いで御門の前に進

い

ながら︑三つ︑四つ︑七つと列をな
かうそしやう

筏は江を下り︑江蘇省︑

して下るのがある︒

十一一285
ちんかう

鎭江の金山寺あたりに着いて︑大き
な貯木場にはいる︒

かくて筏は︑洞庭の岳州か
ら下って本流に出る︒

十二296

やがて有名な赤壁を下り︑
漢陽を下る︒

十二297

御身が奥州に下りし由

やがて有名な赤壁を下り︑
漢陽を下る︒

十二297

十二519図園

五84国

四703 首はとび上って︑口から
火をはきながら︑頼光のあたま
にかみつかうとしました︒

十二284

じゃまになるわけではない︒

十が績いて下ったからとて︑少しも

十一一2710

十も十五も列を作って仏心を下る︒

十一一274

開始命令が下った︒

九1310 プロペラが廻轄すると︑機は 十一塒8
勢よく斜面を滑って下りました︒

て︑近頃降りし者なれば︑

九199図 宗任は︑もと賊軍の大半に

甲板洗が す む と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

九351 これから號令が次々に下る︒
九378
﹁︿略﹀︒﹂の號令が下る︒
よし ひ さ

九831 城主尼子義久は︑涙をのんで
敵に降った︒

九旧1 高度は三百米を下って︑下界
が手に取れさうになった︒

九塀6 海から飛行場へ滑り込むやう
に降った︒

同流1 其の一つくを︑今度は前と
反封の手績で降って行くのです︒

十捌8図 寺門を出で︑こけむしたる
坂道を下りて︑那智の瀧の正面に立
つ︒

かのぼって本宮に向かふ︒

十価3図 瀞を下り︑再び熊野川をさ
十一643 勅命の下ったことを承った

さうして︑鼻をぐるつと巻く

やうにして︑口の所へ持って行って

五388

よく見ると︑二匹とも︑口に

たべます︒

は︑敵兵の軍服の切れはしを︑しつ

五悩1

もしもの事があったら︑忘

かりとくはへて済ました︒

六348園

急いで袋のロをおあけになる

れずに︑此の袋のロをおあけなさい︒

お前は︑ロで言って聞かせ

と︑中に火打石がありました︒

六373

六鵬4園

ふしぎに思って︑今度は西側

るだけでは︑だめだ︒

のロからはいらうとすると︑又其の

七159

信長は︑二人の議論を尊い

戸がしまって︑

七864園

油蝉の子のロには︑針のやう

て︑﹁どちらも口だけではわからぬ︒

七941

な管がありますから︑其の管を木の

足が長い割合に︑甲は小さい

根にさしこんで︑

のですが︑おもしろいのは其の口の

八月6

所です︒

ロには色々込入った道具が附

いて居ますが︑其の上の所に小さい

八帽6

燭角があって︑

九463図大きなる袋に長四郎を押入

書間は︑まだ暑いくの歎聲

れ︑ロを封じて︑

九伽6

頂の岩角が手に取れさうには

が口をついて出て來る︒

九柵7

つきりと見えた次には︑深い谷が︑

くちくかん一くつ

560

どん底に大きな口を開く︒
す︒

クチクカン

騙 逐艦﹇▽いちくちくかん
クチクカン

足ノ早イ駆逐艦二︑打當テラ

した︒

る

︽ーリ︾

十一塀4

ベートーベンも︑我ながら

護りだしぬけだと思ったらしく︑ロ

バクライ

レタリ︑爆雷トイフモノヲ投ゲコマ
かげろふ

くちずさ・む

ロ先だけで海象の伴なは
﹇口遊﹈

︵五︶2

口ずさ

ない事は︑私には申し上げられない︒

十二㎜3園

我が駆逐艦漣・陽炎の くちさき ﹇口先﹈︵名︶1 口先

さゴなみ

こもりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

に至れり︒

二隻に追撃せられ︑遂に捕へらる㌦

十一592図

レタリスルト︑

六伽8

十210図水屋の水に口す＼ぎて︑此くちくかん ﹇駆逐艦﹈︵名︶2 駆逐艦 くちこも・る ﹇口籠﹈ ︵五︶1 口ごも
の門を入れば︑

十662 おちいさんは︑口をむにやむ
にやさせて︑中々答へない︒

から出た︒

十一4011 やっと︑これだけが私の口

十﹇444 しかし︑何分にも耳や口の
不自由な子供たちのことですから︑
口ぐせ

昭和の聖代に生をうけた我等

二761圏

し

一時でも其の領主となったのは︑全

れぬわたしが︑出雲に旗あげして︑

くお前の力であった︒

人間は︑くちびるや舌を

くちびる ﹇唇﹈︵名︶3 くちびる

動かして︑いろく攣った四丁を出

十一435圏

すが︑

ふいごで風を吹込むと︑ゴ

ムのくちびるが動いて︑生きた人間

十一439

のやうに聲を出す仕掛になってゐま

した︒

いよく熱心に︑聲の原理

や舌・くちびる・耳などの生理を勉

十一443

強しました︒

レンズは大分上等なん

下の方は白で︑花の口もとの

所に︑こい紅をさして居ます︒

六宮7

くちもと ﹇口元﹈︵名︶1 口もと

やうな濫読をする︒

だ︒﹂正雄君は︑さも自分で買った

十一悩2

私は幾度か︿略﹀の古歌を くちぶり ﹇口振﹈︵名︶1 口振

ロば

コレハトビ︑ロバシヲ

ロバシ

口ずさんで︑太子をしみぐとしの

十一353

歓喜を感ずるのである︒

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

十価4

おとうさんも︑おかあさん む ︽ーン︾

﹇口癖﹈︵名︶2

をぢさんは何時も話の終に︑

口ぐせのやうに言ふ︒
くちく
﹇駆逐隊﹈︵名︶2 騙逐隊

回の水雷攻撃を受けて︑敵の両旗艦

び奉るのであった︒
くちく
績いて我が駆逐隊より二 くちばし ﹇嚇﹈︵名︶4

を始め︑其の他の諸艦も多く相つい

十一578︹図

駆逐隊

くちくたい

十二901

でたい︒﹂と言ひながら︑

も︑ロぐせのやうに﹁めでたい︑め

十一426

始めて下り立つた朝の湖は︑ くちぐせ

殆どロをきく氣もしない程︑静かで

十一悩11

神々しい︒

かうぐ

つた︒

十﹇醜5 きやうだいは口を揃へて言

たゴ一死面國があるばかりである︒

十一湘1一 ロにこそ出さぬが︑心は

の足もとには︑意外にも深い谷底が

十二682 激しく押合ひもみ合ふ彼等
口をあけて待ってるるのである︒

ゴランナサイ︒

十二聰7 羅刹は座に着いて︑おもむ

で沈没せり︒

ろにロを開いた︒

同じですが︑まだ口ばしの下の赤色

官女たちは︑口々に言出しま

いたづらに朽果てたかもし

九752

兄は︑改つたロ調で言った︒

朽ちた木柵の中に︑菊花の

もくさく

く・ちる ﹇朽﹈︵上一︶1 朽ちる ︽一

チ︾

御紋章と大日本署長境界の文字とを

十︻柳11

刻した石詰が立ってるる︒

四131 ぼくがべんきゃうしてる
ると︑くつの音がして︑

ぐつ

くつ ﹇靴﹈︵名︶6 くつ 靴﹇▽なが

全艦が濃い緑色で︑頭が黒く︑

︽ーテ︾

九889園

てる

無頼の少年等︑ロ々にの＼ くちは・てる ﹇朽果﹈︵下一︶1 朽果

ロばしと脚とは眞赤です︒

のどと翼と尾とは濃い紫色を帯び︑

九645

に見えるのさへあります︒

ロばしの爾わきが︑幾分黄色

もう大きさだけは親つばめと くちょう ﹇口調﹈︵名︶1 口調
が︑親つばめ程こくありません︒

そこで大勢の人々は︑口々に
つはもの

源氏の兵ども︑只略V︒﹂

八45

夜に入りて︑我が駆逐 八44
てい
隊・水雷艇隊は︑砲火をくゴつて敵

十一5710図

艦に迫り︑無二無三に攻撃せしかば︑

修行者は︑うっとりとして

此の言葉を聞き︑それをくりかへし

十二⁝隅6
口に唱へた︒

十川4

しりて止まず︒

十967図

と口々に言ふ︒

雷撃5図

人夫を呼んで︑我先に渡らうとする︒

七掴1

十二慨10圏 誰が一番此のわしを大事 くちぐち ﹇口口﹈︵名︶4 口々

に思ってくれるか︑それを︑そなた
たちの口から聞きたい︒

十二研2園 父上︑私はロで申すこと
の出門ます以上に︑父上を尊敬も致
し︑おいとしくも思ひます︒

を口に出して言へないのでございま

十二㎜11園私は︑此の心にあること

561
くつう一ぐっと

六674 父や兄は︑牛の燈をきれいに
して︑新しいくつをはかせてやりま
した︒

器の手入をすまし︑靴下を洗ったり︑

八588 もう兵隊さんは來て居て︑兵
靴をみがいたりして居ました︒

くつ

高いこずゑ

細くなって︑右に左に屈曲する︒

くっきり

見上げると︑

︵副︶7

六474鰯

くっきり
まつさをな空に︑

きりと浮いて居る︒

は︑︿略﹀︑

遠い木立や︑家や︑煙突や︑

みんなくっきりと夕空に浮出して居

丁丁8
る︒

十935図 老人靴を橋下に落し︑野良
に向かひて︑﹁拾 ひ 來 れ ︒ ﹂ と 言 ふ ︒

高度計は一千百米を示してゐ

望遠鏡の圓い視野に︑月が

しかピ

屈斜路湖

﹇屈斜路湖﹈︹地名︺2

あぶって︑乾かして上げました︒

屈斜路湖

くっしやろ

くっしゃろこ
て

ぐっすり

ぐったり

屈する

くつつ

なすも︑きうりも︑みんな暑

る ︽ーシ︾

さうにぐったりして居る︒

五827

︽ーケ︾

に

ばしゃ

材木をたくさんつんだ荷馬車

ソノウチニ︑コノタクサンノ

スルト︑針ハ︑生キ物ノヤウ

磁石ヲソバニ持ツテ行クト︑

刷了︑銅ノ七五︑イクラ磁石

コレハ︑砂ノ中ニアル砂鐵ガ︑

すると︑ふしぎにも前足はか

．くっつ・ける ︵下一︶1 くっつける

くなります︒

たく其の場所にくっついて︑動かな

七969

クツ着クノダサウダ︒

六207

ヲ持ツテ行ツテモ︑クツ着力ナイ︒

六195

ツトクツ着ク︒

コロくトコロガツテ來テ︑ピシヤ

六187

ツ着イタ︒

ニ︑ピヨントトビ上ツテ︑磁石ニク

六177

枝ニクツツキマシタ︒

綜ノ中ノ一本ガ︑向カフノ柿ノ木ノ

五786

の石がきにくつついてよけました︒

が來ました︒︿略﹀︑みんな︑道ばた

ざいもく

く クツ着ク ︽ーイ・ーカ・ーキ・一

弟子屈から道を北へ取って︑
︿つつ・︿ ︵五︶7 クツツク

屈斜路湖のほとりに出る︒

くっしやろ

十一8111

ず︑再び募集に着手して努力するこ
と更に敷年︑

しかも彼屈せずして募集
に力むるとともに︑一歩々々其の困

十二柵3図

︵副︶1

難なる工事を進めたりき︒

ぐっすり

百合若は︑いつの間にか︑
﹇屈﹈︵サ変︶2

ぐっすりねこんでしまひました︒

四擢1

︽ーセ︾

くっ・する

通有も左の肩を射られたが︑
少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

六589

八775此の重い傷にも屈せず︑鳩は
なほしばらく飛績けたが︑遂にたへ
︵副︶1

かねて︑とある木の枝に止った︒

ぐったり

草をどさりと投げてやると︑

三匹が頭をくっつけて︑おいしさう

しゅてんどうじは︑だん 六416

にたべ始めました︒

七979

ぐっとそりかへるやうにして︑

ぐっと ︵副︶12 ぐっと

く霊薬がなくなり︑しまひ
た︒

にはぐったりとねてしまひまし

四691

五274

南面は屈斜路湖を見下す彼 ク︾

︽一

方︑釧路の高原・山岳がうねり績い

十一825

屈す

然れども鐵眼少しも即せ

﹇屈﹈︵サ変︶2

て大波の如く︑

︿っ・す
セ︾

九欄9
るが︑富士はやっぱり横雲の上の青

十939図 張良其の無禮を怒りしが︑
老人なればと思ひ返し︑靴を拾ひ來

十一柵4図

十一悩6

くっきりと浮出して見える︒

くつした

十一捌4 四千米の空には早くも夜が
れうき
明けて︑僚機が︑くっきりと深紅の
﹇靴下﹈︵名︶3

太陽の光を浴びる︒

くつした

靴下

みんなが︑︿つしたをぬいで
足袋にはきかへたり︑着物のすそを

七92

もう兵隊さんは來て居て︑兵

はしょったりしました︒

八588

器の手入をすまし︑靴下を洗ったり︑

ぼしふ

空にくっきりとそびえて︑
ひえい

仰げばはるか北東の空に︑

りて捧ぐ︒

十一櫛6 薄暗いらふそくの火のもと
十一81

緑した﹂る一位の木を背に

くっきりと比叡山が聲えて︑皇城鎭

十一781

で︑色の青い元町のなささうな若い

あんぴ

苦痛

護の姿を昔ながらに見せてみる︒

﹇苦痛﹈︵名︶1

男が︑靴を縫ってみる︒
くつう
れんたい

九価4図 聯隊長・民兵の安否を次次

青銅の胸像がくっきりと浮かび三つ

くつがへ

て見える︒

し︑見上げるやうなにれの葉かげに︑

靴音

に尋ね︑ほとんどおのれの苦痛を知
﹇靴音﹈︵名︶1

らざるものの如し ︒

八297圃 出勤を急ぐ人たちが通る︑

︿つおと

︵五︶−

勢よくステッキを振りく︑ 靴
﹇覆﹈

音を立てて︒

︽ーシ︾

くつがえ・す
す

十二柵2 あくまで徳川を討たなけれ
ば︑武家政治を土塁からくつがへし
て︑新日本を打立てることが出主な
﹇屈曲﹈︵サ変︶1

いとする硬論があ る ︒

くっきょく・する

靴をみがいたりして居ました︒

︽ ー ス ル︾

私も︑兵隊さんの靴下を火に ぐったり・する ︵サ変︶1 ぐったりす

八齪7 右も山︑左もやがて山を見上

八594

屈曲する

げるやうになると︑利根川も眼下に

くどい一くに
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頭を後へ下げます︒
八柵5 いわしの重みで︑船がぐっと
傾く程だ︒

もう言ふな︒

十二欄11園
十二欄11園

いや︑︿どい︑くどい︒

三344こんどは︑西の方のと

實に︑我が國にとっては︑．こ

れまでにない大難であった︒

六605

かねて︑尊の御勇武を︑聞傳へて知

いや︑くどい︑︿どい︒

ことです︒

の國をひろくなさったといふ

って居ましたので︑
ほい國に︑やはりあまった土地
のあるのが見えました︒
六
358園 此の國の野原には︑大きな
しか
につぼん
三357 神さまは︑かうして日本
鹿がたくさん居ります︒

からうじて至れば︑島に

漂着せる十鯨人︑連日の苦圏に疲

へうちやく

十二個8図

九6910 僕は︑割合にしっかりしてゐくとう ﹇苦闘﹈︵名︶1 苦闘

る一本の蓮を握って︑ぐっと引張つ
た︒

六伽7園

日本の國は︑わが子孫が治

い國を開きに︒

五953園

日本の國は︑わが子孫が治

むべき國である︒

五953園

さうして︑天照大神のおこと

むべき國である︒

五梱2

ば通りに︑日本の國をお治めになり

其の後︑命は︑二つの玉で悪

ました︒

五囲7

西の國で︑自分より強い者

者どもを平げ︑よく國をお治めにな
りました︒

六276園
はない︒

小袋の方のは︑私どもの主

紀州の男は︑急いで國へ露

これから行かねばならぬ遠い

ヨーロッパの或國で︑約十萬

そこで︑其の國の人々は︑此

家に入れてやり︑

の疲れはてた鳥を拾ひ集めて︑暖い

八92

羽のつばめが急に落ちて來ました︒

八83

知れません︒

國のことを︑話し合って居るのかも

八52

うにいたせ︒

つて︑其の金を間違ひなく届けるや

七伽5園

人が國へ送る金です︒

七梱9圏

此の財布に入れて來たのです︒

間の者が國へ送る金をあづかって︑

行って︑れふをして居ましたが︑仲

皆おまつりしてあるのだ︒
ばうしう

國のために戦死した人は︑

四旧3園 北風︑早世ハモウ北ノ
國ヘカヘヅテシマへ︒

七捌7園はるぐ房州へ出かせぎに

れ︑うゑに苦しみて︑

四伽2サウシテ︑南ノ國カラ大

十432 瀧へ行く坂道は︑ぐっと急に
なかつくに︒いずものくに・いせのく

ゼイノ仲間ヲ連レテ來テ︑北
風ヲドシ︿ト追ヒマクリマス︒

國﹇▽あしはらの

に・いわみのくに・うましくに・えっ

﹇国﹈︵名︶77

十悩5 陸上に作った湖のことですか
ちゅうのくに・おくにじまん・かがの

くに

ら︑其の水面は︑海から來る掘割の

なる︒

水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

くに・かずさのくに・きいのくに・さ

に・びっちゅうのくに・みかわのく

神さまが︑どうかしてこの

に・みくに・やまぐに・やまとのくに

三304

國をもっとひろくしたいと︑
おかんがへになりました︒

三306國をひろくするには︑ど
こかのあまった土地をもって
來て︑

三315すると︑東の方のとほい
國に︑あまった土地のあるの
そこで︑神さまは︑その國

が見えました︒

三317

した︒

はないので︑たけると申して居りま

した︒

待って︑南の暖い國へ送ってやりま

六322園西の國では︑私より強い者 八95 さうして︑疲れのなほるのを

ありったけの力を出して︑おひ

になりました︒

めは決して自分の國を忘れません︒

三337國をひろくなさいました︒ 六352此の國に居た悪者のかしらは︑ 八381囹 お前の國はどこ︑又親の名

ろくなさいました︒

三336 神さまは︑その土地をこ 六335 日本武尊は︑其の後︑東の國 八112 日本からオーストラリヤまで
は︑一萬粁以上もありますが︑つば
の國につぎあはせて︑國をひ
の悪者を平げよといふ勅を︑お受け

きになりました︒

に︑太い︑太いつなをかけて︑

何しに行くのです︒﹂﹁新し

がみのくに・するがのくに・とさのく

︽一

五648圏

直線に進む船のともから︑網が次第

十︻863 ぐっと速度を落しながら一
にくり出されて ︑

な塊になって群生する白い雲があり

十一川1 いわし雲より︑ぐっと大き
ます︒

十一柵7 つい向かふに︑ぐっと見上
げる程心え立ってるるのが有明山で
ある︒

十一佃5 道は幾分なだらかになった
り︑又ぐっと急になったりする︒

十一欄11 釣合の取れた形︑氣持よく
そり
ぐっとはいった反︑物打から切先へ
かけての輕やか な 線 ︑

十二607園 かう致しますと︑ぐっと
廣がります︒

くどい

左脚をのばし︑右脚でぐつ
きつち
と樽をか＼へながら︑木槌を使って

十一一864

﹇諄﹈︵形︶2

竹のたがをはめ る ︒

くど・い
イ︾
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くにお一くにぐに

は何と申す︒

八梱2 まるでおとぎの國にでも︑さ
まよってみるやうな氣がする︒

八槻5 ﹁星低き國﹂といふのもハワ
イのことである︒

八㎜4 北の國はまだ眞冬であった︒

九75 我が國でも︑今から百数十年
はと

十一541図我が國に遊べる外診人は︑

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

る＼ものにして︑一切纏の廣く我が

り給ふや︑如何に︒

十一一410図園快く此の國をたてまつ

ふかなおのが治むる國はいかにと

十一一13図圏古のふみ見るたびに思

き美しい刀劒があらうそ︒

世界何れの國に︑かくの如

ことなりとす︒

れ

十一欄5

早くより内海の風光を賞して︑世界

あしはら

における海上の一大公園なりといへ
り︒

すめみま
ろ

ひえだのあ

十﹇616図圏園葦原の中つ御國は︑
おほのやすま

皇孫の治むべき國︑

十一633太墨譜侶は︑稗田阿禮が
そらんずる我が國の古論を︑文字に

かうきち

前︑岡山の幸吉といふ表具師が︑鳩
書きあらはすことになった︒

我が國の青銅器時代は極め

特に我が國特有のものとし

そ

孔子は楚の國へ行かうとし

て前方魚苗の古墳と構へられるもの

十ニー311

つたものと考へられる︒

て短く︑やがて次の鐵器時代にはい

十ニー32

ら青銅器を作ることが傳へられ︑

家のため國のため︑私が取りしまり

我が國は︑もと支那から敷

をすることになりまして︑

十二描7

日本は︑支那の算木による

學を學んだ︒

十二研8

のやうに︑算木による方法を捨てて

算法を學ぶとともに︑︿略﹀︑彼の國

しまふことはなかった︒

十一一欄10 此の方法から導き出された

盛時の西洋を除けば︑かく

濃い青空には︑春の國から

宮が御兄孝明天皇の御心を

おうべい

當時欧米の強暴は︑ひそか

十二柳4図南

國といふ國をめぐりて

國雄

國といふ國をめぐりて

日の本の人と生まれし幸は知りにき

十二餅4図團

に我が國をうかゴつてみたのである︒

十二欄8

水火の中をもいとはぬ御漏悟で︑

安んじ奉り︑國のため民のためには

十二柵8

生まれて來たかと思はれる白雲が︑

十二欄3

ひとり我が國のみであった︒

代数の演算が自在に行はれるのは︑

十二柵3

にまで高められたのであった︒

彼が天武天皇の仰のま＼に︑ 十一一1210 我が國へは︑アジヤ大陸か 我が國の敷學は︑︿略﹀︑世界的水準

我が國の正しい古血︑つま
しかるに︑面罵の語る物語

がある︒

て︑弟子たちと共に︑陳・票の野を

我が國の古語を︑漢字ばか 十二334
旅行した︒

まことに姫路城は︑我が國

城郭建築の梓であり︑世界に誇るべ

十一一7211

安萬侶に取っての大きな苦心であっ

これが古事記といって︑い

大和は︑りつぽなよい國で

き國寳である︒

くにお 且vはらだくにおくん

國雄君︑お手紙ありがたう︒

くにおくん ﹇国雄君﹈︹人名︺1

七472團

君

どやくと此の國の青年が
四五人はいって得て︑私のそばに腰

それ以來︑此のへんの二二を

はれて居る︒

﹁あづま﹂といふやうになったとい

七了2

おとぎ話の國の都を思はせ くにぐに ﹇国国﹈︵名︶1 三々

をかけた︒

十二伽6

ある︒

殊に大切なことは︑かうし 十二鯉5

いで︑軍艦に乗組みて︑

林藏が二回の探検により

十二㎜11

若しさうと致しますと︑

るやうな圓屋根や尖塔の與える水の
十一一幽3園

て︑︿略﹀︑其の西岸大陸の事情も始

これ世に鐵図版と構せら

都が浮かんで見えるのであった︒

十一佃3図

めて我が國に知らる＼に至れり︒

十一994図

我は護らん︑海の國︒

十一926図圃

つたことである︒

て我が國の古傳が︑古語のま＼に残

十﹇6710

はば我が國で最も古い書物である︒

十一673

た︒

りで其のま＼に書きあらはすことが︑

十一6411

は︑すべて我が國の古い言葉である︒

十一6410

り神代日直の尊い歴史も文學も︑

十一6310

齢年前のことである︒

言忌へをそらんじ始めたのは︑三十

我が國の正しい古記録を讃み︑古い

十一636

の髄を研究して大きな翼をこしらへ︑
﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

ことは︑千年の昔から︑我が國の詩

九628

や歌にうたはれてゐますが︑

九671 其の結果︑いはば我が國に二
つの名鳥が出費たことになりました︒

一系の天皇をいたゴき︑世界にたぐ

九㈱6 我が國は︑神代このかた萬世

いったんくわんきふ

ひなき豆苗を成して︑

九柵4 一旦緩急ある時︑國をあげ
て國難におもむくのも︑
て萬歳を唱へるのも︑
しづ

九m5 皇國のよろこびに︑國をあげ
しんれい

十42図 今とこしへに神璽と鎭まり
まして︑御親ら世を守り︑國を鎭め︑
民草をもみそなはすらん︒

十521図 其の作品は︑ひとり我が國
にもてはやさる＼のみならず︑遠く
西洋諸國に傳はり て ︑

國第一の小説であるばかりでなく︑

でふ
十一158 源氏物語五十四帖は︑我が

十一336 廻廊・殿堂に園まれた中庭
にある夢殿は︑我が國で一番美しい
八角圓堂だといはれてみる︒

くにごさん一くびかざり
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くにこさん

﹇国子﹈︹人名︺1

まんしうじへん

國子さ

六三4園 漏洲事攣でなくなった︑國

ん

八幽4

﹁かれひ﹂は何時でも髄を横
岩や砂の上を歩く時は︑八本

にしたま＼︑くねって行きます︒

八緬7
の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横
くの字なり

ふりかへって見ると︑革の鞘

四701

頼光は︑しゅてんどうじを

呼びおこし︑刀を抜いて︑︿略﹀︑

その首を切落しました︒
て︑︿略﹀︑頼光のあたまにかみ

明日の書斎︑赤い帽子をか

ぶって︑赤い着物を着て︑こ＼を通

八172園

る者の首を取れ︒

ち其の人を殺して首を取ってしまつ

四702ところが︑首はとび上っ 八179 待ちかまへて居た彼等は︑忽

しかし︑お祭が近づくと︑蕃
人はぜひ首を供へなければならない

八183

親のやうにしたって居る呉鳳

拝観に來た人々は︑皆外たう

の首であった︒

八558

めいく首にかけた花の首か

のえりに首をうづめて居ました︒

ざりが︑目立って美しくみえる︒

八備9

九754囹十歳の時︑軍に出て敵の首

手のひらで置く首や背中をな

を取った程強いお前のことだ︒

でてやると︑すぐ安心して静まって

九槻3

去年取った首があるはずだ︒

しまひます︒

八141園

四十享年は何時の間にか過ぎ

くびかざり

かねみつ

波およぎ兼光といふ刀は︑

羅刹は首を振った︒

﹇首飾﹈︵名︶2 くびかざ

をお召し下さいませ︒

まってをりますなら︑どうぞ私の首

十二川9圏若し私の此の素噺があや

十二川8

いでから首が落ちたと傳へられる︒

切られた人が其のま㌦しばらくおよ

十一柵5

名があり︑

首を打つに髪までも切れたので此の

十一儒3

首を長くして待ってるました︒
ひげきり
源家の重寳髪切の太刀は︑

それでは︑其の首を大切に 十佃7 清少納言は︑使の蹄るのを︑

た︒

八158囹

を取れ︒

日の書頃︑︿略V︑こ＼を通る者の首

八169園それ程首がほしいなら︑明

なければならない︒

今年こそ︑新しい首を供へ

て︑もう供へる首が一つもなくなつ

八158

度に首を取って供へて居た︒

八154外の部落では︑毎年祭がある

供へることにするがよい︒

しておいて︑これから毎年一つづつ

八144園

と申し出た︒

あった︒

た︒
つかうとしました︒
そこで︑頼光は︑しゅてん 八182 意外にも︑それは呉鳳の首で

四715

草野次郎の如きは︑夜︑敵の
船に押寄せて︑首を二十一取って︑

六577

どうじの大きな首をけらいに

︽ーッ︾

かつがせ︑
配る

袋が柱につかへて︑くの字なりに曲

くば・る ﹇配﹈︵五︶1
しやうじ

敵の船に火をかけて引上げた︒
ばんじん

人夫は首をふった︒

垂湾の蕃人には︑もと︑人の

たいわん

七槻8

八131

舟は︑あつい紙で二つこ

首を取ってお祭に供へる風があった︒

クビ

八138

首

中にも︑芋瀬の荘司は︑宮

﹇首﹈︵名︶32

ハサミデ︑サル

手下の者を配って居た︒

くび
ハ︑

且﹀うちくび・ひらくび

カニ

ちり

すそにからまり︑

くびの小すずを
まりとじゃれて

子蛙はくびをふって︑

えんからおちる︒

三644

﹁︿略V︒﹂といひました︒

三277

は︑

ちりならし︑

三237圏

たもとにすがる︒

ちりならし︑

ノクビヲキラウトシマシタ︒
三231圏 くびの止すずを ちり

二287

くび

のお通りになることを知って︑道に

七555

いもせ

つてゐます︒

九川3

︵名︶1

に傾けながら進みます︒

九入

くのじなり

子さんのおとうさんがおまつりして
國ざかひ

あるのは︑そこなのですね︒
﹇国境﹈︵名︶1
葦原

十二籾8図翻 雪残る頂一つ國ざかひ

くにざかい
﹇国原﹈︵名︶1

十二棚7図團 登り立ち國見をすれば︑

くにばら

國原は煙立ち立つ︑ 海原はかま
め立ち立つ︒

くにびき ︹課名︺2 國びき
三目12 十一 再びき

三302 十一 國びき
くにみ ﹇国見﹈︵名︶1 國見
あめ
十二梱6信管 とりょうふ天の香具山︑

登り立ち望見をすれば︑ 國原は

﹇九人﹈︵名︶1

煙立ち立つ︑ 海原はかまめ立ち立
つ︒

くにん

くぬぎ

七551 お供の者は︑わっかに九人で
﹇櫟﹈︵名︶1

あった︒

くぬぎ

くぬぎ

九佃5 ならやくぬぎを交へた松林が︑

﹇櫟林﹈︵名︶1

どこまでも績く︒
くぬぎばやし

きこえたら︑

三707園 大きなす曳をねこの
首につけておいて︑その音が

と︑

しらへました︒さうして︑長いひ
︽ーッ・一

もをつけて︑︿びへかけます
くねる

林
︵五︶3

七給7 村の西にくぬぎ林がある︒
︿ね・る

ラ︾﹇▽まがりくね る

ねらせて泳ぎます︒

八幽2 ﹁かれひ﹂は︑平たい鵤をく

565
くびとり一くまのさんざん

五28 或神様は︑きれいな玉をたく

り 首かざり
さん作って︑くびかざりのやうに︑
ひもにお通しになりました︒

﹇首取﹈︵名︶2

首取

ざりが︑目立って美しくみえる︒

八苦1 めいく首にかけた花の首か
くびとり

八152 阿里山蕃だけは︑しばらく首
取の事も止んで平和が績いたが︑

八186 それ早寒︑阿里山蕃には首取
の悪習がふっつりとなくなった︒

くひゃくくじゅうくほん ﹇九百九十九

三431園

よい刀を千本あつめる

本﹈︵名︶1 九百九十九本

くふう

工夫

つもりで︑九百九十九本は取っ
た︒

﹇工夫﹈︵名︶10

三695園 このごろ︑なかまのもの

くふう

さうして︑よい汽車を造らう

するに至れり︒

十欄3
さうして︑よい汽車を造らう

として工夫に工夫を重ねた︒

十手3

八研5

工夫

時計を見つめて居ると︑八分︑

︽一

九分︑十分︑いたづらに時間が長い
やうな氣がする︒
クベル

熊﹇▽おおくま・

二90一 マタオコッテ︑ウスヲコ
ハシテ︑火玉クベテシマヒマシ

おほぐま

﹇熊﹈︵名︶1

タ︒

くま
こぐま

﹇隈笹﹈︵名︶1

くまざさ

力のあるにまかせて︑四方をうち從
でした︒

くまで
くまで 熊手

熊襲をうつて︑都へおかへり
﹇熊手﹈︵名︶3

されども義纒は︑太刀にて

﹇隈取﹈︵五︶1

くまどる

︽ーッ︾

八欄1

雪の積った山々の頂から上の

空は︑ちやうど墨でくまどつたやう

くまなし

に見える︒

くまな・し ﹇隈無﹈︵形︶2

尋ぬる三

︽ーク︾

船内くまなく

たび︑呼べど答へず︑探せど見え

八備8図圏

ず︒

はやたま

﹇熊野川﹈︹地名︺3 熊野

心塒1図 熊野速玉神社に参詣す︒

くまのがわ

萬本とも知らぬ材木を浮かべたる大

十齪6図 熊野川の川口に近く︑幾十

社殿は︑熊野川を背にして︑

貯木場あり︒

老杉かげ暗き所にあり︒

二戸2図

十五3図瀞を下り︑再び熊野川をさ

︹課長︺2

熊野紀行

かのぼって本宮に向かふ︒
くまの

熊野紀行

十目11

第二十四

信極めて厚く︑

熊野紀行

熊野三山と構せられ︑古画朝野の尊

十号2図本宮・新宮・那智は︑世に

熊野三山

くまのさんざん ﹇熊野三山﹈︵名︶1

十伽2

第二十四 熊野紀行
くまの

小さいくまでで砂をかくと︑ くまのきこう
おもしろいやうにあさりが出ました︒
くまで
敵は船中より熊手を以て︑

くまど・る

て陸に上る︒

熊手を防ぎく︑遂に弓を拾ひ上げ

八撹7図

引倒さんとす︒

義経のかぶとに打ちかけ打ちかけ︑

八皿1図

七106

熊手

くまで

になった日本武尊は︑

六334

襲をお亡しになりました︒

十六︑かうして︑たゴお一人で︑熊

六329

み こ
やまとをぐなの皇子は︑御年

へ︑後には朝廷の仰にも從ひません

てうてい

十二427 雨に洗はれた築山のくまざ 十欄8図 境内さして廣からねど︑く
かうぐ
まなくはき清められて︑いと神々し︒
さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑
くまそ
くまの ﹇熊野﹈︹地名︺2 熊野
くまそ ﹇熊襲﹈︵名︶3 熊襲 熊襲
くまそ
六273 熊襲のかしら︑川上たけるは︑ 十佃7図 熊野那智神社に参拝す︒

くまざさ

大きな熊の形を考へたからです︒

それは昔の人が︑それらの星の列に

話をする時に起る空論の振 無価6 ︿略﹀︑大熊座といひますが︑

として工夫に工夫を重ねた︒

十一449
動を目で見る機械の工夫をしたり︑

町回は︿略﹀︑師の教に

︽ーシ・ースル︾

﹇工夫﹈︵サ変︶4

ついて何か自分で工夫をこらしてゐ

十二389園
る︒

する

︿ふう・する

スチーブンソンは︑馬車の代

りに︑自分の工夫した汽車を用ひる

十欄6

はにわ
又︑古墳の外部からは埴輪

ことをす＼めた︒

十ニー54

あの野見宿禰がそれを工夫したとい

のみのすくね

の人形などが獲見され︑私たちに︑

孝和は︑此の算木を置く方

ふ歴史を思ひ合はさせる︒

十二佃11

法から考へついて︑敷や式を紙の上

が︑ねこにとられてこまるが︑
何かよいくふうはあるまいか︒
三705囹 よいくふうがあります︒

に書きあらはし︑更に文字を記號と

孝和の天才は︑圓や球など
く巧妙な働を見せた︒

の算法を工夫するに及んで︑いよ

十二柵8

して使ふことをも工夫した︒

九74 空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ﹂
いふ風に飛んでみたいと思ひ︑いろ

く工夫をこらした人は︑
も︑いろくと工夫をこらしました︒

九134 それから︑プロペラについて

み︑しかも工夫に心を奪はれては︑

十494図 研究に費す金は次第にかさ くふん ﹇九分﹈︵名︶1 九分
自ら家業もおろそかならざるを得ず︒

ベ︾

︿・べる ﹇焼﹈︵下一︶一

十519図彼は︑其の弔いよく研究
を重ね︑工夫を積みて︑遂に柿右衛
門風と呼ばる＼精巧なる陶器を製作

くまのなだ一くも

566

︿まのなだ ﹇熊野灘﹈︹地名︺1 熊野
なだ

百年も前の事であったが︑初の中は︑
炭坑などで水を汲上げたり︑

たんかう

筏は︑たくさんの丸太を幾

﹇組方﹈︵名︶一

なものである︒
くみかた

が︑すみきった水にうつって見ます︒

くも・にゅうどうぐも・むらくも・ゆ

りぐも・さばぐも︒しらくも・つきと

イッノマ色目︑マックロ

ネズミノオトウサン

バ︑

雲ノ所ヘイッテ︑只略V︒﹂ト

Q

二95 ケレドモ︑クモハ︑ダンダ
ンフエテキマシタQ

ガリマシタ︒

ナクモガ︑ソラーパイニヒロ

一422

うやけぐも・ゆきぐも・よこぐも

女は︑すぐ水を汲んで︑命に

五梱6

先づ︑谷川のほとりに︑三千

さし上げました︒

六745

人の番兵を置いて︑城兵が汲みに來

二日たっても︑三日たっても

られないやうにした︒

六747

汲みに來ない︒

からふき出る海水を︑桶に汲んでは

コレカラ︑ユビノクミ 九373 先づ下士官が︑甲板の吐水口

組む

︽ーマ・一

四方の山を

見おろして︑

その時︑たくさんの天人

空には早いお月さま︑

月は︑雲にはいったか

あれは︑お月様が走っ

急ぎではなれて行きま．す︒

四426月は︑今雲から出て︑大

てるるのだらうか︒

てるるのだらうか︑雲が走っ

四424圏

と思ふと︑すぐ出︑

四414

か＼りました︒

四413そのうちに︑月に雲が

ぽっかりうかんだ白い雲︒

四402圏

が︑雲にのって下りて來ました︒

四357

どになりました︒

こずゑに︑時々雲がか＼るほ

四47くすの木は︑その高い

出し︑

四13囲あたまを雲の上に

タ︒

二522雲ハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシ

雲モコトワリマシタ︒

カタヲヲシヘマスカラ︑ミンナ

ニ773園

クミカタ

重にも組合はせた︑すばらしく大き

十二254

合はせる ︽ーセ︾

十励7図 熊野那智神社に参拝す︒後 くみあわ・せる ﹇組合﹈︵下一︶1 組
に山を負ひ︑前に熊野なだを望み︑
くまのにます

くまのにますじんじゃ ﹇熊野坐神社﹈
︵名︶1 熊野坐神社

﹇汲﹈﹇▽みずくみ

れば︑熊野坐神社なり︒

くまのにます

十価8図 杉の木立かげ暗き石段を上
くみ

くみ ﹇組﹈︵名︶1 組←しくみ・ほ

﹇組﹈︵五︶6

中間は隊を組んで︑前へ︑後
やがて木下藤吉郎は︑五十人
持たせ︑隊を組んで進み出た︒

の中間に︑めいめい十八尺の竹槍を

七897

へ︑左へ︑右へ︑合圖通りに動いた︒

七887

ン︾εいりくむ・しくむ・のりくむ

く・む

父親に持って編って孝行をした︒

若い男は喜んでそれを汲み︑ 二511

イヒマシタ︒

くみする

組立

組まう︒﹂かう叫んで︑狼

とたう

しかし︑徒黛を組んで天下を

二人はむずと組んだ︒

介は太刀を投捨てた︒

九811園

十価1

九814

騒がすといふことは︑重い罪である︒

二人はしばし水中で職つたが︑ ＋二293材木が︑それぐ其の地の

組伏

組立を研究し︑夜は夜學に通って一
﹇組伏﹈︵下一︶1

十415園

どんく流すと︑

一一

デヤッテゴランナサイ︒

﹇与﹈︵サ変︶1

軸組は組敷かれた︒

八549 私たち女子の組も︑先生に連 くみし・く ﹇組敷﹈︵五︶1 組敷く

ねぐみ

九819

︽ーカ︾

︽ーシ︾

︿み・する

れられて︑大演習の拝観に出かけま
組合

した︒

﹇組合﹈︵名︶1

をにくむ正義観とは︑まことに日本

十一齪6︿略﹀と︑善にくみし︑邪

﹇組立﹈︵名︶1

刀の精神其のものといふべきである︒
くみたて

八481 さうして︑霜の消える頃から︑

︿みあい

組合の脱穀機の音が︑あたりの静か
さを破って早送よく聞えて集る︒

︽ーッ︾

くみあ・う﹇組合﹈︵五︶3組合ふ

のやうに組合って居ます︒

七649 川と堀とは︑まるであみの目 十㎜1 書は仕事をしながら︑機械の

くみふ・せる
せる

び大天守が︑東の小天守と四つ目に

十二6810 乾の小天守︑西の小天守及 心に勉強した︒
並び︑互に腕を組合って天に登えな

九914

︽ーセ︾

がら︑

流によって此の湖水に流され︑こ＼

クモ

←なみだぐむ・めぐむ

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の

︽ーマ・一 ぐむ

で大きな筏に組まれるのであらう︒
汲む

﹇雲﹈︵名︶72

も・おぼろぐも・かなとこぐも・くも

ぐも・いわしぐも・うすぐも・うねぐ

くも

雲﹇▽あま

新左衛門を組伏せてしまった︒
﹇汲﹈︵五︶6

水を汲まうとして︑ふと井戸
の中をのぞくと︑美しい神様のお姿

影壁1

ミ・ーン︾

く・む

十二699 あの美しいと見た天守の内

汲上

部には︑巨材が組合って︑薄暗い各
﹇汲上﹈︵下一︶1

階にものすごく力闘してみる︒
くみあ・げる

︽tゲ︾

十塒7 蒸氣機關が耳茸たのは︑二三

げる

T0
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くも一くも

へ︑どんく走って行きます︒

四427さうして︑次の雲の方
四434しかし︑じっと月を見つ

さうして其の頃から︑雲の色

づき始める︒

八耀2
どりが何ともいへぬ美しさを見せる︒

其の時︑今まで雲の中にみた

太陽が顔を出したので︑日光が店一

九297

雲が大急ぎでとんで行くやう
ぽいに差込んで來た︒

めてゐますと︑月は動かないで︑
にも見えます︒

青空の末に墨のやうな雲︑そ

走ってみるのは雲だ︒ 九慨7 空にはだんく雲がふえて來
る︒

四437園
四丁1園 ﹁月が走る︒﹂﹁雲が走
九欄6

た︒

十欄1

雲のやうに山手へ突進して來

雲が切れて︑日光がさして來

ばくく
瀧︑︿略﹀︑下は漠々として雲の如く
．綿の如く︑美観言語に如くし難し︒

つた︒

た水煙の外は︑一時何物も見えなか

十585

がら︑残念さうに一人が言ふと︑

雲が走るか︑お月様が 十375 雲の低くたれた空を見上げな

れは大阪のおびたゴしい煙であった︒

る︒﹂と︑たがひにいひはってゐ
ました︒

四453園
走るか︑よくわかるよ︒

四 4 6 4 す る と︑月は枝の間に
じっとしてゐますが︑雲は
さっさと走って行きます︒

走ってみるのは雲だ︑

四466園走ってみるのは雲だ︑ 十五2図 百敷十米の中空より落丁る
雲だ︒
雲だ︒

四467圏
五348圃雨が止む︑ 雲が散る︒

﹁あじあ﹂

は︑雲の影を追越

は

け

澄んだ青空に︑刷毛で博く

の近くまで行くと︑

十﹇佃6

はいたやうな︑︿略﹀白い雲の出る

雲の中でも一番高く︑八千

のを巻雲といひます︒

十一欄7

米から一萬二千米の高さに浮かんで
ゐます︒

どこまでも細やかで︑すつ
きりした感じの雲です︒

十一欄10

天女の輕い舞の袖を思はせ

ところで︑此の雲がだん

るやうな雲です︒

十一欄1

十一佃2

くふえて廣がり出すと︑︿略V︑形
太陽や月が︑大きなかさを

がぼやけて來ます︒

十一鵬8

とにかく︑そろく天氣が

着るのは此の雲のか＼つた時で︑

十一佃11

はんてん

青空にうろこのやうに小さ

くつれるなと思はせるのが此の雲で
す︒

十一㎜1

く群生する白い雲は︑さばの斑駝に
又此の雲が出るといわしの

似てみるところがら︑

十一柵3

で︑それが龍のやうに長く績く場合

いわし雲より︑ぐっと憎き

は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ

ます︒

青空に綿を大きくちぎって︑

な塊になって群生する白い雲があり

十一川2

ます︒

後から後から投出したやうで︑中々

十一川5

景氣のよい雲です︒

照りもせず曇りもはてぬ春

の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲の

十一捌10

いわし雲・むら雲・おぼろ

か＼つた場合ですが︑

雲は︑何れも巻雲より低く︑七千米

十一麗3

青空に薄黒い雲がみなぎる

以下三千米以上の所に浮かぶ雲です︒

ことがあります︒

十一麗4

所々に青空が見え︑雲の

端々が白く見えて︑其の間から日光

十一麗6

俗に曇り雲とか︑うね雲と

がもれたりします︒

一番陰氣でいやな感じの雲

かいはれる雲です︒

十一備2

十一備5

曇り雲と同じく︑二千米以

であることはいふまでもありません︒

下にある雲です︒

十一備6

雨の降ったあげく︑山の問

などから流れるやうに滑り出る白い

十一m8

十一榴8

天氣のよい日︑底が平で︑

雲の中でも一番低い雲です︒

雲の中でも一番低い雲です︒

雲は層雲といって︑

月の淡くか＼るなどは︑殊にさうし

十一榊1

天候悪愛の兆といはれる雲

十一紹9

十一柵9

た感じを深くします︒

十一柵6夜︑此の雲の績く果に︑半

た所は何だかさびしい感じの雲です︒

︿略V︑いわし雲ともいひますが︑見

小さく群生する白い雲は︑

大漁があるといふので︑いわし雲と

全山花の雲に包まれたる

十︻柵6

したり追越されたりして︑満洲の大

薄紫の夕空には︑ばら色の細

もいひますが︑

し︒

るポプラの並木路をたどって︑牧舎

十一7810

大空の雲をはくかと思はせ

吉野山の光景︑まのあたり見るが如

十一14図

かい雲がたなびいた︒

十櫃3

平野をまっしくらに突進する︒

十欄3

畠を︑野を︑其の影がはって行く︒

五351圏 雲のあとに︑うねくと︑ 十鵬1 雲はしきりに流れて︑早春の
青葉若葉の山々が︑ 遠く︑近く
残る︒

五㎜6に＼ぎのみことは︑︿略﹀︑大
空の雲をかきわけながら︑勇ましく
お降りになりました︒

ぶ︒

七13國 雲が切れる︑ かもめが飛

輝いて居た︒

七361 雲もない空には︑月が美しく

したやうな雲が︑金色に︑紅に︑色

七伽3 こ＼かしこ︑眞綿を引きのば

くも一くもる

568

上は山の峯のやうに積上つた形に現
テ︑

ハ︑ソレガ︑スグワカルモノト見エ

クモハ︑ホット一安心シタヤ

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

壷皿ナツテ粗野ツテ見マスト︑

雲太郎雨太郎は︑けらい

を集めて弓の會を開きましたQ
四帯6 雲太郎が弓を射ようと

雲太郎は︑おこっていひま

で笑ふものがありました︒

する時︑﹁︿略V︒﹂と︑大きな聲

した︒

四佃3

四備6

これを聞いた雲太郎きゃ

若の軍ぜいをひきみてかへり
ました︒

四価4

うだいは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑けらいに

雲太郎きゃうだいは︑その

いひつけました︒

四描8

＋一目5第＋八雲のさまぐ

＋而4第＋八雲のさまぐ

雲行

︹課名︺2 クモノス

五目5 十七 クモノス

くものす

﹇雲行﹈︵名︶1

五761十七 クモノス

︿もゆき

しいまでに切迫してみる︒

十784天下の雲行は︑ほとんど息苦

水曜日

曇

土曜晴︑後くも

五月二十四日

八月四日

七425

曇

朝ごとにむかふ鏡のく

木曜日

六月一日

九樹1

曇り雲

俗に曇り雲とか︑うね雲と

曇り雲と同じく︑二千米以

﹇曇﹈︵四・五︶10 クモル 曇

ヒルスギカラ︑空ガク

汽車で大阪鐸に近づくと︑晴

長く黒く引く物のかげが次第

山を越すまで︑あれ程うら㌧

名古屋はすっかり曇ってみた︒

曇って來た︒

かに晴れて居た空が︑何時の間にか

八㈱8

輝きを失って行く︒

にうすれて︑太陽は︑曇るともなく

八506

うに見えます︒

れた日でも︑空がどんより曇ったや

七628

モッテキマシタ︒

一一72

る︽ーッ・ーリ・ール︾

︿も︒る

下にある雲です︒

十一欄6

かいはれる雲です︒

十︸旧1

くもりぐも ﹇曇雲﹈︵名︶2

もりなくあらまほしきは心なりけり

十一一28図圏

七447

り

五887

雲太郎は︑一番強い弓を くもり ﹇曇﹈︵名︶4 くもり 曇

渡しました︒

四佃3

雲太郎はくやしがって︑昔

﹇雲太郎兄弟﹈

百合若が使った鐵の弓矢を

四m6

持出させました︒

くもたろうきょうだい

雲太郎きゃうだいは︑ふと

わるい心をおこし︑百合若を

四擢5

水兵は︑くもの子を散らすや ︵名︶4 雲太郎きゃうだい
雲井

島におきざりにして︑自分たち

﹇雲居﹈︵名︶1

十一210図死後醍醐天皇の御製に︑

雲サン

した︒

が大將にならうとかんがへま

﹇雲﹈︵名︶3

たgかりそめの宿と思ふに
くもさん

ソレハ雲サンデス︒

雲サンニハ︑カナヒマセ

雲太郎きゃうだいは︑百合

こ＼にても雲井の櫻咲きにけり

くもい

うに八方へ散って︑

九369

ミが出來テ居マシタ︒

ソコニハ︑モウ︑リツパナクモノア

五806

スツカリ感心シテシマヒマシタ︒

五803私ハ︑クモノチエノアルノニ︑

ル仕事ヲ績ケマシタ︒

シゴト

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

五80一

ウデシタ︒

五792

れる白い雲は積雲といひますが︑

十一掴5 入道雲が︑まぶしい程︑
︿略﹀輝くのを見ると︑全く雲の王
者といひたい感じがします︒
はいく

も此の入道雲です ︒

十一悩6 俳句で﹁雲の峯﹂といふの
十一価3 天地も暗くなるのは︑かう
した︑すばらしく厚い雲によって日
光がさへぎられるからです︒

十一伽3 右下から吹上げる風は︑も

うくと雲を巻上げて︑それが此の
尾根を界に消散する︒

十一伽7 東も北も一帯に雲がとざし
て︑︿略﹀︑富士・直間・白馬・立山

等の姿を見ないのが全く残念であっ
た︒

十﹇㎜11 從って雲や︑雨や︑あらし
や︑さういった我々地球上の氣象現

ニ494園

モ︑雲サンが來ルト︑カクサレ

二495園イクラ私ガテッテヰテ

象は一つもありません︒

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

ン︒

二497園

テシマヒマス︒

十一一了11図折から日は地平線に近づ
いふばかりなし︒

くも ﹇蜘蛛﹈︵名︶8 クモ くも与
おにぐも

四柳4

てみました︒

五765 見ルト︑クモハ︑雨ドヒノ所 くもたろう ﹇雲太郎﹈︹人名︺6 雲太
男に﹁こけ丸﹂といふ名をつ
郎
カラ︑縣ヲ引イテ下りテ來タノデス︒
け︑しばらく家におくことに
五773 クモハ︑ヤガテ︑後ノ方ノ足 四㎜5 百合若は︑けらいの雲太
しました︒
郎雨太郎といふきゃうだいの
ヲ黒黒シテ︑オシリノ所カラ︑タク
くものさまざま ︹旧名︺2 雲のさま
ぐ
ものを連れて︑その島へ上っ
サンノ細イ綜ヲ引出シ始筆マシタ︒

五786 縣ノ中ノ一本ガ︑向かふの柿
ノ木ノ枝ニクツツキマシタ︒クモニ

569
くやしい一くらい

十梛4 何だか空が曇って來た︒

た︒賊が︑これを聞いて︑くやしが

佐吉の機械は外画製に及ばな

﹇鞍﹈︵名︶2

つた︒

︿ら

陸には大言義纒を始め︑源

喜びたり︒

くら

氏の丘ハども︑馬のくらをた＼きて

つはもの

八七9図

くコリ
くら 鞍

かった︒佐吉は涙を流してくやしが

八桝1

つて攻寄せると︑

の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲の

十一川9 照りもせず曇りもはてぬ春
か＼つた場合です が ︑

うに曇って︑天地も暗くなるのは︑

十一価2 一天にはかに墨を流したや
かうした︑すばらしく厚い雲によつ
て日光がさへぎられるからです︒

十一梱6 空が次第に曇って來た︒

十二衛3囹予の馬に鞍を置け︒
クラーク

十一㎜3此の望遠鏡で見てもわかる
︹人名︺一

クラークはくし

︿ら ﹇競﹈﹇▽うちくら・なかしくら

しょうこ

﹇位﹈﹇▽みくらい

士の胸像だな︒
︿らい

くらみ

十一783園成程︑これがクラーク博

博士

やうに︑月のどこ一つ曇った所がな
﹇悔﹈︵形︶4

くやしい

いのが其の謹接です︒
︿やし・い

五821 取れないと思ふとくやしくな

︽1・ーク︾

つて︑木のみきをとんとた＼く︒

七169

クラヰ

その大きなばけものは︑

︵副助︶26

六伽9園

高さはどのくらみあらうか︒

ちよつと歩けないくらみだ︒

せう︒

七288

七677其のま＼水の公園といってよ
いくらゐです︒

七伽9囹あなたかち一文でももらふ
氣があるくらみなら︑こ＼までわざ

はっきり見えないくらみにな

く持っては來ません︒
七佃3

りました︒

汽車や自動車もかなはぬくら
大きなサボテンがあるくら

みの速さですから︑

八75

九556國
はと

鳩より少し小さいくらみの大

みのものです︒

九643

きさですが︑

九伽7此のくらみあいきやうのある
氣のきいた轟は︑

る︒

十二272

壷にもかきたいくらゐであ

なに︑此のくらみ何でも

若しあったとすれば︑どの

十二876園

ないよ︒

くらみの損害賠償をさせるのが適當

十二価4

暗い

︽ーイ・

であるかを判断せねばならぬ︒

急に暗くなったので︑みんな

ーク︾5うすぐらい・ほのぐらい・

くら・い ﹇暗﹈︵形︶11

まっくら

がおもしろがって︑わあっとさわぎ

五339

或朝︑まだ暗いうちに︑城中

出しました︒

六759

窓をあけて見ると︑向かふの

から討って出て︑どっとときの聲を

あげた︒

空には︑ばっと火の粉が上ったり︑

六942

三264園

工は︑これを見て聲高く笑つ くらい

た︒河成は︑くやしく思ったが︑仕

速度もおそく︑人の歩くくら
さト

大きな笹が僕等の頭をおほ

紅海も︑︿略﹀陸地を見

ひき終ったのも氣附かぬく

た︒

暗い箱の中にしまひ込まれて

老杉のや＼暗い下道から︑右

遠く海の端に︑細い︑暗い︑

十756 東海丸からは︑引切りなしに
あっ
汽笛が高鳴って︑暗い海の上を回し

一筋の線が見えた︒

十577

養老神社へ参拝する︒

の山へみちびく高い石段を上って︑

十402

︿略﹀︑明かるい所へ出された︒

みた小さな鐵のねちが︑不意に

九235

つて居ました︒

又少し暗くなったりする︒
わたしくらみもあったかね︒
十999園 ﹁十二三日ぐらゐはござい
端麗9 夕方近い本堂は︑少し暗くな
三276園そんなら︑このくらみも ませう︒﹂︿略﹀﹁其のくらみと︑私
も思ひます︒﹂

らゐ︒

十一撹1

らみのものでした︒

ぬ大洋同然です︒時々島が見えるく

十一柵1團

ふくらみ高く茂ってみた︒

十一備10

みの速さに過ぎなかった︒

十旧7

背が低くなったくらみです︒

では︑このくらみかね︒ 十撹5 雪の山は︑︿略﹀少しばかり

大きなからだが︑半分くらみ
目がねの玉がはまるくらみの

それがするくとはいるくら
みの大きさに作って︑

六517

大きさに巻いて︑

六509

はかくれました︒

五407

ラヰデシタ︒

四481 庭↓パイモミガホシテ
アッテ︑足ノフミバモナイク

三282園

あったかね︒

方がなく其のま＼家へ飾った︒

いぬき
十一184 ﹁雀の子を︑あの犬君が逃

したの︒かごに伏せて置いたの
に︒﹂と女の子は︑さもくやしさう
である︒

十二903園 あの時︑最後の突撃に参

くやしが

序することが出來なかったのが︑く
﹇悔﹈︵五︶3

やしくてならぬ︒

︽ーッ︾

くやしが・る
る

四佃6 雲太郎はくやしがって︑昔

百合若が使った鐵の弓矢を
持出させました︒

六752さんぐに賊の悪口を言はせ 六851囹 もう︑どのくらみ積ったで

ぐらい一くらべる

570

十期1 清少納言は︑まだ暗い中に︑
ぼん
使の者に大きなお盆を持たせて︑
﹁︿略﹀︒﹂と言ひふくめてやりました︒

十一809 明澄の水はどこまでも冷や
かに︑や＼暗い青さをたたへ︑

十一価3 天地も暗くなるのは︑かう

ぐらゐ

した︑すばらしく厚い雲によって日
光がさへぎられるからです︒
グラヰ

小指グラヰノ大キサデシ

︵副助︶28

三491

ぐらい

タ︒

小さいのでも一心ぐらゐはあ

ゐ︑小さいのでも一子ぐらゐはあり
ます︒

七455
ります︒

ら︑

十﹁備9
十一柵8

高さは六百米ぐらゐですか

た事はないつもりです︒

しに困るやうなこともありますが︑

八344図

暗さは暗し︑其の上濃霧と吹

暗さは暗し︑道はなし︒

社殿は︑熊野川を背にして︑

くまのにます

十慨8図杉の木立かげ暗き石段を上

老杉かげ暗き所にあり︒

十旧2図

ぺん
雪では︑全く黒白も耕じない︒

十711

ーシ︾

くら・し ﹇暗﹈︵形︶4 暗し ︽ーキ・

心にすまないことは︑まだ一度もし

我々が常に見る月の四倍ぐ

らみな地球が︑

の木である︒

艀つた時は専管ぐらみの︑小 十二㎜2 長さ四五糎ぐらみの四角柱

お＼︑それよ︑ それ︑そ
暗がりに梅の花︑

いざといふ場合には︑暗が

れば︑熊野坐神社なり︒

かすみ立つ長き春日を子

︵副︶1

ぐらっと

突然︑愛機がぐらっとゆれ

おいしくらのすけらいちみ

くらのすけ n▽おおいしくらのすけ・お

た︒

十一悩2

ぐらっと

つ

供らと手まりつきつ＼この日くらし

九227図圏

ことはありません︒

五669園舟で暮すほど︑おもしろい

たのしくくらしてゐました︒

くらす

ゲ

くら

高い橋がぐらく動くのが︑すてき

十一m6

ラ

ク
﹁クラゲ﹂といふのを﹁久

其の勢でくらげは運動する

﹁︿らげ﹂も居ました︒

久羅下

クラゲ

三幡8
ク

﹇水母﹈︵名︶4

に愉快だつた︒

げ

八雲3

のだ︒

八儒7囹

ゲ

羅下﹂と書いた︒

ラ

十一662

ク
﹁クラゲ﹂といふのを﹁久

浦島は︑︿略V︑毎日毎日︑

ぐらぐら ︵副︶1 ぐらく
くら・す﹇暮﹈︵四・五︶3くらす暮
こうくと鳴る奔流の上に︑ す ︽ーシ・ース︾←あそびくらす・お

りでも武装することが出來ます︒

七525國

まつ白な梅の花︒

この家の垣根の

六川7圃

電線や物干竿に五六羽ぐらゐ くらがり ﹇暗﹈︵名︶2 暗がり

さい︑白いうじのやうなものです︒

七949
八36
並んで止って居るのを︑

ダイヤモンドは豆粒ぐらみの

大きさの物でも︑何千圓︑何萬圓と

八研7
いふ高いねだんです︒

左右の足を一ぽいにのばした

大人の握りこぶし程の大きさ

くらげ

しばしば十敷米から二十米

ら︑三米ぐらゐはあるでせう︒

八帽3

あって︑

十五六ぐらみの美しい娘 評言1 中野四五米ぐらみの寒い池が

になりました︒

四293

テ︑二米グラヰニモナリマシタ︒

五781 一糎︑二念ト︑見ル間ニノビ
五812 そっと行って見ると︑二米ぐ 九525団
す︒

ぐらみの高さの山腹を縫って走りま

九707

らみの高さの所に ︑

七十グラヰノオバアサント︑︿略﹀

寓下機を北極星に向けて︑一
北斗は︑︿略﹀︒大きな犬ぐら

ゲ

羅下﹂と書いた︒

ラ

十一662

暗さは暗し︑道はなし︒

暗さは暗し︑其の上濃霧と吹 くらべ ﹇▽わざくらべ

比べる ︽ーベ・iベル︾﹇▽みくらべ

くら・べる ﹇比﹈︵下一︶5 くらべる

る

暮し﹇▽ふたり
ぐらし

四927圏君の仲間とぼくの仲

﹇暮﹈︵名︶1

七伽3園どうかすると︑其の日の暮

くらし

べん
雪では︑全く黒白も辮じない︒

十709

八344図

﹁此の雪の山は何時まで残 くらさ ﹇暗﹈︵名︶2 暗さ

もう︑あなたぐらみにな
だから︑此の塔ぐらゐ︑ど
つしりと落着いて見えるものはない︒

十︸292

れば︑

十一206圏

差ぐらゐはございませう︒﹂

つているでせう︒﹂︿略V﹁十二三日

十996園

みの大きさで︑

九帽6

時間ぐらるふたをあけて置くと︑

九悩1

いらしいのもあるが︑

のもあれば︑雀の卵ぐらみな︑かは

五鵬6 一番後カラハイツテ晶群ノハ︑
デシタ︒

六499 つい四五米ぐらみの所にある
やうに見えるではないか︒

六鵬6 たった一米四方ぐらみの廣さ
ですが︑

六伽8園 日中は二十四五度ぐらみに
なるから︑

七261 二糎か三糎ぐらゐ︑若々しい
緑の苗が出揃って行くのは︑

七267 苗が二十糎ぐらみにのびて︑
中村君は八米ぐらみだと言ひ︑

七288 高さはどのくらみあらうか︒

七455 大きい本葉は長さが二酉ぐら

571
くらま一くる

間と︑どっちが多いか︑くらべ
てみよう︒

七997 漏六年といふ長い地下生活に

走るばかりだ︒

此の言葉を聞き︑それをくりかへし
口に唱へた︒

ゆ だ
聞多が山口の町から湯田の自 くりかえ・す ﹇繰返﹈︵四・五︶7 クリ

八櫛3 た皮暗やみの中をこうくと
十793

カヘス

くりかへすくり返す︽一

宅に蹄る途中︑暗やみの中に待受け
くわいかん

くらべて︑何といふ地上の短い命で

サ・ーシ・ース︾

クリモキマシタ︒

もゆる火

ト思ッテ︑イタぐイタ栗ヲ
とろくと

持ッテカヘリマシタ︒

十﹇偽4追尊

其のにほひ︒

クリーム

眞青な給の具の水に︑タリー

︵名︶一

に︑ 栗はぜて︑

クリーム

九倒3

くりかへ

修行者は︑うっとりとして

﹇繰返﹈︵副︶1

ムを流し込んだ美しさだ︒
︿りかえし

十二榊6

し

へし︑

翌年も翌々年も︑同じ事がく

くりから谷

かへしし人をしのびつ＼︒

︹課名︺2

くりから谷
くりから甘
﹇倶利迦羅谷﹈︹地名︺2

第六

第六

︿りからだに

八目7
八323

くりからだに

平家の人馬にてうづまれり︒

すさまじい響と共にもりが飛

くりだ・す ﹇繰出﹈︵五︶3 くり出す

︽ーサ︾

び︑綱は波打ってくり出された︒

十備8

十一865船のともから︑網が次第に

それでは︑かうした大きな

くり出されて︑其の長さが約五千米︒

筏は︑一膿どこからくり出されるの

十二289

であらうか︒

舟を作ったらどうだらう︒

四81囹この木をくりぬいて︑

︽ーゲ︾

くりひろ・げる ﹇繰広﹈︵下一︶2 く

十ニー77 内城の中央景山に登ると︑

りひろげる

北京はた曳廣々と︑平にくりひろげ

ロンドンには大小の公園が

られた市街だと感ずる︒

多く︑至る所に田園的な自然をくり

十二捌3

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

﹇繰﹈︵五︶1 くる ︽ール︾

ひろげてみる︒

︿・る

毎朝起きると先づ夜具を片附け︑雨

九354

戸をくるのと攣りはないが︑

子供らと手まりつきつ﹂

く・る ﹇暮﹈︵下二︶4 くる 湿る

︽ーレ︾

九447図

日暮れて後︑長四郎︑こな

この里に遊ぶ春日はくれずともよし

平家の軍は逃場を失ひて︑ 九228図圃

くりから谷
八345図

後のくりから谷に︑なだれを打って

さしもに深きくりから谷も︑ たより屋根傳ひに行きて︑今や取ら

落入りたり︒

八349図

︽ーイ︾

其の日は︑なほ二回・三回と くりぬ・く ﹇剖貫﹈︵五︶1 くりぬく

計蜜は何べんか立てられ︑工

こ﹂でも又同様の手績をくり
られるのです︒

かへして︑更に一段と高くせり上げ

十梛6

かしとうく出來上って︑

事も失敗をくりかへしましたが︑し

十槻9

ョ︒﹂をくりかへす︒

が︑やがて﹁スイッチョ︑スイッチ

障子に輕くぱさと止った轟

しやうじ

試験をくりかへしました︒

九165

り返された︒

八165

終二郷ヅイテ來マス︒

クリカヘシテヰルウチニ︑冬ガ

コンナコトヲ何ベンモ

てるる怪漢があった︒

︽ーセ︾

四丁3

せう︒

せる

十二839

右の方では︑敵戦車目がけ

十345團 市街は︑ガラパンにくらべ ︿らわ・せる ﹇食﹈︵下一︶1 くらは
ると︑小ぎれいで落着きがあります︒

十一価5 巻雲のかぼそい女性的な美
て鋼鐵の髄當りをくらはせてみる勇
栗

敢な我が職車がある︒
クリ

かなとこ雲は︑如何にも肚大で︑強
﹇栗﹈︵名︶7

二242クリガキマシタ︒

︿り

しさに比べると︑積雲や︑入道雲や︑

萬葉集 に は 短 歌 が 多 い が ︑

烈で︑男性的です ︒
十一一棚2

二242

クリモ︑大ソウオコリマシ 九天6

後世の歌集に比べて長歌の多いのが

二26ーハヒノ中ニカクレテヰ

二284

ツキマシタ︒

タクリハ︑サルニポントトビ

タ︒

一つの特色をなしてみる︒
くらま
﹇鞍馬﹈︹地名︺1 鞍馬

くらま
十二5210図園 配所へ御下りの後は︑
くらま
義経も鞍馬へ送られ︑そこにて十六
歳まで修行したり ︒

サウシテ︑ユデタ栗ヲ︑オ

一パイ持ッテ來テ下サ

四50一

ボンニ

︿ら・む ﹇眩﹈︵五︶3 くらむ ︽一
ン︾

暗やみ

四518シカシ︑私ハ︑オソクナル 十二478馬身 しづのをだまきくりか

イマシタ︒

た︒兵たいたちは︑︿略﹀︑目が

四355 あたりがあかるくなりまし

くらんで︑どうすることも出來
ません︒

五698 一思ひにとび下りましたが︑
目がくらんで︑しばらくは何もわか
けっきょく

りませんでした︒

十幽7圏 結局人情や欲に目がくら
んで︑ほんたうにりっぱな人物に投

﹇暗闇﹈︵名︶2

票するといふ精神に反することにな
る︒

くらやみ

んとする時︑

﹁︿略﹀︒﹂の一語を最後として︑遂

九価6図 日も暮れんとする頃︑
に息絶えたり︒

來

ヘッテキタトキ︑オバアサンガ︑

テ︑大キナカバンヲモッテハ

マタソノウスヲカリニ來マシ

ソノモモヲミセマシタ︒
タQ
イッテ來マシタ︒
一607 スコシイクト︑ムカフカ 二496園イクラ私ガテッテヰテ 二904犬ヲカハイガッテヰタオ
ラ犬ガキマシタ︒
モ
︑
雲
サ
ン
が
來
ル
ト
︑
カ
ク
サ
レ
ヂイサンバ︑ソノハヒヲモラッ
一632 ソレカラスコシイクト︑ テシマヒマス︒
テ來マシタ︒
ムカフカラサルガキマシタ︒
二525園イクラ私が空ニイ T スルト︑風が吹イテ來テ︑
﹇653 コンドハキジガキマシタ︒ バッテヰテモ︑風サンが來ル
ハヒヲトバシマシタQ

ヒルスギカラ︑空ガク

ケレドモ︑クモハ︑ダンダ
スコシイクト︑トケイヤ

サルガ︑アソビニキマシ

ノミセカラ︑ラヂオガキコエテ

ニー15

ンフエテキマシタ︒

二96

モッテキマシタ︒

二了2

V0一

早ク來イ︑オ正月︒

タカイ山コエテ︑

早ク來イ︑オ正月︒

コレカラモ︑トキドキ
オヂイサンガ︑ホンタウニ

來テ︑ヲドッテクダサイ︒

U囹

來マシタ︒

ヰルト︑雨ガ︑ザアザアフッテ

カライクツモ來マス︒

コ︑二︑三︑四︒﹂トカゾ

ヘテ︑十ニマデ來タ時︑

二㎜3

た︑

どこに來た︒

のにも來た︒

三15圃山に來た︑

三14圃

さとに來

三13圃春が來た︑春が來た︑

どこに來た︒

二63ーアル日︑山デ木ヲキッテ 三12三春が來た︑春が來た︑

ガフッテモ︑

二616圃雨ガフッテモ︑ユキ

イ山コエテ︑

二613翻

一753 ﹁︿略﹀︒﹂ト︑ カケゴエイサ
ト︑フキトバサレテシマヒマス︒
二
鵬6 キシャハ︑見ルマニ．大キ
マシクカヘッテキマシタ︒
二606家主ク來イ︑オ正月︒
クナッテ︑コッチへ來マス︒
ヒク 二丈6 クロイハコノ車ガ︑アト

一一

十二529図 義纏も︑涙にくれてしば

クル

來ル

し返事もせざりしが︑やうやく顔を
﹇来﹈︵力変︶娚

上げ︑﹁︿略V︒﹂と言ふ︒

︿る
る ︽ キ ・ ク ル ・ ク レ・コ・コイ︾﹇▽せま

りくる・とびくる・はるがきた・もつ
てこい・やってくる・よしきた

一41圏 コイ コイ シロ コイ
一42圏 コイ コイ シロ コイ

一116圏 ハト ハト ォミャノ

一44圏 コイ コイ シロ コイ
キマシタ︒

二204
タ︒

ソコへ︑ハチガ︑アソビ

ラレルトオモッテ︑ヨロコンデ

カニノウチヘキマシタ︒
V ウスガ︑上カラドシント
オチテキテ︑サルヲオサヘツケ

マセウ︒

二787

花ビラノヤウナユキガ︑

トキドキ︑マドカラヘヤノ中
ポチヨ︑トンデ來イ︒

へ︑マヒコンデ來マス︒

二283

マシタ︒

一554 川カミカラ︑大キナモモ

ソコへ︑カニガキマシタ︒ 二826圃

二892

トナリノオヂイサンバ︑

ヲカリニ來マシタ︒

二863コノハナシヲキイテ︑犬
ハチモキマシタ︒

T クリモキマシタ︒

二284

一563オヂイサンガ︑山カラカ 二40一 オトナノバウシヲカブッ

ガレテキマシタ︒

X0

．三323囹

こっちへ言い︑えんやら

來て︑つぎあはせたらよからう

三307國をひろくするには︑ど
こかのあまった土地をもって

三258園大きい︑大きいばけもの
が︑水をのみに來ましたよ︒

のみました︒

三247そこへ牛が來て︑水を

ニキマシタ︒
マタ來テクレルカドウカ︑ワ
三
16圃 さとに來た︑
V ウスガキマシタ︒
カラナイトオモヒマシタ︒
三17随 のにも來た︒
Q クリガキマシタ︒
二704園 コンド來テクダサル時 三197 きのふ︑ぼくが學校から
二253 サルハ︑マタカキガタベ
マデ︑オヂイサンノ右ノホホ
かへって來て︑見ると︑とけい
ニアルコブヲ︑アヅカッテオキ
がありません︒

二232

U8

ヤネカラ オリテ ﹈イ

﹁251闘 イマ︑キヌコサンガキテ

スズシイカゼガ︑ブイテ

一［
一一

イラッシャイマス︒
キマス︒

一284
一326圏 ホ︑ホ︑ ホタルコイ︒

﹇351園 オヂイサン︑ヨクキテク

﹇337圏 ホ︑ホ︑ ホタルコイ︒

ニイサンバ︑ハコヲサガ

ダサイマシタ︒

﹇386
シテキマシタ︒

一436 アメハ︑ザアザアフッテ

一一

一一

一一

一一

ガ︑ドンブリコドンブリコト︑ナ

キマシタ︒

Q4 Q3

Q7

Q8

くる一くる

572

573
くる一くる

や︒

や︒

三325園 こっちへ來い︑えんやら

や︒

三348園 こっちへ謡い︑えんやら

した︒

おちいさんは︑今度こそ︑

銀のをのを持って︑出て來ま
三宿4
持って︑出て來ました︒

木こりの落したてつのをのを

た︒

三93一
見ルト︑

ボクハ︑ムネガドキく

シテ來マシタ︒

四214

といふ鬼がみて︑時々都に

出て來ては︑物をぬすんだり︑

た︒

鬼にさらはれて︑こ＼に來まし

四623園私は都のものですが︑

げり︑

四267毎日竹を切って來て︑ざ 四583 大江山に來て見ると︑
︿略V︑大木がこんもりと生ひし
るやかごをこしらへてゐまし
た︒

おちいさんの切る竹から

やぶのかげから︑

ヨク來タネ︒

木か

サウシテ︑ユデタ栗ヲ︑オ

一パイ持ッテ來テ下サ

大江山に︑しゅてんどうじ

キチラシマス︒

四571

て︑

四781

さらはれて來た女や子ど

花子さんは︑弟の三ちゃ

花子さんは︑おかあさんか

三ちゃんがもとの所へ

來て︑ポストをこしらへました︒

ら大きな紙の箱をいたゴいて

四768

んを呼んで凹ました︒

四757

かへりました︒

もたちをつれて︑めでたく都へ

四716

來ましたが︑

もが目をさまして︑向かって

四708このさわぎに︑外の鬼ど

じたくをしました︒

四696 頼光たちは︑持って來た
ようひやかぶとを取出して︑身

て︑ぎょろりとにらみましたが︑

のを見ると︑大きな目をむい

四657

頼光たちがはいって來る

四652 鬼の番兵は︑ 一度おく
へはいりましたが︑また出て來

來ました︒

むかへに來ても︑わた 四628園私は︑天子様のおほせ
を受けて︑その鬼をたいぢに

は︑いつもお金が出て來まし
た︒

すものか︒

四332園

四訓3園月の都の使が來たら︑
追ひかへしてしまはう︒

が︑雲にのって下りて來ました︒

ぬつくり︑ぬつくり︑

天人のよういして來た
車にのって︑空へ上って行っ

あ＼︑よくかへって來た

ニホシテアルモミヲ︑時々カ

うらの丹田にみたおかあ 四504 心匠トリが來テ︑ムシロ

イマシタ︒

ボンニ

四502

四491囹

した︒

四456みんな︑木のそばへ來ま

集って︑

子だぬきが︑出て來てお山へ

げから︑

ニツケテアッタ︑別ノ車ヲ

サウシテ︑自動車ノウシロ 四377

ンガ︑立ッテヰマシタ︒

三946 ソノ自動車ニノッテ來タ 四353園 さあ︑來たぞ︒
四358 その時︑たくさんの天人
ラシイ︑三人ノ知ラナイヲヂサ

トチュウマデ來テ︑フト

から︑おちいさんが出て來まし

五でうの橋に來ますと︑ 三903しばらくすると︑水の中

さんが出て來ました︒

三352囹 こっちへ謡い︑えんやら 三885青い水の中から︑おちい 四28ε
や︒

三416
﹁まて︒﹂といふものがあります︒

強いべんけいも︑だんく

つかれて來ました︒

三453

三557トチュウマデ來ルト︑ド
コカラカ︑オニが出テ來テ︑

三558 トチュウマデ來ルト︑ド
コカラカ︑オニが出テ來テ︑
て來ました︒

へかへって

四396圃

てしまひました︒

たひや︑ひらめなどが︑

もとのはまべ

來ますと︑おどろきました︒

三⁝⁝⁝2

りっぱなごてんへ通しました︒

むかへに出て來て︑おくの︑

三餌4

おじぎをしました︒

三川5 大きなかめが︑舟のそば
へおよいで來て︑ぴょこりと

持ッテ來テ︑トリツケマシタ︒

三678 たぬきは︑だんだんおくれ 三977

三682園ぼくの舟に水がは
いって來た︒

三686いつのまにか︑となりの
へやに︑良雄さんのおかあさん
とねえさんが湿て︑
三736 オカアサンガ︑ガラスノ
キンギョバチヲ持ッテ來テ︑

三755私ハオカアサンニ︑フヲ
モラッテ來テヤリマシタ︒

ね︒

四142園

さんも︑かけて着て︑

四138

三806すると︑その水の中から︑ 四133 くつの音がして︑だれ
かうちへはいって來ました︒
まつ白な長いひげの生えたお
ちいさんが︑出て來ました︒

三823 しばらくすると︑おちいさ

さうして︑今度は美しい

んが出て來ました︒

三833

くる一くる
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テ來ル時デハナイ︒

間ヲ連レテ來テ︑北風ヲドシ

四伽3南ノ國カラ大田イノ仲

かへって來ますと︑
イッテ來テ︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト オ ッ シ ャ

くト追ヒマクリマス︒

四85一 ソコへ︑オトウサンガハ
ルト︑

ガフクランデ來マス︒
ほ

四877間モナク︑汽車が來マシ 四柵ースルト︑草や木ガダン
くト芽ヲフキ︑花ノツボミ
タ︒

四888囹 シッカリヤッテ來イヨ︒
み

四㍑3 一人置れふしが︑三保の
松原へ出て來ました︒

四934 わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑すぐに︑仲間を大ぜい

四麗8けしきに見とれながら歩
いにほひがして富ました︒

いてるますと︑どこからか︑よ

連れて來ました︒

來たかったのだ︒

四958圏 ぼくは︑こ﹂へ渡って

四悩4すると︑その松の木の
後から︑一人の女が出て來ま

方々のへやをまいて歩
した︒

四二7
くと︑妹や弟が︑後からつい

すると︑今までかくれてみた︑

今年も︑ちやうどその大蛇

が出て來る時分になりましたので︑

五215園

さうして︑八つの桶に入れ

泣いてみるのでございます︒

五227囹

て︑大蛇の早る所に並べて置け︒

その通りに用意して待ってる

ると︑間もなく大蛇が出て來ました︒

五231

ふしぎにお思ひになって︑尾
をさいてごらんになると︑越そうり

五248

ばしゃ

波の上に︑何か小さい物が浮

お＼︑ひきがへる︑よい所

た︒

五687

私は︑もと雨の一しっくで︑

そのうちに︑高いがけの上に

空から落ちて來たのです︒

五695

谷を出ると︑あたりが少し廣

來ました︒

くなって來ました︒

五709

右からも︑左からも︑おひ

く仲間が集って來て︑いよくに

五713

ふと︑大きな重い物が︑私た

ぎやかになりました︒

二階ノマドカラ眺メテ居ルト︑

見ルト︑クモハ︑雨ドヒノ所

コレカラ︑一タイ︑何ヲシヨ

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

まだ早いつもりで學校へ行つ

あしたからは︑もっと早く來

五878

午後二時頃︑ひどい夕立が降

午後︑中村君が來た︒

五888

一郎さんから︑はがきが來た︒

つて來た︒

五884

ようと思った︒

その時︑ひょっこり出て來た 五863

たら︑もう大ぜい來て居た︒

五862

だんく近寄って來るのをよ 五844 たのしさうな聲が聞えて來る︒

ル仕事ヲ績ケマシタ︒

シゴト

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

五80一

オモシロクナツテ來マシタ︒

ウトスルノカト思フト︑奈川︑急ニ

五772

カラ︑綜ヲ引イテ下りテ來タノデス︒

五766

ノ目ノ前ニブラ下ツテ來マシタ︒

大キナ鬼グモが一匹︑スウツト︑私

五763

ちの上に來ました︒

ソノ尾ヲ下シテ來テ︑サヲニ 五734

つばな劒が出て來ました︒

五262

ツケルカト思フト︑マタ腹ヲフクラ
マセテ︑ヲドリ上りマス︒
に

役場の前から横道へはいりま
すと︑材木をたくさんつんだ荷馬車

ざいもく

五268

少し平かな︑ひろい所へ來ま

が來ました︒

五292

象は︑しばらくして︑またの

間もなく汽車が來ました︒

いろいろのわるものが出て來て︑ら

五336

へ來た︒

しろさうに︑歌を歌ひながら膨まし

五663

そこへ︑一人の水夫が︑おも

五608園

のは︑ひきがへるでした︒

五606

にして︑それに何か乗って居ました︒

く見ると︑豆のさやのやうな物を舟

五587

かんで︑こっちへ近寄って來ました︒

五583

こくと上って來ました︒

五412

した︒

おまるりをすましてから︑
ふたみ

水草が青々とのび︑水の上に

このころになると︑おたまじ

さうして︑水の中にみるのが︑

流れて來ました︒

五201 或時︑出雲の國の︑ひの川の
はし
岸をお通りになると︑川上から箸が

いつも

いやになって來ました︒

五162

ふくれて來ました︒

やくしは︑尾のつけ根の所が︑少し

五145

をうつすこともありました︒

は︑時々とんぼがとんで來て︑かげ

五142

方々を見物して︑二見に和ました︒

けんぶつ

五98囲

しました︒

んばうをしたり︑いたづらをしたり

五一6

て來て︑

四燗2 ある年︑税込の軍ぜいが︑
たくさんの舟に乗って︑攻めよ
せて來ました︒

流れついたれふしが︑鬼を 一ぴ

四価3 なんせんして︑鬼が島へ
き連れてかへって來た

と︑︿略﹀︑まるで︑こけが生え

四価7圏すぐ連れて言い︒
四怖1 連れられて來たのを見る

コンナコトヲ何ベンモ

たやうな男でした︒

四二5

クリカヘシテヰルウチニ︑冬ガ
終二近ヅイテ來マス︒
四17一 カウナッテ來ルト︑南風

ハ︑モウ前ノヤウニ負ケテバ
カリハヰマセン︒

四枷6園ナアニ︑マダオ前ノ出

575
くる一くる

五902 けふも︑午後︑夕立が來さう
しほみつ玉と申して︑これ

一人の女が出て來ました︒

五伽9園
を水につけると︑たちまち海水が満

になったが︑とうとう降らなかった︒

五912團 をと㌦ひから︑東京のをば
これさへあれば︑どんな悪

來ます︒

すると︑ふしぎにも︑今まで

向かふの方で遊んで居た二匹

もえせまって來た火は︑急に方向を

六378
かへて︑

六414

の子山羊は︑鳴き聲を立てながら︑

親山羊は︑去年のちやうど今

こっちへかけて來ました︒

六419

者が來ても︑少しも恐れる事はあり
兄うかしは︑︿略﹀︑戦の用意

頃︑遠いく山塞から︑汽車に乗つ

いなごが︑たくさんこちらへ

たけるは︑だんく︑ぞうち
手下の者はもちろんのこと︑

だんくと︑夜がふけて來ま

い︒

六547

る︒

六668

敵は︑一先づ沖の方へ退いた

今日︑又ばくらうが來ました︒

牛を連れて來ました︒

六653

きのふ︑ばくらうが︑若い牝

が︑又押寄せて異るのは明らかであ

六604

うにして︑連れて來た︒

僕は︑おかあさんを引張るや

番兵がゆだんをして居ると︑

汲みに來ない︒

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六748

て引上げた︒

六852園さあ︑二階へ上って︑見て

早く︑うちの雀の宿に簸れば

來るかな︒

六878

其の中へ︑御飯の残りやお米

よいのにと思って︑裏庭へ行って見

ると︑

などを入れて置くと︑雀がたくさん

六894

一度ここへ來た雀は︑次から

寄って棄て︑喜んでたべます︒

六898

一度ここへ來た雀は︑次から

次と友だちを連れて來て︑

六898

次と友だちを連れて來て︑

よりたくさん來るので︑

翌朝︑おかあさんに呼起され

着のみ着のま＼で︑逃げて來

やがて︑おとうさんが露って

來られた︒

六976

られたのださうだ︒

六964

んが︑うちに來て居られる︒

て目をさますと︑をぢさんやをばさ

六958

て來ました︒

よくなれて居るので︑すぐに又寄つ

六545園何でもい＼から︑來て下さ 六909 一度はぱっと飛立ちましたが︑

さい︒

稻がだんく刈られて來るせ 六542園 おかあさん︑観てごらんな 六902 こんな雪の朝などは︑いつも

た小さい轟目がねが出て來た︒

︿略﹀︑おとうさんに買っていた〜い

六485机の引出をかたづけて居ると︑

寄って來ました︒

山羊は︑やさしい目をしながら︑又

すっかり草をたべてしまった

をしょうとしましたが︑意外にも︑

急イデ取ツテ來テ︑針ノ上へ

六日6

て來たのです︒

した︒

六296

集って來ました︒

手傳のために︑．たくさんの男や女が︑

六286

やうして來ました︒

六277

飛んで掌る︒

六234

飛んで來る︒

みか︑いなごが︑たくさんこちらへ

六233

ツトクツ着ク︒

コロくトコロガツテ來テ︑ピシヤ

六186磁石ヲソバニ持ツテ行クト︑

持ツテ行ツタ︒

六173

六71園兄うかし︑出て來い︒

手下が集って來ません︒

六27

ません︒

五旧5園

ちて來て︑一面の大水となります︒

せん

さんが︑春子ちゃんを連れて︑來て
居ます︒
ばつ

五965 いよくお立ちといふ時︑先
爽の者が︑急いでかへって來て︑

﹁︿略V︒﹂と申し ま し た ︒

五佃2 しかし︑あの金剛・那智は︑
どこへ行ったのでせう︑いくら呼ん
テイリウヂヤウ

でも︑かへって黒ませんでした︒

心懸9 ソレカラニツ三ツ停留場ヲ過

五研6次ノ停留場へ來タ時︑
ギテ︑表町マデ來マスト︑人ガタク
サン下りテ︑席ガアキマシタ︒

五㎜4 シカシ︑入レ代りニ︑大ゼイ

ノ人ガ︑ドやくトハイツテ來マシ
タ︒

五佃6 一番子カラハイツテ來タノハ︑
七十グラヰノオバアサント︑赤チヤ
ンヲオブツタヲバサントデシタ︒

ヤウド私タチノ前へ來タ時︑私タチ

星霜5 オバアサントヲバサンガ︑チ
ハ︑スグ立ツテ︑

五襯2圏 水引草と︑ 名を聞いてか
いつの間にやら︑

色がすっかりさめて居た︒

ら來て見たら︑

五柵4園外のは︑何本持って撃ても

2

すると︑今まで悲しさうだつ

なって來ました︒

た雪舟の顔は︑だんだん晴れやかに

六

六319園汝︑恐れ多くも︑朝廷の仰 六745 先づ︑谷川のほとりに︑三千 六鵬2園來てごらん︒
人の番兵を置いて︑城兵が汲みに來

だめだ︒

に酔ひ申さぬによって︑汝をうてと

二日たっても︑三日たっても

五柵8 命は︑仕方なく︑もとの海ベ

六747

られないやうにした︒

火は︑ものすごい勢でもえて

の勅をかうむり︑こ＼へ來たのだ︒

六368

へ來て︑泣いていらっしゃいました︒

五伽9 しばらくすると︑門の内から︑

くる一くる

576

六擢7 もう許してやらうと思って︑
又本堂へ來ました ︒

六下4 僕等が生マレテ來テ︑海ノ中
ヲモグツテ敵ヲ攻撃シ始メタノデ︑
世界ノ人ハ︑皆驚イタ︒
グンカン

六畜8 僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ
來ルトコロヲ︑︿略﹀︑魚雷デ打沈メ
テシマフノデアルガ︑

ら︑見に來て下さい︒

工の家へ河成から使が來て︑

お目にかけたいものがある

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七174

七175園
工は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ったが︑

から︑ぜひ嘗て下さい︒
七178

さわやかな

すると︑召使の者が出て來て︑

度々呼びに亙るので出かけて行った︒

七179

ほがらかな︑

朝が來た︒

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七Z8圃

六伽5 僕等ハ︑大砲ノタマガイクラ
飛ンデ來テモ︑水ニモグツテ居レバ︑

七223圃

る船の積荷は︑小船で川や堀を傳っ

大阪騨からほゴ南へ︑御堂筋

て大阪の疎々に上げられます︒
みだう

七665
なかのしま

といふ大通を進むと︑やがて︑大江

かういふ所へ吊ると︑もう煙

橋を渡って中之島といふ所へ來ます︒

七711

杖を突きながら︑かけ下りて競る者

こ＼へ持って來ました︒

がある︒

七冊7囹

しかし︑此のま＼蹄ること

も出來ないので︑引返して來ました︒

七佃8囹

七捌1園あなたから一文でももらふ

く持っては來ません︒

氣があるくらみなら︑こ＼までわざ

仲間の者が國へ送る金をあ

の都といふことなどは︑すっかり忘

七梱8園

上屋の中へはいって︑廣い階

赤︑青︑黄︑紫︑あらゆる色

小蒸汽船が︑煙を吐きながら

ヨーロッパの或國で︑約十二

昔から︑つばめは同じ家に蹄

す
つまり︑今年或家の軒下で巣

途中で死んで編って行ないつ

日本に春が來ると思へば︑も

う彼等は矢もたてもたまらず︑北を

八113

ばめも︑かなり多いといふことです︒

八108

もどって來るといふのです︒

を作ったつばめが︑來建直同じ巣へ

八103

つて來るといはれて居ます︒

八101

羽のつばめが急に落ちて來ました︒

八84

行ったり來たりして居ます︒

七側5

て落ちて來ます︒

のテープが︑降るやうに入りみだれ

七柵1

けた＼ましい音がして來ました︒

段を上った時に︑船の方から︑何か︑

七燭5

ら︑人夫の後について來たが︑

七悩2 旅人は︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひなが

つかって︑此の財布に入れて干たの

敵は何時攻めて顧るかもわ

です︒

れてしまひます︒

七789園
からない︒

攻めて來たら︑第一お前た
ちの家族はどうなると思ふ︒

七791園

上島主水の中間は︑八尺の竹

恐しい海賊がどやくと乗移 七893 いよいよ仕合の日が來た︒
七901

そこで油蝉の子は︑深い所か

槍を持って︑思ひ思ひに出て來た︒

七962

らだんく淺い所へ移って︑地上へ

しわくちゃにた﹂まれて居た

績いて足が出て來ます︒

出る日の肥るのを待って居ます︒

七976

にいさんが︑物置から古いみ

七987

今年は︑私のうちへ︑まだ

八歳になる子供︑昨日隣へ引

います︒

税金の通知が來て居ないやうでござ

七皿2園

羽が︑見る見るのびて來ます︒

かん箱を取出して來て︑それを淺く

又︑新しい芽が︑頭に黒い皮
をかぶって出て來ました︒

七427

作りなほしました︒

七402

観音堂に來てみれば︑香の煙がゆ
らくと︒

くわんのん

七392圏人にもまれて送られて︑

つて來て︑南光を取園んでしまった︒

七332

朝が來た︒

平氣ナモノデアル︒

六悩5園 お﹂︑よく來たね︒
くに

六梛9園 それから︑をぢさんは︑擶
國神社へもお参りして來た︒

帥のさしっと︑集って來た人々の働

六川2 火は前後二回おそったが︑元
によって︑消し止められた︒

七36 船が沖合へさしか＼ると︑急
に烈しいあらしが起って來た︒

七81 川口近くになると︑潮干狩の
舟が︑幾さうも幾さうも集って來ま
した︒

間から︑小さい本葉が柔い毛をかぶ

最初に出たのは︑もう二葉の
つて出て來ました︒

七116 舟で來た人も陸から來た人も︑ 七451

入りまじって︑何百人か敷へきれな

七柵2

越して來た人の子供と︑もう仲の好
い友達になった︒

相手はばかにすばしこいや
つで︑立上るが早いか︑いきなり打

宮の臼後から急ぎ足に道をた 七律5園

ると︑上の方から︑片はだぬいで︑

二里程行って大きな峠へか＼

どつて來たが︑ふと見ると︑向かふ

そこで︑大阪の港に集って來

七備7

込んで來た︒

七653

押立てて居る者がある︒

に︑日月を金銀で現した錦の牙旗を

七562

こくにして蹄って來ます︒

さうして︑夕方おなかをぺ

い程居ます︒

入りまじって︑

七116 舟で來た人も陸から來た人も︑ 七496團

した︒

七122 其の中に潮がさし始めて來ま

七134 潮がだんくさして得て︑何
時の間にか洲が見えなくなりました︒

七146園 今度新しいお堂を建てたか

577
くる一くる

さして進むのです ︒

八122 春になると︑誰もが此の珍し
いお客の蹄って來るのを待ちこがれ

せったいじよ

て︑夕方から湯茶接待所へ手傳ひに

やがて︑又こうくとすさま

來たのでした︒

した︒

ものすごい地ひばきに驚いて︑

じい音を立てて︑敷毫の戦車が來ま

八526

八527

て居ます︒

そと婦って來たつばめを迎へる人の

績いて歩兵が近づいて來まし

一人の青年が︑毎日毎日機械

館に來ては︑︿略﹀機械の前にすわ

八801

つて︑じっとそれに見入って居るの
であった︒

いつもの如く研究室にはいつ
いつもの如く研究室にはいつ

た佐吉は︑日が暮れても出て來ない︑

八867
八868

た佐吉は︑︿略﹀︑夜なが過ぎても出

家族のものが心配して︑研究

て來ない︒

八873

室へ行って見ると︑とたんに佐吉は︑

兵隊さんは︑やれ嬉しやとば

圖面を片手に勢よく飛出して來た︒

見る見る顔がはっきりして來
電光形をゑがく見事な滑り振

雪煙が消えると︑先生の笑顔

やがて網場へ來た︒

さうして︑ちやうど飛行機が

空中を滑走するやうに︑手ぎはよく

八備8

平野がつきて︑山が次第にせ

水を切って下りて來ます︒

八齪5

すると︑さつき上って看た線

まって來た︒

八価5

路がずっと下の方に見えて︑今通る

山を越すまで︑あれ程うら＼

線路と十文字に交って居る︒

かに晴れて居た空が︑何時の間にか

八㈱9

と見る間に︑行手の山がぼつ

曇って來た︒

八㎜3

と白くかすんで來た︒
やなぎ

ましに太り︑畠や道端の若草が目に

九15其の間にも︑柳の芽の緑が日

男も︑女も︑老人も︑子供も︑

見えてのびて穿る︒

ありとあらゆる人間は︑花を尋ね︑

九34

花に浮かれて出て異る︒

ほゴ一様の若緑の色に映え出

て來た︒

三日目の十二月十七日が來ま

不意にばたくと音がして︑

むちゅうになって喜んだが︑

︿略﹀︑若し見つからなかったらと︑

九291

居た︒

聞えて︑父の時計屋さんがはいって

九279

此の時︑大きなせきばらひが

小さな子供が二人︑奥からかけ出し

九267

した︒

九149

そろく胸にせまって來る︒

す頃は︑︿略﹀︑行く春を惜しむ心が︑

書近くなると︑山小屋に泊つ 九54
てるる人々も來て︑にぎやかになつ

八961

が浮かんで來た︒

八954

來られた︒

りに見とれてみると︑もう目の前に

八951

る︒

八941

かり︑私たちの前へ押しかけて來ま

かうして︑後から後から來る

した︒

八532

た︒

八528

町の人々は皆飛出して來ました︒

八126 わけても︑自分の家へいそい
心は︑どんなに嬉しいことでせう︒

八177 翌日︑蕃人どもが役所の近く
に集って居ると︑果して赤い帽子を
かぶり︑赤い着物を着た人が來た︒

若い技師が引受け︑見事に造り上げ

八242困 當時こ＼に來て居た日本の
八545

丘ハ隊さんを迎へて︑とうく夜の十

て︑

八261国 西洋人も大勢來て︑色とり

一時頃まで働きました︒

飛行機が勇ましい音を立てて︑

舞観に來た人々は︑皆外たう
今日は︑兵隊さんが私の家に

た︒

昔︑鬼が持ってるたといふ打
こづち

平価1

出の小槌を︑もし人間の世界へ持つ

すると︑もう兵隊さんは以て
居て︑︿略V︑靴下を洗ったり︑靴を

て來たとすれば︑どうでせう︒

どこからか聞えて來る支那人

八梱6

網がつぼまって來たところで︑

だ︒

網船は︑僕等の乗ってみる船を呼ん

八戸8

と︑

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

八三1

みがいたりして居ました︒

八587

蹄って來ました︒

も泊るといふので︑急いで照校から

八586

のえりに首をうづめて居ました︒

八557

敷皇飛んで來ました︒

八552

ぐのテントや海水着で︑海岸は花
が咲いたやうです ︒

八263国 満洲は雨が少く︑私がこ＼
に來てから二箇月になりますが︑其
の間ほとんど雨らしい雨は降りませ
ん︒

八301圃 すれ違ひに 自動車が來る︒

八304圏 電車が こうくと走って
來る︒

八426 そこへ下仕の女が來て︑
﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

左から右へ︑右から左へと︑

行ったり來たりするのに︑其の一

八482 さうして︑霜の消える頃から︑ 八699
組合の脱穀機の音が︑あたりの静か

きうしや

昭和六年十二月三十一日の夕
しゅびたい

まった一羽の鳩が飛んで來た︒

はと

暮︑大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染

八744

るやうに思はれてなりません︒

回々々の時間が︑どうやら同じであ

ばかくくと︑馬のひづめ

さを破って潮干よく聞えて來る︒

八517

の音がして來たと思ふと︑騎兵の一
隊が︑︿略﹀通り 過 ぎ ま し た ︒

八524 私は︑おかあさんに連れられ

くる一くる

578

それが又心配になって來た︒

九299 其の時︑今まで雲の中にみた
太陽が顔を出したので︑日光が店一
ぽいに差込んで來た︒

九318 一日おいて町長さんが來た︒

九697

夏休になったら︑僕もきつ

父も後から看たので︑僕が︑

九帯10

日がたつにつれて︑だんく

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねますと︑

九価1

と細る︒

先生も大きな箱を持って來て︑ 九985園

掘ったいもは此の中へ入れるやうに
とおっしゃった︒

中からみづくしい白茶色の

玉が︑じゅずつなぎになって︑ころ

九705

僕は︑せっかくなれて來た北

僕になれて來ました︒

九佃4

斗を︑手もとからはなすのがいやで

校長先生と山田先生が︑箱の

ころと出て來た︒

したけれども︑

九715
そばへ立て︑おもしろさうに︑僕等

まで軍港のやみに包まれてるた軍艦

九329東の空が明かるくなると︑今

の仕事を見ていらっしゃった︒

て悟る︒

ついて來い︒

二人は駿河の大井川まで來ま

するが

も宿の主人も︑飛んで出て來ました︒

止山9

した︒

九惚2園

九川9．とうく京都に來ました︒

すると︑一人の大原女が彌次

郎のそばへ寄って來て︑沢略﹀︒﹂と

九々3

同じやうな子馬がたくさん來て居て︑

九㎜7

九㈱8

我が國は︑神代このかた萬世

遂に大阪が來た︒

空にはだんく雲がふえて來

言ひます︒

九齪7

さうして︑長い夏も過ぎ︑秋

肢もしっかりして噛ました︒

る︒

九舶2

去年と違って︑僕が行くと︑

夜がふけると︑思ひなしか屋

去年︑先生に連れられて來た

十月二十七日の朝︑目ざす

りゅうぐう

私は︑昔話の龍宮にでも

十382園

一撃も進んだ頃から︑だん

だまってついて來るさ︒

やがて二百十日が來て︑農家

十436

しかし︑河井君はだまった

大分︑山が深まって來た︒

だが︑長くつかってみると︑

此の聲を聞きつけて︑彌次郎

へ

ゑ

﹁︿略V︒﹂とつぶやきながら︑

見るく海岸には︑廣い砂原

や黒い岩底が現れて來た︒

十539

五兵衛は家から出て來た︒

ご

十526

ま＼︑じっと落ちて生る水に眺め入

十467

くあたりが仙境らしくなって來る︒

十387

しました︒

來たやうな思で︑コロール島に上陸

十327国

パラオ諸島が來ました︒

十316国

時︑

十97

に進んで來たのであるが︑

一系の天皇をいたゴき︑︿略﹀︑今日

九㎜3

しかし︑それだけに︑かはい

が來て︑野山の草木が枯れる頃︑

九㎜7

さも一そう深くなって和ました︒

輝元を大正とし︑吉川元春・ 幸田8

時は來た︒

京都に集って來た︒

九837

てるもと

九845

きっかはもとはる

其の中に︑尼子の皇臣が追々

九766園敵の毛利がだんく攻寄せ 九佃9 牧場には︑村のあちこちから

り

の壮大な姿が︑だんくにあらはれ

しよう

まヒつ

て斯る︒
じ

九339 入の顔がやっと見分けられる

やうになった頃︑時鐘番兵がこと
くと後甲板に來て︑
九342 間もなく︑甲板士官や傳令員
が起きて辿る︒

小早川忠心を副將として︑一三五千

こばやかはたかかげ

九532国 カリフォルニや州の南部は︑ 九856

の精兵が堂々と進軍して來た︒

遂に再び時が來た︒

書間は︑まだ暑いくの歎聲

北斗は嬉しさうに︑すぐ僕の所へ飛

九鵬9

底の方が熱くなって來ました︒

九燭10

案内をしました︒

はたゴ風ばかりを心配する︒
ふ ろ

つた︒

はあり

夜の燈火をしたって触る轟は︑

根瓦が少ししめって來る︒

証印2

が口をついて出て來る︒

九百6

んで來て︑鼻をすり附けます︒

日本人が早くから來て農業を螢んだ
九877

九882

秀吉の援軍が今日來るか明日

僕は︑土曜か日曜には大て

間もなく女中が來て︑風呂の

蛾や︑こがね轟や︑羽蟻が多く︑

が

すると︑掛の人がそばへ予て︑ 九位3

い來てるる︒

い＼︒

九982園君も︑これから度々來ると

九二5

間もなく︑出納手が︑たくさ 九二8

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

九938

來るか︑

九882

つた︒

來るか︑それを頼みに勝久は城を守

秀吉の援軍が今日來るか明日

所で︑

九568国 こ＼に翻ると︑もうサンフ
ランシスコの美しさも︑ロスアンゼ
ルスのなごやかさもありません︒

なって來ます︒

九607国考へると少々をかしくさへ
九642 ところでかういふ深山へ︑ち
やうど同じ五六月頃︑日本では珍し

す る と ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と い ふ 人 が 九956

い程美しい鳥が來ます︒
九665

んの本をか＼へて書庫から出て來た︒

九978圏

出て來ました︒

九675 元來熱帯地方の鳥で︑それが

九9710圏

君︑始めて來たね︒

夏の間だけ日本へ飛んで亘るのです︒
くは
九697 當番が︑農具小屋から︑鍬・

シャベルなど︑いろくの道具を出
して來た︒

579
くる一くる

きな松明を持って飛出して來た︒

たいきつ

十546 家にかけ込んだ五兵衛は︑大

これに︑雪の白い所だけ山

のやうに盛って︑持って來ておくれ︒

雑事4園

其の使が︑お盆を帽子のや

はほんたうに残念でございました︒

うにかぶって蹄って來ました時︑私

十柵1園

十556 日はすでに没して︑あたりが 十柳9 使の者が昂って來ました︒
だんく薄暗くなって來た︒
十566 やっと二十人程の若者が︑か
け上って來た︒

﹁﹃あじあ﹄のスタンプを押し

ませんか︒﹂ボーイがさう言って來

十佃1

手紙を書いて︑︿略﹀︑ボーイ

雲が切れて︑日光がさして來

たので︑

た︒

十㎜1
十欄6

やあ︑よく來たね︒

に頼んでしまふと眠くなって來た︒

十個2園

見張から指属する聲は次第に

しげくなり︑それを復唱する舵手の

あ

釧路市の北方八十粁︑雄阿

を

面繋の尊話は松阪の一夜以

くともどって來た︒

十一742

くしろ

後とうく來なかった︒

十一7910

本島で︑にしんの漁期の終

寒岳の直下にた＼へる阿寒湖のほと

かんだけ

りに來て︑

る五月下旬から︑そろそろ北千島の

十一853

たまく遠くからたゴよふ

漁場が活動を帯びて來る︒

十一868

る︒

十一価3

ふすまがすうとあいて︑着 十一川6

此の雲がだんくふえて廣

いわし雲がぐんくふえて

くなって︑形がぼやけて來ます︒

がり出すと︑すっきりした感じがな

十一欄4

近く來てるた︒

船は何時しか海豹島の西岸

固めた若者たちが︑船室から出て來

十一883

船長の聲に︑防水具に身を

チャッカ沿岸へ航する汽船であらう

どうしたのか︑其の子が尼

申門と︑塔と︑金堂と︑其

か︒

やうに汽笛が聞えて認るのは︑カム
かけ出して來た女の子は︑

來て︑三層の金閣を池水のほとりに

十一407

へ寄って早る︒

進むにつれて︑ゆらぎながら私の方

の入組んで見える屋根が︑一歩々々

十一264

く泣出した︒

さんのそばに來て︑立つたま＼しく

十一178

何といふかはいらしい子であらう︒

十一174

見る美しさ︒

名もやさしい衣笠山の麓に

きぬがさ

十5610

村中の人は︑追々集って來た︒

十568園 村中の人に來てもらふんだ︒ 十価7

陸上に作った湖のことですか

ただ一直線に掘割が績いて︑

間門はどれも二列に並んでゐ

若し此の仕事が進まなかった

十一109

一人でよく來たね︒

鯨は工水にもぐったが︑もう

十悩2園

十梱9

に通ることが出金ます︒

ますから︑往く船と來る船と︑同時

十伽8

其の果に大西洋が現れて來るのです︒

十梱5

水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

ら︑其の水面は︑海から來る掘割の

十脳4

浮上って來ない︒

十佃8

顔も引きしまって來る︒

て濁る老幼男女を一人々々敷へた︒

十571 五兵衛は︑後から後から上つ

る稻むらと五兵衛の顔とを︑代る

十572 集って來た人々は︑もえてゐ

ぐ見くらべた︒
海水が︑︿略﹀︑山がのしか＼

十579 非常な速さで押寄せて來た︒
十582

つて來たやうな重さと︑︿略﹀とゴ
ろきとを以て︑陸にぶつかった︒

十586 雲のやうに山手へ突進して來
た水煙の外は︑一時何物も見えなか
つた︒

ら︑よし何萬・何十萬の人がこ＼に

ごくらく

送られて來ようとも︑パナマ運河は

ぢごく

へ行けば地獄︑こっちへ漏れば極樂︒

夕方︑迎への自動車が來た︒ 十一柵2

そろく針葉樹が現れて來

ひたひも背中も汗ばんで來

來ると︑空一帯が灰色になって︑
十一424

飾ったねえさんがはいって來た︒
勢よく新聞屋さんが來る︒

或日のこと︑先生は︑知合

た︒

十一佃1

た︒

十川8

十一467

十一707

ワトソン君︑すぐ來てく

宣長は力を落して︑すご

れ給へ︑用事があるから︒

十一4911園

十一価6

十一梱6

遂に霧の中に近く山小屋を

空が次第に曇って覧た︒

薄く見せた︒

わら
十︻468 先づ一本の藁を持って來て︑ 十一伽11 あたりはだんく霧が湧い
こまく
て來て︑大木の幹を彼方へ彼方へと
其の一方を耳の鼓膜に曲れさせ︑

た︒

の瞥者から人の耳をもらって來まし

いしゃ

其の時︑外から蹄つた母が︑

見送りに來た母が︑大勢の人
何年かたって︑もう蹄って

何だか空が曇って來た︒

日々絶望小山に登って待績けた︒

閉る頃になったので︑老母は︑毎

十価10囹

にまじって見える︒

十撹2

二階へ上って煮た︒

平価1

完成しなかったかも知れません︒

十613煙感とんぼ︑とんぼ︑あっち
十618園 では︑こっちへ煮れば地獄
ぢやないか︒

十629 一郎と貞童は︑とんぼ取を止
めて編曲って來た︒

十648 水汲みに來た女の頭の上の水
がめが︑ゆれて鳴る音だ︒

のすぐそこに︑此方をさして突進し

十719 すると︑まことに突然︑右手
て写る船があった︒
いしゃ

十824 とりあへず︑警者が二人干た︒ 十字4

〈るい一ぐるぐる

580

見上げる所へ來た︒

五千年の昔から︑自ら耕し

に迫るのを覧える︒

和歌の浦に潮が満ちて來る

インドから高僧が渡海して

どこからか聞えて斯る尊い

彼には︑さういふ風に思は
パリーに來て嬉しいのは︑

お＼︑來た︒

リガン出て悟る︒

顔をして出て盛る︒

十二爾2

や

春の國から生まれて來たか

ねえさん︑雪の中からお

と︑其の後を追っかけるや

くるい

﹇▽しにものぐるい

來た︒

納屋のかげのあたりから︑はずんで

な

うに︑︿略V大そう明かるい聲が︑

十二観3

人形が出て來たの︒

十二拗9囹

へづりが朗かに聞えて至る︒

十一一欄3 どこからか︑カナリヤのさ

と思はれる白雲が︑

十二佃3

來たのであるが︑

ものを使って︑︿略﹀算法を行って

十一一欄9 支那では︑古京算木といふ

るのか︒

十二齪3園わしはフランスへ來てる

干潟がなくなって走るので︑ 十二幡3囹

と︑干潟がなくなって屠るので︑

十二993
十二994

十二228
て底ひ︑自ら掘って飲むといった簡

十一伽10圏早く來い︒

十一伽7 とうく燕の絶頂が來た︒
十二m9

十一一槻2

れて來た︒

十二柵2

湧上って來た︒

十二佃4言知れぬ喜びが︑彼の胸に

言葉︒

十二柳10

に見るやうな氣がする︒

來た頃の華やかな奈良の都を︑眼前

輩な生活を︑其のま＼今日に持越し

ずるぶん早く︑遠くから出
それらが今新な感激となつ

しばし思にふけってみた光

囲が︑我にかへると突然人言が聞え

十二445

てよみがへって翻る︒

十二4310

かけて來たものだと感心させられる︒

十二235

て來た彼等は︑

十一柵3囲 繁華な町々を見物しなが
ら︑新公園に來て見ると︑

十一襯8圏時々マレイ人が近寄って
來て︑自動車に乗れとす﹂めます︒

十一襯11困 とある店に立寄ると︑主
人らしいインド人が出て來て︑

て來た︒

十﹇柵9困 ナイル川に沿ふカイロの
都に立て︑始めて緑の椰子の木陰を

尊皇の大義に︑すべての人

耳翼で停車すると︑どや

すっきりした街路である︒

くと此の國の青年が四五人はいつ

おのれは古がさを買うて 十二伽6

來て︑やれ末廣がりで候の︑骨磨き

て來て︑私のぞぽに腰をかけた︒

に日本語で話しかけられたのはこれ

奥へくと進むにつれ︑姫 十二伽2 ヨーロッパに來て︑外國人

路城は︑たゴ美しいといふだけでは

くる

アカ

マハル︑

クルクル

ぐるぐる

ぐる

涼しい風にくるくと︑

アヲ

クルクル

すまされなくなって來る︒

一303圏

ガ デル︒

一307韻

ガデル︒

七377圏

︵副︶4

まはるは五色の風車︒

ぐるぐる

さうして︑其の一枚を︑ぐる

くと巻いた︒

六508

く

クルクルマハル︑

︵副︶3

﹇▽あれくるう

私は︑運ばれて來た食事を

ゴナリル︑むつかしさうな

くるくる

くるう

はるか向かふの岡に︑もの 十一一矧4 新興の意氣は︑ベルリンに
來て更にすばらしいものがあるのを

十二8110

見た︒

島巡はそれだけで書足せず︑

すごく砂ぼこりを上げて︑敵戦車が

をばさんが火鉢を持って來

てるた︒

十一一紹6

私のそばへ來た︒

十二悩1

すると︑語長がつかつかと

取りながら︑聞くともなしに聞入つ

十一一悩9

とが流行して來た︒

住宅を郊外の森林地帯などに螢むこ

十一一榴9

十皇︑十五毫︑績々と現れて來る︒

十二873
た︒

﹁︿略﹀︒﹂さうして︑こ＼ま

で詣ると︑きまったやうにをぢさん

十二903

さっきから︑三郎さんが

は涙ぐむのである︒

十二914囹

招魂社の前へ來たので︑石

煽て待ってるられたんだよ︒

十二919

段を登って参舞しょうとすると︑

く

が始めてである︒

十二662

で候のと申しをる︒

十二6111圏

が目覧める時が必ず來るに違ひない︒

十二459

見ました︒

十﹁㎜2二重の古い文明の跡をたつ
ねるのが︑こ＼へ上る旅人の目的な
のです︒

十一柵5国 アカシヤの並木の旧く道
を行くと︑やがて又沙漠の一端に來
ます︒

前まで來ると︑中からピヤノの音が

十一樹9 或小さいみすぼらしい家の
聞える︒

十一欄9 月は︑ますくさえわたつ
て來る︒

十一欄5圏 君︑今夜うちへ來ないか︒

十一欄5 地球上のやうに︑太陽から
來る光や熱を調節するものがないか

ら︑月の世界では︑書はこげつくや
うな暑さ︑
さや

十一商5 飛行場は目前に來た︒
みると︑どこから与るか︑どこから

十一㎜9 鞘を彿って︑じっと眺めて
きはく

湧くか︑一脈の氣醜がりんとして身

581
くるし一ぐるりぐるり

六515 次に︑もう一枚の書爾紙を︑

ぐるくと巻いた︒
十508図 鶏の聲を聞きては︑はや心

し な
されば古は︑支那より渡

には︑水景がなつかしくてたまりま
せん︒

十一掴3図
來せるもののわっかに世に存するの

十二個8図

﹇苦﹈︵下二︶1

えぐなるさまなりき︒
くるし・む
︽ームル︾

よからぬ摂して︑人を苦

これにこりて︑賊は︑城の水

ぐるつと

手當をしても︑たゴ苦しめ
︵副︶1

さうして︑鼻をぐるつと巻く
たべます︒

﹇車﹈︵名︶22

車口▽

かざぐるま・にぐるま・はぐるま︒や

くるま

クルマ

やうにして︑口の所へ持って行って

五388

ぐるつと

るばかり︒

十847囹

をたやして苦しめようとはかった︒

六742

タシマセン︒

ルシメタリ︑モノヲトッタリイ

ぐるま

一742

十欄5図山腹に車をすて︑石段の幾

フランスのキュニョーは︑こ

車は︑しばし富の小川に沿

ねえさんは︑山田のをぢさ

びほろ

車は美幌峠を登りつめて︑

艦は車に任せながら︑心は

瀧見に奪はれて少しもいとまがない︒

十一悩7

鮎に私を下した︒

遂に一大展望をほしいま＼にする地

十一824

ん・をばさんと一しょに車に乗った︒

十一425

うて走る︒

十一349

た︒

れを車に取附けて走らせようと企て

十旧一

タカラモノヲツンダクル 曲折をあへぎあへぎ上れば︑

マヲ︑犬ガヒキマス︒

二等5クロイハコノ車ガ︑アト
カライクツモ來マス︒
車ガ︑イクツカトホリマシタ︒

二欄4牛ノタクサンノッテヰル
二佃7ボクハ︑車ノカズガ︑ワ
カラナクナリマシタ︒

二佃4牛ノアトカラ︑大キナ木
ヲツンダ車ヤ︑石ヲツンダ
車ガ︑イクツモトホリマシタ︒
モトホリマシタ︒

二佃5石ヲツンダ車ガ︑ノークツ

た︒

びた貸しい車の流を横ぎるかを考へ

﹇包﹈︵五︶1 くるむ ︽一

ねばならぬ︒

ン︾

袖にくるんで助けたいのは山々であ

サウシテ︑自動車ノウシロ 十柵4園 自分とても︑彼等を法衣の

るが︑それはかへって彼等の心であ

ぐるりぐるり

目

指でわ

ぐるりぐるり

ぎらりぎらり︑

ぐるりぐるり︑

︵副︶1

玉が光る︒

をかくと︑

見上げると︑大きい橋があっ 三471圃
て︑人や︑車や︑馬が通って居まし

五729

てしまひました︒

るまい︒
四377 天人のよういして來た
くるめる nVひっくるめる
車にのって︑空へ上って行っ

持ッテ來テ︑トリツケマシタ︒

ニツケテアッタ︑別ノ車ヲ

三977

シマシタ︒

くる・む
三975ウンテンシュハ車ヲハヅ

テヰマシタ︒

一722園モウ︑ケッシテ人ヲク 三961 車ハ︑タイヤガヒシャゲ

クルシメマシタ︒

三952園 アノ左ガハノウシロノ 十一而7七つの街路を︑人の波︑車
︿るし・める ﹇苦﹈︵下一︶4 クルシ
の波が刻々と押寄せる︒
メル 苦しめる ︽ーメ・ーメル︾
車ヲゴランナサイ︒
一696サルト犬ハ︑ヒッカイタ 三955ソノ車ヲ︑今ウンテンシュ 十二佃8 車は如何にして此の群衆を
切抜けて進むかを氣つかひ︑
リ︑カミツイタリシテ︑回目ヲ
ガ一生ケンメイニナッテ︑ハヅ
サウトシテヰルトコロデス︒
十二佃10 人は又︑如何にして此のお

しむることなかれ︒

九偽2図工

苦しむ

五人はすでに死し︑残れる者も息絶

連日の苦闘に疲れ︑うゑに苦しみて︑

へうちやく

も心にあらず︑窯の閉園をぐるく

︽一

島に漂着せる十飴人︑

みにて︑三者其の得難きに苦しみた

苦しみ

りき︒

と廻り歩きぬ︒

苦しい

月は︑ 地 球 を 中 心 と し て ︑

﹇苦﹈︵ 形 ︶ 3

﹇▽みぐるし

ぐるぐる廻ってみる︒

十一一餅7

くるし

くるし・い
イ︾﹇▽いきぐるし い ・ お も く る し さ ・

せまくるしい

六315 たけるはたふれましたが︑
﹁︿略V︒﹂と︑ 苦 し い 息 の 下 か ら 尋 ね
ました︒

時程苦しい事はなかった︒

十畑2園 あの話を︑將軍から聞いた

﹇苦﹈︵名︶2

十一稲2 息が苦しい程はつむ︒
くるしみ

十一備9図人々の苦しみは日日にま
さり行くばかりなり︒
いうよ

十二759図 勝商︑城内の苦しみを思

くるしむ

へば一刻も猶豫すべきにあらずとて︑

︽ーミ・ーム︾

﹇苦﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 5

直ちに引返す︒
くるし・む
苦しむ

ので︑ 一ばんぢゆうくるしみまし

三鵬2 花子さんは︑はがいたい
た︒

九416芸園 我等年久しく貧に苦しみ
たるに︑御身は︑何とて此の金のあ
ることを今日まで我に語らざりしそ︒

十一柵5国 やうやく暑さに苦しむ身

くるりと一くれる

582

くるりと ︵副︶2 くるりと

六238 そっと近づくと︑︿るりと葉
の裏へ廻って︑足の先だけ見せて居
る︒

九197図 宗任すなはち矢を抜取りて
差出せば︑富家くるりと背を向けて
うつぼに差させけり︒

十391

下枝の紅葉から紅のしっくで
からかさ

も落ちて︑さしてみる傘を染めば
しないかと思はせる︒
かへで

ばら・楓等の芽も︑少し
紅のやまと錦もいろ

く紅の色を増せり︒

十幣7図
十二櫛9図圏
くの綜まじへてぞあやは織りける

クレブラ

それから先がクレブラの掘割
︵名︶2

クレブラ掘割

掘割

クレブラほりわり

です︒

十協2

くれ ﹇暮﹈︵名︶3 暮﹇▽ひぐれ・ゆ クレブラ ︹地名︺一 クレブラ
うぐれ・ゆうぐれちかし
七㎜8園 昨年の暮に寝こみまして︑
ずる分皆さんのこやっかいになりま
十慨図

した︒

法身4園 いや︑あなたの所は昨年は
クレブラ掘割

暮れや

く

四165

まをなでてくれました︒
﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑に
いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とをしへて

四183

くれました︒

さうして︑軍かんやひかう

きの︑おもしろい話をいろく

四191

親がそばにるてくれなくても︑

としてくれました︒
五134

これ︑北八︑お前これをか

ついでくれ︒

九幽5圏

九四10園 お前もつき合ってくれ︒

要語こそは︑まことに我我を

のである︒

何でも教へてくれる父が︑此

ロシヤ少女の給仕が僕の顔を

昔から工程やさしい︑平和

しかし︑自分の氣持を知つ

子供たちや家臣の者は︑後

はて︑何を費ってくれよ

残って︑今日の我々に昔の姿を殆ど

十一一7210 三丸が︑これ程まで完全に

うか︒

十二561囹

るであらう︒

を縫いで必ずこれを成し遂げてくれ

十二457

てくれる子供たちや家臣の者は︑

十二455

してくれることがある︒

いろく質問もし︑それで予を啓獲

十二392園他の弟子は︑教について

せん︒

な翌翌を與へてくれるものはありま

十一m1

事を運んでくれる︒

起筆えてみて︑にこくしながら食

十擢10

やうにする︒

の事になると︑何時でもはねつける

十備10

ないか︒

のが︑私に封ずるお前たちの務では

十751囹

一人でも多く助ってくれる

育て︑我々を教へてくれる大恩人な

九号4

れが奈良であることを示してくれる︒

ら

軍人さんは地圖を指して︑そ

ちっともさびしくはありませんでし

かう言って︑掛の人は︑其の
出納掛の人は︑笑ひながら本
昔から︑航海の目蓋となって
金さんが説明して︿れる︒

父は︑しばらくだまってゐま

早速其の事を祖父に言ひます

したが︑天心﹀︒﹂と許してくれまし
た︒

九帯2

お前の脇差を貸してくれ︒

と︑祖父も︑﹁︿略V︒﹂と教へてくれ
ました︒

九悌6園

な

九価2
そばを通る人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

た︒

五725

いって︑ほめてくれました︒

信長は︑それには目もくれな

道がわからなかったので︑

もう一年待ってくれ︒

いで通って行った︒

七745
八162園
八254團

遊んで居た満洲人の子供に尋ねます
と︑日本語ではっきりと教へてくれ
此の旅館で出してくれるさし

ました︒

八佃4

みは︑多分日本人の取った魚であら
う︒

九欄9

くれたのは︑此の星です︒

九撹7

を渡してくれた︒

九962

カードを教へてくれたQ

九944

家の名をあげてくれ︒

暮れやすい秋の日は早くも 九756園 どうかりっぱな武士になり︑

﹇暮易﹈︵形︶1

十提琴

︽ーイ︾

もう夕やみが迫ってみた︒
クレル

ニ

池の彼方に没し︑老松のあたりには

十二461

すい

くれやす・い

大へんな御不幸で︑︿略﹀︑暮からあ
なたの長わづらひでせう︒

秋の暮

十一㎜8図圏 枯枝に鳥のとまりけり
くれうち ﹇塊打﹈︵名︶1 くれ打

七252 土が掘返され︑くれ打がすむ

﹇呉﹈︵下一︶38

オヂイサンガ︑ホンタウ

カラナイトオモヒマシタ︒

マタ來テクレルカドウカ︑ワ

一一70一

︽ーレ︒ーレル︾

れる

く・れる

︽一へ︾

と︑田に水がなみなみと張られる︒

くれ給ふ

くれたま・う ﹇有給﹈︵五︶2 くれた
まふ

十町2園 もう少し︑車内の温度を上
げてくれたまへ︒

紅

にいさんは︑ぼくのあた 九備1

十一4911園 ワトソン君︑すぐ來てく 三683圏うさぎ君︑助けてくれ︒
﹇紅﹈︵名︶5

れ給へ︑用事があるから︒
くれない

したやうな雲が︑金色に︑紅に︑色

七伽4 こ＼かしこ︑眞綿を引きのば
づき始める︒
かへで

廣がる︒

九410 楓の芽の紅が︑ゆめのやうに

583
〈れる一くろし

﹁あげようか︒﹂と︑投げ

其のま＼に見せてくれる︒
十一一779翻

てくれた をぢさんは︑よい人だつ
た︒

十二㎜9園 前半分を聞いてさへ私は

喜びにたへないが︑どうか残りを聞
かせて︑私に悟を開かせてくれ︒

り考へて︑人の腹のへってみること

十二川10園 お前は自分のことばつか
を考へてくれない ︒

日本人には︑しばく好意を見せて

十二悩2 かうしたドイツ人が︑我々
くれる︒

十二燭9園 誰が一番此のわしを大事
に思ってくれるか︑それを︑そなた
たちの口から聞きたい︒

夜なが過ぎても出て來ない︒

九伽3魍母馬子馬沼の岸︑柳の
かげが暮れて行く︒

九七4暑い日がやっと暮れても︑よ
のどかな春の日は︑暮れさ

ひの間は家の中がむっとして︑

十一166
うでなかく暮れない︒
のどかな春の日は︑暮れさ
波に明け波に暮れる日が︑

うでなかく暮れない︒

十一166
十一幽5団
﹇黒﹈︵名︶1

黒n▽まっくろ

それから十日間も書いたのですが︑
くろ

金網で園んだ中に︑黒や黄

黒イ

色の狐が︑きょとんとして︑目を輝

きつね

十一悩6

クロイ

クロイハコノ車ガ︑アト

︽ーイ・ーク︾←あかぐろい・

﹇黒﹈︵形︶24

かしながら遊んでみる︒

黒い

︿ろ・い

うすぐろい

十二㈹5 これ程遠い所にありながら︑

二研5

が︑

月はまつ黒︑

黒い衣の

やみの夜︒

黒

六204

砂カラ取出シテミルト︑黒イ 十一3210 今は金物も古びて黒くなり︑

玉轟の羽も光を失って︑

窓ガラ

て來て︑︿略﹀︑其の黒い大きな手で︑

主人らしいインド人が出

粉ノヤウナモノガ︑磁石一二面二着

十一備5国

向かふの門燈の光の前だけ︑

イテ居タ︒

六868

私たちに堅い握手をしました︒

濃い色ガラス︑又は黒くい

黒くいぶしたガラスを通し
ご ま
て太陽を見ると︑表面に黒い胡麻粒

のやうなものが見えることがある︒

十二悩2

ぶしたガラスを通して太陽を見ると︑

十二悩1

ス越しに林が黒い︒

明けて行く朝︑

降る雪が︑黒く流れるやうに見える

十二802圃
又︑新しい芽が︑頭に黒い皮

のもおもしろい︒

七426

大小八千以上の工場がこ・に

をかぶって出て來ました︒

七634

あって︑林のやうに立ち並ぶ煙突か
ら︑たえず黒い煙をはき出して居る
のです︒

澄んだ水の色︑川べりの黒

と顔を出してみる黒い土を見つけた︒

長く黒く引く物のかげが次第 十二脚5 庭におり立つた私は︑荒な
はで枝を釣った松の根もとに︑そつ
にうすれて︑太陽は︑曇るともなく

八505

輝きを失って行く︒

い土︑草の芽の緑︑

全龍が濃い緑色で︑頭が黒く︑ 十二悩9
のどと翼と尾とは濃い紫色を帯び︑

九644

﹇苦労﹈むごくろう・ごくろう

くろう ﹇九郎﹈与あらおくろう

やはらかい黒い土が︑むく くろいつち ︹題名︺1 黒い土
十二四2 黒い土
く盛上ったと思ふと︑四方へくつ

九701
れる︒

さま

僕が手を出すと︑骨だけが黒くろう

つね

十二503図園

よし
幼名牛若︑今は九郎義

ヤップでは︑色の黒い︑禮 くろうよしっね ﹇九郎義経﹈︹地名︺1
よしっね
九郎義纏

く見えて︑何だか雪白が悪かった︒

十1310

十292囲

のたくましいカナカ族をたくさん見

かけました︒

黒々と大きな腔を横たへてる

始められる︒

る船のかげで︑幾箇所にもたき火が

八伽1

経といふ者︒
十538 風とは反封に波が沖へくと
動いて︑見るく海岸には︑奪い砂 くろぐろ ﹇黒黒﹈︵副︶1 黒々

雪の山は所々黒くなって︑み

原や黒い岩底が現れて來た︒

十悩1

くなったら大攣ぢやないか︒

十53図

こくたん

落差は紫檀にも黒檀にもあ

したん

十一244首固の上︑墨でも附いて黒くろ・し ﹇黒﹈︵形︶3 黒し ︽ーキ︾

近寄せて︑ すばらしい姿をしてゐます︒
長いひげ︑

そっとあかりを
い頭と目が光る︒

のぞいて見れば︑

五937圏

黒くうつる︒

水のおもてに︑地の上に︑青く︑

五358圃木々のかげは︑ゆらくと︑

と︑

そろひでまふ

四欄7学園月の都の天人たち

に見えました︒

ずっと色が黒くなって︑強さう

四145にいさんは︑前よりも

カライクツモ來マス︒

太陽は私たちに十分な熱と光とを送

く

つてくれる︒
クレル

︽ ーレ・ーレル︾

﹇暮﹈︵下 一 ︶ 1 一

暮れる

く・れる
れる

二42 日ガクレマシタ︒
三撹5圃 もうかへらうよ︑ 日が
くれる︒

四917圃 早くおかへり︑ 日がく
れる︒
はんしよう

六918 日が暮れて間もなく︑けた︑
ましく半鐘が鳴り出した︒

く役所へ申し出た︒

七言1 旅人は思案に暮れて︑とう

た佐吉は︑日が暮れても出て來ない︑

八867 いつもの如く研究室にはいつ

くろシャツーくわわる

584

らずして︑たゴ黒きぬり机なり︒
フサウデス︒

わ

くは
くは 鍬εまぐ

くは
山番が︑農具小屋から︑鍬・

﹇鍬﹈︵名︶3

れ出で︑ひらりとばかり水中にをど

十一一748図 黒き影は城の一方より現くわ

九696

あちらこちら︑三人五人︑

てるるのを見かける︒

﹇加﹈︵下二︶2

加ふ

︽一

すき・くはを取って︑せっせと働い

十二232

夫の鍬の先に嬉戯し︑

加へる

を造り上げたQ

て動いてみるのだといふことがわか

ります︒

た︒

其の頃︑イギリスの或會社で︑

一切纒を出版せんことを

︽ーバ︾

︽iテ︾

彼等は︑鹿介を中心として︑

フランスのキュニョーは︑こ

れを車に取附けて走らせようと企て

十二2

主家の再興をくはだてた︒

九838

てる企てる

くわだ・てる ﹇企﹈︵下一︶2 くはだ

へと解決されるやうになった︒

つた数學上のことがらが︑次から次

十一一㎜5一って今まで企て及ばなか

て及ぶ

くわだておよ・ぶ﹇企及﹈︵五︶1企

も︑ちかって此の企を成し遂げんと︑

思ひ立ち︑如何なる困難をしのびて

十一個8図

鐵道馬車・を始める企があった︒

十欄4

くわだて ﹇企﹈︵名︶2 企

其の後︑宣長は絶えず文通

して眞淵の教を受け︑師弟の關係は

十一741

一音は一音より妙を加へ神

日一日と親密の度を加へたが︑

十一鵬10

くはへる

に入って︑何をひいてみるか︑彼自
らも憶えないやうである︒
﹇街﹈︵下一︶2

よく見ると︑二匹とも︑口に

今では︑もうお乳を飲まなく

え︑でも︑そんなにくはし

﹇詳﹈︵形︶6

つばと吸って富ました︒
くわし・い
︽ーク︾

五471園

命は︑兄神の釣針をなくした
さあ︑長短の槍について︑

桑畠の雪も大分へつて︑あ

︵五︶6

加る

ちらこちらに黒ずんだ畠の土があら

十二傲5

﹇加﹈

はに出てみる︒

くわわ・る

八研2

汽車はや＼速度が加つた︒

︽ーッ・ーリ・ール︾n▽はせくわわる

九873園毛利攻めの御先手に張り︑

役人は︑いろくとくはしく
尋ねた上︑人夫を呼出して︑﹁︿略V︒﹂

ひでよし

に︑出雲一國を頂きたうございます︒

若し職功がありましたら︑主人勝久
星の動き方を︑もっとくはし

加って︑毛利攻めの先鋒となった︒

九878

せんぽう

尼子の残黛は︑秀吉の軍勢に

く調べて見ますと︑北の空では︑星

ざんたう

が北極星をほゴ中心に︑圓をゑがい

九鵬5

と申し渡した︒

七櫛2

くはしくお考を承りたい︒

七桝9園

事を︑くはしくお話しになりました︒

五悩4

くはしく申せ︒

一たい︑どういふことか︑ ︿わばたけ ﹇桑畑﹈︵名︶1．桑畠

く御存じではありませんか︒

五454園

くはしい

をくはへて︑うまさうに︑すつばす

なりましたが︑生まれた頃は︑乳房

六432

かりとくはへて居ました︒

は︑敵兵の軍服の切れはしを︑しつ

五悩2

︽1へ︾

くわ・える

五月の太陽は︑︿略﹀︑農

シャベルなど︑いろくの道具を出

り入りぬ︒

して來た︒

十二752図 しばらくして︑黒き影は
向かふの岸に現れたり︒

十﹁369圃

︽一

くは

くろシャツ ︵名︶1 黒シャツ

黒ずむ

の青年が見はりをして︑旅人の安全

十一一梛7 主な停車場には︑黒シャツ

﹇黒︺ ︵ 五 ︶ 1

をはかってみる︒
くろず・む

くわ・う
フ・一へ︾

ン︾

ちらこちらに黒ずんだ畠の土があら

敵はすかさず︑更に新手を
しんみき

枝葉空をおほひて︑神域に
くは

白雲の行方でも見てみるの

﹇加﹈︵下一︶5

おほぐま

先づ北斗七星と其の附近にあ
ひますが︑

る幾つかの星を加へて︑大熊座とい

高価4

︽一へ︾

︿わ・える

るをした老人の姿も見受けられる︒

か︑大空を仰ぎながら︑くはへぎせ

十二263

﹇街煙管﹈︵名︶1

一段の森嚴を加ふ︒

十捌2図

加へて攻重る︒

十二槻5 桑畠の雪も大分へつて︑あ

くろ

九撹4図

﹇黒珊瑠﹈︵名︶1

はに出てみる︒

たいまい

くろたいまい

十123

桑

へぎせる

﹁からすあげは﹂と﹁くろた くわえぎせる
クロトン

いまい﹂であることがわかった︒
︵名︶一

＋33笛赤・黄・紫︑色とりぐの

クロトン

黒む

︽ーミ︾

葉のクロトンなどに園まれた官舎の
﹇ 黒 ﹈ ︵ 四︶1

あるのも︑此の邊でした︒
くろ・む

﹇桑﹈︵名︶2

はだは赤銅さながらに︒

しゃくどう

十一916図圃 吹く潮風に黒みたる
︿わ

車に大改良を加へた︒

五534 モウ桑ノ葉ヲタベナイデ︑頭 十憾1 其の後︑イギリスのトレビ
マユ
ヲ上ゲテ︑繭ヲカケル所ヲサガシマ
シックといふ人が︑キュニョーの汽
ス︒

其の後︑彼は更に大改良を加

へ︑とうくレールの上を走る汽車

五554 今桑ヲタベテ居ル慧モ︑アシ 十旧6
タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ

585
くん一ぐんき

九爾7 何時の間にか機禮が滑り出し
て︑ぐんく速力が知る︒
今日 は 一 だ ん と 冷 氣 が 加 り ︑

人麿 も 御 供 に 加 つ た ︒

かすかな寒さをさへ感じる︒

十一一426

十一一986

﹇▽あきのくん︒いしかわくん・う

さぎくん・かわいくん・きよしくん・

くん

くにおくん・げんじくん・しょういち

れて行った軍用鳩であった︒

ぐんかん

我は護らん︑海の國︒

王が軍艦千歳の副長として︑敵艦

ちとせ

タラウサンガ︑グンカンノ 十一欄10 明治三十七八年職役に︑親

一192

錦州へ向かった我が軍は︑三

八753

軍艦旗

ノーウィックを撃沈せられたのは有

名な話である︒

ぐんかんき ﹇軍艦旗﹈︵名︶4

さうして︑軍かんやひかう

としてくれました︒

きの︑おもしろい話をいろく

四188

エヲカキマシタ︒

たまく其の附近に居た我が

烈しく戦った︒

十日とつぜん優勢な敵軍に出あひ︑

八778
軍の兵が︑これを爽見した︒

九8510

來ルトコロヲ︑モグリナガラ進ンデ

僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ

て︑他日我が手に受領せば︑長く

軍のおきてにしたがひ 六番8

グンカン

シンカウ

シンレイ

デ行ツテ︑不意二敵ノ軍艦ヲオソフ
ソレデアルカラ︑敵ノ軍艦ヲ

コトモアル︒

六桝⁝5

打沈メルマデノ苦心ハ︑ナカく一
海上ノ城ダトイツテイバツテ

通りデハナイ︒

六捌8

居ル軍艦ヲ︑一打チニ沈メタ時ノユ

今まで軍港のやみに包まれて

クワイハ︑

九328

冬は⊥ハ時である︒

たかち ほ

朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

ひらめきながら︑しっくと上って

九391

くんれん

軍艦旗を仰いで︑心の底まで

行くさまは︑實におごそかである︒

九394

︹高名︺2

清められた乗員は︑これから訓練に

取掛るのである︒

軍艦生活の朝

第八

第八

軍旗

軍旗

軍旗

軍艦生活の朝

軍艦生活の朝

ぐんかんせいかつのあさ

九目9

九326

十一

︹課名︺2

六目12

十一

ぐんき

六618

ぐんき ﹇軍旗﹈︵名︶8 軍旗

御手つから︑授け給うた 尊い軍旗︑

尊い軍旗︒

尊い軍旗︑尊い軍旗︒

或日︑我が軍艦高千穗の一水

六624圏

しるしの軍旗︑しるしの軍

し

皇國のため

みくに

兵が︑手紙を讃みながら泣いてみた︒

身をすてて︑

まっしくら︑進む兵士の

いで︑軍艦に乗組みて︑ 六628圏

るしの軍旗︑しるしの軍旗︒

に︑

六628圃

十一925亡君

した︒

でも︑通り抜けられるやうになりま

十伽1

今では︑大きな商船でも軍艦

十187

勢を正して軍艦旗に敬嚇する︒

八795 さうして︑間もなく我が軍は 四201園 軍かんといっても︑加 九387 午前八時になると︑艦尾の旗
竿に軍艦旗があげられる︒
賀などは︑動くひかうちゃうの
豊州を占領した︒
やうなものですね︒
九3810 艦長を始め乗員一同は︑皆姿

くん・たぬきくん︒たろうくん・なか

十925図圃囹

味方の軍は約七千であった︒

むらくん・はらだくにおくん・ほしの
くん・まさおくん︒まつむらくん・ま

キンセウ

傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神露ノ加護
ヨ

網野ルモノト信仰スルノ外ナク︑

治承四年十月二十日︑

魚燈3時ニハ︑敵ノ港ノ内ヘシノン

行ツテ︑

我が軍の士氣大いに振る

いたはり養はん︒

ふ︒

十一561図

つもとくん・みちおくん・やましたく
ん・ワトソンくん
軍﹇▽うえじまぐ

十一597図我が軍の死傷甚だ少く︑

﹇軍﹈︵名︶16

ん・かんとうぐんしれいぶ・きのした

艦艇の沈没したるものわっかに水雷

ぐん

ぐん・だいにっぽんぐん・もうりぐん

ち

特二手が軍ノ損失・死

艇三隻に過ぎず︒

と讃むの︒

な

十一603図囹

四178園大日本︑軍︑それから何
でんれい

五畑5 我が軍にしたがって︑首吊の
こんがう

こんがう なち
役をして居た軍犬金剛・那智は︑

みなもとのよりとも

十二494図

とつげきとなると︑我が軍のまつ先

五棚7 軍犬金剛・那智は︑いよく

みた軍艦の壮大な姿が︑だんくに

頼朝平家の軍を富士川に破り︑

源

あらはれて來る︒

軍艦﹇▽だいにっぽん

軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑ 六624圃 かしこくも︑ 天皇陛下︑

二十一日︑兵をかへして黄瀬川に陣

軍艦

グンカン

軍かん

九3310

す︒

﹇群﹈且vかいぶつぐん・じどう

君恩

一命を捨てて君恩に報いよ︒

﹇君恩﹈︵名︶1

十232園

くんおん

いぐん・へんたいぐんちょう

しゃぐん・てんしゅかくぐん・へんた

しゃぐん・せんしゃぐん・てきせん

ぐん

につき進んで︑

六572 我が軍は︑敵の攻寄せるのを
待ちきれず︑こっちから押寄せた︒

八338図 不意を討たれて︑平家の軍
は︑上を下への大さわぎ︑

八345図 平家の軍は逃場を失ひて︑
後のくりから谷に︑なだれを打って
落入りたり︒

錦州へ向け出精した我が軍に連れら

きんしう

八748 足の番號を見ると︑四日前に︑ぐんかん ﹇軍艦﹈︵名︶13 グンカン

ぐんきょする一ぐんじんさん

586

旗︒

高度計はぐんく上って︑一

て︑ぐんく速力が加る︒

いわし雲がぐんくふえて
部隊長機を先頭に離陸して︑

十二832

大きな力で︑ぐんくと

周園に破裂する敵煮干を物

人を引っぽつて行かれる︒

十二399園

ぐんく上昇する︒

十一欄4

覧ると︑空一帯が灰色になって︑

十一川6

のびて行く︒

十佃5 もりに附けた綱は︑ぐんく

がはっきり見える︒

九櫛9 高度がぐんく落ちて︑丁々

千三百五十米を示した︒

六634醜 みだれ飛ぶ たまに破れて︑ 盆画10
戦のてがらをかたる ほまれの軍
旗︑ほまれの軍旗 ︒

旗︒

六634圏 ほまれの軍旗︑ほまれの軍
六641韻 おごそかな ラッパのひ〜

群

き︑ 目の前を今過ぎて行く 尊い
軍旗︒

︵サ変︶1

六641圏 拝せよ︑軍旗︒
﹇群 居 ﹈

︽ーシ︾

ぐんきょ・する
居する

ペン鳥と︑三萬のおっとせいが群居

十一価11 此の岩島に︑三十萬のロッ

五川5

こんがう

な

ち

我が軍にしたがって︑傳令の

でんれい

してみるのだから ︑
ともせず︑ぐんく距離をつめる︒
ぐんぐん ︵副︶14 ぐんぐん ぐん ぐんけん ﹇軍犬﹈︵名︶2 軍犬

く

助けないところを見ると︑

も困られることがあるのですか︒

十二343

君子だつて︑困る場合は

先生はまだ君子ではないのか︒

十二346園

旅順港外︑

うらみぞ深

き︑ 軍神廣瀬と 其の名残れど︒

八備6図圃

中佐が芭蕉の戦死者中︑特

に軍神とあがめらる＼もうべなりと

九搦3図

いふべし︒

君子はそこが違ふ︒

いこうぐんじん

ぐんじん ﹇軍人﹈︵名︶8 軍人﹇▽ざ

十二348圏

君子も同じことだ︒

七481團

ある︒

十二355圏

道を修めないのは君子の

しませう︒

活の間に︑軍人としての精神をやし

七534国

兵螢は︑︿略﹀︑其の日常生

日は少し兵螢生活の様子をお知らせ

君は軍人が好きだから︑今

十二363圏

恥でございますが︑君子を容れない
のは世の中の恥でございます︒

君子を容れないのは世の
中の恥でございます︒

十二363圏

此のめでたき日に一身を

なふ所なのです︒

艶艶2図圏

橘中佐は︑平生志堅く︑勇

君國に捧ぐるは︑まことに軍人の本

望なり︒

氣に漏ちたる軍人にして︑上を思ひ︑

九価10図

軍人となって︑軍に出たの

部下をあはれむ心深かりき︒

今の軍人も︑軍刀には皆こ

を男子の面目とも思はず︑其の有様

十193園

は何事だ︒

十﹁研10

をぢさんの答は︑どこか軍

れを用ひる︒

まことによく國民の本分︑

人らしいところがある︒

十二878

歌である︒

軍人の覧悟をあらはした︑りっぱな

十二961

ん

九旧6

りっぱな乗馬になり︑軍人さ

ぐんじんさん ﹇軍人﹈︵名︶6 軍人さ

君子でも困られることが
軍事

飛行機が自由自在に空中を飛

﹇軍事﹈︵名︶1

あるのですか︒

十二4110園
ぐんじ

九174

くわつやく

んで旅行に︑輸送に︑軍事に︑すば
群衆

車は如何にして此の群衆を

﹇群衆﹈︵名︶1

らしい活躍を見せてゐます︒
ぐんしゅう

十二柵8

如何にして此のおびたゴしい車の流
を横ぎるかを考へねばならぬ︒
くんしやう

切抜けて進むかを氣つかひ︑人は又︑
軍港

のは︑實にこの金剛・那智でありま
﹇軍港﹈︵名︶1

今まで軍港のやみに包まれて くんしょう ﹇勲章﹈︵名︶！ 勲章﹇V

くんしやう

群青の水をた＼へてみるの

﹇群青﹈︵名︶1

しく動章を着けた︒

た︒

が︑ペンケ・パンケニつの湖であっ

十一818

ぐんじょう

群青

さうして︑胸には︑うやく

六研1

きんしくんしょう
君國

みた軍艦の壮大な姿が︑だんくに
﹇君国﹈︵名︶！

此のめでたき日に一身を

君子

︸膿︑徳の修つた君子でぐんしん ﹇軍神﹈︵名︶2 軍神

﹇君子﹈︵名︶8

十二3311園

︿んし

望なり︒

君門に捧ぐるは︑まことに軍人の本

九価1図園

くんこく

あらはれて照る︒

九327

ぐんこう

した︒

き甲號功章を︑始めていたゴいた

かふがうこうしやう

三334 さうして︑大きな舟のや 役をして居た軍犬金剛・那智は︑
きんしくんしやう
五霞5 軍犬の金鶏動⁝章ともいふべ
うに︑うみの上を︑ぐんぐん
とこっちへやって噛ました︒

あったのでせう︑ひるも夜も︑

四44どんな力が︑この木に
ぐんぐんとのびて行きました︒

四 1 1 4 園 あのぐんくとのびて
行ったくすの木だ︒
七梛2 日はぐんくと落ちて行く︒
八浜7 僕等は︑はしけに乗って︑ぐ

んく沖へ出た︒
つぼみ

九71圃 アネモネや チューリップ
の蕾が︑ ぐんくふくらみさうな
晩だ︒

九号6 何時の間にか機膿が滑り出し

587
ぐんじんしょういきしょう一ぐんよう

やうく
んを乗せて︑第二揚々と歩くでせう︒

九四4 私の隣席に乗ってみた軍人さ
んと話し合ってみたが︑はっきりと
通じない︒

でうなつく︒

九型5 隣を見ると︑軍人さんが笑顔

な

ら

れが奈良であることを示してくれる︒

九櫛1 軍人さんは地圖を指して︑そ

たいわん

九旧9 聞けば︑軍人さんは今日午後
福岡へ飛び︑明日は更に皇湾へ飛ぶ
のださうだ︒

九欄2私はつくぐ此の軍人さんが︑
うらやましくてならなかった︒
しやうい

ぐんじんしょういきしょう ﹇軍人傷手

記章﹈︵名︶1 軍人傷疲記章

軍ぜい

軍

軍曹←う

軍曹︑中佐を背負ひ︑揮丸

傷兵と共に︑中佐をいたはる折から︑

であり︑

とうち
粁の小島ですが︑群島統治の中心地

けれども︑北斗は︑きっと軍

ぐんぴょう ﹇軍兵﹈︵名︶2 軍兵

馬に買上げられるに違ひありません︒

九旧4

ぐんば ﹇軍馬﹈︵名︶1 軍馬

敵の突撃の野曝に聞ゆ︒

これは﹁君側清むべ
軍隊

ふ

ぺやま

すべての軍兵を率みて︑富田

孔子が︑弟子たちを連れて

よく見ると︑二匹とも︑口に

たんすをあけて︑自ら軍服を

をぢさんは︑血まみれの軍

取出し︑手早く着かへた︒

六搦9

かりとくはへて居ました︒

は︑敵兵の軍服の切れはしを︑しつ

五悩1

ぐんぷく ﹇軍服﹈︵名︶3 軍服

に園まれたことがある︒

匡といふ所を通った時︑突然軍兵

きやう

十二315

た︒

城の南三里︑布部山に敵を迎へ討つ

軍隊が今夜此の町を通るので︑ 九859

﹇軍隊﹈︵名︶1

八522

君寵
くん

八十一歳の光榮ある長居を

ちやうじゅ

﹇君寵﹈︵名︶1

手写ひに來たのでした︒
くんちょう

ちょう

﹇軍刀﹈︵名︶5

寵はすこぶる厚かった︒
ぐんとう

中佐︑すでに右手に傷を受

中佐︑目を見張りて︑軍刀
九燗8図囹

軍刀はあるか︒

服を切開いて︑すぐ止血をし︑ほう

十二8910
十一佃10

縣群馬縣

七475團

僕も︑入螢以生いたって元

ぐんむ ﹇軍務﹈︵名︶1 軍務

八皇図群馬直

新潟縣が近寄りつ﹂ある︒

にひがた

ぐんま
今の軍人も︑軍刀には皆こ 国財5 しかし今刻々と群馬縣がつき︑
﹇群島﹈εおがさわらぐんと

う・おがさわらぐんとうふきん・なん

ぐんとう

れを用ひる︒

十一欄10

て飛行場に出る︒

刀を片手に︑地平其の他をたつさへ

たいをしたが︑
すぐ飛行服に身を固め︑軍
ぐんま
ぐんまけん ﹇群馬県﹈︹地名︺2 群馬

を杖に立上らんとす︒

九旧7図

部下の兵士をはげましはげまし︑

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑

荒誕6図

軍刀

終るまで︑功績は一世に高く︑君

十875

くんちょう

せったいじよ
私は︑︿略﹀︑夕方から湯茶接待所へ

ぐんたい

し︒﹂といきまく︒

十二鵬6図園

平家の軍勢十萬齢騎︑一の ︿んそく ﹇君側﹈︵名︶1 君側

軍勢もわっか千人ばかり︒

早城は︑︿略﹀︑まことに小さい城で︑

八641図
谷に城をかまへて︑源氏の大軍を防
ぐ︒

八川1図海には平家の軍勢︑ふなば
ひでよし

尼子の駅子は︑秀吉の軍勢に

ざんたう

たをた＼きて︑どっとほめ上げたり︒

九877
コーデリヤは︑フランス王

せんぽう
加って︑毛利攻めの先鋒となった︒

十二柵8

に從ひ︑老父王のために軍勢を率ゐ
て忍草に渡った︒

いひ︑

十一川1
ます︒

九旧7図

ちだぐんそう

ぐんそう

﹇軍曹﹈︵名︶4

な塊になって群生する白い雲があり

いわし雲より︑ぐっと大き

似てみるところがら︑俗にさば雲と

十一柵1 青空にうろこのやうに小さ
はんてん
く群生する白い雲は︑さばの斑貼に

生する ︽ースル︾

ぐんせい・する﹇群生﹈︵サ変︶2群

見れ ば ︑ を ぢ さ ん の 胸 に は ︑

﹇軍勢﹈︵名︶9

軍人庭回記章が輝いてみた︒

しやうい

十一一939

ぐんぜい
勢

たくさんの舟に乗って︑攻めよ

四四1 ある年︑外学の軍ぜいが︑
せて來ました︒

四柵4 百合若の軍ぜいは︑︿略﹀︑

とうく︑敵の舟をすっかり

け下る︒

の下をくゴりて︑けはしきがけをか

勝ちに勝った百合若の

追ひはらってしまひました︒

四鵬7

ほっと一息つく折から︑飛

ようぐんとう・なんようぐんとうちゆ

九悩1図

氣で︑軍務に服して軋ます︒

西洋人はよく牧場の群羊に

たとへるさうですが︑日本では俗に

十一m2

ぐんよう ﹇群羊﹈︵名︶1 群羊

コロールは︑わっか八平方

﹇群島統治﹈︵名︶1

う

十342國

群島統治

とうち

ぐんとうとうち

來る一弾︑又も中佐の胸を煮ぬき︑
吹く朝風に︑中佐も軍曹も︑
ふと我にかへれり︒

九脳3園

軍曹の胸をも貫ぬく︒

へひ

軍ぜいは︑もとのはまべ

きかへすことになりました︒

四欄6 雲太郎きゃうだいは︑百合

若の軍ぜいをひきみてかへり
くすのきまさしげ

ました︒

六732 楠木正成がたてこもった千 九悩3図 軍曹︑かたはらにありし負

﹇軍用鳩﹈︵名︶1

むら雲などいってゐます︒
ぐんようばと

軍用
け

け

﹇家﹈﹇▽あまごけ・あまごけさいこ

﹇食﹈﹇▽ひるげ

う・しょうぐんけ

﹇軽快﹈︵形状︶3

た都市ですが︑

けいかい

輕快

輕快な軍用飛行機といったか

どっしりとしたものは︑

つかうです︒

八襯9

十一295

や＼もすると重苦しさを以て迫るの

裁判所は︑︿略﹀︑或は有罪

に︑此の塔はどこまでも胴部である︒

げんもん

︵サ変︶2

舷門には︑銃を手にした番兵
があたりを警戒してみる︒

計書﹁は何べんか立てられ︑工

景氣のよい雲です︒

ところが︑突撃前の大事な

けいきかんじゅう ﹇軽機関銃﹈︵名︶1

輕機關銃

十二8811

時になって︑運悪くをぢさんの輕機

關銃が急にきかなくなった︒

けいけん︒する ﹇経験﹈︵サ変︶1 纒

十529

長いゆったりとしたゆれ方と︑

うなるやうな地鳴りとは︑老いた五

兵衛に︑今まで経験したことのない

無情味なものであった︒

どうだ︑二人に五十人つつ

けいこ ﹇稽古﹈︵名︶3 けいこ

けいかう

烈しいけいこに︑中間は︑み

藤吉郎のけいこはまるで違つ

重三天皇の御子︑やまとをぐ

けいかう

見尽門仔‡八白王

こ

﹇渓谷﹈︵名︶1

漢谷与お

僕等が今立ってるる所と︑

んせんけいこく

けいこく

熊襲をお亡しになりました︒

なの皇子は︑︿略V︑たゴお一人で︑

み

六328

一⊥

けいこうてんのう ﹇景行天皇﹈︹人名︺

て居た︒

七881

んなへとへとになってしまった︒

七878

させ︑槍の仕合をさせてみては︒

中間を貸さう︑三日の間けいこを

ちゅうげん

東海丸はしきりに汽笛を鳴ら 七865囹
し︑警戒しつ＼進行を績けた︒

十713

十櫨8

警

殊に︑初層に比して第二層 験する ︽ーシ︾
﹇警戒﹈

の輕快な感じがたまらない程よい︒

十﹇301

の判決を下して刑を言渡し︑或は無
ほんたうに殺人事件の犯人

けいかい・する
戒する

︽ーシ︾

るのが適當であるかを決定せねばな

九333

﹇形﹈8さんかくけい・せいこか

﹇計﹈︵名︶3

けい・でんこうけい

けい

事も失敗をくりかへしましたが︑し
助左衛門の計圭里にして成

かしとうく出來上って︑
十二描10図

らんか︑彼等はみすく此の眼前の
景観

利を失はざるべからざりしなり︒
﹇景観﹈︵名︶1

此の大自然が展開する景観
を感ずる程であった︒

景氣

に打たれて︑僕等は殆ど一種の興奮

十一枷7

けいかん

我が海軍は︑初より敵を

攻めあぐみて長園の計を

纏螢

﹇景気﹈︵名︶2

向かふの山脈との間は︑千尋の漢谷

さうして︑霜の消える頃から︑ 十一枷4
組合の脱穀機の音が︑あたりの静か

を刻んで︑

十二研2

それが日常の計算に非常に

青空に綿を大きくちぎって︑ けいさん ﹇計算﹈︵名︶1 計算
後から後から投出したやうで︑中々

十一用5

さを破って景物よく聞えて來る︒

八482

けいき

敵は長園の計を取れる
﹇経営﹈︵名︶2

考へて見れば香港以來︑
ンも︑皆英國人の経螢の下に嚢達し

シンガポールも︑コロンボも︑アデ

十︸帽1囲

日本人の経営ですが︑

九516国今︑私が泊ってみる旅館も

けいえい

に︑我は糧食殆ど墨きたり︒

十二7310図囹

に逃れ出つるを防ぐ︒

城下の河中に張りて︑城兵のひそか

取り︑さくを城外に廻らし︑なはを

十二736図

力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒

近海に迎へ撃つの計を定め︑下め全

十一5410図

い・こうどけい・せいうけい

計5かんだんけ けいかく ﹇計画﹈︵名︶2 計圭里

くけい・せいしかくけい・せいたかく

けい

らぬ︒

あるとしたら︑どの程度の刑を當て

であるかどうか︑ほんたうに犯人で

十二価10

罪の判決をする︒

十二悩8

八751 足の番號を見ると︑四日前に︑けい ﹇刑﹈︵名︶2 刑

鳩

卵白へ向け出書した我が軍に連れら

きんしう

﹇軍用飛行機﹈︵名︶

れて行った軍用鳩であった︒
ぐんようひこうき

1 軍用飛行機
八襯9 輕快な軍用飛行機といったか
くんれん
﹇訓練﹈︵名︶1 訓練

つかうです︒

くんれん
くんれん

清められた乗員は︑これから訓練に

九395 軍艦旗を仰いで︑心の底まで

毛

几▽ せ い ね ん く ん れ ん し ょ

取掛るのである ︒
くんれんしょ

﹇毛﹈︵名︶2

四965 わにざめが︑白兎をつか
まへて︑からだの毛をみんな
むしり取ってしまひました︒

なつかしげ・ゆげ

しげ︒なにげない・なにげなし・ひと

よげ・しんぱいげ・とくいげ・なつか

もげ・こころありげ︒ことありげ・し

げ﹇気﹈与あたたかげ︒うれしげ・お

つて出て來ました ︒

間から︑小さい本葉が柔い毛をかぶ

七451 最初に出たのは︑もう二葉の

け

け

ぐんようばと一けいさん
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けいざん一けいりゅう

便利なものであったため︑何時の間
集る底に︑群青の水をた＼へてみる

管柳1

城行

﹇京城﹈︹地名︺6

京城

げん

蔚山から京城へ向かふ旅客

﹇京城駅﹈︵名︶1
えいとうほ

けいじやう

京城へ

京

回する

ぞく

ぞく

九鵬8

京城行の汽車が目の前に待つ
けい
﹇継続﹈︵サ変︶1 縫

︽ーシ︾

明治神宮は︑境内が大そう

けいちょう

裁判は︑事件の輕重によつ

﹇軽重﹈︵名︶1 輕重

て︑最初湿裁判所又は地方裁判所で

十二欄9

行はれるが︑

啓

他の弟子は︑教について

けいはつ・する ﹇啓発﹈︵サ変︶1

獲する ︽ーシ︾

いろく質問もし︑それで予を汚血

十二392囹

してくれることがある︒

呼べば答へる間近さに︑男

けいふくじゃま ﹇景福寺山﹈︹地名︺1

景福寺山

山・景福寺山が︑ちやうど海中の小

十二7011

は︑昔からの武器や︑戦孚に關係

﹇刑法﹈︵名︶1 刑法

こ＼から十和田まで十二粁︑

如何なる大雨にも︑此の

渓流には︑至る所望があり

渓流の濁ったことはないと申します︒

十一擢11園

である︒

名高い奥入瀬の渓流に沿うて上るの

おいらせ

十一湿5

けいりゅう ﹇渓流﹈︵名︶5 漢流

があるが︑

年以上ノ懲役二虜ス︒﹂といふ規定

チョウエキ

十二塒6 又︑例へば刑法に﹁人ヲ殺
モシ
シタル者ハ︑死刑又ハ無期若クハ三

けいほう

島のやうに散在してみる︒
けいだい

ことに住吉神社は︑境内が廣

けいだい

神社・寺院の境内も︑一時に
境内さして廣からねど︑く
かうぐ
地高ければ氣もまたすみ︑

廣い境内に植込まれた木々

淵があり︑瀧があり︑岩の島がある︒

十一偽2

横たはってるるのがある︒

うした大樹が︑︿略V︑倒れて渓流に

やがて打績く松並木の間 十一偶9 原始林には︑所所天瀬を全
を過ぎて境内に入り︑先づ舞殿の前

る︒

又右岸にそれを望む︒

十二77図境内を出でて︑海岸に至 十一悩2 渓流の左岸の絶壁に瀧を見︑

にぬかつく︒

十二44図

て打ちそよいでみる︒

は︑内地で見られぬ新鮮な緑を着け

十一撹4

いと静かなる境内なり︒

十島1図

まなくはき清められて︑いと神々し︒

十欄8図

花で埋まる︒

九29

辞されます︒

く︑樹木が多く︑社殿がおごそかに

七705

る︒

のあるいろくの物が︑陳列してあ

くわんけい

六伽9囹此の境内にある遊就館に

いうしうくわん

舞殿までずるぶんある︒

薄くて︑一の鳥居をく9つてから︑

六伽9園

境内

けい
我が要語もまた︑國初以來縫

けいそく・する

てるる︒

のが︑ペンケ・パンケニつの湖であ

くとも四十五度以上はあらう︒
げいじゅつ
﹇芸術﹈︵名︶1 藝術﹇▽

けいじょう

京城へまみります︒

九欄7園

うるさん

山へまみります︒

ざん

九研10園私は京城で乗りかへて︑元

九研9園

績して現在に及んでみる︒
こげいじゅつ
けいだい
十二悩2 都市の美観を誇るパリーは︑ けいだい ﹇境内﹈︵名︶9 境内
けいだい
げいじゅつ

又馬術の都として知られてみる︒

げいじゅつ

十一伽1あの絶頂へ上る傾斜は︑少

つた︒

にかそろばんのみが用ひられ︑
景山

内城の中央景山に登ると︑

﹇景山﹈︹地名︺2

十ニー76

けいざん

北京はたゴ廣々と︑平にくりひろげ

﹇刑事裁判﹈︵名︶4

景山

られた市街だと感ずる︒
十一一18図

かういふのが刑事裁判であ

けいじさいばん
十一一悩9

刑事裁判
る︒

十二旧4 刑事裁判では︑検事が立會
ばいしん

ひ︑︿略﹀十二人の陪審員が︑事實
の判断にあっかる場合がある︒

もう京城ですよ︒

機は︑こ＼が一番難所ださうです︒

霧雨7園

又︑辮護士といふものがあ

つて︑︿略﹀︑刑 事 裁 判 で は ︑ 被 告 人

十一一旧8

﹇形状﹈︵名︶1

古墳といふのは土まんぢゆ

形状

汽車は︑もう京城の市中を走

もう京城ですか︒

城騨

豊麗8囹

が京城騨です︒

今通った永登浦から四つ目

けいじょうえき

が普通で︑まれに方形のものがあり︑

うに類する塚で︑︿略﹀︑形状は二形

十蕉翁310

けいじょう

つてみるのだ︑家々の間を︒

九榴9

九七9園

裁判について誰でも心得て

のために叢論する ︒

十一一旧1

は︑有罪の判決が確定する前に︑み

おくべきことは︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 刑 事 裁 判 で

掲示板

だりに人を犯罪者扱ひにせぬことで
ある︒

﹇掲示板﹈︵名︶1

面術7 夕方︑父と町を散歩した時︑

けいじばん

傾斜

掲示板に︑當選者の名前が大きく書
いて張ってあった ︒
けいしゃ
﹇傾斜﹈︵名︶4 傾斜

城へ

第十九

京城へ

八932此の邊では︑雪が二米近くも けいじょうへ ︹課名︺2 京城へ 京

けいしゃ

けい
あって︑たゴ一面の銀世界︑快い傾

九目6

第十九

けいじやう

斜が幾箇所となく並び績いてるる︒

九欄9

しや

八933 僕たちは傾斜を登り始めた︒

十一818 其の密林の傾斜が四方から けいじょうゆき ﹇京城行﹈︵名︶1 京

けいりゅうそのもの一げざん
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1 渓流其のもの

けいりゅうそのもの

﹇渓流其物﹈︵名︶

十︸競8 まるで渓流其のものを上つ
﹇敬礼﹈︵名︶1

入墨﹇▽さ

て行くといった感じである︒
けいれい
ゑいへいたい さトげっエ

いけいれい

艦長を始め乗員一同は︑皆姿勢を正

九389 衛兵隊は拳銃の敬意を行ひ︑
して軍艦旗に敬介する︒

︽ ー シ ・ ースル︾

けいれい・する ﹇敬礼﹈︵サ変︶2 敬
禮する

勢を正して軍艦旗に敬禮する︒

けが﹇▽おおけ

下界は今大波の如くうねって
富士はやっぱり横雲の上の青

みるのだ︒

九商7
九櫛10
空にくっきりとそびえて︑其のすそ

一見はなはだゆる

を長く下界に引いてみる︒

下界は︑
高度は三百米を下って︑下界

くと移動してみるが︑

九二9
九塒1

下界がだんく明かるくな

が手に取れさうになった︒

十一捌9
つた︒

︽ール︾

セ︾

撃沈

中佐は大音に︑﹁︿略﹀︒﹂と

︽ースル︾

︽

﹇撃沈﹈︵サ変︶1

叫びて︑敵を撃退すること数度︒

九倣9図

す

す

げきちん・す

此の爾日の戦に︑敵艦の

撃

大部分は︑我が艦隊のために︑或は

十一595図

︵サ変︶1

撃沈せられ或は捕獲せられて︑
﹇撃沈﹈

ちとせ

親王が軍艦千歳の副長とし

︽ーセ︾

げきちん・する
画する

十一欄11

て︑敵艦ノーウィックを撃沈せられ
たのは有名な話である︒

︽ースル︾

地面がでこぼこしてみるの
で車膿は上下に激動するが︑
げくう

十二833

動ずる

恐れ多くも宮の御道筋をふ げきどう・する ﹇激動﹈ ︵サ変︶1 激

﹇劇﹈︵名︶1

とは︒

げき

げきぢやう

激する

きのふ︑午後︑こちらへっ
ない

神殿は︑外宮と同じやうに︑
ぎ

木を並べ︑爾はしに千木がつけてあ
ります︒

毛櫛で手入れをしたり︑肢を

けぐし

けぐし
﹇毛櫛﹈︵名︶1 毛櫛

九捌9

けぐし

ひづめ

ケサ

けさ

今

あげさせて蹄の裏をさうちしたりし
ても︑

﹇今朝﹈︵名︶13

センチ︑五センチ︒

三207けさ︑ごはんの時に︑

﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさんが

けさは︑五時に起きて︑ラヂ

とけいを見ようとしたので︑

五871

けさやった餌も︑もう︑なく

オ膿操に行った︒

六904

なったものと見えて︑集って居る雀

連日の雨で︑あふれる程にな

は︑皆さびしさうにして居ます︒

あなたは︑今朝一人目川を

つて居た安倍川の水も︑今朝は大分

七二3

引いた︒

七描9園

今朝は霜がたくさん下りて︑

越した方ではありませんか︒

八556

露に打た

うつぶした花の重さ︒

今朝もしっとり

寒い北風がびゆうびゆう吹いて居ま

す︒

れて︑

八622蹟

十㎜⁝4園 それが今朝はございません︒

とみえて︑今朝はすっかり無くなつ

十㎜⁝2園 昨夜︑誰かいたづらをした

手紙を書いて︑今朝押しても

てるたさうでございます︒

十備4

今朝早く札幌神社へ参拝す

らったスタンプを入れて︑

を ぢ
ると言って出掛けた東京の叔父は︑

十﹇749

北海道の味もい＼が︑今

朝︑神社の森で聞いたかんこ鳥の聲

十一756園

は︑實によかったよ︒

十一伽10

午後二時︑下山の途につい

げざん ﹇下山﹈︵名︶1 下山

二821團ケサカラツモッテ︑四

朝

けさ

ち

お屋根をかやでふき︑むねにかつを

五87囲

しんでん

宮へおまるりしました︒

くロつ

いて︑外宮へおまるりし︑けふは内

げくう

五67国

島民の子供とはいひながら︑げくう ﹇外宮﹈︵名︶2 外宮 外宮
ご
エ
げき

すっかり感心させられました︒
げきぢやう
﹇劇場﹈︵名︶1 劇場﹇▽

えいぐわくわん

心齋橋筋にはりっぱな商店が
があって︑
﹇激﹈

最後は又急流の岩に激し︑

︽ーシ︾且vあいげきする

げき・する

︵サ変︶1

並び︑堀端の町には映圭旦館や劇場

七681

しんさいばし

かげきげきじょう

げきじょう

︿略﹀︑濁唱や劇までやってみるのに︑

十274困

麟

さいだ上に︑錦の御旗をけがし奉る

七584囹

けがし奉る

九391 艦長を始め乗員一同は︑皆姿けがしたてまつ・る ﹇汚奉﹈ ︵五︶−

が︑やがて手をあげて敬禮し︑につ

十242 水兵は頭を下げて聞いてみた

﹇怪我﹈︵名︶3

こりと笑って立去った︒
けが

六978圏 ほんたうに氣のどくだった

が

が︑けががないのが︑まあ︑何より
のしあはせだ︒

ぶれた家の下敷きになった者は︑ど

六鵬1 まして︑けがをした者や︑つ
んな氣持であったらう︒

下界

八661図囹 乗手が用心するならば︑
﹇下界﹈︵名︶7

馬もけがはなかるべし︒
げかい

十﹇個10

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑三

五966圏 下界へ行くとちゆうに︑お
そろしい男が︑道をふさいで立って

人の心はもう驚と感激で一ぽいにな
つて︑

居ます︒

九宙1 ほっとしながら下界をのぞく

と︑海だ︑船だ︑たくさんの人家だ︒ げきたい︒す ﹇撃退﹈ ︵サ変︶− 撃退
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けし一けたたまし

た︒

け・し
ラ︾

﹇怪﹈︵形︶1

けし

︽ーシカ

くも宮の御道筋をふさいだ上に︑錦

七581囹 それはげしからぬ︒恐れ多

﹇気色﹈︵名︶1

二色

の御三をけがしたてまつるとは︒
けしき

九脚9図 後より從ひ行けども︑其の
﹇景色﹈︵名︶19

人少しも氣に止むる氣色なし︒
けしき
けしき 景色

景色

けしき

ふよいけしきだらう︒

四湿5園さうして︑まあ︑何とい

いてるますと︑どこからか︑よ

四慨6けしきに見とれながら歩
いにほひがして來ました︒
六488 僕は︑此の二つを︑重ねたり
けしき

別々にしたりして︑机の上を見たり︑
外の景色をのぞいたりして居た︒

六494 すると︑向かふの景色が︑小
さく︑さかさまに見えた︒

る中に︑おかあさんが︑枝豆やくだ

外には︑白雪にうつもれた景

ものなどを下さった︒

八柵1
坂町を上って小高い所に立

色が開けた︒

九511国
つと︑きっと港の景色が︑︿略﹀︑油
書のやうに見えます︒

げ

封岸や＼右に︑けづり立つ

た

ど

下駄をはいて︑うらの畠へ行

た

げ た

しめやかに下駄の音︑

げ た

あたりを見廻すと︑庭に下駄

これ幸と︑其の下駄をはいて

九135園

げ

た

つい︑下駄でがたくやつ

風呂にはいりました︒

九価8

が一足置いてあります︒

九緬7

こかでどっと笑ひ聲︒

九62翻

つてみる︒

五825

げた ﹇下駄﹈︵名︶6 下駄 下駄

げ

峯は摩周岳の絶頂だといふ︒

十一餌1

それよりも︑あの風に︑四 立つ ︽ーツ︾

辻で火事を消し止めたのは︑えらい

六986園
てがらです︒

火は前後二回おそったが︑元

下車す

帥のさしっと︑集って來た人々の働

六箇2

﹇下車﹈︵サ変︶1

によって︑消し止められた︒

下車

吉野神宮騨に下車して︑
﹇下車﹈︵サ変︶2

兵隊さんたちは新京で下車し

︽ーシ︾

たので︒

京都騨に下車して︑行く 十﹇393 露って見ると︑入口に下駄

︽ーサ・一

十566

彼等は︑すぐ火を消しにか㌦
らうとする︒

此の雪を消さないやうに︑

人が躇散らしたりしないやうに︑嚴

十悩9園

重に番をして下さい︒

﹇削立﹈︵五︶1

けづり

此の時︑正面や＼遠く拝す

﹇気高﹈︵名︶2 けだかさ

くわいらう

﹇蓋﹈︵副︶2

しんみき

けだし

けだし當時難破船しば

たとへ︑慶喜に旧臣の心が

けたたま・し

︵形︶1

けた＼まし

むるのは︑けだし當然であった︒

なかったとしても︑朝敵の名をかう

十二㈱9

くなり︒

て︑手當を受くることも︑またしば

くあれば︑これが救助を命ぜられ

十二柵7図

けだし

かさをしみじみと感ずる︒

縷門・廻廊を望む時︑神域のけだ

ろうもん

十一88朱の色あざやかな大鳥居・

あけ

る南神門のけだかさ︑美しさ︒

十25図

けだかさ

が幾足も並んで︑奥ではがやく人
﹇▽ごがつげじゅん

聲がする︒

﹇消﹈︵五︶3消す

く見上げる大寺院は東本願寺であ

け・す

ふっと︑あかりを消したれ

げじゅん

り︑

十﹇73

た︒

十捌1

する

げしゃ・する

梅里多き坂道を登る︒

十一16図

︽ーシ︾

げしゃ・す

サンフランシスコからロス
一番景色のよい所だとい

アンゼルスまでの間は︑アメリカ合

九523困
衆國でも︑

見渡す限り荒涼たる景色で

はれてゐます︒

した︒

九555國

沿道の景色は︑内地とは大分

攣ってみる︒

九佃3

あには

此の附近から亜庭湾を見下

したところは︑何といふすばらしい

十一捌2

やがてそこへ登りついた僕

景色であらう︒

シ︾﹇▽おけす

十一伽2

等は︑何といふすばらしい景色を西

ごしま

ば︑外は明かるい月のかげ︒

五945圏
行ったとすると︑其の景色はどんな

かりに私たちが月の世界へ

の方に見渡したことであらう︒

大きくして見ようと思って︑右の手

六495 其のさかさまに見える景色を︑ 十一靭9
に三目がねを持って︑のぞいて見た︒

火山が至る所に聲え︑それ

か

水道を設け︑下水を完全にし︑
ほさう

けずりた・つ

愛することに成功しました︒

道路を鋪装して︑昔の不健康地を一

十矧6

好風景を以てた＼へられる げすい ﹇下水﹈︵名︶1 下水

﹇消止﹈︵下一︶2

通ったところさへあった︒
けしと・める

止める ︽ーメ︾

消し

ナポリは︑我が書見島市の景色に似

十二伽10

んなに恐しい景色でせう︒

が眞黒な大空に突立つとしたら︑ど

十一柵4

ものでせう︒

六532 景色をのぞいて見た︒
けしき

七676 大川をめぐらした眺は大阪ら
しい景色で︑其のま＼水の公園とい
つてよいくらゐです︒

て居るのは︑大阪でなくては見られ

七722 川や堀に幾千といふ船が通つ
ぬ景色です︒
けしき

七伽8 此の美しい景色に見とれて居

けたたましい一けっして
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︽ーシ︾
十77図心 野路を行く人影たゴち
に消えて︑ けた︑まし︑もずの音︑

梢はいっこ︒
けたたまし・い ︵形︶5 けた﹂ましい
︽ーイ・ーク︾

彼は先づ支那傳來の算木に

よる方法を︑紙に書きあらはす筆算

十二㎜3
の方法に改めたのであるが︑其の結

結局

けっきょく

月光の

五十人で結構ぢやござい

まあ︑けっこうでしたね︒

けっこうです︒

七色5圏

十二帽2園
ませぬか︒

月光の曲
月光の

月光の曲

︹課名︺2

第二十三

第二十三

︹題名︺1

ベートーベンの﹁月光の

﹇▽しょうじんけっさい

のは此の曲である︒

曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十一齪1一

曲

げっこうのきょく

十一餌5

十一目10

曲

其の結果︑江戸市中が兵火 げっこうのきょく

果は︑式も演算も自由自在となり︑
十二欄7
ことか︒

﹇結局﹈

︵副︶6

にか＼れば︑百萬の市民はどうなる

けっきょく

六918 日が暮れて間もなく︑けた︑
はんしよう

ましく半鐘が鳴り出した︒

七搦5 上屋の中へはいって︑廣い階．結局

ある︒

段を上った時に︑船の方から︑何か︑ 十儒7園 みだりに騒動を起したのは︑
けっきょく
けた〜ましい音がして來ました︒
結局私情を以て國法を破ったので
八476 けた︑ましく︑もずが鳴く︒

そんな事をするやうでは︑

けっさい

十幽7園

結局人情や欲に目がくらんで︑ほ

けっきょく

十635 市場叢りの朝鮮馬が︑けた︑

ましく鳴いて過ぎる︒

決死

船長たる者は︑萬一の場合︑

﹇決死﹈︵名︶2

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が︑

﹇決給﹈︵五︶1

の

決し

宮は︑御心に深く決し給ふ

︽ーフ︾

十二㎜10

給ふ

けっしたま・う

和歌を書残したるは此の寺なり︒

ね︑﹁かへらじとかねて思へば﹂

決死の士百四十三名の名を壁に書連

十﹇34図

決死の畳悟がなくてはならぬ︒

十7610圏

けっし

いふ精神に反することになる︒

んたうにりっぱな人物に投票すると

私たちを乗せたランチが進んで︑さ

十一㎜9国 其の船の間を縫ふやうに︑

だからといって加減をし

十二358園

になりはしないか︒

には︑道はどうでもよいといふこと

たら︑結局︑人に用ひられるため

けっきょく

て埠頭に下りると︑そこはけた〜ま
しい支那人の叫びで一ぽいです︒
九燭2 立つたり︑すわったり︑下駄

げたばき ﹇下駄履﹈︵名︶2 下駄ばき

けないと感じながら︑ついて行くの

十二403國

結局︑足もとにも寄りつ

ばきのま＼で︑がたく臨んでゐま

かりに︑太陽をもつともつ

ところがあった︒

けっして

決して

ルシメタリ︑モノヲトッタリイ

﹁722園モウ︑ケッシテ人ヲク

は︑けっして忘れません︒

四375圏私も︑お二方のこおん

タシマセン︒

局江戸百萬の市民を救ふことである︒

けっこう

十二珊9徳川の家を救ふことは︑結

しまふであらう︒

︿略﹀小さな星と同じものになって けっして ﹇決﹈︵副︶18 ケッシテ

と遠い所で見るとすれば︑結局は

十二悩11

である︒

すと︑
九研6園 下駄ばきで風呂へはいる人

があるものですか︒
けっか ﹇結果﹈︵名︶5 結果
九671 其の結果︑いはば我が國に二
つの名鳥が出來たことになりました︒

再三再四︑考へた結果︑

﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

十研2

﹇結構﹈︵形状︶3

五907團皆さん︑御丈夫ださうで︑

結構

十一745 有名な古事記傳といふ大著 けっこう
ふめつ

の上に不滅の光を放ってるる︒

述は此の研究の結果で︑我が國文學

決して忘れたのではありま

決してわきを振向くな︒

四鵬8園 い＼え︑天人はけっして
うそを申しません︒

七802囹

幾百粁の海を一生に飛ぶこと

七撹7園

せん︒

つばめは決して自分の國を忘

も︑決して不思議ではありません︒

八76

八112

だが︑よく見ると︑月の表

れません︒

面は決して滑らかではない︒

十一塒3

しかも其の巻心幾千の多

きに上り︑これが出版は決して容易

十一個1図

しかも︑此の氣醜は決して

の業にあらず︒

刀は︑決して敵を斬るのを

荒々しいものではない︒

十一剛1

十一醜1

決してぼんやり者ではな

目的とするのではなく︑

い︒

十二389園

ひめ
末姫様は︑決して御不孝

においても︑決して姉のに劣りはせ

十二伽1園廣さにおいても︑値うち

ぬぞ︒

十二補7囹

裁判の目的は︑決して人を

決して臨らぬ︒

なお方ではございませぬ︒

十二帽4囹

孚はせたり︑人を罰したりすること

十二閥7

しかし︑孝和は決してそろ

ではない︒

ばんを考案した人でもなければ︑そ

十二燗4

ろばんの達者であったからえらいと
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けっしょう一けむり

いふわけでもない ︒
秀衡を頼みぬ︒

ひでひら

決然

決然として兄は刀を抜いた︒

﹇決然﹈︵形状︶1
当帰

て行く姿を見るであらう︒
毛並

氣候が寒いので毛並がよく︑

﹇毛並﹈︵名︶1

十一悩9

けなみ

一匹千圓といふのがあるといふ︒
ちやうちん

下男巻雲の提燈にみちびか

の自宅に蹄る途中︑

ゆ だ
れながら︑聞多が山口の町から湯田

十792

北京には︑日車・月壇・天 げなん ﹇下男﹈︵名︶1 下男

﹇月壇﹈︵名︶2

たら︑どの程度の刑を當てるのが適
當であるかを決定せねばならぬ︒

かね

東山三十六志げに笑ふが如

げにもさうよの〇

げにもさうよ︑ げに
十二634圏囹

げにもさうよ︑ げに
もさうよの︒
十一一639圃園

げにもさうよの︒

十二638圏園

もさうよの︒

十二633圏園

勤行の鐘がさやかに聞かれる︒

ごんぎやう

く︑堂塔こ＼かしこに省えて︑書夜

十一116

決定←は げに ﹇実﹈︵副︶5 げに

天を祭られた昔がしのばれる︒

壇等の祭壇があって︑歴代の皇帝が

十ニー88

げつだん

十838

宮は一女性の御身で︑︿略﹀︑ けつぜん

危き日本の運命をもお救ひになった

十一一悩5

と言って︑決して過言ではないので
ある︒

しやうとく

月壇

﹇決定﹈︵名︶2

十ニー8図

當選者決定だらう︒

市會議員當選者決定︒

十襯4園

十三1

んだんけってい

けってい

けっしょう ﹇結晶﹈︵名︶1 結晶
やくし
十一309 先づ仰がれる藥師の尊像に︑

＜略﹀︒それは︑聖徳太子が御父君
面明天皇を追慕し給ふ鯨りに作らせ

ケヲ
﹇決勝線﹈︵名︶1 決

られたもので︑實に太子御孝心の結
晶であり︑
シロウセン

けっしょうせん

決心﹇▽ご

けってい・する ﹇決定﹈︵サ変︶1 決
勝線
四256 キマリガワルイト思ヒナ 定する ︽ーセ︾
ケヲシ ョ ウ セ ン
十二価11 ほんたうに犯人であるとし
ガラ︑ボクハ決勝線マデ走り
﹇決心﹈︵名︶1

マシタ︒

けっしん

月明

三梱2すると︑中から︑白いけむ

みずけむり・ゆきげむり

月明の夜など︑かうした筏けむり ﹇煙﹈︵名︶20 けむり 煙﹇▽

﹇月明﹈︵名︶1

の小屋といふ小屋に︑紅緑のとうろ

十一一268

げつめい

うを美しく鮎ずるのがある︒

八814 彼はそこに並べてある機械を

けっしん

指さして︑﹁︿略 V ︒ ﹂ と ︑ か た い 決 心

八月六日

月曜
五月二十二日

晴
晴

月曜日

月曜日

﹇月曜日﹈︵名︶1

けなげ

宮の御文は︑實に言々血涙
﹇健気﹈︵形状︶1

ます︒
くわんのん

見ると︑向かふから︑汽車が

七393圃

大阪は俗に煙の都といはれ︑

す︒

かういふ所へ來ると︑もう煙

の都といふことなどは︑すっかり忘

七711

又三年の間租税を免じて︑民

れてしまひます︒
そぜい

七728

のかまどの煙の立つやうになったの

大阪が︑水の都として嚢達し︑

を大そうお喜びになりました︒

又煙の都と呼ばれて︑今日のやうな

七731

氣がついて見ると︑さっきま

大都市となったのには︑

で日本丸のあった場所は︑すっかり

七糊4

海になって︑小蒸汽船が︑煙を吐き

石炭を山程積んで︑白い

ながら行ったり來たりして居ます︒

八308圃

埠頭の方は

ふとう

煙やもやで灰

煙を 橋の上に吹散らしながら︒

八313蟹

青空の末に墨のやうな雲︑そ

色にかすんでみる︒

九塒7

どの家も温突をたき出したと

れは大阪のおびたゴしい煙であった︒
をんどる

十623

其の煙の中に︑ぽかりぽかり

見えて︑紫色の煙が村中にたゴよつ

てるる︒

藁屋根が浮いて見える︒

わら

十624

鞍山の製鋼所から茶色の煙が

あんざん

西の空︑や＼遠く雌阿寒岳

め あかんだけ

立ちのぼり︑ほのほが勇ましく見え

十憎5

る︒

十一811

が煙を吐いて︑

我がな

さわぐいそべの松原に︑

煙たなびくとまやこそ︑

林のやうに立ち並ぶ煙突から︑ 十一898図囲
たえず黒い煙をはき出して居るので

七634

大小八千以上の工場がこ＼にあって︑

七631

観音堂に來てみれば︑香の煙がゆ
らくと︒

人にもまれて送られて︑

白い煙をはいて︑こちらへやって來

五318

りがすうと立ちのぼりました︒

を語った︒

七412

げつようび

五916

けっ・す ﹇決﹈︵サ変︶4 決す ︽一 げつよう ﹇月曜﹈︵名︶1 月曜
シ・ースル︒ーセ︾

を決し︑刀を抜きて切りか＼れば︑

九捌7図 十仁山も行きていよく心

けなげ

の御文章であった︒

十二欄11

十一961図遂に同行することに決せ けつるい ﹇血涙﹈︵名︶1 血涙
り︒

意を決し︑喜捨せる人々に説きて出

十一備11図 鐵眼︑こ＼において再び

其の前後けなげにも︑十人

誰そこくの襲動機船が︑本島を後

十一853

に︑六百海里の北を望んで皆々と出

版の事業を中止し ︑

ところあり︑はるぐ奥州に下りて

十二5211図園 かくて深く心に決する

けむる一けり
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つかしき住家なれ︒

十一悩4 見ると︑ごく間近に︑白い
煙が後へ流れてみる︒

十二㎜7図幅 登り立ち幕見をすれば︑
國原は煙立ち立つ︑ 海原はかま
め立ち立つ︒

どの煙があちらこちらに立上り︑

十一一醜3 廣い平原には︑民家のかま

けむ・る﹇煙﹈︵五︶5煙る︽ーッ・
八矧5 雑木林の梢が︑ぼっと煙った

ざふき

ール︾←うちけむる
やうに見えるのも︑何となく春らし
い眺である︒

九51 楓の芽の紅が︑ゆめのやうに
廣がる︒黄に︑淡紅に︑淺緑に︑
梢々が煙るやうに見え︑

ろ

強いけらいをつれ︑山伏のす

やまぶし

獣を取るのに使ふやうな︑おとしの

がたをして出かけました︒
しゅてんどうじは︑けらい

七894

き

其の雨方に︑大勢の家來が並

てっかのたらうみつ

木曾義仲の家來手塚太郎光

そよしなか

んで見物する︒

よしっね

盛の娘は︑頼朝に仕へて居りました

もり

八391

が︑

そこで︑頼光は︑しゅてん 八986図 源氏の大連義纒これを見て︑

りをしてゐました︒

の鬼どもを大ぜい集めて︑酒も

四655

大きいのがしかけてあります︒

大てい︑ひづめが二つにわれて居る

六693喜々のやうに足の早い獣は︑
やうだ︒

四715

イテイキマシタ︒

サルモ︑オダンゴ
ラッチ︑ケライニナリマシタ︒

一647

キジモ︑オダンゴ

ヲモ

ヲモ
さうして︑牛若丸のけらい

ラッチ︑ケライニナリマシタ︒

一667
三461

ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ケライニシテ下サイ︒

になりました︒
トノサマ

三546圏
三553

そこで︑頼光は︑五人の

イッテ︑ケライニナサイマシタ︒

四581

宮の御旗を持たせて︑︿略﹀︑何か聲

信長は︑家來を連れてたか狩

高く話して居るところであった︒

七742

其の日の夕方︑信長は家來を

に出かけた︒

記田3

ふしんば

うへじまもんど

連れて普請場を見廻つた︒

信長の家質に上島主水といふ
或日︑信長が家來を集めて酒

者が居た︒

七鋭7
七819

もりをして居た時︑話がたまく槍
のことに及んだ︒

も

九199図

レ︾

淺野内匠の家嫡の事︑いろ

予は今後百人だけの家來

わしの家島を五十人にへ

リや王︑野台たちと狩から

どうも︑無作法千萬なお

けり ︽ケリ・ケル・ケ

家來ども︑集れ︒

けり ︵助動︶23

十二衛4園

をにぎりけり︒

﹁危きことかな︒︿略﹀︒﹂と︑手に汗

義家の家來どもこれを見て︑

けらいども ﹇家来共﹈︵名︶2 家來ど

しり合って︑

附の家臣たちが︑しょつちゆうの＼

十二幣9園

濁る︒

十二柵3

ち

けらいたち ﹇家来達﹈︵名︶2 家來た

らしをつた︒

十二術1園

参って︑難生を送ることにする︒

をつれ︑月代りに姉娘・妹娘の許へ

十二襯2園

くお聞及びでございませうが︑

十鵬7園

ば︑義纒笑ひて︑﹁︿略﹀︒﹂と言へり︒

八醜9図 家來の者︑﹁︿略﹀︒﹂と申せ

一人の家來進み出で︑

﹁︿略﹀︒﹂

大昔には︑人はまだ金属を

﹁︿略﹀︒﹂と答へたれば︑

十二97

どうじの大きな首をけらいに
百合若は︑大きな鐵の弓
けらいを連れて出かけました︒

と鐵の矢を持ち︑大ぜいの

四鵬7

かつがせ︑

かっしょく

けやき

針や釣針などを作ったのであった︒
﹇樫﹈︵名︶3

使ふことを知らず︑︿略﹀︑獣の骨で

けやき

けやきの大木が︑淡褐色に

ぼっと大空をいうどる︒

九49

これを聞いた雲太郎きゃ

てみました︒

十655園此の村に︑古いけやきの木 四五4 百合若は︑けらいの雲太
郎雨太郎といふきゃうだいの
ものを連れて︑その島へ上っ
魔物が︑あのけやきにるた︒

まもの

があるだらう︒

けら

前足が丈夫ですから︑けらや︑ 四価8

﹇蝦姑﹈︵名︶1

十656囹
けら

七934

雲太郎雨太郎は︑けらい

を集めて弓の會を開きました︒

四帽4

いひつけました︒
けら

うだいは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑けらいに

ケライ

もぐらのやうに︑土の中を自由にも
﹇家来﹈︵名︶25

ぐつて行きます︒

けらい

十436 雨に煙る行手から︑今にも薪
を負った孝子の姿が現れさうな氣が
する︒

獣

一626犬ハ︑ケライニナッテツ 七568 芋瀬の荘司が︑家來の大男に

十一1110 三條の大橋が朝もやに包ま い 家門

と

れ︑︿略﹀彼方には︑川沿ひの柳が
こんぺき

夢のやうに煙って見える︒
の

にかもめが飛んで︑其の果に能登呂

十一価5 紺碧の色をたたへた沖の潮

﹇獣﹈︵名︶5

岬の山々が紫に煙ってみる︒
けもの

五佃1 火遠望命は︑山へ行って︑鳥
や獣を取っていらっしゃいました︒

五価8 兄神は︑弓矢を持って︑山へ
狩りにお出でになりましたが︑これ
も︑鳥一羽︑獣一匹取る事が出來ず︑

六54 其の家の中には︑ちやうど︑

595
ける一けれども

九198図 義画くるりと背を向けてう
つぼに差させけり ︒

︿ 略 ﹀ ︑ 手 に 汗 をにぎりけり︒

九202図 荘家の家來どもこれを見て︑

九481図圏赤馬の鼻で吹きけり雀の
子

こ

ぞ

九㎜2図 昔︑玉垂といふぬす人あり
けり︒

九伽2図圖 去年の今頃︑ 此の花の
盛りなりけり︒

やぐら
十153図 木戸の上なる櫓に上りて︑
名乗りけるは︑﹁︿略V︒﹂と︑

十166図 脇腹まで貫ぬきければ︑荒
尾は馬より眞逆さまにどうと落ちて︑
ごゆんぜい

ん

十一904図圏

ける

︽ーッ︾

騎兵が土をけって走るのを見

ご

さびしいけれど︑かはい＼
鳥も鳴かないけれど︑

そっとしのび

つた︒

ケレドモ

けれど

どこにも居ませんでした︑

︵接︶16

何べんも呼んで見たけれど︒

けれども
も

テルテルバウズ︑テルバウズ︑

兄神は︑なかく御承知にな

居る敵の死がいの間でした︒

みこと
りませんでした︒けれども︑命があ

五榊3

まりおす㌧めになるので︑︿略﹀︑釣

命は︑喜び勇んで︑海へ釣り

針と弓矢をお取代へになりました︒

にお出かけになりました︒けれども︑

五価2

魚は一匹も釣れず︑その上︑大切な

二95

釣針まで︑魚に取られておしまひに

テンキニシテオクレ︒﹂

アシタ

敵は︑高いやぐらのある大船︑

トウタヒマシタ︒ケレドモ︑クモ

六574

なりました︒

ヨシヲサンバ︑スグオキヨ

ハ︑ダンダンフエテキマシタ︒

こっちは︑釣舟のやうな小舟であっ

二99一

た︒けれども︑我が武士は︑船の大

六百4園

朝までには︑ずるぶん積る

小などは︑少しも氣にしなかった︒

ウトオモヒマシタQケレドモ︑ネ

にいさんがとけいを見よ

ムクテネムクテタマリマセン︒

三218

よ︒けれども︑春雄︑あんまり二つ

うとしたので︑︿略﹀︑みんなが
大わらひをしました︒けれども︑

たら困るだらう︑學校へ行くのに︒

魚雷ヲ打出ス時ニモ︑此ノ目

ギヨライ

︿略﹀︑ぼくも︑ついとけいを見

デ︑ネラヒヲ定メルノデアル︒ケレ

六佃3

ドモ︑潜望鏡ヲタエズ水ノ上へ出シ

敵ノ軍艦ヲ打沈メルマデノ苦

テ居ルト︑敵二見ツケラレヤスイカ

ラ︑

﹁一寸ボウシノセイガ︑高

あさんが︑おわらひになりまし

ようとしましたので︑︿略Vおか
た︒

六捌6

三503

神サマニオイノリシマシタ︒ケ

心ハ︑ナカく一通リデハナイ︒ケ

クナリマスヤウニ︒﹂ト︑毎日︑

レドモ︑ヤッパリ生マレタ時ノ

レドモ︑︿略V︑一打チ轟沈メタ時ノ

ナイ︒

ユクワイハ︑何トモ言フコトが出來

マ︑デシタ︒

首はとび上って︑︿略﹀︑頼

光のあたまにかみつかうとし

四704

七帽4 郷里の家は︑︿略﹀︑小さい粗

春が

六972圏

千里寄せくる海の氣を けれど ︵終助︶1 けれど

露の玉

枯枝に烏のとまりけり

吸ひてわらべとなりにけり︒
十一㎜8並置
秋の暮

ぬれにけり︒

十一認1図囲ぎんぎらと
月かげは

さしのぼる朝日の如く

よふこそ人の心のまことなりけれ

十ニー8図長目に見えぬ神の心にか
十ニー10図圏

朝ごとにむかふ鏡のく

さわやかにもたまほしきは心なりけ
り

十二29青葱

紅のやまと錦もいろ

袖をぬらさぬはなかりけ

もりなくあらまほしきは心なりけり

ました︒

け・る ﹇蹴﹈︵五︶1

くの綜まじへてぞあやは織りける

十二櫛10下瓦

り︒

十1610雨着 足助殿の御弓勢︑日頃承 十二535図
り候ひし程にはなかりけり︒

十177図 眉間の眞中にぐさと射込み
たりければ︑物をも言はず兄弟同じ
枕にたふれたり︒

の如き賊兵も引退 き ︑

うんか
十1710図 求職につとめければ︑雲霞 八566

花よ︑

五川6圃

十一210図圏 こ＼にても雲井の櫻咲

八伽3圃

らねども見ゆる限りは櫻なりけり

十一13図圏 吉野山かすみの奥は知 けれど ︵接助︶4 けれど

きにけりたゴかりそめの宿と思ふに

らん︑︿略﹀︑

ました︒けれども︑頼光のいきほ

愚な家であった︒けれども︑刀︒

寄ってみるのを︒

十一416園生まれた家を出て行くの

ひにおそれて︑そのま＼落ちて

きまぜて都ぞ春の錦なりける

十一510図圏 見渡せば柳さくらをこ

十一63図圏やどりして春のやまべ

はいやですけれど︑これが女の行く

八研5

ダイヤモンドは︑︿略﹀︑誰で

物は︑何時もきらく光って居た︒

なぎなた

に寝たる夜は夢のうちにも花ぞ散り

槍・長刀など︑武士の魂と呼ばれる

とうく見つけました︒けれ
ども︑それは︑をり重なって死んで

五鵬5

しまひました︒

それがのどまで出てみるの

べき道なんですから︒

だけれど︑とうく言へないでしま

十一422

ける

十一65図圏わが宿の池のふち波咲
きにけり山ほと﹂ぎすいっか來なか

けれども一げんき

596

︽ーイ・ーク︾

四588けはしい山道を上ったり︑

製しい

くすのきまさしげ

おくへ進んで行きました︒

谷を渡ったりして︑だん

もほしがります︒けれども︑ダイヤ

く

深い

モンドはわっかしか泥ませんから︑

皆が手に入れるといふことは出來ま
せん︒
こんがう
早城は︑ けはしい金剛山にあるが︑

六731楠木正成がたてこもった千

ます︒けれども︑北斗は︑きっと軍

十一研9 かうした火山は︑どれもこ

九悌4 僕は泣きたい程つらい氣がし
﹁馬に買上げられるに違ひありません︒
れも険しくて︑ 低いのでも三百米︑

﹇県﹈5ぐんまけん・さいたまけ

ん・しずおかけん・にいがたけん

けん

高いのになると八千米

十二欄1 風はまだうら寒い︒けれど
も︑家々の窓も障子も一せいに明け
はなされて︑

けれども ︵接助︶4 けれども
ども︑早く走るではないか︒

︽ーシ

けはしい

大宮人の梅をかざし紅葉

をかざして往來しけん都大路︑

十二鵬11図

げんかい

れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも

てあそばれて進むこと能はず︒

くわん

關口

げんくわん

樺太の玄關口といはれる

ミンナガ︑ゲンキヨクア

しゅてんどうじは︑だん

く元氣がなくなり︑しまひ

四691

ルイテイキマス︒

一175

げんき ﹇元気﹈︵名︶14 ゲンキ 元氣

地で︑さすがに市内は活氣がある︒

大泊は︑一面また︿略﹀漁業の中心

十﹇㎜1

頭は實に堂々たるものでした︒

玄關口といはれるだけあって︑埠

げんくわん

十251国

サイパンは︑さすが南洋の

げんかん ﹇▽おもてげんかん
げん ﹇元﹈︹地名︺2 元
げん
はかた
六565 博多の沖は︑見渡すかぎり︑ げんかんぐち ﹇玄関口﹈︵名︶2 玄

元から押寄せた船でおほはれた︒

元の兵は︑一人も上陸させぬ

ついて守った︒
﹇言﹈︵名︶1

一三口

といふ意思ごみで︑濱べに石垣をき

六567

げん

老學者の言に深く感動した

原因

宣長は︑未來の希望に胸ををどらせ

十一738

﹇原因﹈︵名︶1

ながら︑

﹁︿略﹀︒﹂と言って居る兵隊さげんいん

物にねだんがあるのは︑︿略V︑

にはぐったりとねてしまひまし

いま一つには︑其の物が得がたいと

八鵬3

いふことが原因になってみることが

雲は︑何れも巻雲より低く︑七千米
以下三千米以上の所に浮かぶ雲です︒

ける︒

九柵1

シカシ︑南風ハスグニ元

どれも︑これも︑丸い頭をふ

私たちは︑元氣を出して︑ま

かね
やがて午前五時の鐘が鳴ると︑

時には乳をのむのも忘れて︑

巨岩將校が元氣のよい聲で號令をか

九344

た上り始めました︒

五301

でるました︒

り︑長い尾をふって︑元氣よく泳い

五116

氣ヲモリカヘシマス︒

四梱一

ろ︒

四747圏元氣のよいもの︑早い
もの︑左へ︑右へ︑それ逃げ

た︒

わかります︒

澄んだ青空に︑刷毛で輕く

﹇巻雲﹈︵名︶3 巻雲
は け

はいたやうな︑又は置綿を薄く引き

十一㎜6

けんうん

汝︑身艦長大にして︑好

﹇軒﹈←いくけん・いっけん・し
﹇間﹈﹇▽いっけんいっけん・く

のばしたやうな白い雲の出るのを巻

ふと何思ひけん︑﹁︿略﹀︒﹂

いわし雲・むら雲・おぼろ

じっけん︒さんげん・さんじゅうさん

十483図

巻雲のかばそい女性的な美
しさに比べると︑積雲や︑入道雲や︑

十一備4

かなとこ雲は︑如何にも壮大で︑強

かくご
今は逃れぬところと畳悟

とつぶやきて︑

したりけん︑にはかに直心ニコライ

あみのしま

先づこれを救はんとして船を出した

十二個4図白洲に近き藍島の漁夫︑

げんかい

一世以下四隻を墨げて︑其の部下と

そのかみ此の所にいかめ
しく向かひあひ給ひけん神々の姿︑

十二82図

共に降伏せり︒

烈で︑男性的です︒
げんかい
﹇玄海﹈︹地名︺1 玄海

十一589図

十一⁝⁝⁝2

雲といひます︒
ん

げんどう・しけん・にけん・ひやっけ

けん

ごけん・にけん

けん

んで劒を帯ぶ︒

十9610図園

らって大喜の弟︑

ん︑其のそばで︑銃や劒を見せても

八592

六697圏 馬は︑ひづめが一つだけれ けん ﹇剣﹈︵名︶2 劒
八959 僕たちもやりたいけれども︑
まだ出來ない︒

九佃5 手もとからはなすのがいやで
したけれども︑さうしないと︑子馬
が丈夫にならないのです︒

けはし

思ひましたけれども︑左様致しては

十慨8園 何とか助ける道はないかと

﹇険﹈︵形 ︶ 3

政道が立ちませず︑
けわ・し
キ・ーシク︾

くして︑守かたければ︑源氏もさす

八642図 後は山けはしく︑前は手近 けん ︵助動︶4 けん ︽ケン︾
がに攻めあぐみて見えたり︒

八645図園 敵はけはしき山をたのみ
て︑後のぞなへを怠り居らん︒

九旧8図 軍曹︑中佐を背負ひ︑弾丸

﹇険﹈︵形︶3

の下をくゴりて︑けはしきがけをか
け下る︒

けわし︒い
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ひよう長い肢で︑元吉よく草原の上
をはね廻ることもありました︒

下さい︒

やがてスキーをかついだ先生

自ら家業もおろそかならざるを得ず︒

み︑しかも工夫に心を奪はれては︑

の研究を大成することが出駕ませう︒

しっかり努力なさったら︑きっと此

を重ね︑工夫を積みて︑遂に柿右衛

とです︒これは︑學問の研究には特

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十519図彼は︑其の碧いよく研究 十一734園 ただ注意しなければなら
門風と呼ばる㌧精巧なる陶器を製作

がいらっしやって︑にこくしなが

八915
ら︑﹁︿略﹀︒﹂と元氣な聲でおつしや

十271國 小右岸をたつねて見ると︑

つた︒

宣長は眞淵の志を受けつぎ︑

に必要ですから︑

十一744

三十五年の間努力に努力を援けて︑

スチーブンソンは︑其の後な
ほ研究を績けて︑一時間五十粁も走

有名な古事記傳といふ大著

遂に古事記の研究を大成した︒

十一745

述は此の研究の結果で︑我が國文學

太子は︑其の宮殿の一室で

の上に不滅の光を放ってるる︒

今︑各國で日本語の研究が

成皿であることは聞いてみたが︑

十二伽1

ふめつ

憲法十七條を書かれ︑又佛教の研究

さうして︑話と電撃とを結

けんきゅうしつ ﹇研究室﹈︵名︶4 研

朝は誰よりも早く起きて研究

いつもの如く研究室にはいつ

家族のものが心配して︑研究

研究室の窓の外には︑木々

圖面を片手に勢よく飛出して來た︒

室へ行って見ると︑とたんに佐吉は︑

八871

夜なが過ぎても出て來ない︒

た佐吉は︑日が暮れても出て來ない︑

八866

つて居るので︑

室に入り︑夜もおそくまで閉ちこも

八862

元來先生は電氣や電信の學 究室

中には其の研究をばかにし

今日も相攣らず︑︿略﹀機
械を相手に︑﹁もの言ふおもちゃ﹂

十一482

もありました︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑相手にしない友達

十一462

ければなりませんでした︒

つたり︑友達に意見を聞いたりしな

が行きづまると︑専門の學者にすが

者ではありませんでしたから︑研究

十一4511

りか＼つたのです︒

び附けようといふ風攣りな研究に取

十一458

をせられたのである︒

けんばふ

十一339

る汽車を造り上げることに成功した︒

十剛8

するに至れり︒

みんなが︑明かるい教室で︑如何に

織りまぜう︑おとうさん︒﹂

元氣な山田先生は︑﹁︿略﹀

しかし︑幸ひ船に強い私

やがて︑其の元氣な姿が仕

事場に現れる︒

十二906

でした︒

は︑毎日か＼さず食堂へ出る三元氣

十一桝4囲

登れるよ︒﹂と言はれた︒

もう二三年たったら︑君たちも槍へ

十﹇窩4

息子が元氣に答へる︒

十6610

九486囲皆さん︑元氣ですか︒

も元氣よく勉強してゐました︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑元氣よく話しながら︑

十柵2 一人の兵隊さんが僕に︑
日にやけた顔で笑った︒

十一櫛5 薄暗いらふそくの火のもと

十一886 元吉のよい器量だ︒
で︑色の青い元氣のなささうな若い
男が︑靴を縫ってみる︒
十二925僕は元氣よく︑﹁︿略﹀︒﹂と
言った︒

等の姿勢がそれを物語る︒
﹇元気﹈︵形状︶13

しかし︑佐吉は何と言はれて
彼が織機の研究を始めてから

それ以來︑彼はますます研究
縦に熱中しましたが︑

を重ね︑滑走機を改良して︑其の操

九86

のである︒

三十年置︿略﹀︑遂に此の成功を見た

八854

も︑た団だまって研究の歩を進めた︒

八828

回忌﹇▽お けんきゅう ﹇研究﹈︵名︶20 研究

十二捌9 胸を張り︑元氣よく歩く彼
げんき

四878 ニイサンバ︑元氣ナ聲デ︑

げんき

﹁︿略﹀︒﹂トアイサツヲシテ︑汽

車二乗リマシタ︒
五907囲 こちらも︑みんな元氣です︒

一番しよんばりとして︑さびし

六989 平生元〆なをばさんも︑今日

六図8園 春雄は石器だからね︒
は︑

の葉が一日毎に緑を増して︑風にそ

十一4710

よいでるます︒

究心

小さい時から研究心の強か

つた先生のことですから︑︿略V︑い

おくことが大切だと思って︑其の方
あなたはまだお若いから︑

十一4311
十一731圏

の研究に取りか＼つたのです︒

それには萬葉集を調べて けんきゅうしん ﹇研究心﹈︵名︶1 研

まんえふしふ

研究はもう一息といふとこ

の研究に黙念がありません︒

十一494

九95 これも︑子供の時から鳥を見
てはしきりに考へてるましたが︑大

ろです︒

を ば

七474囲 叔父さんや叔母さんもおか

人になると熱心に飛行機の研究を始

を ぢ

さうに見えた︒

はりなく︑君も元氣ださうで︑何よ

研究に費す金は次第にかさ

十一726園
めました︒

もけい

りです︒

十493図

次へと作って︑研究を進めました︒

七475国僕も︑入螢以來いたって元 九98 彼は︑飛行機の模型を次から
氣で︑軍務に服して居ます︒

八279困 では︑皆さん︑元正で居て

けんきゅうす一げんじ
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よく熱心に︑聲の原理や舌・くち
武者二十騎ばかり︑源家の白旗押立

十二496図此の日思ひもかけぬに︑

はと

た場合に︑裁判所は︑甲即ち原告の
ひ

訴を受附け︑乙即ち被告をも呼出

うったへ

して︑

縣境

現在

つきそひ
民事裁判では︑原告・被告の附添人

﹇現在﹈︵名︶1

﹇県境﹈︵名︶1

全山白雪を着て︿略﹀︑そび
え立つのを望んだ︒縣境の山々であ

八塒3

けんざかい

績して現在に及んでみる︒

ぞく

九尊8

げんざい

はせて源家の再興を計り︑父上の御
言々

宮の御文は︑實に言々血涙

﹇言言﹈︵名︶！

又は代理人として其の主張を助け︑

げんげん

十二㎜11
の御文章であった︒

けい
我が慢語もまた︑買初二十織

憤りを休め奉らん︒

十二526図園今日より後は︑力を合 十二樹7 辮護士といふものがあって︑

てて彼方に現れたり︒

びる・耳などの生理を勉強しました︒

けんきゅう・す﹇研究﹈︵サ変︶1研
︽ースル︾

十﹇987図 かかる中にありても︑彼

聾す

は其の地の事情を研究することを怠
らざりき︒

﹇研究﹈︵サ変︶7

︽ ー シ ・ースル︾

けんきゅう・する
研究する
かうきち

一きは堅固と見る﹁ほの

門﹂を過ぎて︑いよく本丸にたど

十一一685

九76 我が國でも︑今から百数十年 けんご ﹇堅固﹈︵形状︶3 堅固
前︑岡山の幸吉といふ表具師が︑鳩
の艦を研究して大きな翼をこしらへ︑

ました︒

九129 次に︑獲動機について研究し

ざん

けんじ

乙が其の犯人ではなからう

山へまみります︒
けんじ
﹇検事﹈︵名︶3 検事

起し︑

十二樹6

さうして︑刑事裁判では︑

源氏

平家の軍勢十萬齢騎︑一の

﹇源氏﹈︹人名︺14

にあっかる場合がある︒

れた十二人の陪審員が︑事實の判闘

ばいしん

検事が立腰ひ︑又人民中から選定さ

十二樹5

其の他の謹壕を取調べた上で︑

被告人たる乙の辮解とを聞き︑謹人

裁判所は︑検事の主張と︑

表する役人たる検事が裁判所に訴を

かといふ疑のある場合に︑公益を代

十二悩5

けんじ

検事

らうQ
り着いたと思ふと︑
げんざん
ひでよし
十二706 秀士口がこ＼に目を着けて城 げんざん ﹇元山﹈︹地名︺！ 元山
てるまさ
げん
を築き︑︿略﹀池田輝政が︑︿略﹀︑
九柳10園私は京城で乗りかへて︑元

今日に見る優美にして堅固極まりな

十欄1 書は仕事をしながら︑機械の
組立を研究し︑夜は夜學に通って一

きものに造り上げた︒

しかも姫路城は︑旧時の最

心に勉強した︒

言語

仰げば︑百敷十米の中空よ

﹇言語﹈︵名︶1

し難し︒

り落來る瀧︑︿略V︑美観言語に書く

十醜3図

げんこ

も堅固な城であった︒

十一4410 話をする時に起る空曇の振 十二728

又は其の頃評判になってみた電信

ひやうばん

動を目で見る機械の工夫をしたり︑
機械を研究したりしました︒

± 7 1 閤 私 は ︑かねぐ古事記を
研究したいと思ってをります︒

健康←
そろって健康に働く家族

﹇健康﹈︵形状︶1
十二796魍

ふけんこうち

十一723園 私も︑實は早くから古事 けんこう
元來昔の歴史を知るには︑

かさぎ

ぐ︒

谷に城をかまへて︑源氏の大軍を防

八642図

元弘の昔︑賊の大軍︑笠置 げんじ

の︑ 黒しい朝飯だと思へば︑
げんこう
﹇元弘﹈︵名︶1 元弘
げんこう

原告

かういふ法律上の孚があっ

﹇原告﹈︵名︶2

十二旧6

げんこく

山の行在所をおそひ奉りし時︑

あんざい

十147ロ︒凶

げんこう

記を研究したい考はあったのですが︑
十ニー59

其の頃に書かれた物をもととして研
﹇源家﹈︹人名︺3 源家
ひげきり

究するのであるが︑
げんけ

首を打つに髪までも切れたので此の

十一慨3 源家の重質髪切の太刀は︑
名があり︑

八643図

後は山けはしく︑前は海近

くして︑守かたければ︑源氏もさす

屋島の合戦に︑源氏は陸に

がに攻めあぐみて見えたり︒

陣を取り︑平家は海に船を浮かべて

八973図

よしっね

源氏の大將幽翠これを見て︑

陸には大將義纒を始め︑源

相封せり︒

八981図

﹁︿略﹀︒﹂

氏の兵ども︑馬のくらをた＼きて

つはもの

八㎜9図

喜びたり︒
つはもの
八撹3図 源氏の兵ども︑﹁︿略﹀︒﹂

源氏の兵どもこれを聞きて︑

と口々に言ふ︒

八悩5図

﹁︿略﹀︒﹂と︑皆感じ合へり︒

でも出來たやうに︑いろいろと紫の

十一2111年の若い源氏は︑小さい妹

君のめんだうを見てやった︒

紫の君も︑源氏をほんたう

此の不幸な子を︑どうした

のにいさんだと思ふ程︑したしくな

十一222

つた︒

らなぐさめてやることが出逼るか︑

十一226

源氏は何時もそれを考へねばならな

かった︒

十﹁228 今日も源氏は紫の君に童里を

ゑ

源氏は筆の先に赤い給の具

書いて見せた︒

をつけて︑鏡を見ながら︑自分の鼻

十一231

源氏はわざと拭いたまねを

をいたづらに赤くぬって見せた︒

十一238

して︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑まじめな
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顔をしてみる︒

水入の水を紙にひたして︑源氏の鼻

十﹇242 紫の君はさも心配さうに︑

﹇源氏一門﹈︹人名︺1

を拭きにか＼つた ︒

げんじいちもん

のうちに引取って養はれることにな
つた︒

︵名︶1 原始北海道

げんしほっかいどう ﹇原始北海道﹈

十﹇7910

ちやうど︑お書の食事中であ

つた元帥は︑家の人々と一しょに庭

六櫛6

︵五︶−

離宮へ︒﹂と答へた︒

りきゅう

せっしやう

して︑元帥は︑おごそかに︑﹁赤坂

六佃4 ﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に封

へ出たが︑

り︑さうして︑それが又法隆寺とい

︽ーシ︾

お盆に白い雪を盛って︑つ

﹇献上﹈

﹇▽きしょうげんしょう

ふ美の殿堂を現出したゆゑんである︒
げんしょう

阿寒湖のほとりに來て︑私

は︑始めて原始北海道の姿をまのあ

献上致す

けんじょういた︒す

十m3園

六柵2

元帥は︑赤坂離宮に︑町政
たなくとも私の歌をそへまして︑鰍

源氏物語

六糊4

露るとすぐ︑元帥は︑家の人

元帥の家の人々は︑手鏡ひに︑

に︑﹁︿略V︒﹂と命じた︒

六湖9

へ二つた︒

やるのを何した元帥は︑︿略V︑自宅

撮政殿下の御無事でいらっし

第四

元正天皇

六鵬5

殿下をお見まひ申し上げたのである︒

名︺1

﹇元正天皇﹈︹人

上致したいと存じてをりましたのに︒

源氏物語

﹇源氏物語﹈︵名︶7

たりに見ることが出來た︒

源氏物語

た︒

昔︑元正天皇がわざく行
幸なさった璽泉といふのがこれだ︒

れいせん

若し紫式部が男であったら︑ 十408囹

源氏物語のやうな假名文は書かなか

十一151

原始林

其の方へと走った︒

﹇原始林﹈︵名︶3

六柵6

げんしりん

原始林の間に開かれた高原の道を自

﹇元帥﹈︵名︶11

元帥←だ

元帥は︑家に残って居た人々

守られるだけは︑守らねばな

火は前後二回おそったが︑元

﹇建設﹈︵名︶1

建設εと

白洲燈肇の建設は︑政府

の事業として引取られぬ︒

十二田11図

うだいけんせつ

けんせつ

によって︑消し止められた︒

帥のさしっと︑集って來た人々の働

六側1

らないといふのが元帥の心であった︒

六柵9

なかった︒

元帥は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑聞入れ

六柵3 ﹁︿略﹀︒﹂と︑人がす＼めても︑

めた︒

をさしづしながら︑自ら防火につと

六鵬8

帥の家をおそった︒

ところが︑火は︑たちまち元
動車で東へ走ると︑

でふ
源氏物語五十四帖は︑我が 十一815 ﹁えぞまつ﹂﹁とゴまつ﹂の

つたでせう︒

十一158

國第一の小説であるばかりでなく︑
やく
今日では外國語に繹され︑

原始林の彼方には︑赤々と
太古其のま＼の原始林には︑

所所天仁を全うした大樹が︑立つた

十一儒7

夕日が傾いてみるのだ︒

次にか＼げる文章は︑源氏 十一佃3
かんたん

十一1511

物語の一節を簡軍にして︑それを今

約九百年の昔に書かれた源

日の國語で表したものですが︑

ま＼枯れてみるのがあり︑倒れて漢

たひらのしげもり

鳥居をくゴりて進めば︑な

十923隠勢囹

げんすい

と傳ふ︒

ぎの古木あり︒平重盛の鰍ずる所

十旧3図

けん
今日の記念に獄ずべし︒

︽ーズ・ーズル︾

けん・ず

氏物語が︑如何によく人間を生き

嚴重

くと︑美しく︑細かく煙し出して
﹇厳重﹈︵形状︶2

みるかがわかるでせう︒
げんじゅう

十脳10囹此の雪を消さないやうに︑
人が躇散らしたりしないやうに︑嚴
重に番をして下さい︒

しかも︑道の行手々々は︑
﹇現出﹈︵サ変︶1

すべて嚴重な門である︒
げんしゅつ・する

いげんすいへいか・とうこうげんす
實に太子御孝心の結晶であ い・ろうげんすい

︽ーシ︾

十一3010

現出する

我に愛する良馬あり︒

流に横たはってるるのがある︒
けん
﹇献﹈︵サ変︶2 献ず 献ず

十一162

げんしょうてんのう

其の頃から紫式部は︑筆を

第四

げんじものがたり

十一目5
十一137

源氏一門

八端2図園 弱き弓を取られて︑

源治

とって有名な源氏物語を書始めまし

十一146

元

﹃︿略﹀︒﹄とあざけらる＼は︑源氏一

門の恥ならずや︒

げんじがんねんくがつにじゅうごにち
治元年九月二十五日

﹇元治元年九月二十五日﹈︵名︶1

﹇源治君﹈︹人名︺3

十782 元治元年九月二十五日の夜で
ある︒

君

源治君︑ 源 治 君 ︒

原始

八佃6園 あれは︑きっと書屋の源治
君だよ︒

八七6園
八㎜7園 源治君︑源治君︒
﹇原始的﹈︵形状︶ 1

﹇源氏君﹈︹人名︺1

く原始的な風俗です︒
げんじのきみ

さ

源

女を

げんしてき
的

た櫛ε

た男︑大きな腰みのを着けた女︑

十298團

き鳥
なの
腰羽
みで
のか
をざ
着つ
けた

十一219 不幸な紫の君は︑源氏の君 十二678

氏の君

全し

げんじくん

げんじいちもん一けんせつ

げんせん一げんぺい

600

げんせん

﹇源泉﹈︵名︶2

の源泉なのである ︒

源泉

十二樹3 太陽こそは︑あらゆる生命
十二捌4 あらゆる生命の源泉である

けんちゃん
ケンチャン

︹人名︺5
ガ︑ソバ

ケンチャン
ヘ

トシ子チャン︑チョット

イッテ︑イタヅラヲシマシタ︒

ニ325

二332園

ケンチャンヲツレテ︑ワンワン
ワタクシバ︑ケンチャンヲ

ミニイッテチャウダイ︒

ん︒

ケンチャンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

建長

昔の音やこもるら

もちろん︑かう言っただけ

それが﹁日本人﹂といふ意味だと見
當はつく︒

十一一個7

﹇現﹈︵副︶1

現に
さっちやう

労し︑イギリスは薩長を通じて官
﹇剣呑﹈︵形状︶一

ケンノン

軍に好意を見せようとしてみた︒
けんのん

たなあ︒

十一762

午後は︑僕が案内役になつ

ロンドンには︑大英博物館

て︑市内の見物に出掛けた︒

を始め︑大きな博物館や美術館があ

十二佃5

ふたみ

けん

おまるりをすましてから︑

物する 見物する ︽ーシ・ースル︾

ぶつ

けんぶつ・する ﹇見物﹈︵サ変︶5 見

けんぶつ

五97國

方々を見物して︑二見に來ました︒

ていしゃぢやう

それから︑原口町のにぎやか

な通を見物しながら︑停車場へ行

五334

其の爾方に︑大勢の家來が並

きました︒

七895

二人は長い梯子をかつぎなが

んで見物する︒

した︒

ら︑京都の町を見物して歩き廻りま

九価1
レタリ︑爆雷トイフモノヲ投ゲコマ

クチクカン
占ハ禰⁝9
足ノ早イ馳逐艦二︑打丹田テラ
バクライ

繁華な町々を見物しなが

でるました︒

﹁や︑かけられたら大へん

けんぶつにん ﹇見物人﹈︵名︶1

人

した︒

だ︒﹂といって︑見物人は逃出しま

五423

見物

煮たちが︑池のほとりで仲よく遊ん

ら︑新公園に來て見ると︑日本の子

十一柵3困

僕も︑見物に行きたくなつ

り︒

屋島・壇浦は源平の昔

だんのうら

語に人の感興を動かすこと甚だ切な

十一5311図

げんぺい ﹇源平﹈︹人名︺1 源平

湊川の建碑もとゴこほり

建碑

レタリスルト︑ハナハダケンノンデ
アル︒
みなと

﹇建碑﹈︵名︶1

十二433

けんぴ

なくすんだ︒
けんび
﹇顕微鏡﹈︵名︶1 顯微
きやう

けんびきょう

けんびきやう

向かふのすみで顯微鏡をの

﹇見物﹈︵名︶3

て下さった︒

けんぶつ

六悩4圏

いけんぶつ・めいしょけんぶつ

見物﹇▽ま

ぞいてるた人が︑︿略﹀親切に教へ

十粗10

しかし︑かう言っただけでは︑ 鏡
夜九時に北斗七星を見て其の

イタリや語を知らぬ私にも︑

二日はか＼り︑

憶良は︑遣唐使に從って支 つて︑其の一つの見物にさへ一日や

けんたうし

では殆ど見當がつかない︒
けんたうし
﹇遣唐使﹈︵名︶1 遣唐使

十二9911

けんとうし

﹇剣道自慢﹈︵名︶1

那へ渡ったこともあり︑元來半者で
あるが︑

けんどうじまん

劒道じまん

げんに

﹁昨日は仕合をなさったさうですね︒

ケンチャンハ︑ニコニコシ 七二6 劒道じまんの男に向かって︑
﹇建長﹈︵名︶1

門高き松風に︑

十二488図圃建長・圓畳古寺の山 十二鵬8 現にフランスは徳川方を磨

けんちょう

テミテヰマシタ︒

二363

イヒマシタ︒

二35一

ツレテ︑外へ出マシタ︒

二336

だけに︑それは又實に偉大な存在で
嚴然

ある︒

﹇厳然﹈︵形状︶1

十一伽11 さっきの槍岳が︑﹁こ＼ま

げんぜん

でお出で︒﹂と言ふやうに︑しかも
甚だ望都と省えてみる︒
けんそん

一そうけんそん

﹇謙遜﹈︵形状︶1

けんそ 与ごけんそ
けんそん
修行者は︑

な心で言った︒

十二川5

代都市

げんだいとし ﹇現代都市﹈︵名︶1 現

其の平たい禮に︑ちよつと砂

居るか見當が附きません︒

をかぶると︑上から見ても︑どこに

八幽8

十二皿3 ミラン︒ローマ・ナポリは︑ けんとう ﹇見当﹈︵名︶6 盗心
古都としてよりも︑現代都市として
最近の活動にめざましいものがある︒

けんちく ﹇建築﹈︵名︶1 建築εこ

これらの星にも︑名前や番號
があり︑位置もきまってみるのです

九997

が︑たゴぼんやり見てみるだけでは︑

うそうけんちく︒じょうかくけんち
十一303 私は︑建築の美しさから轄

十二協9

きます︒

ると︑此の動き方が嘗てい見當がつ

位置を贅え︑更に十時・十一時に見

九紫4

まだ中々見立が附かないでせう︒

九m7

當が附きません︒

一艦どれがどうなのか︑さつばり見

く・だいけんちく・もくぞうけんちく

﹇建築様式﹈︵名︶1

じて金堂にはいった︒
けんちくようしき

建築様式

十二66図 此の社は︑建築様式の甚
だ古きと︑規模の大なるとを以て世
に知らる︒

けんちゃん ︹型名︺2 ケンチャン

雪目8七ケンチャン
ニ321七ケンチャン

601
けんぽうじゅうしちじょう一こ

けんぱふ

けんぽうじゅうしちじょう ﹇憲法十七
条﹈︵名︶1 憲法十七條
憲法十七條を書かれ︑証言教の研究

けんぱふ

十一339 太子は︑其の宮殿の一室で

﹇賢明﹈←ごけんめい

をせられたのである︒
けんめい

﹇元明天皇﹈︹人名︺

けんめい ﹇懸命﹈←いっしょうけんめ
い

げんめいてんのう

1 元明天皇
ひえだのあ れ

子安萬侶は︑稗田阿禮がそらんず

おほのやすま ろ

十一632 元明天皇の勅命によって︑
る我が國の古傳を︑文字に書きあら
はすことになった ︒
げんもん
﹇舷門﹈︵名︶1 舷門

げんもん

げんもん

ししんでん

拝せられる︒

門
ぎょゑん
十一了9 京都御所の御苑に入ると︑
ひはだ
︿略﹀︑正面早馬門をへだてて︑檜皮
葺の鳶足殿が尊く

ぶき

げんろくじゅうろくねんにがつよっか
げんろく
﹇元禄十六年二月四日﹈︵名︶1 元禄
げんろく

十六年二月四日

元禄十六年二月四日︑大石内

馬之助等一味の者は︑いさぎよく切

十側1
腹して︑名を後世に輝かした︒

こ

﹇子﹈︵名︶60

コ

子﹇▽おやこ・

おんなのこたち︒すずめのこ・たつの

こ

九332 舷門には︑銃を手にした番兵 こ ←おっかけっこ︒かけっこ

ヨ

があたりを警戒してみる︒
ケンり
﹇権利﹈︵名︶1 雪面

おとしご・なるこ︒パリーこ・ひとつ

けんり

こ・ふりこ・みこ・よびこ・われはう

原理

セメ

コレ

十一一価1図 故意又ハ過失二因リテ他
バイシヤウ

シンガイ

人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ︑之二因

みのこ

ケンリ

リ生ジタル損害ヲ賠償スル責二任

一577
﹇原理﹈︵名︶1

ナノ子︒

二戸7圏

ナノ子︒

二撹6圃

ヲシイ︒

ツクシダレノ子︑

ツクシダレノ子︑

スギ

スギ

男ノ子が生マレマシタ︒

三171園それでは︑をとこの子で
すか︒

三491

ますと︑中に小さな女の子が

天氣の好い夏の夕方︑油蝉の

出る日の直るのを待って居ます︒

子は︑今日こそと穴から地上へはひ

七963

親も落つれば其の子も落ち︑

もう蝉の子ではありません︒

中にはころんで︑かめの子を

男の子と女の子である︒

九267男の子と女の子である︒

九267

してみる人もあった︒

ひっくりかへしたやうに︑ばたく

八963

弟も落つれば兄も落ち︑

八347図

七988

急いで安全な場所を探します︒

三552園コレハオモシロイ子ダ︒ 出します︒
七965 もう鳥などは以てい寝て居ま
四155太い＼子になった︒
四278それを切って︑わって見 すが︑それでも油引の子は用心して︑
ゐました︒

四286この子を見つけてから︑
おちいさんの切る竹からは︑
いつもお金が出て來ました︒

四292この子は︑ずんく大き
くなって︑

かぐやひめといふ名をつけまし

四295おちいさんは︑この子に

九268

物をあれこれといちり始めた︒

が︑男の子は︑やがて仕事塁の上の

二人前そこらを見廻してみた
た︒

四304園じぶんのほんたうの子
でないから︑私の思ふやう

男の子は︑指先でそれをつ

まめなかった︒

ま＼うとしたが︑齢り小さいのでつ

九273

を見つけて︑

九269 女の子は︑た団じっと見まも
にはなりません︒
だいじゃ
八岐のをうちといふ大蛇に︑ つてみたが︑やがてかの小さなねぢ
五214園

毎年一人つつ食はれて︑もうこの子
油蝉の子は土の中に住んで居

一人になりました︒

七933
ます︒

せうか︒

七959

それにしても︑

参れ︒

水兵は︑くもの子を散らすや

九445図囹

長四郎︑雀の子を取って

甲板洗を始める︒

．うに八方へ散って︑︿略﹀︑分隊毎に

一斗此の油蝿 九369

らだんく淺い所へ移って︑地上へ

そこで油蝿の子は︑深い所か

の子は︑何時︑どこで生まれたので

七944

二451園ホンタウニョイ子ダ︒ 七941 三二の子の口には︑針のやう 九302 仕事塁のそばに︑ふさぎ込ん
で下を見つめてみた女の子が︑それ
二451園コンナヨイ子ヲ︑ネズ な管がありますから︑其の管を木の
を見つけて︑
根にさしこんで︑
ミノォヨメサンニスルノハ

ガウマレマシタ︒

レテ︑中カラ大キナヲトコノコ

スルト︑モモガニツニワ

ズ︒

げんり

ちを教へるやうになると︑いよく

十一網2 聾唖學校で氣の毒な子供た
熱心に︑聲の原理や舌・くちびる・
原料

耳などの生理を勉強しました︒
﹇原料﹈︵名︶1

十一撹8 構内には︑パルプの原料に

げんりょう

建禮

なる﹁えぞまつ﹂﹁とどまつ﹂の丸
﹇建礼門﹈︵名︶1

太が山のやう︒

けんれいもん

ご

お馬が通る

九476図團 雀の子そこのけそこのけ
九477図圏 さあござれこ＼までござ
れ雀の子

九481図翻 赤馬の鼻で吹きけり雀の
子

九517團 今年九つになる八重ちゃん
えいご
といふ女の子は︑英語も日本語も非
常に上手です︒

ゆっくりゆっくり水を飲む︒

九悩5吉言が算して︑ 子の馬は︑

九悩7圃 ねんくころりよ︑おころ
りよ︑ ばうやは好い子だ︑ねんね
しな︒

に︒

十﹇174

白い着物の上に山吹色の着

物を重ねてかけ出して來た女の子は︑

孝行の子にもまして︑眞心を父上に
捧げます︒

子としての勤も致します︒

﹇個﹈﹇▽いっこ

十二柵5園
こ

どうしたのか︑其の子が尼 こ

粉←おしるこ・ひ
砂カラ取出シテミルト︑黒イ

﹇粉﹈︵名︶1

きん

何といふかはいらしい子で こ ﹇庫﹈﹇▽かくのうこ・かくのうこふ

何といふかはいらしい子であらう︒

十一175
あらう︒

のこ

十一177
さんのそばに來て︑立つたま＼しく

六204

イテ居タ︒

粉ノヤウナモノガ︑磁石一二面二着

く泣出した︒
上げた尼さんの顔は︑此の子とどこ

﹇湖﹈﹇▽あかんこ・あしのこ・くっ

わだこ・はまなこ・びわこ・ましゅう

しゃろこ・しんじこ・どうていこ・と

こ

十一1711﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑見

いぬき
雀の子を︑あの犬君が逃

ご
し

︹課名︺2

かごに伏せて置いたの こ・ミシガンこ

か似た所がある︒

したの︒

十一182囹

である︒

るらしい︒

十﹇1811

う ば
それは︑此の子の乳母であ

に︒﹂と女の子は︑さもくやしさう

十203青蜂には妻も子もありません︒ 十一184
十餌4囲國囹 一人の子が御冠のため
軍に出でしことなれば︑定めて不自
由なる事もあらん ︒

十221短呼 母も人間なれば︑我が子

何時とも知れない身になってみるの

わたしがこんなに病氣で︑
に︑あなたは雀の子に夢中なんです

十﹁197園

とする母の一念に︑はりつめた兄の

十853 此の子をどこまでも助けよう

か︒

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

心もゆるんでしまった︒

＋914図隅二人の我が子それぐ 十﹇225 此の不幸な子を︑どうした
らなぐさめてやることが出苦るか︑

源氏は何時もそれを考へねばならな

死所を得た る を 喜 べ り ︒

かった︒

に︑

十悩4 ロシヤ人の女の子だ︒

見渡せば⁝⁝⁝五

春の夜⁝⁝⁝五

稻刈

稻刈

八岐のをうち

やまた

八岐のをうち

かぐやひめ

かぐやひめ

しりとり

しりとり

サルトカニ
サルトカニ

五
國境

五

十脳8此の子は新京へ母と猛るとこ

我は海の子︑白波の

十十十

十一896図圃

我が子事代主とはかり

ことしろぬし

さわぐいそべの松原に︑

て答へ申さん︒

十二52図園

十二獅6囹此の世に生まれたどんな

卿1糖百冒鰐9騨冒鼎署i
無ε三選笹熱蕪頴動転1
十九六六五五四四三三二二
し

ろで︑マルタといふ名ださうだ︒

十薬8圏昔︑母と子と二人暮しの家
があった︒

十一141園あ＼︑此の子が男であっ
たら︑りっぱな聾者になるであらう

一
一

一
こ

602

﹇五﹈︵名︶6

十二齪9 ︵五︶

ご

五

5

﹁444 一二三四五六七八九

5

十十ピキヰマス︒

八沢図

ばん
これを盤の上に縦に一本置

十二66図5
十二66図5

けば一︑二本並べて置けば二︑五本

十二柵4

後

‡あと・うし

並べて置けば五をあらはす︒

5︑

﹇後﹈︵名︶8

十二欄図

ろ・のち尋かんとうだいしんさい

ご

ご・すうじつご︒ゆうしょくご

其の後も︑攻寄せる者がたえ

光盛の娘は︑其の後︑書夜頼

ないので︑敵は︑一先づ沖の方へ退

六603

いたが︑

朝をねらひましたが︑少しもすきが

八397

ラングレーは︑その後一生け

ありません︒

其の後︑イギリスのトレビ

其の後幾度か烈しい戦があっ

んめいになって實物を作りましたが︑

九108

九827

た︒

シックといふ人が︑キュニョーの汽

十旧9

車に大改良を加へた︒

其の後︑彼は更に大改良を加

へ︑とうくレールの上を走る汽車

十柵5

其の後︑或炭坑にやとはれて︑

を造り上げた︒

十靭9

蒸業態關を取扱ふことになった︒

603
げ

スチーブンソンは︑其の後な

それよりも︑時々池の中で見
こひ
かける鯉やふなが︑親ではないかと

考へたことがありました︒

五125

る汽車を造り上げることに成功した︒

五256

鯉ガ︑大キナロデ思フゾンブ

﹇語﹈﹇▽イタリ や ご ・ い ち ご ・ が い

ほ研究を績けて︑一時間五十粁も走

十⁝剛8

ご

ン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ高ク

シンガイ

バイシヤウ

コレ

セメ

濃い

シ︾

こひし

︽一

水彩垂︑

こいつがどろぼうだぞ︒

六

五252

ご ゐぶっ

鯉ノボリ

鯉ノボリ

六

ゐぶつ

殿内に入りて御遺物を舞観

ご

こいぶつ ﹇御遺物﹈︵名︶1 御遺物

す︒

十51図

こう ﹇甲﹈︹話手︺3 甲

甲﹁この男が︑私どものらく

五463 甲﹁をかしいね︒

だをぬすんだのでございます︒

五472

白洲燈毫は︑明治六年に

しかし︑今の職箏は昔と違

そこに甲の長さが一米もある

﹇甲﹈︵名︶5

なことは出刃ない︒

こう

十二塒3

足が長い割合に︑甲は小さい

所です︒

貸した金を返せと言って︑

のですが︑おもしろいのは其の口の

八摺5

りしました︒

﹁うみがめ﹂が居るのには︑びつく

八悩8

甲

つて︑一人で進んで功を立てるやう

十228園

こう ﹇功﹈︵名︶1 功

ぶながこう

﹇公﹈←あいこう・なんこう・の

日に至る︒

工を終へ︑其の後見改築せられて今

十二佃8図

こう ﹇工﹈︵名︶1 工

こう ﹇口﹈呂とすいこう・ふんかこう

が抜けて居るだらうのと︑

片目だらうの︑びっこだらうの︑歯

成人したら︑一日も早く毛 五484 甲﹁さうして︑そのらくだは︑

﹇恋﹈︵形︶1

夏こひし︒

此の夏かいた
今出して見て

十681圃

請

る＼やうにすべること二町齢にして︑
や＼平なる所に下り着きぬ︒
﹇請奉﹈︵五︶1

主家の難を救はうと︑朝廷

︽ール︾

こいたてまつ・る
ひ奉る

こいつ

五目7

雨に洗はれた築山のくまざ こいのぼり ︹課長︺2 鯉ノボリ
濃い色ガラス︑又は黒くい

さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑

十二427
十二悩1

濃い青空には︑春の國から

ぶしたガラスを通して太陽を見ると︑

十二柵3

生まれて來たかと思はれる白雲が︑
御威光

尼子家の御威光は︑昔にひ

﹇御威光﹈︵名︶2

︿略﹀浮いて行く︒

くれ︒

利を討って︑御威光を昔に返してお

九766園

きかへておとろへるばかり︑

九761園

こいこう

ソノ度二︑鯉ノカゲガ︑地ノ

上ヲ網目マス︒

五264

こくご・にっぽんご・につぼんごがっ
ごあい

尾ヲ上ゲマス︒

﹇御挨拶﹈︵名︶1

こう
ごあいさつ
さつ

四136

にいさんは︑にこくしなこい ﹇故意﹈︵名︶1 故意
ヨ
故意又ハ過失二因リテ他
ケンリ

人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ︑之二因

十二四11図

がらざしきへ上って︑おとうさ
んにごあいさつをしました︒

﹇濃﹈︵形︶11

ズ︒

こい
イ・ーク︾

︽一 こい・し

リ生ジタル損害ヲ賠償スル責二任

︵五︶−

下の方は白で︑花の口もとの

妻子がこひしくなったか︒

こう

十192囹

﹇小石混﹈︵名︶1

︽iク︾

董は︑赤のこいのや︑うすい こいし・い ﹇恋﹈︵形︶1 こひしい

こいしまじり

もう大きさだけは親つばめと
同じですが︑まだ口ばしの下の赤色

全章が濃い緑色で︑頭が黒く︑

小石
が︑親つばめ程こくありません︒

さっぱりした建物の色と︑熱

小石まじりの砂なれば︑流
九643

帯植物のこい緑が映じ合ふ︒

八伽5

まじり
八663図

八45

のや︑又うす緑のがあります︒

七444

所に︑こい紅をさして居ます︒

六悩8

こい

﹇御安心下﹈︵五︶

︽ーノー︾

ごあんしんくださ・る
御安心下さる

︽ーイ︾

﹇御安心﹈

六127困 どうか︑御安心下さい︒

1

ごあんしんなさ・る

御安心なさる

七佃7園 御安心なさい︒こ＼へ持つ
て來ました︒

﹇御案内﹈︵五︶1

あん な い

︽ーシ︾

ごあんないいた・す
あんない

御案内いたす

五999園私が御案内いたします︒
﹇御案内﹈︵五︶1

︽ーイ︾

ごあんないなさ・る
御案内なさる

五慨5 大そうお喜びになって︑命を
御殿の中へ御案内なさいました︒

口ばしと脚とは眞赤です︒

九644のどと翼と尾とは濃い紫色を
帯び︑

十二脚5

へ寛大の御虜置を請ひ奉る歎願書を

五463囹

こいつ

たつさへた關東方の使者は︑
海は急に朗かな︑しかも濃い青さを

南支那海にさしか＼ると︑

九二10 何といふ美しい濃い青さであ
らう︒

見せました︒

十一襯1国

こい

﹇此奴﹈︵代名︶1

こい ﹇鯉﹈︵名︶3 鯉 鯉呂ひごい

﹇乞﹈←おいと ま ご い
こひ

て︑御案内申し上げました︒

五寸8 猿田彦のみことが︑先に立つ

︽ーゲ︾

上﹈︵下一︶1 御午内申し上げる

ごあんないもうしあ・げる ﹇御古内申

の
一一一つ

一つ一一つ

604

甲がさいそくする︒
ひ

十二旧6 裁判所は︑甲即ち原告の
うったへ

訴を受附け︑乙即ち被告をも呼出

して︑

十一一鼎2 又︑例へば甲の持ってるる
家が焼けたとする︒

マッタ

ノデス︒﹂ヲヂサン

ガカ

ウイッテヰル間土︑
色価2園 おくの方のは︑ 一生
使ふ馴しなはです︒それが︑か

月は︑雲に︿略﹀︑すぐまた

うむしばになってはいけませ
んね︒

はいります︒かうなっては︑か

四416

う・こくりゅうこう・こくりゅうこう

こう ﹇江﹈︵名︶1 江﹇▽こうほこ
がん︒ようすこう

ウナッテ來ルト︑

四枷1 お日様ガ︑ダンく暖イ
光ヲ送ルヤウニナリマス︒カ

げふみも出障ません︒

かうそしやう

十二285 筏は江を下り︑江蘇省︑
ちんかう

鎭江の金山寺あたりに着いて︑大き

な貯木場にはいる ︒

子供の火遊びが︑一番いけな

の昔から︑かうしてあるのか︑

六㎜6

い︒︿略﹀︒﹂おとうさんは︑ひとり

お前は︑口で言って聞かせる

言のやうに︑かう言はれた︒

心門6

だけでは︑だめだ︒﹂かう言ひなが
かうなっては︑お前たちに

ら︑和尚さんは︑

七338園

かういふ所へ坐ると︑もう煙

はとてもかなはぬ︒

あるのは︑︿略Vといふことが原因

になってみることがわかります︒

八川2此の二つの場合から︑かうい

かういふ風に︑物のねだんは︑

ふ事が考へられます︒︿略﹀︒

かうなっては︑とてもうちに

︿略﹀︑高くもなれば安くもなるので

八麗1

す︒

九210

ところでかういふ深山へ︑ち

じっとしてゐられない︒

九641

やうど同じ五六月頃︑日本では珍し

七709

の都といふことなどは︑すっかり忘

組まう︒﹂かう叫んで︑狼介

﹁︿略﹀︒﹂小僧さんは︑雄々し

しかし︑かう言っただけでは︑

しかし︑かういふ風に星が動

くといふのも︑︿略﹀地球が廻るか

九脳8

まだ中々見限が附かないでせう︒

九㎜7

は︑其のカードを教へてくれた︒

九944 ﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑掛の人

鹿介に感謝した︒

九892 ﹁︿略﹀︒﹂勝久は︑かう言って

尼子勝久と名乗つた︒

くもかう言って︑ころもを脱捨て︑

九二3

は太刀を投捨てた︒

九812

い程美しい鳥が來ます︒

槍はかう突くものだ︒

れてしまひます︒

七875園

孝

五649﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑少

﹇孝﹈︵名︶1

五十人の中間に︑一人々々︑

こう

七876圏

﹁︿略﹀︒﹂﹁かう彿ふものだ︒

て︑するくとお上りになりました︒

彦名のみことは︑粟の董につかまつ

やましろのおほえのわう

するのは︑太子の御子山背大兄王

自分の子供がかう三揃の泣轟
がない︑

八137

かうした苦心を重ねて︑佐吉
打出の小槌は︑それで何でも

九㎜8園

かうして武士になるのだ︒

ら︑さう見えるだけのことですが︑

かういふちょうはうな物は︑誰一人

かう考へると︑物にねだんが

九旧1

東京から大阪へ飛行機で一

乗るまでは幾らか不安もあっ

かう考へるだけでも實に愉快だ︒

九七4

言っても聞入れません︒

しかし︑かうなると女は何と
かうなると︑打出の小槌は︑

九幽1

八佃9

ふかも知れません︒

まるでねだんのない物になってしま

八㎜6

ほしがらないものはありません︑

ほしい物が打出せるといふことです︑

八価5

は木製の改造織機を作ったが︑

八824

しばく蕃人に説聞かせた︒

﹁︿略V︒﹂かう言って︑馬丁は

では︑第一藩主に封しても申しわけ

七粥7

と蹄り出した︒

かうして居る間に︑私たちは︑ 七榴9 ﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑さつさ

にいさん︑かうして︑毎

ても︑おもしろくありません︒

日々々︑二人で同じ事ばかりして居

五酩5圏

とうく海へ出ました︒

五736

しゃか
十一312 それと並んで繹迦三尊を拝

が︑御父君にかたどって等身の御三
とし給うたもので︑こ＼にも同じ孝
﹇侯﹈与もうりこう

の御心がしのばれる︒
こう
香

﹇香﹈︵名︶1

これで︑︿略﹀望遠鏡が︑

かうして出去た二本の筒は︑
うまくくひA口づて︑長くのばしたり︑

六523

くと︑

出採るかも知れない︒﹂かう思ひつ

六504園

氣がついた占うかしは︑

にしようとするのか︒︿略﹀︒﹂かう

七393鴎観音堂に來てみれば︑香 六58 こんな事をして︑だましうち

くわんのん

こう

の煙がゆらくと︒
こう ﹇港﹈←あおもりこう・アデンこ
う・おおさかこう・しかまこう・よこ
はまこう

うカこう力

こう ﹇斯﹈︵副︶鵬 カウ かう←ど

わたしがひろってやら

ちゴめたりすることが出來る︒

いつりどうろうなどで︑︿略﹀︒いつ

に穴をあけた大きなへうたんや︑古

わたしがひろってやら 六895 うちの雀の宿といふのは︑横

う︒﹂かういふと︑

三817
三895

中ノ空氣ガ︑ヌケテシ

う︒﹂かういふと︑

三974

605
一つ一一つ

た飛行機が︑かうも愉快で安全だと
そらい

よちん

かうした天下の輿論に封して︑
をぎふ

細川越中守を始め︑浪士を預

たゴ一人荻生徊篠の言ふ所は違って

十鵬4

みた︒

知ると︑

九章8 誰でも︑幼い時︑母や祖母に
十柵1

平安時代の大宮人たちは︑か

かう考へると︑紫式部は︑

照りもせず曇りもはてぬ春

内地の製紙工場に送られ︑

十一川10

の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲の
か＼つた場合ですが︑

天地も暗くなるのは︑かう

した︑すばらしく厚い雲によって日

十一備3

光がさへぎられるからです︒
﹁︿略V︒﹂彼は︑突然かう言

﹁︿略V︒﹂ベートーベンは︑

つて足を止めた︒

十一価2

十一欄2

かう言って︑さつき娘がひいてみた

かうした火山は︑どれもこ

曲を又ひき始めた︒

どうして何時までもかう
でも︑かう何時までも赤
わたしの鼻が︑ほんたう
かういふやうに︑小さい時

にかう赤かったら︑どうだらうね︒

十一234園
十一4311

しかし︑安萬侶のかうした

から研究心の強かった先生のことで
すから︑

十一6610

である︒

かういふ風に︑月の世界は︑

かうした敵に直面しながら︑

十ニー11

かうした實用上の便値の外

かういふ時代を石器時代と
かういふ時代の人は︑石の

いふのである︒

十二98

行ったものだとか言ったが︑

狗の作ったものだとか︑雷の落して

ぐ

十二89

てん
かういふ石を昔の人は︑天

に︑美観は︑日本刀の持つ一大特色

十一糊9

を以て刻々目標に迫る︒

我が爆撃編隊群は︑一音写れぬ隊形

十一悩3

いはば全く恐しい死の世界ですが︑

十一柵10

れも瞼しくて︑

そばにるた女の一人は︑ 十一揖7

やっぱり女でなくてはならなかった

なんでせう︒

十一194囹

つて向かふへ行った︒

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑雀を探しに立

十一1810

のです︒

十一155

都の春を樂しんだのであった︒

うした心持を心ゆくまで味はつて︑

十価10

うなっては何ともしやうがない︒

つた大名も残念とは思ひながら︑か

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

︿略﹀︒かういふ所で︑たまくなつ

九柵9 言葉の通じない所へ行くと︑
かしい日本語を聞くと︑

家・國民と離すことの出石ないもの

九欄8 國語は︑かういふ風に︑國
である︒

十313圏 地平線にむくくと湧上る
入道雲︑︿略＞1かう書並べただ
けでも︑熱帯の海のすばらしさが︑
ほゴ想像されるでせう︒

十425園 かういふめでたい事のあっ

ひ

ちゃんでは困りますよ︒

﹁︿略V︒﹂河井君は幾度かかう 十一205園

た時には︑當時の習はしとして改元
になる︒

十474

ぜ

言って︑何時までもそこを動かうと
しなかった︒

十干5圏 母上︑かうなっては是非も
ございませぬ︒
たいど

下棚10 かういふ時︑清少納言は︑何
時もはっきりとした態度の女でした︒
清少納言は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ 残 念 な

苦心はやがて報いられて︑阿禮の語

十三4

がら︑かう御返事申し上げる外はあ

る所を︑言葉其のま﹂に文字に書き

かうして出來たパルプは︑

鐵器時代といへば︑かうし

た古い時代から︑實に今日の我々の

十ニー34

さへて山野に狩をし︑

かうした作業が五時間も績 斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ

あらはすことが出身た︒

十一欄2

である︒

いて︑一萬尾に近い漁獲に船は満載

十一8810

まんさい

りませんでした︒

十櫨5 かうした場所を掘割るといふ
ことは︑並大ていの仕事ではありま
せん︒

十伽4 かういふ風に︑二つの水門を
交互に開いたり閉ぢたりすると︑

一般にかうした古墳の内部

時代まで臨いてみるわけで︑

十ニー49

かうした遺物を調べること

は︑どうなってみるであらうか︒

十ニー55

によって︑古墳の年代を考へること

が出留るのである︒

古墳などから出る古代の遺物も尊い

十一一159 かういふ石器・土器を始め︑

材料となるのであるから︑

永遠に保存しようといふ精神である

十一一163 ︿略﹀は︑かうしたものを

ことを忘れてはならない︒

胡馬は路次のことで︑かう

いふ所に北京の古風が残ってみるの

十二208

かうした楊柳の陰に︑農夫

がおもしろい︒

十二2111

月明の夜など︑かうした筏

はさ＼やかな土の家を構へる︒

の小屋といふ小屋に︑紅緑のとうろ

十二268

うを美しく鮎ずるのがある︒

十一一273 かういふ大きな筏が︑時に

かうしたすばらしい︑しか

十も十五も列を作って江口を下る︒

ものんきな筏流しにも︑やはり時代

十二281

それでは︑かうした大きな

の波は押寄せるものと見えて︑

筏は︑一禮どこからくり出されるの

十二289

であらうか︒

洞庭湖は︑︿略﹀︑かうした

大筏の編成にはもって來いといった

十二295

場所である︒

十二579園かう廣げて︑此の金物で

こう一こうえき
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じっとしめるによって︑要もとしめ
てでござる︒

廣がります︒

十二607囹 かう致しますと︑ぐっと

十二618園かう廣げまして︑此の金

十二塒5

かういふ法律上の孚があっ

た場合に︑裁判所は︑甲即ち原告の
うったへ

かういふふうに︑二回まで

かういふのが刑事裁判であ

訴を受附け︑

十二餌8
る︒

十二塀2

十二743図

鳥居勝商といふ者あり︑
考

孝和は決してそろばんを考

︽ーサ・ーシ︾

﹇考案﹈︵サ変︶3

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

案ずる

こうあん・する

十二価5

達者であったからえらいといふわけ

物でじっとしめます︒

でもない︒

干した人でもなければ︑そろばんの

つまり裁判を念入りにするためであ

そろばんといふものが考案され︑流
行し始めた︒

孝和は︑又︑正三角形・正
四角形・正五角形等の正多角形に關

十二柵5

廣安

する算法を考案し︑これを角術と構
したが︑

﹇広安門﹈︵名︶2

東︑朝陽門の彼方に遠く通

こうあんもん

十二侶5

門

ところで︑支那では其の頃

上訴し得るやうになってみるのは︑

これを角術と構したが︑か

しかし︑彼等がかういふも

﹁︿略﹀︒﹂不思議さうに︑あ

十二研2

れば︑二心りかうした廣場になだれ
る︒

十二捌6

十二捌6

學術の背景があり︑

のを生み出したのには︑西洋諸島の

十二m4

にも日本にもなかったところである︒

ういふものは︑もちろん彼以前支那

十一一m5

では殆ど見當がつかない︒

もちろん︑かう言っただけ

十二6711 敵の寄手が若し門を突破す

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ や さ し い を ば さ ん

込まざるを得ない︒
十二881

は︑僕にもかう言ってから︑
をぢさんは︑不自由なが

らもかうして生きてみる︒

十一一933囹

十二962 かういふ兵士や其の家族た
ちの歌が︑萬葉集に多く見えてみる︒

十二979 萬葉集には︑かうした國民
的感激に満ちあふれた歌が多い︒

州があり︑南西︑廣安門の彼方に︑

十一一鵬2 かういふ遠い昔に︑古事記

たりを見まはしてみる妹に︑ほ＼笑

廣安急

ろこうけう

と共に此の萬葉集を持ってるること

十ニー8図

これも遠く盧溝橋があるのである︒

かう考へると︑宮はく略V︑

みながら私はかう言った︒

こうあんれいおろし ﹇興安居下﹈︵名︶
れい

1

好意

こうい ﹇行為﹈nVふほうこうい

我に愛する良馬あり︒

こうい ﹇厚意﹈︵名︶！ 厚意

けん
今日の記念に献ずべし︒﹂ ﹁厚意

十924図楽園

くわういん

皇胤
くわう

われ︑かたじけなくも皇

﹇皇胤﹈︵名︶1

謝するに亘りあり︒

こういん

胤に生まれたとはいへ︑ 一度嫁して

いん

十二髄3

は徳川の家を離れぬが女の道︑

じゅいちみこうしゃく

こうえい ﹇光栄﹈︵名︶2 前半

一歳の光榮ある長話を終るまで︑

ちやうじゅ

十874從︸位侯爵にのぼり︑八十

功績は一世に高く︑

そこには︑イギリスが生ん

だ光榮ある政治家・富者・詩人・文

十二伽7

學者・嚢明家等の墓が一歩一歩に存

在し︑

十二楓4

乙が其の犯人ではなからう

こうえき ﹇公益﹈︵名︶1 公益

交易

たまく交易のため︑

﹇⊥雪平﹈︵名︶3

かといふ疑のある場合に︑公益を代
けんじ
表する役人たる楡事が裁判所に訴を

起し︑

こうえき

こふ︒

林藏︑切におのれを伴なはんことを

コーこの大陸に渡らんとするに際し︑

興安嶺おろしの吹きすさぶ 十﹁958図
﹇好意﹈︵名︶2

かうしたドイツ人が︑我々

し な

あり︑各地の人々周りて貢物を捧

十﹁983図

げ︑かつ交易をなす︒

みつぎもの

こ＼に支那官吏の出張所

日本人には︑しばく好意を見せて
十二鵬10

して終れり︒

十﹁989図

コー二等の交易は七日に

援し︑イギリスは薩長を通じて官

さっちやう

軍に好意を見せようとしてみた︒

現にフランスは徳川方を鷹

くれる︒

十一一悩1

こうい

れい

昏冥嶺おろし
と言って︑決して過言ではないので

鹿介は主君に志を告げ︑許を

たまく交易のため︑

或寒い日︑

十二888

こふ︒

客思︑切におのれを柔なはんことを

コー二の大陸に渡らんとするに際し︑

十﹁959図

こうてわざと捕はれの身となった︒

九897

︽ーウ︒ーヒ・ーフ︾

こ・う﹇請﹈︵四・五︶3こふ請ふ

ある︒

危き日本の運命をもお救ひになった

十二悩3

は︑我々日本人の誇である︒
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂修行者はかう考へ

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂かう言ひながら︑

て︑静かに羅刹に問ひかけた︒

十二佃4

十二稲3

彼は其の身に着けてみる鹿の皮を取
つて︑それを地上に敷いた︒

十二欄1 かう込入ったことになると︑
言葉はしどろもどろである︒

十二掛1 かうしたドイツ人が︑我々

日本人には︑しばく好意を見せて
くれる︒

十二欄11囹 さて︑かう領地を二分し
て二人の娘に與へるからには︑
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こうえん一こうがん

﹇公園﹈︵名︶9

公園﹇▽い

ちだいこうえん・うえのこうえん・か

こうえん

いがんこうえん・こくりつこうえん・
しばこうえん・しんこうえん・すみだ
こうえん・だいこうえん︒てんのうじ

湯呑3

公園地帯

有名なワイキ・の海岸は︑今

日︑文明を誇る公園地帯となり︑海
小魚

くれたのは︑此の星です︒

十一御8団考へてみると此の長い航

らだったらうか︒

しかも︑航海中こ＼が一

こうかいちゅう ﹇航海中﹈︵名︶1 航

海中

かうか

高架鐵道

﹇公学校﹈︵名︶2 公學

南洋群島では︑内地人の子

がくげい

紅

公裳階では︑ちやうど學藝

め あかんだけ

や＼遠く雌阿寒岳が煙を吐

街上には高架鐵道が︑すさ

かうか

高架鐵道

こうかてつどう ﹇高架鉄道﹈︵名︶2

の世界に異彩を放ってるる︒

いて︑其の山はだの紅褐色が︑萬緑

十一812

褐色

こうかつしょく ﹇紅褐色﹈︵名︶1

會の最中でした︒

十271圏

ゐます︒

通ひ︑島民の子供は公學校に通って

供は︑皆さんと同じやうに小狐校に

十268団

校

こうがっこう

七64図郊外電車

郊外電車

こうがいでんしゃ ﹇郊外電車﹈︵名︶1

番暑い所でした︒

海の印象は︑まるで走馬燈の書のや
郊外

十一柵2團

﹇郊外﹈︵名︶4

うに︑それからそれへと廻り移って︑
こうがい

はつ
郊外に出ると︑自動車は八
市内に住む家族たちは︑日

彼等の中には︑郊外に幾ら

曜日に多く郊外に出かける︒

十二槻11

甲田山を目ざして進んだ︒

かふだ

一面の芝生におほはれた校 十一團7

﹇小魚﹈︵名︶1

水浴場となってみるが︑
こうお

十一778
庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

こうえん・なかのしまこうえん・ひび
やこうえん・まるやまこうえん
つて遊んでみる子供たちがあった︒

十二儒3

かの耕地を持ち︑︿略﹀︑

一日それを

募集に着手して努力すること更に敷

住宅を郊外の森林地帯などに螢むこ

號外

遠くでしきりに鈴の音︑そ

﹇号外﹈︵名︶4

﹇港外﹈←りょじゅんこうが

とが流行して來た︒

こうがい

える︒

十欄9

九603国

まあ︑二選の號外ですの︒

←かっこくこうかん

江岸の建物が︑強い夏の光を

受けてきらくと光ってみる︒

九佃6

こうがん ﹇江岸﹈︵名︶1 江岸

こうかん

に走ってみるのですから︑

でが︑︿略﹀︑わき目も振らず一直線

其の地下塗師や高架二道ま

まじいひゴきを立てて走ってゐます︒

當選者決定︒﹂といふ大活字の見出

九604国
十備7園

﹁︿略﹀︒﹂

塗箸5

しだ︒

母は望外をちらと見て︑

受取つた號外は︑﹁市會議員

れと共に﹁號外︒﹂といふ呼聲が聞

十川5園

こうがい

い

近來はそれだけで満足せず︑

耕すことを新しみとしてみるのが多

後悔

十二鵬7

年︑其の効果空しからずして︑宿志

紅海

い︒

﹇紅海﹈︹地名︺3

﹇降嫁﹈﹇▽ここうか

青な海でした︒

十一術4團紅海は︑名に似合はぬ眞

こうかい

こうか

の果さる︑も近きにあらんとす︒

ぼしふ

十一柵5図鐵眼少しも屈せず︑再び

七675 公園はさして廣くはありませ こうか ﹇効果﹈︵名︶1 効果

六麗8園 公園は幾つありますか︒

けしき

んが︑大川をめぐらした眺は大阪ら
しい景色で︑

しい景色で︑其のま＼水の公園とい

けしき

息急7 大川をめぐらした眺は大阪ら
つてよいくらゐで す ︒

八伽8 家家の垣根といはず︑公園の
並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に
咲誇り咲績いてるるのを見ると︑

紅海も︑船から見れば殆ど陸地を見

九584国 今はちやうど新緑の季節で︑ 十一帽11国地圖で見れば狭くて長い
湖岸の大通や︑公園の眺は︑さすが

長い紅海も蓋きて︑七月

﹇後悔﹈︵名︶1

三十日の明方にスエズに入港しまし

十一柵5国

ぬ大洋同然です︒

かぐらが を か

に美しいと思ひました︒

十一㎜8 公園神藤岡に上ると︑先つ
ひ

た︒

依仁親王武功記念碑が高く仰がれる︒

よりひと

十二桝3 しかしロンドンには大小の

こうかい

あ＼︑あ＼︑後悔先に立

﹇航海﹈︵名︶3

ましぢや︒

こうかい

あれからなほ航海を耀けて︑ こうかい・する ﹇航海﹈︵サ変︶1 航
︽ーシ︾

海する

大洋を西へくと航海して︑
陸地に出あったのが︑それ程の手が

五日目の五月二十一日︑サンフラン

昔から︑航海の目溢となって

八衡2園
薫習6

シスコに着きました︒

九487団

航海

たず︑飼犬に手をかまれた方がまだ

十一一備6園

公園が多く︑至る所に田園的な自然
をくりひろげてみる︒
敷時間歩いても公園の端を
よし日曜日の午後であって

見ないことがある ︒

十一一桝7
十一一惚9

も︑公園はいうくたる自然の趣を
失はぬ︒

﹇公園地帯﹈︵名︶1

こうえん ﹇後円﹈5ぜんぽうこうえん
こうえんちたい

こうかんばん一こうこう
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板

こうかんぱん

﹇後甲板﹈︵名︶3

後甲
捧げてか＼る難事業に當れるを見て︑
感歎止まざるものありき︒

す︒

工

らいこうげき

﹇後継者﹈︵名︶2

こうげきしはじ・める

︽ーメ︾

後纏

僕等が生マレテ來テ︑海ノ中

攻撃シ始メル

六価5

1

攻撃

ヲモグツテ敵ヲ攻撃シ始メタノデ︑
﹇攻撃﹈︵サ変︶2

世界ノ人ハ︑皆驚イタ︒

︽ーセ︾

こうげき・す

十一577図書は急に其の前路をさへ

す

こうげん ﹇高原﹈︵名︶3 高原

原始林の間に開かれた高原の道を自

十一815 ﹁えぞまつ﹂﹁とゴまつ﹂の

南面は屈斜路湖を見下す彼

動車で東へ走ると︑

十一826

方︑釧路の高原・山岳がうねり績い

北面は遅々と北見の高原が

て大波の如く︑

ゆるやかに遠く傾いて︑其の果にオ

十一827

ホーツク海の煙波を望ましめるので

ある︒

十﹁梱9

すばらしく男性的な八甲田

こうげんび ﹇高原美﹈︵名︶1 高原美

の高原美が︑私の心をとらへる︒

二つの水門を交互に開いたり

閉ぢたりすると︑間門内の水面は︑

十重6

して︑

江ロから漢口までの一千粁

﹇江口﹈︵名︶1 江口

其の都度高くなったり低くなったり

こうこう

夜に入りて︑我が駆逐 十二277

ぎりて攻撃せしかば︑敵の浦項皆多
大の損害を受け︑

﹇孝行﹈︵名︶4 孝行

が揚子江の下流であって︑

十868園

父親に持って蹄って孝行をした︒

十415圏若い男は喜んでそれを汲み︑

こうこう

一膿︑僕等ノ仲間ニハ︑魚雷

︽ースル︾

得ようとは︒

今母上の力によって︑萬死に一生を

で︑何一つ孝行も書くさないのに︑

聞多︑三十歳の壮年に及ん

撃スル

しょうよう

四十歳を一期として︑從容 十二搦10圏 其の上で︑一番孝行の心

いちご

かうけっ
︹高潔﹈︵形状︶1 高潔

死についた船長久田佐助の高潔な心

らう︒

ある者に︑最大の恩恵を與へるであ

十768

こうけつ

者が多イガ︑

デ敵ヲ攻撃スルコトヲ務トシテ居ル

六冊8

全山花の雲に包まれたる こうげき・する ﹇攻撃﹈︵サ変︶！ 攻

艦に迫り︑無二無三に攻撃せしかば︑

てい
隊・水雷艇隊は︑砲火をくゴつて敵

十一5711図

こうこ ﹇交互﹈︵名︶1 交互

天は予をほろぼした︒﹂ま

比すべきものにまでおし進められた︒

十一一柵10 其の極致は︑彼の後纏者に
びぶん
よって︑遂に西洋の微分・積分に封

でなくて何であらう︒

さに後纒者を失った者の悲痛な叫び

十二3011

者

こうけいしゃ

大阪は︑實に日本第一の工業

こうぎょうかい

光景

港の光景が︑な＼めに浮上つ

﹇攻撃始﹈︵下一︶

此の青年こそ︑後に自動織機 こうげき 且vいかいえいこうげき・すい
さきち

﹇工業都市﹈︵名︶一

とゴうかした豊田佐吉其の人であっ

とよだ

を襲明して︑世界の工業界に名を

八816

業界

﹇工業界﹈︵名︶1

都市で︑各種の工業がはなはだ盛で

七636

九329 後甲板には︑當直路校の姿が こうぎょう ﹇工業﹈︵名︶1 工業

見え︑艦橋には︑望遠鏡を持つた
掌信濃兵が遠くを見張ってみる︒

しやうしんがうへい

じしよう

九338 人の顔がやっと見分けられる

やうになった頃︑時鐘番兵がこと
くと後甲板に來て︑
九362 はだしのま＼の水兵員が後甲
板にはせ集って︑ずらりと整列する︒
かうぎ
﹇講義室﹈︵名︶1 講義室

こうぎしつ
た︒

工業都市

大阪は︑實に日本第一の工業

こうぎょうとし

映壷を見たりしたことが思ひ出され

かうぎ
時︑︿略﹀︑講 義 室 で お 話 を 聞 い た り ︑

十99 去年︑先生に連れられて來た

る︒

し︒

十二253

美しい光景を眼前に見るや
十一一佃11

事は︑忽ち世に傳へられ︑

かうけつ

ある︒

全く息づまるやうな光景で

うにお歌ひになってみる︒

十二欄6

さはしいのは︑筏流しの光景である︒

いうくたる長江に最もふ

吉野山の光景︑まのあたり見るが如

十一14図

て目に映じた時は︑

九樹5

りませんでした︒

かな出帆の光景は︑もうどこにもあ

しかし︑あの美しい︑はなや

﹇光景﹈︵名︶6

都市で︑各種の工業がはなはだ盛で

七636

かうきち
﹇幸吉﹈︹人名︺1 幸吉
かう
す︒

こうきち

こうけい

はと

高距
公共

七襯1

吉といふ表具師が︑鳩の艦を研究し

きち

高級

九了6 今から百敷十年前︑岡山の幸

﹇高級﹈︵形状︶1

て大きな翼をこしらへ︑
こうきゅう

︿略﹀︑イギリ ス の ニ ュ ー ト ン ︑ 及 び

十二捌3 いはゆる微分・積分は︑

皇居

ドイツのライプニッツによって創始
された高級の敷砂である︒
﹇皇居﹈︵名︶1

十ニー79 南に間近く︑昔の皇居紫禁

こうきょ

﹇高距﹈︵名︶1

城が何よりも目立って見える︒
こうきょ

﹇公共﹈︵名︶1

十慨図 高距は距離の百倍
こうきょう

十二柵8図 かくて白洲を視察せし官
吏は︑助左衛門が公共のため︻身を

609
こうこう一こうし

十二衙6囹此の世に生まれたどんな
孝行の子にもまして︑眞心を父上に
捧げます︒

こうこう ︵副︶1 かうかう
たら︑かうかうはやして舞はれたら

十二596園 若しきげんが悪うござつ
よからう︒

五755圏 こうくと音たてて︑ 汽

ごうごう ︵副︶5 こうく
車が行く鐵橋の かげも︑また水の
上︑

しい

︽ーイ・ーク︾

かうぐ

を休めて︑こちらを眺めてみる︒

六101

参いたす

耕作

だいをしやう

降

右手は大和尚山で︑關東
﹇降参﹈︵五︶1

︽ーシ︾

とうく︑べんけいはかう
さんしました︒

三458

此の時︑おくればせにかけ

匡人は孔子を取園んだので

を取園んだのである︒

十二3110

ある︒

つけた潮回を見た孔子は︑ほっとし

十二321

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

十二3210 我が身の上の危さも忘れて︑

孔子は年若い顔回をひたすらに案じ︑
そ

孔子は楚の國へ行かうとし

七日七夜︑孔子も弟子も︑

て︑弟子たちと共に︑陳・藥の野を

十二333

旅行した︒

十二337

生一本な子路が︑とがり聲

ろくく食ふ物がなかった︒

十二3310

十一一345

孔子は答へた︒

孔子は平然として答へた︒

で孔子に言った︒

十一一352

十二365此の言葉が︑孔子をどんな

孔子は弟子に道を説くのに︑

に満足させたか︒

弟子の才能に癒じてわかる程度に教

十二369
顔回の死にあって︑聲をあげて泣い

孔子の理想とする﹁仁﹂に

ついても︑或者には﹁︿略﹀︒﹂と言

十二3610

へた︒

これこそは︑我が道を傳へ

孔子は押回をほめて︑

ひ︑或者には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑

つてみた︒

孔子がよく顔回を知ってゐ

た如く︑顔回もまたよく其の師を知

十二396

﹁︿略＞Q﹂と言ってみる︒

孔子が︑弟子たちを連れて 十二385

不幸にも︑孔子の顔が骨質
に似てみたところがら︑匡救は孔子

十二3−9

に園まれたことがある︒

匡といふ所を通った時︑突然軍兵

きやう

十二314

ねてから深く信頼してみた︒

得るたゴ一人の弟子だと︑孔子はか

十二308

た︒

七十歳の大聖孔子は︑弟子

青年であった︒

弟うかしは︑兄の手下を連れ 十二329 孔子は五十齢歳︑顔回は一

︽ーシ︾

こうさんいた・す

州第一の高山︑

十旧6園

五95国まことに神々しくて︑しぜ こうざん ﹇高山﹈︵名︶1 高山
んとあたまが下りました︒

六皿6園長い参道には︑ちり一つ落
かうぐ
ちて居らず︑まことに神々しい氣が

する︒

始めて下り立つた朝の湖は︑

て︑あらためて神武天皇に降参いた

十︻燭1

しました︒

さんごせう

﹇高山植物﹈︵名︶

かうさんする

﹇降参﹈︵サ変︶2

出して見えます︒
ウサンスル

こうさん・する

カ

が︑高山植物の花か何かのやうに浮

十322団時々ちらりと︑底の珊瑚礁

1高山植物

航 こうざんしょくぶつ

殆ど口をきく氣もしない程︑静かで
︵サ変︶1

神々しい︒

かうぐ

﹇航行﹈

︽ースル︾

こうこう・する
行ずる

﹇皇后陛下﹈︵名︶1

皇國

ウニカウサンシマシタρ

皇后陛下から賜はつた義 一72一 オニ ハ︑ ミンナ︑ モモタラ

﹇皇国﹈︵名︶2

﹇耕作﹈︵名︶1

そばで︑満人たちが耕作の手

十一一303

皇國のよろこびに︑國をあげ こうし ﹇孔子﹈︹人名︺24 孔子

玉出の羽が敷並べられ︑其

光彩

皇國の興亜此の一戦に

て萬歳を唱へるのも︑
こうはい
あり︒

野幌4

こうさく

十一373圃 さうして︑五月の太陽は︑
わら
農家の藁屋根に光彩を與へ︑

しを通して見られたのであるといふ︒

の美しい光彩が︑金色の金物のすか

十一329

こうさい

﹇光彩﹈︵名︶2

十﹇5510図園

九m5

こうこく

ほんたうにもったいない︒

足をつけたが︑これで土を躇むのは︑

十二948囹

皇后陛下

こうこうへいか

級の汽船が樂々と航行するのである︒

下流であって︑増水期には一萬トン

八304翻 電車が こうくと走って 十二279 ︿略﹀の一千粁が揚子江の
來る︒

じい音を立てて︑敷塁の職車が來ま

八525 やがて︑又こうくとすさま
した︒

走るばかりだ︒

八櫛4 たゴ暗やみの中をこうくと
十一備5 こうくと鳴る奔流の上に︑

きんしくんしやう

﹇甲号功章﹈︵名︶

高い橋がぐらく動くのが︑すてき
に愉快だつた︒
こうごうごうしょう
かふがうこうしやう

1 甲號功章
かふがうニうしやう

五悩5 軍犬の金鶏動章ともいふべ
き甲號功章を︑始めていたゴいた

かうぐ
﹇神神﹈︵形︶1 神々し

のは︑實にこの金剛・那智でありま
した︒

ごうごう・し
︽ーシ︾

十欄9図 境内さして廣からねど︑く

かうぐ
まなくはき清められて︑いと神々し︒
かうぐ
﹇神神﹈︵形︶3 神々
ごうごうし・い

こうし一こうして

610

十二397 顔回は孔子をた＼へて︑
そ＼る︒

紫の電燈ににほって︑都人の心を
かうし

﹁︿略﹀︒﹂と言ってみる︒

みと

あいこう

かうして︑田の土は︑だんくこま

泥水の中を行ったりもどったりする︒

につぼん

まは︑かうして日本の國をひ

七276

こ㌦の田も︑あそこの田も︑

かく耕されて行く︒

ろくなさったといふことです︒
のちには︑とのさまから︑

掘返した土のかたまりの間には︑も

おく方にしたいとのおことば

四312

もありましたが︑かぐやひめは

蛙のすみかが︑かうしてたんぼ一ぽ

うひたひたと水がた＼へられて居る︒

松林の中に石のらうがありま

かうし
した︒︿略﹀︒萬壽は格子の間から手

それもおことわりいたしました︒

いに廣がるのだ︒

又大阪の物産も︑多くは堀や

て︑多くの品物が︑自由自在に集つ

川を通って港へ送られます︒かうし

七656

たり散らばったりするので︑

へひきかへす

石垣が出託る︑柱を立てる︑

夏の末頃︑つばめが︑電線や

呉鳳は︑何とかして︑自分の

目がまはるやうです︒かうして︑後

れるので︑私たちは︑いそがしくて

八545 兵隊さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と出さ

首取の事も止んで平和が績いたが︑

うして︑阿里山蕃だけは︑しばらく

を止めさせようと思って︿略﹀︒か

治める部落だけでも︑此の悪い風習

八151

のを見ると︑

かうして大勢のつばめが並んで居る

居るのを︑よく見かけます︒︿略﹀︒

物干竿に五六羽ぐらゐ並んで止って

八47

もう左官が壁をぬって居た︒

ぬきを通す︒かうして︑三日目には︑

七811

ことになりました︒
後足をまげて︑前足をついて
すわったかっかうは︑これまでのお

五173

は︑もとのはまべ

勝ちに勝った百合若の軍ぜい

はらってしまひました︒かうして︑

四佃7敵の舟をすっかり追ひ

を入れて︑

八447

十二406 顔回なればこそ︑偉大な孔 こうし ﹇格子﹈︵名︶1 格子

ろ

子の全面をよく認めることが出來た
のである︒

十二412 点点︑魯の哀公が孔子に︑
工事﹇▽だい

計壼は何べんか立てられ︑工

工事はすっかり出來上って居

﹇工事﹈︵名︶3

かうして何年かたちました︒

こうじ

孔子は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒ こうじ

﹁︿略﹀︒﹂と尋ね た ︒

十二414

た︒

十二421 顔回だけが平然として︑ひ 七814
たすらに孔子をた＼へ︑孔子を慰め

十慨9

しかも彼屈せずして募集

たまじゃくしではありませんでした︒

十二所4図

かしとうく出來上って︑

事も失敗をくりかへしましたが︑し

たことが思ひ出されるではないか︒

子牛

十二422 孔子を慰めたことが思ひ出
﹇子牛﹈︵名︶1

されるではない か ︒

こうし

に力むるとともに︑一歩々々其の困

蛙は︑

綜ガ︑ダンく二︑マツスグニナリ

五797

スルト︑今マデタルンデ居タ

かうして陸へ上った︑たくさんの子

殊に中央のマンハッタンで

かうしじま
﹇格子縞﹈︵名︶1 格子縞

難なる工事を進めたりき︒
こうしじま

こうじ ﹇小路﹈﹇▽おおじこうじ

六645買った時は子牛で︑私も︑時
時引出して︑草をたべさせに連れて
孝子

行ったこともありましたが︑
﹇孝子﹈︵名︶5

トノ間脳︑一スヂノ綜ガ︑空中ニピ

マシタ︒カウシテ︑雨ドヒト柿ノ木
ントハリ渡サレマシタ︒
皇室

は︑十幾條の縦の大通と︑横の無二
かうししま
の通とが︑あたかも格子縞のやうに︑
﹇皇室﹈︵名︶1

やまとをぐなの皇子は︑御年十六︑

こうしつ

かうして︑たゴお一人遅︑熊襲をお

こ

九樹6 此の國歌を奉唱する時︑我々
えり
日本人は︑思はず襟を正して︑榮え

み

ます我が皇室の萬歳を心から祈り奉

亡しになりました︒

から後から護る兵隊さんを迎へて︑

火は前後二回おそったが︑元
帥のさしっと︑集って來た人々の働
さいこ

山は︑奥へ進むにつれて高く

とうく夜の十一時頃まで働きまし
し

今度は︑牛がまぐはを引いて︑ 八悩1

て︑家は最後まで無事であった︒

七254

・た︒

によって︑消し止められた︒かうし

上欄3

る︒

六329 ﹁︿略﹀︒﹂と言終って︑たける
けいかう
は息がたえました︒景行天皇の御子︑

きちんと交ってゐます︒

八461 親を思ふ孝子の心には︑頼朝 九595国

こうし

も感心して︑石のらうから唐綜を出
してやりました ︒

十424園 すると︑あの孝子はどうな
るね︒
へうしやう

十427園 さうして︑其の地方の孝子
などを御表彰になるのだ︒

十428囹あの孝子も︑多分其の時に
表彰された一人だらうと思はれる︒

うして

十437 雨に煙る行手から︑今にも薪 こうして ﹇斯﹈︵接︶34 カウシテ か
を負った孝子の姿が現れさうな氣が

神さまは︑その土地にも
おひきになりました︒︿略V︒神さ

つなをかけて︑︿略﹀︑力︸ぽい

三357
紅紫

する︒

﹇紅紫﹈︵名︶1

かげき
十二伽2 冬の夜は歌劇劇場の窓が紅

こうし

611
こうしとがんかい一こうしゅれい

みなかみ

なった︒︿略V︒東京を去って三時間
齢︑かうして水上騨に着いた時は︑
周園はすべて山ばかりであった︒

九25 雨が止んで嬉しやと思ふ夜半
から︑途方もない南風が吹出して︑

湖上を渡って︑第三の間門に

門に入り︑

十寸10

みた︒

十一榴7囲

七月十三日の午後︑シン

顔回

孔子と顔回

こうしとがんかい

ガポールに着きました︒︿略﹀︒かう

十二目6

着きます︒かうして前後三段の間門

十二2910

前者は

﹁クサキ﹂を

﹁草

孔子と

こう し

︹美名︺2

孔子と顔面

こうし
第五 孔子と顔回

第五

して熱帯の品々をたつねながら進ん

十一664

こうしゃ ﹇後者﹈︵名︶2 後者

を通過する間に︑船は海面から二十

アデン港に着いたのは︑

で︑

木﹂と書くのと同様であり︑後者は

十一柵3囲

六米も上るのです︒

七月二十六日の夜明けです︒︿略﹀

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

謹話2 其の一つくを︑今度は前と
反心の手績で降って行くのです︒か

私たちの船は︑こ＼でおびたゴしい

花をいためつける︒花の咲く頃は︑
何時もかうして氣をもむことが多い︒

うして︑船は︑再び海と同じ高さの

テームス河のほとりに堂々

九145 飛行機は︑地上に落ちてしま

たる國會議事堂があり︑其の近くに

十二伽5
荷物を下しました︒日本の商品が︑

ウェストミンスター寺院がある︒建

かうして遠くアラビヤの内地に輸送
されるのだといふことを︑まのあた

四條通・京極・河原町など

である︒

こうしゃく

砲

大急ぎで學校道具をかばんに

じゅいちみこう

昔の聞多は井上馨として︑

ぐ花火のやうな白煙が上がる︒敵

十︸悌8

我が編隊群の下方に︑こも

こうしゃほう ﹇高射砲﹈︵名︶1 高射

爵にのぼり︑

しやく

朝堂に時めく人となった︒從一位侯

十873

かをる

舎の後の菜園に集った︒
こうしゃく
﹇侯爵﹈︵名︶1 侯爵

しまひ︑めいく身輕になって︑校

九692

こうしゃ ﹇校舎﹈︵名︶1 校舎

かしいのは後者である︒

に繁華が集って︑夜は電飾の輝きも

十二4310

功績は一だんと明らかになった︒

れい
んくすんだ︒忠臣の璽は慰められ︑

湊川の建碑もとゴこほり

物の偉観は前者にあらうが︑歴史ゆ

阿禮の語る所を︑言葉其の

みなと

りに見ることが出來ました︒

十一6710

また自然の勢であらう︒

かうして年々に近代化して行くのも

華やかである︒一千敷十年の古都が︑

十一134

水面に浮かびます︒

ひました︒其のため︑機燈は幾分破
損しました︒かうして︑此の日の試
﹁あの鳴き聲をする鳥なら︑

．験は失敗に終りました︒

九6610

自分は飼ってみる︒﹂といふ人が出
て來ました︒このはつくといふ鳥で

忠臣・義士の毒心があらはれ︑皇國

した︒かうして︑千年号不思議がら

ま㌧に文字に書きあらはすことが出

の姿が次第に明らかになって行くの

に残ったことである︒

けば一︑二本並べて置けば二︑五本

ばん

︿略﹀︒かうして大義名分が正され︑
みくに

れた聲の主が︑始めてはっきりとわ

うして我が國の晶群が︑古語のま＼

來た︒︿略﹀︒殊に大切なことは︑か

むちゅう

かりました︒

十551 一つ又一つ︑五兵衛は夢中
で走った︒かうして︑自分の田のす
べての稻むらに火をつけてしまふと︑

並べて置けば五をあらはす︒六以上

これを盤の上に縦に一本置
網諸共に夜明まで潮のまにく任せ

は置方をや＼異にするが︑要するに

船はエンジンを止めたま＼︑ 十二欄5
るのである︒かうして︑北洋にた団

十一878

よふ小船のせま苦しい船室に︑しば

松明を捨てた︒

し︑警戒しつ＼進行を績けた︒かう

十714 東海丸はしきりに汽笛を鳴ら
をしま

して︑翌朝四時頃には︑渡島半島矢

かうして一から九までの敷をあらは

が高射砲を打出したのだ︒

こうしゃほうだん ﹇高射砲弾﹈︵名︶1

孝和は︑此の算木を置く方
法から考へついて︑数や式を紙の上

高射砲弾湿てきこうしゃほうだん

突然愛機がぐらっとゆれた︒
さくれつ
︿略﹀︒高射砲弾の炸裂のあふりをく

つたのだ︒
こロつ
こうしゅれい ﹇公主嶺﹈︹地名︺1 公

十一悩3

に書きあらはし︑更に文字を記號と

十二佃11

し得るとともに︑

しの夢が結ばれる︒

もはっきり聞かれる︒かうして︑

はつむ呼吸が︑前にも後に
つゴら折の明かるい山道をあへぎあ

十一柵4

の手術を手傳つた︒かうして︑六箇

十862 他の亡者二人も︑何くれと此

へぎ登った︒

越岬の沖合にさしか＼つてみた︒

所の大傷が次々に縫合はされた︒

て︑彼は先づ支那傳來の算木による

して使ふことをも工夫した︒かうし
方法を︑紙に書きあらはす筆算の方

時々休んでは︑臨急氣を振

く合戦小屋にたどり着いたのが午

るひ起す︒︿略V︒かうして︑とう

十一捌3

は水路に沿うて走る機動車に引かれ

法に改めたのであるが︑

十皿4 今度は上手の水門が開き︑船
ながら︑謡⁝かに奥へ進みます︒かう

前十一時︑みんなはずみぶん疲れて

して︑第一の間門を通って第二の關

こうしょ一こうせき

612

こうし ゅ れ い

滝子以南には工場の煙突が

十一131

しゅれい

主嶺

並び︑東寺の塔に︑ともすると黒煙
製紙パルプ工場を見る︒

露人部落を訪れて︑

︿略﹀︒工場を見た後︑鈴谷川平岸の

十一佃5

がたなびかうとする︒

十㎜8園 あれは公主嶺で︑昔︑ロシ
やのコサック兵は︑あそこで教練し

高所

たのだが︑今は農事試験場の羊や牛
﹇高所﹈︵名︶1

が︑かけっこをしてみる︒
こうしょ

かずの

岸に績く倉庫・洋館の列︑

とうろうの色鮮かに︑江上

たまく陸と見たのは︑江

此の邊一帯の江上に︑特に

つたりする上身いのである︒

上の島の水際に生ひ茂る楊柳の林だ

十二275

いくらゐである︒

に影をうつすさまは︑書にもかきた

十二271

江上にもやひする大小無敷の船︑

十一柵6團

十一832 摩三岳の中腹︑海抜三百五 こうじょう ﹇江上﹈︵名︶4 江上

皇女
にん

十米の高所にある此の湖は︑︿略﹀

ちかこ

﹇皇女﹈︵名︶1

絶壁上から見下さねばならない︒
こうじょ

十二研6 静寛鷺宮親子内親王は︑仁
を ば

孝天皇の皇女︑孝明天皇の実妹︑明

かう

治天皇の御叔母君で︑御幼名を和
みや

﹇▽こ う ご う こ う し ょ う

宮と申し上げた︒

こうしょう

十二298

十二274

かういふ大きな筏が︑時に

﹇孝心﹈﹇▽ここうしん

十も十五も列を作って里心を下る︒
こうしん

﹇後人﹈︵名︶1

萬代に傳ふべき名立てずし

後人

こうじん

十二伽5

て空しく死すべきであらうか︒﹂と

航す

︽一

いふのであって︑後人をして奮起せ
﹇航﹈︵サ変︶1

しめるものがある︒

こう・す
シ︾

すでに三日目︑空も海も︑すっきり

と朗かですが︑
こロつ
こう・ずる ﹇莞﹈︵サ変︶1 莞ずる

︽ージ︾

やがて長州征伐の大事が起
こう
つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑績い

十二鵬2

て杖柱とも頼み給ふ御兄孝明天皇が

ほうぎょ

崩御ましくた︒

こうせい ﹇後世﹈︵名︶5 後世

れも大功を立て︑名を後世に輝かせ

ぐらし︑韓信は外に兵を用ひて︑何

十977図上良は内にはかりごとをめ
りて河口に至り︑海を航してノテト

十﹇9810図鶴途︑一行は黒龍江を下

十川2

元禄十六年二月四日︑大石内

げんろく

り︒

洪水
ききん

に理る︒

こう・する

﹇航﹈︵サ変︶4
︽ーン・iスル︾

航する

古代の遺物も尊い材料とな

るのであるから︑私たちはどこまで

十ニー61

もこれを大切に保護し︑後世に傳へ

なければならない︒

萬葉集には短歌が多いが︑

れてるたので︑後世歌聖とた＼へら

十一一9810 人麿は︑特に歌の道にすぐ

れた︒

たまく遠くからたゴよふ
やうに汽笛が聞えて來るのは︑カム

アラビヤ海を航してアデ

地中海を航して︑今日は

四回目に︑︿略V︑非常に調子

こうせき ﹇功績﹈︵名︶3 功績

といふ好成績を牧めました︒

よく飛んで︑五十九秒︑二百六十米

九168

績

こうせいせき ﹇好成績﹈︵名︶1 好成

一つの特色をなしてみる︒

後世の歌集に比べて長歌の多いのが

十二棚1
か︒

十一旧3囲

た︒

ン湾に入ると︑海は全く一軍しまし

十一矯2囲

一刻イタリヤに近づいてゐます︒

一箇月︑私は今地中海を航して︑刻

十一僻5囲

日本を出山してちやうど

チャッカ沿岸へ航する汽船であらう

十一869

早して︑名を後世に輝かした︒

其の上︑しばく飢饅があ 撃手助等一味の者は︑いさぎよく切

﹇洪水﹈︵名︶1

十二241

こうずい

り︑洪水があり︑兵齪があっても︑

昔から彼等に封ずる救の手はどこか

こうじょう ﹇工場﹈︵名︶7 エ場←

筏流しの風情のよく味ははれる所が

荒城の

急心

←きらこうずけのすけ

せいざいこうじょう・せいしこうじょ

皇城鎭護
ひえい

仰げばはるか北東の空に︑

︹題名︺1

紅色

紅色の壁面が湖水の藍に映
﹇壁心﹈︵名︶1

こうずけのすけ

らものばされなかった︒

月

た︒

こうしょく

こうしん

して︑さ丈波が紫に見える︒

十一鵬6

﹇紅色﹈︵名︶1

してゆるやかに流れ始めたのであっ

十二価7

﹁荒城の月﹂が︑満堂を堅

こうじょうのつき

護の姿を昔ながらに見せてみる︒

くっきりと比叡山が讐えて︑皇城鎭

十一82

﹇皇城鎮護﹈︵名︶1

多い︒

あら

こうじょうちんご

う・せいしパルプこうじょう・てつこ

五745醜大川の水の上︑ 川ばたの

うじょう
工場の えんとつの長いかげ︑ ゆ
てんじゃう

らく︑ゆらく︒
動く起重機は︑︿略﹀︑
う
櫨に持運ぶ︒

七601魍 工場の 高い天井︑ 其の
下に
がねを

あって︑林のやうに立ち並ぶ煙突か

七632 大小八千以上の工場がこ＼に
ら︑たえず黒い煙をはき出して居る
のです︒

八873 さうして︑一さんに工場へ走
つて行った︒

八876 工場はがらんとしてみる︒

613
こうせき一こうちょうせんせい

かをる

朝堂に時めく人と な っ た ︒ ︿ 略 ﹀ ︑ 功

十875 昔の聞多は井上馨として︑
くんちょう

績は一世に高く︑君寵はすこぶる
厚かった︒

れい
十二434 忠臣の璽は慰められ︑功績
は一だんと明らかになった︒

十二冊7図 政府︑彼の志をあはれみ

﹇鉱石﹈︵名︶1

鑛石

功績をよみして︑遺族に恩賞をおく
りぬ︒

こうせき
しかし︑人智が次第に進ん

で︑何時の間にか︑堅石から金属を

十型ー111

﹇光線﹈︵名︶1

光線

取出して使ふ時代がやって來た︒

八襯1 光線のぐあひで︑背中のあた

こうせん

高祖

りが黙々と空色に光るのは︑ほんた
﹇高祖﹈︵名︶1

うにきれいでした ︒

こうそ

かん
十975図 後︑張良・評言共に漢の高

祖に仕へ︑張良は内にはかりごとを
めぐらし︑墨黒は外に兵を用ひて︑
こうそ
﹇控訴院﹈︵名︶3 控訴院

こうそいん

控訴院
こうそ

だいしん

十二塒5 裁判所には︑塵裁判所・地
があって︑

方裁判所・控訴院・大審院の四階級
塵裁判所は一人目判事︑地

﹇皇孫﹈︵名︶1

皇孫

し︑其の裁判になほ不服な者は︑も

ひつき

﹇高大﹈︵形状︶1

高大

ダイヤモンドは︑寳石の中で

も一番かたくて︑光澤の美しい物で

八柳4

すから︑誰でもほしがります︒

こうち ﹇耕地﹈︵名︶3 耕地

耕地は︑見渡す限り美しい甘二恩で︑
ちやう

樺太磨の所在地豊原市は︑
すゴや
廣い耕地のある鈴谷平野の中央にあ

十一棚7

つて︑本島第一の都市である︒

十一一燭3 彼等の中には︑郊外に幾ら

﹇高地﹈︵名︶3

風雲りの最も強い高地であり

高地﹇▽に

耕すことを帯しみとしてみるのが多

かの耕地を持ち︑︿略﹀︑一日それを

い︒

八572

ひゃくさんこうち

こうち

螢々と働く彼等に︑どこか

﹇広大﹈︵形状︶1

日嗣を護りまつらん︒

こうだい

こうだい

←しょうけんこうたいこ

熱心に戦況をごらんになっていらっ

ながら︑陛下は外たうをも召されず︑

くわうだい

﹇皇大神宮﹈︵名︶2
せ

すから︑

港から後方の高地へかけて︑

高地︑全滅すとも敵の手に渡すな︒

ぜんめつ

九齪6図囹

一度國旗を立てたる此の

市街は碁盤の目のやうに払いてるま

ごばん

九508國

しゃいます︒

う・しょうけんこうたいごうぎょか・
﹇皇太子殿下﹈︵名︶

今日は︑我が皇太子殿下

皇太子殿下

くわうだいじんぐう

い

皇大神宮

サン

とちゆう︑先づ伊勢の皇大 こうちょうさん ﹇校長﹈︵名︶1 校長
神宮に参って︑御武運をおいのりに

村長サン︑校長サン︑ザイガ

ガ︑重刻イ集ッテヰマシタ︒

ウ軍人︑青年クンレン所ノ人タチ

四864
皇大神宮に仕へて居られた尊

九714

校長先生と山田先生が︑箱の

校長先生

こうちょうせんせい ﹇校長先生﹈︵名︶

あめのむらくものつるぎ

﹇光沢﹈︵名︶1

1

大切な天叢雲劒を尊にお授けにな
り︑

こうたく

光澤

の御をば︑倭姫命は︑︿略﹀︑特に︑

やまとひめのみこと

六341

なりました︒

しんぐう

六339

皇大神宮

こうだいじんぐう

の生まれ給ひし日なり︒

九脳10迫撃

1

こうたいしでんか

しょうけんこうたいごうこさんぽい

こうたいごう

の高大なるためなるべし︒

さながら雀の如くに見ゆるも︑社殿

十二68図

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

つは此の廣大な自然のせみであらう︒

又︑氣の長いところがあるのも︑一

十二2311

廣大

あま
孫にたてまつりて︑とこしへに天つ

十二511図園此の葦原の中つ國を皇 十285圏 何千ヘクタールもある平な

こうそん

る︒

う一度大審院に上告することが出來

高僧

の第一審の裁判に不服な者は︑地方
﹇高僧﹈︵名︶1

裁判所又は控訴院に控訴し︑
こうそう

東大寺の大佛が山鼠︑イン

ドから高僧が渡海して來た頃の華や

十二欄9

構造

かな奈良の都を︑眼前に見るやうな
氣がする︒
こうぞう ﹇横⁝造﹈︵名︶2

此の高さの違ふ水面をどうい

一

ふ風に連絡するか︑こ︑がパナマ運

十哲7

スチーブンソンは︑︿略﹀︑

河の構造の一番おもしろい所です︒
十個10

時間五十粁も走る汽車を造り上げる
ことに成功した︒其の構造は︑大禮
﹇高層建築︺︵名︶2

今日のものに似てみる︒
かうそう

かうそう

世界第一といはれるニュー

盲同同八丁一門木

こうそうけんちく
盲同窟眉庸迂筑木

九586国

ヨークは︑全く高層建築の大都市で
す︒

高層建築の最上階に立って
眺めたニューヨークは︑それこそ天

九608國

かうモしやう

筏は江を下り︑江蘇省︑

下の奇観です︒
かう
﹇江蘇省﹈︹地名︺1 江
そしやう

ごうそしよう

十二285

蘇省

ちんかう

十一一欄7

控訴

鎭江の金山寺あたりに着いて︑大き
﹇控訴﹈︵サ変︶1

な貯木場にはいる︒

︽ーシ︾

此の第一審の裁判に不服な
者は︑地方裁判所又は控訴院に控訴

十二揖1

する

こうそ・する

方裁判所・控訴院はそれぐ三人の
判事︑大審院は五人の判事で組織さ
れる︒

十二旧1 裁判は︑︿略﹀︑最初塵裁判

所記は地方裁判所で行はれるが︑此

こうっ一こうねつびょう

614

そばへ來て︑おもしろさうに︑僕等
の仕事を見ていらっしゃった︒

こうっ ︵感︶ーゴウッ

デ︑音ガシマシタ︒﹁キシャダ︒

ニ悩2﹁ゴウッ︒﹂ト︑トホクノ方

九879

はりま

傳令員は號笛を吹きながら︑

鋼鐵

右の方では︑敵職車目がけ

こうてつ．﹇鋼鉄﹈︵名︶1

を縫って行く︒

﹁絡員起し︒﹂と呼んで︑つ正面の間

九348

いち早く播磨の上月城を占領 こうてき ﹇号笛﹈︵名︶1 號笛

して︑こ＼にたてこもった二千五百

七萬の大軍に園まれては︑上

の尼子勢は︑

九886
月城は一たまりもない︒

十二839

て鋼鐵の艦當りをくらはせてみる勇

﹇高津神社﹈︵名︶2

敢な我が戦車がある︒

かうつ

こうつじんじゃ

高津神社

高津神社

交通

高津神社

﹇交通﹈︵名︶2

十二703 地は南に飾磨港をひかへて
七64図

こうつう

瀬戸内海の運輸を占め︑西に中國街
七699

十一柵1

こうてい

航程

暗夜と荒天の海上に︑五隻の
﹇高度﹈︵名︶4

高度

高度は三百米を下って︑下界

高度がぐんく落ちて︑並々
千米から千五百︑二千と高
遂に四千米の高度に達して︑
行動

敵職岡機約二十機午前

﹇行動﹈︵名︶1

動開始︒

かうだう

中門をはいると︑左に五重

高度計はぐんく上って︑一

こうどけい ﹇高度計﹈︵名︶3 高度計

千三百五十米を示した︒

九柵10

高度計は一千百米を示してゐ

るが︑富士はやっぱり横雲の上の青

九㎜8

高度計は遠慮なく上って︑又

ゑんりよ

空にくっきりとそびえて︑

も千米を突破する︒

九悩10

こうない ﹇港内﹈︵名︶2 港内
ばうはてい
大阪港は︑防波堤が遠く績き︑

港内の岸壁には︑一法五千トンの大

七714

船が横附けにされます︒

大きい汽船がく略V︑幾群も

並び旨いて︑どこからどこまでが港

七欄8

内か見きはめもつきません︒

こうない ﹇構内﹈︵名︶2 構内﹇▽ぜ

十㎜6

大きな構内には︑冬になると︑

いかんこうない

構内には︑パルプの原料に

大豆の山が積まれるのださうだ︒

十一湿7

なる﹁えぞまつ﹂﹁とどまつ﹂の丸

太が山のやう︒

港内︸面

こうないいちめん ﹇港内一面﹈︵名︶1

連絡船が大泊に着いた時は︑

港内一面の濃霧で︑

十一997

十二㈹8

太陽其のものの温度は︑表

こうねつ ﹇高熱﹈︵名︶1 高熱

面で約六千度︑内部はもっともっと

高熱である︒

熱病

すると︑一刀が又後頭部を見 こうねつびょう ﹇黄熱病﹈︵名︶2 黄

﹇後頭部﹈︵名︶1

講堂の雄大な姿が見られる︒
こうとうぶ

舞った︒

十805

後頭部

堂が荘嚴にひかへ︑其の奥︑正面に

の塔が大空高くそ＼り立ち︑右に金

十一2711

こうどう

かうだう
﹇講堂﹈︵名︶1 講堂

四時四十分離陸︑北方に向かって行

十一撹6三園

こうどう

厚い飛行服の上から寒さがしみ込む︒

十一欄9

度がふえる︒

十一㎜7

がはっきり見える︒

九渇8

が手に取れさうになった︒

九旧1

こうど

どうえう
ボートは木の葉のやうに動揺した︒

十761

仁徳天皇をおまつりしてある こうてん ﹇荒天﹈︵名︶1 荒天

︵感︶1かうつと
かうつと︒わしは︑今ま
工程

此の丸太を短く切り︑細か

﹇工程﹈︵名︶1

でどこにるたのかな︒

十二㎜9園

こうっと

みしよの古い神社やお寺です︒

高津神社や︑︿略﹀など︑何れもゆ

かうづ

にんとく

道を受けて交通の要路に當ってみる︒

十二佃4 中でも︑市長公邸と︑取引
所と︑イギリス銀行とが取園む廣場

﹇交 通 機 関 ﹈ ︵ 名 ︶ ！

は︑ロンドン第一の交通の難所であ
らう︒

こうつうきかん

交通二軍
十二1 追々汽車の効用がみとめられ︑

く砕き︑藥品でどろくになるまで

程が︑

いふ厚紙に似たものに作るまでの工

煮︑それを洗って乾かし︑パルプと
交

重要な交通機關となるのには︑
﹇交通上﹈︵名︶1

︿略﹀︒それが今 日 の 如 く 獲 達 し て ︑

こうつうじょう

﹇公邸﹈nVしちょうこうてい

まんしう

﹇校庭﹈︵名︶1

通上

こうてい

校庭

こうてい

げんくわん

こ＼が表玄關になって︑交通上一

一面の芝生におほはれた校
つて遊んでみる子供たちがあった︒

庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

十︻777

八216団 満洲國が出來てからは︑

﹇交通整理﹈︵名︶1

そう重要な所になりました︒
こうつうせいり

交通整理

北京には︑日立・月壇・天

﹇航程﹈︵名︶1

ヤップからパラオまでは︑
約一書夜の航程で︑

十304囲

こうてい

天を祭られた昔がしのばれる︒

中等の祭壇があって︑歴代の皇帝が

十一一189

十二佃11 それでみて︑交通整理がう こうてい ﹇皇帝﹈︵名︶1 皇帝

上

まく行くのに︑つくづくと感心させ
られる︒

かうづき

﹇上月城﹈︵名︶2

九869 上月城

かうづき

こうづきじょう ︹題名︺1 上月城

月城

こうづきじょう

615
こうのしょうにん一こうほこう

と黄熱病が︑かつては何萬といふ西

十㎜10 此の地方に流行したマラリア

洋人の命を奪ったこともあります︒

紅梅

ごしま
ふん

十悩5

制する

か

ナポリは︑我が鹿三島市の景色に似
︽ーシ︾

らうし
あかほ
赤穂の浪士四十二人が︑︿略﹀︑

あっばれ本望を遂げたといふので︑

をのみち

うべ

瀬戸内海の沿岸には︑大
うの

かうべ
﹇神戸﹈︹地名︺2 神戸
かうべ

かうべ

ふとう

神戸の埠頭で見送って下

﹇頭﹈︵名︶1

チの熱誠こめた動き︑

こうべ

みトなし

﹇工兵﹈︵名︶3

ゆずみの如く︑

こうへい

砲兵がすでに放列を布き︑

七64図

神戸及寳塚行

下部

こ㌧は備中の國甲部川の渡

びつちゆう

こうべがわ ﹇甲部川﹈︹地名︺2

九901

甲部川の水は︑此のうらみも

しである︒

かふぺ
︹題名︺1 甲部川

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて

九918

みる︑

こうべがわのあき

甲部川の面

かふべ

九899

の秋

神戸行

こうべゆき ﹇神戸行﹈︵名︶3 神戸行

七64図

神戸行

七64図神戸行

七64図

こうべん ﹇▽りんのうじのみやこうべん

ほうしんのう

港から後方の高地へかけて︑

こうほう ﹇後方﹈︵名︶2 後方

市街は碁盤の目のやうに習いてるま

ごばん

九508国

すから︑

こうぼう ﹇興亡﹈︵名︶1 興亡

ものすごく鳴った︒

タ︑・⁝︒﹂我が後方機關銃が︑

歩兵・工兵の齪闘︑彼我入 十一悩9 ﹁タ︑ タ︑ タ︑ タ︑ タ︑
しゅらちやう

十二8311

が散開して前進を績けてるる︒

其の掩護射撃のもとに︑歩兵・工兵

えんご

十二817

工兵

に畝傍山・耳成山・香久山の三山ま

うねび

十一一柳2図 更に首を回らして南を望
やまと
めば︑大和平野の書くる所︑はるか

首

さった皆さんの顔や︑帽子・ハンケ

十一儒1団

松・今治等良港多く︑

いまばり

阪・神戸・宇野・尾道・宇部・高

十一535図

こうべ

こうふん

﹇幸福﹈︵名︶2

江戸市中はすっかり興奮してしまつ

興福寺
﹇降伏﹈︵サ変︶1

た︒

野末のすみれ・︿略﹀︑畠一

幸福

通ったところさへあった︒
こうふく

九47
面に咲く菜の花︑さうしたものにし

十捌2 一度黄熱病にか＼つたが最後︑

人は熱にうなされ︑黄色くなって︑
みじみと春の幸福を感ずる︒

﹇甲商人﹈︹話手︺1

﹇幸福﹈︵形状︶1

と存じます︒

こうふく

あ

そろって健康に働く家族
幸福に私

樂しい朝飯だと思へば︑

たちの顔を打つ︒

た＼かい御飯の湯量が︑

の︑

十二799囲

幸福

上お一人にお仕へ申すのを仕合はせ

十二鵬6園 私は︑あらゆる幸福︑一
ぎせい
切の毒しみを犠牲にしましても︑父

ばたく死んで行きます︒
こうのしょうにん
甲の商人

五453 甲の商人︑﹁え︑そんなにく
﹇河野通有﹈︹人名︺1

はしく御存じではありませんか︒
かうのみちあり

こうのみちあり
かうのみちあり

河野通有

六583 河野通有は︑たった小舟二そ
うで向かった︒
こうはい
﹇興廃﹈︵名︶1 興信
こうはい

こうはい

﹇紅梅﹈︵名︶1

り︒

十二読図

こうふく・す

降服

の池水に影をうつして南都の美観た

十一5510楽園 皇図の興慶此の一戦にこうふくじ ﹇興福寺﹈︵名︶2 興福寺
がらん
十二脳1図 興福寺は伽藍半ばすたれ
あり︒
さるさは
たれど︑なほ三重︒五重の塔︑猿澤

こうばい

十一2410 木々の梢がぼうっとかすん

後尾

でるる中に︑とりわけ紅梅が美しく
﹇後尾﹈︵名︶1

ほ＼ゑんでみる︒

こうび

齪れての一大修羅場が展開される︒
すばやく歩兵・砲兵・工兵の乗移る

敵將ネボカトフ少將︑今十二8411 戦車群の猛進におくれじと︑

神戸及寳塚行

う

英雄墓はこ

くわう

くわうほ

﹇黄浦江﹈ ︹地名︺1 黄

すん

十一㎜3囲 呉漱を右に見て︑富浦
しゃんはい
江をさかのぼるとやがて上海が朝

浦江

こうほこう
ほ

けむしぬ︒

興亡すべて夢に似て︑

歴史は長し七百年︑

かくご
は逃れぬところと畳吊したりけん︑

公平

若し又︑裁判が公平に行は
値を失ひ︑

宝塚行﹈︵名︶1

﹇神戸及

れぬとしたら︑せっかくの話法も償

十二欄2

﹇公平﹈︵形状︶1

十二486図圃
興奮

こうへい

自動車群が績く︒

﹇興奮﹈︵名︶1

に打たれて︑僕等は殆ど一種の興奮
こロつ
﹇興奮﹈︵サ変︶1 興

を感ずる程であった︒
こうふん・する

こうべおよびたからつかゆき

十一178此の大自然が展開する景観

こうふん

を學げて︑其の部下と共に降服せり︒

にはかに職艦ニコライ一世以下四隻

十一5810図

うりふ
十一567図 片岡・出羽・瓜生・東郷 す ︽ーセ︾
公

しかも︑此の御降嫁による

﹇公武一和﹈︵名︶1

︵正路︶の諸隊は ︑ 敵 の 後 尾 を つ く ︒

こうぶいちわ

武一和
十一一観11

強風
好風景を以てた＼へられる

﹇好風景﹈︵名︶1

公武一和の望は︑ほんの束の間の夢
であった︒

こうふうけい
景
十一﹇伽9

こうま一こうりょう
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﹇子馬﹈︵名︶11

もやの中に展開しました︒
こうま

うまこうま・ぼくのこうま

子馬﹇▽はは

九榊2 北斗は僕の子馬です︒

かうむる

の算法を工夫するに及んで︑いよ
く巧妙な働を見せた︒
﹇被﹈︵五︶5

︽ーッ・ーリ・ール︾

こうむ・る

六318園汝︑恐れ多くも︑朝廷の仰
に從ひ申さぬによって︑汝をうてと

九榊6園 新一︑子馬が生まれたよ︒

九榊9 馬屋の奥の方で︑母馬が︑生

もし︑そんな皮肉はごめ

では︑これで御免かうむり

の勅をかうむり︑こ﹂へ來たのだ︒

十二M8囹

ます︒

七鵬7園

まれたばかりの子馬を︑しきりにな
めてやってゐました︒

九価3園 おとうさん︑子馬は牡です
か︑牝ですか︒
よし

十慨図

昔から︑川の流の急な所を︑

間門

間門

聞門

其の都度高くなったり低くなったり

閉ぢたりすると︑間門内の水面は︑

十倣図
十槻図

十伍5

かうして︑第一の閲門を通つ
第二の間門を出ると前は湖で

て第二の間門に入り︑

こうや

ほうでう

かうや
﹇高野﹈︹地名︺1 高野

やまと

とっかは

かうや

大塔宮は︑北條高時征伐の

だいたふのみや

ため︑︿略V︑大和の十津川から高野

七548

荒野

の方へお向かひになった︒

こうや ﹇荒野﹈︵名︶1

嚢狂した老人が荒野にさま

よってみるのをフランス兵が獲見し

十二協10

かうや

ひえい

何しろ高野山とか︑比叡山と

かうや

﹇高野山﹈︹地名︺！ 高野

て陣所に伴なひ︑

こうやさん

山

か︑其の外国深い山の森林で︑夜鳴

九631

くのです︒

こうやさんゆき ﹇高野山行︺︵名︶1

高野山行

間門はどれも二列に並んでゐ

二つの水門を交互に開いたり

十鵬8

︵サ変︶− 紅

櫻も紅葉して︑みんな赤い夕

高梁

かうりやう

ぱさくした三つぽい土で

﹇高梁﹈︵名︶1

こうりょう ﹇荒涼﹈︵形状︶1

ります︒

荒涼

すが︑高梁と大豆はゆたかにみの

かうりやう

八268国

こうりょう

日を受けてみる︒

十628

葉する ︽ーシ︾

こうよう・する ﹇紅葉﹈

ひられるやうになったが︑

みとめられ︑炭坑などではかなり用

それ以來︑追々汽車の効用が

すが︑これはさう大きいものではあ

間門

十伽7

内

こうよう

りません︒

湖上を渡って︑第三の間門に
着きます︒

十伽9

七64図 高野山行
かうよう
﹇効用﹈︵名︶1 効用
かうよう

十梛8

して︑

十桝8

かふもん

舟を通す場合︑間門といふものを作
りました︒

聞門といふのは︑川の上手と
パナマ運河には︑これと同じ

下手と︑二箇所に作った水門です︒

十桝9
十伽一

理くつの間門を︑大仕掛に︑しかも
これが第一の閏門の入口です︒

幾段にも作ったのです︒

十鵬5

鳥羽伏見の一戦に︑徳川慶

十二商8

と ば

んをかうむります︒

世話をさせて下さい︒

かうして︑第一の間門を通つ

九価7園 ぢやあ︑今度の子馬は僕に

十枷5

のぶ

喜は︑はしなくも朝敵といふ汚名を
たとへ︑慶喜に不臣の心が

かうむつた︒

十二鵬9

なかったとしても︑朝敵の名をかう

にん

﹇孝明天皇﹈︹人名︺

むるのは︑けだし當然であったQ

孝明天皇

こうめいでんのう

3

ちかこ

静寛院宮親子内親王は︑仁

孝天皇の皇女︑孝明天皇の御妹︑明

かう

十二研6

て第二の間門に入り︑

九柵3 子馬の名は北斗ときまりまし
た︒

九冊6 壁画につけて近くの牧場へ放
さうしないと︑子馬が丈夫にならな

牧にやることになりました︒︿略﹀︑

いのです︒

九佃8 牧場には︑村のあちこちから
同じやうな子馬がたくさん穿て居て︑

九梱3 何時の頃からか︑北斗は︑清

湖が貫きると︑そこに三段の

かうして前後三段の間門を通

治天皇の御叔母君で︑

過する間に︑船は海面から二十六米

間門

﹇間門内﹈︵名︶1

に通ることが出來ます︒

十激図

間門

こうもんない

十慨図

關門

ますから︑往く船と着る船と︑同時

十僧7

閾門があります︒

十伽10

十個10
十一一研8

も上るのです︒

ば

君のうちの子馬の青と映そう仲好し

安んじ奉り︑國のため民のためには

を

になりました︒

水火の中をもいとはぬ御覧悟で︑將

宮が御兄孝明天皇の御心を

タの柳かげ︒

ぬま
九悩1圃 母馬子馬 沼の岸︑ 夏の

ほうぎょ

亡いて杖柱とも頼み給ふ御
かふもん

兄孝明天皇が崩御ましくた︒

十二閥3

いへもち

軍家茂に嫁ぎ給うたのは︑
光明

九伽1圏 母馬子馬 沼の岸︑ 柳の
﹇光明﹈︵名︶1

かげが暮れて行く ︒

こうみょう

巧妙

十慨図

十一477 此の考こそ︑やみの中にさ こうもん ﹇間門﹈︵名︶17 間門 間門
﹇巧妙﹈︵形状︶1

し込んだ一條の光明でした︒
こうみょう

十二柵9 孝和の天才は︑圓や球など

617
こうりょうばたけ一こえ

かうりやう

﹇高梁畑﹈︵名︶1

九555国 見渡す限り荒涼たる景色で
した︒

こうりょうばたけ

高梁畠

かうりやう

紅緑

十288国 まあ︑満洲の高梁畠へで
もはいったといふ感じです︒
﹇紅緑﹈︵名︶1

間もなく︑當直写校から威勢

いかにも目ざましい︒

九366
甲板洗がすむと︑﹁顔洗へ︒﹂

のよい號令がかかる︒
九378

﹇航路﹈︵名︶1

航路3おう

﹁煙草ぼん出せ︒﹂の號令が下る︒

こうろ

下等海峡を出入する船

しものせき

しゅうこうろ

十二269 月明の夜など︑かうした筏 十二欄5図

こうりょく

こえ・みこえ・むしのこえ・よびこ
アチラデモ︑コチラデモ︑

え・わらいこえ

一324

ホタルヲヨブコエガシマス︒

今でも︑山がらの聲を

聞くと︑︿略﹀と思はないこと

四562

三ちゃんが︑大きな聲で︑

はありません︒

四802

ニイサンバ︑元氣ナ聲デ︑

﹁︿略V︒﹂といひました︒

車二乗リマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トアイサツヲシテ︑汽

四88一

一525ネズミハ︑ソノコエヲキ
キツケテ︑スグヤッテキマシタ︒
ドコカデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイフ

コエガシマシタ︒

二6一

二986ネエサンバ︑前篇リモ大

まきの聲が聞えます︒
ニナルト︑

と︑あちらでも︑こちらでも︑豆
オシマヒゴロ

﹁ホウホケキョ︒﹂ト︑ウグヒスノ

二佃一

ニイサンバ︑大キイコエヲ出シ
ミヨ子サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑

テ︑カゾヘマシタ︒
三404

﹁︿略﹀︒﹂と︑木こりは︑思

大キナコエデイヒマシタ︒
三798

はず大きなこゑを出しました︒

だけ大きなこゑでさけん

三881﹁︿略﹀︒﹂と︑若い男は︑で
きる
で︑

四221 ﹁ヨウイ︒﹂ト先生ノコエ︒
四232オウエンノコエモ︑ゴ
チャゴチャ ニナッテ聞エマス︒

四316八月の十五夜近くなる
こゑを立てて泣いてばかり
ゐました︒

と︑

ぼくも︑おもしろくなって︑

だんく大きな聲を出しながら

四価6

豆をまきました︒

雲太郎が弓を射ようと

する時︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲

四佃1

すげ笠・あみ笠・赤だすき︑

がさ

で笑ふものがありました︒

五566圏

みんなが重なり合って落ちる

笑ひ聲やら︑歌の聲︒

音︑さわぐ聲に︑ふと氣がついて︑

五703

あたりを見まはしますと︑

せみは︑びっくりしたやうに︑

﹁じ＼︒﹂と聲をたてて︑とんで行つ

五822

五848

五844

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で聞い

たのしさうな聲が聞えて停る︒

た︒

トイフト︑

デ︑私が大キナ﹈エデ︑﹁︿略﹀︒﹂

四486オバアサンバ耳が遠イノ

四悩3 ぼくは︑少しはっかしかっ
たが︑思ひ切って︑﹁福は内︑鬼
は外︒﹂と聲をはり上げて︑

ナクコエガシマシタ︒

トイフト︑

四885私ガ︑大キナ聲デ︑﹁︿略﹀︒﹂

舶の航路に接するを以て︑古より

二995ソノ時︑ニハノ方デ︑ 四佃2 だんくうすぐらくなる

朝臣の中には︑あくまで徳

聲

きこえ・はなしごえ・ひとこえ・ひと

キナコエデイヒマシタ︒

の小屋といふ小屋に︑紅緑のとうろ

こ＼に難破するものすこぶる多く︑
かうろう
﹇高楼﹈︵名︶2 高縷 四白

こうろう

此の街路を︑敷層の優美な

うを美しく嵩ずるのがある︒

こうりん ←てんそんこうりん
かうろう

十二撚4

高棲が︑すべて白色のよそほひを以

こうれい ﹇高齢﹈︵名︶1 高齢←こ
て飾ってみる︒

時々大通は︑︿略V︑鋭角に

きは優麗に仰がれる︒

分岐し︑其の分岐貼に立つ高棲が一

十二伽1

こうれい

號令

よって︑︿略﹀︑身輕になって老後を

十二鵬3園 予も大分高齢になったに

﹇号令﹈︵名︶8

送りたいと思ふ︒

こうれい

十二㈱3

七925 ﹁進め︑進め︒﹂の烈しい藤吉 こうろん ﹇硬論﹈︵名︶2 硬論
郎の號令に︑一せいに進む木下軍に

川を討たなければ︑武家政治を土塁
からくつがへして︑新日本を打立て

追ひつめられて︑

八531 ちやうど接待所の前で︑隊長

徳川を討たねば止まぬの硬

ることが三鼎ないとする硬論がある︒

十二繊4

が︑﹁二十分間きうけい︒﹂と號令を
かけました︒

こうん

こゑ

かね

論を持する朝臣たちも︑此の御文を
︵副︶1

這出してひとしく泣いた︒

こうん

かね
九345 やがて午前五時の鐘が鳴ると︑
當翠黛校が元氣のよい聲で號令をか
ける︒

コエ

こうんとお寺の
﹇声﹈︵名︶脳

nvおおごえ・おこえ︒かけこえ・さけ

こえ

がなる︒

九347 ﹁下冷起し︒﹂此の號令で︑朝 三川7韻
の静かさが忽ち破られ︑起床ラッパ
は勇ましくひゴき︑

九351 これから號令が次々に下る︒
つて規律正しく活動する其のさまは︑

きりつ

九355 千数百人の乗員が︑號令に從 びこえ・とがりごえ・ときのこえ・な

馬＿兀一」．7し

618

くにぎやかに聞え出す︒

﹁ころく︑
野間は︑働く人や牛にゑんり

ころくQ﹂と︑そろ

おかあさんの聲がした︒
や

へ や
てみると︑︿略﹀ ︑ あ ち ら の 部 屋 で ︑
へ

すると︑大勢の中から﹁︿略﹀︒﹂

どこかで萬歳の聲が起る︒

などといふ聲が起ります︒

八佃1

八柵7

れた聲の主が︑始めてはっきりとわ

かりました︒

しかし五六月の頃︑﹁ブッポ

ウソウ︒﹂と鳴く聲は︑何といって

九681

も美しい︑深みのある︑神秘的な聲

夜︑旅館の寝毫に横たはりな

です︒

八桝1

がら︑どこからか聞えて上る支那人

深みのある︑神秘的な聲です︒

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

家の前も︑後も︑横も︑まる

九682

で夕立の降るやうに︑蛙の聲で一ぽ

身ぶり手ぶりもお

ける︒

九628

た窟︑其の聲はいかにも好い
たゴ︑其の聲はいかにも好い
此の鳥が︑何時の頃からか︑
と思はれるやうになりました︒

かの﹁ブッポウソウ︒﹂
の主は︑夜出て鳴きます︒

九658

だから︑あの﹁ブッポウソ
ウ︒﹂の聲の主は︑どうしても別の

九6510

の聲

あの﹁ブッポウソウ︒﹂の聲の主だ

九651

聲です︒

九635

聲です︒

九635

わかりませんでした︒

鳥であるかは︑最近まで︑はっきり

ことは︑︿略﹀︑其の聲の主がどんな

﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

忍事將校が元三のよい聲で號令をか

九713

九712

川をへだてた封戸から︑鹿介

嬉しさうな聲︒

感心する聲︑

鹿介は︑りんとした聲で大音

此の聲が四方に呼掛けでもし

はっとしながら思はず︑﹁は

﹁ほうく︒﹂と聲をかけて︑

九枷3

すると或日の午後︑裏山の森

秋は轟の聲から始る︒

ツクくボ

九撚5

ると︑

手のひらで輕く首や背中をなでてや

九槻2

で︑

い︒﹂と︑大きな聲で返事をしたの

九961

臣が︑挙々と勝久の所へ集った︒

たやうに︑今まで敵に附いてみた藷

九849

に答へた︒

九789

うな聲で叫んだ︒

の姿をちらと見た狼介は︑破鐘のや

われがね

九785

聲︑感心する聲︑嬉しさうな聲︒

客を呼ぶ聲笑ふ聲鉢巻し 九345 やがて午前五時の鐘が鳴ると︑ 九712 あちらでもこちらでも︑驚く

かね

と︑

もしろい︒

七382圏

﹁一︑二︑三︑

芋瀬の荘司が︑︿略﹀︑さもと

﹁︿略﹀︒﹂雷の如き聲と土ハに︑

すると︑前よりも一そう大き
﹁あ＼︑あぶないことだ︑

私たちは聲をあげて喜んだ︒

あぶないことだ︒﹂

な聲で︑

七756

つかんで︑まりのやうに投げつけた︒

呼野をうばひ取り︑かの大男を引つ

七586

ころであった︒

くいげに︑何か聲高く話して居ると

七569

をとなへます︒

四︑・⁝﹂と︑大きな聲で番號

七509国

客を呼ぶ聲笑ふ聲

めたバナ・屋の

七382圃

いである︒

七282

よをするやうに聲をひそめて居るが︑

五852 あちらの部屋で︑おかあさん 七278
の聲がした︒

ころ︑ころ︑ころ︑ころ︑ひゴく聲︒

五932圃 静かな︑静かな家の中︑
ばんざい

五湿8 萬歳の聲は︑天地にとゴろき
ました︒

聲デ︑﹁︿略V︒﹂ト言ヒマシタ︒

五佃8 スルト︑ニイサンガ︑小サイ

五伽3 魚どもは︑聲をそろへて︑
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 大 き な 聲 で ︑ 弟

﹁︿略﹀︒﹂と申し 上 げ ま し た ︒

六251

がひとり言を言ふ︒
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ 私 は ︑ 大 き な 聲 で ひ

とり言を言って︑裏へ廻りました︒

六405

六466圃 どこで鳴くのか︑ ち＼︑
ち＼と︑鳥の聲︒

六544園何です︒大きな聲をして︒
六875 じっと空を見て居ると︑小鳥
が︑書置も寒餅も︑悲しさうな聲で
鳴きながら︑飛んで行きます︒

七里8

同時にほえるやうな汽笛の聲︒

六944 半鐘の音︑サイレンの音︑人
の聲などが入りまじって︑遠くの方

七㎜3

ところで︑昭和十年の六月の

鳥であらうといふのです︒

で︑﹁ツクくボウシ︑

聲をしのばせ︑馬をはげま 九663

蕃人どもは聲を上げて泣いた︒

寒夜︑﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

其の時ふと耳にするものは︑

しつ﹂︑なだれの如く下るさま︑人

かうして︑千年來不思議がら 九協1

それが果して鳥葬であるか︑

前の草原で鳴く轟の聲である︒

九伍9

ウシ︒﹂の聲を聞いた︒

全國の人々が︑其の美しい聲

聲の實況が︑ラヂオで放送され︑

九6610

を聞きました︒

先生がいらっしゃって︑にこ 九664
でおっしゃった︒

くしながら︑﹁︿略﹀︒﹂と元氣な聲

八915

わざとも思はれず︒

八673図

八184

で聞える︒

た︒

七169 工は︑これを見て聲高く笑つ

を立てて逃出した︒

七187 工は︑思はず﹁あっ︒﹂と聲

＼︒﹂と︑蛙の鳴 く 聲 が す る ︒

七243 春の少し暖い晩︑﹁く＼︑く

七257 夜︑遠田で鳴く蛙の聲が︑

619
一え．一一え．

はっきりはしないが︑かなり玉敷の
聲であることを感ずる︒

九伽10 夜は︑そろくこほろぎが家
の中へはいって︑床の下や壁の中で
聲高く鳴き立てる ︒

見張から指圖する聲は次第に

ぼるやうな母の聲である︒

十備6
しげくなり︑それを復唱する舵手の

見張から落着いた聲が響きわ

顔も引きしまって曲る︒

十柵8
たる︒

思はず歓呼の聲が上る︒

﹁やあ︑助 け 船 ︒ 憎 愛 々 々 ︒ ﹂

すると梯子段の上から︑﹁當

九欄8

十m9
はしご

十襯5

るものだが︑此の符號の代りに人間
の聲を用ひることは出遣ないか︒

少し震へを帯びた先生の聲
北海道の味もい＼が︑今

が︑機械に向かって話しかけます︒

十一499
十一757園

朝︑神社の森で聞いたかんこ鳥の聲

叔父は︑︿略﹀かんこ鳥の︑

は︑實によかったよ︒
十一石11

朗かな中にも一種のさびしさを持つ

此の聲を聞きつけて︑彌次郎も宿の
選者決定だらう︒﹂と︑父の待ちか

そこから見下す針葉樹林の
海は︑た望黙々として詮なく績き︑

十一817

た聲が︑齢程氣に入ったらしい︒

父の言葉は︑ほとんど感歎の

ある︒

轟の聲︑

十一塒1 ﹁︿略﹀︒﹂と︑兄の聲︒

ちんちうと

草むらに 日は落ちて︒

十一襯4図圃

感激に震へた︒

十一搦6 ﹁萬歳︑萬歳︒﹂一同の聲が

七十歳の大聖孔子は︑弟子

其の聲につり込まれて︑僕

突然入口で︑﹁︿略﹀︒﹂とい

それは︑聞きなれた里人の

顔回の死にあって︑聲をあげて泣い

十二303

た︒

聲である︒

十二唱6

十二905

ふ聲がした︒

十二9411

船長の聲に︑防水具に身を
固めた若者たちが︑船室から出て來

十一881
る︒

僕がそれを見てみると︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑後から聲を掛けた者が

な

や

どこからか聞えて來る尊い

あの恐しい形相から︑どう

ロンバルヂや平原には︑も

これは又大そう明かるい聲

十二慨10 弟が大きな聲で呼んだ︒

んで來た︒

が︑納屋のかげのあたりから︑はず

十二槻2

う農村疲弊の聲がないといふ︒

十二伍6

美しい聲である︒

してこんな聲が出るかと思はれる程

十二佃9

美しい聲である︒

してこんな聲が出るかと思はれる程

此の羅刹の聲であったら

十二鵬6園

﹁氣をつけろよ︒﹂と︑前の

行水のすて息なし轟の

﹁三角鮎︒﹂といふ聲がする︒

うか︒

おっとせいの鳴く聲︑ほえ

十一一柵8 あの恐しい形相から︑どう

言葉︒美しい聲Q

十二研10

たちも︑たゴありがたい感じで一ぽ

ある︒

る聲︒

十一価6
十一価9

た︒

うに言ってみるのは︑若い女の聲で

十一価8

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささ

な男ですが︑意外にやさしい聲でし

十一襯9国どれもこれも︑色の眞黒

聲

十一伽5図圃

十一櫨9

方で聲がする︒

十一柵2

旅館の庭に勇ましく響き渡った︒

山田先生の聲が︑前房温泉

の鳴く聲︑ほえる聲︒

﹁ウォー︑ウォー︒﹂1おっとせい

十一価5

いになった︒

僕が急いで下りると︑突然︑
我等は此の歌を聲高くよんで︑

﹁雪ちゃん︒﹂少しかすれた

此の先生がまだ十五歳の少

ふいごで風を吹込むと︑

聲の原理や舌・くちびる．
電信は︑電氣の作用によ
ふがう

つて︑鮎や棒の符號を用ひて通信す

十一452囹

耳などの生理を勉強しました︒

十一442

仕掛になってゐました︒

︿略﹀︑生きた人間のやうに聲を出す

十一4310

ものの不思議さに氣附きました︒

年であった頃︑ふと人間の聲といふ

十一434

聲だつた︒

十一409

い心を味はひたいものである︒

其の︿略﹀︑ほがらかな︑つ＼まし

十佃2

﹁︿略﹀︒﹂と︑叔父の聲︒

十個3

﹁ギャオ︑ギャオ︒﹂

十年4

聲である︒

十鴇7

ねた聲がする︒

主人も︑飛んで出て來ました︒

九柵7 機内では自分の聲さへ聞えな
い︒

傷兵と共に︑中佐をいたはる折から︑

九悩5図 軍曹︑かたはらにありし負
敵の突撃の聲盛に聞ゆ︒

や こら う
弟彌五郎︑︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂

聞えて︑はっとした︒

十1210 突然︑下の方から大きな聲が

十173図

と︑胸をた＼いて聲高らかにの＼し
れば︑

も心にあらず︑窯の周園をぐるく

十507図 鶏の聲を聞きては︑はや心
と廻り歩きぬ︒

十513図窯より皿を取出しみたる彼
は︑やがて﹁お＼︒﹂と力ある聲に
叫びて立上れり︒

十574 其の時︑五兵衛はカ一ぽいの
聲で叫んだ︒

十663 ふくろふの鳴く聲が聞える︒

十753 悲痛な︑しかも遊車のある聲
﹁誰だ︑ 君 ﹇ は ︒ ﹂ と ︑ そ れ が だ

に︑船員は思はずはっとした︒
十796

﹁待っ て お く れ ︒ ﹂ そ れ は ︑ し

しぬけに聲をかける︒
十8310

こえ

﹇ ▽ ひ よ ど り こえ

會ふ︒

こえ・く

こえいか

︵力変︶−

﹇小枝﹈︵名︶4

小枝小枝が

越えく

小枝

ふるへるやうに︑

こ・える

﹇越﹈︵下一︶14

コエル

︽ーエ・ーエル︾

こ

御縁日

を遠く越えて︑敵地のまったゴ中に
﹇御縁日﹈︵名︶1

はいり込んでみるのだ︒

︹話手︺12

コーデリヤ

コーデリヤ﹁︵あ＼︑何と申
コーデリヤ﹁はい︒

コーデリヤ﹁私は︑此の心

コーデリヤ﹁父上のお言附
十二柵9

コーデリヤ﹁はい︒

﹈ーデリヤ﹁⁝⁝⁝
コーデリヤ﹁円円事おために

コーデリヤ﹁私を御存じご

コーデリヤ﹁なんでうらむ

コーデリヤ﹁まだお心の齪

わけがございませう︒

十二倣6

コーデリや

さあ︑いとしい末のコー

︹人名︺6

れがお直りになってみない︒
﹈ーデリヤ

十二燭2園

コーデリヤは︑フランス王

に從ひ︑老父王のために軍勢を率ゐ

十二冊8

て英國に渡った︒

笑って下さるな︑どうも

わしの末娘コーデリヤのやうに思へ

十一一捌6園

てならぬ︒

︹人名︺一

コーデリ

コーデリヤでございます︒

十二⁝⁝⁝8園 其のコーデリヤでござい

ます︒

十二梱8園

やどの

コーデリやどの

コーデリやどのの尊い眞

實を寳に︑どこまでも后と致します︒

十二襯8囹

こおどり・す ﹇小躍﹈︵サ変︶1 こを

彼は一枚の皿を爾手に捧げ

どりす ︽ーシ︾

十516図

て︑しばし窯場にごをどりしぬ︒

こおどり・する ﹇小躍﹈︵サ変︶1 小

︽ーシ︾

︹人名︺3 コー二

一週間も

止むなくノテトに引返し︑

たまく交易のため︑

十一959図 コー二は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

こふ︒

至適︑切におのれを伴なはんことを

コー二の大陸に渡らんとするに際し︑

十﹁958図

く時機の至るを待てり︒

酋長コー二の家に留りて︑しばら

しうちやう

十一951図

コー一一

喜んだ︒

つたので︑皆一せいに小をどりして

これこそ僕たちが︑

九691

をどりする

十二捌2

コーデリヤ﹁私を︑ようく
御覧下さいませ︒
コーデリヤ﹁其のコーデリ

前から︑毎日々々待ってるた命令だ

ざいませぬか︒

十二削7

よいやうに取りはからっておくれ︒

十二囎3

十二柵1一

を守ります︒

十二椥5

でございます︒

にあることを口に出して言へないの

十二㎜1一

十二佃8

し上げたものか︒

十二髄3

コーデリヤ

七373齪月の七日は御縁日︒

二611韻タカイ山コエテ︑ヒクこえんにち

える 越える

イ山コエテ︑早ク來イ︑オ正月︒

二612圃ヒクイ山コエテ︑

川一ツコエテ向カフノ
村二︑ヲヂサンノウチガアリ

笛の音は︑高くひく㌦︑波を

四472
マス︒

七362

野を過ぎて︑山越えて︑

こえてひゴいた︒

八24韻

南洋の島々から︑中にはさら

たゴ一筋︑道が白い︒

八72

に海を越えて︑遠いオーストラリヤ

二人は野を過ぎ山を越え︑な

まで行くのがあるといふことです︒
八409

れない道を皿月齢りも歩き績けて︑

やうやく鎌倉に着きましたQ
五十階・七十階から︑とう

べ

十二樹8
あ

静岡の上空を通ったのも束の

九醜2

大井川をしり目に掛けて渡り︑
でんりゅう

それから七分の後天龍川を越え︑
箱根山から伊豆山へ越えて行

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打

十備5

寒暖計は四十度を越えよ

十︻柵3團

ろはぬと︑身のためにならぬぞ︒

コーデリヤ︑言方をつく

デリヤは何とだ︒
我々はもう地上部隊の職線

十二糊3囹
十一捌11

うとします︒

寄せてみるのが見える

ヤでございます︒

おって︑土手のかげをかけて行くの
越えたが

十二齪一

﹇越﹈︵五︶1

間︑すぐに安倍川を越えて又山であ
る︒

こえたが・る
る ︽iレ ノ︾

九171 それなのに︑寒暖計は三十度
越え行く

極樂寺坂越え行けば︑

﹇越境﹈︵四︶1

を越えたがる︒

こえゆ・︿
︽！ケ︾
せ

十一一467図圃
は

長谷観音の堂近く︑ 露坐の大佛

おはします︒

九醜4

を見ました︑

に︑
く百階を越えてしまひました︒
わら
しうふうれい
八564 たゴ歩兵が木の小枝や藁をせ 九㎜7園 秋風嶺を越えるのです︒

六471圏 小枝小枝が ふるへるやう 九588団

いて居る︒

まつさをな空に︑ くっきりと浮

は︑

六471圏 見上げると︑ 高いこずゑ

からり︒

枝へ︑とんで移って︑とんく

四526圏松の小枝を枝から

こえだ

伊豆の海や沖の小島に波のよる見ゆ

い つ

十備2図圃 箱根路をわが越えくれば

︽ークレ︾

﹇越来﹈

遍路︑御詠歌を唱へつ＼下り來るに

へんろ

曲折をあへぎあへぎ上れば︑白衣の

十欄6図 山腹に車をすて︑石段の幾

こえいか
ごえいか ﹇御詠歌﹈︵名︶1 御詠歌

一兄一］一二

620

621
コー二ら一こがたせんとうき

しきりに止むれども林藏きかず︒
コー二ら ︹人名︺2 コー二等

コーヒー

︽ーイ︾

こおりつ・く
く

﹇凍付﹈︵五︶1

氷りつ

夜になっても薄青い空︑其の

空に︑星が一ぱい氷りついたやうに
こほり

大極殿の跡はるかに指鮎
こほりやま

﹇郡山﹈︹地名︺2

して︑また＼いてるる︒

郡山町
十二伽図

こほりやま

コホル

こほ

﹇郡山町﹈︹地名︺1

﹇凍﹈︵五︶2

シマス︒

八柵6魍

こほろぎ

こほろぎ
﹇幡蜂﹈︵名︶5

二十

二十

︹課名︺2

ほってみるのに︑

こおろぎ

五目8
五924
こおろぎ

まだこ

コホロギ

こほろぎ

日かげのみぞは︑

四脳7 サウシテ︑雪ヤアラレヲ
降ラセタリ︑水ヲコホラセタリ

る︽ーッ・ーラ︾

こお・る

郡山町

こおりやままち

十二鵬図

羅城門の跡今も残れりといふ︒

すべく︑南の方郡山の町の東に︑

十一一鵬9図

やま郡山

こほりやま

こおりやま

林下はコー一一等に別れを

十一989図 コー二等の交易は七日に 十643
して終れり︒

十一9811図

告げて︑同年九月白主に露着しぬ︒
コー二りんぞうらいっこう ︵名︶一
コー二・林藏等一行

十一966図 文化六年六月の末︑コー
て今の間宮海峡を横ぎり︑デカスト

一一・林藏等一行 八 人 は ︑ 小 舟 に 乗 じ

︵名︶一

リー湾の北に上陸したり︒
コーヒー
コーヒーにしても︑砂糖にしても︑

八佃6 御飯にしても︑野菜にしても︑
パインアップル其の他の果物にして
も︑

氷

サウシテ︑北風ノ作ッタ

﹇氷﹈︵名︶3

四周7

こおり

雪 ノ 山 や 氷ノ池ヲ︑少シデ
モトカサウトシマス︒

四球4雪デモ︑霜デモ︑氷デモ︑
カタハシカラトカシテ︑野や山
︿略﹀を巻雲といひます︒

ヲ暖クシマス︒
十一㎜⁝7

こほろぎ

かべのわれ目で︑

ガナイテヰマス︒

ごく細かい氷の粒の集ったもので︑

氷砂

二66クサノ中デハ︑コホロギ
﹇氷砂糖﹈︵名︶1

五926翻

まぶしかったか︑

ぎょ︒

五944圏
ぎょ︒

おどろいたのか︑

こほろ

夜は︑そろくこほろぎが家

かうして陸へ上った︑たくさ

三285 子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

した︒

五174

んの子蛙は︑草のかげのあちらこち

らを︑うれしさうにとびまはりまし

九伽9

こかげ ﹇木陰﹈︵名︶5 木かげ 木陰

こかくけい ﹇▽せいこかくけい

た︒

御恩

の中へはいって︑床の下や壁の中で
こおん

聲高く鳴き立てる︒

﹇御恩﹈︵名︶3

四374砂粒も︑お二方のこおん

こおん

る人の波︒

寄ってくつれ

そこの木かげは金魚責︑

横町曲れば植木市︑

七385圏

子だぬきが︑出て來て

四393圃 やぶのかげから︑ 木か
は︑けっして忘れません︒
あまご
それにつけて︑御主君尼子 げから︑ぬつくり︑ぬつくり︑
九7510園

一命を捨てて︑君の御恩

家の御恩を忘れまいそ︒

十212圓団

子童

や

し

峯の月︑大海原の月︑椰子

こかげつぶり ﹇五箇月振﹈︵名︶1 五

したら︑

の木陰の月︑さういふものがないと

十一捌9

見ました︒

都に來て︑始めて緑の椰子の木陰を

十一四10国 ナノール川に沿ふカイロの

夜ををどり明かすさうである︒

の群が︑椰子の木かげで︑︿略﹀︑一

いかるがや富 八伽6 月の明かるい晩などは︑土人

古歌

私は幾度か

﹇古歌﹈︵名︶2

に報ゆるためには候はずや︒
こか

十一353

の古歌を口ずさんで︑

の小川の絶えばこそわがおほきみの

何の山︑何の川︑一木・

御名を忘れめ

十二悩5図

一草に至るまで︑歴史あり古歌あり︑
戸外

人をして低回去る能はざらしむ︒
﹇戸外﹈︵名︶1

二人は戸外にた＼ずんで︑
﹇子蛙﹈︵名︶6

長い夏も過ぎ︑秋が來て︑野

うちの馬屋へ連れて蹄りました︒

山の草木が枯れる頃︑五箇月ぶりで

九佃3

子蛙は︑びっくりして︑に 箇月ぶり

子蛙は︑あわててうちへ
かへりました︒

三253

げ出しました︒

三251

こがえる

しばらく耳を澄ましてみたが︑

十一価3

こがい

こほろ

ころ︑ころ︑ころ︑ころ︑

五942圏

鳴いて居る︒

ぎが︑

シ︾

こがたせんとうき ﹇小型戦闘機﹈︵名︶

子蛙はくびをふって︑ 十557 稻むらの火は天をこがした︒
﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三277

ました︒

こほろ 三267 白昼は︑﹁︿略﹀︒﹂とこたへ こが・す ﹇焦﹈︵五︶1 こがす ︽一

雲の中でも一番高く︑
こおりざとう

糖

八605 おばあさんは︑疲れないやう
にと︑焼いたするめや氷砂糖を︑紙
に包んで上げられました︒

ごがつ一ごきゅうよう

622

こがた

1 小型職翻機
こがた

十一捌6 はるか向かふには︑小型戦
えんご
闘機の群が︑我々爆撃部隊を掩護し
つ＼飛んでみるQ

ごがつ ﹇五月目︵名︶3 五月εてん
しょうさんねんごがつ
る梢に降りそ＼いで︑

九491国

晴

晴

が

はあり

夜の燈火をしたって來る轟は︑
且vまちこがれる

﹇湖岸﹈︵名︶2 湖岸呂にし
シカゴは︑︿略﹀︑今はちや

キゲンヨウ

ウ︒

﹁375園

サヤウナラ︑ゴキゲンヨ

ごきげんよう

ニイサン︑ゴキゲンヨウ︒

明日また︑お日様︑ごきげん

四886園

よう︒

定論2

︽ース︾

ゴ

︽ーゼ︾

船は見るく遠く︑

人

見渡せば柳さくらをこ

しばらくは互に呼吸をはかつ

はつむ呼吸が︑前にも後に

胡弓

こきゅう

胡弓・笛・たいこの鳴り

こきゅう

﹇胡弓﹈︵名︶1

御休

きさき
一條天皇のお后は︑其の頃︑

﹇御休養︺︵名︶1

我々は空房を呼吸して生きて

︽ーシ︾

十983

養

ごきゅうよう

ゐます︒

八佃1

吸する

こきゅう・する ﹇呼吸﹈︵サ変︶1 呼

物入りではやし立てる︒

十一一2610

こきゅう

もはっきり聞かれる︒

十一宙3

こめて︑鹿介を投附けようとした︒

てるたが︑やがて陵丘は満身の力を

九814

んこきゅう

こきゅう ﹇呼吸﹈︵名︶2 呼吸﹇▽し

きまぜて都ぞ春の錦なりける

十一59図圃

ず

こきま・ず ﹇扱混﹈︵下二︶1 こきま

も帆も︑金色の光に包まれる︒

こんじき

漕出す船︑

やがて︑かけ聲勇ましく

こぎだ・す ﹇漕出﹈︵五︶1 漕出す

千古斧を知らぬ湖岸一帯の密林を見
こかん

漕出す

これをさし上げますから︑

﹇御勘弁﹈︵名︶1

渡した時︑

こかんべん

べん
五描7囹

﹇漕出﹈︵四︶1

﹇▽ねこぎ

こかんべんを願ひます︒
こき

︽ース︾

こぎいだ・す

自然父上のごきげんを損
﹇御機嫌良﹈︵感︶3

七26圃

公園の眺は︑さすがに美しいと思ひ
ました︒

十一833
らない︒

﹇湖岸一帯﹈︵名︶1

約二百米の絶壁上から見下さねばな

此の湖は︑湖岸をめぐらす

うど新緑の季節で︑湖岸の大通や︑

九583国

こがん

こがん

こがれる

蛾や︑こがね轟や︑羽蟻が多く︑

あれからなほ航海を績けて︑ 九伽3

五日目の五月二十一日︑サンフラン
シスコに着きました︒

木曜日

﹇五月二十五日﹈

五月二十五日

五月二十五日

ごがつにじゅうごにち

七431

︵名︶1

五月二十三日

火曜日

月曜日

﹇五月二十二日﹈

五月二十三日

日﹈︵名︶1

七422
ごがつにじゅうににち

晴

十一356圃 五月の太陽は︑ あらゆ ごがつにじゅうさんにち ﹇五月二十三
十一364翻 五月の太陽は︑ ほがら
かに︑力強く︑ 波打つ萎畠にをど
五月二十二日
﹇五月二十八

︵名︶1

り︑

五月二十四日

五月二十四日置水曜日

五月の

湖上に舟を浮かべて︑︿略﹀︑

こがんいったい

湖岸一帯

五月二十八日

日﹈︵名︶1

十一803

︵名︶1

七425

︹課名︺2

太陽

ごがつのたいよう

をの

七435五月二十八日日曜日晴

ごがつにじゅうはちにち

五月二十二日

わら

﹇五月下旬﹈︵名︶1

農家の藁屋根に光彩を與へ︑

十一372韻 さうして︑五月の太陽は︑ 七412
ごがつげじゅん

五月下旬
る五月下旬から︑そろそろ北千島の

五月十四日

五月の太陽

五月の太陽
第六

第六

十一目7
十一355

後には藁の山が積まれ︑前に

こがね
﹇黄金﹈︵名︶1 黄金
わら

八492

こがね

こがね

一さう︑平家の方より漕出す︒

八975図折しも美しくかざりたる船
ごきげん

あれをはやして︑ごきげ

﹇御機嫌﹈︵名︶2

ごきげんよう

ねるやうなことになるかと存じます︒

十二摺5園

んをなほさう︒

十二624園

黄金色 ごきげん

はかき出されたもみが︑黄金の小山
﹇黄金色﹈︵名︶1

をきつく︒

こがねいろ

壮麗な宮殿が幾むねも立ち

こがね

並び︑其の黄金色の瓦屋根が青空に

十ニー710

﹇黄金虫﹈︵名︶1

輝かしい︒

こがねむし
轟

曇

十一852 本島で︑にしんの漁期の終 ごがつにじゅうよっか ﹇五月二十四日﹈
漁場が活氣を帯びて集る︒
︵名︶！

ごがつじゅうよっか ﹇五月十四日﹈

﹇五月末頃﹈︵名︶1

七395 五月十四日 日曜日 晴
ごがつすえごろ

十一研2 東岸の砂濱は︑無敷のおつ

五月末頃
とせいだ︒︿略﹀︒総てい五月末頃に

上陸して︑十月頃全部引上げるのだ
さうだ︒

十二606圏 殿様の御合貼参らぬも道

ごがってん ﹇御合点﹈︵名︶1 御合嵩

理でござります︒

日﹈︵名︶1 五月二十一日

ごがつにじゅういちにち ﹇五月二十一
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殿にいらっしゃいましたが︑

御休養のため︑宮中から下って或御
古京

海賊どもは︑其のま︑船を漕

ごく細かい氷の粒の集ったもので︑

十一585図

し︑黒煙海をおほふ︒

忽ち東方に當りてはるか

雲の中でも一番高く︑

忽ち黒煙を吐くと見る間に︑

に尊兄の黒煙を見る︒

火に包まれた敵機が直下に落ちて行

十一悩9

く︒

一瞬にして︑飛行場にもの

で空をおほったやうになりますから︑

十一搦1

見ると︑ごく間近に︑白い

煙が後へ流れてみる︒

すごい黒煙がうつ巻いた︒

黒煙を上げて墜落する敵機

つみらく

十一搦8

大昔には︑人はまだ金属を

黒煙晴れ行く眼下には︑も

う飛行機も格納庫もなかった︒

十一柵1

こくご ﹇国語﹈︵名︶23 國語

術館になってみるが︑其の美術館を

ある︒

此の國歌に歌はれてるる言葉

る言葉こそ︑我がなつかしい國語で

九愉2此のやさしい歌に歌はれてる

ざいましたから︑二日學校を休んだ

黒煙

九條以南には工場の煙突が

﹇黒煙﹈︵名︶8

く黒煙のたなびくを見る︒

我が砲員の打出す砲弾は︑
よく敵艦に命中して︑績々火災を起

十一574図

我々が︑毎日話したり︑聞い

我々は︑一日たりとも︑目語

我々は︑物語によって話した

華語こそは︑まことに我我を

此のやうに大切な國語である

へず︑中には國語といふことさへも

のに︑ともすれば國語の恩をわきま

九柵5

のである︒

育て︑我々を教へてくれる大恩人な

九閥3

日本人となるのである︒

り︑考へたり︑物事を學んだりして︑

九柵2

の力をかりずに生活する日はない︒

九佃1

が︑我々の國語である︒

たり︑讃んだり︑書いたりする言葉

九欄10

も︑また我が尊い國語に外ならない︒

乱雲7
﹇刻一刻﹈︵副︶1

日や三日はか＼らう︒

ごくざっと見るにさへ︑少くとも二
道端の枯れた草むらの底から︑

こくいっこく

日本を出爽してちやうど

刻一

だけで︑なほりました︒

六125團私のかぜは︑ごくかるうご 十二悩6 ルーブルは︑今博物館と美

がある︒

十二95

く古いところでは︑たゴ石を割った

同じ石器時代にしても︑ご

を取る手傳ひなどして︑土人に親し

ま︑の︑形の整はないものを使用し

網をすき︑舟を漕ぎ︑魚 十二911

石で斧や矢じりを作り︑

使ふことを知らず︑ごく手近にある

十一悩4

俗に薄雲といひます︒

君のこぐのがへたな 十一欄5 後にはごく薄い白絹か何か

こぐまねをしました︒

三657うさぎとたぬきは︑舟を
三674園
のだ︒

またしばらくこぎました︒

﹇故京﹈︵名︶1

十二鵬1図 今︑若草山に登りて古京

三677

こきょう

の跡を展望すれば︑眼下に横たはる

古記録

てるたが︑

みつ＼︑其の語る所を聞けば︑

十一953図

いで鋸って行った︒

七369

や︒﹂とこぎましたが︑

うがのりこんで︑﹁えいや︑えい

さうして︑大ぜいのせんど

故郷

四97

﹇故郷﹈︵名︶1

奈良市街の西︑

こきょう

なった︒

﹇小奇麗﹈︵形状︶1

小ぎれ

になり︑いよいよ故郷に還ることに

曝したかひがあって︑りっぱな身分

十欄4囹息子は︑一生けんめいに苦

い

こぎれい

﹇古記録﹈︵名︶1

ると︑小ぎれいで落着きがあります︒

十345圏 市街は︑ガラパンにくらべ ごく ﹇極﹈︵副︶12 ごく
こきろく

十一636 彼が天武天皇の仰のま＼に︑

八496

かすかに︑ごくかすかに︑轟の音が

︿略﹀を巻雲といひます︒

︿略﹀︑汽船絶えず通航して︑遠く近

底はごく淺いが︑こんくと 十一538図 瀬戸内海の沿岸には︑

がたなびかうとする︒

並び︑東寺の塔に︑ともすると黒煙

十一132

こくえん

一刻イタリヤに近づいてゐます︒

一箇月︑私は今地中海を航して︑刻

十一餅5国

刻

我が國の正しい古記録を讃み︑古い
言書へをそらんじ始めたのは︑三十

八旧1
ある︒

十一佃7

瀧の特徴だよ︒

十462園瀧壺のごく淺いのが︑此の

清水が湧出てみる︒

十405

あるが︑

のごく初に︑蕾のほころびることが

九18 早い年には︑三月の末か四月
つぼみ

おとなしく︑しかも改丁が大好きで

膿が大きいのに︑性質がごく

聞えるやうに思ふのは︑空耳であら

こぐ

うか︒

齢年前のことである︒

︽ーイ︒ーギ・ーグ︾

﹇漕﹈︵四 ・ 五 ︶ 8

粁ばかりある︒
こ・ぐ
漕ぐ

一寸ボブシバ︑オワンノ

ノボッテ行キマシタ︒

ジャウズニコイデ︑大キナ川ヲ

藍田ノッチ︑オハシノカイデ

三523

ヲコギマス︒

ン︑ナガイ竹ノサヲデ︑フネ

二771園 ハイ︑コレハセンドウサ

コグ

八916 スキー場までは登り道で︑五

ごキロメートル ︵名︶1 五三

こきょう一こくご

こくこく一こくど
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考へない人がある ︒

九駕5 ともすれば國語の恩をわきま
へず︑

九燗6 中には単語といふことさへも
考へない人がある ︒

九欄8 しかし︑一度外國の地を躇ん

所である︒

十273団

する︒

します︒

もくさく

こく・する ﹇刻﹈︵サ変︶1 刻する

︽ーシ︾

御紋章と大日本事事境界の文字とを

﹇国体﹈︵名︶1 國髄

我が國は︑神代このかた萬世

一系の天皇をいたゴき︑世界にたぐ

九籾7

こくたい

作って︑きっと外國品を追彿って見
﹇国初以来﹈︵名︶3

せる︒

こくしょいらい

刻した石標が立ってるる︒

八812園今に私はりっぱな國産品を 十一鵬1 朽ちた木柵の中に︑菊花の

品

島民の子供とはいひながら︑ こくさんひん ﹇国産品﹈︵名︶1 國産

︿略﹀︑上手に國語の封話をしたり︑
らうどく

讃本の朗誼をしたり︑

しかし︑假名文であればこ

そ︑當時の國語を自由自在に使って︑

十一154

で︑言葉の通じない所へ行くと︑誰
其の時代の生活を細かく寓し出すこ

けい
我が國語もまた︑天運以來繊

國初以來

ひなき画題を成して︑
こくたん

十53図

こくたん

御机は紫檀にも黒檀にもあ

したん

古代のすべての事が古事記 こくたん ﹇黒檀﹈︵名︶1 黒檀

黒馳

﹇黒点﹈︵名︶5 黒鮎

らずして︑たゴ黒きぬり机なり︒

黒黙

こくてん

十二倣図

我々は今日古事記を讃んで︑ 十二槻図

︿略V太陽を見ると︑表面

黒黙

﹇国人﹈︵名︶1

感懐

國初以來の歴史を知ると共に︑
こくじん

ま

十二撹図

い歴史であり︑文學である︒

それは︑要するに我が國初登來の尊

にのせられて︑今日に傳はつてみる︒

十一679

射して現在に及んでみる︒

ぞく

次にか﹂げる文章は︑源氏 九欄8

とが出來たのです︒
かんたん

こくこく ﹇刻刻﹈︵副︶5 刻々
ぐんま
しかし今刻々と群馬縣がつき︑

十7210

多分戦闘機であらう︒六機︑

ご

十二悩3
日本入の天才と錬磨があっ

に黒い胡麻粒のやうなものが見える

十一一襯10

十一価4

ことがある︒それが太陽の草名と呼

巡拝は太陽の表面に生ずる

大きなつむじ風だといはれ︑其の敷

十二悩6

たればこそ︑我が國人が西洋の敷學

黒人

を容易に征服して︑急速の進歩を成
﹇黒人﹈︵名︶3

我が爆撃編隊群は︑一綜齪れぬ隊形

こくじん

ばれるもので︑

此の廣場を中心として︑す

アメリカは︑どこでも黒人

や大きさは︑凡そ十︸年を週期とし

九572団

て増減してみる︒

ぶた
一日に何萬頭といふ豚や牛

驚きました︒

九576囲

を庭理してゐますが︑働いてみるの
は大てい黒人です︒

十糊4圏

いや︑御苦心の程お察し申

人の部落鮎在するに過ぎずとそ︒

る國土なく︑たとひ東岸に至るも土

十一955図樺太は島にして境を接す

こくど ﹇国土﹈︵名︶3 國土

京に迫りつ＼ある︒

十柵7 ﹁あじあ﹂ は︑ 一氣に國都新

シカゴに黒人の多いのには こくと ﹇国都﹈︵名︶1 國都

を見かけますが︑シカゴに黒人の多

國語の力

目語のカ
﹇国際飛行﹈︵名︶1

九573囲

を︑人の波︑車の波が刻々と押寄せ

第二十八

︹課名︺2國語の力

いのには驚きました︒

國際飛行
十二槻7

ベルリンには三分毎に旅客機が嚢着

三際飛行の中心都市として︑ ごくしん ﹇御苦心﹈︵名︶1 御苦心

こくさいひこう

九献5第二十八

九目15

こくこのちから

る︒

こぶる不規則に射出する七つの街路

十二佃7

を以て刻々目標に迫る︒

し遂げたのであった︒

かうした敵に直面しながら︑

八機︑九機︑刻々に其の敷を増す︒

十一榴4

沈んで行った︒

此の間にも︑東海丸は刻々と 十一682

新潟縣が近寄りつ﹂ある︒

にひがた

八進5

日の國語で表したものですが︑

物語の一節を簡軍にして︑それを今

十一161

でも國語のありがたさをしみぐと
感ずる︒
がつ し ゆ う

九佃4 アメリカ合衆國や︑ブラジ
ル等に住んでみる日本人は︑日本語
學校を建てて︑自分の子供たちに國
語を教へてるる︒

けい
九柵8 我が國語もまた︑國初以來縫
績して現在に及んでみる︒

ぞく

九欄9 だから︑我が國語には︑祖先
以來の感情・精神がとけこんでをり︑

九欄2 若し國語の力によらなかった

ら︑我々の心は︑どんなにばらく
になることであらうQ
も︑︿略﹀︑國をあげて萬歳を唱へる

九椥6 國をあげて國難におもむくの
のも︑一つには國語の力があっかつ
てるるといはなければならない︒

九柵8 國語は︑かういふ風に︑國
家・國民と離すことの野望ないもの
である︒

九柵9 國語を忘れた國民は︑國民で
ないとさへいはれてみる︒

九捌1 國語を尊べ︒
九捌1 主語を愛せよ︒

九捌1 國語こそは︑組絵の魂の宿る
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こくない一こくむいん

おほくにぬしのみこと

十二46図 昔︑大國主命︑國土を
十二731

まことに姫路城は︑我が國

ろくと曲りくねって連なる十ばか

を入れて︑小熊座を包むやうに︑の

城郭建築の梓であり︑世界に誇るべ

﹇国民﹈︵名︶11

國民﹇▽こ

小熊座を包むやうに︑

りよう

開き人をなつけて︑威勢四隣に振る
九欄9

りの星を龍座といひますが︑
國法

亡君の仇を報いたのは︑義
こくみん

だいこくみん

けっきょく

には相違ないが︑みだりに騒動を起

九柵1

彼等をりっぱに三法に從は

破ったのである︒

十柵7園

裁判は︑要するに國法の規

せるのが︑佛の大慈悲であると思つ
て︑

十二揖10

定を實際問題に當てはめることであ
る︒

其の判噺決定が裁判であっ

て︑國法の趣旨は︑これによって實

十二慨1

現されるのである︒

九梱1

國語は︑かういふ風に︑國

國語を忘れた國民は︑威民で
國語を忘れた國民は︑國民で
國語こそは︑國民の魂の宿る

ないとさへいはれてみる︒

九梱9

ないとさへいはれてみる︒

九柵9

である︒

家・國民と離すことの出來ないもの

九柵8

みるのである︒

として一身一管のやうにならしめて

また今日の我々を結び附けて︑平民

我が慢語には︑︿略﹀︑それが

したのは︑結局私情を以て國法を

十儒7園

﹇国法﹈︵名︶5

き國寳である︒

困難

こくほう

ひ給ふ︒

十二63図 こ＼において大國主命︑

町内

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 申 して︑恭しく國土をた

﹇国内﹈︵名︶1

てまつり給ひぬ︒

こくない

﹇国難﹈︵名︶3

内に四通八達の自動車道路が開かれ︑

十二慨8 更にベルリンを中心に︑國
こくなん
かめやぼじゃうくわう

御身をもって國難に代らうと︑おい

六607 恐れ多くも︑亀山上皇は︑
のりになった︒

黒白

若し又︑裁判が公平に行は

所である︒

十二欄2

十17図

にもれなかったが︑今は殆ど其の跡
きん
を絶ってしまった︒済民すべてが緊

ちやう

又︑陪審員になった場合に

張したのである︒

十二柵3

は︑それを引戸の義務として忠實に

勤めること︑︿略﹀などは非常に大

切なことである︒

かく上下を問はず︑國民一

こくみんいっぱん ﹇国民一般﹈︵名︶1

國民一般

般が事に論れ物に感じて歌をよむと

十二966

いふのは︑我が國民性の特色といふ

べきである︒

かく上下を問はず︑國民一

こくみんせい ﹇国民性﹈︵名︶1 國民

十二967

般が事に歴れ物に感じて歌をよむと

いふのは︑我が四民性の特色といふ

べきである︒

本居宣長は︑江戸時代の有名

﹇国民的感激﹈

萬葉集には︑かうした國民

國民的感激

遠く実務院や︑關東軍司令部

の建物が夕日に映え︑新しい住宅や︑

十柵8

こくむいん ﹇国務院﹈︵名︶1 國務院

的感激に満ちあふれた歌が多い︒

十二979

︵名︶1

こくみんてきかんげき

ことに此の人にふさはしい歌である︒

が國民精神の焚揚につとめた人︑ま

な下学で︑古事記傳を大成して︑我

十榊3

もとをりのりなが

國民精神

御造螢當時︑困民の眞心も こくみんせいしん ﹇国民精神﹈︵名︶1

れぬとしたら︑せっかくの國法も償

州法

そほく

其の大きい︑力強い調子に︑

てたてまつりたる木木は︑

十価3

古代の我が藁囲の素朴な喜が︑みな
平和を愛し︑美を喜ぶ我が

ぎつてみる︒

十一撹5

國民の優美な性情と︑善にくみし︑

まことによく國民の本分︑

邪をにくむ正義観とは︑
十二961

性

六612 全く︑上下の者が心を一にし
いったんくわんきふ

て︑國難に當つたのである︒

九柵5 してみると︑一旦緩急ある
﹇黒白﹈︵名︶1

時︑國をあげて國難におもむくのも︑
こくびゃく

十712 暗さは暗し︑其の上濃霧と吹

︹課名︺2

値を失ひ︑

こくほうとだいじひ

鼻繋と大慈悲

國文

第二十一

﹇国文学﹈︵名︶1

ぺん
雪では︑全く黒白も辮じない︒

こくぶんがく

十目8

と大慈悲

十一746 有名な古事記傳といふ大著

小熊

小熊

國法と大慈悲
九乙子

﹇小熊﹈︵名︶1

第二十一
國寳

こぐま

十悩2

﹇国宝﹈︵名︶3

又北極星を柄の端にして︑北

軍人の覧悟をあらはした︑りっぱな

九価8

斗七星とどうやら似た︑小さい柄杓

史蹟や乱費などに指定され

きに驚く︒
しせき

てるるのがあるのは︑かうしたもの

じき

歌である︒
が多い︒イタリヤもかつては其の例

由来名所には︑すりゃ乞食

こ

形に連なるのを︑大熊座に封して小

小熊座と北斗七星との間に尾

十二伽1
九価8

熊座といひ︑

ることを忘れてはならない︒

を永遠に保存しようといふ精神であ

十一一162

十旧6図寳物を辞観して︑國寳の多 こぐまざ ﹇小熊座﹈︵名︶3 小熊座

こくほう

の上に不滅の光を放ってるる︒

ふめつ

述は此の研究の結果で︑我が國文學

學

こくら一ここ
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街路樹があざやかに見える︒
こ くら

くら

こくら ﹇小倉﹈︹地名︺2 小倉 小倉
こ

へいたん

十二偽3図 小倉の北西八海里の海上
に︑平坦なる小島ありて白洲といふ︒

に実る︒

十一98図
こくりゆうかう

﹇黒龍江岸﹈︵名︶

黒龍江

黒龍江岸
それより山を越え︑河を

こくりゅうこうがん

1
十一969図
こくりゆうかう

下り︑湖を渡りて︑黒龍江岸のキ

十二備9図 小倉に近き長濱村に︑難
チーに出づ︒

御苦螢だつたな︒

﹇御苦労様﹈︵感︶！

ご

ヤア︑ゴクラウデシタ︒

﹇御苦労﹈︵形状︶2

ごくろうさま

くらうさま
ごくんと

ごくらうさま︒

︵副︶1

八534園
ごくんと

水筒の水を飲むと︑のどが

ごくんと鳴った︒

十一佃9

ゴクラ

すけざゑもん
破船救助掛たりし岩松助左衛門とい

ごくろう

ふ人︑

ごくらく
ごくらく ﹇極楽﹈︵名︶1 極樂
ごくらく

ウ御山勢

ぢごく

十613圃圓とんぼ︑とんぼ︑あっち
三984園

せ

十二913園

へ行けば地獄︑こっちへ來れば極樂︒
ごくらくじざか ﹇極楽寺坂﹈︹地名︺1
極樂寺坂
は

十二467葦囲 極樂寺坂越え行けば︑
長谷観音の堂近く︑ 露坐の大佛

おはします︒

らくてう

かひ

ごく
ごくらくちょう ﹇極楽鳥﹈︵名︶1 極
樂鳥

がら
はくせい

タ︒

四備3

さゴれ石の

九獅4図團

ます︒

頭が八つ︑尾が八つ︑目は

いはほとなりてこけの

君が代は千代に八千代に

まっかで︑背中にはこけが生えてゐ

五223園

たやうな男でした︒

うづまって︑まるで︑こけが生え

かほも︑手足もあかに

せんから︑どの島も水際からこけが

三景

湖景は快く開けて︑水上に
も

﹇湖景﹈︵名︶1

むし︑草木が茂ってゐます︒
こけい

十一822

げい
古藝

美しい中島を望み︑封岸に秀麗な藻

﹇古芸術﹈︵名︶1

琴山を仰ぐ︒

こと

術

じゅつ

こげいじゅつ

何れも︑名工鳥二言の作と
げいじゅつ

十一313

こげつく

月の世界では︑書はこげつ

﹇焦付﹈︵五︶1

して古藝術のかをりゆかしく︑
こげつ・く
︽ーク︾

十一鵬6

くやうな暑さ︑夜は其の反封にひど
い寒さであらうと思はれます︒
御決心

媛のやさしいお顔には︑きつ

ごけっしん ﹇御決心﹈︵名︶1
ひめ

七45

︹人名︺6

こけ丸

と御決心の色が浮かんだ︒

こけまる

け︑

四望2
した︒

こけむ・す

こけ丸は︑平氣なかほで︑

こけ丸は︑すぐそれを
こけ丸は︑にっこり笑って

﹇苔生﹈︵四︶3

つがへて︑

こけむす

その弓を取上げ︑鐵の矢を

四丁4

折ってしまひました︒

四佃5

﹁︿略﹀︒﹂と︑また笑ひました︒

四佃5

四佃4園何だ︑こけ丸︒

見ると︑それはこけ丸で

一407山二︑小サイ木ヲ︑五ホ 四柵1 雲太郎きゃうだいは︑その
男に﹁こけ丸﹂といふ名をつ
ンウエマシタ︒﹈ケモツケマシ

十349囲 椰子細工の面︑美しい貝 こけ ﹇苔﹈︵名︶5 コケ こけ
ごくらくてう

殼・珊瑚の類から︑たいまい︒とか
﹇国立公園﹈︵名︶2

げ・極国鳥の剥製まで︑
こくりつこうえん

國立公園
園の一に敷へらる＼︑またむべなり

十一543図 今日︑瀬戸内海が月立公
といふべし︒

十一図9 國立公園阿寒は︑たゴに北
海道の誇であるばかりでなく︑まこ
﹇黒龍江﹈︹地名︺2

とに天下の絶勝だと私は思った︒
こくりゅうこう

りて河口に至り︑海を航してノテト

むすまで
黒龍江
十一9810図露霜︑一行は黒龍江を下 十一溜5園 年中水位に攣化がありま

︽ーシ︾

八666図

されど︑これより下︑十四

翌週ばかりは︑こけむしたる岩石︑

寺門を出で︑こけむしたる

壁の如く突立ちたり︒

坂道を下りて︑那智の瀧の正面に立

十旧6図

つ︒

英雄墓はこ

歴史は長し七百年︑

興亡すべて夢に似て︑

十二487三半

けむしぬ︒

こける n▽わらいこける

けんそ
御倹素
けん

日常の御生活の如何に御倹

ごけんそ ﹇御倹素﹈︵形状︶1

素にわたらせられしか︒

そ

十52図

父上は御高齢でいらっし

ごけんめい ﹇御賢明﹈︵形状︶！ 御賢

明

コ

コ

ソロ

やるから︑御賢明でなくてはなりま

十二幽9園

せぬ︒

ここ ﹇此処﹈︵代名︶鵬 ココ コ・

オイデ

ココホレ︑ワンワン︑

オイデ

ココマデ

ここ こ＼﹇▽そこここ

ソロ

一101圃

ニ846囹

ココホレ︑ワンワン︑

コホレ︑ワンワン︒

こ㌧へ來たまへ︒

コホレ︑ワンワンQ

二846囹

四453囲

四457圏 こ㌧に立って︑お月様
を枝の間から見たまへ︒

四597圏私は︑けふあなたが

こ︑においでになると聞いて︑
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お待ちしてみたのです︒
たった一米四方ぐらみの廣さ

があります︒

ですが︑こ︑ばかりは︑寒い冬も知

四623園私は都のものですが︑六欄6
鬼にさらはれて︑こ︑に來まし
らないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑
紫に︑美しく照りはえて居ます︒

た︒

四693外の鬼どもも︑あすこへ

らっしやらないだらう︒

もおかあさんも︑ゆめにも思ってい

に叱られて居ようとは︑おとうさん

二ひき︑こ︑へ三びきと︑ごろ
六櫛9園 わたしのお人形さんを︑
くたふれてしまひました︒
こ︑へ入れてやりたいな︒
四957園 ぼくは︑こ︑へ渡って 六⁝川9園 わたしが︑こ︑で︑こんな

しばらくこ︑で休むこ

來たかったのだ︒

四川4園
とにしよう︒
五192圃 こ㌧にも︑あすこにも︑

こ︑は︑毎日お祭のやうな

廣がる波の輪が圓い︒

ぬれて︑しっくが落ちるたび︑

五99団今夜は︑こ︑でとまります︒ 六槻5圃 こ︑は川ばた︑やなぎの芽︑
日の丸の旗がひらく︒
人出だ︒

五639囹私は︑いつまでも︑こ︑に 六白5圏
居るわけには行きません︒

お月檬︑こ︑へいらっしや

く持っては來ません︒
い︒

七伽4園

萬歳の叫び聲が︑こ︑でもあ

すこでも起ります︒

七百8

八171園明日の書聖︑赤い帽子をか

大連だより

げん

︿略﹀︒

ぶって︑赤い着物を着て︑こ︑を通
る者の首を取れ︒
第四

満洲國が出面てからは︑こ︑が表玄

まんしう

八215団

八冊5

ふ ろ

日本旅館に案内され︑風呂を

こ〜ではあっといふ間に日が

こ︑がどうして外國かと言ひたくな

浴びてゆかたに着かへると︑一帯︑

る︒

八槻1

支那人の聲や︑土人の歌に耳

落ちてしまふからである︒

を傾けてみると︑やはりこ︑は外國

八二2

ると︑こ︑は時計屋の店であること

しかし︑だんく落着いて見

だといふことを︑しみぐと感ずる︒

がわかった︒

九244
關になって︑交通上一そう重要な

くわん

所になりました︒

九292園

こ︑にるます︒

八229囲初めロシヤ人がこ︑を開い 九2710圓 こ︑で遊んではいけない︒
た時︑ダルニーと呼んで居ました︒

占めたために︑此の時計全膿が再び

八242国何時こ︑に來て居た日本の 九313 ねぢは︑自分がこ︑に位置を

れ雀の子

九477図圃

ぞ︒

サンフランシスコから

さあござれこ︑までござ

九452図心汝︑何しにご㌧に看れる

活動することが出超たのだと思ふと︑
です︒

若い技師が引受け︑見事に造り上げ

掘返した土のかたまりの間には︑も

て︑皆をあっと驚かしたといふこと

になると承って︑こ︑へおむかへに

五998園 いや︑私は︑天孫がお出で 七273 こ︑の田も︑あそこの田も︑
出て居るのです︒

満洲は川も湖も少いので︑
奥地に住んで居る人たちは海が珍し

八258国

今こ︑で命をとられるのだ

く︑夏はこ㌧へどっと押寄せて︑

八263囲満洲は雨が少く︑私がこ︑ 九505国
に來てから二箇月になりますが︑其

裏門ともいはれる重要な場所ですか

︿略﹀︒

がつしゆう
こ︑は︑ アメリカ合謡言の

の間ほとんど雨らしい雨は降りませ

それも其のはず︑大阪は俗に

て︑南のロスアンゼルスへ行くつも

明後二十五日にこ︑を立つ
がこめて︑︿略﹀︒ガリレオといふ學

ロスアンゼルスから ︿略﹀︒

昭和七年の夏︑こ︑で開かれたオリ

九542国

りです︒

ハワイのホノル・に寄港する︒

くわつやく

ましい活躍をしたことは︑今も町

ンピック大正に︑日本の選手がめざ
くわんせい

語の歓聲が︑こ︑でも聞かれる︒

︿略﹀︒横濱で送られた時と同じ日本

八柵9

をしました︒

生が︑こ︑の有名な大寺院へお参り

イタリヤのピサの町に夕もや 九519囲

ら︑

煙の都といはれ︑大小八千以上の工

こ︑へ持って來ました︒

八684

ん︒

大阪が水の都ともいはれるわ
こ︑へはいって︑少し掛け
七佃7圏

あなたから一文でももらふ
氣があるくらみなら︑こ︑までわざ

七伽9園

たらどうです︒

七棚6園

けは︑こ︑にあるのです︒

七652

場がこ㌧にあって︑

七632

せてもらひたい︒

から︑此の世の別れに一曲だけ吹か

七糾1囹

うひたひたと水がた＼へられて居る︒

五価7園 ボツチヤン︑コ・ヘオカケ
ナサイ︒

五㎜一 ヲヂサンモ︑コ・デ下りマシ
タ︒

六319園 汝︑恐れ多くも︑朝廷の仰
に從ひ申さぬによって︑汝をうてと
の勅をかうむり︑こ︑へ來たのだ︒

六501 それは︑こ︑から百米もはな
れて居る︑向かふの家の屋根であっ
た︒

六897 一度ここへ來た雀は︑次から
次と友だちを連れて立て︑時には︑

何百羽ともわからないほど集ること

一一
一し一

628

島民は︑チャモロ族といふのが大部
分で︑

の嬉しい話題になってゐます︒

九545圏 サンフランシスコでも︑

清水の塔︑八坂の塔︑三重

きにけりたゴかりそめの宿と思ふに

十一95

や＼廣く平な所に三角嵩を

示す石があった︒︿略﹀︒晴れてみれ

十一旧2

絶頂も︑槍岳其の他の山々も見え

ば︑こ〜から︑今登らうとする燕の

此の高い塔と二野な金堂と

やましろのおほえのわう

太子の御子山背大兄王が︑

幾年こ︑にきたへたる
ナニヲー以北は海やうや

さっきの槍岳が﹁こ︑ま

午前八時焼山に着く︒こ︑
おいら
から十和田まで十二粁︑名高い奥入

こ︑は俗に九十九島と申

やすみや

中山半島の西湖岸を休屋

アデン港に着いたのは︑

海峡の眞中に︑ペリムと

いふ小さい島があります︒︿略﹀︒此

十一縦2團

荷物を下しました︒

私たちの船は︑こ〜でおびたゴしい

七月二十六日の夜明です︒さうして︑

十一柵2團

うに私は感じた︒

しむべき風光を︑こ︑に見出したや

遊ぶにょい︒十和田湖の愛すべく親

に至る間は︑︿略﹀︑釣するによく︑

十一研2

します︒

十一偽4園

瀬の渓流に沿うて上るのである︒

せ

十一醜3

甚だ絶妙と聲えてみる︒
やけやま

でお出で︒﹂と言ふやうに︑しかも

十一伽10園

るさうだが︑

やりがだけ

五重に控えて︑ここ東山の中腹を飾

養老神社へ参拝する︒︿略﹀︒
つてみる︒

十416圏
﹁︿略﹀︒時の天皇がおほめになって︑

こ〜でも︑私は多くの學校をたつね
ましたが︑

十一312

美の中心を形作ってみるのである︒

が︑不思議によく調和して︑こ㌧に

十一288

さあ︑こ︑へちよつとお

十一1911圏

話だらう︒

すわりなさい︒

わざくこ〜に行幸なさったといふ
十842園

九568圏 此のシカゴは︑アメリカ合
衆國の一大商工都市です︒こ〜に來

今日より五日目の朝︑

お馨者もこ︑にるられる︒

ると︑もうサンフランシスコの美し

十944図園
清少納言は︑同じ事なら︑十

給うたもので︑こ㌧にも同じ孝の御

御父君にかたどって等身の御佛とし

十悩6

こ︑に來りて我を待て︒

さも︑ロスアンゼルスのなごやかさ
もありません︒
とさつちやう

五日までこ㌧にるて︑見届けたいも

九573圏 シカゴに黒人の多いのには
のだと思ひましたが︑

これがクラーク博士の胸
大志を抱け︒﹄と記してある︒
こんきょ

こ︑北千島の一角を根櫨地

十一946図

鐵より堅き腕あり︒

十﹇914図圏

出動準備の最中である︒

とする約百隻の流し製出漁船は︑今︑

十一857

像だな︒こ㌧に︑英語で﹃少年よ︑

十一783園

心がしのばれる︒

驚きました︒こ︑に有名な屠殺場
さうして︑背びれのあたりを

此の高さの違ふ水面をどうい

かうして︑第一の關門を通つ

檬の手績をくりかへし．て︑

て第二の關門に入り︑こ㌧でも又同

十梛5

河の構造の一番おもしろい所です︒

ふ風に連絡するか︑こ〜がパナマ運

十二6

こ㌧ぞと砲手は引金を引いた︒

水面に現し︑今や沈まうとする瞬間︑

十柵5

があって︑

九686園 皆何時ものやうに︑こ〜で
はりま

支度をして︑學校園へお集りなさい︒

九879 いち早く播磨の上月城を占領
して︑こ㌧にたてこもった二千五百
びつち ゆ う

の尼子勢は︑

うる

九901 こ㌧は備中の日割部川の渡
しうふうれい

しである︒

山から京城へ向かふ旅客機は︑こ〜

さん

九佃8園 秋風嶺を越えるのです︒蔚

よし何萬∵何十全の人がこ︑

く開け︑潮水北に注ぎ︑しかも︑波

十捌9

に送られて來ようとも︑パナマ運河

が一番難所ださうです︒

十98 動物の陳列室は二階になって

の岩の一塊をも彼等は見のがさず︑

甚だ荒し︒林野︑こ㌧に始めて樺太

紅海は︑名に似合はぬ眞

ナイル川に沿ふカイロの

都に來て︑︿略﹀︒其の古い文明の跡

十一励1圏

が一番暑い所でした︒

青な海でした︒しかも︑航海中こ︑

十一柵2圏

のです︒

が大陸と全く絶縁せる島なることを

な

遂に目的地なるデレンに

ここに貯水池や信號所を設けてみる

り︑

十﹇梱4

をたべる︑そのおいしいこと︒

べんたう
が︑午前十一時︑︿略﹀︒こ〜で辮當

合戦小屋にたどり着いたの

達せり︒こ︑に支那官吏の出張所あ

し

十﹇9711図

確實にするを得たり︒

は完成しなかったかも知れません︒
奉天に着いた︒︿略﹀︒こ︑で︑

四平街に着く︒こ〜からチ・
ハルへ線が分れる︒

十㎜5

兵隊さんがどやくと乗った︒

十二8

みる︒︿略﹀︒去年︑先生に連れられ
きば

て來た時︑こ㌧で忠犬ハチ公や︑マ
ンモスの牙などを見てから︑

十171図園 こ㌧を遊ばし候へ︒御矢
一筋受けて︑甲の程をためし侯はん︒

更に進めば︑︿略﹀︒こ︑を下の千本

十184図 浮葉死してこ㌧に六百齢年︑ 十一22図 吉野神社に詣で︑︿略﹀︒

忠義にかをる弓矢のほまれは︑年と

こ〜にても雲井の櫻咲

といふ︒

サイパンは︑︿略V︒こ︑の 十一210図上

共にいよく高し︒
十2510国

629
こご一ここうか

をたつねるのが︑こ︑へ尽る旅人の
目的なのです︒

こ〜で酪駝に乗って︑先づ見に行く

十一欄6囲 又砂漠の一端に來ます︒

ひたすら清らかな心を以て︑

のが金字塔です︒

地は︿略﹀交通の要路に當ってみる︒
ひでよし

秀吉がこ︑に目を着けて城を築き︑
たいはん

中墨・飯野の大藩を目の上

のこぶと見た家康が︑輝政をして

十二716

﹁︿略﹀︒﹂さうして︑こ︑ま

こ〜に金城鐵壁を築かせたのは︑
十二903

十一欄6

午後︑急ぎ足で思歌の門を

午後は︑僕が案内役になつ

見渡す限りは午後の静かな

鈴谷川落話の露人部落を訪

海である︒

十一8511

て︑市内の見物に出掛けた︒

十一761

出た︒

十一392

けふも︑午後︑夕立が來さう 十箇4 日曜日の午後である︒

になったが︑とうとう降らなかった︒

五902

午後︑おちいさんが︑さかな

ちやうど日曜日ですから︑

釣りに行かれるので︑僕もついて行

五917
つた︒

六112国

二十四日号午後から︑ねえさんと二

ひとつち

十一梱11

人でいらっしゃいませんか︒

始めて洋上のスコールにあひました︒

上海を出て三日目の午後︑

れて︑宿に蹄つたのが午後の九時︑

す︒

七月十三日の午後︑シン

ガポールに着きました︒

十一襯4国

よし日曜日の午後であって

﹇午後一時

も︑公園はいうくたる自然の趣を

十二梱9

失はぬ︒

こごいちじごじゅうごふん

午後一時五十五

午後一時五十五分目我が

五十五分﹈︵名︶1

分

古來朝野の尊信極めて厚く︑

御降嫁

しかも︑此の御降嫁による

公武一和の望は︑ほんの束の間の夢

十二僻11

ここうか ﹇御降嫁﹈︵名︶1

多きに及べりとそ︒

行幸・御幸のありしこと︑敷十回の

十塒3図

ここう ﹇御幸﹈︵名︶1 御幸

信號旗を以て令を極値に下せり︒

旗艦三笠は戦闘旗をか＼ぐると共に︑

みかさ

午後になると︑間もなくうす 十一557図
ら寒くなる︒

八504

枯れか㌦つて一面に黄色にな
つたじゃがいも畠を︑午後の日がか

九694

十一柵6囲

七321囹物の高さと其のかげの長さ

で來ると︑きまったやうにをぢさん

午後←

すると或日の午後︑裏山の森

んくと照らしてみる︒
九桝2

で︑﹁︿略﹀︒﹂の聲を聞いた︒

たいめん

聞けば︑軍人さんは今日午後
のださうだ︒

福岡へ飛び︑明日は更に嵩置へ飛ぶ

九田9

えますね︒

今日はお天氣も好いので︑午 十一一874園 今日は︑午後から大分冷
ゑました︒

後︑︿略﹀︑にいさんと朝顔を鉢に植

七457

と二回水をやるのですが︑

七407

これから︑毎日︑午前と午後

に︑午前と午後に一回つつあるので

まだ新聞が蔑める程の明かるさだ︒

は涙ぐむのである︒

こ㌧はどこちや︒

くら

小倉の北西八海里の海上

とが︑同じになることは︑一日の中

一槌々々精魂を打込むのである︒
十二㎜10囹

こ︑二三日で︑きっと御

こ

十二備6図

本復になりますから︒

十二湿11園

︿略﹀︒日本刀の精神的意義は實に
ご︑にある︒

十一齪1 武士が刀劒を帯する意義も
こ〜に存する︒

十二201 東交民港とは各國公館のあ

︿略﹀古よりこ︑に難破するものす

に︑平坦なる小島ありて白洲といふ︒

へいたん

路も︑庭園も︑建物も︑すっかり西
こぶる多く︑

る所で︑︿略﹀︒こ〜にはいると︑道

洋風である︒

我が國の古語を︑漢字ばか

えんしふ

午前と午後に教練がありま
すが︑時には︑朝早くから演習に出

七493国

かけることもあります︒

も

ない

午後︑にいさんと港へ行きま

安萬侶に取っての大きな苦心であっ

こ

午後︑中村君が來た︒

した︒

殊に大切なことは︑かうし 七悩6

た︒

りで其のま＼に書きあらはすことが︑

十一6411

十二2411 小鳥を止り木に止らせたり こご ﹇古語﹈︵名︶3 古語
して︑︿略﹀其の鳴かしくらに打興

どうてい

ず る ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂の平和島を︑こ㌧に

見るやうな氣がす る ︒

十二292 大壷は︑湖南省の洞庭湖に

十一6711

て我が國の古傳が︑古語のま＼に残

先ず出現する︒︿ 略 ﹀ 材 木 が ︑ ︿ 略 ﹀

此の湖水に流され︑こ㌧で大きな筏

午後

古語には︑我が古代君民の

つたことである︒

精神がとけ込んでみる︒
ご ト

﹇午後﹈︵名︶23

じごろ

くロフ

五877

宮へおまるりしました︒

いて︑外宮へおまるりし︑けふは内

げくう

五67囲

きのふ︑午後︑こちらへっ

なつのこご・にじゅうよっかごごさん

こご

十一6711

に組まれるのであらう︒

十二381 ﹁非望は見るな︒乱悪は聞

くな︒非禮は言ふな︒非禮に動く
な︒﹂︿略﹀︒こ ︑ に ﹁ 仁 ﹂ の 全 艘 が
説かれてみる︒

るによって︑それに合ったらば買ひ

十二567園 こ︑に御主人の三吉があ
ませう︒

山・鷺山に起って営まれたもので︑

十二704 元來此の城は︑︿略﹀姫

ここうしん一こころ

630

であった︒

ここうしん ﹇御孝心﹈︵名︶1 御孝心

時でしたね︒
﹇心地﹈︵名︶5

心地

市民は︑全く生きた心地もな

九㎜1 かういふ所で︑たまくなつ

かった︒

六価7

ここち

十一319 法隆寺が︿略﹀︑最古最美

←たいしごこうしん

きせき

の木造建築を世界に誇り得るのは︑

ちごく
かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

ぐうぜん

全く一つの奇蹟であって︑しかも太
勅命の下ったことを承った

で佛にあった心地がし︑

全寮は︑今や天にも上る心地であっ

十一644

子の御孝心を思へば︑あながち偶然
でない氣がしてならない︒
御高齢
たらう︒

﹇御高齢﹈︵名︶！

十二幽9園 父上は御高齢でいらっし
十一柵3

ここうれい

やるから︑御賢明でなくてはなりま
我を忘れて︑

へらせ給へるに會ひまゐらする心地

﹇袋於﹈︵接︶3

郎きゃうだいは︑ふとわるい心

つきましては︑新しく家を

たしたいと存じます︒

聞いても︑心が勇み立

どんくひやら﹂︑

全く︑上下の者が心を一にし

ひやら㌦︑

六161齪

つ︒

守られるだけは︑守らねばな

て︑國難に當つたのである︒

六612

八456

私は︑お身代りになって海

大塔宮は︑義光の忠義を心か

三日程たつと︑三つの隊は︑

心にすまないことは︑まだ

わけても︑自分の家へいそい

それを見るにつけ聞くにつけ︑

蕃人は︑そろく呉鳳の心を

これから後︑萬壽はうばと心

疑ふやうになった︒

八166

阿里山の蕃人は心を動かされた︒

八155

心は︑どんなに嬉しいことでせう︒

そと三って來たつばめを迎へる人の

八126

一度もした事はないつもりです︒

七三4園

心のま＼に動くやうになった︒

綜にでも引かれるやうに︑藤吉郎の

七889

らお喜びになった︒

七596

神の心をなだめませう︒

七47園

らないといふのが元帥の心であった︒

六糊9

どん

建てて︑心ばかりのおもてなしをい

六37園

川に橋をかけたりなさいました︒

て田や畠にしたり︑道をつけたり︑

心を合はせて︑野や山を開い

大國主命︑︿略﹀︑恭しく上土をたて

﹇午後二時半﹈︵名︶1

午後二時半︑學校へかへりま

五634

をおこし︑
午後二

﹇午後二時四

午後二時頃︑ひどい夕立が降

﹇午後二時頃﹈︵名︶！

午後二時︑下山の途につい

﹇午後二時﹈︵名︶1

まつり給ひぬ︒

時

こごにじ

十一伽10
た︒

午後二時頃

こごにじごろ

五884

つて來た︒

こごにじしじゅうごふん

午後二時四十五分

午後二時四十五分︑勝敗

十五分目︵名︶1

五345

午後二時半

こごにじはん

すでに定まれり︒

我も︑今父上のよみが 十﹇574図

す︒

十二526古園

一同夢に夢見る心地︒

ベートーベンの友人も全く

せぬ︒

こ㌧かしこ
こごと

ここかしこ ﹇此処彼処﹈︵代名︶4
七伽3 こ〜かしこ︑眞綿を引きのば
ここにおいて

した︒

一ツニツ三ツ四ツ五ツ

﹇午後八時﹈︵名︶1

ころ・おこころ・しずこころ・したこ

心呂おおみこ

午後八時に夜の古聖があり︑

午後

今年九つになる八重ちゃん
えいご
といふ女の子は︑英語も日本語も非
人々の苦しみは日日にま こごはちじ

常に上手です︒

九517団

六ツ七ツ八ツ九ツ十︒

一457

樺太は島にして境を接す ここのつ ﹇九﹈︵名︶2 九ツ 九つ

こ＼に

したやうな雲が︑金色に︑紅に︑色
←おこごと

づき始める︒

十一備10図

せり︒

陸に入りて其の地を探検する志を起

こ㌧において︑十年︑新たに愚計大

人の部落嵩在するに過ぎずとそ︒

る盛土なく︑たとひ東岸に至るも土

十一956図

八478 たんぼはもうなかば以上刈取 おいて
られて︑おくてだけが︑こ︑かしこ
に残ってみる︒

襲爵3 十字路を中心にして︑こ〜か
しこに村落や町が貼在する︒

十一 7 東−山三十六峯げに笑ふが如

く︑堂塔こ︑かしこに讐えて︑書夜

八時

勤行の鐘がさやかに聞かれる︒

ごんぎやう かね

さり行くばかりなり︒鐵眼︑こ㌧に

七507国

こ︑こ︑こ︑こ

おいて再び意を決し︑喜捨せる人々

︵感︶−

に説きて出版の事業を中止し︑力の

こごここ

三146ひよこがなくと︑おやど

及ぶ限り廣く人々を救ひぬ︒

﹇心﹈︵名︶99

りは︑はなしでもするやうに︑

こころ

こ︑こ︑こ︑こ︑といひます︒

ころ・なにごころない・まこころ・み

四鞭6

こころ・やたけごころ・やまとごころ

事代主命は︑︿略﹀︑父君

に申し給ふ︒﹁かしこし︒仰のま＼

十二510図

にたてまつり給へ︒﹂こ㌧において

こごさんじ ﹇午後三時﹈︵名︶1 午後

三時

このやうすを見て︑雲太

十一悌5圃 あれは七月二日の午後三

631
こころ一こころ

を合はせ︑折々らう屋をたつねては︑
母をなぐさめて居りました︒

八461 親を思ふ孝子の心には︑頼朝
も感心して︑石のらうから唐綜を出
てんじゃう

してやりました︒

八691 天井からつるしてある此の
大きなランプが︑ふとガリレオの心
をとらへました︒

支度に心を取られて︑さっきの地震

かへって彼等の心であるまい︒

助けたいのは山々であるが︑それは

甚次郎は︑此の日から山中

しかのすけゆきもり

九771

には一向氣がつかないもののやうで

我等は此の歌を聲高くよんで︑

鹿介幸盛と名乗り︑心にかたく主

其の何ともいへぬ︑ほがらかな︑

十佃3

ある︒

つ＼ましい心を味はひたいものであ

ちれう

家を興すことをちかった︒

る︒

たとひ治療のかひはないに

しても︑出得るだけの手を蓋くさな

間もなく︑僕の心は︑本の中 十糾4園

いでは此の母の心がすみません︒

九9610
の月や星の美しい世界へ飛んで行つ

たった今の今まで︑残念とば

つなよし

せうけんくわうたいこう

東陵を舞して昭憲皇太后

ひたすらに法隆寺へとあこ

をどる心をおさへるやうに︑

くわいらう

周園を廻らす廻廊も人の

すみこ

さう思ふと心がちっとも落

心を無理にしづめようとし

千古斧を知らぬ湖岸一帯の

をの

密林を見渡した時︑私の心はすでに

十一804

な意味をなさなかった︒

て雑誌を開いたが︑文字も書もみん

十一404

着かなかった︒

十一382

私たちの心を引く︒

更に推古天皇の御念持佛で
づ し
あったといふ有名な玉轟の御厨子が︑

十一327

深い心の感動を争える︒

十一305

心を引かずにはみない︒
やくし
先づ仰がれる藥師の尊像に︑

十一284

私は静かに足を運んだ︒

十一2510

た︒

は︑でこぼこの道をかなり快く七つ

がれる私の心を乗せて︑乗合自動車

十一252

てつくぐと忠臣の心を思ふ︒

をしのび奉り︑麓の乃木神社に詣で

十一106

恭しくぬかづけば︑︿略V︒

此の子をどこまでも助けよう 十一102 二百三十二段の石階を上る
心もつ﹂ましく︑さて拝所に立って

さう言はれてみると︑清少納

閣下の心

此の方面の職闘に︑

心もゆるんでしまった︒

たが︑

清少納言は嬉しくなって︑心

言も︑﹁︿略﹀︒﹂と心の中に思ひまし

十川5

如何にぞ︒

二子をうしなひ給ひつる

十913図圃園

せんとう

とする母の一念に︑はりつめた兄の

十854

た︒

十町程も行きていよく心

を決し︑刀を抜きて切りか＼れば︑

九團7図

鐵石にあらざれば︑砲丸に倒る︑兵

いかに心は堅くとも︑身は

士敷知れず︒

八992図 心の中に思ふやう︑萬一射 九倣1図
損ずるならば︑弓切折りて自害せん

橘中佐は︑平生志堅く︑勇

此の國歌を奉唱する時︑我々

た︒

の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と一心に祈りまし

十撹6

十麗2

かり思ひつめてみた清少納言の心は︑

かしい日本語を聞くと︑︿略﹀︑愛國

すっかり明かるくなりました︒
さう申し上げながらも︑清少

の心が泉のやうにわき起るのを感ず

十麗10

るのである︒

九欄1 かういふ所で︑たまくなつ

の萬歳を心から祈り奉る︒

日本人は︑︿略﹀︑捉えます我が皇室

九欄6

部下をあはれむ心深かりき︒

氣に満ちたる軍人にして︑上を思ひ︑

九欄1図

と︑かくごをきめて︑

九44 花が散って︑始めて人の心が
落着く︒

く春を惜しむ心が︑そろく胸にせ

九54 もう八重櫻も散りはてて︑行

ねぢは︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 心 か ら 満

まって來る︒
九325
足した︒

九394 軍艦旗を仰いで︑心の底まで
くんれん
清められた乗員は︑これから訓練に
取掛るのである︒

若し耳語の力によらなかった

納言は︑たゴ有難いと思ふ心で胸が

九欄3

ら︑我々の心は︑どんなにばらく

九401図 一豊は︑わけて家も貧しけ
れば︑たゴ心に欲しと思ふのみにて︑

一ぽいでした︒

のだ︒

聖旨7

もとより︑將軍の心はよく

十柵5囹彼等を法衣の袖にくるんで

わかってみた︒

十柵3園

件の始末に心を痛めた︒

將軍綱吉は︑さすがに此の事

つになって鯨に堅巻かうとしてるる

堕民名の船員の心が︑船と一

になることであらう︒

鶏の聲を聞きては︑はや心

は︑自ら家業もおろそかならざるを
得ず︒

十507図

はや心も心にあらず︑窯の

も心にあらず︑

十507図

村では︑豊年を祝ふよひ祭の

周園をぐるくと廻り歩きぬ︒
十533

十備5

空しく家に蹄りぬ︒

てはあるまじ︒

九455図園 いやく︑おのれの心に 十494図 しかも工夫に心を奪はれて

九467図翌朝︑三塁所︑長四郎の心
をあはれみて︑手つから袋を開き︑
食を與へて︑再び封ぜらる︒

九472図園 彼が今の心にて人となら
ば︑竹千代には無二の忠臣たるべし︒

九736図堕山遠く心はるぐ︒

こころありげ一こころがけ
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てうゑつ

人間界を超越してみた︒

十一934図 されど︑なほ心に満たざ
るものあり︑同年七月軍身にて又樺
太におもむけり ︒

十ニー7園圃

目に見えぬ神の心にか

よふこそ人の心のまことなりけれ
目に見えぬ神の心にか
さしのぼる朝日の如く

よふこそ人の心のまことなりけれ

十ニー7図翻
十ニー10図圃

十二佃2

長い間の難行苦行に︑身も

心も疲れきった一人の修行者が︑ふ
修行者は︑一そうけんそん

と此の言葉に耳を傾けた︒

十二川5
十二M9

十﹁976図 やがて酒食を出したれど
さわやかにもたまほしきは心なりけ

心は士吾びで一ぱいになった︒

な心で言った︒

も︑林藏︑彼等の心をはかりかねて

たとへ︑慶喜に不臣の心が

のと心を砕く折から︑

なかったとしても︑朝敵の名をかう

十二鵬8

うらくとのどけき春

むるのは︑けだし陶然であった︒

の心よりにほひ出でたる山ざくら花

十一一悩9図圃

萬乗の君のおはします城

自動車で走ると︑幾千・幾 こころ・う ﹇心得﹈︵下二︶1 心得

にも心ありげに申し上げた︒

んない事でございます︒﹂と︑如何

内匠の家來の事︑︿略﹀︑まことにせ

十㎜1 綱吉は︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒淺野

ありげ

木は枝や葉を震はせながら︑ こころありげ ﹇心有気﹈︵形状︶1 心

諸くの尊者︑多くの天人た

修行者の心に感動するかのやうに見

十二価10

人知れずおもふ心のよ

り

十二26図圃

かへりみず︒

十一梱10 すばらしく男性的な八甲田

えた︒

あめつち

しあしも照らし分くらむ天地の神

の高原美が︑私の心をとらへる︒

十一悩7 膿は車に任せながら︑心は

十二術1

十二槻8

しながら︑心から禮拝した︒

ちが現れて︑修行者の足下にひれ伏

もりなくあらまほしきは心なりけり
る心なし︒

十1510図園

︽ーエ︾

やまと

か

ち

なれば︑大身軍の御出であらんと心

萬とも知らぬ美しい窓が︑我々の心

冬の夜は歌劇劇場の窓が紅

かげき

をそそる︒

我︑父上に後れ奉りし 十二伽3

得て︑大和鍛冶のきたへたるよき矢

十二519図無

じりを少々用意致して候︒

つ

後は︑しばらく伊豆の配所にあり︑

紫の電燈ににほって︑都人の心を

る ︽ーエ︾

裁判について誰でも心得て

十二561園

判できめられたことに服相すること

おくべきことは︑民事裁判では︑裁

十二断10

心得ました︒

こころ・える ﹇心得﹈︵下一︶2 心得

そ＼る︒

さうして︑何の曲をやるの
其の上で︑一番孝行の心

であり︑

白話4園

おこころがけ

ゑもん

人々は此の事を聞いて︑今更

感動すると共に︑

のやうに久田船長のりつばな心掛に

十779

に心掛のよい者︑感心いたした︒

さてく︑二人ともまこと

を口に出して言へないのでございま
不孝者の爪で︑わしの心
すけざ

岩松助左衛門といふ人︑
︿略﹀︑如何にしてかこれを除かんも

十二榊1図

をかきむしりをつた︒

十一一備4園

す︒

十二㎜11園私は︑此の心にあること こころがけ ﹇心掛﹈︵名︶3 心掛ε

らう︒

ある者に︑最大の恩恵を與へるであ

十二搦10園

かと︑ひたすら心に待ちかまへた︒

十二塒4

言ひながら席についた︒

かくて深く心に決する 十一一悩6 私は︑心から﹁︿略﹀︒﹂と

居並ぶ大名・小名︑二人

まことに雄々しい歌であり︑
憶良は︑︿略V︑人間に封ず
る歌を多く残してみる︒

る愛の心に富み︑其の方面で特色あ

十二欄2

忠勇の心の躍動した歌である︒

十二978

はなかりけり︒

の心をおしはかりて︑袖をぬらさぬ

十二534図

秀衡を頼みぬ︒

ひでひら

ところあり︑はるぐ奥州に下りて

十二5211図園

心に任せぬ事のみにて︑

い

の心がわかるものである︒

十二338

困難に際會すると︑自ら人

十二52図園我︑もとよりいなみ奉

十一一29図皇朝ごとにむかふ鏡のく

最後は又急流の岩に激し︑

瀧見に奪はれて少しもいとまがない︒
十一捌11

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑三
人の心はもう驚と感激で一ぽいにな
つて︑

十一m11 月は︑永久に人間の心の友
であり︑慰であります︒

十﹁湘11 口にこそ出さぬが︑心は
た曳一死報身があるばかりである︒

十一欄2 長さ・幅・厚さの釣合の取
れた形︑︿略﹀ ︑ そ れ ら を ひ っ く る め

た全膿の美しさに先づ心は打たれる
が︑

ひたすら清

十一斯8 刀工が刀を鍛へるに當って
しやうじんけっさい

は︑︿略V︑精進潔齋︑
ひとつち

らかな心を以て︑一丁々々精魂を打
込むのである︒

何に切味がよくとも捨ててかへりみ

十一棚9 若し邪悪な心があれば︑如

﹁萬葉﹂とは﹁萬等星の意
で︑萬世までも傳へようとした古人

十二佃1

の心を︑我々は讃むことが出図る︒

られない︒

たる大空の廣きをおのが心ともがな

防守ー6図圏 あさみどり澄みわたり

633
こころがける一ございせいちゅう

はんちやう

文久二年︑先づ上平に

其の志をうったへて許可を得しが︑

人を頼まず︑世をうらまず︑ 十二個11図

自分の事は自分でするといふ心掛が︑

十一一244

十二冊1図

助左衛門︑半生の志實現

田家には行きわたってみる︒
するの近きにあるを喜びたりしが︑

﹇心持﹈︵名︶6 心持←

うとしたら︑どうなるであらう︒

こころもち

月夜の晩に︑此の村の停車場

おこころもち

六423

斜が幾箇所となく並び績いてるる︒

しや

九欄9かうした歌を聞きながら︑快

法隆寺へとあこがれる私の

いゆめ路にはいったことを思ひ出す

であらう︒

心を乗せて︑乗合自動車は︑でこぼ

十一253

心

に下された時は︑どんな心持がした

﹇心掛﹈︵下一︶1

でせう︒

こころが・ける

十一一佃6図政府︑彼の志をあはれみ

︽ーケ︾

この道をかなり快く走った︒
わこと

しさ︒

十二悩8

谷底から吹上げる風が︑は

やがて針葉樹の密林へはい

整備員たちの不眠の努力が︑

御在世中

十35図

﹇快﹈︵形︶1 快し ︽一

つ㌧しみて︑御在世中の大

ございせいちゅう ﹇御在世中﹈︵名︶1

り給ふや︑如何に︒

十二410菊園快く此の國をたてまつ

ク︾

こころよ・し

流れてみる︒

折から︑快い音樂が堂内に

・︒﹂と快い音が鳴り出した時の嬉

十二897 ﹁タ︑タ︑タ︑タ︑ ︑︑︑

のだ︒

れて︑如何にもそれが快く聞かれる

すべての飛行機の調子よい爆音に現

十一柵7

えてゐました︒

十一柵9国山 沙漠の朝風は︑快い下冷

ると︑急に快い涼しさを畳える︒

十一佃2

だに快く感ずる︒

十一佃11

て︑水上に美しい中島を望み︑

先づ和琴半島の優美な姿を

十一822

整列して︑﹁今日も無事に

終りました︒﹂といふ心持で︑

賞しながら進むと︑湖景は快く開け
しかし︑何だか此のま＼寝る
平安時代の大宮人たちは︑か

新年において我等の抱く心持

﹇心行﹈︵五︶2

同じでございます︒

こころゆ・︿
︽ーク︾

たゴ自分は各人であるから︑

快い

︽一

平安時代の大宮人たちは︑か

﹇快﹈︵形︶10

八931 此の邊では︑雪が二米近くも
けい
あって︑たゴ一面の銀世界︑快い傾

イ・ーク︾

こころよ・い

都の春を忙しんだのであったQ

うした心持を心ゆくまで味はつて︑

十価10

いてから死にたいと思った︒

一生の思出に︑心ゆくばかり笛を吹

七336

心ゆく

十二欄1園私の心持は︑姉上と全く

みる︒

が︑すらくと品よくよみ出されて

十佃1

都の春を樂しんだのであった︒

うした心持を心ゆくまで味はつて︑

十島10

のが惜しいやうな心持がした︒

七槻6

へます︒

﹁︿略﹀﹂と︑大きな聲で番號をとな

七509圏

掛ける

りぬ︒

志す

功績をよみして︑遺族に恩賞をおく
こころざ・す

林藏は樺太の海岸を一周

せんと志ししが︑ナニヲーより北︑

十一948図

︽ーシ︾

﹇志﹈︵四・五︶2

十二306 三千人の弟子の中︑顔回ほ
ど其の師を知り︑師の教を守り︑師

志

の教を實行ずることに心掛けた者は
﹇志﹈︵ 名 ︶ 1 2

なかった︒

こころざし

しや
九427図 一豊は妻の深き志に謝せり︒
だのぶなが

波荒くして舟をやるべからず︒

お

九437図園 見上げたる志︒

心細

でに長い月日を過したが︑其の業は

自分が修史に志してからす

十二453

の志があることを知って︑彼をたよ
ト

遅々として進まぬ︒

ち

九871 鹿介は︑織田信長に毛利攻め
つた︒

﹇心細﹈︵形︶1
や

温突部屋の中では︑薄暗いラ

べ

こころぼそ・い

九897 鹿介は主君に志を告げ︑許を こころづよい ←おこころつよい
こうてわざと捕はれの身となった︒

十652

い

ンプの火が心細くゆれてみる︒

︽ーク︾

氣に満ちたる軍人にして︑上を思ひ︑

九重10図 橘中佐は︑平生志堅く︑勇

部下をあはれむ心深かりき︒

さいたまけん

それによると︑埼玉縣の或所

大岸試みに敷匹の馬を追落

試みに︑今日若し片上名も
我々の日常使ふ言葉を書きあらはさ

平素名もないとして︑漢字ばかりで︑

十一653

に立ててごらんなさい︒

八伽7園諸君︑試みに此の卵を卓上

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

したるに︑或はころびて倒る＼もあ

八651図

のだといふことがわかりました︒

で︑試みにしるしを附けて放したも

八67

十一743 宣長は眞淵の志を受けつぎ︑ こころみに ﹇試﹈︵副︶4 試みに
三十五年の間努力に努力を白けて︑
遂に古事記の研究を大成した︒

十一957図 こ＼において︑林藏︑新
たに封岸大陸に入りて其の地を探検
一切纏は︑︿略﹀︑此の教

する志を起せり︒

十一欄8図

に志ある者の無二の寳として貴ぶと
ころなり︒

其の志を告げて同意を得︑資金をこ

十一備1図 すなはち喜捨せる人々に
とぐく救助の用に當てたりき・

ごさくさん一ござる
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ん

御歌・御歌をしのびまつれば︑

ごさくさん ﹇五作﹈︹人名︺2 五作さ
七㎜5圏 お㌦︑五作さんか︒
お心持はよくわかりました︒

七価4園 いや︑五作さん︑あなたの
ごさくじいさん ︹課名︺2 五作ちい
さん

七目6 第十八 五作ちいさん
コサック兵

こうしゅれい

︵名︶一

七㎜3 第十八 五作ちいさん
コサックへい

十㎜9園 あれは公主嶺で︑昔︑ロシ
やの﹈サック兵は︑あそこで教練し

︽ーイ・ーッ・ーラ・ーリ・ール・

﹇御座﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 燭 ゴ ザ ル

たのだが︑

ござ・る
ござる

ーレ︾n▽ありがとうございます

すか︒

この間は︑かめを助け

て下さって︑ありがたうございま

三論6囹
す︒

四323圏私は︑もと月の都の
ものでございます︒

四328圏 みなさんにお別れする
のがつらくて︑泣いてみるので
ございます︒

今お別れ申すことは︑

まことにかなしうございますが︑

四367園

お手紙ありがたうござい

新年おめでたうございま

新年おめでたうございま

いたし方がありません︒

四793国
す︒

す︒

四796囲
四834国
ます︒

どうしてお持ちになる
それは︑天人の羽衣で︑

それはありがたうござ
私どもには︑もと娘が八人

今年も︑ちやうどその大蛇
泣いてみるのでございます︒

が出て來る時分になりましたので︑

五216園

一人になりました︒

ございましたが︑︿略﹀︑もうこの子

五212囹

います︒

四王4園

ございます︒

あなた方にはご用のない物で

四価4園

のでございますか︒

四悩7園

でございます︒

三156園ふってもようございま 四半5園 もし︑それは私の着物
三161園 直そうかるうございます
ね︒

三826園 それではございません︒

三835園い＼え︑それでもござい
ません︒

三836園てつのをのでございま
す︒

三糾7園 はい︑それでございます︒
三田8園 どうもありがたうござい
ました︒

三川7園 この聞は︑ありがたうご

三908園はい︑それでございます︒
ざいました︒

す︒

この男が︑私どものらくだ 六124団

をぬすんだのでございます︒

五473園

お手紙ありがたうございま

ざいましたから︑二日學校を休んだ

そのとちゆうで︑この男に 六125團私のかぜは︑ごくかるうご

出あひますと︑向かふから︑﹁︿略﹀︒﹄

五483園

母よりも︑よろしくとの事

だけで︑なほりました︒

六悩3囹

おなぐさみに︑狩をなさつ

をぢさん︑きのふは︑おみ

てはいかがでございます︒

六361園

でございます︒

そのらくだは︑片目だらう 六招6國

と尋ねるのでございます︒

五488園

の︑びっこだらうの︑︿略﹀︑一々見
たやうに申すのでございます︒

私をぬす人などとは︑とん
でもないことでございます︒

五498園

やげをありがたうございました︒

どうなさるのでございます

ありがたうございました︒

それで︑らくだが逃げたの

口占4囹

五502園

ではないかと思ったのでございます︒

か︒

六研3園

水は︑思ったより冷たうござ

いました︒

七104

もしく︑お役人様︑それ 六拗1園 あぶなうございます︒

食ってあったからでございます︒

五507園道の片がはの草ばかりが︑

五522圏

なら︑荷物の品をどうして知って居

予習2園

さやうでございますか︒

其の事でございます︒

ケフノオ甕頃ハ︑ウチ中︑目 七777園芸があぶないと申したのは︑

るのでございませうか︒

五543

ガマハルホド︑イソガシウゴザイマ
シタ︒

ようございますか︒

ます︒

今年は︑私のうちへ︑まだ

五846圏おかあさん︑川へ行っても 七柵4園 牧入役さん︑お暑うござい
五968園

七悩7園

それでお伺ひに参ったやう

では︑どうなったのでござ

それは︑どういふわけでご

さうでございますか︒

ざいます︒

七欄8園

いませうか︒

七欄9園

なわけでございます︒

七槌6圏

います︒

税金の通知が來て居ないやうでござ

背も高いが︑鼻がおそろし 七撹3囹
く高く︑目は鏡のやうでございます︒

おまけに︑からだ中から光
を出して︑天も︑地も明かるいほど

五971囹

きっと︑あれが取ったので

ドウモ︑アリガタウゴザイ

でございます︒

五m1圏
マス︒

ございませう︒

五伽8園

六76園何の御用でございますか︒
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七悩8園 ほんたうに皆さんの御親切
はありがたうございます︒
なくて私の命でございます︒

七三4園 いた望いたのは︑財布では

此の金を半分だけさし上げたうござ

七伽5園 ついては︑お禮のしるしに︑

きしう

九柵6園

お二人なら︑連皇で四百八

ぜ ひ
母上︑かうなっては是非も

ようございます︒

十文でございます︒

十糾5園

九備6園

十二三日ぐらゐはございま

ございませぬ︒

十996囹
せう︒

恥でございますが︑君子を容れない

君子を容れないのは世の

のは世の中の恥でございます︒

十二364園

中の恥でございます︒

某は︑末廣がり屋の主人

さてく︑書置に合って
して︑債は如何程でござ

らうか︒

十一一584園 いくら程でござるぞ︒

十二583直前うござるぞ︒

十二585園十雨でござる︒

十二591園

よろしうござる︒

なうく︑そなたは定め

かたじけなうござる︒

よからう︒

ござる︒

十二598園

若しきげんが悪うござつ

末廣がりでござります︒

これ︑此の通りきつねの

父上︑私にはなんにも申

十二柵1囹私は︑此の心にあること

し上げることがございませぬ︒

十二㎜5囹

同じでございます︒

十二悌1園私の心持は︑姉上と全く

す︒

十一一615園 これ︑此の骨でござりま

く張ってござります︒

鳴くやうに︑こんくといふ程︑よ

十二612園

理でござります︒

十一一606園 殿檬の御合鮎参らぬも道

十二604囹

十二599囹殿様︑ござりますか︒

さてく︑かたじけなう

たら︑かうかうはやして舞はれたら

十二596園

て主人持でござらう︒

十二593囹

十二592園

でござる︒

ばかりも引いて下さらぬかといふの

十一一5811囹 いや︑十爾のうち︑ 一爾

學を好み︑怒をうつさず︑ 十一一588園 なう︑そこな人︑其のや
うに安いものではござらぬ︒

過も二度とはしない男でございまし

十二416園
たが︑

ようございます︒

ございましたが︑不幸にも短命でご

います︒

十価5園

ざいました︒

十二417園過も二度とはしない男で

七梱5園私は紀州の者でございます︒
それが今朝はございません︒

これは京に住まひ致すわ

此のあたりの大名でござ

十欄1園昨日の夕方までは︑確にご

でござる︒

でござる︒

十二557囹

つてかやうに申すのでござる︒

十一一556園

末廣がり屋を知らぬによ

十一一555園某は︑田舎から参った者

る者でござる︒

十一一551園

る︒

十二537囹

十佃5園

を承りたうございます︒

昨夜︑誰かいたづらをした

とみえて︑今朝はすっかり無くなつ

十佃3園

ざいました︒

七槻5園 それから︑あなたのお名前

唐綜の身代りに立ちたうございます︒

からいと

八384園別に望はございませんが︑

からいと

八385園別に望はございませんが︑

十柵1笹葺の使が︑お盆を帽子のや

てるたさうでございます︒

八451囹 木曾の萬壽でございます︒

うにかぶって婦って來ました時︑私

唐綜の身代りに立ちたうございます︒

八878園 今日は元日でございます︒

政治を行ふ身程つらいもの
淺野内匠の家來の事︑いろ

末廣がりはござらうか︒
十二558囹
十二565園や︑それが末廣がりでご
ざるか︒

先づ地紙よくとござる︒
十二5611園

かう廣げて︑此の金物で
十二5711園

んくといふ程︑ よく張ってござる︒

それについて︑何か御注 十二572園きつねの鳴くやうに︑こ

がくふ

しかし︑まことに粗末な

十二582園

嬉しうござる︒

十二581園

じっとしめるによって︑要もとしめ

道を修めないのは君子の

あなたはどういふお

ピヤノで︑それに樂譜もございませ
一器

てでござる︒

十二363囹

方でございますか︒

十一欄11囹

んが︒

十一旧11園

意下さることはございますまいか︒

十一7111園

ます︒

せず︑まことにせんない事でござい

十糊10園左檬致しては政道が立ちま

くお聞及びでございませうが︑

十瑚7園

はございませぬ︒

十湖6園

はほんたうに残念でございました︒

を言出したかと思ひながら︑やって

八伽2 人々は︑何のためにこんな事
みましたが︑もとより立たうはずは
ございません︒

八伽9園 諸君︑これも人のした後で
は︑何のざうさもない事でございま
せう︒

れ雀の子

九477図圏 さあござれこ＼までござ
九477図工 さあござれこ＼までござ
れ雀の子
九874囹 毛利攻めの御先手に加り︑

若し職功がありましたら︑主人勝久
に︑出雲一國を頂きたうございます︒
ででございます︒

九㎜9囹 して其の方々はどこにおい

ごさんねんのかっせん一こじき
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を口に出して言へないのでございま
す︒

十一一網2園私は︑あなたを父上とし
て大切に致すつもりでございます︒

十二柵11園眞實でございます︒

十二齪2園
いませう︒

十二齪11圏

なんでうらむわけがござ
お后様には︑奥へいらっ

しゃつて︑しばらくお會ひにならぬ
方がよろしうございます︒

後三年の合戦
はちまん

昔︑後三年の合戦に︑

みんなは待ってるたやうに︑

書に蚕食のない學生もあれば︑

十一稲8

ベートーベンはピヤノの前

そこらへ腰をおろす︒

十一旧6

どやくと此の國の青年が

彼は再びピヤノの前に腰を

に腰を掛けて︑すぐにひき始めた︒

十﹁㎜8
下した︒

十二協7

四五人はいって來て︑私のそばに腰
﹇濃﹈︵形︶1 濃し ︽ーキ︾
る
り

咲くものは露草の花︒

五時■ごぜん

腰掛

腰掛けた︒

こしかたゆくすえ ﹇来方行末﹈︵名︶1

川端の石に腰かけて︑下し方

遺し方行末

行末を思ひながら︑鹿介はじっと水

九905

﹇五時間﹈︵名︶1 五時間

の面を眺めた︒

ごじかん

かうした作業が五時間も績
まんさい
いて︑一萬尾に近い漁獲に船は漏載

十一8811

である︒

五時

五時間目の授業がすむと︑先

ごじかんめ ﹇五時間目﹈︵名︶！

九684

寄目

こ じさり

こじき

生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

しゃつた︒

が多い︒

これが古事記といって︑い

﹇古事記﹈︵名︶9 古事記

てるる︒

やまとたけるのみこと

神武天皇や日本武尊の

古事記にのせられて︑今日に傳はつ

御事蹟︑其の他古代のすべての事が

じせき

十一677

はば我が國で最も古い書物である︒

十一672

こじき

軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑
﹇腰掛﹈︵名︶1

腰か

腰かけて聞く︑

︽ーケ︾

﹇腰掛﹈︵下一︶4
腰掛ける

切株に

行末を思ひながら︑鹿介はじっと水

十一723園

私も︑實は早くから古事

研究したいと思ってをります︒

±71閤私は︑かねぐ古事記を

宣長は︑﹁︿略﹀︒﹂

話が古事記のことに及ぶと︑

國初以來の歴史を知ると共に︑
僕も︑出罵るだけ音を立てな

前の席には朝鮮服を着た人が

掛けた︒

緑の芝生に腰をおろして讃 九七4

てうせん

いやうに行って︑あいてみる席に腰

九969

十一718

川端の石に腰かけて︑軽し方 十一682 我々は今日古事記を憎んで︑

秋の静かさ︒

十一一梛10 由來名所には︑すりゃ乞食

けさは︑五時に起きて︑ラヂ こじき ﹇乞食﹈︵名︶1 乞食

﹇五時﹈︵名︶2

に︑

九743図圏

こ・し

をかけた︒

←しょうけんこうたいごう

新羅三郎殿︑京よりはるぐ兄八幡

ごさんぱい

﹇越﹈且vえだこし・かきねごし・

こさんぽい
こし

濃き瑠璃の 色あざやか

殿の陣中に参られし時︑

しんら

十二521図園

︵名︶1

十二欄1園眞實より外に︑私は何も ごさんねんのかっせん ﹇後三年A口戦﹈
あ︑もうし︑それはあん

ございませぬ︒
十二⁝川5園
ひめ

まりではございませぬか︒

十二川8園 末姫様は︑決して御不孝

︒

如何やうになされようと︑

なお方ではございませぬ︒
十一一襯7園

あなた次第でござるが

ごじ
ごじ

こしかけ

冬は六時である︒

九341

オ膿操に行ったQ

腰n▽おこ 五871

ガラスごし・こずえこし・まどガラス

娘は勘當でござるぞ︒

かん だ う

コシ

十二襯11園

し

忽ち砲揮の一破片︑其の腰

の面を眺めた︒

稻を刈って居られたおとうさ 九905

林の中の

六462圏

ける

こしか・ける

草の上に腰を下したり︑ねこ 十一櫨11 そばに腰掛が幾皇かある︒
うちへかへって︑えんがはに

れたり︒

十﹁767

しばふ

にあたり︑中佐はどうと其の場に倒

九旧3図

﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

んとおかあさんは︑腰をのばして︑

六222

んで居るらしい︒

腰をかけて居ると︑川で︑誰かあそ

五餌2

ろんだりして休みました︒

五293

シマシタ︒

三515ソレヲ刀ニシテ︑ムギワ
ラノサヤニ入レテ︑コシニサ

﹇腰﹈︵名︶10

ごし・まどこし

なんでうらむわけがござ

こし

十二備11園私の宅はまるではたご屋
同然でございます︒

十二帽2園 五十人で結構ぢやござい
ませぬか︒

十二宙7園私の所では︑五十人の半
分の二十五人にして頂きたうござい
ます︒

十一一帽9至当の方には︑まだお迎へ
申す準備がしてございませぬ︒

十二欄7園私を御存じございませぬ
か︒

．十二捌4園 わしは︑ばかな︑たはけ
た老人でござる︒

十二旧8園其のコーデリヤでござい
ます︒

十一一齪1園

十二捌9園 コーデリヤでございますQ
いませう︒
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こしき一ごじゅうしじょう

第十二

古事記の話

話

十一目13

古事記の話

記を研究したい考はあったのですが︑

十一729囹 ところが︑何時の間にか
第十二
じせき
御事蹟

神武天皇や日本武尊の

やまとたけるのみこと

﹇御事跡﹈︵名︶1

十一631
ごじせき

年を取ってしまって︑古事記に手を
のばすことが出來なくなりました︒

御事蹟︑其の他古代のすべての事が

じせき

十一744 宣長は密男の志を受けつぎ︑ 十一677
三十五年の間努力に努力を績けて︑

五十階

五十階・七十階から︑とう
︵名︶2

五十粁

スチーブンソンは︑其の後な

御自分

そこで︑命は︑御自分の劒を

﹇御自分﹈︵名︶1

五時半に起きた︒

ごじぶん

五備5

小島

くだいて︑五百本の釣針をお作りに
﹇小島﹈︵名︶6

なりました︒

こじま

つ

箱根路をわが越えくれば

コロールは︑わっか八平方
とうち
粁の小島ですが︑群島統治の中心地

十342国

であり︑
い

十備⁝2図圃

爾方の岬も中の小島も︑

伊豆の海や沖の小島に波のよる見ゆ
十一柵9囲

すべて岩ばかりですが︑此の小さい

十⁝剛9

ごじつキロメートル

く百階を越えてしまひました︒

九588國

﹇五十階﹈︵名︶1

古事記にのせられて︑

五色

ごじっかい

遂に古事記の研究を大成した︒

十二佃3 さうして︑かういふ遠い昔
に︑古事記と共に此の萬葉集を持つ

﹇五色﹈︵名︶1

てるることは︑我々日本人の誇であ
る︒

こしき

岩の島が英領なのです︒

こ

くら

小倉の北西八海里の海上
波浪高き海上の小島に︑

燈毫を築かんとするが如きは︑今日

十二価9図

がらん

興福寺は伽藍半ばすたれ
さるさは
たれど︑なほ三重・五重の塔︑猿澤

十二脳1図

の池水に影をうつして南都の美観た

り︒

第九

五十九

瀬戸内海⁝⁝⁝五十

第九 大演習⁝：−：五十一

ごじゅういち ︹課名︺2 五十一

八目10

一

︹課名︺1

第十四鐵工場⁝⁝⁝五十九

十一目10

七目2

ごじゅうく

五十九秒

ごじゅうくびょう ﹇五十九秒﹈︵名︶2

四回目に︑︿略﹀︑非常に調子

よく飛んで︑五十九秒︑二百六十米

九168

それにしても其の最初といへ

といふ好成績を牧めました︒

九178

ないし

ば︑ライト兄弟の苦心に成った十二

五十三

量⁝⁝⁝五十三

末廣がり⁝⁝⁝五十

五十四

十山がらの思出⁝⁝⁝五

︹課名︺3

第九

十一

十一158

五十四帖

でふ

第十

日本海海職⁝⁝⁝五

源氏物語五十四帖は︑我が

でふ

ごじゅうしじょう ﹇五十四帖﹈︵名︶1

十四

十一目11

四

七目14 第十三 錦の戦旗・⁝⁝：五十

十四

︹課名︺2

秒乃至五十九秒の飛行で︑

ごじゅうし

三

十二目10

五目12

に︑平坦なる小島ありて白洲といふ︒ ごじゅうさん

へいたん

十二柵3図

島のやうに散在してみる︒

山・景福寺山が︑ちやうど海中の小

呼べば答へる間近さに︑男

ほ研究を績けて︑一時間五十粁も走

五十銭のでよからう︒

腰みの
くし

といへども容易のわざにあらず︒
﹇腰蓑﹈︵名︶1

く原始的な風俗です︒

しかも︑此の戦闘のあひ間

﹇小痛﹈︵形状︶1

十一鵬11

こしゃく

こしゃく

た男︑大きな腰みのを着けた女︑全

十298団鳥の羽でかざった櫛をさし 四目11

こしみの

小さい鍋を返し︑大きい鍋を

さつき五十憂いた〜いて︑

十二711

る汽車を造り上げることに成功した︒

十一爾7國右はアジヤ︑左はアフリ

まはるは五色の風車︒

七381圃 涼しい風にくるくと︑
こしきいわ ﹇五色岩﹈︵名︶1 五色岩

カ︑此の二大陸が互に迫る中間は︑

きんぴやうぶ

五十銭のでは小さ過ぎるし︑

﹇五十銭﹈︵名︶5

五十粁とは離れてゐません︒

ごじっせん
六708

五十鏡

十一燭3金屏風・五色岩など︑多
古事

彩な火口壁があらはにも仰がれる︒
﹇古事記伝﹈︵名︶2

もとをりのりなゆ

こじきでん

記傳

六711園

一圓のでは大き過ぎる︑

な三者で︑古事記傳を大成して︑我

十柵2 本居宣長は︑江戸時代の有名

六719

た︒

六725園

を巧みに抜けて︑こしゃくにも我が

さつき五十鑓いたゴいて︑

今五十鏡の鍋を返していたゴきまし

六725園

銭彿はうとしますと︑

受取って︑おばあさんが︑もう五十

が國民精神の爽揚につとめた人︑ま
ことに此の人にふさはしい歌である︒

十一745 有名な古事記傳といふ大著
ふめつ

述は此の研究の結果で︑我が國文學
﹇乞食同然﹈︵名︶1

の上に不滅の光を放ってるる︒
こ じき

こじきどうぜん

乞食同然

爆撃編隊に突進する敵機がある︒
五重﹇▽さ

今五十銭の鍋を返していた望きまし
じき

﹇五重﹈︵名︶1

た︒

こ

ごじゅう

なしの乞食同然︑如何やうになされ

十二襯6園 御覧の通り︑一切持参金

五時半

ラヂオ腔操に行くので︑朝は んじゅうごじゅう

たいさう

﹇五時半﹈︵名︶1

ごじはん

五858

ようと︑あなた次第でござるが一︒
こじきのはなし ︹課名︺2 古事記の

ごじゅうしち一ごじょうぶ
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國第一の小説であるばかりでなく︑

ごじゅうしち ︹見落︺1 五十七
五目14 十三 少彦名のみこと⁝⁝⁝
五十七
ごじゅうしちねん ﹇五十七年﹈︵名︶1
五十七年

十二塒2 一時間三百粁の速さで飛ぶ
飛行機に乗って行くとしても︑ざつ
と五十七年かかるわけである︒

ごじゅうに ︹課名︺2 五十二

四目10 九山がら⁝⁝⁝五十二

十二帽6園私の所では︑五十人の半

﹇五重塔﹈︵名︶2

五

分の二十五人にして頂きたうござい
ます︒

重の塔

ごじゅうのとう

御主人

十﹁801

をの

湖上に舟を浮かべて︑雄阿

寒岳の急斜面が迫る絶壁を仰ぎ︑千

湖上の島々も多くは密林を

古斧を知らぬ湖岸一帯の密林を見渡

した時︑

十一805

負うて︑其の眺は美であり奇である︒

五條

二道サ五丈

ごじょう ﹇五丈﹈︵名︶1 五丈

十二鵬図

ごじょう ﹇五条﹈︹地名︺1 五條

こ＼に御主人の書下があ

﹇御主人﹈︵名︶2

家の御恩を忘れまいそ︒
こしゅじん

十一一568園

御出

先づ御主人に急いでお目

るによって︑それに合ったらば買ひ
ませう︒

した︒

﹇御所﹈︵名︶1

お堀をへだてて二重橋が見

小蒸汽船

小蒸汽船が︑煙を吐きながら

行ったり來たりして居ます︒

七川3

東大寺の金堂は天空高く

ごじょうさんじゃく ﹇五丈三尺﹈︵名︶

五時三尺

年の面影を獲せり︒

省えて︑五丈三尺の大佛︑一千二百

1
コシャゥ

十二鵬10図
﹇故障﹈︵名︶4

え︑其の右の方には︑木の間から御

こじょう

下僧9
十伽8

輕機關銃が急にきかなく

をぢさんは︑たゴもう夢中
湖上

りませんでした︒

承知の通り︑私の村の氏神様のお祭

六108国さて︑此の二十五日は︑御

です︒

ごじょうのはし ﹇五条橋﹈︹地名︺1
﹇湖上﹈︵名︶4

三416五でうの橋に來ますと︑

五906国

夫

ごじょうぶ

御丈

皆さん︑御丈夫ださうで︑

﹇御丈夫﹈︵形状︶1

﹁まて︒﹂といふものがあります︒

五でうの橋

從って︑今︑湖上に浮かぶ島

着きます︒

湖上を渡って︑第三の關門に

で故障を直した︒

十二897

り﹁故障︒﹂と叫ぶ︒

なった︒しまったと思って︑いきな

十二892園

三941園自動車ノコシャウデス︒ こしょうち ﹇御承知﹈︵名︶2 御承知
三943囹ドンナコシャウデス︒
五脳2 龍神は︑なかく御承知にな

故障

こしょう

所のお屋根も秤される︒

六伽2囹

こじょうきせん ﹇小蒸気船﹈︵名︶1

そこで︑尊は︑わっかの供人 十二丁重

みこと

﹇御出発﹈︵名︶1

にかけよう︒

左の高い松の木立の後には︑ 十二598圏

五

うとこしょ

五十米程登ると︑僕はもうた こしょ

﹇五十両﹈︵名︶1

御所←きょ

を連れ︑東をさして御出獲になりま

六337

こしゅっぱつ

中門をはいると︑左に五重

どうやら五重の塔の影もみとめられ

十一257
るQ

十一2710
の塔が大空高くそ＼り立ち︑右に金
堂が荘嚴にひかへ︑

つた︒

艦を浮上らせた︒

のやうに盛上り︑︿略﹀︑鯨は其の巨

十佃10

やがて五十米誌前方の水が泉

まらなくなって︑眞一文字に滑り下

八933

十目11 第十 稻むらの火⁝⁝⁝五十 ごじゅうメートル ︵名︶2 五十米
二

ごじゅうにん ﹇五十人﹈︵名︶9 五十

七865園 どうだ︑二人に五十人つつ

人

中間を貸さう︑三日の着けいこを

ちゅうげん

させ︑槍の仕合をさせてみては︒

五十二歳

十二329

十両

ごじゅうりょう

青年であった︒

孔子は五十齢歳︑顔回は一

七875 五十人の中間に︑一人頻々︑ ごじゅうよさい ﹇五十余歳︺︵名︶1
﹁︿略﹀︒﹂と教へ た て た ︒

七882園 五十人は三隊になれ︒
の中間に︑めいめい十八尺の竹槍を

七896 やがて木下藤吉郎は︑五十人
持たせ︑隊を組んで進み出た︒

大江山⁝⁝⁝五十六

五十六
十一

︹課名︺3
四目12

田植⁝⁝⁝五十六

十神風⁝⁝⁝五十六

十二

九7510園

こ口ゆくん ﹇御主君﹈︵名︶1 御主君
島は︑其の昔︑陸に聲えてみた山で
あまご
それにつけて︑御主君尼子
あったわけです︒

六目11

五目13

ごじゅうろく

百爾は小さな袋に入れてあります︒

七922 しかし︑五十人はばらくで 七三4圏 五十雨は黄色なきれに包み︑
ある︒

十二衛1圏 今日限り五十人にへらす
ことに︑御同意を願ひます︒

らしをつた︒

十二帽1園 わしの家來を五十人にへ
十二愉2圏 五十人で結構ぢやござい
ませぬか︒

ド
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けっこうです︒

お＼︑神々も御照覧あれ︒

こしょうらん ﹇御照覧﹈︵名︶1 御照
覧
十二帽10園

たつさへた關東方の使者は︑

︽1へ・ーヘル︾

﹇栴 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1 6

こしらへる

こしら・える

イ︒

タ︒

三631

四762

た︒

オヂイサンバ︑ソノ松ノ

三人ハ︑メイくサ・ノ

三ちゃんは喜んで︑赤い

るやかごをこしらへてゐまし

紙を小さく切って︑切手をこ
れた︒

﹇御進軍﹈︵名︶1

やまと

こしんぐん
たがらす

おと

御進軍

七備9園

あなたは︑今朝一人で川を

二番瀬を越すと︑折からのぼ

越した方ではありませんか︒

八伽3

る太陽の光を浴びて︑長くあとを引

や

雪子さんは︑はがきとふ 六12 大和へ御進軍になった神武天

しらへました︒

四764
え

皇は︑八尋鳥をお使として︑︿略﹀

うとうをこしらへました︒

きながら︑一直線に沖へ︒
﹇御心事﹈︵名︶1

八月もなかばを越せば︑どこ

うなものである︒

かに秋らしいものが見えてもよささ

九伽8

曇って覧た︒

かに晴れて居た空が︑何時の間にか

山を越すまで︑あれ程うら＼

兄うかし・弟うかし兄弟の所へ︑お

八欄7

花子さんは︑おかあさんか

四771

つかはしになりました︒
こしんじ

御心事

ら大きな紙の箱をいたゴいて
來て︑ポストをこしらへました︒
五401

象のかこひの中には︑向かふ 十一311図 天皇行宮にましますこと
ほうちよ
三年︑遂に北方の天を望みて崩御あ

の方に︑池のやうなものがこしらへ

りし御心事を察し奉れば︑涙そゴう

それでも雪の山は︑とうく

年の瀬を無事に越してしまひました︒

十皿10
御親切

﹇御親切﹈︵名︶2

に禁じ難し︒

こしんせつ

二人で︑水鐵砲をこしらへて

てありました︒

五878
あそんだ︒

紅色の壁面が湖水の藍に映

じて︑さゴ波が紫に見える︒

十一鵬6

こすい ﹇湖水﹈︵名︶6 湖水

︿略﹀︑妹の小さな手に抱かれてみた︒

雪にうまって冬を越した人形が︑

十一一伽10 のんきな主人に置忘れられ︑

ほんたうに皆さんの御親切
いや︑皆さんの御親切を受

越す

︽ーシ・一

それとも︑何か御心配でも
﹇越﹈︵五︶8

時折︑向かふに湖水のや

しかし︑行っても行って

湖南・貴州などの奥地から

洞庭湖は︑上海から千二三

うな湖水であるから︑

百粁もさかのぼった所にある海のや

十二294

よって此の湖水に流され︑

出る材木が︑それぐ其の地の流に

十二292

も︑湖水はありませんでした︒

十一襯7囲

うなものが見えます︒

十一湘2国

良を思はせるものがありました︒

ロり

む静かな市街で︑ちやうど日本の奈

な

天子様は︑離そうごしんぱ 十一幽11國 それは山間の湖水にのぞ

御心配

﹇御心配﹈︵名︶2

まことにすみませんでした︒

ぽい

こしんぽい

こ・す

あるのですか︒

五伽8園

けになりました︒

じをたいちるやうにおいひつ

いになって︑︿略﹀︑しゅてんどう

四575

こしん

けながら︑勝手な事ばかり申して︑

七鵬4園

はありがたうございます︒

弟は︑いなごを飼って置くの 七号8園

だと言って︑田の土で園をこしらへ

六247
た︒

六407 稻が刈られたので︑きのふ︑
さく
たんぼに柵を作って︑山羊の運動場

岡山の幸吉といふ表具師が︑

かうきち

をこしらへてやったのでした︒

九77
はと

鳩の禮を研究して大きな翼をこしら
へ︑

古人

といひし古人の句︑我を

これはこれはとばかり花

﹇古人﹈︵名︶2

十一21図
の吉野山

﹁萬葉﹂とは﹁萬世﹂の意

あざむかず︒

十二欄1

ス・ーセ︾﹇▽おいこす・ひっこす・も

ちこす

渡し賃が高いといって︑一
人で越した程の人だから︑

七価9園

翌年の夏贈るのですが︑

卵は︑其のま㌦で冬を越して︑

で︑萬世までも傳へようとした古人

御宴影は︑庭の中央に安置さ

かへ

七948
しんえい

の心を︑我々は讃むことが出量る︒
しんえい
﹇御真影﹈︵名︶2 御眞影

六佃3

六欄1園御眞影を︑庭へお移し申せ︒

御眞影

四271毎日竹を切って來て︑ざごしんえい

こしらへました︒

三 6 4 3 舟 は︑あつい紙で二つ

こしらへるさうだんをしました︒

三641それから︑二人は︑舟を

た︒

切りぬいて︑めんをこしらへまし

二人は︑はさみでゑを こじん

ハヲトッテ︑舟ヲコシラヘマシ

三374

木デ︑ウスヲコシラヘマシタ︒

二883

シラヘテヤリマシタ︒

一602

フタリハ︑オダンゴヲコ

キビダンゴヲコシラヘテクダサ

へ︑オニタイヂニイキマスカラ︑

一597園 ワタクシバ︑オニガシマ

ヘル

コシラ

へ寛大の御領置を請ひ奉る歎願書を

十二梱5 主家の難を救はうと︑朝廷

こしょち ﹇御処置﹈︵名︶1 御蓼置

こしょうらん一こすい

こすうわり一ごぜんかいぎ

640

こすうわり ﹇戸数割﹈︵名︶1 戸敷割

こずゑ

梢

まった時︑あなたは納税免除といふ

七三3民望の前の村會で戸数割がき

﹇梢﹈︵名 ︶ 2 2

ことになったのです︒
こずえ

こずゑに︑時々雲がか＼るほ

四47くすの木は︑その高い
どになりました︒
六453圃 葉は落ちて 明かるいこず
ゑ︑

ふるへるやうに︑

六468圃 見上げると︑ 高いこずゑ
小枝小枝 が

まつさをな空に︑ くっきりと浮

は︑

いて居る︒

大空は あさみどり︒
此のこずゑ︑

あのこずゑ︑

七235圃此のこずゑ︑ あのこずゑ︑
七236囲

つてみる中に︑梢にすゴなりの柿が︑

八499 重ていの物は枯れて茶色にな

ざふき

赤々と照ってみる︒

夕日を浴びて︑

駕すず

御生活
けん

十762

暗夜と荒天の海上に︑五隻の

五隻のボートは下された︒

今日は水が多いので︑連墓で

れんだい

こ・せる ﹇越﹈︵下︼︶1 越せる ︽一

どうえう
ボートは木の葉のやうに動揺した︒

十728

こせき ﹇五隻﹈︵名︶2 五隻

素にわたらせられしかQ

日常の御生活の如何に御倹

﹇御生活﹈︵名︶1

百の小勢でぶつつかって行った︒

十51図

こせいかつ

其のや＼まばらな梢越しに

見えがくれして︑白壁はいよく鮮

十二657

かに︑いらかはいよくこまやかな

木々の梢がぼうっとかすん

でるる中に︑とりわけ紅梅が美しく

十一249

黄に︑淡紅に︑広義に︑梢々

﹇小鈴﹈︵名︶2

そ

ほ﹂ゑんでみる︒

こすず

九五10

なくては越せないといふことです︒

す︒

これから︑毎日︑午前と午後

に︑午前と午後に一回つつあるので

とが︑同じになることは︑一日の中

七321三物の高さと其のかげの長さ

しちにちこぜんよじしじゅうごふん

じさんじゅうはちねんごがつにじゅう

ちりごぜん ﹇午前﹈︵名︶5 午前5めい

すそにからまり︑

くびの小すずを
ちりならし︑

三231圃

たもとにすがる︒

子雀

のきばでは︑ 子雀の 晴
コスモス

ものがたり︒
︵名︶一

れやかな
コスモス

︽一

私たちは電量へ行きますから︑

えんしふ

午前と午後に教練がありま

いたゴくことにしました︒

午前の水は︑おかあさんに受持って

七408

と二回水をやるのですが︑

垣根に咲残った二三りんのコ 七407

け

私たちの船は︑︿略﹀

かけることもあります︒

十︸旧1囲

ヨーロッパへ向かって︑七月三十一

﹇御前会議﹈︵名︶1

日の午前に出航しました︒

前會議

不意に現れた三千割りの敵ごぜんかいぎ

と出合つたをぢさんの大隊は︑五六

十二8810

御

すが︑時には︑朝早くから演習に出

さうして︑かわいたてぬぐ 七493團

﹇擦﹈︵五︶2

いて見える︒

リ︾

こす・る

あらひば

洗刷毛を持つた数十人の水
て進んで行く︒

兵が︑甲板をこすりながら頭を並べ

九374

ひで︑膿が赤くなる程こすります︒

七487囲

こする

スモスの花が︑夕やみにかすかに浮

八511

ちり セ︾

ほ窟一様の若緑の色に映え出す頃は︑

が煙るやうに見え︑やがてそれが

九51

塔と金堂は︑ともすると松 こずえこずえ ﹇深潭﹈︵名︶1 梢々

趣を呈する︒

十一265
あらゆ

はつらつ

万物は濃刺

五月の太陽は︑

の梢に見えがくれするが︑

十一357囲
る梢に降りそ＼いで︑
或物は明朗なひわ色

時に﹁さうしかんば﹂のは

梢では︑うぐひすが鳴いて

たる鮮緑に︑
に︑

十一佃9
みる︒

十一佃3

ちりならし︑

くびの小すずを

﹇子雀﹈︵名︶！

えんからおちる︒

三237囲
は︑

竹ざをで

まりとじゃれて

だが︑梢からもれる太陽の光に映じ

こすずめ

時にぶなの密林が︑梢の問

﹇梢越﹈︵名︶1

梢越し

なつかしい柚子のかをり︑ こぜい ﹇小勢﹈︵名︶1 小勢

隣のを

七225圏

て︑薄暗い中に銀色に光る︒

十﹇溜10

から青空をのぞかせたり︑

なかんづく壮大な天壇は外

子の梢には︑そよとの葉ずれの音も

し

や
十一襯6囲あいにく風は絶えて︑椰
ありません︒

十ニー810

城にあって︑老樹の梢吹く風の音も

八捌4 雑木林の梢が︑ぼっと煙った
やうに見えるのも︑何となく春らし

其の枝其の梢は︑風になよ

うらさびしい程静かな所である︒

くことなく︑

こずえこし

私はじっと梢を仰ぎ見た︑

十二785圃

ぢさんは︑今みない︒

あの木の梢をつ＼いてるた

十一一776圃

かさこそと︑

くとなびき動いてみるが︑幹は動

十二219

い眺である︒

九49 木木の梢は︑片端から芽を吹
出す︒
九伽2 梢吹く風が︑思ひ出したやう

けた＼まし︑もずの音︑

野路を行く人影たゴち

にざわくと音を立てる︒

十77図魍
に消えて︑

梢はいっこ︒
空に墨畜をゑがき︑鈴なりの赤き實︑

十479園 仰げば庭前の柿の梢は︑大
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ごぜんくじ一こそ

すはう

まうり

を包写せり︒

十一587図

みのうへぶんた

古戦

﹇午前八時﹈︵名︶3

午

午前八時︑私たちは品等の門
午前八時になると︑艦尾の旗
竿に軍艦旗があげられる︒
やけやま
午前八時︑焼山に着く︒

午前四時四十分

﹇午前四時四十
分﹈︵名︶1

敵戦闘機約二十機午前

︵係助︶38

こそ

こんどこそと︑一生けんめ
おちいさんは︑今度こそ︑

われこそ︑その百合若
お通りになる道をふさいで

八158園

今年こそ︑新しい首を供へ

なければならない︒

世界に名をと9うかした豊田佐吉其

とよだ ささち

八815此の青年こそ︑後に︿略﹀︑

第五のトンネルこそ︑長さ九

の人であった︒

八柵1

明治三十六年十二月十四日︑

千七百二米の清水トンネルである︒

今日こそ︑二人の苦心に成る飛行機

九135

今こそ君は其の良馬を求

を飛ばせようといふのです︒

九425図園

これこそ僕たちが︑一週間も

めて︑主君のおほめにあっかり給へ︒

九688

あの川下の洲こそ好き場所︒

前から︑毎日々々待ってるた命令だ

つたので︑

九793園

九研1此のやさしい歌に歌はれてる

國語こそは︑まことに我我を

る言葉こそ︑我がなつかしい國語で

ある︒

育て︑我々を教へてくれる大恩人な

九柵3

此の度こそはと︑夜半より

國語こそは︑國民の魂の宿る

のである︒

九m1

所である︒

十957図

起きて橋上に行けば︑

である︒

今度こそは︑千早城も危く見 十悩7囹 それでこそほんたうの武士

十一476

れめ

此の考こそ︑やみの中にさ

絶えばこそわがおほきみの御名を忘

あれこそは大塔宮の御立であ 十一351正嘉 いかるがや富の小川の
油蝉の子は︑今日こそと穴か
ら地上へはひ出します︒

七963

る︒

七564

えた︒

六782

立って居るあなたこそ誰です︒

五991園

だ︒

四伽8園

持って︑出て來ました︒

木こりの落したてつのをのを

三糾3

いになって︑

三292

こそ

動開始︒

四時四十分離陸︑北方に向かって行

十一観5図園

ごぜんよじしじっぷん

十一撹3

九386

を傷ました︒

五266

前八時

ごぜんはちじ

て來た彼等は︑

軍な生活を︑其のま＼今日に持越し

て食ひ︑自ら掘って飲むといった簡

午前十時十五分︑全く敵 十一一225 五千年の昔から︑自ら耕し

﹇古戦場﹈︵名︶2

侯の御前會議で︑落蓋の井上聞多が

こう
ばくふ

場

場だ︒

野川8園
七里が濱のいそ傳ひ︑

五センチ

午前

午前二時︑明方の夢は爆音

﹇午前二時﹈︵名︶1

センチ︑五センチ︒

ニ822囲ケサカラツモッテ︑四

︵名︶1

稻村崎︑名將の劒投ぜし下職

いなむらがさき

十二466長丘

明治二十七八年岩群の古戦

こせんじょう

十786 周防の山口では︑今日も毛利
たう

反封黛を向かふに廻して︑幕府に封
する武備を主張した︒

九時

ごぜんくじ ﹇午前九時﹈︵名︶1 午前
九描3 午前九時である︒
ごぜんごじ ﹇午前五時﹈︵名︶1 午前

當直將校が道芝のよい聲で號令をか

場︒
五時
かね
九344 やがて午前五時の鐘が鳴ると︑ごセンチ

ける︒

二時

ごぜんしちじ ﹇午前七時﹈︵名︶1 午 ごぜんにじ
前七時

十一柵9

﹇午前二時頃﹈︵名︶1

午前二時三十

﹇午前二

午前二時頃︑もう東の空が

時三十五分﹈︵名︶1

ごぜんにじさんじゅうごふん

白み始める︒

十﹇8710

午前二時頃

ごぜんにじごろ

に破られた︒

十一備1 午前七時である︒
ごぜんしちじさんじっぷん ﹇午前七時

十二826 午前七時三十分︑戦車部隊

三十分﹈︵名︶1 午前七時三十分

長は︑砲塔高く﹁指揮官になら
﹇午前七時十分﹈

へ︒﹂の旗を出して︑前進し始めた︒
ごぜんしちじじっぷん

︵名︶1 午前七時十分

﹇五千人余﹈︵名︶1

時に午前二時三十五分︒

さうして︑これをよけようと

﹇五千年﹈︵名︶2

五千人宣りも殺した︒

こせんねん

五千年の昔︑此の川に沿
うてエジプト王國が開けました︒

十一柵11囲

五千年

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

六755

五千人齢り

こせんにんあまり

十一柵3

十二8010 全速力で右方へ廻った我が 五分
戦車部隊は︑午前七時十分︑めざす
場所に着いた︒

ごぜんじゅういちじ ﹇午前十一時﹈
︵名︶1 午前十一時
屋にたどり着いたのが午前十一時︑

十一梱4 かうして︑とうく合戦小
みんなはずみぶん疲れてみた︒

時十五分﹈︵名︶1 午前十時十五分

ごぜんじゅうじじゅうごふん ﹇午前十

こぞ一こだいのいぶつ
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し込んだ一條の光明でした︒

和算にかくも獲揮された日

我が尋人が西洋の数學を容易に征服

本人の天才と錬磨があったればこそ︑

十二擢10

して︑急速の進歩を成し遂げたので

十一498 今日こそ其の實験の日です︒
そ︑アレキサンダー1ーグラハム団ベ

十一512 電話を護明した此の先生こ

ぞ

あった︒

こ

ルで︑

ぞ

此の花の

なつかしき師の君を︑
去年の今頃︑

ニ

向かふの方には︑大きい汽船

十17図

御酒浸當時︑國民の忠心も

く︒

八302圃

小僧さんの自轄車が後に績

其の頃︑京都の或寺に︑人品

のよい小僧さんがみた︒

九839

てるる︒

︿略V︑古墳などから出る古代の遺物

十ニー510 当量昔の歴史を知るには︑

も尊い材料となるのであるから︑

古語には︑我が古代國民の

精神がとけ込んでみる︒

十一681

古代就業

こだいこくみん ﹇古代国民﹈︵名︶1

感情に生きてみたからである︒

雄大明朗の活性を持ち︑極めて純な

鹿介は︑此の小僧さんを主君 十二撹10 要するに我が古代の人々が

と仰いだ︒

九841

小僧さんは︑雄々しくもかう

言って︑ころもを脱捨て︑尼子勝久

九843

と名乗つた︒

︽iイ︾

後醍醐天皇

後醍醐天皇

名︺3

ごだいご

大ぜいの神様が︑お集りにな ごだいこてんのう ﹇後醍醐天皇﹈︹人
つて︑﹁どうしたら︑よからうか︒﹂

殿には︑お城の破損を御存

よしてる

後醍醐天皇の御製に︑

る吉野神宮に詣で︑村上義光の墓を

とぶらふ︒

︿略﹀

十﹁29図

醍醐天皇のみさ＼ぎあり︒

十一38塔寺の上の小高き所に︑後

らには︑槍のことはよく御存じであ

出

古代

其の大きい︑力強い調子に︑

やまとたけるのみこと

すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と

我々は今日古事記を工んで︑

点るのである︒

こだいのいぶつ

︹署名︺2

古代の遺

人の精神をありくと讃むことが出

︿略﹀︑其の言葉を通して︑古代日本

十一683

1古代日本人

こだいにほんじん ﹇古代日本人﹈︵名︶

なった︒

仰せられただけで︑やがて御退出に

らう︒

か︒

十備2

こだい

ぎつてみる︒

古事記にのせられて︑今日に傳はつ

御事蹟︑其の他古代のすべての事が

じせき

十一677

神武天皇や日本武尊の

古代の我が監置の素朴な喜が︑みな

そぼく

︹古代﹈︵名︶4

十二欄7圏私を御存じございませぬ

十㎜5

七846圏長い槍がよいと言はれるか ごたいしゅつ ﹇御退出﹈︵名︶1 御三

じありませんか︒

七769園

ごだいご

十﹇17老先づ後醍醐天皇をまつれ
御存じ

え︑でも︑そんなにくはし

よく御存じですね︒

﹇御存﹈︵名︶5

五441園

こぞんじ

と︑ごさうだんなさいました︒

五22

ごさうだんなさる

吉野山こぞのしをりの こそうだんなさ・る ﹇御相談﹈︵五︶1
小僧

お寺の小僧になって間もない
をしやう

﹇小僧﹈︵名︶1

れました︒

頃︑或日︑和尚さんに大そう叱ら

六欄8

こぞう

道かへてまだ見ぬ方の花をたつねん

十一55図囲

盛りなりけり︒

見送りし

九燗8図圏

十一715 年こそ違へ︑二人は同じ學 こぞ ︵名︶2 こぞ 去年
問の道をたどってみるのである︒

十︻845 まことに摩周湖こそは︑
たゴ神のみがしろしめす神秘境だと
いふ感じを深くさせる︒

十一898召命 煙たなびくとまやこそ︑
我がなつかしき住家なれ︒

十一協9 今こそ︑二千七百六十三米
口にこそ出さぬが︑

の最高鮎に立つたのである︒
十一珊11

此の修行者こそ︑たゴ一す

く御存じではありませんか︒

や＼右手に仰ぐ天守閣群は︑ 五454園

外観五層の大天守は︑内か

ら登ると七階であった︒

十二697

天守を中に︑

五層の大天守を右に︑三層の西の小

十二6410

十﹇柳4此の氣醜こそ︑日本刀の至 こそう ﹇五層﹈︵名︶2 五層
寳であらねばならぬ︒

十ニー7図圏 目に見えぬ神の心にか
よふこそ人の心のまことなりけれ

十二307 これこそは︑我が道を傳へ
得るたゴ一人の弟子だと︑

て︑

が三ざう五さうと︑幾群も並び績い

七側7

十二611囹 それこそ氣を附けました︒こそう ﹇五艘﹈︵名︶1 五さう

十二842 今こそ︑日本男子の面目を
獲揮すべき時だ︒

十二9210囹 をぢさんこそ︑脚がわる

十一一柵3

こぞうえいとうじ ﹇御造営当時﹈︵名︶
いのに大鷺ぢやありませんか︒
へ
十二973図圃 大君の邊にこそ死なめ︑ 1 御無暗當時

てたてまつりたる木木は︑参道の左

しゃか

ぢに道を求めて止まなかったありし

右を始め︑至る所すき間もなき木立
﹇小僧﹈︵名︶4

となりて︑

こぞうさん

小僧さん

日のお繹迦様であった︒

十二捌2 太陽こそは︑あらゆる生命
の源泉なのである︒

643
こたう一こだち

十917量質

これぞ武門の面目︒﹂と︑

四郎の答は初に愛らざりき︒
古代の遺物

第三

十一一目4

物

十二878

コタ

ヨロコ

ことしろぬし

こたへる

我が子事代主とはかり

﹇答﹈︵下一︶26

子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂とこたへ

へました︒

三892﹁︿略﹀︒﹂と︑若い男はこ
たへました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑花子さんは答

オトウサンガ︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

へました︒

三鵬4

四855

トオッシャルト︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑ニ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑南風ガイヒマ

イサンが答ヘマシタ︒
四伽2

答ヘマス︒

うに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

荘司は︑わうへいに答へた︒ こだか・い ﹇小高﹈︵形︶5 小高い

と答へた︒

七576

見下

小高い所へ上って︑彼我の

職況を見ると︑

十二812

けである︒

たば北陵の松林が小高く見えるだ

ほくりょう

三皇10 奉天はまことに平な大都市で︑

ばに村が見える︒

九柵10山のふもとや︑小高い岡のそ

壼のやうに見えます︒

つと︑きっと港の景色が︑︿略﹀︑油

九5010団坂町を上って小高い所に立

す町の家々︒

五187蟹

小高い岡に上って︑

主水は答へた︒
わけを尋ねますと︑﹁︿略﹀︒﹂

︽ーイ︒iク︾

七825
八432

と答へました︒

皆が︿略﹀︑ちやうちんを上
げるのに答へて︑兵隊さんたちも︑

八611

鹿介は︑りんとした聲で大音

﹁︿略V︒﹂と叫びながら行きました︒

九789

おちいさんは︑口をむにやむ

に答へた︒

十662

船長は嚴かに答へた︒

息子が元氣に答へる︒

にやさせて︑中々答へない︒
十6610

十749

︽ーキ︾

御褒美と聞いて︑お庭師はに

すると︑羅刹はとぼけたや

川原に舟をすて︑行くこと

︵副︶1

ごたく

いろくの物の音︑いろく

遠い木立や︑家や︑煙突や︑

みんなくっきりと夕空に浮出して居

七伽7

や︑廣い花壇があります︒

くわだん

は︑︿略﹀︑又木立や︑池や︑運動場

四天王寺に近い天王寺公園に

こだち ﹇木立﹈︵名︶12 木立

目にはいるばかりで︑

の物の形が︑ごたくと耳にはいり

九241

ごたごた

醍醐天皇のみさ＼ぎあり︒

十一38図寺の上の小高き所に︑後

大鳥居を望む︒

わっかにして︑小高き山のふもとに

しぬけに聲をかける︒﹁井上聞多︒﹂

尋ねられても︑聞多には答へ

十塒6図

した︒

十二328
答へた︒

孔子は答へた︒

孔子は平然として答へた︒

呼べば答へる間近さに︑男

孔子は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒ 七708

十一一352

十二川4

島のやうに散在してみる︒

山・景福寺山が︑ちやうど海中の小

十二7011

十二418

十二345

すると顔回は︑﹁︿略V︒﹂と

こくしながら︑﹁︿略﹀︒﹂と答へま

十価6

る力がなかった︒

十833

と答へるが早いか︑

三814木こりは︑﹁︿略﹀︒﹂とこた 十797 ﹁誰だ︑君は︒﹂と︑それがだ こだか・し ﹇小高﹈︵形︶2 小高し

ました︒

三272

もうしあげる

答へる︽一へ・ーヘル︾﹇▽おこたえ

こた・える

こたえる ﹇堪﹈﹇▽ふみこたえる

て答へ申さん︒

十二53図園

︽ーサ︾

人らしいところがある︒

をぢさんの答は︑どこか軍 八173 ﹁︿略﹀︒﹂と︑鼻革は答へた︒

大將答力あり︒

十一一85 第三

古代の遺物
コタ
答ふ 封フ

﹇答﹈︵下二︶9

︽ーフ・ーフル・1へ︾

こた・う

一豊︑たゴ﹁黄金十

申す

八989図 ﹁かの扇を射落とす者は無 こたえもう︒す ﹇答申﹈ ︵四︶1 答へ
なすの
きか︒﹂一人の家 來 進 み 出 で ︑ ﹁ 那 須

よいち

齢一と申す者あり︒︿略﹀︒﹂と答へ
たれば︑

探せど見え

義景重 ね て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

呼べど答 へ ず ︑

八脳2図圖 船内くまなく 尋ぬる三
たび︑
ず︒

九224図
ふ︒潤尼︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 答 へ ぬ ︒

や︒﹂と問ふ︒

九409図 ﹁其の馬は︑いか程の償に

一豊︑﹁︿略﹀︒﹂となじる︒

爾 ︒ ﹂ と 答 へ た る ま＼︑
九4110図

妻は静かに答へぬ ︒

信長︑目にとゴめて︑

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 問 へば︑家臣答へて︑

九433図

再び︑﹁何者ぞ︒﹂と問はれ

﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

九慨5図

ヨ

て︑﹁ぬす人の大 將 袴 垂 ︒ ﹂ と ︑ ふ る
チン

ひながら答ふ︒
ソソウ

十一6010図圓朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑ ス︒スルト︑北風ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

建御雷命︑此の地に 五628 大國主のみことは︑か＼しに

たけみかつちのみこと

祖宗ノ神璽二封フルヲ得ルヲ澤ブ︒

向かって︑﹁︿略﹀︒﹂すると︑か＼し

十二51図

來 り て 申 し 給 ふ や う︑﹁︿略﹀︒﹂大國

﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に封

は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

して︑元帥は︑おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂

六衙6

主命答へて申さく︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

九461図幾度せめ問はるれども︑長

こたえ ﹇答﹈︵名︶3 答←てこたえ

こたつ一こつき

644

る︒

並木が績く︒

ノL⊥ニシワヲヨセマス︒

や し
八椥3 いたる所に椰子の木立がある︑ こだぬき ﹇子狸﹈︵名︶1 子だぬき

集って︑
こだま

ずらりと並んでわに

た聲が︑

三51圃

こだ

夏山の大木倒すこだま

﹇木霊﹈︵サ変︶1

五だんのなはも︑

ゴチソウ

スズメガ︑オヂイサンニ︑

﹇御馳走﹈︵名︶4

nVあちこち

いてとんだ︒
こち

ごちそう

ごちそう

一362

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

イロイロゴチソウヲシマシタ︒
三豊2

て︑いろくごちそうをして下
さいました︒

毎日々々︑︿略﹀︑おいしいご

オウエンノコエモ︑ゴ

ろくごちそうになりませうかな︒
ごちゃごちゃ ︵形状︶一 ゴチャゴ

1

御注意下さる

﹇御注意下﹈︵五︶

︽ール︾

こ

それについて︑何か御注

こちゅういくださ・る

十一7111囹

コチラ

意下さることはございますまいか︒
﹇此方﹈︵代名︶15

と

の敵は︑皆こちらのすきをねらって

あちらでもこちらでも︑驚く

居ります︒

九712

母も何か言ってみるやうだが︑

聲︑感心する聲︑嬉しさうな聲︒

十槻9

そばで︑滞人たちが耕作の手

こちらにはわからない︒

十柵4

先生がどうしてこちらへ︒

を休めて︑こちらを眺めてみる︒

立ってしばらくこちらを見

十一695園

てるた母が︑左手をあげた︒

十二髄10

である︒

國語は︑かういふ風に︑國

此の國歌を奉唱する時︑我々

此の國歌に歌はれてるる言葉

こっかいぎじどう ﹇国会議事堂﹈︵名︶

も︑また我が尊い洋語に外ならない︒

九研7

の萬歳を心から祈り奉る︒

日本人は︑︿略﹀︑遭えます我が皇室

九僻5

こっか ﹇国歌﹈︵名︶2 國二

が成立たない︒

十搦8園

これを許せば︑國家の政治

家・國民と離すことの出來ないもの

九柵8

アチラデモ︑コチラデモ︑ こっか ﹇国家﹈︵名︶2 患家

ちら且vあちらこちら

こちら

一322

ホタルヲヨブコエガシマス︒

だんくうすぐらくなる
と︑あちらでも︑こちらでも︑豆

四馬2

ご

ない

きのふ︑午後︑こちらへっ

では︑こちらへいたゴき

まきの聲が聞えます︒
四獅5園
ませう︒

五67国
げくう

いて︑外宮へおまるりし︑けふは内
くロつ

見ると︑向かふから︑汽車が

宮へおまるりしました︒

五318

白い煙をはいて︑こちらへやって來
ます︒

こちらは︑皆︑丈夫です︒

テームス河のほとりに堂々

！國會議事堂
五891圏

こちらも︑みんな元氣です︒ 十二㎜3

ウェストミンスター寺院がある︒

たる國會議事堂があり︑其の近くに

五907團

よい天氣で︑あちらでもこち

一度國旗を立てたる此の

稻がだんく刈られて來るせ こっき ﹇国旗﹈︵名︶1 國旗εまん

らでも︑稻を刈って居る︒

六212

六234

しゅうこっき

高地︑全滅すとも敵の手に渡すな︒

ぜんめつ

みか︑いなごが︑たくさんこちらへ

今︑戦國の世の中に︑四方

ちそうをしたりして︑命をおもてな

七775園

九倣5図園

でも︑お約束だから︑そ

飛んで來る︒

十二M3園

しになりました︒

五槻8

チャゴチャニナッテ聞エマス︒

四395間ぬつくり︑ぬつくり︑子 チャ
だぬきが︑ 出て凡てお山へ
四232

たる木木は︑参道の左右を始め︑至

十18図 國民の眞心もてたてまつり
なった︒

﹁ばんざい︒﹂と叫んでみた

﹇木霊﹈︵名︶2

こだま・する

かな

十一一欄5図圏

ら︑ ﹁ばんざい︒﹂と返すこだま︒

五184翻

こだま

る所すき間もなき木立となりて︑

すがくしき赤松の木立を負ひたる

十27図 玉垣に連なる鳥居の奥に︑
ろう

櫻門は︑一幅の彩書た似て︑

しばふ

十48図 やがて木立遠ざかりて︑緑
の芝生遠く廣く黒き︑粧いとはるか
まする ︽ースル︾

なる彼方に︑寳物殿を望む︒

十63図心御苑に入れば︑木立深く︑

くわいらう

コタツ

つづ

朗かな中にも一種のさびしさを持つ

すかにこだまするあのかんこ鳥の︑

深い森の奥から流れて︑か

十一7510

ありて︑隔雲古学といふ︒

かくうんてい

道めぐり︑池の眺聴き所に︑御茶屋
十444 眞直な杉の木立を傳ふやうに︑
白い物が上から下へと走ってみる︒

立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

十咽8一歩心々進むにしたがひ︑木 ごだん ﹇五段﹈︵名︶1 五だん
完全な姿を現す︒
くまのにます

あけ

十価7図杉の木立かげ暗き石段を上
れば︑熊野坐神社なり︒
ろうもん

十一86緑深き木立の間から︑朱の
しんみき

色あざやかな大鳥居・櫻門・廻廊
を望む時︑神域のけだかさをしみじ
みと感ずる︒

﹇炬燵﹈︵ 名 ︶ 一

どうやら五重の塔の影もみとめられ

十一257 左の高い松の木立の後には︑

る︒

こたつ

ソノタビニ︑コタツノ上

ノネコガ︑サムサウニ︑ ハナ

ニ792

645
こっきょう一こてん

︵五︶

國境

こつきょう ︹題名︺1 國境
十一研7

こっちへかけて來ました︒

我が軍は︑敵の攻寄せるのを

九堰5

草取の手をやめて︑こっちを
こっちへ來給へ︒

こっちへ喪い︑えんやら 見てみる子供もある︒

ごくらく

へ行けば地獄︑こっちへ來れば極樂︒

ぢごく

ぢやないか︒

しまった︒

其の中には親つばめも居ます

が︑今年生まれた子つばめが︑たく

しかし︑彼等の中には︑今年

さんまじって醒ます︒

八78

生まれた五つばめがたくさん居ます︒

此の時コロンブスは︑こつん

と卵の端を食卓に打ちつけ︑何の苦

八伽4

ひえだのあれ

太安萬侶は︑稗田阿禮が

おほのやすまろ

﹇古伝﹈︵名︶3 古傳

もなく立てて申しました︒

こでん

そらんずる我が國の古傳を︑文字に

十一633

書きあらはすことになった︒

我が國の正しい古言︑つま

り神代以來の尊い歴史も文學も︑彼

十一6310

の死と共にほろびてしまふかも知れ

ないのであった︒

殊に大切なことは︑かうし

て我が國の古事が︑古語のま＼に残

十一6711

﹇御殿﹈︵名︶16 こてん 御殿

つたことである︒

間もなくこてんへ

つきま

﹇▽きゅうこてん・きゅうこてんきゅう

ぎょえん

た︑そのこてんは︑目もまぶし

美しい玉や貝でかざつ

りっぱなごてんへ通しました︒

三M5 たひや︑ひらめなどが︑
むかへに出て來て︑おくの︑

した︒

やうやくお参りがすんだと 三榊3

こ

見えて︑二人はこっちへやって至る︒

十二924

こてん

こっちへ來い︑えんやら 十613團園 とんぼ︑とんぼ︑あっち

十457園

八42

あ︑人がこっちを見て居る︒こつばめ ﹇子燕﹈︵名︶2 子つばめ

六555園

た︒

六911

轟は︑そっちにもこっちにも︑

つちから甲板へ投げる︒

こっちへ來い︑えんやら 七榴6 甲板からこっちへ投げる︑こ

つちから甲板へ投げる︒

こっちへ來い︑えんやら 七絶6 甲板からこっちへ投げる︑こ

節おもしろく鳴いて居る︒

七二2

に飛移つたりして︑

んにはいったり︑あっちのとうろう

思ひくに︑こっちのへうた こつんと ︵副︶1 こつんと

こっちは︑釣舟のやうな小舟であっ

敵は︑高いやぐらのある大船︑

待ちきれず︑こっちから押寄せた︒

六572

としたら︑どんなに恐しい景色でせ

ごつた返す

コッチ

ア

町はいたる所ごつた返して 六574

︵五︶1

う︒

國 ごったがえす
︽ーシ︾

﹇国境線﹈︵名︶1

境線

こっきょうせん

九5610團
﹇此方﹈︵代名︶23

ミヅハ︑

こっち﹇▽あっちこっち

コッチノ

キシャハ︑見ルマ忍車キ

來ました︒

大國主のみことが︑出雲の海

こっぱみじん

こづち←うちでのこづち
﹇木端微塵﹈︵名︶1

岸を歩いていらっしゃいますと︑波

つばみちん

だけて︑敵兵は︑海の底にしづんで

向かふの方で遊んで居た二匹 六615 敵の船は︑こつばみちんにく 罫描6
の子山羊は︑鳴き聲を立てながら︑

六413

こっちへ近寄って來ました︒

の上に︑何か小さい物が浮かんで︑

五582

いつも

にうこいて︑こっちへやって

三356これも︑大きな舟のやう 十618園 では︑こっちへ來れば地獄

や︒

三352園

や︒

三348囹

やって來ました◎

三334大きな舟のやうに︑うみ 九二4 暑い日盛に︑あっちでも︑こ
つちでも︑田の草を取ってみる︒
の上を︑ぐんぐんとこっちへ

や︒

三325園

や︒

三323園

クナッテ︑コッチへ來マス︒

二身6

マイゾ︒

一333圏

こっち

こっち

ゐます︒

十一柳9 夏草の茂るに任せた︑立旦
つしない國境線に立つと︑何かしら
一種のわびしさを感ずる︒

こっくりこっくり ︵副︶1 こっくり
八摺4 あの馬のやうな顔を︑うつ向

こっくり

き加減に︑こっくりこっくり動かし
て居ます︒

こっけい

こっけいな手ぶりや身ぶりを

﹇滑稽﹈ ︵ 形 状 ︶ 3

五41
おもしろくお舞ひになりまし

こっけい

して︑
た︒

うずめのみことは︑わざと︑
五982

こっけいな様子をして︑お笑ひにな
りました︒

エプロンを掛けたといふ︑すこぶる

十一欄7 どれもこれも︑水兵さんが
こっけいな姿であるQ
﹇滑稽千万﹈︵形状︶

1 こっけい千萬

こっけいせんばん

十一464園 電氣に話をさせようなん
て︑こっけい千曳だ︒

ごっこ ﹇▽おにごっこ・かちかちやま
ごっこ・ゆうびんごっこ

︽ーシ︾

ごつごつ・する ︵サ変︶1 ごつくす
る

に嘗え︑それが眞黒な大空に突立つ

十一㎜2 ごつくした火山が至る所

こてんしゅ一こと
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いほどきれいです︒

きさき

一條天皇のお后は︑其の頃︑

御休養のため︑宮中から下って或御

十984

且Vいぬいのこてんしゅ・に

殿にいらっしゃいましたが︑

事

﹇言﹈﹇▽うわごと・おこごと・か

こと

の國をひろくなさったといふ
ことです︒
三674園 そんなことはないよ︒

三711園 大きなすゴをねこの
首につけておいて︑その音が
きこえたら︑にげることにして
はどうでせう︒

りません︒

三⁝閥7

これはどうしたことか

と︑浦島は︑︿略﹀︑あちらこちら

おとひめさまのいったこ

と歩きまはりました︒

とも忘れて︑そのふたをあけ

三椥⁝8

ました︒

になりました︒

コト

キンギョノコトヲ思フト︑

﹇事﹈︵名︶㎝

ジットシテハヰラレマセン︒

ユフベ買ッテイタぐイタ 四68﹁あのくすの木を切りた
ふしてしまはう︒﹂といふこと

﹇▽しごと・しごとぎ・ただごと・なに

三724

ごと・はかりごと・みごと・ものご

一485

ウサギハ︑アノノロイカ

と・わたくしごと

した︒

メニマケルコトハナイトオ
モヒマシタ︒

オトウサントオカアサン

二245 ミンナデサウダンシテ︑
サルヲコラスコトニシマシタ︒
二46一

バ︑サウダンシテ︑オ日サマノ

タ︒

二714園
セン︒

の人に話しました︒

三898若い男は︑金のをのの
ことばかりかんがへて︑まって
ゐました︒

三921囹 お前のやうなうそっき
には︑金のをのも︑銀のをの

ヲ思ヒ出シマシタ︒

それから二三日のちのこ
とでした︒

三佃7

をするものではないよ︒

アヅケルコトハデキマ 三佃8園 そんなかはいさうなこと

コトヲカンガヘテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

二捌3ボクハ︑サツキ見所牛ノ

三佃4園

しかし︑どんなことが

あっても︑ふたをあけてはな

を︑どうしたらよいかといふ

四76今度は︑切りたふした木

ことになりました︒

四93 今まで見たことも︑聞い
たこともない︑大きな舟でし

た︒

四337

そのうちに︑世聞の人々

さうして︑このことをと

は︑かぐやひめのことを聞いて︑

四298

本見つけました︒

が大そう光ってみる竹を︑一

四272ある日のこと︑もとの方

とです︒

四126 日かげになって困ってゐ
た村々も︑それからだんくゆ
たかになって行ったといふこ

シマシタ︒
もやることはできない︒
四93 聞いたこともない︑
二656 オソロシイコトモワスレ 三968私ハ︑オトウサンノジテ 四101おどろいたのは︑その舟
テ︑木ノアナカラトビ出シマシ
ン車ガ︑サウナッテヰルコト
の早いことでした︒

所ヘオヨメニアゲルコトニ

三864 木こりは︑ふしぎなおちい 四71 こんな大きな木のこと
ですから︑切るのも大へんで

さんから︑金のをのと︑銀の
をのをもらったことを︑近所

こと

たこと・ひとりごと︒わびこと

こと

しのこてんしゅ︒ひがしのこてんしゅ

こてんしゅ

四653 鬼の番兵は︑︿略﹀︑頼光
たちを︑しゅてんどうじのみる
りっぱなごてんへ つれて行きま
した︒

五佃3園 間もなく︑きれいな御殿へ
お着きになりま す ︒

五柵4園 それは︑海の神様の御殿で
す︒

お着きになりま し た ︒

五伽1 命は︑間もなく︑海の御殿に
五慨5 志そうお喜びになって︑命を
御殿の中へ御案内なさいました︒

でした︒

五行6 それから︑御殿では大さわぎ
八358 困って居る所へ︑御殿に仕へ
て居る萬壽がよからうと申し出た者
がありました︒

うばと二人でお仕へしたいと願ひ出

八413それから頼朝の御殿へ上って︑
ました︒

八424 或日の事︑萬壽が御殿の裏へ
出て︑何の氣もなくあたりを眺めて
居ますと︑小さい門がありました︒

八435 或日︑今日はお花見といふの
で︑御殿は人ずくなでした︒

九唱4図 或日︑竹千代︑かなたの御
す
殿の軒端に︑雀の巣くひたるを見つ
けて︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と 命 じ ぬ ︒

大むかしのことです︒

かへりたくなりました︒

オモヒマシタ︒
三帯1 おとうさんやおかあさん
三268園 今まで見たこともな
のことをかんがへると︑家へ

三303

いほど大きいのです︒

平屋にして︑行幸ありし時の玉座︑

神さまは︑かうして日本

十510図御殿とは申せど︑質素なる

三358

にっぽん
今も其のま＼に辞せらる︒
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こと一こと

のさまに申し上げますと︑

四356 目がくらんで︑どうする
ことも出読ません︒

四365園 今お別れ申すことは︑
まことにかなしうございますが︑
いたし方がありません︒

四372囹月夜の晩には︑どうか︑
私のことを思ひ出して下さい︒
四417 子どもたちはあそぶこと

を止めて︑しばらく月を見て
ゐました︒

四m5園

しばらくこ・で休むこ

とにしよう︒

その後︑何年かたってか
雲太郎きゃうだいは︑その

らのことです︒

四掴8
四柵2

一たい︑どういふことか︑

なりました︒

五471囹

私をぬす人などとは︑とん

くはしく申せ︒

五497園

そのらくだが片目だといふ

でもないことでございます︒

五504園

天へかへることが出撃ません︒
でも︑その羽衣がない

と︑まふことが出品ません︒

四糊3園

申しました︒

四欄2園あ＼︑はっかしいことを
思ひかねの神といふ︑濁そう
ちゑのある神様のお考で︑神様方の

五24

なさることがきまりました︒

それよりも︑時々池の中で見
かける鯉やふなが︑親ではないかと

こひ

五126

また︑小さい目高を見ると︑

考へたことがありました︒

五129

これも︑自分たちの仲間ではないか
と思ったこともありました︒

水草が青々とのび︑水の上に

それでは︑びっこといふこ
とは︑どうして知って居るか︒

五513園歯の抜けて居るといふこと

け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

海へ魚を取りに行く事にしては︒

出でになりましたが︑これも︑鳥一

五価8 兄神は︑︿略﹀︑山へ狩りにお

命は︑兄神の所へお出でにな

羽︑獣一匹取る事が出來ず︑

つて︑釣針をなくした事を申し上げ

五柵2

命は︑兄神の釣針をなくして

て︑いろくおわびになりました︒

それは︑お困りの事でせう︒

困って居る事をお話しになりました︒

五佃4

五冊6園

五佃8園

ます︒

海の神様が︑きっと︑あな

こんな小さい神様を︑私は︑ 五心6藩翰が︑よい事を教へて上げ

は︑どうしてわかったか︒

五599園

見たことも︑聞いたこともありませ
ん︒

ことはありません︒

命は︑兄神の釣針をなくした

ません︒

これさへあれば︑どんな悪

ほんたうに︑むりな事を言

者が來ても︑少しも恐れる事はあり

五衡5園

事を︑くはしくお話しになりました︒

五悩4

め息をなさいました︒

の事を思ひ出して︑思はず大きなた

五伽3 命は︑︿略﹀︑或日︑ふと兄神

に申し上げました︒

たによい事を教へて下さるでせう︒
五601園聞いたこともありません︒
五669虚舟で暮すほど︑おもしろい 五梱7 さうして︑此の事を海の神様

大ぜいの神様が︑お供をなさ

五889国暑いことですね︒
五963

天照大神は︑この事をお聞き

ることになりました︒

五973

うずめのみことは︑かへって

になって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま
した︒

五佃3

さいしょ

五協3園

六56園

弟うかしには︑どうも︑兄の

は＼あ︑こんな事をして︑

する事がわかりませんでした︒

六49

まことに失禮な事をいたしました︒

しつれい

さっきは︑お使とも知らず︑

つてすまなかったね︒

満洲事攣の最初の夜の事でし

六34園

にいさん︑かうして︑毎

或日の事でした︒

まんしうじへん

この事を申し上げました︒

五棚4
た︒

五鴨3

五佃5圏

いかゴでせう︑けふ一日だ

日々々︑二人で同じ事ばかりして居
五言8園

ても︑おもしろくありません︒

私たちは︑そこで休むことに

は︑時々とんぼがとんで來て︑かげ
五293

をうつすこともありました︒

五142

ことは︑どうしてわかったか︒

男に﹁こけ丸﹂といふ名をつ
け︑しばらく家におくことに

五508囹

コンナコトヲ何ベンモ

しました︒

四伽3

クリカヘシテヰルウチニ︑冬ガ
終二近ヅイテ來マス︒
まだ見たことがない︒

四561これは︑私が七つの年 四二7園 こんなきれいな着物は︑
のことでした︒

聞くと︑︿略﹀と思はないこと

四565今でも︑山がらの聲を 四柵2園それがないと︑私は
はありません︒

四634園まあ︑何といふありが
たいことでせう︒

四682これまでのんだことも
ないやうな︑おいしい酒ですか
ら︑

四755 花子さんと雪子さんは︑
今度は︑いうびんごっこをする

白兎が︑今までのことを

ことにしました︒

四974

申しますと︑神様は︑﹁︿略﹀︒﹂

とおっしゃいました︒

四996 白兎は︑泣きながら︑また

勝ちに勝った百合若の

今までのことを申しました︒

四m1

軍ぜいは︑もとのはまべ へ ひ
きかへすことになりました︒

こと一こと
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だましうちにしようとするのか︒

六57圏 まことに恐れ多い事だ︒
六106團 あなたは︑おかぜで︑二三
日熱田をお休みになったとの事でし
たが︑

でございます︒

六136国母よりも︑よろしくとの事
六172 フト︑ユフベオ宮へ参ツテ︑

ニイサンニ買ツテイタぐイタ磁石ノ
事ヲ思ヒ出シタ ︒

ヨウ︒

六201圓 オモシロイ事ヲ教ヘテ上ゲ

で︑或日︑お祝の酒もりを開くこと

六283 いよく︑家も出來上ったの

少しむつかしかったが︑のり

で︑どうにかはりつけることが出來

六521
た︒

かうして出置た二本の筒は︑

うまくくひ合って︑長くのばしたり︑

六524

いよいよ敵の船に押寄せたが︑

針金が六本あることまでわか

ちゴめたりすることが出渋る︒

六535
る︒

六593

買った時は子牛で︑私も︑時

高くて︑上ることが出來ない︒

六646
時引出して︑草をたべさせに連れて

さうして︑とうく取りかへ

行ったこともありましたが︑

六671

こんな山城一つ︑何ほどの事

そんな事はあるまい︒

ることになりました︒

六696園

になりました︒

六285 手下の者はもちろんのこと︑

六736

此の上は︑ひやうらう攻めに

ことにした︒

しょうと思って︑賊は︑攻寄せない

六758

上ると︑

があるものかと︑賊が城の門まで攻

手証のために︑たくさんの男や女が︑
集って來ました ︒

武尊と申し上げることになりました︒

六332 さうして︑これから後︑日本
六347園 もしもの事があったら︑忘
れずに︑此の袋の口をおあけなさい︒

だ︒

六㎜5園
だ︒

やめることだ︑やめること
こんなことを考へて居ると︑

何下弓モアル大洋ヲ︑ヒトリ

雪舟は︑何だか悲しくなって︑

六⁝川3

六柵3

デ乗りキルコトモ出來ルシ︑

又︑一日中︑ジツト海底ニモ
ソレサへ水ノ上へ出シテ置ケ

グツテ居ル﹈トモ出癖ル︒

六摺4
六佃2

バ︑四方八方ヲ自由二見ルコトが出
來ル︒

デ行ツテ︑不意二敵ノ軍艦ヲオソフ

六佃3時ニハ︑敵ノ港ノ内ヘシノン
コトモアル︒

又︑弱イ敵二封シテハ︑水上
三四カンダマ・デ︑大砲や魚雷デ打

六戸6

一腔︑僕等ノ仲間ニハ︑魚雷

沈メルコトモアル︒

六佃8

ライ

デ敵ヲ攻撃スルコトヲ務トシテ居ル
者が多イガ︑
キ

魚雷ノ外二︑機雷ヲタクサン
持ツテ居テ︑モグリナガラ︑コレラ

六伽2
から︑もう︑これがあったといふこ

海ノ中へ敷設スルコトノ出來ル者モ

又︑敵ガ︑海ノ中二︑太イ針
軍艦ヲ︑

一打チニ沈メタ時ノ

金ノアミヲ張ルコトガアル︒

六摺2

アル︒

時には︑何百羽ともわからな
いほど集ることがあります︒

六899

とです︒

六393 此の時から︑此の御劒を︑草 六897 うちのおちいさんの子供の時
薙劒と申し上げることになりました︒

六437 子山羊に乳がいらなくなった
ので︑私たちは︑毎日︑たくさん飲
むことが出翻るやうになりました︒

六梱9

ユクワイハ︑何トモ言フコトが出來

こんな大火事の起つたのも︑

ナイ︒

六㎜2

或家の子供が︑マッチをすって︑其

六439 ぼんやり︑こんな事を考へて
居 る と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といふおとうさん

やめることだ︑やめること

ほどだよ︒

六㎜9園自動車の多いことは︑驚く

のもえがらを土間に捨てたのが︑も

六㎜4園

とだといふことだ︒

のお聲︒

六492 其のうちに︑ふと︑おもしろ
い事を獲回した ︒

六捌9園

にぎやかな事からいへば︑

自分の家を焼くのは︑近所の

或は東京一かも知れない︒

もう進むことも退くことも出

家々へ︑めいわくをかけることにな

六糊7

る︒

七38

もう進むことも退くことも出

來なかった︒

來なかった︒

七38

河成は︑お堂のまはりを廻る

七173

時々は線香の上って居ること

それから敷日後の事である︒

ばかりで︑中へはいる事が出潮ない︒

七168

七211

此のおばあさんにむすこが一

もある︒

人あるのださうだが︑ずっと前から

七餌6

南洋へ行って居るといふことだ︒

みんながいろくな事を言ふ

が︑誰もまだ其の木のほんたうの高

七292

翌日︑先生に此の事をお話し

さを知って居る者はない︒

七316

さうすれば︑どんな物の高

たら︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

つた︒

さでも計ることが出來ます︒

七318圏

七321三物の高さと其のかげの長さ

とが︑同じになることは︑一日の中

さうして︑こんな事もあっ

船が或港に泊った夜の事であ

に︑午前と午後に一回つつあるので

す︒

七327

つた︒

七343園

こ

と

と
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たと︑世の中に傳へてもらひたい︒

七367園 あの笛を聞いたら︑悪いこ
となんか出営なくなった︒

七409 午前の水は︑おかあさんに受

あぶないことだ︒

ぶないことだ︒

七748園

あ＼︑あぶないことだ︑あ

七758園

そちは︑なぜあんな事を言

あぶないことだ︒

ぶないことだ︒

七757囹

七767囹

持っていたゴくことにしました︒
えんしふ

七494国 午前と午後に教練がありま

重日︑信長が家來を集めて酒

は＼＼︑それでは︑まるつ

いや︑皆さんの御親切を受

ことになったのです︒

七鵬5園

けながら︑勝手な事ばかり申して︑
まことにすみませんでした︒

此の大金が無かったら︑氣

が違って死ぬやうな事になるかも知

七備2園
れない︒

しかし︑此のま︑蹄ること
主人はなさけ深い人ですか

どうかすると︑其の日の暮
心にすまないことは︑まだ
心にすまないことは︑まだ
たとひ︑家中の者がうゑ死
横濱に生まれ︑横濱に居なが

なきと

近所の人は︑大將のことを︑

なきと

近所の人は︑年三のことを︑

父は︑四々義士のことを大將
に話して聞かせて︑其の墓に参詣し

七型5

ことである︒

無人ではない母人だと言ったといふ

七粥5

ことである︒

無人ではない下人だと言ったといふ

七備4

のを見たことがありません︒

ら︑私は︑まだ外國へ行く船の出る

七燭1

をするやうなことがあっても︑

七伽7園

一度もした事はないつもりです︒

七協5園

一度もした事はないつもりです︒

七伽5園

しに困るやうなこともありますが︑

七鵬4園

叱るやうなことはないと思ひます︒

ら︑此の金をあなたにさし上げても︑

七宝2園

も出來ないので︑引返して來ました︒

七佃7囹

私があぶないと申したのは︑ 七描3園氣の毒なことだ︒

つた︒

らぬ︒

七欄2

まことにお氣の毒だといふ

此の前の村會で戸敷割がき
まった時︑あなたは納税免除といふ

七掴4園

ことになりました︒

ので︑まあ︑今年は納めないでよい

七欄6囹

七湿7園あ︑︑其の事ですか︒

七㎜5園暑いことですね︒

す︒

もぐって居る蝉があるといふことで

外國には︑十何年も土の中に

きり槍のことがおわかりになって居

七857園

申したのではない︒

七851園別に槍のことを深く知って

らう︒

らには︑槍のことはよく御存じであ

七餌6囹長い槍がよいと言はれるか

のことに及んだ︒

もりをして居た時︑話がたまく槍

七821

の間に︑必ず仕上げよとのことだ︒

七795園殿の仰では︑明日から三日

其の事でございます︒

七777園

すが︑時には︑朝早くから演習に出
かけることもあります︒

しいこと︑大きなアルミニウムの食

七498團 食事をしますが︑其のおい

器の御飯を︑見るく平げてしまひ
ます︒

七503困 夕食後は僕等の最も翻しい

ちょくゆ

自由時間で︑其の間に思ひくの事
をします︒

奉讃して後︑班長殿から︑明日の

はんちやうどの

七515困 購いて︑みんなで勅諭を
事について注意を受けます︒

しやうじ

りでも武装することが出來ます︒

七526国 いざといふ場合には︑暗が
いもせ

七554 中にも︑芋瀬の荘司は︑宮
のお通りになることを知って︑道に
手下の者を配って居た︒

の都といふことなどは︑すっかり忘

七712 かういふ所へ來ると︑もう煙
れてしまひます︒
ひかう ち や う

七723 近郊電車の嚢達して居ること
も︑りっぱな飛行場のあることも︑
大阪の誇の一つになって居ます︒
ひかうちやう

七724 りっぱな飛行場のあること
も︑大阪の誇の一つになって傷ます︒

七748園 あ＼︑あぶないことだ︑あ

大戸は︑これから後一生の間︑

たのである︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも言はな

七竈6

かったといふことである︒

大仁が十歳の年︑一家は郷里

へ駈ることになった︒

七爾6

本と仰がれるやうになったのは︑ま

七柵2 乃木大胡が︑︿略﹀︑武人の手

時には十羽二十羽も︑ずらり

ことにいはれのあることである︒

八38

これから行かねばならぬ遠い

と並んで居ることがあります︒

八53

國のことを︑話し合って居るのかも

さいたまけん

それによると︑埼玉縣の或所

知れません︒

で︑試みにしるしを附けて放したも

八68

南洋の島々から︑中にはさら

のだといふことがわかりました︒

に海を越えて︑遠いオーストラリヤ

八73

幾巌壁の海を一中に飛ぶこと

まで行くのがあるといふことです︒

八76

九月の末から十月の初にかけ

も︑決して不思議ではありません︒

て︑汽車や飛行機で何回にも送った

八99

近年になって︑いろくの方

といふことです︒

八105

やはりさうであることがわか

法で此の事をしらべてみますと︑

途中で死んで蹄って通ないつ

りました︒

八106

八109

わけても︑自分の家へいそい

ばめも︑かなり多いといふことです︒

八127

と
こ

こ

と

一
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心は︑どんなに嬉しいことでせう︒

そと鋪って來たつばめを迎へる人の
でわかったことと思ひます︒

ゑ はがき
の美しい有様は︑お送りした給葉書

に來て居た日本の若い技師が引受け︑

造りかねて居ましたのを︑當時こ㌦

八136園 人を殺すのは︑よくない事 八245團 量り大きくて︑ロシヤ人も
である︒

八145園 それでは︑其の首を大切に
見事に造り上げて︑皆をあっと驚か
はちまんぐう

しておいて︑これから毎年一つづつ
つるがをか

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ

みなもとのよりとも

したといふことです︒

八407

でした︒

八404

す︒

八389

それが萬壽姫で︑木曾に住ん

唐綜といふのは此の女のこと

それより一年ばかり前の事で

めました︒

舞を奉納する事になって︑舞姫を集

八355

供へることにするがよい︒

八152 かうして︑阿里山蕃だけは︑

しばらく首取の事も止んで平和が績
いたが︑

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い ふ の で ︑ 蕃 人 は

其の事を呉鳳に申し出た︒

八161

八165 翌年も翌々年も︑同じ事がく
り返された︒

八168 さうして︑四年目には︑もう

縣におもりを附け︑それをつ

るして︑彼は同じやうなことを何べ

八719
んとなくやってみました︒

八731十八歳の學生ガリレオは︑此

早く此の事を大石橋守備隊へ

今から三百六十年ばかり昔の

の事を護面したのでした︒

八732
事です︒

八755

弱り果てた此の管長令使は︑

知らせようとしたが︑

八785

其の夜どこで休んだことか︑翌日に
なって︑やうやく大石橋の自分の鳩

明治二十三年︑東京に博覧

はくらん

舎にたどり着いたのである︒
くわい

八798

こんな事で日本の將來をど

會が開かれた時の事である︒

うする︒

八811園
かまくら

で居りましたが︑風のたよりに此の

八865

博覧會を見に行ったのも此の
さらに三年の後︑外講習にま

家族の人は︑彼が何時寝たか

で四五十皇を取扱ふことが出下る︒

八853それは︑︿略﹀機械で︑一人

とが出來た︒

さるものを︑どうにか作り上げるこ

八事3

頃の事であった︒

八829

けり笑った︒

それ見た事かと︑人々はあざ

事を聞いて︑うばを連れて鎌倉をさ

それから間もなくの事です︒

八826

どうしても呉手の言ふことを聞かう

或日の事︑萬壽が御殿の裏へ

八434

さうして︑其の明くる年の春︑

居ますと︑小さい門がありました︒

出て︑何の氣もなくあたりを眺めて

八424

して上りました︒

としなかった︒

んからのだといふことが︑すぐわか

八195国表の字を見ただけで︑誰さ
ります︒

會の様子などが︑目に見えるやうで

八459

八196囲 皆さんの山遊のことや運動
す︒

小石まじりの砂なれば︑流

舞姫に出ることになったのでした︒

八664図

る﹂やうにすべること二高齢にして︑

日露職孚の將吉方の名を取って︑大

にちぢ

八202囲 此の前︑大連の町の名に︑
山通とか乃木町・東郷町とかいふの

や㌧平なる所に下り着きぬ︒

こんな事もあった︒

も知らない事が多かった︒

八866

驚いたことには︑ランプの動

さいに作らせようと思って︑元日と

きが次第に小さくなって︑後にはか

も知らず飛込んだのであった︒

すかにゆれるだけですが︑それでも
一回の動きに︑やはり脈は二つ打つ

佐吉は︑夜通し考へた事を實
といふぐあひでしたQ

八883

八713

があることをお知らせしました︒

ふとう
八207囲 それから︑大きな埠頭があ
つて︑一年間に汽船が何心さうも出
入し︑百萬近い人たちが乗り降りす
ることも書きました︒

なみき
八212団 町の建物は西洋風で︑並木

扇は風にひらめきて︑いか

なる弓の名人も︑たゴ一矢にて射落

八999図

打出の小槌は︑それで何でも

すことはむつかしと見えたり︒

八価5

これはたとへ話ですが︑しか

ほしい物が打出せるといふことです︑

し︑これと同じやうな事が︑我々の

八二1

生活においても考へられます︒

けれども︑ダイヤモンドはわ

つかしか出ませんから︑皆が手に入

八丁6

かう考へると︑物にねだんが

れるといふことは出來ません︒

八㎜1

あるのは︑一つには︑我々が其の物

をほしがるといふことと︑いま一つ

には︑其の物が得がたいといふこと

が原因になってみることがわかりま

す︒

いま一つには︑其の物が得が

たいといふことが原因になってみる

八㎜2

其の物が得がたいといふこと

ことがわかります︒

八佃3

つまり其の品物は︑一番高い

が原因になってみることがわかりま

す︒

ねだんを附けた人に費られることに

八佃5

又︑これと反封の事がありま

なるのです︒

す︒

八柵6

八川2此の二つの場合から︑かうい

ちやうどく略﹀といふのと同

ふ事が考へられます︒

じことです︒

八川9

と

こ

と
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八三5 ﹁星低き國﹂といふのもハワ
イのことである︒

八前3 どこからか聞えて由る支那人
の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる
と︑やはりこ＼は外國だといふこと

を︑しみぐと感ずる︒
して且つた時︑イスパニや人の喜ん

八悩6 コロンブスがアメリカを嚢見

危きことかな︒

に︑世間が驚の目をみはったのもも
う昔のこと︑

どういふ動力を附けるかにつ

いても︑いろく考へましたが︑と
九1910庄園

九101

うく小さい声量治罰を作って取附

かのするどき矢を差さし
か＼る事は召使に命じ給

しかし︑だんく落着いて見

ねぢは︑これ等の道具や時計
を︑あれこれと見くらべて︑︿略﹀

九257

がわかった︒

ると︑こ＼は時計屋の店であること

九245

手をかるまでもなしと思へば︒

こ㌦は︑アメリカ合衆國

がつしゆう

夫の大事あらん時の用にせよ︒

の裏門ともいはれる重要な場所です

九506團

から︑港や町のにぎやかなことはい

ふまでもありませんが︑

です︒

九507国又眺望の好いことでも有名

サンフランシスコでも︑

皆さんは︑お行儀のよいこ

其の結果︑いはば我が國に二

九755園十歳の時︑軍に出て敵の首

つの窮鳥が出來たことになりました︒

九672

や歌にうたはれてゐますが︑

ことは︑千年の昔から︑我が國の詩

九627 ﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

でせうね︒

とでも︑アメリカの子供に負けない

九5410国

績のよいことを聞かされて︑

ましたが︑きっと日本人の子供の成

こ＼でも︑私は多くの學校をたつね

九547団

い話題になってゐます︒

活躍をしたことは︑今も町の嬉し

くわつやく

ク大會に︑日本の選手がめざましい

九211図園自らなし得ることは︑人 九543囲 こ＼で開かれたオリンピッ

へ︒

九207図園

め給ふことよ︒

九201図園

それはちやうど︑リ・エン

けることに成功しました︒

九104

リ・エンタールが死んだこと

タールが死ぬ三箇月程前のことでし
た︒

九117
も︑ラングレーが模型飛行機を飛ば
せたことも︑彼等は︑世間の人々以

だことは非常なものでした︒

八伽9 人々は︑何のためにこんな事

ラングレーが模型飛行機を飛

上に︑其の記事を熱心に讃みました︒
ばせたことも︑

九118

を言出したかと思ひながら︑やって
みましたが︑もとより立たうはずは
ございません︒

といふのは︑彼等もまた飛行

などと考へてるる中に︑ふと自分の

九1110

機を作ることが︑年來の望であった

ことに考へ及んだ︒

八握9園諸君︑これも人のした後で
は︑何のざうさもない事でございま
からです︒

いろくの形の滑走機を江つ 九288 それでは︑自分のやうな小さ

せう︒

九127

な者でも︑役に立つことがあるのか

立直3 約二千匹は居るだらうといふ

て試験をしてみる中︑翌年の夏︑百

ことでした︒

しらと︑むちゅうになって喜んだが︑

両舷直といふのは︑特別の務

尼子家の御威光は︑昔にひ

を取った程強いお前のことだ︒

九764園

きかへておとろへるばかり︑それを

一時間鯨りも活動した後であ
るから︑食事のうまいことはいふま

よいことにして︑敵の毛利がだん

甚次郎は︑此の日から山中

家を興すことをちかった︒

鹿介幸盛と名乗り︑心にかたく主

しかのすけゆきもり

九771

く攻寄せて穿る︒

まロつ り

でもない︒

九384

とである︒

のある者をのぞいた外の水兵員のこ

九365

活動することが面心たのだと思ふと︑

占めたために︑此の時計全膿が再び

ねぢは︑自分がこ＼に位置を

米以上も空中を滑走することが出來

上天氣で︑風がちっともあり

動力による飛行機が︑人間を

九314
ました︒
てきたう

二人は︑苦心に苦心を重ねた

八欄3 電柱の背の低いことよ︒

九163

しました︒

斜面を滑らせながら飛ばせることに

しゃめん

ませんので︑砂山の上へ機を運んで︑

九138

とに成功しました︒

あげく︑どうやら適當な物を作るこ

九133

九13 月の初はまだ寒くて︑冷たい
雨の降りしきることもあるが︑
つぼみ

九18 早い年には︑三月の末か四月
のごく初に︑蕾のほころびることが
あるが︑

て氣をもむことが多い︒

九25 花の咲く頃は︑何時もかうし

ら一思ひに飛んでみると︑意外にう

九84 それを艦に着けて︑岡の上か

たるに︑御身は︑何とて此の金のあ

我等年久しく貧に苦しみ
のせて空中を飛行することに成功し

ることを今日まで我に語らざりしそ︒

九417図園

まく空中を滑走することが出馬まし

たのは︑これが始めてだといはれて

ちう返りや木の葉落しの妙技 九421異事 貧しとて費すことなかれ︑

ゐます︒

九172

た︒

のことでした︒

九810 これは我が明治二十九年八月

こ

と

こ

と

｝
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れて︑城外を見廻ってみた︒

九783 或日のこと︑鹿介は部下を連

孫であることがわかった︒

だのぶなが

と︑祖父も︑﹁︿略﹀︒﹂と教へてくれ
ました︒

細かい事はだんくに話し

第一は︑馬をよくかはいが

時には乳をのむのも忘れて︑

ました︒

六月になると︑母馬につけて

近くの牧場へ放牧にやることになり

九⁝⁝4

をはね廻ることもありました︒

ひよう長い肢で︑元氣よく草原の上

九佃2

つてやることだ︒

九冊7園

はいがってやることだ︒

てあげようが︑第一は︑馬をよくか

九8310 さうして︑それが尼子家の子 九描5園
九842園 尼子家再興のことは︑我が
お

年來の望である︒

九871 鹿介は︑織田信長に毛利攻め
の志があることを知って︑彼をたよ
つた︒

九885 しかし︑援軍は敵にはゴまれ
て近づくことが出來なかった︒

九888 弓折れ矢黒革きて︑勝久はいさ
ぎょく切腹することになった︒

るし︑

九伽1

れんだい
今日は水が多いので︑連皇で

何のことはない︑旅客機とい

情ない事を言ふ︒

なくては越せないといふことです︒

九1310
九備7園

九章7

ふものは︑自動車を細長くして︑そ

ら

軍人さんは地腫を指して︑そ

れに大きな翼を附けたものと思へば
よい︒
な

九㈱2

中佐は大音に︑﹁︿略﹀︒﹂と

れが奈良であることを示してくれる︒
九槻10図

叫びて︑敵を撃退すること敷度︒

九搦9誰でも︑幼い時︑母や祖母に
快いゆめ路にはいったことを思ひ出

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

此のやうに大切な国語である

すであらう︒

九柵6

のに︑ともすれば白面の恩をわきま

若し國語の力によらなかった

一人の子が御國のため

次のやうな事が書いてあった︒

十215國團園

軍に出でしことなれば︑定めて不自

定めて不自由なる事も

由なる事もあらん︒

あらん︒

十216便囲圏

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

十218囲壱越は其の方々の顔を見る

出されて︑此の胸は張りさくるばか

りにて候︒

しかし︑今の麦畑は昔と違

つて︑一人で進んで功を立てるやう

十229園

豊島沖の海職に出なかった

なことは出立ない︒

十234園

ことは︑下中一同残念に思ってみる︒

十289圏小さい島の中といふことも︑

海岸一帯にぎっしりと茂つ

つい忘れてしまひさうでした︒

十333囲

たマングローブの青葉や︑島の中央

にそ﹂り立つ無線電信塔の眺が︑何

みるよ︒

になる︒

十499図

歴史によると︑天皇は此の

かういふめでたい事のあっ

されど︑喜三右衛門は動か

た時には︑當時の習はしとして改元

十425圏

なったことになってみる︒

と仰せられ︑年號を養老とお改めに

泉の水をおほめになって︑﹃︿略﹀︒﹄

十421園

其の事なら僕だつて知って

といふことなしに︑私の胸ををどら

去年︑先生に連れられて來た

大尉がそれを取って見ると︑

十411園

ら︑我々の心は︑どんなにばらく

素語は︑かういふ風に︑國

せました︒

るQ

十207

いまい﹂であることがわかった︒

十124

﹁からすあげは﹂と﹁くろた

映董を見たりしたことが思ひ出され

かうぎ
時︑︿略﹀︑講義室でお話を聞いたり︑

十99

である︒

家・國民と離すことの出來ないもの

九椥8

になることであらう︒

九㎜3

考へない人がある︒

へず︑中には憲章といふことさへも
聞きたることもある名な

はっきりはしないが︑かなり多敷の

り︒

画面8図

よからぬ業して︑人を苦
其の後︑袴垂此の時の事を

しむることなかれ︒

九儲3図園

恐るく後に從ひて其の家に至る︒

今は逃ぐることもかなはず︑

九齪6図園

聲であることを感ずる︒

それが果して何轟であるか︑

九923 僕は︑此の間から星のことを 九摺8 教へることは何でもよく覧え
知りたいと思って︑父の本箱を見た
が︑星の本は一冊も無い︒

空に︑柄杓のやうな形に連なった︑

ひしゃく

九欄9 さうしたら︑どこか其の邊の
美しい七つの星を探すことにしませ
う︒

九撹6 北極星は︑何時見てもほゴ眞
北にある星ですから︑夜︑道に迷つ
た時など︑此の星を見つければ︑す
ぐ方角を知ることが出來ます︒

九鵬5図

人に語りて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひたりと

九鵬9 北の空では︑星が北極星を
ほゴ中心に︑圓をゑがいて動いてゐ

これ程恐しかりしことな

そ︒

北八が手ぬぐひを下げて風呂

占術6図囹

るのだといふことがわかります︒

かりき︒

九悩10 しかし︑かういふ風に星が動
くといふのも︑實は我我の住んでゐ

九二10

もない妙な風呂です︒

場へ行ってみると︑今まで見たこと

る地球が廻るから︑さう見えるだけ
のことですが︑

九二2 早速其の事を祖父に言ひます

と

こ

と
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こ

ざること山の如く︑一念たゴタ日に
ない歌をお目にかけることが出來ま

十擢7園今さら︑どうして私のつた
せう︒

船長が︑すぐに︑機蟻壁に通

映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

十529 しかし︑長いゆったりとした
十価5
じてるる傳聲管に向かって︑同じ事

ゆれ方と︑うなるやうな地鳴りとは︑

老いた五兵衛に︑今まで纏験したこ
を叫ぶ︒

世界地響を見て︑誰でもちよ

年八月のことでした︒

もと此の地方に流行したマラ

リアと黄熱病が︑かつては何萬とい

十重1

ふ西洋人の命を奪ったこともありま
す︒

幸ひ︑此の病氣のなかだちを
か
するものが︑蚊であることがわかつ

十樹5

水たまりを乾かし︑みぞを埋

たので︑

何でも教へてくれる父が︑此

の事になると︑何時でもはねつける

十備10

やうにする︒

そんな事をするやうでは︑

結局人情や欲に目がくらんで︑ほ

けっきょく

十幽6園

んたうにりつばな人物に投票すると

いふ精神に反することになる︒

ほんたうにりっぱな人物に

これは大事なことだから︑

投票するといふ精神に反することに

十幽9園

なる︒

弾奏7

雪見9園

ほさう

道路を鋪装して︑昔の不健康地を一

め︑水道を設け︑下水を完全にし︑

徒窯を組んで天下を騒がすと

とたう

攣することに成功しました︒

十悩1

彼等は罪人として︑一先づ細

いふことは︑重い罪である︒

十価3

ゑつちゆうのかみ

川越中守以下︑四人の大名にお預
けといふことになった︒

若しこれをお仕置にすると
いふことになれば︑今後忠義をはげ

黒黒1囹

ます道がないであらう︒

当選した家では︑定めて喜ん

朝タ立ちこむるうすもやに︑

川原に舟をすて︑行くこと

蒸氣機關が出置たのは︑二三

蒸氣機雷が出來たのは︑二三

石炭を地上に引上げたりすることに

炭坑などで水を汲上げたり︑掘った

たんかう

百年も前の事であったが︑初の中は︑

面骨8

百年も前の事であったが︑

十佃6

こと︑敷十回の多きに及べりとそ︒

信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

熊野三山と稻せられ︑古來朝野の尊

十㈱3図本宮・新宮・那智は︑世に

大鳥居を望む︒

わっかにして︑小高き山のふもとに

十塒5図

うた＼春のかすみを思ふこと切なり︒

十欄1図

でるることであらう︒

十椰9

選畢は自然至醇になる︒

學の義務といふことを強く感じれば︑

十柳4園あ＼いふ風に︑みんなが選

よく畳えておきなさい︒

のやうに細長い地峡でつながってゐ

だから︑あそこへ運河を作ら

うといふことは︑何百年も前から考

十梱9

ることです︒

つと不思議に思ふのは︑北アメリカ
ひも
と南アメリカの二大陸が︑まるで紐

十梱2

とのない無恥味なものであった︒

十694圖 町のいとこが 蹄る時︑
あれ程ほしいと 言ったのを︑ つ
思はれる︒

いやらないで︑ 其のま＼に 別れ
たことも

十706 明治三十六年十月二十八日の
ことである︒

十766 しかし︑乗客・船員の過半は︑

へられたことでした︒

かうした場所を掘割るといふ

何百年も前から考へられたこ

からうじて坐ることが出來た︒

とでした︒

せん︒

十伽6

正月が過ぎて︑二月にいよ
淺野内匠の家來の事︑いろ

く切腹といふことがきまった︒

十研9
十柵7園

あの話を︑將軍から聞いた
いや︑それは言ふべきこと
ではない︒

十紹9園

課程苦しい事はなかった︒

十柵2囹

お耳にはいった︒

すると︑又此の事が法親王の

まことにせんない事でござ

くお聞及びでございませうが︑
十駕10園

陸上に作った湖のことですか

がつしゆう

此の運河を作ることに成功し

出來上ったのは︑我が大正三

十鵬10

ら︑其の水面は︑海から來る掘割の
關門はどれも二列に並んでゐ

います︒

十㎜7

たのは︑アメリカ合衆國でした︒

十伽10

に通ることが出來ます︒

ますから︑往く船と來る船と︑同時

十伽8

水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

十悩4

ません︒

を通すことは︑中々出來さうにあり

地を掘割って︑海面と同じ高さに水

此の岩だらけ︑山だらけの土

ことは︑並大ていの仕事ではありま

十擢6

人 々 は 此 の 事 を 聞 い て ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 十捌9

たいど
夫をはっかしめぬ此の妻の態度をほ

十778

めた＼へた︒

十9510図星 これを學ばば︑帝王の師
すると︑お后の仰で︑﹁︿略﹀︒﹂

となることを得ん ︒
上欄6

とのことです︒

十佃9 正月の三日に︑お后は宮中へ
お逸りになることになりました︒

五日までこ＼にるて︑見届けたいも

十脳6 清少納言は︑同じ罪なら︑十
のだと思ひましたが︑

十研10園 どうしたことか︑すっかり
無くなってゐました︒

十川4囹 みかどが此の事を聞し召し
て ︑ ﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹄ と︑殿上人たちに︑お

ほめになっていらっしゃったさうで
す︒

こと一こと
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使用されるに過ぎなかった︒

十柳4 これが︑そもく汽車といふ
ものを造らうとした最初で︑今から
百敷十年前の事であった︒
蒸氣機甲を取扱ふことになった︒

十欄9 其の後︑或炭坑にやとはれて︑

十寸6 スチーブンソンは︑馬車の代
りに︑自分の工夫した汽車を用ひる
ことをす＼めた︒

先づ汽車の試運轄を行ふこととなつ

十欄7 會社でも此の意見を採用して︑

た︒

十樹7 これは今から百年齢り前の事
であった︒

十樹9 スチーブンソンは︑其の後な
ほ研究を績けて︑一時間五十粁も走
る汽車を造り上げることに成功した︒

十撹7 車窓を開くことが出的ないの
で︑僕の此の言葉も通じないらしい︒

といったのは昔のこと︑近郊二十七
市町村を合はせた今の京都は︑何と

しかし︑假名文であればこ

いっても近代的大都市である︒

十一155
其の時代の生活を細かく号し出すこ

そ︑當時の國語を自由自在に使って︑
とが出嫁たのです︒

ことは︑佛様に封しても申しわけの

ことも︑すこぶる攣ってみる︒

ルで︑此の爽明は︑ベルが三十歳の

時のことでした︒

如く︑朝日・夕日を負ひて島がくれ

十一5211細事の静かなることは鏡の

翁島は古より日本三景

行く白帆の影ものどかなり︒．
いつくしま

漸時は︑形の美と相待って︑ 十一5311図

の一に敷へられて殊に名高く︑屋

ろ

ひえだのあ

れ

元明天皇の勅命によって︑

太安曇侶は︑稗田阿禮がそらんず

おほのやすま

十一633

を動かすこと甚だ切なり︒

だんのうら

輝かしい色彩がどんなに尊く拝され

島・軍糧は源平の昔語に人の感興
先生のおっしゃることが︑

にいさんだけが︑時々へう

る我が國の古傳を︑文字に書きあら

彼が天武天皇の仰のま＼に︑

きんなことを言って︑みんなを笑は

たらう︒

十一651

勅命の下ったことを承った

我が國の古語を︑漢字ばか

したことであらう︒

讃上げるのに︑殆ど心魂を捧げつく

十一645

さうして︑長いく物語を

阿戸は︑今や天にも上る心地であっ

十一643

鯨年前のことである︒

言傳へをそらんじ始めたのは︑三十

我が國の正しい古記録を讃み︑古い

十一637

はすことになった︒

小さい時から研究心の強か
しかし︑何分にも耳や口の
不自由な子供たちのことですから︑

十︻444

つた先生のことですから︑

十﹇441

せた︒

十一428

つい私の耳をす通りする︒

十一383

たことであらう︒

十一332

つたいない氣がする︒

ういふことを考へるのは︑辺りにも

悲の御相を拝するのであるが︑今さ

土315威嚴の中に︑しみぐと慈

十一199園生き物をいぢめるといふ
ないことだと︑ふだんから教へて上
佛様に封しても申しわけ

げてあるでせう︒

十一1910圏
のないことだと︑

だが︑それにしては︑まあ︑何とい

くし
十一204園 櫛を使ふことをおきらひ
ふよい髪でせう︒

不幸な紫の君は︑源氏の君

教へる方も教へられる方も︑並大て

十一2110

のうちに引取って養はれることにな

ふがう

電信は︑電氣の作用によ

いの苦心ではありません︒

十一453園

つた︒

しかし︑紫の君は︑今でも

つて︑鮎や棒の符號を用ひて通信す

十一224

おばあさんのことを思ひ出しては︑

十塒4園 息子は︑一生けんめいに苦
押したかひがあって︑りっぱな身分

るものだが︑此の符號の代りに人間
の聲を用ひることは出來ないか︒

時々泣いてみる︒

十一226此の不幸な子を︑どうした

になり︑いよいよ故郷に鯖ることに
なった︒

或日のこと︑先生は︑知合

安萬侶に取っての大きな苦心であっ

りで其のま＼に書きあらはすことが︑

いしゃ

らなぐさめてやることが出駕るか︑

の馨者から人の耳をもらって來まし

十一466

十鵬7圏 老母は︑そんなこととはつ

源氏は何時もそれを考へねばならな

これらは簡軍な名前に過ぎ

ないが︑長い文章になると︑其の苦

十一668

出來る︒

に﹁サウモクアヲシ﹂と讃むことも

十一658

た︒

ゆ知らず︑風の日も雪の日も待って

十一5010

年三月十日のことです︒

これは︑西暦千八百七十六

た︒

まあ︑いやなことをおつ

かった︒

十一236圏
しやる︒

電話を嚢明した此の先生こ
そ︑アレキサンダー1ーグラハムーーベ

十︸513

言ふまでもなく電話のことです︒

十一274あらゆる重みを受けて︑力 十一511 ﹁もの言ふおもちゃ﹂とは︑
強く︑うんと支へた感じを︑最もよ

門の奥行が柱間三間である

く此のふくらみに見ることが出來る︒

しかし︑これでは︑漢文流

みたが︑遂に山の上でなくなったと
いふ︒

ほうぎょ

三年︑遂に北方の天を望みて崩御あ

十一310図 天皇行宮にましますこと

ごばん

りし御心事を察し奉れば︑涙そ貸う
に禁じ難し︒

十一128 町並が碁盤の目盛のやうだ 十一275

と

と

心はとても一通りのことではなかつ
た︒

それについて︑何か御注

宣長は︑﹁︿略﹀︒﹂

十一7111囹

十一725園私も︑實は早くから古事

意下さることはございますまいか︒

苦心はやがて報いられて︑阿禮の語
それには萬葉集を調べておくことが

記を研究したい考はあったのですが︑

十一671 しかし︑安萬侶のかうした
る所を︑言葉其のま＼に文字に書き
まんえふしふ

あらはすことが出盛た︒

ところが︑何時の間にか

大切だと思って︑

年を取ってしまって︑古事記に手を

十一729園
のばすことが出來なくなりました︒

から一千二百飴年の昔のことである︒

十一674 和銅五年正月二十八日︑今

にのせられて︑今日に傳はつてみる︒

十一677 古代のすべての事が古事記

しっかり努力なさったら︑きっと此

あなたはまだお若いから︑

て我が國の昼鳶が︑古語のま＼に残

の研究を大成することが二丁ませう︒

十一6710 殊に大切なことは︑かうし 十一731園
つたことである︒

とです︒

ないのは︑順序正しく進むといふこ

たゴ注意しなければなら

て我が國の古調が︑古語のま＼に残

十一6711 殊に大切なことは︑かうし 十一733園
つたことである︒

阿寒湖のほとりに來て︑私

は︑始めて原始北海道の姿をまのあ

十一684 我々は今日古事記を讃んで︑ 十一7911
︿略﹀︑古代日本人の精神をありく

たりに見ることが出鼻た︒

に近附くことが出來ないかのやうに

人は︑永久に此の湖の水際

と生むことが出來るのである︒

十一691囹 どうも残念なことでした︒ 十一糾3
十一6910園

思はれる︒

それは惜しいことをした︒

十一708 さうして新上屋の主人に︑

たまく交易のため︑

コー二の大陸に渡らんとするに際し︑

十一959図

に︑天の一方から他方へ幾條か連な

一番陰言でいやな感じの雲

つたりすることがあります︒

十一榴5

こ＼で辮當をたべる︑その

べんたう

であることはいふまでもありません︒

おいしいこと︒

遂に同行することに決せ 十一梱5

林藏︑切におのれを伴なはんことを
こふ︒

り︒

十一961図

ず︒

如何なる大雨にも︑此の

渓流の濁ったことはないと申します︒

十一悦11園

の方に見渡したことであらう︒

等は︑何といふすばらしい景色を西

十一9611図夜は野宿すること少から 十一伽3 やがてそこへ登りついた僕
此の地を去りて︑河をさ
かのぼること更に五日︑遂に目的地

十一9710図

なるデレンに達せり︒

だといふことを︑まのあたりに見る

遠くアラビヤの内地に輸送されるの

十一986図林藏の怪しみもてあそば 十一描4囲 日本の商品が︑かうして
る＼こと︑キチーにも増して甚だし

まのあたりに見ることが

さうして︑これらの金字

其の魂を呼起して︑古い

ふことです︒

歴史を聞いて見たいとは︑誰でも思

十一慨3囲

だといふことです︒

塔は︑皆エジプトの王様や王子の墓

十一捌1国

出來ました︒

十一備5國

ことが出來ました︒

かりしが︑

かかる中にありても︑彼

林藏が二回の探検により

は其の地の事情を研究することを怠

十一987図
らざりき︒

十一992図

て︑樺太が島なること明らかになり
七月の初といふことなど︑

しのみならず︑

十一999

つい忘れてしまひさうであった︒

ドイツの有名な音樂家べ一

あなたは演

實はその︑今ちよつと門

そんなことを言ったつて

トーベンが︑まだ若い時分のことで

十一悩7

あった︒

天候悪攣の兆といはれる雲

十一悩10園

したね︒

奏會へ行ってみたいとかいふことで

口で聞いたのですが

十﹁槻6園

仕方がない︒

で︑それが龍のやうに長く績く場合
ます︒

十一襯4

もくくと大きくかたまつ
たり︑又時にそれが畠のうねのやう

十一擢11

ことがあります︒

青空に薄黒い雲がみなぎる

は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ

十一m11

のは︑此の事であらうと思はせる︒

ばく
文化五年四月︑林藏は幕 十一研6 太陽をおほひかくすといふ

十一933図

樺太に渡り︑海岸を探りてほゴ島な

府の命によりて︑松田傳十郎と土ハに

ふ

萬一お婦りに又泊られることがあっ
たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

林藏︑こ＼に始めて樺太
が大陸と全く絶縁せる島なることを

十一947図

ることを知りぬ︒

んでおいた︒

を新上屋の一室に訪ふことが出土た

十﹇7011 望がかなって︑宣長が眞淵
のは︑それから敷日の後であった︒

確實にするを得たりQ

とすれば︑土人の從者行手の危瞼を

十一9411図山を越えて東岸に出でん

十一717 だんく話をしてみる中に︑
眞淵は宣長の學識の尋常でないこと

恐れて從ふことを欲せず︒

を知って︑非常に頼もしく思った︒

十一718 話が古事記のことに及ぶと︑

こ
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十︻研5 こんな小さい望遠鏡でさへ︑

ひ

いがは

なほ其の邊をよく探すと︑

更に進みで斐伊川の鐵橋にか＼る︒
をの

十二89
斧の形をした石や︑矢じりの形をし

はっきり見えるのですから︑噴火口
は非常に大きいものだといふことが

かういふ石を昔の人は︑天

しふちゃく

從って人を頼まず︑世をう

な執着と︑眞劒な考を持ってるる︒

十二243

らまず︑自分の事は自分でするとい

しかも彼等は︑のん氣に其

ふ心掛が︑田家には行きわたってゐ
る︒

十二245

三千人の弟子の中︑顔回ほ

の生活を冒しむことを知ってみる︒

十二306

についても︑︿略﹀︑或者には﹁人の

孔子の理想とする﹁仁﹂

悪口を言はぬことである︒

についても︑︿略﹀︑生者には﹁むつ

十二372團

むつかしい事を先にする

かしい事を先にすることである︒

ことである︒

十二372圏

十二3710 朝起きるから夜寝るまで︑

見ること︑聞くこと︑言ふこと︑行

んそんなことのあらうはずはなく︑

行ったものだとか言ったが︑もちろ

狗の作ったものだとか︑雷の落して

ぐ

十二91

た石のかけらを見つけることがある︒
てん

まだおもしろいことがあり

考へられます︒

十一㎜⁝8
ます︒

十一個6図 一代の事業として一切纏

ど其の師を知り︑師の教を守り︑師

世界のどこの地方でも︑人

なへよといふのである︒

ふこと︑ 一切禮節に從ひ︑禮節にか

十二95

の教を實行ずることに心掛けた者は

を出版せんことを思ひ立ち︑

智の開けなかった大昔には︑人はま

十一桝10図 近く各地を巡りて資金を
つのること数年︑やうやくにしてこ

十二3711 聞くこと︑

十二3711 言ふこと︑

孔子が︑弟子たちを連れて

匡といふ所を通った時︑突然軍兵

だからといって加減をし

君子も同じことだ︒

さうして︑即言なればこそ︑

十二3711 行ふこと︑

十二356園

たら︑結局︑人に用ひられるため

のである︒

みと

磯回なればこそ︑偉大な孔

子の全面をよく認めることが出來た

十二407

してくれることがある︒

十二392笹蟹の弟子は︑教について
いろく質問もし︑それで予を啓獲

實行ずることが出來たのである︒

此の最もむつかしい教を︑其のま＼

一思︑徳の修つた君子で 十二383

十二359園

もするといふのが小人である︒

十二347園困ったら悪い事でも何で

も困られることがあるのですか︒

十二3311園

に園まれたことがある︒

きやう

十二316

なかった︒

我が國へは︑アジヤ大陸か

だ金属を使ふことを知らず︑

ら青銅器を作ることが傳へられ︑

世態ー210

れを調ふることを得たり︒

十＝㈹1図 やうやくにしてこれを調
ふることを得たり︒

かうした遺物を調べること

によって︑古墳の年代を考へること

十ニー55
が出費るのである︒

十一価8図園 喜捨を受けたる此の金︑

る人々の救助に用ふるも︑編する所

古墳の年代を考へることが

しせき

今日これらのものが︑或は

には︑道はどうでもよいといふこと

博物館に保存され︑史蹟や國寳など

十ニー64

詩賦るのである︒

十ニー56

これを一切纒の事に費すも︑うゑた

一切纒を世に囲むるは︑

は一にして二にあらず︒
十一価10図星

もとより必要のことなれども︑人の
死を救ふは更に必要なるにあらずや︒

に指定されてるるのがあるのは︑か

になりはしないか︒

けっきょく

うしたものを永遠に保存しようとい

ぼしふ

十一備5図然れども鐵眼少しも屈せ

ふ精神であることを忘れてはならな

あるのですか︒

十二422 ﹁︿略HV︒﹂といふ言葉に︑

すらに孔子をた㌧へ︑孔子を慰めた

︿略﹀︑顔回だけが平然として︑ひた

今の罵れた世に容れられ
なければこそ︑ほんたうに先生の大

何年前のことであったらう︑

何年前のことであったらう︑

ことが思ひ出されるではないか︒

十二435

孔子の理想とする﹁仁﹂

についても︑忍者には﹁人を愛する

十一一3611園

きいことがわかります︒

十二362園

いふことは︑何でもありません︒

十二3511園世の中に容れられないと 十二4110園 君子でも困られることが

ず︑再び募集に着手して努力するこ

い︒

どちらも︑其の枝其の梢は︑
幹は動くことなく︑十分土中に根を

自分が江戸の屋敷で史記を工み︑史

十二436

田畑のことにかけて本能的 十二371園 孔子の理想とする﹁仁﹂

ことである︒

十二228

張ってみる︒

風になよくとなびき動いてみるが︑

十二Z10

がおもしろい︒

いふ所に北京の古風が残ってみるの

十二208

胡同は路次のことで︑かう

と更に敷年︑

十一欄3図 これ世に心眼版と干せら
る＼ものにして︑一切纏の廣く我が
國に行はる＼は︑實に此の時よりの
ことなりとす︒

ていふまでもない︒

十一閥2 日本刀の鋭利なことは改め

し んぢ

十二35図 松江を耕したる汽車は︑
風光壷の如き宍道湖のほとりを走る
こと約四十分︑やがて新川を渡り︑

こ

と

こ

と
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書の力の偉大なことに感動したのは︒
あ う しう

十二505図郭 奥州にありて︑御旗あ
げの事承り︑御力をそへ奉らんため︑
夜を日に塞ぎてはせ参じたり︒

十二鵬2

﹁萬葉﹂とは﹁胃軸﹂の意

かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

たちも︑ 一日それを耕すことを干し

鳥居勝商といふ者あり︑

で︑萬世までも傳へようとした古人

十二743図
進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

みとしてみるのが多い︒

近年はそれだけで漏足せず︑

の心を︑我々は讃むことが出組る︒

近代科學を家庭生活に磨用

することに力める彼等が︑一面には

十二偶10

とが流行して來た︒

住宅を郊外の森林地帯などに管むこ

十二燭3

約していふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

に︑古事記と共に此の萬葉集を持つ

十二743図嘉事の成否は今より豫測 十二佃3 さうして︑かういふ遠い昔
すべからず︑若し向かふの山にのろ

つ

我︑父上に後れ奉りし

てるることは︑我々日本人の誇であ

い

しのあがるを見ば︑幸にして城を出

る︒

十一一519図園
後は︑しばらく伊豆の配所にあり︑
でたりと知るべし︒

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの

お前は自分のことばつか

父上︑私は口で申すこと

予は今後百人だけの家來

若しさうと致しますと︑

家のため國のため︑私が取りしまり

十二桝4囹

参って︑湿生を送ることにする︒

をつれ︑月代りに姉娘・妹娘の許へ

十二襯3園

す︒

を口に出して言へないのでございま

十二糊11園私は︑此の心にあること

し上げることがございませぬ︒

十二㎜5園父上︑私にはなんにも申

ない事は︑私には申し上げられない︒

十一一佃4囹 口先だけで實行の伴なは

し︑おいとしくも思ひます︒

の出來ます以上に︑父上を尊敬も致

十二僻2園

ることとする︒

國を三分して︑三人の娘たちに與へ

十二柵6園そこで︑今日は︑我が王

後を送りたいと思ふ︒

若い者たちに任せ︑身輕になって老

よって︑以來めんだうな政治の事は

予も大分高齢になったに

である︒

大公園の奥へはいると︑人

フローレンスにイタリヤの

今︑各國で日本語の研究が
彼はなほ︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

かう込入ったことになると︑

彼等の中には︑郊外に幾ら

十二儒4園

り考へて︑人の腹のへってみること

もけい

豊富な歴史的遺物・世界的
名作・標本・模型等の陳列によって︑

十二伽2

を考へてくれない︒

十二川10膳人の腹のへってみること

を考へてくれない︒

十二川9囹

心に任せぬ事のみにて︑

うれふることなかれ︒

あと百七八十粁で︑敵軍主
あの時︑最後の突撃に参

力の背後に出ることが出來よう︒

十二857

十二5111図絵 兄弟の情を忘れず︑一 十二766図書
家の大事にはせ登りしこと︑此の上
もなき喜びなり︒

十二902囹

加することが僧事なかったのが︑く

十二558園それは仕合はせなこと︒
十二562囹や︑よいことがある︒
やしくてならぬ︒

さながらに知ることが出鴨るのであ

我々は世界の歴史︑︿略﹀などを︑

ありがたいことだ︒

ありがたいことだ︒

十二偶5

言葉はしどろもどろである︒

十二欄2

やうな意味のことを述べた︒

十二御1

盛であることは聞いてみたが︑

十二伽2

かはうとする汽車中のことであった︒

古美術をたつねてから︑ベニスへ向

十二伽4

とが出古るのである︒

影を見ない自然郷をさへ探し出すこ

十二梱11

見ないことがある︒

十一一惚7

る︒

ありがたいことだ︒

今日以後は︑一身一家をか

十二餌10園

十二959

へりみることなく︑天皇陛下の御楯
となって︑いやしい身ではあるが︑

かく上下を問はず︑國民一

出嚢するのである︑自分は︒

十二966

般が事に曇れ物に感じて歌をよむと

いふのは︑我が國民性の特色といふ
べきである︒

和歌の浦に潮が満ちて來る
と︑干潟がなくなって來るので︑あ

十二995

しの生ひ茂ってみる向かふの方をさ

敷時間歩いても公園の端を

十二餌10園

十一一912園

十二571囹これ︑地紙とは此の紙の
こと︒

のこと︒

十二575囹これ︑骨磨きとは此の骨
十一一586囹それは又高いことちや︒

十二595圓主人といふ者は︑きげん
のよいこともあり ︑悪いこともある︒

十二596園主人といふ者は︑きげん
のよいこともあり ︑悪いこともある︒
＋二6110園
末廣がりとは︑扇のこと
ぢや︒

たいはん

十二623園 これは︑へんなことにな
りをつた︒

のこぶと見た家康が︑輝政をして

して︑つるが鳴きながら飛んで行く

十二717 中耳・西國の大藩を目の上
こ＼に金城鐵壁を築かせたのは︑ま

けんたうし

憶良は︑遣唐使に從って支

ことよ︒

那へ渡ったこともあり︑元來筆者で

十二伽1
あるが︑

武田勝頼︑大軍を率みて

たけだかつ よ り

ことに故あることと考へさせられる︒
曲り尤むれども︑琴丘ハ善く戦ひて抜

十一一735図

くこと能はず︒

と

こ

と

こ
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をすることになりまして︑
ねるやうなことになるかと存じます︒

十二幽5圏 自然父上のごきげんを損

ことに︑御同意を願ひます︒

十二南1囹 今日限り五十人にへらす

されてみることを探知したコーデリ

十二柵7 リや王が姉たちにぎゃく待
ヤは︑

十二悩11 裁判は︑要するに工法の規

定を實際問題に當てはめることであ
る︒

となどは非常に大切なことである︒

︿略﹀などは非常に大切な

ことである︒

十二閥5
裁判の目的は︑決して人を

孚はせたり︑人を罰したりすること

十二鵬8

此の世を不道理や罪悪の行

ではない︒

十二憾9
ちつじょ

はれない︑平和な秩序正しいものに
することが其の目的である︒

若し裁判がなかったとした

あらう︒

日本は︑︿略﹀︑彼の國のや

うに︑算木による方法を捨ててしま

十二研9

これを種種に並べ︑又攣化

ふことはなかった︒

あまつさへ多額の費用を

要する事とて︑彼は何よりも先づ其

十二柵2図

の調達に奔走せざるべからざゆき︒

けだし二時難破船しば

くあれば︑これが救助を命ぜられ

十二備9図

くなり︒

て︑手當を驚くることも︑またしば

十二悌7

させることによって︑大きな敷や式

澄んだ水の色︑川べりの黒

あくまで徳川を討たなけれ

いとする硬論がある︒

て︑新日本を打立てることが出來な

ば︑武家政治を土毫からくつがへし

十二鵬2

皆たまらなくなつかしい︒

を見ることの出來なかった目には︑

い土︑草の芽の緑︑此の三四箇月土

十二捌10

をあらはし︑かつ演算することが出
大きな敷や式をあらはし︑

來たのである︒

十二柵8

孝和は︑此の算木を置く方

かつ演算することが再思たのである︒

法から考へついて︑数や式を紙の上

十二欄11

て︑力の強い者が勝ち︑わるがしこ

に書きあらはし︑更に文字を記號と

ら︑人々相互の孚が果しなく行はれ

十二籾1

い者がまぬがれることになるであら

して使ふことをも工夫した︒

十二旧2 其の裁判になほ不服な者は︑

もう一度大審院に上告することが出
う︒

十一一鵬11 慶喜は事のすこぶる重大な

これによって︑支那の敷學
が未だかつて及び得なかった高い域

白洲に近き藍島の漁夫︑

十二柳8

いへもち

宮が︿略﹀︑將軍家茂に嫁

其の結果︑江戸市中が兵火

徳川の家を救ふことは︑結

穂川の家を救ふことは︑結

無事京都に着くことの出來

局江戸百萬の市民を救ふことである︒

十二欄10

局江戸百萬の市民を救ふことである︒

十二鵬9

ことか︒

にか㌧れば︑百萬の市民はどうなる

十二佃8

とである︒

ぎ給うたのは︑摘録から七年前のこ

十二研10

取成しを願ひ︑

申し上げて︑切に天朝へおわびのお

十一一研2 彼は静寛院宮に事の次第を

つた︒

のを知って︑大阪から海路江戸に婦
まことにぜひもないことで
古よりこ＼に難破するも
のすこぶる多く︑一朝風浪起れば︑

十二冊8図

あった︒

十二擢8

にまで進むことが加冠たのである︒

十二欄1

罵る︒

若し又︑裁判が公平に行は

値を失ひ︑我々は安心して生活する

れぬとしたら︑せっかくの記法も償

十二欄3

ことが出來ないであらう︒

おくべきことは︑民事裁判では︑裁

十二佃10 裁判について誰でも心得て
判できめられたことに服從すること

月は死の世界であるといふ
光の強さに至っては︑殆ど

ことを︑私たちはすでに知った︒

十二捌1

であり︑

られたことに服從することであり︑

十二旧11 民事裁判では︑裁判できめ

十二鵬10

熟練なる水夫といへども︑殆ど其の

十二佃11 民事裁判では︑裁判できめ

普通の言葉で言ひあらはすことが出

られたことに服漏することであり︑

危除を避くること能はざりき︒
あみのしま

來ない︒

先づこれを救はんとして船を出した

十二榊5図
十二悩3

濃い色ガラス︑又は黒くい

おくべきことは︑︿略﹀︑刑事裁判で

十二閥2 裁判について誰でも心得て

れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも

げんかい

表面に黒い胡麻粒のやうなものが見

ぶしたガラスを通して太陽を見ると︑
ま

は︑有罪の判決が確定する前に︑み

ご

だりに人を犯罪者扱ひにせぬことで

助左衛門は︑奮然として

明治元年︑彼改めて政府
至りて許さる︒

に燈毫建設の事を出願し︑翌二年に

十二橋7図

燈皇建設の事を思ひ立ちぬ︒

十二個10図

てあそばれて進むこと能はず︒

それが太陽の黒鮎と呼ばれ
るもので︑︿略﹀︑時には地球の十三

十二悩6

えることがある︒

ある︒

倍に達するのが現れることがある︒

十二柵4 又︑陪審員になった場合に
は︑それを國民の義務として忠實に

和算といへば︑或はそろば
んによる算法のことだと考へる人も

十二鵬3

勤めること︑

には︑良心に從って眞實を述べるこ

十二湖5 寄人として法廷に出た場合
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こと一ことし

いふ所に北京の古風が残ってみるの

とぐくなげうつといへども・＋が

えんぴつ

なく︑筆・鉛筆等︑小輩生の用ふる

﹇今年﹈︵名︶17 今年

が出て來る時分になりましたので︑

今年も︑ちやうどその大蛇

今年からお前まけ︒

﹇御統監﹈︵名︶1

御同勢

從って今まで企て及ぼなか

くと後甲板に來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

やうになった頃︑時鐘番兵がこと

今年の春︑此の二匹の子山羊

今年は︑思ったより豊年だ

まことにお氣の毒だといふ

其の中には親つばめも居ます

しかし︑彼等の中には︑今年

す
つまり︑今年或家の軒下で巣

今年こそ︑新しい首を供へ

今年九つになる八重ちゃん
えいご
といふ女の子は︑英語も日本語も非

九517国

なければならない︒

八158園

もどって來るといふのです︒

を作ったつばめが︑來南幸同じ巣へ

八102

生まれた子つばめがたくさん居ます︒

八78

さんまじって居ます︒

が︑今年生まれた子つばめが︑たく

八42

ことになりました︒

ので︑まあ︑今年は納めないでよい

七鵬6園

來て居ないやうでございます︒

は︑私のうちへ︑まだ税金の通知が

七撹1園外でもありませんが︑今年

ふ通りに金を出さう︒

つたから︑思ひ切って︑向かふの言

六663園

が生まれました︒

六428

たくさんなりました︒

今年は︑うらの畠の柿も︑

泣いてみるのでございます︒

五215囹

四撹2園

ことし

たのは︑たゴ宮の御使藤子だけであ

御同意

一にも満たず︒

﹇御同意﹈︵名︶1

十二靭6

つた敷學上のことがらが︑次から次

ことく

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

あわたゴしく窯場より走り

九Z7圏さらばことぐく張りか
へ給へ︒

十504図

手當り次第に物を運びて︑窯の火に

出でたる彼は︑﹁︿略﹀︒﹂と叫びつ＼︑

すなはち喜捨せる人々に

ことごとく投じたり︒

十一備2図

六116囲

やがて︑野外統監部へ天皇旗

ことに︑御同意を願ひます︒
ごとうかん

八569

御統監

十一一備2園今日限り五十人にへらす

ごどうい

がおもしろい︒

顔かたちの異なる君︑

空はなほ冬と異ならず︒

物と異なる所なし︒

十一9510千弄

十柵9図

つた︒

十二似9雪平私一命は惜しみ申さず
候へども︑朝敵と共に身命を捨て候
若し彼の地に行かば︑人に怪しまれ︑

六以上は置方をや＼異にす

或は一命も危からん︒

十二欄5

事は︑朝廷へ恐れ入り候事と誠に心
朝敵と共に身命を捨て

痛致し居候︒

十一一柳10國国

﹇御同勢﹈︵名︶1

をお進めになって︑御統監の大元帥
ごどうぜい

陛下がお出ましになりました︒

こと

るが︑要するにかうして一から九ま
︵終助︶2

山事は︑朝廷へ恐れ入り凶事と誠に
こと

御同勢はお幾人で︒

心痛致し居候︒

願の通り家名の虜︑御

九㈱6園

での数をあらはし得るとともに︑

十一一醜3字詰

五368園

毎与あさごと・

しやうのない犬君ですこ ことがら ﹇事柄﹈︵名︶1 ことがら

きれいだこと︒

憐慰あらせられ候はば︑私は申すま

十一186園
﹇毎﹈︵名︶2

︵副︶1

へと解決されるやうになった︒

ことこと

出されて︑此の胸は張りさくるばか

とうかうみんかう

此の外︑東交民巷だの︑天

其の志を告げて同意を得︑資金をこ

十二ー96

橋路だの︑胡同だの︑支那だけに攣

胡同は路次のことで︑かう 十二描4図 転職算三千爾︑私財をこ

とぐく救助の用に総てたりき︒
十二208

つたものや攣った名前がある︒

こどう

ことぐく

すると︑其の度毎に耳の鼓 ことごとく ﹇尽﹈︵副︶4 ことごとく

當直將校に報告する︒

す︒

膜が振動して︑藁がかすかに動きま

十一471

りにて候︒

じしよう

十217圓囲母は其の方々の顔を見る 九338 人の顔がやっと見分けられる

と︒ひごと・ぶんたいごと・もんごと

いちにちごと・さんぶんごと・つきご

ごと

と︒

でもなく一門家僕の者共︑深く朝恩
を仰ぎ思事と存じ参らせ候︒

古都

十二悩2 思へば︑まことに危いこと
であった︒

﹇古都﹈︵名︶5

十一115 やさしいのは古都の眺であ

こと

る︒

十一134 一千敷十年の古都が︑かう
して年々に近代化して行くのもまた
直ちに自動車をやとひ︑

自然の勢であらう ︒

十一幽10團

百十五粁の道を飛ばしてカンディー

あり

蟻と蟻うなづきあひて
こどう

何かことありげにはしる西へ東へ

十二櫛3図圃

ことありげ ﹇事有気﹈︵形状︶1 こと
の古都をたつねました︒
な ら
ありげ
十二伽10 其の上︑京都︒奈良をしの

ぶやうな古都が多く︑それらがすべ
て古美術を以て満たされてみる︒

古都としてよりも︑現代都市として

十二旧3 ミラン・ローマ・ナポリは︑ こどう ﹇胡同﹈︵名︶2 胡同 胡同

異

最近の活動にめざましいものがある︒
﹇異﹈︵形状︶4

十55唐竹の御硯箱は何のかざりも

こと

ごとし一ごとし
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常に上手です︒

九伽4 今年も六月から放牧に出しま
北斗は嬉しさうに︑すぐ僕の所へ飛

したが︑去年と違って︑僕が行くと︑

んで來て︑鼻をすり附けます︒

今年も咲きぬ ︒

つ﹂行く此の家の庭︑ もくせい

九憾9年差 岩手の道すがら︑ 見
は

九㎜5図画 秋の空︑香も高く︑ も

をしみぐ思ふ︒

くせいは 今年も咲きで︑ 師の君

には︑きっと消えるでせう︒

十㎜10囹 いくら長くても︑今年の中
十二π2圃 今年も隣の柚子が黄ばん
だ︒

し

︽ゴト・ゴトキ・ゴトク・ゴトシ︾

ごとし ︵助動︶60 ごとし 如シ 如

六576 草野次郎の如きは︑夜︑敵の
船に押し寄せて︑

七586 雷の如き聲と共に︑

八151 後には近心を親の如くしたふ
やうになった︒

屏風を立てたるが如し︒

びやうぶ

八651図 幾百丈の谷は︑あたかも

行く我を迎ふる如し︒

行く我を迎ふる如し︒

九731図圃

狼介が満月の如く引きしぼつ

てるる弓のつるを︑

九801

十旧10図

びやう

瀬といはず淵といはず︑飛

ぶが如くに進む︒

爾岸の絶壁︑あたかも屏

風を立てたる如く︑

ぶ

十悩8図

吉野山の光景︑まのあた

それが今日の如く獲達して︑

十籾1

たゴ元の如くに從ひ行く︒

九捌5図

十一15図

ほとんどおのれの苦痛を知

敵の揮丸︑雨あられの如し︒

雲霞の如き賊兵も引退き︑

如く︑

水路きはまるが如くにし
春は島山かすみに包まれ
田園よく開けて︑まうせ

レンガフ

カンゲキ

ラザルモノノ如シ︒

ヨ

十一607図園感激ノ極︑言フ所ヲ知

ルモノハ︑

ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タ

しかも死の如く沈黙してゐ

画いて大波の如く︑

る︒

十一837

敵爆撃機離陸準備中な
るものの如し︒

十︻観7図圏

世界何れの國に︑かくの如
き美しい刀匠があらうそ︒

十一㎜5

十一棚3

鋭さをかすみの如く包んだ

さしのぼる朝日の如く

一道の和氣がただよふ︒

しんぢ

さわやかにもたまほしきは心なりけ

十一一19図韻

り

風光書の如き宍道湖のほ

とりを走ること約四十分︑

十二34図

はと
十一一68図 千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

十一一42図暖さ春の如し︒

さながら雀の如くに見ゆるも︑

十二73図此の棒を︿略﹀きりをも

神々の姿︑今まのあたり

むが如く廻せば︑

十二83図

見るが如く︑

た如く︑七回もまたよく其の師を知

十一一396 孔子がよく顔回を知ってゐ

ってみた︒

關八州の大名・小名星の

如く居並びたり︒

十二512図

十二佃4図

びやうぶ

西の丸の壕る鷺山は屏風

其の上にそ＼り立つ天守閣

あをによし奈良の都は

咲く花のにほふが如しと

三月堂・二月堂かすみに

みトなし

はるかに畝傍山・耳成

うねび

つ＼まれてさながら夢の如く︑

十二悩9図

た﹂へし奈良の都も︑

十二柵6図

咲く花のにほふが如く今さかりなり

十二m7図圃

はあたかも司令塔の如く︑
な ら

十二724

の如く連なり︑

十二722

城の如くおほうて︑

十一5911図園我が聯合艦隊が能ク勝 十一一7010 追々は︑鷺山をあたかも長

十一572図

波は山の如くなれども︑

十一5211図海の静かなることは鏡の

間に黙在す︒

んを敷けるが如く︑白壁の民家其の

十一5210図

て眠るが如く︑

十一527図

てまた忽ち開く︒

十一524図

く︑堂塔こ＼かしこに聾えて︑

東山三十六峯げに笑ふが如

り見るが如し︒

九個10図其の一語に身のちゴむ如く
十一116

覧えて︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ひて︑越前の

九撹7図
如く笛を吹きで行く︒

下界は今大波の如くうねって

九個5図

みるのだ︒

九四8

九価5図

あたかも言合はせたる如く︑

らざるものの如し︒

十16図

足並の自ら揃ふも尊く思はる︒

じふさんぞくみつぶせ

三人張の弓に十三束三伏の

影のごと︑人去り人來

十75図囲月のごと︑日輪ほのか
に浮かぶ︒

る大路︑

十83図囲
十163図

うんか

矢をつがへ︑漏月の如く引きしぼり
て︑

十1710図

の色を求めて止まざりき︒
も
庭の面は 眞書の如し︒
ばくく

の如く︑

の如く︑美観言語に蓋くし難し︒

十湿2図下は漠々として雲の如く綿

ばくく

出題2藤下は漠々として雲の如く綿

十撹5図圖

山の如く︑一念たゴタ日に映ゆる柿

八667図 こけむしたる岩石︑壁の如 十499図 喜三右衛門は動かざること 十一827 釧路の高原・山岳がうねり
く突立ちたり︒

八674図 なだれの如く下るさま︑

八866 いつもの如く研究室にはいつ
た佐吉は︑

九213図 なほ前の如く︑おぼっかな
き手つきにて一小間つつ張りみたり︒
九729逃馬 よろこびを 歌ふが如く︑
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ことしろぬし一ことば

波浪高き海上の小島に︑

山・香久山の三山まゆずみの如く︑
十二価10図

青魚を築かんとするが如きは︑今日
といへども容易のわざにあらず︒

十二欄3 官軍は今や潮の如く東へ寄
こと
﹇事戸主﹈︹人名︺1 事

せつ＼ある︒
しろぬし

ごとしろぬし
ことしろぬし

十一一52重三 我が子事聖主とはかり

代主

て答へ申さん︒

﹇事書主命﹈︹人

殊に美しいのは︑﹁ハワイの

目の舞．でした︒

八伽5

殊におかあさんは︑さう

の輕逆な感じがたまらない程よい︒

お丈夫ではないんですから︒

十一419囹

つてゐます︒

た
十二脳11図秋は春日の社神さび︑手
むけやま

向山の紅葉夕日に映ゆる様殊に見ど

ころあり︒

よると

八柵5

ある︒

此の國歌に歌はれてるる言葉

も︑また我が尊い國語に外ならない︒

九研7

我々が︑毎日話したり︑聞い

たり︑青んだり︑書いたりする言葉

九欄10

しかし︑一度外國の地を躇ん

が︑我々の國語である︒

九欄8

でも國語のありがたさをしみぐと

ふと通りか＼つた某大尉がこ

つて︑﹁︿略﹀︒﹂と言葉鋭く叱った︒

れを見て︑絵りにめ＼しい振舞と思

十199

感ずる︒

で︑言葉の通じない所へ行くと︑誰

言葉

の手で作られた物が︑使はれてるる
﹇言葉﹈︵名︶46

のかも知れない︒
ことば

ことば

野菜にしても︑︿略﹀︑みんな日本人

ことによると︑御飯にしても︑

殊に中央のマンハッタンで ことによると ﹇事依﹈︵副︶1 ことに

花﹂といはれるハイビスカスの花で
ある︒

九593国
は︑十幾條の縦の大通と︑横の無敷
かうしじま
の通とが︑あたかも格子縞のやうに︑

殊に今日は︑風もない秋日和

きちんと交ってゐます︒

九備5

殊に︑一度黄熱病にか＼つた

である︒

十梱2

とば︒みことば

﹇▽おことば・おことばどおり・ほめこ

ことしろぬしのみこと

なって︑ばたく死んで行きます︒

が最後︑人は熱にうなされ︑黄色く

︽一

殊に︑半月のかけた部分に

た︒

へず︒

言葉であった︒

語る言葉もうちとけて︑

我はた＼

十905図幽昨日の敵は今日の友︑

父の言葉は︑ほとんど感歎の

車窓を開くことが出島ないの

たまく見かける大原女も︑

彼は︑ほんたうに針金を通

じて︑人間の言葉を聞いたのです︒

十一503

すべて優にやさしいのが京都である︒

大路小路を行く人の言葉も︑︿略﹀︑

十一121

で︑僕の此の言葉も通じないらしい︒
おはらめ

十撹8

聲である︒

十柵7

十柵1 ﹁︿略V︒﹂これが使の言葉です︒

お答へ申し上げた言葉でした︒

十㎜7 ﹁︿略﹀︒﹂これが︑清少納言の

我が武勇︒

書頃︑將軍︑又長四郎に問 へっ︑彼の防備︑ 彼はた﹂へっ︑

僕は祖父の此の言葉を聞いて︑

彌次郎は人夫の親方の所へ行

これ︑武士に向かって何だ

親方は急に言葉をかへました︒

此のやさしい歌に歌はれてる
る言葉こそ︑我がなつかしい國語で

九研1

る無禮な言葉だ︒

九号1園

九柵9

つて︑武士らしい言葉で言ひました︒

九糊3

ほんたうに嬉しいと思ひました︒

九槻9

は大きくうなついて見せた︒

鹿介の血を吐く言葉に︑信長

はるれども︑長四郎つひに言葉を攣

九4610図

くわつとなった︒

七桝4

主水は︑此のことばを聞いて︑

烈しく叱って︑其のま＼行かうとし

殊に︑初層に比して第二層 七753 ﹁︿略﹀︒﹂と︑信長は︑ことば 十775 ﹁︿略﹀︒﹂とは︑久田船長が︑
かねてから其の妻に言聞かせてるた

名︺1事代主命
み ほ の さき

異なる

十一2911

十二54図 此の時事代主命は︑すな
どりのため美保崎といふ所にいまし

﹇異﹈︵ 五 ︶ 1

しが︑使を得て急ぎ錦り︑父君に申
し給ふ︒

ことな・る

嚴島は古より日本三景

いつくしま

十一5310図

の一に敷へられて殊に名高く︑屋

ル︾

島・壇浦は源平の昔語に人の感興

だんのうら

方にはいろくあるが︑柔かい鐵を

十一鵬6此の異なる二つの鐵の重ね

十一6710

つたことである︒

て我が國の古傳が︑古語のま＼に残

殊に大切なことは︑かうし 九875

を動かすこと甚だ切なり︒

コトニ

ことに

刀の中心として︑周園を堅い鐵で包
﹇殊﹈︵副︶ 1 5

むのが最も普通である︒
殊に

ことに

はち

殊に日本では︑昔から月と
文學が︑全く離れられないものにな

十﹁捌3

ぼこが目立って見える︒

近く︑蜂の巣を思はせるやうなでこ

十一塒4

た感じを深くします︒

月の淡くか＼るなどは︑殊にさうし

六205先ノ方ニハ︑コトニ︑タクサ 十一柵7夜︑此の雲の績く果に︑半
ン着イテ居タ︒

けいだい

七704 ことに住吉神社は︑境内が廣
く︑樹木が多く︑社殿がおごそかに
辞されます︒

八369 一番︑二番︑三番と︑十二番
中で殊に人のほめ立てたのは︑五番

の舞がめでたくすみましたが︑其の

ことみち一こども

662

十一505囹 先生の言葉が︑一々はつ

どこからか聞えて由る尊い

ことみち
も

子供

←おおくまことみち

三245

ニオネガヒ

子ドモガナイノデ︑

﹁︿略﹀︒﹂ト︑神サマ

三485

あそんでゐました︒

六651

それで︑父は︑子供にあぶな

くもあるから︑牝牛にかへたいと言

つて居ました︒

さうして︑こんな大火事の起

すって︑其のもえがらを土間に捨て

つたのも︑或家の子供が︑マッチを

六㎜1

とです︒

から︑もう︑これがあったといふこ

のか︑うちのおちいさんの子供の時

蛙の子どもが︑川ばたで 六896 いつの昔から︑かうしてある

これが︑分隊長の最後の言こども ﹇子供﹈︵名︶46 子ドモ 子ど

ふべき言葉を知らず︒

十二895
葉だつた︒

きり聞えました︒

は︑すべて我が國の古い言葉である︒

十一6411 しかるに︑阿禮の語る物語

言葉︒

十一一佃10

十一654 試みに︑今日若し片假名も
長い間の難行苦行に︑身も

と此の言葉に耳を傾けた︒

心も疲れきった一人の修行者が︑ふ

十一一㎜2

我々の日常使ふ言葉を書きあらはさ

平假名もないとして︑漢字ばかりで︑
うとしたら︑どうなるであらう︒

シマシタ︒

三㎜3ある日︑はまべを通って

オサヅケ下サイ︒

三486園ドウゾ︑子ドモヲ一人

味の今の言葉だけでは︑まだ十分で

十一6611 しかし︑安萬侶のかうした 十二佃10 しかし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ意
ない︒

ない︒

雪舟が子供の時の話です︒

中隊長殿がおとうさん︑班

越して來た人の子供と︑もう仲の好

七柵2八歳になる子供︑昨日隣へ引

強したり教練したりします︒

兄弟のやうに仲好く助け合って︑勉

長殿がおかあさん︑僕等は子供で︑

七537圏

六佃7

子供の火遊びが︑一番いけ

苦心はやがて報いられて︑阿禮の語

四432﹁︿略﹀︒﹂と︑一人の子ども
がいひました︒

どももありました︒

四438それで︑﹁︿略﹀︒﹂といふ子

﹁︿略﹀︒﹂と︑その子どもが

大江山に︑しゅてんどうじ

紙に﹁貸家﹂と書いて張って

妻や子供に︑朝晩おねんぶ

自分の子供がかう弱轟の泣轟

がない︑

では︑第一藩主に熟しても申しわけ

七粥7

つの代りにとなへさせます︒

七並6囹

破ってしまふ︒

置くと︑いたづらな子供が︑ぢきに

七曜1

い友達になった︒

い友達になった︒

七柵3八歳になる子供︑昨日隣へ引

みんながわいくいふの
を︑始からだまって聞いてゐ
た一人の子どもがありました︒

越して來た人の子供と︑もう仲の好

した︒

女や子どもをさらったりしま

出て來ては︑物をぬすんだり︑

といふ鬼がみて︑時々都に

四572

いひました︒

四461

みんなからはなれて︑前の方
にある木のそばへ行きました︒

四嘱6

その子どもは︑この時︑

四覗5

六㎜4園

る所を︑言葉其のま＼に文字に書き

みると︑子どもが大ぜい集って︑
何かさわいでゐました︒

若しあれが佛の御言葉であ

四422すると︑一人の子どもが

此の言葉を聞き︑それをくりかへし

かう込入ったことになると︑

木の幹といはず︑今の言葉を書きつ

や︒

いひました︒

れば︑其の後に何か割く言葉がなく
まさか︑此の無知じゃけ
一髄︑お前は誰に今の言

十二擢7圏あの言葉の残りを聞かう︒

葉を教へられたのか︒

十二佃5園

んな羅刹の言葉とは思へない︒

十二佃9囹

てはならない︒

十二m1

たのが︑もとだといふことだ︒

あらはすことが出札た︒

國初手來の歴史を知ると共に︑其の

十一683 我々は今日古事記を讃んで︑

ありくと讃むことが出路るのであ

言葉を通して︑古代日本人の精神を
る︒

は驚いて︑﹁︿略﹀︒﹂

十一694 思ひがけもない言葉に宣長

る時︑泣いて別れを惜しむ野生たち

口に唱へた︒

十一786園 これは︑博士が札幌を去 十二網5 修行者は︑うっとりとして
に残したといふ有名な言葉だよ︒
強く響いた︒

十一788 叔父の言葉は︑僕の胸に力 十二価2 彼は︑あたりの石といはず︑
十一柵10 嚴かな中に慈愛のこもった

けた︒

きんちやう

十二伽2

言葉はしどろもどろである︒

言葉が︑我々をいよく緊張させ
る︒

に滞足させたか︒

來ない︒

普通の言葉で言ひあらはすことが出

十二旧9

光の強さに至っては︑殆ど

十二365 此の言葉が︑孔子をどんな 十二糊7園 あいきやうのない言葉ぢ
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い ふ 言 葉 に ︑

︿略﹀が思ひ出されるではないか︒

十二419

十二516図 義纒も胸ふさがりて︑言

663
こどもたち一ことり

七半9 どうかして子供の艦を丈夫に
し︑氣を強くしなければならないと
思った︒

八64 東京から四千粁もあるフィリ
ピンで︑或年の十月の末︑子供がつ
ばめをつかまへました︒

八253國 道がわからなかったので︑

遊んで居た満洲人の子供に尋ねます

カの子供が︑教室ではお行儀のよい

﹇子供達﹈︵名︶14

子ども

ある所で︑子どもたちが

子供たち

こどもたち

たち

皆さんは︑お行儀のよいこ 四411

のにも︑すっかり感心しました︒

九5410團

五六人集って︑かげふみをして

子どもたちはあそぶこと

とでも︑アメリカの子供に負けない

ゐました︒

を止めて︑しばらく月を見て

四417

あそんでゐました︒

草取の手をやめて︑こっちを

でせうね︒

九擢6
南洋群島では︑内地人の子

見てみる子供もある︒

十267国
供は︑皆さんと同じやうに小官校に

らはれて來た女や子どもたち

そこで︑頼光は︑︿略﹀︑さ

と︑日本語ではっきりと教へてくれ

通ひ︑島民の子供は公定校に通って

をつれて︑めでたく都へかへり

四717

ました︒
ゐます︒

善いて︑老人も︑女も︑子供

です︒

九514困

人の子供たちは︑アメリカの小學校

がつしゆう

と日本語學校と︑爾方へ通ってゐま
す︒

アメリカ合衆國や︑ブラジ
ル等に住んでみる日本人は︑日本語

九㈱3

はいさうな子供たちのために︑便利

一面の芝生におほはれた校

な機械を作りたいと思ひました︒

十一779

つて遊んでみる子供たちがあった︒

庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

繁華な町々を見物しなが

ら︑新公園に來て見ると︑日本の子

十一柵4囲

供たちが︑池のほとりで仲よく遊ん

でるました︒

しかし︑自分の氣持を二つ

てくれる子供たちや家臣の者は︑後

十二455

を纏いで必ずこれを成し遂げてくれ

るであらう︒

彼等の中には︑郊外に幾ら

かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

十二燭4

たちも︑ 一日それを耕すことを樂し

みとしてみるのが多い︒

すと︑子どもらは︑﹁︿略﹀︒﹂と

三㎜3 浦島は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

子供ら．

こどもら ﹇子供等﹈︵名︶3 子どもら

ハワイと同じやうに︑日本

子供たちが無心に拾って居るばかり

七襯3下の岸壁に落散ったテープを︑

ました︒

八㎜4 子供が一人︑船の眞中に居る︒

島民の子供とはいひながら︑

島民の子供は二丈校に通つ

十268囲

た︒

十一202

がら︑﹁︿略﹀︒﹂

つ

九228図圏

し

子供らと手まりつきつ＼

この里に遊ぶ春日はくれずともよし

しかし︑何分にも耳や口の ことり ﹇小鳥﹈︵名︶10 小鳥

小鳥のかは

五182圃春の日に光る若葉の︑

つかな森へ行くと︑

おんがく

教へる方も教へられる方も︑並断て

先生は︑何とかして此のか 六874

じっと空を見て居ると︑小鳥

い＼音樂︒

十一447

いの苦心ではありません︒

不自由な子供たちのことですから︑

十一444

さすがに子供は︑じっと聞 十一糾1 聾唖學校で氣の毒な子供た
ちを教へるやうになると︑

きながら目を伏せてみたが︑とう

十一212

くうつ伏せになって泣入ってしま
つた︒

門口から子供がたこを持つ
よちと逃出す︒

て出ると︑そこにるたあひるがよち

十二2011

たのですか︒

いって︑なかく聞きません︒
學校を建てて︑自分の子供たちに國
非常にりこうでした︒
九226図圃 かすみ立つ長き春日を子
語を教へてるる︒
十一202 子供は大人しくすわった︒
供らと手まりつきつ＼この旨くらし
尼さんは子供の髪を撫でな 十一179園 子供たちと言合ひでもし

十一138

むらさきしきぶ

紫式部は︑子供の時から

そばを通る子供に︑いたづ

も︑若者の後を追ふやうにかけ出し

十562

皆さつばりした服装をして︑

十272団

てるます︒

九32 男も︑女も︑老人も︑子供も︑
ありとあらゆる人間は︑花を尋ね︑
花に浮かれて出て着る︒

九93 これも︑子供の時から鳥を見
てはしきりに考へてるましたが︑大
人になると熱心に飛行機の研究を始
めました︒

くわつばつ

らをした︒

九266 ﹁︿略﹀︒﹂不意にばたくと音 十658囹

がして︑小さな子供が二人︑奥から
かけ出して來た︒

た︒

九275 子供は︑思はず顔を見合はせ
九304 父も喜んだ︑子供も喜んだ︒

九541團軒並みに日本語が聞かれ︑

こくしてゐます︒

日本人の子供や女の人が︑店先でに

九546国 サンフランシスコでも︑
こ＼でも︑私は多くの學校をたつね
ましたが︑きっと日本人の子供の成
むじゃ き

績のよいことを聞かされて︑

九548團 又無邪氣で活濃なアメリ

ことわる一この

664

が︑国富も幾群も︑悲しさうな聲で
鳴きながら︑飛んで行きます︒

一一541

二575

小鳥のやうに舞下り︑雪煙を立てて

九447図

方

風モ﹈トワリマシタ︒

カベモコトワリマシタ︒

十二備6

ゴナリル︑むつかしさうな
湖南

だいり様︑

ち︒

五人ばやしゃ官女た

こぬか ﹇小糠﹈︵名︶1 こぬか

思ふに︑湖南・貴州などの 六櫨4圏 雨はこぬかか︑綜のやう︒

﹇湖南﹈︹地名︺1

顔をして出て來る︒

十二291

こなん

日暮れて後︑長四郎︑こな

八942 思ひくのあとをつけながら︑こなた ﹇此方﹈︵代名︶3 こなた 此
停止する︒

かふ︒

十一鵬10

自動車で豊原市外小沼に向

こぬま
こぬま ﹇小沼﹈︹地名︺1 小沼
こぬま

地の流によって此の湖水に流され︑

奥地から出る材木が︑それぐ其の

九35 人ばかりではない︑小鳥も︑
たより屋根傳ひに行きて︑今や取ら

こ＼で大きな筏に組まれるのであら

はち

う︒

てふ

んとする時︑ふとふみ損じて︑中庭

やまぶし

十一脳9

小沼一帯

小沼一帯が狐で立ってるる

nvうちのこねこ

かはいい子ねこ︒

いい子ねこ︒

三227圃

三236圃

金のびゃうぶに︑

其

さうして︑五月の太陽は︑

かはいい子ねこ︒

農家の藁屋根に光彩を與へ︑

ノ 此の

その時︑

御

一びきの子ねず

﹇御念持仏﹈︵名︶1

更に推古天皇の御念持佛で

すみこ

この ﹇此﹈︵連体︶輔

私たちの心を引く︒

コノ

この

此

づ し
あったといふ有名な玉轟の御厨子が︑

十一325

念持佛

ごねんじぶつ

みが︑前へ出ていひました︒

三702

こねずみ ﹇子鼠﹈︵名︶1 子ねずみ

の縁先に小猫を戯れさせ︑

えんさき

かは

そこで︑頼光は︑五人の 三226韻 うちの子ねこは︑ かは

強いけらいをつれ︑山伏のす
がたをして出かけました︒

うちの子ねこは︑

十一374翻

いい子ねこ︒

汽車の窓から見渡すと︑朝 三235翻
三人五人︑すき・くはを取って︑せ

人ばやし

まうせん︑

四伽1間まっかなまうせん︑ひの

わら

つせと働いてみるのを見かける︒

どんなに早くても︑あちらこちら︑

十二232

こぬまいったい ﹇小沼↓帯﹈︵名︶1

蝶も︑蜂もそう出で︑一年に二度と

リヤ

こねこ ﹇小猫﹈︵名︶5 子ねこ 小猫

大筏は︑湖南省の洞庭湖に のださうだ︒

どうてい

夜ふけた深山のあなたからこ こなんしょう ﹇湖南省﹈︹地名︺1 湖

にどうと落つ︒

南省

九637

ない此の花盛を︑一時でも長く樂し
なたから︑鳴きかはしながら次第に

十二2811

まうとするかのやうに見える︒

十309困其の上を︑時々銀の小鳥の
近づいては︑又何時の間にか遠ざか

ゴナリル﹁どうも︑無作法

四578

すると︑まことに突然︑右手ごにん ﹇五人﹈︵名︶4 五人

先づ出現する︒

つて行きます︒

群のやうに飛ぶのは飛魚です︒

こん
十﹁備4 リュックサック・水筒・金

十719

のすぐそこに︑此方をさして突進し

剛杖の身支度もかひぐしく︑僕等

がう

は︑小鳥のやうにをどる胸を押さへ

ゴナリル

ゴナリル﹁父上︑私は口で

︹話手︺4

て來る船があった︒

十一一榴9

尊敬も致し︑おいとしくも思ひます︒

申すことの出來ます以上に︑父上を

十二梛2

ゴナリル

ながら︑釣橋を渡った︒

十一梱2 耳を澄ますと︑遠く近く︑

さまぐの小鳥のさへづりが聞かれ
る︒

そこらにランプがあり︑め

がねがあり︑天ぷらのにほひがたゴ

十一一206

厘裁判所は一人の判事︑地

面罵なお附の家來たちが︑しょつち

十一一儒9

よひ︑古着屋の軒に小鳥がさへづり︑

方裁判所・控訴院はそれぐ三人の

五人はすでに死し︑残れる者も息絶

連日の苦闘に疲れ︑うゑに苦しみて︑

十二榊8図島に漂着せる十皆人︑

へうちやく

ゆうの＼しり合って︑私の宅はまる

ゴナリル﹁どうなりともお

れる︒

十二246 泥まみれの仕事着のま＼︑

ゴナリル﹁もし︑そんな皮

判事︑大審院は五人の判事で組織さ

申せ︒

王﹁少しも待てぬ︒

十二備3

ゴナリルの召使に︑

ゴナリル ︹人名︺3 ゴナリル
えぐなるさまなりき︒
十二櫛11圏先づ︑姉のゴナリルから ごにんばやし ﹇五人葦子﹈︵名︶1 五

好きなやうになさいませ︒

十二価8

肉はごめんをかうむります︒

十二幽8

ではたご屋同然でございます︒

小鳥のかごをさげたり︑小鳥を止り
木に止らせたりして︑村外れの楊柳
の陰に集り︑日暮れまで其の鳴かし
くらに打興ずる ︒

コトワル

十二247 小鳥を止り木に止らせたり
して︑

﹇断﹈︵五︶3

︽ーリ︾n▽おことわりいたす・おこと

ことわ・る

わりする

二511 雲モコトワリマシタ︒

665
この一この

R囹

U9

﹈ノツギニハ︑モット

おちいさんの切る竹からは︑
いつもお金が出て來ました︒

くなって︑三月ほどたつと︑十

五六ぐらみの美しい娘になり
ました︒

す︒

この大國主のみことも︑

﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりました︒

四991

このやうすを見て︑雲太

大呼は︑矢のきずが

郎きゃうだいは︑ふとわるい心

四擢5
をおこし︑

四冊3園

もとで︑とうとう︑この島でお
なくなりになった︒

したが︑この十五夜には︑月の

さんのにはとりを集めて︑岩屋の前

つて︑岩屋の前に立て︑また︑たく

長い間おせわになりま 五33 この榊の木に︑鏡と玉をかざ

世界からむかへにまみります

四324園

三282園 では︑このくらみかね︒
ので︑

國をもっとひろくしたいと︑

三304 神さまが︑どうかしてこの

神さまは︑その土地をこ

おかんがへになりました︒

三336

さまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

その子どもは︑この時︑

した︒

四娼6

の 國に つぎあはせて︑國を ひ

この二つのをのも︑お

みんなからはなれて︑前の方
にある木のそばへ行きました︒
弱くなり︑人間がのめば強く

四601園この酒は︑鬼がのめば
なる︑ふしぎな酒です︒

岩戸のそばで待っていらっし

ました︒

五58

りました︒

あの汽車は︑この山の下の

トンネルを通ります︒

五321園

この男が︑私どものらくだ

に乗って︑この山の下を通るのです︒

五323園私たちも︑かへりには汽車

五472園

そのとちゆうで︑この男に

をぬすんだのでございます︒

出あひますと︑向かふから︑﹃︿略﹀︒﹄

五479園

らくだをぬすんだのは︑ど

と尋ねるのでございます︒

うしても︑この男にちがひありませ

五493園

ん︒

オカアサンモ︑ネエサンモ︑

コノ五六日ハ︑夜モロクくオヤス

五559

お前は︑方方へ出歩いて︑

ミニナラナイノデス︒

五609園

何でもよく知って居るが︑この小さ

あめのたちからを

やった天手力男のみことは︑この

おうい︑お前は︑この小さ

いお方の名を知らないか︒

ソノウチニ︑コノタクサンノ

クモニハ︑ソレガ︑スグワカ

今度ハ︑前ノ方ノ足ヲシキリ

ニ動カシテ︑コノ縣ヲ自分ノ方ヘタ

五794

マシタガ︑

ヲ引ツパツタリ︑動カシタリシテ居

ルモノト見エテ︑シキリニ︑コノ縣

五788

枝ニクツツキマシタ︒

綜ノ中ノ一本ガ︑向カフノ柿ノ木ノ

五785

いお方を知って居るか︒

五619園

時とばかり︑さっと岩戸をあけて︑

このころになると︑おたまじ
やくしは︑尾のつけ根の所が︑少し

五144

みことは︑この川上に人が住

ふくれて來ました︒

五202

んでみるなとお思ひになって︑川に

ついて︑だんく山奥へおはいりに
私どもには︑もと娘が八人

なりました︒

五214囹

ふ大蛇に︑毎年一人つつ食はれて︑

だいじゃ

ございましたが︑早岐のをうちとい

もが目をさまして︑向かって

もうこの子一人になりました︒

四984この方は︑さきほどお通 五224 みことは︑この話をお聞きに グリ始メマシタ︒
五80一 クモハ︑コノ上ヲイソガシ
なって︑﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけにな
りになった神様方の弟さんで

來ましたが︑

四707このさわぎに︑外の鬼ど

ました︒

ぶとを取出して︑身じたくをし

四695 このやうすを見た頼光た
ちは︑持って來たようひやか

の方のは︑一生使ふ大じな
はです︒

ｧ3園

四286この子を見つけてから︑

舟を作ったらどうだらう︒

四81園この木をくりぬいて︑

ぐんぐんとのびて行きました︒

あったのでせう︑ひるも夜も︑

四43どんな力が︑この木に

をあげます︒

それでは︑この玉手箱

は︑生えかはるはですが︑おく

三脳7圏この︑前の方のむしば

前にあげよう︒

三855園

三834囹 では︑このをのか︒

ろくなさいました︒

四337 さうして︑このことをと 五36 この時︑天のうずめのみこと
まひ
は︑岩屋の前へ進んで︑舞をなさい
のさまに申し上げますと︑との

でお鳴かせになりました︒
あめ

あったかね︒

三161圏この人は︑どんないろ 四295おちいさんは︑この子に
のきものをきてゐますか︒
かぐやひめといふ名をつけまし
三276園そんなら︑このくらみも た︒

しろい人がゐます︒

三152圏このはこの中に︑おも

ヲカリニ來マシタ︒

二862コノハナシヲキイテ︑犬 四292この子は︑ずんく大き

ジャウズニヲドッテ見勝マセウ︒

一一
一一

この一この

666

シゴト

サウニ行ツタリ碧雲リシテ︑スヲ作
ル仕事ヲ績ケマシタ︒

五897 このはがきを︑おとうさんが
ごらんになって︑ 天 略 ﹀ ︒ ﹂ と お つ し
やった︒

一たい︑どういふ風におも

此の二つを︑重ねたり別々にしたり
けしき
して︑机の上を見たり︑外の景色を

六81園
のぞいたりして居た︒

一つ︑此の新し

敵は︑此の勢に恐れて︑鐵の

てなしをするのか︑

六751

一夜︑

正成は︑此の旗を城門に立て

やって下さい︒

居たのですから︑どうぞ︑よい所へ

うちの者同様にして︑かはいがって

六678囹私のうちでは︑此の牛を︑

大風が起って︑海はわき返った︒

めしにかなったのであらう︑

此のまこころが︑神のおぼし

くさりで船をつなぎ合はせた︒

六578

い家にはいって︑やってみろ︒

六108囲此の二十五日は︑御承知の
通り︑私の村の氏神様のお祭です︒

酒もりが始ると︑此の少女も︑

上座にすわって︑いばって居

此の時でした︒

もしもの事があったら︑忘

て︑さんぐに賊の悪口を言はせた︒
私は︑なるたけ︑此のかはい

チューリップは︑此の温床
これで︑此のガラスのふた

魚雷ヲ打出ス時ニモ︑此ノ目
きのふ上げたゑはがきの中

それから︑此の境内にある
﹁︿略V︒﹂と思ひながら︑僕は︑ 遊就館には︑

いうしうくわん

六伽9園

場のうちにあるのだ︒

にある楠木正成の銅像は︑此の廣

くすのきまさしげ

六伽5圏

デ︑ネラヒヲ定メルノデアル︒

六突2

ギヨライ

春といふよりも夏だよ︒

日中は二十四五度ぐらみになるから︑

をすると︑少しすかして置いても︑

六研6医

の王様ね︒

六価2園

焼け死んだ人もあったさうだ︒

後で聞けば︑此の火事には︑

らしいお客様を驚かさないやうに氣

此の國に居た悪者のかしらは︑ 六906

かねてから︑此の野原を園ん

此の時から︑此の御意を︑草

月夜の晩に︑此の村の停車場

六998

かねて︑尊の御勇武を︑聞傳へて知

此の國の野原には︑大きな

をつけて︑お米を入れてやりました︒

でせう︒

六428
六487

が生まれました︒

今年の春︑此の二匹の子山羊

に下された時は︑どんな心持がした

六421

薙劒と申し上げることになりました︒

六392此の時から︑此の御蓋を︑草

薙劒と申し上げることになりました︒

六392

度に︑草に火をつけました︒

で待ちかまへて居た悪者どもは︑一

六366

鹿がたくさん居ります︒

しか

六358囹

つて望ましたので︑

六352

れずに︑此の袋の口をおあけなさい︒

六347園

六302

分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

たたけるは︑此の少女を見ると︑自

六292

座敷へ出て︑酒をついで廻りました︒

六289

五959園 この鏡は︑われと思って大 六249園 此の牛は︑しやうがないそ︒ 六613
切にせよ︒

五973 天照大神は︑この事をお聞き
に な っ て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂とおっしゃいま
した︒

五㎜3 うずめのみことは︑かへって
きんしくんしやう

この事を申し上げました︒
かふがうこうしやう

五悩7 軍犬の金鶏勤章ともいふべ
き甲號功章を︑始めていたゴいた
のは︑實にこの金剛・那智でありま
した︒

五湘1園 今︑此の舟をおし出します
から︑しばらく目をつぶっていらっ
しゃいませ︒

五摺7 さうして︑此の事を海の神様
に申し上げました︒

五二8愛冠の一つは︑しほみつ玉と
まち海水が満ちて來て︑一面の大水

申して︑これを水につけると︑たち
となります︒

五枷3園此の二つの玉をさしあげま
す︒

五慾8 命は︑此の玉を持ち︑大きな
わにざめに乗って︑もとの海ベへお
かへりになりました︒
とゴけ下さいませ︒

六39囹 どうぞ︑此のお願をお聞き

えい

六梱7圏此の観音様のそばには︑映
ぐわくわん
書館などもたくさんあって︑にぎ

やかな事からいへば︑或は東京一か

も知れない︒

りっぱな橋がたくさんか＼つて居る︒

六悌9園此の川には︑其の外にも︑

川の岸にあるのだ︒

六悩2囹今言った隅田公園は︑此の

はげしい震動に︑此の家も︑・

たちまち壁はくつれ︑屋根瓦は大て

六㎜4

此のま＼では尊の御命が危

い落ちてしまった︒

それ以來︑此のへんの國々を

七44園

い︒

﹁あづま﹂といふやうになったとい

七72

はれて居る︒

此のおばあさんにむすこが一

人あるのださうだが︑ずっと前から

七214

日

あのこずゑ︑

あの若葉︑

南洋へ行って居るといふことだ︒

七231圏此の若葉︑

の光 ふりそ＼ぐ︒

七235圏此のこずゑ︑

静かだといふみなかの夜も︑

大空は あさみどり︒

七283

翌日︑先生に此の事をお話し

此の頃は︑雨戸をしめて始めてほっ

とする︒

酒保へ行って︑お汁粉や大

しゅほ

たら︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

七316

つた︒

福餅をたべながら︑お國じまんの話

七506囲

に花を咲かせるのも此の時です︒

667
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七559 此のへんの敵の様子を探るた
めに︑思はず時を過して︑

七577園 大塔宮を御道筋に待受け申
七︑此の御旗を此の荘司が手に入れ
たのだ︒

七578園 大塔宮を御道筋に待受け申
し︑此の御旗を此の荘司が手に入れ
たのだ︒

七667 それは淀川の中にある細長い
島ですが︑此の島に向かって︑北か

くつだらうと思はれるのに︑外國に

る中に︑おかあさんが︑枝豆やくだ

大連の名も此のダルニーから起つた

此の時には頼朝もおもしろく

のですが︑

其の刀に見おぼえがあった頼

それが主簿姫で︑木曾に住ん

唐縣といふのは此の女のこと

しまひました︒

來ぬといふので︑石のらうに入れて

朝は︑さあ︑此の女にはゆだんが出

八402

なって︑一しょに舞ひました︒

八371

ものなどを下さった︒

しかし︑何だか此のま＼寝る
此のテープの端々を︑見送る

人々と見送られる人々が︑しっかり

七戸3

のが惜しいやうな心持がした︒

七麗5

は︑十何年も土の中にもぐつて居る

此の前の村會で戸敷割がき

蝉があるといふことです︒

七悩3園
まった時︑あなたは納税免除といふ
ことになったのです︒

持合って︑互に別れを惜しむのです︒

八404

七価6野曝の次の村會の時に︑あな

だった乃木大手が︑

七帽8此の父母の下に︑此の家にそ

でした︒

八407

で居りましたが︑風のたよりに此の

七㍑8此の父母の下に︑此の家にそ
しっそ
だった乃木大將が︑一生を忠誠質素

たのお心持を十分に傳へて︑相談し
てもらふやうにしませう︒

此のさわぎの中に︑見すぼら

事を聞いて︑うばを連れて鎌倉をさ

しいなりをした一人の旅人が︑人夫

七M5

で押通して︑武人の手本と仰がれる

して上りました︒

ら南から︑かけ渡された橋ばかりで

やうになったのは︑まことにいはれ

近年になって︑いろくの方

春になると︑誰もが此の珍し

呉々は︑何とかして︑自分の

軍隊が今夜此の町を通るので︑

此の水筒にも入れて下さい︒

八688天井からつるしてある此の

てんじゃう

八541園

でした︒

方から湯茶接待所へ手当ひに來たの

せったいじよ

私は︑おかあさんに連れられて︑夕

八522

られて行く︒

た稻が︑此の機械で見るく片附け

すまで︑ほとんど一本々井手にかけ

八487耕して︑植ゑて︑刈って︑干

かまくら

と︑渡し賃を高い安いと言Aロって居

のあることである︒

も二十もあって︑
たが︑

渡し賃が高いといって︑一

七備1園

八134

て居ます︒

いお客の蹄って要るのを待ちこがれ

八121

はりさうであることがわかりました︒

法で此の事をしらべてみますと︑や

八105

てやり︑食物を與へてやりました︒

てた鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れ

其の國の人々は︑此の疲れは

電氣の光が輝いて︑町も水も︑一面

人で越した程の人だから︑此の大金

が無かったら︑氣が違って死ぬやう
な事になるかも知れない︒

それがあなたのやうなお方

いので︑引返して來ました︒

七四7漫々のま＼昇ることも出弱な
七七2園

に拾はれて︑今上の財布をいたゴか
せてもらひましたが︑

お禮のしるしに︑此の金を

八92

七683 夜になると︑此のへん一たい
に火を流したやうです︒

をお定めになって︑堀江をお開きに

七726 昔︑仁徳天皇は︑此の地に都
なり︑

七805 みんな此の指圖に從って弱い
た︒

七糾4 主水は︑此のことばを聞いて︑
くわつとなった︒

七伽5園

大きなランプが︑ふとガリレオの心

たゴ今短いのに限ると申し上げたと

七子7空曇を以て仕へる此の私は︑

治める部落だけでも︑此の悪い風習

半分だけさし上げたうございます︒
ばうしう

七捌8園はるぐ房州へ出かせぎに

をとらへました︒

ころ︒

を止めさせようと思って︑いろく

八734

此の早見があってから七十年

の事を爽見したのでした︒

十八歳の學生ガリレオは︑此

行って︑れふをして居ましたが︑仲

苦心をした︒

七944 それにしても︑一瓢此の油蝿

間の者が國へ送る金をあづかって︑

八731
此の財布に入れて果たのです︒

日露職孚の將等方の名を取って︑大

にちろ

八198囲此の前︑大連の町の名に︑

の子は︑何時︑どこで生まれたので

主人はなさけ深い人ですか

せうか︒

七槻1園

といふ人が︑今までにない正確な時

生り過ぎて︑オランダのホイヘンス

七951 此の小轟が︑やがて木を下り

山通とか乃木町・東郷町とかいふの

計を議明しました︒

ら︑此の金をあなたにさし上げても︑

これは遠い所といふ意味で︑

て︑何時の間にか︑柔い土の中にも

八232囲

があることをお知らせしました︒

此の美しい景色に見とれて居

けしき

叱るやうなことはないと思ひます︒

七伽8

ぐりこんでしまひます︒

七998 ところで︑此の六年さへたい

」．の一この
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八737 それは︑全くガリレオの此の
意見を鷹用したものです︒

知らせようとしたが︑電信も電話も

八754 早く此の事を大石橋守備隊へ
敵のためにこはされ︑通信はた窟鳩
にたよる外はな か っ た ︒

八775 此の重い傷にも屈せず︑鳩は
なほしばらく詫言けたが︑遂にたへ
かねて︑とある木の枝に止った︒

八784 弱り果てた此の小傳令使は︑
其の夜どこで休んだことか︑翌日に
なって︑やうやく大石橋の自分の鳩
舎にたどり着いたのである︒

八794 しかし︑此の報告で敵情は明
らかになった︒

八814 此の青年こそ︑後に自動織機
とよだ

さきち

を獲明して︑世界の工業界に名を
と〜うかした豊田佐吉其の人であっ
た︒

頃の事であったQ

八829 博覧會を見に行ったのも此の

けい
あって︑たゴ一面の銀世界︑快い傾
る︒

此の月の初に︑そろく花盛を見せ
人ばかりではない︑小鳥も︑
はち

は此の金なり︒

九423図園 ﹃︿略﹀︒﹄とて︑父より渡

左は山︑右は海︑此の間を

されしは此の金なり︒

九524国

汽車は︑しばしば忌数米から二十米

した︒

九554團

ミシガン湖といふすばらし

く大きな湖にのぞんでみる此のシカ

九567団

にじ
此の揮い川を渡す虹のやう

ゴは︑アメリカ合衆國の一大商工都

市です︒

な橋︑

九652

の聲の主だ

多くの書蒙は︑此の鳥をゑが

と思はれるやうになりました︒

あの﹁ブッポウソウ︒﹂

九649

此の鳥が︑何時の頃からか︑

ただ自分だけが此のやうに 九622団

此の時︑大きなせきばらひが

此の沙漠は翌日まで績きま

ない此の花盛を︑一時でも長く樂し

かすみ立つ長き春日を子

す︒

ぐらみの高さの山腹を縫って走りま
かうして︑此の日の試験は失

九227図圏

敗に終りました︒

九145

まうとするかのやうに見える︒

蝶も︑蜂もそう出で︑一年に二度と

てふ

九36

斜が幾箇所となく並び績いてるる︒

しや

ところで︑此の打出の小槌か

ら︑同じ打出の小槌を︑幾つも幾つ

八鵬1

此の二つの場合から︑かうい

も打出したらどうでせう︒

八川2
ふ事が考へられます︒

此の間︑た〜水と空ばかり眺

供らと手まりつきつ＼この研くらし

めてみた身には︑島上の此の美しい

八恥2
都市が︑まことになつかしいものに

來た︒

此の色の美しい佛法僧は︑書

きました︒

九656

の間詰に高い木から木へ飛んで︑

たゴ﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

かの﹁ブッポウソウ︒﹂の聲の主は︑

ねぢは︑自分がこ＼に位置を

九753圏

甚次郎︑此の冑は祖先傳來

とおっしゃったQ

掘ったいもは此の中へ入れるやうに

先生も大きな箱を持って來て︑

夜出て鳴きます︒
﹁︿略﹀︒﹂此の號令で︑朝の静

占あたために︑此の時計全膣が再び
深陥7

かさが忽ち破られ︑

我等年久しく貧に苦しみ
たるに︑御身は︑何とて此の金のあ

九417糠蝦

ることを今日まで我に語らざりしそ︒

甚次郎は︑此の日から山中

の寳︑これをお前にゆつる︒

鹿介幸盛と名乗り︑心にかたく主

しかのすけゆきもり

わらは︑此の家に参りし 九7610
時︑﹃︿略﹀︒﹄とて︑父より渡されし

九421図園

九698

活動することが出來たのだと思ふと︑

九313

と︑それが又心配になって來た︒

しまって︑若し見つからなかったら

九289

此のやうな所にころげ落ちて

聞えて︑父の時計屋さんがはいって

九278

い︒

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

九263園

この里に遊ぶ春日はくれずともよし

子供らと手まりつきつ＼

つ

此の騨で︑電氣機中車に取り
此のトンネルを過ぎ︑第二の
桃の花は三月の難解咲出して︑

九228図圏

思はれる︒

島上の此の美しい都市が︑ま
此の旅館で出してくれるさし

ことになつかしいものに思はれる︒

八二3
八議4

諸君︑試みに此の卵を卓上

みは︑多分日本人の取った魚であら
う︒

此の時コロンブスは︑こつん

に立ててごらんなさい︒

八協7園
八伽4

と卵の端を食卓に打ちつけ︑何の苦

此の室の中央に︑直言四五米

もなく立てて申しました︒

認証1

ぐらみの縫い池があって︑中にたく

八836 或會社では︑此の織機と外國
製の織機とを︑一年にわたってため

此のたくさんの﹁いわし﹂が︑

さんの﹁いわし﹂が泳いで居ました︒

九16

トンネルを過ぎた所で︑眞下を見た︒

八塒2

かへられる︒

八悩3

に泳いで居ます︒

池のふちに沿うて︑みんな同じ方向

血糊4

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の
機械は外國製に及ぼなかった︒

八餌4 しかし︑此の成功に書足して
しまふ佐吉ではなかった︒

八858 彼が織機の研究を始めてから
三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と
戦ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に
此の成功を見たのである︒

八929 此の邊では︑雪が二米近くも

669
この一この

家を興すことをちかった︒

九828 さしもの敵も︑此の一城をも
てあましたが︑

九841 鹿介は︑此の小僧さんを主君
と仰いだ︒

九型9 此の聲が四方に呼掛けでもし
たやうに︑今まで敵に附いてみた藷
臣が︑績々と勝久の所へ集った︒

九872 鹿介を一目見た信長は︑此の
勇士の苦節に同情した︒

九918 甲部川の水は︑此のうらみも
知らぬ顔に︑今もいういうと流れて
みる︑月毎にあの淡い三日月の影を
浮かべながら︒

ひます︒

書棚5 此の七つの星を北斗七星とい

星を結ぶ線を引き︑それをなほ右の

九棚9 さうして︑かりに此の二つの
方へのばして見ませう︒
きょり
九捌10 すると︑此の二つの星の距離

の五倍ばかりの所に︑きっと一つの
星が見つかります︒

九撹5 北極星は︑何時見てもほ望眞
北にある星ですから︑夜︑道に迷つ

た時など︑此の星を見つければ︑す
ぐ方角を知ることが出來ます︒

九槌7 昔から︑航海の目下となって
くれたのは︑此の星です︒

それでなくても︑夜九時に北

斗七星を見て其の位置を畳え︑更に

心馳4
十時・十一時に見ると︑此の動き方

さて︑此の北極星や北斗七星

が大てい見當がつきます︒

九価2
を目當にして︑其の附近を見ると︑

いろくの星の列があります︒
九描6 さうして︑此の邊︑北から南
あま
へかけて︑天の川が︑夏の夜空に銀
の砂子を美しくまき散らしてみるの

此の列車は特別急行で︑途中

が見られます︒

九柵10

の騨にはほとんど止らない︒

九搬6園此の村に二歳駒もたくさん
みるが︑北斗程見事なのは見かけな
いやうだ︒

僕は祖父の此の言葉を聞いて︑

此のくらみあいきやうのある

ほんたうに嬉しいと思ひました︒

九櫨9

九伽7

氣のきいた轟は︑めったにないもの
だ︒

九偶5図其の後︑至聖此の時の事を
人に語りて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひたりと
そ︒

いや︑此の人はとんでもな

彌次郎も宿の主人も︑飛んで出て來

九燭8 ﹁︿略﹀︒﹂此の聲を聞きつけて︑

ました︒

九研6園

此のれん木を買って下さい︒

いお方だ︒

九襯4園

飛行機が︑かうも愉快で安全

九悩1 寓眞機を北極星に向けて︑一
時間ぐらるふたをあけて置くと︑此

九三2

だと知ると︑私はつくぐ此の軍人

の圓をゑがく様子がわかるやうに窯
眞にうつります︒

さんが︑うらやましくてならなかつ
た︒

此の家の庭︑

ぞ

もくせい

此の花の

なつかしき師の君を︑
去年の今頃︑

こ

今年も咲きぬ︒

つ＼行く

九畑7図圃學校の道すがら︑見
は

九柵1鼻許
見送りし

一度黙思を立てたる此の

盛りなりけり︒
ぜんめつ

廻転5図園

此のめでたき日に一身を

高地︑全滅すとも敵の手に渡すな︒

九悩1図園

此の平生の行ありて︑此の

君國に捧ぐるは︑まことに軍人の本
望なり︒

九塒1図

此の壮烈なる死を遂ぐ︒

壮烈なる死を遂ぐ︒

九欄2図

此のやさしい歌に歌はれてる
る言葉こそ︑我がなつかしい國語で

九研1
ある︒

ほのかに承れば︑此の御苑

の門を入れば︑

十66図

まで何くれと御町ありて︑自然の

は︑明治天皇御親ら森の下道・下草

三河國の住人足助次郎重

ま＼に造らせ給ひ︑

範︑かたじけなくも一天の君に命を

十158図園

捧げまみらせて︑此の木戸を固めた

り︒

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ

十218圓団母は其の方々の顔を見る

出されて︑此の胸は張りさくるばか

りにて候︒

如何ばかりの思にて此の

手紙をした＼めしか︑よくくお察

十222圓圏

し下されたく候︒

眞赤な花の佛桑花︑赤・

ぶつさうげ

に言ってあげて︑安心なさるやうに

十238園此のわけをよくおかあさん

するがよい︒

黄・紫︑色とりぐの葉のクロトン

十341囲

などに園まれた官舎のあるのも︑此

労研5 此の國歌を奉唱する時︑我々
えり
日本人は︑思はず襟を正して︑榮え
ます我が皇室の萬歳を心から祈り奉

お天氣でごらん︑此の町人

の邊でした︒

歴史によると︑天皇は此の

なったことになってみる︒

と仰せられ︑年三を養老とお改めに

泉の水をおほめになって︑﹃︿略﹀︒﹄

十4110囹

酒だつたわけだね︒

十417囹すると︑此の泉の水が昔は

がうよくしてみてね︒

十398園

る︒

此の國歌に歌はれてるる言葉
此のやうに大切な國語である

も︑また我が尊い國語に外ならない︒

九佃7
下欄5

のに︑ともすれば國語の恩をわきま
へず︑中には畳語といふことさへも
考へない人がある︒

る南神門のけだかさ︑美しさ︒

十24図此の時︑正面や㌦遠く辞す

十210図水屋の水に口す＼ぎて︑此 十451囹 此の橋から見た瀧が︑僕は

この一この
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一番い㌦と思ふ︒

十463囹瀧壺のごく淺いのが︑此の
瀧の特徴だよ︒

れたる喜三右衛門は︑ふと何思ひけ

十482図 此の美しさに︑しばし見と
ん︑沢略V︒﹂とつぶやきて︑忽ち又
窯場へ引きかへし ぬ ︒

がたく︑弟子たち此の師を見限り去

十496図 やがて其の日の生計も立ち
りて︑手助けする者一人もなし︒

十497図 人は此の有様を見て︑たは
けとあざけり︑氣ちがひとの＼しる︒

はやがね

百の命が︑村もろ土全のみにやられ

十541 此のま＼にしておいたら︑四
てしまふ︒

十558 山寺では︑此の火を見て早鐘
をつき出した︒

十598 始めて我にかへった村人は︑
此の火によって救はれたのだと氣が
つくと︑無言のま＼五兵衛の前にひ
ざまついてしまった︒

十655園此の村に︑古いけやきの木

のやうに久田船長のりっぱな心掛に

たい
夫をはっかしめぬ此の妻の態

感動すると共に︑夫をはっかしめぬ
たいど
此の妻の態度をほめた＼へた︒
ど

十779
度をほめた＼へた︒
ちれう

たとひ治療のかひはないに

リアと黄熱病が︑かつては何萬とい

もと此の地方に流行したマラ

ふ西洋人の命を奪ったこともありま

十伽10

寒点9園此の雪を消さないやうに︑

す︒

うに︒

人が躇散らしたりしないやうに︑嚴
みかどが此の事を聞し召し

若し此の仕事が進まなかった

ら︑よし何萬・何十界の人がこ＼に

十梱8

たので︑

部落4 幸ひ︑此の至重のなかだちを
か
するものが︑蚊であることがわかつ

重に番をして下さい︒

十川4圏

て︑﹃︿略﹀︒﹄と︑殿上人たちに︑お

ほめになっていらっしゃったさうで

十844園
しても︑出著るだけの手を渇くさな

此の岩だらけ︑山だらけの土

送られて來ようとも︑パナマ運河は

た︒

十撹8

此のうはさが世間にもれて︑

すると︑又此の事が法親王の

何でも教へてくれる父が︑此

一人もはいってゐませ

此の時出戸上ったのは︑荷車

會社でも此の意見を採用して︑

車窓を開くことが出過ないの

先づ汽車の試運上を行ふこととなつ

十㎜7

さに過ぎなかった︒

速度もおそく︑人の歩くくらみの速

に僅僅機關を装置したやうなもので︑

十柳4

んね︒

あった人は︑

十描1園此の前︑とかくのうはさの

やうにする︒

の事になると︑何時でもはねつける

十瑠10

お耳にはいった︒

十柵10

者が多かった︒

誰三口ふとなく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎ずる

十㎜6

件の始末に心を痛めた︒

將軍綱吉は︑さすがに此の事

つなよし

地を掘割って︑海面と同じ高さに水

先づ此の地方を流れる川の水

此の高さの違ふ水面をどうい

今︑太平洋の方から此の運河

がつしゆう

此の運河を作ることに成功し
あらゆる人間のちゑをしぼり︑

しかし︑此の大工事の裏には︑

光点7

完成しなかったかも知れません︒

十㎜8

もっと偉大な仕事がありました︒

みだい

です︒

みに此の文明的大工事をしとげたの

機械といふ機械を使って︑︿略﹀︑巧

十三5

たのは︑アメリカ合衆國でした︒

十伽10

へはいるとしませう︒

十伽3

河の構造の︸番おもしろい所です︒

ふ風に連絡するか︑こ㌧がパナマ運

十悩5

ですが︑

刺のやうに︑運河を通さうといふの

ざし

十悩1 さて︑此の湖へ︑爾方の海か
くし
ら掘割をつけて︑ちやうど設営の串

めました︒

を︑大きな高い土手を築いてせき止

十伽9

ません︒

を通すことは︑中々出來さうにあり

真黒5

す︒

さあ︑切るなら︑此の母も

いでは此の母の心がすみません︒

十852園
此の子をどこまでも助けよう

ろ共に切っておくれ︒

十853
とする母の一念に︑はりつめた兄の

他の醤者二人も︑何くれと此

心もゆるんでしまった︒

十861

此の母の慈愛によらなかった

の手術を手傳つた︒

十877
さいご

ら︑三十歳の井上聞多は︑山口在に

せんとう

まことにありがたく尊いのは︑

非命の最期を遂げたであらう︒

十879

此の母の力であった︒

閣下の心

此の方面の戦闘に︑

此の雪の山は何時まで残つ

二子をうしなひ給ひつる

十911図圏圏
如何にぞ︒

十992圏

があるだらう︒

十677翻 此の夏かいた 水彩書︑

お后は︑此の時まで何も言は

てるるでせう︒

十欄2

夏こひし︒

ずにだまってみる清少納言に︑

今出して見て

さすけ
十722 東海丸の船長久田佐助は︑眼
前に迫る此の危急をさけるのに全力

おほみそか

﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりました︒

此の雪が︑大晦日まであら
加賀白山の観世音様︑どう
ぞ︑此の雪をお消しになりませぬや

十醜7園

うなどとは︑とても思へません︒

十梱2園

を薫皿くしたが︑ し か し も う お そ か つ
た︒

沈んで行った︒

十7210 此の間にも︑東海丸は刻々と

十778 人々は此の事を聞いて︑今更
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で︑僕の此の言葉も通じないらしい︒
の汽車に乗れて︑實に嬉しい︒

十度3 一度乗って見たいと思った此
十悩8 此の子は新京へ母と着るとこ
ろで︑マルタといふ名ださうだ︒

十一1811
るらしい︒

う

ば

今にでも此のおばあさん

それは︑此の子の乳母であ

十一2010園
がみなくなったら︑一重あなたはど
うなさらうといふのでせう︒

此の不幸な子を︑どうした

らなぐさめてやることが出來るか︑

十一225
源氏は何時もそれを考へねばならな

まれ合はせたのを思ふと︑一臣民で

十悩9 天地の違える此の大御代に生

ある自分も︑しみぐと生きがひを
此の上︑墨でも附いて黒

かった︒

る︒

十一274

此の門は︑間口が柱間四間

如何に壮大華麗な門でも︑

此の高い塔と荘嚴な金堂と

門は三間になってみる︒

奥行二間が普通であるのに︑此の中

十一277

く此のふくらみに見ることが出來る︒

強く︑うんと支へた感じを︑最もよ

あらゆる重みを受けて︑力

で︑其の中央二間が入口になってゐ

十一269

くなったら大玉ぢやないか︒

十一243園

感ずるとよんでみる︒

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

十価4 昭和の聖代に生をうけた我等

本居宣長は︑︿略﹀︑古事記傳

もとをりのりなが

歓喜を感ずるのである︒
十柵4

を大成して︑我が革紐精神の嚢揚に
つとめた人︑まことに此の人にふさ
はしい歌である︒

十佃2 我等は此の歌を聲高くよんで︑

其の何ともいへぬ︑ほがらかな︑
つ＼ましい心を味はひたいものであ
るQ
くすのきまさつら

十一285

が︑不思議によく調和して︑こ＼に

十一37図 楠木正行が︑︿略﹀︑﹁か

美の中心を形作ってみるのである︒

だから︑此の塔ぐらゐ︑ど
つしりと落着いて見えるものはない︒

十一292

へらじとかねて思へば﹂の和歌を書

此の附近︑櫻は山にも

残したるは此の寺なり︒

十一44図
谷にも満ちくたり︒

どっしりとしたものは︑
や＼もすると重苦しさを以て迫るの

十一411図 此の附近にもまた櫻多し︒ 十一294

に︑此の塔はどこまでも黒印である︒

もと此の地に聖徳太子の宮
本尊観世音は︑雲鶴佛とし
て︑當時の太子の御姿を語りがほに︑

十一345

殿斑鳩宮があった︒

いかるがのみや

十一337

たら︑りつばな學者になるであらう

﹁ ︿略﹀︒﹂と言ひながら︑見

十一141園 あ＼︑此の子が男であっ
に︒

十一1711

上げた尼さんの顔は︑此の子とどこ
か似た所がある︒

此の面内に安置されてるるのである︒

サキ

カンセン

嚢二面二封シ勇進敢戦

カシヤウソツ

十一605図嚢

キ

クずくカンゲキ

シタル鷹下將卒モ︑皆此ノ成果ヲ

見ルニ及ンデ︑唯々感激ノ極︑言フ

此の先生がまだ十五歳の少

此の人がなくなったら︑我

年であった頃︑ふと人間の聲といふ

十一433

十一745

あなたはまだお若いから︑

有名な古事記傳といふ大著

の研究を大成することが出來ませう︒

しっかり努力なさったら︑きっと此

十一731園

つた︒

ほろびてしまふかも知れないのであ

の尊い歴史も文學も︑彼の死と共に

が國の正しい墨壷︑つまり神代以來

十一639

所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

先生は︑何とかして此のか

ものの不思議さに氣附きました︒

十一嘱6

はいさうな子供たちのために︑便利

ふがう

電信は︑電氣の作用によ

な機械を作りたいと思ひました︒

十一452園

つて︑鮎や棒の符號を用ひて通信す

るものだが︑此の符號の代りに人間
の聲を用ひることは出來ないか︒

其の様子を注意深く眺めて
みた先生は︑此の鼓膜の代りに︑薄

十一474

述は此の研究の結果で︑我が國文學

ふめつ

い鐵で圓板を作って︑それを電氣で

摩周岳の中腹︑海抜三百五

さねばならない︒

めぐらす約二百米の絶壁上から見下

十米の高所にある此の湖は︑湖岸を

十一832

興であった︒

﹁まりも﹂をのぞいて見るのも︑ 一

で緑色の炭團でも敷並べたやうな

たどん

十一812

此の湖の一角の底に︑まる

の上に不滅の光を放ってるる︒

此の考こそ︑やみの中にさ

振動させたらどうかと考へました︒

十一476

し込んだ一條の光明でした︒

電話を獲明した此の先生こ
そ︑アレキサンダー目グラハムー1ベ

十一511

ルで︑此の爽明は︑ベルが三十歳の
時のことでした︒

此の玉手は︑ベルが三十歳
の時のことでした︒

十一512

昔︑土地の人は︑此の湖を

幸にして此の頃は︑割合な

此の作業が終る頃は︑日没

のおそい北洋にも夕暮が次第に迫つ

十一865

ぎの日が多い︒

十一856

カムイトーと呼んだ︒

十一844

思はれる︒

に近附くことが出国ないかのやうに

十一518図此の四海峡に包まれたる 十一842 人は︑永久に此の湖の水際
こうはい

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

皇國の興廃⁝此の一戦に

此の爾日の職に︑敵艦の

十一5510図囹
あり︒

十一594図

大部分は︑我が艦隊のために︑或は
撃沈せられ或は捕獲せられて︑三十
八隻の中逃れ得たるもの巡洋艦以下
敷隻のみ︒

この一この
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て︑濃霧が一面に立ちこめる︒

十一9310図此の地︑北端に近き一兵
部落にして︑土人の家わっかに五六
を敷ふるのみ︒

十一9710図 此の地を去りて︑河をさ
かのぼること更に五日︑遂に目的地
なるデレンに達せり︒

あには
十一欄11 此の附近から亜庭湾を見下
したところは︑何といふすばらしい
景色であらう︒

十一繊9 此の丸太を短く切り︑細か
く砕き︑︿略﹀︑パルプといふ厚紙に
似たものに作るまでの工程が︑

十一櫛9 長さ七百米︑幅七十米︑海
面上わっか十五米に過ぎない此の岩

はいく

俳句で﹁雲の峯﹂といふの

も此の入道雲です︒

十一榊6
昨日の雨はからりと晴れて︑

スエズ運河の北の端にあ

うてエジプト王國が開けました︒

十一齪6圃

る此の港には︑運河を開いたレセッ
プスの銅像が斎座古臨く立って︑遠く

十一描2
太陽は朗かに此の温泉漢谷を照らし

途中から︑ちょいちょい

東洋への道を指さしてゐます︒

十一倒2囲

てるる︒

此の大自然が展開する景観

る人々の救助に用ふるも︑蹄する所

かくて鐵眼が此の大事業

は一にして二にあらず︒

十一榊9図

これ世に鐵訳註と構せら

を思ひ立ちしょり十七年︑

る＼ものにして︑一切纒の廣く我が

十一柵3図

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

十一皿6

ことなりとす︒

たり︒

源家の重寳髪切の太刀は︑

如何に鋭利な刀でも︑斬合

しかも︑此の氣醜は決して

此の下品︑此の氣暁こそ︑

十二38三囲此の川は古の簸川にし

ひのかは

十一梱4此の氣品︑此の氣醜こそ︑

日本刀の至費であらねばならぬ︒

十一梱4

荒々しいものではない︒

十一梱1

むのが最も普通である︒

刀の中心として︑周園を堅い鐵で包

方にはいろくあるが︑柔かい鐵を

十一㎜⁝6 此の異なる二つの鐵の重ね

の鍛錬法を獲達させた︒

工の苦心は此の上に注がれて︑特殊

のは︑實用にたへないから︑古來刀

つて直ちに折れたり曲ったりするも

十一㈱2

名があり︑

首を打つに髪までも切れたので此の

十一鵬4

爆撃編隊に突進する敵機⁝がある︒
ひげきり

を巧みに抜けて︑こしゃくにも我が

十一榴11

しかも︑此の戦乱のあひ間

保存せられ︑三棟の倉庫に満ちく

此の版木は今も下町寺に
むね

葉書は出しておきましたが︑船のな

鐵眼︑此の状を目撃して
喜捨を受けたる此の金︑

悲しみにたへず︒

十一価4図
十一価8図園

これを↓切経の事に費すも︑うゑた

十﹁柵4図

ごりに︑今日は此の一箇月の思出を
それでは︑此の月の光を

ベートーベンの﹁月光の

ようがん

多分︑昔︑此のたくさんな

此の望遠鏡で見てもわかる
しょうこ

いのが其の西面です︒

やうに︑月のどこ一つ曇った所がな

十一㎜2

つたものでせう︒

火山から噴出した熔岩が流れて固ま

十一欄8

のは此の曲である︒

曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十一榴一

題に一曲︒

十一欄10園

書いて見ました︒

に打たれて︑僕等は殆ど一種目興奮

右下から吹上げる風は︑も

を感ずる程であった︒

十一伽4

うくと雲を巻上げて︑それが此の
尾根を界に消散する︒

如何なる大雨にも︑此の

此の岩山に︑よくもこれだ

漢流の濁ったことはないと申します︒

十一槻11園

十一価9

けの木が生茂ったものだと思はせる︒

十一樹8團考へてみると此の長い航
海の印象は︑まるで走馬燈の書のや

島に︑

十一柳5 太陽をおほひかくすといふ

夜になると幾十萬の電燈

うに︑それからそれへと廻り移って︑

十一欄4団

のは︑此の事であらうと思はせる︒

が輝いて︑此の島を巻石ででも飾つ

十一佃2 此の雲がだんくふえて廣
がり出すと︑すっきりした感じがな

そうしょ

一切経は︑佛教に關する
書籍を集めたる一大叢書にして︑此

しょせき

十一備8図

の教に志ある者の無二の寳として貴

たやうに見せました︒

カ︑此の二大陸が互に迫る中間は︑

十一備7国右はアジヤ︑左はアフリ

一代の事業として一切纒

ぶところなり︒

を出版せんことを思ひ立ち︑如何な

十一桝8図

る困難をしのびても︑ちかって此の

爾方の岬も中の小島も︑

すべて岩ばかりですが︑此の小さい

五千年の昔︑此の川に沿

企を成し遂げんと︑

岩の島が英領なのです︒

十一備10困

五十粁とは離れてゐません︒

くなって︑形がぼやけて來ます︒
着るのは此の雲のか＼つた時で︑

十一佃8 太陽や月が︑大きなかさを

くつれるなと思はせるのが此の雲で

十一欄11 とにかく︑そろく天氣が
す︒

十一柵3 俗にさば雲といひ︑上層の

シンガポールも︑コロン
ボも︑アデンも︑甲南雪面の纏螢の

十一帽2囲

下に嚢達した都市ですが︑此の岩の

雲が出るといわしの大漁があるとい
ふので︑いわし雲ともいひますが︑

十一冊11団

塊をも彼等は見のがさず︑

十一佃6夜︑此の雲の績く果に︑半
月の淡くか＼るなどは︑殊にさうし
た感じを深くします︒
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て︑かのをうち退治の愚説あるは︑
此の川の川上なり ︒

たけ

十一一39図囹 かのをうち退治の傳説
あまてらすおほみかみ

あるは︑此の川の川上なり︒
みかつちのみこと

十一一47図 時に天照大神の使者建

御雷命︑此の地に守りて申し給
あしはら

ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂

十二49図園此の葦原の中つ國は︑
我が子孫の治むべき所なり︒

ふ︒

十二81図

なぎさに立ちて昔をしの

べば︑そのかみ此の所にいかめしく

﹁︿略﹀︒﹂此の言葉が︑孔子

が書きてしまった︒
十一一365

さうして︑顔里なればこそ︑

をどんなに満足させたか︒

十二382

此の最もむつかしい教を︑其のま㌧

向かひあひ給ひけん神々の姿︑今ま
のあたり見るが如く︑打寄する波の

てでござる︒

兄弟の情を忘れず︑一

此のあたりの大名でござ
これ︑地紙とは此の紙の
これ︑骨磨きとは此の骨
かう廣げて︑此の金物で

これ︑此の骨でござりま
かう廣げまして︑此の金
さうして︑此の齪舞を一層
美しくするものは︑前景にそ㌧り立

十二655

物でじっとしめます︒

十二618囹

す︒

十二615園

く張ってござります︒

鳴くやうに︑こんくといふ程︑よ

十一一611園

これ︑此の通りきつねの

じっとしめるによって︑要もとしめ

十二579囹

のこと︒

十二574園

こと︒

十二571囹

る︒

十二537園

もなき喜びなり︒

家の大事にはせ加りしこと︑此の上

十二521馳駆

てて彼方に現れたり︒

武者二十騎ばかり︑源家の白旗押立

十二495図此の日夕ひもかけぬに︑

も︑精神は永遠に生きる︒

自分は此のま＼世を去って

實行ずることが出撃たのである︒

此の邊一帯の江上に︑特に

あって︑道ははかどらず︑遂に糧食

十二457

音さへ何事をか語るに似たり︒

此の古墳の大きなのになる

と︑長さが敷百米に及び︑堀が二重

十王ー46

とうかうみんかう

にも三重にも廻らされてみる︒

橋路だの︑胡同だの︑支那だけに攣

こどう

十二410図園快く此の國をたてまつ 十一一196 此の外︑東霞十二だの︑天
り給ふや︑如何に ︒

つたものや攣った名前がある︒

さうして︑此の楊樹・柳樹

の十株か二十七生ひ茂る所には︑大

十二216

しが︑使を得て急ぎ細り︑父君に申

てい農家が四五軒かたまってみる︒

どりのため美保崎といふ所にいまし

みほのさき

十二54図 此の時事代主命は︑すな

し給ふ︒

又︑氣の長いところがあるのも︑一

十二511図像此の葦原の中つ國を皇 十一一2310 管々と働く彼等に︑どこか
あま
孫にたてまつりて︑とこしへに天つ

つは此の廣大な自然のせみであらう︒

ひつぎ

日嗣を護りまつらん︒

出る材木が︑それぐ其の地の流に

十二66図 此の社は︑建築様式の甚 十二292 湖南・貴州などの奥地から
だ古きと︑規模の大なるとを以て世

よって此の湖水に流され︑こ＼で大

多い︒

の地で齪暴を働いた︒

十二317

やうこ
かつて陽虎といふ者が︑此

筏流しの風情のよく味ははれる所が

十二298

きな筏に組まれるのであらう︒

に知らる︒

十二72図此の棒を此の板の上にて︑
きりをもむが如く廻せば︑まさつに
よりて火を生ず︒

十二72図此の棒を此の板の上にて︑
きりをもむが如く廻せば︑まさつに
よりて火を生ず︒

此の時︑おくればせにかけ

つけた七回を見た孔子は︑ほっとし

十二3111

の法に從ひ︑これによりて火を作る

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

十二74図 此の社にては︑今も太古
といふ︒

と會見し給ひしは︑此の所なりとい

十二710図 かの建御上命が大國主命 十二335 あいにく此の地方に戦士が

つ二本の松である︒

どんな大軍が押寄せたとし

ても︑此の狭い谷底のやうな迷路に

十二672

導かれ︑あの無敷の狭間から撃ちか

けられ射すくめられては︑

恐らく此の見せかけの廣場が役立つ

十一一684 寄手が勢込めば勢込む程︑

に違ひない︒

一度此の門をしめ切ったら︑

元來此の城は︑飾磨平野の

四つの天守閣は一箇の濁心した城郭

十二693

となって︑

中央︑や＼北寄りの姫山・鷺山に櫨

十二6911

大手の門は南を固め︑から

つて螢まれたもので︑

め手の門は北東を押さへてみるが︑

十二708

此の城の要害はむしろ西にある︒

いざといへば︑これらの小

山がすべて出城となって︑此の城郭

十二713

此の記章を附けた人々に封

なに︑此のくらみ何でも

の護となるのである︒

十二876園

ないよ︒

しては︑いくら感謝しても感謝しき

十二9311

れないのだと思った︒

のであって︑後人をして奮起せしめ

十二欄3 此の歌は︑﹁︿略V︒﹂といふ

さうして︑かういふ遠い昔

るものがある︒

十二鵬3

に︑古事記と共に此の萬葉集を持つ

てるることは︑我々日本人の誇であ

る︒

この一この
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心も疲れきった一人の修行者が︑ふ

十二佃2 長い間の難行苦行に︑身も
と此の言葉に耳を傾けた︒

十一一鵬6園 此の羅刹の聲であったら
うか︒

十二佃9園 まさか︑此の無知じゃけ
んな羅刹の言葉とは思へない︒

十二柵1囹 どうせ死ぬべき此の禮を
捨てて︑永久の命を得ようといふの
だ︒

十二柵2囹 何で此の身が惜しからう︒

十二桝5 修行者は︑うっとりとして
此の言葉を聞き︑それをくりかへし

此の街路を︑敷層の優美な

ねばならぬ︒

十二槻4
高櫻が︑すべて白色のよそほひを以

かうろう

て飾ってみる︒

此の凱旋門を中心に︑十二

方へ射出する街路を︑氣早なパリー

十二協7
子を乗せた幾十皇・幾百墓の自動車
此の外︑ルクサンブール美

が︑後から後から疾騙する︒

十二脳10

十二惚11園

私は︑此の心にあること

を口に出して言へないのでございま
す︒

十一一川8園若し私の此の判断があや
まってをりますなら︑どうぞ私の首
年も積り︑悲しみも積つ

をお召し下さいませ︒

十一一柵1園

たとへ︑あなたがおとう

て︑見るかげもなくなった此の老い
の果を︒

十二柵9園

孝和は︑此の算木を置く方

法から考へついて︑敷や式を紙の上

十二柵9

に書きあらはし︑更に文字を記號と

時あたかも幕末にして人

して使ふことをも工夫した︒
ばくまつ

心動揺し︑たうてい此の種の事業に

十二価2図

着手するを得ず︒

の學に封して反封ずる者甚だ多から

十二描7図しかもはからざりき︑此

んとは︒

らんか︑彼等はみすく此の眼前の

十二備10図 助左衛門の計画旦にして成

或騨で停車すると︑どや

術館にも美術の梓が見られる︒

檬でないにもせよ︑此の白い髪やお

十二伽6

ひげを見ては︑お氣の毒だと思はね

裁判は︑事件の異系によつ

地上のあらゆる生物は︑此

さうして︑此の

握りの土

清水の流だといふ此の川べ

澄んだ水の色︑川べりの黒

しかも︑此の御降嫁による

宮には︑此の爾三年︑御涙

此の間にも︑︿略﹀關東方
くし
の使者は︑櫛の歯を引くやうに京都

へ向かったが︑

十二㎜4

た︒

の乾くひまもない御身であらせられ

十二悌4

であった︒

公武一和の望は︑ほんの束の間の夢

十二研11

皆たまらなくなつかしい︒

を見ることの出來なかった目には︑

い土︑草の芽の緑︑此の三四箇月土

十二悩9

が一面に芽ぐんでみる︒

りは︑もう殆ど雪がなくなって雑草

十一一鵬9

さへ思った︒

に︑ほのかな春の香を感ずるやうに

十一一欄7

利を失はざるべからざりしなり︒

くと此の國の青年が四五人はいつ

此のやうに︑人々相互の訴

そ

まあ︑此のお顔を荒狂ふ

ばならないはずだのに︒

服な者は︑

十二欄10

のである︒

の熱︑此の光のおかげに生きてみる

十二㎜10

地上のあらゆる生物は︑此

行はれるが︑此の第一審の裁判に不

て︑最初厘裁判所又は地方裁判所で

十二塒11

訟をさばくのが民事裁判である︒

しよう

十二塒10

あのあらしにおさらしになったとは︒

十一一四11園

て來て︑私のそばに腰をかけた︒

十二囲11圏私が日本語を勉強してゐ
るものだから︑友人たちが︑此の日

口に唱へた︒

十二掘11 此の喜びをあまねく世に分

本人と話をして見よと言ったのです︒

そなたたちの中で︑誰が

︵地元を指して︶では︑

自身の命よりも︑父上を大切と存じ

も︑どんな尊い寳よりも︑いや︑私

十二研3圏此の世の中にある何より

きたい︒

か︑それを︑そなたたちの口から聞

一番此のわしを大事に思ってくれる

十二慨8園

つて︑人間を救はねばならぬと︑彼
は氣ついた︒

此の身を捨てる我を見よ︒

十二備2圓 一言半句の教のために︑

十二柵3 此の修行者こそ︑たゴ一す
しゃか

ぢに道を求めて止まなかったありし
日のお繹立様であったQ

ます︒

十二佃5 此の劇場を中心として︑す

十二研8園

の熱︑此の光のおかげに生きてみる

こぶる不規則に射出する七つの街路

のである︒

此の方法から導き出された
我が國の敷學は︑

十二研10

じ大きさに見えるのは︑

の住む地球から見ると︑大寒月と同

此の大きな太陽が︑私たち

此の線から此の線までを︑そなたに

茂った森林︑豊かな平野︑

域の領主と︑そなたをするのだ︒

魚に富む川︑廣い牧場のある此の境

十一一摺10園

そなたに與へる︒

十ニー38立身の線から此の線までを︑ 十二齪8

與へる︒

を︑人の波︑車の波が刻々と押寄せ
るQ

十二佃8 車は如何にして此の群衆を
如何にして此のおびたゴしい車の流

切抜けて進むかを氣つかひ︑人は又︑
を横ぎるかを考へねばならぬ︒

十二佃9 人は又︑如何にして此のお
びた曳しい車の流を横ぎるかを考へ
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間にかへりみて松のかげふむ浮島が

十二価8図蟹

富士のねを木の間木の

方に大皇猷起り︑人々の困苦は前の

ききん

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

汝︑身膿長大にして︑好

この・む ﹇好﹈︵四・五︶3 好む ︽一

間にかへりみて

十二伽8図囲富士のねを木の間木の

原

十二繊5 徳川を討たねば止まぬの硬

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

出水の比にあらず︒

心とは︑強く人々を感動せしめしに

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一所7図

五千人鯨りも殺した︒此の上は︑ひ

ふみとゴまって居たのは︑み

は︑攻寄せないことにした︒

やうらう攻めにしようと思って︑賊

論を持する朝臣たちも︑此の御文を
拝見してひとしく泣いた︒
十二撹6 徳川に封ずる朝議は︑此の
六775

や︑喜んで寄附する者意外に多く︑

時から一攣した︒
んなわら人形であった︒もう此の上

ミ︒iム︒ーン︾

いんさつ

十一一伽2図圃 さし出つるこの日の本

此の度は製版・印刷の業着々として

學を好み︑怒をうつさず︑

たが︑不幸にも短命でございました︒

過も二度とはしない男でございまし

十二415園

を好む者は誰か︒

十二413園御身の弟子の中︑最も學

んで劒を帯ぶ︒

は︑何でもかでも攻落してしまへと

木の葉

の光よりこまもろこしも春を知るら

﹇木葉﹈︵名︶3

風は忽ち大波を巻起し︑波は
船を木の葉のやうにゆり動かした︒

七37

このは

十9610図囹

﹇此頃﹈︵名︶3

このかた ﹇▽かみよこのかた

このごろ

この頃此の頃

このごろ︑なかまのもの 九622団水上の船は︑風に吹散らさ
れた無敷の木の葉にもたとへませう
か︒

ちう返りや木の葉落しの妙技

いま一つは︑見るからにへう

木の間

今こ㌧で命をとられるのだ

あ＼︑母はもう此の世の人で

シカゴは︑此の世の地獄だ

尼さんは去年の秋とうとう

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

することが其の目的である︒

はれない︑平和な秩序正しいものに

十二柵8

捧げます︒

孝行の子にもまして︑眞心を父上に

十二田5園此の世に生まれたどんな

一人此の世に残されてしまった︒

なくなって︑孫の紫の君は︑たった

十一217

が︑

と言った人もある程殺風景な所です

九582囲

はないのかと︑力を落して居ました︒
ぢごく

八422

せてもらひたい︒

から︑此の世の別れに一曲だけ吹か

七341囹

暗夜と荒天の海上に︑五隻の このよ ﹇此世﹈︵名︶6 此の世
どうえう
ボートは木の葉のやうに動揺した︒

この頃︑少し泳げるやうに 十762

ゆくわい

九171

空中を飛んで
﹇木葉木菟﹈︵名︶2

手にものせられる程小さい︑

この

大洋といはず︑飛行機が自由自在に

う昔のこと︑今では︑大陸といはず

に︑世間が驚の目をみはったのもも

葉落し

此の度

兵螢生活になれて︑愉快な日を送
﹇此度﹈︵名︶5

さてく︑此の度の舞は日
十町程も行きていよく心

はっく

このはずく

九669

九677

で︑このはつくといふ鳥でした︒

かはいらしい︑み＼つくのやうな鳥

此の度は笛を吹止めて︑ふりかへり︑

此の度こそはと︑夜半より

﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

を決し︑刀を抜きて切りか㌧れば︑

九矧8図

本一の出來であった︒

八378圓

このたび

つて居ます︒

七476団此の頃では︑もうすっかり このはおとし ﹇木葉落﹈︵名︶1 木の

なって︑うれしくてたまりません︒

五892団

が︑ねこにとられてこまるが︑
何かよいくふうはあるまいか︒

三694園

このごろ

進みたり︒

この間

いふので︑

﹇此間﹈︵名︶9

む

此の間

このあいだ

三川7園 この間は︑ありがたうご

この間は︑かめを助け

ざいました︒

耳孔3囹
て下さって︑ありがたうございま
す︒

五伽5園しかし︑此の間から︑鯛が︑
何かのどにさ＼つて︑物がたべられ
ないで困ると申して居ます︒

六104団此の間︑をば様がお出でに
なった時︑

七177囹 は＼あ︑此の間の仕返しを
する氣だな︒

七304 此の間の日曜日に︑石川君を
さそって學校へ行った︒

八271國 此の間︑遠足で旅順へ行き
ました︒

十957図

て老人來り︑一巻の書を取出して張

起きて橋上に行けば︑しばらくあり

九923 僕は︑此の間から星のことを
知りたいと思って︑父の本箱を見た

﹇木間﹈︵名︶2

きんな顔をした︑かはいらしいこの
このま

はっくです︒

きんき
然るに︑此の度は近畿地

良に與へ︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑いっこと

十一柵7図

もなく立去りたり︒

が︑星の本は一冊も無い︒

此の上は

九慨4 此の間も祖父が言ひました︒
﹇此上﹈︵接︶2

六757 さうして︑これをよけようと

このうえは

ごばい一こぶうん
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ごばい

﹇五倍﹈︵名︶1

五倍

きょり

目の舞でした︒

ごひき

な

五ヒキ

ら

﹇古美術﹈︵名︶2

其の上︑京都・奈良をしの

古美術

珈

へうしやう

などを御表彰になるのだ︒

ビャウニン

デスカ︒

ニ402圏ゴビャウニンハ︑ドチラ

マセウ︒

シマヒマシタ︒

コンド來テクダサル時

右ノホホニモ︑コフハ

たいはん

中國・西浜の大藩を目の上

胡同は路次のことで︑かう

いせ

くわうだい

とちゆう︑先づ伊勢の皇大

なりました︒

神宮に参って︑御武運をおいのりに

じんぐう

六339

こぶうん ﹇御武運﹈︵名︶1 御武運

がおもしろい︒

いふ所に北京の古風が残ってみるの

十二208

こふう ﹇古風﹈︵名︶1 古風

ことに故あることと考へさせられる︒

こ﹂に金城鐵壁を築かせたのは︑ま

のこぶと見た家康が︑輝政をして

十二715

アリマセンデシタ︒

二743左ノホホニモ︑コブハ

ァリマセンデシタ︒

二741

コレハ大ジナコブデス︒

マデ︑オヂイサンノ右ノホホ
ニアルコブヲ︑アヅカッテオキ

一一706圏

タ︒

二622右ノホホニ︑大キナコブ
ノアルオヂイサンガアリマシ

こぶ ﹇瘤﹈︵名︶7 コブ こぶ

カゾヘテミルト︑ヤッパリ

﹇五匹﹈︵名︶1

かの萬壽姫であったのです︒

其の中へ︑御飯の残りやお米 ．八373 其の五番目の舞を舞ったのが︑
こびようにん ﹇御病人﹈︵名︶一 ゴ

してゐました︒

六892
などを入れて置くと︑雀がたくさん

九撹1 すると︑此の二つの星の距離
寄って來て︑喜んでたべます︒

十二伽11

こびじゅつ

五ヒキヰマシタ︒

大きなアルミニウムの食器 三732

の御飯を︑見るく平げてしまひま

七499囲

の五倍ばかりの所に︑きっと一つの
小旗

星が見つかります︒
﹇小旗﹈︵名︶1

す︒

ことによると︑御飯にしても︑

ぶやうな古都が多く︑それらがすべ

八柵6

て古美術を以て満たされてみる︒

きっかはもとはる

﹇小早川隆景﹈︹人

八欄4 屋號を染抜いた小旗も見える︒

こばた
こばやかわたかかげ
こばやかはたかかげ

野菜にしても︑︿略V︑みんな日本人

てるもと

名︺1 小早川下車
の手で作られた物が︑使はれてるる

五百

フローレンスにイタリヤの

小早川隆景を副將として︑ 萬五千

こぼやかはたかかげ

十二伽3

﹇五百﹈︵名︶2

古美術をたつねてから︑

金字塔の中︑一番大きい

五百

そこで︑命は︑御自分の劒を

表彰

サウシテ︑コブヲトッテ

一一713圏
五百にして置きませう︒

九備4園

二723

ごひゃく

そろって健康に働く家族
あ

幸福に私

樂しい朝飯だと思へば︑

十一一798圏

のかも知れない︒

九855 輝元を大將とし︑吉川元春・

こはん

の精兵が堂々と進軍して來た︒
ごはん
﹇湖畔﹈︵名︶1 湖畔

九欄2 湖畔の家︑道路を走る自動車︑

こはん

の︑

た＼かい御飯の湯立が︑

十26図㎜

本

なりました︒

なに︑御軍氣でお目に

﹇御病気﹈︵名︶1

十二衛11圏

こびようき

か＼れぬと︒

御病氣

くだいて︑五百本の釣針をお作りに

五備5

﹇五百本﹈︵名︶！

六アールもあるといはれてゐます︒

二十萬︑底の占める面積が五百二十

のは高さ百四十七米饒︑石の敷三百

十﹇伽10團

五百二十六アール

あた﹂ ごひゃくにじゅうろくアール ︵名︶！
ほかくと立上
私は︑さ

五番目

ごひゃっぱん

港から後方の高地へかけて︑

くくと白菜をかむ︒
ごばん

九508團

ごばん
﹇碁盤﹈︵名︶2 碁盤

る湯氣を見つめながら︑

かいみそ汁から︑

十二804圏白い御飯から︑

すべてが玩具のやうに小さく︑玩旦ハ
小判

たちの顔を打つ︒

こばん
﹇小判﹈︵名︶2 小判

のやうに美しい︒
こばん

七価7 取上げると下そう重くて︑中
こばん

には小判がどっさりはいって居た︒

七佃4園 ﹁中には︒﹂﹁小判が百五十
爾︒

ごはん ﹇御飯﹈︵名︶9 ごはん 御飯

市街は碁盤の目のやうに賢いてるま

ごばん

﹇▽あさごはん・お ひ る ご は ん

すから︑いたる所︑町は急な坂にな
ごばん

町並が碁盤の目盛のやうだ

﹇五番目﹈︵名︶2

十427園

へうしやう

の舞がめでたくすみましたが︑其の

さうして︑其の地方の孝子

︻番︑二番︑三番と︑十二番 ごひょうしょう ﹇御表彰﹈︵名︶1 御
中で殊に人のほめ立てたのは︑五番

八369

ごばんめ

いっても近代的大都市である︒

市町村を合はせた今の京都は︑何と

といったのは昔のこと︑近郊二十七

十一126

つてゐます︒

三194園 そろそろ︑ごはんのした

けさ︑ごはんの時に︑

くをしませう︒

三207

﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさんが

とけいを見ようとしたので︑
四185 おふろにはいってから︑

み ん な 一 しょにごはんをい
たゴきました︒

べながらも︑しじゅうにこく

四186にいさんは︑ごはんをた

677
ごふく一ごへんじ

ごふく

ごふく
﹇呉服﹈︵名︶1 呉服
ごふく

十346困 呉服・雑貨︑いろくの店

小袋

が並んでみる中に︑珍しいのはおみ
﹇小袋﹈︵名︶1

やげ品を費る店です︒
こぶくろ
人が國へ送る金です︒
御不幸

七捌8園小袋の方のは︑私どもの主
﹇御不幸﹈︵名︶1

七653
か︒

の内部は︑どうなってみるであらう

そこで︑大阪の港に集って來 十ニー49 さて︑一般にかうした古墳

る船の積荷は︑小船で川や堀を傳つ
て大阪の町々に上げられます︒

はにわ
又︑古墳の外部からは埴輪

五兵衛は︑自分の家の庭から︑

とのない無記味なものであった︒

十532

村から海へ移した五兵衛の目

心配げに下の村を見下した︒

は︑忽ちそこに吸附けられてしまつ

十536

た︒

十ニー53

の人形などが爽見され︑私たちに︑

十5310 ﹁︿略﹀︒﹂と︑五兵衛は思った︒

かうして︑北洋にたゴよふ

あの野見宿禰がそれを工夫したとい

十一879

小船のせま苦しい船室に︑しばしの

ふ歴史を思ひ合はさせる︒

かうした遺物を調べること

のみのすくね

夢が結ばれる︒

十ニー56

によって︑古墳の年代を考へること
元來昔の歴史を知るには︑

が出煮るのである︒
十再主510

︿略﹀︑かういふ石器・土器を始め︑

古墳などから出る古代の遺物も尊い
材料となるのであるから︑

しかし︑其の中でも︑最も ごふん ﹇五分﹈︵名︶1 五分

御文

へ

ゑ

込んだ五兵衛は︑大きな松明を持つ

て飛出して來た︒

十549 ﹁︿略V︒﹂と︑五兵衛は︑いき

一つ又一つ︑五兵衛は夢中

なり其の稻むらの一つに火を移した︒
むちゅう

で走った︒

十551

高毫から見下してみる五兵衛

あり
の目には︑それが蟻の歩みのやうに︑

十564

五兵衛は︑後から後から上つ

集って來た人々は︑もえてゐ

其の時︑五兵衛は力一ぽいの

たそがれの薄明かりをすかし

始めて我にかへった村人は︑

ごへんじ ﹇御返事﹈︵名︶1 ごへんじ

ざまついてしまった︒

つくと︑無言のま㌦五兵衛の前にひ

此の火によって救はれたのだと氣が

十599

て︑五兵衛の指さす方を一同は見た︒

十576

聲で叫んだ︒

十574

み＼見くらべた︒

る望むらと五兵衛の顔とを︑代る

十572

て吊る老幼男女を一人々々敷へた︒

十5610

もどかしく思はれた︒
﹇五分間﹈︵名︶1 五分間
きうけい
そこで五分間の休憩があって︑ 十567 五兵衛は大海に言った︒

﹇五分前﹈︵名︶1
ご

総員起し五分前︒

五分前

宮の御文は︑實に言々血涙

﹇御文章﹈︵名︶1

露天甲板洗となる︒

九358

三分︑五分︒

七百4

十ニー37

古い時代に屡するものとして貴重な

ごふんかん

ごふん

のは︑古墳と︑其の中から心見され
古墳といふのは蕾まんぢゆ

る遺物である︒

十ニー39

十545 ﹁︿略﹀︒﹂と叫んで︑家にかけ
たいまつ

十一936図先づ樺太の南端なる白主

文化六年六月の末︑コー

にて土人をやとひ︑小舟に乗りて北
に進む︒

ごふこう

七欄1園 いや︑あなたの所は昨年は
十一966図

て今の間宮海峡を横ぎり︑デカスト

二・林理事一行八人は︑小舟に乗じ

大へんな御不幸で︑働手のむすこさ
んはなくなられるし︑︿略﹀︑暮から
あなたの長わづらひでせう︒

几Vにぎりこ ぶ し

御無事

ごふこう ﹇御不孝﹈︵形状︶1 御不孝
リー湾の北に上陸したり︒
こふん
ひめ
こふん ﹇古墳﹈︵名︶9 古墳 古墳
十二川7囹 末姫様は︑決して御不孝
こぶし

﹇御無事﹈︵形状︶1

なお方ではございませぬ︒
ごぶじ

やるのを拝した元帥は︑さすがに胸

六㎜4 重言殿下の御無事でいらっし

うに類する塚で︑それには大小いろ

章

ごぶんしよう

をなでおろしながら︑三時頃おいと

くあるが︑形状は圓形が普通で︑

ごふんまえ

の御文章であった︒

まを申し上げて︑自宅へ編つた︒

特に我が國特有のものとし

九339図園

﹁︿略﹀︒﹂とつぶやきながら︑

前方後山の古墳は︑へうた ごへえ ﹇五兵衛﹈︹人名︺15 五兵衛

ゑ

五兵衛
へ

んを縦に割って伏せたやうな形で︑

ご

十526

しかし︑長いゆったりとした

五兵衛は家から出て來た︒

老いた五兵衛に︑今まで纒験したこ

ゆれ方と︑うなるやうな地鳴りとは︑

十529
と︑長さが数百米に及び︑堀が二重

此の古墳の大きなのになる
にも三重にも廻らされてみる︒

十ニー46

が圓くなってみる︒

た貸前の方が角ばってをり︑後の方

画幅ー42

がある︒

て前方後圓の古墳と構へられるもの

十ニー41

十二欄11

コブトリ
小舟

小船

まれに方形のものがあり︑

こぶとり ︹難名︺2 コブトリ
百出

ニ目3 十ニ コブトリ
一一621

﹇小船﹈︵名︶7

五佃8 さうして︑命を小舟に乗せて︑

こぶね

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と お っしゃいました︒

六574 敵は︑高いやぐらのある大船︑
こっちは︑釣舟のやうな小舟であっ
た︒
かうのみちあり

うで向かった︒

六583 河野通有は︑たった小舟二そ

ごへんじもうしあげる一こまかい

678

さうして︑四年目には︑もう

としなかった︒

どうしても呉鳳の言ふことを聞かう

八167

疑ふやうになった︒

四808園今度は︑私が先に書 八166 蕃人は︑そろく呉鳳の心を

﹇御返事申上﹈

きまずから︑雪子さん︑ごへんじ
を下さい︒
ごへんじもうしあ・げ る

︽ーゲ

意外にも︑それは呉鳳の首で

﹁︿略V︒﹂と︑呉鳳は答へた︒

御返事申し上げる

八182

八173

︵下一︶1

差脚4 すっかり失望した清少納言は︑
あった︒

八183

五方

彼等は呉鳳を神に祭った︒

﹇五方﹈︵名︶1

ゴハウビ

廣場を中心にして大通が五

﹇御褒美﹈︵名︶4

テ︑ゴハウビヲ︑タクサンクダサ

六997

﹁︿略﹀︒﹂と僕が言ふと︑をば

ぼされた︒
こぼる

︽一

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑涙をこ

﹇零﹈︵下二︶1

ルル︾←さきこぼる

こぼ・る

秋の風
こぼ

けば一︑二本並べて置けば二︑五本

御本國

リや王﹁わしはフランス

﹇御本国﹈︵名︶1

並べて置けば五をあらはす︒

ごほんごく

む

こま

さし出つるこの日の本

﹇駒﹈﹇▽にさいごま

はい︑五枚目です︒

これが五枚目だつたな︒

﹇五枚目﹈︵名︶2

こま ﹇小間﹈←ひとこま

十666圏

ごまいめ

十667園

五枚目

の光よりこまもろこしも春を知るら

十二欄2図圃

御本復

へ來てるるのか︒侍署﹁いや︑御本

十二櫻4園

﹇御本復﹈︵名︶1

國にいらせられます︒

こ＼二三日で︑きっと御

本復になりますから︒

十二齪11圏

ごほんぷく

十363図星木から物のこぼる︑音や
﹇零掛﹈︵五︶1

れか＼る︽ール︾

こぼれかか・る

こぼ

とたんに︑美しい髪がはら こま ﹇高麗﹈︹地名︺1 こま
﹇零匂﹈︵四︶1

くと前へこぼれか︑る︒

十一214

にほ

こぼれにお・う

もくせいの

金色に咲きこぼれ︑

︽ーヒ︾

九欄3図圃

れ匂ふ

にほ
こぼれ匂ひて

ゆかしきかをり︒

枝々に

︽ーレ︾

五523園

涙が︑止めどなくこぼれまし
旅人は︑ゆめかとばかり喜ん

かうして︑田の土は︑だん

細かい ︽ーイ・ーク︾

七255

今沈んだあたりからさし出た

くこまかく耕されて行く︒

幾一筋の細かい金の矢が︑夕空を染

七協1

めて︑空は赤から金に︑金からうす

ます︒

を立てながら︑どの箱にも注いで居

きれいな海水が︑細かいあわ

の目からは涙がひっきりなしにこぼ

五本

八一5

青に︑ぼかし上げたやう︒

五ホン

あとには︑松の枝から雪がこ
﹇五本﹈︵名︶2

十二湖4

ンウエマシタ︒
ばん
これを盤の上に縦に↓書置

はいがってやることだ︒

てあげようが︑第︸は︑馬をよくか

一406山二︑小サイ木ヲ︑五ホ 九備5園 細かい事はだんくに話し

ごほん

ぼれてるた︒

八928

れて居る︒

で︑財布を幾度かいたゴいたが︑其

七柵2

た︒

らです︒

イマシタ︒

専属5

十価1園十五日まで雪が消えないで
はうび
みたら︑きっと御褒美を上げますか

ら︒

御褒美と聞いて︑お庭師はに

御褒美が頂けないと言って︑

こくしながら︑﹁︿略﹀︒﹂と答へま

十価3
した︒

十佃5園

古木

︽；

道に︑変がこぼれて居たか こまか・い ﹇細﹈︵形︶9 こまかい

二942﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナッ こぼ・れる ﹇零﹈︵下一︶4 こぼれる

御褒美御褒美

はうび

ごほうび

方・六方へ放射する︒

十二榴3

ごほう

八185

の首であった︒

親のやうにしたって居る呉鳳

ル︾

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ 残 念ながら︑かう御返事申

八目4 第三 呉鳳
ご ほう

呉鳳

し上げる外はありませんでした︒
ごほう
ごほう ︹課名︺2 呉鳳 呉鳳

り

﹇呉鳳﹈︹人 名 ︺ 1 3

八128 第三 国里
ごほう
あ

八133 阿里山蕃の役人になったばか
りの呉鳳は︑何とかして︑自分の治
める部落だけでも︑此の悪い風習を

止めさせようと思って︑いろく苦
心をした︒

呉鳳は︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ 蕃 人 は さ と

蕃人に説聞かせた︒

八137 かう言って︑呉鳳はしばく
八139

されて︑しぶく引きさがった︒
を非常にかはいがったから︑蕃人も

八148 呉鳳は元來情深い人で︑蕃人
次第になついて︑後には呉鳳を親の
如くしたふやうになった︒

﹇古木﹈︵名︶1

お庭師が残念がつてゐました︒

こぼす

鳥居をくゴりて進めば︑な
﹇零﹈︵五︶1

ぎの古木あり︒

十榴3図

こぼく

﹁︿略V︒﹂といふので︑蕃人は

は呉鳳を親の如くしたふやうになつ

八149 蕃人も次第になついて︑後に
た︒

八161

こぼ・す
呉鳳は︑﹁︿略﹀︒﹂となだめた︒ サ︾

其の事を呉鳳に申し出た︒
八161

679
こまく一こみいる

十僧3 薄紫の夕空には︑ばら色の細

か＼ると︑誰かが︑﹁︿略﹀︒﹂と大聲

其の時代の生活を細かく窮し出すこ
九㎜8

胡麻粒

よく見ると︑海上一面の波は

きりした感じの雲です︒

趣を呈する︒

こまる

困ル

君子だつて困る場合はあ

﹇困方﹈︵名︶1

十二346園

こまりかた

﹇困﹈︵五︶18

る︒たゴ困り方が違ふぞ︒
こま・る

困り方

十二658 其のや＼まばらな梢越しに
に叫んだ︒
かい雲がたなびいた︒
十一155 しかし︑假名文であればこ 八929 小松原を抜けるとスキー場だ︒ 見えがくれして︑白壁はいよく鮮
ご ま
かに︑いらかはいよくこまやかな
そ︑等時の國語を自由自在に使って︑ ごまつぶ ﹇胡麻粒﹈︵名︶3 胡麻粒
とが出來たのです︒

妻らしい人がぼろをつゴつて居り︑

ぷはこまるな︒

︽ーッ・ーラ︒ーリ・ール︾与お

困る

濃い色ガラス︑又は黒くい
ぽ

ぶしたガラスを通して太陽を見ると︑

三125囹

こまり

それが太陽の野良と呼ばれ

ご

表面に黒い胡麻粒のやうなものが見
十二悩4

るもので︑見たところ胡麻粒のやう
だが︑實は地球より大きいのがあり︑

其の一方を耳の鼓膜に庵れさせ︑他

土間では︑七十近い老人がわらちを

こまやか

命は︑兄神の釣針をなくして

七788園今︑戦國の世の中に︑わっ
か百間程の修理が二十日たっても出

どうかすると︑其の日の暮

來ぬやうでは困る︒

七伽3園

心にすまないことは︑まだ一度もし

しに困るやうなこともありますが︑

困って居る所へ︑御殿に仕へ

それでは困る︒

た事はないつもりです︒

七悩1囹

て居る萬壽がよからうと申し出た者

八358

でも︑かう何時までも赤

がありました︒

十一206園

困ったら悪い事でも何で

君子でも困られることが

もするといふのが小人である︒

十二347園

あるのですか︒

十二4110園

義仲は五萬騎を引連れ︑こ

れも同じくとなみ山のふもとに陣を

八327図

取る︒

こみあ・げる ﹇込上﹈︵下一︶1 こみ

けれども︑春雄︑あんまりこみ ←いきごみ

甚次郎は︑胸がこみ上げるや

上げる ︽ーゲル︾

ウガ︑ソレ翠煙︑ウマイシカケガシ

︽ーッ︾

こみい・る ﹇込入﹈︵五︶2 込入る

うに嬉しかった︒

九757

テアル︒

イデ︑サゾ困ルダラウト思フデアラ

六柵5水ニモグルト︑ドコモ見エナ

に︒

積ったら困るだらう︑學校へ行くの

六844園

ないで困ると申して居ます︒

何かのどにさ︑つて︑物がたべられ

五伽6園しかし︑此の間から︑鯛が︑

困って居る事をお話しになりました︒ ごまんき ﹇五万騎﹈︵名︶1 五萬騎

五佃4

四646園 私たちは山伏ですが︑
道にまよって困ってゐます︒

た村々も︑

十二346園 君子だつて︑困る場合は
何かよいくふうはあるまいか︒
四124 日かげになって困ってゐ ある︒

ちゃんでは困りますよ︒
三173園どうもこまりました︒
三695園 このごろ︑なかまのもの 十二3311園 一艦︑徳の修つた君子で
も困られることがあるのですか︒
が︑ねこにとられてこまるが︑

えることがある︒

十二悩2

ま

美しい縮緬であり︑貼在する漁船は

まく

ご

十一163 源氏物語が︑如何によく人
無敷の胡麻粒である︒

ちりめん

間を生きくと︑美しく︑細かく窩
し出してみるかがわかるでせう︒

十一槻10 此の丸太を短く切り︑細か
く砕き︑

もので︑雲の中でも一番高く︑八千

十一佃7 ごく細かい氷の粒の集った

こ

米から一萬二千米の高さに浮かんで
ゐます︒

こまど ﹇小窓﹈︵名︶2 小窓
こまく ﹇鼓膜﹈︵名︶3 鼓膜 鼓膜
わら
十一469 先づ一本の藁を持って來て︑ 七悩4 見れば︑うす暗い小窓の下で︑

の一方をす＼のか＼つたガラスの上

作って居た︒

こまく

に置きました︒

﹇棋﹈︵四︶1

一豊︑たく﹁︿略﹀︒﹂と答

こまぬく

前の小窓があいて︑機關士が
こまぬ・く

紙片を差出した︒

十一471 すると︑其の度毎に耳の鼓 九柵5
膜が振動して︑藁がかすかに動きま
す︒

九409図

十一474 其の様子を注意深く眺めて ︽ーキ︾
みた先生は︑此の鼓膜の代りに︑薄

﹇細﹈︵形状︶3

へたるま＼︑腕をこまぬきて倒語ら
こまやか

ず︒

小松

い鐵で圓板を作って︑それを電導で
﹇小松﹈︵名︶1

振動させたらどうかと考へました︒
こまつ

水晶のやうに清らかで︑白絹
どこまでも細やかで︑すつ

のやうに細やかである︒

十472

八927 見ると︑大きな兎が︑ちやう 細やか
小松原

ど小松の中へ飛込んだところだ︒
﹇小松原﹈︵名︶2

八923 から松の林を抜けて小松原に 十一柵9

こまつばら

こみち一こもんしょう

680

八㍑7 口には色々込入った道具が附
いて居ますが︑其の上の所に小さい
鰯角があって︑

小道

小路

十二㎜1 かう込入ったことになると︑
﹇小道﹈︵名︶5

言葉はしどろもどろであるQ
こみち

十一佃10園

五米

が上る︒

上方に︑こもぐ花火のやうな白煙

忽ち我が編隊群の下方に︑

御免下さい︒

こもごも﹇交交﹈︵副︶−こもぐ

︽ーメ︾

んの米や萎や豆やくだもの

こむ

をつんで︑みやこの方へたび

﹇込﹈︵下二︶1

←たちこむ

く通ひました︒

こ・む

＋了4図魍しらぐと︑朝霧野山
︵名︶1

幅が五米︑長さが五六十米︑ こもり ﹇子守﹈︵名︶1 子守

十一902図圃生まれて潮にゆあみし

吸ひてわらべとな

こも・る ﹇籠﹈︵四・五︶2 こもる

りこナり︒

波を子守の歌と聞き︑ 千里寄

せくる海の氣を

︽一

て︑

こめる

こ・める

﹇込﹈︵下一︶5

メ︾丑Vおしこめる・たちこめる︒ひつ

其の上を︑賊が我先にと渡った︒

六781

ごメートル

六662國米二諸費ればよい︒

十一鵬7

ゴム﹇▽わゴム

をこめて︑月のごと︑日輪ほのか
︵名︶2

に浮かぶ︒

ゴム

六455圃林の中の 小道を行くと︑ 三965園アノタイヤノ中二︑モ
一足一足︑かさくと鳴る落葉︒
ウーツゴムノクダガアルノ
デス︒

たゴ一管の笛に思をこめて︑

︽ーッ・ール︾﹇▽くちごもる・たてこも

る︒

すゴ

きんちやう

昔の音やこもるら

御門

五十鈴川のきれいな水で手

山

嚴かな中に慈愛のこもった

門高き松風に︑

十二492図圃

ん︒

ご門

浦島さん︑あれがりゅう

﹇御門﹈︵名︶2

い

を洗ひ︑口をす＼いで御門の前に進

五85国

ぐうのこ門です︒

三選8園

こもん

建長・圓覧古寺の

言葉が︑我々をいよく緊張させ

十一欄10

イタリヤのピサの町に夕もや る・とじこもる

さを張が︑満身の力をこめて
しばらくは互に呼吸をはかつ

ふとう

十一㎜2國神戸の埠頭で見送って下

かうべ

こめて︑鹿介を投附けようとした︒

てるたが︑やがて狼介は満身の力を

九815

さをを突張る︒

吊忍1

でした︒

がこめて︑日が静かに落ちて行く頃

八682

天地にひゴけと吹鳴らした︒

七358

ふいごで風を吹込むと︑ゴ こめる

ムのくちびるが動いて︑生きた人間

十﹁439

小片

のやうに聲を出す仕掛になってゐま
﹇小虫﹈︵名︶1

した︒

こむし

此の小轟が︑やがて木を下り

て︑何時の間にか︑柔い土の中にも

七951

ゴム風船
ゴムまり

又︑月を直土三曲のピンポ

︵名︶一

びいと鳴るのはゴム風船︒

︵名︶一

ぐりこんでしまひます︒

ゴムまり

七376圃

ゴムふうせん

八472屋根も︑垣根も︑小道も︑小
道に落散った木の葉も︑告白である︒

八472 屋根も︑垣根も︑小道も︑小
道に落散った木の葉も︑眞白である︒

十一悩8 月のさえた夜︑友人と二人
町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通り︑

或小さいみすぼらしい家の前まで來
ると︑

十二捌10 弟が︑背中のあたりまで泥
をはね上げて︑垣に沿うた小路をと
﹇込﹈︵四・五︶﹇▽いきおいこむ・

んで行くのが見 え た ︒
こむ

十二櫃3

さった皆さんの顔や︑帽子・ハンケ

いこむ・いりこむ・うえこむ・うちこ
む・おちこむ・おどりこむ・おもいこ

チの熱誠こめた動き︑それは今でも
御免

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと

ごめん

御紋

神宮橋を渡りて︑先づ仰ぐ

﹇御紋章﹈︵名︶2

んでをがみました︒

章

こもんしょう

もし︑そんな皮肉はごめ

十13図

では︑これで御免かうむり

﹇御免﹈︵名︶2

して見ても︑太陽は直樫十三米とい

ごめん

む・かきこむ・かくれこむ・かけこ

米﹇▽おこめ

目の前に浮かんで見えます︒
﹇米﹈︵名︶4

ます︒

七鵬7園
十二幽8囹

しこさ︒

もくさく
ふと見ると︑朽ちた木柵の

中に︑菊花の御紋章と大日本帝國境

十一研11

大鳥居に︑菊花の御紋章を拝するか
ゴ

御免下さい

﹇御免下﹈︵感︶2

んをかうむります︒

メン下サイ

ごめんください

二893サウシテ︑米ヲツイテミ

出マシタ︒

カネヤタカラモノガ︑タクサン

二885ソレデ米ヲツクト︑オ

こめ

ふ大きなものになって︑

む・さしこむ・しまいこむ・しみこ

む・かんがえこむ・きりこむ・くいこ
む・すいこむ・すべりこむ・すわりこ
む・つっこむ・つりこむ・とけこむ・

とびこむ・ながしこむ・なげこむ・な
だれこむ・ねこむ・のぞきこむ・のり
こむ・はいりこむ・はめこむ・ふきこ

マシタガ︑キタナイモノバカリ

そののち︑早鳥は︑たくさ 三531園 ゴメン下サイ︒

出マシタ︒

四121

む・ふさぎこむ・まいこむ・もうしこ
む・もぐりこむ・よみこむ
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こや一こらい

小屋﹇▽うしご

界の文字とを刻した石標が立ってる
﹇小屋﹈︵名︶5

る︒

こや
や・かっせんごや・じどうしゃごや・

親山羊の白いひげの下を︑一

十一968図

こくりゆうかう

それは︑天人の羽衣で︑

六76園何の御用でございますか︒

ございます︒

あなた方にはご用のない物で

四価4園

それより山を越え︑河を ごよう ﹇御用﹈︵名︶2 ご用 御用

下り︑湖を渡りて︑黒龍江岸のキ

六447
チーに出づ︒

其の間︑山にさしか︑れ

匹の子山羊がくゴり抜けて︑柵に前

ごゆいしょ

小指

ゆるしよ

六65圓どうぞ︑御用心下さいませ︒

にん

静寛院宮親子内親王は︑仁

ちかこ

ば

細長い︑

かずの

こよりのやうな

こら︑どうした︒

こら ︵感︶1 こら

赤い花︒

五川4圃

こより ﹇紙繕﹈︵名︶1 こより

宮と申し上げた︒

みや

治天皇の御叔母君で︑御幼名を和

を

孝天皇の皇女︑孝明天皇の御妹︑明

かう

十一一柵7

ごようめい ﹇御幼名﹈︵名︶1 御幼名

を逃したのではありませんか︒

しい御鹸化ですが︑もしや︑らくだ

五433囹

有壁の奥山今日越えて︑ ごようす ﹇御様子﹈︵名︶1 御様子
しんぱい
あなた方は︑大そう心配ら
ゆるしよ
﹇御由緒﹈︵名︶1 御由緒

淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

十二価5図鑑

て︑淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

ごようじんくださ・る ﹇御用二男﹈︵五︶
出つればまた舟を浮かべて進む︒
う ゐ
1 御用心下さる ︽ーイ︾
十二備10図圃園 有爲の奥山今日越え

ば舟を引きてこれを越え︑河・湖に

十一9610図

足をかげながら︑私たちをじっと見
ました︒

こやし

こやけ ﹇▽ゆうやけこやけ

﹇御厄介﹈︵名︶1

少し砂をまぜて鉢に入れ︑
ごやっかい

ごやつ

けて仕立てておいて下さった土に︑

おかあさんが︑冬こやしをか

﹇肥﹈︵名︶1

すくいごや︒とりこや・のうぐごや・
し

こやし

や

やぎごや︒やまごや
な小屋の軒下など に ︑

十2910團 椰子の葉でふいた至極粗末 七459

十一梱7 しかし︑小屋の人は︑
﹁︿略﹀︒﹂と先生たちに言ってみた︒

しま

と
十510図菖御殿・蕾御苑は︑もと豊
島御料地とて︑御嵩柱の神に御由緒

昨年の暮に寝こみまして︑

深き所︒

御勇武

ずる分皆さんのこやっかいになりま

﹇御勇武﹈︵名︶1

此の國に居た悪者のかしらは︑

﹇小指﹈︵名︶1

小指グラヰノ大キサデシ
ごゆんぜい

十一鵬1

古來那智観音の名によりて

如何に鋭利な刀でも︑斬合

こと︑敷十回の多きに及べりとそ︒

信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

熊野三山と志せられ︑古血朝野の尊

十櫛2図本宮・新宮・那智は︑世に

名高く︑西國第一番の札所なり︒

十捌4図

こらい ﹇古来﹈︵副︶4 古來

大雪︑ 十192囹

も勝てない︑だましうちにする外は

つて居ましたので︑一通りではとて

かねて︑尊の御勇武を︑器量へて知

六353

ごゆうぶ

した︒

野川1園

十二259 筏の上には︑板ぶき︑又は かい
竹・アンペラなどで作った小屋が︑
みる︒

幾軒となく長屋のやうに建てられて

前にはかき出されたもみが︑

これが横濱かなと思ふ間もな

小雪

粉雪

粉雪が幾日も降画いて︑野も

﹇粉雪﹈︵名︶1

雪ヨ︑フレ︑フレ︑

﹇小雪﹈︵名︶1

ないと思ひました︒

タ︒

三491

こゆび

山も眞白に埋めつくしてしまった︒

八902

こゆき

小雪︒

二817圃

こゆき

遠くで見た所はたゴ一績き

やがて︑三十米もある白長須
艦を水面に横たへる︒

鯨が︑全く息絶えて︑小山のやうな

十伽1

集ってみるのです︒

の小山ですが︑實はたくさんの島が

十317國

く︑もう前には小山が掃いてみる︒

九糊4

黄金の小山をきつく︒

こがね

八492

十二268 月明の夜など︑かうした筏 こやま ﹇小山﹈︵名︶5 小山
の小屋といふ小屋に︑紅緑のとうろ
うを美しく黙ずるのがある︒

屋に︑

﹇子山羊﹈︵名︶5

子山羊

十二269 かうした筏の小屋といふ小
こやぎ
の子山羊は︑鳴き聲を立てながら︑

六413 向かふの方で遊んで居た二匹
こっちへかけて來ました︒

が生まれました︒

六428 今年の春︑此の二匹の子山羊

山がすべて出城となって︑此の城郭

いざといへば︑これらの小

で︑おとうさんは︑お乳をしぼって︑

の護となるのである︒

六433 さうして︑子山羊が飲んだ後 十二713
私たちにも飲ませて下さいました︒

六436 夏休過ぎから︑子山羊に乳が こ・ゆ ﹇越﹈︵下二︶5 越ゆ ︽ーエ︾

ごゆんぜい

のは︑實用にたへないから︑古二刀

足助殿の御弓勢︑日頃承 つて直ちに折れたり曲ったりするも
り候ひし程にはなかりけり︒

十1610図園

山を越えて東岸に出でんごゆんぜい ﹇御弓勢﹈︵名︶1 御弓勢
とすれば︑土人の從者行手の垣下を

十﹇949図
日︑たくさん飲むことが出來るやう

恐れて從ふことを欲せず︒

いらなくなったので︑私たちは︑毎
になりました︒

こらす一ごりょこう

682

支那では︑古着算木といふ

工の苦心は此の上に注がれて︑
十一一欄8

ものを使って︑加減乗除や︑開平・
開立等の算法を行って來たのである
が︑

シ︾←・おこらす

こら︒す ﹇凝﹈︵五︶4 こらす ︽一

いふ風に飛んでみたいと思ひ︑いろ

九74 空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ＼
く工夫をこらした人は︑かなり古
くからあったやうです︒

も︑いろくと工夫をこらしました︒

九134 それから︑プロペラについて
十446 河井君は︑じっと目をこらし
た︒

十二389國 顔回は︿略﹀︑師の教に

﹇懲﹈︵五︶一

コラス

︽一

ついて何か自分で工夫をこらしてゐ
る︒

こら・す

をさいてごらんになると︑大そうり
つばな劒が出て來ました︒

どこでごらんになりました
このはがきを︑おとうさんが

五445園
か︒

五897

春が

そっとしのび寄つ

ごらん︑すべてのもの

花も咲かず︑ 鳥も鳴かな

ついく泳いでみるのを︒
八欄4圃
いけれど︑
のし⊥に︑
てるるのを︒

十398園

九冊5園

お天氣でごらん︑此の邊人

一つやってごらん︒

ごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

ん︒

十︻価4園

じき

御覧の通り︑

一切持参金

さあ︑君ものぞいてごら

がうよくしてみてね︒

やった︒

行ってごらんになると︑なる

ほど︑相手は︑おそろしさうな男で

五978

す︒

こ

十二襯5園

なしの乞食同然︑如何やうになされ

海の神様は︑︿略﹀︑急いで行

ようと︑あなた次第でござるが

五槻3

つてごらんになると︑はたしてさう

︽ーイ︾

さっそく鯛を呼出して︑のど ごらんくださ・る ﹇御覧下﹈︵五︶2

︒

でした︒

五櫛1

ごらん下さる御覧下さる

私を︑ようく御覧下さい

どうぞ︑これをごらん下さ

をさがしてごらんになると︑はたし

十二捌2園

い︒

十205園

ソレヲ︑砂ノ中ヘツツコン

て釣針がひっか＼つて居ました︒

デゴラン︒

六202園

まだ消えてし

ごらん

激しい御池心は︑もうを
﹇御覧﹈︵サ変︶2
︽ージ︾

二775園

コレカラ︑ユビノクミ

カタヲヲシヘマスカラ︑ミンナ

あててごらんなさい︒

デヤッテゴランナサイ︒

三153園

おかあさん︑來てごらんな

三952園 アノ左ガハノウシロノ
車ヲゴランナサイ︒

諸君︑試みに此の卵を卓上

六542圏

さい︒

八幡7園

こんちゅう

に立ててごらんなさい︒

十105園昆轟室がありますから︑

蝶なら︑左側の鱗翅類と書

そこで調べてごらんなさい︒
りんしるゐ

十112囹

ごらんなさい︑歌でも︑儲

いたたんすの引出をごらんなさい︒

十一m4

句でも︑詩でも︑月に摩するものが

く

どんなに多いか︒

五495囹

こりや︑旅人︑その方にも︑

こりや︵感︶2こりやこれや

これや︑不孝者のうは手

いひ分があるならば申せ︒

ぢや︒

十一一術10囹

御陵

ごりょう

﹇御陵﹈︵名︶1

十一101三十三間堂に一千一蹉の御

ごりょう

でれば︑伏見桃山の御陵はさして

いなり
佛を舞み︑更に心して稻荷神社に詣

ごりょう

一筋受けてごらんじ候へ︒

ごりょうち ﹇▽としまごりょうち

遠くない︒

受けてごらんじ候へ︒
ゴラ

十161図囹

︽ーイ︾

﹇御覧﹈︵五︶10
ごらんなさる

やまと
何でも︑山城・大和方面

なさるのださうです︒

の御旅行がすんで︑これから参宮を

十一696囹

イクツサイタカ︑カゾヘテごりょこう ﹇御旅行﹈︵名︶1 御旅行

コレハトビ︑ロバシヲ
ゴランナサイ︒

二762園

ゴランナサイ︒

一455

ンナサル

ごらんなさ・る

十174図園

ず

ごらん・ず

さまりました︒

十二齪9園

ませ︒
六佃3園來てごらん︒
七782園私にお申しつけあれば︑三 ごらんしん ﹇御乱心﹈︵名︶1 御齪心

枯野の雪は

ひそ

ごらん︑其の枯草

まだこ
二三匹の目高が︑

ごらん︑日あた

日かげのみぞは︑
りの水の面に︑

おもて

ほってみるのに︑

八糊7圃

かに芽ぐんでみるのを︒

の中に︑少しの青いものが︑

まはないのに︑

八糊2圃

しゃいます︒

熱心に職況をごらんになっていらっ

ながら︑陛下は外たうをも召されず︑

風當りの最も強い高地であり

日で仕上げさせてごらんに入れます︒

ス︾

ごら

八574

ゴラン

二245 ミンナデサウダンシテ︑
サルヲコラスコトニシマシタ︒
﹇御覧﹈︵名 ︶ 2 一

ん 御覧

ごらん

二925園花ヲサカセテゴラン︒

一一757園 耳ヲゴラン︒

テゴラン︒

二952園モウード︑花ヲサカセ

らんになって︑﹁︿略＞Q﹂などと

三192 おかあさんも︑ときどきご
おっしゃいます︒

五247 ふしぎにお思ひになって︑尾

683
こりる一これ

リ︾

こ︒りる

﹇懲﹈︵上 一 ︶ 1

こりる

これ

︽i

之

六742 これにこりて︑賊は︑城の水
コレ

をたやして苦しめようとはかった︒
コレ
﹇此﹈︵代名︶ 蹴

サイ︒

三737園
三825囹
れだらう︒

三846園

三906園

これ

二675園 コレハオモシロイ︒
れだらう︒

す︒

三m⁝7

コレニ入レテオヤリナ
お前の落したのは︑こ
これだらう︒

お前の落したのは︑こ

おいしい酒ですから︑

これを聞いた雲太郎きゃ

ばってゐました︒

四備4

うだいは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑けらいに

いひつけました︒

四佃1園それなら︑これを引いて
みろ︒

四伽1囹 これを引いてみろ︒
四面8園 いや︑これはわたしが
どれも︑これも︑丸い頭をふ

拾ったのです︒
五115

り︑長い尾をふって︑元亨よく泳い
また︑小さい目高を見ると︑

でるました︒

五127

これも︑自分たちの仲間ではないか

後足をまげて︑前足をついて

と思ったこともありました︒

五172

すわったかっかうは︑これまでのお
たまじゃくしではありませんでした︒

イフ音ガシテ居マスガ︑コレハ︑麺

上価8

兄神は︑弓矢を持って︑山へ

狩りにお出でになりましたが︑これ

これをさし上げますから︑

も︑鳥一羽︑獣一匹取る事が出來ず︑

こかんべんを願ひます︒

五描7園

申して︑これを水につけると︑たち

五伽8園此の一つは︑しほみつ玉と

まち海水が満ちて來て︑一面の大水

となります︒

して︑これを水につければ︑どんな

五伽2園今一つは︑しほひる玉と申

大水でも︑たちまち引いてしまひま

す︒

これさへあれば︑どんな悪

コレハ︑砂ノ中ニアル砂鐵ガ︑

者が來ても︑少しも恐れる事はあり

五伍4園

ません︒

クツ着クノダサウダ︒

六206

六331

さうして︑これから後︑日本

六312囹 これほどに強いあなたは︑
四682 一口のんでみると︑これ 五248園 これは︑たふとい劒だ︒
たゴの人ではない︒
五546 マブシノ中デハ︑カサくト
までのんだこともないやうな︑

四603囹 これを持って行って︑
鬼をたいぢて下さい︒

のことでした︒

四561これは︑私が七つの年

と歩きまはりました︒

ゆめのやうに︑あちらこちら

と︑浦島は︑箱をか＼へながら︑

これはどうしたことか

三柵5園 あまり長くなりますか
ら︑これでおいとまをいたしま

一一677囹 コレハオモシロイ︒
來テ︑ヲドッテクダサイ︒

一一686園 コレカラモ︑トキドキ

二713園 コレハ大ジナコブデス︒

二761園コレハトビ︑ロバシヲ
ゴランナサイ︒

二766園 ハイ︑コレハセンドウサ

コレカラ︑ユビノクミ

ン︑ナガイ竹ノサヲデ︑フネ
ヲコギマス︒

二773囹
カタヲヲシヘマスカラ︑ミンナ
デヤッテゴランナサイ︒
二924園 コレハオモシロイ︒

二936園 コレハフシギダ︒
二964園 コレ ハ︑ニセモノダ︒

三593園コレ工臨イモノガア 四佃1園 これで︑ほんたうに一
これからもっと勉強し

つ年を取ったのですよ︒
コレヲフルト︑ナンデモ 四欄2園

なければいけません︒

四悩5きゃうだいは︑思ひ通り大
將となり︑これまで百合若の
みた︑りっぱな城に住んで︑い

ウトスルノカト思フト︑私ハ︑急ニ

んのお話に聞いた望遠鏡が︑出來る

通有は︑帆柱をたふして︑こ

これで︑一本の筒が出府三つ

かも知れない︒

こんだ︒

れをはしごにして︑敵の船へをどり

六595

た︒

今では︑僕よりもずっと背が 六513

これを見た兵士は︑思はず涙
ぐみました︒

五脳3

ふと︑何だかかはい・氣がする︒

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思

五839

オモシロクナツテ來マシタ︒

武尊と申し上げることになりました︒
ガ動クカラデス︒
三354これも︑大きな舟のやう 四684園 これはうまい︒
五641園 これで︑おいとまいたしま 六486園 これは︑い﹂物が二つかつ
四684園 これはよい酒だ︒
にうこいて︑こっちへやって
た︒
四937園これでは︑ぼくらの方 す︒
來ました︒
五768 コレカラ︑一タイ︑何ヲシヨ 六503園 これで︑いっか︑おとうさ
三552園コレ一山モシロイ子ダ︒ が負けるかも知れない︒

ル︒

三594

ジブンノ思フトホリニナル
カラデス︒

あそびをしよう︒

三654園これから︑一しょに舟

これ一これ

684

六605 實に︑我が國にとっては︑こ
れまでにない大難であった︒

がまつ黒で︑後足の足先と尾の房の

六643 これまでうちに居た牛は︑膿
所だけが白い︑まことに美しい牡牛
でした︒

居た牛を引出した時には︑急にかは

六672 牛小屋から︑これまで飼って
いさうになりました︒

六733 これを尊んだ賊は︑百萬とい
ふ大軍で︑城の附近一たいは︑すつ
かり人や馬でうづまった︒

六897

いつの昔から︑かうしてある

のか︑うちのおちいさんの子供の時
から︑もう︑これがあったといふこ
とです︒

六993園をばさん︑これから︑ずつ
と僕のうちにいらっしゃいね︒

これで︑此のガラスのふた

をすると︑少しすかして置いても︑

六柳6園
日中は二十四五度ぐらみになるから︑

これほどお前が上手だとは︑

春といふよりも夏だよ︒

六M4園
わたしは︑今まで知らなかった︒

これから︑毎日︑午前と午後

を静かに吹始めた︒

七407

さう思ふと︑どれもこれも︑

と二回水をやるのですが︑

七441

魂でもあるやうな氣がして私は︑朝

すぐ消燈ですから︑これで

顔がかはいくてたまらなくなりまし
た︒

七542團

それでは︑其の首を大切に

これを送るのも容易ではありません︒

しておいて︑これから毎年一つづつ

八144囹

供へることにするがよい︒

これは遠い所といふ意味で︑

大連の名も此のダルニーから起つた

八231囲

のですが︑日本の内地からいへば︑

遠い所でも何でもありません︒

義仲は五萬騎を引連れ︑こ

これを聞くと︑頼朝の顔色は

れも同じくとなみ山のふもとに陣を

八327図

取る︒

職人たちは︑これまでのやう

止めます︒

八386

七806

に︑あっちこっち歩き廻ったり︑︻

では︑これで御免かうむり
これなら︑五六年は大丈夫

どうぞ︑これを受取って︑

七桝2園私はこれでおいとまします︒
七槻3園

私の氣がすむやうにして下さい︒

八387

攣るも道理︑これには深い事

これを聞いた萬壽の驚と喜は︑

情があったのです︒

八432

これから後︑萬壽はうばと心

どんなであったでせう︒

を合はせ︑折々らう屋をたつねては︑

八456

﹁此の水筒にも入れて下さ

村でこれ程痛快な仕事があら

母をなぐさめて居りました︒

八483

うか︒

い︒﹂﹁これにも︒﹂

八542園

八542園 これにも︒

大將は︑これから後一生の間︑
﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも言はな

八666図

されど︑これより下︑十四

馬を並べてかけ下る︒

とて︑眞先にかけ下れば︑三千鯨騎︑

大学これを見て︑﹁︿略V︒﹂

八659図

零時︑膿がもうこれだけ丈夫

これから行かねばならぬ遠い

五丈ばかりは︑こけむしたる岩石︑

これを振子の等時性といひま

國のことを︑話し合って居るのかも

何しろ十萬といふ敷ですから︑ 八728

壁の如く突立ちたり︒

八96

知れません︒

八52

になって居たのである︒

七爾9

かったといふことである︒

七衛4

さっと攣りました︒

つ所に大勢寄って︑むだ話やむだな

七鵬7園

仕事をしたりしなくなった︒

ノ上へ出シテ居ルト︑敵二見ツケラ

ます︒

これには全く驚いたよ︒

だ︒

七帽4園
七麗5園

これは︑あの人が落して行

キライ
中ニハ︑魚雷ノ外二︑機雷ヲ

タクサン持ツテ居テ︑モグリナガラ︑

守備8園

六伽1

引ツコメタリ︑

レヤスイカラ︑不用ノ時ハ︑コレラ

六742 これにこりて︑賊は︑城の水 六佃5 ケレドモ︑潜望鏡ヲ深目ズ水
をたやして苦しめようとはかった︒

六752 賊が︑これを聞いて︑くやし
がって攻寄せると︑正成は︑高いが
けの上から大木を落させた︒

コレラ海ノ中へ敷設スルコトノ出來

六754 さうして︑これをよけようと

ル者モアル︒

皆さん︑これが目じるしで

つたに違ひない︒

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

う︒

七101園
すよ︒

これは海神のた＼りであら

五千人饒りも殺した︒

て押寄せると︑城から大きな石を四

六769 賊が︑四方からこれを目がけ 七43園
五十︑一度に落したので︑又何百人
か殺された︒

た︒

七203

これが名人といはれた自分の
最期だと思って︑用光はとくいの曲

さいご

七349

呼んで居る︒

で︑村の人は︑これをからかさ松と

からかさを廣げたやうに出て居るの

幹が二か㌧へもあって︑枝が

六778 もう此の上は︑何でもかでも 七169 工は︑これを見て聲高く笑つ
攻落してしまへといふので︑賊は︑

大きなはしごを作り︑これを︑城の
前の谷に渡して橋にした︒

六785 すると︑正成は︑いつの間に
用意して置いたものか︑たくさんの
たいまつを出して︑これに火をつけ
て︑橋の上に投げさせた︒
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す︒

せう︒

八麗4

おんど

﹁︿略﹀︒﹂と︑一人が音頭を取

ると︑大勢の船方が︑みんなこれに

八739 つまり時計の機械に振子を仕
組んだもので︑これが振子時計の始
どれもこれも︑目のさめる程

合はせて︑﹁︿略﹀︒﹂と網をたぐる︒

これがもし目をつぶって居た

これが﹁いか﹂だと︑もっと
これも大きな圓をゑがくルー

これも︑子供の時から鳥を見

動力による飛行機が︑人間を

其の最初といへば︑ラノート兄
ないし
弟の苦心に成った十二秒乃至五十九

宗任は︑もと賊軍の大証に

に汗をにぎりけり︒

來どもこれを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑手

て︑近頃降りし者なれば︑義家の家

九199図

あったのです︒

秒の飛行で︑これが實に飛行機にお
きろく
ける人類最初の輝かしい成功記録で

九178

ゐます︒

たのは︑これが始めてだといはれて

のせて空中を飛行することに成功し

九163

めました︒

人になると熱心に飛行機の研究を始

てはしきりに考へてるましたが︑大

九92

のことでした︒

九89 これは我が明治二十九年八月

プ線である︒

八柵5

すばらしいさうです︒

八備9

ろですが︑

ら︑居眠をして居るといひたいとこ

八梛5

美しい物ばかりでした︒

八燭9

りです︒

八778 たまく其の附近に居た我が
軍の兵が︑これを焚心した︒

ないか︒

八809園 これは皆外率直ばかりでは
八糾9 それは︑たて綜が切れ＼ば自
動的に運轄が止り︑よこ綜が無くな
れば自動的にこれをおぎなふ仕掛に
なって居る機械で ︑
よしっね

﹁︿略﹀︒﹂

八982図 源氏の大野義纒これを見て︑
八悩1図園 これが義纏の弓なり︒
八個5図 源氏の兵どもこれを聞きて︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑皆 感 じ 合 へ り ︒

八鵬9 これはたとへ話ですが︑しか
し︑これと同じやうな事が︑我々の
生活においても考へられます︒

八鵬9 これと同じやうな事が︑我々
の生活においても考へられます︒

八佃4 空氣はこれ程大切な物ですが︑
しかし我々の住んでみる所には︑ど
こにでもあります ︒

八柵6 又︑これと反回の事がありま
す︒

しょくたく

八伽5 これを聞いたコロンブスは︑

つと立って︑食卓の上のゆで卵を
取り︑﹁︿略﹀︒﹂ と 言 ひ ま し た ︒

八伽8囹諸君︑これも人のした後で
は︑何のざうさもない事でございま

よしかげ

これこそ僕たちが︑一週間も

前から︑毎日前々待ってるた命令だ

琿尼の兄︑義景これを見て︑ 九688

﹁︿略﹀︒﹂と言ひしに︑

九206図

甚次郎︑此の冑は祖先傳來

つたので︑皆一せいに小をどりして

喜んだ︒

あれこれと見くらべて︑あれ

九753園

九255

は何の役に立つのであらう︑これは

れもん

九915

ふくま

すると︑これも力自慢の福間

じまん

矢をつがへてひようと射る︒

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これも手早く

九7910尼子方の秋上伊織介がそれ

いおりのすけ

の寳︑これをお前にゆつる︒

どんな所に置かれるのであらうなど
と考へてるる中に︑

一かどの役目を勤めて世間
の役に立つのに︑どれもこれも不足

九262園

ねぢはこれを聞いて︑飛上る

は無ささうである︒

九287

彦右衛門が︑後から鹿介のもと曳り

ひこう

をつかんで引倒した︒

君も︑これから度々鴨ると

これが好いでせう︒

これから號令が次々に下る︒

程嬉しかった︒

九948園

九3410

九982園

これは水兵員の受持で︑

さつき探さうとしたのがこれ

これはすぐ見つかります︒

九359

九柵10

い＼︒

九394 軍艦旗を仰いで︑心の底まで
くんれん
清められた乗員は︑これから訓練に
取掛るのである︒

俗にいかり星とも山形星とも

はあり

夜の燈火をしたって來る轟は︑

これ程恐しかりしことな

これを取りて行け︒

これ幸と︑其の下駄をはいて

これはとんでもない風呂だ︒

九鵬2図南

九夏1園

どうだ︑これで大小を差し

風呂にはいりました︒

九燭7

九三5園

かりき︒

九鵬6図園

るのに︑

れもこれも︑たゴうるさいだけであ

蛾や︑こがね轟や︑羽蟻が多く︑ど

が

九伽4

ますから誰でもすぐ見つけます︒

いひますが︑これははっきりしてゐ

九鵬5

で︑北極星といふ星です︒

信長の家臣等これを買はん 九湿2

やせ蛙まけるな一茶これ

そもくこれはいかなる

と思へど︑償の高きを聞きて︑皆求

九399図

めかねたり︒

金ぞ︒

九414図園
九482図圏
にあり

さうして︑とうくこれが佛

しかし︑最近になって︑これ

法僧といふ名を附けられてしまひま

九653
した︒

九655

これは非常に珍しい鳥といふ

を疑ふ人もありました︒

九678

今日は︑これからじゃがい

のではありませんが︑

九685囹

もを掘りませう︒

これ一これ
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たりっぱな武士に見えるだらう︒

十525園

十411園
これは︑たゴ事でない︒

あ︑これがさうなのか︒

ついでくれ︒

九幽4囹 これ︑北八︑お前これをか

もったいないが︑これで村
これが五枚目だつたな︒

中の命が救へるのだ︒

十548園
十666園

これだけ︑た＼いてしまは

三聖3 これが横濱かなと思ふ間もな
く︑もう前には小山が績いてるる︒

十673園
う︒

九柵9 これから後も三二が度々廻る︒

十816園どうして又これは︒

九個2図 我が兵これを物ともせず︑
敵陣目がけて突撃すれば︑敵は劒の

3

これを學ばば︑帝王の師

張良大いに喜びて︑朝夕こ

﹁︿略﹀︒﹂これが︑清少納言の

これが︑十五日まであるも
これに︑雪の白い所だけ山
これが使の言葉です︒

それどころか︑自分のやうな

りません︒
かすみがうら

そこを通過すると先は又湖で

すが︑これは日本の霞浦の二倍も

十伽6

若しこれをお仕置にすると

あらうといふ大きさで︑

評価10園

いふことになれば︑今後忠義をはげ

これを許せば︑早着の政治

ます道がないであらう︒

十鵬8園

が成立たない︒

選士といふものはね︑これ
と思ふりっぱな人を自分できめて︑

十幽3園

これは大事なことだから︑

自分で投票するものです︒

十幽9園

フランスのキュニョーは︑こ

よく畳えておきなさい︒

十旧一

これが︑そもく汽車といふ

れを車に取附けて走らせようと企て
た︒

活写2

ものを造らうとした最初で︑今から

これは今から百年号り前の事

百敷十年前の事であった︒

十号6

であった︒

これを中の千本といひ︑

かんたん

次にか＼げる文章は︑源氏

これを奥の千本といふ︒

なほ登れば上の千本あり︒

十一45図
十﹁51図

これが第一の間門の入口です︒
すが︑これはさう大きいものではあ

十一299

日本に二つとない美しい塔

金堂はもちろん影野な大殿

がこれである︒

十一2810

これだけで見ても︑

日の國語で表したものですが︑たg

物語の一節を簡盟・にして︑それを今

思ふと︑もったいなくて︑泣きたい
パナマ運河には︑これと同じ

十一161

十伽5

幾段にも作ったのです︒

理くつの間門を︑大仕掛に︑しかも

十伽一

やうな氣さへしました︒

ものをこれ程にまで思って頂けると

十

十佃1

のやうに盛って︑持って去ておくれ︒

十研3園

のですか︒

十悩3園

お答へ申し上げた言葉でした︒

十欄7

れを讃み︑遂に兵法に精通せり︒

十964図

となることを得んQ

十9510図園

笑ひて行過ぎしが︑

老人足にてこれを受け︑打

これぞ武門の面目︒

十916図圏園

こら う

十939図

林を以て我を迎ふ︒
盛に大砲を打ちかく︒

九捌10図 敵はこれを見て︑三方より
十122園 これだ︒
十132園 皆さん︑これから暗室で︑
や

エックス線の實験が始ります︒

十168図 弟庄五郎︑これを敵に見せ
じと矢面に立ちふさがり︑

十179図 これを職の初として︑寄せ
廻る敵を射たふし射たふし︑丁丁に
つとめければ︑

れを見て︑飴りにめ＼しい振舞と思

十189 ふと通りか﹂つた某大尉がこ
つて︑﹁︿略﹀︒﹂と言葉鋭く叱った︒

い︒

十205園 どうぞ︑これをごらん下さ
十224 大尉は︑これを讃んで思はず

涙を落し︑水兵の手を握って︑
﹁︿略V︒﹂と言聞かせた︒

十235園 しかし︑これも仕方がない︒
つたのは︑これだよ︒

十396園河井君︑雨の方がい＼と言

幸なさった霞泉といふのがこれだ︒

れいせん

十409園 昔︑元正天皇がわざく行 十梛8 第二の關門を出ると前は湖で

堂であるが︑それでみて︑これも不

堂内の美と荘嚴は︑たゴこ

思議に私たちをおさへっけようとし

ない︒

十一3111

﹁︿略﹀︒﹂やっと︑これだけ

れだけではない︒

が私の口から出た︒

十一4011

生まれた家を出て行くの

はいやですけれど︑これが女の行く

十一416園

べき道なんですから︒

十一4111園ねえさん︑これまで︑ず

これに思ひ至ると︑先生は

みぶん我がま﹂を言ってすみません

でした︒

もう矢もたてもたまりませんでした︒

十一454

これは︑西暦千八百七十六

年三月十日のことです︒

十一509

近海に迎へ撃つの計を定め︑豫め全

十一5410図我が海軍は︑初より敵を

力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒

十一5610図敵の先頭部隊は直ちに砲

ところで︑これを文字に書

火を開始せしが︑我はこれに鷹ぜず︑

きあらはす安萬侶の苦心は︑それに

十一646

しかし︑これでは︑漢文流

も増して大きいものがあった︒

に﹁サウモクアヲシ﹂と否むことも

十一657

出來る︒

だが︑これでは又あまりに

これが古事記といって︑い

長過ぎて︑讃むのにかへって不便で

十一6510

ある︒

十一672
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はば我が國で最も古い書物である︒

やまと
十一696園 何でも︑山城・大和方面
の御旅行がすんで︑これから参宮を
なさるのださうです︒

特に必要ですから ︑

十一733園 これは︑學問の研究には

士の胸像だな︒

十一783園 成程︑これがクラーク博

る時︑泣いて別れを惜しむ學生たち

十一784囹 これは︑博士が札幌を去
に残したといふ有名な言葉だよ︒

十一8310 周園の絶壁は︑これも水際

からぎっしりと密林を畳み上げ︑
所々﹁しらかば﹂の立枯れが︑白骨
のをどるやうにあらはである︒
からふと

十一931図 樺太は島なりや︑又大陸
の一部なりや︑世界の人の久しく疑
たん
問とする所なりしが︑其の前芸を探

検してこれが解決を與へたるは︑實

けん

に我が間宮林藏なり︒

十一962図 出獲の日近づくや︑林藏︑
これまでの記録一切を取りまとめ︑
從者に渡して言ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

どれもこれも︑すき通る程

こっけいな姿である︒

十一伽10

どれもこれも︑見事なもの

鮮かな色であった︒

十一悩3
ばかりである︒

十一燭9此の岩山に︑よくもこれだ
けの木が生茂ったものだと思はせる︒

十一襯9國どれもこれも︑色の眞黒
な男ですが︑意外にやさしい聲でし
た︒

船は︑これから有名なス
いや︑これでたくさんで

エズ運河を通るのですが︑

十一柵6囲

す︒

十﹇柵5園

これでにいさんのお手製
かうした火山は︑どれもこ

十一悩8園
なんだ︒

十一研8

しかも其の巻敷台千の多

れも覚しくて︑

十一欄9図

古の武士は︑寸時もこれを

熊曾からはなさなかった︒

十一柵9

今の軍人も︑軍刀には皆こ
一度起ってこれを振るへば︑

れを用ひる︒

十一柵1

じゃき

しかし︑自分の氣持を知つ

つてみたのであった︒

十一一456

てくれる子供たちや家臣の者は︑後

これへ︑これへ︒

を維いで必ずこれを成し遂げてくれ

るであらう︒

十二514図囹

き

とかく申すうちに︑これ

惰氣も邪氣も一瞬に霧散して︑心氣

だ

十一欄11

こと︒

のこと︒

十二574園

これは京に住まひ致すわ

これにからかさがあるか

なうく︑田舎の人︑

十二605園

これ︑此の通りきつねの

これが︒

十二615園

さういはれ＼ば︑なる程

これ︑此の骨でござりま

く張ってござります︒

鳴くやうに︑こんくといふ程︑よ

十二611園

十一一603園 これは何ぢや︒

これ︑骨磨きとは此の骨

十一一571囹 これ︑地紙とは此の紙の

これぢや︒

十二563囹

ら︑これを経ってやらう︒

十二563園

ら︑これを費ってやらう︒

十一一562園 これにからかさがあるか

る者でござる︒

十二551園

はもう都ぢや︒

十二547囹

十一一514図園 これへ︑これへ︒

此の社にては︑今も太古

これ即ち出雲大社の起源

は自ら清明となる︒

十二65図
なり︒

十二75図

の法に從ひ︑これによりて火を作る
といふ︒

さういふ石器になると︑ず

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

十一一107

らうとしても︑ちよつと出來さうに
前業昔の歴史を知るには︑

もないのがある︒
十計量511

︿略﹀︑古墳などから出る古代の遺物

たちはどこまでもこれを大切に保護

も尊い材料となるのであるから︑私
きに上り︑これが出版は決して容易

城壁の所々に城門があり︑

東︑朝陽門の彼方に遠く通

壮麗な面心がこれを飾ってみる︒

ろうかく

十ニー73

し︑後世に傳へなければならない︒

廣く各地を巡りて資金を

の業にあらず︒

十一個11図

つのること数年︑やうやくにしてこ

十ニー86

州があり︑南西︑廣安門の彼方に︑

れを調ふることを得たり︒

これも遠く薦溝橋があるのである︒

十一964図面我若し彼の地にて死し

これを一切纒の事に費すも︑うゑた

十一価8田園喜捨を受けたる此の金︑

これこそは︑我が道を傳へ

す︒

十二622囹

十二623園

これは︑へんなことにな

これは古がさちや︒
孔子は年若い顔回をひたすらに案じ︑

りをつた︒

我が身の上の危さも忘れて︑

又︑顔回はこれほどまで其の師を慕

十二3211

ねてから深く信頼してみた︒

得るた冒一人の弟子だと︑孔子はか

十二307

ろこうけう

たりと聞かば︑汝︑これを白膚に持

る人々の救助に用ふるも︑寵する所

婦りて︑必ず日本の役所に差出すべ
し︒

これ世に慈眼版と構せら

は一にして二にあらず︒

る＼ものにして︑一切纒の鈍く我が

十一佃2図

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

ば舟を引きてこれを越え︑河・湖に

十一9610図其の間︑山にさしか＼れ
出つればまた舟を浮かべて進む︒

ことなりとす︒

十一鵬5 どれもこれも︑水兵さんが
エプロンを掛けたといふ︑すこぶる

これ一これら
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これだけの廣さがあればこそ︑よし
や式をあらはし︑

攣化させることによって︑大きな敷

難破船救助掛たりし岩松

これ

これ︑武士に向かって何だ

これ ︵感︶2

九補1園

これ︑北八︑お前これをか

る無蓋な言葉だ︒

ついでくれ︒

九幽4園

一566園

た︒

これはこれはとばかり

や︑これはこれは︒

ねぢは︑これ等の道具や時計

これ等の仕事は︑陸上の家で︑

ちよつと見たところでは︑ほ

これらは簡軍な名前に過ぎ

心はとても一通りのことではなかつ

ないが︑長い文章になると︑其の苦

十一667

みるのですが︑

名前や番號があり︑位置もきまって

とんど無敷と見えるこれらの星にも︑

九994

戸をくるのと攣りはないが︑

毎朝起きると先づ夜具を片附け︑雨

九353

を︑あれこれと見くらべて︑

九254

れ等

これら ﹇此等﹈︵代名︶7 これら こ

賀の國へ逃げのびたり︒

八352図大冊雄蕊は︑命からぐ加

たいらのこれもり

これもり ﹇維盛﹈︹人名︺1 維盛﹇▽

十二631園

花の吉野山

十一一10図圃

シイ大キナモモダ︒

コレハコレハ︑メヅラ

これはこれは︵感︶3コレハコレハ

ゑもん

けだし七時難破船しば

と︑其の後を追っかけるや

これはこれは

これつ ．←しぶんごれつ

孝和は︑又︑正三角形・正

つた高い域にまで進むことが下下た

したが︑

すけざ

十二榊1図

してみた︒

の諸流に比して著しく頭角をあらは

十二襯1

世にこれを關流と構し︑他

する算法を考案し︑これを角術と構

四角形・正五角形等の正多角形に關

十二柵5

のである︒

支那の敷學が未だかつて及び得なか

よる代署學であって︑これによって︑

鮎窟術は︑要するに筆算に

日曜日の午後であっても︑公園はい
さうして︑これだけの敷と︑

ヨーロッパに來て︑外國人

では︑これがそなたの領

た通り︑毎朝毎晩︑お附の百人の大

コレ

十一一㎜10

十二632園 や︑これはおもしろいそ︒

地ぢや︒

十二柵10園

が始めてである︒

に日本語で話しかけられたのはこれ

十二伽3

これだけの廣さがあればこそ︑

十二捌8

うくたる自然の趣を失はぬ︒

十二694 一度此の門をしめ切ったら︑

四つの天守閣は一箇の濁翻した城郭
となって︑これだけでも幾萬の敵に
封して︑いっかな動きさうに思へな
い︒

十二7110 南方若しくは東方から望め
ば︑優美其のものと思へる姫路城も︑

これを北から西から望む時︑まるで
様子を一軍する︒

騒ぎ︑これには私もほとほと閉口致

十二729 更にいへば︑本丸︒二の 十二幽11圓 父上︑さっきも申しまし
丸・西の丸の三丸が︑これ程まで完
します︒
シンガイ

ばくなるをうれへ︑如何にしてか

セメ

助左衛門といふ人︑か＼る不幸のし

バイシヤウ

あみのしま

十二榊3図白洲に近き藍島の漁夫︑

これを除かんものと心を砕く折から︑

リ生ジタル損害ヲ賠償スル責二二
ズ︒

人ノ椹利ヲ侵害シタル者ハ︑之二二

ケンリ

十二価1図

ヨ
故意又聞過失二因りテ他

全に残って︑今日の我々に昔の姿を
殆ど其のま＼に見せてくれる︒
だく
十二764図 勝商これを諾す︒
を殺せり︒

十二769区画勝頼︑怒りて直ちにこれ
十二8110 我が砲兵はこれに砲揮をあ

其の判噺決定が裁判であっ

先づこれを救はんとして船を出した

十二欄1

れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも

びせかけ︑散兵線からも︑速射砲・

て︑國法の趣旨は︑これによって實

げんかい

現されるのである︒

十二槻2

くなり︒

て︑手遠を画くることも︑またしば

くあれば︑これが救助を命ぜられ

十二備8図

てあそばれて進むこと能はず︒

歩兵砲塁が︑豆をいるやうな機工銃

これ程遠い所にありながら︑

しよくくわう

つてくれる︒

太陽は私たちに十分な熱と光とを送

十二旧4

の音にまじってとゴろく︒

葉だつた︒

十二894 これが︑分隊長の最後の言
十二949圏 今日はお参りなので︑皇

これを燭光であらはすと︑

其の数は三の次に零を二十七つけた

十二旧10

ものになる︒

后陛下から賜はつた義足をつけたが︑

これで土を忌むのは︑ほんたうにも

うに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これは又大そう
な や

明かるい聲が︑納屋のかげのあたり

ばん
これを盤の上に縦に一本置

から︑はずんで來た︒
かれは﹁︿略V︒﹂と叫び︑
これは﹁︿略V︒﹂といきまく︒

十二搦6

けば一︑二本並べて置けば二︑五本
六以上は置方をや＼異にす
るが︑︿略V︑これを種種に並べ︑又

十二柵6

並べて置けば五をあらはす︒

十二柵3

つたいない︒

十二佃5園 さあ︑これへおすわり下
さい︒

十二M2圏 たったこれだけですがね︑
行者さん︒

十二捌8 さうして︑これだけの数と︑
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これんさつ一ころ

さんじごろ・ひごろ・ひるごろ・よじ
ごろ・よなかごろ

十一励11国 さうして︑これらの金字
塔は︑皆エジプトの王様や王子の墓

頃︑機は果して地面をはなれました︒

八246國其の頃︑日本人は数へる程 九141 さうして︑十敷米も滑走した
しか住んで居なかったのですが︑

ますころ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑六つなり

さを破って景氣よく聞えて來る︒

組合の脱穀機の音が︑あたりの静か

がて幾分静まった頃︑二人は機を引

しばらく見合はせてるましたが︑や

イタリヤのピサの町に夕もや

じしよう

人の顔がやっと見分けられる

やうになった頃︑時鐘番兵がこと

九338

だのぶなが

くと後甲板に來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

お

當直將校に報告する︒

山内一豊︑織田信長に仕へ

やまうちかつとよ

良馬を責りに來れる者あり︒

ていまだ日野かりし頃︑指窓一匹の

博覧會を見に行ったのも此の 九397図

がこめて︑日が静かに落ちて行く頃

八683
でした︒

八829

頃の事であった︒

九餌10 此の鳥が︑何時の頃からか︑

さうして其の頃から︑雲の色
どりが何ともいへぬ美しさを見せる︒

あの﹁ブッポウソウ︒﹂の聲の主だ

たかさき

八捌7

姿が美しくなった︒

九24花の咲く頃は︑何時もかうし
黄に︑淡紅に︑淺緑に︑堂々

て氣をもむことが多い︒

九53

がつしのう

同じ頃︑アメリカ合衆國に
ラングレーといふ人がゐました︒

九91

兄をウィルバー︑弟をオービ
ルといひましたが︑二人は︑小學校

九115

に通ふ頃から︑何よりも機械が大好
きでした︒

ガソリン獲動機がよいとは思
たが︑其の頃造られた大きな煙突が︑

た︒

強い力の出るものがありませんでし

ひましたが︑まだ其の頃は︑酷くて

九1210

埠頭の近くにそびえて居ます︒

と だ

しかし五六月の頃︑﹁ブッポ

いつも

尼子の本城である出雲の富田

其の頃︑京都の下寺に︑人品

九m4

生まれたのは︑去年の春︑ち

もう書近い頃であらう︒

で︑僕は︑其の頃學校から蹄

長い夏も過ぎ︑秋が來て︑野

膿の手入れをしたり︑運動を

させたり︑僕の仕事が追追忙しくな

九位7

うちの馬屋へ連れて古りました︒

山の草木が枯れる頃︑五箇月ぶりで

九佃3

ると︑すぐ牧場へ行って見ました︒

九冊7

やうど櫻の花の咲く頃でした︒

九嗣3

のよい小僧さんがみた︒

九839

城は︑其の頃毛利軍に固まれてみた︒

九777

ウソウ︒﹂と鳴く聲は︑

九681

と思はれるやうになりました︒

高崎を過ぎる頃から︑遠山の

八櫨2

出しました︒

ます︒

まいあさ︑ぼくが目をさ 八481 さうして︑霜の消える頃から︑ 九151 朝から大分風が烈しいので︑

三185

今日これらのものが︑或は
しせき

だといふことです ︒

十一一161

博物館に保存され︑史蹟や國寳など
に指定されてるるのがあるのは︑

には︑月をながめて何かかん

四313 ある年の春のころから︑ 八599園 自分の行って居た頃とは︑
すっかり愛つた︒
かぐやひめは︑月のあかるい晩
がへてみるやうでした︒

十一一712 いざといへば︑これらの小
山がすべて出城となって︑此の城郭

このころになると︑おたまじ

五533上ル頃ニハ︑舞ノカラダガ︑

ふくれて來ました︒

やくしは︑尾のつけ根の所が︑少し

五144

の護となるのである︒

これんさつ ﹇御憐察﹈︵名︶1 御憐察
十二湿1圓國 心中御憐察あらせられ︑
願の通り家名の虜︑御憐慰あらせら
御憐慰

これんみん

﹇御憐欄﹈︵名︶2

れ候はば︑

これんみん

今では︑もうお乳を飲まなく

スキ通ルヤウニナリマス︒

六432

なりましたが︑生まれた頃は︑乳房

これんみん

をくはへて︑うまさうに︑すつばす

御話慰
思し召され︑汚名をす㌧ぎ︑家名相

十二棚1國国 何とぞ私への御斎窓と

つばと吸って居ました︒
をしやう

お寺の小僧になって間もない

が煙るやうに見え︑やがてそれが

其の頃から︑年間は︑廣いた

もう八重櫻も散りはてて︑

頃︑期日︑和尚さんに大そう叱ら
其の頃︑東占星巾中は︑いたる

ほゴ一檬の若緑の色に映え出す頃は︑

る︒

んぼの一部で︑もう苗代の仕事が始

七244

ところに火災が起って居た︒

六燭7

れました︒

六二8

立ち候やう︑私身命に代へ底ひ上げ
参らせ候︒

十二檀1圏囲 心中御憐察あらせられ︑
願の通り家名の庭︑御盲窓あらせら
れ候はば︑私は申すまでもなく 門
家僕の者共︑深く朝恩を仰ぎ候事と
存じ参らせ候︒

ごろ︒おしまいごろ・おひるごろ・く

ころ ﹇頃﹈︵名︶69 ころ 頃εいま

此の頃は︑雨戸をしめて始めてほっ

静かだといふみなかの夜も︑
とする︒

七283

ろ・ごぜんにじごろ︒このごろ・ごろ

八236國

じごろ・ごがつすえごろ︒こごにじご
くがつごろ・さんじごろ・しごがつこ
ろ・すえごろ・ちかごろ・なかごろ・

ロシヤ時代で思ひ出しまし

ろ・じゅういちじごろ・じゅうがつご
なわしろのころ・にじゅうよっかごご

ごろうさぶろう一ごろくじつセンチメートル
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つたのは其の頃からです︒

九梱3 何時の頃からか︑北斗は︑清
君のうちの子馬の青と大そう仲好し
になりました︒
ふちはらのやすまさ

九戸9図 何人かと思へば︑其の頃武
名かくれなき藤原保昌なり︒
悪い飛行場が煮幽きて前は川だ

と思った頃︑機膿はもう空中に浮か

九描9

んでみた︒

九個9図 時は明治三十七年八月三十
一日︑朝日のいまだ上らざる頃なり
き︒

日も暮れんとする頃︑

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ の 一語を最後として︑遂に

黒羽7図

をがさはら

息絶えたり︒

から︑だんく暑くなって︑それか

十248国 小笠原群島附近を過ぎる頃
らは全く眞夏の氣候です︒

十386 一粁も進んだ頃から︑だん
くあたりが仙境らしくなって來る︒
きさき
十983 一條天皇のお后は︑其の頃︑
御休養のため︑宮中から下って或御
殿にいらっしゃいましたが︑
野道馬車を始める企があった︒

十欄4 其の頃︑イギリスの或會社で︑

年であった頃︑ふと人間の聲といふ
行し始めた︒

そろばんといふものが考案され︑流

き

五郎三郎

十819

母の手は︑堅く五郎三郎の袖
コロール

間もなくコロールの町の大

︹地名︺3

ころが・る

﹇転﹈ ︵五︶4 コロガル

四㎜2囹早く川の水でからだ

ころがる ︽ーッ︒ール︾

磁石ヲソバ江蘇ツテ行クト︑

を洗って︑がまのほをしいて︑
その上にころがるがよい︒

コロくトコロガツテ來テ︑ピシヤ

六185

ツトクツ着ク︒

ねぢは︑仕事皇の脚のかげに

ころがった︒

九276

ほえる者︑叫ぶ者︑かみ合
うちは
ふ者︑ころがって團扇のやうな尾を

十一研1

振る者︑それはそれは大工である︒

であり︑パプア︑セレベス・フィリ

部落にして︑土人の家わっかに五六

五六月

これは非常に珍しい鳥といふ

﹇五六月﹈︵名︶1

それに︑鳴く時期が大型五六

ところでかういふ深山へ︑ち

い程美しい鳥が來ます︒

ごろくじつセンチメートル

五六十糎もあるのが︑いう

︵名︶2

やうど写し五六月頃︑日本では珍し

九641

なかったのも無理ではありません︒

月頃に限られてゐますから︑わから

九633

五六月頃

ごろくがつごろ ﹇五六月頃﹈︵名︶2

の頃︑﹁ブッポウソウQ﹂と鳴く聲は︑

のではありませんが︑しかし五六月

九6710

ごろくがつ

を敷ふるのみ︒
重要な所です︒

ピン等に近いので︑南洋群島丁字も

十342国 コロールは︑わっか八平方 ごろく ﹇五六﹈︵名︶1 五六
とうち
粁の小島ですが︑群島統治の中心地
十一9311図此の地︑北端に近き一小

通に出ました︒

十335国

コロール

にすがってみた︒

十841

にも人影はなかった︒

けつけたが︑もう何も後の祭︑どこ

兄五郎三郎は︑押取刀で其の場へか

淺吉の急報によって︑聞多の

話をする時に起る空氣の振 ごろうさぶろう ﹇五郎三郎﹈︹人名︺2

ものの不思議さに氣附きました︒

十一449
ひやうばん

動を目で見る機械の工夫をしたり︑

又は其の頃評判になってみた電信
機械を研究したりしました︒

其の頃は︑まだ片忍野も平

假名もなかった︒

十一648
若い頃から讃書が好きで︑

將來學問を以て身を立てたいと︑一

十一686

幸にして此の頃は︑割合な

心に勉強してみた︒

十一856

此の作業が終る頃は︑日没

ぎの日が多い︒

十一866

のおそい北洋にも夕暮が次第に迫つ
元〆昔の歴史を知るには︑

て︑濃霧が一面に立ちこめる︒
十ニー58

其の頃に書かれた物をもととして研

會があるといふので︑島民の青年た

十一月三日の明治節に運動
ちが︑コロールの大運動場で︑毎日

十356國

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武

十一一499早年の頃二十託りにして︑

陸上競技の練習をやってみる︑

齢するのであるが︑

士︑
あ

文武天皇がまだ皇子であら コロールとう ︹地名︺2 コロール島
やまと

十二985

私は︑昔話の龍宮にでも

りゅうぐう

コロール島

十328囲

十26図

﹇転﹈︵五︶1

しました︒

︽ーシ︾

ころが︒す

一びきつ

患側7

五⊥ハ十糎

見ると︑かめを

りしていぢめてみるのです︒

かまへて︑ころがしたり︑た＼いた

三佃6

ころがす

來たやうな思で︑コロール島に上陸

せられた頃︑大和の安寸心で狩をな
東大寺の大佛が出來︑イン

さった︒

十二㎜10

ドから高僧が渡海して來た頃の華や

忍言10囲 何年かたって︑もう蠕って

陥る頃になったので︑老母は︑毎

かな奈良の都を︑眼前に見るやうな

もう鯨程目的地へ近くなつ
ところで︑支那では其の頃

た頃︑或騨で停車すると︑

十二伽5

氣がする︒

日々二戸小山に登って待寒けた︒

十一145 其の頃から紫式部は︑筆を
とって有名な源氏物語を書始めまし
た︒

十一433 此の先生がまだ十五歳の少 十二旧1
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ごろくしゃくしほう一ころも

くと泳いで︑外の魚などは眼中に
ないといった風をして居ます︒

十一887 五六十糎のますやさけが︑
網の綜も切れんばかりにか＼つてゐ
るのだ︒

︵名︶1 五六尺四方

ごろくしゃくしほう ﹇五六尺四方﹈
十価10園 まだ雪が五六尺四方は残つ
てるます︒

十米

ごろくじゅうメートル ︵名︶1 五六
六781 幅が五米︑長さが五六十米︑
﹇五六千人﹈︵名︶1

其の上を︑賊が我先にと渡った︒

五六千人

ごろくせんにん

たちまち五六千人も死んだ︒

六741 賊は︑坂からころげ落ちて︑

五559 オカアサンモ︑ネエサンモ︑

ごろくにち ﹇五六旦︵名︶1 五六日

五六人

コノ五六日ハ︑夜モロクくオヤス
﹇五六人﹈︵名︶1

ミニナラナイノデス︒
ごろくにん

四411 ある所で︑子どもたちが
五六人集って︑かげふみをして
あそんでゐました︒
ごろくねん ﹇五六年﹈︵名︶1 五六年

だ︒

余 ー チ︾

﹇転落﹈︵上一︶2

こ

春七川4園 これなら︑五六年は大丈夫

ろげ落ちる

ころげお・ちる

たちまち五六千人目死んだ︒

六739 賊は︑坂からころげ落ちて︑

九2810

それでは︑︿略V︑此のやうな

四623園
ません︒

人を殺すのは︑よくない事
人を殺すのはよくない︒

百の小勢でぶつつかって行った︒

﹇転﹈︵四・五︶8 コロブ

︽ービ・ーブ・ーン︾且Vねころぶ

コロンデモ︑ヨクシマヒ

坂が急で︑道がじめくして

大量試みに敷匹の馬を追落

中には︑ころんで雪に大きな

上手な人もあるが︑中にはこ

月はまつ黒︑

天人たち

やみの夜︒

四柵5圏園月の都の

と︑

四悪7圃二月の都の天人たち
が︑黒い衣のそろひでまふ

はごろも

ころも ﹇衣﹈︵名︶3 ころも 衣﹇▽

ころぶ人を笑うてころぶ

ころぶ人を笑うてころぶ

たやうに︑ばたくしてみる人もあ

ろんで︑かめの子をひっくりかへし

八963

者もある︒

穴をあけ︑雪だるまになって起上る

八944

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

したるに︑或はころびて倒る＼もあ

八654図

ころびました︒

ゐましたので︑松村君が︑すべって

五284

マデ走ッタ︒

四262園

テ︑ヒドクコロビマシタ︒

四236スルト︑何カニツマヅイ

ろぶ

ころ・ぶ

こ

と出合つたをぢさんの大隊は︑五六

いつ殺されるかわかり 十一一889 不意に現れた三千齢りの敵

四711このさわぎに︑外の鬼ど

所にころげ落ちてしまって︑若し見
つからなかったらと︑それが又心配

ころこ

もが目をさまして︑向かって
勇ましたが︑頼光たち六人に︑

コロく

になって來た︒

ころころ ︵副︶2

さうして︑これをよけようと

みんな殺されてしまひました︒
六756

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

磁石ヲソバニ持ツテ行クト︑

コロ︿トコロガツテ來テ︑ピシヤ

五千人齢りも殺した︒

六185

ろ

ットクツ着ク︒

て押寄せると︑城から大きな石を四

中からみづくしい白茶色の 六772 賊が︑四方からこれを目がけ

玉が︑じゅずつなぎになって︑ころ

九704

八162園

である︒

八136囹

か殺された︒

五十︑一度に落したので︑玉容百人

ごろ

ころと出て來た︒

ゴロゴロ

大キイカミナリガ︑ゴロゴ

ごろごろ ︵副︶2
一432

く
ロトナリマシタ︒

ち其の人を殺して首を取ってしまつ

四694外の鬼どもも︑あすこへ 八179 待ちかまへて居た彼等は︑忽
た︒

へ三びきと︑ごろ

若し勇氣あらば︑我を殺

つた︒

十371図團

十二価6図人ヲ殺シタル者ハ︑死刑

雪見かな
チョウェキ

五六羽

夏の末野︑つばめが︑電線や

﹇五六羽﹈︵名︶1

モシ

十371図圏
慮ス︒

八36

ごろっぱ

百

雪見かな

又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役二

を殺せり︒

十二769連勝頼︑怒りて直ちにこれ

せ︒

十971図園

くたふれてしまひました︒
ころ︑こ
こほろ

ころく︑ころく

︵副︶3

二ひき︑こ＼

ろ︑ころ︑ころ

ころこうころころ

かべのわれ目で︑

ころ︑ころ︑ころ︑ころ︑

五927圃
ぎが︑

鳴いて居る︒

静かな︑静かな家の中︑

ころく︑ころく︒

ころ︑ころ︑ころ︑ころ︑ひゴく聲︒

五932翻

七257

ころ・す﹇殺﹈︵四・五︶1ーコロス殺

物干竿に五六羽ぐらゐ並んで止って
︽ーサ・ーシ・ース・ーセ︾﹇▽

居るのを︑よく見かけます︒

殺す

いころす・やきころす

ス

ヲコロシテシマヒマシタ︒

二867オヂイサンバ︑オコッテ犬ごろっぴやく ﹇五六百﹈︵名︶1 五六

ころり一こんこうづえ
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途中一度︑セイロン島のコロンボに
考へて見れば香港以來︑

寄港しました︒

﹁︿略﹀︒﹂小僧さんは︑雄々し 十︻描11團

が︑ 白い衣の そろひで ま
ふと︑月は十五夜︑まん圓い︒
九843

織

リート造に代り︑新しい大建築が市

中至る所に聾えるやうになった︒

した︒

若しこれをお仕置にすると

予は今後百人だけの家号

こんがう

な

ち

我が軍にしたがって︑傳令の

しかし︑あの金剛・那智は︑

きんしくんしやう

軍犬の金鶏勃章ともいふべ

のは︑實にこの金剛・那智でありま

き甲號功章を︑始めていたゴいた

かふがうこうしやう

五悩7

でも︑かへって來ませんでした︒

どこへ行ったのでせう︑いくら呼ん

五柵1

るひで︑かみつきまはりました︒

︿略﹀︑敵軍の中にとびこみ︑死物ぐ

役をして居た軍犬金剛・那智は︑

五棚6

参って︑齢生を送ることにする︒
こんがう
こんこう ﹇金剛﹈︵名︶3 金剛 金剛
でんれい

をつれ︑月代りに姉娘・妹娘の許へ

十二襯2園

ます道がないであらう︒

いふことになれば︑今後忠義をはげ

十搦1園

こんご ﹇今後﹈︵名︶2 今後

二回やつて︑二回ともこはれ

﹇紺﹈︵名︶1

こん
それは︑紺とも青とも紫と

てしまひました︒

九1010
こん

十307国

シンガポールも︑コロンボも︑アデ

ごんぎやう

こんきょ

コンタ

がう

剛山

楠木正成がたてこもった千

こん

は︑小鳥のやうにをどる胸を押さへ

剛杖の身支度もかひみ＼しく︑僕等

がう

十一備3リュックサック・水筒・金

杖

こんがう
こんこうづえ ﹇金剛杖﹈︵名︶1 金剛

千人ばかり︒

まことに小さい城で︑軍勢もわっか

こんげう
早城は︑けはしい金剛山にあるが︑

六732

くすのきまさしげ

こん
こんこうさん ﹇金剛山﹈︹地名︺1 金

隣では︑董がくさって引抜け

根氣

くもかう言って︑ころもを脱捨て︑

べて行く︒

﹇勤行﹈︵名︶1

かね

こんきょち

三層地

十一857

やがて︑船は爆音高く根櫨

出動準備の最中である︒
ばくおん

きっすゐ

船は︑思ひ切り吃水深く︑
地へと波を切って行く︒

きんき
然るに︑此の度は近畿地

﹇困苦﹈︵名︶1

十一備7図

こんく

ききん

出水の比にあらず︒

リート造

四條・七條の橋はコンタ

コンクリートづくり

十﹁1210

︵名︶一

方に大里饅起り︑人々の困苦は前の

困苦

残雪を頂く島山の峯を目當に︑根擦

十一894

地を出て行く︒

十一861

とする約百隻の流し呈出漁船は︑今︑

こ﹂北千島の一角を根嫁地

勤行の鐘がさやかに聞かれる︒
こんきょ
﹇根拠地﹈︵名︶3 根擦地

ごんぎやう

く︑堂塔こ﹂かしこに省えて︑書夜

東山三十六峯げに笑ふが如

勤行

掘ったいもを一つ一っていねいに並

ないのを︑星野君が根心よく掘って︑

九7010

﹇根気﹈︵名︶1

もいひやうのない︑深くて︑しかも

こはれる

こんき

明かるい色です︒

︽一

ンも︑皆英國人の纒螢の下に嚢達し
こはい

た都市ですが︑

n＞ねんねんころりよおころりよ
﹇恐﹈︵形︶2

そんなに代々舟の上で死ん

すでに敵戦車の敷毫はこは

﹇壊﹈︵下一︶1

十一117

ごんぎょう

それでは︑あなたも︑た＼
小脇

﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑弓を

﹇小脇﹈︵名︶1

九795

こわき

みの上がこはいでせう︒

五683園

でも︑舟がこはくはないのですか︒

五674園

イ・ーク︾

こわ・い

尼子勝久と名乗つた︒
ころり

昇叙6 百合若は︑ごろりと草の

ごろりと ︵副︶1 ごろりと

上にねころびました︒
コロンブス ︹人名︺5 コロンブス

八悩5 コロンブスがアメリカを獲見
して露つた時︑イスパニや人の喜ん
だことは非常なものでした︒

八七1 一日祝賀會の席上で︑人々が

こは

小脇にはさんで︑ざんぶと水に飛込
コハス

んだ︒

﹇壊﹈︵五︶4

を祝しますと︑一人の男が︑

タ︒

八756
かった︒

八822

︽ーレ︾

こわ・れる

を失ってみる︒

され︑敷毫は火を吐いて進行の自由

十二822

男のくせにとあざけられた︒

つて叱られ︑村の青年たちからは︑

時には︑機械をこはしたとい

され︑通信はたゴ鳩にたよる外はな

電信も電話も敵のためにごは

二90一 マタォコッテ︑ウスヲ﹈
ハシテ︑火点クベテシマヒマシ

す︽ーサ・ーシ︾

こわ・す

代るぐ立って︑コロンブスの成功
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言って冷笑しましたQ

八悩5 これを聞いたコロンブスは︑
し ょ くたく

つと立って︑食卓の上のゆで卵を
取り︑﹁︿略V︒﹂と祝ひました︒

八伽4 此の時コロンブスは︑こつん
と卵の端を食卓に打ちつけ︑何の苦
もなく立てて申しました︒

十一一伽3 ゼノアにはコロンブスの家
がある︒

コロンブスのたまご ︹課名︺2 コロ
ンブスの卵
八目10 第二十ニ コロンブスの卵

八悩4 第二十ニ コロンブスの卵
十一幽6団 波に明け波に暮れる日が︑

コロンボ ︹地名︺2 コロンボ
それから十日間も績いたのですが︑
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︵名︶一

コンコルド

ながら︑釣橋を渡 っ た ︒

コンコルド

したやうな雲が︑金色に︑紅に︑色
づき始める︒

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

十二711図折から日は地平線に近づ

紺青の大空には書の月が淡

紺青

十二伽5 コンコルドの弓場から︑
がいせん

﹇紺青﹈︵名︶1

こんじやう

シャンゼリゼーの大通を過ぎて︑ナ
こんじょう

いふばかりなし︒

十603

ポレオンの凱旋門に至る美観は︑何
といっても世界一の名に恥ちない︒
こんじやう

こんこん ︵副︶4 こん︑こん こん
く出て︑日は西に傾きかけてみる︒

言上する ︽ースル︾

慶喜叛逆の報がいち﹇早く

はんぢやく

十二㎜⁝10

りをお感じになったが︑慶喜の言上

江戸に達した時︑宮はさすがに御憤
するところを一々お聞きになるに及
こん
﹇昆虫室﹈︵名︶1 昆

んくといふ程︑よく張ってござる︒
んで︑
ちゆう

こんちゅうしつ

﹇今度﹈︵名︶32

コンド

こん

塁室
こんちゅう
十104園昆轟室がありますから︑

こんど

そこで調べてごらんなさい︒

やうに︑こんくと眠ってみる︒

ど

︵感︶一

コン︑コン

清水が湧出てみる ︒

こんこん

コン︒

金色

ニ756囹 コンドハキツネ︑コン︑
こんじき
﹇金色﹈︵名︶3 金色

‡きんいろ

こんじき

漕出す船︑ 船は見るく遠く︑ 人

七28圃 やがて︑かけ聲勇ましく
こんじき

も帆も︑金色の光に包まれる︒

七伽4 こ＼かしこ︑置綿を引きのば

いきを吸ひこみました︒

三糾3こんどは︑西の方のと
ほい國に︑やはりあまった土地
のあるのが見えました︒
さうして︑今度は美しい

おちいさんは︑今度こそ︑

銀のをのを持って︑出て來ま

三832
した︒

三選3

木こりの落したてつのをのを
持って︑出て來ました︒

四了5 今度は︑切りたふした木
を︑どうしたらよいかといふ
ことになりました︒

四608もっと進んで行きますと︑
一人の若い

女が︑しくくと泣きながら︑

今度は︑谷川で︑

せんたくをしてゐました︒

今度は︑千本の釣針を作って︑

今度こそは︑千早城も危く見

お上げになりました︒

五柵2

えた︒

六782

ふしぎに思って︑今度は西側

ら︑見に來て下さい︒

七146囹今度新しいお堂を建てたか

七158

戸がしまって︑さっきしまった南側

の口からはいらうとすると︑又其の

今度は︑牛がまぐはを引いて︑

の戸があいた︒

七253

すると︑今度は敵軍に爽見さ

泥水の中を行ったりもどったりする︒

れ︑忽ち一せい射撃を受けた︒

八771

雪の上の涙しい霜野がすむと︑

今度は先生に一人口々滑り方を教へ

八965

ぢやあ︑今度の子馬は僕に

今度は︑弟のオービルが乗り

ていたゴいた︒

四754今まではねをついてゐ 九153

ました︒

世話をさせて下さい︒

九価7園

通ると︑今度は下手を閉ぢ︑上手を

今度は︑私が先に書 十伽3 さうして︑舟が下手の水門を

た花子さんと雪子さんは︑今度
は︑いうびんごっこをすること
にしました︒
きまずから︑雪子さん︑ごへんじ

アヅカッテ

オキ

そこからも二本の足が出ました︒

さうして︑今度は︑水を鼻へ
吸ひこんで︑その水で自分のからだ

五413

は水路に沿うて走る機關車に引かれ

其の一つくを︑今度は前と

ながら︑静かに奥へ進みます︒

十伽1

それにしても︑山川さんは

反転の手績で降って行くのです︒

十衛7園今度は︑みんなりっぱな方

今度も又第一位か︒

今度ハ︑前ノ方ノ足ヲシキリ 十襯8園

を洗ひました︒

グリ始メマシタ︒

ニ動カシテ︑コノ綜ヲ自分ノ方ヘタ

五794

今度は上手の水門が開き︑船

スコシイクト︑コンドハキジ

ヲ︑

今度は︑胸の爾わきが破れて︑ 十餌2

開いて舟を通します︒

コブ

五156

を下さい︒

アル

一生けんめいになって︑

大回は︑こんどこ
しかし︑

コンドハキツネ︑コン︑

そと︑

三291

コン︒

二755圓

マセウ︒

ニ

二704園 コンド來テクダサル時
マデ︑オヂイサンノ右ノホホ

ガキマシタ︒

十405 底はごく淺いが︑こんくと 一652犬トサルヲツレテ︑マタ 四807園

今度

こんこん ﹇渾渾﹈︵形状︶1 こんく

十8510 聞多は︑痛みも感じないかの

こんこん ﹇昏昏﹈︵形状︶1 こんく

く張ってござりま す ︒

鳴くやうに︑こんくといふ程︑よ

十二612園 これ︑此の通りきつねの

十二572園きつねの鳴くやうに︑こ

をきりはじめました︒

三873をのでこん︑こん︑と木

こん︑ときってゐました︒

三786をのに力を入れて︑こん︑ごんじょう・する ﹇言上﹈︵サ変︶1

く

コンコルドーこんど

こんどう一こんにち

694

ばかりのやうです ね ︒

十爾3園 あ＼いふ連中が今度も出る
やうでは︑士爵もおしまひだよ︒

十術5園 今度は其の眞劒のたまもの
だ︒

十一捌6 一々すると︑今度は如何に

とたんに ︑ 今 度 は ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

もものすごい︑いはば奇怪な物の精
しばふ
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑
十一悩5

﹇金堂﹈︵名︶7

金堂

と耳もとをかすめる鋭い音︒
こんどう

十二鵬9図

東大寺の金堂は天空高く

コンナ

こんな

聾えて︑五丈三尺の大佛︑一千二百
︵形状︶26

年の面影を残せり︒
こんな

さうすると︑こんなに

こんな山城一つ︑何ほどの事

居ると︑﹁︿略﹀︒﹂といふおとうさん
のお聲︒

六736

があるものかと︑賊が城の門まで攻

十一195園

わたしがこんなに病氣で︑

何時とも知れない身になってみるの

こんな小さい望遠鏡でさへ︑

に︑あなたは雀の子に夢中なんです

か︒

はっきり見えるのですから︑噴火口

十﹁研3

は非常に大きいものだといふことが

十が績いて下ったからとて︑少しも

君︑こんなに早くお参り

じゃまになるわけではない︒

十二928園

あの恐しい形相から︑どう

とは感心だね︒

十二備8

してこんな聲が出るかと思はれる程

わたしが︑こ＼で︑こんな
に叱られて居ようとは︑おとうさん

彼が織機の研究を始めてから

﹇困難﹈︵名︶4 困難

八857

こんなん

美しい聲である︒

こんなことを考へて居ると︑

三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と

すみだ

くわん

關

さうして︑こんな事もあっ
こんな事で日本の將來をど

途中の困難名状すべから

如何なる困難をしのびて

困難に際會すると︑自ら人

＄

しかも彼屈せずして募集

﹇今日﹈︵名︶28

難なる工事を進めたりき︒

こんにち

今日

に力むるとともに︑一歩々々其の困

十二柵4図

こんなん ﹇困難﹈︵形状︶1 困難

の心がわかるものである︒

十二338

も︑ちかって此の企を成し遂げんと︑

十一個7図

ず︒

十一937図

此の成功を見たのである︒

雪舟は︑何だか悲しくなって︑とう

しば

ひ
大きいのは︑上野公園・日

戦ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に
や

うする︒

八866

人々は︑何のためにこんな事
みましたが︑

を言出したかと思ひながら︑やって

八伽9

こんな事もあった︒

八809園

たと︑世の中に傳へてもらひたい︒

七343園

こんなものだらうQ

東大震災後に出來た隅田公園︑まあ︑

とうだいしんさい

比谷公園・芝公園︑それから︑

ゴ

六溜5園

く︑しくく泣出しました︒

六川3

らっしやらないだらう︒

もおかあさんも︑ゆめにも思ってい

六柵9園

十一一279 だから︑こんな筏の十や二

考へられます︒

さうして︑こんな大火事の起

よりたくさん來るので︑いくら餌を

六999

ます︒

やっても︑すぐになくなってしまひ

二451囹コンナヨイ子ヲ︑ネズ 上ると︑
ミノオ賢愚サンニスルノハ
六901 こんな雪の朝などは︑いつも
ヲシイ︒

三伽7園

こんな時に玉手箱をあ

はがわるくならないでせう︒

けたら︑どうかなるかも知れな

つたのも︑或家の子供が︑マッチを

三重3

すって︑其のもえがらを土間に捨て

あなた方は︑よく平氣で居られます
ね︒

は＼あ︑こんな事をして︑
ぼんやり︑こんな事を考へて

だましうちにしようとするのか︒

六56園
六439

たのが︑もとだといふことだ︒

いと思って︑

ですから︑切るのも大へんで

四了1こんな大きな木のこと

十﹁261 中門と︑塔と︑金堂と︑其
の入組んで見える屋根が︑一歩々々

した︒

進むにつれて︑ゆらぎながら私の方
へ寄って釣る︒

ガホシテアルカラ︑ヲヂサンモ︑

ケフハ︑コンナニモミ

ヲバサンモ早クカヘルヨ︒

十一264 塔と金堂は︑ともすると松 四513園
の梢に見えがくれするが︑中門だけ

コンナコトヲ何ベンモ

こんなきれいな着物は︑
まだ見たことがない︒

四鵬6園

書辞近ヅイテ來マス︒

クリカヘシテヰルウチニ︑冬ガ

四協3

は︑最初からありったけの美しさを
誇るやうに︑極めてあらはである︒

十一2711 中門をはいると︑左に五重
の塔が大空高くそ＼り立ち︑右に金
堂が荘嚴にひかへ︑其の奥︑正面に
講堂の雄大な姿が見られる︒

かうだう

こんな小さい神様を︑私は︑
見たことも︑聞いたこともありませ

五599園

が︑不思議によく調和して︑こ＼に

ん︒

十一287此の高い塔と荘嚴な金堂と
美の中心を形作ってみるのである︒

堂であるが︑それでみて︑これも不

十一298 金堂はもちろん荘嚴な大殿 五665園 こんなに海が荒れるのに︑
思議に私たちをおさへっけようとし
ない︒

十一304 私は︑建築の美しさから轄
じて金堂にはいっ た ︒

695
こんにちいご一こんや

きょう

又煙の都と呼ばれて︑今日のやうな
でふ
源氏物語五十四帖は︑我が

其の構造は︑血膿今日のもの

ならなかった︒

ました︒

次にか＼げる文章は︑源氏

法隆寺が約一千三百年の古

古越美の木造建築を世界に誇り得る

きせき
のは︑全く一つの奇蹟であって︑

き姿を其のま＼に今日に傳へて︑最

十一317

日の國語で表したものですが︑

物語の一節を簡軍にして︑それを今

十一161
かんたん

文學としてみとめられるやうになり

國第一の小説であるばかりでなく︑
やく
今日では外國語に繹され︑世界的の

十一159

に似てみる︒

七731 大阪が︑水の都として爽達し︑ 十樹10
大都市となったのには︑まことに尊
いいはれがあるといはねばなりませ
ん︒

八湘2 ハワイが今日のやうに護達し
たのも︑ほとんど日本人の力だとい
つてよいといはれてみる︒

八伽3 有名なワイキ・の海岸は︑今
日︑文明を誇る公園地帯となり︑海
水浴場となってみるが︑

九1610 それ虹鱒今日までわっか三十
幾年を経たに過ぎませんが︑

九柵7 我が國は︑神代このかた萬世

園の一に数へらる＼︑またむべなり

今日︑瀬戸内海が國立公

といふべし︒

十一543図

ひなき國膿を成して︑今日に進んで

一系の天皇をいたゴき︑世界にたぐ
來たのであるが︑

試みに︑今日若し片罪名も
平假名もないとして︑漢字ばかりで︑

十一653

以來の感情・精神がとけこんでをり︑

我々の日常使ふ言葉を書きあらはさ

九柵10 だから︑我が國語には︑祖先

さうして︑それがまた今日の我々を

神武天皇や日本武尊の

やまとたけるのみこと

うとしたら︑どうなるであらう︒
じせき

てるる︒

古事記にのせられて︑今日に傳はつ

御事蹟︑其の他古代のすべての事が

十一678

結び附けて︑

こ＼に売りて我を待て︒

十944図園 今日より五日目の朝︑
十9410図園 今日より五日目の朝早く
來れ︒

我々は今日古事記を讃んで︑

國初以來の歴史を知ると共に︑其の

十一681

もあるのですから︑今日の大ていの

ありくと盗むことが出來るのであ

言葉を通して︑古代日本人の精神を

十伽10 長さ約三百米︑三宝三十四米
船は︑ちゃんと中にをさまります︒

る︒

十一捌7

今日私たちは︑それが死の

十欄1 それが今日の如く襲達して︑
一に

スチーブンソンの力にまたなければ

重要な交通機關となるのには︑

世界であると知っても︑やっぱり月
がなかったらさびしい︒

さういふ石器になると︑ず

今

工を終へ︑其の後又改築せられて今

日に至る︒

今日以後は︑一身一家をか

こんにちいご ﹇今日以後﹈︵名︶1

日以後

十ニー07

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

十二958

今日ハ

オバアサン︑今日ハ︒

遠く眼を放てば︑紺碧の色

こんぺき
﹇紺碧﹈︵名︶1 紺碧
ニんべき

てるる︒

こんもり

こんや

と

ろ

こんもり

大木がこんもりと生ひし

つま先上りの廣い道をたどり

﹇今夜﹈︵名︶1一 コンヤ

霧に包まれてるる︒

今夜

た山が見上げる程迫って︑其の頂は

ながら進む前には︑こんもりと茂つ

十384

たうにものすごい山でした︒

げり︑書でもうすぐらくて︑ほん

四584

︵副︶2

其の果に能登監置の山々が紫に煙つ

の

をたたへた沖の潮にかもめが飛んで︑

十一川3

こんぺき

四487園

こんにちは ﹇今日﹈︵感︶−

出直するのである︑自分は︒

となって︑いやしい身ではあるが︑

へりみることなく︑天皇陛下の御楯

らうとしても︑ちよつと出來さうに
當時捨てられた貝殼が今日

もないのがある︒

十ニー15

まで残って︑畠の上などに現れ︑私
鐵器時代といへば︑かうし

たちの目につくのである︒

重訂ー34

た古い時代から︑實に今日の我々の

時代まで績いてるるわけで︑從って
其の遺物は殆ど無手といへる︒
しせき

今日これらのものが︑或は

博物館に保存され︑史蹟や國寳など

十ニー61

に指定されてるるのがあるのは︑

五千年の昔から︑自ら耕し
て食ひ︑自ら掘って飲むといった簡

十二227

軍な生活を︑其のま＼今日に持越し
ひでよし

て來た彼等は︑

秀吉がこ＼に目を着けて城
いへやす

を築き︑更に家康に信任された池田

十二706
てるまさ

輝政が︑︿略﹀︑今日に見る優美にし

て堅固極まりなきものに造り上げた︒

ヲヂサン︑

コンヤモ︑

マ

四667園 私どもは︑毎日︑野や
山にばかりねてゐましたが︑

イ︒

タカゲエヲシテ見セテクダサ

二745園

ナリマセウ︒

更にいへば︑本丸・二の ニー17園雨ハ﹈ンヤノウチニ
ヤンデ︑アシタバ︑天キガヨク
丸・西の丸の三丸が︑これ程まで完

十二729

全に残って︑今日の我々に昔の姿を
殆ど其のま＼に見せてくれる︒
波浪高き海上の小島に︑

燈塁を築かんとするが如きは︑今日

十二価10図

白洲燈塁は︑明治六年に

といへども容易のわざにあらず︒

十二佃9図

今夜は︑おかげでゆっくり休ま
れます︒

五99国 今夜は︑こ＼でとまります︒

十二佃3

修行者は︑座を立ってあた

りを見廻したが︑佛の御姿も人影も

さ・かたじけなさ・かるさ・かわい
さ・くらさ・けだかさ・さびしさ・さ

︵感︶28

サア

さあ

羅刹は座に着いて︑おもむ

ない︒

さあ

ろに口を開いた︒

十二佃7

むさ・さわがしさ︒しずかさ・しずけ

ましさ・つうかいさ・つよさ・とうと

すばらしさ・するどさ・たかさ・たく

五557囹イヨく今夜↓晩ニナツタ︒ さそのもの・すさまじさ︒すずしさ・
六836園 今夜は︑大分積るかも知れ
ないそ︒

さあござれこ＼までござ

さあ︑いくら︑さあ︑いく

人が﹁さあ︑いくら︑さあ︑いくら︒

八佃7囹

ら︒

さあ︑︸騎討の勝負をいた

九477図圃

れ雀の子

九792園

トイッタラ︑一ショニ舟ヲ出

はたぬきだよ︒

三647園

サア︑ドウゾ︒

三豊4園さあ︑私のせなかへお

三982園

さあ︑出かけませう︒

さあ︑來たぞ︒

のり下さい︒

四353園
五299園

け︒

五464園さあ︑役所へ引つばつて行
さあ出來たぞと思ふと︑うれ
しくもある︒

六526

うかな︒

さあ︑そなたの其の歌とい

さあ︑こ㌧へちよつとお

ふのが聞きたいものですね︒

十川6園

十一1911園

さあ︑君ものぞいてごら

すわりなさい︒

ん︒

十一価4園

十二榴5園さあ︑これへおすわり下

さい︒

デリヤは何とだ︒

十二駕2園さあ︑いとしい末のコー

サアサア︑早クオキナサ

さあさあ︵感︶2サアサアさあ︑

六852園さあ︑二階へ上って︑見て
さあ︑長短の槍について︑

七糾8園

さあ

イ︒

二川1園

ザアザア

四382圃園さあ︑さあ︑集れ︑月

が出た︒

アメハ︑ザアザアフッテ

︵副︶2

一436

ざあざあ

其の刀に見おぼえがあった頼

しまひました︒

來ぬといふので︑石のらうに入れて

朝は︑さあ︑此の女にはゆだんが出

八402

くはしくお考を承りたい︒

來るかな︒

ろ共に切っておくれ︒

三432園さあ︑刀を出せ︒
十847園さあ︑お放し下さい︒
さあ︑ぼくはうさぎ︑君 十852園さあ︑切るなら︑此の母も

スノデスヨ︒

さう︒

﹁353園

＋6510園いたづら好きの魔物だから

さ

サア︑オアガリクダサイ︒

八522 軍隊が今夜此の町を通るので︑ さ・ながさ・なごやかさ・なつかし
さ・はやさ・ひろさ・ふかさ・ふしぎ

十一8611圏今夜はなぎらしいが︑水 さ・にぎやかさ・にぎわしさ・のどけ

みずしさ︒めまぐるしさ︒ゆかいさ・

さ・ふとさ・ほしさ・まちかさ・みず

通れば︑明日正午はいよくナポリ
わびしさ

十︸僻5團 今夜︑半島南方の海峡を

温や海流はどうだい︒

二752囹サア︑犬デス︒
九戸5園 彌次さん︑さあ行かう︒
三377園サア︑私ガ︑↓︑二︑三︑ 九榴8圏 さあ︑持って行って下さい︒
十431園さあ︑そろく瀧見に行か

です︒

婚約

十一榴5園 君︑今夜うちへ來ないか︒ さ ︵終助︶9さ
十一一859 其 の 退 路 を 完 全 に 断 っ て ︑
七麗7園 そこが日頃の手練さ︒
高く日章旗をひるがへすのは︑今夜
九価5園 牡さ︒
か︑明朝か︒
十382園だまってついて守るさ︒
十425園どうともならないさ︒
こんやく
﹇婚約﹈︵名︶2 婚約

さ︒

十備4園 全くえらいからさ︒
十悩6園 あのかさ㌧ぎの巣を見てゐ
るのさ︒

それからのみ物といふの

十﹁価1囹買ったのさ︒
十二麗3園
︵間助︶1

が人間の生き血さ︒

座﹇▽おおぐまざ・

それがさ︑あってみると︑
﹇座﹈︵名︶3

七川9園

さ
ざ

十襯6

かしおべいあざ・かみざ・こぐまざ

たり見て︑﹁︿略﹀︒﹂とひとり言のや

八佃7園

せり市へ行って見ると︑商
うに言ふ︒

父は座にもどりながら︑一わ

あたたかさ・あつさ・あやうさ・あり

もさ・おもしろさ・かしこさ・かた

きさ・おそろしさ・おもくるしさ・お

がたさ・うつくしさ・うれしさ・おお

﹇▽あおさ・あか る さ ・ あ ざ や か さ ︒

さ

ませぬ︒

十二襯8園丁は持参金と婚約は致し

れをお果しになるおつもりか︒

末娘とのかねての婚約︑あなたはそ

こんやく

十二襯4囲 ︵フランス王に︶大王︑

こんやく

さ

こんやく一ざあざあ
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ざあっと一ざいごうぐんじん

キマシタ︒

票

彩豊

しまひ︑めいく身輕になって︑校
舎の後の菜園に集った︒
﹇彩画﹈︵名︶1

玉垣に連なる鳥居の奥に︑

︵サ変︶1

荘嚴のおもむきをそへたり︒

さうごん

﹇際会﹈

困難に際會すると︑自ら人

蔵する ︽ースル︾

さいかい︒する

十二338
の心がわかるものである︒
才氣

宣長はまだ三十歳鯨り︑温

﹇才気﹈︵名︶1

細工

細工

細工のうまい大工が︑必

最鏡鞍をしてから仰ぎ見ます

は銅で︑其の後に銅とすずとをまぜ

た青銅が使はれ︑最後に鐵が使はれ

八571

るやうになった︒

葉だつた︒

加することが出石なかったのが︑く

十二902園

見ると︑兄うかしは︑自分の

さいご
﹇最期﹈︵名︶3 最期

やしくてならぬ︒

さいご

六98

さいこ

しかけたおとしにかかって︑あはれ

これが名人といはれた自分の

な最期をとげて居ました︒

七349

最期だと思って︑用光はとくいの曲

さいご

を静かに吹始めた︒

十878此の母の慈愛によらなかった

﹇再興﹈︵名︶2

彼等は︑鹿介を中心として︑

再興5あ

ら︑三十歳の井上聞多は︑山口在に
さいご
非命の最期を遂げたであらう︒

四864

今日より後は︑力を合

在郷軍人

停車場デハ︑村長サン︑校

ザイガウ軍人

ざいごうぐんじん ﹇在郷軍人﹈︵名︶2

憤りを休め奉らん︒

はせて源家の再興を計り︑父上の御

十一一526図書

主家の再興をくはだてた︒

九838

まごけさいこう

最後に女の畜を書いて︑其 さいこう
これは︑學問の研究には

最後は又急流の岩に激し︑

あの時︑最後の突撃に参

十一一895 これが︑分隊長の最後の言

ず︑熱心に戦況をごらんになってい
最後

と︑︿略﹀︑陛下は外たうをも召され

最後

さいご

﹇最後﹈︵名︶12

らっしやいます︒
さいご

さいご
かうして︑家は最後まで無事

であった︒

六器3

日も暮れんとする頃︑
﹁︿略﹀︒﹂の一語を最後として︑遂に

九牛9図

彼は︑すごくとして最後の

息絶えたり︒

十754

東海丸は沈没したのである︑

ボートに身をゆだねた︒

十759

しゅ猷かん

一度黄熱病にか＼つたが最後︑

十一樹9

たちに堅い握手をしました︒

と言って︑其の黒い大きな手で︑私

十一柵1國さうして最後に︑﹁︿略﹀︒﹂

後の目的に達するやうになさい︒

て︑それから一歩々々高く登り︑最

特に必要ですから︑先づ誌面を作つ

十一735園

の鼻を赤くぬって見せた︒

十一229

ばたく死んで行きます︒

人は熱にうなされ︑黄色くなって︑

十個2

和な人となりのうちに︑どことなく
最近

最後の瞬間まで︑非常汽笛を鳴ら

﹇最近﹈︵名︶3

し績けた久田船長もろ共に︒

さいきん

才氣のひらめいてみる少壮の學者︒

十一714

さいき

際

模門は︑一幅の彩壼に似て︑しかも

ろう

すがくしき赤松の木立を負ひたる

十28図

さいが

二627アル日︑山デ木ヲキッテ
ヰルト︑雨ガ︑ザアザアフッテ
來マシタ︒
ざあっと ︵副︶1 ざあっと

五824 ざあっと︑つめたい水をかけ
ると︑い＼氣持だ︒

そ

孔子は楚の國へ行かうとし

﹇票﹈︹地名︺1

八槻2園 さあ︑のう︒

さあのう ︵感︶1 さあ︑のう
さい
十一一334

て︑弟子たちと共に︑陳・藥の野を
旅行した︒

さい ﹇歳﹈←くさい・ごじゅうよさ
い・さんじっさい・さんじっさいあま

かは︑最近まで︑はっきりわかりま

九629其の聲の主がどんな鳥である

り・さんじゅうしさい・しごさい︒し

しちさい・じっさい・じゅういつさ

しかし︑最近になって︑これ
ミラン・ローマ︒ナポリは︑

﹇細工﹈︵名︶2

十二353園

十糾8囲

←かいざいく・やしざいく
さいく
島民の細工といふ人形や︑

さいく

最近の活動にめざましいものがある︒
さいく

古都としてよりも︑現代都市として

十二梛4

を疑ふ人もありました︒

九655

せんでした︒

じっさい・しちじっさい・しちじゅう
い・じゅうごさい・じゅうばつさい・
じゅうろくさい・にじゅうしさい︒に

じゅうばつさい・はちじゅういつさ
い・はっさい・ろくじゅうくさい
さい ﹇際﹈︵名︶1 際εむへんざい

罪悪

十802 うつ向けになった際︑刀が背
中へ廻ってみたのである︒
﹇罪悪﹈︵名︶1

ざい nVやまぐちざい
ざいあく

ちつじょ

十二旧8 此の世を不道理や罪悪の行

ン所ノ人出チガ︑大事イ集ッテ

八536 ﹁︿略V︒﹂といたはりながら︑

ヰマシタ︒

長サン︑ザイガウ軍人︑青年クンレ

それも一番初に使はれたの

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑三

十ニー25

つて︑

人の心はもう驚と感激で一ぽいにな
最敬

ず人にほめられるときまってはみな
﹇最敬礼﹈︵名︶1

い︒

禮

さいけいれい

はれない︑平和な秩序正しいものに
菜園

することが其の目的である︒
﹇菜園﹈︵名︶1

九693 大急ぎで当校道具をかばんに

さいえん

さいこうさん一さいちゅう

698

﹇再三再四﹈︵副︶1

再三再四︑考へた結果︑

さいさんさいし

再三再四

在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團
の人々が︑並んで変湯をついで上げ

十箇1
さいし

﹇再四﹈←さいさんさいし

﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

て居ます︒

さいがう

さいがう
さいこうさん ﹇西郷﹈︹人名︺1 西郷
さん

てふ

﹇採集﹈︵サ変︶1

妻子がこひしくなったか︒

さいしゅう・する

十192囹

六槻2園あのゑはがきにあった西郷 さいし ﹇妻子﹈︵名︶！ 妻子
﹇西郷隆盛﹈︹人名︺

さんの銅像は︑どこにあるのですか︒
さいこうだかもり
さいがうたか

採集する ︽ーシ︾

さいがうたかもり

1 西郷隆盛

學博物館へ行った︒
さいしょ
﹇最初﹈︵名︶11 最初

最初

最初はたゴ幅の廣い掘割です

へば︑ライト兄弟の苦心に成った十
ないし
二秒乃至五十九秒の飛行で︑

十櫛4

が︑約十三粁も行くと︑向かふに大

これが︑そもく汽車といふ

きな水門が現れます︒

十観3

ものを造らうとした最初で︑今から

﹇▽ございせいちゅう

︽一

貸した金を返せと言って︑

︽ースル︾

さいそく・する ﹇催促﹈︵サ変︶1 さ

いそくする

甲がさいそくする︒

十二塒3

其の上で︑一番孝行の心

さいだい ﹇最大﹈︵名︶1 最大

ある者に︑最大の恩恵を與へるであ

十二櫛11園

らう︒

たまけん

玉縣

さいたまけん

それによると︑埼玉縣の賢所

大理石でた﹂まれた占形の

な氣がする︒

う 最中﹇▽まっさいちゅう

さいちゅう ﹇最中﹈︵名︶4

公學校では︑ちやうど學藝

がくげい

今︑美しいテープの投合ひの

十272囲

最中です︒

七観5

よい酒を持ってゐます︒

四668園 ちゃうどお酒もりのさ
いちゅうのやうですが︑私も

さいちゆ

神秘な儀式が︑目の前に浮かぶやう

祭壇の前に立つと︑︿略﹀夜明前の

十ニー91

天を祭られた昔がしのばれる︒

壇等の祭壇があって︑歴代の皇帝が

十ニー88北京には︑日田・月壇・天

さいだん ﹇祭壇﹈︵名︶2 祭壇

のだといふことがわかりました︒

で︑試みにしるしを附けて放したも

八67

さいだいじ
さい
﹇埼玉県﹈︹地名︺1 埼

塔と金堂は︑ともすると松 さいだいじ ﹇西大寺﹈︵名︶1 さいだ

百数十年前の事であった︒

十二鵬図

いじ

十一266

の梢に見えがくれするが︑中門だけ

最

さいたまけん

は︑最初からありったけの美しさを

其の最初の一音が︑すでに

誇るやうに︑極めてあらはである︒

十一柵7

きやうだいの耳には不思議に響いた︒

裁判は︑事件の輕重によつ

﹇際﹈︵サ変︶1

たまく交易のため︑

際す

最上階から眺めると︑姫路
しかま
市街はもとより︑飾磨平野が一目に

ざいせい

こふ︒

林藏︑切におのれを伴なはんことを

コー二の大陸に渡らんとするに際し︑

十一959図

シ︾

さい・す

見渡される︒

十二6910

下の奇観です︒

眺めたニューヨークは︑それこそ天

九608圏高層建築の最上階に立って

﹇最上階﹈︵名︶2

て︑最初厘裁判所又は地方裁判所で

十二佃10

行はれるが︑

最初は︑それと氣もつかぬほ

さいしょ

どでしたが︑後には︑だんだんふく

さいじょうかい
さいしょ

満洲事攣の最初の夜の事でし
最初に出たのは︑もう二葉の

上階

れ出して︑とうく︑それが二本の

五145

しょ

﹇▽じんるいさいしょ・にっぽんさい

さいしょ

と思って︑妹と一しょに︑上野の科

夏休に採集した蝶を調べよう

十88

かつやすよし

盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回の

もり

十二欄1 江戸城は︑官軍方の西郷隆
會見で︑しかも談笑の中に開城の約
が成立した︒

さいこうてん ﹇最高点﹈︵名︶1 最高

十一伽10 今こそ︑二千七百六十三米
﹇西国﹈︵名︶1 西國
たいはん

の最高貼に立つたのである︒
さいごく

黒棚4

まんしうじへん

かはいらしい足になりました︒

のこぶと見た家康が︑輝政をして

た︒

十二714 中國・西語の大藩を目の上
こ＼に金城写譜を築かせたのは︑ま

七咽8

兄のウィルバーが︑最初に乗
飛行機は日々に改良せられ飛
ですが︑それにしても其の最初とい

行技術もまた非常な進歩を遂げたの

九177

りました︒

九139

はいって行きます︒

を取るに從って︑だんく深い所へ

七954最初は淺い所に居ますが︑年

つて出て來ました︒

間から︑小さい本葉が柔い毛をかぶ

ことに故あることと考へさせられる︒

︵名︶1 西國第一番

さいこくだいいちばん ﹇西国第一番﹈

名高く︑西國第一番の札所なり︒

前捌4図 古來那智観音の名によりて
さいこさいび ﹇最古最早﹈︵名︶1 最

古最美
き姿を其のま＼に今日に傳へて︑最

十一317 法隆寺が約一千三百年の古
古最美の木造建築を世界に誇り得る

きせき
のは︑全く一つの奇蹟であって︑
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會の最中でした︒
こんきょ

十一858 こ＼北千島の一角を根草地

最頂

とする約百隻の流し導出漁船は︑今︑

﹇最頂﹈︵名︶1

出動準備の最中である︒
さいちょう

災難

十一伽8 最頂は︑十人とは乗れない
﹇災難﹈︵名︶1

程狭かった︒

さいなん

八79 五時に不意のあらしや︑其の
他思ひがけぬ災難にあはぬとも限り
ません︒

て︑画法の趣旨は︑これによって實

れぬとしたら︑せっかくの國法も便

有罪の判決を下して刑を言渡し︑或

其の他の讃壕を取調べた上で︑或は

サイパン

ふ︒

があって︑

サイパンとう

だいしん

ふとう

サイパン島

民営の埠頭でお別れしてか

サイパン島

さいび 且▽さいこさいび

十26図

パン島に着きました︒

ら︑五日目の十月二十日︑私はサイ

十246団

︹地名︺2

方裁判所・控訴院・大審院の四階級

こうそ

十一一櫛4 裁判所には︑厘裁判所・地

裁判は︑裁判所で判事が行

は無罪の判決をする︒

︹地名︺3

サイパンは︑さすが南洋の

十二柵3

値を失ひ︑我々は安心して生活する

サそパン

といはねばならぬ︒

秩序を維持するための大事な仕事だ

裁判は實に︑正義を保護し︑

ことが出來ないであらう︒

裁判は︑裁判所で判事が行
裁判は︑事件の輕重によつ

十一一籾4

現されるのである︒

十二㈱3
ふ︒

十一一櫛9

て︑最初厘裁判所又は地方裁判所で
行はれるが︑

げんくわん

十251国

玄關口といはれ．るだけあって︑埠

十二櫛11此の第一審の裁判に不服な
者は︑地方裁判所又は控訴院に控訴

サイパンを出た私たちの船

頭は實に堂々たるものでした︒

十277囲

し︑

其の裁判になほ不服な者は︑

は︑途中テニアン・ヤップの島々に

十二旧1

もう一度大審院に上告することが出

罪人

寄港し︑それからパラオへ向かひま

﹇罪人﹈︵名︶1
來る︒

ゑつちゆうのかみ

十244

﹇裁判所﹈︵名︶5

サイパン

すると︑そこに革の財布が落

革の財布です︒

旅人は︑ゆめかとばかり喜ん

れて居る︒

の目からは涙がひっきりなしにこぼ

で︑財布を幾度かいたゴいたが︑其

七佃9

布を出して渡した︒

七佃8 ﹁︿略V︒﹂と言って︑人夫は財

七島2囹

ちて居た︒

七価6

テニアンは︑サイパンやロ さいふ ﹇財布﹈︵名︶8 財布
タの島々と共に︑砂糖の生産地で︑

十279困

つまり裁判を念入りにするためであ

さいばんしょ

︵一︶

裁判について誰でも心得て サイパン ︹題名︺一 サイパン

南洋の寳島といはれてゐます︒

十二旧10

おくべきことは︑
裁判について誰でも心得て

所﹇▽くさいばんしょ・ちほうさいば

十一一旧11

おくべきことは︑民事裁判では︑裁

んしょ

裁判

る︒

上訴し得るやうになってみるのは︑

した︒

十悩2 彼等は罪人として︑一先づ細

砕破す

かういふふうに︑二回まで

十二旧4

﹇才能﹈︵名︶1

けといふことになった︒
さいのう

へた︒

さいは・す
︽ーセ︾

判できめられたことに服從すること

十一一旧6

それがあなたのやうなお方

に拾はれて︑子下の財布をいた窟か

七伽2園

せてもらひましたが︑いたまいたの

さうして︑それがどうも放

は︑財布ではなくて私の命でござい

十二悩5

の主張が正しいかを判断し︑

た場合に︑裁判所は︑︿略﹀︑どちら

かういふ法律上の雫があっ
であり︑

裁判の目的は︑決して人を
孚はせたり︑人を罰したりすること

十二柵7

十二目7 第二十 裁判

ではない︒

火らしく思はれ︑乙が其の犯人では
若し裁判がなかったとした

なからうかといふ疑のある場合に︑

ます︒

十二柵10

ら︑人々相互の孚が果しなく行はれ

公益を代表する役人たる検事が裁判

けんじ

いじさいばん︒みんじさいばん

て︑力の強い者が勝ち︑わるがしこ

七五7 しばらくして︑﹁︿略V︒﹂と言

なくて私の命でございます︒

いたゴいたのは︑財布では

十二悩10 裁判は︑要するに國法の規

所に訴を起し︑

七三3園
い者がまぬがれることになるであら

裁判所は︑検事の主張と︑

被告人たる乙の辮解とを聞き︑工人

十二旧5

定を實際問題に當てはめることであ

若し又︑裁判が公平に行は

う︒

十二靭2

る︒

十二価11 其の判断決定が裁判であっ

さいばん ﹇裁判﹈︵名︶13 裁判←け

十二偶2 第二十 裁判

さいばん ︹課名︺2 裁判

洲の暗礁に慣れて砕破せる船あり︒

十二個2図 一日暴風至り︑又もや白

﹇砕破﹈︵サ変︶1

弟子の才能に鷹じてわかる程度に教

十二369 孔子は弟子に道を説くのに︑

才能

川越中守以下︑四人の大名にお預

ざいにん

さいちょう一さいふ

さいほう一さえ
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つて︑財布の中に手を入れた︒
ぱうしう

七捌8園はるぐ房州へ出かせぎに
行って︑れふをして居ましたが︑仲
間の者が國へ送る金をあづかって︑

﹇裁縫﹈︵ 名 ︶ 一

サイホウ

此の財布に入れて來たのです︒
さいほう

しゃんはい

かった西洋諸種の話術を採用するた
め︑敷學もまた西洋の敷學によらな
在來

ければならなかったからで︑
﹇在来﹈︵副︶1
在來何かの機會に獲掘され
せき

﹇材料﹈︵名︶1

棺が現れ︑

くわん

ざいりょう

﹇幸﹈︵副︶2

でたりと知るべし︒
さいわい

幸ひ

十梱4 幸ひ︑此の病氣のなかだちを
か
するものが︑蚊であることがわかつ
たので︑

しかし︑幸ひ船に強い私

さへ

は︑毎日か＼さず食堂へ出る程元氣

十一幽3国
でした︒

サへ

一つでさへ︑あれだ

これさへあれば︑

︵副助︶33

五伽4園

元來昔の歴史を知るには︑ さえ

︿略V︑古墳などから出る古代の遺物

馬は︑

其ノ先二目が附イテ居ルカラ︑

目には涙さへ浮かべて居た︒

幾分黄色に見えるのさへあり
其の中に織機の改良を思ひ立

帯をきちんと結んだ女の姿さ
そばにはハワイの日本字新聞
其の大きい物を作りさへすれ

九607国津へると少々をかしくさへ

所々に地面の赤い色さへあら

なって來ます︒

九佃6

中には國語といふことさへも

機内では自分の聲さへ聞えな

はれてみる︒

九幣7

い︒

心立6

泣きたいやうな氣さへしまし

國民でないとさへいはれてゐ

考へない人がある︒

る︒

九三10

た︒

十握5

暇さへあれば︑

十一611図圏白雲にはね打ちかはし

後には痛いやうにさへ感

飛ぶかりの数さへ見ゆる秋の夜の月

なつかしいもののやうに

家賃さへも彿へない今の

こんな小さい望遠鏡でさへ︑

打寄する波の音さへ何事

十二426

前半分を聞いてさへ私は

かすかな寒さをさへ感じる︒

十二梱11

其の一つの見物にさヘ一日

人影を見ない自然郷をさへ

や二日はか＼り︑

十二佃6

喜びにたへないが︑

十二柵7園

をか語るに似たり︒

十二83図

はっきり見えるのですから︑

十一研3

身の上ではないか︒

十一価10園

さへ思はれます︒

十一塒7困

じました︒

何ともいへないいやなにほひ 十一四1国
七364

此の六年さへたいくつだらう

ば︑

九107

さへ置いてあるQ

八佃7

へまじってみる︒

八佃2

て歩いた︒

ち︑ひまさへあれば方々の織場を見

八821

ます︒

八46

と思はれるのに︑

七999

さへする︒

七186

ソレサへ水ノ上へ出シテ置ケバ︑

六宙9

さへ︑あの通りおそい︒

六705園牛は︑ひづめがわれて居て 十籾7 生まれつき機械の好きな彼は︑

け早いから︑

六699園

サイレン

遠く走るポンプ自動車のサイ

︵名︶3

半鐘の音︑サイレンの音︑人

晴渡った空に︑正午を知ら

せる町のサイレンが長長と響いた︒

十二価3

で聞える︒

の聲などが入りまじって︑遠くの方

六943

レンの音も聞える︒

六938

サイレン

も尊い材料となるのであるから︑

十ニー510

材料

たところでは︑石で築いた室や石

十ニー410

ざいらい

ニ322 オカアサンガ︑サイホウヲ
ざいもく

シテイラッシャイマシタ︒

に ばしゃ

五267 役場の前から横道へはいりま

ざいもく ﹇材木﹈︵名︶5 材木 材木
ざいもく

すと︑材木をたくさんつんだ荷馬車
が來ました︒

十齪7図 熊野川の川口に近く︑幾十
萬本とも知らぬ材木を浮かべたる大
貯木場あり︒

十二286 材木と材木とをく＼り附け
なんきん

た竹つながぼんく断切られ︑ジャ
ンクで南京や上海方面に運ばれて
行く︒

幸

さうして︑幸はたゴそれだ
けではなかった︒

十二榴6

十二286 材木と材木とをく＼り附け さいわい ﹇幸﹈︵名︶1 幸
思ふに︑湖南・貴州などの

た竹つながぼんく断切られ︑
十一一291

﹇幸﹈︵形状︶5

幸にして日は長い︒

さいわい

九39

奥地から出る材木が︑それぐ其の
地の流によって此の湖水に流され︑

幸に雨はさして烈しくない︒

幸にして此の頃は︑割合な
事の成否は今より豫測
しのあがるを見ば︑幸にして城を出

すべからず︑若し向かふの山にのろ

十二745図園

ぎの日が多い︒

十︻856

十385

風呂にはいりました︒

これ幸と︑其の下駄をはいて
採

九燭7

﹇採用﹈︵サ変︶2

こ＼で大きな筏に組まれるのであら
う︒

︽ ー シ ・ ースル︾

さいよう・する
用する

十欄7 會社でも此の意見を採用して︑
先づ汽車の試運轄を行ふこととなつ
た︒

十二櫃7 當時日本が學ばねばならな
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さえかえる一さかえる

けれども︑家々の窓も障子

も一せいに明けはなされて︑どこか

十二欄2
らか︑カナリヤのさへづりが朗かに

探し出すことが出昇るのである︒

るにさへ︑少くとも二日や三日は
さへっる

十二悩6 其の美術館をごくざっと見

﹇噌﹈︵五︶1

聞えて來る︒
ごしぼ

︑古着屋の軒に小鳥がさへ

﹇冴﹈︵下一︶3

さえる

︽一

ツケルカト思フト︑マタ腹ヲフクラ
マセテ︑ヲドリ上りマス︒

ゆらく︑ゆ

五753圏舟のかげ︑人のかげ︑
の持つさをのかげ︑

さを張が︑愚身の力をこめて

賊は︑坂からころげ落ちて︑

たちまち五六千人も死んだ︒

六739

﹇境﹈︵名︶3

つてゐます︒

さかい

境←くに

右下から吹上げる風は︑も

内外二城の界もまた城壁で

えり

此の國歌を奉唱する時︑我々

天皇の御重は︑天地の績く

かぎり︑いつまでもさかえるぞ︒

五955園

榮える ︽ーエル︾

さか・える ﹇栄﹈︵下一︶2 さかえる

る︒

ます我が皇室の萬歳を心から祈り奉

日本人は︑思はず襟を正して︑榮え

血行6

す︽ース︾﹇▽いやさかえます

さかえま・す ﹇序詩﹈︵五︶1 榮えま

ある︒

十ニー71

尾根を界に消散する︒

うくと雲を巻上げて︑それが此の

十一伽4

人の部落貼在するに過ぎずとそ︒

る國土なく︑たとひ東岸に至るも土

樺太は島にして境を接す

界

すから︑いたる所︑町は急な坂にな

市街は碁盤の目のやうに績いてるま

ごばん

九509國港から後方の高地へかけて︑

聲を掛けて僕たちをはげまされた︒

急な坂にか㌧ると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑掛

人 八919 先生はいつも眞先に立たれて︑

船頭さんが︑さをを突立てて

らく︒

七95

それに舟をつなぎました︒

のあるはんてんをしばり附けて︑

七97其のさをの先に︑赤いしるし
﹁︿略V︒﹂と言ひました︒

僕等の船は︑左右の網船から

さをを突張る︒

八糊8

さをで押されながら︑網の外へ出る︒

ざわう

ざわう
﹇蔵王堂﹈︵名︶2 藏王堂

←うおうさおうする
ざおうどう

さおう

藏王堂

きんりんわう

十一23図吉野の町に入れば二王堂
あり︒

十一26図藏王堂の附近に︑金輪王
寺跡及び吉水神社あり︒

八伽1

十一955図

八976図へさきに長き竿を立て︑赤 ざかい・けんざかい
き扇を取附け︑一人の官女其の下に

竿

さを張が︑漏身の力をこめて

九枷7 た望晴れた夜空に星がきら

さを

月は︑ますくさえわたつ
サヲ

八伽2

立ちて︑陸に向かひてさしまねく︒

月のさえた夜︑友人と二人

陽がまぶしく仰がれる︒

十二773囲かんとさえた冬空︑太

町へ散歩に出て︑

十一樹7

にか＼つてみる︒

くとさえ︑銀河があざやかに中天

エ︾

さ・える

めくってみる︒

づり︑ほこり風が古雑誌のページを

十一一206

︽ーリ︾

我が三見島市の景色に似通 さえず・る

か

か︑らう︒

十一一伽11

つたところさへあった︒

十二鯉4 美の都市パリーでさへ︑時
に散らばった古くづを見たが︑

うにさへ思った︒

さえか

十二柵8 ほのかな春の香を感ずるや
﹇冴返﹈︵五︶1

︽iッ︾

さえか・える
へる

さへぎる

十個4 空には︑半月がさえかへって
みた︒

﹇遮﹈︵ 四 ・ 五 ︶ 3

︽ーラ・ーリ︒ール ︾

さえぎ・る

十皿1 夕日と僕との間には︑さへぎ
る物一つない︒

十一577図 我は急に其の前路をさへ さえわた・る ﹇冴渡﹈︵五︶1 さえわ

十一㎜8

たる

︽ーッ︾

ぎりて攻撃せしかば︑敵の操艦五重

﹇竿﹈︵名︶9

て來る︒

大の損害を受け︑

十一価4 一天にはかに墨を流したや

さお

﹇▽たけざお・はたざお・ものほしざお

うに曇って︑天地も暗くなるのは︑

かうした︑すばらしく厚い雲によつ

二771園

さをを突張る︒

サヲノ先ノ矢車ガ︑ガラガラさか ﹇坂﹈︵名︶4 坂﹇▽きよみずざ

五283

か・ごくらくじざか・だらだらざか

ソノ尾ヲ下シテ來テ︑サヲニ

ころびました︒

ゐましたので︑松村君が︑すべって

ある自分も︑しみぐと生きがひを

まれ合はせたのを思ふと︑一臣民で

坂が急で︑道がじめくして 十個9 天地の榮える此の大御代に生

ト鳴ルト︑鯉ガ︑大キナロデ思フゾ

五262

高ク尾ヲ上ゲマス︒

ンブン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ

五254

ヲコギマス︒

ン︑ナガイ竹ノサヲデ︑フネ

ハイ︑コレハセンドウサさおはり ﹇竿張﹈︵名︶1 さを張

て日光がさへぎられるからです︒

さえざえ﹇冴冴﹈︵副︶−さえぐ
眞書の如し︒
さへづり

＋膠蟹さえぐと冬の月︑
も
庭の面は

﹇廟﹈︵名︶2

十一梱2 耳を澄ますと︑遠く近く︑

さえずり

さまぐの小鳥のさへづりが聞かれ
る︒

さかき一さかのぼる
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感ずるとよんでみる︒
さかき
﹇榊﹈︵名︶3 榊

さかき

榊

がす 探す

︽ーサ・ーシ︒ース・ーセ︾

一度さがして

ニイサンバ︑ハコヲサガ
では︑もう
ず︒

たび︑

みよう︒

いて居て︑物をさがすのではないか

五397

もう鳥などは大てい寝て居ま

り

おちいさんが︑さかな釣りに

行かれるので︑僕もついて行った︒

五917

胸びれをすっと左右に張り︑

さ

廣田川をだんくとさかのぼ

さかのぼるに從ひて博いよ

かのぼって本宮に向かふ︒

くわうほ

しゃんはい

西湘を右に見て︑黄浦

すん

かのぼること更に五日︑遂に目的地

う

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑雀を探しに立

其の邊をよく探すと︑斧の

且vうお

﹇魚釣﹈︵名︶1

洞庭湖は︑上海から千二三

流をさかのぼる魚のな

十島年前にさかのぼる︒

十二751図園

十二313

うな湖水であるから︑

百粁もさかのぼった所にある海のや

十二294

もやの中に展開しました︒

江をさかのぼるとやがて上海が朝

沖へ快走してかれこれ三時 十一鵬3圏

なるデレンに達せり︒

．さかな

さかなつり

さかな釣

のかけらを見つけることがある︒

形をした石や︑矢じりの形をした石

十二88

な場所を探して︑投網にか＼る︒
をの

間︑專らますのおよぎ廻ってみさう

十一863

つて向かふへ行った︒

そばにるた女の一人は︑ 十一9710図 此の地を去りて︑河をさ

もうどこにも見つからなかった︒

瀞を下り︑再び熊野川をさ

く秀で︑水ますく清し︒

十悩1図

つて︑朝日橋のそばまで行った︒

五921

ぼる ︽ーッ︒iル︾

さかのぼ・る ﹇湖﹈︵四・五︶8 さかの

い︒

峨野の昔をしのぶのもおもむきが深

が

らば廣澤・大澤の池をたつねて︑嵯

十一1011

とは全く違った感じです︒
さ が
さがの ﹇嵯峨野﹈︹地名︺1 嵯峨野
にんな
春ならば仁和寺の櫻︑平な

姿は︑あのさかな屋の店先で見るの

背びれ・腹びれを上下に張って進む

八襯7

月の光にすかして︑あちらこ さかなや ﹇魚屋﹈︵名︶1 さかな屋

探せど見え

船内くまなく 尋ぬる三

ひしゃく

どこか其の邊の空に︑柄杓
のやうな形に連なった︑美しい七つ

九柵9

の星を探すことにしませう︒

さつき探さうとしたのがこれ
なほ探して行くと︑﹁からす
ことがわかった︒

あげは﹂と﹁くろたいまい﹂である

十123

で︑北極星といふ星です︒

目がさめて見ると︑らくだ 九繊2

と思ったほどでした︒

五478園

が居ませんので︑おどろいて方々さ

早く行って︑らくだをさが

がして歩きました︒

五529圏
すがよい︒

十808

怪漢等はなほも彼を探したが︑ 十価3図

モウ桑ノ葉ヲタベナイデ︑頭
マユ
ヲ上ゲテ︑繭ヲカケル所ヲサガシマ

五535

ス︒

マダ︑繭ヲカケル場所ヲサガ

十一1810
五553

シテ居ルノモアリマス︒

五鵡4犬のか＼りの兵士は︑一生け
んめいになってさがしました︒

さっそく鯛を呼出して︑のど
をさがしてごらんになると︑はたし

五三！

て釣針がひっか＼つて居ました︒

あれは︑雪のためにたべもの
が見つからないので︑遠くへさがし
に行くのでせう︒

探せく︒
探せく︒

呼べど答へず︑

八摺3図翻

うがありましたQ

ちら探しますと︑松林の中に石のら

八441

急いで安全な場所を探します︒

すが︑それでも油蝿の子は用心して︑

九293三人はさんぐ探し廻ったが︑ 七966
見つからないので︑がっかりした︒

大きな榊の木を根こぎにして︑持つ

さかき

五31 また︑或神様は︑山へ行って︑ さが・す ﹇探﹈︵四・五︶23 サガス さ
﹇▽おさがす

探し

私は︑始め︑鼻の先に目がつ

三837園 では︑もう一度さがして 九286園
九286囹

みよう︒

三828園

シテキマシタ︒

一385

ていらっしやいました︒

五33 この榊の木に︑鏡と玉をかざ
つて︑岩屋の前に立て︑また︑たく
さんのにはとりを集めて︑岩屋の前
でお鳴かせになりました︒

五46 すると︑神様方は︑榊の木を︑
さかさま

ずっと前へお出しになりました︒
﹇逆様﹈︵形状︶4

且vまっさかさま

さかさま

六494すると︑向かふの景色が︑小
さく︑さかさまに見えた︒

大きくして見ようと思って︑右の手

六495 其のさかさまに見える景色を︑
に轟目がねを持って︑のぞいて見た︒

六549圏 でも︑すっかりさかさまち
やないの︒

でせう︒

六553圏 さかさまでも︑よく見える

︽ース︾

さがしだ・す ﹇探出﹈︵五︶1探し出
す

十二梱11 大公園の奥へはいると︑人
影を見ない自然郷をさへ探し出すこ
﹇謹話﹈︵下一︶1

とが出著るのである︒

︽ ー メ︾

さがしはじ・める
探し始める

︽ーッ︾

﹇探回﹈︵五︶1

九292 親子は︑総掛りで探し始めた︒ 六877

廻る

さがしまわ・る
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さかまち一さかん

﹇坂町﹈︵名︶1

はに至る＼ならん ︒

さかまち

坂町

た︒

さかもり

酒もり﹇▽

しゅてんどうじは︑けらい

﹇酒盛﹈︵名︶4

四656

まことに神々しくて︑しぜ

かうみへ

︽ーッ︒iリ・ール・ーレ︾﹇▽たれさが

五95団

る・ひきさがる・ぶらさがる

さがれ︒

んとあたまが下りました︒

七761園

つと︑きっと港の景色が︑高い建物

九5010囲 坂町を上って小高い所に立 おさかもり

の鬼どもを大ぜい集めて︑酒も

十価9

ム

さき

一條天皇のお后は︑其の頃︑

七日に︑清少納言は︑正月の

殿にいらっしゃいましたが︑

御休養のため︑宮中から下って或御

十984

下ると膣を沈めるやうにしてみた︒

船が上ると燈を浮かすやうに︑船が

僕は文治とへさきにすわって︑

の間や美しい町の上などに︑油畜の

いよく︑家も出金上ったの

酒もりが干ると︑此の少女も︑

曇日︑信長が家來を集めて酒

︽ーユ

さかり

盛り

下る

す︒

﹇左官﹈︵名︶1

左官

盛

かうして︑三日目には︑もう
さかん

さうして︑さかんに鐵の

﹇盛﹈︵形状︶18

七638

大阪は︑實に日本第一の工業

奥地に住んで居る人たちは海が珍し

八258團滞洲は川も湖も少いので︑

な所です︒

大阪は︑又︑昔から商業の盛

都市で︑各種の工業がはなはだ盛で

七637

舟は︑次々にしづめられ︑

矢を射かけましたので︑敵の

四佃8

さかん

左官が壁をぬって居た︒

七812

さかん

す︒

だか世は秋になったといふ氣がしま

かですが︑しかし温度も下って︑何

十一旧4零丁も海も︑すっきりと朗

お暇を頂いて︑宮中から自分の家へ
榮ゆ

もりをして居た時︑話がたまく槍
﹇栄﹈︵下二︶1

下りました︒

さか・ゆ

のことに及んだ︒

七819

座敷へ出て︑酒をついで廻りました︒

六288

になりました︒

で︑或日︑お祝の酒もりを開くこと

六282

八欄1

相模

りをしてゐました︒

﹇相模﹈︹地名︺2

やうに見えます︒

さがみ
あしがらやま

七65 東國の賊を平定して︑尊が西
へお蹄りになる途中︑相模の足柄山
をお通りになった ︒

坂道

七66 はるかに見えるのは︑相模の
﹇坂道﹈︵名︶6

海である︒

さかみち

なる︒

﹇盛﹈︵名︶4

ぞ

此の花の

なつかしき師の君を︑
こ

去年の今頃︑

﹁はひまつ﹂の間に︑高さ

盛りなりけり︒

見送りし

九㎜2図圏

且﹀はなざかり・ひざかり・わかざかり

さかり

り天地の榮ゆる時にあへらく思へば

あめつち

十島7図圏御民われ生けるしるしあ

それから敷十歩坂道を上ると︑ ル︾

十432 瀧へ行く坂道は︑ぐっと急に
十4310
さてい
左に茶古〒があった︒

坂道を下りて︑那智の瀧の正面に立

十捌7図 寺門を出で︑こけむしたる
つ︒

そう

十一16図 吉野神宮騨に下車して︑
櫻樹多き坂道を登る︒
しん

十一49図本道を南に進みで忠僧宗

十一脳2

一米にも足らぬ﹁たかねざくら﹂が︑

きんぷ

今を盛りと咲いてみるのを見た︒

みくまり

信の墓をたつね︑更に坂道をたどれ

ば︑吉野水分神社を纒て金網神社に

な ら
あをによし奈良の都は

さがる

咲く花のにほふが如く今さかりなり

十一一㎜⁝8図翻

させてよもの櫻のさかりをぞ見る

十二23図圏高殿の窓てふ窓をあけ

至る︒

さがみ

さが
﹇相模国﹈︹地名︺1 相

ず右か左へ曲折する︒

十二663 門をく〜る度に︑坂道は必

み

さがみのくに

やまとたけるのみこと

模の國

﹇下﹈︵五︶6

﹇▽とおざかる

さが・る

七33日本武尊は︑相模の國か さがる
かつさ

ら︑船で上落の國へお向かひになつ

く︑夏はこ＼へどっと押寄せて︑盛

此の色の美しい佛法僧は︑書

に海水浴をします︒

九656

の宮盛に高い木から木へ飛んで︑

夜出て盛に鳴く鳥は︑ふくろ

た〜﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

ふのやうに︑書論はかくれて姿を見

九658

せないはずです︒

盛に弾丸を打出す︒

九樹1図敵は山によりて陣地を固め︑

九梱10図敵はこれを見て︑三方より

軍曹︑かたはらにありし負

盛に大砲を打ちかく︒

傷兵と共に︑中佐をいたはる折から︑

九悩5図

敵の突撃の聲盛に聞ゆ︒

四五月頃のにしんの盛な漁

期には︑沿岸を走る汽車の中まで︑

十一㎜5

とある店に立寄ると︑主

蜜蜂が盛に花から花へ飛ん

みつばち

にしんの香で一ぱいだといふ︒

十一悩7

でるた︒

人らしいインド人が出て來て︑片言

十一襯11團

の英語で盛にあいきやうを振りまき

ます︒

其の眞純な水上で︑盛に

いるかがをどつて見せました︒

十﹇術5国

ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

十一価6図直方が一切纒の出版を思

佛教を盛にせんとするは︑ひつきや

佛教を盛にせんとする

う人を救はんがためなり︒

は︑ひつきやう人を救はんがためな

十一価6肥薩

さがん一さきがけ

704

り︒

ハトリヨリ先月︑スぐメガ逃
六柵9

センバウキヤゥ

僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト

イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二

です︒

十伽6

かすみがうら

そこを通過すると先は又湖で

すが︑これは日本の画論の二倍も

ゲテ行キマス︒

あらうといふ大きさで︑

十二812 盛に銃撃・砲聲が聞える︒

目が附イテ居ルカラ︑ソレサへ水ノ

頼光は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

上へ出シテ置ケバ︑四方八方ヲ自由

四637

すと︑女は︑大そう喜んで︑

南端に羅城門をふまへたる古の奈

らじゃう

すざく
十一一価11図 朱 雀 の 大 路 南 に 走 り で ︑

のあるはんてんをしばり附けて︑

からかさ松の少し先に︑小さ

にいさんが一番先に海へ下り

﹁︿略＞Q﹂と言ひました︒

ました︒

七102
七212

董がうす赤で︑黄色い葉が重

な茶屋が一軒ある︒

七418

なったま＼下を向いて︑其の先は︑
まだ土から出きらないで居ます︒
﹁︿略﹀︒﹂といふので︑今まで

川べの宿場で泊って︑水の引くのを

七去6

待って居た大勢の旅人は︑我もく

そばでじっと聞いてみて︑兄より先

ゑ
源氏は筆の先に赤い給の具

に謡えてしまふ程でした︒

をつけて︑鏡を見ながら︑自分の鼻

十﹁231

茶摘少女
き
限りなき希

ちやつみをとめ

五月の太陽は︑︿略V︑

をいたづらに赤くぬって見せた︒

くは

十︻369圏

農夫の鍬の先に嬉戯し︑

の手先を祝福しつ＼︑

ばう

次の宿の先まで行ってみた

望と榮光を田園に投ずる︒

十一705

それから先は︑尾根傳ひに︑

が︑やはり追附けなかった︒

十一伽7

孔子の理想とする﹁仁﹂

なだらかな道が了いた︒

についても︑︿略V︑或者には﹁むつ

十二372囹

かしい事を先にすることである︒

と先を孚って渡った︒

八667図今は先へも進まれず︑後へ

七備7

見れば先の旅人である︒

十一1310 兄が史記を讃んでみるのを︑

二見ルコトが出戸ル︒

サヲノ先ノ矢車ガ︑ガラガラ

其のさをの先に︑赤いしるし

道あんないをしました︒

﹁︿略V︒﹂といって︑先に立って

ノ

そのぶらくした長い鼻は︑

象は︑たえず鼻を動かして︑

私は︑始め︑鼻の先に目がつ

猿田彦のみことが︑先に立つ

七97

良の都は︑如何に美しく︑如何に盛

口︐

五欄8

と思ったほどでした︒

いて居て︑物をさがすのではないか

五396

ぐその先ではさみ上げます︒

何かたべる物でも落ちて居ると︑す

五387

開いたり︑閉ぢたりします︒

よく見ると︑先が蛇の口のやうで︑

五384

ト自可レト︑

五255

を下さい︒

きまずから︑雪子さん︑ごへんじ

四807園今度は︑私が先に書

なりしそ︒

十二伽2 今︑各國で日本語の研究が
左岸

盛であることは聞いてみたが︑
﹇左岸﹈︵名︶1

佐紀

十一悩2 渓流の左岸の絶壁に瀧を見︑

さがん

﹇佐紀﹈︹地名︺2

又右岸にそれを望む︒
さき
たかま ど

十二価6図 佐保・佐紀の重岡に北を
限り︑春日・高田の山々を東に︑

さき・いきさき：兄んさき・きっさ

十二塒図佐紀
さき﹇先﹈︵名︶37サキ先﹇▽あし
き・くちさき・つまさきあがり︒てさ
き・のきさき・はさき・はなさき・へ
さき・ほさき︒まっさき・みせさき・
やさき・やりさき・ゆびさき・りょこ

先ノ方ニハ︑コトニ︑タクサ
そっと近づくと︑くるりと葉

十伽2

今まで勢よく引出されてみた

それから先がクレブラの掘割

り先に浮上つた︒

綱がや＼ゆるんで︑鯨は二百米ばか

十佃4

雁は後に︑仲よくわたれ︒

先生よりも先に死んでしまった︒

あ＼︑あ＼︑後悔先に立

たず︑飼犬に手をかまれた方がまだ

ましぢや︒

みる︒

あらゆる流行のさきがけを

するのも︑またパリーだといはれて

十二価3

さきがけ ﹇先駆﹈︵名︶1 さきがけ

さき・みほのさき

十638圃園大きな雁は先に︑小さな さき ﹇崎﹈﹇▽あまがさき・いなむらが

中ニハ︑釘ノ先君︑外ノ釘ガ 九悩7園 北八︑お前先へはいれ︒

取らんとすれば︑

ひかんやうもなし︒

十二411 ﹁︿略V︒﹂と言った顔回が︑

る︒

の裏へ廻って︑足の先だけ見せて居

六239

ン着イテ居タ︒

六205

ブラ下ツテ居ルノモアル︒

六192

取出セナイ︒

て︑御案内申し上げました︒

うさき・われさきに

十二閑6園

ソノ

一233 ポチガ︑ヲヲブリナガラ︑ 六166 火バシノ先デカキ出サウトシ 八棚7図 義纒は馬上にうつぶし︑む
タガ︑スキ間ガセマクテ︑ナカく
アトニナリ︑サキニナリシテ︑
ちの先にて︑流れ行く弓をかき寄せ
ツイテイキマス︒

ツヅクタンボノ

サキハ︑ ヒロイ︑ヒロイ ウミ

二22圏
ダッタ︒

二812ヒデノ二二︑水ノ玉ガ
オバアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ツイテヰタノデ︑
四507

イッテオ追ヒニナリマスト︑二

705
さきかける一さぎょう

さきか・ける

﹇咲掛﹈︵下一︶1

︽ーケ︾

咲き

十458

も知らず飛込んだのであった︒
﹇咲尽﹈︵五︶1

︽ーシ︾

咲きつ

暖な春の日が一日か二日も績

ど残らず咲きつくして︑野も花︑山

くと見れば︑櫻といふ櫻は︑ほとん

九28

くす

さきつく・す

先だつて行く秋野君に從って︑

橋を渡り︑

佐吉は静岡縣のみなかに生ま

九22 さうでなくても二三分咲きか さきち ﹇佐吉﹈︹人名︺11 佐吉←と

かける

よださきち
れた︒

けた所へ︑よく意地わるの雨が降り
咲ききる

八818
﹇合切﹈︵五︶1

八827

しかし︑佐吉は何と言はれて

してみると失敗であった︒

佐吉は涙を流してくやしがつ

いつもの如く研究室にはいつ

しまふ佐吉ではなかった︒

八867

家家の垣根といはず︑公園の

一日を遊び暮し︑遠く入相の

右手に見下す斜面に咲績く

﹇▽おんさきて

サキ

サキ
﹇先﹈︵副︶1 嚢ニ

ぼうげ﹂であった︒
さきて

さきに

キ

カシヤウソツ

シタル鷹下將卒モ︑
﹇咲匂﹈︵五︶1
︽ーフ︾

さきにお・う
ほふ

さしのぼる朝日の光に輝いて︑
らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑

十二10

咲きに

スモスの花が︑夕やみにかすかに浮

八511 垣根に咲残った二一二りんのコ

いて見える︒

さびしい

庭に︑ 咲きのこる 菊の花よ︒

八618蟹木の葉が落ちて

家家の垣根といはず︑公園の

さきほこ・る ﹇咲誇﹈︵五︶1 咲誇る

︽ーリ︾

八伽9

並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に

咲誇り咲占いてるるのを見ると︑

先程

さきほど ﹇先程﹈︵名︶3 さきほど

少ししてから︑かの人夫は︑

四985この方は︑さきほどお通
りになった神様方の弟さんで

す︒

七備4

忍野なしに先程渡し賃を二つた場所

へ行って見た︒

か

も

まぶち

あなたがよく會ひたいと

お話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

十一692園

先程お見えになりました︒

さぎやま ﹇鷺山﹈︹地名︺3 鷺山

眼下に見る西の丸の幽々は︑

本丸の檬る姫山︑西の丸の

檬る鷺山は屏風の如く連なり︑

びやうぶ

十二721

西からの見すかしを防いでみる︒

鷺山をあたかも長城の如くおほうて︑

十二709

つて螢まれたもので︑

中央︑や︑北寄りの姫山・鷺山に披

十一604図心嚢曾池二封シ勇進巴戦 十二701 元來此の城は︑飾磨平野の

カンセン

んばい﹂︑小さいのが﹁みやまきん

黄色い花は︑大きいのが﹁しなのき

十一悩9

いてるる︒

櫻は︑夕日に映じてはなやかに咲績

鐘のひ望きを聞いても︑なほ長堤の

かね

九43

咲誇り咲蒔いてみるのを見ると︑

並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に

八四1

︽ーイ・ーク︾

も花︒
八824 かうした苦心を重ねて︑佐吉
じっけん
は木製の改造織機を作ったが︑實験
さきつづ・く ﹇咲続﹈︵五︶3 咲績く

しつばい

そ﹂ぐ︒

さきき・る
︽ーラ︾

六悩5 ふっくらとした花びらが抱合
つて︑まだ十分咲ききらぬ花は︑ち

其の後︑佐吉はさらに動力を

も︑たgだまって研究の歩を進めた︒

八834

使用する織機の嚢明に成功して︑そ

咲き

やうど︑おひな様のぼんぼりのやう
﹇咲盗﹈︵下二︶1

なかつかうです︒

さきこぼ・る

れが捷く世間に使用されるやうにな

︽ーレ︾

た︒

八餌1

機械は外藩製に及ばなかった︒

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の

製の織機とを︑一年にわたってため

八838

つた︒

九型1図蟹 金色に咲きこぼれ︑
ゆかしきかをり ︒

咲きそ

にほ
枝々に こぼれ匂ひて もくせいの

﹇咲初﹈︵下二︶2

︽ーメ︾

或會社では︑此の織機と外國

こぼる

む

さきそ・む

など︑たまく白梅の臣下咲きそめ

がけ
十柵6図 されど︑南を受けたる崖下
たるを見る︒

咲出す

十一53図花は麓より咲きそめて次 八餌4 しかし︑此の成功に満足して
﹇咲出﹈︵五︶2

第に山上に及ぶ︒

た佐吉は︑日が暮れても出て來ない︑

さきだ・す
︽ーシ︾

夜なが過ぎても出て來ない︒

家族のものが心配して︑研究

如何にも我がやまと魂をよく現して
みる︒

こる

咲残る

︽iッ・ール︾

十一866

此の作業が終る頃は︑日没

佐吉は︑夜通し考へた事を實さきのこ・る ﹇咲残﹈ ︵五︶2 咲きの さぎょう ﹇作業﹈︵名︶2 作業
さいに作らせようと思って︑元日と

八883

八876 ﹁︿略﹀︒﹂と︑佐吉は叫んだ︒

圖面を片手に勢よく飛出して來た︒

室へ行って見ると︑とたんに佐吉は︑

八872

六鵬9 すみれは︑一週間ばかり前か
ら咲出しました︒

九16 桃の花は三月の昼頃咲出して︑

此の月の初に︑そろく花盛を見せ
る︒

︽ーッ︾

さきだ・つ ﹇先立﹈︵五︶1先だつ

さく一さく
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のおそい北洋にも夕暮が次第に迫つ
て︑濃霧が一面に立ちこめる︒
まんさい

攻めあぐみて長兄の計を

取り︑さくを城外に廻らし︑なはを

十二736図

サク

さく

城下の河中に張りて︑城兵のひそか
に逃れ出つるを防ぐ︒

どこに
さく︒

さく︒

三23圃花がさく︑
どこに
く︑

の

にもさく︒

三24圏山にさく︑

の

にもさく︒

三25團山にさく︑
く︑

花がさく︑

にさ

さとにさ
さと

三26圃山にさく︑

さとにさ

サクラ

畠のすみの日まはりは︑暑い
五838

て居る︒

六悩2

見ると︑まん中の鉢に︑美し

が咲いたよ︒

六鵬2園

時子ちゃん︑チューリップ

日を一ぽい受けて︑夏はおれの世界

にもさく︒

サイタ
サクラ

だといふやうな顔をして︑三つ咲い

の

サイタ
サクラ

く︑

サイタ

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾﹇▽むら

サイタ

サイタ
サイタ

サイタ

一33圃

ガ

一22圃

ガ

一21囲サイタ

がりさく

咲く

さ・く ﹇咲﹈︵四・五︶48

十一8811 かうした作業が五時間も績
いて︑一萬尾に近い漁獲に船は満載
である︒

さく ﹇作﹈︵名︶4 二軍いなさく
げいじゅつ

十一313 何れも︑名工鳥佛師の作と
して古意術のかをりゆかしく︑
十二965 上は天皇の御製を始め奉り︑

かきのもとのひとまろ

約四千五百首を二十巻に牧めたのが

當時の殆どあらゆる階級の人々の作︑

萬葉集である︒

サイタ

イクツサイ慶事︑カゾヘテ

アサガホガサキマシタ︒

ガ

一453

一452

やまべの

十二9711 有名な歌人︑柿本人麿や︑
山部赤人の作も︑また萬葉集によつ

三22圏花がさく︑花がさく︑

どこにさく︒

三21圏花がさく︑花がさく︑

キマセン︒

二957イクラマイテモ︑花ハサ

テゴラン︒

二952圓モウード︑花ヲサカセ

メンニ︑花ザカリニナリマシタ︒

うす緑のは︑白か︑うすい色

八262団

あと一月鯨りもたつと︑そ
酒保へ行って︑お汁粉や大

が咲いたやうです︒

花も咲かず︑

鳥も鳴かな

ぐのテントや海水着で︑海岸は花

八欄2圃

そっとしのび寄つ

ごらん︑すべてのもの

春が

いけれど︑

の上に︑

ところどころに梅が咲き︑萎

てるるのを︒

八旧3

花の咲く頃は︑何時もかうし

の緑があざやかに廣がる︒

九24

それにしても︑毎年花は必ず

て氣をもむことが多い︒

九26

野末のすみれ︒たんぽ＼・き

咲くものである︒

んぼうげ︑畠一面に咲く菜の花︑さ

九46

や し

うしたものにしみじみと春の幸福を

感ずる︒

みた︒

まぶしい程照りつける日を浴

びて︑日まはりや︑ほうせん花や︑

九989

松葉ぼたんの美しく咲いてみるのが︑

．見

生まれたのは︑去年の春︑ち

其の枝越しの庭に見られた︒

九柑3

學校の道すがら︑

やうど櫻の花の咲く頃でした︒

西洋人も大勢來て︑色とり 九旧9図翻

に花を咲かせるのも此の時です︒

福餅をたべながら︑お國じまんの話

七506団

しゅほ

ろく花が咲きますよ︒

七468園

の花が咲くのださうです︒

七二6

九5210団 町には椰子の葉が茂り︑冬
いチューリップの花が一つ︑につこ
二912 ソレガ︑カレ木ノエダニ
もばらの花が咲くといひます︒
り笑ったやうに咲いて居ます︒
カカッタカトオモフト︑ 一ド
マ九745図圃 ふと見れば︑道のほとり
ニパット花ガサキマシタ︒
六鵬3 水仙の花が四つ︑かはいらし
に︑ つ＼ましき 姿を見せて︑ 濃
い弄草やひなぎくも︑咲いて居ます︒
二916囹花サカヂヂイ︑花サカヂヂ
る
り
イ︑カレ木二花ヲサ上道マセゥ︒
き瑠璃の 色あざやかに︑ 咲くも
六合3丁目夜寒いやうで︑今頃︑
のは露草の花︒
チューリップやすみれが咲くものか︒
二925園 花ヲサ減益テゴラン︒
二933 サウシテ︑ハヒヲマキマス 七419玉戸が赤いから︑赤い花が咲 九835 職國の世とはいへ︑京都では
てふ
くでせう︒
花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれて
ト︑カレ木二花ガサイテ︑ 一

ゴランナサイ︒

て傳へられてるる︒

代に語りつぐべき名は立てずして

十二9911 をのこやも空しかるべき萬

山上鳥距の作である︒
さく

やまのうへのおくら

さ く ﹇ 柵 ﹈ ︵ 名︶5さく柵柵
たんぼに柵を作って︑山羊の運動場

さく

六407 稻が刈られたので︑きのふ︑
をこしらへてやったのでした︒

六409 親山羊は︑柵のきはに︑秋の

Bをあびてすわって居ましたが︑私
の足音を聞きつけて︑すっくと立上
りました︒

六415 さうして︑三年目も︑前足を
柵にかけて︑立上りました︒

匹の子山羊がくゴり抜けて︑柵に前

六餌8 親山羊の白いひげの下を︑皿
足をかげながら︑私たちをじっと見
ました︒
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さく一さくら

今年も咲きぬ ︒

つ＼行く此の家の庭︑ もくせい
は

九欄5岩蟹秋の空︑香も高く︑ も
くせいは 今年も咲きで︑師の君

をしみぐ思ふ．
里道4思妻は未だ咲かず︒
十一210図圏 後醍醐天皇の御製に︑

こ＼にても雲井の櫻咲きにけり
たゴかりそめの宿と思ふに

さく

避く

︽ーク

をさいてごらんになると︑大そうり

﹇避﹈︵下二︶1

﹇裂﹈︵下二︶﹇▽はりさく

つばな劒が出て來ました︒

さ・く
ル︾

て︑参

拝の人々︑あたかも言合はせ

に清められし玉砂利さくくと鳴り

南参道に入れば︑夜來の雨

十二781圃

昨年

爪を黄いろ

しゅつと︑し

暖な春の日が一日か二日も績

一日を遊び暮し︑遠く入相の

生まれたのは︑去年の春︑ち

空を半ばおほふやうに︑櫻や

やうど櫻の花の咲く頃でした︒

九撫3

いてるる︒

櫻は︑夕日に映じてはなやかに咲績

鐘のひゴきを聞いても︑なほ長堤の

かね

九43

も花︒

ど残らず咲きつくして︑野も花︑山

くと見れば︑櫻といふ櫻は︑ほとん

あの時︑ざくつとおや指 九27

を皮に突立てたら︑
ぶきがほとばしって︑

﹇昨年﹈︵名︶2

く染めたものだった︒
さくねん

昨年の暮に寝こみまして︑

いや︑あなたの所は昨年は

ずる分骨さんのこやっかいになりま

荒磯8園
した︒

七欄1園

大へんな御不幸で︑

かへで

十389

黒く曲折しながら︑人を奥へくと

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

甚だ高し︒

﹇昨夜﹈︵名︶1

﹇桜﹈︵名︶20

‡ゆう

サクラ

てるたさうでございます︒
さくら

さくら

サクラ

櫻←たかねざくら・やえざくら・

サイタ

やまざくら・やまざくらばな

サイタ

春は︑又櫻の名所としても

サイタ

一31圃
ガ

名高い︒

六麗6囹

待たれるものは櫻である︒

左右から枝を交へた櫻や楓の

櫻も紅葉して︑みんな赤い夕

のどかな春の日の光の中に︑

十一51図

吉野山かすみの奥は知

堂前四本の心ある所は︑

此の附近にもまた櫻多し︒

にも満ちくたり︒

十一44図此の附近︑櫻は山にも谷

たゴかりそめの宿と思ふに

こ＼にても雲井の櫻咲きにけり

十一210図圏後醍醐天皇の御製に︑

別離の宴を張らせ給ひし跡なりとそ︒

えん

大塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑

だいたふのみや

十一24図

らねども見ゆる限りは櫻なりけり

十一12図圏

で︑優美の極みである︒

あわたゴしく散りゆく櫻の花をよん

十価9

日を受けてみる︒

十628

トンネルが︑しばらくは置く︒

十433

さそって止まない︒

にもてはやさる＼のみならず︑遠く

べ

さくや

昨夜

西洋諸國に傳はりて︑名工のほまれ

十521図其の作品は︑ひとり我が國

ふ さくひん ﹇作品﹈︵名︶1 作品

一朝風浪起れば︑熟練な

る水夫といへども︑殆ど其の危瞼を

十二備8図

←ゆりさぐ

︵副︶4

吹く風はさわやかに︑

さくく

避くること能はざりき︒

さぐ

七16圃

十一65七堂 よみ思しらず わが宿 さくさく
の池のふち波咲きにけり山ほと﹂ぎ

十15図

む砂はさくくと鳴る︒

すいつか來なかん
らん
十一偽10 小さいすみれや蘭も︑所々
の間に︑高さ

たる如く︑足並の自ら揃ふも尊く思

﹁はひまつ﹂

に咲いてみる︒

はる︒

十一悩2
一米にも足らぬ﹁たかねざくら﹂が︑

‡き

とみえて︑今朝はすっかり無くなつ

かめば︑さくくと歯切 十佃1囹 昨夜︑誰かいたづらをした
朝の氣分を新にする︒

あた＼
私は︑さ

ほかくと立上
くくと白菜をかむ︒

る湯手を見つめながら︑

かいみそ汁から︑

十二807圖白い御飯から︑

れよく︑

十二792圏

今を盛りと咲いてみるのを見た︒

十一凶8國 書は街上に熱帯植物の緑
らん
がしたたり︑植物園には蘭科のあら

は ら

ゆる種類が︑かをり高く咲いてゐま
した︒

咲く花のにほふが如く今さかりなり

十二m7図圏 あをによし奈良の都は

ざくく

昨日

九17

十一5811図敵の司令長官ロジェスト 九27 暖な春の日が一日か二日も績
くと見れば︑櫻といふ櫻は︑ほとん
ウェンスキー中將は︑昨日の職闘に

のう

ざくくと︑稻を刈る音が聞

ざくざく ︵副︶1
六255

十二鵬6図 七代七十早年の帝都とし
て︑咲く花のにほふが如しとた＼へ

︽ーイ︾﹇▽

﹇昨日﹈︵名︶1

える︒

さく

さくじつ

し奈良の都も︑色移り香失せて押す
でに久し︒

十二佃8 花は咲いても忽ち散り︑人
﹇裂﹈︵五︶1

は生まれてもやがて死ぬ︒

ど残らず咲きつくして︑野も花︑山

さ・く

も花︒

傷を負ひ︑

五247 ふしぎにお思ひになって︑尾 ざくっと ︵副︶1 ざくつと

つんざく

さくらそう一さけぶ
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そ せい

さくらをこきまぜて都ぞ春の錦なり

十一59図入 素性法師 見渡せば柳

さ

﹇酒﹈︵名︶15

くったのだ︒

さけ

酒←おしろざけ

ひに行って︑谷間へすべり落ちると︑

見れば近くに流があって︑

不思議に酒の香がする︒

十414園
それが皆酒だ︒

十一977図

一老人怒りて林藏の頭を

酒だつたわけだね︒

四603園この酒は︑鬼がのめば 十418干すると︑此の泉の水が昔は

四601圏この酒は︑︿略﹀︑ふしぎ
ける
にんな
な酒です︒
十一1010 春ならば仁和寺の櫻︑秋な
らば廣澤・大澤の池をたつねて︑嵯

弱くなり︑人間がのめば強く

が

峨野の昔をしのぶのもおもむきが深
なる︑ふしぎな酒です︒

頼光は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

取出しました︒

おちいさんからもらった酒を

四677

よい酒を持ってゐます︒

五六十糎のますやさけが︑

何千本のテープの美しいみだ

れと︑萬歳々々の叫び聲に︑もう何

七㎜5

一つ又一つ︑血走る眼．に見

も見えず何も聞えません︒

つめつ＼︑窯より皿を取出しみたる

十513図

彼は︑やがて﹁︿略﹀︒﹂と力ある聲

に叫びて立上れり︒

︽ービ︒ーブ・iン︾←わ

﹇叫﹈︵四・五︶30 サケブ さ

主水は︑﹁萬歳々々︒﹂﹁萬

から松の林を抜けて小松原に

八876 ﹁︿略﹀︒﹂と︑佐吉は叫んだ︒

した︒

ちも︑﹁︿略﹀︒﹂と叫びながら行きま

んを上げるのに答へて︑兵隊さんた

八612 皆が﹁︿略﹀︒﹂と︑ちやうち

歳々々︒﹂と大聲に叫ぶ︒

七922

い息の下から尋ねました︒

たふれましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑苦し

六311 ﹁︿略﹀︒﹂と叫んで︑たけるは

﹁︿略﹀︒﹂と返すこだま︒

五183翻 ﹁︿略﹀︒﹂と叫んでみたら︑

ウニナッテサケビマシタ︒

四894 ﹁︿略﹀︒﹂ミンナハ︑ムチュ

で︑水の上を見てゐました︒

きるだけ大きなこゑでさけん

三882﹁︿略﹀︒﹂と︑若い男は︑で

めきさけぶ

けぶ 叫ぶ

さけ・ぶ

見るく甲板はます・さけ
さげを
﹇下緒﹈︵名︶1 下緒
さげを

の山︒

さげお

け︑かひぐしく身支度をしてから︑

十857

彼は︑刀の下緒をたすきに掛

十一8810

るのだ︒

網の縣も切れんばかりにか＼つてゐ

十一887

四672園 ちゃうどお酒もりのさ 打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒
いちゅうのやうですが︑私も
さけ ﹇鮭﹈︵名︶2 さけ

い︒

十二23図圏高殿の窓てふ窓をあけ

十一悩3 眞夏に櫻の満開である︒
させてよもの櫻のさかりをぞ見る
さくらそう ﹇桜草﹈︵名︶1 櫻草
い寄草やひなぎくも︑咲いて居ます︒

六葉3 水仙の花が四つ︑かはいらし

四683これまでのんだことも
ないやうな︑おいしい酒ですか

さくらもん ﹇玉門﹈︵名︶1 黄門

十二641 大手の櫻門から三の丸には

ら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑がぶく

︽ーリ・

のみました︒

探る

いると︑姫路城の天守閣は︑姫山の
﹇探﹈︵四 ︶ 2

老松の上に︑其の正面を見せる︒
さぐ・る
ール︾

かんげき

それは︑全く船員の感激の叫

四邊静かにして︑たまく
野猿の叫びを聞く︒

やゑん

十価1図

びであった︒

十748

四684園 これはよい酒だ︒
さけび ﹇叫﹈︵名︶5 叫び
四687 そのうちに︑ふしぎな酒 八冊5図圃 荒波洗ふ デッキの上に︑
やみを貫ぬく 中佐の叫び︒
のき㌧めがあらはれて︑しゅて

んどうじは︑だんく元氣がな

ふ

ばく
十一933図 文化五年四月︑草々は幕

府の命によりて︑松田傳十郎と共に

強い酒をたくさんつくれ︒

くなり︑

五226園

樺太に渡り︑海岸を探りてほゴ島な
ることを知りぬ︒

十一975図 土人等︑林藏を珍しがり 五232 酒を見つけて︑八つの頭を八

さて埠頭に下りると︑そ

叫び聲

てたまらない︒

九293 ねぢは︑﹁︿略﹀︒﹂と叫びたく

に叫んだ︒

か＼ると︑誰かが︑﹁︿略﹀︒﹂と大聲

まさに後纏者を失った者の 八926

こはけた＼ましい支那人の叫びで一

十一鵬10団
ぽいです︒

十二3011

﹇叫声﹈︵名︶2

悲痛な叫びでなくて何であらう︒

萬歳の叫び聲が︑こ㌦でもあ
すこでも起ります︒

七儒8

さけびこえ

酒もりが始ると︑此の少女も︑
さうして︑酒をつがせては︑

十413囹昔︑或若い男が山へ薪を拾

た︒

しきりに飲んだり︑歌ったりしまし

六294

座敷へ出て︑酒をついで廻りました︒

六289

つの桶に入れて︑がぶくと飲みま
︽ール︾

した︒

探る

て他の家に伴なひ︑多敷にて取園み
﹇ 探 ﹈ ︵ 五︶1

つ＼︑或は抱き或はふところを探る︒
さぐ・る

七559 此のへんの敵の様子を探るた
めに︑思はず時を過して︑宮の御後
から急ぎ足に道をたどって來たが︑
さくれつ

さくれつ
﹇炸裂﹈︵名︶1 炸裂
さくれつ

十一捌3 古同射砲弾の炸裂のあふりを
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さける一ささげつくす

﹁︿略﹀︒﹂と︑先頭の誰かが

振る者︑それはそれは大聖である︒

叫ぶ︒

十一佃10

九303 仕事毫のそばに︑ふさぎ込ん
で下を見つめてみた女の子が︑それ
﹁︿略V︒﹂と︑誰かが帽子を

﹁︿略﹀︒﹂きやうだいは思は

ず叫んだ︒

十一㎜5

振りながら︑僕等に叫んでみる︒

十一伽11

を見つけて︑思はず﹁︿略﹀︒﹂と叫
んだ︒

われがね

九785 川をへだてた封岸から︑鹿介
の姿をちらと見た三七は︑破鐘のや

た︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑思はず誰かが

しまったと思って︑いきな

避

かれは﹁︿略﹀︒﹂と叫び︑

さける
さすけ

﹇避﹈︵下一︶2
︽ーケル・ーケロ︾

東海丸の船長久田佐助は︑眼

下げる

矢先を避けろ︒
﹇下﹈︵下一︶6

十二欄6園
さ・げる

ゲ︾且Vつりさげる

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

其の手紙を差出した︒
水兵は頭を下げて聞いてみた

が︑やがて手をあげて敬回し︑につ

十241

下

くお舞ひになりました︒

狭い道の爾側には︑大きな

道端には︑笹が珍しく花を

笹が僕等の頭をおほふくらゐ高く茂

さレ

十一描9

つてみた︒

りて捧ぐ︒

あらゆる重みを受けて︑力

張良其の無配を怒りしが︑

みつぎもの

こ＼に支那官吏の出張所

かくて白洲を視察せし官

吏は︑助左衛門が公共のため一身を

十二榊9図

げ︑かつ交易をなす︒

あり︑各地の人々來りて貢物を捧

十一983図

し な

老人なればと思ひ返し︑靴を拾ひ來

十939図

て︑しばし窯場にこをどりしぬ︒

十516図彼は一枚の皿を両手に捧げ

望なり︒

君國に樺ぐるは︑まことに軍人の本

九塒1図園此のめでたき日に一身を

グ・ーグル・ーゲ︾

ささ・ぐ ﹇捧﹈︵下二︶5 捧ぐ ︽一

且﹀みささぎ

く此のふくらみに見ることが出來る︒

強く︑うんと支へた感じを︑最もよ

十一273

︽1へ︾

ささ・える ﹇支﹈︵下一︶1 支へる

つけてみた︒

縁傳ひに入口の方へ行くと︑ 十一梱11

こりと笑って立去った︒

十二4410

そこには青々とした野菜を持つた老

さげる

をぢさんは︑何時までも頭

人が二人頭を下げてみる︒
十一一921

﹇提﹈︵下一︶4

を下げて舞んでみる︒

さ・げる

︽ーゲ︾

パン箱を胸に下げて立って

八292圃其の下に︑老いたロシヤ ささぎ

げる

人が︑

敷石を見つめたま＼

動か

みる︑

北八が手ぬぐひを下げて風呂

うともしない︒

九悩9

場へ行ってみると︑今まで見たこと
もない妙な風呂です︒

十338国其の下を︑でっぷり太った
島民が︑椰子の葉であんだかごをさ

さト

笹

捧げてか＼る難事業に當れるを見て︑

感歎止まざるものありき︒

十一645

さうして︑長いく物語を

つくす ︽ーシ︾

ささげつく・す ﹇捧尽﹈︵五︶1 捧げ

小鳥のかごをさげたり︑小

げて︑いういうと歩いてゐます︒

十二247

鳥を止り木に止らせたりして︑村外

サ・

三人ハ︑メイくサ・ノ

さ＼

れの楊柳の陰に集り︑日暮れまで其
﹇笹﹈︵名︶4

の鳴かしくらに打興ずる︒
ささ

タ︒

の葉を手に持って︑︿略﹀︑おもしろ

五38

かづらをたすきにかけ︑さ︑

ハヲトッテ︑舟ヲコシラヘマシ

三373

ぐっとそりかへるやうにして︑ 笹﹇▽くまざさ
頭を後へ下げます︒

七981

︽一

を墨くしたが︑しかしもうおそかつ

前に迫る此の危急をさけるのに全力

十723

ける

さ・ける

これは﹁︿略﹀︒﹂といきまく︒

十二鵬6

り﹁︿略﹀︒﹂と叫ぶ︒

十二892

震へた︒

叫ぶと︑﹁︿略﹀︒﹂一同の聲が感激に

十一㈱4

打つやうに言ふ︒

正雄君が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あひっちを

﹁︿略﹀︒﹂かう叫んで︑狼介は 十一価11 ﹁︿略﹀︒﹂僕が思はず叫ぶと︑

うな聲で叫んだ︒
九812

中佐は大 音 に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

太刀を投捨てた︒
九撹9図

叫びて︑敵を撃退すること臆度︒

十504図 あわた窟しく窯場より走り
手當り次第に物を運びて︑窯の火に

出 で た る 彼 は ︑ ﹁︿略V︒﹂と叫びつ＼︑

﹁よし︒﹂と叫んで︑家にかけ
たいまつ

ことごとく投じたり︒
十馴5

込んだ五兵衛は︑大きな松明を持つ
て飛出して來た︒

十574 其の時︑五兵衛は力一ぽいの

﹁取舵︒﹂ 帆 柱 の 上 の 見 張 か ら ︑

﹁津波だ ︒ ﹂ と ︑ 誰 か が 叫 ん だ ︒

聲で叫んだ︒
十581
十掴1

水夫長が叫んだ︒

廉価5 船長が︑すぐに︑機翼室に通

﹁命中︒ ﹂ 船 長 が 傳 聲 管 に 向 か

じてるる傳聲管に向かって︑同じ事
を叫ぶ︒

十柵10
つて叫ぶ︒

十一572図 風叫び海怒りて︑波は山 九759 ﹁︿略﹀︒﹂と言って頭を下げた︒
十201 水兵は驚いて立上って︑しば
の如くなれども︑
がて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

うちは

ふ者︑ころがって團扇のやうな尾を

十一柳1 ほえる者︑叫ぶ者︑かみ合

ささげつつ一さしかかる
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さエげつレ

讃上げるのに︑殆ど心魂を捧げつく
したことであらう︒

ささげつつ ﹇捧銃﹈︵名︶1 捧銃

九388 ﹁君が代﹂のラッパが奏せら
ゑいへいたい さおげつエ

れ︑衛兵隊は捧銃の三皇を行ひ︑
艦長を始め乗員一同は︑皆姿勢を正

︽ーセ︾

﹇捧参﹈︵下二︶1

して軍艦旗に敬禮する︒

捧げまみらす

ささげまいら・す

範︑かたじけなくも一天の君に命を

十157図園 三河國の住人足助次郎重

︽ーゲ︾

﹇捧﹈︵下一︶3

さ＼げる

捧げまみらせて︑此の木戸を固めた
り︒

捧げる

ささ・げる

八餌6 彼は︑ほとんど其の一生を織
機の改良にさ︑げた︒
たいしゃくてん

遂に捕へらる＼に至れり︒
どる︒

﹇刺﹈

︵五︶1 さ＼る

しかし︑此の間から︑鯛が︑

﹇細石﹈︵名︶1

ないで困ると申して居ます︒

さざれいし

さゴれ石

何かのどにさ︑つて︑物がたべられ

五伽6囹

︽ーッ︾

ささ・る

やくのが聞える︒

網を引揚げる片端から︑海 十二協8 しきりに﹁︿略﹀︒﹂とさ︑

紅色の壁面が湖水の藍に映

面にさ球波が起る︒

十一887
十一燭7
じて︑さ球波が紫に見える︒

サ・舟

サ・舟

サ・舟

︹課名︺2

三目13十ニ

ささぶね

サ・舟

﹇笹舟﹈︵名︶2

三361十ニ
ささぶね

サ・舟ノキャウサウヲ

シテアソビマセウ︒

いはほとなりてこけの
﹇▽くしざし・ひざし・わきざし

差合ひ

一章︑何だつて京の年中で

﹇差合﹈︵名︶1

九M9園

さしあい

さし

むすまで

さ毬れ石の

三362園正雄サン︑サ・舟ヲナガ 九旧3図圃 君が代は千代に八千代に
三364圏
シマセゥ︒

さ＼やか

かうした楊柳の陰に︑農夫

﹇細﹈︵形状︶1

十二221

ささやか

梯子を買ふのだ︒ばかくしい︒﹂
﹇差上﹈︵下一︶6

さし

﹁仕方がない︒差合ひでかつがう︒

さしあ・げる

これをさし上げますから︑

女は︑すぐ水を汲んで︑命に
さし上げました︒

五桝7

こかんべんを願ひます︒

五備7園

足もとを清らかに流れる水が︑ あげる さし上げる ︽ーゲ︾

︽ーケル︾

﹇沖掛﹈︵下一︶1

はさ︑やかな土の家を構へる︒
ささやきか・ける

十388

さ＼やきかける

行く人に︑ひそやかにさ︑やきかけ

は︑忽ち端嚴な帝繹天の姿となつ

たんごん

十二柵9 と見れば︑あの恐しい羅刹
て︑修行者を空中に捧げ︑さうして

︵五︶！

る︒

﹇囁奉﹈

恭しく地上に安置した︒

さ㌦やき奉る

ささやきたてまつ・る

ついては︑お禮のしるしに︑

﹁クサキハアヲイ﹂といふ

差當り

叱るやうなことはないと思ひます︒

十一656

さしあたり ﹇差当﹈︵副︶2

のを漢字だけで書けば︑差創り﹁草

木青﹂と書いて満足せねばなるまい︒

︽ーヅル・ーデ︾

﹇差出﹈︵下二︶2

場になだれ込まざるを得ない︒

さし出

門を突破すれば︑差蔭りかうした廣

曲折してみるから︑敵の寄手が若し

十二6711 一般に本丸への道は旧く︑

づ

さしい・ず

胸ををどらせつ＼︑やをら

窯を開かんとすれば︑今しも朝日は

十5010図

なやかにさし出でて︑窯場を照らせ

り︒

さし出つるこの日の本

さし

の光よりこまもろこしも春を知るら

十一一価2図圏

む

さしかか・る ﹇差掛﹈︵四・五︶8

かかる さしか＼る ︽ーッ・ーリ・一

ル・ーレ︾

いよいよ日本一の長い清水ト

に烈しいあらしが起って來た︒

七35船が沖合へさしか㌧ると︑急

八樹4

かいけふ

ンネルにさしかかるのである︒

二十九日目朝︑ロスアンゼ

ナ州の沙漠にさしか〜りました︒

さばく

ルスを汽車で立って︑夕方︑アリゾ

九554国

何となく胸がをどるやうでした︒

をた㌦へたやうな水路を進んだ時は︑

船が金門海峡にさしか㌧つ
あみ
て︑左右に山を仰ぎながら︑一路藍

失望ながら︑今︑お名をさ 九493囲

しつれい

います︒

ら︑此の金をあなたにさし上げても︑

七槻2囹

主人はなさけ深い人ですか

此の金を半分だけさし上げたうござ

七伽5園

し上げます︒

六324園

す︒

其の如何に深く思をおこら 五衡4園此の二つの玉をさしあげま

︽ーッ︾

孝行の子にもまして︑仁心を父上に

十一3311

十二僻7圏此の世に生まれたどんな
雪げます︒

太子にさ︑やき奉ったと傳へられて

しになったかは︑夢に金人が現れて
みるのでもわかる︒

さゴなみ

さざなみ ﹇小波﹈︵名︶4 さゴ波
十一532図 月影のさ球波に砕け︑漁

岩角に立てば︑

︽ーキ︒ーク︾

七22翻

す足にを

いそ

沖の波は︑

ささや・く﹇囁﹈︵五︶2さ＼やく

漣

火の波間に出没する夜景もまた一段
のおもむきあり ︒

十一592図 敵の司令長官ロジェスト

さやくと

喜をさ︑やき︑
のしぶきは︑ひやくと

さばなみ かげろふ

逐艦漣︒陽炎の二隻に追撃せられ︑

ウェンスキー中將は︑︿略﹀︑我が駆
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越岬の沖合にさしか㌧つてみた︒

をしま
十716 翌朝四時頃には︑渡島半島矢
十欄5 やがて金州にさしか︑ると︑
車掌さんが説明す る ︒

じんじらう

さしづ

指圖

此の考こそ︑やみの中にさ

﹇指図﹈︵名︶2

火は前後二回おそったが︑元

によって︑消し止められた︒

帥のさしっと︑集って來た人々の働

六川1

さしず

し込んだ一條の光明でした︒

甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷 十一477

宿を取って︑わらちをぬぎ足

へ行った︒

九748
九悩4
を洗って︑座敷へ通りました︒

な管がありますから︑其の管を木の

た︒

さし
指圖する

さしず・する
づする

元帥は︑家に残って居た人々
めた︒

七804
た︒

し︒

オニ

ハ︑オレイニ︑イロイ

︽ーシ︾

さしだ・す ﹇差出﹈︵五︶3 サシダス

差出す

ロノタカラモノヲサシダシマシ

一召5

タ︒

水兵は驚いて立上って︑しば

紙片を差出した︒

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

十206

がて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

其の手紙を差出した︒

さしつかえ ﹇差支﹈︵名︶1 さしつか

ダイヤモンドは無くてもさし

かったら︑我々は一刻も生きてゐら

つかへありませんが︑もし空氣が無

八鵬2

れません︒

うん︑おちいさんによく指
圖していた玄いて︑一つ一生けんめ

差出せば︑義家くるりと背を向けて

公園はさして廣くはありませ

十385

境内さして廣からねど︑く

幸に雨はさして烈しくない︒

かうぐ
まなくはき清あられて︑いと神々し︒

十欄8図

涼しい風はなささうである︒

二階へ上ってみても︑さして

つてよいくらゐです︒

しい景色で︑其のま＼水の公園とい

けしき

んが︑大川をめぐらした眺は大阪ら

七675

見張から指圖する聲は次第に さして ︵副︶5 さして

﹇差出﹈︵四︶3

顔も引きしまって來る︒
さしいだ・す

差出す

しげくなり︑それを復唱する舵手の

十価6

いにやって見るか︒

九価9園

ざうして︑﹁︿略﹀︒﹂と鳴子し へ

をさしづしながら︑自ら防火につと

六㎜8

︽ーシ・iスル︾

﹇指図﹈︵サ変︶4

七942油煙の子の口には︑針のやう 七805 みんな此の指圖に從って働い 九柵5 前の小窓があいて︑機關士が

︽ーン︾

十一969零下の間︑山にさしか︑れさしこ・む ﹇馬込﹈︵五︶1 さしこむ
ば舟を引きてこれを越え︑河・湖に
南支那海にさしか〜ると︑

出つればまた舟を浮かべて進む︒
十一川11団

︽ーミ・ーム・一

さしこむ

根にさしこんで︑汁を吸って生きて

差込む

﹇差込﹈︵五︶6

海は急に朗かな︑しかも濃い青さを

ン︾

いっか︑にいさんのお作りに

さし込む

さしか さしこ・む

居ます︒

︵五︶1

見せました︒

﹇差交 ﹈

︽ース︾

さしかわ・す
はす
かへで

十389 空を半ばおほふやうに︑櫻や
六欄7

なった小さい温床に︑今日も︑おだ

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

輕く曲折しながら︑人を奥へくと

一ぱいにさしこん

やっと前方から︑かすかな光

で居ます︒

やかな冬の日が︑
さじき

さそって止まない ︒

﹇桟敷﹈︵名︶1

つきた︒

九299

太陽が顔を出したので︑日光が店一

其の時︑今まで雲の中にみた

がさし込むと見る間に︑トンネルは

七893 信長は正面のさじきにすわっ 八旧7

さじき

た︒

にいさんは︑にこくしな

︽ース・iセ︾

つてみたが︑やがてピンセットでね

うつぼに差させけり︒

懐中時計を出してそれをいぢ 九196図面任すなはち矢を抜取りて 九仰6

ぽいに差込んで來た︒

六289 酒もりが熾ると︑此の少女も︑

ぢをはさんで機械の穴に差込み︑小

九3010

座敷へ出て︑酒をついで廻りました︒

﹁︿略﹀︒﹂とて︑妻は鏡箱よ

でれば︑伏見桃山の御陵はさして

佛を舞み︑更に訂して稻荷神社に詣

いなり

三十三間堂に一千一膿の御

十一965図盛行若し彼の地にて死し

遠くない︒

十一101
たりと聞かば︑汝︑これを白主に持

ごりょう

鋸りて︑必ず日本の役所に差出すべ

差出す︒

さうして︑五月の太陽は︑ り小さき一包を取出して︑夫の前に

九412図

さなねぢ廻しでしっかりとしめた︒

今︑生

薄暗い物置にさし込み︑

十一376圃
︿略﹀︑
とり

鶏小屋の奥にしのび入って

輝かしい生

敷 か ら 顔 を 出 し て︑﹁︿略﹀︒﹂と言つ

氣を吹込む︒

まれたばかりの卵に︑
八柵6 座敷にすわって茶を飲む︒

た︒

七188 すると河成が︑笑ひながら座

らうとして戸を開くと︑驚いた︒

七183 言はれるま＼に︑座敷へはい

がらざしきへ上って︑おとうさ
んにごあいさつをしました︒

四135

﹇▽おざしき

ざしき ﹇座敷﹈︵名︶7 ざしき 座敷

さしかわす一さして

さし・でる ﹇差出﹈︵下一︶2 さし出
︽ーデ︾

七梛9 今沈んだあたりからさし出た

る

如何にも我がやまと魂をよく現して
候所存に候︒

候も残念に候ま＼︑きっと豊悟致し

︵四︶1

さしま

しょくたく

木曾義仲都へ攻上ると聞き

そよしはか

さしも

馬の上には人︑人の上には

︵副︶3

宗任すなはち矢を抜取りて

差出せば︑義家くるりと背を向けて

九198図

かのするどき矢を差さし

うつぼに差させけり︒

め謂ふことよ︒

九1910図囹

さやぶくろ

北八の脇差を取って差し︑自

分の脇差は︑鞘袋をずらして長い

九儲9

くりから谷も︑平家の人馬にてうづ

刀のやうに見せかけました︒

左手

‡ひだ

さす

︽ーシ︾

それを︑不思議にも︑聞多の

さす

サス

さす

下の方は白で︑花の口もとの

﹇注﹈︵五︶1

した︒

みこと

そこで︑尊は︑わっかの供人

がさして︑どこを見ても︑きらく

六872

きのふから降積った雪に朝日

を連れ︑東をさして御出襲になりま

六337

マシタ︒

ヒナガラ︑カサヲサシテデカケ

ニー13 太郎サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

さす

指す ︽ーサ・ーシ︒ース・ーセ︾εゆび

さ・す ﹇差﹈︵四・五︶25

所に︑こい紅をさして居ます︒

六悩8

さ・す

差してみた刀が防いだ︒

十801

く原始的な風俗です︒

た男︑大きな腰みのを着けた女︑全

十297國鳥の羽でかざった櫛をさし

くし

たりっぱな武士に見えるだらう︒

さしもの敵も︑此の一城をも 九柵1園 どうだ︑これで大小を差し

さしもの尼子勢もへとくに

﹇左手﹈︵名︶2

中佐︑すでに右手に傷を受

中佐すでに第二弾を左手に︑

﹇刺﹈︵四・五︶8

﹇止﹈←いいさす

けたり︒

さす
さ︒す

マチカマヘテヰ冥罰チハ︑

︽・ーサ・ーシ︾

シマシタ︒

時の間にか洲が見えなくなりました︒

三516ソレヲ刀ニシテ︑ムギワ と銀色にかゴやいて居ます︒
ラノサや執心レテ︑コシニサ
七134潮がだんくさして來て︑何

シタ︒

チクリトサルノカホヲサシマ

二267

差す

サス

少しもひるむ色なく︑なほ奮戦を績

更に第三弾を腹部に受けたれども︑
ふんせん

九塒1図

に日章旗を山上に立つ︒

部下の兵士をはげましはげまし︑遂

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑

九捌6図

りて

さしゅ

並べて討死した︒

疲れ︑多くの勇士は︑むざんや枕を

九864

てあましたが︑

九827

まれり︒

馬︑重なり重なって︑さしもに深き

八349図

さしも

さしのぼる朝日の如く さしむける ﹇▽おさしむける

みる︒

十ニー9図圏

幾百筋の細かい金の矢が︑夕空を染
さわやかにもたまほしきは心なりけ
さ

り
﹇当事﹈︵下一︶1

めて︑空は赤から金に︑金からうす

︽ーク︾

見れば︑へさきに長き竿を

﹇差招﹈

其の中に潮がさし始めて來ま

︽ーメ︾

さしはじ・める
し始める

青に︑ぼかし上げたやう︒

九槌10 今どれか︸つの星を︑東にさ

ねく

さしまね・く

した︒

七122

さし通

し出た軒端にすれくに立てて︑下
からじっと見てゐますと︑
﹇刺通﹈︵五︶2

す︽ーシ︒ース︾

さしとお・す

八977図

島ですが︑此の島に向かって︑北か

立て︑赤き扇を取附け︑一人の官女

七672 それは淀川の中にある細長い

其の下に立ちて︑陸に向かひてさし

︽ーイ︾

さし招

まねく︒

く

すると︑向かふの食卓に

此の旅館で出してくれるさし

﹇刺身﹈︵名︶1

て私をさし招いた︒
さしみ

う︒

みは︑多分日本人の取った魚であら

八㎜4

さしみ

すわってみた夫婦の客が︑手をあげ

十二悩5

﹇差招﹈︵五︶1

ら南から︑かけ渡された橋ばかりで

さし

さしまね・く

も二十もあって︑まるで︑中之島を
くし

たくさんの串でさし通したやうにな
つて居ます︒

﹇差伸﹈︵下一︶2

七研6圏 それでもびかり︑ 目をさ
し通す︒

さしの・べる
のべる︽ーベ・ーベル︾

のべると︑鳩は再びつばさを廣げて

八779 つかまへようとして手をさし
飛上つた︒

き

︽ーケ︾

たり︒

私事も當家滅亡を二つ＼長らへ居り

られ︑御取りつぶしに相成り候はば︑

十二梱3國国

ぜひく官軍さし向け

て︑平家はあわてて討手をさし向け

八325図

く

十二428 雨に洗はれた築山のくまざ さしむ・く ﹇差向﹈︵下二︶2 さし向

さし

さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑
かへで
心字の池に枝をさしのべた楓は︑も
う色づき始めてみる︒
﹇差 上 ﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 2

︽ール︾

さしのぼる朝日の光に輝いて︑

らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑

十備10

のぼる

さしのぼ・る

さしでる一さす
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713
さす一させる

う彼等は矢もたてもたまらず︑北を
さをさ＼うよ︒

人がかさをさすならば︑

おれもか

八114日本に春が來ると思へば︑も 十一一635牧園 かさをさすならば︑
さして進むのです ︒

おれもかさをさ︑うよ︒

くして︑守かたければ︑源氏もさす
がに攻めあぐみて見えたり︒

御手つから︑授け給うた 尊い軍旗︑

六623圃 かしこくも︑ 天皇陛下︑

与おさずけくださる・おさず

尊い軍旗︒

ける

さずける

今はちやうど新緑の季節で︑

湖岸の大通や︑公園の眺は︑さすが

九584團

に美しいと思ひました︒
げんくわん

玄關口といはれるだけあって︑埠

昭憲皇太后かぎりなくめで

させ給ひて︑しばく行啓あらせら

十69図

︽ーヒ・ーフ︾

十二637三園人がかさをさすならば︑ 十251團 サイパンは︑さすが南洋の させたま・う ︵助動︶2 させ給ふ

おれもかさをさ＼うよ︒

八408 それが萬壽姫で︑木曾に住ん 十一一636蟹園 人がかさをさすならば︑
かまくら

で居りましたが︑風のたよりに此の
事を聞いて︑うばを連れて鎌倉をさ
して上りました︒

十悩7

つなよし

ば潟をなみあしべをさしてたつ鳴き

行軍綱吉は︑さすがに此の事

を物ともせず東南をさして飛んで居

かた

八768 落行く夕日を背に受け︑寒空 十二9811図圃和歌の浦に潮満ち來れ 頭は實に堂々たるものでした︒

れたりとそ︒

えん
せ給ふ時︑別離の宴を張らせ給ひし

十一25図大塔宮の吉野を落ちさ

だいたふのみや

件の始末に心を痛めた︒
附近には大小の製材工場多

跡なりとそ︒

十21図

︽ーシ︾

左折して更に大鳥居を過ぎ︑

再びかへして二女の離宮かさせつ・す ﹇左折﹈︵サ変︶1 左折す

く︑さすがに木材の集散地たるを思

同語9図
はしむ︒

十一108

ら北西へ向かへば︑北野神社はさす

︵地圖を指して︶では︑此

がに参拝の人が絶えない︒

に歩みを移せば︑参道は又右折す︒

神氣身にせまるをおぼえつ＼︑静か
がら︑天略﹀︒﹂さすがに子供は︑じ

セ・ーセル︾且vおつたえさせる・かん

さ・せる ﹇為﹈︵下一︶8 させる ︽一
げんくわん

樺太の玄關口といはれる

しんさせる︒きんちょうさせる・じょ

ほん

うりくさせる・しんどうさせる・ばち

まをか

大泊は︑一面また西海岸の眞岡や本
と

くりさせる・はったつさせる︒ぴっく

りさせる・へんかさせる・まんぞくさ

斗と共に漁業の中心地で︑さすがに

十一襯7囲

せる・むにやむにゃさせる

どうだ︑二人に五十人つつ

た︒︿略﹀︒さすがに暑いと思ひまし

三日の聞けいこをさせ︑槍

ぢやあ︑今度の子馬は僕に

世話をさせて下さい︒

九価7園

の仕合をさせてみては︒

七866園

させ︑槍の仕合をさせてみては︒

中間を貸さう︑三日の斎けいこを

ちゅうげん

七866囹
はんぎゃく

慶喜叛逆の報がいち早く
りをお感じになったが︑

︵五︶1

授け

江戸に達した時︑宮はさすがに御憤

十二慨9

た︒

シンガポールに着きまし

市内は活氣がある︒

十一欄3

つと聞きながら目を伏せてみたが︑

尼さんは子供の髪を撫でな

の線から此の線までを︑そなたに與

かささせるさ＼ぬも過

︽サセ︾

さすが

十一212

へる︒

十二柵8

飛んで行くことよ︒

ふの方をさして︑つるが鳴きながら

あしの生ひ茂ってみる向か

わたる

ら

十一一994

た鳩は︑ふと︑たかの一群を見たの
すると︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ 一 枚 の

で︑すばやく低空に移った︒
九949

カードを指して其の人は言った︒
な

九尊1 軍人さんは地圖を指して︑そ
れが奈良であることを示してくれる︒

十391 下枝の紅葉から紅のしっくで

十二欄11園

からかさ

十一一櫛6図圃

や︑日がさす︒

も落ちて︑さしてみる傘を染めば

かささせるさ︑ぬも過

さす

ぐる橋の上の夕暮近き雨のはれがた
︵助動︶2

高殿の窓てふ窓をあけ

前後よりどっとときの聲を
あげさせたり︒

八337図

さす

十一一搦6図無

ぐる橋の上の夕暮近き雨のはれがた

しないかと思はせる︒

のすぐそこに︑此方をさして突進し

十719 すると︑まことに突然︑右手
て來る船があった ︒

十佃1 雲が切れて︑日光がさして來
た︒

そうあん

十一168 きれいに作ったしば垣の内

十二23図書

﹇流石﹈︵副︶11

させてよもの櫻のさかりをぞ見る

撮政殿下の御無事でいらっし

﹇授給﹈

﹇▽ひさださすけ

さすけ

︽ーウ︾

をなでおろしながら︑三時頃おいと

給ふ

さずけたま・う

八餌3図後は山けはしく︑前は海近

まを申し上げて︑自宅へ蹄つた︒

やるのを拝した元帥は︑さすがに胸

髄質5

さすが

かさをさ

人が か さ を さ す な ら ば ︑

えいく︑

の僧庵に︑折から夕日がさして︑
すならば︑

十二627齪園

おれもかさをさ＼うよ︒

十二628躍園人がかさをさすならば︑
おれもかさをさ＼うよ︒

おれもかさをさ〜うよ︒

十二629圃囹 人がかさをさすならば︑

させる一さっき
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九柵6 膿の手入れをしたり︑運動を
させたり︑僕の仕事が追追忙しくな
つたのは其の頃からです︒
ひやうぎ

又忍者の意見をも徴した︒

十二8 先づ役人たちに評議をさせ︑
十一463園 電氣に話をさせようなん
て︑こっけい千 萬 だ ︒

十一餌6 まことに摩周湖こそは︑
た〜神のみがしろしめす神秘境だと
いふ感じを深くさせる︒

十二価5 どのくらみの損害賠償をさ

させる

︽サセ︾

せるのが適當であるかを判断せねば
︵助動︶1 4

ならぬ︒

させる

ひづめ

肢をあげさせて蹄の裏をさう

て主人持でござらう︒

魚雷ヲ打出ス時ニモ︑此ノ目

デ︑ネラヒヲ定メルノデアル︒

六佃3

ギヨライ

︽ーメル︾←おさだめる・みさだめる

さだ・める ﹇定﹈︵下一︶1 定メル

﹁︿略﹀︒﹂とばかり︑各戦車

︽一

は︑戦闘隊形を取って敵戦車群の左

十二8210

定まる

﹇佐田岬﹈︹地名︺1

四十の西には佐田岬長く

佐田

五109国

神と人和ら

しろ

大神のみことのま㌧に︑

つち

四月十日

←いっさつ

子どの

さつ

父より

さち

日の本の人と生まれし幸は知りにき

十一一柳4苗圃 國といふ國をめぐりて

ぎむつび︑ 天と地とはに幸あり︒

あめ

しめす我が日の本は︑

神の御子︑代々のみかどの

十一624図圃

午後二時四十五分︑勝敗 さち ﹇幸﹈︵名︶2 幸

﹇定﹈︵四︶1

側面におそひか＼る︒

岬

さたみさき

すでに定まれり︒

十一575図

レ︾

さだま・る

九503国つくぐ感じさせられまし
た︒

九梱10

其の舞

五月の太陽は︑︿略﹀︑其

人をやって雪を取捨てさせ

ちしたりしても︑

十㎜8圏
たのです︒
えんさき

十一374囲

の縁先に小猫を戯れさせ︑
室を明かるくし︑
こまく

突出で︑九州に迫りて豊豫海峡をな

其の一方を耳の鼓膜に燭れ 十一516図
す︒

十一469
させ︑他の一方をす＼のか﹂つたガ

らひを定めてひようと放つ︒

八欄5図直ちに弓に矢をつがへ︑ね

メ︾

まことに故あることと考へさだ・む ﹇定﹈︵下二︶3 定む ︽一 さちこどの ︹人名︺1 さち子どの

ラスの上に置きました︒

十二718
させられる︒

左側面

じまん

ち

近く都にて信長公の御亭
そろへのあるよし︑定めて自慢の馬

荷主・炊事夫・舵夫・雑役

すみじ

ざつ

雑貨

夫から︑村の客まで幾十人がそれに

ざっし

雑貨

ざつくわ

﹇雑貨﹈︵名︶2

乗ってみる︒

ざっか

日本の書物や︑雑誌や︑雑

貨や︑食料品などを費ってみるのが

くわ

九536圏

呉服・雑貨︑いろくの店

見かけられます︒
ごふく

十346囲

が並んでみる中に︑珍しいのはおみ

やげ品を細る店です︒

オモヒマシタ︒

コトヲカンガヘテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

二川2ボクハ︑サツキ見タ牛ノ

さつき

さっき ﹇先﹈︵名︶19 サツキ サツキ

一人の子が御國のため

に乗りて集る人々多からん︒

十215圏囲園

軍に出でしことなれば︑定めて不自

當選した家では︑定めて喜ん

由なる事もあらん︒

十術8

なうく︑そなたは定め

でるることであらう︒

十二593園

十二2510

ざつえきふ ﹇雑役夫﹈︵名︶1 雑役夫
十一5410図我が海軍は︑初より敵を

遊びなれたる庭聾し︒

百尋・千

ももひろ

丈齢のろかい操りて︑

ウガ︑ソレニハ︑ウマイシカケガシ

ひろ

尋海の底︑

行手定めぬ波まくら︑

十一911図團

近海に迎へ撃つの計を定め︑豫め全

さそふ

力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒

﹇誘﹈︵五︶4

テアル︒

イデ︑サゾ困ルダラウト思フデアラ

六帽5水ニモグルト︑ドコモ見エナ

六646 草をたべさせに連れて行った さぞ ﹇喚﹈︵副︶一 サゾ
こともありまし た が ︑

六755 これをよけようとして賊のさ
わぐ所を射させて︑又々五千人齢り
も殺した︒

︽⁝ッ・⁝ハ︾且vおさそいする

六785 たくさんのたいまつを出して︑さそ・う
これに火をつけて︑橋の上に投げさ

﹁︿略V︒﹂と︑北八にさそはれ

﹇左側面﹈︵名︶1

九424図園

此の間の日曜日に︑石川島をさだめて ﹇定﹈︵副︶4 定めて

四831国朝さそって下さい︒

た︒
かへで

十3810

さそくめん

さそって止まない︒

輕く曲折しながら︑人を奥へくと

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

空を半ばおほふやうに︑櫻や

て︑彌次郎はそこくに逃出しまし

九欄6

さそって學校へ行った︒

七305

せた︒

七781園 三日で仕上げさせてごらん
に入れます︒

七価2囹少しでも納めさせていたゴ
くわけには行きませんでせうか︒

七塒9園少しでも納めさせていたゴ
けるやうにお願ひいたします︒
なへさせます︒

七槻7園朝晩おねんぶつの代りにと

と思って︑

八134此の悪い風習を止めさせよう

715
さっさと一さっそく

五556 サツキ︑オカアサンガ︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト ︑ネエサンニオツシヤイ
マシタ︒
しつれい

十一247

さっきの槍岳が︑﹁︿略﹀︒﹂

ざっし

ざつ

﹇察奉﹈︵四︶1

さうなん

東海丸遭難第一の電報を手に

天忍路には露天市場があっ

て︑日用品のありとあらゆるものが

十二204

雑然と並んでみる︒

清水の流だといふ此の川べ

さっそく鯛を呼出して︑のど

兄うかしは︑かへって︑さつ

したが︑

河成は︑さっそく承知して出

たか狩から蹄ると︑信長はさ

頼朝は一目見た上でと︑萬壽

大石橋守備隊では︑さっそく

に元のふたガラスの中へ入れた︒

トでねぢをはさみ上げて︑大事さう

九306

時計屋さんは︑早速ピンセッ

信書管を取りはっし︑手厚くかんこ

八789

姫にきめました︒

上品に見えましたので︑さっそく舞

を呼出しましたが︑顔も姿も美しく

八363

つそく藤吉郎を呼んで︑﹁︿略﹀︒﹂

七765

かけて行った︒

七152

そく家を建てにかかりました︒

六45

て釣針がひっか＼つて居ました︒

をさがしてごらんになると︑はたし

五伽1

コヅチヲプリマシタ︒

オヒメサマハ︑サッソクウチデノ

三60ーソコデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑

さっそく早速

さっそく ﹇早速﹈︵副︶12 サッソク

が一面に芽ぐんでみる︒

りは︑もう殆ど雪がなくなって雑草

十二悌10

日本の書物や︑雑誌や︑雑 ざっそう ﹇雑草﹈︵名︶1 雑草

ざっし

﹇雑誌﹈︵名︶2

行くがい㌔
ざっし
九536圏

心を無理にしづめようとし

︽ーレ︾

今問題になってみる人が︑

﹇殺人事件﹈︵名︶1

りし御心事を察し奉れば︑涙そゴう

十一311図 天皇行宮にましますこと
ほうぢよ
三年︑遂に北方の天を望みて崩御あ

察し奉る

さっしたてまつ︒る

な意味をなさなかった︒

て雑誌を開いたが︑文字も書もみん

十一404

見かけられます︒

貨や︑食料品などを責ってみるのが

くわ

雑誌 雑誌

さっきまで泣いてみた紫の 当量10園 高けれや︑止めてさっさと ざつぜん ﹇雑然﹈︵形状︶1 雑然

君は︑すっかり晴れやかになってゐ
た︒

しんじゃうや

﹃︿略﹀︒﹄と︑お立寄り下さいました︒

なって︑さっきお出かけの途中

六33園 さっきは︑お使とも知らず︑ 十一698園あの新上屋にお泊りに ←ふるざっし
まことに失禮な事をいたしました︒

六516 さうして︑さっきの筒の中へ︑

十一柵5

時々見下す谷底に︑さつき

ちやうど︑それがするくとはいる

出褒した温泉宿が︑だんく小さく
十一伽10

なって行った︒

くらみの大きさに作って︑それをの
りづけにした︒

と言ふやうに︑しかも甚だ卓然と讐

六725園 さつき五十着いたゴいて︑
今五十銭の鍋を返していたゴきまし

ベートーベンは︑かう言つ

えてみる︒

十一欄2

た︒

て︑さつき娘がひいてみた曲を又ひ

六桝2園 さっきのやうなちやうしで
降績くと︑朝までには︑ずるぶん積

しやう

き始めた︒

に禁じ難し︒

どうか︑

察する

ほんたうに殺人事件の犯人であるか

十二価8

殺人事件

さつじんじけん

さつき︑樽を届けに醤
さっきから︑三郎さんが

來て待ってるられたんだよ︒

十二913囹

油屋さんまで行きました︒

ゆ

十二879囹

るよ︒

七161 ふしぎに思って︑今度は西側
の口からはいらうとすると︑又其の
戸がしまって︑さっきしまった南側
の戸があいた︒

父上︑さっきも申しまし
た通り︑毎朝毎晩︑お附の百人の大

十二幽10囹

さっすξおさつしくださる

で日本丸のあった場所は︑すっかり

七川1 氣がついて見ると︑さっきま

騒ぎ︑これには私もほとほと閉口致

︵サ変︶2

海になって︑小蒸汽船が︑煙を吐き

十776

︽ーシ・ースル︾与おさつしもうす

﹇察﹈

さっ・する

さつさ

します︒

さっさと

した時︑妻は早くも夫の死を察し︑

︵副︶4

四464すると︑月は枝の間に

のだと感心させられる︒

ぶん早く︑遠くから出かけて來たも

村がないところがら察すると︑ずる

附近にそれらしい全村・柳

見舞の客に寒しても︑あへて取りみ

かう言って︑さっさと濁り出

十二234

じっとしてゐますが︑雲は
城兵はさっさと引上げたが︑

だした様子を見せなかった︒

した︒

七堂9

二三十人だけはふみと団まった︒

六765

さっさと走って行きます︒

と

さっさと

ながら行ったり來たりして居ます︒

路がずっと下の方に見えて︑今通る

八価5 すると︑さつき上って來た線
線路と十文字に交って居る︒

九撹2 さつき探さうとしたのがこれ
で︑北極星といふ星です︒

十534 村では︑豊年を祝ふよひ祭の
支度に心を取られて︑さっきの地震
には一向氣がつかないもののやうで
ある︒

さっちょう一さて

716

九燗1 兄は︑其の人と早速仲好しに
なって︑話し合ってみる︒

九柵2 早速其の事を祖父に言ひます
と ︑ 祖 父 も ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂と教へてくれ
ました︒
ぶしょ

十727 久田船長は︑早速乗組員に命
じて部署につかせた︒

十二榴4囹 早速食事の支度をしろと
言へ︒

さっちやう

さっちょう ﹇薩長﹈︵名︶1 薩長

援し︑イギリスは薩長を通じて官

さっちやう

十二欄9 現にフランスは徳川方を磨

﹇颯﹈︵副︶6

サット

さっと

軍に好意を見せようとしてみた︒
さっと

一時間三百粁の速さで飛ぶ

日や三日はか﹂らう︒

十二㈹2

ざつ

飛行機に乗って行くとしても︑ざつ
と五十七年かかるわけである︒

︽ーシ︾

ざったふ

ざっとう・する﹇雑踏﹈︵サ変︶−雑
たふ

沓する

町といふ町は︑雑沓してゐ

るが︑しかしロンドンには大小の公

十二梱2
園が多く︑至る所に田園的な自然を
くりひろげてみる︒

さっぱり

ねぢは驚いてあたりを見廻し

︵副︶2

九242

さっぱり

たが︑︿略V︑何が何やらさつばりわ
からなかった︒

る時︑泣いて別れを惜しむ學生たち
に残したといふ有名な言葉だよ︒

すると︑水は陸上にた＼へら

此の湖へ︑両方の海から掘割をつけ

れて︑二つの湖になりました︒さて︑

十悩1

て︑ちやうど團子の串刺のやうに︑

さつま

二百三十二段の石階を上る

ますのである︒

しこくも二重の玉垣の奥に鎭まりい

恭しくぬかづけば︑明治天皇は︑か

心もつ＼ましく︑さて拝所に立って

十一102

運河を通さうといふのですが︑

くしざし

札幌

さつぼろ

札幌

﹇札幌神社﹈︵名︶1

さつぼろ

︵一︶

︹題名︺1

十﹇748

さっぽろ
さっぽろじんじゃ

札幌神社

今朝早く札幌神社へ参舞す
﹇薩摩芋﹈︵名︶1

を ぢ
ると言って出掛けた東京の叔父は︑

十一749
さつまいも
いも

て︑二十五日のお祭には︑わざく

さて三蓋は︑誰か母のうはさ

お招き下さいまして︑ありがたう存
じます︒

八418

此の古墳の大きなのになる

はけた﹂ましい支那人の叫びで一ぽ

いです︒

と︑長さが敷百米に及び︑堀が二重

十ニー49

一般にかうした古墳の内部は︑どう

にも三重にも廻らされてみる︒さて︑

なってみるであらうか︒

十二387園顔弓は予の前で教を受け

る時︑たゴだまってみるので︑何だ

みる︒

について何か自分で工夫をこらして

さて退いて一人でみる時は︑師の教

かぼんやり者のやうに思はれるが︑

したが︑十日たっても二十日たって

十二傾11園

もう言ふな︒さて︑かう

て︑二番娘のリガンは︒

域の領主と︑そなたをするのだ︒さ

魚に富む川︑廣い牧場のある此の境

十ニー311園 茂った森林︑豊かな平野︑

さて︑娘ども︒

ラングレーは︑その後一生け 十二搦8園 ︵臣下に︶押漬を持て︒

さて︑此の北極星や北斗七星
いろくの星の列があります︒

を目土にして︑其の附近を見ると︑

九価2

まく行きません︒

さていよく試験をしてみると︑う

しけん

んめいになって實物を作りましたが︑

九109

も︑母の名を言ふ者はありません︒

をする者は無いかと氣をつけて居ま

進んで︑さて埠頭に下りると︑そこ

むしたさつまいもをかごから 十﹁㎜8團私たちを乗せたランチが
さて

もうすっかり︑おなほりに

﹇掬﹈︵接︶13

出して︑弟と一しょにたべた︒

六231
さて

六伯8国

は︑御承知の通り︑私の村の氏神様

なりましたか︒さて︑此の二十五日
のお祭です︒

一423カゼガサットフクト︑大 九997 これらの星にも︑名前や番號
があり︑位置もきまってみるのです

さっぱりす

どうか︑御安心下さい︒さ

が︑たゴぼんやり見てみるだけでは︑

︵サ変︶2

さつばりした建物の色と︑熱

殺

島民の子供とはいひながら︑
﹇殺風景﹈︵形状︶1

ぢごく
シカゴは︑此の世の地獄だ

札幌

これは︑博士が札幌を去

六128國

ツブノアメガ︑パラパラフリダ

さっぱり・する

當が附きません︒

一膿どれがどうなのか︑さつばり見

シマシタ︒
あめのたおからを

五59 岩戸のそばで待っていらっし
やった天手力男のみことは︑この
時とばかり︑さっと岩戸をあけて︑
外へ流れ出ました ︒

が︑

十一785囹

さっぽろ

﹇札幌﹈︹地名︺1

と言った人もある程殺風景な所です

九582圏

風景

さっぷうけい

皆さつばりした服装をして︑

十273圏

帯植物のこい緑が映じ合ふ︒

八伽4

五407 すると︑水がさっとあふれて︑ る ︽ーシ︾

八387 これを聞くと︑頼朝の顔色は
さっと攣りました ︒
かなめ

空古祠く舞上り︑二度三度ひらくと

八m7図 扇は要ぎはを射切られて︑
まはりて︑さっと海中に落入りたり︒

十一擶1 妹の顔はさっと赤くなった︒
ざっと ︵副︶2 ざっと

十二悩6 ルーブルは︑今博物館と美
術館になってみるが︑其の美術館を
ごくざっと見るにさへ︑少くとも二
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領地を二分して二人の娘に與へるか
らには︑予は今後百人だけの家主を
つれ︑月代りに姉娘・妹娘の許へ参

﹇里﹈︵名︶4

さと

里

山に來た︑さとに來
十二佃9園

前半分を聞いてさへ私は

が出量るのである︒

←みなもとのさねとも

さば ﹇鯖﹈︵名︶1 さば

︵五︶1 さとる

いひ︑

さばく

似てみるところがら︑俗にさば雲と

青空にうろこのやうに小さ
はんてん
く群生する白い雲は︑さばの斑貼に

さねとも

﹇悟﹈

がある︒

さと・る

てっかのたらうみつ

さばくの中で︑或旅人が︑二

木曾義仲の家來手塚太郎光 さばく ﹇砂漠﹈︵名︶11 さばく 沙漠

そよしなか

沙漠

き

︽ーッ︾←おさとる

五428

田園のつゴく限りは︑
早苗のみどり︒
さながら

私どもは︑褻をつけたらく

二十九日の朝︑ロスアンゼ

十一柵11圏

皆さんは︑アメリカ合衆國

沙漠の朝風は︑快い程冷

日が昇るに從って︑沙漠

えてゐました︒

十一柵9国

ロの都をたつねました︒

三十粁︑自動車で沙漠を走ってカイ

さばく

十一柵8圏私たちはスエズから約転

つたでせう︒

に︑沙漠があらうなどとは思はなか

九557団

した︒

九554国此の沙漠は翌日まで績きま

ナ州の沙漠にさしか＼りました︒

さばく

ルスを汽車で立って︑夕方︑アリゾ

九554囲

のに︑人の足あとが見えません︒

と︑らくだの足あとがつゴいて居る

五498園私がさばくを歩いて居ます

うちに︑つい眠ってしまひました︒

ましたが︑とちゆうで一休して居る

だを引いて︑さばくの中を通って居

五474園

人の商人に出あった︒

盛の娘は︑頼朝に仕へて居りました

た︒

さなえ

九734図圏
植ゑわたす

﹇宛﹈︵副︶5

空に墨蚤をゑがき︑鈴なりの赤き實︑

の高大なるためなるべし︒
しば

もけい

しかし︑其の豊富な歴史的

︿略﹀などを︑さながらに知ること

陳列によって︑我々は世界の歴史︑

遺物・世界的名作・標本・模型等の

十二伽2

まれてさながら夢の如く︑

たち︑三月堂・二月掛かすみにつ＼

十二悩9図春は若草山の芝緑にもえ

さながら雀の如くに見ゆるも︑社殿

十二67図

はだは赤銅さながらに︒
はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

しゃくどう

十一917重患吹く潮風に黒みたる

くに似たり︒

タ日を浴びて︑さながら珊瑚珠の輝

さんごじゅ

十481図仰げば庭前の柿の梢は︑大

さながら

さなへ

さなへ
﹇早苗﹈︵名︶1 早苗

をさとって︑義仲の所へ知らせま七

が︑頼朝が義仲を攻めようとするの

もり

八393

十一柵2

喜びにたへないが︑どうか残りを聞

里人

そこにほんたうの悟の境地

かせて︑私に悟を開かせてくれ︒

ど

砂糖﹇▽こお

さとす

︽一

タの島々と共に︑砂糖の生産地で︑

﹇諭﹈︵五︶2

南洋の長島といはれてゐます︒

さと・す
サ・ーシ︾

屋・人夫を集めて︑﹁︿略﹀︒﹂とさと
した︒

呉鳳は︑﹁︿略V︒﹂蕃人はさと

悟

それは︑聞きなれた里人の

﹇里人﹈︵名︶1

されて︑しぶく引きさがった︒

八147

さとびと

十二唱6

﹇悟﹈︵名︶2

聲である︒
さとり

十二惜8

にも來た︒

さとでな

山にさく︑さとにさ
こもさく︒

でもなく︒

山でなく︑

九228三三子供らと手まりつきつ＼

さ

天も水もひとつに見ゆる

この里に遊ぶ春日はくれずともよし
さ ど
﹇佐渡﹈︹地名︺1 佐渡
あめ

﹇砂糖﹈︵名︶2

海の上に浮かび出でたる佐渡が島山

九233図圏

さど

それから数十歩坂道を上ると︑

つて︑齢生を送ることにする︒
さてい
﹇茶亭﹈︵名︶1 茶亭

十4310

さてい
さてい

左に茶亭があった ︒

さてさて ︵感︶6 さてく
七衡4園 さてく︑二人ともまこと
に心掛のよい者︑感心いたした︒

八378園さてく︑此の度の舞は日
さとう

コーヒーにしても︑砂糖にし

ても︑パインアップル其の他の果物

八月7

にしても︑みんな日本人の手で作ら
れた物が︑使はれてるるのかも知れ

−さてく︑某の主人

は︑立板に水を流すやうに物を言附

ない︒

﹇砂鉄﹈︵名︶1

ござる︒

さてつ

砂鐵

十二598園 さてく︑かたじけなう

嬉しうござる︒

十二581園 さてく︑書附に合って 十279国 テニアンは︑サイパンやロ

けられるお方ぢや︒

十二545園

として手に入れたきものなり︒

ん方なけれど︑あれ程の名馬︑武士

九403図園 さてく︑斜なければせ りざとう

本一の出來であった︒

く3く2た1
、5 、5 、6

の圃の圏の圃

六207 コレハ︑砂ノ中ニアル砂面ガ︑ 七798藤吉郎は︑大勢の大工・石
クツ着クノダサウダ︒

つう 3いっつう・しちはっつう

さと

六369園 さては︑だましたのか︒

家の中へはいって行きました︒

らはれたなと思って︑すごすごと︑

六89 さては︑自分の悪だくみがあ

さては︵感︶2さては
さてい一さばく

さばく一さま

718

は熱を吐出しました︒

なったものと見えて︑集って居る雀
さぶ

ざぶく

それから︑象は︑ざぶくと

ま・おひめさま・おほしさま・おまち

ま・おばさま・おひさま・おひなさ

どおさま・おやくにんさま・かねこさ

ま・かみさま・かみさまがた・かみな

りさま・からいとさま・かんぜおんさ

ま・かんのんさま・ごくろうさま・さ

ざぶとん

ざぶとん程残ってゐます︒

えひめさま・だいりさま・てんしさ
﹇三郎﹈︹人名︺3

三郎さん︑正一はもうち

お﹂︑三郎さんか︒

佐保・佐紀の相嫁に北を

えさま・ほとけさま・みなさま・ゆり

ま・とのさま・はちまんさま・ははう

さま

わかさま︒らいこうさま・わかだんな

聲をしのばせ︑馬をはげま

しつ＼︑なだれの如く下るさま︑人

八674図

千数百人の乗員が︑號令に從

わざとも思はれず︒

きりつ

九356

つて規律正しく活動する其のさまは︑
いこま

佐保川

さま・おきゃくさま・おしゃかさま・

ころあり︒

とうろうの色鮮かに︑江上

からは ふ

みやびやかな唐破風︑すつ

た

秋は春日の社神さび︑手

向山の紅葉夕日に映ゆる檬殊に見ど

むけやま

十一一個11図

舞といひたい︒

りちがふさまは︑まさにいらかの齪

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入

きりした千鳥破風︑それらが上下に

十二654

いくらゐである︒

に影をうつすさまは︑壼にもかきた

十二271

行くさまは︑實におごそかである︒

ひらめきながら︑しっくと上って

朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

限り︑春日・高圓の山々を東に︑矢

たかまど

かさま・さよこさま・じぞうさま・す
三郎

﹇座布団﹈︵名︶1

十鵬5園

ざぶとん

水の中へはいって行きました︒

五405

︵副︶1

﹇▽かんさぶ

ざぶざぶ

平生元氣なをばさんも︑今日

は︑皆さびしさうにして居ます︒
は︑

六991

十﹇備3国 沙漠の湖とは妙だと思ひ
ながら︑やうやく暑さに苦しむ身に
さうに見えた︒

一番しよんぼりとして︑さびし

は︑水景がなつかしくてたまりませ
ん︒

十﹇欄5團長い橋を渡って︑アカシ
さびしい本堂の柱にく＼り附
さぶろう

享年1
けられて︑じっとして居る間に︑雪

﹇▽しんらさぶろうどの

やの並木の固く道を行くと︑やがて

十二879園
き蹄ります︒

十二928園

重て待ってるられたんだよ︒

さびしい 十二913圏 さっきから︑三郎さんが

菊の花よ︒

いわし雲ともいひますが︑

さま

様←あに

たまさか︑大きなサボテン
﹇様﹈︵名︶8

があるくらみのものです︒

さま

おつきさま・おとうさま・おとひめさ

九392

いかにも目ざましい︒

十二価図佐保
船は善く左方へ曲り︑鯨の逃

﹇左方﹈︵名︶1

佐保川

﹇佐保川﹈︹地名︺1

十二榔図

さほがわ

道に封してイの字なりに迫って行く︒

十嗣6

さほう

左方

田山・生駒山を西にひかへて︑

十二価6図

何だかさびしい氣がして︑ さほ ﹇佐保﹈︹地名︺2 佐保

急に車内がさびしくなる︒

咲きのこる

さん

さぶろうさん

す︒

﹇寂﹈︵五︶1

がなかったらさびしい︒
さびしが・る

さびしさ

九556圃

私がみなくなっても︑さ サボテン ﹇仙人掌﹈︵名︶一 サボテン

﹇寂﹈︵名︶1

深い森の奥から流れて︑か さまがた・ありさま・うじがみさま・
朗かな中にも一種のさびしさを持つ

おいしゃさま・おかげさま・おきさき
た聲が︑

すかにこだまするあのかんこ鳥の︑

十一7511

さびしさ

いね︒

びしがらないで︑よく勉強して下さ

十一411園

さびしが

世界であると知っても︑やっぱり月

十一捌9

今日私たちは︑それが死の

見た所は何だかさびしい感じの雲で

十一佃5

私は自分の部屋へもどった︒

十一403

十m5

庭に︑

八617三木の葉が落ちて

ました︒

と思って︑ふと見ると︑びっくりし

どんなに︑さびしかったらう

舟は︑いろくと考へ響けました︒

さば雲

さびしい

六佃1

又沙漠の一端に來ます︒

さば・く ﹇裁﹈︵五︶1 さばく ︽一
ク︾

﹇鯖雲﹈︵名︶1

訟をさばくのが民事裁判である︒

しよう

そ
十二楓1 此のやうに︑人々相互の訴

さばぐも

十一㎜2 青空にうろこのやうに小さ
はんてん
く群生する白い雲は︑さばの斑嵩に

﹇寂﹈︵ 形 ︶ 1 2

似てみるところがら︑俗にさば雲と
いひ︑

さびし・い
︽ 一 ・ ー イ ・ ー カ ッ・ーク︾←うらさびし

三206 ﹁︿略﹀︒﹂といふ音がきこ

い

えないので︑なんとなくさびし
いきがしました︒
何聾唖萬といふ︑たくさんの兄弟や

五135 しかし︑おたまじゃくしには︑ る ︽ーラ︾
仲間があるのですから︑親がそばに
みてくれなくても︑ちっともさびし
くはありませんでした︒

花の名は︑

五川6圏 三本並んで︑ さびしいけ
れど︑かはい＼花 よ ︑

何と言ふのか知らないが︒

六905 けさやった餌も︑もう︑なく

719

十一一脳9図

からうじて至れば︑島に

おざしきでねて居た春子ちや

みんな殺されてしまひました︒
五886

九718図國

白雲
はや夏の暑さを

野は輝きて︑

︽ーメ︾

した︒

或年の冬︑大言が思はず

寒いなら︑暖くなるやうに

其の年は氣候が不順で︑九月

の中頃急に寒くなり︑雨が降績きま

八86

墨黒5園寒い︒

してやる︒

七幽9園

﹁寒い︒﹂と言った︒

七島8園

さみだれの晴間うれしく︑ き︑朝晩よく泣いたので︑

野に立てば
を

漂着せる十三人︑連日の苦闘に疲

へうちやく

んが︑雷の音で目をさまして︑わっ

家二軒
さむ

いたづらにうき年月は

﹇覚﹈︵下二︶1

十二柵6図工

←めざむ

さ・む

さみだれや大河を前に

通す日影に︑

れ︑うゑに苦しみて︑五人はすでに
おぼゆ︒

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ

十二価4図人なつかしげに寄り來る

んが︑うちに來て居られる︒

て目をさますと︑をぢさんやをばさ

翌朝︑おかあさんに呼起され 十一矧3図圃

と泣出した︒

﹇狭間﹈←てっぽうざま・やざま

六957

死し︑残れる者も息絶えぐなるさ
まなりき︒

ゆ

ふらむ待つらむさまのおもかげに見

十二櫛5図圏 父母の旅なるわれを思

さま

今朝は霜がたくさん下りて︑

寒い北風がびゆうびゆう吹いて居ま

八556

月の初はまだ寒くて︑冷たい

雨の降りしきることもあるが︑

九13

す︒

過ぐれどもさめぬまよひの夢の世の
寒イ

中
サムイ

︽1・ーイ・ーク︾﹇▽うすらさ

﹇寒﹈︵形︶19

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

寒い

さむ・い

さますも︑奈良には鉄くべからざる
風情なるべし︒

しゃくやくや水仙が︑雪

むい︒うらさむい・よさむ

十二捌3園

の下で︑もう目をさましてみるので

サムサウニ︑ ハナ

道具も︑同じ壼の上に横たはってる

．

風は寒いが︑

港は晴れて︑

もう︑ひる近

夜寒いやうで︑今頃︑
チューリップやすみれが咲くものか︒
なきと

幼名を無人といったが︑寒い
と言っては泣き︑暑いと言っては泣

七五2

ます︒

眞冬のやうに寒い夜だ︒

氣候が寒いので毛並がよく︑

寒さが︑骨身にしみてしいん

太陽から逼る光や熱を調節

反動にひどい寒さであらうと思はれ

書はこげつくやうな暑さ︑夜は其の

するものがないから︑月の世界では︑

十一㈱7

とする︒

十6410

さむさ ﹇寒﹈︵名︶4 寒さ

い︒

十一一909囹 寒いから脚を大事になさ

或寒い日︑

一匹千圓といふのがあるといふ︒
れい
十一一888 興安嶺おろしの吹きすさぶ

十一悩8

十個4

は︑必ず北斗を連れて運動に出かけ

六811圃

ビュウビュウト吹キマハリマス︒

四悩5冬ノ間ハ︑寒イ北風ガ

ノネコガ︑

二793ソノタビニ︑コタツノ上 九柵9 寒い冬の日でも︑一日に一度

いてるるのを見ると︑まるでおとぎ

ました︒

すから︒

︽ーッ・ーフ︾

さまよ・う﹇迷﹈︵五︶4さまよふ

に︑あちらこちらに浮いてみる海上

十冊4 大小様々の氷山が︑島のやう
を︑

の國にでも︑さまよってみるやうな

黄に︑赤に︑白に咲誇り総門

八田2

さまぐの小鳥のさへづりが聞かれ

や

鳴るよ︑汽笛が︑
へ

部屋を出ると︑急に寒い︒

く︒

たった一米四方ぐらみの廣さ

しんび
それを聞くと︑まるで神秘の

六鵬7

さみだれ

六佃2園

ひどいあらしの翌朝︑爽狂 六二1園 でも︑夜は寒いでせうね︒

紫に︑美しく照りはえて居ます︒

らないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑

ですが︑こ＼ばかりは︑寒い冬も知

六856
方敷島の大公園にはいると︑

世界にでもさまよってみるやうな思
十二捌5

がします︒

九639

十一梱1 耳を澄ますと︑遠く近く︑

さ

氣がする︒

サマス

る︒

﹇覚﹈︵四 ・ 五 ︶ 7

︽ーシ・ース︾

さま・す
ます

一504 シシガ︑目ヲサマシテ︑
大キナアシデ︑ネズミヲオサヘ

がする︒

我々は無限の自然の中をさまよふ氣

十二柵10

マシタ︒

ますころ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑六つなり

い

をフランス兵が嚢冠して陣所に伴な

した老人が荒野にさまよってみるの

三185まいあさ︑ぼくが目をさ
ます︒

じ

﹇五月雨﹈︵名︶2

ひ︑寒心が手を書くして介抱する︒
さみだれ

四708このさわぎに︑外の鬼ど
もが目をさまして︑向かって
來ましたが︑頼光たち六人に︑

ノ上ニシワヲヨセマス︒

る︒

セットや︑小さな槌や︑さまぐの

つち

九249 きりや︑ねぢ廻しや︑ピン

年々﹇▽くものさまざま

さまざま﹇様様﹈︵形状︶3さまぐ

さま一さむさ

さむし一さゆ

720

十一㈱10

遂に四千米の高度に達して︑

厚い飛行服の上から寒さがしみ込む︒

らりと晴れて︑今日は一だんと冷氣

十二426 三日目ど降穿いた秋雨がか

寒し

︽ーキ・

が加り︑かすかな寒さをさへ感じる︒
﹇寒﹈︵形 ︶ 3

ーク・ーミ︾

さむ・し

かすかに震ふ︒

岩槻8図圃 枯枝は 地に落ちて︑
風寒み

十柵2図 風寒く︑天地清明にして静
かなり︒

四麗3 さうして︑三日三晩たって

目がさめて見ると︑らくだ

も︑まだ目がさめませんでし
た︒

五477園
が居ませんので︑おどろいて方々さ

どれもこれも︑目のさめる程

がして歩きました︒

八㎜9
すさまじいスコール︑それ

美しい物ばかりでした︒

十312囲
にじ

が忽ち晴れた後の目もさめるやうな
大空の虹︑

メ︾

名を聞いてか

いつの問にやら︑

さも

急いで近寄ると︑芋瀬の荘司

﹇然﹈︵副︶12

色がすっかりさめて居た︒

七569

さも

ら來て見たら︑

五麗4圏

水引草と︑

十二31図圃 大宮の火桶のもとも寒 さ・める ﹇槌﹈︵下一︶1 さめる ︽一
き夜に御軍人は霜やふむらむ

八767 落行く夕日を背に受け︑寒空

さむそら ﹇寒空﹈︵名︶1 寒空

を物ともせず東南をさして飛んで居
た鳩は︑ふと︑たかの一群を見たの
で︑すばやく低空に移った︒

くやしさうであるQ
紫の君はさも心配さうに︑

水入の水を紙にひたして︑源氏の鼻

十一241

東京の叔父は︑︿略﹀︑色づ

を拭きにか＼つた︒
を ぢ

十﹇752

いたばかりのいちごに牛乳をかけて︑
さもおいしさうにたべてみた︒

やがてピヤノの音がはたと

五591圏

ます︒

豆のさやに︑轟が乗って居

さや

さや ﹇鞘﹈︵名︶2 サヤ 鞘

三515ソレヲ刀ニシテ︑ムギワ
ラノサヤニ入レテ︑コシニサ

鞘を彿って︑じっと眺めて

さや

シマシタ︒

十一㎜8

きはく

みると︑どこから旧るか︑どこから

湧くか︑一脈の氣醜がりんとして身

十一価8

に迫るのを幸える︒

藤原敏行

ふちはらのとしゅき

三十ぬと

﹇明﹈︵形状︶2 さやか

さやさや

かね

東山三十六峯げに笑ふが如

︵副︶1

さやく

いそ

鞘袋

さやぶくろ

す足にを

喜をさ＼やき︑

沖の波は︑

勤行の鐘がさやかに聞かれる︒

ごんぎやう

く︑堂塔こ＼かしこに聾えて︑書夜

十一118

ぞおどろかれぬる

目にはさやかに見えねども風の音に

十一68図圃

さやか

うに言ってみるのは︑若い女の聲で

二人は︑不意の來客にさも

止んで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささ

ある︒

十一搦8

驚いたらしい様子である︒

正雄君は︑さも自分で買つ
たやうな口振をする︒

十︻悩2

流れをさかのぼる魚の
なはに為るならん︒﹂と言へば︑﹁さ

十二752福耳

もあらん︒﹂とて止む︒

さやくと

岩角に立てば︑

のしぶきは︑ひやくと

さやぶくろ

北八の脇差を取って差し︑自

さやぶくろ ﹇鞘袋﹈ ︵名︶2

どる︒

七21圏
さも食ひしんばうらしく︑羅刹は舌
さもな

九鵬9

船長たる者は︑萬一の場合︑ 鞘袋

﹇然無﹈︵接︶1

﹁︿略﹀︒﹂と謂ふそばから︑

が︑家來の大男に宮の御旗を持たせ

なめずりをした︒

十二擢4

さめ

て︑さもとくいげに︑何か聲高く話

←・わにざめ

さめざめ︵副︶−さめぐ

父も後から來たので︑僕が︑

十772園

ければ

さもなければ
天略﹀︒﹂と尋ねますと︑父はさも得

決死の畳悟がなくてはならぬ︒百人

意さうに︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひます︒

九千4

して居るところであった︒

たいど
多が︑當時の母の慈愛の態度を聞く

十867 不思議にも一命を取止めた聞
や︑病床にさめぐと泣いた︒
さ・める ﹇覚﹈︵下一︶7 サメル さ

親子とも馬屋の外へ出します

分の脇差は︑鞘袋をずらして長い

出講5

中九十九人まで干れば︑或は自分も

︽ーメ・ーメル︾nVめざめる

と︑北斗は︑おくびやうさうな目つ

める

二 6 3 5 目 ガサメタ時ハ︑モウ

刀のやうに見せかけました︒

ふりかへって見ると︑革の鞘

生きてみるかも知れぬが︑さもなけ

袋が柱につかへて︑くの字なりに曲

九椰3

きをして︑始めて見る世界をさも珍

さや

ヨルデ︑雨ハ︑スッカリヤンデ

﹇英﹈︵名︶2

れば蹄らぬものと思へ︒

つてゐます︒

我が影を

我が憎めば︑

﹇冴﹈︵下二︶2 さゆ ︽ーエ︾

十鵬5図圏

さ・ゆ

近寄って要るのをよく見ると︑
れに何か乗って居ました︒

豆のさやのやうな物を舟にして︑そ

五588

さや
顔はふっくらとしてみるが︑

しさうに眺めました︒

十一1610

ヰマシタ︒

目もとはさもだるさうで︑病氣らし

二繊5臨 ポカポカト アッタカイ
日二︑ ツクシノバウヤハ︑ 目

﹁︿略﹀︒﹂と女の子は︑さも

く見える︒

十一184

ガサメタ︒

三723目ガサメマシタ︒

721
さゆう一さらに

淺野内匠の家來の事︑︿略﹀︑

何とか助ける道はないかと思ひまし

十佃9囹

彼は一枚の皿を爾手に捧げ

て︑しばし窯場にこをどりしぬ︒

十516図

さら ﹇更﹈nvいまさら・なおさら

御造螢當時︑愚民の習慣も

何となく胸がをどるやうでした︒

さら︒う

十18図

績せる白雲︑おもむろに西より東に

たけれども︑左様致しては政道が立

ぞく

道の石さえて音あり︒
だん
十酩9図 さえたる青空に︑小さく断

ちませず︑まことにせんない事でご

さらふ

てたてまつりたる木木は︑参道の左

大江山に︑しゅてんどうじ

出て曾ては︑物をぬすんだり︑

といふ鬼がみて︑時々都に

四572

︽ーッ︒ーハ︾

﹇櫻﹈︵五︶3

右を始め︑至る溢すき間もなき木立

水屋の水に口す＼ぎて︑此 さようなら ﹇左様﹈︵感︶1一 サヤウナ

向かひて移動す︒

十31図

ざいます︒

左右
となりて︑

﹇左右﹈︵名 ︶ 1 7

七883園 中央の隊が十八人︑左右の

さゆう

ラ

サヤウナラ︑ゴキゲンヨ

した︒

女や子どもをさらったりしま
サヤウナラ︑マタオイデ

さやうなら

の門を入れば︑中央の葬殿︑左右の

一374園

くわいらう

廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らか

隊が各く十六人︒

七886園 左右の隊は横から進め︒

ウ︒

に︑おごそかなり︒

サヤウナラ︒

サヤウナラ︒

クダサイ︒

一376囹
三992園

さやうなら︒

鬼にさらはれて︑こ＼に來まし

四623園私は都のものですが︑
三994園

砲手は︑捕鯨砲の安全かぎを

五655囹

さやうなら︒

さやうなら︒

ざらざら︒する

ました︒

四716

七543囲

︵サ変︶1

ざらくす

そこで︑頼光は︑︿略﹀︑さ

はっして身構へ︑砲身を二三回左右

らはれて來た女や子どもたち
ふ

た︒

に振ってみた︒

をつれて︑めでたく都へかへり
からは

亭主1法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀︒﹂

さよ子様

さやうなら︒ 十月二十日

と仰せられた︒

八279困

十一描3

る

みやびやかな唐破風︑すつ

きりした千鳥破風︑それらが上下に

さやうなら︒

十二654

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入

さやうなら︒

一面にざらくしたやうな

十肱川6園

←あまざらし

瀧は三十米の空から白い絹を

︽ーケ︾

南洋の島々から︑中にはさら

さらに 更に

川原習々にさらす友暉染も︑

いうぜん

さら・す ﹇晒﹈︵五︶1 さらす ︽一

るやうに注いでみる︒

さらしかけて︑下の瀧壺に吸込まれ

十4510

らしかける

か さらしか・ける ﹇思掛﹈︵下一︶1 さ

さらし

感じである︒

︽ーシ︾

十⁝川6園

さよ子

さやうなら︒

さよ子様

十月十八日置さよ子

︹人名︺1

六121団

さよこ

りちがふさまは︑まさにいらかの齪
作用

十一極2園
﹇作用﹈︵名︶1

電信は︑県下の作用によ

ね子様

ふがう

つて︑貼や棒の符號を用ひて通信す

皿

さよ子檬

さやうなら︒ 十月二十日

︹人名︺1

かね子

﹇皿﹈︵名︶2

八71

さらに ﹇更﹈︵副︶36

十一121

一つ又一つ︑血走る眼に見 ス︾﹇▽おさらす

に叫びて立上れり︒

彼は︑やがて﹁︿略﹀︒﹂と力ある聲

つめつ＼︑窯より皿を取出しみたる

十512図

さら

六139國

さよこさま
左

るものだが︑此の符號の代りに人間

十一451園

さよう

舞といひたい︒

かね子

六136囲

十掴9

トンネルが︑しばらくは績く︒

十432

左右から枝を交へた櫻や楓の

七914 たじたじと引きめになった所
を︑藤吉郎は︑再び扇を上げて左右
の隊に合倒した︒

七915 左右の隊は︑一せいに横から
突いて出た︒

八695 つるしたランプは︑静かに左
右へ動いてゐます ︒

八723 おもりを綜でつるして︑それ
を動かすと︑おもりは左右へ振りま
す︒

八榴7 僕等の船は︑左右の網船から
さをで押されながら︑網の外へ出る︒

背びれ・腹びれを上下に張って進む

八襯6 胸びれをすっと左右に張り︑
姿は︑あのさかな屋の店先で見るの
とは全く違った感じです︒

八帽3 左右の足を一ぽいにのばした

さやう

そちの考を聞かう︒﹂﹁さや

﹇左様﹈︵形状︶3

の聲を用ひることは出子ないか︒

義家︑︿略﹀︑狐を追ひかけ さよう

ら︑三米ぐらゐはあるでせう︒

様

九185図

しが︑射殺さんもふびんと思ひ︑左

見隠2園
か いけふ

﹁して︑長いのがよいと言
はれる理由は︒﹂﹁さやう︒

七855園

うでございますか︒

右の耳の間をねらひてひようと射る︒

あみ
て︑左右に山を仰ぎながら︑一路藍

九494囲船が金門海峡にさしか＼つ
をた＼へたやうな水路を進んだ時は︑

さらば一さらば

722

に海を越えて︑遠いオーストラリャ
まで行くのがあるといふことです︒

八834 其の後︑佐吉はさらに動力を
かうして︑第一の魚期を通つ

更に︑前から顔面を深く切込

に歩みを移せば︑参道は又右折す︒

十805
んだ︒

過怠6
て第二の間門に入り︑こ＼でも又同

使用する織機の獲明に成功して︑そ

様の手風をくりかへして︑更に

段

れが細く世間に使用されるやうにな

ひ

だ

かのぼること更に五日︑遂に目的地

十︻9710図鑑の地を去りて︑河をさ
なるデレンに達せり︒

更に右へくとのびる飛騨

いへやす

を築き︑更に家康に信任された池田

輝政が︑︿略﹀優美にして堅固極ま

てるまさ

更にいへば︑本丸・二の

りなきものに造り上げた︒

丸・西の丸の三丸が︑これ程まで完

十一一728

全に残って︑今日の我々に昔の姿を

山脈が︑︿略﹀︑紫紺のはだ鮮かに︑

十一搦6

そ＼り立ち︑うねり績く雄大荘嚴な

更に首を回らして南を望

殆ど其のま＼に見せてくれる︒

新興の意氣は︑ベルリンに

更にベルリンを中心に︑國

孝和は︑此の算木を置く方

法から考へついて︑敷や式を紙の上

十二窩10

自動車がすばらしい勢で疾走する︒

内に四通八達の自動車道路が開かれ︑

十二麗8

見た︒

來て更にすばらしいものがあるのを

十二個4

めば︑

十二柳2図

姿︒

車掌は更に︑﹁︿略﹀︒﹂と言

十︻榴3

一切経を世に黒むるは︑
死を救ふは更に必要なるにあらずや︒

もとより必要のことなれども︑人の

つて喜ばせる︒

其の後︑彼は更に大改良を加
へ︑とうくレールの上を走る汽車

十一柵11図園

更に進めば︑眺望いよ

きんぷ

ず︑再び募集に着手して努力するこ

ぼしふ

十一49図本道を南に進みで忠僧宗 十一照5図 然れども二型少しも屈せ

く開けて見渡す限りすべて花なり︒
そう

十一18図

を造り上げた︒

下品5

と高くせり上げられるのです︒

つた︒

八841 さらに三年の後︑外三品にま
さるものを︑どうにか作り上げるこ
とが出來た︒

に鋭かった︒

九807 しかし︑鹿介の太刀風はさら
九悩4 それでなくても︑夜九時に北
斗七星を見て其の位置を畳え︑更に

か

みくまり

信の墓をたつね︑更に坂道をたどれ

しん

と更に数年︑其の効果空しからずし

十時・十一時に見ると︑此の動き方

ば︑吉野水分神社を経て金峯神社に

て︑

が大てい見直がつきます︒
至る︒

でんりゅう

も

透湿4 大井川をしり目に掛けて渡り︑

に書きあらはし︑更に文字を記號と

賀茂川の清流に沿うて下賀 十一柵3 全県の美しさに先づ心は打
みだれ

して使ふことをも工夫した︒

すぐは

かで底光りする鐵の色︑直明・齪

たれるが︑更に其のしっとりと滑ら
は

昔話重ねて︑﹁さらばこ

とぐく張りかへ給へ︒

爾︒﹂と答へたるま＼︑腕をこまぬ
私が力のあらん限り修養

ところで︑更に﹁いの門﹂

給へ︒

十174図圏

ん︒

明日城門に行きて︑

秀吉がこ＼に目を着けて城 さらば﹇然﹈︵感︶3さらば

汝を賞せん︒

﹃︿略﹀︒﹄と言へ︒さらば我必ず重く

十二763図園

さらば︑今一矢仕り候は

きて又語らず︒﹁さらば其の馬求め

九4010図園 一豊︑たゴ﹁黄金十
いがは

十二36図 松江を思したる汽車は︑
しんぢ
風光垂の如き宍道湖のほとりを走る

十二704

ひでよし

奥へくと進むにつれ︑

をくゴり︑﹁ろの門﹂をくゴつて︑

十二6510

所に立っておいでになる︒

しても︑先生は︑何時でも更に高い

十一一402園

更に進みで斐伊川の脳橋にか＼る︒

ひ

こと約四十分︑やがて新川を渡り︑

舌のよくするところではない︒

九217図囹

さらば﹇然﹈︵接︶4さらば

十﹇85

茂の社に詣で︑更に上賀茂の宮居に

︸島未だ去らざるに︻島

翌年再び北に向かひて四

刃の刃文の美しさ等に至っては︑筆

それから七分の後天龍川を越え︑
更に六分の後山名湖の北角をかすめ
詣でる︒

十一910三十三間堂に一千一膿の御

る︒

たいわん

九旧10 聞けば︑軍人さんは今日午後

いなり
佛を舞み︑更に乏して稻荷神社に詣

ごりょう

福岡へ飛び︑明日は更に塁湾へ飛ぶ

でれば︑伏見桃山の御陵はさして
すみこ

ヲーに達す︒

月ノテトに着き︑更に進みでナニ

十一9310図

てまた忽ち開く︒

更に現れ︑水路きはまるが如くにし

十一524図

私たちの心を引く︒

十一325 更に推古天皇の御念持佛で
づ し
あったといふ有名な玉璽の御厨子が︑

遠くない︒

のださうだ︒

寸毫3園 敵はすかさず︑更に新手を
加へて攻來る︒

九榴1図 中佐すでに第二揮を左手に︑

少しもひるむ色なく︑なほ奮戦を績

中 佐 は 言へり︒﹁︿略﹀︒﹂と︒

更に第三揮を腹部に受けたれども︑
ふんせん
けたり︒
九悩9図

更に形を正して言へり︒

神二身にせまるをおぼえつ＼︑静か

十21図 左折して更に大鳥居を過ぎ︑

723
さり一さるさわのいけ

さらば︑さらば︒

十928図翻園 さらば︒
十一一592囹

さり

﹇猿﹈︵名︶2 5

﹇▽おきざり

さる

サル

猿

猿

十二592囹 さらば︑さらば︒
さる

ヲモ

一632 ソレカラスコシイクト︑
ムカフカラサルガキマシタ︒

サルモ︑オダンゴ

U サルヲヨビニヤリマシタ︒
V サルハ︑マ二上キガタベ

ラレルトオモッテ︑ヨロコンデ
カニノウチヘキマシタ︒
S サルガ︑ヒバチノマヘ ニ

Q4 Q4

﹇去﹈︵四・五︶15

去る ︽ーッ・

ーラ・ーリ・1・ル・ーレ︾﹇▽たちさる・

さ・る

とびさる・ながれさる・のがれさる

間もなく去って行かねばなら

ぬ日本に︑なごりを惜しんで居るの

八49

かも知れません︒

かのぼること更に五日︑遂に目的地

十一9710図此の地を去りて︑河をさ

自分は此のま＼世を去って

なるデレンに達せり︒

も︑精神は永遠に生きる︒

十二457

と︑つばめはそろそろ日本を去って

至るまで︑歴史あり古歌あり︑人を

き︑何の山︑何の川︑一木・一草に

社寺の壮麗はしばらくお
行きます︒

十二悩6図

十一一954 今を去る千二百年の昔︑

タクリハ︑サルニポントトビ

スコシイクト︑コンドハキジ

ナガラ︑ダイドコロへ︑水ヲカ
マチカマヘテヰタハチハ︑

ケニイキマシタ︒

す︒

東京を去って三時間齢︑かう
して水上騨に着いた時は︑周園はす

みなかみ

八削1

がたく︑弟子たち此の師を見限り去

やがて其の日の生計も立ち

ほろくと聞ゆる笛の

ざる

ハヒヲザルニ入レテ︑

めいくざるをかしげて︑え

妹と雪子さんのざるには︑や

どかりがたくさん居ました︒

七128

物を見せ合ひました︒

七126

た︒

四267毎日竹を切って來て︑ざ
るやかごをこしらへてゐまし

﹁︿略﹀︒﹂ト︑イッテアルキマシタ︒

二914

ざる ﹇筑﹈︵名︶4 ザル

影のごと︑人去り人來

べて山ばかりであった︒

十83図圏
る大路︑

シタ︒

チクリトサルノカホヲサシマ

二266

ガキマシタ︒

一67ーモモタラウハ︑犬サルキ
ジヲツレテ︑オニガシマニツキ

音いっこ︒

マシタ︒

ルハ︑トグチノ方ヘニゲマシ
V

りて︑手助けする者一人もなし︒

笑ひて行過ぎしが︑やがて立ちもど

十一伽5

がせ

ぶら下る﹁さるをがせ﹂などを吉川

ど﹂や︑大木から長くひげのやうに

葉がふちに似た﹁な﹂かま

十946図老人足にてこれを受け︑打さるおがせ ﹇猿麻裸﹈︵名︶1 さるを
り︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひすてて去れり︒

那智山を去って︑新宮市に

沈獣の冬は去れり︒

ちんもく

十幣4図
至る︒

十醜5図

大きい猿や︑小さい猿が 十一523図

さる
次に見たのは︑猿でした︒

Q92 サルハ︑トウトウ︑ジブン
ガワルカッタトアヤマリマシタQ

五372

更に現れ︑水路きはまるが如くにし

り︒

の池水に影をうつして南都の美観た

たれど︑なほ三重・五重の塔︑猿澤

先生に教へてもらった︒
さるさは
一島未だ去らざるに一士さるさわ ﹇猿沢﹈︹地名︺1 猿澤
がらん
十一一悩2図 興福寺は伽藍半ばすたれ
さるさは
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑さわいで居

る時︑泣いて別れを惜しむ學生たち
に残したといふ有名な言葉だよ︒

さるさわのいけ ﹇猿沢池﹈︹地名︺1

大きい猿や︑小さい猿が 十一785囹 これは︑博士が札幌を去

てまた忽ち開く︒

ました︒

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑さわいで居

五373

ました︒

五372

十496図

二272﹁︿略﹀︒﹂ト泣キナガラ︑サ

オニヲ

ウスガ︑上皇ラドシント

ヲノボッテ︑中ヘハイリマシタ︒
カミツイタリシテ︑

タ︒

一68一 サルハ︑スルスルトモン

リ︑

一694サルト定置︑ヒッカイタ

サルヲコラスコトニシマシタ︒

一一244 ミンナデサウダンシテ︑

マシタ︒

ヰマスト︑サルガ︑アソビ ニキ

二204出漁ガ︑下側ラナガメテ

シクナリマシタ︒

ニー67 サルハ︑ニギリメシガホ

ヒロヒマシタ︒

クルシメマシタ︒
オチテキテ︑サルヲオサヘツケ
一743 サルガアトオシヲシマス︒ マシタ︒
ニー62アル日︑サルトカニガ︑
二287 カニハ︑ ハサミデ︑サル
山ヘアソビニイキマシタ︒
ノクビヲキラウトシマシタ︒
一一164 サルハ︑カキノタネヲ

Q7

して低回去る能はざらしむ︒

ツキマシタ︒

二26ーハヒノ中ニカクレテヰ 八55 やがて九月もなかばを過ぎる

スワリマシタ︒

Q5

一651犬トサルヲツレテ︑マタ 二263サルハ︑﹁アツッ︒﹂トイヒ 八56 十月には績績と去って行きま

ラッチ︑ケライニナリマシタ︒

一646

一一
一一
一一
一一
一一

さるたひこ一ざわざわ

724

忌避池
十二塒図
ひこ

さるたひご

猿澤池
さるた
﹇猿 田 彦 ﹈ ︹ 人 名 ︺ 1 猿 田

山の如く︑一念たゴタ日に映ゆる柿
蕾おしなべて固し︒されど︑
がけ

つぼみ

の色を求めて止まざりき︒

当寺5図

南を受けたる崖下など︑たまく白
さるたひこ

彦

ばく
文化五年四月︑林藏は幕

梅の信書咲きそめたるを見る︒
ふ

十︻934図

五伽1囹 私の名は︑猿田彦と申しま
す︒

とたう

しかし︑徒黛を組んで天下を

さわが︒す﹇蚤辱﹈︵五︶2騒がす︽一
シ・ース︾

十備1

騒がすといふことは︑重い罪である︒

天下を騒がした者は︑たとひ
﹇騒﹈︵名︶4

さわぎ 騒ぎ

武士でも︑普通ならば打首である︒

十摺5
さわぎ

川べのさわぎは非常なもので

みんな殺されてしまひました︒
七榊3

あった︒

此のさわぎの中に︑見すぼら
しいなりをした一人の旅人が︑︿略﹀︑

七M5

一人で川へはいって行った︒

此の岩島に︑三十萬のロッ

六755

ある日︑はまべを通って

おたまじゃくしは︑何だかお

大きい猿や︑小さい猿が

谷川を下りながら︑みんなは︑

みんなが重なり合って落ちる

賊が城の門まで攻上ると︑城

さうして︑これをよけようと

賊のさわぐ所を︑さんぐに射た︒

のやぐらから大きな石を投落して︑

六738

あたりを見まはしますと︑

音︑さわぐ聲に︑ふと氣がついて︑

五703

しました︒

うれしさうに歌ったり︑さわいだり

五694

ました︒

﹁︿略V︒﹂といひながら︑さわいで居

五375

た︒

になって︑わいわいさわいでゐまし

そろしいやうな︑うれしいやうな氣

五152

何かさわいでゐました︒

みると︑子どもが大ぜい集って︑

三里4

イワイサワギマシタ︒

二665﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガラ︑ワ

わぐ ︽ーイ・ーギ・ーグ︾

さわ・ぐ﹇騒﹈︵四・五︶9サワグさ

←おおさわぎ

府の命によりて︑松田傳十郎と共に

樺太に渡り︑海岸を探りてほg島な

さるたひこのみこと ﹇猿田彦命﹈︹人

名︺1 猿田彦のみこと

四707 このさわぎに︑外の鬼ど
もが目をさまして︑向かって

つはもの

﹇然﹈︵接︶1

漏たざるものあり︑

されども

源氏の兵ども︑﹁其の弓︑

捨て給へ︒捨て給へ︒﹂と口々に言

八皿6図

ふ︒されども義経は︑太刀にて熊手

されば

を防ぎく︑遂に弓を拾ひ上げて陸
﹇然﹈︵接︶1

に上る︒

されば

十一塒11

ペン鳥と︑三萬のおっとせいが群居

しかも其の巻数幾千の多

してみるのだから︑其の騒ぎはたい
さわぎ

急に暗くなったので︑みんな

︽ーシ︾

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

たちの世界だといはんばかりにさわ

九三3

ざわざわ

︵副︶1

煙たなび

我がなつかしき住

ざわく

梢吹く風が︑思ひ出したやう

家なれ︒

くとまやこそ︑

さわぐいそべの松原に︑

我は海の子︑白波の

五千人早りも殺した︒

ぎたてる︒

十一897図圏

がおもしろがって︑わあっとさわぎ

︽ーテル︾

さ
わぎたてる

書間は︑︿略﹀聲をひそめて

﹇騒立﹈︵下一︶1

七281

さわぎた・てる

出しました︒

五341

出す

﹇騒出﹈︵五︶1

きに上り︑これが出版は決して容易

何といふ騒がしい町だら

さわぎだ・す

の業にあらず︒されば古は︑︿略﹀︑

さわがし

とつぜん︑上の方でさわがし

︽ーイ︾

﹇騒﹈︵形︶2

したものである︒

さわがし・い

學者其の得難きに苦しみたりき︒

十一個1図

來ましたが︑頼光たち六人に︑

ることを知りぬ︒されど︑なほ心に

て︑御案内申し上げました︒

されど

されども

五号7 猿田彦のみことが︑先に立つ

さるとかに︹課名︺2サルトカニ

ニ目6五サルトカニ
﹇然﹈︵接︶6

ニー61 五 サルトカニ
されど

八656図 大菊試みに川蝉の馬を追落
したるに︑或はころびて上る＼もあ
り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

されど︑三匹は無事に下り︑尊ぶる
ひして立上れり︒

八666図 小石まじりの砂なれば︑流
る＼やうにすべること二町並にして︑
や＼平なる所に下り着きぬ︒されど︑

五726

い

騒がしい

これより下︑十四五丈ばかりは︑こ

其の日より︑喜三右衛門は︑ 十一鵬11困

い音がしました︒

けむしたる岩石︑壁の如く突立ちた
り︒

十4810図

うと︑殆ど耳をおほひたくなる程で
さわがしさ

した︒

﹇騒﹈︵名︶1

赤色の焼附に熱中し始めたり︒され

さわがしさ

ど︑目ざす色はたやすく現るべくも
あらず︑

息づまるやうなさわがしさ︑にぎや

居るが︑夕方から夜になると︑自分
かさです︒

十498図人は此の有様を見て︑たは 九591團 さうして︑どこもかしこも︑
されど︑喜三右衛門は動かざること

けとあざけり︑氣ちがひとの＼しる︒

725

﹇爽﹈︵形状︶4

にざわくと音を立てる︒
さわやか

さわやか

七15圏 吹く風はさわやかに︑ ふ

十二66図

1
1

2

3
2
はの門

菱の門
4

しよくくわう

︵三︶

4

5
いの門

3︑ 4︑

うちょうさん・ごさくさん・ごさくじ

いさん・こぞうさん・さいこうさん・

さぶろうさん・ししさん・しゃしょう

さん・しゅうにゅうやくさん・しょう

やさん・しょうゆやさん・しんぶんや

さんざん・けいざん・こうやさん・こ

さん・ももたろうさん・やじさん・や

ん・みよこさん・むすこさん・めだか

たいさんたち・まさおさん・みなさ

ん・はなこさん︒へいたいさん︒へい

さん・にいさん・ねえさん・ねずみさ

つとむさん・とけいやさん・なかむら

5︑ ん・たろうさん・ちょうちょうさん・

さん︒すいへいさん・せんどうさん・

これを燭光であらはすと︑

00

2︑

其の数は三の次に零を二十七つけた

1︑
7

︵三︶

︑

そんちょうさん・だるまさん・だれさ

十二欄図
自U

︑

十一一鵬8

﹇山﹈﹇▽ありあけさん・いずさ

うやさんゆき・こんこうさん・さんざ

まかわさん・ゆきこさん・よしおさ

九165

其の日は︑なほ二回・三回と

﹇三回﹈︵名︶1 三回

ん・よめさん

産

さんかい

ん・だいおしょうざん︒なちさん・は

﹇産﹈︵名︶1

いざん・ふじさん・ぼうしょうざん

くぎょくさん・はっこうださん・ひえ

ん︒おうばくさんまんぷくじ・くまの

さん

︑

ものになる︒

十二欄11

十二衛9

ろの門

二71三 アシタバエンソク

3εちょっ

出雲大社⁝⁝⁝三
三

3

十二66図

うさぎ

三目4 三 うさぎ

三61 三

四目4 三 海軍のにいさん
む砂はさくくと鳴る︒
七222圏 ほがらかな︑ さわやかな 四127三 海軍のにいさん
五目4 三 おたまじゃくし
朝が來た︒

⁝⁝三

十二目3

﹇三﹈︵名︶20

一二三四五六七八九
一︑二︑三︑四︒

さん

試験をくりかへしました︒

コ︑二︑三︑

十一橋3図死傷すこぶる多く︑家を

七509国園

二佃1園

十十ピキヰマス︒

一鱗3

けいさんセンチメートル

さん

第二

十435 脚下には︑谷川の水が石をか 五111三 おたまじゃくし
六目4 三 村祭
んで︑しきりにさわやかな響を静か
六141三 村祭
なあたりに傳へる ︒
七目3 第二 弟橘媛⁝⁝⁝三
十ニー9図圃 さしのぼる朝日の如く
八目3 第二 つばめはどこへ行く⁝
さわやかにもたまほしきは心なりけ

り
さはらのじふらうよしっら

さわらのじゅうろうよしっら ﹇佐原十
つはもの

字義連﹈︹人名︺1 佐原十郎義連

たゴあきれ居たるに︑佐原十郎義

さはらのじふらうよし

八669図 兵ども皆顔を見合はせ︑
つら

連進み出で︑﹁︿ 略 V ︒ ﹂ と て ︑ 眞 先 に

かけ進めば︑三千齢騎も計いて下る︒

さんがい ﹇三階﹈︵名︶2 三階

妹がきのこを見たいと言ふの

ざんがい
ざんがい ﹇残骸﹈︵名︶1 残骸

く︒

で︑其の人にお禮を言って三階へ行

十126

の圖書室にありますよ︒

参考書が見たければ︑三階

流し産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を

うさん・おとうさん・おとうとさん・

ざんがい

眼下には︑もう飛行機も格

納庫もなかった︒たゴ其の残骸と無

十一研2

敷の揮痕が︑歯黒に見えるだけだっ

だんごん

さん・おばさん・おまえさん・おまご

た︒

開する

︽ーシ︾

さんかい・する ﹇散開﹈

︵サ変︶1 散

じいさん・かみゆいさん︒きぬこさ
こさん・くもさん・ぐんじんさん・こ

ん・ぎょうじゃさん・きんさん・くに

さん・かぜさん・かべさん・かまきり

おにさん・おにんぎょうさん・おばあ

十114園

四︑・⁝﹂と︑大きな聲で番號

﹇▽あまさん・ありさん・いちろう

知らず︒

さん・うさぎさん・うらしまさん・お

さん

をとなへます︒

︵三︶

かあさん・おじいさん・おじさん・お

七餌図0123粁
七785

︵三︶
七重5

じさんたち・おじさんのうち・おしょ

七892

九摺5 暑い日がやっと暮れても︑よ

八584

大原女

養狐場

北千島の漁場

ヤップ

︵三︶
おはらめ

︵三︶

︵三︶

︵三︶
やうこ

︵三︶

三

︵三︶

ひの間は家の中がむっとして︑柱も

九地8

十二332

十一鵬9

十一851

︵三︶

壁も︑さはるとどうやら熱氣を吐い

三

喜連2

十291

︹課名︺13

二目4 三 アシタバエンソク

さん

ると皆熱氣を吐いてゐました︒

十一嘲4困 船室の物が︑さはってみ

てるる︒

はってみたいやうな氣がします︒

六塵9 ほんたうに︑手に取って︑さ

テミマシタ︒

二413 ソレカラ︑ヒタヒニサハッ

る︽ーッ・ール︾

さわ・る﹇触﹈︵五︶4サハルさは

さわやか一さんかいする

さんがく一さんげん
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十二817 我が自動車部隊では︑砲兵 さんかげつ ﹇三箇月﹈︵名︶1 三箇月 さんぎ ﹇算木﹈︵名︶7 算木
えんご
がすでに放列を布き︑其の掩護射撃
九104 それはちやうど︑リ・エン 十二描8 支那では︑古來算木といふ
ものを使って︑加減乗除や︑開平・

つた︒

十一悩9園

三脚はやっと昨日出汁上

さんぐう ﹇参宮﹈︵名︶1 参宮
やまと

の御旅行がすんで︑これから参宮を

︹課名︺2

なさるのださうです︒

十一697圏何でも︑山城・大和方面

嚢達して︑それが代数學にまで高め
られるやうになった︒

参宮だより

参宮だより

参宮だより

二

二

り

さんぐうだより

五66

五目3

何時の間にかそろばんのみ

が用ひられ︑算木によるむつかしい

十二研4

さんけい ﹇▽にっぽんさんけい

さんけい ﹇参詣﹈︵名︶1 参詣

参宮だよ

さんぐう

が︑今から凡そ六七百年前に著しく

タールが死ぬ三箇月程前のことでし
参加

た︒

﹇参加﹈︵サ変︶1

のもとに︑歩兵・工兵が散開して前
さんか・する

進を急げてみる︒
山岳

開立等の算法を行って來たのである

﹇ 山 岳 ﹈ ︵名︶．2

附することが出田なかったのが︑く

十二902園あの時︑最後の突撃に参

十﹇826 南面は屈斜路湖を見下す彼 する ︽ースル︾

さんがく

方︑釧路の高原・山岳がうねり績い
て大波の如く︑

山里は全然忘れられてしまったので

さんぐう

あった︒

三月

三月といへば春はまだ淺いが︑

日本は︑支那の算木による

思ひつ＼︑人々の群にまじりて行け

十二42図参詣にはよき日なりなど

十﹁悩4

彼の國のやうに︑算木によ

長さ一米ばかりの望遠鏡が
三脚の上にのってみる︒

︽ース︾

﹇参詣﹈︵サ変︶1

はやたま

﹇参詣﹈︵サ変︶1

熊野速玉神社に参詣す︒

参詣

参

父は︑途々義士のことを大將

︽ーシ︾

十一277

野中の一夜は明けて︑東に

門の奥行が柱間三間である

如何に壮大華麗な門でも︑

ことも︑すこぶる攣ってみる︒

十一275

さんげん ﹇三間﹈︵名︶2 三間

みる︒

りかへって西を見れば残月が傾いて

は今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

十二987

ざんげつ ﹇残月﹈︵名︶1 残月

たのである︒

に話して聞かせて︑其の墓に参詣し

三聖6

逸する

さんけい・する

十塒1図

す

さんけい・す

ば︑大鳥居ありて我が行手に立つ︒

算法を學ぶとともに︑そろばんをも

た︒

十二鵬2

孝和は︑此の算木を置く方

の方法に改めたのであるが︑

よる方法を︑紙に書きあらはす筆算

彼は先づ支那傳來の算木に

して使ふことをも工夫した︒

に書きあらはし︑更に文字を笥子と

法から考へついて︑敷や式を紙の上

十二鵬9

嫁ぐらみの四角柱の木である︒

算木といふのは︑長さ四五

る方法を捨ててしまふことはなかつ

十一一研8

ことはなかった︒

に︑算木による方法を捨ててしまふ

してみたのであるが︑彼の國のやう

また我が戦國時代には︑すでに輸入

十二研6

﹇三月﹈︵名︶3

やしくてならぬ︒

八捌1

さんがつ

十﹁847 其の山岳は秀麗︑其の湖は
神秘︑果しなき密林と︑雄大な展望

桃の花は三月の末頃咲出して︑

此の月の初に︑そろく花盛を見せ

九15

晴れて居る︒

汽車の窓には關東平野がうら＼かに

と︑さうして︑至る所に湧出する温
泉とをあはせ有する國立公園阿寒は︑

さんかくけい ﹇三角形﹈︵名︶1 三角

形←せいさんかくけい
ま

十二6610 さうして︑其の塀や櫓にう
ざ

る︒

や

がたれた矢狭間・警砲狭間が︑圓形
つぼみ

早い年には︑三月の末か四月

のごく初に︑蕾のほころびることが

九17

ちやうど怪物群の目のやうに︑干た
あるが︑

に︑三角形に︑正方形に︑長方形に︑
ちを見下すのである︒

堂

十二悩8図

三月堂

﹇三巻﹈︵名︶1

十一一鵬図

さんかん

山間

さうして︑三巻の書物にま 十二欄1
﹇山間﹈︵名︶1

とめて天皇に奉った︒

十一671
さんかん

な

それは山間の湖水にのぞ さんきゃく ﹇三脚﹈︵名︶2 三脚
良を思はせるものがありました︒

ロリ

む静かな市街で︑ちやうど日本の奈

十﹁幽10困

三巻

まれてさながら夢の如く︑

たち︑三月堂・二月堂かすみにつ㌦

しば
春は若草山の呼塩にもえ

さんかくす ﹇三角洲﹈︵名︶1 三角洲 さんがつどう ﹇三月堂﹈︵名︶2 三月
十二槻10 時々大通は︑川じりが三角
洲をはさんで分れるやうに︑鋭角に
分岐し︑

さんかくてん ﹇三角点﹈︵名︶2 三角
十一櫨8園 三角鮎︒

三角帆

十一慨10 や＼廣く平な所に三角鮎を
﹇三角帆﹈︵名︶1

示す石があった︒

さんかくほ

の水の上には︑三角帆の船が浮かん

十一欄3囲 いうくと流れるナイル
でるました︒
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さんじ

﹇三時間﹈︵名︶2

三時間

三時間にして瀞の入口に達
思ひ思ひに沖へ快走してか

室を明かるくし︑

大空にそ＼り立つ二十階・

さんじっかい ﹇三十階﹈︵名︶2 三十

九501團

階

二十階・三十階では︑もう

三十階の大建築︑

九587国

三十

聞多︑三十歳の壮年に及ん

﹇三十歳﹈︵名︶3

いばれません︒

さんじっさい

歳

くわだん

今母上の力によって︑臣下に一生を

それにしても︑此の母の慈愛

得ようとは︒

十877

電話を嚢明した此の先生こ

によらなかったら︑三十歳の井上聞
さいご
多は︑山口在に非命の最期を遂げた

であらう︒

十二欄4

百米

宣長はまだ三十歳鯨り︑温

︵名︶1

三四

三四百米も走ったので︑あ

さんしひゃくメートル

才氣のひらめいてみる少壮の知者︒

和な人となりのうちに︑どことなく

十一713

1三十歳鯨り

さんじっさいあまり ﹇三十歳余﹈︵名︶

時のことでした︒

ルで︑此の嚢明は︑ベルが三十歳の

そ︑アレキサンダー目グラハムーーベ

大通迫遥地の花壇には︑三 十一513

せうえうち

十一765

三時頃

撮政殿下の御無事でいらっし

﹇三時頃﹈︵名︶1

てふ
与すみれの花に蝶が飛んでみた︒

六斎5

さんじごろ

やるのを拝した元帥は︑さすがに胸
をなでおろしながら︑三時頃おいと
まを申し上げて︑自宅へ婦つた︒

三四十米まで近づいた時︑砲
翼室

さんじゅう

︹生名︺1

三十

さんじゃく ﹇▽ごじょうさんじゃく

さうして︑五月の太陽は︑ つくてたまらない︒

﹇蚕室﹈︵名︶1
わら

の縁先に小猫を戯れさせ︑ 其の慧

えんさき

農家の藁屋根に光彩を與へ︑ 其

十一375圏

さんしつ

手は二番もりを打込んだ︒

十佃5

十米

アメリカ行の日本丸が︑三時 さんしじゅうメートル ︵名︶1 三四
三時になりました︒

澄んだ水の色︑川べりの黒

で︑何一つ孝行も墨くさないのに︑

つてみさうな場所を探して︑投網に

三

十868園
﹇三時間余﹈︵名︶1

か＼る︒

れこれ三時間︑專らますのおよぎ廻

十一862

す︒

十界4図

さんじかん

皆たまらなくなつかしい︒

い土︑草の芽の緑︑此の三四箇月土

三山n▽く

を見ることの出監なかった目には︑

やまと
みトなし

さんざん謹聴﹈︵副︶5さんぐ

山まゆずみの如く︑

るかに畝傍山・耳成山・香久山の三

うねび

大和平野の墨くる所︑は

﹇三山﹈︵名︶1

山・景福寺山が︑ちやうど海中の小
さんざん

島のやうに散在してみる︒
珊瑚

奥行二間が普通であるのに︑此の中
﹇珊瑚﹈︵名︶1

かひ

門は三間になってみる︒
さんご

はくせい

十二欄3図

十348国 椰子細工の面︑美しい貝 まのさんざん
がら
ごくらくてう

殻・珊瑚の類から︑たいまい・とか

げ・極海鳥の剥製まで︑月一ぽいに
ざんがう
ぐんさう

かざってあるのが目につきます︒
﹇錘子﹈︵名︶1

六599さんぐに切りまくって︑其

ざんごう

九三5図 かたはらにありし内田軍曹

の船の大將を︑生けどりにして引上

かいはう

賊が城の門まで攻上ると︑城 時間齢

べて山ばかりであった︒

して水上騨に着いた時は︑周園はす

みなかみ

八七1

東京を去って三時間齢︑かう

さんじかんよ

は︑急ぎ中佐をざんがうの内に助け

六738

げた︒

﹇参考書﹈︵名︶1

参考

入れて介抱す︒

さんこうしょ

賊のさわぐ所を︑さんぐに射た︒

正成は︑此の旗を城門に立て

のやぐらから大きな石を投落して︑

六751

十113園 参考書が見たければ︑三階
さんごじゅ

書
の圖書室にありますよ︒

められて︑上島軍はさんぐに破れ

令に︑一せいに進む木下軍に追ひつ

夕日を浴びて︑さながら珊瑚珠の輝

九四3三人はさんぐ探し廻ったが︑

た︒

さんご
﹇珊瑚礁﹈︵名︶1 珊瑚

が︑高山植物の花か何かのやうに浮

七七1

に出帆するのです︒

七悩7

︽ース︾

今しがた三時を告げた時計
塁の鐘の音を追ひながら︑

四箇月
十二711 呼べば答へる間近さに︑男 十二悩9

在する ︽iシ︾

さんざい・する ﹇散在﹈︵サ変︶1 散 さんしかげつ ﹇三四箇月﹈︵名︶1 三

在す︒

十一522図 大小無敷の島々各所に散 十一772

す

さんざい・す ﹇散在﹈︵サ変︶1 散在

出して見えます︒

見つからないので︑がっかりした︒
礁
さんごせう
十322困 時々ちらりと︑底の珊瑚礁さんじ ﹇三時﹈︵名︶3 三時←こご

せう

さんごしょう

くに似たり︒

空に墨書をゑがき︑鈴なりの赤き實︑
さんごじゅ

て︑さんぐに賊の悪口を言はせた︒ さんしきすみれ ﹇三色董﹈︵名︶1 三
さんごじゅ ﹇珊瑚珠﹈︵名︶1 珊瑚珠
十482図 仰げば庭前の柿の梢は︑大 七926 ﹁︿略﹀︒﹂の烈しい藤吉郎の號 色すみれ

さんご一さんじゅう

﹇三重﹈︵名︶2

三重

三目12 十一 國びき⁝⁝⁝三十
さんじゅう

﹇三十五年﹈︵名︶1

さんじゅうごねん

二

三十四

十二

九目9

三十三間堂

︹課名︺1

﹇三十四歳﹈︵名︶1
しやうがい

十日

第八

八753

三

軍艦生活の朝⁝⁝⁝三
﹇三十日﹈︵名︶1

三

三

ミンナデ︑三十八アッタ︒

三十六︑三十七︑三十八︒

十八

さんじゅうはち ﹇三十八﹈︵名︶2

二恩4園

二㎜3囹

三十八隻

さんじゅうはつせき ﹇三十八隻﹈︵名︶

敵艦の大部分は︑我が艦

︵名︶3

三十米

のおっとせいが群居してみるのだか

島に︑三十萬のロッペン鳥と︑三萬

面上わっか十五米に過ぎない此の岩

十一価10

長さ七百米︑幅七十米︑海

さんじゅうまん ﹇三十万﹈︵名︶1 三

るもの巡洋艦以下敷隻のみ︒

獲せられて︑三十八隻の中逃れ得た

隊のために︑或は撃沈せられ或は捕

十一595図

甲州へ向かった我が軍は︑三 1

十日とつぜん優勢な敵軍に出あひ︑
烈しく戦った︒
﹇三十二匹﹈︵名︶1

三十二匹←いのじなり・くのじな

さんじゅうにひき

﹇三十人﹈︵名︶2

かぞへて見たら︑三十一一匹あ 三等

り・にっぽんじしんぶん・はちのじ
五923
つた︒

ざうり
武士が十二人︑槍持・草履

さんじゅうにん

十人
九駕8囹

ら︑

つばめのやうに空中に舞三つ

瀧は三十米の空から白い絹を

やがて︑三十米もある白長須

髄を水面に横たへる︒

鯨が︑全く息絶えて︑小山のやうな

十三10

るやうに注いでみる︒

さらしかけて︑下の瀧壺に吸込まれ

十459

は︑いかにも勇壮である︒

て︑二十米から三十米も飛ばれる姿

八958

いや︑江戸を出立する時は さんじゅうメートル

取︑其の外都合三十人︒

九㎜10囹

三

三十人目あったが︑道中で追々病氣
﹇三十年﹈︵名︶1

を致し︑言々に残し置いた︒

十年

さんじゅうねん

彼が織機の研究を始めてから
三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と

八855

三十八

戦ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に
︹課名︺3

此の成功を見たのである︒

十一目8

姉⁝⁝⁝三十八

たぬきの腹つゴみ⁝⁝
第七

六
⁝三十八

四目7

⁝⁝⁝三十八

彼が天武天皇の仰のま＼に︑

三十齢年前

言傳へをそらんじ始めたのは︑三十

我が國の正しい古記録を嗜み︑古い

十一637

︵名︶1

二目10九ニンギャウノビャウキ さんじゅうよねんまえ ﹇三十余年前﹈

さんじゅうはち

七難八苦の生涯は︑三十四

三

二目8七ケンチャン⁝⁝⁝三十二
くりから谷⁝⁝⁝三十

さんじゆうにち

宣長は眞淵の志を受けつぎ︑

三十五年
三十五年の間努力に努力を貫けて︑

十一743

と︑長さが数百米に及び︑堀が二重

十ニー48 此の古墳の大きなのになる
にも三重にも廻らされてみる︒
遂に古事記の研究を大成した︒

がらん

︵名︶1

豊國神社に華やかな唐門を

ごりょう

仰ぎ︑三十三聞堂に一千一膿の御佛
いなり
を舞み︑更に翻して二藍神社に詣で

十一98

からもん

十二個1図 興福寺は伽藍半ばすたれ さんじゅうさんげんどう ﹇三十三間堂﹈
さるさは

たれど︑なほ三重︒五重の塔︑猿澤

﹇三十か年﹈︵名︶

の池水に影をうつして南都の美観た
り︒

さんじゅういくねん

九917

三十四歳

さんじゅうしさい

五目9八青葉⁝⁝⁝三十四

さんじゅうし

1 三十幾年
れば︑伏見桃山の御陵はさして遠
九1610 それ以來今日までわっか三十 くない︒
﹇三十一日﹈︵名︶

幾年を見たに過ぎませんが︑
さんじゅういちにち

1 三十一日
﹁日の夜︑シカゴに着きました︒

三十七

第八 雨の養老⁝⁝⁝三十七

第十 縁日⁝⁝⁝三十七

2
︹階名︺

歳で終を告げた︒

十目9

七目11

さんじゅうしち

九564國 三日二晩走り績けて︑三十
さんじゅうく ︹課名︺3 三十九

六目8七山羊⁝⁝⁝三十九
十九

七目12 第十一 朝顔の日記⁝⁝⁝三

﹇三十七﹈︵名︶1

三十

三十⊥ハ︑三十七︑三十八︒

﹇三十度﹈︵名︶1

を越えたがる︒

九伽9 それなのに︑寒暖計は三十度

度

さんじゅうど

一而3囹

十七

九目10 第九 馬そろへ⁝⁝⁝三十九 さんじゅうしち

十五
さんじゅうごじゅう

1 三重五重
ゆかしく︑清水の塔︑八坂の塔︑三

七目10

第六

笛の名人⁝⁝⁝三十二

重五重に貸えて︑ここ東山の中腹を

八目7

第九

飾ってみる︒

十﹁95 清水坂を上れば観音の御寺 さんじゅうに ︹課名︺4 三十ニ

﹇三重五重﹈︵名︶

十一目7 第六 五月の太陽⁝⁝⁝三

八目8 第七 萬壽姫⁝⁝⁝三十五

さんじゅうご ︹町名︺2 三十五

さんじゅう一さんじゅうよねんまえ

728

729
さんじゅうろく一さんそう

鯨年前のことである︒

二目9八ワタシノニンギャウ⁝

さんじゅうろく ︹課名︺4 三十六
：：：三十六

三

三目13 十ニ サ・舟⁝⁝⁝三十六

十目8 第七 朝顔に⁝⁝⁝三十六

五目10 九 動物園⁝⁝⁝三十六
﹇三十六﹈︵名︶1

部下の兵士をはげましはげまし︑遂

艦艇の沈没したるものわっかに水雷

の教を實行ずることに心掛けた者は

ど其の師を知り︑師の教を守り︑師

なかった︒

艇三隻に過ぎず︒

いわし雲・むら雲・おぼろ

さんぜんメートルいじょう

三千米以上

大望源義垂心ふやう︑

みなもとのよしっね

大立これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

とて︑二瀬にかけ下れば︑三千饒騎︑

八662図

り越に出づ︒

引連れ︑後より山を傳ひて︑ひよど

﹁︿略﹀︒﹂とて︑ひそかに三千饒騎を

八647図

千工業

さんぜんよき ﹇三千余騎﹈︵名︶4 三

以下三千米以上の所に浮かぶ雲です︒

雲は︑何れも巻雲より低く︑七千米

十﹁擢3

︵名︶1

に日章旗を山上に立つ︒

残雪は︑山の頂から中腹にか

けてまだらに見える︒

八旧7

十一53図花は麓より咲きそめて次 ざんせつ ﹇残雪﹈︵名︶4 残雪
三日の後また山上に來

第に山上に及ぶ︒

十二746図園

山を分け︑川を傳ひながら上

ると︑残雪がだんく深くなる︒

八悩8

きっすゐ

船は︑思ひ切り吃水深く︑
残雪を頂く島山の峯を目當に︑根接

十一893

翼鏡

三

一枚下

其の邊から︑所々に残雪が

地へと波を切って行く︒

あった︒

十一伽4

﹇三銭﹈︵名︶1

三銭の切手を

﹇三千余﹈︵名︶1

さはらのじふらうよしっら

馬を並べてかけ下る︒

三千鯨騎も績いて下る︒

﹁︿略﹀︒﹂とて︑眞先にかけ進めば︑

八672図佐原十郎義連進み出で︑
或寒い日︑不意に現れた三千飴りの

れい
興安嶺おろしの吹きすさぶ

四813園

さんせん

十六日︑勝商は再び山上

りて︑援軍の消息を示さん︒

十二7511図
にのろしをあげ︑次いで城に入らん
とするに︑不幸にして敵兵に露見せ

さんじゅうろく
十六
られ︑勝頼の前に引出さる︒
三二

本丸の捺る姫山︑西の丸の

﹇三条﹈︵名︶1

に三條の堀を廻らし︑

披る鷺山は屏風の如く連なり︑麓

びやうぶ

十二722

さんじょう

二m3園 三十六︑三十七︑三十八︒
十六米

さんじゅうろくメートル ︵名︶2 三
九159 それでも三十六米ばかりを見
事に乗切って︑地上に下りました︒

さい︒

さんぜんあまり

十二889

千蝕り

郷里の家は︑六畳・三畳の二

間と︑せまい土間があるだけの︑小

七千2

さい粗末な家であった︒

わっか十二秒でしたが︑しかし︑動

九161 たった三十六米︑時間にして さんじょう ﹇三畳﹈︵名︶1 三畳
力による飛行機が︑人間をのせて空

敵と出合つたをぢさんの大隊は︑五

﹇三条大橋﹈

さんぜんりょう ﹇三千両﹈︵名︶1

城に火を放つ︒

三

一度にどっとときをあげて︑平家の

八676図下るやいなや︑三千三千︑

三條の大橋

三国

︵名︶1

︵名︶1

六百の小勢でぶつつかって行った︒

種まきがすんで十幾日︑旧い

千爾

一にも満たず︒

とぐくなげうつといへども︑＋が

しい緑の苗が出揃って行くのは︑見
三千

三千人の弟子の中︑顔回ほ

きぬがさ

名もやさしい衣笠山の麓に

見る美しさ︒

來て︑三層の金閣を池水のほとりに

十一109

先づ︑谷川のほとりに︑三千さんそう ﹇三層﹈︵名︶4 三層

﹇三千人﹈︵名︶2

十二柵4画面総年算三千雨︑私財をこ

十二305

られないやうにした︒

人の番兵を置いて︑城兵が汲みに來

六744

人

さんぜんにん

るから二丁のよいものだ︒

水の上に︑二糎か三百ぐらゐ︑若々

七261

さんセンチメートル

三條の大橋が朝もやに包ま

れ︑其の擬寳珠の一つく薄れて行

ぎぼうしゅ

十一判8

さんじょうのおおはし

中を飛行することに成功したのは︑

﹇三十六峰﹈︵名︶

これが始めてだといはれてゐます︒
さんじゅうろっぽう
一二十⊥墓石

十﹇116 東山三十六峯げに笑ふが如

−

く彼方には︑川沿ひの柳が夢のやう
﹇参﹈δはせさんず

に煙って見える︒

さんず

︽一

く︑堂塔こ＼かしこに讐えて︑半夜
三條

集に着手せり︒

我が軍の死傷甚だ少く︑

﹇三隻﹈︵名︶1

十︻599図

さんせき

三隻

たる血眼は︑遂に奮って第三回の募

二度資を集めて二度散じ

散ず

勤行の鐘がさやかに聞かれる︒

ごんぼやう かね

﹇三条﹈︹地名︺1

さん︒ず

さんじょう

十二備6図 奈良市街の西︑遠く柔な

十﹇柵2図

ジ︾

﹇散﹈︵サ変︶1

北より敷へて古の一條・虚血・三條
山上

る田園の間に東西に走る三筋の路は︑

﹇山上﹈︵名︶4

の大路の名残とす ︒

さんじょう

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑

九宗7図 中佐︑すでに右手に傷を受

さんぞう一さんにん

730

︹人名︺11

三ちゃん

山地は︑なほしばらく憎いた︒

第に山地に移る︒

九価8
さんちゃん

十一2811 二層は初層より︑三層は二

層より著しく縮小して︑第五層は初
層の二分の一になってみる︒

しらへました︒

紙を小さく切って︑切手をこ

三町

から︑三ちゃんと一しょに待つ
﹇三町﹈︵名︶！

てるて下さい︒
さんちょう

かなめ

扇は要ぎはを射切られて︑

二度︑三度︑やっとつまんだ
二度三度︑村の上を海は進み
山東

息子は︑勉強のため山東へ
渡って行った︒

十価9園

﹇山東﹈︹地名︺1

又退いた︒

十592

と思ふと︑すぐに落してしまった︒

九274

まはりて︑さっと海中に落入りたり︒

空高く舞上り︑二度三度ひらくと

八㎜7図

び

三ちゃんが︑大きな聲で︑

さうして︑三ちゃんの所

なみさんどう
えずお参りして居るが︑長い参道に

六餅4圏毎日︑たくさんの人が︑た

かうぐ

は︑ちり一つ落ちて居らず︑まこと
に神々しい氣がする︒

御造螢當時︑國民の図心も
てたてまつりたる木木は︑参道の左

十18図

右を始め︑至る配すき間もなき木立
となりて︑

左折して更に大鳥居を過ぎ︑

せんぼう
加って︑毛利攻めの先鋒となった︒

度々々

さんどさんど ﹇三度三度﹈︵名︶1 三

さんにん

﹇三人﹈︵名︶！8 三人

三373 三人ハ︑メイ︿サ・ ノ
ハヲトッテ︑舟ヲコシラヘマシ

タ︒

出シマシタ︒

三382三人ハ︑﹁ショニ舟ヲ

三386三人ハ︑舟トナランデ︑

ハ︑

川ノフチヲカケテイキマス︒
三946 ソノ自動車ニノッテ來タ
ラシイ︑三人ノ知ラナイヲヂサ

ヲヂサンタチ三人

ンガ︑立ッテヰマシタ︒

天略﹀︒﹂トイッテ︑自動車ニノ

三983

リマシタ︒

役人は︑三人を呼出して︑役

人﹁一たい︑どういふことか︑くは

五469

やがて︑うばをも呼んで︑三

しく申せ︒

八454

人は其の夜を涙の中に明かしました︒

九293三人はさんぐ探し廻ったが︑

橘中佐︑筆先に立ちて敵中

見つからないので︑がっかりした︒

九樹4図

十一欄6

三人は︑﹁︿略﹀︒﹂としきり

三人は食堂車へはいった︒

にをどり入り︑忽ち三人を斬倒す︒

神氣身にせまるをおぼえつ＼︑静か

尼子の残黛は︑秀吉の軍勢に

ひでよし

十欄5

九877

ざんたう

に歩みを移せば︑参道は又右折す︒
ざんたう
﹇残党﹈︵名︶1 念写

十23図

出して︑

十二6411 や＼右手に仰ぐ天守閣群は︑四756 花子さんは︑弟の三ちゃ 八332図 両軍互に押寄せて︑其の間 七備1 大將が何かたべ物の中にきら
ひな物があると見れば︑三度々々の
わっかに三町ばかりとなれり︒
んを呼んで來ました︒
食事に︑必ず其のきらひな物ばかり
四757 三ちゃんは喜んで︑赤い さんど ﹇三度﹈︵名︶3 三度 工みた
いぬゐ

五層の大天守を右に︑三層の西の小

天守を中に︑同じ三層の乾の小天守

を左に︑如何にも調和よく︑高い石
垣の上に損えてみる︒
いぬゐ

わりました︒

かばんを取りに行きました︒

四777その間に︑三ちゃんは︑

かへって來ますと︑ポストの中

四781三ちゃんがもとの所へ
には︑もう二枚のはがきがは

ひました︒

すと︑花子さんは︑それをはっ

四815

て︑ポストへ入れました︒

四818 三ちゃんは︑その手紙を
雪子さんの所へ持って行って︑
﹁︿略﹀︒﹂といって︑渡しました︒

四835国きっとおさそひします

ざんとう

三ちゃんが切手を渡しま

へ持って行って︑﹁︿略V︒﹂とい

四812

﹁︿略V︒﹂といひました︒

四802

た︒

んに入れて︑はいたつに出まし

四783三ちゃんは︑それをかばさんどう ﹇参道﹈︵名︶3 参道←み

いってゐました︒

さんとう

十一一651 同じ三層の乾の小天守を左 四774 三ちゃんは︑まん中にポ
ストをおいて︑そのそばにす
に︑

さんぞう ﹇三艘﹈︵名︶1 三ざう
が三ざう五さうと︑幾群も並び績い

七川6 向かふの方には︑大きい汽船

山村

て︑どこからどこまでが港内か白き
はめもつきません︒
﹇山村﹈︵名︶！

三隊

八戸5 谷間に沿うて所々に山村があ

さんそん
り︑温泉場がある︒

さんぞん ←しゃかさんぞん
﹇三隊﹈︵名︶1

七882園 五十人は三隊になれ︒

さんたい

段

四だん

さんだん ﹇三段﹈︵名︶3 三だん 三

もとんだ︒

三44圃 三だんとんだ︑

過する間に︑船は海面から二十六米

十仰10 かうして前後三段の間門を通

山地

湖が黒皿きると︑そこに三段の

も上るのです︒

十伽10

間門があります︒
﹇山地﹈︵名︶2

果樹10 四日市を過ぎて︑平野から次

さんち

731
さんにんばり一さんばいする

に頼んだ︒

十一捌11

最後は又急流の岩に激し︑

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑三
人の心はもう驚と感激で一ぽいにな
つて︑

十一塒10 それからも︑三人代るく
のぞきながら︑にいさんからおもし
ろい説明を聞いた ︒

十二232 汽車の窓から見渡すと︑朝
どんなに早くても︑あちらこちら︑

三人五人︑すき・くはを取って︑せ
つせと働いてみるのを見かける︒

十二943 僕もお参りをすまして︑三
人一しょに蹄途についた︒

十二鵬一 リや王は︑三人の娘︑娘の
むこ︑重臣などを面前に呼んで言渡
す︒

十二慨6圏そこで︑今日は︑我が王
國を三分して︑三人の娘たちに與へ
ることとする︒

方裁判所・控訴院はそれぐ三人の

十二柵8 匝裁判所は一人の判事︑地
判事︑大審院は五人の判事で組織さ
れる︒

三人

そぜい

の間租税を免じて︑民のかまどの煙
の立つやうになったのを大そうお喜

さらに三年の後︑画聖品にま

びになりました︒

八餌1
さるものを︑どうにか作り上げるこ
とが出挙た︒
ほうぎょ

天皇行宮にましますこと

たった今の今まで︑残念とば

はほんたうに残念でございました︒

十襯1

かり思ひつめてみた清少納言の心は︑

細川越中守を始め︑浪士を預

すっかり明かるくなりました︒

十号1

つた大名も残念とは思ひながら︑か

十一一641 大手の櫻門から三の丸には

いると︑姫路城の天守閣は︑姫山の

三の丸

老松の上に︑其の正面を見せる︒

十二66図

さんば ﹇三羽﹈︵名︶3 三羽

三羽︒

四903圏木の枝にすゴめが

つけ合って︑

並んだすゴめ︑

三

四913間ぴったりとからだを

空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽

羽のす〜め︒

八987図園

︹題名︺1

参辞

参拝

﹇参拝﹈︵名︶2

参葬﹇▽

は︑必ず射落す程の上手なり︒

さんぱい

どうも残念なことでした︒

うなっては何ともしやうがない︒

十一691園

十﹇310図
三年︑遂に北方の天を望みて崩御あ

全く残念であった︒

間・白馬・立山等の姿を見ないのが

て︑僕等の村はもとより︑富士・淺

東も北も一帯に雲がとざし

十一伽8

ざんねん

りし御心事を察し奉れば︑涙そゴう

残念

﹇残念﹈︵形状︶12

に禁じ難し︒
ざんねん

ざんねん

残念

ぜひく官軍さし向け

十12

或早老では︑此の織機と外國 十二梱5圓團

さんぱい

八838

私事も當家滅亡を見つ＼長らへ居り

られ︑御取りつぶしに相成り候はば︑

十15図

しょうけんこうたいごうこさんぽい

製の織機とを︑一年にわたってため

候も残念に候ま﹂︑きっと覧悟致し

再びかへして二六の離宮か

ら北西へ向かへば︑北野神社はさす

十一108

自ら揃ふも尊く思はる︒

あたかも言合はせたる如く︑足並の

利さくくと鳴りて︑参辞の人々︑

夜來の雨に清められし玉砂
候所存に候︒

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の
残念なり︒

ざんねん

機械は近習製に及ぼなかった︒

九悩7図囹

又︑例へば刑法に﹁人ヲ
モシ
殺シタル浅口︑死刑又ハ無期若クハ

十二価7図

聞けば︑そなたは豊島沖 さんねんいじょう ﹇三年以上﹈︵名︶1
ゐ
三年以上
の海戦にも出でず︑又八月十日の威

十211二丁

かいゑい

海衛攻撃とやらにも︑かく別の働な

チョウェキ

三年以上ノ懲役二虜ス︒

﹇参拝﹈︵サ変︶1 参拝

がに暗幕の人が絶えない︒

さんぱい・す

熊野那智神社に参辞す︒

お前の残念がるのももっと す ︽ース︾

︽ーッ︒ール︾

三の丸

十一749

老杉のや＼暗い下道から︑右

今朝早く札幌神社へ参

養老神社へ参辞する︒

拝す

の山へみちびく高い石段を上って︑

十403

︽ーシ・ースル︾

十旧7図

﹇三丸﹈︵名︶2

拝する

御褒美が頂けないと言って︑ さんぱい・する ﹇参拝﹈︵サ変︶4 参
﹇三年目﹈︵名︶1

あの氣味の悪い實験から︑

三年目

もだ︒

さんのまる

やがて三年目の夏がやって望ました︒

十一479

さんねんめ

お庭師が残念がつてゐました︒

十佃6園

十227園

がる

豊島沖の海職に出なかった ざんねんが・る﹇残念﹈︵五︶2残念

かりし由︑母は如何にも残念に思ひ
候︒

十234園

﹁とうく雨になった︒﹂雲の

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

十375

低くたれた空を見上げながら︑残念

﹇三人張﹈︵名︶1

さうに一人が言ふと︑

さんにんばり
張
じふさんぞくみつぶせ

十163図時に重範︑︿略V︑三人張の

﹁︿略﹀︒﹂残念ながら︑かう御返事申

其の使が︑お盆を帽子のや
うにかぶって露って來ました時︑私

十佃1囹

し上げる外はありませんでした︒

十欄4 すっかり失望した清少納一三口は︑

三年

弓に十三束三伏の矢をつがへ︑満月
﹇三年﹈︵名︶4

の如く引きしぼりて︑ひようと放つ︒
さんねん

三554 三年バカリスギマシタ︒
七727 昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀三年

さんばし一さんぶんのいち

732

を ぢ
ると言って出掛けた東京の叔父は︑

さんびやくキロメートル

︵名︶1

三

三

さんびやくろくじゅうねん

﹇三百⊥ハ十

三百六十年

﹇山腹﹈︵名︶4

山腹

左は山︑右は海︑此の間を

九513團

サンフランシスコには︑日

サンフランシスコからロス

本人がたくさん住んでゐます︒

アンゼルスまでの間は︑アメリカ合

衆國でも︑一番景色のよい所だとい

サンフランシスコでも︑

はれてゐます︒

こ﹂でも︑私は多くの學校をたつね

九545團

ぐらみの高さの山腹を縫って走りま

こ＼に点ると︑もうサンフ

サンフランシスコから

︹題名︺一

ルスのなごやかさもありません︒

﹇三分﹈︵名︶1 三分

三分︑五分︒

サ

ランシスコの美しさも︑ロスアンゼ

九568国

績のよいことを聞かされて︑

ましたが︑きっと日本人の子供の成

山腹に車をすて︑石段の幾

遂にはそれもなくなったと

九485

ンフランシスコから

七柵4

サンフランシスコから

思ふと︑眼界が急に開けて︑山腹の
のやうに績いて見えた︒

ざんぶと

さんぶん

斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が波

十一壇4

にょいりん
をへだてたる山腹に如意輪寺あり︒

十﹁33國吉水神社を出つれば︑谷

曲折をあへぎあへぎ上れば︑

十二4図

す︒

汽車は︑しばしば十敷米から二十米

九525国

さんぷく

今から三百六十年ばかり昔の 九522困

年﹈︵名︶1

百粁

八732

樺太神社に参辞する︒

︵名︶1

金字塔の中︑一番大きい

のは高さ百四十七米齢︑石の敷三百
二十萬︑底の占める面積が五百二十
﹇三百年目︵名︶1

⊥ハアールもあるといはれてゐます︒

さんびやくねん

百年

︵副︶3

毎

媛は︑尊に﹁︿略﹀︒﹂とおつ さんぶんごと ﹇三分毎﹈︵名︶1 三分
しやるが早いか︑荒狂ふ波間に︑ざ

國際飛行の中心都市として︑

ベルリンには三分毎に旅客機が爽着

する︒

さんぶん・する ﹇三分﹈︵サ変︶1 三

﹁︿略V︒﹂と言ひながら︑弓を

んぶとお飛びこみになった︒

んだ︒
むらしんざ

ゑもん

九912

村新左衛門であると知るや︑身をか

︹地名︺5

サンフ

はして︑ざんぶと川へ飛込んだ︒

サンフランシスコ
ランシスコ

三

國を三分して︑三人の娘たちに與へ

﹇三分乙︵名︶1

ることとする︒

さんぶんのいち

て長女と次女とにわけ與へる︒

十一一捕3園 残りの三分の一は︑改め

あれからなほ航海を惹けて︑ 分の↓
シスコに着きました︒

五日目の五月二十一日︑サンフラン

九491国

十二鵬6園そこで︑今日は︑我が王

かは
浸潤は︑それが敵方の一人河 課する ︽ーシ︾

小脇にはさんで︑ざんぶと水に飛込

九795

十二齪7

七55

幕臣には又︑三百年の奮恩 ざんぶと

ばくしん

を思って︑主君の馬前に討死しなけ

十一一鵬3

事です︒

十二919 招魂社の前へ看たので︑石 十二鵬1 一時間三百粁の速さで飛ぶ

三百五十米

十﹁831
十米の高所にある此の湖は︑

摩暗黒の中腹︑海抜三百五

さんびやくごじゅうメートル

と五十七年かかるわけである︒

飛行機に乗って行くとしても︑ざつ

十一梱11

段を登って参辞しようとすると︑神
前で今恭しく舞んでみる人がある︒
さんばし
﹇桟橋﹈︵名︶1 桟橋

さんばし
さんぽし

三番

十一川2 桟橋にか＼る巨船は︑油畜
﹇三番﹈︵名︶1

にでもありさうな圖だ︒
さんぱん

八367 一番︑二番︑三番と︑十二番さんびやくにじゅうまん ﹇三百二十万﹈
︵名︶1

三百二十萬

の舞がめでたくすみましたが︑其の

十一励9團

三バ

中で殊に人のほめ立てたのは︑五番
﹇三番星﹈︵名︶1

目の舞でした︒

さんぱんぼし

一474圃 三バンボシミツケタ︒

ンボシ

三

さんぱんめ ﹇三番目﹈︵名︶1 三番目
五872 僕が三番目だつた︒
三びき

れば︑いさぎよしとしないやたけ心

﹇三匹﹈︵名︶3

匹

さんびき

三百米

がみなぎってみる︒

︵名︶2

高度は三百米を下って︑下界
かうした火山は︑どれもこ

富士山
﹇三百余年前﹈

の二倍以上もあるのがあります︒

高いのになると八千米

れも瞼しくて︑低いのでも三百米︑

十一研9

が手に取れさうになった︒

九鵬1

さんびやくメートル

四693外の鬼どもも︑あすこへ
二ひき︑こ＼ へ亡びきと︑ごろ

くたふれてしまひました︒
六416 草をどさりと投げてやると︑
三匹が頭をくっつけて︑おいしさう
にたべ始めました︒
身ぶるひして立上れり︒

八657図 されど︑三匹は無事に下り︑

さんびきとも ﹇三匹共﹈︵名︶1 三匹 さんびやくよねんまえ
︵名︶1

柿右衛門は︑今より三百齢
年前︑肥前の有田に出でし陶工なり︒

ひぜん

三百鯨年前

とも

十518図

柵にかけて︑立上りました︒

六414 さうして︑三匹とも︑前足を

733

さんべいせん
線

散兵

我が砲兵はこれに砲弾をあ

﹇散兵戦﹈︵名︶1

十一一8111

びせかけ︑散兵線からも︑速射砲・

十一価11

長さ七百米︑幅七十米︑海

面上わっか十五米に過ぎない此の岩

算法を學ぶとともに︑そろばんをも

島に︑三十萬のロッペン鳥と︑三萬

ら︑

それがために︑毎日三萬下下

三萬何千人

さんまんなんぜんにん
︵名︶1

十柵1

﹇三万何千人﹈

のおっとせいが群居してみるのだか

また我が職國時代には︑すでに輸入

孝和は︑又︑正三角形・正

してみたのであるが︑

十二柵5
四角形・正五角形等の正多角形に關

十二柵8

したが︑

する算法を考案し︑これを角術と構

三ベン︑

三ベン

歩兵砲等が︑豆をいるやうな機甲銃
﹇三遍﹈︵名︶1
一ペ ン ︑ ニ ヘ ン ︑

孝和の天才は︑圓や球など

の音にまじってと貸ろく︒
さんべん
一264圏

人の人々が働き穿けて︑十年といふ

﹇山脈﹈︵名︶1 山脈←

僕等が今立ってるる所と︑

︵名︶1

三米

左右の足を一ぽいにのばした

さんメートル

を刻んで︑

向かふの山脈との間は︑千尋の漢谷

十一皿3

く・ひださんみゃく

からふとさんみゃく・すずかさんみや

さんみゃく

の算法を工夫するに及んで︑いよ
散歩

四ヘン︑ トウトウ︑ エダニ ト

︽ーシ・ースル︾

﹇散歩﹈︵サ変︶3

長い月日がか＼りました︒

する

さんぽ・する

く巧妙な働を見せた︒
散歩

ビツイタ︒

﹇散歩﹈︵名︶2

十一樹8 月のさえた夜︑友人と二人

さんぽ

夕方︑父と町を散歩した時︑

掲示板に︑當選者の名前が大きく書

十帽7

或小さいみすぼらしい家の前まで來

町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通り︑
いて張ってあった︒

十一襯5団夕やみ迫る廣い海岸通を

ると︑

十二偶1 市内に住む家族たちは︑日

南鮮3

ら︑三米ぐらゐはあるでせう︒

なんぜん

尋ねて途に疏水を見るのも感興が深

感いよく深し︒

太古回読の歴史と結び文學と結びて︑

ふ ぺやま

すべての軍兵を率みて︑富田

さんり ﹇三里﹈︵名︶1 三里

た︒

城の南三里︑布部山に敵を迎へ討つ

九859

し

あの美しいたくさんな松も︑

カマキリヂイサン

とび

四目5 四 カケッコ

四目3 二 乙鳥⁝⁝⁝四

三81 四

三目3 ニ なはとび⁝⁝⁝四
三目5 四 とび

ニー44 四

二目3 ニ 白月サマ⁝⁝⁝四
二目5 四 カマキリヂイサン

︹課名︺13 四

し

ぎとしか見えない︒

二列か三列に並んで生えた川原よも

九捌6

さんれつ ﹇三列﹈︵名︶1 三列

先づ平安神宮を慌して大極

い︒

昔の音やこもるら

し

シヤク

士﹇▽きかんし・し

し︒むせんつうしんし

じゅうしちし・つうしんし・べんご

﹇士﹈ ︵名︶1

六162四 磁石

ジ

六目5 四 磁石

五176四 天長節

五目5 四 天長節

建長・圓畳古寺の 山 四211四 カケッコ

三本

ん︒

門高き松風に︑

十二491図圃

さびしいけ

殿の面影をしのび︑南暉寺の山門を

十一92

そすみ

私たちが野外を散歩してゐ さんもん ﹇山門﹈︵名︶2 山門
かひがら

三本並んで︑

花の名は︑

﹇三本目︵名︶1

五川5圏

さんぼん

く散らばってみるのを見かける︒

ると︑時に畠の上などに︑再三が白

十一一86

もありません︒

椰子の梢には︑そよとの葉ずれの音

し

散歩すると︑あいにく風は絶えて︑

三坊
三方

算法

や

曜日に多く郊外に出かける︒もちろ
﹇三坊﹈︹地名︺1

ん散歩を目的とする者もあるが︑

﹇三方﹈︵名︶1

﹇算法﹈︵名︶5

れど︑かはい＼花よ︑

三丸

更にいへば︑本丸・二の さんや ﹇山野﹈︵名︶2 山野

﹇三丸﹈︵名︶1

何と言ふのか知らないが︒
さんまる

十二729

丸・西の丸の三丸が︑これ程まで完

斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ

かういふ時代の人は︑石の

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

全に残って︑今日の我々に昔の姿を

十ニー12

開立等の算法を行って來たのである

愛すべく美しき山野は︑

さへて山野に狩をし︑

十二佃5図

殆ど其のま＼に見せてくれる︒

十二樹6 日本は︑支那の算木による さんまん ﹇三万﹈︵名︶1 三萬

が︑

十二備9 支那では︑古血算木といふ

あらう︒

んによる算法のことだと考へる人も

十二燭3 和算といへば︑或はそろば

さんぽう

盛に大砲を打ちかく︒

九樹10図敵はこれを見て︑三方より

さんぼう

十二霜眉 三略

さんぽう

さんべいせん一し

くすのきまさつら

十一34図 正平の昔︑楠木正行が︑
の

決死の士百四十三名の名を壁に書連
ね︑﹁かへらじ と か ね て 思 へ ば ﹂

和歌を書残したるは此の寺なり︒

ぶんかしじょう
﹇四﹈︵名︶12

四

4

し ﹇史﹈5かいがし・だいにほんし・
し

りゃくず・かごしまし・くしろし・し
んぐうし・とよはらし・ならし・ボス
よど

分れて︑西の大阪湾に注いで居ます︒

わん

七639 市を流れる淀川は︑配筋にも

トンし

だうとんぼり

彼の前には︑もう死もなかつ

死

中央︑道頓堀附近の町々です︒

つた︒

いちご

しょうよう

かうけつ

た︒

十二梱1

月は死の世界であるといふ

ことを︑私たちはすでに知った︒

﹇師﹈︵名︶11

﹇使﹈﹇▽けんとうし・でんれいし

去年の今頃︑

此の花の

も
師の君

孔子がよく顔回を知ってゐ

夫をこらしてみる︒

た如く︑顔回もまたよく其の師を知

十二397

つてみた︒

﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

そゴうに︑乃木流血の詩も

二度資を集めて二度散じ

し ﹇資﹈︵名︶1 資

どんなに多いか︒

句でも︑詩でも︑月に遺するものが

＋一捌5ごらんなさい・歌でも・僻

しのばれるのであります︒

十榴9園

や歌にうたはれてゐますが︑

ことは︑千年の昔から︑我が國の詩

九628

し ﹇詩﹈︵名︶3 詩

師﹇▽おにわし・ し ﹇紙﹈﹇▽がようし・ほうがんし

し

ぞ

し
ひょうぐし
こ

今年も咲きで︑

やがて其の日の生計も立ち

師の教を守り︑

我が身の上の危さも忘れて︑

︵接助︶9

シ

し

いろくの店も出ますし︑

五十鏡のでは小さ過ぎるし︑

新シイ空氣ヲ吸ハナケレバナ

大洋ヲ︑ヒトリデ乗りキルコ

海底ニモグツテ居ルコトモ出來ル︒

トモ出來ルシ︑又︑︸日中︑ジツト

﹁︿略﹀︒﹂顔回は師を慰める 六宙3

ガ早ク走レルカラ︑

ラナイシ︑又水面二二カンデ走ル方

六備1

一圓のでは趣き過ぎる︑

六709

花火も上ります︒

六116国

し

なにしおう

し ︵副助︶﹇▽いつしか・いましがた・

集に着手せり︒

たる鐵眼は︑遂に奮って第三回の募

これを學ばば︑帝王の師 十一柵2図

三千人の弟子の中︑顔回ほ

十二305

師の教を實行ずることに心
十二3211

掛けた者はなかった︒

十二306

なかった︒

の教を實行ずることに心掛けた者は

ど其の師を知り︑師の教を守り︑師

十二305

となることを得ん︒

十9510図園

りて︑手助けする者一人もなし︒

がたく︑弟子たち此の師を見限り去

十496図

をしみぐ思ふ︒

くせいは

九欄6図圏秋の空︑香も高く︑

盛りなりけり︒

見送りし

四十歳を一期として︑從容 九籾6図圃 なつかしき師の君を︑

さうなん

東海丸遭難第一の電報を手に

かういふ風に︑月の世界は︑

今日私たちは︑それが死の

孔子は年若い顔回をひたすらに案じ︑

又︑顔回はこれほどまで其の師を慕
つてみたのであった︒
十二3510

﹈切纒を世に噛むるは︑

もとより必要のことなれども︑人の

やうに言った︒
十二303

露出2囹

働手のむすこさんはなくな

時は︑師の教について何か自分で工

十二388囲

顔回は︿略﹀︻人でみる

顔回の死にあって︑聲をあげて泣い

七十歳の大聖孔子は︑弟子

死を救ふは更に必要なるにあらずや︒

十﹇価11図園

がなかったらさびしい︒

世界であると知っても︑やっぱり月

十一捌8

いはば全く恐しい死の世界ですが︑

十一柵10

も死の如く沈黙してみる︒

みきった碧玉の色をのべて︑しか

へきぎょく

十一837

脚下の水は︑あくまでも澄

ほろびてしまふかも知れないのであ

の尊い歴史も文學も︑彼の死と共に

が國の正しい古傳︑つまり神代以來

十一641此の人がなくなったら︑我

だした様子を見せなかった︒

見舞の客に督しても︑あへて取りみ

した時︑妻は早くも夫の死を察し︑

十776

の人人をして涙をしぼらせた︒

事は︑忽ち世に傳へられ︑日本全國

死についた船長久田佐助の高潔な心

十767

壮烈なる死を遂ぐ︒

九院2図此の平生の行ありて︑此の

た︑生もなかった︒

七357

し ﹇死﹈︵名︶11

一二三四五六七八九

一︑ 二 ︑ 三 ︑ 四 ︒

十十ピキヰマス︒

一443
二佃1園

﹁一︑二︑三︑

パラオ

5︑

いの門

＝﹂

四︑・⁝﹂と︑大きな聲で番號

七509国囹

︵四︶

をとなへます︒

十315
かいへう
︵四 ︶ 海 豹 島

︵四︶

十﹁悩11

十旧8

4

︵四 ︶
3

十二368

}6ろ図図

しゅうこくボストンし・おおさかし

り乙

4菱2
εアメリカがっ

4︑

門島24

♀

歌は禺3

）
2） W

市

−

各西阪西畠11

（10

十十
十十
十

七678 一番にぎやかな場所は︑市の

し

冠漏6漏論3酷蕊

し一し

734

735
じ一しあん

られるし︑お孫さんは小さいし︑

七鵬3圏 お孫さんは小さいし︑よめ
さん一人を相手に働いて居られる所
へ︑暮からあなたの長わづらひでせ
う︒

表の字を見ただけで︑誰さ じ ﹇路﹈﹇▽いえじ・おおじ︒おおじこ

︽ジ︾

起らば起れ︑驚かじ︒

十877

それにしても︑此の母の慈愛

によらなかったら︑三十歳の井上聞
さいご

であらう︒

多は︑山口在に非命の最期を遂げた

言葉が︑我々をいよく緊張させ

る︒

しあ・げる ﹇仕上﹈︵下一︶4 仕上げ

る ︽ーゲ・ーゲヨ・ーゲレ︾

日で仕上げさせてごらんに入れます︒

七781園芸にお申しつけあれば︑三

七794豊前の仰では︑明日から三日

めいく受持の場所を仕上

の間に︑必ず仕上げよとのことだ︒

七801園

時計屋さんは︑仕上げた時計

げれば︑それでよいのだ︒

九316

をちよつと耳に當ててから︑ガラス

戸棚の中につり下げた︒

合はせ

のしあはせだ︒

が︑けががないのが︑まあ︑何より

六979園

ほんたうに氣のどくだった

しあわせ ﹇幸﹈︵名︶2 しあはせ 仕

戦車群の猛進におくれじと︑

かへりみはせじ︒

淺き夢見じ︑酔ひも

きんちやう

これを敵に見せじと矢面に 十一柵10 嚴かな中に慈愛のこもった

じ

うじ・のじ・はこねじ・やまじ・ゆめ

十168図

︵助動︶8

んからのだといふことが︑すぐわか
じ

じ

﹇寺﹈←かんえいじ・ぎんかくじ．

ります︒

八194團

じ
きんざんじあたり・きんりんおうじあ

立ちふさがり︑

と・こうふくじ・ごくらくじざか・さ

ば﹂の和歌を書残したるは此の寺な

けぐし

九梱9 教へることは何でもよく覧え
いだいじ・してんのうじ・せいがんと

り︒

﹁かへらじとかねて思へ

るし︑毛櫛で手入 れ を し た り ︑ ︿ 略 ﹀

んじ・にしほんがんじ︒にょいりん

じ・せんがくじ・とうだいじ︒なんぜ

せず︒

十二価6図圏

どうだ︑二人に五十人つつ

仕合←や

淺き夢見じ︑酔ひもせ

十二榴11図囲園

十二974図圃

自動車群が亡く︒

すばやく歩兵・砲兵・工兵の乗移る

十二8410

十一922図圃

に路を攣へて逃れ去らんとす︒

十一575図敵はかなはじと︑にはか

十一35図

したりしても︑じっとおとなしくし

のみやこうべんほうしんのう

うりゅうじ・まんぷくじ・りんのうじ

じ・にんなじ・ひがしほんがんじ・ほ

てるます︒

九槻8園 幅もあるし︑骨組も丈夫に
なった︒

まえ・くじごろ︒くじにじっぷん・こ

﹇時﹈εいちじ・くじ・くじごふん

じ ﹇事﹈﹇▽いちだいじ・つうかいじ

‡ち

じ
地

身を投出して︑人のために墨くす人
﹇地﹈︵名︶5

だ︒

三冠4囹 教養も高いし︑第一自分一

じ

こごにじごろ・こごにじしじゅうごふ

五264 ソノ度二︑鯉ノカゲガ︑地ノ ごいちじごじゅうごふん・こごにじ︒
上ヲ底冷マス︒

ごぜんしちじさんじっぷん・ごぜんし

五357圃木々のかげは︑ゆらくと︑ ん・こごにじはん︒ごじ・ごじはん・
水のおもてに︑地の上に︑青く︑

ず︒

ごふん・ごぜんにじ・ごぜんにじご

七866園

きゅうしあい

ちじじっぷん・ごぜんじゅうじじゅう
ろ・ごぜんにじさんじゅうごふん・ご

黒くうつる︒

六柵3園 地の下には︑馬ふんや枯葉

ぜんよじしじっぷん・さんじ・さんじ

﹇試合﹈︵名︶3

が入れてあるから︑夜もぽかく暖

しあい

いよ︒

慈愛

十二558園

冠者﹁それは仕合はせな

しあわせ ﹇幸﹈︵形状︶1 仕合はせ

切の重しみを犠牲にしましても︑父

ぎせい

中間を貸さう︑三日の．けいこを

上お一人にお仕へ申すのを仕合はせ

ちゅうげん

ごろ・じゅういちじ・じゅういちじご

させ︑槍の仕合をさせてみては︒

十二閥8囹私は︑あらゆる幸福︑一
ろ・じゅういちじさんじゅうしちふ

と存じます︒

九曜1図其の一聲に身のちゴむ如く
畳えて︑思はず地にひざまつく︒

冠雪7園昨日は仕合をなさったさう

七893

﹇慈愛﹈︵名︶3

や︑病床にさめぐと泣いた︒

七伽1

旅人は思案に暮れて︑とう

十866 不思議にも一命を取止めた聞 こと︒
たいど
しあん ﹇思案﹈︵名︶1 思案
多が︑出時の母の慈愛の態度を聞く

じあい

いよいよ仕合の日が見た︒

じゅうじ・じゅうじさんじゅうごふ

じ・めいじさんじゅうはちねんごがつ
ごふん

ですね︒

ん・じゅういちじにじゅうさんぶん・

ん・にじゅういちじさんじっぷん・に

かすかに震ふ︒

風寒み

﹇字﹈︵名︶3

字

十槻7嘆息枯枝は 地に落ちて︑
じ

書いてありました︒

四176ばうしには︑金で字が じゅうよっかごごさんじごろ・はち

くなった︒

五898園 一郎は︑なかく字がうま にじゅうしちにちこぜんよじしじゅう

じい一しか

736

く役所へ申し出た︒
侍署

侍瞥﹁いかが致しませう︒

﹇侍医﹈︹話手︺3

十二粥1

じい

十二槻4 侍署﹁いや︑御本國にいら
せられます︒

い

侍馨

若干

侍讐﹁其の黙はお心強く思

﹇侍医﹈︵名︶2

じ

し召しあそばしませ︒

十一一齪8
じい

い

も︑

時に花で埋まる︒

しいんと

試運轄

十﹁棚4
の

こんぺき

遠く眼を放てば︑紺碧の色
と

ろ

をたたへた沖の潮にかもめが飛んで︑

大水でも︑たちまち引いてしまひま

す︒

しおみったま ﹇潮絶賛﹈︵名︶1 しほ

みつ玉

和歌の浦に潮満ち來れ 五梱8囹此の︸つは︑しほみつ玉と

其の果に能登呂岬の山々が紫に煙つ
てるる︒
かた

十二9811図圏

まち海水が満ちて來て︑一面の大水

申して︑これを水につけると︑たち

川口近くになると︑潮干狩の

吉野山こぞのしをりの

此の國の野原には︑大きな

鹿のやうに足の早い獣は︑

な鹿の角と三日月の前立との附いた

九749床の間には︑すばらしく大き

やうだ︒

大てい︑ひづめが二つにわれて居る

六693園

鹿がたくさん居ります︒

しか

六358園

しか
しか ﹇鹿﹈︵名︶6 鹿 鹿

ひました︒

四鵬8 天人のしをれたやうすを
見て︑れふしもきのどくに思

︽ーレ︾

しお・れる ﹇萎﹈︵下﹁︶1 しをれる

道かへてまだ見ぬ方の花をたつねん

十一55図圃

しおり ﹇枝折﹈︵名︶1 しをり

となります︒

ば潟をなみあしべをさしてたつ鳴き

ひたくと寄せる潮の静か

和歌の浦に潮が漏ちて來る

わたる
十一一993
と︑

十二996

潮風

羽ばたきまでが聞かれるやうな感じ

な音︑鳴きながら飛んで行くつるの
のする歌である︒
﹇潮風﹈︵名︶1

十一916図引吹く潮風に黒みたる

しおかぜ

寒さが︑骨身にしみてしいん

︵副︶1

﹇試運転﹈︵名︶1

十6410

しいんと

とする︒

しうんてん

會社でも此の意見を採用して︑

先づ汽車の試運轄を行ふこととなつ

十欄7
た︒

手のひらに塵をのせてやると︑
潮﹇▽あげしお

潮がずんく引くので︑舟は
だんく潮が引いて︑もうそ

しゃくどう

潮干狩

︹課名︺2

第三

潮干狩

はだは赤銅さながらに︒

七目4

しおひがり

潮がすっかり落ちて︑海は陸 しおき 且vおしおき
其の中に潮がさし始めて來ま

七78

七74 第三 潮干狩
潮がだんくさして來て︑何しおひがり ﹇潮干狩﹈︵名︶2 潮干狩
時の間にか洲が見えなくなりました︒

した︒

長須鯨を見つけたからである︒

舟が︑幾さうも幾さうも集って來ま
しろ
出しては︑潮を吹く二頭の大きな白

七134

した︒

七122

のやうになりました︒

七115

ここ＼に洲が見え出しました︒

七85

忽ち海へ出ました︒

七81

しお ﹇潮﹈︵名︶12

うまさうになめます︒

九伽9

十二酩11 ひどいあらしの翌朝︑畿狂 しお ﹇塩﹈︵名︶1 藍﹇▽てしお
した老人が荒野にさまよってみるの
じ

をフランス兵が議銘して陣所に伴な
ひ︑侍醤が手を煮 皿 く し て 介 抱 す る ︒

十二柵6圏 私の力︑侍醤の力︑あり
とあらゆる藥物の力で︑姉上たちか
らお受けになったお心の痛みが︑す
つかり取れますやうに︒
﹁じいつ︒﹂と︑せみが鳴き出

じいっ ︵感︶1 じいつ

した︒

五808

強ひて

じいさん εかまきりじいさん・ごさく
﹇強﹈︵副︶1

じいさん
しいて

寺院﹇▽ウェ

ながす

十一977図 一老人怒りて林藏の頭を ＋佃7はるか彼方に︑代るぐ背を
﹇寺院﹈︵名︶3

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒
じいん

九787園

人なつかしげに寄り來る

鹿の角に三日月の前立は︑

正しく山中鹿介であらう︒

冑がかざってある︒
つて見ましたら︑もう廣い海には︑

十二価2図

川口にか﹂つた時︑ふりかへ
潮干狩の舟は一さうもありませんで

七138

した︒

船はエンジンを止めたま＼︑

網諸共に夜明まで潮のまにく任せ

十一877

るのである︒

ストミンスターじいん・セントピー

七64図寺院

ターじいん・だいじいん

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ

さますも︑奈良には懐くべからざる

風情なるべし︒

ひる玉

して︑これを水につければ︑どんな

五皿1囹今一つは︑しほひる玉と申

生まれて潮にゆあみし しおひるたま ﹇潮干玉﹈︵名︶1 しほ
千里寄

吸ひてわらべとな

波を子守の歌と聞き︑
りこナり︒

せくる海の氣を

て︑

八685 寺院の中は︑もううす暗くな 十︸901図圃
つてゐました︒

學校の運動場も︑神社・寺院の境内

けいだい

九29 庭も︑軒端も︑川端の堤も︑

737
しか一しかける

十一一佃3

かう言ひながら︑彼は其の

身に着けてみる鹿の皮を取って︑そ
︵副助︶12

しか

れを地上に敷いた ︒
しか

四柵7囹 あんな弓しか引けない
のか︒

ふ︒

六617 敷へるほどしがなかったとい

で居なかったのですが︑

八246団 日本人は敷へる程しか住ん

すから︑いたる所︑町は急な坂にな

それにしても︑空中から見る

つてゐます︒

九摺2
市街は︑何とまあ︑整然とあざやか

汽船が敷隻見えるだけで︑市

に美しいものであらう︒

九旧2
機は市街を西へ突抜けて︑と

街は望むべくもない︒

九梛4

七185

四海

しきりに鳴る︒

した︒

選墨人の自畳の現れだね︒

四角

仕掛

算木といふのは︑長さ四五

シカケ

それは︑たて綜が切れ㌧ば自

ふいごで風を吹込むと︑ゴ

のやうに聲を出す仕掛になってゐま

ムのくちびるが動いて︑生きた人間

十一4310

なって居る機械で︑

れば自動的にこれをおぎなふ仕掛に

動的に運轄が止り︑よこ綜が無くな

八糾9

テアル︒

ウガ︑ソレニハ︑ウマイシカケガシ

イデ︑サゾ困ルダラウト思フデアラ

六柵6水ニモグルト︑ドコモ見エナ

且vおおじかけ

しかけ ﹇仕掛﹈︵名︶3

糎ぐらみの四角柱の木である︒

十二佃2

柱

しかくちゅう ﹇四角柱﹈︵名︶1

しかくけい ﹇▽せいしかくけい

十備5園

じかく ﹇自覚﹈︵名︶1 斎言

中には︑くさってぶくくに

﹇市会議員

ふくれた︑大きな死がいが横たはつ
て居る︒

しかいぎいんとうせんしゃ

四階

市會議員當選者
﹇四階級﹈︵名︶1

葦手議員當選者決定︒

当選者﹈︵名︶1
十襯1

しかいきゅう

だいしん

裁判所には︑厘裁判所・地

峡

﹇四海峡﹈︵名︶1

方裁判所・控訴院・大審院の四階級

こうそ

十一一塒5

があって︑

市街は︑ガラパンにくらべ

うく海へ出た︒

しかいきょう

十345団

市街は井然として道幅が廣

ると︑小ぎれいで落着きがあります︒
く︑﹁しらかば﹂や﹁な㌧かまど﹂

十一川8

塩川7 ただ一つしがなければ︑

自害す

此の四海峡に包まれたる
︵サ変︶−

損ずるならば︑弓切折りて自害せん
と︑かくごをきめて︑馬にまたがり︑
海中に乗入れたり︒

る 仕掛ける ︽ーケ︾

四回目に︑兄ウィルバーが乗 しか・ける ﹇仕掛﹈︵下一︶4 しかけ

大きいのがしかけてあります︒

獣を取るのに使ふやうな︑おとしの

其の家の中には︑ちやうど︑

つた時は︑非常に調子よく飛んで︑

仕返し

六55
﹇仕返﹈︵名︶1

なはに仕掛けたる鈴は︑

﹇仕掛﹈︵下二︶1

する氣だな︒

しか・︿

十一一7410図

︽ーケ︾

仕掛く

見ると︑占うかしは︑自分の

な最期をとげて居ました︒

さいこ

しかけたおとしにかかって︑あはれ

六97

なおとしがしかけてあります︒

七177園は＼あ︑此の間の仕返しを 六64園新しく建てた家には︑温き

しかえし

を牧めました︒

五十九秒︑二百六十米といふ好成績

九167

それは山間の湖水にのぞ しかいめ ﹇四回目﹈︵名︶1 四回目

で︑それが手に取るやうに見えまし
た︒

十一幽11国

む静かな市街で︑ちやうど日本の奈
市街は南北二つに仕切られ︑

良を思はせるものがありました︒

ロリ

十ニー69

内城の中央景山に登ると︑

北を内城︑南を外城といってみる︒
十一一178

﹇自害﹈

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

十一519図

市界

北京はたゴ面々と︑平にくりひろげ
死がい

居る敵の死がいの間でした︒

それは︑をり重なって死んで

﹇死骸﹈︵名︶2

られた市街だと感ずる︒
しがい

八993図心の中に思ふやう︑萬一射

じがい・す

御影石の白い石段を登りつ

うん

めると︑市街は眼下に見下され︑遠

く

︽ーセ︾

廣がつてみる︒

く樺太山脈の麓にかけて鈴谷平野が

十一撹2

の並木が美しく置いてみる︒

﹇市平﹈︵名︶1

市街は碁盤の目のやうに融いてゐま

ごばん

九508囲 港から後方の高地へかけて︑ 五鵬6

い・ひめじしがい︒ペキンしがい

しがい・とよはらしがい・ならしが

しがい ﹇市街﹈︵名︶11 市街←だい

七64図市界

しかい

十一塒9囲 あと三日しかありません︒

ら︑

十一川8 おぼろにしか見えませんか

思へない︒

十字4 自分の船は止ってみるとしか

た二枚しか無かったので︑

十139穴のあいたニッケル貨がたつ 十一川9圏 嵩置の大陸は九龍の市街

原よもぎとしか見えない︒

九拝7 二列か三列に並んで生えた川

九284囹 あれ一つしか無いのだ︒

んで居るとしか思はれません︒

八梛8 どうしても何かひどく考へ込

ませんから︑

八研5 ダイヤモンドはわっかしか出

級

シカゴーしかし

738

る水道から水が湧出て︑船は次第に

十梛1 すると︑箱の底に仕掛けてあ
いきを吸ひこみました︒

そと︑一生けんめいになって︑

した︒しかし︑大面は︑こんどこ

ちですから︑びくともせず︑

でした︒しかし︑みんな強い人た

四586ほんたうにものすごい山

ゼイノ人ガ︑ドやくトハイツテ來

ケマシタ︒シカシ︑入レ代りニ︑大

三338神さまは︑その土地をこ 四面2 サウシテ︑雪ヤアラレヲ
降ラセタリ︑水ヲコホラセタリ
の國につぎあはせて︑國をひ
シマス︒シカシ︑北風が少シユ

るしになりませんでした︒

しかし︑兄神は︑どうしても︑おゆ

つて︑釣針をなくした事を申し上げ

今度は︑千本の釣針を作って︑

は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑どう

お上げになりました︒しかし︑兄神

五宙3

て︑いろくおわびになりました︒

命は︑兄神の所へお出でにな

ダンヲシテヰルト︑暖イ南風

五耶3

せまいとおかんがへになりまし

ろくなさいました︒しかし︑まだ

た︒

浦島は︑あまりおもしろい

ハスグニ元氣ヲモリカヘシマ

た︒

しても︑おゆるしになりませんでし
また︑小さい目高を見ると︑

ス︒

マッ白ニナリマス︒シカシ︑南風

四伽8野や山ガ︑マタ雪デ

ガソットヤッテ來マス︒

マシタ︒

古 同 く せ り 上 げ られて行きます︒

シカゴ ︹地名︺4 シカゴ

九565国 三日二晩走り即けて︑三十
一日の夜︑シカゴに着きました︒

九567團 ミシガン湖といふすばらし
く大きな湖にのぞんでみる此のシカ

三⁝㈹8

ので︑家へかへるのも忘れて︑
毎日毎日︑たのしくくらしてゐ

ゴは︑アメリカ合衆國の一大商工都
九572国 アメリカは︑どこでも黒人

ました︒しかし︑そのうちに︑

市です︒

を見かけますが︑シカゴに黒人の多

五131

五伽5囹存じません︒しかし︑此の

︿略﹀︑家へかへりたくなりまし
た︒

これも︑自分たちの仲間ではないか

ぢごく

物がたべられないで困ると申して居

間から︑鯛が︑何かのどにさ﹂つて︑

いのには驚きました︒

おたまじゃくしには︑何千何萬とい

と思ったこともありました︒しかし︑

九582国 シカゴは︑此の世の地獄だ

をあげます︒しかし︑どんなこと

僕等ハ︑大砲ノタマガイクラ

三二4か年それでは︑この玉手箱

ます︒

と言った人もある程殺風景な所です

ふ︑たくさんの兄弟や仲間があるの

が︑今はちやうど新緑の季節で︑湖

があっても︑ふたをあけては

︿略Vタリスルト︑ハナハダケンノ

ニ見ツケラレテ︑爆揮ヲ落サレタリ︑

パクダン

平氣ナモノデアル︒シカシ︑飛行機

飛ンデ來テモ︑水肥モグツテ居レバ︑

岸の大通や︑公園の眺は︑さすがに

急に暗くなったので︑みんな

上島軍は︑八尺の槍で︑敵の

ンデアル︒

七908

槍先をはね上げ︑彿ひのけようとあ

すき間も何もあったものではない︒

せった︒しかし︑︿略﹀︑はね上げる

﹁︿略﹀︒﹂と︑お供の者が申し

ました︒しかし︑轟ではありません

五593

ネルの外へ出ました︒

出しました︒しかし︑すぐまたトン

がおもしろがって︑わあっとさわぎ

五341

んでした︒

ても︑ちっともさびしくはありませ

六伽6
﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒シ

﹁︿略﹀︒﹂と︑一人の子ども

一生ケンメイニ走リマシタ︒

オッシャッタノヲ思ヒ出シテ︑

カシ︑オトウサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

四244

ですから︑親がそばにるてくれなく

シカゴから

なりません︒

︹題名︺一

美しいと思ひました︒
シカゴから

九552 シカゴから
死火山

マタ

﹇死火山﹈︵名︶1

十一欄3 もちろん︑月は地球と違つ

しかざん

四433

月を見つめてゐますと︑月は

がいひました︒しかし︑じっと

て︑とっくの昔︑すっかり冷えてし

シカシ

しかし

まった天膿ですから︑火山といって
﹇然﹈︵接︶鵬

も︑みんな死火山ですがね︒
しかし

ばんざい

でした︒

ニイサンバ︑私ノトナリヘカ

萬歳の聲は︑天地にとゴろき

たとひ飛んで行って見たと

ころで︑もうあるまいと思って居ま

七佃6圓

七922 主水は︑﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

大聲に叫ぶ︒しかし︑五十人はばら

五佃3

五感9

四516オバアサンバ︑﹁︿略V︒﹂ト

ました︒しかし︑あの金剛・那智は︑

くである︒

動かないで︑雲が大急ぎでとん
で行くやうにも見えます︒
イッテ︑オ止メニナリマシタ︒シ

どこへ行ったのでせう︑いくら呼ん

オニノ大シャウハ︑大ソ

ウヨロコビマシタ︒シカシ︑オヂ

カシ︑私ハ︑オソクナルト思ッ

でも︑かへって來ませんでした︒

二697

イサンガ︑ホンタウニマタ來テ
クレルカドウカ︑ワカラナイ

テ︑イタぐイタ栗ヲ持ッテカヘ
リマシタ︒

トオモヒマシタ︒
三291 子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

739
しかし一しかし

した︒しかし︑此のま㌦止ることも
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と言ふおかあさんの

出來ないので︑引返して來ました︒
七慨5

お聲がしたので︑みんな内へはいつ
た︒しかし︑何だか此のま＼寝るの
が惜しいやうな心持がした︒

七襯1 向かふの方には︑大きい汽船
が三ざう五さうと︑幾群も並び績い
て︑どこからどこまでが港内か見き

力による飛行機が︑人間をのせて空

わっか十二秒でしたが︑しかし︑動

るだけに︑中々落ちさうになかった︒

返った︒しかし︑富田城は名城であ

任務を果して氣がゆるんだの

中を飛行することに成功したのは︑

八794
か︑鳩は取扱兵の手に抱かれたまま

は腹をきめた︒

勝利がおぼつかない︒しかし︑鹿介

敵の大軍が押寄せたのでは︑味方の

富田城がまだ取れないのに︑

冷たくなってしまった︒しかし︑此

これが始めてだといはれてゐます︒

九858

の報告で敵情は明らかになった︒

ねぢは驚いてあたりを見廻し

たが︑︿略﹀︑何が何やらさっぱりわ

それ見た事かと︑人々はあざ 九244

けり笑った︒しかし︑佐吉は何と言

しかし︑何といっても二倍以上の敵

九863敵の前軍はしぼしばくつれた︒

八827

からなかった︒しかし︑だんく落

毛利方の大砲を夜に乗じてう

近づくことが出前なかった︒

た︒しかし︑援軍は敵にはゴまれて

ばひ取って︑味方は一時二障をあげ

九885

である︑新手は後から後から現れる︒

はれても︑た望だまって研究の歩を

あることがわかった︒

着いて見ると︑こ＼は時計屋の店で

さらに三年の後︑外國品にま

進めた︒

八別4

日本人の子供の成績のよい

さるものを︑どうにか作り上げるこ

ことを聞かされて︑涙が出る程嬉し

九548囲

はめもつきません︒しかし︑あの美

とが出場た︒しかし︑此の成功に満

く思ひました︒しかし︑又無邪氣で
くわつばつ

鹿介は︑男泣きに泣いて主君

におわびをした︒しかし︑彼はまだ

九893

活澄なアメリカの子供が︑教室で

むじゃき

しい︑はなやかな出帆の光景は︑も

足してしまふ佐吉ではなかった︒

さいたまけん

うどこにもありませんでした︒

これはたとへ話ですが︑しか

はお行儀のよいのにも︑すっかり感

蚕糞9

心しました︒

八69 それによると︑埼玉縣の或所

し︑これと同じやうな事が︑我々の

皆が︑それをしらべては用紙

死ねなかった︒

に書入れてみる︒しかし︑齢りカー

九937

ドが多いので︑僕はどれを見てよい

よくや

つたでせう︒しかし︑それを過ぎる

さうして︑とうくこれが佛
法僧といふ名を附けられてしまひま

九655

した︒しかし︑最近になって︑これ
を疑ふ人もありました︒

九946僕は嬉しかった︒しかし︑天

文學のカードもずるぶん多い︒

たいわん

中邊ですが︑反野に南の沖縄や皇湾

おきなは

九㎜7北の北海道でしたら︑ほゴ眞

でしたら︑ずっと低くなります︒し

これは非常に珍しい鳥といふ

のではありませんが︑しかし五六月

かし︑かう言っただけでは︑まだ

さい圓をゑがき︑遠くに見える星程

北極星の近くに見える星程小

の頃︑﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く聲は︑

上覧は︑︿略﹀︑四尺の大太刀

九餌8

中々見事が附かないでせう︒
九806

神秘的な聲です︒

何といっても美しい︑深みのある︑

九6710

かに迷った︒

と︑全く沃野千里の大平原でした︒

に︑沙漠があらうなどとは思はなか

皆さんは︑アメリカ合衆國

生活においても考へられます︒

んぼうげ︑畠一面に咲く菜の花︑さ

さうして︑十敷米も滑走した

九559国

で︑試みにしるしを附けて放したも

空氣はこれ程大切な物ですが︑

こにでもあります︒

しかし我々の住んでみる所には︑ど

八㎜5

のだといふことがわかりました︒し
かし︑つばめはもっともっと南へ飛
んで行くのです︒

八77 幾百粁の海を一氣に飛ぶこと

八櫛4 た皮暗やみの中をこうくと
ぐんま
走るばかりだ︒しかし今刻々と群馬

も︑決して不思議ではありません︒

しかし︑彼等の中には︑今年生まれ

縣がつき︑新潟縣が近寄りつ＼ある︒

にひがた

た子つばめがたくさん居ます︒

蕃人に説聞かせた︒しかし︑お祭が

うしたものにしみじみと春の幸福を

八138 かう言って︑才筆はしばく 九48 野末のすみれ・たんぽ﹂・き
近づくと︑蕃人はぜひ首を供へなけ

感ずる︒しかし︑自然はしばらくも
九143

とゴまってみない︒

しぜん

ればならないと申し出た︒

八725 其の綜を短くすれば振方が速
く︑長くすれば振方がおそくなりま

しかし︑二三米空中に上ったと思ふ

頃︑機は果して地面をはなれました︒

大きい圓をゑがきます︒しかし︑か

す︒しかし︑綜の長さを一米なら一

ういふ風に星が動くといふのも︑實

米にきめて置くと︑おもり其の物は

を抜いて切ってか﹂つた︒しかし︑

は我我の住んでみる地球が廻るから︑

と︑急にふらふらとして︑飛行機は

諸善は︑片端から尼子の手に

重くても導くても︑又大きく動かし

九852

鹿介の太刀風はさらに鋭かった︒

たった三十六米︑時間にして

地上に落ちてしまひました︒

九162

ても小さく動かしても︑振る時間は
同じです︒

しかし一しかし

740

さう見えるだけのことですが︑

九冊7 膿の手入れをしたり︑運動を

じっと落ちて來る水に眺め入った︒

ことは︑中々出來さうにありません︒

年八月のことでした︒しかし︑此の

出門上ったのは︑我が大正三

大工事の裏には︑もっと偉大な仕事

十㎜8

ふ程のものではなかった︒しかし︑

がありました︒

今の地震は︑別に烈しいとい

長いゆったりとしたゆれ方と︑うな

十528

させたり︑僕の仕事が追追忙しくな
るやうな地鳴りとは︑老いた五兵衛

ばあさんのことを思ひ出しては︑

聾唖學校で氣の毒な子供た

時々泣いてみる︒

ちを教へるやうになると︑いよく

十一444

熱心に︑聲の原理や舌・くちびる・

し︑︿略V︑教へる方も教へられる方

耳などの生理を勉強しました︒しか

彼等に浴びせられた︒しかし︑徒黛

﹁クサキハアヲイ﹂といふ

のを漢字だけで書けば︑差當り﹁草

十︻657

も︑並大ていの苦心ではありません︒

綱吉は︑元來情に動かされな

しかし︑これでは︑漢文流に﹁サウ

木青﹂と書いて漏足せねばなるまい︒

モクアヲシ﹂と讃むことも出來る︒

い人ではないが︑しかし理非にも明
八歳の時から人にやとはれて︑

これらは簡輩な名前に過ぎ

ないが︑長い文章になると︑其の苦

十一6610

心はとても一通りのことではなかつ

ど

牛や羊の番人をした︒しかし︑生ま
れっき機械の好きな彼は︑︿略﹀︑概

十二6

かるい人であった︒

十重10

重い罪である︒

を組んで天下を騒がすといふことは︑

ほとんどあらゆるほめ言葉が︑
とたう

みだい

それだけに︑かはいさも一そう深く

さすけ

東海丸の船長久田佐助は︑眼

十緬1

つたのは其の頃からです︒しかし︑

た︒

十743

つて︑はせつけた︒﹁︿略V︒﹂しかし︑
らんかん

かうとしなかった︒

船長は︑船橋の欄干に身を寄せて動

船員の一人は︑たまらなくな

を書くしたが︑しかしもうおそかつ

前に迫る此の危急をさけるのに全力

十723

味なものであった︒

に︑今まで纒験したことのない無氣

た

底 は 鐵 の かまです︒﹁︿略﹀︒﹂

なって來ました︒
詳言6

げ

しかし︑聞くのもめんだうだと思つ
て︑あたりを見廻すと︑庭に下駄が
一足置いてあります︒

九幽1 しかし︑かうなると女は何と
言っても聞入れません︒

九重7 國語の恩をわきまへず︑中に
は國語といふことさへも考へない人
がある︒しかし︑一度外湯の地を躇

た︒しかし︑安番頭のかうした苦心

中には︑波にのまれてしまつ

土で汽車を造ったりして心しんでゐ

十765

た︒

んで︑言葉の通じない所へ行くと︑

十脳7

﹁あのかさ＼ぎの巣を見てゐ

たのもある︒しかし︑乗客・船員の

るのさ︒﹂しかし︑﹁かさ＼ぎ﹂とい

すべて優にやさしいのが京

ふ日本語がわからないらしい︒

十一125

都である︒しかし︑京都はたゴ古い

當時︑假名文は女の書くも

歴史だけの都ではない︒

十一153

霧もだんく深くなる︒し

此の岩山に︑よくもこれだ

と︑風光が一番した︒

しかし︑半島を廻って中湖に入る

なかのうみ

けの木が生茂ったものだと思はせる︒

十一燭11

たちに言ってみた︒

かし︑小屋の人は︑天略﹀︒﹂と先生

十一捌7

はやがて報いられて︑

過半は︑からうじて助ることが出來
いしゃ

誰でも話語のありがたさをしみぐ
た︒

とりあへず︑道者が二人來た︒

と感ずる︒

十227園 お前の残念がるのももっと

である︒

しかし︑漏身は血だらけ︑泥だらけ

十824

て︑一人で進んで功を立てるやうな

もだ︒しかし︑今の戦雫は昔と違つ
ことは出直ない︒

十235囹豊島沖の海戦に出なかった 十川2圏 しかし︑雪はまだたくさん
残ってみたといふから︑何と言って

十﹁幽3団大波が寄せて︑一萬二千

ことは︑艦中一同残念に思ってみる︒

トンの巨船の甲板に︑瀧のやうなし

ので︑男は漢文を書くのが普通であ
つたからです︒しかし︑假名文であ

ぶきを浴びせました︒しかし︑幸ひ

もそなたがりっぱに勝つたのです︒

ればこそ︑當時の國語を自由自在に

しかし︑これも仕方がない︒

事も失敗をくりかへしましたが︑し

十419囹 河井君︑其の話もあるがね︑ 十倣10 計書 は何べんか立てられ︑工

しかし歴史によると︑天皇は此の泉

のにいさんだと思ふ程︑したしくな

沙漠の湖とは妙だと思ひ

ながら︑やうやく暑さに苦しむ身に

十一柵6圏

出る程元氣でした︒

船に強い私は︑毎日か＼さず食堂へ

使って︑其の時代の生活を細かく窺

つた︒しかし︑紫の君は︑今でもお

紫の君も︑源氏をほんたう
此の岩だらけ︑山だらけの土地を掘

十一224

し出すことが出來たのです︒

かしとうく出監上って︑
世界に有名なパナマ運河とい

割って︑海面と同じ高さに水を通す

ふのがそれなのです︒しかし︑︿略﹀︑

十榴4

の 水 を お ほ め に なって︑﹃︿略﹀︒﹄と

仰せられ︑年號を養老とお改めにな
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ 秋 野 君 が 説 明 す

つたことになってみる︒
十466

る︒しかし︑河井君はだまったま＼︑

741
しかた一しかのすけ

は︑水景がなつかしくてたまりませ

廣がつてみるのであるから︑あせつ
彼の手を握った︒

私は何とも言へぬ嬉しさを感じて︑

言葉はしどろもどろである︒しかし︑

七171

仕方があるまい︒

け早いから︑二つあったら︑早くて

十二描4

九備9園

仕方がなく其のま＼家へ蹄つた︒

河成は︑くやしく思ったが︑

たところで追ひつくものではない︒

んによる算法のことだと考へる人も

十一一392園他の弟子は︑教について

ん︒しかし︑行っても行っても︑湖

いろく質問もし︑それで予を午下

あらう︒しかし︑孝和は決してそろ

水はありませんでした︒

してくれることがある︒しかし︑顔

ばんを考案した人でもなければ︑そ

仕方がない︒

九幽9囹

梯子をもらっても仕方がな

十一旧4国 地中海を航して︑今日は
回は質問一つせず︑すぐ會得して實

十235園

和算といへば︑或はそろば

すでに三日目︑空も海も︑すっきり
行にか＼る︒

ろばんの達者であったからえらいと

十一価10囹

い︒

何だか世は秋になったといふ氣がし

と朗かですが︑しかし温度も下って︑

いふわけでもない︒

ない ︽ーク︾

和算の諸流は自らすたれた︒

そんなことを言ったつて

四月

四月

第一

︹課名︺2

九目2

四月

しがつ

第一

﹇四月目︵名︶3

九11

しがつ

四月εぶん

へ來て︑泣いていらっしゃいました︒

命は︑仕方なく︑もとの海ベ

のニュートン︑及びドイツのライブ

しかたな・い ﹇仕方無﹈︵形︶1 仕方

仕方がない︒

しかし︑これも仕方がない︒

ない︒しかし︑自分の氣持を知って

和とちやうど同じ時代に︑イギリス

十二捌3

自分の鯨命は︑いくばくも

くれる子供たちや家臣の者は︑後を

十二455

十一旧10園 有難うございます︒しか
縫いで必ずこれを成し遂げてくれる

がくふ

ます︒

し︑まことに粗末なピヤノで︑それ
であらう︒

五柵8

いはゆる微分・積分は︑孝

に寸寸もございませんが︒

十一欄8 友人がそっと立って窓の戸

ニッツによって創始された高級の敷

學である︒しかし︑彼等がかういふ

すでに敵戦車の数塁はこは

され︑数塁は火を吐いて進行の自由

ものを生み出したのには︑西洋諸國

十二824

を失ってみる︒しかし︑敵職車は後

をあけると︑清い月の光が流れるや

うに入込んで︑ピヤノのひき手の顔

から後からと現れる︒

十二襯9

の學術の背景があり︑

を照らした︒しかし︑ベートーベン

天延﹀︒﹂と︑彼は考へた︒

はたゴだまってうなだれてみる︒
十二佃8

︿略Vしかし︑和算にかくも獲揮さ

四月といへば︑春はもうな

つぼみ

早い年には︑三月の末か四月

かばである︒

九18

翌年再び北に向かひて四

四月十日

父より

しがつとおか ﹇四月十日﹈︵名︶1

ヲーに達す︒

鹿介

さち

四

月ノテトに着き︑更に進みでナニ

十一939図

のごく初に︑蕾のほころびることが
すでに大政を奉還した彼に︑

仕方

十一一塒10

し方

あるが︑

﹇仕方﹈︵名︶8

かぐやひめも︑今はし方
がなく︑︿略﹀︑天人のよういし

四361

しかた

し何事も時勢であった︒

逆心などあるべきではないが︑しか

げたのであった︒

易に征服して︑急速の進歩を成し遂

かごねんしがつ

しかし︑﹁︿略V︒﹂といふ意味の今の

つの見物にさへ一日

九12

は激へるにいとまがない︒しかし︑

十一鵬9 日本刀の鋭利を物語る臆説

其の

ばこそ︑我が鳥人が西洋の敷學を容

れた日本人の天才と錬磨があったれ
さも食ひしんぼうらしく︑

言葉だけでは︑まだ十分でない︒

十二佃8

修行者は少しも驚かなかった︒

羅刹は舌なめずりをした︒しかし︑

十二擢6

日本刀は︑たズ切味がよいばかりで
はなく︑打合って折れず曲らぬとこ
ろに大なる優秀性がある︒
石器時代はずるぶん長く績

や二日はか＼り︑殆ど足が棒になる

いた︒しかし︑人智が次第に進んで︑

十一一1110

何時の間にか︑鑛石から金魚を取出

町といふ町は︑雑沓してゐ

ざったふ

して使ふ時代がやって來た︒

十二捌2

等の陳列によって︑

のを感ずる︒しかし︑其の豊富な歴
もけい
史的遺物・世界的名作・標本・模型

十ニー36 其の遺物は殆ど無敷といへ
る︒しかし︑其の中でも︑最も古い
時代に属するものとして貴重なのは︑

五108国

月十日

こふん

て來た車にのって︑空へ上っ

一つでさへ︑あれだしかのすけ

﹇鹿介﹈︹人名︺33

て行ってしまひました︒
馬は︑

子どの

るが︑しかしロンドンには大小の公

六701圓

もう仕方がない︒

古墳と︑其の中から議見される遺物

かう込入ったことになると︑

六61園

園が多く︑至る所に田園的な自然を
十二欄2

くりひろげてみる︒

である︒

てるる︒しかし︑土地は殆ど無限に

十二237 彼等は終日黙々として働い

しかまこう一しかも

742

﹇▽やまなかしかのすけ・やまなかしか
のすけゆきもり

九821
上った︒

とたんに︑鹿介はむっくと立

き渡った︒

鹿介は︑此の小僧さんを主君

だのぶなが

鹿介の血を吐く言葉に︑信長
勝久は︑かう言って鹿介に感
鹿介は︑男泣きに泣いて主君

むらしんざ

ゑもん

九9010

木とか草とかに上って︑安心

とそれにしがみつきます︒

だと思ふと︑前足の爪で︑しっかり

七968

かは
鹿介は︑それが敵方の一人河︽ーキ︾

村新左衛門であると知るや︑身をか

はして︑ざんぶと川へ飛込んだ︒

非常な機械好きで︑しかも愛

罷が大きいのに︑性質がごく

國心の強い青年であった︒

八806

んなお方でした︒

かりした氣性で︑ しかも︑ へうき

きしゃう

五978天のうずめのみことは︑しつ

しかも ﹇然﹈︵接︶38 しかも

二人はしばし水中で戦ったが︑

重手を負ひながらも︑肩摩は大力の

九914

ふくま

すると︑これも力自慢の福間

じまん

新左衛門を組伏せてしまった︒
ゑもん

飾磨港

彦右衛門が︑後から鹿介のもとゴり

ひこう

九915

をつかんで引倒した︒

﹇飾磨港﹈︵名︶1

おとなしく︑しかも音樂が大好きで

此の城は︑飾磨平野の中央︑ 八雲1

爾手を思はせます︒しかも其の早手

ちやうどお人形さんのかはいらしい

小さい国憲があって︑それが

ある︒

飾磨平野

八省2

や＼北寄りの姫山・鷺山に披って螢

しかま

見渡される︒

父も喜んだ︑子供も喜んだ︒

しかも︑一番喜んだのはねぢであっ

九304

た︒

天井の高い︑廣々とした室

てんじゃう

は︑しんとして静かだ︒しかも︑中

九965

には大勢の人がみて︑熱心に本を見

敷十の櫓は層々と重なり︑

てるる︒

しがみつく

とも青とも紫ともいひやうのない︑

十308圏第一︑海の色が何ともいへ
ない美しさを見せます︒それは︑織

荘嚴のおもむきをそへたり︒

さうごん

櫻門は︑一幅の古書に似て︑しかも

ろう

すがくしき赤松の木立を負ひたる

玉垣に連なる鳥居の奥に︑

ゑんえんと連なって︑まさに飾磨平
のがある︒

十二571園 これ︑地紙とは此の紙の

十二5611
先圏
づ地紙よくとござる︒

鹿介は主君に志を告げ︑許を じがみ ﹇地紙﹈︵名︶3 地紙
鹿介は西へ送られた︒

こと︒

︵五︶1

十二6011要
先づ地紙よく︒
しがみつ・︿

十28図

野に浮かぶ一大戦艦を思はしめるも

十二725

つて螢まれたもので︑

中央︑や＼北寄りの姫山・鷺山に壕

十二6911

七五此の城は︑飾磨平野の

十二6910 最上階から眺めると︑姫路
は︑ピヤノでもひくやうに︑始終活
しかま
市街はもとより︑飾磨平野が一目に
卒して居ます︒

鹿介は︑織田信長に毛利攻め 飾磨平野

お

しかし︑鹿野は腹をきめた︒ しかまへいや ﹇飾磨平野﹈︹地名︺3

かへて瀬戸内海の運輸を占め︑

まれたもので︑地は南に飾磨港をひ

十二702

しかまこう

現れ出た狼を︑鹿介が討取

の足もとにぐたりとしてみた︒

九778 鹿介は︑職ってしばく手が 九823 狼介の大きな膿は︑もう鹿介
らを立てた︒

つた︒

九7710 彼は︑鹿介を好き相手とつけ 九824園
たらぎおほかみのすけ

ねらった︒

折もあらば鹿介を討取らうと思った︒

九782 名を械木狼介勝盛と改め︑ 九826 鹿介の大音聲は︑爾岸にひゴ

上った︒

九783 夕日のこと︑鹿介は部下を連 九833 鹿介は︑身をやつして京都へ
れて︑城外を見廻ってみた︒
われがね

つた︒

九871

九8910

こうてわざと捕はれの身となった︒

九897

におわびをした︒

九893

謝した︒

九892

は大きくうなついて見せた︒

九875

勇士の苦節に同情した︒

鹿介を一目見た信長は︑此の

の志があることを知って︑彼をたよ

九8610

九858

と仰いだ︒

九841

主家の再興をくはだてた︒

九784 川をへだてた封岸から︑鹿介 九838 彼等は︑鹿介を中心として︑
の姿をちらと見た狼介は︑破鐘のや
うな聲で叫んだ︒

九789 鹿野は︑りんとした聲で大音
に答へた︒

九796 鹿介もたゴ一人︑流を切って
進んだ︒

九797 狼介は弓に矢をつがへて︑鹿
介をねらった︒

に鋭かった︒

九807 しかし︑鹿介の太刀風はさら
九812 大男の彼は︑鹿介を力で仕止
めようと思ったのである︒

てるたが︑やがて狼介は満身の力を

九815 しばらくは互に呼吸をはかつ
こめて︑鹿砦を投附けようとした︒

九816 準率は︑それをじっとふみこ
たへたが︑片足が洲の端にすべり込
んで︑思はずよろよろとする︒

の面を眺めた︒

行末を思ひながら︑鹿介はじっと水

九818 忽ち狼介の大きな艦が︑鹿介 九906 川端の石に腰かけて︑來し方
の上にのしか㌧つた︒

九819 白餅は組敷かれた︒

743
しからずんば一しかる

深くて︑しかも明かるい色です︒

ナニヲー以北は海やうや

も死の如く沈黙してみる︒

十一945図
く開け︑潮水北に注ぎ︑しかも波甚

十494図 研究に費す金は次第にかさ
だ荒し︒

世界何れの國に︑かくの如

も我が爆撃編隊に突進する敵機があ
る︒

十一柳7

き美しい刀劒があらうそ︒しかも︑

あんせう

しものせき

附近に暗礁多く︑舟行自

在ならず︒しかも︑下關海峡を出

十二備4図

よってあまねく世人にう

古よりこ＼に難破するものすこぶる

入する船舶の航路に接するを以て︑

多く︑

み︑しかも工夫に心を奪はれては︑

日本刀の貴さは軍に美のみではなく

十二備6図

自ら家業もおろそかならざるを得ず︒

て︑其のをかすべからざる氣品にあ

十708 波も次第に高くなって行った︒ 十一伽11 さっきの槍岳が︑﹁︿略﹀︒﹂
と言ふやうに︑しかも甚だ嚴然と省

る︒

封ずる者甚だ多からんとは︒

もはからざりき︑此の墾に封して反

つたへて︑寄附を募らんとす︒しか

しかも雨は雪に愛じ︑それが吹雪と
えてみる︒

一度起ってこれを振るへば︑

十二榊3図漁民等怒りて彼をおどし︑

き じゃき

惰氣も邪氣も一瞬に霧散して︑心氣

だ

十一樹1

は自ら清明となる︒しかも︑此の氣

南支那海にさしか㌦ると︑

海は急に朗かな︑しかも濃い青さを

とす︒しかも彼屈せずして募集に力

見せました︒

湾とはいへ︑見た所はや

甚だしきは彼を危地におとしいれん

十一衛6団

穿って人を頼まず︑世をう

醜は決して荒々しいものではない︒

十一側11團

なって︑あたりを吹きまくった︒

十753 悲痛な︑しかも威嚴のある聲
に︑船員は思はずはっとした︒

十伽2 パナマ運河には︑これと同じ
理くつの間門を︑大仕掛に︑しかも

十二245

むるとともに︑一歩二二其の困難な

やうに滑らかです︒しかも︑それが

はり果なき大海原ですが︑水は油の

らまず︑自分の事は自分でするとい

幾段にも作ったのです︒

る工事を進めたりき︒

かすみがうら

ふ心掛が︑田家には行きわたってゐ

火を交へ︑しかも徳川方がもろくも

十二㈱7

十㎜7 そこを通過すると先は又湖で

寳石のやうな美しい青さをた＼へて

る︒しかも彼等は︑のん氣に其の生

いへもち

転々相打ち相激して遂に砲

すが︑これは日本の霞浦の二倍も

活を黒しむことを知ってみる︒

敗れたのである︒

宮が︿略﹀︑二軍家茂に嫁

ぎ給うたのは︑二時から七年前のこ

とである︒しかも︑此の御降嫁によ

十二研11

まことに白鷺城の名にそむ

しらさぎ

ものんきな筏流しにも︑やはり時代
十二643

の波は押寄せるものと見えて︑

かうしたすばらしい︑しか

ゐました︒

十一柵2囲時々島が見えるくらみの
ものでした︒しかも︑航海中こ＼が
月のどこ一つ曇った所がな

一番暑い所でした︒

十一柵4

十二281

あらうといふ大きさで︑しかも人間
の力で出田た湖と聞くと︑全く驚か
ちんもく

されます︒

才芸4図 沈黙の冬は去れり︒しかも
春なほ甚だ注し︒

空

る公武一和の望は︑ほんの束の間の

しかも︑

氣も水もないとすると︑地球上のや

しょうこ
いのが其の謹壕です︒

かぬ美しい姿である︒しかも︑其の

落着いて見えるものはない︒しかも︑

夢であった︒

十一293此の塔ぐらゐ︑どっしりと

美の極致を︑私は菱の門をくゴつて

十二鵬3

かつやすよし

江戸城は︑官軍方の西郷隆

さいがうたか

うに︑太陽から遡る光や熱を調節す

二の丸にはいった瞬間に見出した︒

ひし

どっしりとしたものは︑や＼もする

るものがないから︑

もり

と重苦しさを以て迫るのに︑此の塔

會見で︑しかも談笑の中に開城の約

盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回の
ても︑此の狭い谷底のやうな迷路に

どんな大軍が押寄せたとし
導かれ︑あの無爵の狭間から撃ちか

十二676
書籍を集めたる一大叢書にして︑此

けられ射すくめられては︑全くたま

十971図囹

ば

そうしょ

一切纒は︑佛教に關する
の教に志ある者の無二の寳として貴

つたものではない︒しかも︑道の行

しょせき

十一冊9図

十一318 法隆寺が約一千三百年の古

ぶところなり︒しかも其の巻敷幾千

手々々は︑すべて嚴重な門である︒

はどこまでも輕快である︒

き姿を其のま＼に今日に傳へて︑最

の多きに上り︑これが出版は決して

ふ︒しかも姫路城は︑當時の最も堅

﹇叱﹈︵五︶6

ーラ・ール︾

しか・る

叱る ︽ーッ・

せ︒然らずんば︑我がまたをく曳れ︒

若し勇氣あらば︑我を殺

しからずんば ﹇然﹈︵接︶1 然らずん

が成立した︒

古最美の木造建築を世界に誇り得る

容易の業にあらず︒

きせき

のは︑全く一つの奇蹟であって︑し
ぐうぜん

固な城であった︒

美しい城だとは︑誰もがい
での空中戦だ︒しかも︑此の戦闘の

十二727
あひ間を巧みに抜けて︑こしゃくに

＋一鵬〃各機それぐ敵機とからん

かも太子の御孝心を思へば︑あなが
ち偶然でない氣がしてならない︒

みきった碧玉の色をのべて︑しか

へきぎょく

十一837 脚下の水は︑あくまでも澄

六㎜1 お寺の小僧になって間もない
をしやう

頃︑或日︑和尚さんに大そう叱ら
れました︒

六佃9園 わたしが︑こ＼で︑こんな

しかれども﹇然﹈︵接︶2然れども
苦心に苦心を重ねて集め

九971

﹇時間表通﹈︵名︶

九632

それに︑鳴く時期が大膳五六

じき ﹇時期﹈︵名︶1 時期

書の力の偉大なことに感動したのは︒

どれだけの時間がたったらう︒ 自分が江戸の屋敷で史記を讃み︑史

じかんひょうどおり

！時間表通り

十一価4図
十欄8

し

雪残る頂一つ國ざか

き

月頃に限られてゐますから︑わから

き

子規

式

止むなくノテトに引返し︑

く時機の至るを待てり︒

酋長コーこの家に留りて︑しばら

しうちやう

十一951図

じき ﹇時機﹈︵名︶1 時機

時三十分に︑ハルビン騨にぴたりと

し

﹇子規﹈︹人名︺1

子規

なかったのも無理ではありません︒

ひ
しき

二才7圏

イヤ︑ワタシバ︑モウヂキ

ホウラ︑モウヂキショウ

アリマセンカQ

ヨシヲサンモ︑ヂキニ年

これを種種に並べ︑又攣化 じき ﹇直﹈︵副︶5 ヂキ ぢき

させることによって︑大きな敷や式

五三4園

ブダ︒

三401園

をあらはし︑かつ演算することが出
來たのである︒

生デハ

十一一旧7

﹇式﹈︵名︶3

十二㎜7

しき

停車した︒

さうして︑時間表通り二十︸

たる出版費は︑遂に一興も残らずな

七代七十饒年の帝都とし

りぬ︒然れども鐵眼少しも屈せず︑

十二佃8図
て︑咲く花のにほふが如しとた＼へ

に叱られて居ようとは︑おとうさん
もおかあさんも︑ゆめにも思ってい
あけ

らっしやらないだらう︒
かすが

し奈良の都も︑色移り香失せて年す
でに久し︒然れども春日の社は︑朱

時間﹇▽いち

の廻廊山の緑に映えて︑森嚴自ら

くわいらう

えり

←かんぱんしかん

人の襟を正さしめ︑

﹇時間﹈︵名︶5

じかん・いちじかんあまり・ごじか

じかん

しかん

七753 天略﹀︒﹂と︑信長は︑ことば
烈しく叱って︑其のま㌧行かうとし
た︒

七槻2囹 主人はなさけ深い人ですか
ら︑此の金をあなたにさし上げても︑
叱るやうなことはないと思ひます︒

ん・ごじかんめ・さんじかん・さんじ

つて叱られ︑村の青年たちからは︑

八823 時には︑機械をこはしたとい

孝和は︑此の算木を置く方

下りルノダカラ︑カマハズ︑オカケ

法から考へついて︑敷や式を紙の上

十二㎜10

に書きあらはし︑更に文字を記號と

かんよ・しちじかん・じゅうさんじか

して使ふことをも工夫した︒

んあまり・じゅうじかん・じゅうじか
ん・すうじかん・にじかん・にじかん

紙に﹁貸家﹂と書いて張って

あまり・はちじかんあまり
左から右へ︑右から左へと︑

來の算木による方法を︑紙に書きあ

八701

らはす筆算の方法に改めたのである

九分︑十分︑いたづらに時間が長い
たった三十六米︑時間にして
わっか十二秒でしたが︑

十一139

破ってしまふ︒

僕は︑もうちき訪れる春を

パン箱を胸に下げて立って

老いたロシヤ

敷石を見つめたま＼

動か

人が︑

午前七時三十分︑戦車

﹇指揮官﹈︵名︶1 指揮官

うともしない︒

みる︑

八293韻其の下に︑

﹇敷石﹈︵名︶1 敷石

3おじぎ

考へながら︑あたりを見廻した︒

じぎ

兄が史記を讃んでみるのを︑
そばでじっと聞いてみて︑兄より先

しきかん

何年前のことであったらう︑ 十二827図園

に貴えてしまふ程でした︒

十二436

置くと︑いたづらな子供が︑ぢきに

行ったり來たりするのに︑其の一

が︑其の結果は︑式も演算も自由自

七山1

回々々の時間が︑どうやら同じであ

かうして︑彼は志づ支那傳

るやうに思はれてなりません︒

十二㈱3

ナサイ︒

男のくせにとあざけられた︒

れを見て︑鯨りにめ＼しい振舞と思

十199 ふと通りか＼つた某大尉がこ
つ て ︑ ﹁ ︿ 略 ＞ Q﹂と言葉鋭く叱った︒

文字といへば漢字ばかりで︑

十二商1

十一一879囹正一はもうちき蹄ります︒

士氣

在となり︑

﹇士気﹈︵名︶1

﹇敷﹈﹇▽したじき

しかし︑紙の長さを一米なら

しき

八728

しかるに︑阿禮の語る物語は︑すべ

一米にきめて置くと︑おもり其の物

ふ︒

十一561図

しき

八塀5

は同じです︒

しても小さく動かしても︑振る時間

は重くても輕くても︑又大きく動か

十﹇備7図 然れども鐵眼少しも尽せ
ぼしふ

やうな氣がする︒

ず︑再び募集に着手して努力するこ
と更に数年︑其の効果空しからずし

九161

時計を見つめて居ると︑八分︑ しき ﹇史記﹈︵名︶2 史記

て︑宿志の果さる﹂も近きにあらん
きんき
とす︒然るに︑此の度は近畿地方に
ききん

穿下饅起り︑人々の困苦は前の出水
の比にあらず︒

我が軍の士氣大いに振る しきいし

て我が國の古い言葉である︒

文章といへば漢文が普通であった︒

十﹁6410

るに

しかるに﹇然﹈︵接︶2しかるに然

しかるに一しきかん

744

745
しきさい一しきん

部隊長は︑砲塔高く﹁指揮官になら
しい光彩が︑金色の金物のすかしを
きりに

たどん

十一813此の湖の一角の底に︑まる

通して見られたのであるといふ︒
色彩

へ ︒ ﹂ の 旗 を 出 して︑

﹇色彩﹈︵名︶3

かんみむすび

一

ちやうど︑たんざく形の緑の

雲はしきりに流れて︑早春の

十㎜1

しきりに止むれども林導きかず︒

畠を︑野を︑其の影がはって行く︒

十一9511図 コー二は﹁︿略﹀︒﹂とて︑

クモニハ︑ソレガ︑スグワカ 十一旧10囲長いと思った欧洲航路も︑

今日まで殆ど退屈するいとまもない

五787

ルモノト見エテ︑シキリニ︑コノ綜

中に過ぎて︑しきりになごりが惜し

まれます︒

ヲ引ツパツタリ︑動カシタリシテ居

東海丸はしきりに汽笛を鳴ら
遠くでしきりに鈴の音︑それ

なはに仕掛けたる鈴は︑

人なつかしげに寄り亙る

やくのが聞える︒

しきる ﹇頻﹈﹇▽ふりしきる

ラ︾

しき・る ﹇仕切﹈︵五︶1

一代の事業として一切纒

﹇資金﹈︵名︶2 資金

ことを得たり︒

数年︑やうやくにしてこれを調ふる

廣く各地を巡りて資金をつのること

を出版せんことを思ひ立ち︑︿略﹀︑

十一悩10図

しきん

北を内城︑南を外城といってみる︒

十ニー610 市街は南北二つに仕切られ︑

仕切る ︽一

十二伽7 しきりに﹁︿略﹀︒﹂とさ＼

風情なるべし︒

さますも︑奈良には訣くべからざる

り冬にかけて哀音しきりに人の眠を

鹿の︑春はわけてもやさしく︑秋よ

十二鵬3図

な砲聲がしきりに聞える︒

十一一856 右方はるかに︑遠雷のやう

しきりに鳴る︒

十二7410図

に頼んだ︒

今度ハ︑前ノ方ノ足ヲシキリ 十一㎜7 三人は︑﹁︿略﹀︒﹂としきり

マシタガ︑

五794

＝鼓琴シテ︑コノ縣ヲ自分ノ方ヘタ

酒をつがせては︑しきりに飲

これも︑子供の時から鳥を見

見ればうす暗くしてある馬屋

ゐました︒

りの子馬を︑しきりになめてやって

の奥の方で︑弓馬が︑生まれたばか

九悩9

めました︒

人になると熱心に飛行機の研究を始

てはしきりに考へてるましたが︑大

九93

んだり︑歌ったりしました︒

六294

敷物を︑程よく間を置いて敷並べた
事業﹇▽だ

グリ始メマシタ︒

﹇事業﹈︵名︶5

一代の事業として一切纒
鐵眼︑こ＼において再び

く人々を救ひぬ︒
ぎやうかい

福田行誠かつて皆労の

版の事業を中止し︑力の及ぶ限り廣

意を決し︑喜捨せる人々に説きて出

十﹇描11図

を出版せんことを思ひ立ち︑

十一桝5図

いじぎょう・なんじぎょう

じぎょう

やうである︒

七264

も聞きませんので︑

三選8 おとひめさまは︑しきりに
止めましたが︑浦島がどうして

しきさい

﹁まりも﹂をのぞいて見るのも︑

で緑色の炭團でも敷並べたやうな

かるやうに︑元來熱帯地方の鳥で︑

九673 其のはでな色彩から見てもわ

几vむらさきしきぶ

興であった︒

しきぶ

それが夏の間だけ日本へ飛んで來る
のです︒

輝かしい色彩がどんなに尊く秤され

十一332 當時は︑形の美と相待って︑しきもの ﹇敷物﹈︵名︶1 敷物
たことであらう︒

それ

十一361圃 五月の太陽は︑ あらゆ

敷島

ぐのいみじき色彩をみかんなく

る梢に降りそ＼い で ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

﹇敷島﹈︵名︶2

映嚢せしめつ＼︑

しきしま

ば朝日ににほふ山ざくら花

十備8言句 敷島のやまと心を人間は

たかみむすび

十一626図圃 日に月に進みで止まぬ
やまと
敷島の日本の國の 人の世の力は

十一佃6図

三皇産 憲 ・ 神 皇 玉 璽 の ︑

先づ藩磨に其の志をう

さうして︑それが︑しきりに
﹁︿略﹀︒﹂と鳴き立てるやうに思はれ

九型8
る︒

る︒

と土ハに﹁︿略﹀︒﹂といふ呼聲が聞え

十糊5

し︑警戒しつ＼進行を二けた︒

十713

なあたりに傳へる︒

んで︑しきりにさわやかな響を静か

脚下には︑谷川の水が石をか

つたへて許可を得しが︑時あたかも
ばくまつ

白洲直言の建設は︑政府

の種の事業に着手するを得ず︒

十二擢11図

の事業として引取られぬ︒

シキリニ

し

歴史編纂を思ひ立ち︑始め

へんさん

﹇頻﹈︵副︶18

十435

幕末にして人心動揺し︑たうてい此

事業を感歎していはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒
はんちやう

なべて︑

き

十二価2図

し

かしこしや︑産露のみわざ︒
し き
﹇指揮﹈︵サ変︶1 指揮す

しき・する
︽ーシ︾

敷

十佃10 船長は水夫等を指揮して︑二

る

番もりの準備を進める︒
﹇敷並﹈︵下一︶3

︽ーベ︾

しきなら・べる
並べる

しきりに

び︑

て史局を置いて學者を集めた時の喜

十二438

七265 ちやうど︑たんざく形の緑の しきょく ﹇史局﹈︵名︶1 史局
敷物を︑程よく間を置いて敷並べた
やうである︒

に︑玉轟の羽が敷並べられ︑其の美

十一328 其のすかしぼりの金物の下

しきんじょう一しげる

746

十︻㎝㈹1図

すなはち喜捨せる人々に

紫禁

其の志を告げて同意を得︑資金をこ
﹇紫禁城﹈︵名︶2

とぐく救助の用に立てたりき︒
しきんじょう
城

城が何よりも目立って見える︒

十ニー79 南に間近く︑昔の皇居紫禁

布く

じく

ぢく

大ていは︑木の細い根をぢく

﹇軸﹈︵名︶1

七936
にして丸い穴を掘り︑其の中にはい
敷香

しくく

﹇敷藁﹈︹地名︺1

つて居ます︒

しくか

十一98図説香

一人の若い

しげくなり︑それを復唱する舵手の
顔も引きしまって來る︒
しげ
﹇茂倉岳﹈︹地名︺2 茂

くらだけ

しげくら

頭上には︑高さ二千米の茂倉

茂倉岳

しげくらだけ
倉岳

だけ

八搦9

岳が天にそびえて居るはずだ︒

八搦図無倉岳

波間に沈み︑

もっと進んで行きますと︑ しげ・し ∩繁﹈︵形︶1 しげし ︽一

しくしく ︵副︶3
四613
シ︾

しく

今度は︑谷川で︑

紫禁城

﹇敷﹈︵四・ 五 ︶ 6

十ニー8図

八桝7図韻船は次第に

し・︿

女が︑しくくと泣きながら︑

︽ーイ・ーキ・ーケ︾﹇▽くみしく

止血

あたりにしげし︒
﹇止血﹈︵名︶1

もやう

←たいらのしげもり

もやう
大分しけ模檬であった︒

しけもよう ﹇時化模様﹈︵名︶1 しけ

模様

十705

しげり ﹇茂﹈︵名︶！ 茂り

しげもり

下草の茂りはあまり深くない

ので︑所々に地面の赤い色さへあら

九重6

﹇茂﹈︵五︶11 しげる 茂る

はれてみる︒

五168

列になって︑細い道を上つ

草が青青としげってゐました︒

や し
町には椰子の葉が茂り︑冬

もばらの花が咲くといひます︒

九5210国

いりました︒

て行きますと︑しげった杉の林へは

五282

かないやうになりました︒

いてるるのか︑見きはめもつ

方にひろがって︑どこまでつ団

四51大きなしげった枝は︑四

はえしげる

︽ーッ・ーリ・iル︾﹇▽おいしげる・

しげ︒る

始めて氣がついたをぢさん

﹇重範﹈︹人名︺3

れっきりもう立てなかった︒
しげのり

あすけじろうしげのり

重範﹇▽

ぐ止血をし︑ほうたいをしたが︑そ

は︑血まみれの軍服を切開いて︑す

十二8910

しけつ

敵弾いよく

敷く

こんなことを考へて居ると︑

せんたくをしてゐました︒

どうしたのか︑其の子が尼

く泣出した︒

さんのそばに來て︑立つたま㌦しく

十﹇178

く︑しくく泣出しました︒

雪舟は︑何だか悲しくなって︑とう

六川4

四 ㎜ 1 囹 早 く川の水でからだ
を洗って︑がまのほをしいて︑
その上にころがるがよい︒
六214 田のあぜに︑むしろを敷いて
もらって遊んで居た弟が︑遠くから
僕 を 見 つ け て ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と︑大喜び
である︒

八494 朝の霜も忘れたやうに︑眞書 しくみ ﹇仕組﹈︵名︶1 仕組

時に重範︑︿略﹀︑三人張の
じふさんぞくみつぶせ

十153図

弓に十三束三伏の矢をつがへ︑満月

だから︑パナマ運河は︑すこ

の如く引きしぼりて︑ひようと放つ︒

十王7

ぶる攣った仕組に作られなければな

の太陽が輝いて︑日なたに敷いたむ

らなかったのです︒

海岸一帯にぎっしりと茂つ

たマングローブの青葉や︑島の中央

十331團

つま先上りの廣い道をたどり

にそ﹂り立つ無線電信塔の眺が︑

ながら進む前には︑こんもりと茂つ

重要死してこ＼に六百鈴年︑ 十384

た山が見上げる程迫って︑其の頂は

高くのびたポプラや茂ったア

夏草の茂るに任せた︑音一

つしない國境線に立つと︑何かしら

十一伽9

カシヤは︑あざやかな黄色︒

十627

霧に包まれてるる︒

共にいよく高し︒
茂み

時にぶなの密林が︑梢の間

﹇茂﹈︵名︶1

鮮かに浮立たせたりした︒

れる太陽の光が︑下草のしだの緑を

から青空をのぞかせたり︑茂みをも

十﹁偶10

しげみ

忠義にかをる弓矢のほまれは︑年と

十184図

へられて︑六諭河原に斬らる︒

及び︑城遂に陥り︑重範惜しくも捕

其の後︑關東の大軍至るに

しろの上には︑猫がほかほかと暖さ

ン︾

十182図

うに眠ってみる︒

り田園よく開けて︑まうせんを敷け

つまり時計の機械に振子を仕

十一529図 爾岸及び島島︑見渡す限 しく・む ﹇仕組﹈︵五︶1 仕組む ︽一
八738

組んだもので︑これが振子時計の始

るが如く︑白壁の民家其の間に匙在
す︒

しげく

見張から指圖する聲は次第に

﹇繁﹈︵副︶1

十価6

しげく

三年以上ノ懲役囚虜ス︒

チョウエキ

モシ
殺シタル者ハ︑死刑又ハ無期若クハ

十二櫛6図又︑例へば刑法に﹁人ヲ

りです︒
十二816 我が自動車部隊では︑砲兵
えんご
しけい ﹇死刑﹈︵名︶1 死刑
がすでに放列を布き︑其の掩護射撃

のもとに︑歩兵・工兵が散開して前
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂かう言ひながら︑

進を響けてみる︒
十二佃4

彼は其の身に着けてみる鹿の皮を取
つて︑それを地上に敷いた︒

747
しけん一しごと

つては︑ほんたうにさうした不法行

と規定してあるが︑三際の事件に當

十一備10 狭い道の両側には︑大きな
爲があったかどうか︑︿略﹀を判断

一種のわびしさを感ずる︒

笹が僕等の頭をおほふくらゐ高く茂
せねばならぬ︒

さト

つてみた︒

て︑最初厘裁判所又は地方裁判所で

裁判は︑事件の至重によつ

行はれるが︑

十二柵9

せんから︑どの島も水際からこけが

十一鵬6園 年中水位に攣化がありま
むし︑草木が茂ってゐます︒

魚に富む川︑補い牧場のある此の境
四間

試験

﹇醜﹈︵名︶1

し

こう

しこ

子貢といふ弟子が言った︒

子貢

今日よりはかへりみな
みたて
くて大君のしこの御楯と出立つわれ

は

しこう

十二349

しこう
﹇子貢﹈︹人名︺2 子貢

十二956図圏

しこ

う・のうじしけんじょう

十二研9園 茂った森林︑豊かな平野︑ しけんじょう ﹇▽ちゅうおうしけんじょ

﹇四間﹈︵名︶1

域の領主と︑そなたをするのだ︒
しけん

十一269 此の門は︑間口が柱間四間

しけん
﹇試験﹈︵名︶4 試験

で︑其の中央二間が入口になってゐ
る︒

しけん

しこう

﹇定稿﹈︵名︶1

史稿

ど不平がましく言った時︑

子貢が︑﹁︿略V︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂な

ていせい

す︒

四國

連れて行った︒

賊が︑四方からこれを目がけ

五十︑一度に落したので︑又何百人

て押寄せると︑城から大きな石を四

六771

淡路島の東端︑本土と相 しごじゅう ﹇四五十﹈︵名︶1 四五十

あはち

きたん

十一518図

し

至極

望む所紀淡海峡となり︑四國に近き

や

﹇至極﹈︵副︶1

なると
所鳴門海峡となる︒

しごく

時刻﹇▽き

八852それは︑︿略﹀機械で︑一人

︵名︶1

四五糎

で四五十塁を取扱ふことが退避る︒

十一一悌2 算木といふのは︑長さ四五

しごセンチメートル

スッカリシゴトガスムト︑

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

其の頃から︑半間は︑抄いた

だんくなれると︑日日の

職人たちは︑これまでのやう

仕事をしたりしなくなった︒

つ所に大勢寄って︑むだ話やむだな

に︑あっちこっち歩き廻ったり︑一

七807

仕事が︑おもしろく愉快になります︒

七532国

る︒

んぼの一部で︑もう苗代の仕事が始

七246

ル仕事ヲ績ケマシタ︒

シゴト

サウ摂行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

五802

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ウンテンシュ ハ︑ヲヂサンタチニ︑

三978

仕事

糎ぐらみの四角柱の木である︒
シゴト
しごと ﹇仕事﹈︵名︶17 シゴト 仕事

さうして︑此の楊樹・柳樹
の十株か二十株生ひ茂る所には︑大

十二217

てい農家が四五軒かたまってみる︒

四五十皇

十2910團．椰子の葉でふいた至極粗末 か殺された︒
しごじゅうだい ﹇四五十台﹈︵名︶1
な小屋の軒下などに︑大きな石が立

﹇時刻﹈︵名︶1

て掛けてあるのは︑

じこく

しょうじこく
ところで︑大空の外の星は︑

地獄

時刻によってかなりあり場所が攣つ

聖断8

ぢごく
﹇地獄﹈︵名︶4 地獄

て行きます︒

ぢごく
シカゴは︑此の世の地獄だ

かういふ所で︑たまくなつ
ちごく
かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

ごくらく

とんぼ︑とんぼ︑あっち

では︑こっちへ託れば地獄
ぢやないか︒

十618園

へ行けば地獄︑こっちへ來れば極樂︒

ぢごく

十612囲穀

で佛にあった心地がし︑

九欄10

が︑

と言った人もある程殺風景な所です

九582困

じごく

九109 ラングレーは︑その六一生け 十二4110 あの陳・察の厄で︑子路や
んめいになって刃物を作りましたが︑
しけん

さていよく試験をしてみると︑う

まく行きません︒

しゅ

九126 いろくの形の滑走機を作つ 十一一4510 さう思ひながら︑光囲はま
た朱筆を取って︑史稿の訂正に取り
四

て試験をしてみる中︑翌年の夏︑百

﹇四国﹈︹地名︺3
きうしう

そこで︑大將が四五歳の時か

の仕事まで引受けるやうにしたので︑

せんがく

八415かげひなたなく働く上に︑人
たかなわ

往復四粁もある高輪の泉岳寺へよく

ら︑父はうす暗い中に大君を起して︑

七幽2

四國・九州の武士は︑博多の しごさい ﹇四五歳﹈︵名︶1 四五歳

四國の西には佐田岬長く
突出で︑九州に迫りて皇儲海峡をな

十一516図

濱に集った︒

六567

しこく

にしんの香で一ぱいだといふ︒

期には︑沿岸を走る汽車の中まで︑

四五月頃のにしんの盛な漁 しごけん ﹇四五軒﹈︵名︶1 四五軒

﹇四五月頃﹈︵名︶1

かかった︒

しごがつころ

米以上も空中を滑走することが出來
ました︒

事件﹇▽さつ

十一伽4

九146 かうして︑此の日の試験は失 五月頃
敗に終りました︒

﹇事件﹈︵名︶3

試験をくりかへしました︒

九165 其の日は︑なほ二回・三回と
じけん

つなよし

十髄7 將軍綱吉は︑さすがに此の事

じんじけん
件の始末に心を痛めた︒

十二価3例へば︑民法に﹁︿略﹀︒﹂

しごとぎ一しし

748

萬平々々と︑人々にかはいがられま
した︒

八483 村でこれ程痛快な仕事があら
うか︒

十二燗5

四五人

十一一柵2

潮時の西洋を除けば︑かく

代数の演算が自在に行はれるのは︑

ひとり我が國のみであった︒
あんせう
附近に暗礁多く︑舟行自

在ならず︒

十一一柵4図

︽ーセ︾

かくて白洲を視察せし官

吏は︑助左衛門が公土ハのため一身を

十二柵8図

捧げてか＼る難事業に選れるを見て︑

感歎止まざるものありき︒

ませぬ︒

十二襯8園

じき

其の眞實だけを持参金に

﹇持参金無﹈︵名︶1

御覧の通り︑一切持参金

ようと︑あなた次第でござるが一︒

なしの乞食同然︑如何やうになされ

こ

十二襯5囹

私は持参金と婚約は致し

して︑どこへでも嫁入るがよい︒

十二側2園

僕は驚いた︑どこかの屋根が︑じさんきん ﹇持参金﹈︵名︶2 持参金
目がねの玉一ぽいに廣がつて︑つい
四五米ぐらみの所にあるやうに見え
るではないか︒

此の室の中央に︑直黒四五米

みつまたれんげ

わし

持参金なし
だ

紫紺

じさんきんなし

ひ

飛騨山脈が︑三俣蓮華・鷲

﹇紫紺﹈︵名︶1

ぐらみの圓い池があって︑中にたく

は

しさん・する ﹇四散﹈ ︵サ変︶1 四散

する

ヲ

尼子の葦葺は︑涙の中に四散

し
ト
しし ﹇獅子︺︵名︶8 シシ 獅子

した︒

︽ーシ︾

かに︑そ﹂り立ち︑うねり柔く雄大

九833
私財

総豫算三千爾︑私財をこ

﹇私財﹈︵名︶1

一50ーシシガネテヰマシタ︒

マシタ︒

一504シシガ︑目ヲサマシテ︑
大キナアシデ︑ネズミヲオサヘ

トホリマシタ︒

ネズミガ︑シシノソバ

とぐくなげうつといへども︑十が

戦闘機は︑何時の間にか編

﹇自在﹈︵形状︶3 自在εじ

︸502
じざい

︸にも満たず︒

十二備4図

しざい

荘嚴な姿︒

に︑屏風のやうに︑紫紺のはだ鮮

びやうぶ

羽・水晶・野口五郎と︑大波のやう

十一櫛9

時計屋さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言しこん

さんの﹁いわし﹂が泳いで居ました︒

八柵1

しさつ・す ﹇視察﹈︵サ変︶1 視察す

城中には︑わっかに四五

﹇四五人﹈︵名︶2

もう玉書目的地へ近くなつ

テヰマシタ︒

三933ソバニ︑人が四五人ヨッ

しごにん

日の糧食を話せるのみ︒

十一一738図

裁判は實に︑正義を保護し︑ しごにち ﹇四五日﹈︵名︶1 四五日

仕事着

秩序を維持するための大事な仕事だ
﹇仕事着﹈︵名︶1

といはねばならぬ︒
しごとぎ

小鳥のかごをさげたり︑小鳥を止り

泥まみれの仕事着のま﹂︑

毎朝起きると先づ夜具を片附け︑雨

九353 これ等の仕事は︑陸上の家で︑ 十二246
戸をくるのと攣りはないが︑

十二伽6

た頃︑或騨で停車すると︑どやく
て︑私のそばに腰をかけた︒

と此の國の青年が四五人はいって來
仕事塁

二人はそこらを見廻してみた

ねぢは︑仕事奎の脚のかげに

六499

自分の置かれてみるのは︑仕 しごメートル ︵名︶2 四五米

﹇仕事台﹈︵名︶6

の陰に集り︑日暮れまで其の鳴かし

九281

ころがった︒

九276

物をあれこれといちり始めた︒

が︑男の子は︑やがて仕事壼の上の

九268

ラスの中で︑

事皇の上に乗ってみる小さなふたガ

九246

しごとだい

くらに打興ずる︒

木に止らせたりして︑村外れの楊柳

山田先生が︑箱のそばへ來て︑おも

九715 ふと氣がつくと︑校長先生と
しろさうに︑僕等の仕事を見ていら
つしゃつた︒

九千6 膿の手入れをしたり︑運動を
させたり︑僕の仕事が追追忙しくな
かうした場所を掘割るといふ

つたのは其の頃からです︒
十徳阯7

ことは︑並大ていの仕事ではありま
せん︒

十欄8 しかし︑此の大工事の裏には︑
みだい

ひながら︑仕事毫の上を見て︑出し

もっと偉大な仕事がありました︒

十梱8 若し此の仕事が進まなかった

誰だ︑仕事皇の上をかき廻

て置いたねちの無いのに氣が附いた︒
したのは︒

九283園

ら︑よし何萬・何十萬の人がこ＼に
送られて來ようとも︑パナマ運河は
完成しなかったかも知れません︒

十欄1 書は仕事をしながら︑機械の

仕事奎のそばに︑ふさぎ込ん
で下を見つめてみた女の子が︑それ

九301

を見つけて︑思はず﹁︿略﹀︒﹂と叫

仕事場

組立を研究し︑夜は夜學に通って一

んだ︒

しごとば

刀工が刀を鍛へるに當って
しやうじやう

ゆうじざい

隊を解いて︑自在の活動に移った︒

やがて︑其の元急な姿が仕 十一鵬9
事場に現れる︒

十二906

は︑仕事場を清潭にし︑

十一梱6

﹇仕事場﹈︵名︶2

心に勉強した︒

十二866 あの左脚は義足なのに︑ま
るで何の不自由もなささうに︑仕事
がはかどって行く ︒

やさしいをばさんは︑僕に

もかう言ってから︑何かとをぢさん

十一一882

の世話や︑仕事の手傳を始めた︒

749
じじ一しじゅうさん

一514
マシタ︒

シシバ︑ネズミヲハナシ
六162四 磁石

六目5 四 磁石
じしゃく

﹇磁石﹈︵名︶10磁石

ジシヤク

事は︑忽ち世に傳へられ︑日本全國

石

じしゃく

の人人をして涙をしぼらせた︒

一521 二三ニチタッテ︑シシガ︑ しじつセンチメートル ︵名︶1 四十
糎

い︒

町

しじつちょう

十一一価8図

四十

東西四十町︑南北四十五
だいだいり

﹇四十町﹈︵名︶1

はうと︑朝廷へ寛大の御七草を請ひ
くし

スルト︑針ハ︑生キ物ノヤウ

事ヲ思ヒ出シタ︒
六176

ニ︑ピヨントトビ上ツテ︑磁石ニク
ツ着イタ︒

アルミ

四目8七月と雲⁝⁝⁝四十

しじゅう ﹇始終﹈︵副︶2 しじゅう

始終

べながらも︑しじゅうにこく

四187にいさんは︑ごはんをた

してゐました︒

しかも其の極手は︑ピヤノで

もひくやうに︑始終活動して居ます︒

八閥3

蚕齢り

しじゅうあまり ﹇四十余﹈︵名︶1 四

四十九

牛若丸⁝⁝⁝四十一

四十五

黄瀬川の封面⁝⁝⁝

︹課名︺1

十三

第八

︹課名︺1

八二の中⁝⁝⁝四十五

良の都は︑

東西四十町︑南北四十五

南端に羅城門をふまへたる古の奈

らじゃう

だいだいり
町︑街路井然として︑北に大内裏の
すざく
宮殿を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑

十二塒9図

四十五町

しじゅうこちょう ﹇四十五町﹈︵名︶1

六目9

しじゅうご

四十九

十二目9

しじゅうく

三目2

しじゅういち ︹課名︺1 四十一

ソレカラ︑磁石デ︑イロく 八143園 四十怠りあります︒
ナ物ヲ吸着ケテアソンダ︒

六182

磁石ヲソバニ持ツテ行クト︑

コロくトコロガツテ來テ︑ピシヤ

六185

後ニハ︑磁石ヲ釘箱ノ中へ入

ツトクツ着ク︒

六188

スルト︑小サナ釘ガ︑磁石ニ

レテ︑カキマハシテミタ︒

六19一

タクサン着イタ︒

タぐ︑銅ノ釘ハ︑イクラ磁石
ヲ持ツテ行ツテモ︑クツ山主ナイ︒

六194

四十

四十三

四十五度以上

第十

四十三

松平信綱の幼時⁝⁝⁝

︹高名︺1

くとも四十五度以上はあらう︒

十一伽1あの絶頂へ上る傾斜は︑少

︵名︶1

しじゅうごどいじょう ﹇四十五度以上﹈

六197園磁石ハ︑鐵ヤニッケルハ吸
シンチユウ

着ケルガ︑銅ヤ︑眞鍮ヤ︑

砂カラ取出シテミルト︑黒イ

ニウムハ吸着ケナイ︒

六205

今日も相攣らず︑針金や︑

粉ノヤウナモノガ︑磁石一二面二着

じしゃく

十一4711

イテ居タ︒

四尺

者は︑櫛の歯を引くやうに京都へ向
﹇四尺﹈︵名︶1

︹早藤︺1

しじゅうさん

磁石や︑時計のぜんまいなどを取

しじゅう

附けた機械を相手に︑﹁もの言ふお

霊感は︑怒って弓をからりと

磁石

捨て︑洲に上るが早いか︑四尺の大
磁石

シヤク

もちや﹂の研究に齢念がありません︒
ジ

︹課名︺2

九目11
じしゃく

太刀を抜いて切ってか＼つた︒

九805

ししゃく

かったが︑

奉る歎願書をたつさへた關東方の使

ニイサンニ買ツテイタぐイタ磁石ノ

シシバ︑大ゴエデウナリ 五816 僕の手先よりは︑四十糎も高 六171 フト︑ユフベオ宮へ参ツテ︑

ワナニ西出リマシタ︒
マシタ︒

一523
シシバヨロ コ ン デ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

ト︑オレイヲイヒマシタ︒

一翼5

十一偲4圏 大金字塔のそばには︑ス

らじゃう

すざく

町︑街路井然として︑北に大内裏の

お

フィンクスといって︑顔は人間を︑

南端に羅城門をふまへたる古の奈

宮殿を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑

し

雅は獅子をかたどった不思議な石の

せきくわん

石で築いた室や石棺が現

﹇死者﹈︵名︶1

良の都は︑

せみは︑︿略﹀︑﹁じ㌧︒﹂と聲ししゃ

十ニー51

死者

巨像もあります︒

五822

じじ ︵感︶1じ＼
を立てて︑

れ︑死者と同時にはうむつた曲玉・
かつちう

管玉などの装飾品や︑鏡・劒・甲冑

じじい ﹇爺﹈︵名︶2 ぢ＼い←はな
さかじじい

たけ

などが出た︒

使者
あまてらすおほみかみ

﹇使者﹈︵名︶2

ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂

御嵩命︑此の地に來りて申し給

みかつちのみこと

十二47コ組に天照大神の使者建

ししゃ

五671園ぢ︑いも︑父も︑皆︑舟の
上で死んだのです ︒

シシサン

五681園 父も︑ぢ︑いも︑た＼みの
﹇獅子﹈︵ 名 ︶ 一

上で死にました︒
ししさん

偉勲

一527園 シシサン︑タスケテアゲ 十二柳6此の間にも︑主家の難を救
﹇事実﹈︵名︶1

マセウ︒

じじつ

十二旧6 さうして︑刑事裁判では︑
検事が立會ひ︑又人民中から選定さ
ば い しん

れた十二人の陪審員が︑事實の判噺
にあっかる場合がある︒
しょうよう

しじつさい ﹇四十歳﹈︵名︶1 四十歳
いちご

死についた船長久田佐助の高潔な心

かうけつ

十767 四十歳を一期として︑從容

磁

しじゅうし一じしん

750

二目11 十 ネズミノヨメイリ⁝⁝

しじゅうし ︹課名︺1 四十四
⁝四十四
しじゅうしち ︹課名︺5 四十七

四目9八ヲヂサンノウチ⁝⁝⁝
四十七
七目13 第十二 兵螢だより⁝⁝⁝四
十七

八目9 第八 晩秋⁝⁝⁝四十七
第九

﹇四十七士﹈︵名︶1

柿の色・・⁝・⁝四十七

九目12 第十一 雀の子⁝⁝⁝四十七
十目10

しじゅうしちし

七幽5 泉岳寺には︑名高い四十七士

四十七士

らうし

くらのすけ

赤穗の浪士︑大石内面之助を

あかほ

四十饒人

十悩3
たくみのかみ

始め四十饒人が︑亡君淺野内匠頭の
き らかうづけのすけ

仇︑吉良上野介を討って︑あっぱ
﹇四十余年﹈︵名︶1

れ本望を遂げたといふので︑

四十饒年

しじゅうよねん

四十鹸年は何時の間にか過ぎ

四十六

史書

鎌倉⁝⁝⁝四十六

とんぼ⁝⁝⁝四十六

︹課名︺2

て︑もう供へる首が一つもなくなつ

八157
た︒

十四

しじゅうろく

三目3
第七

死傷すこぶる多く︑家を

流し産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を

十一価2図
知らず︒

四條

私情

四條通

しば

﹇四条通﹈︹地名︺2

つち

四條通を歩いてみると︑大原

しじょうどおり

九川9

干たちが︑柴や︑すりこ木や︑槌や︑

梯子や︑其の外書でも頭にのせて士買

はしご

四條通・京極・河原町など

歩いてゐます︒

十一133

に繁華が集って︑夜は電飾の輝きも

華やかである︒

じ

しよう

人の顔がやっと見分けられる

承四年十月二十日﹈︵名︶1

じしょうよねんじゅうがつはっか

治承四

﹇治

當直將校に報告する︒

くと後甲板に來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

やうになった頃︑時鐘番兵がこと

九338

時鐘番兵

じしよう

じしょうばんへい ﹇時鐘番兵﹈︵名︶1

四條・七條の橋はコンタ

﹇四条﹈︹地名︺2

十一1210

しじょう

リート造に代り︑新しい大建築が市

﹇私情﹈︵名︶1

四屈

中至る所に甕えるやうになった︒

十二欄図
しじょう

亡君の仇を報いたのは︑義
には相違ないが︑みだりに騒動を起

十燭7園

けっきょく

事情

したのは︑結局私情を以て國法を
﹇事情﹈︵名︶4

破ったのである︒

じじょう

攣るも道理︑これには深い事
林藏の怪しみもてあそば

年十月二十日

十一987図

情があったのです︒

何年前のことであったらう︑ 八388

﹇史書﹈︵名︶1

十一一目8
ししょ

十二436

自分が江戸の屋敷で史記を讃み︑史

の墓がある︒

しじゅうど ﹇四十度﹈︵名︶1 四十度

書の力の偉大なことに感動したのは︒

十一一494図

頼朝平家の軍を富士川に破り︑

治承四年十月二十日︑

る㌧こと︑キチーにも増して甚だし

死所

かりしが︑かかる中にありても︑彼

﹇死所﹈︵名︶1

＋915團園二人の我が子それぐ

は其の地の事情を研究することを怠

そこには︑イギリスが生ん

今の地震は︑別に烈しいとい

村では︑豊年を祝ふよひ祭の

支度に心を取られて︑さっきの地震

十534

ふ程のものではなかった︒

十527

じしん ﹇地震﹈︵名︶2 地震

在し︑

學者・護明家等の墓が一歩一歩に存

だ光榮ある政治家・學者・詩人・文

十二伽8

しじん ﹇詩人﹈︵名︶1 詩人

す︒

みなもとのよりとも

死所を得たるを喜べり︒

に︑

林藏が二回の探検により

二十一日︑兵をかへして黄瀬川に陣

十一993図

源

次女

て︑樺太が島なること明らかになり
しのみならず︑其の封岸大陸の事情

宮はく略V︑慶喜の言上す

も始めて我が國に知らる＼に至れり︒

十二柵11

るところを︸々お聞きになるに及ん
で︑事情止むを得なかった彼の心中

我が軍の死傷甚だ少く︑
艦艇の沈没したるものわっかに水雷

をあはれみ給うた︒
シンレイ

特二二が軍ノ損失・死 ししょう・する﹇死傷﹈︵サ変︶1死
又賊は何千人か死傷した︒

︽ーシ︾

六788

傷する
シンカウ

傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神言ノ加護
ヨ

ニ由ルモノト信仰スルノ外ナク︑

キンセウ

十﹁603図闘

艇三隻に過ぎず︒

十一597図

令長官以下一萬六百蝕人︒

十一596図敵の死傷及び捕虜は︑司

ししょう ﹇死傷﹈︵名︶4 死傷
ほりょ

て長女と次女とにわけ與へる︒

十二川4園残りの三分の一は︑改め

じじょ

﹇次女﹈︵名︶1

らざりき︒

ししょ

十︻柵3国 寒暖計は四十度を越えよ
うとします︒

しじゅうに ︹曲名︺3 四十二

五目11 十 逃げたらくだ⁝⁝⁝四十
二

十一目9 第八 電話の嚢明⁝⁝⁝四
十二

十二目7 第六 西山荘の秋⁝⁝⁝四
十二

しじゅうはち ︹課名︺3 四十八
八

三目4 十五 一寸ボブシ⁝⁝⁝四十
六目10 九 僕の望遠鏡⁝⁝⁝四十八

﹇四十余人﹈︵名︶1

九目13 第十ニ アメリカだより⁝⁝
⁝四十八
しじゅうよにん

751
じしん一しずか

には一向氣がつかないもののやうで
ある︒

じ し ん ﹇ 自 身 ﹈ ﹇ ▽わたくしじしん
ししんでん
ししんでん ﹇言辞殿﹈︵名︶1 紫震殿
ぽよゑん

しばふ

しずおか

九月1

﹇静岡﹈︹地名︺1
あ

べ

静岡

静岡の上空を通ったのも束の

とする︒
さいご

七351

これが名人といはれた自分の

ロシヤ町波止場の海が︑

ば

最期だと思って︑用光はとくいの曲

でした︒

静かに浮かんで居る︒

イタリヤのピサの町に夕もや
がこめて︑日が静かに落ちて行く頃

八683

ジャンクが

赤煉瓦の建物のすきから見えて︑

れんぐわ

と

を静かに吹始めた︒

しつ

は

間︑すぐに安倍川を越えて又山であ

シヅカ

八322圃

る︒

﹇静﹈︵形状︶39

佐吉は静岡縣のみなかに生ま

十一710 京都御所の御苑に入ると︑ しずおかけん ﹇静岡県﹈︹地名︺1 静

ししんでん

岡縣

ひは だ ぶ き

松青く芝生遠く績く彼方︑正面建禮

︽ーシ・ しずか

れた︒

八818

死す

門をへだてて︑檜皮葺の罪質殿が尊
﹇死﹈︵サ変 ︶ 6

く舞せられる︒
し・す

か

る︒

かなり︒

やゑん

十価1図

四邊静かにして︑たまく

ぶつ

地高ければ氣もまたすみ︑

野猿の叫びを聞く︒

十櫛1図

あま

いと静かなる境内なり︒

年とった上品な尼さんが佛

壇に花を供へて︑静かにお纒を讃ん

だん

十一169

でるる︒

十一2510 をどる心をおさへるやうに︑

私は静かに足を運んだ︒

如く︑朝日・夕日を負ひて島がくれ

行く白帆の影ものどかなり︒

見渡す限りは午後の静かな

ノテトよりナニヲーに至

静かなりしに︑ナニヲー以北は海や

る間︑大陸迫り︑潮水南に流れ︑波

十一943図

海である︒

十一8511

く晴れて海上波静かなり︒

天井の高い︑追々とした室 十一582図 明くれば二十八日︑天よ
わざと足音を立てて走り寄
れば︑笛を吹きながら静かに見かへ

九矧1図

は︑しんとして静かだ︒

九965

てんじゃう

九4110図妻は静かに答へぬ︒

右へ動いてゐます︒

汽車ハ︑シヅカニ動キ出 八695 つるしたランプは︑静かに左 十一5211公海の静かなることは鏡の

静か■ものしずか

ース・ーセ︾

四892

小鳥のかは

し

天人は︑それを着て︑し

つかにまひ始めました︒

四㈱4

シマシタ︒

十167図 其の矢︑︿略﹀荒尾九郎が
荒尾は馬より眞逆さまにどうと落ち

甲を通して︑脇腹まで貫ぬきければ︑

て︑其の場に死す ︒

つかな森へ行くと︑

十184図 重要死してこ＼に六百鯨年︑ 五181圃春の日に光る若葉の︑
い＼音樂︒

おんがく

共にいよく高し︒

忠義にかをる弓矢のほまれは︑年と

十一964図園我若し彼の地にて死し 五717 美しい畠や︑田や︑静かな村

うやく開け︑潮水北に注ぎ︑しかも

あんぴ

れん
静かに雨注を閉ぢつ＼︑聯
隊長・將兵の安否を次次に尋ね︑ほ

たい

九価3図
川舟が静かに通る︒

が習いて居ました︒

五751圃

とんどおのれの苦痛を知らざるもの

たりと聞かば︑汝︑これを白主に持
堪りて︑必ず日本の役所に差出すべ

静かな︑静かな家の中︑

生害だ荒し︒

五931圃

十二431

大日本史の草稿に加筆して

さうかう

うらさびしい程静かな所である︒

城にあって︑老樹の梢吹く風の音も

十一一1811 なかんづく壮大な天壇は外

良を思はせるものがありました︒

コリ

十一幽11団 それは山間の湖水にのぞ
な
む静かな市街で︑ちやうど日本の奈

神々しい︒

かうぐ

殆ど口をきく氣もしない程︑静かで

始めて下り立つた朝の湖は︑

の如し︒

脚下には︑谷川の水が石をか

に歩みを移せば︑参道は又右折す︒

十435

んで︑しきりにさわやかな響を静か
なあたりに傳へる︒

今度は上手の水門が開き︑船

十一悩1

ころ︑ころ︑ころ︑ころ︑ひゴく聲︒

左折して更に大鳥居を過ぎ︑

十22図
五931圃

女は︑びっくりして見上げま

ころ︑ころ︑ころ︑ころ︑ひゴく聲︒

前捌4

三期身にせまるをおぼえつ＼︑静か

静かな︑静かな家の中︑

し︒

十二㎜4 いやしくも男子と生まれな
がら︑萬代に傳ふべき名も立てずし
へうちやく

て空しく死すべきであらうか︒

十二悩8図 島に漂着せる降神人︑

した︑命は︑静かに︑﹁︿略﹀︒﹂とお

どうして静かなのだらう︒

連日の苦闘に疲れ︑うゑに苦しみて︑

六402園

つしゃいました︒

えぐなるさまなりき︒

五人はすでに死し︑残れる者も息絶

十摺4

は水路に沿うて走る機導車に引かれ

静かな晩だなあ︒
ほんたうに静かな晩である︒

六828園
六834

十二欄5図 助左衛門︑半生の十寸現
するの近きにあるを喜びたりしが︑

ながら︑静かに奥へ進みます︒

風寒く︑天地清明にして静

静かだといふみなかの夜も︑

十柵2図

七282

此の頃は︑雨戸をしめて始めてほっ

明治五年︑未だ其の成るを見ずして
死せり︒

しずかさ一しずめる
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みつくに

みた光囲は︑ふと思ひ出したやうに︑

文箱から一通の書面を取出して静か
に讃返した︒

十二996 ひたくと寄せる潮の静か
な音︑鳴きながら飛んで行くつるの
羽ばたきまでが聞かれるやうな感じ
のする歌である︒

十二佃4 修行者はかう考へて︑静か
に羅刹に問ひかけた︒
せん り つ

﹇静﹈︵名︶4

静かさ

十二価6 静かな旋律である︒
しずかさ

林の中の秋の静かさ︒

六464圃 切株に 腰かけて聞く︑

﹇静心﹈︵名︶1

閣が多い︒

しずこころ

しづ心

久方の光のどけき春の日
しっく

木下軍は︑勝どきをあげて︑

﹇静静﹈︵副︶2

にしづ心なく花の散るらん

十価6図國
しずしず
七929

朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

しっくと引上げた︒
九392

ひらめきながら︑しっくと上って
﹇倭文苧環﹈︵名︶1

行くさまは︑實におごそかである︒
しずのおだまき

十二478図圃若宮堂の舞の袖︑し

しづのをだまき

鎭

かへし
︵五︶1

つのをだまきくりかへし︑

︽ース︾

﹇潜在﹈

し人をしのびつ＼︒

まりいます

しずまりいま・す

八482 さうして︑霜の消える頃から︑
組合の脱穀機の音が︑あたりの静か
み やま

さを破って景氣よく聞えて來る︒

九336 艦内は深山のやうな静かさで
ある︒

つた︒

八㎜3図鯨一目を閉ぢ︑一心に神に
祈りて︑再び目を開けば︑風や＼静

朝から大分風が烈しいので︑

まり︑扇も少しく落着きて︑射よげ
に見ゆ︒

九151

しばらく見合はせてるましたが︑や
がて幾分静まった頃︑二人は機を引

物に驚いてかけ出さうとする

出しました︒

九櫨3

て︑手のひらで豪く首や背中をなで

やうな時でも︑﹁︿略﹀︒﹂と聲をかけ

てやると︑すぐ安心して静まってし
まひます︒

助左衛門︑波のや＼静ま
るを待ちて︑漁夫をはげましつ＼白

十二掴6図

洲に向かふ︒

︽ーク︾

く

沈み行く船と運命を土ハにしょ
かくこ
﹇沈﹈︵四・五︶！5 しつむ 沈

うとする

む︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

しず・む

寛悟なのだ︒

さて昇所に立って恭しくぬ しずみゆ・く ﹇前行﹈︵五︶1 沈み行

かづけば︑明治天皇は︑かしこくも

十一104

十745

しづ
﹇静岡﹈︵四︶1 鎭ま

二重の玉垣の奥に鎭まりいますので
ある︒

︽ーシ︾

めて︑空は赤から金に︑金からうす

波間に沈み︑

青に︑ぼかし上げたやう︒

あたりにしげし︒

此の間にも︑東海丸は刻々と

敵揮いよく

八描5図囲船は次第に

十7210

全船員の注意は︑海面に出た

沈んで行った︒

り沈んだりする鯨の上に集る︒

十備2

さうして︑背びれのあたりを

水面に現し︑今や沈まうとする瞬間︑

十宙5

鯨はものすごい勢で水中深く

こ＼ぞと砲手は引金を引いた︒

意解1

引寄せた鯨は︑腹部に君子管

沈んだ︒

十伽3

目じるしの旗を胴に立てて︑其の場

で空虚を送って沈まないやうにし︑

ところが途中海が荒れて︑

に浮かしておく︒

やがて指がピヤノにふれた

日が沈むところだ︒

息子は船と共に沈んでしまった︒

十搦6圏

十m9

十一捌2

ちやうど東の空に上る月が次第々々

と思ふと︑やさしい沈んだ調べは︑

沈める

しんれい

しづ

︽ーメ・ーメル︾﹇▽

うちしずめる・ふみしずめる

沈メル

しず・める ﹇沈﹈︵下一︶3 しづめる

民草をもみそなはすらん︒

まして︑御親ら世を守り︑國を鎭め︑

十42図今とこしへに神露と鎭まり

メ︾

三682國あ︑舟がしつむ︑しつむ︒ にやみの世界を照らすやう︑
三683園あ︑舟がしつむ︑しつむ︒しず・む ﹇静﹈︵下二︶1 鎭む ︽一
と︑神

神風の伊勢の内外の宮柱ゆ

敵の船は︑こっぱみちんにく

るぎなき世をなほ祈るかな

十41図

しづ

六616
しんれい

かけて祈らせ給へるを︑今とこしへ

ります

しずまりま・す

九347 ﹁聖堂起し︒﹂此の號令で︑朝
しっく﹇▽ひと

の静かさが忽ち破られ︑
﹇滴﹈︵名︶2

しずく

しずく

幽艶6圃 こ＼は川ばた︑やなぎの芽︑
ぬれて︑しっくが落ちるたび︑
廣がる波の輪が圓い︒
からかさ

十391 下枝の紅葉から紅のしっくで

沈む︑沈む︒

だけて︑敵兵は︑海の底にしづんで
七皿5

に神璽と鎭まりまして︑御親ら世を

謡⁝まる

も落ちて︑さしてみる傘を染めば

︹静﹈︵四・五︶5

沈む︑沈む︒

幾眼筋の細かい金の矢が︑夕空を染

七梛5

しまった︒
すらん︒
しずま・る

ふしぎに︑風は止み波は静ま

今沈んだあたりからさし出た

守り︑國を鎭め︑民草をもみそなは
﹇静其物﹈︵名︶1

七56

︽ーッ・ーリ・ール︾

七摺9

しないかと思はせる︒

静けさ其のもの

しずけさそのもの

閣寺から︑東山に沿うて南へ神社佛

十一810 静けさ其のもののやうな銀
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しずめる一した

四欄2敵の舟は︑次々にしづ
められ︑のこった舟は︑ちりぐ
になって逃出しました︒
六捌8 大砲ヲ何十門モスエツケテ︑

海上ノ城ダトイツテイバツテ居ル軍
艦ヲ︑一打チニ沈メタ時ノユクワイ
ハ︑何トモ言フコトが出湯ナイ︒

八㎜1 僕は文治とへさきにすわって︑
船が上ると腔を浮かすやうに︑船が
﹇静﹈︵下一︶1

しづめる

下ると燈を沈めるやうにしてみた︒

︽ーメ︾

しず・める

十一404 心を無理にしづめようとし

持する

︽一

て雑誌を開いたが︑文字も壼もみん
﹇持﹈︵サ 変 ︶ 1

な意味をなさなかった︒

スル︾

じ・する

十二撹4 徳川を討たねば止まぬの硬
論を持する朝臣たちも︑此の御文を
﹇姿勢﹈︵名︶2

姿勢

拝見してひとしく泣いた︒
しせい

時勢

た實にえらい人だ︒
しせき
﹇史跡﹈︵名︶1 史蹟

しせき
しせき

今日これらのものが︑或は

しぜん

しかし︑自然はしばらくも

自然

博物館に保存され︑史蹟や國寳など

十ニー62
に指定されてるるのがあるのは︑

じせき ←ごじせき
しぜん
﹇自然﹈︵名︶8 自然

がする︒

十一一捌9

此の御苑は︑明治天皇御親

一千数十年の古都が︑かう

御倉半島には水際から樹木

﹇自然﹈︵副︶7 しぜん
かうぐ

うくたる自然の趣を失はぬ︒
しぜん

自然

四センチ

ばめをつかまへました︒

四千米

ケサカラツモッテ︑

︵名︶1

ニ822圃

しセンチ

︵名︶2

センチ︑五センチ︒

﹇四

四干米の空には早くも夜が
れうき
明けて︑僚機が︑くっきりと深紅の

しせんろっぴやくしちじゅうさん

太陽の光を浴びる︒

十一捌2

厚い飛行服の上から寒さがしみ込む︒

十一伽9遂に四千米の高度に達して︑

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしやしせんメートル

んとあたまが下りました︒

五95囲まことに神々しくて︑しぜ
五327

かうして︑多くの品物が︑自

つても︑しぜんと走るやうになりま
した︒

七657

由自在に集ったり散らばったりする
ので︑しぜん大阪が一大商業都市と

以南から西十度の方向を目

﹇時速﹈︵名︶1 時速

日本の國は︑わが子孫が治

﹇子孫﹈︵名︶3 子孫

さうして︑それが尼子家の子

二203カニガ︑下カラナガメテ

たみち

きした・ました・みぎした・ゆきのし

きのしたみち・くつした・てした・の

した ﹇下﹈︵名︶54 下﹇▽がけした・

我が子孫の治むべき所なり︒

十二49図園圃の葦原の中つ國は︑

孫であることがわかった︒
あしはら

九8310

むべき國である︒

五953園

しそん

空をたゴ一直線に飛んでみるのだ︒

ざしながら︑時速四百粁︑ほの暗い

十一㎜11

じそく

立っていらっしやる︒

七207其の松の下に︑石の地藏檬が

ぢざう
じぞうさま ﹇地蔵様﹈︵名︶1 地今様
ぢざう

＋二柵図椰

大きなガラス箱の中に︑毒の 千六百七十三﹈︵名︶1 柵

して爽達したのです︒

十128

あるきのこや︑食用になるきのこが︑
自然に生えたやうに出來てるる︒

あ＼いふ風に︑みんなが選
塞・の義務といふことを強く感じれば︑

十術5囹

彼等の住んでみた所には︑

選學は自然眞劒になる︒
十ニー14

若しさうと致しますと︑

自然大きなはきだめが出盛︑

﹇自然郷﹈︵名︶1

るかと存じます︒

しぜんきょう
郷

大公園の奥へはいると︑人

四千粁

影を見ない自然郷をさへ探し出すこ

十一一捌11

自然

のごきげんを損ねるやうなことにな

をすることになりまして︑自然父上

家のため國のため︑私が取りしまり

営々と働く彼等に︑どこか 十二幽5園

町といふ町は︑雑沓してゐ

方幕無の大公園にはいると︑

︵名︶1

とが出來るのである︒

東京から四千粁もあるフィリ
ピンで︑千年の十月の末︑子供がつ

八63

さうして︑これだけの数と︑ しせんキロメートル

我々は無限の自然の中をさまよふ氣

十二捌5

くりひろげてみる︒

園が多く︑至る所に田園的な自然を

るが︑しかしロンドンには大小の公

十二桝3

つは此の廣大な自然のせみであらう︒
ざったふ

又︑氣の長いところがあるのも︑一

十二2311

である︒

が繁茂し︑全山の適すべて自然の姿

十一悩8

自然の勢であらう︒

して年々に近代化して行くのもまた

十一135

ありて︑自然のま＼に造らせ給ひ︑

ら森の下道・下草まで何くれと御宇

十68図

とgまってみない︒

九48

8だいしぜん・ふしぜん

しぜん

九3810 艦長を始め乗員一同は︑皆姿
胸を張り︑元氣よく歩く彼

勢を正して軍艦旗に敬着する︒
十一一梱10
﹇時勢﹈︵名︶1

等の姿勢がそれを物語る︒
じせい

すでに大政を奉還した彼に︑

逆心などあるべきではないが︑しか

十二燭10

し何事も時勢であった︒
市政

これだけの廣さがあればこそ︑よし

﹇市政上﹈︵名︶1

日曜日の午後であっても︑公園はい

しせいじょう

十備5園 市政上の意見もしっかりし

上

四

した一した
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はねの下にも︑二三ばる

ヰマスト︑サルガ︑アソビ ニキ
マシタ︒

三141

いよ︒

六捌2園

それから︑地面の上ばかり

でなく︑地面の下にも︑地下鐵道と
いって︑電車が通って居る︒
ぢざう

董がうす赤で︑黄色い葉が重

てんじゃう

高い天井︑其の

生きて居る

ろ

櫨に持運ぶ︒

もう残った所は腹の下の方だ

あらがねを

動く起重機は︑

けです︒

七977

やうに︑

下に

七603圃工場の

まだ土から憎きらないで居ます︒

なったま＼下を向いて︑其の先は︑

七417

立っていらっしやる︒

べんけいが上をきると︑ 七206 其の松の下に︑石の地盛様が

るやうです︒

三447
・牛若丸は下へとび下ります︒

四17間あたまを雲の上に
出し︑ 四方の山を 見おろして︑

かみなりさまを下に聞く︑
富士は 日本一の山︒
五321圓あの汽車は︑この山の下の
トンネルを通ります︒

五323囹 私たちも︑かへりには汽車
に乗って︑この山の下を通るのです︒

八339図

不意を討たれて︑平家の軍

は︑上を下への大さわぎ︑

今どれか一つの星を︑東にさ

星に注意しませう︒

し出た軒端にすれくに予てて︑下

九腿10

からじっと見てゐますと︑やがて其

されど︑これより下︑十四

の星は︑軒端にかくれて見えなくな

八666図

五二ばかりは︑こけむしたる岩石︑

ひょうひょうとのびたポプラ

えます︒

夜は︑そろくこほろぎが家

軍曹︑中佐を背負ひ︑揮丸

突然︑下の方から大きな聲が

さんごせう

じっと下をのぞき込むと︑

十姻5 ﹁︿略﹀︒﹂と指さす彼方︑眞直

げて︑いういうと歩いてゐます︒

島民が︑椰子の葉であんだかごをさ

十337國

其の下を︑でっぷり太った

植物の花か何かのやうに浮出して見

時々ちらりと︑底の珊瑚礁が︑高山

十321囲

聞えて︑はっとした︒

十1210

け下る︒

の下をくゴりて︑けはしきがけをか

九旧8図

聲高く鳴き立てる︒

の中へはいって︑床の下や壁の中で

九囲10

の下の一けん家︑

九㎜2

ります︒

壁の如く突立ちたり︒

あ＼いふ風に膿をしぼると︑

下へ下りると︑胸の所に足の

中の水が勢よく下へ出る︒

八柵7園

八部8

やうなものがあって︑それでのこ
外の魚は腹を下に︑背を上に

く歩くから不思議です︒
八幽3

して泳ぎますが︑﹁かれひ﹂は何時
でも膿を横にしたま＼︑くねって行
きます︒

路がずっと下の方に見えて︑今通る

すると︑さつき上って來た線

妻らしい人がぼろをつゴつて居り︑

線路と十文字に交って居る︒

八塒6

小さくて︑あれでも︑下に落ちて居

土間では︑七十近い老人がわらちを

五395 大きなからだのわりに︑目は 七悩4 見れば︑うす暗い小窓の下で︑
る物が︑よく見えるのだらうかと思

どう
風が強いので機は上へ下へ動
仕事墓のそばに︑ふさぎ込ん
で下を見つめてみた女の子が︑それ

九302

逃します︒

えう

九158

作って居た︒

もう圓の下の端は︑地平線に

か＼つた︒

七旧4

はれます︒

六244 下に置くと︑飛べないので︑
地面をはって歩く︒

下の岸壁に落散ったテープを︑

を見つけて︑思はず﹁︿略V︒﹂と叫

﹁︿略V︒﹂と叫んで︑たけるは 七襯2

子供たちが無心に拾って居るばかり

んだ︒

六315
たふれましたが︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と ︑ 苦 し

です︒

な杉の木立を傳ふやうに︑白い物が

それに︑雨方の翼を廣げた所

瀧は三十米の空から白い絹を

るやうに注いでみる︒

さらしかけて︑下の瀧壺に吸込まれ

十4510

分流曲折して橋下へ注ぐ︒

下にた﹂み重なる岩間を縫ひながら︑

正面にや＼遠くか＼る瀧は︑

を下から見ると︑大きな白色の圓い
はんもん

え

十452

上から下へと走ってみる︒
ます

夜九時頃︑北より少し西へ寄

斑紋があざやかに見られます︒

九647

い息の下から尋ねました︒

もう大きさだけは三つばめと
同じですが︑まだ口ばしの下の赤色

八44

匹の子山羊がくゴり抜けて︑柵に前

が︑親つばめ程こくありません︒

六447 親山羊の白いひげの下を︑一
足をかげながら︑私たちをじっと見

老いたロシヤ 充血2

つた方に︑枡を下に︑少し曲った柄

其の下に︑

パン箱を胸に下げて立って

を上に︑ちやうど柄杓を立てたやう

八285鴎
人が︑

動か

ました︒

六536 もっと下を見る︒

敷石を見つめたま＼

北斗七星が見つかったら︑其
の七つの中の︑下の端に熱る二つの

鐘を鳴らして 九棚8

なかつかうになってゐます︒

みる︑

かね

橋の下を︑
貨物列車が行く︒

くわもつ

八305圃

うともしない︒

六悩7 下の方は白で︑花の口もとの
所に︑こい紅をさして居ます︒

六鵬3囹地の下には︑馬ふんや枯葉
が入れてあるから︑夜もぽかく暖

755
した一しだいに

心配げに下の村を見下した︒

十532 五兵衛は︑自分の家の庭から︑
れる太陽の光が︑下草のしだの緑を
鮮かに浮立たせたりした︒

十二観2

たしだい︒てあたりしだい

十一271 柱は︑すべて豊中邊から下しだい ﹇次第﹈︵名︶1 次第﹇▽あな
へかけて︑著しくふくらみを持つた
彼は静寛院宮に事の次第を

丸柱である︒

申し上げて︑切に天朝へおわびのお
取成しを願ひ︑

銅及び青銅で利器を作った
鐵の利器を使ふやうになつ

時代を青銅器時代といひ︑

十ニー27
十一一128

鐵器時代といへば︑かうし

た時代を愛器時代と名づける︒
十一一134

た古い時代から︑實に今日の我々の
時代まで績いてるるわけで︑

した︒

六296

客は︑次第にかへって行きま

苗が二十糎ぐらみにのびて︑

葉先が朝風に輕くゆれる程になると︑

七269

廣いたんぼは次第ににぎやかになる︒

腔も大きくなり︑形も色も次

第にかはって︑がんじょうになりま

七956

船は次第にはなれました︒

圓は次第に半圓となった︒

す︒

七摺6

鐵器時代といへば︑かうし

七糊8

十一一135

た古い時代から︑實に今日の我々の

時代呂えど

時代まで誓いてるるわけで︑

﹇時代﹈︵名︶12

じだい・かまくらじだい・せいどうき

じだい

十一328其のすかしぼりの金物の下
に︑玉轟の羽が敷並べられ︑其の美
しい光彩が︑金色の金物のすかしを
じだい・せっきじだい・せんごくじだ

通して見られたのであるといふ︒

十一宙6 谷川が下で遠く鳴ってみる︒

呉鳳は聖書情深い人で︑蕃人

十一佃1 帽子の下から湧出る汗が︑

八713

長く黒く引く物のかげが次第

ランプの動きが次第に小さく

輝きを失って行く︒

にうすれて︑太陽は︑曇るともなく

八505

を非常にかはいがったから︑蕃人も

次第になついて︑後には呉鳳を親の

八149
古い時代に属するものとして貴重な

如くしたふやうになった︒

しかし︑其の中でも︑最も

のは︑古墳と︑其の中から量見され

十一一137

い・てっきじだい・のぎたいしょうの
ようねんじだい・へいあんじだい・め

る遺物である︒

こふん

いじじだい︒よしのじだい・ロシヤじ

顔を傳って流れ落ちる︒

だい

しかし︑假名文であればこ

十二218 枝の︑上にのびて行くのが
十一154

いはゆる微分・積分は︑孝

なって︑後にはかすかにゆれるだけ

あたりにしげし︒

平野がつきて︑山が次第にせ

敵揮いよく

八齪5

夜ふけた深山のあなたからこ

まって來た︒

九㎜1

何時の間にか狼介は切立てら

地平線から次第に見上げて︑

行った︒

れて︑次第に水際に追ひつめられて

九809

つて行きます︒

近づいては︑又何時の間にか遠ざか

なたから︑鳴きかはしながら次第に

九637

波間に沈み︑

和とちやうど同じ時代に︑イギリス

やうど東の空に上る月が次第々々に
じたい

八掴4図團船は次第に

ですが︑

學である︒

しだいしだいに

﹇次第次第﹈︵副︶1

ニッツによって創始された高級の敷

のニュートン︑及びドイツのライブ

十一一m1

の波は押寄せるものと見えて︑

ものんきな筏流しにも︑やはり時代

十二282

かうしたすばらしい︑しか

十﹁伽7 下から風が強く吹上げる︒
楊であり︑上から下へたれ下るのが

其の時代の生活を細かく窮し出すこ

そ︑當時の秘語を自由自在に使って︑

とが出來たのです︒

柳である︒

十二捌3園 しゃくやくや水仙が︑雪

かういふ時代を石器時代と
同じ石器時代にしても︑ご
ま＼の︑形の整はないものを使用し

次第義々に

く古いところでは︑たゴ石を割った

十ニー03

いふのである︒

十二99

十二667 まるで絶壁の下を通る形だ︒

舌

の下で︑もう目をさましてみるので
すから︒

﹇舌﹈︵名︶3

十﹁435園 人間は︑くちびるや舌を

てるたが︑時代が進むにつれて︑だ

七傲2 廻らない舌が八そうかはい＼︒

した

動かして︑いろく攣った音聲を出

十一捌4

﹇次第﹈︵副︶32

次第に

鯨一は︑固くじたいしたれ

﹇辞退﹈︵サ変︶1

やみの世界を照らすやう︑
じたい・す

︽ーシ︾

しだいに

ども︑ゆるされず︒

八991図

す

やさしい沈んだ調べは︑ち

んだん美しく磨いたものも作られる
やうになった︒

すが︑考へてみると實に不思議だ︒

十ニー11

十一網3 聾唖學校で氣の毒な子供た

ちを教へるやうになると︑いよく

新鉱で作った釣針などで魚を取り︑
しかし︑人智が次第に進ん
取出して使ふ時代がやって來た︒

で︑何時の間にか︑鑛石から金属を

十ニー21

又︑貝を拾って生活してみた︒

かういふ時代の人は︑︿略﹀︑

熱心に︑聲の原理や舌・くちびる・
しだ

耳などの生理を勉強しました︒
﹇羊歯﹈︵名︶1

十一儲11 時にぶなの密林が︑梢の間

しだ

から青空をのぞかせたり︑茂みをも

したう一したがう

756

頭の眞上まで行く途中︑眞中老より

て︑濃霧が一面に立ちこめる︒

十一柵10

道標の敏字が次第にへって

少し低い所に︑かなり大きな星が一

近代科學を家庭生活に慮用

つてみたのであった︒

十二鵬10

することに力める彼等が︑一面には
大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの

行くのが力と頼まれる︒

たいきう

である︒

空が次第に曇って來た︒

十一梱6
十二罵11

下枝の紅葉から紅のしっくで

﹇下枝﹈︵名︶2

を慕って止まぬのである︒
したえだ

十391

上着を取って︑はんの木の

しないかと思はせる︒

も落ちて︑さしてみる傘を染めば

からかさ

下枝

一面には大地を慕ひ︑森林

かつて行く皆さんの姿が︑ともする
と涙でぼっとするのを感じました︒

十一柵3圏私は︑あの時次第に遠ざ

つ見えるのがそれです︒

九柵5 大魚を過ぎてしばらく行くと︑
次第にのぼりになる︒

九樹10 四日市を過ぎて︑平野から次
第に山地に移る︒
折からのモンスーンに︑

十一協11国
どうえう

九価6図 中佐の全身は次第に冷えぬ︒

船は次第に動揺し始めました︒
しかし︑人智が次第に重ん

で︑何時の間にか︑鑛石から金属を

十ニー111

十494図 研究に費す金は次第にかさ
自ら家業もおろそかならざるを得ず︒

み︑しかも工夫に心を奪はれては︑

十二鵬5

かうして大義名分が正され︑ 下枝にかけた︒
みくに
したがいもう・す ﹇直面﹈︵五︶1 從
忠臣・義士の眞心があらはれ︑皇國

十二441

十708 波も次第に高くなって行った︒ 取出して使ふ時代がやって來た︒

しげくなり︑それを復唱する舵手の

十備6 見張から指圖する聲は次第に

ひ申す

汝︑恐れ多くも︑朝廷の仰

︽ーサ︾

の姿が次第に明らかになって行くの

顔も引きしまって來る︒

六317園
したふ

﹇従行﹈︵四︶2

從ひ

の勅をかうむり︑こ＼へ來たのだ︒

に從ひ申さぬによって︑汝をうてと

である︒

︵五︶6

慕ふ

十摺2 すると︑箱の底に仕掛けてあ
﹇慕﹈

外は次第に暴風︑雷雨︒

十二柵3

したがいゆ・く

後より從ひ行けども︑其の

ますく氣おくれして︑を
如くに從ひ行く︒

どりか㌧らんやうもなく︑たゴ元の

九梱5図

人少しも氣に止むる氣色なし︒

九欄8図

呉鳳は美章情深い人で︑蕃人 行く ︽ーク︒ーケ︾

の首であった︒

親のやうにしたって居る呉鳳

如くしたふやうになった︒

次第になついて︑後には呉鳳を親の

を非常にかはいがったから︑蕃人も

八151

︽ーツ・ーヒ・ーフ︾

した・う

る水道から水が湧出て︑船は次第に
高くせり上げられて行きます︒
十捌2 汽車が次第に速さを増して︑

一時間約二十粁の速度で走った時に
は︑

十一53図花は麓より咲きそめて次
第に山上に及ぶ︒

やの申に︑夢殿が次第にとけ込んで

十一3410 ふりかへると︑晩春の夕も 八183

はあり

從ふ

でんれい

我が軍にしたがって︑傳令の

︽ーッ・tハ︒ーヒ・ーフ︾

夜の燈火をしたって來る轟は︑ したが・う ﹇従﹈︵四︒五︶22 したがふ

五剛5

が

九協3

れもこれも︑たgうるさいだけであ

蛾や︑こがね轟や︑羽蟻が多く︑ど

行くのが見られる︒

十一865 ぐっと速度を落しながら一

力のあるにまかせて︑四方をうち從

でした︒
みこと

七42 尊に從って同じ船にお乗りに
なって居た︑おきさき弟橘媛は︑

みんな此の指圖に從って働い

﹁︿略﹀︒﹂とお考へになった︒

た︒

七805

を取るに從って︑だんく深い所へ

七954最初は淺い所に虹ますが︑年

はいって行きます︒

千敷百人の乗員が︑旧臣に從

つて規律正しく活動する其のさまは︑

きりつ

九355

今は逃ぐることもかなはず︑

いかにも目ざましい︒

九槻8図

遮るく後に從ひて其の家に至る︒

立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

十448一歩彰々進むにしたがひ︑木

軍のおきてにしたがひ

先だつて行く秋野君に從って︑

完全な姿を現す︒

十458

橋を渡り︑

て︑他日我が手に受領せば︑長く

十925図心園

彼等をりっぱに國法に從は

いたはり養はん︒

せるのが︑佛の大慈悲であると思つ

十柵7囹

て︑自分はわざと建軍のなぞも解か

さかのぼるに從ひて山いよ

ず︑そのま﹂退出したのである︒

く秀で︑水ますく清し︒

十餌1図

十一94

知恩院・車山公園・八坂神

ちおん

或は深き岩穴を作る︒

こんがう なち
十樹9図 進むに從ひて現れ來る奇
役をして居た軍犬金剛・那智は︑
くまそ
岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑
我が身の上の危さも忘れて︑ 六274 熊襲のかしら︑川上たけるは︑

へ︑後には朝廷の仰にも從ひません

てうてい

又︑顔回はこれほどまで其の師を慕

孔子は年若い奪回をひたすらに案じ︑

十二3211

るのに︑

直線に進む船のともから︑網が次第
にくり出されて︑其の長さが約五千
米︒

のおそい北洋にも夕暮が次第に迫つ

十一866此の作業が終る頃は︑日没

757
したがえる一したしむ

社寺︑名所々々が歩に從って展開す
る︒

とすれば︑土人の評者行手の危除を

きんぴやうぶ

十﹇柵5金屏風・五色岩など︑多
彩な火口壁があらはにも仰がれる︒
月には水がないと言ひまし

した

シタキリスズメ︑ オヤド
シタク

驚く農夫に︑やっと手まねで

水を飲ませてもらった聞多は︑やが

十818

て彼等の手で自宅へ運ばれた︒

したくさ ﹇下草﹈︵名︶3 下草

はれてみる︒

ので︑所々に地面の赤い色さへあら

そろそろ︑ごはんのした 九佃5 下草の茂りはあまり深くない

支度﹇▽おしたく・みじたく

﹇支度﹈︵名︶8

︑
ノ ・ ドコタ O

一343圃

く

したく

三194園

シタクハ出來タカ︒

くをしませう︒

四852囹

十67図此の御苑は︑明治天皇御親

り︑網の支度をしたり︑特に船長た

ゆ

時にぶなの密林が︑梢の間

空は青空︑

あがる字だこに

うなりをたて

きれいなゑ

佛の慈悲によって︑助ける道

紫の君も︑源氏をほんたう

まして︑けがをした者や︑つ

親しむ

ぶれた家の下敷きになった者は︑ど

六燭1

したじき ﹇下敷﹈︵名︶1 下敷き

つた︒

のにいさんだと思ふ程︑したしくな

十一222

︽ーク︾

したし・い ﹇親﹈︵形︶1 したしい

でもあらばといふ下心であったらう︒

十㎜2

したごころ ﹇下心﹈︵名︶1 下心

だこ︒

て︑

六801圏

じだこ ﹇字凧﹈︵名︶1 字だこ

鮮かに浮立たせたりした︒

れる太陽の光が︑下草のしだの緑を

から青空をのぞかせたり︑茂みをも

十一偶11

ら森の下道・下草まで何くれと御仰

夕飯の支度にいそがしいおか

いった我々地球上の氣象現象は一つ

從って雲や︑雨や︑あらしや︑さう

たが︑水ばかりか三三もないのです︒

十一欄11

十一9411図 山を越えて東岸に出でん 水深は四百米︑水色も從って深い︒
恐れて從ふことを欲せず︒

た︒

十一悩8 行くに從って花は美しかつ

あさん︒

ありて︑自然のま＼に造らせ給ひ︑

八593

我が國へは︑アジヤ大陸か

八603

皆何時ものやうに︑こ＼で

度をして上げました︒

翌朝は早く起きて︑出獲の支

もありません︒

十ニー211

ら青銅器を作ることが傳へられ︑從

は熱を吐出しまし た ︒

十一柵11団 日が昇るに從って︑沙漠

十二75図此の社にては︑今も太古

つて青銅の劒や︑ほこや︑矢じりや︑

九686園

村では︑豊年を祝ふよひ祭の

支度をして︑學校園へお集りなさい︒

十533

支度に心を取られて︑さっきの地震

翌年時代といへば︑かうし

には一向氣がつかないもののやうで

十ニー35

た器物が工商されるのであるが︑

又銅鐸といって釣鐘のやうな形をし

どうたく

の法に從ひ︑これによりて火を作る
といふ︒

朝起きるから夜寝るまで︑

た古い時代から︑實に今日の我々の

ある︒

見ること︑聞くこと︑言ふこと︑行

十二3711

ふこと︑一切禮節に從ひ︑禮節にか

時代まで丸いてるるわけで︑経って

けんたうし

なへよといふのである︒

其の上︑しばく飢饅があ 十一859 エンジンの調子をしらべた
ちは︑晴雨計と空模檬を熱心に見く

十二242

其の遺物は殆ど無数といへる︒
ききん

那へ渡ったこともあり︑元片丘者で

十二9911 憶良は︑遣唐使に從って支

り︑洪水があり︑兵齪があっても︑

らべてるる︒

もやう

昔から彼等に封ずる救の手はどこか

十二備4囹

あるが︑

らものばされなかった︒從って人を

リや王が姉たちにぎゃく待

頼まず︑世をうらまず︑自分の事は

十一一幣8

されてみることを探知したコーデリ

自宅

早速食事の支度をしろと

ヤは︑フランス王に從ひ︑老父王の

言へ︒

﹇自宅﹈︵名︶3

囁政殿下の御無事でいらっし
やるのを上した元帥は︑さすがに胸

六佃6

じたく

自分でするといふ心掛が︑田家には

其の結果は︑式も演算も自

だ

をなでおろしながら︑三時頃おいと
ちやうちん

﹇親﹈︵四・五︶2

んな氣持であったらう︒

︽ーミ・ーム︾且Vあいしたしむ

したし・む

下男淺吉の提燈にみちびか

受けてみる怪漢があった︒

くわいかん

の自宅に編る途中︑暗やみの中に待

れながら︑聞多が山口の町から湯田

十793

ばなかった敷島上のことがらが︑次
シ

まを申し上げて︑自宅へ蹄つた︒

ハドコダ︒

オヤド

﹇重切雀﹈︵名︶2

から次へと解決されるやうになった︒

由自在となり︑從って今まで企て及

十二欄4

行きわたってみる︒

ために軍勢を率みて英國に渡った︒

十二旧5 枯骨として法廷に出た場合
には︑良心に從って眞實を述べるこ
となどは非常に大切なことである︒

したがえる ←うちしたがえる
二って

したきりすずめ

﹇従﹈︵接︶7

十伽8 しかも人間の力で出來た湖と

タキリスズメ

したがって

聞くと︑全く驚かされます︒從って︑

一341圏

シタキリスズメ︑
今︑湖上に浮かぶ島島は︑其の昔︑
陸に省えてみた山であったわけです︒

十一954図 網をすき︑舟を漕ぎ︑魚
を取る手傳ひなどして︑土人に親し
みつ＼︑其の語る所を聞けば︑

十一梛1 十和田湖の愛すべく親しむ

ゆる種類が︑かをり高く咲いてゐま
した︒

それは肉眼で見るのとすつ

かり感じが違って︑今に露でも滴り

十一悩8

下葉

仕立て

下葉は︑折から美しく色づい
下腹

空を半ばおほふやうに︑櫻や

ありて︑自然のま＼に造らせ給ひ︑
かへで

十389

しち

︑

8

七

7

3︑

4︑

5︑

一二三四五六七八九

﹇七﹈︵名︶5

十十ピキヰマス︒

一445

7

2︑

十佃6 ︵七︶

︑

西の小天守

輕く曲折しながら︑人を奥へくと

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

6

ロンドンの心臓といふシ

七階

七月←ど

外観五層の大天守は︑内か

﹇七月﹈︵名︶3

七月になって︑夜の空に星が

七月の初といふことなど︑

﹇七月五二︵名︶1

七月三十一日

﹇七月三

四日目の七月五日の早朝

十一日﹈︵名︶1

しちがっさんじゅういちにち

でした︒

十一鵬7囲

七月五日

しちがついつか

つい忘れてしまひさうであった︒

十︸999

てるます︒

柄杓を立てたやうなかつかうになつ

九㎜10 七月の中旬ですと︑夜九時頃︑
ます
北より少し西へ寄った方に︑枡を下
え
に︑少し曲った柄を上に︑ちやうど

美しく見えるやうになった︒

九922

うねんしちがつ

しちがつ

ら登ると七階であった︒

十二697

しちかい ﹇七階﹈︵名︶1

だ︒

チーの街上は︑全く目まぐるしい程

十二柵10

シチー ︹地名︺一 シチー
しんざう

︑

7

十二66図7

こくたん

十一﹇髄図

老杉のや＼暗い下道から︑右 十二66図

ぎ

1︑

さそって止まない︒

十402

の山へみちびく高い石段を上って︑
養老神社へ参拝する︒

したん

したん

書机は紫檀にも黒檀にもあ
七

ケンチャン
かんがへもの
かんがへもの

遠足

月と雲
月と雲
遠足

や

山羊

潮干狩⁝⁝⁝七

山羊

飛行機の嚢明⁝：

京都⁝⁝⁝七

霧⁝⁝⁝七

−七

アシタバエンソク⁝⁝

ケンチャン

三

︹課名︺15

⁝七

一一目4

しち

らずして︑たゴ黒きぬり机なり︒

十52図

ひろがった︒
しだん
﹇紫檀﹈︵名︶1 紫檀

空一ぽいに ひろがった︑

おかあさんが︑冬こやしをか しだれやなぎ ﹇枝垂柳﹈︵名︶1 しだ

﹇仕立﹈︵下一︶1

さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで
した・てる

べき風光を︑こ＼に見出したやうに
親しめ

ある︒

﹇親﹈︵下一︶1

私は感じた︒

したし・める
︽ーテ︾

七461

る

︽ーメル︾

＋一m2其の主了い︑しみぐと親

る

十433

﹇下腹﹈︵名︶1

てるた︒

したはら

し給う

十怖9 砲手は爾足を躇張り︑捕鯨砲
なまり
を下腹の邊に構⁝へて︑じっと鉛色
﹇為給﹈︵五︶！

の水面をみつめる︒

︽ーウ︾

したま︒う

しだれやなぎが

三771韻
舌なめ

れやなぎ

﹇舌舐﹈︵名︶1

けて仕立てておいて下さった土に︑

ずり

したなめずり

少し砂をまぜて鉢に入れ︑
した＼む

しめる光が︑我々に大きな慰を與へ
﹇認﹈︵下二︶1

るからです︒

︽ーメ︾

したた・む

十223手書 如何ばかりの思にて此の 十二麗4 ﹁︿略﹀︒﹂と言ふそばから︑．

したたる

ル︾

﹇下葉﹈︵名︶1

さも食ひしんばうらしく︑羅刹は舌

リ・

したば

手紙をした〜めしか︑よくくお察
した＼

なめずりをした︒

﹇認﹈︵下一︶2

し下されたく候︒

︽ーメ︾

︽

弟＿二二Illやlll遠凍月月かかケケ
三

したた・める
め

十研6 其の間に歌を作って紙にし
た㌧め︑雪にそへてお后にお目にか
けようと︑清少納言は︑使の睡るの
を︑首を長くして待ってるました︒

十一観3 やがて︑通信紙にした︑め

滴る

﹇滴﹈︵五︶3

た報告文が機内に廻される︒

した＼る

したた・る

やましろのおほえのわう

しゃか
それと並んで繹迦三尊を拝

するのは︑太子の御子山背大兄王

4

目3444858581818
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へ

十一311

十﹁7711 宜した︑る一位の木を背に

が︑御父君にかたどって等身の御佛
下道

し︑見上げるやうなにれの葉かげに︑

﹇下道﹈︵名︶3

とし給うたもので︑

ら森の下道・下草まで何くれと御仰

十67図此の御苑は︑明治天皇御親

したみち

青銅の胸像がくっきりと浮かび上つ
て見える︒

十﹇川6困 書は街上に熱帯植物の緑
らん
がしたたり︑植物園には蘭科のあら

十十九七六六五五四四三三ニニ
一目目目39目26目40目15目32目

したしめる一しちがっさんじゅういちにち

758

759
しちがっさんじゆうに一しちせんメートルいか

十一塒1国 私たちの船は︑其の指さ

九麗9園

釜山から四百五十粁を︑七

時間もか㌧らないで走ったわけです
七十

ね︒

﹇七十歳﹈︵名︶2

眞淵はもう七十歳に近く︑

七十

第十三

七十

十三

十三

十二目12

第十一

鳥居勝商⁝：⁝・七

七十四

カゲエ⁝⁝⁝七十四

︹課名︺5

十三

しちじゅうし

二目4

第十三

第十六

小さい傳令使⁝・⁝．．

北海道⁝⁝⁝七十

三日月の影⁝⁝⁝七
第十四

十四

七十七歳

﹇七十七歳﹈︵名︶

ユキ⁝⁝⁝七十七
しちじゅうしちさい

1

詣り過ぎて︑オランダのホイヘンス

八734此の嚢見があってから七十年

七十八

といふ人が︑今までにない正確な時

︹課名︺2

計を獲明しました︒

︵名︶1

七十米

母の力⁝⁝⁝七十八

金のをの⁝⁝⁝七十

第十四

二十

しちじゅうはち

八

三目9

十目15

しちじゅうメートル

長さ七百米︑幅七十米︑海

面上わっか十五米に過ぎない此の岩

十一価8

島に︑

七代七十ケ年の帝都とし

しちじゅうよねん ﹇七十余年﹈︵名︶1

七十鯨年

て︑咲く花のにほふが如しとた＼へ

十二鵬6図

七十六

クモノス⁝⁝⁝七十六

︹課名︺2

し奈良の都も︑色移り香失せて年す

でに久し︒

十七

地はゆれ︑市民があわてふためいて

しちせい

七條

四條・七條の橋はコンタ

﹇▽ほくとしちせい

十二鵬図

中至る所に讐えるやうになった︒

リート造に代り︑新しい大建築が市

十一1210

しちじょう ﹇七条﹈︹地名︺2 七條

十六

十一一目13 第十二 初冬二題⁝・：⁝七

五目5

しちじゅうろく

﹇七十近﹈︵形︶1
︽ーイ︾

見れば︑うす暗い小窓の下で︑

︹課名︺3

作って居た︒

しちじゆうに

七十二

土間では︑七十近い老人がわらちを

妻らしい人がぼろをつゴつて居り︑

七十5

七十近い

しちじゅうちか・い

坂離宮へと急いだ︒

居る中を︑七十七歳の老元帥は︑赤

久田船長⁝⁝⁝七十 六慨8 引蒔き起る主上に︑家は震ひ︑

七十

二目5

七十歳の大聖孔子は︑弟子 しちじゅうしち ︹課名︺1 七十七

四

十一目15

十四

九目3

七十四

八目14

五十階・七十階から︑とう 五目4 十六 大川く⁝⁝・七十四

﹇七十階﹈︵名︶1

す方と反封のヨーロッパへ向かって︑
しちじっかい

七月三十一日の午前に出航しました︒
﹇七月三十日﹈
階

しちがっさんじゆうに ち

︵名︶1 七月三十日

た︒

しちじゅう

十目14

﹇七十﹈︵名︶1

一番後事ラハイツテ來タノハ︑

しちじゅう

︹課名︺1

顔回の死にあって︑聲をあげて言い

十二303

下に聞えた老大家︒

いろくりっぱな著書もあって︑天

十一712

歳

しちじっさい

く百階を越えてしまひました︒

九588團

三十日の明方にスエズに入港しまし

十一柵5団 長い紅海も蓋きて︑七月
た︒

しちがつじゅうごにち ﹇七月十五日﹈
︵名︶1 七月十五日

十一柵8国 かうして熱帯の港々をた
つねながら進んで︑七月十五日︑船
がスマトラ島の北端をかはすと︑前
﹇七月十三日﹈

は音に聞くインド洋です︒
しちがつじゅうさんに ち

十一襯4困 七月十三日の午後︑シン

︵名︶1 七月十三日
ガポールに着きました︒

一揖6

七十グラヰノオバアサント︑赤チヤ

しちがつにじゅうろくにち ﹇七月二十
六日﹈︵名︶1 七月二十六日

七十一

七十九

晴間⁝⁝⁝七十一

︹課名︺1

第十五

︹嵩高︺2
十五

自動織機⁝⁝⁝七十

たこ：−⁝：七十九

六目3

第十四
長

八目2

しちじゅうく

九目2

しちじゅういち

ンヲオブツタヲバサントデシタ︒

﹇七月二日﹈︵名︶1

七月二十六日の夜明です︒

十一衛8国 アデン港に着いたのは︑
しちがつふつか

七時﹇▽ごぜ

十一鵬5圃 あれは七月二日の午後三

七月二日

﹇七時﹈︵名︶2

時でしたね︒

しちじ

鬼ごっこ⁝⁝⁝七十二 しちせんメートルいか ︵名︶1 七千

いわし雲・むら雲・おぼろ

雲は︑何れも巻雲より低く︑七千米

十一擢3

米以下

キンギョ⁝⁝：・七十二

七十年蝕り

﹇七十年余﹈

千早城⁝⁝⁝七十二

十二

︵名︶1

しちじゅうねんあまり

十四

十八
七十五

七十三
木下藤吉郎⁝−⁝・七

︹国名︺2

六目2

四目2

︹課名︺2

第十六

いうびん⁝⁝⁝七十五

三目7
しちじゅうご

十三

二973囹 ヨシヲサン︑モウ七時ス 三目8 十九 花火⁝⁝⁝七十五

七目4

しちじゅうさん

四目3

んしちじ
ギマシタヨ︒

三208園 もう七時かな︒
しちじかん ﹇七時間﹈︵名︶1 七時間

しちだい一しつ

760

﹇七代﹈︵名︶1

七代

以下三千米以上の所に浮かぶ雲です︒
しちだい

十二佃6図 七代七十齢年の帝都とし
て︑咲く花のにほふが如しとた＼へ

です︒

人

﹇七八人﹈︵名︶1

七八

それが七八人の人を乗せて︑

しちはちにん

十三1

し奈良の都も︑色移り香失せて年す
ロンドンの市中を走り廻った時︑市
目をみはった︒

民は︑始めて見る地上の怪物に驚の
七だん

でに久し︒

﹇七段﹈︵名︶1

﹇七難八苦﹈︵名︶3

七

まれた︒

七萬饒

場︒

いしつ・けんきゅうしつ︒こうぎし

えつらんしつ・きかんしつ︒きゅうけ

七萬の大軍に間まれては︑上しつ ﹇室﹈︵名︶13 室﹇▽いくしつ・
﹇七万余﹈︵名︶1

月城は一たまりもない︒

九886
しちまんよ

つ・こんちゅうしつ︒ちかしつ・ちん

れっしつ・てんたいかんそくしつ︒と

賊は其の勢七萬齢︑岩角を

傳ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗

十151図

韓信︑長劒を帯びて市中を

つてみるのだ︑家々の間を︒

行く︒

それが七八人の人を乗せて︑

十966図
十柵2

ロンドンの市中を走り廻った時︑市
民は︑始めて見る地上の怪物に驚の
目をみはった︒

四條・才望の橋はコンタ

顔を洗ひ︑すっかり室をさうちして

僕等の寝起きする室の中央

から︑朝御飯をたべます︒

には︑長い机があります︒

七521国

たのは︑室の窓ぎはに幾つも並べて

八燭3中へはいって︑先つ目に着い

此の室の中央に︑直裡四五米

あるガラスの箱でした︒

八㎜1

ぐらみの圓い池があって︑中にたく

次の室には︑ガラスを張った

さんの﹁いわし﹂が泳いで居ました︒

大きな窓のやうなものが順々に並ん

八柵9

で居て︑其のガラス越しに︑種々の

リート造に代り︑新しい大建築が市
﹇市長公邸﹈︵名︶1

天井の高い︑忙々とした室

てんじゃう

魚の泳いで居るのが見られました︒

は︑しんとして静かだ︒

九964

十一483

中でも︑市長公邸と︑取引

所と︑イギリス銀行とが取園む干場

ワトソンの室へかけ込むが

込みました︒

彼は︑急いで先生の室に飛

機械にかけ寄りました︒

早いか︑﹁︿略V︒﹂と︑どなりながら

十一487

別の機械を調べてゐます︒

ンが︑先生の機械と電線で連絡した

隣の室では︑助手のワトソ

は︑ロンドン第一の交通の難所であ

十一一佃2

市長公邸

しちょうこうてい

中至る所に聲えるやうになった︒

十一1211

七491国

しょしつ・もくろくしつ
てんこ
やがて朝の鮎呼も終って︑

﹇市中﹈︵名︶4 市中5え

じて一の木戸にせまり量る︒

しちゅう

どしちゅう・とうきょうしちゅう

長さ七百米︑幅七十米︑海

﹇七百文﹈︵名︶1

汽車は︑もう京城の市中を走

通
七

英雄墓はこ

歴史は長し七百年︑

﹇七百年﹈︵名︶1

九備9

けむしぬ︒

興亡すべて夢に似て︑

十一一485図圃

百年

しちひゃくねん

七重6園外にまだ手紙が七八通︒

三53歯面だん︑七だん︑八だん しちはっつう ﹇七八通﹈︵名︶1 七八

しちだん

とんだ︒

しちなんはっく

七難八苦
與へ給へ︒

九773園 願はくは︑我に七難八苦を

しやうがい

九896 七難八苦は︑もとより望む所
である︒

百文

しちひゃくもん

島に︑

面上わっか十五米に過ぎない此の岩

十一価8

九917 七難八苦の生涯は︑三十四 しちひゃくメートル ︵名︶1 七百米
七人

シュツパツセン

﹇七人﹈︵名︶1

歳で終を告げた︒

しちにん

二型ビマシタ︒
七年
ろうじゃう

四216ボクタチ七人ハ︑出呼線
﹇七年﹈︵名︶1

九828 前後七年にわたる長い籠城

しちねん

七分

﹇七分﹈︵名︶1

七百文下さい︒
しちふん

九襯10園

に︑尼子方は多く戦死し︑それに

大井川をしり目に掛けて渡り︑
七年

それから七分の後天龍川を越え︑

りやうしよく

置九鯉3

﹇七年前﹈︵名︶1

でんりゅう

糧食がとうく墨きてしまった︒

しちねんまえ

らう︒

﹇▽にじゅうしちしちょう

更に六分の後濱名湖の北角をかすめ
いへもち

そん

しちょうそん

前

七萬

る︒

ぎ給うたのは︑當時から七年前のこ

しちまん

十二研10 宮が︿略﹀︑將軍家茂に嫁

稻村崎︑名士の劒投ぜし古戦

七里が濱のいそ傳ひ︑ 十一504

いち早く播磨の上月城を占領 しちりがはま ﹇七里浜﹈︹地名︺1 七

﹇七万﹈︵名︶2
はりま

九881

して︑こ＼にたてこもった二千五百

七年目

里が濱

﹇七年目﹈︵名︶1

とである︒

十二464図圃

しちねんめ

率みる七二の大軍にひしくと取團

の尼子勢は︑程なく︑元春・千丁の

いなむらがさき

に︑やっと長い地下の生活が終るの

七958 土の中へもぐってから七年目

761
しつうはったつ一じっさい

と︑エジプトの古い文明を物語る遺

十一捌10團 カイロ博物館をたつねる

物が︑二十といふ室にぎっしりと陳
列されてゐました が ︑

在來何かの機會に爽掘され
せき

況が︑ラヂオで放送され︑全町の

﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の聲の實

しっく・する

疾駆

此の凱旋門を中心に︑十二
方へ射出する街路を︑氣早なパリー
子を乗せた幾十垂・幾百子の自動車
﹇日月﹈︵名︶1

實験

日月

明治三十三年の夏︑二人は︑

﹇実験﹈︵名︶6

が︑後から後から疾駆する︒
じつげつ

やがてピンセットでねぢをは

﹇疾駆﹈︵サ変︶1

人々が︑其の美しい聲を聞きました︒

だと思ふと︑前足の爪で︑しっかり
そこで︑考へた家主は︑厚い

とそれにしがみつきます︒
七並2
てしまった︒

板に書いて︑しっかりと釘で打附け
する

十一一151

七柵5此のテープの端々を︑見送る

九3010
さんで機械の穴に差込み︑小さなね

きしゃう

しかも︑

へうき

した︒

十132園

やがて電燈が消えると︑掛の

あの心界の悪い實験から︑

實現

験する

けん

︽ーシ︾

しつばい

八825 かうした苦心を重ねて︑佐吉
じっけん
は木製の改造織機を作ったが︑實験

﹇実現﹈ ︵サ変︶− 實

してみると失敗であった︒

じつげん︒する

其の判断決定が裁判であっ

現する ︽ーサ︾

て︑話法の趣旨は︑これによって實

十二儒2

現されるのである︒

しかし︑顔回は質問一つ

じっこう ﹇実行﹈︵名︶2 實行

せず︑すぐ會得して實行にか＼る︒

十二393園

口先だけで實行の伴なは

ない事は︑私には申し上げられない︒

十二糊4園

じっこう・する ﹇実行﹈ ︵サ変︶3 實

三千人の弟子の中︑顔回ほ

︽ースル・ー当為︾

十二306

行ずる

ど其の師を知り︑師の教を守り︑師

の教を並行することに心掛けた者は

なかった︒

さうして︑顔回なればこそ︑

禮を實行ぜよといふのである︒

此の最もむつかしい教を︑其のま﹂

十二383

其の實行方法として︑

大將が十歳の年︑一家は郷里

へ蹄ることになった︒

七備6

じっさい ﹇十歳﹈︵名︶2 十歳

﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

十一一377

實行方法

じっこうほうほう ﹇実行方法﹈︵名︶1

今日こそ其の實験の日です︒ 實行ずることが出來たのである︒
﹇実現﹈︵サ変︶1
︽ースル︾

じつげん・す

十一498

やがて三年目の夏がやって來ました︒

十一479

を始めました︒

五977天のうずめのみことは︑しつ 十一467 さうして︑氣味の悪い實験 十二376 あらゆる欲望にうちかって︑

人がエックス線の實験をする︒

十136

エックス線の實験が始ります︒

皆さん︑これから暗室で︑

立てて︑そこで滑走機の實験をしま

北カロライナ州の砂山のある所を見

九125

じっけん
あなたはまだお若いから︑

ぢ廻しでしっかりとしめた︒
十一7211園

しっかり努力なさったら︑きっと此
網の綱をしっかりつない

の研究を大成することが出來ませう︒

十一8611園

私は︑其の土をしっかりと

でおくんだぞ︒

十二欄6

握ってみた︒

︽ースル︾

たところでは︑石で築いた室や石

十二伽10

くわん

人々と見送られる人々が︑しっかり

しっかと

持合って︑互に別れを惜しむのです︒

棺が現れ︑

糟書の名作が室から室へぎっしりと

十二悩9 フランスはもとより︑欧洲
並んでみる︒

﹇四通八達﹈︵名︶1

十一一悩9室から室へぎっしりと並ん
でるる︒

しつうはったつ

十二齪9 ベルリンを中心に︑國内に

四通八達

四通八達の自動車道路が開かれ︑自
﹇確﹈︵副︶1

動車がすばらしい勢で疾走する︒
しっかと

十株

かりする ︽ーシ・ーセイ︾

十744 彼の髄は︑旗のひもで︑しつ しっかり・する ﹇確﹈ ︵サ変︶5 しつ
﹇十株﹈︵名︶1

かと欄干に結び附けられてみる︒
じつかぶ

かりした氣性で︑

僕は︑割合にしっかりしてゐ

十二216 さうして︑此の楊樹・柳樹

た︒

る一本の董を握って︑ぐっと引張つ

九699

んなお方でした︒

シッカリ

し

の十株か二十株生ひ茂る所には︑大
﹇確﹈︵副 ︶ 1 0

てい農家が四五軒かたまってみる︒

つかり

しっかり

肢もしっかりして來ました︒

す

九佃2

四228圏 シッカリ︒

助左衛門︑半生の志士現
するの近きにあるを喜びたりしが︑

じつ

明治五年︑未だ其の成るを見ずして
死せり︒

昭和十年の六月の或夜︑ じっけん・する﹇実験﹈︵サ変︶1實

﹇実況﹈︵名︶1

實況

市政上の意見もしっかりし

十二冊1図

九663

じっきょう

た實にえらい人だ︒

彫工6囹

四888園 シッカリヤッテ來イヨ︒ 十831圏しっかりせい︒
五脳2 よく見ると︑二匹とも︑口に
は︑敵兵の軍服の切れはしを︑しつ
かりとくはへて居ました︒

七968 木とか草とかに上って︑安心

じっさい一じっと

762

九754囹十歳の時︑軍に出て敵の首
て土人等を些し︑林藏を救ひ出しぬ︒

←ちゅうせいしっそ
しっそ
東郷元帥の家は︑質素な︑古

疾

御殿とは申せど︑質素なる

﹇疾走﹈︵サ変︶1

更にベルリンを中心に︑國

走する ︽ースル︾

しっそう・する

今も其のま＼に舞せらる︒

平屋にして︑行幸ありし時の玉座︑

十510図

い木造建であった︒

寄託3

じつセンチメートル ︵名︶1 十三
を取った程強いお前のことだ︒
じつ
じっさい ﹇実際﹈︵名︶3 實さい 實
六865 もう十糎も積ったらうか︒
さい
しっそ
しっそ ﹇質素﹈︵形状︶2 質素 質素
際實際

八883 佐吉は︑夜通し考へた事を實
さいに作らせようと思って︑元日と
も知らず飛込んだのであった︒

方でしたが︑弟は︑理くつよりも︑

九123 兄は︑何でも理くつで考へる
髪際の物を作るのが得意でした︒

じっさい

と規定してあるが︑的弓の事件に當

十二価2例へば︑民法に﹁︿略﹀︒﹂
十二槻10

内に四通八達の自動車道路が開かれ︑

つては︑ほんたうにさうした不法行
爲があったかどうか︑︿略﹀を判噺

實地

樺太は島なりや︑又大陸

からふと

﹇実地﹈︵名︶1

ジットシテハヰラレマセン︒

何所粁モアル大洋ヲ︑ヒトリ

日中︑ジツト海底ニモグツテ居ルコ

デ乗りキルコトモ出馬ルシ︑又︑一

六帽3

トモ出來ル︒

三802さうして︑まつさをな水の
とかんがへこんでゐました︒

上をじっと見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂

たと思ふと︑騰は完全にぬけ出しま

動かないで居ますが︑やがて起直つ

四433しかし︑じっと月を見つ 七982 しばらくは︑其のま＼じっと
めてゐますと︑月は動かないで︑

一人の青年が︑毎日毎日機械

かうなっては︑とてもうちに

女の子は︑たゴじっと見まも

つてみたが︑やがてかの小さなねぢ

九2610

じっとしてゐられない︒

九31

入って居るのであった︒

械の前にすわって︑じっとそれに見

館に去ては︑そこに陳列してある機

八802

た︒

そこに立止って︑じっと見つめまし

八693 ﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑彼は

す︒

雲が大急ぎでとんで行くやう
にも見えます︒

四463すると︑月は枝の間に
じっとしてゐますが︑雲は
さっさと走って行きます︒

サウシテ︑ソノマ・ジツトシ

四髄6 天人は︑悲しさうなかほ
をして︑じっと空を見上げまし
た︒

五767

親山羊の白いひげの下を︑一

テ︑動カウトモシマセン︒

六448

足をかげながら︑私たちをじっと見

回心は︑それをじっとふみこ

を見つけて︑﹁︿略﹀︒﹂

川端の石に腰かけて︑乱し方

今どれか一つの星を︑東にさ

毛櫛で手入れをしたり︑肢を

ひづめ

ても︑じっとおとなしくしてゐます︒

あげさせて蹄の裏をさうちしたりし

九梱10

けぐし

からじっと見てゐますと︑

し出た軒端にすれくに當てて︑下

九皿10

の面を眺めた︒

行末を思ひながら︑鹿介はじっと水

九906

んで︑思はずよろよろとする︒

たへたが︑片足が洲の端にすべり込

かう思ひつくと︑僕は︑もう 九816
じっと空を見て居ると︑小鳥

じっとして居られなくなった︒

六505

匹の子山羊がくゴり抜けて︑柵に前

の一部なりや︑世界の人の久しく疑
たん
問とする所なりしが︑其の實地を探
けん

ました︒

﹇十町﹈︵名︶1

に我が間宮林藏なり︒

じつちょう

六874

が︑闇黒も幾群も︑悲しさうな聲で

十町程も行きていよく心

鳴きながら︑飛んで行きます︒

九捌7図

十町

検してこれが解決を與へたるは︑實

十一929図

じっち

自動車がすばらしい勢で疾走する︒
﹇実際問題﹈︵名︶！

せねばならぬ︒

實際問題
裁判は︑要するに國法の規

じっさいもんだい

十一一悩10

定を雲際問題に撃てはめることであ
る︒

﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひまし

しつしつ ︵感︶1しつ︑しつ
六佃5園
たが︑

を決し︑刀を抜きて切りか＼れば︑

さびしい本堂の柱にく＼り附

此の度は笛を吹止めて︑ふりかへり︑

しっしん・する ﹇失心﹈︵サ変︶1 失

六㎜2
﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

︽ーシ︾

ジツト

けられて︑じっとして居る間に︑雪

かまれては︑かはいさうだと

舟は︑いろくと考へ覗けました︒
ワラハナイデ︑ジッ 六備6

ジット

十553 まるで失神したやうに︑彼は

︵副︶36
デモ︑

じっと

つ︒﹂と追ひましたが︑ふしぎに︑

トガマンシテヰマシタ︒

二423

じっと

じっと

神する

そこに突立つたま＼︑沖の方を眺め
てるた︒

しつ・す﹇叱﹈︵サ変︶2叱す︽一
シ︾

ねずみは︑じっとして動きません︒

思って︑和尚さんは︑﹁しつ︑し

ノコトヲ思フト︑

ユフベ買ッテイタ︑・イタ

キンギョ

呈 し ていはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒ 三725

十一978図 折よく同行者の一人來り

十949図

763
しっとり一じつは

じっと下をのぞき込むと︑
さんごせう

時々ちらりと︑底の珊瑚礁が︑高山

十3110團

植物の花か何かのやうに浮出して見
えます︒

十445 河井君は︑じっと目をこらし
た︒

じっと落ちて搾る水に眺め入

十467しかし︑河井君はだまった
ま＼︑
つた︒

十634二人は︑じっととんぼを見て

其の停学な様子を︑僕は立

てるるをぢさんを思ひながら︒

十二922
さう思ひながら︑修行者は︑

止ってじっと見つめてみた︒

十二柵7
じっと其の物すごい形相を見つめた︒

露に打た

もうじっとしてはみられな
しっとり

今朝もしっとり

︵副︶2

十二欄6
い︒

しっとり

八622囲

れて︑うつぶした花の重さ︒

が實は胴で︑胴から足が出ないで︑

朝︑神社の森で聞いたかんこ鳥の聲

十一757園

北海道の味もい＼が︑今

頭から足が出て居るのださうです︒

九178 其の最初といへば︑ライト兄
ないし
弟の苦心に成った十二秒乃至五十九

林藏なり︒

十一931図

其の實地を探検してこれ

たんけん

は︑實によかったよ︒

秒の飛行で︑これが實に飛行機にお
きろく
ける人類最初の輝かしい成功記録で

十一m7

こで天人が舞ってみるなどは︑實に

月の世界に都があって︑そ

が解決を與へたるは︑實に我が間宮

あったのです︒

朝日に輝く軍艦旗が︑海風に

美しい想像ですね︒

九392

日本刀の精神的意義は實に

鐵器時代といへば︑かうし

虫垂口といはれるだけあって︑埠

其の遺物は殆ど無敷といへる︒

時代まで温いてるるわけで︑二って

た古い時代から︑實に今日の我々の

十ニー34

こ＼にある︒

十一梱11

ことなりとす︒

國に行はる＼は︑實に此の時よりの

る﹂ものにして︑一切経の廣く我が

これ世に正眼版と直せら

ひらめきながら︑しっくと上って

十一冊3図
封岸のうすもやの中に績く

行くさまは︑實におごそかである︒

九625圏

果なき町︑なるほどアメリカ合衆國

みだれは

の表門といはれるだけあって︑實に

すぐは

其のしっとりと滑らかで底

光りする鐵の色︑直刃・齪刃の刃

何ともいへない壮観です︒

十一柳3

文の美しさ等に至っては︑筆舌のよ

みる︒

下描9 砲手は両足を躇張り︑捕鯨砲
くするところではない︒

なまり

を下腹の邊に構へて︑じっと鉛色

東京から大阪へ飛行機で

の水面をみつめる ︒

九爾5

かう考へるだけでも實に愉快だ︒

頭は實に堂々たるものでした︒

サイパンは︑さすが南洋の

のは︑實にこの金剛・那智でありま

げんくわん

十253団

した︒

き甲號功章を︑始めていたゴいた

かふがうこうしやう

五衰7 軍犬の金鶏動章ともいふべ

きんしくんしやう

十一139 兄が史記を燐んでみるのを︑じつに ﹇実﹈︵副︶27 實に
そばでじっと聞いてみて︑兄より先
に逢えてしまふ程でした︒

が ら ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂さすがに子供は︑じ

十一212 尼さんは子供の髪を撫でな

市政上の意見もしっかりし

十603秋の空は實に高い︒

十備6園

ある︒

あらゆる生命の源泉である

だけに︑それは又實に偉大な存在で

十二捌4

といはねばならぬ︒

十455園小さいが︑實にい＼瀧だね︒ 十二籾4 裁判は實に︑正義を保護し︑
秩序を維持するための大事な仕事だ
六605

靖國神社の青銅の鳥居は︑

た實にえらい人だ︒

しやうとく

の御文章であった︒

それは︑聖徳太子が御父 十二欄11 宮の御文は︑實に言々血涙

七撹1園實はその︑外でもありませ

じつは ﹇実﹈︵副︶9 實は

動かして︑いろく攣った音聲を出

ます︒

金の通知が來て居ないやうでござい

んが︑今年は︑私のうちへ︑まだ税
すが︑考へてみると實に不思議だ︒

十一436園人間は︑くちびるや舌を

結晶であり︑

せられたもので︑實に太子御孝心の

君用明天皇を追慕し給ふ齢りに作ら

十一309

の汽車に乗れて︑實に嬉しい︒

大阪は︑實に日本第一の工業 十欄4 一度乗って見たいと思った此

ハワイは實に明かるい所であ
﹁あぢ﹂は水中に居ると︑實
﹁たこ﹂といふ物は實に妙な
物で︑あの普通に頭といって居る所

警衛9

に氣のきいた魚です︒

八槻4

る︒

八梱3

す︒

都市で︑各種の工業がはなはだ盛で

七635

實に大きいものだ︒

六梛9園

れまでにない大難であった︒

實に︑我が國にとっては︑こ

つと聞きながら目を伏せてみたが︑
さや

十一梱8 鞘を彿って︑じっと眺めて
一脈の氣醜がりんとして身

きはく

みると︑どこから重るか︑どこから
湧くか︑
に迫るのを魔える ︒

十二5710園 かう廣げて︑此の金物で
じっとしめるによって︑要もとしめ
てでござる︒

十二618園かう廣げまして︑此の金
物でじっとしめます︒

十二785圃 なつかしい柚子のかをり︑
私はじっと梢を仰ぎ見た︑ 今は
部隊長になって︑ 遠い戦地に行つ

じつぱ一して
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八爾1 ﹁たこ﹂といふ物は實に妙な
物で︑あの普通に頭といって居る所

じっけん

は木製の改造織機を作ったが︑實験
しつぼい

してみると失敗であった︒

模型飛行機はりつばに飛んだ

のに︑江沼はとうく失敗に終りま

九112
した︒

頭から足が出て居るのださうです︒

が實は胴で︑胴から足が出ないで︑

くといふのも︑實は我我の住んでゐ

九悩8 しかし︑かういふ風に星が動

十佃10

しかし︑顔回は質問一つ
冗用

﹇実用上﹈︵名︶1

實

大名﹁如何にも大きな末

何程でござらうか︒

前は海近くして︑守かたけ

シテ して←またし

廣がりぢや︒して︑あの書附に合は

十二608囹

せてみたか︒

れば︑

九39

したん

こくたん

御調は紫檀にも黒檀にもあ

質素なる平屋にして︑行幸

天地清明にして静かなり︒

劒を帯ぶ︒

身艦長大にして︑好んで

ありし時の玉座︑今もそのままに秤

十61図

らずして︑たゴ黒きぬり机なり︒

十53図

きQ

上を思ひ︑部下をあはれむ心深かり

九重10図 勇氣に滞ちたる軍人にして︑

幸にして日は長い︒

八643図

ても・をして

して ︵接助︶3一

すっかり失望した清少納言は︑

﹁︿略﹀︒﹂残念ながら︑かう御返事申

だが︑世間はすっかり失望し

し上げる外はありませんでした︒

十観8
てしまった︒

用上

せらる︒

十襯2図

十9610図園
に︑美観は︑日本刀の持つ一大特色

十一鵬9
である︒

水路きはまるが如くにし

てまた忽ち開く︒

十﹁524図

高き山のふもとに大鳥居を望む︒

十価6図行くことわっかにして︑小

野猿の叫びを聞く︒

やゑん

四邊静かにして︑たまく

しつれい
﹇失礼﹈︵形状︶2 失歩

さっきは︑お使とも知らず︑
失禮ながら︑今︑お名をさ

して其の方々はどこにおい

イ

ツ

沈着にして熟練なる我が

むるばかり鮮かなり︒

十一572図

砲員の打出す砲揮は︑

サミ

ジンヰ

ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人選ノ能ク

モト

冠者﹁さてく︑書附に 十一602三四 ︻二天皇陛下ノ御稜威
合って嬉しうござる︒して︑償は如

十二581園

ででございます︒

九糊9園

れる理由は︒

七854園して︑長いのがよいと言は 十一528図夏は山海皆緑にして目ざ

して︵接︶4して

し上げます︒

六323園

しつれい

まことに失禮な事をいたしました︒

しつれい

六33園

しつれい

十価1図

かうした實用上の償値の外

じつようじょう

のは︑實用にたへないから︑

つて直ちに折れたり曲ったりするも

如何に鋭利な刀でも︑斬合

﹇実用﹈︵名︶1

せず︑すぐ會得して實行にか＼る︒

十二393園

してくれることがある︒

いろく質問もし︑それで予を四囲

十二391園他の弟子は︑教について

かうして︑此の日の試験は失 しつもん ﹇質問﹈︵名︶2 質問
計書は何べんか立てられ︑工

十ピキ

事も失敗をくりかへしましたが︑し

十櫨9

敗に終りましたQ

九146

る地球が廻るから︑さう見えるだけ
のことですが︑

の小山ですが︑實はたくさんの島が
﹇十匹﹈︵名︶1

かしとうく出來上って︑

十分

のに︑實物はとうく失敗に終りま
した︒

﹇十分﹈︵名︶2

しつぼ
すばらしい尻尾だ︒

︽ーシ︾

十一㈱1

一二三四五六七八九じつよう
干物

ラングレーは︑その後一生け

﹇実物﹈︵名︶2

九109

じつぶつ

十十ピキヰマス︒

一447

じっぴき

十317困 遠くで見た所はた〜一績き
集ってみるのです︒

十㎜7園 それ程︑そなたが思ひ込ん
でるたのに︑實は十四日の夜︑人を
やって雪を取捨てさせたのです︒

十酸3 あの細長い地階は︑地圖で見

さていよく試験をしてみると︑う

んめいになって引物を作りましたが︑
まく行きません︒

しけん

實は爾大陸をつなぐ火山地帯で︑至

れば何でもないやうに見えながら︑
る所岩だらけ山だらけなのです︒
記を研究したい考はあったのですが︑

十一722園 私も︑實は早くから古事 九112 模型飛行機はりっぱに飛んだ

十一旧5園實はその︑今ちよつと門

じっぷん

八分︑十分︒

あなたは演

七爾6

時計を見つめて居ると︑八分︑

口で聞いたのですが
奏會へ行ってみたいとかいふことで

着旧5

タベナガラ︑トキドキシッ

﹇尻尾﹈︵名︶2

やうな氣がする︒

しっぽ

十一脳8

ポヲフッテヰマシタ︒

二36一

しつぼ
シッポ 尻尾

九分︑十分︑いたづらに時間が長い

したね︒

十二悩4 それが太陽の野盗と呼ばれ
るもので︑見たところ胡麻粒のやう
十羽

だが︑實は地球より大きいのがあり︑
﹇十羽﹈︵名︶1

八38 時には十羽二十羽も︑ずらり

じつぱ

と並んで居ることがあります︒
しつばい

画する

しつぱい ﹇失敗﹈︵名︶4 失敗 失敗 しつぼう・する ﹇失望﹈ ︵サ変︶2 失

八826 かうした苦心を重ねて︑佐吉
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してい一じどうしゃ

スベキニアラズ︒

十一856 幸にして此の頃は︑割合な
ぎの日が多い︒

でたりと知るべし︒

十二761図次いで城に入らんとする
に︑不幸にして敵兵に嚢見せられ︑

は︑美術館や動物園があり︑又木

十一槻11

四・六粁

ジテン

三目10

じどうしゃ

中房温泉から四・六粁と記

︵名︶1

くわだん

立や︑池や︑運動場や︑廣い花壇が

びじゅつくわん

におもむくのも︑︿略﹀︑一つには國

あります︒

語の力があづかってみるといはなけ
ればならない︒

泉の水をおほめになって︑﹃︿略﹀︒﹄

をのこやも空しかるべ 十422園歴史によると︑天皇は此の してんろくキロメートル
と仰せられ︑篤農を養老とお改あに

十一9311図 北端に近き一図部落にし 十二9910図圖

て山上憶良の作である︒

やまのうへのおくら

き萬代に語りつぐべき名は立てずし

萬代に傳ふべき名も立てず

﹇自転車﹈︵名︶3

と︑やっぱり昔から水だつたのだ︒

自動車

自動車

︹課名︺2

二十一

しゃ

昂のりあいじどうしゃ・ポンプじどう

自動車

ン車ガ︑サウナッテヰルコト

く︒

緑の芝生に腰をおろして讃

しばふ

自動車ノコシャウデス︒

チノ前二︑自動車が止ッテヰ

八302圃 小僧さんの自汽車が後に績 三932 トチュウマデ來テ︑フト
見ルト︑チャウド正雄サンノウ

ヲ思ヒ出シマシタ︒

三924 二十一 自動車
車自轄車
三967私謁︑オトウサンノジテじどうしゃ ﹇自動車﹈︵名︶35

じてんしゃ

した道標が立ってるる︒

て︑土人の家わっかに五六を敷ふる

十二㎜4
して空しく死すべきであらうか︒
ばくまつ

心動揺し︑

十二柵3図

なったことになってみる︒して見る

のみ︒

十一田9図 ナニヲーより北︑波荒く
して舟をやるべからず︒

そうしょ

﹇師弟﹈︵名︶2

死せり︒

してい

其の後︑宣長は絶えず文通 十一768

マシタ︒

サウシテ︑自動車ノウシロ

ヲヂサンタチ三人

ハ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑自動車ニノ

三985

持ッテ來テ︑トリツケマシタ︒

ニツケテアッタ︑別ノ車ヲ

三976

ンガ︑立ッテヰマシタ︒

三946 ソノ自動車ニノッテ來タ
ラシイ︑三人ノ知ラナイヲヂサ

三針1囹
指貼す

書に齢念のない転生もあれば︑自轄

こほりやま

﹇四天王寺﹈︵名︶3

四

大極殿の跡はるかに指鮎

﹇指呼﹈︵サ変︶1

してんのうじ

羅城門の跡今も残れりといふ︒

すべく︑南の方郡山の町の東に︑

十二価8図

︽ース︾

してん・す

てるる一群もある︒

車を止めて野球試合の放送に聞入つ

孝和の門下には幾多の人物

して眞淵の教を受け︑師弟の關係は

︽ーサ︾

今日これらのものが︑或は
しせき

﹇指定﹈︵サ変︶1

はいよく進境を見せた︒
する

してい・する

十ニー63

指定

が出て︑師弟相承け相縫いで︑和算

十二m11

日一日と親密の度を加へたが︑

十一7311

師弟

十二柵4図未だ其の成るを見ずして

に力むるとともに︑

しかも彼屈せずして募集

十一954図樺太は島にして境を接す 十二価1七時あたかも幕末にして人
る國土なく︑
しょせき

十一柵8図 一切纏は︑佛教に上する
書籍を集めたる一大叢書にして︑此

の教に志ある者の無二の寳として貴
ぶところなり︒

にあらず︒

十一価9図囹 没する所は一にして二

宿志の果さる＼も近きにあらんとす︒

十一備6図 其の効果空しからずして︑

る＼ものにして︑一切纏の廣く我が

十一佃2図 これ世に鐵眼版と稻せら

ひのかは

國に行はる㌧は︑實に此の時よりの
ことなりとす︒

十二38図圓此の川は古の簸川にし
て︑かのをうち退治の学説あるは︑

博物館に保存され︑史蹟や國寳など

天王寺

此の川の川上なり︒

に指定されてるるのがあるのは︑

ずっと南にある住吉神社︑又 三988

四天王寺

﹁ブルく︑ブルく︒﹂ト︑

リマシタ︒

十二499実年の頃二十鯨りにして︑

七703

七64図

すみよし

してみると︵接︶2してみるとし
て見ると

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武
士︑

自動車ハ動キ出シマシタ︒

自動車ガウナリ出シマシタ︒

﹁ブッブウ︒﹂自動車ハ走ッ

日本最初の寺といはれる四天王寺な

三996

若し國語の力によらなかった

三998

テ行キマス︒

ど︑何れもゆるしよの古い神社やお

四天王寺に近い天王寺公園に

ら︑我々の心は︑どんなにばらく

七707

寺です︒

一旦緩急ある時︑國をあげて國難

いったんくわんきふ

になることであらう︒してみると︑

十二706 今日に見る優美にして堅固 九三4
極まりなきものに造り上げた︒

しのあがるを見ば︑幸にして城を出

十二745図園若し向かふの山にのろ

じどうしゃぐん一しどろもどろ
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三㎜1

私タチハ︑自動車が見エ

ナクナルマデ︑立ッテ見テヰマ
シタ︒

央が車道といって︑電車や自動車が

六出5圏大都會では︑旧い通は︑中
通る所になって居り︑

六御9園 自動車の多いことは︑驚く
ほどだよ︒

七719 市内には︑自動車が走り︑電
車が走り︑地下鐵道も通じて居ます
が︑

九搦10

みぞのやうな街路を︑きゆう

くつさうに自動車が走ってみる︒

十255国町のガラパンも思ったより
大きく︑りっぱで︑大通には自動車

を直明して︑世界の工業界に名を

さきち

とゴうかした豊田佐吉其の人であっ

的

自動

それは︑たて綜が切れ＼ば自

じどうてき ﹇自動的﹈︵形状︶2

比の自動織機を獲明した︒

大正十三年︑彼は遂に世界無

とよだ

方へ射出する街路を︑氣早なパリー

た︒

﹇自動車群﹈︵名︶1

八847

子を乗せた幾十皇・心像皇の自動車

更にベルリンを中心に︑國

が︑後から後から疾騙する︒

十二撹9

自動車群

動的に運轄が止り︑よこ綜が無くな

八848

れば自動的にこれをおぎなふ仕掛に

十二851

すばやく歩兵・砲兵・工兵の乗移る

戦車群の猛進におくれじと︑

じどうしゃぐん

も通ってゐます︒
内に四通八達の自動車道路が開かれ︑
ほさう
十3210囲長い突堤の鋪装道路を自動 自動車がすばらしい勢で疾走する︒

那智騨より︑自動車を駆つ

車で走る愉快さ︒

十欄4図
騨前には︑馬車や自動車がた

て那智山に向かふ︒

十旧7

それは︑︿略V︑よこ綜が無く

あらゆる人間のちゑをしぼり︑

︽ーゲ︾

十㎜6

る

しと・げる ﹇為遂﹈︵下一︶1 しとげ

憂を取扱ふことが出來る︒

になって居る機械で︑一人で四五十

なれば自動的にこれをおぎなふ仕掛

八849

なって居る機械で︑

夕方︑迎への自動車が來た︒じどうしゃこや ﹇自動車小屋﹈︵名︶1

自動車群が績く︒

十一424

くさん往き來してみる︒

八75 汽車や自動車もかなはぬくら

﹁えぞまつ﹂﹁とゴまつ﹂の

﹇自動車道路﹈︵名︶

先づ︑自動車小屋が︑見る間

自動車道路
更にベルリンを中心に︑國

みに此の文明的大工事をしとげたの

機械といふ機械を使って︑︿略﹀︑巧
﹇自動車部隊﹈︵名︶

しとく

も
萌えて明かるい若草に︑

大男の彼は︑鹿介を力で仕止

︽ーメ︾

︵形状︶1

しどろもど

言葉はしどろもどろである︒

十一一伽2 かう込入ったことになると︑

ろ

しどろもどろ

めようと思ったのである︒

九引3

る

しと・める ﹇仕留﹈︵下﹁︶1 仕止め

しとく︑細い雨が降る︒

六擢3圏

しとしと

です︒

内に四通八達の自動車道路が開かれ︑

自動車部隊

じどうしゃぶたい

1

十二814 我が自動車部隊では︑砲兵
えんご
がすでに放列を布き︑其の掩護射撃

自動織機

のもとに︑歩兵・工兵が散開して前
進を感けてみる︒

︹古名︺2

自動織機

自動織機
第十四

第十四

じどうしょっき

八目2
八796

﹇自動織機﹈︵名︶2

此の青年こそ︑後に自動織機

じどうしょっき

八815

自動織機

︵副︶1

自動車がすばらしい勢で疾走する︒

十一一撹9

1

じどうしゃどうろ

に焼けた︒

六器7

自動車小屋

十一816

こぬま

動車で東へ走ると︑途中に隻三皇が

さうこだい

原始林の間に開かれた高原の道を自

みの速さですから︑幾駈落の海を一

氣に飛ぶことも︑決して不思議では
ありません︒

八301鵬 すれ違ひに 自動車が來る︒
ある︒

かふ︒

九571国 自動車は︑川瀬のやうに績 十一鵬10 自動車で豊原市外小沼に向
いて走ってゐます︒

十一酩7国私たちはスエズから約百

の古都をたつねました︒

百十五粁の道を飛ばしてカンディー

十一轍9囲直ちに自動車をやとひ︑

來て︑自動車に乗れとす＼めます︒

十︸襯8困時々マレイ人が近寄って

甲田山を目ざして進んだ︒

かふだ

つ
九602國 自動車の目まぐるしさはも 十一捌7 郊外に出ると︑自動車は
は八
かうか

ちろん︑地下には地下鐵道︑街上に
は高架鐵道が︑すさまじいひゴきを
立てて走ってゐます︒

九川5 時には砂ぼこりをあげて自動
車も走る︒

ふものは︑自動車を細長くして︑そ

九衛8 何のことはない︑旅客機とい

三十粁︑自動車で沙漠を走ってカイ

さばく

れに大きな翼を附けたものと思へば

自動車で走ると︑幾千・幾

よい︒

十二擢6

ロの都をたつねました︒

ごはん

萬とも知らぬ美しい窓が︑我々の心

九欄2 湖畔の家︑道路を走る自動車︑

をそそる︒

此の凱旋門を中心に︑十二

すべてが玩具のやうに小さく︑玩具

十二旧9

のやうに美しい︒

九榴5 自動車が飛ぶ︒
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な

し

な

とう か う み ん か う

つた高い域にまで進むことが出干た

孝和は︑又︑︿略﹀正多角

のである︒

十二柵6
形に止する算法を考案し︑これを角
術と適したが︑かういふものは︑も
ちろん彼以前支那にも日本にもなか
品

その上︑つけて居た荷物の

﹇品﹈︵名︶2

つたところである︒

しな

五491囹

もしく︑お役人様︑それ

品までいひあてました︒

五521園

なら︑荷物の品をどうして知って居
市内

川水は︑市内幾十といふ堀か

﹇市内﹈︵名︶7

るのでございませうか︒

しない

ら堀に通じ︑川と堀とは︑まるであ
みの目のやうに組合って居ます︒

まをか

ほん

大泊は︑一面また西海岸の眞岡や本

かうして︑彼は先づ支那傳

しなでんらい ﹇支那伝来﹈︵名︶1 支

那傳來

と

斗と共に漁業の中心地で︑さすがに

しなう
一度しなった粟の董

しなのいんしょう

︹課名︺2

支那の印象

支那の印象

十二目5

印象

二心ー66

支那の

右手に見下す斜面に咲績く

んばい﹂︑小さいのが﹁みやまきん

黄色い花は︑大きいのが﹁しなのき

十一悩10

しなのきんばい

しなのきんばい ﹇信濃金梅﹈︵名︶1

第四

第四

が︑

らはす筆算の方法に改めたのである

來の算木による方法を︑紙に書きあ

十二欄11

市内に住む家族たちは︑日

市内は活氣がある︒

十二撹11

すると︑

﹇擁﹈︵五︶1

曜日に多く郊外に出かける︒

︽ーッ︾

しな・う
五652

が︑はね返るひやうしに︑小さい神
様のおからだは︑ぽんと空へとび上
りました︒

﹇品川大膳﹈︹人名︺
だいぜん

な

ぼうげ﹂であった︒
しなの
しなのまる ﹇信濃丸﹈︵名︶1 信濃丸

敵方に︑品川大膳といふ荒武

品川大膳

だいぜん

しながわだいぜん

1

九7710

し

者がみた︒
し な
﹇支那官吏﹈︵名︶1 支那

しなかんり

官吏

﹇品物﹈︵名︶11 品物

の報告あり︒

しなもの

かうして︑多くの品物が︑自

由自在に集ったり散らばったりする

七656

ので︑しぜん大阪が一大商業都市と

して爽達したのです︒

ところで︑同じ品物でも︑時

にねだんが高くなったり︑安くなつ

八欄4

人に品物を見せてゐます︒

が﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑大勢の

せり市へ行って見ると︑商人

たりします︒

こはけた＼ましい支那人の叫びで一

八佃8
ぽいです︒

さて埠頭に下りると︑そ

丸より︑無線電信にて﹁︿略﹀︒﹂と

こ＼に支那官吏の出張所十一553図 明治三十八年五月二十七
せうかんしなの
みつぎもの
日午前四時四十五分︑我が哨艦信濃

あり︑各地の人々來りて貢物を捧

市内には︑自動車が走り︑電 十一9711図

車が走り︑地下鐵道も通じて居ます

七719

十二備7 支那では︑古來算木といふ

げ︑かつ交易をなす︒

な

が︑川や堀に幾千といふ船が通って

し

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

な

﹇支那人﹈︵名︶3
し

ハワイには支那人も西洋人も

支那人

居るのは︑大阪でなくては見られぬ

支那人

しなじん

開立等の算法を行って來たのである

景色です︒

カリフォルニや州の南部は︑ 八槻8

みるが︑我々に珍しいのは︑色の赤

九534囲

日本人が早くから來て農業を螢んだ

樺太の玄關口といはれる

げんくわん

午後は︑僕が案内役になつ 十一柵9囲

を︑しみぐと感ずる︒

と︑やはりこ＼は外國だといふこと

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる

どこからか聞えて黙る支那人

そろばんといふものが考案され︑流

屋上へ出ると︑市内が一目に

八悩1

黒い︑背の高い土人である︒

十一欄4

て︑市内の見物に出掛けた︒

十一761

見えて︑すばらしい眺だ︒

十142

人町があります︒

ですから︑市内には︑りつばな日本

所で︑ロスアンゼルスは其の中心地

支那の敷學が未だかつて及び得なか

よる代敷學であって︑これによって︑

十二欄10 鮎窟術は︑要するに筆算に

してみたのであるが︑

また我が戦國時代には︑すでに輸入

算法を學ぶとともに︑そろばんをも

十二旧6 日本は︑支那の算木による

蒸し始めた︒

十二研1 ところで︑支那では其の頃

が︑

學を學んだ︒

十二描7 我が國は︑もと支那から敷

那へ渡ったこともあり︑

十二9911 憶良は︑遣唐使に從って支 七644

けんたうし

るのが支那である︒

十二215 どこへ行っても︑楊柳を見

つたものや攣った名前がある︒

橋路だの︑胡同だの︑支那だけに攣

こどう

十ニー97 此の外︑東暴民巷だの︑天

りき︒

みにて︑學者其の得難きに苦しみた

慣せるもののわっかに世に存するの．

十一桝1図 されば古は︑支那より渡

かけます︒支那だなと思はせました︒
し な

し

は︑私たちの船に向って大書に呼び

十一鵬2団 時折ジャンクが近づいて

←みなみしなかい

しな ﹇支那﹈︹地名︺11 支那 支那

しな一しなもの

じなり一しのぐ
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ける人がないと︑其の品物は︑﹁二

八㈲3 もうそれ以上高いねだんを附
十鏡︒﹂と言った人の手にはいりま
す︒

八椥4 つまり其の品物は︑一番高い
ねだんを附けた人に費られることに
なるのです︒

多く並んでみるとします︒

心証7 同じやうな品物を費る店が︑

八㎜8 品物を買はうと思ふ人は︑大
一番安く則る店

ていあつちこっちと店をたつねて︑
ねだんを問合はせ︑
で買ひます︒

軍の中にとびこみ︑死物ぐるひで︑

﹇死別﹈︵下一︶1

死

まことに死物狂ひの職であっ

かみつきまはりました︒

九862
た︒

しにわか・れる
ふちはらののぶたか

大きくなって︑藤原宣孝

別れる ︽ーレ︾

十一145
の妻となりましたが︑不幸にも早く
死人

恐るく近寄って見ると︑死

﹇死人﹈︵名︶1

夫に死別れました︒
しにん

七192

︽ーナ・一

人と見えたのは︑ふすまにかいた圭里
であった︒
死ぬ

二・ーヌ・ーン︾﹇▽やけしぬ

し・ぬ ﹇死﹈︵五︶22

とうさんも︑おかあさんも死ん

三⁝⁝⁝5住んでみた家もなく︑お

には︑品物のねだんは高くなります︒

八川3 品物が少くて買ふ人が多い時

には︑品物のねだんは高くなります︒

そんなに代々舟の上で死ん

たゴ自分は隼人であるから︑

たちまち五六千人も死んだ︒
七336

一生の思出に︑心ゆくばかり笛を吹
渡し賃が高いといって︑↓

いてから死にたいと思った︒

七三2園

人で越した程の人だから︑此の大金
が無かったら︑氣が違って死ぬやう

いよく無い時は︑川へ飛

な事になるかも知れない︒

七佃9園

込んで死んでしまふつもりだったの
です︒

たゴあの小さい髄で長い旅行

ばたく死んで行きます︒

配した︒

十二323個月死んだのではないかと心

先生よりも先に死んでしまった︒

十二411 只略﹀︒﹂と言った顔回が︑

大君のお側で死なう︑かへ

りみはしない︒

十二977

は生まれてもやがて死ぬ︒

十二佃9花は咲いても忽ち散り︑人

どうせ死ぬべき此の膿を

捨てて︑永久の命を得ようといふの

十二紹1囹

だ︒

し・ぬ ﹇死﹈︵ナ変︶3 死ぬ ︽ーナ・

一二・ーヌル︾

を績けるせみか︑途中で死んで蹄つ

八107

て來ないつばめも︑かなり多いとい

八656図大立試みに敷匹の馬を追落

み

山行かば草むすかばね︑

大君の

︽一

しかし︑彼はまだ死ねなかつ

十二326圏先生が生きていらっしや

た︒

九894

ネ︾

し・ねる ﹇死﹈︵下一︶3 死ねる

邊にこそ死なめ︑ かへりみはせじ︒

へ

十二973図圃海行かば水つくかばね︑

にて候︒

九191薄遇矢はあたらぬに︑狐は死

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

したるに︑或はころびて倒る＼もあ

ふことです︒

或日突風にあふられて自由を

ちやうど︑リ・エンタールが

失ひ︑空から落ちて死んでしまひま

九89
した︒

九104

死ぬ三箇月程前のことでした︒

リ・エンタールが死んだこと
も︑︿略﹀︑彼等は︑世間の人々以上

九117

龍頭を廻すと︑今まで死ん

りゆうつ

に︑其の記事を熱心に讃みました︒

めた︒

先生が生きていらっしや

る限り︑どうして私が死ねませう︒

十二4010園

﹇凌﹈︵四︶1

しのぐ

︽⁝

る限り︑どうして私が死ねませう︒

グ︾

一度黄熱病にか㌧つたが最後︑ しの・ぐ
人は熱にうなされ︑黄色くなって︑

十捌3

めてもの慈悲だ︒

せて一思ひに死なせてやるのが︑せ

十837

どうせ助らぬ弟︑頼みにまか

ち愉快さうにかちくと音を立て始

だやうになってみた懐中時計が︑忽

父も︑ぢ＼いも︑た﹂みの 九311

でも︑舟がこはくはないのですか︒

五674圏

上で死んだのです︒

五671園ぢ﹂いも︑父も︑皆︑舟の

もをりません︒

でしまって︑知った人は︑一人

八川3 品物が少くて買ふ人が多い時
八川4 反封に︑品物が多くて買ふ人
が少い場合には︑品物のねだんは安
くなります︒

地鳴り

が少い場合には︑品物のねだんは安

八川5 反封に︑品物が多くて買ふ人

﹇地鳴﹈︵ 名 ︶ ！

くなります︒
じなり

五681園

けれども︑それは︑をり重な

上で死にました︒

五畜6

つて死んで居る敵の死がいの間でし

二匹は︑身に幾つものたまを

た︒

た︒

六741

賊は︑坂からころげ落ちて︑

うけて︑血にまみれて死んで居まし

五佃9

老いた五兵衛に︑今まで纒験したこ
﹇▽うえじに ・ う ち じ に

とのない無氣味なものであった︒

ゆれ方と︑うなるやうな地鳴りとは︑

十529 しかし︑長いゆったりとした

しに

﹇死物狂﹈︵名︶2
な ち

軍犬金剛・那智は︑︿略﹀︑敵

こんがう

死物ぐるひ 死物狂ひ

しにものぐる・い

五梱8

769
しのばす一しばし

十一972図木の枝を切りて地上に立
て︑木の皮にておほひ︑八人一所に
﹇忍﹈︵下二︶1

しのばす

うつくまりて雨露をしのぐのみ︒
しのば・す
︽ーセ︾

寄る

花も咲かず︑

︽ーッ︾

八㈱6圃

鳥も鳴かな

そっとしのび寄つ

ごらん︑すべてのもの
春が

いけれど︑
の上に︑
てるるのを︒

八673図 聲をしのばせ︑馬をはげま しの・ぶ ﹇忍﹈︵四︒五︶2 シノブ し

壇等の祭壇があって︑歴代の皇帝が
天を祭られた昔がしのばれる︒

かへし

若宮堂の舞の袖︑ し

つのをだまきくりかへし︑

十二481図囲

し人をしのびつ㌦︒

な ら
其の上︑京都・奈良をしの

ぶやうな古都が多く︑それらがすべ

十二伽10

のぶ

︽ービ・ーン︾

しつ＼︑なだれの如く下るさま︑人

たち︑

しば

ピ

や

しば

すみだ

關

くわん

比谷公園・芝公園︑それから︑

東大震災後に坐上た隅田公園︑まあ︑

とうだいしんさい

こんなものだらう︒

しばし ﹇暫﹈︵副︶13 しばし

九438図 信長︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし

二人はしばし水中で戦ったが︑

感じて止まざりき︒

重手を負ひながらも︑歩々は大力の

九913

西神門を出でて行く道は︑

新左衛門を組伏せてしまった︒

十46図

かまば

き

さ

ゑもん

しばし森林の間に人をいざなふ︒

は︑しばし縁先に休らひぬ︒

十477図 窯場より出でし喜三右衛門
えん

れたる喜三右衛門は︑ふと何思ひけ

十482図工の美しさに︑しばし見と

つち

四條通を歩いてみると︑大原
女たちが︑柴や︑すりこ木や︑槌や︑
はしご

歩いてゐます︒

窯場へ引きかへしぬ︒

ん︑﹁︿略V︒﹂とつぶやきて︑忽ち又

梯子や︑其の外何でも頭にのせて責

しば

九側10

しば
﹇柴﹈︵名︶1 柴

十二梱7図

しば

て古美術を以て満たされてみる︒
しば
﹇芝﹈︵名︶1 芝

しのび

しのぶ

しば
春は若草山の芝緑にもえ

六佃2時ニハ︑敵ノ港ノ内ヘシノン

﹇忍入﹈︵五︶1
コトモアル︒

デ行ツテ︑不意二二ノ軍艦ヲォソフ

わざとも思はれず ︒

︽ーッ︾

しのびい・る
入る

﹇偲﹈︵四・五︶8

そゴうに︑乃木右手の詩も

しのばれるのであります︒

十欄9園

︽ーバ・ービ・ーブ・ーベ︾

しの・ぶ

十一377圏 さうして︑五月の太陽は︑ 十一桝7図 如何なる困難をしのびて
とり
く略V︑ 鶏小屋の奥にしのび入って
も︑ちかって此の企を成し遂げんと︑
今︑生まれたばかりの卵に︑ 輝

︽ ー リ・ール︾

﹇皇考﹈︵五︶2

かしい生氣を吹込む︒

しのび奉る

しのびたてまつ・る
せうけんくわうたいこう

十一105 東陵を辞して昭憲皇太后 十一92 平安神宮を暫して大極殿の しばい ﹇四倍﹈︵名︶1 四倍呂やく

とすると︑我々が常に見る月の四倍

しばい

十516図彼は一枚の皿を爾手に捧げ

なんぜん

面影をしのび︑南輝寺の山門を尋ね
そすみ

をしのび奉り︑麓の乃木神社に詣で

らば廣澤・大澤の池をたつねて︑嵯

ぐらみな地球が︑天にか＼つて見え

十一167
そうあん

きれいに作ったしば垣の内
﹇柴刈﹈︵名︶一

シバカリ

の僧庵に︑折から夕日がさして︑

六偲3囹

園

しばこうえん

ひ
大きいのは︑上野公園・日

しば
﹇芝公園﹈︵名︶1 芝公

カリニイキマシタ︒

しばし門前にた＼ずみなが

ら︑其の長方形の入口を通して︑

や＼遠く二層造の中門を望んだ︒

観に︑私はしばし吸附けられざるを

十﹇278其の幅と共に深さを持つ美

車は︑しばし富の小川に沿

得なかった︒

うて走る︒

十一349

思はず機上に直面が湧いて︑

しばし爆音を墜する︒

十一悩2

夢が結ばれる︒

小船のせま苦しい船室に︑しばしの

一543オヂイサンバ︑山ヘシバ 十一879 かうして︑北洋にたゴよふ

しばかり

て︑しばし窯場にこをどりしぬ︒

てつくぐと忠臣の心を思ふ︒

十一255
十一1011

峨野の昔をしのぶのもおもむきが深

が

るわけです︒

御父君にかたどって等身の御子とし

十一312太子の御子山背大兄王が︑ しばがき ﹇柴垣﹈︵名︶1 しば垣

やましろのおほえのわう

い︒

さ

十一柵8 地球の直脛は月の約四倍あ
て途に疏水を見るのも感興が深い︒
にんな
りますから︑夜︑月から地球を見る
春ならば仁和寺の櫻︑秋な

しの

口ずさんで︑太子をしみぐとしの

十一353 私は幾度か︿略﹀の古歌を

﹇偲奉﹈︵四︶2

び奉るのであった ︒

しのびまつ・る
︽ール・ーレ︾

給うたもので︑こ＼にも同じ孝の御

十35図 つ＼しみて︑御在世中の大

びまつる

心がしのばれる︒

せ

御歌・御歌をしのびまつれば︑ と
い

べば︑そのかみ此の所にいかめしく

十二81図なぎさに立ちて昔をしの

こしへに民安かれと祈るなるわが世
むさ し の

を守れ伊勢の大神

十71図 昔の武藏野の面影︑其の

向かひあひ給ひけん神々の姿︑今ま

十ニー89北京には︑日壇・月壇・天

ま＼今に残りて︑とこしへに大御心
しのび

のあたり見るが如く︑

﹇忍寄﹈︵五︶1

をしのびまつるも︑いとかしこしや︒
しのびよ・る

しばしば一しばらく

770

十二443 しばし思にふけってみた光
囲が︑我にかへると突然人聲が聞え
て來た︒

十二529図 義纒も︑涙にくれてしば

しばしぼ

し

し返事もせざりしが︑やうやく顔を
﹇屡﹈︵副 ︶ 1 0

上げ︑﹁︿略﹀︒﹂ と 言 ふ ︒

ばく

しばしば

﹁︿略V ︒ ﹂ か う 言 っ て ︑ 呉 鳳 は

しばく蕃人に説聞かせた︒

八137

九524困却は山︑右は海︑此の間を

これが救助を命ぜられて︑

︿あれば︑
十二備9図

芝生

手當を受くることも︑またしばく
しばふ
﹇芝生﹈︵名︶9 芝生

なり︒

しばふ

六伽8園 宮城の前には廣い論い干場
しぼふ
があって︑そこの芝生には松が生え
て居る︒

やがて木立遠ざかりて︑緑

の芝生遠く廣く績き︑道いとはるか

しばふ

十48図

はと

一枚の落葉もとゴめぬ前庭

なる彼方に︑寳物殿を望む︒
しぼふ

十柵4図

がくし︒

の芝生に︑眞白き鳩の群遊ぶも︑す

汽車は︑しばしば十敷米から二十米
ぐらみの高さの山腹を縫って走りま
ぎょゑん

す︒
しばふ

九778 鹿介は︑戦ってしばく手が 十一79 京都御所の御苑に入ると︑
ひはだぶき

ししんでん

松青く芝生遠く多く彼方︑正面建禮
門をへだてて︑檜皮葺の紫廣殿が尊

らを立てた︒

九862 敵の前軍はしばしばくつれた︒

く舞せられる︒
しばふ

緑の芝生に腰をおろして讃

ち

宇治橋を渡って︑神苑に入

しんゑん

け︑しばらく家におくことに

う

象は︑しばらくして︑またの

一思ひにとび下りましたが︑

今︑此の舟をおし出します

しばらくすると︑門の内から︑

海の神様は︑しばらく考へて

いらっしゃいましたが︑

五捌9

一入の女が出て來ました︒

五㎜5

しゃいませ︒

から︑しばらく目をつぶっていらっ

五佃1園

りませんでした︒

目がくらんで︑しばらくは何もわか

五699

こくと上って來ました︒

五412

ました︒

い︑美しい尾を︑扇のやうにひろげ

五365しばらく見て居るうちに︑長

しばらくは︑しんとする︒

五186圃鳥の歌︑ぴったり止んで︑

り︑しばらく行くと︑

五73團

池のほとりをたどりながら︑数時間

しばらく

しました︒

﹇暫﹈︵副︶57

歩いても公園の端を見ないことがあ
る︒

しばらくすると︑おちいさ

またしばらくこぎました︒

しばらく

三822

三677

んが出て來ました︒

三902しばらくすると︑水の中

しばらく行くと︑向かふ

から︑おちいさんが出て來まし
た︒

三佃5

に赤や︑青や︑黄でぬった︑

ほんたうにしばらく

りっぱな門が見えます︒

四147園

子どもたちはあそぶこと

だったね︒

四418

それからしばらくは︑

を止めて︑しばらく月を見て
ゐました︒

四441

﹁︿略V︒﹂と︑たがひに

﹁︿略﹀︒﹂

といひました︒

天皇のいらっしゃる所へ参りました︒

しばらく考へて居ましたが︑やがて

た︒

雲太郎きゃうだいは︑その

男に﹁こけ丸﹂といふ名をつ

四重1

とにしよう︒

四川4医

しばらくこ＼で休むこ

のおちいさんが立ってゐまし

しばらく見て居られたおかあ

しばらくすると︑おとうさん

が︑新聞を置いて︑﹁︿略﹀︒﹂と言は

六827

さんは︑おっしゃった︒

六557

のお言葉ですQ

心に浮かんだのは︑御をば︑倭姫命

四593 しばらく行くと︑大きな 六371 ﹁︿略V︒﹂と︑尊はしばらく考
へていらっしゃいましたが︑ふと御
岩があって︑そのそばに︑一入

に月を見てゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂

さうして︑しばらく枝こし 六29 すっかりあわてた兄うかしは︑

書に芳念のない學生もあれば︑自轄

一面の芝生におほはれた校

ノートをか㌦へた大戸生が︑

芝生を傳ひ木の下道を傳ひ︑

しばふ

四451

いひはってゐました︒

十一793

つて遊んでみる子供たちがあった︒

庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

十一777

てるる一群もあるQ

車を止めて野球試合の放送に聞入つ

十一767

十69図 ほのかに承れば︑此の御苑
は︑︿略﹀︑昭憲皇太后かぎりなくめ

ききん

でさせ給ひて︑しばく行啓あらせ
られたりとそ︒

十二2311 其の上︑しばく飢饅があ
昔から彼等に封ずる救の手はどこか

り︑洪水があり︑兵齪があっても︑
らものばされなかった︒

肩を並べて︑廣々とした芝生の上を

十二悩1 かうしたドイツ人が︑我々

日本人には︑しばく好意を見せて

一輔すると︑今度は如何に

歩いてみるのも見かけられた︒

十二梱5

もものすごい︑いはば奇怪な物の精
しばふ
が寄集って︑夜の芝生にをどるやう︑

十一捌9

くれる︒

助左衛門といふ人︑か＼る不幸のし

すけざ ゑもん

十二認10図 難破船救助掛たりし岩松

ばくなるをうれへ︑

十二価8図 けだし當時難破船しば

771
しばりつける一しひゃく

れる︒

へ

や

六皿5 自分の部屋へ蹄って居た和尚
さんは︑しばらくすると︑雪舟がか
はいさうになりました︒

六悩8 命からがら逃出した者も︑し
ばらくは︑磨いて起る齢震に驚いて︑
たゴ﹁︿略﹀︒﹂と言ふばかり︒

七982 しばらくは︑其のま㌧じっと
動かないで居ますが︑やがて起直つ

しばらくし て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

たと思ふと︑髄は完全にぬけ出しま
す︒

七佃2

つて︑財布の中に手を入れた︒

出しました︒

すべて物は破れたる時つ

くろへば︑しばらくはなほ用をなす

九222図囹

てるるやうな氣がした︒

酋長コー二の家に留りて︑しばら

しうちやう

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑彼はし

シバル

︽一

のあるはんてんをしばり附けて︑

﹇縛﹈︵五︶一

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

オヂイサンバ︑トウトウシ

﹇慈悲﹈︵名︶3

慈悲5だいじ

どうせ助らぬ弟︑頼みにまか

佛の慈悲によって︑助ける道

何れも︑名工鳥旧師の作と

して古藝術のかをりゆかしく︑威

げいじゅつ

十﹇314

でもあらばといふ下心であったらう︒

十二1

めてもの慈悲だ︒

せて一思ひに死なせてやるのが︑せ

十838

ひ

じひ

バラレテシマヒマシタ︒

二967

ラ︾

しば・る

十一951図止むなくノテトに引返し︑
く時機の至るを待てり︒
それからも︑しばらく道が

十一梱10

急だつた︒

ものぞと若き人に知らせんとて︑か

しばらくは互に呼吸をはかつ

くするなり︒

九814

十一価3

二人は戸外にた＼ずんで︑

てるたが︑やがて狼介は満身の力を

しばらくして︑兄は登る

しばらく耳を澄ましてみたが︑

たいきう

大邸を過ぎてしばらく行くと︑

十一欄11

く近寄って︑止血﹀︒﹂

十一旧10

こめて︑鹿卜を投附けようとした︒

九欄5

父は︑しばらくだまってゐま

次第にのぼりになる︒

九価8

ばらく澄みきった空を眺めてみたが︑
かねみつ

したが︑天主﹀︒﹂と許してくれまし

いでから首が落ちたと傳へられる︒

切られた人が其のま︑しばらくおよ

波およぎ兼光といふ刀は︑

十一柵5
水兵は驚いて立上って︑しば

山地は︑なほしばらく如いた︒

た︒

九価8

嚴の中に・しみぐと慈悲の御相を

十1910

葬するのであるが︑

しばらく首書の事も止んで平和が績

八152 かうして︑阿里山蕃だけは︑

後は︑しばらく伊豆の配所にあり︑

十二518図船首︑父上に後れ奉りし
つ

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

い

がて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

心とは︑強く人々を感動せしめしに

あくまで初一念をひるがへさざる熱

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

十二脳3図社寺の牡麗はしばらくお

や︑

十一柵4図

しばらくして︑黒き影は じひしん ﹇慈悲心﹈︵名︶1 慈悲心

き︑何の山︑何の川︑一木・一草に

じひびき ﹇地響﹈︵名︶2 地ひゴき

い地ひぜきと共に︑東京の何十萬の

六価1 ﹁ど＼つ︒﹂といふ︑ものすご

して低回去る能はざらしむ︒

至るまで︑歴史あり古歌あり︑人を

向かふの岸に現れたり︒

十一一752図

いたが︑外の部落では︑毎年祭があ

左右から枝を交へた櫻や楓の
トンネルが︑しばらくは績く︒

十433

其の手紙を差出した︒

る度に首を取って供へて居た︒

は︑やがて自分の脈を取って見まし

八708 しばらく考へてるたガリレオ

た︒

高垂では︑しばらく何の話し
多量の出血に︑しばらくは氣

お后様には︑奥へいらっ

ものすごい地ひぜきに驚いて︑

てしまふ︒

百の命が︑村もろ共一のみにやられ

十541此のま＼にしておいたら︑四

しひゃく ﹇四百﹈︵名︶1 四百

町の人々は皆飛出して來ました︒

八526

家は︑一度に震動した︒

しばらくして奏樂がやんだ︒

十二悩11

方がよろしうございます︒

立ってしばらくこちらを見
し

其のさをの先に︑赤いしるし

︽ーケ︾

﹇縛付﹈︵下一︶1

てるた母が︑左手をあげた︒

十二槻10

七99

ばり附ける

しばりつ・ける

甲信︑しばらく其の顔をう

さうして︑もうしばらく別れ

しゃつて︑しばらくお會ひにならぬ

十二齪10園

此の度こそはと︑夜半より

を失ってみた聞多が︑ふと見廻すと︑

十擢5

てまたをくゴる︒

ちまもりみたりしが︑やがて腹ばひ

十972図

て老人來り︑

起きて橋上に行けば︑しばらくあり

十957図

そこはいも畠の中であった︒

十8010

聲もなかった︒

八759 通信紙をつめたアルミニウム 十593
の管を鳩の右足に取附けた兵は︑し
ばらく鳩の膿にほ＼をすりつけ︑途
中の無事を祈った ︒

八775 此の重い傷にも屈せず︑鳩は
なほしばらく飛績けたが︑遂にたへ
かねて︑とある木の枝に止った︒
しぜん

しかし︑自然はしばらくも
朝から大分風が烈しいので︑

とゴまってみない ︒

九48

九1410

しばらく見合はせてるましたが︑や

がて幾分静まった頃︑二人は機を引

しひゃくキロメートルーじぶん
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しひゃくキロメートル ︵名︶1 四百
十一㈹11 嵩置から西十度の方向を目

粁

ざしながら︑時速四百粁︑ほの暗い
空をたゴ一直線に飛んでみるのだ︒

しひゃくごじつキロメートル ︵名︶1
四百五十粁

九擢9囹 釜山から四百五十粁を︑七

﹇四百八十文﹈

時間もか﹂らないで走ったわけです
ね︒

しひゃくはちじゅうも ん

︵名︶1 四百八十文

九柵5囹 お二人なら︑黒影で四百八
十文でございます ︒

しひゃくメートル ︵名︶1 四百米

十一欄5 水深は四百米︑水色も從つ
て深い︒

しぶき ︵名︶3 しぶき

自分←ごじぶん

﹇自分﹈︵名︶55

引きさがった︒

ん

じぶん

ウチ

ジブン

じぶ

ニ︑ジブン

一ツモヤリマセ

サウシテ︑ジブンバカリタ

ベテ︑カ八乗ハ

二22一
ンデシタ︒

見テヰル

モ︑ヲドリタクテタマラナクナリ

二655
マシタ︒

コレヲフルト︑ナンデモ

ジブンノ思フトホリニナル

三595
カラデス︒

三867それを聞くと︑じぶんも
金のをのや︑銀のをのがほ
おたまじゃくしは︑手も足も

しくなりました︒

五121

なくて泳げるのですから︑自分の親
が︑あの四本足の蛙だらうなどとは︑

さうして︑今度は︑水を鼻へ

ゆめにも思ってゐませんでした︒

五414

吸ひこんで︑その水で自分のからだ

さやくと 喜をさ＼やき︑ いそ

七23圃岩角に立てば︑沖の波は︑
のしぶきは︑ひやくと す足にを

を洗ひました︒

今度ハ︑前ノ方ノ足ヲシキリ

さては︑自分の悪だくみがあ

は︑やがて自分の脈を取って見まし

弱り果てた此の小婦令使は︑

たたけるは︑此の少女を見ると︑自

八787

た︒

や

其の夜どこで休んだことか︑翌日に

自分の部屋へ露って居た和尚

へ

分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

なって︑やうやく大石橋の自分の鳩

六堰5

さんは︑しばらくすると︑雪舟がか

空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ＼

ねぢは︑これ等の道具や時計

を︑あれこれと見くらべて︑︿略﹀

九257

ラスの中で︑

事皇の上に乗ってみる小さなふたガ

九245自分の置かれてみるのは︑仕

くからあったやうです︒

く工夫をこらした人は︑かなり古

いふ風に飛んでみたいと思ひ︑いろ

九73

舎にたどり着いたのである︒

はいさうになりました︒

自分の家を焼くのは︑近所の

たゴ自分は樂人であるから︑

家々へ︑めいわくをかけることにな

六襯6
る︒

七335

一生の思出に︑心ゆくばかり笛を吹

これが名人といはれた自分の

いてから死にたいと思った︒
さいご

七349

最期だと思って︑用光はとくいの曲
曲の進むにつれて︑用光は︑

を静かに吹始めた︒

七353

などと考へてるる中に︑ふと自分の

ただ自分だけが此のやうに

何といふ小さい情ない自分

自分の笛の音に醇つたやうに︑たゴ

九258園

ことに考へ及んだ︒

大將の父は︑長府藩主に仕

ちやうふはんしゅ

吹きに吹いた︒

であらう︒

七粥7

九263園

それでは︑自分のやうな小さ

しらと︑むちゅうになって喜んだが︑

な者でも︑役に立つことがあるのか

九288

い︒

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

へて︑江戸で若君のお守役をして居

日本からオーストラリヤまで

たが︑自分の子供がかう轟轟の泣轟
では︑

八112

は︑一萬粁以上もありますが︑つば

わけても︑自分の家へいそい

めは決して自分の國を忘れません︒

八125

占めたために︑此の時計全膿が再び

自分もほんたうに役に立つ

さやぶくろ

北八の脇差を取って差し︑自

分の脇差は︑鞘袋をずらして長い

九儲9

てるるのだ︒

九324園

活動することが量売たのだと思ふと︑

九313 ねぢは︑．自分がこ＼に位置を

阿里山蕃の役人になったばか

り

そと鶴って來たつばめを迎へる人の
あ

心は︑どんなに嬉しいことでせう︒

八133

りの呉鳳は︑何とかして︑自分の治
める部落だけでも︑此の悪い風習を

見ると︑兄うかしは︑自分の
しかけたおとしにかかって︑あはれ
さいこ

しばらく考へてるたガリレオ

止めさせようと思って︑

六293

上座にすわって︑いばって居 八708

な最期をとげて居ました︒

六97

家の中へはいって行きました︒

らはれたなと思って︑すごすごと︑

六91

グリ熱唱マシタ︒

ニ詳言シテ︑コノ縣ヲ自分ノ方ヘタ

五795

どる︒

うにうねる大波が寄せて︑一萬二千

十一桝2国 無謀際の彼方から山のや
トンの巨船の甲板に︑瀧のやうなし
ぶきを浴びせました︒

を皮に突立てたら︑ しゅつと︑し

十二782圃 あの時︑ざくつとおや指
ぶきがほとばしって︑ 爪を憩いろ
く染めたものだった︒

八147 蕃人はさとされて︑しぶく

しぶしぶ ﹇渋渋﹈︵副︶！ しぶく
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じぶん一じぶんたち

刀のやうに見せかけました︒

い︒

九柵7 機内では自分の聲さへ聞えな
がつ し ゆ う

てくれる子供たちや家臣の者は︑後

五日までこ＼にるて︑見届けたいも

龍脳7

分は飼ってみる︒

のお供をして行かなければなりませ

のだと思ひましたが︑自分も︑お后

清少納言は︑同じ事なら︑十

を纏いで必ずこれを成し遂げてくれ

スチーブンソンは︑馬車の代
るであらう︒

十欄5
りに︑自分の工夫した汽車を用ひる

自分は此のま＼世を去って

自分とても︑彼等を法衣の

んでした︒

十柵3園

お前は自分のことばつか

十欄8園

るまい︒

彼等をりっぱに國法に從は

るが︑それはかへって彼等の心であ

り考へて︑人の腹のへってみること
時分

袖にくるんで助けたいのは山々であ
﹇時分﹈︵名︶3

今年も︑ちやうどその大蛇

せるのが︑佛の大慈悲であると思つ

て︑自分はわざと將軍のなぞも解か

ず︑そのま＼退出したのである︒

日が西に傾いても︑日本なら

ばまだくと思はれる時分︑こ＼で

ドイツの有名な音樂家べ一

じ

となって︑いやしい身ではあるが︑

出獲するのである︑自分は︒

教養も高いし︑第一自分一

じぶんいっしん ﹇自分一身﹈︵名︶1
﹇自分﹈︵代名︶10

だ︒

身を投出して︑人のために墨くす人

自分一身
ハ︑トウトウ︑ジブン

十三4圏

ジブン

へりみることなく︑天皇陛下の御楯

十二9510今日以後は︑一身一家をか

じぶん

ぶん

サル

じぶんがむこにならう︒ しぶんごれつ ﹇四分五裂﹈︵名︶1 四

ガワルカッタトアヤマリマシタ︒

二292

自分

あった︒

トーベンが︑まだ若い時分のことで

十一悩7

からである︒

はあっといふ間に日が落ちてしまふ

八槻1

泣いてみるのでございます︒

が出て滞る時分になりましたので︑

五215囹

じぶん

を考へてくれない︒

十二川9園

も︑精神は永遠に生きる︒

十二457

ことをす＼めた︒

一臣民で

天地の榮える此の大御代に生

ある自分も︑しみぐと生きがひを

まれ合はせたのを思ふと︑

十価1

感ずるとよんでみる︒

ル等に住んでみる日本人は︑日本語

九㎜3 アメリカ合衆國や︑ブラジ
學校を建てて︑自分の子供たちに國

何だかさびしい氣がして︑

正雄君は︑さも自分で買つ

たやうな口振をする︒

十一悩2

私は自分の部屋へもどった︒

十一403

をいたづらに赤くぬって見せた︒

をつけて︑鏡を見ながら︑自分の鼻

も
源氏は筆の先に赤い糟の具

語を教へてるる︒

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

十231園 すべて上官の命令を守って︑ 十一232

心配げに下の村を見下した︒

十532 五兵衛は︑自分の家の庭から︑

十551 かうして︑自分の田のすべて
の歪むらに火をつけてしまふと︑松
明を捨てた︒

從って人を頼まず︑世をう

らまず︑自分の事は自分でするとい

十771園 百人中九十九人まで助れば︑ 十二243
或は自分も生きてみるかも知れぬが︑

ふ心掛が︑田家には行きわたってゐ
るQ

十二243
ふ心掛が︑

退いて一人でみる時は︑

自分の事は自分でするとい

さもなければ露らぬものと思へ︒

十価9 七日に︑清少納言は︑正月の
お暇を頂いて︑宮中から自分の家へ
下りました︒

十二388園

師の教について何か自分で工夫をこ

主僧3 それどころか︑自分のやうな

らしてるる︒

自分が修史に志してからす

自分の齢命は︑いくばくも
しかし︑自分の氣持を知つ

はない︒

てい
隊・水雷艇隊は︑砲火をくゴつて敵

艦に迫り︑無二無三に攻撃せしかば︑

敵艦隊は四分五裂の有様となれり︒

たち

べつのぐわようしを細長

自分たち

じぶんたち ﹇自分達﹈︵名︶4 じぶん

九665あの鳴き聲をする鳥なら︑自 三633

すっかり愛つた︒

八599園

自分の行って居た頃とは︑

六276圏西の國で︑自分より強い者

にはなりません︒

四303圏じぶんのほんたうの子 分五裂
十一581図 夜に入りて︑我が駆逐
でないから︑私の思ふやう

何年前のことであったらう︑ 四298

ものをこれ程にまで思って頂けると

し

十一一455

ない︒

十二454

遅々として進まぬ︒

ち

でに長い月日を過したが︑其の業は

十二453

書の力の偉大なことに感動したのは︒

自分が江戸の屋敷で史記を旨み︑史

十二435

思ふと︑もったいなくて︑泣きたい
やうな氣さへしました︒

十備4 全速力を出してみても︑自分
選点・といふものはね︑これ

の船は止ってみるとしか思へない︒
十三4園

と思ふりっぱな人を自分できめて︑
自分で投票するものです︒

と思ふりっぱな人を自分できめて︑

養君4園 選墾といふものはね︑これ
自分で投票するものです︒

じぶんら一しま

774

あたまに合ふやうに︑わに

く切って︑それをじぶんたちの

7

このやうすを見て︑雲太

作って︑めんにつけました︒

四
郎きゃうだいは︑ふとわるい心

をおこし︑百合若を島におき
ざりにして︑自分たちが大將
にならうとかんがへました︒
これも︑自分たちの仲間ではないか

五128 また︑小さい目高を見ると︑
と思ったこともありました︒

七279 夕方から夜になると︑自分た
ちの世界だといはんばかりにさわぎ
たてる︒

じぶんら ﹇自分等﹈︵名︶1 自分等

シベリヤ
四邊

﹇四方﹈︵名︶12

四方←いち

雲の上に

見おろして︑

あたまを

四方の山を

下に聞く︑

日本一の山︒

雲霞の如き賊兵も引退き︑

うんか

臣が︑門々と勝久の所へ集った︒

十181図

たゴ城の四方を園みて︑遠攻めにす
るばかりなり︒

四方に太い枝をたれて︑深

い日かげを作ってみるにれの林や︑

十一789

集る底に︑群青の水をた＼へてみる

大きなしげった枝は︑四

のが︑ペンケ・パンケニつの湖であ

其の密林の傾斜が四方から

方にひろがって︑どこまでつゴ

つた︒

十一818

いてるるのか︑見きはめもつ

此の氣品︑此の氣醜こそ︑

か＼しは︑田の中に立って四 しほう ﹇至宝﹈︵名︶1 至費
十﹁棚4

日本刀の至寳であらねばならぬ︒

四方八方
センバウキヤウ

﹇四方八方﹈︵名︶1

四奏
しほうはつぼう

十二鵬図

熊襲のかしら︑川上たけるは︑しぼう ﹇四坊﹈︵名︶！ 四坊

て居ました︒
くまそ

でした︒

僕等ノ背中馬肥︑潜望鏡ト

かうけつ

死についた船長久田佐助の高潔な心

事は︑忽ち世に傳へられ︑日本全國

それは︑しぼるやうな母の聲

の人人をして涙をしぼらせた︒

十8310

あらゆる人間のちゑをしぼり︑

である︒

十㎜3

みに此の文明的大工事をしとげたの

機械といふ機械を使って︑︿略﹀︑巧

です︒

しほん ﹇四本目︵名︶1 四本

だいたふのみや

十一24図堂前四本の櫻ある所は︑

えん

大塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑

﹇四本足﹈︵名︶2 四本足

別離の宴を張らせ給ひし跡なりとそ︒

しほんあし

おたまじゃくしは︑手も足も

なくて泳げるのですから︑自分の親

五121

が︑あの四本足の蛙だらうなどとは︑

四本足になったおたまじやく

ゆめにも思ってゐませんでした︒

しは︑尾がだんく短くなって行き

五159
目が附イテ居ルカラ︑ソレサへ水ノ

イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二

六佃1

五十︑一度に落したので︑又何百人

島﹇▽あいのし

しま・いわじま・うらしま・おきのし

ま・あきつしま・あわじしま・いつく

﹇島﹈︵名︶36

ました︒

︵五︶6 しぼる

しま

上へ出シテ置ケバ︑四方八方ヲ自由

﹇絞﹈

二見ルコトが出來ル︒

しぼ・る

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾←ひきしぼる

も飲ませて下さいました︒

さんは︑お乳をしぼって︑私たちに

のしま・はっしま・やしま・やじま

こじま・たからじま・なかじま・なか

しょうよう

あ＼いふ風に膿をしぼると︑
いちご

四十歳を︻期として︑從容

ところが︑かへるとちゅう

に︑きれいな島がありましたの

四佃3

ました︒

四922島にみた白兎が︑向かふ
の陸へ行ってみたいと思ひ

の敵は︑皆こちらのすきをねらって

十769

中の水が勢よく下へ出る︒

八燭6園

すいくと浮上ります︒

やはらかい黒い土が︑むく 八㎜5 時々盟をしぼるやうにして︑

此の聲が四方に呼掛けでもし
たやうに︑今まで敵に附いてみた奮

九糾9

れる︒

く盛上ったと思ふと︑四方へくつ

九702

居ります︒

七775園今︑戦國の世の中に︑四方 六434 子山羊が飲んだ後で︑おとう まふきん・おにがしま・きたちしま・

なしてある︒

四面の建物で︑四方の戸は皆あけは

七153見ると︑お堂といふのは一間

か殺された︒

て押寄せると︑城から大きな石を四

六768

賊が︑四方からこれを目がけ

へ︑後には朝廷の仰にも從ひません

てうてい

力のあるにまかせて︑四方をうち從

六274

方を見て居るので︑何でもよく知つ

五616

かないやうになりました︒

四52

富士は

かみなりさまを

出し︑

四14圏

メートルしほう・ごろくしゃくしほう

しほう

十5810 人々は︑自分等の村の上を荒
狂って通る白い恐しい海を見た︒

︹地名︺一

夕曇5 四平街に着く︒

しへいがい ﹇四平街﹈︵名︶1 四平街
シベリヤ

十一98図 シベリヤ
﹇四辺﹈︵名︶1

三ベン︑

四ヘン

十揖10図 四聖静かにして︑たまく

しへん

﹇四二﹈︵名︶1

野猿の叫びを聞く ︒

やゑん

しへん

一ペン︑ニヘン︑

紙片

四ヘン︑ トウトウ︑ エダニ ト

一264堕

﹇紙片﹈︵名︶1

ビツイタ︒

しへん

紙片を差出した︒

九粥5 前の小窓があいて︑機關士が
じへん ←まんしゅうじへん

775
しま一しまいこむ

で︑

四佃8 百合若は︑けらいの雲太
郎雨太郎といふきゃうだいの
ものを連れて︑その島へ上っ
てみました︒

わるい心をおこし︑百合若を

四麗7 雲太郎きゃうだいは︑ふと

大將は︑矢のきずが

島におきざりにして︑

四冊3囹
もとで︑とうとう︑この島でお
なくなりになった︒

やがて︑島と島との間のせ

集ってみるのです︒

十324国
やがて︑島と島との間のせ

まい水道を過ぎました︒

十324国
まい水道を過ぎました︒

海岸一帯にぎっしりと茂つ

たマングローブの青葉や︑島の中央

十332團

大小様々の氷山が︑島のやう

にそ＼り立つ無線電信塔の眺が︑

十佃4

に︑あちらこちらに浮いてみる海上

ほげい
を︑母船から離れた我が捕鯨船は︑

人の部落鮎在するに過ぎずとそ︒

林藏が二回の探検により

れ︑うゑに苦しみて︑五人はすでに

死し︑

しま ﹇縞﹈←こうしじま

十一992図

しまい ﹇仕舞﹈︵名︶9 シマヒ しま

に至る間は︑島あり︑岬あり︑入江

シマヒニ︑青イカキヲ︑

ニ︑ ハヒガ︑トノサ

ニナゲツケテ︑イッテシマ

シマヒ

負ケテモヨイカラ︑シ

コロンデモ︑ヨクシマヒ

しゅてんどうじは︑だん

しまひには︑吸ひこんだ水を︑

百人逃げ︑二百人逃げして︑

しまいこ・む ﹇仕舞込﹈︵五︶1 しま

十萬ばかりになった︒

始め百萬といった賊も︑しまひには

六793

ふん水のやうに吹上げました︒

五418

ますと︑

庭に向かってみせいよくまき

て︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑豆を

四伽2しまひに︑えんがはに出

しまひました︒

四963 一番しまひにるたわにざ
めが︑白兎をつかまへて︑から
だの毛をみんなむしり取って

た︒

にはぐったりとねてしまひまし

く元氣がなくなり︑しまひ

四691

マデ走ッタ︒

四263園

マヒマデ走ルモノダ︒

四245園

マノ目ヤロニ︑ハイリマシタ︒

二957

ヒマシタ︒

カニ

二223

ひ﹇▽おしまい・おしまいごろ

て︑樺太が島なること明らかになり

オホーツク海の濃霧が薄れ

しのみならず︑

十一価2

て︑ぽっかり浮かび上った不思議の
島︒

渓流には︑至る所長があり
年中水位に野駆がありま

淵があり︑瀧があり︑岩の島がある︒

十一偽3

十一偽5園

せんから︑どの島も水際からこけが

かと見れば岬なり岬かと見れば島な

海峡の眞中に︑ペリムと
両方の岬も中の小島も︑

ものでした︒
やうす
何しろ揚子江は︑︿略﹀︑た

まく陸と見たのは︑江上の島の水

十二275

十一柵1囲時々島が見えるくらみの

岩の島が英領なのです︒

すべて岩ばかりですが︑此の小さい

十一閑10国

いふ小さい島があります︒

十一備9国

たやうに見せました︒

が輝いて︑此の島を寳石ででも飾つ

十一側4国

い︒

もあって︑釣するによく︑遊ぶによ

十一523図船の其の間を行く時︑島

かくして島轄じ海廻りて︑

かと見れば岬なり岬かと見れば島な
り︒

十一525図

からふと

其の蓋くる所を知らず︒

夜になると幾十萬の電燈

り︒

むし︑草木が茂ってゐます︒
今全速力で走ってみる︒
五409囹まるで︑島のやうだね︒
やすみや
六581 まるで︑大きな島が出簸たや 十一522福船の其の間を行く時︑島 十一搦11 中山半島の西湖岸を上屋
うなものである︒

七667 それは淀川の中にある細長い
島ですが︑

七667 それは淀川の中にある細長い
島ですが︑此の島に向かって︑北か
ら南から︑かけ渡された橋ばかりで
も二十もあって︑

樺太は島なりや︑又大陸
の一部なりや︑世界の人の久しく疑

七674 中之島及び其の附近には︑近 十一928図
代的な高い建物が並び︑島の東端に

ばく

問とする所なりしが︑

文化五年四月︑林藏は幕

ることを知りぬ︒

樺太に渡り︑海岸を探りてほゴ島な

府の命によりて︑松田傳十郎と共に

ふ

十一933図

は中之島公園があります︒

はれてみる︒

八梱8 ハワイは﹁夕日なき島﹂とい

つい忘れてしまひさうでした︒

十289国小さい島の中といふことも︑

黒影︑こ＼に始めて樺太

際に生ひ茂る楊柳の林だつたりする

十一946図

が大陸と全く絶縁せる島なることを

十294国 カナカ族はどの島にもみま
すが︑ヤップのカナカ族程︑昔風な

程廣いのである︒

漂着せる十饒人︑連日の苦翻に疲

へうちやく

十一一榊7図からうじて至れば︑島に

確實にするを得たり︒

る直土なく︑たとひ東岸に至るも土

十一954図■樺太は島にして境を接す

のはないといはれてゐます︒

の小山ですが︑實はたくさんの島が

十318国 遠くで見た所はた玄一績き

しまう一しまう

776

ひ込む

︽ーマ︾

みた小さな鐵のねちが︑不意にピン

九235 暗い箱の中にしまひ込まれて

し

セットにはさまれて︑明かるい所へ
シマフ

︽ーッ・ーハ︒ーヒ・ーフ・一へ︾

﹇仕舞﹈︵五︶悩

出された︒

まふ

しま・う

﹇▽おしまう

ニー76 サウシテ︑オイシサウニタ
ベテシマヒマシタ︒

カニ ニナゲツケテ︑イッテシマ

一一224 シマヒニ︑青イカキヲ︑
ヒマシタ︒

二496圏イクラ私ガテッテヰテ
モ︑雲サンが來ルト︑カクサレ
テシマヒマス︒

二526園イクラ私が空ニイ
バッテヰテモ︑風サンが來ル
ト︑フキトバサレテシマヒマス︒

一一635 オヂイサンバ︑イツノマ
ニカ︑ネムッテシマヒマシタ︒

二724 サウシテ︑コブヲトッテ
シマヒマシタ︒

二87ーオヂイサンバ︑オコッテ犬
ヲコロシテシマヒマシタ︒

二90一 マタオコッテ︑ウスヲコ
ハシテ︑火ニクベテシマヒマシ
タ︒

バ

二97一 オヂイサンバ︑トウトウシ
﹁︿略﹀︒﹂ト︑ヨシヲサン

バラレテシマヒマシタ︒
二982

ヘンジヲシマシタガ︑マタネテ

キジャハ︑ダンダン小サク

シマヒマシタ︒

ナッテ︑トホクノ方ヘイッテ

二川一

すると︑﹁ぼん︒﹂と大きい

シマヒマシタ︒

三301

音がして︑大蛙のおなかが︑
べんけいの大なぎなたが︑

やぶれてしまひました︒

三456
がらりとおちてしまひました︒

デス︒

三舶6

住んでみた家もなく︑お

とうさんも︑おかあさんも死ん
でしまって︑知った人は︑↓人

それがかほにか＼つた

もをりません︒

かと思ふと︑浦島は︑︿略﹀︑し

三宅6

わだらけのおちいさんになって
しまひました︒

ガ︑モウミンナカラ︑スッ

かぐやひめも︑今はし方

酒のき﹂めがあらはれて︑

たりとねてしまひました︒

がなくなり︑しまひにはぐっ

しゅてんどうじは︑だんく元氣

四692

てしまひました︒

︿略﹀︑うらの山へとんで行っ

すと︑山がらはとび出して︑

四558私がかごの戸をあけま

て行ってしまひました︒

て來た車にのって︑空へ上っ

がなく︑︿略﹀︑天人のよういし

四378

てしまはう︒

都の使が來たら︑追ひかへし

四343園それでは︑その晩には︑
兵たいをたくさんやって︑月の

カリオクレテシマヒマシタ︒

四24一

たふしてしまはう︒

四67園あのくすの木を切り

げになってしまひます︒

一寸ボブシバ︑針ノ刀ヲ 四65 また夕方近くなると︑東
の方の村々も︑すっかり日か

ヌイテ︑オニ日向カヒマシタガ︑

三564
トウくツカマッテシマヒマシタ︒

すると︑年とったねずみが︑

三566 オニハ︑一寸ボブシヲツ
マンデ︑一ロニノンデシマヒマ
シタ︒

三718

と思ふまに︑を

なだまってしまひました︒

﹁︿略﹀︒﹂といひましたので︑みん

﹁あっ︒﹂

のは︑深い池の中へ︑どぶん

三795

と落ちてしまひました︒

三812園池の中へ︑をのを落
してしまひました︒

三888園池の中へ︑をのを落
してしまひました︒
若い男は︑すぐ︑﹁︿略﹀︒﹂

と︑いってしまひました︒

三911

さうして︑﹁︿略V︒﹂といっ

ソノクダガヤブレテ︑

て︑すぐ︑水の中に消えてし

三922

まひました︒

三973囹

中ノ空氣ガヌケテシマッタノ

へ三びきと︑ごろ

外の鬼どもも︑あすこへ

二ひき︑こ＼

四694

くたふれてしまひました︒
けれども︑頼光のいきほひ

におそれて︑そのま＼落ちてし

四706

まひました︒

もが目をさまして︑向かって

四712このさわぎに︑外の鬼ど

來ましたが︑頼光たち六人に︑

みんな殺されてしまひました︒

四965 一番しまひにるたわにざ
めが︑白兎をつかまへて︑から
だの毛をみんなむしり取って

しまひました︒

四坐6百合若の軍ぜいは︑舟を

く︑敵の舟をすっかり追ひ

出して追ひかけ追ひかけ︑とう

長い間のつかれが出た

はらってしまひました︒

四麗2

こけ丸は︑すぐそれを

とみえて︑百合若は︑いつの間
にか︑ぐっすりねこんでしまひ

ました︒

四佃5

二人は︑おどろいて逃出し

折ってしまひました︒

ましたが︑すぐに射殺されてし

四桝7

北風︑オ前ハモウ北ノ

まひました︒

四枷4園

そのうちに︑よひがまはって︑

國ヘカヘッテシマへ︒

とうく眠ってしまひました︒

五238

五476回私どもは︑萎をつけたらく

777
しまう一しまう

だを引いて︑さばくの中を通って居
ましたが︑とちゆうで一休して居る
うちに︑つい眠ってしまひました︒

六795

それが︑又前後から官軍に討

たれて︑ちりぐに逃げてしまった︒

恐しい海賊がどやくと乗移って來
て︑用光を取圃んでしまった︒
食事をしますが︑其のおいしいこと︑

こんな雪の朝などは︑いつも 七501国 武器の手入れをしてから︑

よりたくさん吊るので︑いくら餌を

大きなアルミニウムの食器の御飯を︑

六903
やっても︑すぐになくなってしまひ

五555 今桑ヲタベテ居ル量モ︑アシ
タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ

かういふ所へ覧ると︑もう煙

見るく平げてしまひます︒

七952

烈しいけいこに︑中間は︑み
此の小感が︑やがて木を下り

んなへとへとになってしまった︒

七879

れてしまひます︒

の都といふことなどは︑すっかり忘

ゆふべの火事で︑をぢさんの 七713
火元からは大分はなれて居た

び出した荷物も焼いてしまひ︑

が︑風下になって居たので︑一度運

六963

うちも焼けてしまったのださうだ︒

六961

ます︒

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と︑一走おつしゃつ

フサウデス︒
五657

たま＼︑少彦名のみことは︑もう︑
お姿が見えなくなってしまひました︒

五804語歴︑クモノチエノアルノニ︑
スツカリ感心シテシマヒマシタ︒

わたしは︑いつもお纒を讃

て︑何時の間にか︑柔い土の中にも

六佃6園

まうと思ふのだが︑机に向かふと︑

五梛3圏今一つは︑しほひる玉と申
して︑これを水につければ︑どんな

ぐりこんでしまひます︒

紙に﹁貸家﹂と書いて張って

つい書がかきたくてかきたくて︑た

置くと︑いたづらな子供が︑ぢきに

七川1

まらなくなってしまふ︒

ケレドモ︑潜望鏡ヲタエズ水

大水でも︑たちまち引いてしまひま

六佃6

す︒

六89 二人の様子に︑兄うかしは︑

ノ上へ出シテ居ルト︑敵二見ツケラ

板に書いて︑しっかりと釘で打附け

七川3そこで︑考へた家主は︑厚い

破ってしまふ︒

すっかり氣をのまれてしまひました︒

レヤスイカラ︑不用ノ時ハ︑コレラ

七㎎9園

いよく無い時は︑川へ飛

てしまった︒

引ツコメタリ︑又ハ深クモグツテシ
グンカン

僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ

込んで死んでしまふつもりだったの

た︒

十一月の初になれば︑もうほ

折から南へ飛行中だつたつば

待ちかまへて居た彼等は︑忽

ち其の人を殺して首を取ってしまつ

八181

た︒

八266団．降っても︑すぐからりと晴

かへって︑はだ身はなさず持

上ってしまひます︒

其の刀に見おぼえがあった頼

つて居た刀を見つけられてしまひま

八399

した︒

朝は︑さあ︑此の女にはゆだんが出

八403

來ぬといふので︑石のらうに入れて

しまひました︒

任務を果して氣がゆるんだの

か︑鳩は取扱兵の手に抱かれたまま

八793

しかし︑此の成功に満足して

冷たくなってしまった︒

八三4

粉雪が幾日も降動いて︑野も

しまふ佐吉ではなかった︒

山も眞白に埋めつくしてしまった︒

八903

かうなると︑打出の小槌は︑

まるでねだんのない物になってしま

八伽8

ちやうど打出の小槌が︑ただ

ふかも知れません︒

一つしがなければ︑何億圓といふ高

八川9

いねだんでせうが︑世界中の人が皆

持てば︑ねだんがなくなってしまふ

こ＼ではあっといふ間に日が

といふのと同じことです︒

八慨2

ごらん︑其の枯草

まだ消えてし

落ちてしまふからである︒

まはないのに︑

枯野の雪は

の申に︑

八郷1圏
れになって︑もう身動きも出來なく

少しの青いものが︑ ひそ

なってしまったのです︒

めは︑食にうゑ︑冷たい雨にずぶぬ

八91

ひます︒

とんど其の姿を見せなくなってしま

八57

あ︑とうくかくれてしまつ

來ルトコロヲ︑モグリナガラ進ンデ

ウツカリソレニ引ツカ・ルト︑

七177

です︒

フ︒

六燭5

どこからかあやしい船が現れ
て︑用光の船に近づいたと思ふと︑

七332

い落ちてしまった︒

たちまち壁はくつれ︑屋根馬は大て

はげしい震動に︑此の家も︑

魚ノヤウニ︑生ケドリニサレテシマ

六捌3

アルガ︑

行ツテ︑魚雷デ打沈メテシマフノデ

六佃9

マツタリスル︒

六244 あわてて︑ぎゆつとつかんだ
ら︑後足が取れてしまった︒

る問もなく︑片はしから︑やき立て

六386 火に追はれて︑逃げようとす
られ︑やき殺されてしまひました︒

六445 すっかり草をたべてしまった
山羊は︑やさしい目をしながら︑又
寄って來ました︒

六616 敵の船は︑こっぱみちんにく
だけて︑敵兵は︑海の底にしづんで
しまった︒

六776 もう此の上は︑何でもかでも
攻落してしまへといふので︑賊は︑

大きなはしごを作り︑これを︑城の
前の谷に渡して橋にした︒

しまう一しまう
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かに芽ぐんでみるのを︒

九89 或日突風にあふられて自由を
失ひ︑空から落ちて死んでしまひま
した︒

てしまひました︒

九111 二回やつて︑二回ともこはれ

て︑豆畠の方へ飛んで行ってしまつ

そばでじっと聞いてみて︑兄より先

たくみのかみ

つた︒

紫の君は︑とうく笑ひこ

ほんたうに︑あのねえさん

が國の正しい古傳︑つまり神代以來

十一641此の人がなくなったら︑我

いでしまった︒

てるるのだけれど︑とうく言へな

十﹁423 ﹁︿略﹀︒﹂それがのどまで出

らQ

が︑よその人になってしまふのかし

十一387

でしまった︒

十一2310囹ほら︑すっかりしみ込ん

けてしまった︒

十一233

一人此の世に残されてしまった︒

なくなって︑孫の紫の君は︑たった

十一218

尼さんは去年の秋とうとう

くうつ伏せになって泣入ってしま

きながら目を伏せてみたが︑とう

さすがに子供は︑じっと聞

た︒

男たちが︑雪かきで︑ようし

らかうづけのすけ

四十齢人が︑亡君淺野内匠頭

やなく新しい雪を取捨ててしまひま

十佃7
した︒
き

十悩6

の尊い歴史も文學も︑彼の死と共に

七月の初といふことなど︑

折から︑燈火がぱっと明か

いて消えてしまった︒

るくなったと思ふと︑ゆらゆらと動

十一籾5

つい忘れてしまひさうであった︒

十一999

のばすことが出番なくなりました︒

年を取ってしまって︑古事記に手を

十一728圏

ところが︑何時の間にか

ばれ本望を遂げたといふので︑江戸

兄が史記を選んでみるのを︑

つた︒

ほろびてしまふかも知れないのであ

こうふん

だが︑世間はすっかり失望し
ところが途中海が荒れて︑
息子は船と共に沈んでしまった︒

十搦6園

てしまった︒

言言8

市中はすっかり興奮してしまった︒

の仇︑吉良上野介を討って︑あっ

十一213

馬に悪いくせが附いてしまふのだ︒

これだけ︑た＼いてしまは

ではない︑扱ふ人がいけないから︑

うQ

中には︑波にのまれてしまつ
此の子をどこまでも助けよう

大晦日近くなると︑大分小さ

は︑とうく年の瀬を無事に越して

くはなりましたが︑それでも雪の山

十撹10

心もゆるんでしまった︒

とする母の一念に︑はりつめた兄の

十854

たのもある︒

十764

てしまった︒

汽船の船首は︑東海大の船腹を二つ

十725

忽ち一大音響と共に︑ロシヤ

十673園

に覧えてしまふ程でした︒

九擢4手のひらで亡く首や背中をな
でてやると︑すぐ安心して静まって

立つたり︑すわったり︑下駄

しまひます︒

鼠落6

ばきのま㌦で︑がたく呑んでゐま
すと︑とつぜん底が抜けて︑湯はす

九144 しかし︑二三米空中に上った
と思ふと︑急にふらふらとして︑飛

とうく彌次郎は︑梯子を買

つかり流れ出てしまひました︒
はされてしまひました︒

戯曲2

行機は地上に落ちてしまひました︒

九275 二度︑三度︑やっとつまんだ
と思ふと︑すぐに落してしまった︒

くと移動してみるが︑それでみて︑

下界は︑一見はなはだゆる

すべての物があっといふ間に過ぎて

九2810此のやうな所にころげ落ちて 九齪1
しまって︑若し三つからなかったら

村から海へ移した五兵衛の目

百の命が︑村もろ共一のみにやられ

十542此のま＼にしておいたら︑四

た︒

は︑忽ちそこに吸附けられてしまつ

十537

つい忘れてしまひさうでした︒

十2810囲小さい島の中といふことも︑ しまひました︒

しまふ︒

と︑それが又心配になって來た︒

九588国 五十階・七十階から︑とう

く百階を越えてしまひました︒
法僧といふ名を附けられてしまひま

九654 さうして︑とうくこれが佛
した︒

九692 さうして︑大急ぎで二上道具
をかばんにしまひ︑めいく身輕に
なって︑校舎の後の菜園に集った︒
ろうじゃう

に︑尼子方は多く職死し︑それに

かうして︑自分の田のすべて

始めて我にかへった村人は︑

﹁あじあ﹂の印のはいった用
紙に手紙を書いて︑今朝押してもら

十備5

つたスタンプを入れて︑ボーイに頼
十一1310

んでしまふと眠くなって覧た︒

つくと︑無言のま＼五兵衛の前にひ

美童が萩のはうきでとんぼを
追ひかけると︑とんぼはすいとそれ

十609

ざまついてしまった︒

此の火によって救はれたのだと氣が

十599

明を捨てた︒

の稻むらに火をつけてしまふと︑松

十552

九8210 前後七年差わたる長い籠城 てしまふ︒
りやうしよく

糧食がとうく書きてしまった︒

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の

九914 二人はしばし水中で職つたが︑
新左衛門を組伏せてしまった︒
ぎてしまふ︒

九描1 節名を讃むひまもなく通り過
九紫9園 日本の馬は氣が荒いとかい
はれるさうだが︑それも馬が悪いの
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しまがくれゆく一しみじみ

一時ぼう然としましたが︑やがて拭

其のすさまじさに︑誰も

つたやうに晴上った海上の一角に︑

十一糊10團

て︑とっくの昔︑すっかり冷えてし
鮮かな島影を見ました︒

十一佃2 もちろん︑月は地球と違つ

まった天髄ですから︑火山といって

せられたねえさんは︑まるでよその
人のやうに見える︒

始末

將軍綱吉は︑さすがに此の事

つなよし

﹇始末﹈︵名︶1

十価7

しまつ

に海を越えて︑遠いオーストラリヤ

三796園

た

あ︑しまった︒

あ︑しまった︒

八71
まで行くのがあるといふことです︒

三878園

シマッタ︒

サイパンを出た私たちの船

四237園

しまったと思って︑いきな

十278国

は︑途中テニアン・ヤップの島々に

十二891

した︒

十279団

十一528図

在す︒

十一522図

雨垂及び島島︑見渡す限

大小無価の島々各所に散

あったわけです︒

島は︑其の昔︑陸に闘えてみた山で

十伽8從って︑今︑湖上に浮かぶ島

が別々に見え︑

目ざむるばかり鮮かなり︒
きっすゐ

船は︑思ひ切り吃水深く︑

香港は︑美しい建物を以

しまる

︽ーヅ︾

て麓から中腹まで︑ぎっしりと埋め

十一川3囲

地へと波を切って行く︒

残雪を頂く島山の峯を目當に︑根櫨

十一893

て眠るが如く︑夏は山海皆緑にして

いた︒

七164

北からはいらうとすれば︑北

の戸がしまって西の戸があき︑

七166東からはいらうとすれば︑東

うじまん・ちからじまん

且vおおじまん・おくにじまん・けんど

蛙は︑うんといきを吸ひこんで︑

三273 大きいのがじまんの大

おなかをふくらませて︑﹁︿略﹀︒﹂

といひました︒

近く都にて信長公の弓馬
じまん
そろへのあるよし︑定めて自慢の馬

九424図面

に乗りて集る人々多からん︒

紫の君は︑給の具がほんた

ほら︑すっかりしみ込ん

︵副︶9

しみじみ

しみ

土人の歌に耳を傾けてみると︑

野末のすみれ・たんぽ＼・き

うしたものにしみじみと春の幸福を

んぼうげ︑白里面に咲く菜の花︑さ

九46

しみぐと感ずる︒

やはりこ＼は外國だといふことを︑

八二3

ぐ

しみじみ

厚い飛行服の上から寒さがしみ込む︒

十一㎜10 遂に四千米の高度に達して︑

でしまった︒

十一2310園

の毒だと思った︒

うにしみ込んだら︑にいさんがお氣

十一237

︽ーム・ーン︾

十319國近づくにつれて濃緑の島々 十一527図春は島山かすみに包まれ しみこ・む ﹇染込﹈ ︵五︶3 しみ込む

南洋の寳島といはれてゐます︒

タの島々と共に︑砂糖の生産地で︑

テニアンは︑サイパンやロ しまやま ﹇島山﹈︵名︶4 島山
あめ
九233図心 天も水もひとつに見ゆる
さ ど
海の上に浮かび出でたる佐渡が島山

り﹁故障︒﹂と叫ぶ︒

寄港し︑それからパラオへ向かひま

しまった

の戸がしまって北の戸があく︒
件の始末に心を痛めた︒
﹇島島﹈︵名︶9島島島々
じまん
南洋の島々から︑中にはさら しまった︵感︶4シマッタしまつ じまん ﹇自慢﹈︵名︶2 じまん 自慢

も︑みんな死火山ですがね︒

あって︑道ははかどらず︑遂に糧食

十二336 あいにく此の地方に戦齪が しまじま

﹁ ︿ 略﹀︒﹂と言った顔回が︑

が蓋きてしまった ︒
十二411
て うゑつ

先生よりも先に死んでしまった︒
十二M7 生死を超越してしまへば︑
もう淺はかな夢も迷もない︒

十二伽一 イタリヤもかつては其の例
にもれなかったが︑今は殆ど其の跡
を絶ってしまった ︒

と遠い所で見るとすれば︑結局はあ

十二価1 かりに︑太陽をもつともつ
の夜の空に銀の砂子をまいたと見え
る小さな星と同じものになってしま
ふであらう︒

十二研5 何時の間にかそろばんのみ
が用ひられ︑算木によるむつかしい
数學は全然忘れられてしまったので
あった︒

﹇▽とりしまり

られた島山でした︒
しまり

り田園よく開けて︑まうせんを敷け
るが如く︑白壁の民家其の間に貼在

日本は︑︿略﹀︑彼の國のや

うに︑算木による方法を捨ててしま

﹇締﹈︵五︶4

十二研9

しまる

ふしぎに思って︑今度は西側
の口からはいらうとすると︑又其の
戸がしまって︑さっきしまった南側

さっきしまった南側の戸があ

の戸があいた︒

島田に結って︑裾模様を着 七161

﹇島田﹈︵名︶1 島田
すそもやう

十一396

しまだ

七159

内海の沿岸及び島々には Oとりしまる・ひきしまる
名勝の地少からず︒

十一539図

す︒

︽ ーク︾

﹇島隠行﹈︵四︶1

ふことはなかった ︒

島がくれ行く

しまがくれゆ・く

島影

負うて︑其の眺は美であり奇である︒

十一531図海の静かなることは鏡の 十一805 湖上の島々も多．くは密林を
如く︑朝日・夕日を負ひて島がくれ
﹇島影﹈︵名︶1

行く白帆の影ものどかなり︒
しまかげ

しみず一しめやか
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感ずる︒

くせいは 今年も咲きで︑ 師の君

九欄7図圃秋の空︑香も高く︑ も

をしみぐ思ふ︒
九柵9 しかし︑一度外國の地を贈ん

しみずとうげ

清

しみつ
︹直願︺2 清水トン

﹇清水峠﹈︹地名︺1

八臆断清水峠

水峠

しみずトンネル
清水トンネル

清水トンネ

清水トンネル

しみつ

︵名︶2

第二十六

第二十六

清水トンネル

八目14

ネル

で︑言葉の通じない所へ行くと︑誰

八欄7
ル

第五のトンネルこそ︑長さ九
︽一

市民﹇▽えど

市民は︑全く生きた心地もな

﹇市民﹈︵名︶5

しむ

︽ーム・ーメ︾

局江戸百萬の市民を救ふことである︒

附近には大小の製材工場多

︵助動︶7

はしむ︒

うっかりすると足が滑る︒

しめ・す﹇示﹈︵四・五︶5示す︽一

高度計はぐんく上って︑︸

サ・ーシ・ース︾

千三百五十米を示した︒

九粥10

るが︑富士はやっぱり横雲の上の青

司令長官は︑︿略V小巡九㎜9 高度計は一千百米を示してゐ

洋艦をして︑敵艦隊を沖島附近に

軍人さんは地圖を指して︑そ

ら

三日の後また山上に來

示す石があった︒

家康︑直ちに勝商をして︑ 十二747図圏

しめ給

かのするどき矢を差さし

﹇給﹈︵助動︶2

りて︑援軍の消息を示さん︒

しめたま・う

ふ ︽ーフ︾

め給ふことよ︒

九1910三園

大神︑其の道心の厚きを

賞して︑命のために壮大なる宮殿を

十二65図

造らしめ給ふ︒

しめなわ ﹇注連縄﹈︵名︶1 しめなは

刀工が刀を鍛へるに當って

しやうじやう

しめやか

げ
しめやかに下

しめやかに︑夜の霧ち

またをつ＼み︑立ち並ぶ家々︑燈

十81図圏

駄の音︑ どこかでどっと笑ひ聲︒

遠い汽笛︑

︵形状︶3

しめなは

は︑仕事場を清浮にし︑

十二693 一度此の門をしめ切ったら︑ 十一捌7

ひとつち
を張り︑神を祭り︑︿略﹀︑ 一一々々

しめやか

精魂を打込むのである︒

四つの天守閣は一箇の掲漏した城郭

︵サ変︶2 じめくす

となって︑

︽ーシ︾

昨日の雨でじめくして︑

た

坂が急で︑道がじめくして 九62圏

じめじめ・する

十一㎜6

ころびました︒

ゐましたので︑松村君が︑すべって

五283

る

や＼廣く平な所に三角黙を

れが奈良であることを示してくれる︒

な

九二2

を長く下界に引いてみる︒

空にくっきりとそびえて︑其のすそ
鐵眼の深大なる慈悲と︑

しめしにや︑

十二5011図

だのぶなが

かすが

何の山︑何の川︑↓木・
人をして低回去る能はざらしむ︒

一草に至るまで︑歴史あり古歌あり︑

十二悩6図

えり
自ら人の襟を正さしめ︑

十二旧9図春日の社は︑︿略﹀︑森嚴

しむ︒

織田信長に見えて長篠城の急を告げ

お

十二757図

家臣をして召入れしむ︒

頼朝其の由を聞き︑︿略V︑
十一慨10

︿略﹀︑熱心とは︑強く人々を感動せ

十﹇柵6図

いざなひ寄せしむ︒

十一556図

おきのしま

く︑さすがに木材の集散地たるを思

十櫻10図

しむ

寒さが︑骨身にしみてしいん

しみる

千七百二米の清水トンネルである︒

八雲2

ンネルにさしかかるのである︒

八悩4

いよいよ日本一の長い清水ト

しみずトンネル

でも國語のありがたさをしみぐと
感ずる︒

十橋1 天地の押える此の大御代に生

あけ

ある自分も︑しみぐ左きがひを

まれ合はせたのを思ふと︑一臣民で
感ずるとよんでみる︒

十﹇88 緑深き木立の間から︑朱の
くわいらう

し・みる

ろうもん

色あざやかな大鳥居・櫻門・廻廊
ミ︾

しみん

とする︒

﹇染﹈︵上一︶1

を望む時︑神域のけだかさをしみじ
十6410

しんみき

みと感ずる︒

十一314 何れも︑名工鳥佛師の作と
げいじゅつ

しみん

して古藝術のかをりゆかしく︑威
嚴の中に︑しみぐと慈悲の御相を
六燭7

江戸市中が兵火にか＼れば︑
徳川の家を救ふことは︑結

︽ーッ︾

引績き起る職掌に︑家は震ひ︑ しめき・る ﹇締切﹈︵五︶1 しめ切る

それが七八人の人を乗せて︑

十一一鵬9

百萬の市民はどうなることか︒

十二㈱8

目をみはった︒

民は︑始めて見る地上の怪物に驚の

ロンドンの市中を走り廻った時︑市

十佃3

坂離宮へと急いだ︒

居る中を︑七十七歳の老元帥は︑赤

地はゆれ︑市民があわてふためいて

六慨7

かった︒

辞するのであるが ︑

十一353 私は幾度か︿略﹀の古歌を

口ずさんで︑李をしみぐとしの
び奉るのであった ︒

＋而2其の青白い︑しみぐと親

清水

しめる光が︑我々に大きな慰を與へ
﹇清水﹈︵名︶2

るからです︒

しみず

十406 底はごく淺いが︑こんくと
清水が湧出てみる ︒

十二欄9 清水の流だといふ此の川べ
りは︑もう殆ど雪がなくなって雑草
が一面に芽ぐんでみる︒

781
しめり一しも

火うるむ︒

十86図圏 窓ぎはにはひ寄り︑ガ

めたバナ・屋の
もしろい︒

七柳3圏

身ぶり手ぶりもお
目を閉ぢた︒

はれてみる︒

見る︒

鍛へに鍛へた我が腕︑射撃は正確で

で車髄は上下に激動するが︑かねて

ある︒

かしさを畳えしめる︒

十一977図

一老人怒りて靴音の頭を

地面がでこぼこしてみるの

水仙・ヒヤシンスの芽の出でたるを

天地に新緑の香を満ち 十柵5図 霜はとく消えて︑表面のみ
かさくと乾ける地面より︑早くも

香を満ちたゴよはしめる︒

十一363圃

其の果にオホーツク海の煙

たゴよはしめる︒

やがてピンセットでねぢをは 十一828

戸をしめた︑

ラス戸ぬらし︑ しめやかに︑ひそ
九3010

波を望ましめるのである︒

かに夜の霧流る︒
さんで機械の穴に差込み︑小さなね

十一8610

﹇ ▽ あ さ じ めり

しめり

ぢ廻しでしっかりとしめた︒

九矯7

一種のあこがれに似たなつ 十二833

しめ・る ﹇湿﹈ ︵五︶1 しめる
︽ーッ︾﹇▽うちしめる

機内の席に着くと︑小さいと

九伽2 夜がふけると︑思ひなしか屋

﹇▽いっけんしめん

ヲツ・キマハッテ︑ピョコリト
地メンヘトビ下りマシタ︒
下に置くと︑飛べないので︑

仰げば︑百敷十米の中空よ

数十の櫓は層々と重なり︑ しも ﹇下﹈︵名︶1 下﹇▽かざしも・

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

かう廣げて︑此の金物で 十二726

びらが外からぽんとしめられる︒
かなめ
十一一578囹 要もとしめて︒

十齪2図

かわしも

十二5710園

ゑんえんと連なって︑まさに飾磨平

︽一

野に浮かぶ一大戦艦を思はしめるも

占める

じっとしめるによって︑要もとしめ

﹇占﹈︵下 一 ︶ 3

根瓦が少ししめって來る︒

てでござる︒

し・める
メ・ーメル︾

しめる

六245

地面をはって歩く︒

それから︑地面の上ばかり
でなく︑地面の下にも︑地下鐵道と

六梱1園

それから︑地面の上ばかり

いって︑電車が通って居る︒

六個2囹

でなく︑地面の下にも︑地下弓道と

さうして︑十敷米も滑走した

いって︑電車が通って居る︒

九141

頃︑機は果して地面をはなれました︒

下草の茂りはあまり深くない
ので︑所々に地面の赤い色さへあら

九佃6

八472

さうして︑霜の消える頃から︑

朝は霜だ︒

今朝は霜がたくさん下りて︑

霜はとく消えて︑表面のみ

かさくと乾ける地面より︑早くも

十柵5図

す︒

寒い北風がびゆうびゆう吹いて居ま

八556

の太陽が輝いて︑

八493朝の霜も忘れたやうに︑軍書

さを破って景氣よく聞えて來る︒

組合の脱穀機の音が︑あたりの静か

八481

四㎜3囹 北風ガ︑霜や雪デ︑野
山ヲマッ白帆シタ導引リニ︑

四諦4雪デモ︑霜デモ︑氷デモ︑
自己ハシカラトカシテ︑野や山
ヲ暖クシマス︒

しも ﹇霜﹈︵名︶8 霜

として雲の如く綿の如く︑

り落來る瀧︑初は水筋通りて見ゆれ
ばくく
ども︑岩に論り石に砕け︑下は漠々

九313 ねぢは︑自分がこ＼に位置を

しめん

て奮起せしめるものがある︒

十二㎜5此の歌は︑︿略﹀︑後人をし

のがある︒

十一一5711園

じっとしめるによって︑要もとしめ

かう廣げて︑此の金物で

占めたために︑此の時計全膿が再び
活動することが出來たのだと思ふと︑
てでござる︒

かう廣げまして︑此の金 じめん ﹇地面﹈︵名︶8 地メン 地面

要もとしめては︒

嬉しくて嬉しくてたまらなかった︒

十二618園

︵助動︶10

それがまた今日の我々を結び
附けて︑國民として一身一面のやう
彼は︑わめき叫ぶ船客をなだ

にならしめてみるのである︒

十7210

めつ＼︑片端からボートに分乗せし
めた︒

他に例のない形でありなが
ら︑何等そこに不自然を感ぜしめな

十一271
い︒

十一362圃五月の太陽は︑︿略﹀︑そ
天地に新緑の

れぐのいみじき色彩をみかんな
く映思せしめつ＼︑

三583サウシテ︑針ノ刀デ目玉

十二617園

しめる

物でじっとしめます︒

のは高さ百四十七米齢︑石の敷三百

し

ハ︑テツノモンヲ

︽ーメ・一

十一柵9團 金字塔の中︑一番大きい
二十萬︑底の占める面積が五百二十
六アールもあるといはれてゐます︒

オニ

九柵2

十二702 地は南に飾磨港をひかへて メル︾
瀬戸内海の運輸を占め︑西に中國街
シメル

道を受けて交通の要路に當ってみる︒
﹇締﹈︵下 一 ︶ 1 一

める︽ーメ・ーメル︾RVおしめる・だ

し・める

一674

きしめる・ふみしめる

シメテ︑シロヲマモッテヰマシ
タ︒

七283 静かだといふみなかの夜も︑
此の頃は︑雨戸をしめて始めてほっ
とする︒

七383囲 客を呼ぶ聲笑ふ聲 鉢巻し

見る︒

水仙・ヒヤシンスの芽の出でたるを
し︒

外︑吉野山は至る所櫻樹ならざるな

しも﹇▽いましも・お

下仕

下手

しものせき

本土の西︑近く九州と相

下關海峡

しものせき

名︺3

多く︑

しゃ

しものせき

しかも︑輝岩海峡を出

﹇下千本﹈︵名︶1

寺門

下

こ㌧を下の千本といふ︒

﹇寺門﹈︵名︶1

寺門を出で︑こけむしたる

﹇車﹈﹇▽いちりんしゃ・きかん

﹇者﹈﹇▽きけんしゃ・こうけい

しゃ ﹇社﹈几﹀しょうごんしや

いちょうしや

うしゃぶたい・しょくどうしゃ・ぶた

しゃ・じてんしゃ・じどうしゃ・じど

しゃ

つ︒

坂道を下りて︑那智の瀧の正面に立

十捌6図

じもん

十一22図

の千本

しものせんぼん

氣に感ぜざらんや︒

門の昔を思へば︑誰か其の先見と義

滅する燈光を望みつ＼︑かの助左衛

十二佃9図

下關海峡西口に妄りて明

古よりこ﹂に難破するものすこぶる

入する船舶の航路に接するを以て︑

十二認5図

接せんとする所下野海峡あり︒

十一515図

下關海峡

十二31図醐 大宮の火桶のもとも寒 しものせきかいきょう ﹇下関海峡﹈︹地
︵副助︶1

き夜に御軍人は霜やふむらむ
しも

りしも・さしも

も

下賀茂

八棚4図 烈しく職ふ折しも︑いかな
るはずみにか︑
か

﹇下賀茂﹈︹地名︺1

十一84 賀茂川の清流に沿うて下賀

しもがも

﹇下仕﹈︵名︶1

茂の社に詣で︑更に上賀茂の宮居に
詣でる︒

しもづかえ

八426 そこへ下仕の女が來て︑
﹇下手﹈︵名︶5

﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と 申しました︒

しもて

下手と︑二箇所に作った水門です︒

十悩10 間門といふのは︑川の上手と
十衡1 すると︑上手の水門を閉ぢ︑
下手の水門を開きます︒

十櫛2 さうして︑舟が下手の水門を
通ると︑今度は下手を閉ぢ︑上手を
開いて舟を通します︒

十伽3 さうして︑舟が下手の水門を
通ると︑今度は下手を閉ぢ︑上手を
開いて舟を通します︒

十二悩5 僕も︑長靴をはいたま＼下

十一価6

望遠鏡の圓い視野に︑月が

﹇邪﹈︵名︶1

邪

くっきりと浮出して見える︒
じゃ

ぢや︒

十一一㎜5園

墓場から︑わしを連出す

あなたは︑天人ぢやな︒

とはあんまりぢや︒

十二柵6囹

十二柵11囹 こ＼はどこちや︒

平和を愛し︑美を喜ぶ我が

國民の優美な性情と︑善にくみし︑

十一醜6

十二棚10園．お㌦涙ぢや︒

ぢやあ︑今度の子馬は僕に

世話をさせて下さい︒

九備7園

じゃあ ︵接︶− ぢやあ

邪をにくむ正義観とは︑まことに日

ぢや

本刀の精神其のものといふべきであ
る︒

ちゅう・どうこうしゃ・どうじょう

十二柵4磯

十二搦3圓

娘よ︑済めはひどい女ぢ

さうあるべきぢや︒

若し邪悪な心があれば︑如

且Vおしゃかさま

繹迦三尊

しゃか

だ

今日は︑これからじゃがい

枯れか＼つて一面に黄色にな

やましろのおほえのわう

じゃき
﹇邪気﹈︵名︶1 画廊﹇▽む

じゃき

三選も邪氣も一瞬に霧散して︑心氣

き

十一㎜11 一度起ってこれを振るへば︑

じゃき

じゃき

とし給うたもので︑

が︑御父君にかたどって等身の御三

するのは︑太子の御子山背大兄王

十一3011

しゃか
それと並んで繹迦三尊を拝

しゃかさんぞん ﹇釈迦三尊﹈︵名︶！

んくと照らしてみる︒

つたじゃがいも畠を︑午後の日がか

九694

やがいも畠

じゃがいもばたけ ﹇芋畑﹈︵名︶1 じ

もを掘りませう︒

九685園

じゃがいも ﹇芋﹈︵名︶1 じゃがいも

しゃか

られない︒

何に切味がよくとも捨ててかへりみ

十一矧9

立板に水を流すやうに物 じゃあく ﹇邪悪﹈︵形状︶1 邪悪

︵助動︶20

十二546囹

じゃ

これはもう都ぢや︒

を言附けられるお方ぢや︒

田舎の人︑これぢや︒

廣げれば大きな末廣がり
それは又高いことちや︒
これは何ぢや︒

如何にも大きな末廣がり
末廣がりとは︑扇のこと
なる程これは古がさちや︒

これがそなたの領地ぢや︒

お＼︑さうちや︒

あいきやうのない言葉ぢ
飼犬に手をかまれた方が

しゃ︒とうせんしゃ・ぶんがくしゃ︒

やぞ︒

十二柳10圏

これや︑不孝者のうは手

奥千本﹈︵名︶1 下・中・上・奥の

十一52翼下・中・上・奥の千本の しゃ ﹇視野﹈︵名︶1 視野

しもなかかみおくのせんぼん ﹇下中上

まだましぢや︒

7
りょこうしや

しや︒しゅぎょうしゃ・せんししゃ

十 十十十十 十 十十十 十十十
二や二二ニニぢ二ぢニニニぢ二二二
145
。 140 1認 62 62 や 61 や 60 60 58 や 56 56 54

千本

手の淺瀬にはいった︒

71143 。10。8360747
囹 園園圏 園部園

囹園園園

囹

しも一じゃき

782

783
しゃく一しゃめん

は自ら清明となる ︒
﹇尺﹈﹇▽ご じ ょ う さ ん じ ゃ く ・

ごろくしゃくしほう・ししゃく︒しち

しゃく

しゃしまつ・る

謝し

乃木大事はおごそかに︑

﹇黒豆﹈︵四︶1

︽ール︾

十903図圃

まつる

車掌﹇▽

時間ぐらるふたをあけて置くと︑
しや
﹇謝﹈︵サ変︶2 謝す 謝す

しゃ・す

車艦

通る所になって居り︑

しゃない ﹇車内﹈︵名︶4

十m4

車内

﹁あじあ﹂は防音装置がして

急に車内がさびしくなる︒

くは聞えない︒

あるので︑外の響が車内にやかまし

十研8

げてくれたまへ︒

九m7 車内も中々暑い︒
︽ースル・ーセ︾
しや
一豊は妻の深き志に謝せり︒ 十研1園 もう少し︑車内の温度を上
厚意謝するに繁りあり︒
車窓

車窓を開くことが出來ないの
﹇車体﹈︵名︶1

しゃつ﹇▽くろシャツ
花子﹁しゃつ︒﹂

くは
當番が︑農具小屋から︑鍬・

ジャポネーゼ

しきりに﹁ジャポネーゼ︑

︵名︶2

シャベルなど︑いろくの道具を出

して來た︒

ジャポネーゼ

ジャポネーゼ︑ジャポ

ジャポネーゼQ﹂とさ＼やくのが聞

十二伽7園

える︒

ネーゼ︒

十二伽7囹

ンダマ︒

一302圃

プウトフクレル

だから︑こんな筏の十や二

シャボ

社殿の右手に︑幾百年を纏 しゃぼんだま ︵名︶一 シャボンダマ
くす
社殿は︑熊野川を背にして︑

たりと思はる＼楠の老木あり︒

十榴1図

十二2710

じゃま ﹇邪魔﹈︵名︶1 じゃま

十が轟いて下ったからとて︑少しも

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

老杉かげ暗き所にあり︒

さながら雀の如くに見ゆるも︑社殿

じゃまになるわけではない︒
しゃめん

﹇▽きゅうしゃめん

すると︑をぢさんは︑ しゃめん ﹇斜面﹈︵名︶5 斜面 斜面

しました︒

斜面を滑らせながら飛ばせることに

しゃめん

ませんので︑砂山の上へ機を運んで︑

上天氣で︑風がちっともあり

﹁︿略V︒﹂と言ひながら︑もう一度社

車道

九138
﹇車道﹈︵名︶1

大都會では︑廣い通は︑中
央が車道といって︑電車や自動車が

六㎜4園

しゃどう

殿の方を見やった︒

十二937

の高大なるためなるべし︒

十二68図

九696

地面がでこぼこしてみるの シャベル ︵名︶一 シャベル
︵名︶1

﹁きしゃ﹂

﹇社殿﹈︵名︶6 社殿
けいだい

ことに住吉神社は︑境内が廣

小さい社殿の右側に︑玉垣を

拝されます︒

く︑樹木が多く︑社殿がおごそかに

七706

しゃでん

三117園

シャツ

で車禮は上下に激動するが︑

十二833

しゃたい

で︑僕の此の言葉も通じないらしい︒

十湿7

﹇車窓﹈︵名︶1

九427図

大みことのり傳

此の廣場を中心として︑す

﹇車掌﹈︵名︶1

しゃそう

御重深き大君の
﹇射出﹈︵サ変︶2

じょうごしゃく・じゅうばつしゃく・

しゃしょう

が︑後から後から疾騙する︒

子を乗せた幾十垂・幾百塁の自動車

方へ射出する街路を︑氣早なパリー

十二伽8此の凱旋門を中心に︑十二

る︒

を︑人の波︑車の波が刻々と押寄せ

こぶる不規則に射出する七つの街路

十二佃6

射出する ︽ースル︾

しゃしゅつ・する

十924図圏園

しゃくどう

ふれば︑彼かしこみて謝しまつる︒

﹇癩﹈←こしゃく

はっしゃく
しゃく

しゃくどう ﹇赤銅﹈︵名︶1 赤銅
はだは赤銅さながらに︒

しゃくどう

十一917図圃 吹く潮風に黒みたる

しゃくどう

しゃくどういう ﹇赤銅色﹈︵名︶1

赤銅色
しゃくどう

落首6 誰も彼も︑赤銅色のはだか
しゃくや

しゃくやくや水仙が︑雪

﹇三智﹈︵名︶1

ら玉の汗を流してみる︒
しゃくやく
く

十一一捌2圓

おんなしゃしょう

十403
﹇車掌﹈︵名︶2

窩眞

廻らした泉がある︒

車掌は更に︑﹁︿略﹀︒﹂と言

十欄9図

の下で︑もう目をさましてみるので

十欄5

車掌さんが︑ボーイに︑
﹇写真﹈︵名︶1

窮眞機を北極星に向けて︑一

爲眞機を北極星に向けて︑一

﹇写真機﹈︵名︶1

眞にうつります︒

九佃10

しゃしんき

窩眞機

の圓をゑがく様子がわかるやうに爲

時間ぐらるふたをあけて置くと︑此

九平2

しゃしん

﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけてるた︒

十研1

車掌さんが説明する︒

やがて金建にさしか＼ると︑

しゃしょうさん

つて喜ばせる︒

車掌

十一榴3

射撃5

すから︒

しゃげき ﹇射撃﹈︵名︶2
いっせいしゃげき・えんこしゃげき

それぐ猛烈な射撃を開始した︒

十二831 部隊長上の第一爽を合圖に︑ さん

で車髄は上下に激動するが︑かねて

十二834 地面がでこぼこしてみるの
鍛へに鍛へた我が腕︑射撃は正確で
ある︒

社寺
社寺の壮麗はしばらくお

﹇社寺﹈︵名︶1

じゃけん nvむちじゃけん
しゃじ

十一一悩3図

き︑何の山︑何の川︑一木・一草に
至るまで︑歴史あり古歌あり︑人を
して低回去る能はざらしむ︒

こでしょ︒
リゼー

シャンゼリゼー

九1310 プロペラが目上すると︑機は
勢よく斜面を滑って下りました︒

十一槻4 遂にはそれもなくなったと

︹地名︺一

シャンゼ

なかんづくコンコルドの廣

場から︑シャンゼリゼーの大通を過

十二偽5
ぎて︑ナポレオンの凱旋門に至る美

思ふと︑眼界が急に開けて︑山腹の
斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が波

上海
すん

しゃんはい

くわうほ

しゃんはい

呉漱を右に見て︑黄浦

シャンハイ﹇上海﹈︹地名︺3上海

ちない︒

観は︑何といっても世界一の名に恥

がいせん

のやうに績いて見えた︒

十一悩9 右手に見下す斜面に咲績く
黄色い花は︑大きいのが﹁しなのき
んばい﹂︑小さいのが﹁みやまきん
ぼうげ﹂であっ た ︒
う

﹇首﹈﹇▽いっしゅ・やくしせんご

うしゅ・すいとうしゅ・つうしんしゅ
しゅ

﹇珠﹈﹇▽ぎぼうしゅ

ひやくしゅ
しゅ

先づ藩廉に其の志をう

はんちやう

種

﹇種﹈︵名︶1

十二橋2図

しゅ

つたへて許可を得しが︑時あたかも

﹇樹﹈←がいうじゅ・かつよう

﹇珠﹈﹇▽さんごじゅ

の種の事業に着手するを得ず︒

幕末にして人心動揺し︑たうてい此

ばくまつ

じゅ

じゅ

じゅりん・しんようじゅ・しんよう

十一鵬4團

江をさかのぼるとやがて上海が朝

じゅりん

ちやうじゅ

くんちょう

一歳の光榮ある長壽を終るまで︑

しりとり⁝⁝⁝十

山がらの思出
山がらの思出
逃げたらくだ

十逃げたらくだ

二 祭に招く⁝⁝⁝十

五426

六目3

六564

一＝二四五六七八九

︵名︶6 十 10

十神風

六目11十神風

一

﹇十﹈

一446

じゅう

十十ピキ ヰマス︒

十二273かういふ大きな筏が︑時に

だから︑こんな筏の十や二

十も十五も列を作って石心を下る︒

十二279

十が画いて下ったからとて︑少しも

彼は一を聞いて十を知る

じゃまになるわけではない︒

男だ︒

十二394園

10

十一一66図 10 乾の小天守

十一一66図

﹇重﹈←ごじゅう・ごじゅうの

﹇銃﹈︵名︶2

銃εきかん

舷門には︑銃を手にした番兵

滑走機を改良して︑其の操縦

に熱中しましたが︑二日突風にあふ

九88

じゆう ﹇自由﹈︵名︶2 自由

があたりを警戒してみる︒

九332

げんもん

銃や劒を見せてもらって大喜の弟︑

言って居る兵隊さん︑其のそばで︑

八592 お湯から上って︑﹁︿略﹀︒﹂と

じゅう︒きかんじゅうだん

じゅう

とう・さんじゅう・にじゅう

じゅう

じゅう︒むらじゅう

らだじゅう・せかいじゅう・ひとばん

じゅう・うちじゅう・かおじゅう・か

じゅう ﹇中﹈﹇▽いえじゅう・いちにち

十873從一位侯爵にのぼり︑八十

じゅいちみこうしゃく

上海を出て三日目の午後︑ じゅいちい﹇従一位﹈︵名︶1從一位

じゅいちみ

もやの中に展開しました︒

十一爾6囲

始めて洋上のスコールにあひました︒

ちり 十二293 洞庭湖は︑上海から千二三

じゃれる

十﹇伽5 左は︑急な斜面が神秘な谷
底へ深く落込んでみる︒
﹇戯﹈︵下一︶1

且Vたまじ ゃ り

じゃ・れる

じゃり

︽ーレ︾

くびの慣すずを

功績は一世に高く︑君寵はすこぶ

三242圃

る厚かった︒

しゅう

ネズミノヨメイり

ネズミノヨメイリ

︹課名︺12

ようしゅうちゅう

しゅう
じゅう

二目11 十

ｩ1

三目11

三244
四目11

四541

十

﹇集﹈3まんようしゅう・まん

フォルニやしゅう・きたカロライナ

﹇州﹈与アリゾナしゅう・カリ

百粁もさかのぼった所にある海のや

しゃんはい

材木と材木とをく＼り附け

上海方面

しゃんはい

しゅう

うな湖水であるから︑

ば

1

行く︒

﹇上海蜜柑﹈︵名︶1

ンクで南京や上海方面に運ばれて

なんきん

た竹つながぼんく臨切られ︑ジャ

十二288

﹇上海方面﹈︵名︶

ちりならし︑ まりとじゃれて

と

シャンハイほうめん

は︑ えんからおちる︒
は

ジャンク ︵名︶3 ジャンク

静かに浮かんで居る︒

赤煉瓦の建物のすきから見えて︑

れんぐわ

八321圃 ロシヤ町波止場の海が︑
ジャンクが

十一柵11団 時折ジャンクが近づいて
は︑私たちの船に向かって大聲に呼

しゃんはいみかん

しゃんはいみ

ジャンプ

大きくて︑赤くて︑上海蜜 三目6

シャンハイみかん

上海蜜柑

十m10

︵名︶一

柑のやうだ︒

かん

ジャンプ

先生は︑向かふでジャンプを
してゐられる︒

八956

五目11

十十十十十五十

びかけます︒

材木と材木とをく＼り附け
しゃんはい

た立つながぼんく断切られ︑ジャ

十一一287
なんきん

ンクで南京や上海方面に運ばれて
行く︒

ぼん

じゃんけんぽん ︵名︶1 じゃんけん

四722圏 じゃんけんぽんよ︑ あひ しゅ ﹇手﹈集うんてんしゅ・しょうぼ

蛙 蛙

一一

じゃり一じゆう

784

785
じゆう一じゅうがいつ

られて自由を失ひ︑空から落ちて死
心を引かずにはみない︒

國びき

十一 オ正月
二603

周忌の絶壁は︑これも水際 三目12 十一

十一 國びき
三302

十一8310

からぎっしりと密林を畳み上げ︑

んでしまひました︒

され︑敷皇は火を吐いて進行の自由

十二823 すでに敵戦車の敷垂はこは

方にはいろくあるが︑柔かい鐵を

六618

六目12

五531

軍旗

軍旗

大江山

四目12 十一

一

所々﹁しらかば﹂の立枯れが︑白骨

其の周園を︑右往左往する

人影がある︒

十一塒6

のをどるやうにあらはである︒
自

を失ってみる︒

じいう

四566十一 大江山
五目4 三 おたまじゃくし⁝⁝⁝十

﹇自由﹈︵形状︶4

由﹇▽ふじゆう

じゆう

刀の中心として︑周園を堅い鐵で包

五目12

賀は︑たくさんのひかうきが
むのが最も普通である︒

四196にいさんののってみる加 十一柵7 此の異なる二つの鐵の重ね
のせてあって︑それが︑ひろい
十下品45

﹇十一月﹈︵名︶1

とんど其の姿を見せなくなってしま

八56
十一月の初になれば︑もうほ

一月

る所で︑周園に銃眼のついた壁をめ

東交民巷とは各國公館のあ

周園には︑大てい堀がある︒ じゅういちがつ

かんぱんの上から︑じいうに
とんで行くのださうです︒
十ニー910

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地

十

﹇十

十一時三十

﹇十一

十﹇時三十七分であった︒

一時三十七分﹈︵名︶1

じゅういちじさんじゅうしちふん

七分

九旧7

十一時二十三

じゅういちじにじゅうさんぶん

分

時二十三分﹈︵名︶1

九価10十一時二十三分︑左にやや遠

﹇十一人﹈︵名︶1 十

く大きい都市を望んだ︒

一人

じゅういちにん

十二人の中︑十一人まではあ

りましたが︑あとの一人がありませ

八356

ん︒

落鮎は太陽の表面に生ずる

じゅういちねん ﹇十一年目︵名︶1 十

一年

大きなつむじ風だといはれ︑其の敷

十二悩7

や大きさは︑凡そ十一年を週期とし

て増減してみる︒

すが︑中でも縦六米︑横十一米とい

七693石垣の石の大きいのは有名で

ふすばらしく大きい石には︑誰でも

それでなくても︑夜九時に北

時←ごぜんじゅういちじ

びっくりさせられます︒

十一時︑又機上の人となる︒

九嘱3図長四郎︑十一歳の時なりき︒

一歳

じゅういつさい ﹇十一歳﹈︵名︶1 十

斗七星を見て其の位置を覧え︑更に

九樹7

が大てい見當がつきます︒

十時・十一時に見ると︑此の動き方

九悩4

じゅういちメートル︵名︶1十一米

十一月三日の明治節に運動

十一月三日
會があるといふので︑

十354国

︵名︶1

白山に破裂する敵砲弾を物 じゅういちがつみつか ﹇十一月三日﹈

ともせず︑ぐんく距離をつめる︒

十二831

帯である︒

イフ長イ管が立ツテ居テ︑︿略﹀︑四

七935 前足が丈夫ですから︑けらや︑
もぐらのやうに︑土の中を自由にも
ぐつて行きます︒

十幾條

九594団

﹇十幾日﹈︵名︶1

きちんと交ってゐます︒

じゅういくにち

種まきがすんで十幾日︑淺い

﹇十一時頃﹈︵名︶1

想望算三千爾︑私財をこ

とぐくなげうつといへども︑＋が

﹇十一﹈︵名︶1 十が一

兵隊さんを迎へて︑とうく夜の十

じゅうがいつ

じゅういちじごろ

十一

一にも滞たず︒

かうして︑後から後から來る 十二備5図

水の上に︑二十か三洋ぐらゐ︑若々

︹玉名︺11

一時頃まで働きました︒

八546

十一時頃
じゅういち

るから氣持のよいものだ︒

しい緑の苗が出揃って行くのは︑見

七259

幾日

十

は︑十三條の縦の大通と︑横の直門
かうしじま
の通とが︑あたかも格子縞のやうに︑

殊に中央のマンハッタンで じゅういちじ ﹇十一時﹈︵名︶2 十一

十﹇323 そこに現れた諸書・諸学の じゅういくじょう ﹇十幾条﹈︵名︶1

周智

御姿は︑極めて生きくと︑自由に︑
美しくも尊くも舞される︒
﹇周囲﹈︵ 名 ︶ 1 0

八捌2 東京を去って三時間齢︑かう

しゅうい
みなかみ

して水上鐸に着いた時は︑周園はす
べて山ばかりであった︒
周團の壁やガラス戸棚には︑

いろくな時計がたくさん並んでゐ

九2410

る︒

十507図 鶏の聲を聞きては︑はや心

も心にあらず︑窯の開園をぐるく
と廻り歩きぬ︒

十一282 周團を廻らす廻廊も人の 二目2 十一 オ正月

くわいらう

ひます︒

方八方ヲ自由二見ルコトが出來ル︒

センバウキヤウ

六礼1 僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト

十十十十

しゅうかいどう一じゅうごや

786

かいだう

しうかいだう

﹇銃眼﹈︵名︶1

しゅうかん・にしゅうかん
じゅうがん

三目8
三483
四目5

五686

五目3

四901

る所で︑周園に銃眼のついた壁をめ

東交民巷とは各回公館のあ

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地

六目3

黒鮎は太陽の表面に生ずる

キシャ

21
︹課名︺
十九

十九

しゅうこう

歳

じゅうごさい

かんがへもの：⁝⁝・十五
一寸ボブシ

すゴめ

すごく砂ぼこりを上げて︑敵戦車が

﹇獣骨﹈︵名︶1 獣骨

十毫︑十五蔓︑績々と現れて黙る︒

獣骨で作った釣針などで魚を取り︑

十ニー12 かういふ時代の人は︑︿略﹀︑

じゅうこつ

又︑貝を拾．つて生活してみた︒

すゴめ

水の旅

舟行

﹇十五歳頃︵名︶1

日

正月の十五日まではあらう

かと存じます︒

十㎜6園

これが︑十五日まであるも

五日まであると思ひます︒

十棚8園私は︑どうしても正月の十

十悩3囹

清少納言は︑同じ事なら︑十

のですか︒

五日までこ＼にるて︑見届けたいも

十悩6

のだと思ひましたが︑

いよく十五日の朝です︒

十五日まで雪が消えないで
はうび
みたら︑きっと御褒美を上げますか

書見10園

ら︒

十鵬10

ハワイの人口約三十八萬の中︑

じゅうごまん ﹇十五万﹈︵名︶1 十五

島に︑

︵名︶1

十五米

長さ七百米︑幅七十米︑海

面上わっか十五米に過ぎない此の岩

十一価9

じゅうごメートル

事してみるのだ︒

業・商業を始め︑あらゆる職業に從

十五萬が日本人で︑それが農業・漁

八佃9

此の先生がまだ十五歳の少 萬
年であった頃︑ふと人間の聲といふ

十一433

ものの不思議さに氣附きました︒

十五

はるか向かふの岡に︑もの じゅうごや ﹇十五夜﹈︵名︶4 十五夜

﹇十五台﹈︵名︶1

すると︑大勢の中から﹁十

十九 じゅうこせん ﹇十五銭﹈︵名︶1 十五
八佃9園

鏡

五銭︒

じゅうごだい

十二819

塁

じゅうごにち ﹇十五日﹈︵名︶6 十五

中の旅
たこ
たこ

かういふ大きな筏が︑時に

﹇十五﹈ ︵名︶1十五

在ならず︒

高い岩山を切通した所で︑幅

︵名︶1 十五

十二偽4図附近に暗礁多く︑舟行自

﹇舟行﹈︵名︶1
あんせう

十も十五も列を作って男心を下る︒

十二273

じゅうご

六796

帯である︒

十ニー910

銃眼

しう
しゅうかいどう ﹇秋海面﹈︵名︶1 秋 しゅうかん ﹇▽いっしゅうかん・にさん
海樽

九重4 背戸のみぞ端に︑秋海巣がか
十月

はいらしい淡紅色の花をつける︒
﹇十月﹈︵名︶3

八55 十月には績績と去って行きま

じゅうがつ

す︒

じゅうく

て増減してみる︒

や大きさは︑凡そ十一年を週期とし

大きなつむじ風だといはれ︑其の敷

十二悩8

八64 東京から四千粁もあるフィリ しゅうき ﹇周期﹈︵名︶！ 週期
ピンで︑生年の十月の末︑子供がつ
ばめをつかまへました︒

八98 九月の末から十月の初にかけ
て︑汽車や飛行機で何回にも送った
といふことです︒
二目−〇

丁霊1 十九 キシャ

十伽4

粁

じゅうがつごろ ﹇十月頃﹈︵名︶1 十

三目8 十九 花火

じゅうごキロメートル

月頃

三757十九 花火

が底の所で九十米︑爾岸には絶壁が

十月頃全部引上げるのださうだ︒

四目9 十九 ひなまつり

十五

一寸ボブシ

すばらしい大工事です︒

そばだち︑其の長さが十五粁も早く

か 五目6 五 八岐のをうち⁝⁝⁝十九
五目7 十九 日記
五855十九 日記

﹇十九日﹈ ︵名︶1

︹課名︺11

十五

十五

四槻1 十九 ひなまつり

十一柳3 大てい五月末頃に上陸して︑

さよ子

じゅうがつじゅうはちにち ﹇十月十八

日﹈︵名︶1 十月十八日

六121團十月十八日
ね子様
じゅうがつにじゅうしちにち ﹇十月二

じゅうくにち

七目6 第五 からかさ松⁝⁝⁝十九

六目7 十九 梅
十七日﹈︵名︶1 十月二十七日
十316團 十月二十七日の朝︑目ざす 六㎜8 十九 梅
﹇十月二十日﹈︵名︶

パラオ諸島が來ました︒
じゅうがつはっか

じゅうご

日
2 十月二十日
六138国 さやうなら︒ 十月二十日 十一衛7困 十九日の朝です︒

ふとう

かね子 さよ子様

三目4

十245國 横濱の埠頭でお別れしてか 二目6 十五 雪上フレフレ
ニ815 十五 雪ヨフレフレ
ら︑五日目の十月二十日︑私はサイ

パン島に着きました︒

十十十十十十十七
五五五五五五五

787
じゅうごろく一じゆうじざい

四316

八月の十五夜近くなる

と︑こゑを立てて泣いてばかり
ゐました︒

ち

ト

︹課名︺14

遅々として進まぬ︒

三463

三目3

十四

をします︒

されど︑これより下︑十四

じゅうしごじょう ﹇十四五丈﹈︵名︶1

十四五丈

︵名︶1

重語ばかりは︑こけむしたる岩石︑

八666図

壁の如く突立ちたり︒

十二71図

十四五糎

じゅうしごセンチメートル
とんぼ

棒と︑幅十四五糎︑長さ一米ばかり

﹇自由自在﹈︵形状︶5

太さ中指ほどなる細長き

ニイサンノ入螢
ニイサンノ入螢

の厚板となり︒

自由自在

じゆうじざい

かうして︑多くの品物が︑自

由自在に集ったり散らばったりする

七656

ので︑しぜん大阪が一大商業都市と

今では︑大陸といはず大洋と

して嚢達したのです︒

十梱5

若しあそこが少しでも切れて

ばらしい活躍を見せてゐます︒

くわつやく

飛んで旅行に︑輸送に︑軍事に︑す

いはず︑飛行機が自由自在に空中を

九173

わざくらべ⁝⁝⁝十四

十時

斗七星を見て其の位置を心え︑ 更に

九悩4 それでなくても︑夜九時に北

﹇十時﹈︵名︶1

﹇十字﹈﹇▽かぎじゅうじ

足助次郎重範⁝⁝⁝十

千早城

村祭⁝⁝⁝十四

千早城

舟の上とた＼みの上

舟の上とた＼みの上

とんぼ

ユキ

ユキ

二目5 四カマキリヂイサン⁝⁝⁝

萬壽は當年やうやく十三︑舞 じゅうし

リマシタ︒

八365
姫の中では一番年若でした︒
十四

すばらしい速さで走って︑新京へは

四目4
五目2

四841

八時間齢り︑ハルビンへは十三時間

十三束三伏

じふさんぞくみつぶせ

十三束三伏

じふさんぞくみつぶせ

︵名︶2

五658
六目2

三人張の弓に十三束三伏の

矢をつがへ︑満月の如く引きしぼり
こらう

六目4

や

六728
七目5

弟彌五郎︑︿略﹀︑進み出で︑

十目5

局らか

じゅうじ

四

にの＼しれば︑﹁︿略﹀︒﹂と︑十三束

はたと射る︒

﹇集散地﹈︵名︶1

附近には大小の製材工場多

みたら︑自由自在に船も通れるでせ

十齪10図

地

集散 じゅうじ

三伏︑前よりもなほ引きしぼりて︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑胸をた＼いて聲

十175図

て︑ひようと放つ︒

十163図

﹇十三束三伏﹈

齢りで行けます︒

︵名︶1 十三時歩寄り
二目5
八222國 特別急行列車﹁あじあ﹂が︑ 二776

四324囹 この十五夜には︑月の じゅうさんじかんあまり ﹇十三時間余﹈
世界からむかへにまみります
ので︑かへらなければなりません︒

ま

天人たち

そろひで
十五

じゅうさんぞくみつぶせ

四345いよく十五夜の晩に
なりました︒

白い衣の

十三

ひ よこ⁝⁝⁝十三

しゅうさんち

この子は︑ずんく起き

﹇十五六﹈︵名︶1

ふと︑ 月は十五夜︑ まん奮い︒

が︑

四恩1皆野月の都の

六

じゅうごろく

四293
くなって︑三月ほどたつと︑十

︹菊名︺12

五六ぐらみの美しい娘になり
ました︒

じゅうさん

二目4 十三 カゲエ
ニ744 十三 カゲエ
六

三目2 十三 牛若丸

十時・十一時に見ると︑ 此の動き方

一一一目7

く︑さすがに木材の集散地たるを思

彼は先づ支那傳來の算木に

果は︑式も演算も自由自在となり︑

の方法に改めたのであるが︑其の結

よる方法を︑紙に書きあらはす筆算

十二㎜4

とが出來たのです︒

其の時代の生活を細かく噛し出すこ

そ︑當時の単語を自由自在に使って︑

しかし︑假名文であればこ

三412 十三 牛若丸

自

十一154

うが︑

間

十伽6

﹇自由時間﹈︵名︶1

夕食後は僕等の最も聾しい

自由時間で︑其の間に思ひくの事

七502国

由時間

じゅうじかん

粁︑十時間ばかりで船は通過します︒

運河の長さは全腔で約八十二

十 じゅうじかん ﹇十時間﹈︵名︶1 十時

が大てい見當がつきます︒

﹇十三日﹈︵名︶1

はしむ︒

三日

では︑もう大丈夫だと思って

じゅうさんにち

十方2

修史

みる矢先︑十三日の夜︑あいにく大

十三

自分が修史に志してからす
でに長い月日を過したが︑其の業は

十二453

﹇修史﹈︵名︶1

六目14 十三 笑話

﹇十三﹈︵名︶2

一寸ボブシバ︑十三ニナ

しゅうし

雨が降出しました︒

三505

じゅうさん

十一目5 第四 源氏物語⁝⁝⁝十三

六688 十三 笑話

五574 十三 少彦名のみこと

すくなひ こ な

五目14 十三 少彦名のみこと．

四752 十三 いうびん

四目3 十三 いうびん

うしわか ま る

第第十三十十十十十十十十十
四四四 四四四四四四四四四

じゅうじさんじゅうごふん ﹇十時三十
五分﹈︵名︶1 十時三十五分
九欄9 十時三十五分である︒
じゅうじ・する ﹇従事﹈︵サ変︶1 從

彼等は終日黙々として働い
仁者

十二悩5

見たところ胡麻粒のやうだ

が︑實は地球より大きいのがあり︑

十

時には地球の十敷倍に達するのが現
﹇十数名﹈︵名︶1

れることがある︒

数名

じゅうすうめい

山を越えて東岸に出でん

﹇従者﹈︵名︶2

十二237
てるる︒

じゅうしゃ

十一9410図
とすれば︑土人の從者行手の危瞼を

︽ーシ︾

事する

恐れて從ふことを欲せず︒

十一963追出獲の日近づくや︑林藏︑ 十備4 十数名の船員の心が︑船と一

底魚一 ハワイの人口約三十八萬の中︑

十五萬が日本人で︑それが農業・漁

九141

十数米も滑走した頃︑機は果

じゅうだい ﹇十台﹈︵名︶1 十墓

はるか向かふの岡に︑もの

すごく砂ぼこりを上げて︑敵戦車が

十二819

十垂︑十五塁︑泥々と現れて來る︒

じゅうだい ﹇重代﹈︵名︶1 重代

尼子重代の敵毛利を︑せめて

其の片われの元春を︑おのれ其の

九894

ま＼にして置けようか︒

じゅうだい ﹇重大﹈︵形状︶1 重大

慶喜は事のすこぶる重大な

︹題名︺1

遠く三組院や︑關東軍司令部

重代

のを知って︑大阪から海路江戸に蹄

十二搦11

つた︒

重代の冑

かぶと

機は︑風に向かってゆるゆる じゅうだいのかぶと

して地面をはなれました︒

九747

の胃

かぶと

と滑走し始め︑十数米走って︑ふは

十備9

左は山︑右は海︑此の間を じゅうたく ﹇住宅﹈︵名︶2 住宅

の建物が夕日に映え︑新しい住宅や︑

近県はそれだけで滞足せず︑

とが流行して來た︒

住宅を郊外の森林地帯などに進むこ

十二燭7

ぐらみの高さの山腹を縫って走りま
終生
附置

三55単離だん︑十だん︑

なはと

夜の明けぬ中から︑北の方で じゅうだん ﹇十段﹈︵名︶1 十だん

﹇銃声﹈︵名︶2

終生の弟子にならう︒

﹇終生﹈︵名︶1

街路樹があざやかに見える︒

しゅうぜん

しうぜん

九147

﹇縦走﹈
︽ーシ︾

︵サ変︶1

そこから右へ縦走して︑燕
の絶頂を目ざした︒

十一田9

縦走する

じゅうそう・する

修繕に一生けんめいでした︒

それから二日間︑二人は機の

彼等は︑田畑のことにかけ

十一5410図我が海軍は︑初より敵を

集中す ︽ーシ︾

しゅうちゅう・す ﹇集中﹈︵サ変︶1

つてみる︒

て本能的な執着と︑員劒な考を持

しふちゃく

十二229

んだ︑とんだ︒
十二812 盛に銃聲・砲聲が聞える︒
しふちゃく
しうぜん
しゅうちゃく ﹇執着﹈︵名︶1 執着
﹇修繕﹈︵名︶1 修繕

銃聲が聞えました︒

八548

じゅうせい

十二川6囹

しゅうせい

す︒

汽車は︑しばしば十数米から二十米

九525團

りと空中に浮かびました︒

九155

十三米

つになって鯨に追附かうとしてるる

十

︵名︶3

これまでの記録一切を取りまとめ︑

た︒

︵名︶1十字路

せぼね

﹇十字路﹈

む重傷であった︒

十803
じゅうじろ

重臣

十字路を中心にして︑こ＼か
﹇重臣﹈︹話手︺2

しこに村落や町が嵩在する︒

九二3
じゅうしん

重臣﹁あ︑もうし︑それは

重臣

リや王は︑三人の娘︑娘の

﹇重臣﹈︵名︶1

重臣﹁私は謹んで申し上げ

あんまりではございませぬか︒

十二凶5

ます︒

じゅうしん

十二郡一

﹇十数年前﹈︵名︶

むこ︑重臣などを面前に呼んで一三口渡
す︒

じゅうすうねんまえ

﹇十数倍﹈︵名︶1

十数年前にさかのぼる︒

1 十五年前
十二313

歎倍

じゅうすうばい

じゅうすうメートル

業・商業を始め︑あらゆる職業に從
重傷

信書管は血にまみれ︑身には

﹇重傷﹈︵名︶2

のだ︒

終日

それでも︑短骨に深くくひ込

重傷を負うて︑息もたえぐであっ

八752

じゅうしょう

從者に渡して言ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十七

養してみるのだ︒
︹課名︺11

二目8 十七 ウグヒス

じゅうしち

二972十七 ウグヒス

﹁十

︵名︶1 十 十二川7

三目6 十七 ねずみのちゑ
三693十七 ねずみのちゑ
四目7 十七 豆まき
四川7 十七 豆まき
五目5 四 天長節⁝⁝⁝十七
五目5 十七 クモノス
五761十七 クモノス
六目5 十七 雀の宿
六871十七 雀の宿
じゅうしちせん ﹇十七銭﹈

﹁十七銭︒﹂

馬柵1園 すると︑大勢の中から

七鏡

五鏡︒﹂

じゅうしちねん ﹇十七年﹈︵名︶1
七年
十一柵−o図 鐵眼が此の大事業を思ひ

立ちしょり十七年︵すなはち天和元
年に至りて︑一切纒六千九百五十六
﹇終日﹈︵名︶1

巻の大出版は遂に完成せられたり︒
しゅうじつ

十

じゅうじさんじゅうごふん一しゅうちゅうす

788

近海に迎へ撃つの計を定め︑豫め全
力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒
しうちやう

しゅうちょう ﹇酋長﹈︵名︶1 酋長
しうちやう

十

五目13

五562
六目13

田植

である︒

十二三日

じゆうにさんにち

﹇十二三日﹈︵名︶1

︵名︶1 十

﹇十二人﹈︵名︶3

それにしても其の最初といへ

ば︑ライト兄弟の苦心に成った十二

九178

ないし
秒乃至五十九秒の飛行で︑

七315

此の凱旋門を中心に︑十二

十二方から凱旋門の廣場に

十二方から凱旋門の廣場に

︵名︶1

十二米

きっちり十二米あった︒

じゆうにメートル

集って︑十二方に散って行くのが︑

十二旧10

集って︑十二方に散って行くのが︑
みつばち
花に飛びちがふ蜜蜂の群を思はせる︒

十二伽10

が︑後から後から疾駆する︒

子を乗せた幾十毫・幾百皇の自動車

方へ射出する街路を︑氣直なパリー

十二伽8

方

十二三日ぐらゐはございま じゆうにほう ﹇十二方﹈︵名︶3 十二

田植

二十

又︑月を直証三半のピンポ

じゆうにセンチメートル

せう︒

十996囹

牛かへ
牛かへ

︵名︶4十ニ

呉鳳⁝⁝⁝十二

﹇十二﹈

ｪ﹀︒﹂ト カゾヘテ︑十二

十二撹2

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと

じゆうににん

ふ大きなものになって︑

して見ても︑太陽は直家十三米とい

回護には︑其の時十二になる

ノッチ ヰル

八405
娘がありました︒

ざうり

牧入役さん︑お暑うござい

牧入役さん

最頂は︑十人とは乗れない

程狭かった︒

十一伽8

十134もう十人ばかりも集ってみた︒

じゅうにん ﹇十人﹈︵名︶2 十人

ます︒

七㎜4園

1

武士が十二人︑槍持・草履 しゅうにゅうやくさん ﹇収入役﹈︵名︶
さうして︑刑事裁判では︑

﹇十二番﹈︵名︶1

にあっかる場合がある︒
じゆうにばん

番

いはみ
かく言ふは石見の國の住人︑

三河國の住人足助次郎重

じゅうにんのりそこそこ

り︒

﹇十人乗﹈

捧げまみらせて︑此の木戸を固めた

範︑かたじけなくも一天の君に命を

十154図園

械木狼介勝盛︒

九792園

一番︑二番︑三番と︑十二番じゅうにん ﹇住人﹈︵名︶2 住人

﹇十二秒﹈︵名︶2

目の舞でした︒

二秒

じゆうにびょう

たった三十六米︑時間にして
わっか十二秒でしたが︑

九162

十

中で殊に人のほめ立てたのは︑五番

の舞がめでたくすみましたが︑其の

八368

十二

れた十二人の陪審員が︑事實の判噺

ばいしん

検事が立會ひ︑又人民中から選定さ

十二旧5

取︑其の外都合三十人︒

九重7囹

ん︒

りましたが︑あとの一人がありませ

十二人の中︑十一人まではあ

十二

ホリマシタ︒

マデ 來タ 時︑牛ノタクサン
車ガ︑イクツカト

二佃2

じゆうに

八目4

十一951図止むなくノテトに引返し︑ 六642

終嵩

酋長コーこの家に留りて︑しばら
﹇終点﹈︵名︶1

く時機の至るを待てり︒
しゅうてん

﹇十何年﹈︵名︶1

﹇ ▽ に し じゅうど

十一254 其の春江が南大門である︒
じゅうど

じゅうなんねん
何年

七㎜1 ところで︑此の六年さへたい
きょり

距離が等しく︑通が十二で︑ほゴ一

十二

八356

九598圏其の横の通は︑一つくの 人

は︑十何年も土の中にもぐつて居る

なくなられたあなたのお

﹇十二月﹈︵名︶1

よく物がおわかりでしたよ︒
じゆうにがつ

りませんでした︒

十二月十七日

︵名︶1

三日目の十二月十七日中來ま

十七日﹈︵名︶1

じゆうにがつじゅうしちにち

九149
した︒

粁

じゆうにキロメートル

こ＼から十和田まで十二粁︑
名高い奥入瀬の渓流に沿うて上るの

おいらせ

十一槻4

﹇十二月

雪の山は︑皆が思った程小さくはな

十二月の二十日近くなっても︑

十二

おなくしでしたが︑それはそれは︑

かあさんは︑十二の時おとうさんを

十一208園

粁の割合になってみるのださうです︒

くつだらうと思はれるのに︑外國に

第十十十十
「〈

蝉があるといふことです︒

何萬

じゅうなんまん ﹇十何万﹈︵名︶1 十

﹇十二万人﹈︵名︶

六566 十何萬といふ大軍である︒
じゅうなんまんにん

1 十何萬人

十二

さる

十撹3

八247團 其の頃︑日本人は敷へる程 月
しか住んで居なかったのですが︑今
︹課名︺12

では月下萬人にもなり︑
じゆうに

二目3
三目13

三361
四目2
四目4
十二

の論訴て
四721十二 鬼ごっこ

リり
い

二621

にこ
海

軍鬼ササココ

三十十十十十

789
しゅうちょう一じゅうにんのりそこそこ

じゅうねん一じゅうよっか

790

八歳

幹は動くことなく︑十分土中に根を

字

十萬

一の

すると︑さつき上って來た線

道路が十文字に交る︒

線路と十文字に交って居る︒

九悌3

満洲國が出來てからは︑

まんしう

じゅうよう ﹇重要﹈︵形状︶4

こ㌦は︑アメリカ合適当

コロールは︑わっか八平方

ならなかった︒

しゅうよう︒する

一に

︵サ変︶1

私が力のあらん限り修養

︽ーシ︾

日←ごがつじゅうよっか・めいじさ

じゅうよっか ﹇十四日﹈︵名︶2 十四

所に立っておいでになる︒

しても︑先生は︑何時でも更に高い

十二401園

修養する

﹇修養﹈

スチーブンソンの力にまたなければ

重要な交通機關となるのには︑

十⁝⁝⁝1 それが今日の如く獲達して︑

重要な所です︒

ピン等に近いので︑南洋群島中最も

であり︑パプア・セレベス・フィリ

とうち
粁の小島ですが︑群島統治の中心地

十344国

ふまでもありませんが︑

から︑港や町のにぎやかなことはい

の裏門ともいはれる重要な場所です

九505囲

そう重要な所になりました︒
がつしゆう

こ＼が表玄關になって︑交通上一

げんくわん

八217国

重要

路がずっと下の方に見えて︑今通る

︵名︶1 十人乗そこく

源家の重寳髪切の太刀は︑

首を打つに髪までも切れたので此の

十一慨3

黒馬

百人逃げ︑二百人逃げして︑

﹇十万﹈︵名︶2

名があり︑

六793

じゅうまん

始め百萬といった賊も︑しまひには

何しろ十萬といふ敷ですから︑

十萬ばかりになった︒

八96

﹇十万騎﹈︵名︶1

これを送るのも容易ではありません︒

大裏七号盛は︑十萬騎を

たひらのこれもり

じゅうまんき

取る︒

平家の軍勢十萬鯨騎︑

じゅうまんよき

十萬齢騎

ぐ︒

谷に城をかまへて︑源氏の大軍を防

八641図

﹇十万余騎﹈︵名︶1

引連れ︑越中の國となみ山に陣を

ゑつちゆう

八326図

騎

重寳

張ってみる︒

﹇十八尺﹈︵名︶1

﹇重宝﹈︵名︶1
ひげきり

八731十八歳の學生ガリレオは︑此

十八尺

やがて木下藤吉郎は︑五十人

じゅうばつしゃく

七897
の中間に︑めいめい十八尺の竹槍を
﹇秋風嶺﹈︹地名︺1

持たせ︑隊を組んで進み出た︒
しゅうふうれい
秋風嶺

しうふうれい

しかし︑﹁︿略V︒﹂といふ意

十分

じゅうほう

十一854 其の前後けなげにも︑十人

十八

の事を獲合したのでした︒

八五7

乗そこくの獲動機船が︑本島を後

十年

に︑六百海里の北を望んで謹厚と出
﹇十年﹈︵名︶1

て行く姿を見るであらう︒
じゅうねん

人の人々が働き績けて︑十年といふ

置十欄2 それがために︑毎日三萬何千

︹課名︺14

長い月日がか＼りました︒
じゅうはち

秋風嶺を越えるのです︒
十分

此の次の村會の時に︑あな

﹇十分﹈︵形状︶3

しうふうれい

二目9 十八 ツクシ
九㎜7園

ない︒

十一一旧4

﹇十分﹈︵副︶4

さうして︑其の貝塚及び附

わけである︒

十

十文

十佃7園

うよっか

それ程︑そなたが思ひ込ん

中村君は八米ぐらみだと言ひ︑ んじゅうろくねんじゅういちがつじゅ

︵名︶1

や土器などが︑たまく嚢見される

近から︑當時の住民の使用した石器

十ニー18

城中には︑十分水の用意がし じゅうみん ﹇住民﹈︵名︶1 住民
いや︑手傳は︑ねえさんに
ふっくらとした花びらが抱合

七291

米以上

じゅうメートルいじょう
やうど︑おひな様のぼんぼりのやう

﹇十文字﹈︵名︶2

石川君は十米以上もあると言ふ︒
じゅうもんじ

どちらも︑其の枝其の梢は︑

風になよくとなびき動いてみるが︑

十二2111

なかつかうです︒

つて︑まだ十分咲ききらぬ花は︑ち

六悩5

十分してもらひました︒

六984囹

てあった︒

六746

じゅうぶん

つてくれる︒

太陽は私たちに十分な熱と光とを送

これ程遠い所にありながら︑

味の今の言葉だけでは︑まだ十分で

十二佃11

てもらふやうにしませう︒

たのお心持を十分に傳へて︑相談し

七価7園

じゅうぶん

十

二槌1 十八 ツクシ

八人

じゅうばつさい ﹇十八歳﹈︵名︶1 十

突進んだ︒

長い槍のほさきを並べて︑︸せいに

七905 木下軍︑中央十八人の隊は︑

隊が溶く十六人︒

七882中
園央の隊が十八人︑左右の

﹇十八人﹈︵名︶2

三目7 十八 キンギョ
三目9 八とけい⁝⁝⁝十八
三722十八 キンギョ
四目8 十八 百合若
ゆ りわか
四研5 十八 百合若
五目6 十八 夏の午後
五807十八 夏の午後
六目6 十八 火事
六917十八火事
八目5
大連だより⁝⁝⁝十八
九目5
八幡太郎⁝⁝⁝十八
十目6
水兵の母⁝⁝⁝十八
へ

じゅうはちにん

へ
弟弟弟
五四四

でるたのに︑實は十四日の夜︑人を
やって雪を取捨てさせたのです︒
﹇十余人﹈︵名︶2

十饒

十二748図 時は十四日の月夜なり︒
じゅうよにん

十二765図 翌日︑勝商︑敵兵十二人

人

へうちやく

向かひて高らかに呼んでいはく︑

に工まれて城門の近くに至り︑城に

﹁︿略＞o﹂と︒

十二桝7図島に漂着せる十寸人︑
連日の苦闘に疲れ︑うゑに苦しみて︑

十両

六815
六

十六

けいかう

雪の夜

一豊︑たゴ﹁黄金十 十二目5 第四 支那の印象⁝⁝⁝十

﹇十両﹈︵名︶4

九408図園

じゅうりょう

五743
六目4

︹課名︺13

十六

花サカヂヂイ

こ

景行天皇の御子︑やまとをぐ

なの皇子は︑御年十六︑かうして︑

み

六329

﹇十六歳﹈

︵名︶1十

たゴお一人で︑熊襲をお亡しになり
ました︒

六歳

︵名︶1十

十二5211図囹 配所へ御下りの後は︑
くらま
義経も鞍馬へ送られ︑そこにて十六
﹇十六日﹈

歳まで修行したり︒
じゅうろくにち

六日

くし
者は︑櫛の歯を引くやうに京都へ向

かったが︑

九684五時間目の授業がすむと︑先

じゅぎょう ﹇修行﹈︵名︶1 授業

生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

しゃつた︒

修行者は︑座を立ってあた

修行者はかう考へて︑静か

修行者は︑一そうけんそん

しかし︑修行者は少しも驚

であった︒

十二擢11

修行者は︑どこまでも眞劒

かなかった︒

十二鞭6

な心で言った︒

十二相5

に羅刹に問ひかけた︒

十二m4

じっと其の物すごい形相を見つめた︒

十一一柵7 さう思ひながら︑修行者は︑

ない︒

りを見廻したが︑佛の御姿も人影も

十二欄3

と此の言葉に耳を傾けた︒

心も疲れきった一人の修行者が︑ふ

十一一佃2 長い間の難行苦行に︑身も

行者

しゅぎょうしゃ ﹇修行者﹈︵名︶13 修

十六日︑勝商は再び山上
にのろしをあげ︑次いで城に入らん

十二7511図

とするに︑不幸にして敵兵に嚢見せ
︵名︶1十

主家

中央の隊が十八人︑左右の

﹇十六人﹈

られ︑勝頼の前に引出さる︒

六人

じゅうろくにん

七883囹

﹇主家﹈︵名︶3

隊が各く十六人︒

しゅか

此の言葉を聞き︑それをくりかへし

甚次郎は︑此の日から山中 十二描5 修行者は︑うっとりとして

口に唱へた︒

彼等は︑鹿介を中心として︑ 十二備10 木は枝や葉を震はせながら︑

えた︒

修行者は︑﹁︿略﹀︒﹂と高ら

修行者の心に感動するかのやうに見

十二欄4此の間にも︑主家の難を救

かに言って︑ひらりと樹上から飛ん

十二価11

奉る歎願書をたつさへた關東方の使

はうと︑朝廷へ寛大の御三置を請ひ

主家の再興をくはだてた︒

九838

しかのすけゆきもり

鹿介幸盛と名乗り︑心にかたく主

九771

かちく山
かちく山

家を囲ハすことをちかった︒

磁石⁝⁝⁝十六

雪の夜

大川

大川

白兎

白兎

花サカヂヂイ

じゅうろくさい

一爾

開けば︑まばゆきばかりの じゅうろく ﹇十六﹈︵名︶1 十六

雨︒﹂と答へたるま＼︑

九412図
十雨でござる︒

黄金十雨なり︒

十二585園
いや︑十雨のうち︑

ばかりも引いて下さらぬかといふの

十一一5810園

秀麗

わこと
先づ和琴半島の優美な姿を

﹇秀麗﹈︵形状︶2

でござる︒

しゅうれい

十一823

賞しながら進むと︑湖景は快く開け
こと

に秀麗な藻琴山を仰ぐ︒

も

五人はすでに死し︑残れる者も息絶
修理

て︑水上に美しい中島を望み︑封岸

﹇修理﹈︵名︶5

えぐなるさまなりき︒
しゅうり

其の山岳は秀麗︑其の湖は

泉とをあはせ有する國立公園阿寒は︑

と︑さうして︑至る所に湧出する温

神秘︑果しなき密林と︑雄大な展望

七741 信長は︑すぐに役人に命じて︑ 十﹇糾7
修理に取りか＼らせた︒

七771園 存じて居ればこそ︑修理を
申しつけて居るではないか︒

じゅうろく

つら

七773園 ところで︑わっか百間ばか じゅうろう ﹇▽さわらのじゅうろうよし
りの場所の修理が︑二十日もたって︑
まだ何も出調て居りません︒

四目6

三611

三目5

二835

二目7

七783園城の修理をそちに申しつけ 二目6五サルトカニ⁝⁝⁝十六
る︒

七787園今︑戦國の世の中に︑わっ

修

か百子程の修理が二十日たっても出
﹇修理中﹈︵名︶1

來ぬやうでは困る︒
しゅうりちゅう

四921

七744 塀や石垣はまだ修理中で︑大 五目4

六目5

一L

騨」一

＿L

＿層＿

一」＿

＿L．

一L一

理中

は︑それには目もくれないで通って

ノ、ノ、！、ノ、！、ノ、ノ、ノ、ノ、

＿L．

工や人夫が大勢働いて居たが︑信長
行った︒

四十十十十十十十十十

＿L．

791
じゅうよにん一しゅぎょうしゃ

しゅぎょうしゃとらせつ一しゅしょく

792

だ︒
たいしゃくてん

十二備8 と見れば︑あの恐しい羅刹
たんごん

億︑忽ち端嚴な帝暁天の姿となつ
て︑修行者を空中に捧げ︑さうして
恭しく地上に安置した︒

年︑其の効果空しからずして︑宿志

水の引くのを待って居た大勢の旅人
﹇祝福﹈︵サ変︶1

五月の太陽は︑︿略﹀︑

︽ーシ︾

ちやつみをとめ

十﹁3610圃

祝福する

しゅくふく・する

は︑我もくと先を孚って渡った︒

﹇祝奉﹈︵五︶1

の果さる＼も近きにあらんとす︒
︽ーリ︾

二本の門松の中︑其の一本を

祝し奉る

しゅくしたてまつ・る

十柵9

茶摘少女の手先を祝福しつ＼︑ 限

十二柵1 諸くの尊者︑多くの天人た
以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑其の一

りなき希望と唐画を田園に投ずる︒
じゅくれん

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒

其の燦燦決定が裁判であっ

しゅし ﹇趣旨﹈︵名︶1 趣旨

て︑國法の趣旨は︑これによって實

十二搦1

現されるのである︒

次の室には︑ガラスを張った

大きな窓のやうなものが順々に並ん

で居て︑其のガラス越しに︑種々の

綱吉は︑法親王に種々御物語

魚の泳いで居るのが見られました︒

をしたついでに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑如何

十駕4

かうして出門たパルプは︑

にも心ありげに申し上げた︒

十一鵬4

どろくにとかされてから︑種々の

内地の製紙工場に送られ︑もう一度

今こそ君は其の良馬を求

﹇主君﹈︵名︶5 主君←こ

熟練なる水夫といへども︑殆ど其の

しゅくん
しゅくん

九426図園

鹿介は︑此の小僧さんを主君

めて︑主君のおほめにあっかり給へ︒

九841

鹿介は︑男泣きに泣いて主君

と仰いだ︒

九893

これを種種に並べ︑又攣化

させることによって︑大きな数や式

十二欄6

をあらはし︑かつ演算することが出

來たのである︒

手術

他の警者二人も︑何くれと此

しゅじゅつ ﹇手術﹈︵名︶1

の手術を手傳つた︒

十861

かへりみず︒

やがて酒食を出したれど

も︑林藏︑彼等の心をはかりかねて

十一975図

しゅしょく ﹇酒食﹈︵名︶1 酒食

だ︒

かに言って︑ひらりと樹上から飛ん

十二備5 修行者は︑﹁︿略﹀︒﹂と高ら

鹿介は主君に志を告げ︑許を じゅじょう ﹇樹上﹈︵名︶1 樹上

におわびをした︒

こうてわざと捕はれの身となった︒

九897

幕臣には又︑三百年の屋上

ばくしん

十二塒4

を思って︑主君の馬前に討死しなけ
れば︑いさぎよしとしないやたけ心
がみなぎってみる︒

主公
をかざき

城を抜け出でて岡崎に

﹇主公﹈︵名︶1

十二741図園

しゅこう

紙にすかれるのである︒

危瞼を避くること能はざりき︒

のすこぶる多く︑一朝風浪起れば︑

八側2

しゅじゅ ﹇種種﹈︵名︶4 種種 種々

風叫び海怒りて︑波は山

﹇熟練﹈︵形状︶2

きばう

本を以て親の長壽を祈らうといふ意

十一573図

熟練

味で︑

上々

いや︑江戸を出立する時は

﹇認識﹈︵名︶1

ちが現れて︑修行者の足下にひれ伏

九柵1圏

しゅくじゅく

しながら︑心から禮拝した︒

ぢに道を求めて止まなかったありし

る我が砲員の打出す砲揮は︑よく敵

の如くなれども︑沈着にして熟練な
艦に命中して︑

層の二分の一になってみる︒

熟す

宿場

今まで川べの宿場で泊って︑

十二欄7園古よりこ㌦に難破するも

三十人であったが︑道中で追々病氣

十二柵3此の修行者こそ︑た〜一す
しゃか

日のお繹迦様であった︒
﹇縮小﹈︵サ変︶1

を致し︑宿々に残し置いた︒

二層は初乗より︑三層は二

︽ーシ︾

しゅくしょう・する
縮小する

修行者と羅刹 修行者と羅刹

らせつ

しゅぎょうしゃとらせつ ︹課名︺2

十二目4 第十七 修行者と羅刹
らせつ

十二柳7 第十七 修行者と羅刹
︽ーシ︾

﹇熟﹈︵五︶1

祝する

︽一

層より著しく縮小して︑第五層は初

十一291

行ず

しゅぎょう・す ﹇修行﹈︵サ変︶1修
配所へ御下りの後は︑ じゅく・す

戦機は熟した︒

十二5211比重
シ︾

﹇祝﹈︵サ変︶1

くらま

義纒も鞍馬へ送られ︑そこにて十六

十二825
宿

しゅく︒する

﹇宿﹈︵名︶1

︽ーシ︾

八伽1

さう言へば︑よくねえさん

﹇宿題﹈︵名︶1

と言って冷笑しました︒
しゅくだい

た︒

しゅくば

都響4

﹇宿場﹈︵名︶1

に復習や宿題を見て頂いたものだっ

十﹇414

宿題

を祝しますと︑一人の男が︑﹁︿略﹀︒﹂

代るぐ立って︑コロンブスの成功

一日祝賀會の席上で︑人々が

歳まで修行したり︒
しゅく

十一705 次の宿の先まで行ってみた
祝賀

日祝賀會の席上で︑人々が

﹇祝賀会﹈︵名︶1

が︑やはり追附けなかった︒
しゅくがかい

八二8

會

代るぐ立って︑コロンブスの成功
と言って冷笑しました︒
﹇宿志﹈︵名︶1

宿志

を 祝 し ま す と ︑ 一人の男が︑沢略﹀︒﹂

しゅくし

十一備6図 鐵眼少しも屈せず︑再び
募集に着手して努力すること更に数

ぼしふ

793
しゅじん一しゅったつする

しゅじん ﹇主人﹈︵名︶13 主人←こ

六721 小さい鍋を返し︑大きい鍋を

しゅじん

受取って︑おばあさんが︑もう五十
銭安はうとしますと︑金物屋の主人︑
﹁︿略﹀︒﹂と言ひ ま し た ︒

七梱9囹 小袋の方のは︑私どもの主
人が國へ送る金です︒

七捌9園 主人はなさけ深い人ですか

十二557園
でござる︒

十二595園

某は︑末廣がり屋の主人
主人といふ者は︑きげん

主人

のんきな主人に置忘れられ︑

のよいこともあり︑悪いこともある︒
十一一欄10

﹇数珠繋﹈︵名︶1

中からみづくしい白茶色の

じゅ

どうてい

しゅつげん・する ﹇出現﹈︵サ変︶1

十二2811

出現する ︽ースル︾

其の他の謹壕を取調べた上で︑或は
有罪の判決を下して刑を言渡し︑或

た︒

物を積んで︑夜半に青森港を出航し

は︑多敷の船客を乗せ︑郵便物・貨

青森・函館間の連絡船東海丸

れんらく

しゅっこう・する ﹇出航﹈︵サ変︶2

先づ出現する︒

大輪は︑湖南省の洞庭湖に

は無罪の判決をする︒

又︑辮護士といふものがあ

つて︑民事裁判では︑原告・被告の

十一一衙8
つきそひ

十704

出航する ︽ーシ︾

はこだて

附添人又は代理人として其の主張を

まうり

﹇主張﹈︵サ変︶2

助け︑

しゅちょう・する
すはう

十一旧1国私たちの船は︑其の指さ

みのうへぶんた

周防の山口では︑今日も毛利
侯の御前會議で︑氣鋭の井上聞多が
ばくふ

す方と反歯のヨーロッパへ向かって︑

たう

それに封して︑借りた畳え

する武備を主張した︒

しゅっし・する ﹇出仕﹈︵サ変︶1 出

シュッ︑

シュッ

︵感︶一

ちやうど其の時︑藤吉郎が出

七831

シユヅ︑

﹇出水﹈︵名︶2 出水

を致し︑宿々に残し置いた︒

三十人であったが︑道中で追々病氣

いや︑江戸を出立する時は

出立する ︽ースル︾

しゅったつ・する ﹇出立﹈︵サ変︶1

出水の比にあらず︒

方に大底謹起り︑人々の困苦は前の

ききん

十一柵8図

十一価2図 たまく大阪に出水あり︒
きんき
然るに︑此の度は近畿地

しゅっすい

ナ音ヲタテテ︑トホリマシタ︒

シュッ︒﹂ト︑キカンシャガ︑大キ

ニ欄4﹁シュッ︑シュッ︑シュッ︑

シユツ︑

しゅつしゅつしゅつしゅつ

仕した︒

心する ︽iシ︾

﹇▽てんざんじゅつ

はないとか︑もう返したはずだとか︑

じゅつ

乙が主張する︒

十二柵5

七月三十一日の午前に出航しました︒

反封窯を向かふに廻して︑幕府に封

こう

十788

なうく︑そなたは定め 主張する ︽ーシ・ースル︾

﹇主人持﹈︵名︶1

雪にうまって冬を越した人形が︑
しゅじんもち
持

十二593園
じゅずつなぎ

て主人持でござらう︒

叱るやうなことはないと思ひます︒
ずつなぎ

ら︑此の金をあなたにさし上げても︑

九874囹 毛利攻めの御先手に迂り︑

九704

﹇主戦艦隊﹈︵名︶2

︽ーシ︾

願す

明治元年︑彼改めて政府

三笠に乗れる東郷司令長 しゅつがん・す﹇出願﹈︵サ変︶1出

官は︑六隻の主職艦隊を率みて︑上

十一一橋7図

十一563図

主職艦隊

しゅせんかんたい

ころと出て転た︒

玉が︑じゅずつなぎになって︑ころ

若し職員がありましたら︑主人勝久
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂此の聲を聞きつけて︑

に︑出雲一三を頂きたうございます︒
九儒8

彌次郎も宿の主人も︑飛んで出て來
ました︒

九梛3主人はびっくりして︑﹁︿略V︒﹂

村艦隊と共に先頭なる敵の主力に當

十一6810 或夏の半ば︑宣長がかねて

り︑

出勤

﹇▽ながしあみしゅつぎょせ

﹇出勤﹈︵名︶1

靴

出勤を急ぐ人たちが通る︑

﹇出血﹈︵名︶1

音を立てて︒

しゅっけつ

を失ってみた聞多が︑ふと見廻すと︑

多量の出血に︑しばらくは氣九欄10園
そこはいも畠の中であった︒

十8010

出血

勢よくステッキを振りく︑

八295圃

しゅっきん

ん

しゅつぎょ

至りて許さる︒

に燈塁建設の事を出願し︑翌二年に

買ひつけの古本屋に行くと︑主人は

よりて主戦艦隊及び巡洋

﹇主張﹈︵名︶3

進路をふさぎ︑

しゅちょう

主張

艦隊は︑直ちに東方に向かって敵の

十一585図

愛想よく迎へて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

萬一お露りに又泊られることがあっ

十一707 さうして新上屋の主人に︑
たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼
んでおいた︒

かういふ法律上の事があっ
た場合に︑裁判所は︑︿略﹀︑どちら

十二塒8

人らしいインド人が出て來て︑片言

の主張が正しいかを判断し︑金を返

十一襯10国 とある店に立寄ると︑主
の英語で盛にあいきやうを振りまき

せとか︑返金を請求するわけには行
裁判所は︑検事の主張と︑

被告人たる乙の辮解とを聞き︑謹人

十二悩6

かないとか︑言渡す︒

ます︒

十二545園 さてく︑某の主人は︑
立板に水を流すやうに物を言附けら
れるお方ぢや︒

しゅっちょうしょ一しゅてんどうじ

794

しゅっちょうしょ

出張所
な

﹇出張所﹈︵名︶1
し

あり︑各地の人々上りて貢物を捧

みつぎもの

十一981図 こ＼に支那官吏の出張所
げ︑かつ交易をな す ︒

しゅつと ︵副︶1 しゅつと
を皮に突立てたら︑ しゅつと︑し

十二782鴎 あの時︑ざくつとおや指

出動

ぶきがほとばしって︑ 爪を黄いろ
﹇出動﹈︵名︶1

く染めたものだっ た ︒

しゅつどう

全軍に出動を命じ︑先づ小巡洋艦を

十一554図東郷司令長官は︑直ちに
お きのしま

こんきょ

﹇出動準備﹈︵名︶

して︑敵艦隊を沖島附近にいざな
ひ寄せしむ︒
しゅつどうじゅんび

1 出動準備
十一858 こ＼北千島の一角を根擦地
とする約百隻の流し網干漁船は︑今︑
﹇出入﹈︵サ変︶1

出動準備の最中である︒
しゅつにゅう・す
出入す

︽ースル︾
しものせき

十二認5図 下關海峡を出入する船

︽ ー シ︾

﹇出入﹈︵サ変︶1

舶の航路に接するを以て︑

出入する

しゅつにゅうす・る

ふとう
八206團 それから︑大きな埠頭があ
つて︑一年間に汽船が直面さうも出
入し︑百萬近い人たちが乗り降りす
ることも書きまし た ︒

しゅっぱつ ﹇出発﹈︵名︶3 出爽←
こしゅつぼつ

八603

へりみることなく︑天皇陛下の御楯

﹇出帆﹈︵サ変︶1

アメリカ行の日本丸が︑三時

に出帆するのです︒

七悩7

出帆する ︽ースル︾

しゅっぱん・する

纒を出版せり︒

翌朝は早く起きて︑出護の支 十二9510今日以後は︑一身一家をか 十一佃7図園鐵眼は一生に三度一切

度をして上げました︒

となって︑いやしい身ではあるが︑

﹇出発線﹈︵名︶一

出馬するのである︑自分は︒
シュツパツセン

シュツパツセン

間もなく出帆だ︒

﹇出帆﹈︵名︶2

二並ビマシタ︒

出甲線
四216

しゅっぱん

七㎜7園

しかし︑あの美しい︑はなや

﹇出版﹈︵名︶4 出版ε

十一描11図

鐵眼大いに喜び︑まさに
我が一切経の出版を思

鐵眼︑こ＼において再び

う人を救はんがためなり︒

佛教を盛にせんとするは︑ひつきや

ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

十一価5図囹

出版に着手せんとす︒

十一橋1図

の業にあらず︒

きに上り︑これが出版は決して容易

しかも其の巻敷革千の多

だいしゅっぱん

しゅっぱん

りませんでした︒

かな出帆の光景は︑もうどこにもあ

七襯1

出帆

費

した︒

月影のさゴ波に砕け︑漁

大江山に︑しゅてんどうじ

らいくわう

いになって︑頼光といふえら

四576

天子様は︑仮そうごしんば

女や子どもをさらったりしま

出て來ては︑物をぬすんだり︑

といふ鬼がみて︑時々都に

四567

しゅてんどうじ

しゅてんどうじ ﹇酒呑童子﹈︹人名︺8

のおもむきあり︒

火の波間に出没する夜景もまた一段

十一533図

没す ︽ースル︾

しゅつぼつ︒す﹇出没﹈︵サ変︶1出

りぬ︒

たる出版費は︑遂に一鏡も残らずな

十一柵3図

苦心に苦心を重ねて集め

ボクタチ七人ハ︑出獲線 しゅっぱんひ ﹇出版費﹈︵名︶1 出版

しゅっぱつせん

出護の日近づくや︑林藏︑

これまでの記録一切を取りまとめ︑

十一962図

﹁出護︒﹂山田先生の聲が︑

從者に渡して言ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一価8園

中房温泉旅館の庭に勇ましく響き渡
つた︒

﹇出発信号﹈︵名︶

腹一ぽい爆弾をか﹂へた愛

出汐信號

しゅっぱつしんこう

1
十一柵3

機に身をゆだねると︑やがて出護信
出

徳川・織田二公︑援軍

我︑明日援軍を率みて 十一掴1図

﹇出発﹈︵サ変︶2

號の下に滑り出す︒

︽ーセ︾

しゅっぱつ・す
襲す

出品せんとす︒

十二758図園
十一一767図園

を率みてすでに出端せらる︒

スル︾

﹇出発﹈︵サ変︶5

出撃する ︽ーシ・

しゅっぱつ・する

きんしう

取扱兵がすぐ抱上げて︑足の
番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向

八747

け出汐した我が軍に連れられて行つ

時々見下す谷底に︑さつき

た軍用鳩であった︒

十一柵5

をたいちるやうにおいひつけ

い大しゃうに︑しゅてんどうじ

した︒

鬼の番兵は︑︿略﹀︑頼光

りっぱなごてんへ

つれて行きま

たちを︑しゅてんどうじのみる

四653

になりました︒

意を決し︑喜捨せる人々に説きて出

出

版の事業を中止し︑力の及ぶ限り廣
﹇出版﹈︵サ変︶2

鎮護した温泉宿が︑だんく小さく

しゅっぱん・す

く人々を救ひぬ︒

日本を出立してちやうど

なって行った︒

皿箇月︑私は今地中海を航して︑刻

十一餅4囲

︽ーセ︾

版す

一代の事業として一切経
を出版せんことを思ひ立ち︑

十一個6図
出弔して二時間は過ぎた︒

一刻イタリヤに近づいてゐます︒

十一捌2

795
しゅとして一しゅんたい

四655 しゅてんどうじは︑けらい
十二4510

さう思ひながら︑光囲はましゅりょく

﹇主力﹈︵名︶1

とけい

誰もだまって居るので︑聞え

じゅんじゅんに ﹇順順﹈︵副︶4 順々

音だけである︒

と︑鐵びんの︑しゅんしゅんといふ

るものは︑かちかちといふ時計の音

六825

主力5 しゅんしゅん ︵副︶1 しゅんしゅん

てきぐんしゅりょく・りょうぐんしゅ

ていせい

た朱筆を取って︑史稿の訂正に取り
りよく

しゅ

の鬼どもを大ぜい集めて︑酒も
かかった︒

三笠に乗れる東郷司令長

官は︑六隻の主戦艦隊を率みて︑上

十一565図

りをしてゐました︒

酒保へ行って︑お汁粉や大

に

大きな窓のやうなものが順々に並ん

八型1次の室には︑ガラスを張った

で居て︑其のガラス越しに︑種々の

種類

村艦隊と共に先頭なる敵の主力に當
﹇種類﹈︵名︶1

り︑

しゅるい

福餅をたべながら︑お國じまんの話
﹇樹木﹈︵名︶4 樹木
けいだい

書は街上に熱帯植物の緑
らん
がしたたり︑植物園には蘭科のあら

ことに住吉神社は︑境内が廣 十一側8団

順々に引出をあけて見て行く

いよく本丸にたどり着い

呪い場内を一巡する間に︑

たゴ注意しなければなら

パルプといふ厚紙に似たも

しゅんたい n▽きんしゅんたい

の働で順序よく行はれる︒

のに作るまでの工程が︑すべて機械

十一鵬一

とです︒

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十一733園

行くのが︑順序よく見られます︒

ハムになり︑又くわんづめになって

豚や牛がはだかになり︑肉になり︑

九5710團

じゅんじょ ﹇順序﹈︵名︶3 順序

受けてみる︒

の門が︑第一から第六まで順々に待

たと思ふと︑そこには︑いはゆる水

十二687

と同じものが見つかった︒

と︑色々の蝶の中に︑とうく僕の

十116

うなづき合ふ〇

同乗者が︑順々に渡しながら

く︑樹木が多く︑社殿がおごそかに

瞬間

しゅんかん

︵名︶4

九柵6

魚の泳いで居るのが見られました︒

手練

ゆる種類が︑かをり古同く咲いてゐま
した︒

しゅれん

我が古代の人々が雄大明朗

純

ところが︑そこが日頃の手

﹇手練﹈︵名︶1

拝されます︒

七705

じゅもく

に花を咲かせるのも此の時です︒

七504囲

しゅほ
四681 しゅてんどうじは︑︿略﹀︑ しゅほ ﹇酒保﹈︵名︶1 酒保
しゅほ
﹁︿略﹀︒﹂といって︑がぶくのみ

ました︒

四688そのうちに︑ふしぎな酒
のき＼めがあらはれて︑しゅて

んどうじは︑だんく元老がな
くなり︑しまひにはぐったりと
ねてしまひました︒

四698 頼光は︑しゅてんどうじを 九捌8 すべて眞上から見る樹木は︑
すこぶる貧弱である︒

練さ︒

七言6園

呼 び お こ し ︑ 刀 を抜いて︑﹁︿略﹀︒﹂
せい

木の密生する谷底の道を︑流を右に

十二慨11

﹇純﹈︵形状︶1

十一慨6雨下に絶壁がそばだち︑樹

御倉半島には水際から樹木

じゅん

と一聲︑その首を切落しました︒

十一塒7

し又左にしつ＼進むのだ︒

四713 そこで︑頼光は︑しゅてん

どうじの大きな首をけらいに
かつがせ︑さらはれて來た女や

﹇瞬間﹈

の氣性を持ち︑極めて純な感情に生

瞬間

てんしゅかく

くわだん

一髄どの邊だらう︑天守閣は
しゅんかん

九宙2

東海丸は沈没したのである︑

と思ふ瞬間︑長い花壇が過ぎた︒
しゅんかん

十759

最後の瞬間まで︑非常汽笛を鳴ら

つた瞬間に見出した︒

私は菱の門をくゴつて二の丸にはい

ひし

こ＼ぞと砲手は引金を引いた︒

水面に現し︑今や沈まうとする瞬間︑

さうして︑背びれのあたりを

ち供給との關係によって︑高くも

くわん

しゅんかん

が繁茂し︑全山の養すべて自然の姿
主用

需要

身どもは主用で通る者だ︒

じゅえう

物のねだんは︑主として︑物

﹇需要﹈︵名︶1

じゅえう

﹇主用﹈︵名︶1

子どもたちをつれて︑めでたく

九㎜5園

しゅよう

きてみたからである︒

主として

である︒

﹇主﹈︵副︶1

都へかへりました︒
しゅとして

八襯1物のねだんは︑主として︑物

じゅよう

じ ゅ えう

くわん

を買ふ方即ち需要と︑物を量る方即

八擢2

守備

を遵ふ方即ち需要と︑物を為る方即

ち供給との關係によって︑高くも
﹇守備﹈︵名︶1

なれば安くもなるのです︒
しゅび

受

十柵5

し績けた久田船長もろ共に︒
しゅらじょう

﹇受領﹈︵サ変︶1

﹇▽いちだいしゅらじょう

なれば安くもなるのです︒

國から徴集されて九州方面の守備に

十二955 今を去る千二百年の昔︑東

じゅりょう・す

長く

軍のおきてにしたがひ 十二645 しかも︑其の美の極致を︑
他日我が手に受領せば︑
いたはり養はん︒

て︑

十926図囲囹

領す ︽ーセ︾

向かった兵士の一人が︑︿略﹀とい

しゅ
﹇朱筆﹈︵名︶1 朱筆

且vだいせききょうしゅびた

ふ歌をよんでみる︒
しゅびたい
い

しゅひつ

じゅんび ﹇準備﹈︵名︶3 準備﹇▽

し

き

しゅつどうじゅんび・りりくじゅんび
ちゅう
十佃10 船長は水夫等を指揮して︑二
番もりの準備を進める︒

﹁︿略﹀︒﹂とて︑いっこともなく立・去

じょう・ぶんかしじょう・ほうりつ

じょう・すうがくじょう・ぜっぺき

一家の大事にはせ加りしこと︑此の

もせざりしに︑兄弟の情を忘れず︑

はかすかに聞及びながら︑おとつれ

じょう

じょう・ごじょうさんじゃく・しち

じょう

じょうごしゃく・じゅうしごじょう●
すうじょう
﹇条﹈←いくじょう・いちじょ

それは全く義を立て︑理を

﹇場﹈■いちだいしゅらじょ

う・うんどうじょう︒かいすいよく

じょう

られぬ宮の御文の力であった︒

蓋くし情を述べて残るところあらせ

十二僅7

上もなき喜びなり︒

じょう・ちきゅうじょう・ちへいせん
緒

初一

﹇丈﹈εいくひやくじょう・ご

りたり︒

﹇緒﹈︵名︶1

十二掘6図時に明治の新政やうやく

しょ

其の緒につき︑當局各地に燈毫を設

﹇初一念﹈︵名︶1

くる必要をみとめて其の調査を開始
す︒

しょいちねん

じょう

けんじょう・ちょぼくじょう・てい

じょう・スキーじょう・ちゅうおうし

念

う・けんぽうじゅうしちじょう・さん

﹇省﹈﹇▽ごうそしよう︒こなん

つじょう・のうじしけんじょう・ひこ

うがわ・ようこじょう

うじょう・ひこうじょうとうざいりょ

じょう ﹇畳﹈且Vさんじょう・ろくじょ

う

しょうい

﹇城﹈襲えどじょう・おおさか

しよういち

じよう

じょう・きよすじょう・きんしゅう

﹇正＝

︹人名︺1

正一

n▽ぐんじんしょういさしょう

じょう・こうづきじょう・しきんじょ
う︒しらさぎじょう・ちはやじょう・

﹇礁﹈←さんごしょう

しゃじょう・ていりゅうじょう・とさ

じょう・じゅういくじょう・すうじょ

鐵眼の深大なる慈悲心と︑

状

鐵眼︑此の状を目撃して
悲しみにたへず︒

十一価4図

﹇状﹈︵名︶1

あくまで初一念をひるがへさざる熱

方には︑まだお迎へ申す準備がして
﹇▽しょうじゅんようか

小﹇▽いちしょ

う

﹇小﹈︵名︶1

心とは︑強く人々を感動せしめしに

しょう

やっぱり大きい方にしよう︒

六715園大は小をかねるといふから︑じょう ﹇帖﹈←ごじゅうしじょう

うぶらく

しょう

じょう

十一柵4図

じゅんようかん
ん

じゅんようかんいかすうせき ﹇巡洋艦
以下数隻﹈︵名︶1 巡洋艦以下敷隻

隊のために︑或は撃沈せられ或は捕

十一596図 敵艦の大部分は︑我が艦
獲せられて︑三十八隻の中逃れ得た
るもの巡洋艦以下数隻のみ︒

しょう
しょう

﹇▽きむらしょういち

﹇巡洋艦隊﹈︵名︶

き婦ります︒

十二879園

正一君

たる

十二863

正一君のおとうさんは︑せ

しょういちくん ﹇正一君﹈︹人名︺4

三郎さん︑正一はもうち

とだじょう・ないがいにじょう・なが

十一585図 よりて主戦艦隊及び巡洋 しよう ﹇仕様﹈︵名︶3 しやう

六249乱声の牛は︑しやうがないそ︒ しのじょう・ひめじじょう・ゆうがく
じょう

もと︑土人が親愛の情をあら
ワイ一般の風習になったのださうで

十二884

正一君は感心だなあ︒

つせと樽を作ってみる︒
ある︒

石段を下りる時︑正一君も

正一君が鰯つたのである︒
綱吉は︑元來情に動かされな

十二905
十燭10

い人ではないが︑しかし理非にも明

うとすると︑

御身が奥州に下りし由しょういちくんおやこ

かるい人であった︒

十二5111図園

﹇正一君親子﹈

僕も︑をぢさんに寄りそって助けよ

十二945

はすしるしであったのが︑今ではハ

八柵3

情

艦隊は︑直ちに東方に向かって敵の

細川越中守を始め︑浪士を預
つた大名も残念とは思ひながら︑か

つうじよう・しせいじょう・じつよう

﹇情﹈︵名︶4

十儲1

しょ ﹇所﹈←あんざいしょ・さいばん

まあ︑しやうのない犬君

うなっては何ともしやうがない︒

十一186園

しょ︒しゅっちょうしょ・しんこう
しょ・せいこうしょ・せいねんくんれ

﹇枝葉﹈︵名︶1

ですこと︒

枝葉
しんみき

枝葉空をおほひて︑神域に
一段の森嚴を加ふ︒

十捌1図

しよう

んしょ・せったいじょ・ちゅうざい
しょ・とりひきじょ

しょ ﹇書﹈︵名︶1 書←さんこう
しょ・たんがんしょ

一巻の書を取出して張良に與へ︑

十958図 しばらくありて老人來り︑ じょう ﹇上﹈﹇▽かいめんじょう・こう

じょう

進路をふさぎ︑

1 巡洋艦隊

じゅんようかんたい

や︑喜んで寄附する者意外に多く︑

ございませぬ︒

つしゃつてからやっと二週間︑私の

十二帽9園 それに︑姉上の所へいら

志 2 そ れ ぐ 準 備に取りからだ︒

じゅんび一しょういちくんおやこ

796

797
じょういん一じょうききかんしゃ

乗員

歳で終を告げた︒

﹇城外﹈︵名︶2

城外

丸より︑無線電信にて﹁︿略﹀︒﹂と

日午前四時四十五分︑我が哨艦信濃

せうかんしなの

十皿8園私は︑どうしても正月の十

小

正月が過ぎて︑二月にいよ
﹇小学校﹈︵名︶5

甲板

る︒

て︑今日の天氣はどうかと空を眺め

九342

副長もはや上甲板にあらはれ

じょうかんばん ﹇乗甲板﹈︵名︶1 上

戦友の命日なんだ︒

十二932園今日は︑わたしの上官や

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

十2210園 すべて上官の命令を守って︑

じょうかん ﹇上官﹈︵名︶2 上官

の報告あり︒

五日まであると思ひます︒
正月の三日に︑お后は宮中へ

お蹄りになることになりました︒

或日のこと︑鹿介は部下を連 十佃9

七日に︑清少納言は︑正月の

お暇を頂いて︑宮中から自分の家へ

攻めあぐみて長園の計を 十価8

正月の二十日︑清少納言は宮

取り︑さくを城外に廻らし︑なはを

學校

九115

きでした︒

蒸氣機關

じょうききかん ﹇蒸気機関﹈︵名︶4

どういふ動力を附けるかにつ
いても︑いろく考へましたが︑と

うく小さい蒸氣機關を作って取附

九910
人の子供たちは︑アメリカの小學校

九515国

蒸氣機關が出前たのは︑二三

炭坑などで水を汲上げたり︑掘った

たんかう

百年も前の事であったが︑初の中は︑

十慨6

けることに成功しました︒
す︒

十267団

石炭を地上に引上げたりすることに

さに過ぎなかった︒

速度もおそく︑人の歩くくらみの速

に蒸氣機動を装置したやうなもので︑

此の時出子上ったのは︑荷車

通ひ︑島民の子供は公學校に通って

菜の花や小學校のひる

十旧5

使用されるに過ぎなかった︒
小亭校をたつねて見ると︑

十二欄9図圃

も元氣よく勉強してゐました︒

みんなが︑明かるい教室で︑如何に

十269国

ゐます︒

供は︑皆さんと同じやうに小學校に

南洋群島では︑内地人の子

と日本語學校と︑仁方へ通ってゐま

ハワイと同じやうに︑日本

に通ふ頃から︑何よりも機械が大好

ルといひましたが︑二人は︑小素干

兄をウィルバー︑弟をオービ じょうき ﹇▽すいじょうき

しょうがっこう

く切腹といふことがきまった︒

一度此の門をしめ切ったら︑ 十慨9

中へ参りました︒

十㎜7

下りました︒

に逃れ出つるを防ぐ︒

城下の河中に張りて︑城兵のひそか

十二736図

れて︑城外を見廻ってみた︒

九783

近づきながらよく見ると︑ じょうがい

︵名︶1 正一君親子
十一一9111

﹇乗員﹈︵名︶5

正一君親子であっ た ︒

じょういん
かな眠を績けてるるのであらう︒

九334 千敷百人の乗員は︑なほ安ら
九349 すると︑乗員は一せいに飛起
きて︑手早くつり床をく＼る︒
きりつ

十二694

九355 千敷百人の乗員が︑號令に從 じょうかく ﹇城郭﹈︵名︶2 城郭
つて規律正しく活動する其のさまは︑

四つの天守閣は一箇の濁怖した城郭
となって︑これだけでも三島の敵に

いかにも目ざましい︒

九378 そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

の護となるのである︒

山がすべて出城となって︑此の城郭

十二714

い︒

封して︑いっかな動きさうに思へな

くんれん
清められた乗員は︑これから訓練に

﹇乗員一同﹈︵名︶

いざといへば︑これらの小

九394 軍艦旗を仰いで︑心の底まで
取掛るのである︒
じょういんいちどう

1 乗員一同

城郭建築

1

ゑいへいたい さもげつも

れ︑衛兵隊は捧銃の敬禮を行ひ︑

﹇小学生﹈︵名︶1

き國寳である︒

學生

しょうがくせい

竹の御硯箱は何のかざりも
えんぴつ

正月←

なく︑筆・鉛筆等︑小三生の用ふる

十54図

小

まことに姫路城は︑我が國

九389 ﹁君が代﹂のラッパが奏せら じょうかくけんちく ﹇城郭建築﹈︵名︶

城下

城郭建築の粋であり︑世界に誇るべ

十二7211

唱歌

艦長を始め乗員一同は︑皆姿勢を正
﹇唱歌﹈︵名︶1

して軍艦旗に敬謝する︒
しょうか

僕が唱歌を歌ふと︑北斗は︑

何時までもおとなしく草をたべなが

九伽10

﹇城下﹈︵名︶1

ら︑僕のそばで遊んでゐます︒
じょうか

物と異なる所なし︒

﹇正月﹈︵名︶6

かと存じます︒

十㎜6園

十籾9 其の後︑或炭坑にやとはれて︑
げ時
つにじゅうはちにち
せうかん
蒸氣機關を取扱ふことになった︒
正月の十五日目ではあらう しょうかん ﹇哨艦﹈︵名︶1 哨艦
十一553図 明治三十八年五月二十七じょうききかんしゃ ﹇蒸気機関車﹈

おしょうがつ・わどうごねんしょうが

しょうがつ

十一一736図 攻めあぐみて長園の計を

取り︑さくを城外に廻らし︑なはを

しやうがい

城下の河中に張りて︑城兵のひそか
に逃れ撃つるを防ぐ︒

九917 七難八苦の生涯は︑三十四

しやうがい

しょうがい ﹇生涯﹈︵名︶1 生涯

じょうきせん一しょうこ

798

︵名︶1 蒸青墨關車
いしうち

﹇▽こ じ ょ う き せ ん

八籾5 石打の騨で︑再び蒸氣機關車
にかはる︒

じょうきせん

じょうきゃく ﹇乗客﹈︵名︶2 乗客

將軍﹇▽

ひでたゴ

しやうじ

九4410図將軍秀忠︑刀取りて障子
しょうぐんがた ﹇将軍方﹈︵名︶1 將

青葉によく︑紅葉によく︑高尾は満

軍方

昭憲皇太后

昭憲皇太后

山秋の錦を以て知られてみる︒

を引きあくれば︑御皇所︑燈火取り

︹人名︺3

せうけんくわうたいこう

日露面骨の將軍方の名を取って︑大

承ってみたのに︑將軍家のなぞがお

それで︑今同勢といふのは︑

で車馬は上下に激動するが︑

かく上下を問はず︑國民一
般が事に燭れ物に感じて歌をよむと

十二966

嵐山の勝景は花によく︑

勝景

いふのは︑我が國民性の特色といふ
べきである︒

﹇勝景﹈︵名︶1

十一111

あらしやま

しょうけい

せうけんくわうたいこう

東陵を拝して昭憲皇太后

﹇昭憲

人知れ

昭憲白王太后御

昭憲皇太后御歌

せうけんくわうたいこう

昭憲

昭憲皇太后御参辞の折

よし野山みさ＼ぎ近くな

十一靭3此の望遠鏡で見てもわかる

る
しょうこ
しようこ ﹇証拠﹈ ︵名︶3 謹櫨 謹

りぬらん散りくる花もうちしめりた

の御歌︑

十一41図

せうけんくわうたいこう

皇太后御参葬

くわうたいこう

﹇昭憲皇太后御参拝﹈︵名︶1

せうけん

しょうけんこうたいごうこさんぱい

らむ天地の神

あめつち

ずおもふ心のよしあしも照らし分く

十二25

歌

皇太后御歌﹈︵名︶1

せうけんくわうたいこう

しょうけんこうたいごうぎょか

はしら

のうしょうけんこうだいこうおんふた

しょうけんこうたいごう ﹇▽めいじてん

てつくぐと忠臣の心を思ふ︒

をしのび奉り︑麓の乃木神社に詣で

十一105

ばく行啓あらせられたりとそ︒

太后かぎりなくめでさせ給ひて︑し

十69図心の御苑は︑︿略﹀︑昭憲皇

わっかに寸齢を残すのみ︒

たの裏に石盤をはめ︑石筆はちびて

せきばん

昭憲皇太后の御硯箱は︑ふ

山通とか乃木町・東郷町とかいふの

にちろ

八199国此の前︑大連の町の名に︑ しょうけんこうたいごう ﹇昭憲皇太后﹈

誌面︑﹁汝︑何しにこ＼に

て出でらる︒

九451図
來れるぞ︒﹂

將軍

十55図

﹇将軍家﹈︵名︶1

があることをお知らせしました︒

家

しょうぐんけ

ひて︑只略﹀︒﹂とて︑大いに喜ばれ

全く︑上下の者が心を一にし
胸びれをすっと左右に張り︑

九蜘3圏

とは全く違った感じです︒

姿は︑あのさかな屋の店先で見るの

背びれ・腹びれを上下に張って進む

八襯7

て︑國難に當つたのである︒

六611

敵 じょうげ ﹇上下﹈︵名︶6 上下

解けにならなかったとは︒

旅順開城約成りて︑
乃木大呂と會

所はいっこ︑水師管︒
つなよし

將軍綱吉は︑さすがに此の事
あの話を︑諸軍から聞いた
もとより︑町回の心はよく

上下合はせてたった二人だ︒
からは ふ

みやびやかな唐破風︑すつ
きりした千鳥破風︑それらが上下に

十二653
せるのが︑佛の大慈悲であると思つ

將軍家茂に嫁

いへもち
︿略﹀︑

地面がでこぼこしてみるの

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入

宮が

十二833

て︑自分はわざと將軍のなぞも解か
家康に信任された池田輝政

てるまさ

りちがふさまは︑

とである︒

ぎ給うたのは︑当時から七年前のこ

十一一研10

た︒

して堅固極まりなきものに造り上げ

だてとによって︑今日に見る優美に

が︑百萬石の威望と︑將軍のうしろ

十一一705

いへやす

ず︑そのま＼退出したのである︒

十蜘8園彼等をりっぱに國法に從は

わかってみた︒

十襯3圏

時程苦しい事はなかった︒

十蜘2圏

件の始末に心を痛めた︒

転得7

見の

の將軍ステッセル︑

十883図圏

たりとそ︒

九471図後にて將軍︑御毫所に向か 十糊7園 法親王は︑おえらいお方と

へず︒

はるれども︑長四郎つひに言葉を攣

十766 しかし︑乗客・船員の過半は︑ 九469図書頃︑將軍︑又長四郎に問
乗客の一 人 目 ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

からうじて認ることが出來た︒
十一悩4

言ったので︑皆がうなつくやうにに
つこりする︒

しょうぎょう ﹇商業﹈︵名︶2 商業
且vいちだいしょうぎょうとし

ハワイの人口約三十八萬の中︑

な所です︒

七638 大阪は︑又︑昔から商業の盛
八舶一

十五萬が日本人で︑それが農業・漁

上空

業・商業を始め︑あらゆる職業に從
﹇上空﹈︵名︶3

塾してみるのだ︒

じょうくう

八764 二一二回上空に輪をゑがいて飛

するが

んで居たが︑やがて方向を見定め︑
ぬまつ

矢のやうに飛去つた︒

九旧4 沼津から︑一直線に駿河湾の
上空を飛行する愉快さ︒
べ

九醜1 静岡の上空を通ったのも束の
あ

﹇将軍﹈︵名︶12

問︑すぐに安倍川を越えて岡山であ
る︒

しょうぐん

たいしょうぐん・にしょうぐん︒のぎ

九個2図九歳にして︑將軍の若君︑

しょうぐん

竹千代に仕へたり ︒

799
しょうご一しょうしょう

しょうこ

やうに︑月のどこ一つ曇った所がな
いのが其の讃擦です︒
ひ

十二旧7 裁判所は︑甲即ち原告の
訴を受附け︑乙即ち被告をも呼出

うったへ

して︑父方の言分を聞いたり︑謹人
や財宝の書附を調べたりした上で︑
裁判所 は ︑ 検 事 の 主 張 と ︑

バ︑﹁︿略V︒﹂ト

ムカフニオスワリナサイ︒
ネエサン

敵に降った︒

しょうじゅんようかん

二戸一

第一審の裁判に不服な者は︑

地方裁判所又は控訴院に控訴し︑其

十二旧2

十一555図

︵名︶1

﹇小巡洋艦﹈

東郷司令長官は︑直ちに

小巡洋艦

外ヲ見マシタ︒

イヅテ︑シャウジノガラスカラ︑

おきのしま

して︑敵艦隊を沖島附近にいざな

全軍に出動を命じ︑先づ小巡洋艦を

ひ寄せしむ︒

しょうじょ ﹇少女﹈︵名︶4

少女﹇▽

六536

おや︑誰かが︑しやうじの間

やうじだ︒
六537

もっと下を見る︒屋根だ︒し

の裁判になほ不服な者は︑もう一度
招

招魂社の前へ來たので︑石

﹇招魂社﹈︵名︶1

大審院に上告することが出戸る︒

魂社

しょうこんしゃ

十二919

から顔を出して居る︒

十一一樹7

段を登って参拝しようとすると︑神

其のうちに︑一人の美しい少

六287

ロシヤしょうじょ
北條時頼の母︑松下輝尼︑
しやうじ

或日時頼を招待せんとて︑障子の

ほうでうときより

被告人たる乙の意解とを聞き︑謹人

九205図

‡か

前で今恭しく舞んでみる人がある︒
上座

しやうじ

女がまじって︑かひがひしく働いて

﹇上座﹈︵名︶1

ひでたず

破れを手つからっくろひみたり︒

みざ

上座にすわって︑いばって居

今までやさしくお給仕をして

居た少女は︑すっくと立上って︑

六304

分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

たたけるは︑此の少女を見ると︑自

六293

座敷へ出て︑酒をついで廻りました︒

酒もりが重ると︑此の少女も︑

居ました︒

を引きあくれば︑御年所︑燈火取り
て出でらる︒

どこからかかすかに羽音がし
て︑障子に輕くぱさと止った轟が︑

しやうじ

九伽5

やがて﹁︿略﹀︒﹂をくりかへす︒

も一せいに明けはなされて︑どこか

にかくして居た劒を抜いて︑たける

﹁︿略﹀︒﹂と言ふが早いか︑ふところ

けれども︑家々の窓も障子
らか︑カナリヤのさへづりが朗かに

請じ入れる

しやう

しやう

じょうじょ ﹇▽かげんじょうじょ

なって來ます︒

九607矩計へると少々をかしくさへ

しょうしょう ﹇少少﹈︵副︶2 少々

光囲は喜んで老人たちをしようしょう ﹇少将﹈εネボカトフ
しょうしよう

︽ーレ︾

十二4410

の胸を突きました︒

聞えて來る︒

十二柵1

六289

十二512図頼朝は上座にひかへ︑弟 九4410図 將軍秀忠︑刀取りて障子

しょうざ

其の他の謹隷を取調べた上で︑或は

正午

有罪の判決を下して刑を言渡し︑或
は無罪の判決をする︒
﹇正午﹈︵名︶2

の入山るを今やおそしと待つところ

しょうご

十一衙6国 今夜︑半島南方の海峡を

に︑義纒は胃を脱ぎ︑弓取直して幕

かぶと

通れば︑明日正午はいよくナポリ

﹇消散﹈︵サ変︶1

の際にかしこまる︒

︽ースル︾

右下から吹上げる風は︑も

﹇将士﹈︵名︶1

尾根を界に消散する︒
しょうし

荘司﹇▽い

信書︑將士を集めていはしょうじい・れる ﹇思入﹈︵下一︶1
﹇荘司﹈︵名︶2

く︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

しょうじ

將士

うくと雲を巻上げて︑それが此の

十一伽4

消散する

しょうさん・する

です︒

十二悩3 晴渡った空に︑正午を知ら
﹇商工﹈﹇▽いちだいしょう

せる町のサノーレ ン が 長 長 と 響 い た ︒

こうとし

しょうこう

しょうこう ﹇将校﹈︵名︶1 將校←
とうちょくしようこう

﹇▽かめ や ま じ ょ う こ う

つて働かなければならない︒

十229園 將校も丘ハ士も︑皆一つにな 十二739図
じょうごう

請じ入れ︑野菜の出軍や稻作の模

正直

様などを得意になって語るのを熱心
﹇正直﹈︵形状︶1

に聞いた︒

九8210

じょうしゅ

﹇城主﹈︵名︶1 城主
よしひさ
城主尼子義久は︑涙をのんで

直な男だ︒

か

ち

じりを少々用意致して候︒

得て︑大和鍛冶のきたへたるよき矢

やまと

なれば︑大將軍の御出であらんと心

三854園お前は︑ほんたうに正 十161野守 萬乗の君のおはします城

しょうじき

大塔宮を御道筋に待受け申

荘司は︑わうへいに答へた︒

もせのしょうじ
七576

しやうかう

しようこうかん ﹇彰考選﹈︵名︶1
へんさ ん

彰考館

七578園

し︑此の御旗を此の荘司が手に入れ

十二438 歴史編纂を思ひ立ち︑始め

たのだ︒

しやうかう

ソレデハ︑シャウジノ

シャウジ

て史局を置いて雪意を集めた時の喜

﹇障子﹈︵名︶8
しやうじ

二747園

しやうじ障子障子

しょうじ

び︑彰考館を設け︑自ら其の額を

︽ースル ︾

﹇上告﹈︵サ変︶1

書いた時の輝かしい希望︑

上告する

じょうごく・する

しょうじょう一しようする

800

しやう
しょうじょう ﹇清浄﹈ ︵形状︶1 清
じゃう

しやうじやう

十一棚6 刀工が刀を鍛へるに當って

は︑仕事場を清浄にし︑しめなは
を張り︑

︽ース ル ︾

じょうしょう・する ﹇上昇﹈︵サ変︶1
上昇する

ぐんく上昇する︒
﹇小人﹈︵名︶1

小人

十一㎜4 部隊長機を先頭に離陸して︑
しょうじん

賞す

︽一

我が國に遊べる外國人は︑

﹇賞﹈︵サ変︶4

ことなりとす︒
しょう・す
シ・ーセ︾

早くより内海の風光を賞して︑世界

十﹁542図
における海上の一大公園なりといへ
りQ

大神︑其の眞心の厚きを

賞して︑命のために壮大なる宮殿を

十二64図
造らしめ給ふ︒

賞せん︒

さらば我必ず重く汝を
生

シンガイ

ネヲスルノデ︑花子サンバ︑キ
フニヲカシクナリマシタ︒

コノツギニハ︑モット

ジャウズニヲドッテ見勝マセウ︒

二694園

じて一の木戸にせまり操る︒

文化六年六月の末︑コー

二・林藏等一行八人は︑小舟に乗じ

十一967図

て今の間宮海峡を横ぎり︑デカスト

孝和は︑又︑正三角形・正

してみた︒

の諸流に比して著しく頭角をあらは

十二麗2世にこれを關流と議し︑他

したが︑

する算法を考案し︑これを三晃と稻

四角形・正五角形等の正多角形に關

十二柵5

三523 一寸ボフシバ︑オワンノ
リー湾の北に上陸したり︒
しょう・する ﹇称﹈︵サ変︶2 稻する
舟ニノッテ︑オハシノカイデ
ジャウズニコイデ︑大キナ川ヲ
︽ーシ︾

まあ︑ほんたうにじゃう

ノボッテ行キマシタ︒

三691圏
ずですね︒

四佃6昔︑百合若といふ︑弓の
これほどお前が上手だとは︑

じゃうずな大腿がありました︒
六悩4圏

九518囲今︑私が泊ってみる旅館も
日本人の纒螢ですが︑今年九つにな
えいご
る八重ちゃんといふ女の子は︑英語

わこと
先づ和琴半島の優美な姿を

上手な人もあるが︑中にはこ しょう・する ﹇賞﹈ ︵サ変︶− 賞する

わたしは︑今まで知らなかった︒

八962

︽ーシ︾

生ズ

十一821

しょう・ず

たやうに︑ばたくしてみる人もあ

ケンリ

も日本語も非常に上手です︒

も

こと

て︑水上に美しい中島を望み︑封岸

に秀麗な藻琴山を仰ぐ︒

しよう・する ﹇使用﹈︵サ変︶5 使用

其の後︑佐吉はさらに動力を

する ︽ーサ・ーシ︒ースル︾

れが廣く世間に使用されるやうにな

です︒

ジ︾

ジャウズ じょう・ず

∩乗﹈︵サ変︶2

乗ず

︽一

賊は其の勢七萬鯨︑岩角を
傳ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗

十152図

それが廣く世間に使用される

蒸氣返書が出來たのは︑二三

石炭を地上に引上げたりすることに

炭坑などで水を汲上げたり︑掘った

たんかう

百年も前の事であったが︑初の中は︑

十慨8

やうになった︒

八835

使用する織機の爽明に成功して︑そ

皆さつばりした服装をして︑上手に
らうどく
國語の封話をしたり︑等等の朗讃を

島民の子供とはいひながら︑ 八834

したり︑

つた︒

十273田

賞しながら進むと︑湖景は快く開け

ろんで︑かめの子をひっくりかへし

セメ

つた︒

十二74図化の棒を此の板の上にて︑

バインヤゥ

﹇上手﹈︵名︶1

賠償スル責二面ズ︒

じょうず

上手←お

ハ過失二因リテ他人ノ椹利ヲ侵害シ
コレ
タル者ハ︑之山霊リ生ジタル損害ヲ

ヨ

十二価1図例へば︑民法に﹁故意又

よりて火を生ず︒

きりをもむが如く廻せば︑まさつに

ず︽ージ︒ーズ︾

﹇生﹈︵サ変︶2

十二764図園

かつ言ふ︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十二348園困ったら悪い事でも何で 十二757図 信長︑勝商の勢を賞し︑
﹇精進潔斎﹈︵名︶

もするといふのが小人である︒
しょうじんけっさい
しやうじんけっさい

1 精進潔齋
しやうじんけっさい

十一矧7 刀工が刀を鍛へるに當って

﹇掌信号兵﹈︵名︶

は︑︿略﹀︑精進潔齋︑ ひたすら清
ひとつち
らかな心を以て︑ 一丁兀々精魂を打
込むのである︒

しょうしんこうへい
しやうしんがうへい

！ 掌信號兵

︽一

見え︑艦橋には︑望遠鏡を持つた

九331 後甲板には︑當直將校の姿が
掌典號兵が遠くを見張ってみる︒

しやうしんがうへい

構す

いじょうず・おっかけじょうず︒つか

﹇称﹈ ︵ サ 変 ︶ 2

まえじょうず・にげじょうず

しょう・す

十柵2図本宮・新宮・那智は︑世に

上手

﹇上手﹈︵形状︶10

マサヲサンガ︑アンマリ
ジャウズニ︑オイシャサマノマ

二415

じゃうず

じょうず

は︑必ず射落す程の上手なり︒

八988図圏空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽 十二㎜5圏 あなたは︑日本語が上手

セ︾

熊野三山と稻せられ︑古來朝野の尊
信極めて厚く︑行幸・御幸のありし
こと︑敷十回の多きに及べりとそ︒

十﹁柵2図 これ世に鐵眼版と干せら
る＼ものにして︑一切経の廣く我が
國に行はる＼は︑實に此の時よりの

801
しょうずる一しょうとくたいし

同じ石器時代にしても︑ご

使用されるに過ぎなかった︒
十一一102

く古いところでは︑たゴ石を割った
ま＼の︑形の整はないものを使用し
てるたが︑

十協1

とうく出來上って︑今では︑ しょうちいた・す ﹇承知﹈︵五︶1 承
︽ーシ︾

知致す

﹇承知﹈︵サ変︶2

承知致しました︒

しょうち・する

大きな商船でも軍艦でも︑通り抜け
少壮

十二備1園

﹇少壮﹈︵名︶1

られるやうになりました︒
しょうそう

消息

且Vきがしようそつ

そのうちに︑世間の人々

河成は︑さっそく承知して出

上天氣で︑風がちっともあり

じょうてんき ﹇上天気﹈︵名︶1 上天

氣

ませんので︑砂山の上へ機を運んで︑

九136

斜面を滑らせながら飛ばせることに

しゃめん

しました︒

小傳令使

しょうでんれいし ﹇小伝早使﹈︵名︶1

弱り果てた此の小傳令使は︑

其の夜どこで休んだことか︑翌日に

八784

なって︑やうやく大石橋の自分の鳩

すぐ消燈ですから︑これで

の前に日記をつけたり︑手紙を書い

止めます︒

じょうとう ﹇上等﹈︵形状︶1 上等

名︺1

上東門院

じょうとうもんいん

﹇上東門院﹈︹人

或朝︑まだ暗いうちに︑城中 十一価1園 レンズは大分上等なんだ︒

えいぐわくわん

げきぢやう

心小橋筋にはりっぱな商店が

しんさいばし

七679

並び︑堀端の町には墨書館や劇場

内地人の商店や家庭では︑

があって︑人の波が後から後から押
寄せます︒

十351国

島民をやとってみる所がたくさんあ
ります︒

七541困

たりします︒

城中

城中には︑十分水の用意がし

﹇城中﹈︵名︶3

の傷を洗ひ︑有合はせの小さい畳針
じょうちゅう

で傷口を縫始めた︒

十858

舎にたどり着いたのである︒
かけて行った︒
せうちう
しょうとう ﹇消灯﹈︵名︶2 消燈
しょうちゅう ﹇焼酎﹈︵名︶1 焼酎
せうちう
彼は︑︿略﹀︑嶢酎で血だらけ 七517国 九時には消燈ですから︑其

七152

しょうちしません︒

たが︑かぐやひめはどうしても

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と申しこみまし

は︑かぐやひめのことを聞いてふ

四303

宣長はまだ三十歳飴り︑温 しょうちする 承知する ︽ーシ︾

和な人となりのうちに︑どことなく

十一715

﹇消息﹈︵名︶1

才氣のひらめいてみる少肚の尊者︒
三日の後また山上に來
﹇上訴得﹈︵下一︶1

︽ーエル︾

二回まで上訴し得るやうに

なってみるのは︑つまり裁判を念入

十二旧3

上訴し得る

じょうそし・える

りて︑援軍の消息を示さん︒

十一一746図園

しょうそく

十一一118 さうして︑其の貝塚及び附

生ずる

や土器などが︑たまく夢見される

近から︑當時の住民の使用した石器

﹇生﹈︵サ変︶2

わけである︒

しょう・ずる
︽ージ・ーズル︾

十一322 壁上にゑがかれた壁査の
きれつ

敷々︑それはもちろん所々はげ︑壁
も亀裂を生じてはみるが︑
しょうそつ

りにするためである︒

大きなつむじ風だといはれ︑其の敷

十二悩6 黒嵩は太陽の表面に生ずる

上代

六759

てあった︒

萬葉集中︑最も古いと思は 六745

←こしょうち

﹇聖徳太子﹈︹人名︺

しやうとく

聖徳太子

それは︑聖徳太子が御父

聖徳太子

もと此の地に聖徳太子の宮

殿斑鳩宮があった︒

いかるがのみや

十一338

結晶であり︑

せられたもので︑實に太子御孝心の

誤用明天皇を追慕し給ふ齢りに作ら

十一306

2

しやうとく

しょうとくたいし

紫式部の名は一世に高くなりました︒

城中には︑わっかに四五 十一147 其の後上東門院に仕へて︑
日の糧食を齢せるのみ︒

十二738図

から討って出て︑どっとときの聲を
招

長歌の中によみ込まれた次のもので
﹇招待﹈︵サ変︶1

あげた︒

︽ーセ︾

しやうじ

北條時頼の母︑松下輝尼︑ しょうてん ﹇商店﹈︵名︶2 商店

ほうでうときより

九204図

待す

しょうたい・す

ある︒

れる歌は︑武門の家大伴氏が上代か
やかもち
ら言傳へたものとして︑大伴家持の

十二9610

﹇上代﹈︵名︶1

乗ずる

じょうだい

︵サ変︶2

や大きさは︑凡そ十一年を週期とし
﹇乗﹈

て増減してみる︒

︽ージ︾

じょう・ずる

九883 毛利方の大砲を夜に乗じてう
ばひ取って︑味方は一時氣勢をあげ
た︒

十二悩1 若し︑日本が官軍と朝敵と
に分れて︑長く云ふやうにでもなつ

彌次郎は︑じょうだん半分に

じょうだん半分

しょうち

言ひました︒

九襯8

1

﹇冗談半分﹈︵名︶

或日時頼を招待せんとて︑障子の

商船

じょうだんはんぶん

たら︑其のすきに乗じて彼等は何を
小説

破れを手つからっくろひみたり︒
﹇小説﹈︵名︶1

したかわからぬ︒

しょうせつ

でふ
十一158 源氏物語五十四帖は︑我が

﹇商船﹈︵名︶1

國第一の小説であるばかりでなく︑
やく
今日では外開語に繹され︑
しょうせん

じょうない一じょうへき

802

じょうない

﹇城内﹈︵名︶1

城内

十二759図 勝商︑城内の苦しみを思

場内

いうよ
へば一刻も猶豫すべきにあらずとて︑

﹇場内﹈︵名︶2

直ちに引返す︒

じょうない

九577困 遍い場内を﹇巡する間に︑
豚や牛がはだかになり︑肉になり︑

ハムになり︑響くわんづめになって
行くのが︑順序よく見られます︒
響いて︑廣い場内

面を墜する︒

十一冊4 二十白話の爆音が高らかに
しょうにん ﹇商人﹈︵名︶2 商人尋
おつのしょうにん・こうのしょうにん
人の商人に出あった︒

五428 さばくの中で︑或旅人が︑二

二人

が﹁︿略V︒﹂と言ひながら︑大勢の

八佃7 せり市へ行って見ると︑商人

﹇証人﹈︵名︶3

人に品物を見せてゐます︒
しょうにん

十二塒7 爾方の言分を聞いたり︑讃
人や讃糠の書附を調べたりした上で︑

しょうねんら
等

﹇少年等﹈︵名︶1

乗馬

少年

無頼の少年等︑口々にの＼

﹇乗馬﹈︵名︶1

しりて止まず︒

十967図
じょうば

じょうぶ

﹇上部﹈︵名︶1

上部

うはや
向かふの大きな︑長い上屋の

﹇丈夫﹈︵形状︶8 丈夫←

屋根の上に︑船膣の上部が出て居ま

七燭1
す︒

じょうぶ

おじようぶ・ごじょうぶ・だいじょう
こちらは︑皆︑丈夫です︒

夜風に売り朝日に當ると︑す

大將の父は︑︿略﹀︑どうかし

しょうへい

立時︑禮がもうこれだけ丈夫
僕は︑せっかくなれて來た北

放牧に出してから︑北斗の膿

上聞

幅もあるし︑骨組も丈夫に
﹇上聞﹈︵名︶1

勝報上聞に達するや︑司

﹇正平﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

正平

令長官にたまへる勅語の中に︑

十一608図

じょうぶん

なった︒

九櫨8園

はめきく丈夫になりました︒

九佃1

が丈夫にならないのです︒

したけれども︑さうしないと︑子馬

斗を︑手もとからはなすのがいやで

九佃6

になって居たのである︒

七備9

なければならないと思った︒

て子供の艦を丈夫にし︑氣を強くし

七言9

さうな油蝉になります︒

つかり色がかはって︑見るから丈夫

七993

ぐつて行きます︒

もぐらのやうに︑土の中を自由にも

くすのきまさつら

正平の昔︑楠木正行が︑

決死の士百四十三名の名を壁に書連

十︻34図

ね︑﹁かへらじとかねて思へば﹂ の

和歌を書残したるは此の寺なり︒

あんぴ

將兵︑すべて感泣せざる

聯隊長・將兵の安否を次次

れんたい

しょうへい ﹇将兵﹈︵名︶2 三兵

に尋ね︑

九価3図

はなかりき︒

十一611図

先づ︑谷川のほとりに︑三千

番兵がゆだんをして居ると︑

城兵はさっさと引上げたが︑

攻めあぐみて長園の計を

ゑんえんたる城壁を高くめ

内外二城の界もまた城壁で

十ニー72 城壁の所々に城門があり︑

ある︒

十島ー71

といふ感じを與へる︒

ぐらした北京は︑見るからに雄大だ

十一一168

じょうへき ﹇城壁﹈︵名︶3 城壁

に逃れ出つるを防ぐ︒

城下の河中に張りて︑城兵のひそか

取り︑さくを城外に廻らし︑なはを

十二737図

くこと能はず︒

來り囲むれども︑城兵善く戦ひて抜

十二735図武田勝頼︑大軍を率みて

たけだかつより

二三十人だけはふみとゴまった︒

六765

て引上げた︒

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六748

られないやうにした︒

人の番兵を置いて︑城兵が汲みに來

六745

じょうへい ﹇城兵﹈︵名︶5 城兵

前足が丈夫ですから︑けらや︑

ぶ

ぶつ

七934

さうして︑りっぱな乗馬にな
やうく
り︑軍人さんを乗せて︑意氣揚々と

九伽6

勝敗

五891国

﹇勝敗﹈︵名︶1

歩くでせう︒

しょうはい

午後二時四十五分︑勝敗
商品

日本の商品が︑かうして

﹇商品﹈︵名︶1

すでに定まれり︒

十一575図
しょうひん

十一備3困

遠くアラビヤの内地に輸送されるの
だといふことを︑まのあたりに見る
上品

頼朝は一目見た上でと︑萬壽

﹇上品﹈︵形状︶2

ことが出來ました︒
じょうひん

八363

を呼出しましたが︑顔も姿も美しく

あま

上品に見えましたので︑さっそく舞
姫にきめました︒

壇に花を供へて︑静かにお纒を讃ん

年とった上品な尼さんが佛
でるる︒

だん

十一168

被告人たる乙の辮解とを聞き︑詮人

十二悩6 裁判所は︑検事の主張と︑
其の他の誰糠を取調べた上で︑

ホウラ︑モウヂキショウ

十二旧4 詮人として法廷に出た場合 しょうぶ ﹇勝負﹈︵名︶3 ショウブ
勝負
ブダ︒

には︑良心に三って眞實を述べるこ
少年

三401園

﹇少年﹈︵名︶2

となどは非常に大切なことである︒
しょうねん

子は︒

さう︒

九793園

さあ︑一騎討の勝負をいた

十一433 此の先生がまだ十五歳の少 七襯3園 どんな風でした︑勝負の様
年であった頃︑ふと人間の聲といふ
ものの不思議さに氣附きました︒
十一784囹 少年よ︑大志を抱け︒

803
しょうほう一じょうりくする

ろうかく

﹇勝報﹈︵名︶1

勝報

壮麗な櫻閣がこれを飾ってみる︒
しょうほう

十一608図勝報上聞に達するや︑司

消防

令長官にたまへる勅語の中に︑
﹇消防﹈︵名︶3

﹁︿略﹀︒﹂と仰せ ら れ た り ︒

しょうぼう

ねばならぬから︒

六931園 おとうさんは︑消防で働か

いて居て︑手傳も出來ず︑まことに

六981園 わたしは︑消防にばかり働
すまなかった︒

六987囹 町の目抜の場所が助つたの
﹇上方﹈︵名︶1

上方

は︑全く消防の方々のおかげです︒
じょうほう

正面

此の時︑正面や＼遠く拝す

信長は正面のさじきにすわっ

先づ中央の隊は正面から進

﹇正面﹈︵名︶9

七885園

しょうめん

め︒

七893
た︒

十24図

﹇城門﹈︵名︶4

城門

正成は︑此の旗を城門に立て

与こしょうらん

心に勉強してみた︒

しょうらん

翌日︑勝商︑敵兵十齢人

に白まれて城門の近くに至り︑城に

十二765図

富田城がまだ取れないのに︑

しょうり ﹇勝利﹈︵名︶2 勝利

勝利がおぼつかない︒

敵の大軍が押寄せたのでは︑味方の

九858

向かひて高らかに呼んでいはく︑
しやうや
︵名︶1 町屋
しやうや

﹇庄屋﹈

﹁︿略﹀︒﹂と︒

しょうやさん
さん

九379其の中に上陸員が錦艦する︒

陸員

じょうりくいん ﹇上陸員﹈︵名︶1 上

が︑勝利は信念にある︒

十5510園火事だ︒置屋さんの家だ︒ 十二842 味方の損害も相當はあらう

常夜燈
﹇醤油屋﹈︵名︶1

﹇醤油屋﹈︵名︶1

六568

︽ーセ︾

元の兵は︑一人も上陸させぬ

といふ意氣ごみで︑濱べに石垣をき

ついて守った︒

陸す

︽ーシ︾

リー湾の北に上陸したり︒

て今の間宮海峡を横ぎり︑デカスト

二・林藏等一行八人は︑小舟に乗じ

文化六年六月の末︑コー

じょうりく・す ﹇上陸﹈︵サ変︶1 上

しやう
さつき︑樽を届けに醤

ち

しょうよう

上陸する

西岸から上陸すると︑岩頭

大てい五月末頃に上陸して︑

十月頃全部引上げるのださうだ︒

十一柳3

ロッペン鳥の行列だ︒

は︑身動きもならぬ程たくさんな

十﹁鵬2

しました︒

來たやうな思で︑コロール島に上陸

私は︑昔話の龍宮にでも

︽ーシ・ースル︾
りゅうぐう

死についた船長久田佐助の高潔な心

十328團

將來

﹇迫遥﹈﹇▽おおどおりしょ

﹇将来﹈︵名︶2

こんな事で日本の壮言をど
若い頃から讃書が好きで︑
將來學問を以て身を立てたいと︑一

十一687

うする︒

八811園

しょうらい

うようち

しょうよう

事は︑忽ち世に傳へられ︑

かうけつ

四十歳を一期として︑從容 じょうりく・する ﹇上陸﹈︵サ変︶4

いちご

上陸させる

醤油屋のをぢさんが︑よ じょうりくさ・せる ﹇上陸﹈︵下一︶1

醤油屋

正面にや＼遠くか㌧る瀧は︑ じょうやとう ﹇常夜灯﹈︵名︶1 常夜

る南神門のけだかさ︑美しさ︒

十452

十二価図

燈

しやうゆ

しょうゆやさん

ろしくといはれました︒

十二908園

しょうゆや

下にた㌧み重なる岩間を縫ひながら︑

寺門を出で︑こけむしたる

分流曲折して橋下へ注ぐ︒

十個9図

ぎょゑん

京都御所の御苑に入ると︑

坂道を下りて︑那智の瀧の正面に立
つ︒

十一79
しばふ

醤油屋さん
ししんでん

松青く芝生遠く績く彼方︑正面建禮

十一一8710園

ひはだぶき

十一旧7 忽ち我が編隊群の下方に︑

門をへだてて︑檜皮葺の紫震殿が尊

もしひろ

丈齢のろかい操りて︑ 十一968図
遊びなれたる庭溶し︒
しょうよう

行手定めぬ波まくら︑百舌・千
尋海の底︑

ひろ

十一909図画

中門をはいると︑左に五重じょうよ ﹇丈余﹈︵名︶1 昏怠

油屋さんまで行きました︒

ゆ

上方に︑こもぐ花火のやうな白煙
消

く秤せられる︒

﹇消防手﹈︵名︶1

が上る︒

しょうぼうしゅ

十一2711

の塔が大空高くそ﹂り立ち︑右に金
かうだう

じょうもん

六751

て︑さんぐに賊の悪口を言はせた︒
城壁の所々に城門があり︑

明日城門に行きて︑

牡麗な棲閣がこれを飾ってみる︒

ろうかく

十ニー72

﹃︿略﹀︒﹄と言へ︒

十一一763図園

十767

姫路城の天守閣は︑姫山の しようよう ﹇従容﹈︵形状︶1 從容
老松の上に︑其の正面を見せる︒

十二642

講堂の雄大な姿が見られる︒

右手

消

堂が荘嚴にひかへ︑其の奥︑正面に

﹇消防隊﹈︵名︶1

六926 おとうさんは︑村の消防手で
ある︒

しょうぼうたい
防隊

小名

動車部隊では︑

六936家の前を︑村の消防隊が︑ポ 十一一814 敵の正面に向かった我が自
﹇小名﹈︵名︶2

ンプを引いて︑勢よくかけて行ったQ
しょうみょう

十二511図 幕︑張廻らしたる陣螢の

居並ぶ大名・小名︑二人

中には︑關八州の大名・小名星の如
く居並びたり︒

十一一534図

の心をおしはかりて︑袖をぬらさぬ
はなかりけり︒

しょうれきごねんじゆうにが一しょくどうしゃ

804

十一悩3困 上陸したら︑又各地から
便りをしませう︒

ぎ

﹇正暦五年十二月十日過﹈︵名︶1

しょうれきごねんじゆうにがっとおかす

しやうれき

正暦五年十二月十日過ぎ

しやうれき

笑話

ふち

昭和六年の秋でした︒

昭和六年

八82
ういちにち
昭和六年十二月三十一

﹇昭和六年十二月三十一

しょうわろくねんじゅうにがっさんじゅ
日﹈︵名︶1

きうしや

昭和六年十二月三十一日の夕

初夏

諸官が威儀を正して列なり︑

諸官

諸記號

れになって︑もう身動きも出來なく
なってしまったのです︒

翌朝︑御墓所︑長四郎の心

職業

をあはれみて︑手つから袋を開き︑

九468図

﹇職業﹈︵名︶1

食を與へて︑再び封ぜらる︒
しょくぎょう

ハワイの人口約三十八萬の中︑

十五萬が日本人で︑それが農業︒漁

八㎜一

業・商業を始め︑あらゆる職業に從
事してみるのだQ

ちやうど︑お書の食事中であ

しょくじちゅう ﹇食事中﹈︵名︶1 食

事中

つた元帥は︑家の人々と一しょに庭

六搦6

へ出たが︑

緑色のすき通るやうな鯛手が

しょくしゅ ﹇触手﹈︵名︶1 点手

菊の花のやうに美しい﹁いそぎんち

囲障2

やく﹂だの︑

食卓

しょくたく

これを聞いたコロンブスは︑

しょくたく
しょくたく ﹇食卓﹈ ︵名︶5 食卓

八伽5

つと立って︑食卓の上のゆで卵を

すぐに武器の手入れをして
から︑食事をしますが︑其のおいし

食事だ︑食事だ︒

堂車

食卓には︑電燈が明かるく

しょくたく

すると︑向かふの食卓に

其の食卓に空席があったの

しかし︑幸ひ船に強い私

﹇食堂車﹈︵名︶2

食

或夜︑私は町のとある食堂

しょくどうしゃ

にはいった︒

十二悩3

でした︒

は︑毎日か＼さず食堂へ出る程元氣

十﹁M4国

しょくどう ﹇食堂﹈︵名︶2 食堂

である︒

十二悩5

て私をさし招いた︒

すわってみた夫婦の客が︑手をあげ

十二悩4

ついてみる︒

十襯8

しょくたく

もなく立てて申しました︒

と卵の端を食卓に打ちつけ︑何の苦

此の時コロンブスは︑こつん

取り︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひましたQ

ロシヤ少女の給仕が僕の顔を

でもない︒

十擢10

見覧えてみて︑にこくしながら食
事を運んでくれる︒

私は︑運ばれて來た食事を

食事だ︑食事だ︒

早速食事の支度をしろと

取りながら︑聞くともなしに聞入つ

十二悩9
てるた︒

十二備4園
十二備5囹

言へ︒

十二備5園

八伽5

いこと︑

七497嗣

教室の外は︑うら＼かな初 しょくじ ﹇食事﹈︵名︶9 食事

﹇初夏﹈︵名︶1

夏だ︒

しょかん
十ニー91

﹇諸官﹈︵名︶1

十一385

しょか

暮︑大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染
はと
まった一羽の鳩が飛んで來た︒

しゅびたい

八742

十981 正暦五年十一一月十日過ぎの 日

じゃうらふ

或日︑京都では︑雪がかなり降りま
した︒
じゃうらふ

じょうろう ﹇上萬﹈︵名︶1 上膓

笑話

︹課名︺4

宮の御文を奉持して︑東海道を西へ

十二欄1 一日︑上萬土御門藤子は︑
上った︒

しょうわ
六目14 十三

ひな物があると見れば︑三度旨々の

大將が何かたべ物の中にきら

奏樂の中に天子が恭しく祈られたと

食事に︑必ず其のきらひな物ばかり

至聖1

六688十三 笑話

いふ夜明前の神秘な儀式が︑

﹁食事﹂のラッパがひゴく︒

出して︑

九382

我は急に其の前路をさへ

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多

一時間齢りも活動した後であ

﹇諸記号﹈︵名︶1

るから︑食事のうまいことはいふま

九384

雷攻撃を受けて︑敵の雨旗艦を始め︑

十一579直黒が騙逐隊より二回の水

大の損害を受け︑
くちく

十一577図

しょかん﹇亭号﹈︵各︶2全艦
昭和

七目8 第二十笑話
﹇昭和 ﹈ ︵ 名 ︶ 1

七佃7 第二十笑話
しょうわ

十三3 昭和の聖代に生をうけた我等
は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

﹇昭和七年﹈︵名︶1

歓喜を感ずるのである︒
しょうわしちねん

り︒

其の他の雲影も多く相ついで沈没せ
しょきこう

昭和七年

九542困 昭和七年の夏︑こ﹂で開か
くわつやく

れたオリンピック大會に︑日本の選

﹇色﹈←ぎんはくしょく・こう

諸記號

七餌図

﹇昭和十年﹈︵名︶

しょく

手がめざましい活躍をしたことは︑

かっしょく・たんかっしょく・たんこ

しょうわじゅうねん

うしょく・ちゃかっしょく
食

九662 昭和十年の六月の或夜︑

﹇食﹈︵名︶2

折から南へ飛行中だつたつば
めは︑食にうゑ︑冷たい雨にずぶぬ

八88

しょく

1 昭和十年
﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の聲の實
﹇昭和六年﹈︵名︶1

況が︑ラヂオで放送され︑
しょうわろくねん

805
しょくにんたち一しょたい

十価6 三人は食堂車へはいった︒

職

を書かうと思って︑食堂車へ行った︒

皇漢6 夕食をすましてから母に手紙
﹇職人達﹈︵名︶1

十127

大きなガラス箱の中に︑毒の

あるきのこや︑食用になるきのこが︑
自然に生えたやうに出來てるる︒

ざつ

﹇食料品﹈︵名︶1
ざっし

諸君︑試みに此の卵を卓上

︵名︶1

女子青年團
﹁︿略﹀︒﹂といたはりながら︑

在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團

八537

の人々が︑並んで溶湯をついで上げ
て居ます︒

め︑

じょしゅ

着時日本が學ばねばならな

助手

すべてを捨てて︑トーマス

隣の室では︑助手のワトソ
別の機械を調べてゐます︒

ンが︑先生の機械と電線で連絡した

十一483

てこもりました︒

ボストン市の蓄電徳屋の屋根裏にた

目ワトソンといふ助手と一しょに︑

十一456

﹇助手﹈︵名︶2

かった西洋諸種の學術を採用するた

十二俄6

日本の書物や︑雑誌や︑雑 しょしゅ ﹇諸種﹈︵名︶1 諸種

しょくりょうひん

食料品

しょくにんたち
人たち

九536国
くわ

七805 職人たちは︑これまでのやう
貨や︑食料品などを責ってみるのが

八伽7囹
に立ててごらんなさい︒

諸君︑これも人のした後で

それを出納掛へ持って行くと︑

すみたふ

﹇書庫﹈︵名︶2

せう︒

しょこ

九954

すぐ書庫へ送られる︒

幕府は諸島に番小屋を設

ばくふ

十一価5

巻雲のかぼそい女性的な美

かなとこ雲は︑如何にも壮大で︑強

しさに比べると︑積雲や︑入道雲や︑

烈で︑男性的です︒
しょせき
しょせき ﹇書籍﹈︵名︶1 書籍

そうしょ

一切纒は︑佛教に關する

書籍を集めたる一大叢書にして︑此

しょせき

十一冊7図

の教に志ある者の無二の寳として貴

ぶところなり︒

二層は初層より︑三層は二

しょそう ﹇初層﹈︵名︶3 初層

層より著しく縮小して︑第五層は初

十一2811

殊に︑初鶏に比して第二層

第五層は初層の二分の一に

層の二分の一になってみる︒

十一291

なってみる︒

諸尊

壁も轟裂を生じてはみるが︑

きれつ

の輕快な感じがたまらない程よい︒

十一2911

十一322

しょそん ﹇諸尊﹈︵名︶1

極めて生きくと︑自由に︑美しく

所存

ぜひく官軍さし向け

私事も當家滅亡を見つ㌧長らへ居り

られ︑御取りつぶしに相成り候はば︑

十二梱5國團

しょぞん ﹇所存﹈︵名︶1

も尊くも拝される︒

そこに現れた諸佛・諸尊の御姿は︑

︽一

諸城は︑片端から尼子の手に

諸富

苦しみは日日にまさり行くばかりな
り︒

しょじょう

返った︒

九851

虜ス

候も残念に候ま＼︑きっと覧悟致し

﹇処﹈︵サ変︶1

候所存に候︒

十一587図

片岡・瓜生・東郷の諸隊

︵正路︶の諸隊は︑敵の後尾をつく︒

十一567図片岡・出羽・瓜生・東郷

しょたい ﹇諸隊﹈︵名︶2 諸隊
うりふ

十二価7図工︑例へば刑法に﹁人ヲ
チョウエキ

﹇女性的﹈︵形状︶1

三年以上ノ懲役二子ス︒

性的

女

モシ
殺シタル者ハ︑死刑又ハ無期若クハ

ス︾

しょ・す

﹇七城﹈︵名︶1

けて救助に力を用ふれども︑人々の

十一価8図

間もなく︑出納手が︑たくさ しょしょ ﹇諸処﹈︵名︶1 開心

しょこく ﹇▽せいようしょこく
しょさい
﹇書斎﹈︵名︶1 書齋

老人たちが錦ると︑光囲は
所在地

樺太廉の所在地豊原市は︑

ちやう

﹇所在地﹈︵名︶1
すぜや

女子

﹇女子青年団﹈

じょせいてき

私たち女子の組も︑先生に連

じょしせいねんだん

した︒

れられて︑大演習の舞観に出かけま

八549

﹇女子﹈︵名︶1

つて︑本島第一の都市である︒

廣い耕地のある鈴谷平野の中央にあ

十一捌7

しょざいち

再び丁丁の人となった︒

しょさい

十二452

しょさい

んの本をか＼へて書庫から出て來た︒

九955

書庫

は︑何のざうさもない事でございま

八伽8園

諸君

に︑あっちこっち歩き廻ったり︑一

植

﹇諸君﹈︵名︶2

見かけられます︒

職務

しょくん

つ所に大勢寄って︑むだ話やむだな
仕事をしたりしなくなった︒

しょくぶつ ﹇植物﹈︵名︶2 植物←
こうざんしょくぶつ・ねったいしょく
ぶつ

やうになった︒

十一伽2 植物に︑攣ったものがある

十一旧6國今にして考へれば︑あの
熱帯の青々の強烈な日光や︑植物の

﹇植物園﹈︵名︶1

緑が︑なつかしいもののやうにさへ
思はれます︒

しょくぶつえん

物園

十一側7団 書は街上に熱帯植物の緑
らん
がしたたり︑植物園には蘭科のあら

﹇職務﹈︵名︶1

ゆる種類が︑かをり高く咲いてゐま
した︒

しょくむ

食物

食用

じょし

十231園 すべて上官の命令を守って︑
﹇食物﹈︵名︶1

自分の職務に精を出すのが第一だ︒
しょくもつ

てた鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れ

八94 其の國の人々は︑此の疲れは

﹇食用﹈︵名︶1

てやり︑食物を與へてやりました︒
しょくよう

しょち一しらくも

806

女中

は︑其の退路を絶ちて︑午前十時十
五分︑全く敵を包園せり︒

しょち﹇▽こしょち
﹇女中﹈︵名︶1

三角

ふ ろ
九悩5 間もなく女中が來て︑風侶の

じょちゅう

案内をしました︒

﹇触角﹈︵名︶1

八二9 口には色々込入った道具が附

しょっかく

いて居ますが︑其の上の所に小さい
鰯角があって︑それがちやうどお人

﹇食器﹈︵名︶2

食器

形さんのかはいらしい龍胆を思はせ
ます︒

しょっき

七499團 大きなアルミニウムの食器

の御飯を︑見るく平げてしまひま
す︒

七528国 入管當時は︑寒風吹きすさ

一年にわたってため

じょめい

静明天皇の御製で︑長歌と

じょめい

野明天皇

しょめん

大日本史の草稿に加筆して

﹇書面﹈︵名︶1 書面
さうかう

しては短いものの一つである︒

十二川11

八837 或會社では︑此の織機と外國 1
製の織機とを︑

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の

壁上にゑがかれた壁圭旦の

﹇書物﹈︵名︶3

に讃返した︒

しょもつ

ざっし

書物

しらかば

周園の絶壁は︑これも水際

しらかば ﹇白樺﹈︵名︶2

からぎっしりと密林を畳み上げ︑

十一8311

所々﹁しらかば﹂の立枯れが︑白骨

﹁しらかば﹂や﹁な㌦かま

のをどるやうにあらはである︒

ど﹂の並木が美しく績いてるる︒

十一川9

しらかべ ﹇白壁﹈︵名︶2 白壁

地唄及び島島︑見渡す限

り田園よく開けて︑まうせんを敷け

十一5210図

るが如く︑白壁の民家其の間に鮎在

日本の書物や︑雑誌や︑雑

庭理

かな

しらきづくり ﹇白木造﹈︵名︶1 白木

趣を呈する︒

かに︑いらかはいよくこまやかな

見えがくれして︑白壁はいよく鮮

其のや㌧まばらな梢越しに

す︒

さうして︑三巻の書物にま

貨や︑食料品などを士買ってみるのが

十一671

これが古事記といって︑い

とめて天皇に奉った︒

十﹇673

﹇処理﹈︵サ変︶1

はば我が國で最も古い書物である︒
しょり・する

づくり

の外には︑何のかざりもありません︒

具が︑きらきらとしてゐますが︑そ
諸流

世にこれを關流と逃し︑他

﹇諸流﹈︵名︶2

ぶた
つて︑一日に何萬頭といふ豚や牛を
しょりゅう

十二櫃2

の諸流に比して著しく頭角をあらは
してみた︒

明治になって︑西洋の敷學

が輸入されるとともに︑關流を始め

十一一襯5

︵副︶1

しょんばり

和算の諸流は自らすたれた︒

しょんぼり

平生元氣なをばさんも︑今日
一番しよんぼりとして︑さびし

六991
は︑

さうに見えた︒

くうん

水晶のやうに清らかで︑白絹

後にはごく薄い白絹か何か

九722図韻

白雲

はや夏の暑さを

野は輝きて︑

通す日影に︑

野に立てば

を

さみだれの晴間うれしく︑

しらくも ﹇白雲﹈︵名︶5 白雲 ‡は

俗に薄雲といひます︒

で空をおほったやうになりますから︑

十一佃5

のやうに細やかである︒

十471

しらぎぬ ﹇白絹﹈︵名︶2 白絹

虚理してゐますが︑

こ﹂に有名な屠殺場があ 五92国 ︻切白木づくりで︑金の金

とさつちやう

十二658

見かけられます︒

くわ

九536団

ざつ

文箱から一通の書面を取出して静か

みた光囲は︑ふと思ひ出したやうに︑

みつくに

彼は︑ほとんど其の一生を織 十二431

機械は外生製に及ぼなかった︒

八845
機の改良にさ＼げた︒

彼が織機の研究を始めてから

三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と

八854
職ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に
燭光

これを燭光であらはすと︑

しよくくわう

﹇燭光﹈︵名︶1

しよくくわう

此の成功を見たのである︒

十二欄10

しょっこう

しょつちゆう

其の敷は三の次に零を二十七つけた
︵副︶1

ものになる︒

しょっちゅう

どうも︑無作法千萬なお

附の家事たちが︑しょつちゆうの＼

十二柵9囹

する

十一322

敷々︑︿略﹀︑そこに現れた諸佛・諸

尊の御身は︑極めて生きくと︑自
助命

由に︑美しくも尊くも辞される︒

お預けになっても︑きっと

﹇助命﹈︵名︶1

十燭4園

じょめい

﹇野明天皇﹈︹人名︺

其の中助命になるに違ひない︒
じょめいてんのう

︽ーシ︾

しり合って︑私の宅はまるではたご

せ んたく

ぶ螢庭で教練したり︑冷たい水で︑

初冬二題

初冬一一題

第十二

第十二

︹固葉︺2

←パラオしょとう

九575囲

しょとう

十二目13

しょとうにだい
十二7610

初冬二題

屋同然でございます︒

織機﹇▽か

食器を洗ったり洗濯したりするのに︑
中々ほねが折れますが︑
﹇織機﹈︵名︶6

いぞうしょっき・じどうしょっき・も

しょっき

くせいしょっき
ち︑ひまさへあれば方々の隠場を見

八819 其の中に織機の改良を思ひ立 しょぶつ ﹇諸仏﹈︵名︶1 連累
て歩いた︒

八834 佐吉はさらに動力を使用する
織機の爽明に成功して︑それが廣く
世間に使用されるやうになった︒

八836 或會社では︑此の織機と外國
製の織機とを︑一年にわたってため
してみたが︑
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おぼゆ︒

十一611図圃よみ引しらず白雲に
はね打ちかはし飛ぶかりの敷さへ見
⊥月月の空は︑うら＼かに晴

ゆる秋の夜の月
十一764
れて︑所々に淡い白雲が光ってみた︒

十二261 白雲の行方でも見てみるの

が︑頼朝が義仲を攻めようとするの

げんかい

れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも

をさとって︑義仲の所へ知らせまし

林藏はコー二等に別れを

告げて︑同年九月白点に蹄着しぬ︒

十一9811図

十一98図白齢

早く此の事を大石橋守備隊へ しらはた ﹇白旗﹈︵名︶1 白旗

てあそばれて進むこと能はず︒

た︒
八755

助左衛門︑波のや＼静ま

るを待ちて︑漁夫をはげましつ＼白

武者二十騎ばかり︑源家の白旗押立

十二496図此の日思ひもかけぬに︑

十二個6図

知らせようとしたが︑電信も電話も

知らせ

てっかのたらうみつ

十二悩3

晴渡った空に︑正午を知ら
白波

白波を立てながら︑右往左往

﹇白波﹈︵名︶2

せる町のサイレンが長長と響いた︒
しらなみ

八個7

我は海の子︑白波の

して︑まるで戦場のやうである︒

十一896図圃

著たなび

白日

我がなつかしき住

さわぐいそべの松原に︑

くとまやこそ︑

﹇白主﹈︹地名︺4

家なれ︒

し︒

早りて︑必ず日本の役所に差出すべ

たりと聞かば︑汝︑これを白主に持

七㎜7

樂隊のしらべが︑高く低く︑

しらべ ﹇調﹈︵名︶3 しらべ 調べ

やがて指がピヤノにふれた

胸をそ＼るやうにひゴきます︒

十一研3

ちやうど東の空に上る月が次第々々

と思ふと︑やさしい沈んだ調べは︑

にやみの世界を照らすやう︑

急流の岩に激し︑荒波の岸

に埣けるやうな調べに︑三人の心は

十一捌10

しらべる

もう驚と感激で一ぽいになって︑

つばめが︑來三又同じ巣へも

ことがわかりました︒

らべてみますと︑やはりさうである

つて︑いろくの方法で此の事をし

どつて來るといふのです︒近年にな

八105

べる

調べる︽ーベ・ーベル︾n▽とりしら

しら・べる ﹇調﹈︵下一︶12

十一964甚六我若し彼の地にて死し

に進む︒

にて土人をやとひ︑小舟に乗りて北

目録は︑︿略﹀︒皆が︑それを

星の動き方を︑もっとくはし

が北極星をほゴ中心に︑圓をゑがい

く調べて見ますと︑北の空では︑星

九鵬5

しらべては用紙に書入れてみる︒

九936

何でもなかった︒

十一936図先づ樺太の南端なる白主 八804 調べてみると︑氣ちがひでも

しらぬし

てて彼方に現れたり︒

洲に向かふ︒

にたよる外はなかった︒

敵のためにこはされ︑通信はた⊆鳩

かくて白洲を視察せし官

吏は︑助左衛門が公共のため一身を

十一一柵8図

きには︑青れふを知らせる眞紅の吹

八景3

何時の間に立てたのか︑へさ
しんく

捧げてか・る難事業に括れるを見て︑

つてみた︒

流しが二本︑威勢よく風にひるがへ

感歎止まざるものありき︒
︽一

か︑大空を仰ぎながら︑くはへぎせ
知らす

すべて物は破れたる時つ 十一708 さうして新上屋の主人に︑

﹇知﹈︵下二︶1

九223畜産

セ︾

しら・す

るをした老人の姿も見受けられる︒

十二柵4 濃い青空には︑春の國から
生まれて來たかと思はれる白雲が︑
山のふところからぽっかり顔を出し

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

萬一お婦りに又泊られることがあっ

﹇知﹈︵名︶1

日に至る︒

しらせ

知らせる

十日には︑﹁︿略﹀︒﹂といふ知

﹇知﹈︵下一︶5

らせです︒

国画1

しら・せる

き そよしなか

︽ーセ︒ーセル︾且Vおしらせする

木曾義仲の家來手塚太郎光
盛の娘は︑頼朝に仕へて居りました

もり

八393

んでおいた︒

くろへば︑しばらくはなほ用をなす

白洲燈毫

ては︑見る間に大きくふくらんで輕

︹課名︺2

ものぞと若き人に知らせんとて︑か
しらすとうだい

くするなり︒

しらさぎ

さうに浮いて行く ︒
しコリ
﹇白鷺城﹈︵名︶1 白

しらさぎじょう
鷺城

さぎ

白洲燈幽
﹇白洲灯台﹈︵名︶2

第二十四

白洲燈垂の建設は︑政府
の事業として引取られぬ︒

十二柵11図

白洲燈塁

しらすとうだい

十二柵2

十二643 まことに白鷺城の名にそむ 十二目11 第二十四 白洲燈垂
かぬ美しい姿である︒

こくら

﹇白洲﹈︹地名︺5

に朝霧流る︒
しらす

あみのしま

先づこれを救はんとして船を出した

十一一個3図白洲に近き藍島の漁夫︑

洲の暗礁に隠れて砕破せる船あり︒

十二梱2図 一日暴風至り︑又もや白

に︑平坦なる小島ありて白洲といふ︒

へいたん

十二冊4図 小倉の北西八海里の海上

白洲

十79淵底 谷間よりはひ出で︑木 十二佃8図 白洲燈垂は︑明治六年に
工を終へ︑其の後又改築せられて今
の幹ぬらし︑しらぐと︑おぼろ

に浮かぶ︒

をこめて︑ 月のごと︑日輪ほのか

＋74圏しらぐと︑朝霧野山

しらじら﹇白自︵副︶2しらぐ

しらさぎじょう一しらべる

しらほ一しる
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て動いてみるのだといふことがわか
ります︒

てふ

白み始める

﹇白始﹈︵下一︶1

︽ーメル︾

しらみはじ・める

しりあい

た︒

﹇知合﹈︵名︶1

きっと父上に取りしまつ

しりとり

しりとり
﹇尻目﹈︵名︶2

しり目
でんりゅう

大井川をしり目に掛けて渡り︑

それでは︑びっこといふこ

もしく︑お役人檬︑それ

お前は︑方方へ出歩いて︑

何でもよく知って居るが︑この小さ

五609囹

るのでございませうか︒

なら︑荷物の品をどうして知って居

五522園

とは︑どうして知って居るか︒

五509圓

知らずにゐました︒

四552 どんなにかないたのでせ
うが︑うちのものは︑朝まで

もをりません︒

とうさんも︑おかあさんも死ん
でしまって︑知った人は︑一人

二度三度︑村の上を海は進み 三毛6住んでみた家もなく︑お

又退いた︒

十592

る時︑たゴだまってみるので︑何だ
かぼんやり者のやうに思はれるが︑

五

︹課戸︺2

さて退いて一人でみる時は︑

しりとり

しりめ

九型3

それから七分の後天龍川を越え︑
更に六分の後楽名湖の北角をかすめ

五611園

この小さいお方の名を知ら

いお方の名を知らないか︒

高射砲揮をしり目に掛けながら︑機

きっと︑あの物知りのかか

か＼しは︑田の中に立って四

おうい︑お前は︑この小さ

さっきは︑お使とも知らず︑

まことに失禮な事をいたしました︒

しつれい

六33園

何と言ふのか知らないが︒

れど︑かはい＼花よ︑花の名は︑

五⁝川8圃 三本並んで︑ さびしいけ

いお方を知って居るか︒

五619園

て居ました︒

方を見て居るので︑何でもよく知つ

五617

しが知って居るでせう︒

五614圏

ないか︒

四隣
おほくにぬしのみこと

﹇四隣﹈︵名︶1

ひ給ふ︒

油蝿の子の口には︑針のやう

﹇汁﹈︵名︶1

な管がありますから︑其の管を木の

七942

しる

汁﹇▽みそしる

開き人をなつけて︑威勢四隣に振る

十二46三厩︑大國主命︑予土を

しりん

翼を連ねていうく録途についた︒

あわてふためいて打出す敵

て頂かうと存じますのに︑どうやら

退く

十一研6

る︒

じりく

るやうに思はれてなりませぬ︒

父上がしり押をなすっていらっしや

十二幽2園

三101五しりとり

忌日のこと︑先生は︑知合 三目6

の讐者から人の耳をもらって來まし

いしゃ

十︻466

知合

しり ﹇尻﹈﹇▽おしり・かわじり

白み始める︒

十88 夏休に採集した蝶を調べよう 十﹇8710 午前二時頃︑もう東の空が 十二388園満塁は予の前で教を受け
と思って︑妹と一しょに︑上野の科
學博物館へ行った︒

るが︑いくら調べても僕の取ったや

十101 窓際に蝶の標本が陳列してあ しり ﹇知﹈﹇▽ものしり

こんちゅう

うなのがない︒

そこで調べてごらんなさい︒

十105園 昆並足がありますから︑

ンが︑先生の機械と電線で連絡した

十一484 隣の室では︑助手のワトソ しりおし ﹇尻押﹈︵名︶1 しり押
別の機械を調べてゐます︒
記を研究したい考はあったのですが︑

︵副︶2

天正六年七月十七日︑秋とは

と照りつけてみる︒
くわつえふ

まばらな闊葉樹林を通し
﹇退﹈︵四・五︶7

攻寄せる者がたえないので︑

︽iイ・ーク︾8ひきしりぞく

しりぞ・︿

て︑太陽がじりくと照りつける︒

十一解11

いへ︑まだ烈しい日光が︑じりく

九904

じりじり

十一725園 私も︑實は早くから古事
まんえふしふ

それには萬葉集を調べておくことが

大切だと思って︑其の方の研究に取
りか﹂つたのです ︒

十一859 エンジンの調子をしらべた
り︑網の支度をしたり︑

十ニー55 かうした遺物を調べること
によって︑古墳の年代を考へること
が二宮るのである ︒

六604

りした上で︑どちらの主張が正しい

根にさしこんで︑汁を吸って生きて

十二罵8 歌人や謹壕の書置を調べた

敵は︑一先づ沖の方へ退いたが︑又

居ます︒

ンガ︑立ッテヰマシタ︒

つて居ましたので︑

三947 ソノ自動車ニノッテ來タ 六353 此の國に居た悪者のかしらは︑
ラシイ︑三人ノ知ラナイヲヂサ
かねて︑尊の御勇武を︑聞傳へて知

め・みちしらず・よみびとしらず

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾3おんしらず

もう進むことも退くことも出 し・る ﹇知﹈︵四・五︶71 知ル 知る

押寄せて來るのは明らかである︒

七38

かを判断し︑

しらほ ﹇白帆﹈︵名︶2 シラホ 白帆

來なかった︒

藤吉郎もお受けして退いた︒

ニツ

七868

二31圏小サイシラホガ

三ツ︑ 青イウミニ ウイテヰタ〇

上島軍は︑もう退くより外は
なかった︒

七917

如く︑朝日・夕日を負ひて島がくれ

九撹8図囹

一歩も退くな︒

十一531図 海の静かなることは鏡の
行く白帆の影ものどかなり︒
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しる一しる

ですが︑こ＼ばかりは︑寒い冬も知

六鵬7 たった一米四方ぐらみの廣さ
らないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑
紫に︑美しく照りはえて居ます︒

六M5園 これほどお前が上手だとは︑
わたしは︑今まで知らなかった︒

知りたいと思って︑父の本箱を見た

北極星は︑何時見てもほg眞

が︑星の本は一冊も無い︒

九欄6
北にある星ですから︑夜︑道に迷つ
た時など︑此の星を見つければ︑す

乗るまでは幾らか不安もあっ

ぐ方角を知ることが出來ます︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 っ て ︑ つ か ん で 九柵2

た飛行機が︑かうも愉快で安全だと

七114

見せると︑ふりかへったのは知らな
知ると︑

れん

い人でした︒
あんぴ

隊長・將兵の安否を次次に尋ね︑ほ

たい

七293 みんながいろくな事を言ふ 九塒4図静かに爾眼を閉ぢつ＼︑聯
が︑誰もまだ其の木のほんたうの高
しやうじ

とんどおのれの苦痛を知らざるもの

いもせ

の如し︒

十411園
みるよ︒

其の事なら僕だつて知って

さを知って居る者はない︒

七554 中にも︑芋瀬の荘司は︑宮
のお通りになることを知って︑道に
手下の者を配って居た︒

ど手の下しやうも知らぬ︒

七851園別に槍のことを深く知って 十826 警者は︑ぼう然としてほとん
申したのではない ︒

だのぶなが

貯木場あり︒

あらしやま

嵐山の勝景は花によく︑

青葉によく︑紅葉によく︑高尾は満

十一113

かくして島轄じ海廻りて︑

山秋の錦を以て知られてみる︒

十一526図

皆此ノ成果ヲ見ルニ及

其の黒くる所を知らず︒
クぐくカンゲキ

十一606図園

ンデ︑唯々感激ノ極︑言フ所ヲ知ラ
ザルモノノ如シ︒

流し産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を

知らず︒

だ古きと︑規模の大なるとを以て世

十二67図此の社は︑建築様式の甚

世界のどこの地方でも︑人

に知らる︒

智の開けなかった大昔には︑人はま

十二95

だ金属を使ふことを知らず︑

しかも彼等は︑のん氣に其

三千人の弟子の中︑顔回ほ

彼は一を聞いて十を知る

顔回もまたよく其の師を知

た如く︑顔回もまたよく其の師を知

十一一396 孔子がよく顔回を知ってゐ

男だ︒

十二394園

なかった︒

の教を實行ずることに心掛けた者は

ど其の師を知り︑師の教を守り︑師

十二305

の生活を樂しむことを知ってみる︒

十二246

究するのであるが︑

其の頃に書かれた物をもととして研

我々は今日古事記を混んで︑ 十ニー58 元來昔の歴史を知るには︑
國初宵惑の歴史を知ると共に︑

十一682

だんく話をしてみる中に︑
眞淵は宣長の督責の尋常でないこと

十一717

を知って︑非常に頼もしく思った︒

十一803 雄阿寒岳の急斜面が迫る絶
をの
壁を仰ぎ︑千古斧を知らぬ湖岸一帯
明澄の水はどこまでも冷や

の密林を見渡した時︑

十一8011

かに︑や＼暗い青さをたたへ︑特に
絶壁をなす奇岩の下には︑底知らぬ
ばく
文化五年四月︑林藏は幕

淵をよどませてるる︒
ふ

つてみた︒

十一934図

府の命によりて︑松田傳十郎と共に

爾岸の絶壁︑あたかも屏
風を立てたる如く︑流はよどんで底

つてみた︒

十二397
ることを知りぬ︒

樺太に渡り︑海岸を探りてほゴ島な
老母は︑そんなこととはつ

になりしのみならず︑其の封岸大陸

を縫いで必ずこれを成し遂げてくれ

てくれる子供たちや家臣の者は︑後

十一994図樺太が島なること明らか 十一一455 しかし︑自分の氣持を知つ
みたが︑遂に山の上でなくなったと

何者かは知らぬが︑わい

くわめいてるる︒

十二552囹

ふべき言葉を知らず︒

義経も胸ふさがりて︑言

るであらう︒

死傷すこぶる多く︑家を

十二516図

の事情も始めて我が國に知らる＼に
あそこの岡を知ってみるか

今日私たちは︑それが死の

至れり︒

十憎8園

十一価4図

がなかったらさびしい︒

世界であると知っても︑やつばり月

十一m8

いふ︒

ゆ知らず︑風の日も雪の日も待って

十鵬7園

知らぬ青さをた＼ふ︒

ぶ

十餌8図

びやう

萬本とも知らぬ材木を浮かべたる大

八864 家族の人は︑彼が何時寝たか 十齪7図熊野川の川口に近く︑幾十
も知らない事が多かった︒

八884 佐吉は︑夜通し考へた事を實
さいに作らせようと思って︑元日と
お

も知らず飛込んだのであった︒

の志があることを知って︑彼をたよ

九871 鹿介は︑織田信長に毛利攻め
つた︒

むらしんざ ゑもん

かは
九911 鹿介は︑それが敵方の一人河
村新左衛門であると知るや︑身をか

ね︒

はして︑ざんぶと川へ飛込んだ︒

九918 三部川の水は︑此のうらみも

十俄10

吉野山かすみの奥は知

どこか知らない騨に停車した︒

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて

十一12旧習

らねども見ゆる限りは櫻なりけり

みる︑

九923 僕は︑此の間から星のことを

しる一しれる

810

紙に手紙を書いて︑今朝押してもら

つて︑まさに飾磨平野に浮かぶ一大

さし出つるこの日の本

職艦を思はしめるものがある︒

﹇記﹈︵五︶3

記す

きんぞく

︽ーシ︾

すると︑其の右足に︑日本の

ん︒

知れる ︽ーレ︾

これで︑いっか︑おとうさ

何十本トモ知レナイ︑細イ︑

六972園

ないそ︒

六836圏

えい

嶢け死んだのかも知れませ

今夜は︑大分積るかも知れ

かも知れない︒

んのお話に聞いた望遠鏡が︑出來る

六504園

白イ綜ガ︑

五781

が負けるかも知れない︒

四938囹これでは︑ぼくらの方

いと思って︑

けたら︑どうかなるかも知れな

三伽4こんな時に玉手箱をあ

レル

し・れる ﹇知﹈︵下一︶22 しれる 知

しれいぶ ﹇▽かんとうぐんしれいぶ

つたスタンプを入れて︑ボーイに頼

あめつち

八65

しる・す

り天地の榮ゆる時にあへらく思へば

御民われ生けるしるしあ

んでしまふと眠くなって來た︒

︽ーレ︾

十桝7図圃

の光よりこまもろこしも春を知るら

國といふ國をめぐりて
知る

いかに心は堅くとも︑身は

文字を記した小さい金属の板が附い

九戸3図

し・る ﹇知﹈︵下二︶2

日の本の人と生まれし幸は知りにき

十二柳5軍民

む

十二556園 末廣がり屋を知らぬによ 十二榔3図圃
つてかやうに申すのでござる︒

十二619園 そちは末廣がりを知らぬ
な︒

びやうぶ

十二722 本丸の擦る姫山︑西の丸の
をの

接る鷺山は屏風の如く連なり︑麓
に三島の堀を廻らし︑斧を知らぬ密

て居ました︒

英語で

鐵石にあらざれば︑砲丸に倒る＼兵

こ＼に︑

中房温泉から四・六二と記
﹇司令長官﹈︵名︶2

敵の司令長官ロジェスト

︑其の上にそ＼り立つ天守

﹇司令塔﹈︵名︶1

櫓は層々と重なり︑ゑんえんと連な

閣はあたかも司令塔の如く︑敷十の

十二724

しれいとう

司令塔

ほりょ
敵の死傷及び捕虜は︑司

司令長官以下一説六百

﹇司令長官以下一万六百余

人﹈︵名︶1

くよにん

しれいちょうかんいかいちまんろっぴゃ

﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

令長官にたまへる勅語の中に︑

渡し賃が高いといって︑ ↓

お金をもらったら︑あなた

間もなく去って行かねばなら

ぬ日本に︑なごりを惜しんで居るの

八51

氣がすみません︒

の氣はすむかも知れませんが︑私の

七去1園

な事になるかも知れない︒

が無かったら︑氣が違って死ぬやう

人で越した程の人だから︑此の大金

首飾2園

も知れない︒

やかな事からいへば︑或は東京一か

垂下などもたくさんあって︑にぎ

ぐわくわん

十一608図勝報上聞に達するや︑司 六麗1闘 此の観音様のそばには︑映

へらる㌦に至れり︒

ウェンスキー気上は︑︿略﹀︑遂に捕

十一5811図

かん

司令長官﹇▽とうこうしれいちょう

しれいちょうかん

した道標が立ってるる︒

十一槻11

﹃︿略﹀︒﹄と記してある︒

園

士敷知れず︒

林におほはれ︑

しるし

十一784

十二745図囹 事の成否は今より豫測

﹇印﹈︵名︶8

﹇▽おしるこ

しあしも照らし暫くらむ天地の神

あめつち

十二26図園
しるこ

印5

人知れずおもふ心のよ

すべからず︑若し向かふの山にのろ
しのあがるを見ば︑幸にして城を出
でたりと知るべし︒

まっしくら︑進む兵士の

し

みくに
身をすてて︑ 皇國のため

に︑

六628魍

めじるし

十二㎜11園 わしは︑何も知りません しるし
よ︑行者さん︒
もけい

るしの軍旗︑しるしの軍旗︒

十二伽2 其の豊富な歴史的遺物・世
界的名作・標本・模型等の陳列によ
六628翻

まっしくら︑進む兵士の

つて︑我々は世界の歴史︑︿略﹀︑イ

ギリスの給地吏などを︑さながらに

しるしの軍旗︑しるしの軍旗︒

のあるはんてんをしばり附けて︑

七98其のさをの先に︑赤いしるし

知ることが出來るのである︒

萬とも知らぬ美しい窓が︑我々の心

さいたまけん

それによると︑埼玉縣の或所

芸人

八67

半分だけさし上げたうございます︒

七伽4園お禮のしるしに︑此の金を

天略﹀︒﹂と言ひました︒

十二櫨7 自動車で走ると︑幾千・幾
をそそる︒
げいじゅつ

十二悩2 都市の美観を誇るパリーは︑
又藝術の都として知られてみる︒

で︑試みにしるしを附けて放したも

十二伽8 イタリや語を知らぬ私にも︑

それが﹁日本人﹂といふ意味だと見

﹁あじあ﹂の印のはいった用

令長官以下一萬六百浜人︒

十一597図
もと︑土人が親愛の情をあら

のだといふことがわかりました︒

十偽3

ある︒

ワイ一般の風習になったのださうで

はすしるしであったのが︑今ではハ

八柵4

當はつく︒

十二捌2 月は死の世界であるといふ
慶士暑は事のすこぶる重大な

ことを︑私たちはすでに知った︒
十二柵11

のを知って︑大阪から海路江戸に婦
つた︒

811
しれわたる一しろ

かも知れません︒

八53 これから行かねばならぬ遠い
國のことを︑話し合って居るのかも
知れません︒

工具8 かうなると︑打出の小槌は︑
まるでねだんのない物になってしま

こ＼ばかりは︑寒い冬も知ら

ないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑紫

六夢7

から︑海といふより平原といった方

に︑美しく照りはえて居ます︒

分ですが︑月には水一滴ありません
がよいかも知れません︒

しろ

家家の垣根といはず︑公園の

︵名︶一

シロ

﹇城﹈︵名︶28

シロ

一43圃コイコイシロ
しろ

ろ・でじろ・やましろ

城﹇▽おし

オニハ︑テツノモンヲ

こんがう

これにこりて︑賊は︑城の水

をたやして苦しめようとはかった︒

六742

賊が︑四方からこれを目がけ

て押寄せると︑城から大きな石を四

六771

五十︑一度に落したので︑又何百人

もう此の上は︑何でもかでも

か殺された︒

六778

大きなはしごを作り︑これを︑城の

攻落してしまへといふので︑賊は︑

前の谷に渡して橋にした︒

大砲ヲ何沙門モスエツケテ︑

海上ノ城ダトイツテイバツテ居ル軍

六捌7

艦ヲ︑一打チ雪眼メタ時ノユクワイ

ハ︑何トモ言フコトが出町ナイ︒

てんしゅかく

豊臣秀吉の建てた城で︑近年

とよとみひでよし

復興された天守閣に上ると︑廣い大

七688

城の修理をそちに申しつけ

阪は一目に見えます︒

七783囹

る︒

楠木正成がたてこもった千 八641図 平家の軍勢十萬齢騎︑ 一の

くすのきまさしげ

ばってゐました︒

みた︑りっぱな城に住んで︑い

四嗣6きゃうだいは︑思ひ通り大
將となり︑これまで百合若の

タ︒

シメテ︑シロヲマモッテヰマシ

一675

コノー

咲誇り咲績いてるるのを見ると︑

並木路といはず︑黄に︑赤に︑白に

八伽9

の花が咲くのださうです︒

1子路には︑ひょっとす 七網5 うす緑のは︑白か︑うすい色

あんまりへったので︑つ

ると︑さういふ考が湧いたのかも知

十二344
れぬ︒

十二⁝川2園
い︑うは言が出たかも知れないが︑

ふかも知れません ︒

八柵9 ことによると︑御飯にしても︑
わしには何も畳えがないのです︒

あなたのお附の者の齪暴

﹇知渡﹈︵五︶1

れませぬが︒

しれわた・る

知れ渡

に下して︑或はお小言が出たかも知

十二備11囹

野菜にしても︑︿略﹀︑みんな日本人

の手で作られた物が︑使はれてるる
のかも知れない︒

九889囹 いたづらに朽果てたかもし
れぬわたしが︑出雲に旗あげして︑
る

︽ーッ︾

一時でも其の領主となったのは︑全

九779彼の勇名は︑味方のみか︑も
忍路

う敵方にも知れ渡ってみた︒

くお前の力であった︒

﹇子路﹈︹人名︺3

生一本な血路が︑とがり聲
で孔子に言った︒

十二3310

しろ

十772園 百人中九十九人まで助れば︑
或は自分も生きてみるかも知れぬが︑
さもなければ露らぬものと思へ︒

十梱10 若し此の仕事が進まなかった

六732

谷に城をかまへて︑源氏の大軍を防

逆路には︑ひょっとす

ぐ︒

十二343

まことに小さい城で︑軍勢もわっか

早城は︑けはしい金剛山にあるが︑

ら︑よし何萬・何十萬の人がこ＼に

ると︑さういふ考が湧いたのかも知

これを園んだ賊は︑百萬とい

秀吉の援軍が今日來るか明日

十159図圏

つた︒

萬乗の君のおはします城

遣るか︑それを頼みに勝久は城を守

九883

城に火を放つ︒

一度にどっとときをあげて︑平家の

下るやいなや︑三千齢騎︑

送られて來ようとも︑パナマ運河は

六734

ふ大軍で︑城の附近一たいは︑すつ

こんな山城一つ︑何ほどの事

かり人や馬でうづまった︒

六737

があるものかと︑賊が城の門まで攻
上ると︑

ち

得て︑大和鍛冶のきたへたるよき矢

か

じりを少々用意致して候︒

やまと

なれば︑大尉軍の御出であらんと心

落して︑賊のさわぐ所を︑さんぐ

城のやぐらから大きな石を投
に射た︒

六737

八677図

れぬ︒

シロカ

千人ばかり︒

完成しなかったかも知れません︒

子音が︑天略﹀︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂な

あの陳・票の厄で︑子吉や

何時とも知れない身になってみるの

十一196園 わたしがこんなに病氣で︑ 十一一419

﹇代﹈←なわしろ

ハシレ

白縄まつ

ど不平がましく言った時︑
しろ

﹇白﹈︵名︶5

ハシレ

シロ

に︑あなたは雀の子に夢中なんです
か︒

一93圏

しろ

十﹇641 此の人がなくなったら︑我 しろ
が國の正しい古傳︑つまり神代以來

アカカテ
下の方は白で︑花の口もとの
所に︑こい紅をさして居ます︒

六悩7

テ

の尊い歴史も文學も︑彼の死と共に

あれ は ﹁ 海 ﹂ と い は れ る 部

ほろびてしまふかも知れないのであ
つた︒

十一⁝⁝⁝7

しろい
しろい

812

に緊まれて城門の近くに至り︑城に

所だけが白い︑まことに美しい牡牛

うんか

十181図 雲霞の如き賊兵も引退き︑

窓の前の電燈線が︑白い︑太

でした︒

六862

向かひて高らかに呼んでいはく︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

たゴ城の四方を園みて︑遠攻めにす
るばかりなり︒

十182図 其の後︑關東の大軍至るに しろ・い ﹇白﹈︵形︶46 白イ 白い
七76
かへ

卵は︑其のま﹂で冬を越して︑

不意に白い鳥が飛立ちました︒

いひものやうになって居る︒

︽ーイ・ーク︾←あおじろい・まっしろ

空には円いお月さま︑

松原に︑

天人たち

返したり︒

返したり︒
所々白く光ってみる川も見え
見ると︑向かふから︑汽車が

八308囲

野を過ぎて︑山越えて︑

と見る間に︑行手の山がぼつ

つばめが︑川水にすれくに

ポプラの下の一けん家︑垣根

瀧は三十米の空から白い絹を

上から下へと走ってみる︒

さらしかけて︑下の瀧壺に吸込まれ

十4510

人々は︑自分等の村の上を荒

るやうに注いでみる︒

十591

これに︑雪の白い所だけ山

狂って通る白い恐しい海を見た︒

十研3園

お盆に白い雪を盛って︑つ

のやうに盛って︑持って來ておくれ︒

たなくとも私の歌をそへまして︑献

十柵2園

上致したいと存じてをりましたのに︒

やがて五十米程前方の水が泉

のやうに盛上り︑白い水煙が上った

と見る間に︑鯨は其の巨膿を浮上ら

せた︒

北の方では二三日前に雪が降

箱根山から伊豆山へ越えて行

つたので︑遠い山の峯が白くなって

十旧4

みる︒

十描5

くと︑彼方沖の初島に︑白い波が打

十ばかりであらうか︑白い

にかけた白い干し物︑赤い土の色な

十一173

寄せてみるのが見えるといふ︑圭里の
ほ

どを見ると︑なるほど朝鮮だなとい
せ

やうな歌である︒
わ

着物の上に山吹色の着物を重ねてか

何よりも︑たんぼに早早の穂
が出揃って白く波打つのが︑秋らし

九伽7

ふ感じがする︒

九佃2

をしてみた︒

飛んでは︑白い腹を見せてちう返り

九908

と白くかすんで來た︒

八欄2

煙を橋の上に吹散らしながら︒

石炭を山程積んで︑ 白い 十宙1

たゴ一筋︑道が白い︒

八26圏

やうなものです︒

二粍ぐらみの︑小さい︑白いうじの

翌年の夏野るのですが︑艀つた時は

及び︑城遂に陥り︑重範惜しくも捕

うさぎ

七949

かはいい

い

さん︒

ます︒

白い煙をはいて︑こちらへやって來

五318

ました︒

五308

波が寄せたり︑

が︑ 白い衣の そろひで ま
ふと︑月は十五夜︑まん圓い︒
四襯2圃白いはまべの 松原に︑

四柵5圏園池の都の

波が寄せたり︑

四捌1圃白いはまべの

ぽっかりうかんだ白い雲︒

四402蹟

りがすうと立ちのぼりました︒

三梱2すると︑中から︑白いけむ

白い︑

へられて︑六條河原に斬らる︒

中央︑や＼北寄りの姫山・鷺山に接

十二6911 元來此の城は︑飾磨平野の 三62圃
つ て 螢 ま れ た も ので︑・
ひでよし

を築き︑

十二704 秀吉がこ＼に目を着けて城
十二708 大手の門は南を固め︑から
め手の門は北東を押さへてみるが︑
此の城の要害はむしろ西にある︒

十二727 美しい城だとは︑誰もがい
ふ︒

十一一η8 しかも姫路城は︑當時の最
をかざき
城を抜け出でて岡崎に

も堅固な城であった︒
十一一741図園
至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒

十二745図園事の成否は今より豫測
しのあがるを見ば︑幸にして城を出

すべからず︑若し向かふの山にのろ
でたりと知るべし︒

ると︑

白い花の房をつけたアカシ

一の鳥居︑二の鳥居をくゴ

つて︑御影石の白い石段を登りつめ

十一撹1

ひ切り振って行く︒

やの並木路を︑叔父はステッキを思

十一773

はいらしい子であらう︒

け出して來た女の子は︑何といふか

左に太平洋が白︿光って見え

く見渡される︒

る︒

九柵1

何十本トモ知レナイ︑細イ︑
白イ綜ガ︑夕風ニユラレナガラ︑フ

十一一748図 黒き影は城の一方より現 五782

ハフハト空中ニタぐヨツテ居ルノハ︑

こ＼の島民は︑チャモロ族

軍略﹀︒﹂と指さす彼方︑眞直

な杉の木立を傳ふやうに︑白い物が

盆景4

く︑生活程度も高いのださうです︒

といふのが大部分で︑割合に色も白

十263囲

れ出で︑ひらりとばかり水中にをど

親山羊の白いひげの下を︑一

これまでうちに居た牛は︑禮
がまつ黒で︑後足の足先と尾の房の

六餌4

匹の子山羊がくゴり抜けて︑

六甲7

ホンタウニキレイデシタ︒

り入りぬ︒

にのろしをあげ︑次いで城に入らん

十二7511図 十六日︑勝商は再び山上
とするに︑不幸にして敵兵に嚢見せ
られ︑勝頼の前に引出さる︒

十一一766図 翌日︑勝商︑敵兵十齢人

813
じろう一しわ

は

け

十一佃6 澄んだ青空に︑刷毛で即く

十二804翻白い御飯から︑
かいみそ汁から︑

あた﹂

ほかくと立上

はいたやうな︑又は玉綿を薄く引き
たとへ︑あなたがおとう

る湯氣を見つめながら︑

しまひました︒

︽ーク︾

間・白馬・立山等の姿を見ないのが

しろ・し ﹇白﹈︵形︶1 白し

全く残念であった︒
四967 白兎は︑痛くてたまりませ
んから︑はまべに立って泣いて しろざけ 且Vおしろざけ

ゐました︒

十二499図年の頃二十鯨りにして︑

n▽ましろし

十一一柵9園

のばしたやうな白い雲の出るのを巻

四973

雲といひます︒

申しますと︑神檬は︑﹁︿略﹀︒﹂と

白兎が︑今までのことを

様でないにもせよ︑此の白い髪やお

はんてん

十一柵1 青空にうろこのやうに小さ
ひげを見ては︑お氣の毒だと思はね

四978

白兎は︑すぐ海の水を
白兎は︑泣きながら︑また

あびました︒

四994

今までのことを申しました︒

白兎がその通りにしま

士︑

しろ

大神のみことのま＼に︑

﹇知﹈︵四・五︶2 しろし

めす ︽ース︾

しろしめ・す

十一622図圖

神の御子︑代々のみかどの

つち

神と人和ら

しめす我が日の本は︑

あめ

ぎむつび︑ 天と地とはに幸あり︒

まことに摩周湖こそは︑

白茶

中からみづくしい白茶色の

しろちゃいろ ﹇白茶色﹈︵名︶1

いふ感じを深くさせる︒

た9神のみがしろしめす神秘境だと

十一図6

すと︑からだは︑すぐもとの
白兎のいった通り︑大國

次郎

色

ころと出て來た︒

白長須鯨

やがて︑三十米もある白長須

﹇雛﹈︵名︶一

シワ

ニ795ソノタビニ︑コタツノ上

しわ

膿を水面に横たへる︒

鯨が︑全く息絶えて︑小山のやうな

十湘10

長須鯨を見つけたからである︒

ながす

しろ
出しては︑潮を吹く二頭の大きな白

＋解はるか彼方に︑代るぐ背を

白長須鯨

しろぼがす

しろながすくじら ﹇白長須鯨﹈︵名︶2

アラ︑テフくガ︑次郎

玉が︑じゅずつなぎになって︑ころ

次郎チャンモ︑ナカマ ニ 九703

﹇次郎﹈︹人名︺6

三395園

オハイリナサイ︒

三366園

チャン

じろうちゃん

お方におなりになりました︒

主のみことは︑その後︑えらい

四棚4

やうになりました︒

四柵4

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武

ばならないはずだのに︒

次郎

おっしゃいました︒

く群生する白い雲は︑さばの斑嵩に

一だんと大きなはんの木の

﹇次郎﹈︹話手︺1

次郎﹁ホウラ︑モウヂキ

白兎

白兎

﹇次郎﹈︹人名︺←あすけじろう

白兎

︹毛色︺2

白兎
﹇白兎﹈︵名︶11

十六

十六

ました︒

四935

チャンノ舟ニトマリマシタ︒

次郎チャンノ舟ニハ︑

次郎チャン︑バンザイ︒

次郎チャン︑バンザイ︒

わにざめは︑白兎のいふ 三403園 一チャタ︑次郎チャン︒
三405園

三407園

白兎は︑﹁︿略V︒﹂とかぞへ 三406園

一

テフくノセンドウサンガノッ
タカラ︑カッタノデセウ︒

四964 一番しまひにるたわにざしろうま ﹇白馬﹈︹地名︺1 白馬
十一伽8 東も北も一帯に雲がとざし
めが︑白兎をつかまへて︑から
て︑僕等の村はもとより︑富士・淺
だの毛をみんなむしり取って

﹁︿略﹀︒﹂といって笑ひました︒

足で陸へ上らうといふ所で︑

て渡って行きましたが︑もう

四948

通りに並びました︒

四946

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

白兎は︑それを見て︑

四922島にみた白兎が︑向かふ
の陸へ行ってみたいと思ひ

しろうさぎ

四921

四目6

しろうさぎ

しげのり・くさのじろう

じろう

ショウブダ︒

三401

じろう

間に︑かぶった白い手拭が見える︒

十二槻8

似てみるところがら︑俗にさば雲と
いひ︑

十一川2 いわし雲より︑ぐっと大き
な塊になって群生する白い雲があり
ます︒

十一麗7 雨雲に似てゐますが︑所々
に青空が見え︑雲の端々が白く見え
て︑其の間から日光がもれたりしま
す︒

十一佃8雨の降ったあげく︑山の間
などから流れるやうに滑り出る白い

雲は層雲といって︑雲の中でも一番
低い雲です︒

十一M1 天氣のよい日︑底が平で︑
上は山の峯のやうに積上つた形に現
れる白い雲は積雲といひますが︑

んいちげ﹂や︑深紅の﹁べにばない

十一伽1 其の間々に︑白い﹁はくさ
ちご﹂などが早々と入齪れてるた︒

十一悩4 見ると︑ごく間近に︑白い
煙が後へ流れてみる︒
かひがら

ると︑時に畠の上などに︑貝層が白

十二87 私たちが野外を散歩してゐ
く散らばってみるのを見かける︒
雨に洗はれた築山のくまざ
さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑

十一一427

しわくちゃ一しんきょう

814

や

しわだらけ
仁である︒

れてるる︒

十二381

か

陣

かへ

しん
る平すき間もなき木立となりて︑神
みき

しんみき

域いよくおごそかならんとす︒

ろうもん

くわいらう

あけ
緑深き木立の間から︑朱の

一段の森嚴を加ふ︒

十一88

しんみき

色あざやかな大鳥居︒出門・廻廊

︹人名︺1

新一←

を望む時︑神域のけだかさをしみじ

﹇新＝

みと感ずる︒

しんいち

はるやましんいち
しんえい

﹇陣営﹈︵名︶1

几vごしんえい

意趣

幕︑張廻らしたる陣螢の
く居並びたり︒
しんゑん

中には︑關八州の大名・小名星の如

十二511図

じんえい

大士平維盛は︑十萬騎を 九悩6園 新一︑子馬が生まれたよ︒

たひらのこれもり

﹇陣﹈︵名︶3

取る︒

取る︒

八973図

もと︑土人が親愛の情をあら

﹇親愛﹈︵名︶1

相生せり︒

しんあい

八宙3

親愛

陣を取り︑平家は海に船を浮かべて

う

ち

しんゑん

宇治橋を渡って︑神苑に入

﹇臣下﹈︵名︶1

臣下
︵臣下に︶地葺を持て︒
人家

ほっとしながら下界をのぞく

﹇人家﹈︵名︶2

九塀7

もけい

森︑人家︑道路︑畠︑さうい

と︑海だ︑船だ︑たくさんの人家だ︒

九帽2

じんか

十二㎜7

しんか

かと思はれる大木が立ち並んでみて︑

り︑しばらく行くと︑千年もたった

五73国

屋島の合職に︑源氏は陸に しんえん ﹇神苑﹈︵名︶1 神苑

れも同じくとなみ山のふもとに陣を

八328図

義仲は五萬騎を引連れ︑こ

引連れ︑越中の國となみ山に陣を

ゑつちゆう

八327図

じん

こ㌧に﹁仁﹂の全膿が説か

十二375園己に克って禮に復るのが

ある︒

で︑其の行ひ易い方面を述べたので

何れも﹁仁﹂の一部の説明 十捌1図 枝葉空をおほひて︑神域に

ひ︑互生には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑或

眞

十二373

ノネコガ︑ サムサウニ︑ ハナ
しわくち

者には﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

﹇雛﹈︵形状︶1

ノ上ニシワヲヨセマス︒
しわくちゃ

七985 しわくちゃにた＼まれて居た
﹇雛﹈︵名︶1

羽が︑見る見るのびて來ます︒
しわだらけ

それがかほにか＼つた

かと思ふと︑浦島は︑かみも︑

三梱5
ひげも︑一度にまつ白になつ
て︑しわだらけのおちいさんに

神

﹇心﹈n▽あいこくしん・けんきゆ

なってしまひました︒
しん
﹇神﹈︵名︶1

うしん・じひしん
しん

十﹁憾10 一音は一回目り妙を加へ神
に入って︑何をひいてみるか︑彼自
﹇真﹈︵名︶1

らも畳えないやうである︒
しん

﹇ 審 ﹈ ﹇ ▽ だ いいっしん

十808 あたりは眞のやみである︒
しん

はすしるしであったのが︑今ではハ
ワイ一般の風習になったのださうで

﹇人﹈﹇▽ア ラ ビ ヤ じ ん ・ イ ス パ ニ

ある︒

じん

アじん・インドじん・えいこくじん・

ジンヰ
﹇人為﹈︵名︶1 人工
前記ノ如キ奇績ヲ牧メ
ミ
イ

ふものが模型弓のやうにきちんとし
ジンヰ

てるる︒

モト

シンガイ
﹇侵害﹈︵サ変︶1 侵害

得タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜

︽ーシ︾
ケンサ

シンガイ

ハ過失皿石リテ他人ノ権利ヲ侵害シ

ヨ

十二価1図例へば︑民法に﹁故意又

ス

しんがい・す

威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人爲ノ能

たる木木は︑参道の左右を始め︑至

二面の面心もてたてまつり

クスベキニアラズ︒
しんみき
﹇神域﹈︵名︶3 神域

しんいき

ッ

十﹇602︹図圏

じんい

がいこくじん・かっこくじん・こだい

にほんじん・しなじん・せいようじ
ん・ドイツじん・ないちじん・にっぽ
んじん・にっぽんじんまち・ぶんかじ

仁

ん・マレイじん・まんしゅうじん・ロ
﹇仁﹈︵名︶4

シやじん
じん

ついても︑或者には﹁︿略﹀︒﹂と言

十二3610 孔子の理想とする﹁仁﹂に 十19図

セメ

コレ
タル者ハ︑之二因リ生ジタル損害ヲ

パイシヤウ

七月十三日の午後︑シン

︹地名︺2 シンガポ．一

賠償スル責一任ズ︒

シンガポール

十一襯4国

ル

シンガポールも︑コロン

ガポールに着きました︒

十一備11国

新川

ボも︑アデンも︑皆英國入の纏螢の

下に口達した都市ですが︑

しんかわ ﹇新川﹈︹地名︺1

十二36単語松江を嚢したる汽車は︑
しんぢ
風光豊の如き宍道湖のほとりを走る

ひ いがは

こと約四十分︑やがて新川を渡り︑

更に進みで斐伊川の鐵橋にか＼る︒

しんがん ﹇心願﹈︵名︶1 心願

八幡檬に日参致し候も︑

はちまん

そなたが︑あっばれなるてがらを立

十221塵團

て候やうとの心願に候︒

一度起ってこれを振るへば︑

しんき ﹇心気﹈︵名︶1 心氣

じゃき

惰氣も邪氣も一瞬に霧散して︑心隔

き

十一棚1

だ

は自ら清明となる︒

十21図左折して更に大鳥居を過ぎ︑

しんき ﹇神気﹈︵名︶1 神聖

神氣身にせまるをおぼえつ＼︑静か

に歩みを移せば︑参道は又右折す︒

八221囲

特別急行列車﹁あじあ﹂が︑

しんきょう ﹇新京﹈︹地名︺4 新京

すばらしい速さで走って︑新京へは

八時間齢り︑ハルビンへは十三時間

此の子は新京へ母と凝るとこ

鯨りで行けます︒

十悩8

815
しんきょう一しんざえもん

﹁あじあ﹂

は︑

一基に國都新

ろで︑マルタといふ名ださうだ︒
当量8
京に迫りつ＼ある ︒

﹇進境﹈︵名︶1

進境

十m1 兵隊さんたちは新京で下車し
た︒

しんきょう
孝和の門下には幾多の人物

が出て︑師弟相承け相縫いで︑和算

十一一擢1

はいよく進境を見せた︒
しんきろう
﹇毒気楼﹈︵名︶1 蚕氣櫻
しんきろう

十一柵8団 それは︑みんな蚕氣棲の

しんきろう

しんく
﹇真紅﹈︵名︶1 眞紅

類でした︒

しんく

﹇▽こうだいじんぐう・へいあ

こと︑敷十回の多きに及べりとそ︒
じんぐう

新宮

んじんぐう︒めいじじんぐう・よしの

﹇神宮橋﹈︵名︶1

神宮

那智山を去って︑新宮市に

﹇新宮市﹈︹地名︺1

じんぐう・よしのじんぐうえき
しんぐうし

至る︒

十齪5図
じんぐうばし

十13図神宮橋を渡りて︑先づ仰ぐ

橋

であった︒

しんげん

枝葉空をおほひて︑神域に
あけ

﹇森厳﹈︵名︶2 森嚴
しんみき

十樹2図

かすが

一段の森嚴を加ふ︒

進行

の廻廊山の緑に映えて︑森嚴自ら

くわいらう

十二佃9図然れども春日の社は︑朱
えり

﹇進行﹈︵名︶2

人の襟を正さしめ︑

しんこう

東海丸はしきりに汽笛を鳴ら

ハワノーの人口約三十八萬の中︑

午後一時五十五分︑我が

旗艦三笠は戦闘旗をか＼ぐると土中に︑

みかさ

十一558図

信號旗を以て令を各艦に下せり︒

皆英霊人の経螢の下に獲

しんこうしょ ﹇信号所﹈︵名︶1 信號

十一術3団

所

達した都市ですが︑此の岩の一塊を

も彼等は見のがさず︑ここに貯水池

シンレイ

特二我が軍ノ損失・死

や信號所を設けてみるのです︒
シンカウ
しんこう・す ﹇信仰﹈︵サ変︶1 信仰

キンセウ

シンカウ

傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神霰ノ加護

ニ由ルモノト信仰スルノ外ナク︑

ヨ

むしょうしんこうへい

僕たちは︑爾手をあげて深呼

しんこきゅう ﹇深呼吸﹈︵名︶1 深呼

しんこうへい

十144

吸

吸をした︒

さうして︑長いく物語を

しんこん ﹇心魂﹈︵名︶1 心魂

讃上げるのに︑殆ど心魂を捧げつく

十一645

←かんとうだいしんさいこ

したことであらう︒

しんさい

心斎橋筋

えいぐわくわん

しんさいばし

七64図

心齋橋筋にはりっぱな商店が

があって︑人の波が後から後から押

並び︑堀端の町には映書館や劇場

げきぢやう

七679

2心齋橋筋心斎橋筋

しんさいばし

業・商業を始め︑あらゆる職業に從
新公

しんさいばしすじ ﹇心斎橋筋﹈︹地名︺

﹇新公園﹈︵名︶1

繁華な町々を見物しなが
供たちが︑池のほとりで仲よく遊ん

ら︑新公園に來て見ると︑日本の子

十一柵3團

園

しんこうえん

甚してるるのだ︒

十五萬が日本人で︑それが農業・漁

十一604図園

すでに敵戦車の敷毫はこは ス ︽ースル︾

し︑警戒しつ＼進行を績けた︒

十714
十二823

され︑重継は火を吐いて進行の自由
新興

大鳥居に︑菊花の御紋章を拝するか

﹇新興﹈︵名︶2

だが︑今のイタリヤは新興
新興の意氣は︑ベルリンに
見た︒

﹇▽しゅっぱつしんこう

來て更にすばらしいものがあるのを

十二梱4

の意氣にもえてみる︒

十二伽1

しんこう

を失ってみる︒

進

しこさ︒

きっかはもとはる

﹇進軍﹈︵サ変︶1

しんぐん ﹇▽こしんぐん

しんぐん・する
︽ーシ︾

軍する

二元を大將とし︑吉川元春・

の精兵が堂々と進軍して來た︒

しんこう

﹇真剣﹈︵名︶1

眞劒

しんけん

今度は其の豊山のたまもの
眞劒

人口

﹇人口﹈︵名︶1
だ︒

十帽6圓

﹇真剣﹈︵形状︶4

質業5園あ＼いふ風に︑みんなが選

しんけん

畢の義務といふことを強く感じれば︑
選學は自然眞劒になる︒

彼等は︑田畑のことにかけ
しふちゃく

十二229

其の眞劒な様子を︑僕は立

て本能的な執着と︑眞劒な考を持
つてみる︒

十一一922

﹇新左衛門﹈︹人名︺2

寄せます︒

しんざえもん

でるました︒

修行者は︑どこまでも眞劒 しんごうき ﹇信号旗﹈︵名︶1 信士旗

止ってじっと見つめてみた︒

十二擢11

八佃8

じんこう

小早川隆景を副將として︑一華五千

こぼやかはたかかげ

てるもと

流しが二本︑威勢よく風にひるがへ
深紅

九856

﹇深紅﹈︵名︶2

太陽の光を浴びる ︒

は や たま

﹇新宮﹈︵名︶2

十齪4 新宮

しんぐう ︹題名︺1 新宮
しんぐう

信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

熊野三山と稻せられ︑古墨朝野の尊

十欄2図本宮・新宮・那智は︑世に

はゆる新宮なり︒

十旧1図 熊野管玉神社に参詣す︒い

新宮

十一棚4 四千米の空には早くも夜が
れうき
明けて︑僚機が︑くっきりと深紅の

ちご﹂などが誰々と入齪れてるた︒

んいちげ﹂や︑深紅の﹁べにばない

十一伽1其の間々に︑白い﹁はくさ

しんく

ってみた︒

八悩3 何時の間に立てたのか︑へさ
しんく
きには︑大れふを知らせる食紅の吹

市

しんざん一じんす

816

新左衛門与かわむらしんざえもん
九912 新左衛門も飛込んだ︒

深山

ございませぬ︒

其の眞實だけを持参金に

して︑どこへでも嫁入るがよい︒

十二欄2圓
コーデリやどのの尊い眞

實を寳に︑どこまでも后と致します︒

十二襯9園

すがじんじゃ・からふとじんじゃ・き

﹇神社仏閣﹈︵名︶1

は︑實によかったよ︒

神社佛閣

じんじゃぶっかく

静けさ其のもののやうな銀

陣所

まあ︑町では︑銀座か新宿

新宿

閣寺から︑東山に沿うて南へ神社佛

十一811

だらう︒

﹇陣所﹈︵名︶1

ひどいあらしの翌朝︑獲狂
した老人が荒野にさまよってみるの

十二柵11

じんしょ

﹇新宿﹈︹地名︺1

丑Vひとくいじんしゅ

閣が多い︒

じんしゅ

誰人として法廷に出た場合

たのじんじゃ・きんぶじんじゃ・くま

六伽7園

には︑良心に從って眞實を述べるこ

十二柵5

神社←い

しんじゅく

﹇神社﹈︵名︶5

となどは非常に大切なことである︒

じんじゃ

九914 二人はしばし水中で職つたが︑
重手を負ひながらも︑鹿介は大力の
﹇深山﹈︵名︶2

新左衛門を組伏せてしまった︒
しんざん

九637 夜ふけた深山のあなたからこ
なたから︑鳴きかはしながら次第に
近づいては︑又何時の間にか遠ざか

九641 ところでかういふ深山へ︑ち

のにますじんじゃ・こうつじんじゃ・

くたまじんじゃ・いなりじんじゃ・か

やうど同じ五六月頃︑日本では珍し

つて行きます︒

い程美しい鳥が來ます︒

い

をフランス兵が襲卜して陣所に伴な
じ

さっぽろじんじゃ・すみよしじん

心字

ひ︑侍警が手を書くして介抱する︒

﹇心字﹈︵ 名 ︶ ！

じゃ・たむけやまじんじゃ・なちじん

しんじ

十二428 雨に洗はれた築山のくまざ

十一717

じんじょう

新

管

信書管は血にまみれ︑身には

大石橋守備隊では︑さっそく

重傷を負うて︑息もたえぐであっ

八75！

た︒

八789

信書管を取りはっし︑手厚くかんこ

したが︑

離甚次郎

じんじ
じんじろう ﹇甚次郎﹈︹人名︺5 甚次

甚次郎︑此の冑は祖先傳來

甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷

じんしらう

九748

へ行った︒

甚次郎は︑胸がこみ上げるや

の寳︑これをお前にゆつる︒

九753園

九757

甚次郎の目は︑何時の間にか

うに嬉しかった︒

涙で光ってみた︒

九768

甚次郎は︑此の日から山中

鹿介幸盛と名乗り︑心にかたく主

しかのすけゆきもり

九7610

家を興すことをちかった︒

ばくまつ

はんちやう

じんしん ﹇人心﹈︵名︶1 人心

だんく話をしてみる中に︑

﹇新上屋﹈︵名︶3

信書

す︒

陣す

︽一

頼朝平家の軍を富士川に破り︑

二十一日︑兵をかへして黄瀬川に陣

源

治承四年十月二十日︑

﹇陣﹈︵サ変︶1

たうてい此の種の事業に着手するを

時あたかも幕末にして人心動揺し︑

得ず︒

さうして新上屋の主人に︑
萬一お露りに又泊られることがあっ

﹇信書管﹈︵名︶2

みなもとのよりとも

望がかなって︑官︸長が眞淵 十一一495図

ス︾

じん・す

しんしょかん

のは︑それから数日の後であった︒

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

十一7010

んでおいた︒

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

十一707

﹃︿略﹀︒﹄と︑お立寄り下さいました︒

十一697園あの新上屋にお泊りに 十二価2図 文久二年︑先づ藩磨に
なって︑さっきお出かけの途中
其の志をうったへて許可を得しが︑

しんじゃうや

新上屋

しんじょうや

じゃうや

尋常

じゃ・ほうこくじんじゃ・やさかじん

眞淵は宣長の學識の尋常でないこと

日本最初の寺といはれる四天王寺な
ど︑何れもゆるしよの古い神社やお
寺です︒

けいだい

庭も︑軒端も︑川端の堤も︑
學校の運動場も︑神社・寺院の境内

九29

も︑一時に花で埋まる︒

北海道の味もい＼が︑今
朝︑神社の森で聞いたかんこ鳥の聲

十一756園

﹇尋常﹈︵形状︶1

さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑
かへで
心字の池に枝をさしのべた楓は︑も

じゃ・やすくにじんじゃ・ようろうじ

を知って︑非常に頼もしく思った︒
しん

しみずじんじゃ

じゃ・のぎじんじゃ・はやたまじん

う色づき始めてみる︒

んじゃ・よしのみくまりじんじゃ・よ

んじ
しょうよう

しんじ ﹇心事﹈︵名︶1 心事0こし
いちご

ありました︒

かうけつ

死についた船長久田佐助の高潔な心

七64図神社

すみよし

十768 四十歳を一期として︑八十 五329 山を下りると︑そこに神社が 上屋
事は︑忽ち世に傳へられ︑日本全國

七704

いがは

眞實

ずっと南にある住吉神社︑又

の人人をして涙をしぼらせた︒
しんぢ
﹇宍道湖﹈︹地名︺1 宍道湖

十二35図 松江を議したる汽車は︑

しんじこ
し んぢ

風光蜜の如き宍道湖のほとりを走る
ひ

こと約四十分︑やがて新川を渡り︑
﹇真実﹈︵名︶5

更に進みで斐伊川の鐵橋にか㌧る︒
しんじつ

眞實でございます︒

十二襯11圏 眞實より外に︑私は何も

十二㎜⁝11園

817
しんせい一しんどうする

﹇新政﹈︵名︶1

新政

十一一柵6図時に明治の新政やうやく

しんせい

其の緒につき︑當局各地に燈塁を設

親切﹇▽

どこまでも親切な人だ︒

﹇親切﹈︵形状︶4

くる必要をみとめて其の調査を開始
す︒

しんせつ
こしんせつ
九9410
なほで利口なものはめったにないそ︒

九備9園 親切にしてやれば︑馬還す

けんぴきやう

のすみで血合鏡をのぞいてみた人

十115 まごくしてるると︑向かふ
が ︑ に こ に こ し ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と

だ︒

しんたい

﹇身体﹈︵名︶1

身艦

寝垂

深大

﹇心中﹈︵名︶2

したる陣地を取返さる﹂か︒
しんちゅう

心中

アルミ

ち ぎ

お屋根をかやでふき︑むねにかつを

しんと

木を並べ︑両はしに千木がつけてあ

︵副︶2

ります︒

天井の高い︑丸々とした室

話をする時に起る霞岳の振

機械を研究したりしました︒

又は其の頃評判になってみた電信

ひやうばん

動を目で見る機械の工夫をしたり︑

十一449

しんどう ﹇振動﹈︵名︶1 振動

は︑しんとして静かだ︒

九964

てんじゃう

しばらくは︑しんとする︒

五186圏鳥の歌︑ぴったり止んで︑

しんと

心中御憐察あらせられ︑

眞鍮

シンチユウ

﹇真鍮﹈︵名︶1

シンチユウ

着ケルガ︑銅ヤ︑眞鍮ヤ︑
ニウムハ吸着ケナイ︒

はちまん

やがて長州征伐の大事が起

はげしい震動に︑此の家も︑

お書の食事中であった元帥は︑

しんどうさ・せる ﹇振動﹈︵下一︶1

に居間へとって返した︒

げしい震動が一先づ過ぎると︑すぐ

家の人々と一しょに庭へ出たが︑は

六慨7

い落ちてしまった︒

たちまち壁はくつれ︑屋根瓦は大て

六悩4

しんどう ﹇震動﹈︵名︶2 震動

六197園磁石ハ︑鐵ヤニッケルハ吸

しんちゅう

れ候はば︑

願の通り家名の虜︑御心患あらせら

十一一梱11初婚

をあはれみ給うた︒

で︑事情止むを得なかった彼の心中

るところを一々お聞きになるに及ん

十9610図園汝︑身髄長大にして︑好 十二欄1 宮は︿略﹀︑慶喜の言上す
寝皇

しんだい

両側には寝垂が並び︑壁ぎ

しんだい

﹇寝台﹈︵名︶2

んで劒を帯ぶ︒

しんだい

七522国
はには棚があって︑めいめいの持物
が︑きちんと置いてあります︒

夜︑旅館の寝憂に横たはりな

がら︑どこからか聞えて來る支那人

八旧9

﹇深大﹈︵形状︶1

の聲や︑土人の歌に耳を傾けてみる
と︑

しんだい

十一一柵2

りと聞く︒

﹃︿略﹀︒﹄とて︑涙を流して喜ばれた

殿の陣中に参られし時︑八幡殿は︑

新羅三郎殿︑京よりはるぐ兄八幡

しんら

十二522図園昔︑後三年の合職に︑

鐵眼の深大なる慈悲心と︑ じんちゅう ﹇陣中﹈︵名︶2 陣中

あくまで初一念をひるがへさざる熱

十一柵4図

十216㈱国村の方々は︑朝に夕に︑

心とは︑強く人々を感動せしめしに

親切に教へて下さった︒

いろいろとやさしくお世話なし下さ

人智

世界のどこの地方でも︑人

﹇人知﹈︵名︶2

十一一94

じんち

や︑喜んで寄附する者意外に多く︑

新鮮

れ ︑ ﹃ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂と︑親切に仰せ下され
候︒

﹇新鮮﹈︵形状︶2

十柵9図 新鮮の氣天地にひそむ︒

しんせん

こロつ

つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑

候へども︑朝敵と共に身命を捨て候

振動させたらどうかと考へました︒

い鐵で圓板を作って︑それを電氣で

みた先生は︑此の鼓膜の代りに︑薄

其の様子を注意深く眺めて

十一475

振動させる ︽ーセ︾

事は︑朝廷へ恐れ入り候事と誠に心

︽1︵リ︶︾

1

多敷の部下を失ひて占領

十二789圏

新づけの白菜︑

其の度毎に耳の鼓膜が振動

何とい 動ずる ︽ーシ︾

して︑藁がかすかに動きます︒

十一471

神殿は︑外宮と同じやうに︑ しんどう・する ﹇震動﹈ ︵サ変︶1 震

神殿

しんでん

ふみづくしさであらう︒
﹇神殿﹈︵名︶1
しんでん

五87圏

しんでん

しんどう・する ﹇振動﹈︵サ変︶1 振

痛致し居候︒

心痛致し居

で︑何時の間にか︑鑛石から金屡を
陣地

取出して使ふ時代がやって來た︒
﹇陣地﹈︵名︶4

はげしい職の後︑敵は︑とう

陣地は再び敵に取返さる＼

九悩7図園

にあらずや︒

九悩5図

盛に揮丸を打出す︒

九樹1図工は山によりて陣地を固め︑ しんづけ ﹇新漬﹈︵名︶1 新づけ

く陣地をすてて逃げました︒

五麗2

じんち

十二棚10魍團私一命は惜しみ申さず

しかし︑人智が次第に進ん しんつういたしお・り ﹇心痛居﹈︵ラ変︶

智の開けなかった大昔には︑人はま

心臓

十三ー110

だ金属を使ふことを知らず︑

神前

は︑内地で見られぬ新鮮な緑を着け

十一撹5 廣い境内に植込まれた木々

﹇神前﹈︵名︶2

て打ちそよいでみる︒
しんぜん

十慨9図 うやくしく神前にぬかつ
くQ

段を登って参劃しようとすると︑神

十二9110 招魂社の前へ來たので︑石

しんざう

﹇心臓﹈︵名︶1

しんざう

前で今恭しく拝んでみる人がある︒
しんぞう

チーの街上は︑全く目まぐるしい程

十二柵10 ロンドンの心臓といふシ

しんにっぽん一しんぶん

818

六月2

動ずる

﹁ど＼つ︒﹂といふ︑ものすご

︽ーシ︾

う・ほうしんのう・よりひとしんのう

三496

ル︾

八871

やすみ︒

オヂイサントオバアサン
ニオイノリシマシ

死んだのではないかと心

はた貸風ばかりを心配する︒

シン

奏樂の中に天子が恭しく祈られたと

いふ夜明前の神秘な儀式が︑目の前

神秘

東大門から出て東院へ行く

﹇神秘境﹈︵名︶2

に浮かぶやうな氣がする︒

しんぴきょう

境

まことに摩周湖こそは︑

たゴ神のみがしろしめす神秘境だと

十一846

神秘

五六月の頃︑﹁ブッポウソ

﹇神秘的﹈︵形状︶1

いふ感じを深くさせる︒

しんぴてき

的

ウ︒﹂と鳴く聲は︑何といっても美

九682

しい︑深みのある︑神秘的な聲です︒

其の頃︑京都の或寺に︑人品

じんぴん ﹇人品﹈︵名︶1 人品

のよい小僧さんがみた︒

九839

そんな事をするやうでは︑

結局人情や欲に目がくらんで︑ほ

けっきょく

十幽8園

じんぶつ ﹇人物﹈︵名︶2 人物

ネエサンバ︑シンバンヰ

﹇審判員﹈︵名︶一

十一一324園
配した︒

しんばんいん

バンヰン

と︑そこに一つの神秘境があった︒

お前は︑あした︑學校があ 十一334

家族のものが心配して︑研究

るのだから︑心配しないで︑もうお

六952園

タ︒

毎日︑神サマ

バ︑シンパイシテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑

ぶこうきねんひ・りんのうじのみやこ
うべんほうしんのう
明治三十七八年戦役に︑親

い地ひゴきと土ハ に ︑ 東 京 の 何 十 萬 の

十一柵10

王が軍艦千歳の副長として︑敵艦

ちとせ

家は︑一度に震動した︒
新日

ノーウィックを撃沈せられたのは有

﹇新日本﹈︵名︶1

本

しんにっぽん

名な話である︒

人馬

馬の上には人︑人の上には

﹇人馬﹈︵名︶1

室へ行って見ると︑とたんに佐吉は︑

バ︑天キガシン

心配εこしんぽい

太郎サン

やがて二百十日が來て︑農家

馬︑重なり重なって︑さしもに深き

心配

しんぱい

二75

しんぱい

あなた方は︑記そう心配ら

パイデタマリマセン︒
五432圏

九伽8

土語を片手に勢よく飛出して來た︒

まれり︒

くりから谷も︑平家の人馬にてうづ

八349図

じんば

十二搦2 あくまで徳川を討たなけれ
ば︑武家政治を土塁からくつがへし
て︑新日本を打立てることが出來な
いとする硬論がある︒
﹇浸入﹈︵サ変︶1

︽ ー ス ル︾

しんにゅう・する
浸入する

る︒

信

てるまさ

﹇信任﹈︵サ変︶1

十726 海水は︑ようしゃなく浸入す しんぽい ﹇心配﹈︵形状︶5 シンパイ

いへやす

︽ーサ︾

しんにん・する
任する

十二704 家康に信任された池田輝政

三367園

しい御様子ですが︑もしや︑らくだ
六935

が︑︿略﹀︑今日に見る優美にして堅
信念

しんぴ
それを聞くと︑まるで神秘の

固極まりなきものに造り上げた︒
﹇信念﹈︵名︶1

九639

んたうにりっぱな人物に投票すると

九291

いふ精神に反することになる︒

神秘︑果しなき密林と︑雄大な展望
と︑さうして︑至る所に湧出する温
泉とをあはせ有する國立公園阿寒は︑

左は︑急な斜面が神秘な谷
底へ深く落込んでみる︒

十一伽5

すごい程美しい神秘の淵︑
諸官が威儀を正して列なり︑

とても物を投入れる氣になれない︒

十一搦8
十ニー93

﹇新聞﹈︵名︶3

新聞﹇▽

おとうさんは︑火鉢にあたり

しばらくすると︑おとうさん

が︑新聞を置いて︑﹁︿略﹀︒﹂と一三口は

六827

ながら︑新聞を讃んで居られる︒

六821

にっぽんじしんぶん

しんぶん

はいよく進境を見せた︒

が出て︑師弟相承け相纏いで︑和算

孝和の門下には幾多の人物

世界にでもさまよってみるやうな思

シ・ース

十一一梱11

がします︒

︽

其の山岳は秀麗︑其の湖は

しまって︑若し見つからなかったら

水入の水を紙にひたして︑源氏の鼻
心配

五兵衛は︑自分の家の庭から︑

﹇心配気﹈︵形状︶1

を拭きにか＼つた︒

しんぱいげ

十532

げ

心配げに下の村を見下した︒

心配する

十一糾7

と︑それが又心配になって來た︒

此のやうな所にころげ落ちて

ンニナッテクダサイQ
を逃したのではありませんか︒
しんび
おばあさんも心配さうである︒しんぴ ﹇神秘﹈︵形状︶5 神秘 神秘

しんねん

新年

十二艇2 味方の損害も相當はあらう
﹇新年﹈︵名︶3

が︑勝利は信念にある︒
しんねん

す︒

四793囲 新年おめでたうございま 十一241 紫の君はさも心配さうに︑
四796国 新年おめでたうございま
す︒

おいて我等の抱く心持が︑すらく

十折10 ︿略Vといふ意味で︑新年に
と品よくよみ出されてみる︒

ンパイスル

しんのう ﹇親王﹈︵名︶1 親王Oせ しんぱい・する ﹇心配﹈︵サ変︶5 シ
いかんいんのみやちかこないしんの

819
しんぶんやさん一しんるいなかま

れる︒

十一欄6 工場を見た後︑鈴谷川封岸
の露人部落を訪れて︑宿に偏ったの

身重

新

が午後の九時︑まだ新聞が噛める程
﹇新聞屋﹈︵名︶1

の明かるさだ︒

聞屋さん

しんぶんやさん

﹇身辺﹈︵名︶1

十川8 勢よく新聞屋さんが痴る︒
しんぺん

進歩

身邊からはなさなかった︒

十一研10 古の武士は︑寸時もこれを
﹇進歩﹈︵名︶2

ばいしん

れた十二人の陪審員が︑事實の判断
じんむ
︹課名︺2 神武天皇

にあっかる場合がある︒

じんむてんのう
神武天皇

神武天皇

﹇神武天皇﹈︹人名︺3

じんむ

六目2

神武天皇

一

六11 一
じんむてんのう
やまと

神武天皇
たがらす

大和へ御進軍になった神武天

兄うかし・弟うかし兄弟の所へ︑お

おと

皇は︑底上烏をお使として︑︿略﹀

や

六12
え

もん

しんようじゅ

十一佃1

樹

た︒

﹇針葉樹﹈︵名︶2

針葉

そろく針葉樹が現れて來
やがて針葉樹の密林へはい
﹇針葉樹林﹈︵名︶1

ると︑急に快い涼しさを争える︒

十一湘2

しんようじゅりん

針葉樹林

そこから見下す針葉樹林の
海は︑たゴ黙々として聲なく績き︑

十一817

しんらい・する﹇信頼﹈︵サ変︶1信
これこそは︑我が道を傳へ
ねてから深く信頼してみた︒

得るたゴ一人の弟子だと︑孔子はか

十二308

弟うかしは︑兄の手下を連れ 癒する ︽ーシ︾

つかはしになりました︒

六101

て︑あらためて神武天皇に降参いた

九176 其の間︑飛行機は日々に改良

しんぽ

しました︒
やまとたけるのみこと

神武天皇や日本武尊の

せられ飛行技術もまた非常な進歩を

じせき

十一676

遂げたのですが︑

十二皿11 しかし︑和算にかくも襲揮

﹇新羅三郎殿﹈︹人

はちまん

昔︑後三年忌合戦に︑

新羅三郎殿

しんら

御事蹟︑其の他古代のすべての事が

しんらさぶろうどの

された日本人の天才と錬磨があった

名︺1

りと聞く︒

﹇新緑﹈︵名︶2

新緑

﹃︿略V︒﹄とて︑涙を流して喜ばれた

殿の陣中に参られし時︑八幡殿は︑

新羅三郎殿︑京よりはるぐ兄八幡

しんら

十二521図園

これんみん

しんりょく

今かくはせ参じたる上

身命

古事記にのせられて︑今日に傳はつ

墨くさん︒

十二梱2圏団

何とぞ私への御憐患と

は︑身命をなげうって兄上のために

十一一532図囹

﹇身命﹈︵名︶3

てるる︒

親密

しんめい

ればこそ︑我が國人が西洋の敷學を

心棒

容易に征服して︑急速の進歩を成し
﹇心棒﹈︵名︶1

遂げたのであった ︒

しんぼう

﹇親密﹈︵名︶1

車や︑ぜんまいなどが並んでみる︒

ぐるま

は
九四7 そばには︑小さな心棒や︑歯

しんみつ

ひえい

何しろ高野山とか︑比叡山と

かうや

か︑其の外奥深い山の森林で︑夜鳴

九632

くのです︒

十47図西神門を出でて行く道は︑

近代科學を家庭生活に船用

しばし森林の間に人をいざなふ︒

することに力める彼等が︑一面には

十二駕11

茂った森林︑豊かな平野︑

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの

である︒

魚に富む川︑廣い牧場のある此の境

十二梛9園

域の領主と︑そなたをするのだ︒

近來はそれだけで滞足せず︑

しんりんちたい ﹇森林地帯﹈︵名︶1

十二悌7

森林地帯

住宅を郊外の森林地帯などに鶯むこ

とが流行して來た︒

しんるい ﹇親類﹈︵名︶一 シンルヰ

四856オザシキノ方デハ︑シン
ルヰや近所ノ人が集ッテ︑ニ

ギヤカニ話ヲシテヰマス︒

十二欄7

私たち人類にとって︑否︑

じんるい ﹇人類﹈︵名︶1 人類

すべての生物にとって︑太陽ほどあ

﹇人類最初﹈︵名︶1

りがたいものがあるだらうか︒

人類最初

じんるいさいしょ

シカゴは︑︿略﹀殺風景な
思し召され︑汚名をす﹂ぎ︑家名相

所ですが︑今はちやうど新緑の季節

九583團

十一741 其の後︑宣長は絶えず文通

で︑湖岸の大通や︑公園の眺は︑さ

きろく

これが實に飛行機における人

類最初の輝かしい成功記録であった

のです︒

しんるみ仲間

しんるいなかま ﹇親類仲間﹈︵名︶1

五月の太陽は︑ あらゆ

九179

立ち候やう︑私身命に代へ願ひ上げ

十一363圏

すがに美しいと思ひました︒

参らせ候︒

候へども︑朝敵と共に身命を捨て候

十二期8圏年歯一命は惜しみ申さず

して眞淵の教を受け︑師弟の關係は
﹇ ▽ い ち しんみん

﹇人民中﹈︵名︶1

人

日一日と親密の度を加へたが︑
しんみん

じんみんちゅう

天地

に新緑の香を満ちたゴよはしめる︒
森林

る梢に降りそ＼いで︑︿略﹀︑
﹇森林﹈︵名︶4

事は︑朝廷へ恐れ入り候事と誠に心

しんりん

痛致し居候︒

﹇▽にししんもん・みなみしん

十二旧5 さうして︑刑事裁判では︑

しんもん

民中

検事が立會ひ︑又人民中から選定さ

五571圃 となり近所や︑しんるみ仲
早も︑つばめのちう返り︒
しんれい

間︑ 手つだひしあって︑植ゑるは
しから︑

しんれい ﹇神霊﹈︵名︶2 神亀 神璽

しづ

十41図 ︿略﹀と︑神かけて祈らせ

几vれきだいしんれ い
しんれい

ヨ

りまして︑御親ら世を守り︑國を鎭

給へるを︑今とこしへに神璽と鎭ま

チン

め︑民草をもみそなはすらん︒
コタ

ヨロコ

す

十一6010図園朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑
ソソウ

﹇進路﹈︵名︶1

進路

祖宗ノ神霊二封フルヲ得ルヲ澤ブ︒

しんろ

巣を幾つもかけてみる︒

十三6園あのかさ㌦ぎの巣を見てゐ

さいはす︒させつす・さっしたてまつ

す・こおどりす・ごらんず・さいす・

んず・こうげきす︒こうす・こうふく

したまう・けっす︒けんきゅうす・け

みぶるいす・めいじたまう・めいじょ

す・ほぞんす・ほっす・ほんそうす・

す・ほういす・ほうげきす︒ほかく

ず・ふんれいどりょくす︒へんせい

つす・もくげきす・やくす・やどり

うす・めいず・めいちゅうす・めいめ

鳥の巣︒

るのさ︒

る・さんけいす︒さんざいす・さん

十悩8園

ず・さんぱいす・じがいす・しさつ

殊に︑半月のかけた部分に

す・ゆあみす・ゆうしんかんせんす・

はち

近く︑蜂の巣を思はせるやうなでこ

ゆうよす・ゆききす・ようじんす・よ

十﹇鵬5

しつす・してんす・しゃしまつる・

洲εさんかくす

す︒しす・じたいす・じつげんす・

﹇州﹈︵名︶5

八皿2図

くまで
敵は船中より熊手を以て︑

取らんとすれば︑

ちの先にて︑流れ行く弓をかき寄せ

義纒は馬上にうつぶし︑む

義纏を手本にせよ︒

八662図園

うす・よそくす・よみす

うたいす・じょうりくす・しょす・し

八棚8図

しゃす・しゅうちゅうす・しゅぎょう

す・しゅつぼつす・じゅりょうす・

にゅうす・しゅっぱつす・しゅっぽん

す・じゅくす・しゅつがんす・しゅつ

ぼこが目立って見える︒

だんく潮が引いて︑もうそ

ここ＼に洲が見え出しました︒

七86
潮がだんくさして來て︑何

狼介は︑怒って弓をからりと

あの川下の洲こそ好き場所︒ しょうす・しょうず・じょうず・しょ

時の間にか洲が見えなくなりました︒

七134

九805

義経のかぶとに打ちかけ打ちかけ︑

九793園

んがいす・しんこうす・じんす・せい

艦隊は︑直ちに東方に向かって敵の

捨て︑洲に上るが早いか︑四尺の大

十一586図 よりて主戦艦隊及び巡洋
進路をふさぎ︑片岡・瓜生・東郷の

すべて物は破れたる時つ

引倒さんとす︒

九223図園

さくす・せいす・せいつうす・ぜつえ
んす・せっす・せっとくす・ぜんめつ

貧しとて費すことなかれ︑

夫の大事あらん時の用にせよ︒

九422図囹

くろへば︑しばらくはなほ用をなす

す・せんりょうす・そうぞうす・ぞん

ものぞと若き入に知らせんとて︑か

鹿介は︑それをじっとふみこ

たへたが︑片足が洲の端にすべり込

じまいらす・そんす・たいす・たいひ
︽シ・ス︒

んで︑思はずよろよろとする︒
す

くするなり︒
ス

んそくす・だんぞくす・ちゃくしゅ

んとする時︑ふとふみ損じて︑中庭

す・ちゅうしす・ちんぼつす・ついげ
つきす・てだすけす・てんざいす・て

にどうと落つ︒

たいす・あいとなりす・いそんず・

んず・てんぼうす・どうこうす・とう

スル・スレ・セ・二次︾﹇▽あいす・あい

えつねんす・おうず・おうせんす・か

ず・どうようす・とつげきす・とらい

日暮れて後︑長四郎︑こな
いけんしたまう・かいしす・かいちく

す・どりょくす・なんぱす・にんず・

きす・ついぼしたまう・つうこうす・

す・かいふくす︒かいほうす・かえり

ねっちゅうしはじむ︒のじゅくす・は

シゴト

ル仕事ヲ績ケマシ タ ︒

ひょうちゃくす・ふうず・ふみそん

汝︑何しにこ＼に遡れる

よからぬ楽して︑人を苦

我が兵これを物ともせず︑

敵陣目がけて突撃すれば︑敵は劒の

九捌2図

しむることなかれ︒

九鵬2図園

ぞ︒

九452図圏

たより屋根傳ひに行きて︑今や取ら

みす・かくこす・かんきゅうす・かん

いかんす・ばいしょうす・はいす・ば

九448図

す
八102 つまり︑今年高家の軒下で巣

じあう・かんす・かんず・かんせい

くげきす・はせさんず・はっきす・

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

を作ったつばめが︑來年又同じ巣へ

す・かんたんす・かんどうす・きおく

たいす・げきちんす・げしゃす・けっ

はっけんす・はっす・はんたいす・

れす︒きしゃす・きす・きちゃくす・

八103 來年又同じ巣へもどって來る
といふのです︒
やなぎ

きふす・きんじがたし・くっす・げき

もどって來るといふのです︒

いっしゅうす・いどうす・うせつす︒

す ﹇為﹈︵サ変︶60

す・だくす・たっす・たんけんす︒た

九817

太刀を抜いて切ってか㌦つた︒

巣南﹇▽くも

諸隊は︑其の退路を絶ちて︑

﹇巣﹈︵名︶7

のす︒ふるす

す

五802 クモ︑
ハコノ上ヲイソガシ

ス

十悩1 沿線の楊の木に︑かさ＼ぎが

す

す

しんれい一す

820

821

す一す

林を以て我を迎ふ ︒

九旧7図 中佐︑目を見張りて︑軍刀
を杖に立上らんとす︒

日も暮れんとする頃︑

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ の 一 語を最後として︑遂に

九悩6図

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ の 一 語 を 最 後 と し

息絶えたり︒
上価9図

て︑遂に息絶えたり︒

十19図参道の左右を始め︑至る所
しんみき
すき間もなき木立となりて︑神域い

よくおごそかならんとす︒
十179図 これを職の初として︑寄せ
看る敵を射たふし射たふし︑防戦に
うんか

つとめければ︑

十181図 雲霞の如き賊兵も引退き︑
たゴ城の四方を縛みて︑遠攻めにす
るばかりなり︒

十492図 果はたゴぼう然として嘆息
するばかりなり︒

しものせき

我が一切経の出版を思

出版に着手せんとす︒

り︒

佛教を盛にせんとする

佛教を盛にせんとする

は︑ひつきやう人を救はんがためな

十一価6図圏

ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

太平洋第二・第三艦隊は︑ 十一価6図園

接せんとする所下底海峡あり︒
十一549図

イ

敵はかなはじと︑にはか

朝鮮海峡を纏てウラヂボストックに
向かはんとす︒
十一576ロロ凶

に路を攣へて逃れ去らんとす︒
ミ

前記ノ如キ奇績ヲ牧メ 十一価6図園
ジンヰ

は︑ひつきやう人を救はんがためな

十一602図園
モト

得タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御稜
ツ

鐵眼少しも屈せず︑再び

り︒

募集に着手して努力すること更に敷

ぼしふ

十一備6図

威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人爲ノ能

クスベキニアラズ︒
からふと

樺太は島なりや︑又大陸

年︑其の効果空しからずして︑宿志

十一929図

此の度は製版・印刷の業

の一部なりや︑世界の人の久しく疑

十一佃4図

これ世に鐵三江と構せら

着々として進みたり︒

十一柵8図

の果さる＼も近きにあらんとす︒
いんさつ

林藏︑こ﹂に始めて樺太

問とする所なりしが︑

十﹇947図

が大陸と全く絶縁せる島なることを
確實にするを得たり︒

る＼ものにして︑一切纒の招く我が
國に行はる＼は︑實に此の時よりの

十一9410図山を越えて東岸に出でん
とすれば︑土人の学者行手の危除を

ことなりとす︒

十二5110図園

を爆撃せんとす︒

御身が奥州に下りし由

十一槻10図園部隊は︑速に敵飛行場

恐れて從ふことを欲せず︒

網をすき︑舟を漕ぎ︑魚
を取る手傳ひなどして︑土人に親し

十5010図 胸ををどらせつ＼︑やをら 十﹇953図

みつ﹂︑其の語る所を聞けば︑

我も︑今父上のよみが

はかすかに聞及びながら︑おとつれ
もせざりしに︑

たまく交易のため︑
コー二の大陸に渡らんとするに際し︑

す︒

十二529図

しばらくして︑黒き影は

﹁︿略﹀︒﹂と言へば︑﹁︿略﹀︒﹂とて止

む︒

向かふの岸に現れたり︒

十二752図

十二758図園我︑明日援軍を率みて

十六日︑勝商は再び山上

出獲せんとす︒

にのろしをあげ︑次いで城に入らん

十二761図

とするに︑不幸にして敵兵に嚢見せ

られ︑勝頼の前に引出さる︒

山行かば草むすかばね︑

大君の

み
十二974図上男爵かば水つくかばね︑

むらやま

登り立

大和には群山あれど︑

あめ

邊にこそ死なめ︑ かへりみはせじ︒

へ

十二棚6図圃

だい

星野は煙立ち立

とりょうふ天の香具山︑

海原はかまめ立ち立つ︒

ち國見をすれば︑

つ︑

だいり

十二価9図街路井然として︑北に大

遠く連なる田園の間に東

内裏の宮殿を仰ぎ︑

十二鵬7図

西に走る三筋の路は︑北より敷へて

う

有爲の奥山今日越え

ゐ

古の一條・二條・三七の大路の名残

とす︒

十二備11図圃園

有爲の奥山今日越えて︑

て︑ 淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

淺き夢見じ︑酔ひもせず︒

十二価6学芸

すけざ

ゑもん

十一一榊1図 難破船救助掛たりし岩松

ばくなるをうれへ︑如何にしてか

助左衛門といふ人︑か＼る不幸のし

十二悩4図

白洲に近き藍島の漁夫︑

あみのしま

これを除かんものと心を砕く折から︑

し返事もせざりしが︑やうやく顔を

一老兵︑

敵の五百ハ等︑あやしみて

あらためみんとするに︑

十二7411図

上げ︑﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

義纏も︑涙にくれてしば

へらせ給へるに會ひまゐらする心地

十二526昇任
一老人怒りて林藏の頭を

照りもせず曇りもはてぬ春
か＼つた場合ですが︑

の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲の

十一川9

打ち︑強ひて酒を飲ましめんとす︒

十一978図

こふ︒

林藏︑切におのれを伴なはんことを

十一958図

窯を開かんとすれば︑今しも朝日は

ひるげ

なやかにさし出でて︑窯場を照らせ
り︒

十918着意 爾道書食共にして︑ な
ほも導きせぬ物語︒

の如く︑

ばくく
十湿2図 下は漠々として雲の如く綿
十界2図 社殿は︑熊野川を背にして︑
老杉かげ暗き所にあり︒
いか だ

十悩3図 名物の筏のいうくとして
流れ盛るに會ふ︒

十一515図本土の西︑近く九州と相 十一価2図 三十大いに喜び︑まさに

先づこれを救はんとして船を出した
おもわず・おんしらずめ・すかさず︒

ル・ザレ・ズ・ヌ・ネ︾且vあいかわらず︒

人わざとも思はれず︒

︽ザラ・ザリ・ザ

杉野は居ずや︒

矢はあやまたず狐の頭上を

探せど見えず︒

探せど

八皿3図園源氏一門の恥ならずや︒
八備7図圃園

八掴2図圃呼べど答へず︑
八脳3図囲

見えず︒

九186図

ざるべし︒

九231図圃

腕をこまぬきて又語らず︒

何れおとらぬ馬多く集り來

教へられたるには候はず︒

しばし感じて止まざりき︒
九459図園

九438図

れる中に︑

九429図

を今日まで我に語らざりしそ︒

き︒

十222屡国用が子にくしとはつゆ思

ひ申さず︒

ありのま＼に申さざるは

は候はずや︒

九461図長四郎の答は初に攣らざり 十213陳困 君の御恩に報ゆるために

不届なり︒

九462図園

十40！ うなつかざるを得なかった︒

十491図

目ざす色はたやすく照るべ

ありのま＼に申さざる間

は︑何時までもかくてあるべし︒

九464図園

今は平ぐることもかなはず︑

陣地は再び敵に取返さる㌧

物をも言はず兄弟同じ枕に
そなたは豊島沖の海戦に

なし︒

苦心はそれのみにあらざり

自ら家業もおろそかならざ

自ら家業もおろそかならざ

喜三右衛門は動かざること

一念たゴタ日に映ゆる柿の

はや心も心にあらず︑窯の

ひとり我が國にもてはやさ

なほも書きせぬ物語︒

口々にの＼しりて止まず︒

十柵9図 空はなほ冬と異ならず︒
十襯4図 梅は未だ咲かず︒

十励8図 境内さして廣からねど︑

幾十萬本とも知らぬ材木を

まなくはき清められて︑

悪熱7図

く

十974園見る者あざけり笑はざるは

十968図

十921図圏

はりて︑

る＼のみならず︑遠く西洋諸國に傳

十522図

周園をぐるくと廻り歩きぬ︒

十507図

十506園窯のかたはらを離れざりき︒

色を求めて止まざりき︒

十4910図

山の如く︑

十499図

るを得ず︒

十495図

るを得ず︒

十495図

き︒

十493図

九4610図長四郎つひに言葉を攣へず︒ くもあらず︑

九七8図

よからぬ業して︑人を苦

恐るく後に從ひて其の家に至る︒
九駕2図園

しむることなかれ︒

九捌2図我が兵これを物ともせず︑
敵陣目がけて突撃すれば︑

九捌8図朝日のいまだ上らざる頃な
りきQ

九観2図身は鐵石にあらざれば︑砲
丸に倒る﹂兵士敷知れず︒

九悩6図

こくたん

ほとんどおのれの苦痛を知

にあらずや︒

九価4図

したん

らざるものの如し︒

御机は紫檀にも黒檀にもあ

ねらひ違はず︑彌五郎が

らずして︑たゴ黒きぬり机なり︒

十53図

も出でず︑

十209享年

たふれたり︒

十177図

冑の眞向くだきて︑

かぶと

九418図園何とて此の金のあること 十176図

九409図

この里に遊ぶ春日はくれずともよし

子供らと手まりつきつ＼

九208図園自ら手を下し給ふに及ば

にて候︒

九191図園矢はあたらぬに︑狐は死 九撹3図 砲丸に捻る＼兵士数知れず︒

すれくにかすめて︑

た＼かげなる着物着て︑

八668無期は先へも進まれず︑後へ 九㎜4図 身分いやしからざる人︑あ

八341毒矢を取る者は弓を取らず︑

矢を取る者は弓を取らず︑

八341図弓を取る者は矢を取らず︑

しらず・よみびとしらず

たえず・とりあえず・のこらず・みち

れども︑

燈毫建設の事を思ひ立ちぬ︒

十二個10図 助左衛門は︑奮然として
波浪高き海上の小島に︑

燈塁を築かんとするが如きは︑今日

十二価10図
といへども容易のわざにあらず︒

十二備6図 よってあまねく世人にう

ゆるされず︒

ひかんやうもなし︒

八675図

つたへて︑寄附を募らんとす︒

八992図

ず

弓を惜しみたるにあらず︒

十二柵3図 漁民等怒りて彼をおどし︑

さんばし

もけいず

ズ

にでもありさうな圖だ︒

十一捌3 機工にか﹂る巨船は︑油童里
︵助動︶幽

八鵬7図園

甚だしきは彼を危地におとしいれん
とす︒

あをやぎ

ぬ朝じめり枝おもげなる青柳のいと

十二柳1図圃 音もせずふるとも見え

つぼに差させけり︒

憐慰あらせられ候はば︑

十二撹2繍圏 願の通り家名の庭︑御

十二榴1國圏 心中御憐察あらせられ︑

窯を開かんとすれば︑

十509図 胸ををどらせつ＼︑やをら

りとそ︒

十610図 しばく行啓あらせられた

素にわたらせられしか︒

そ

十52図 日常の御生活の如何に御倹

けん

九198図 皇家くるりと背を向けてう

おおみかみ・あまてらすかみ

す ︵助動︶6 す ︽セ︾←あまてらす

ず

ず ﹇図﹈︵名︶1 圖凸あんないず・

す一ず
822

823
ず一ず

浮かべたる大貯木場あり︒
しばふ

十旧4図 一枚の落葉もとgめぬ前庭
の芝生に︑

十悩9図 流はよどんで底知らぬ青さ
をた＼ふ︒

らねども見ゆる限りは櫻なりけり

十一12図圃 吉野山かすみの奥は知
十一22図 ︿略﹀といひし古人の句︑
我をあざむかず︒

ざるなし︒

十一52図 吉野山は至る所櫻樹なら
十一55図韻 吉野山こぞのしをりの
ふちはらのとしゅき

道かへてまだ見ぬ方の花をたつねん
目にはさやかに見えねども風の音に

十 一 6 8 図 囲 藤原敏行秋來ぬと
ぞおどろかれぬる

十一278 私はしばし吸附けられざる
を得なかった︒

十一524図 一箪未だ去らざるに一島
更に現れ︑

十一526図 其の蓋くる所を知らず︒

十一539図内海の沿岸及び島々には
名勝の地少からず︒

ジンヰ

すべて感泣せざるはなか

ラザルモノノ如シ︒

十一611図

これが出版は決して容易

の業にあらず︒

十一掴1図

十一価4図此の状を目撃して悲しみ

路頭に迷ふ者敷を知らず︒

十一625図圃 日に月に進みで止まぬ
やまと
敷島の日本の國の

十一価9図園零する所は一にして二

十一価4図

行手定めぬ波まくら︑

りき︒

なほ心に満たざるものあ

出版費は︑遂に一鏡も残
然れども鐵眼少しも屈せ
ぼしふ

其の効果空しからずして︑

人々の困苦は前の出水の
比にあらず︒

十一柵8図

宿志の果さる＼も近きにあらんとす︒

十一柵6図

と更に数年︑

ず︑再び募集に着手して努力するこ

十一備4図

らずなりぬ︒

十一価4図

要なるにあらずや︒

十一価11図園人の死を救ふは更に必

にあらず︒

にたへず︒

十一911図師

土人の從者行手の危険を

波荒くして舟をやるべか

途中の困難名状すべから

十一934図
り︑

十一937図
ず︒

十一餌9図
らず︒

十一9411図

たとひ東岸に至るも土人

恐れて從ふことを欲せず︒

十一956図

しきりに止むれども林藏

の部落鮎在するに過ぎずとそ︒

十一961図
きかず︒

彼は其の地の事情を研究

彼等の心をはかりかねて

十一撹2

にある︒

十一欄8

身を守り︑抜かざるにすで

其のをかすべからざる氣品

へさざる熱心とは︑

十一9611十夜は野宿すること少から 十一柵5図 あくまで初一念をひるが
ず︒

十一976図
かへりみず︒

十一988図

に敵を威服するに足るものでなけれ
ばならぬ︒

みに︑

十二496図此の再思ひもかけぬに︑

鎌倉殿も忘れ給はぬな

武者二十騎ばかり︑
かまくら

るべし︒

言ふべき言葉を知らず︒

十二502巨万

十二516図

十一一519図野心に任せぬ事のみにて︑

兄弟の情を忘れず︑一

十二5110図園 おとつれもせざりしに︑

なき父上のおはしまし

家の大事にはせ翻りしこと︑

十二5111図囹

十二524図園

﹁︿略﹀︒﹂と言ひもあへず︑

たるにはあらずや︒

涙にくれてしばし返事も

涙をはらくと流す︒

十二528図

十二529図

袖をぬらさぬはなかりけ

せざりしが︑やうやく顔を上げ︑

り︒

十二535図

差煽りかうした馬場になだ

れ込まざるを得ない︒

十二681

援軍の來らん日もまた期

十二735図城兵善く戦ひて抜くこと

能はず︒

すべからず︒

十二739図

城内の苦しみを思へば一

十二744図園事の成否は今より豫測

すべからず︑

樺太が島なること明らか

十最長7図圏目に見えぬ神の心にか

こ

に引返す︒

十二9910図圃

べし︒

やはりついて行かざるを 十二763図園
み

つきせぬ親王のみうら

をのこやも空しかるべ

援軍來らず︑速に降る

刻も猶豫すべきにあらずとて︑直ち

いうよ

になりしのみならず︑其の封岸大陸

あめつち

人知れずおもふ心のよ

十二7510図

十二483図圏

得ない︒

十二3911園

しあしも照らし黒くらむ天地の神

十二26図圃

よふこそ人の心のまことなりけれ
至れり︒

照りもせず曇りもはてぬ春
の夜のおぼろ月とは︑

十一m10

の夜のおぼろ月とは︑

十一川9

照りもせず曇りもはてぬ春

の事情も始めて我が國に知らる＼に

十一993図

十一5610図 我はこれに慮ぜず︑距離 することを怠らざりき︒
六千米に近づきて始めて慮劃し︑
かくご

十一588図 今は逃れぬところと覧悟
したりけん︑

十一599図 艦艇の沈没したるものわ
モト

つかに水雷艇三隻に過ぎず︒

十一602図説 固ヨリ人陰ノ能クスベ
カンゲ キ

キニアラズ︒

十一606雪腹感激ノ極︑言フ所ヲ知

すあし一すいじふ

824

き萬代に語りつぐべき名は立てずし
て
十一一欄4 萬代に傳ふべき名も立てず
して空しく死すべきであらうか︒

十二悩6図 人をして低回去る能はざ
らしむ︒

十二価5図 奈良には訣くべからざる
風情なるべし︒

十二研1図 今にして思へばたゴ一場
十二備11乱言園
酔ひもせず︒

酔ひもせず︒

の夢に過ぎず︒

十一一価6頗q賑賑

十二備4図 舟行自在ならず︒
と能はざりき︒

十二昭8図 殆ど其の危瞼を避くるこ
げんかい

もてあそばれて進むこと能はず︒

十二梱5室名にし負ふ玄海の荒波に

今日といへども容易のわ

着手するを得ず︒

十二価3図 たうてい此の種の事業に

ざにあらず︒

十一一価11図

十二備1図 苦心は殆ど想像すべから
ざるものあり︒

十二描3図 彼は何よりも先づ其の調
達に奔走せざるべからざりき︒

十二冊3図 彼は何よりも先づ其の調
達に奔走せざるべからざりき︒
つといへども︑十が一にも満たず︒

十二備11図

彼等はみすく此の眼前
彼等はみすく此の眼前

の利を失はざるべからざりしなり︒

十一一備11図

しかも彼屈せずして募集

の利を失はざるべからざりしなり︒

十二解3図

誰か其の先見と義氣に感

未だ其の成るを見ずして

水位

術館にも美術の梓が見られる︒

年中水位に攣化がありま

﹇水位﹈︵名︶1

十一駕4園

すいい

せんから︑どの島も水際からこけが
﹇水温﹈︵名︶2

水温

むし︑草木が茂ってゐます︒
すいおん

といひました︒

おなかをふくらませて︑﹁︿略V︒﹂

三294 しかし︑大蛙は︑こんどこ
そと︑一生けんめいになって︑

さうして︑今度は︑水を鼻へ

いきを吸ひこみました︒

吸ひごんで︑その水で自分のからだ

五413

を洗ひました︒

瀧は三十米の空から白い絹を

水彩蓋

︹連名︺2

夏こひし︒

此の夏かいた

水師

水彩垂︑

﹇水師営﹈︹地名︺1

敵

水

乃木大学と會

旅順開城約成りて︑

水師螢の會見

水師螢の潮見

︹課名︺2

所はいっこ︑水師螢︒

第十五

第十五

すみじ
﹇炊事夫﹈︵名︶1 炊事夫
すみじ
荷主・炊事夫・舵夫・雑役

乗ってみる︒

夫から︑村の客まで幾十人がそれに

十二2510

吸ひこむ すいじふ

十881

十目2

師鶯の會見

すいしえいのかいけん

見の

の將軍ステッセル︑

十885図囲

螢

すいしえい

今出して見て

十678圏

すいさいが ﹇水彩画﹈︵名︶1 水彩書

十676 第十二 水彩圭照

第十二

水彩書

さらしかけて︑下の瀧壺に吸込まれ

十4510

ふん水のやうに吹上げました︒

水温は紅ますに適度︑潮 五418 しまひには︑吸ひごんだ水を︑
水火

宮が御兄孝明天皇の御心を

﹇水火﹈︵名︶1

十一一研9

すいか

流は饒り速くないやうです︒

十一872園

温や海流はどうだい︒

感歎止まざるものありき︒ 十一871園今夜はなぎらしいが︑水

に力むるとともに︑

十二柵10図

十二冊4図
死せり︒

ぜざらんや︒

十二冊11図
いたづらにうき年月は

過ぐれどもさめぬまよひの夢の世の

十一一鵬6図圃

安んじ奉り︑國のため民のためには

十目13

すいさいが

水原を過ぎる︒

すみこ

るやうに注いでみる︒

水火の中をもいとはぬ御畳悟で︑將
いへもち

軍家茂に嫁ぎ給うたのは︑当時から
七年前のことである︒
﹇水景﹈︵名︶1

沙漠の湖とは妙だと思ひ

水景

中

十二梱7圓国画一命は惜しみ申さず
候へども︑

十一一櫛6図圏

ん︒

九麗2

すみげん

すいげん

すみげん
﹇水原﹈︹地名︺1 水原

は︑水景がなつかしくてたまりませ

ながら︑やうやく暑さに苦しむ身に

十一糊5團

かささせるさ＼ぬも過 すいけい

音もせずふるとも見え

音もせずふるとも見え

ぐる橋の上の夕暮近き雨のはれがた

十二餅1図嚢
ぬ朝じめり

十二柳1図鴎

あをやぎ

ぬ朝じめり枝おもげなる青柳のいと

推古天皇

すみこ

私たちの心を引く︒
﹇吸込﹈

︽ーマ・ーミ・ーン︾

蛙は︑うんといきを吸ひこんで︑

三274大きいのがじまんの大

吸込む

︵五︶5

づ し
あったといふ有名な玉轟の御厨子が︑

十﹁325

更に推古天皇の御念持佛で

沖の波は︑ すいこてんのう ﹇推古天皇﹈︹人名︺1

す足

いそ
す足にを

喜をさ＼やき︑

岩角に立てば︑

﹇素足﹈︵名︶1

七24圃

すあし

さやくと

のしぶきは︑ひやくと
どる︒

十二72！1

十二悩11此の外︑ルクサンブール美

き國寳である︒

城郭建築の梓であり︑世界に誇るべ

まことに姫路城は︑我が國 すいこ・む

＋一身5図私財をことぐくなげう すい ﹇粋﹈︵名︶2 梓
十二備6図しかもはからざりき︑此
の墾に呈して反封ずる者甚だ多から
んとは︒

825

すいしゃ

﹇水車﹈︵名︶2

水車

十籾7 しかし︑生まれつき機械の好
きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水
やんど
車を造って小川にかけたり︑粘土で
汽車を造ったりして樂しんでみた︒

十一帽8団 後から後から飛出して︑
大鷲同じ場所で半圓をゑがくのです
から︑見てみると︑半分水上に現れ

﹇▽せか い て き す い じ ゅ ん
するしやう

水晶

するしやう

︵名︶3

た水車が廻ってでもみるやうな感じ
です︒

すいじゅん

﹇水晶﹈

ひ だ

みつまたれんげ

績く雄大荘嚴な姿︒
﹇水上﹈︵名︶5

わし

其の眞青な水上で︑盛に
半分水上に現れた水車が

いるかがをどつて見せました︒

十﹇帽5囲
十一㍑8囲
水蒸

見る︒

十二捌3園

しゃくやくや水仙が︑雪

村から海へ移した五兵衛の目

其の幅と共に深さを持つ美

︵感︶一

ス

しやうじ

に輕くぱさと止った轟が︑やがて

かすかに羽音がして︑障子

﹁スイッチョ︑スイッチョ︒﹂をくり

九重6

イッチョ︑スイッチョ

すいっちょすいっちょ

得なかった︒

観に︑私はしばし吸附けられざるを

十一278

た︒

は︑忽ちそこに吸附けられてしまつ

十536

ウムハ吸着ケナイ︒

六198園 銅ヤ︑ 眞鍮ヤ︑ アルミニ

アルミ

磁石ハ︑鐵ヤニッケル肝吸

ナ物ヲ吸着ケテアソンダ︒

六197園

着ケルガ︑銅ヤ︑眞鍮ヤ︑

シンチユウ

の下で︑もう目をさましてみるので

水中

シンチユウ

ニウムハ吸着ケナイ︒

水族館

﹇水中﹈︵名︶5

せんするかん

ちやうど潜水艦が水中にもぐ

つて︑潜望鏡だけを出して居るか

かへす︒

いたる所水田がよく開けて︑

﹇水田﹈︵名︶2 水田

見渡す限り水田が賢いて︑

︵副︶2

すいと

すいと︑あっちへ

貞童が萩のはうきでとんぼを

にげていった︒

としたら︑

三481圏ちょっと羽をつま㌦う

すいと

青々とした稻が勢よくのびてみる︒

九麗3

稻が青々とのびてるる︒

九柵7

すいでん

二人はしばし水中で戦ったが︑

鯨はものすごい勢で水中深く

﹇吸付﹈︵五︶1

り入りぬ︒

すいつ・︿
︽ーク︾

た︒

て︑豆畠の方へ飛んで行ってしまつ

追ひかけると︑とんぼはすいとそれ

ピン︑ブリキノオモチヤ︑釘︑ 十608
吸附

ソレカラ︑磁石デ︑イロくすいとう ﹇水筒﹈︵名︶3 水筒

︽iケ・ーケル︾

﹇吸付﹈︵下一︶5

何デモヨク吸着ク︒

六184

吸着ク

れ出で︑ひらりとばかり水中にをど

十二749図黒き影は城の一方より現

沈んだ︒

十佃1

新左衛門を組伏せてしまった︒

重手を負ひながらも︑三密は大力の

九913

つかうです︒

せんばうきやう

八緬3

に氣のきいた魚です︒

八道4﹁あぢ﹂は水中に居ると︑實

すいちゅう

水族

すから︒

︹課名︺2

水族館

水族館
﹇水族館﹈︵名︶1

第二十四

第二十四

すいぞくかん
八目12

苦悩5
館

水仙の花が四つ︑かはいらし

昨日︑おとうさんと一しょに︑

すいぞくかん

﹇水色﹈︵名︶1

八悩6

水色

草の芽の間から立上る水蒸

﹇水蒸気﹈︵名︶1

廻ってでもみるやうな感じです︒
すいじょうき
氣

六事2

い櫻草やひなぎくも︑咲いて居ます︒

すいつ・ける

六182

ける

霜はとく消えて︑表面のみ

かさくと乾ける地面より︑早くも

吸着ケル

水仙︒ヒヤシンスの芽の出でたるを

十爾6図

水族館へ行きました︒

水深は四百米︑水色も從つ

氣のかげもなつかしい︒

十二欄11
すいしょく

十一燭5
て深い︒

水深

とんで
富士の

古騒士の

すいく

空にほんのり

とんで

水深は四百米︑水色も満つ

﹇水深﹈︵名︶1

十一儒5

すいしん

︵副︶4

て深い︒

すいすい

空にかすんだ

四梱5圏 かもめすいく
行く︑
山︒

行く︑

四坐4圃 かもめすいく
山︒

六254赤とんぼが︑すいくと︑空
﹁くらげ﹂も居ました︒︿略﹀︒

を飛んで居る︒

時々髄をしぼるやうにして︑すい

八佃5

二心カンダマ・デ︑大砲や魚雷デ打

くと浮上ります︒

琴山を仰ぐ︒

こと

十一822 湖景は快く開けて︑水上に
も
美しい中島を望み︑封岸に秀麗な藻

か︒

れた無妻の木の葉にもたとへませう

九621国水上の船は︑風に吹散らさ すいせん ﹇水仙﹈︵名︶3 水仙

沈メルコトモアル︒

六佃4 又︑弱イ敵二封シテハ︑水上

すいじょう

水上

に︑屏風のやうに︑︿略﹀︑うねり

びやうぶ

羽・水晶・野口五郎と︑大波のやう

十一協7 飛騨山脈が︑三俣蓮華・鷲
は

のやうに細やかである︒

十471 水晶のやうに清らかで︑白絹

のやうである︒

きらく光る草葉の露は水晶の玉

七三9 小川の水は銀の帯とも見え︑

水晶

すいしょう

すいしゃ一すいとう

すいどう一すいへいいん

826

がう

た︒

五667

その客は︑水夫に向かって︑

水夫は︑﹁︿略V︒﹂といひまし

といひました︒

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑水夫は︑﹁︿略﹀︒﹂

五664

た︒

八541圏此の水筒にも入れて下さい︒ 五662 そこへ︑一人の水夫が︑おも
こん
十一描3 リュックサック・水筒・金
しろさうに︑歌を歌ひながら來まし
剛杖の身支度もかひぐしく︑僕等

は︑小鳥のやうにをどる胸を押さへ
ながら︑釣橋を渡った︒

水道

十﹇佃8 水筒の水を飲むと︑のどが
﹇水道﹈︵名︶3

ごくんと鳴った︒

すいどう

六

4團

二十四日の晩も︑ずるぶん

にぎやかです︒

さっきのやうなちやうしで

けいだい

明治神宮は︑境内が大そう

降績くと︑朝までには︑ずるぶん積

六843圏
るよ︒

六餅2園

一の鳥居をく〜つてから︑

葬殿までずるぶんある︒

荒くて︑

六儲1園小さいものまで入れると︑
ゴ

や

ずるぶんたくさんあるが︑大きいの

雪意1園

かたむく家︑めちゃめちゃに
昨年の暮に寝こみまして︑

つぶれる家も︑ずるぶん多かった︒

六燭6

まあ︑こんなものだらう︒

ひ

と︑水夫は︑天略﹀︒﹂と尋ねました︒

は︑上野公園・日比谷公園・︿略﹀︑

嘉名の水夫が急いで船首へか
古よりこ＼に難破するも

ずる分皆さんのこやっかいになりま

さういふ石器になると︑ず

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

十字ー06

らうとしても︑ちよつと出來さうに

附近にそれらしい客亭・柳

石器時代はずるぶん長く績

もないのがある︒

十ニー110

いた︒

村がないところがら察すると︑ずる

十二234

水兵5い

ぶん早く︑遠くから出かけて來たも

﹇水兵﹈︵名︶5

のだと感心させられる︒

ちすいへい

すいへい

水兵は︑くもの子を散らすや

うに八方へ散って︑かひぐしくズ

九369

ボンをまくり上げ︑身希な姿になつ

け

て︑分隊毎に甲板洗を始める︒

洗刷毛を持つた敷十人の水

あらひば

兵が︑甲板をこすりながら頭を並べ

九374

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

水兵は驚いて立上って︑しば

て進んで行く︒

ずる分大きいね︒

十1910
七悩7圏

がて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

其の手紙を差出した︒

しかし︑天文學のカードもず

でした︒

すね︒

十一欄7園

十一悩10園

でも︑ずるぶんあばたで

涙を落し︑水兵の手を握って︑

水兵は頭を下げて聞いてみた

﹁︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒

が︑やがて手をあげて敬禮し︑につ

十241

露天甲板洗となる︒これは水

﹇水兵員﹈︵名︶3 水兵．

こりと笑って立去った︒

九359

員

僕もずるぶん手満つたよ︒ すいへいいん

みんなはずみぶん疲れてみた︒

屋にたどり着いたのが午前十︸時︑

十一捌4

かうして︑とうく合職小

みぶん我がま＼を言ってすみません

十一4111園ねえさん︑これまで︑ず 十224 大尉は︑これを讃んで思はず

みぶん多い︒

九946

に着いた︒

にあひながら︑やうく向かふの岸

さうして︑ずる分あぶない目

のすこぶる多く︑一朝風浪起れば︑

ずるぶん︑たくさん釣れた︒

七価2

した︒

﹇水夫長﹈︵名︶2

危瞼を避くること能はざりき︒

すいふちょう

﹁︿略V︒﹂帆柱の上の見張から︑

水夫長が叫んだ︒

水夫等

見張では︑水夫長が今一頭の

き

船長は水夫等を指揮して︑二

し

﹇水夫等﹈︵名︶1

鯨の行方を見まもってみる︒

十伽5
すいふら

十佃10

ずるぶん

なるほど︑君の仲間は

﹇随分﹈︵副︶18

番もりの準備を進める︒

五922

ずるぶん多いな︒

四936園

ずる分

ずいぶん

水夫

熟練なる水夫といへども︑殆ど其の

十二備7図

けつけた︒

十佃5

笑ひました︒

五682 水夫は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

十324国 やがて︑島と島との間のせ 五676 ﹁︿略﹀︒﹂と︑客がふしぎがる
まい水道を過ぎました︒

る水道から水が湧出て︑船は次第に

十梛1 すると︑箱の底に仕掛けてあ
高くせり上げられて行きます︒
め︑水道を設け︑下水を完全にし︑

十個6 水たまりを乾かし︑みぞを埋
ほさう

する

道路を鋪装して︑昔の不健康地を一
下することに成功しました︒
たふ

すいとうがかり﹇出納係﹈︵名︶3出
すみた ふ

納掛出納掛

水夫

十榊1

九954 それを出納掛へ持って行くと︑ 長
すぐ書庫へ送られる︒

九956 出納掛の人が︑一々姓名を呼
んでは本を渡す︒

九961 はっとしながら思はず︑
﹁はい︒﹂と︑大きな聲で返事をした

出納

ので︑出納掛の人は︑笑ひながら本
﹇出納手﹈︵名︶1

を渡してくれた︒

手

すいとうしゅ

九955 間もなく︑出納手が︑たくさ
﹇水夫﹈︵名︶7

んの本をか＼へて書庫から出て來た︒
すいふ

827

兵員の受持で︑

の水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

をどういふ風に連絡するか︑こ＼が

そこで︑此の高さの違ふ水面

ると︑はだしのま＼の水兵員が後甲

パナマ運河の構造の一番おもしろい

九362 ラッパが一きは高くひゴき渡 十悩6
板にはせ集って︑ずらりと整列する︒

二つの水門を交互に開いたり

所です︒
十伽7

ね

かうして︑船は︑再び海と同
くち

てい
隊・水雷艇隊は︑砲火をくゴつて敵

艦に迫り︑無二無三に攻撃せしかば︑

開いて舟を通します︒

敵艦隊は四分五裂の有様となれり︒

かういふ風に︑二つの水門を

流はあくまでも澄み︑水量

は極めて豊かだ︒

十一惚10

すいりょう ﹇水量﹈︵名︶1 水量

交互に開いたり閉ぢたりすると︑
最初はたゴ幅の思い掘割です

単価5
十櫛5

が︑約十三粁も行くと︑向かふに大

あみ
て︑左右に山を仰ぎながら︑一路藍

九495困船が金門海峡にさしか＼つ

かいけふ

其の水門をくgると︑門はや すいろ ﹇水路﹈︵名︶3 水路

きな水門が現れます︒

十伽6

がてとざされます︒

をた＼へたやうな水路を進んだ時は︑

上手の水門は初から閉ぢてあ

水曜 晴

一望未だ去らざるに一島

﹇吸﹈︵四・五︶5 吸フ

てまた忽ち開く︒

す・う

今では︑もうお乳を飲まなく

︽ーッ・ーハ︾

をくはへて︑うまさうに︑すつばす

なりましたが︑生まれた頃は︑乳房

六433

吸ふ

更に現れ︑水路きはまるが如くにし

十一524図

ながら︑静かに奥へ進みます︒

は水路に沿うて走る機關車に引かれ

今度は上手の水門が開き︑船

りますから︑船は大きな箱の中へは

十伽7

八月一日

水曜日

水曜日 平

十梛3

何となく胸がをどるやうでした︒

今度は上手の水門が開き︑船

いったと同然ですが︑

十侃3

は水路に沿うて走る卑語車に引かれ

子の口の大瀧を過ぎると︑

やがて眼界が開けて︑前方に十和田

ながら︑静かに奥へ進みます︒

五856

見たところ︑水面とすれす すいよう ﹇水曜﹈︵名︶1 水曜

れになって流れてみるが︑それは筏

十二255

の水面が現れた︒

十一悩10

じ高さの水面に浮かびます︒

同席2

して︑

其の都度高くなったり低くなったり

のある者をのぞいた外の水兵員のこ

九364 爾舷直といふのは︑特別の務

水兵さ

閉ぢたりすると︑間門内の水面は︑
﹇水兵﹈︵名︶1

とである︒

すいへいさん

十一柵5 どれもこれも︑水兵さんが

ん

エプロンを掛けたといふ︑すこぶる
こっけいな姿である︒

水面

すいへいのはは ︹課試︺2 水兵の母

十目6 第五 水兵の母
十186 第五 水兵の母
﹇水面﹈︵ 名 ︶ 1 1

五月二十四日

﹇水曜日﹈︵名︶1

水面下 すいらいこうげき ﹇水雷攻撃﹈︵名︶1

七425

すいようび

﹇水面下﹈︵名︶1

の一部分で︑大部分は水面下にある
といふ︒

すいめんか

水雷攻撃

回の水雷攻撃を受けて︑敵の両旗艦

見たところ︑水面とすれす
れになって流れてみるが︑それは筏

十二257

の一部分で︑大部分は水面下にある

くちく
繕いて我が騙 逐隊より二

を下腹の邊に構へて︑じっと鉛色

十一578図

の水面をみつめる︒

時々︑新シイ空氣ヲ吸ハナケ

つばと吸って居ました︒

レバナラナイシ︑又水面二浮カンデ

走ル方が早ク走レルカラ︑

油蝿の子の口には︑針のやう

な管がありますから︑其の管を木の

七942

根にさしこんで︑汁を吸って生きて

ともすると母馬にすり寄って

虹ます︒

正忌8

夜に入りて︑我が駆逐 は︑乳を吸ってばかりゐます︒

﹇水雷艇隊﹈︵名︶1

遅参8

を始め︑其の他の諸艦も多く相つい

十帽4 さうして︑背びれのあたりを

十一5710図

水雷艇隊

てい

すいらいていたい

艇三隻に過ぎず︒

艦艇の沈没したるものわっかに水雷

十一598図我が軍の死傷甚だ少く︑

艇

間門といふのは︑川の上手と すいらいてい ﹇水雷艇﹈︵名︶1 水雷
すると︑上手の水門を閉ぢ︑
すると︑上手の水門を閉ぢ︑

さうして︑舟が下手の水門を
通ると︑今度は下手を閉ぢ︑上手を

十伽2

下手の水門を開きます︒

十伽1

下手の水門を開きます︒

十伽1

下手と︑二箇所に作った水門です︒

十悩10

水面に現し︑今や沈まうとする瞬間︑ すいもん ﹇水門﹈︵名︶9 水門
こ＼ぞと砲手は引金を引いた︒

十伽1 やがて︑三十米もある白長須
鯨が︑全く息絶えて︑小山のやうな
艦を水面に横たへ る ︒

十悩4 陸上に作った湖のことですか
ら︑其の水面は︑海から直る掘割の
水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

十三4 其の水面は︑海から下る掘割

で沈没せり︒

といふ︒

十備9 砲手は両足を躇張り︑捕鯨砲
なまり

走ル方が早ク走レルカラ︑

レバナラナイシ︑又水面二世カンデ

六幡2 時々︑新シイ空事ヲ吸ハナケ

すいめん

すいへいさん一すう

すうがく一すうっと

828

十一904図圏 生まれて潮にゆあみし
て︑ 波を子守の歌と聞き︑千里寄

数學

せくる海の氣を 吸ひてわらべとな
﹇数学﹈︵ 名 ︶ 1 2

りこナり︒
すうがく
そ

十二悩！ 二百敷十年の昔に出て︑日
き

本の数學︑即ち和算の基礎を確立し
た人である︒

學を學んだ︒

十二鵬7 我が國は︑もと支那から敷
十二旧4 何時の間にかそろばんのみ
が用ひられ︑算木によるむつかしい
数學は全然忘れられてしまったので

西洋の数學・學術と何等關弔する所
なく︑ひたすら和算に搦自の天地を

明治になって︑西洋の数學

開いたのであって︑

十二俄4
が輸入されるとともに︑島流を始め
當時日本が學ばねばならな

和算の諸流は自らすたれた︒

十一一襯7

敷字

方数粁の大公園にはいると︑

﹇数字﹈︵名︶1

十二梱4
すうじ

敷時間

道標の数字が次第にへって
﹇数時間﹈︵名︶1

行くのが力と頼まれる︒

十一佃10
すうじかん
しばふ

芝生を傳ひ木の下道を傳ひ︑

池のほとりをたどりながら︑数時間

十二捌6

歩いても公園の端を見ないことがあ
敷日

かった西洋諸種の討議を採用するた

﹇数日﹈︵名︶1

る︒

敷十

け

洗刷毛を持つた敷十人の水

あらひば

兵が︑甲板をこすりながら頭を並べ

九374

て進んで行く︒

すうじょう ﹇数丈﹈︵名︶1 数丈

先づ壮大な防波堤に打寄

どたう

せる数丈の怒濤に︑誰もが驚の目を

十一幽8国

みはりました︒

十一584図

数詞﹇▽

忽ち東方に當りてはるか

すうじょう ﹇数条﹈︵名︶1 敷條

﹇黒羽﹈︵名︶2

に数條の黒煙を見る︒

汽船が数隻見えるだけで︑市

隻かかつてみる︒

街は望むべくもない︒

中暑1

すうそう ﹇寒心﹈︵名︶1 敷層

此の街路を︑数層の優美な

高縷が︑すべて白色のよそほひを以

かうろう

十二槻4

て飾ってみる︒

﹇数十分﹈︵名︶1

やがて︑又こうくとすさま

それから聖日後の事である︒ すうだい ﹇数台﹈︵名︶4 吉生

敷日後

右手に築港があり︑汽船が数

じゅんようかんいかすうせき

望がかなって︑宣長が眞淵
すうせき

敷十

を新上屋の一室に訪ふことが出來た

回
本宮・新宮・那智は︑世に

﹇数十回﹈︵名︶1

九旧6

ればこそ︑我が國人が西洋の心耳を

十櫛3図

すうじっかい

のは︑それから数日の後であった︒

十﹁7011

すうじつ

め︑敷學もまた西洋の敷學によらな
ければならなかったからで︑
敷學もまた西洋の数十によ

らなければならなかったからで︑

十一一襯7

しかし︑和算にかくも獲揮

容易に征服して︑急速の進歩を成し

された日本人の天才と錬磨があった

十二櫃10

十二研10 我が國の数等は︑江戸時代

遂げたのであった︒

あった︒

に出た關孝和の天才によって︑世界

七173

すうじっぷん

八526

飛行機が勇ましい音を立てて︑

すでに敵戦車の数皇はこは

数回は火を吐いて進行の自

由を失ってみる︒

十二822

を失ってみる︒

され︑数皇は火を吐いて進行の自由

十二822

敷垂飛んで來ました︒

八552

じい音を立てて︑教垂の戦車が來ま

した︒

数十歩

戦の数十分は過ぎた︒
﹇数十歩﹈︵名︶1

二十

数

数十の櫓は層々と重なり︑

﹇数十﹈︵名︶1

﹇数十人﹈︵名︶1

すうっと ︵副︶一 スウツト

それから教十歩坂道を上ると︑

十二844

分

﹇数日後﹈︵名︶1

こと︑数十回の多きに及べりとそ︒

信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

熊野三山と構せられ︑古言朝野の尊

的水準にまで高められたのであった︒

界

﹇数学上﹈︵名︶1

に︑關孝和といふ人があった︒

十二価10
すうがくじょう

學上

敷

日本が生んだ数學界の偉人 すうじつご

十二㎜11 鮎窟術は︑要するに筆算に すうがくかい ﹇数学界﹈︵名︶1 敷學
よる代敷學であって︑これによって︑

支那の敷學が未だかつて及び得なか
つた高い域にまで進むことが出來た
のである︒

十二捌3いはゆる微分・積分は︑孝

式も演算も自由自在となり︑

十439

すうじつぽ

十二佃5

從って今まで企て及ばなかった数等

和とちやうど同じ時代に︑イギリス

上のことがらが︑次から次へと解決

十人

すうじゅうにん

ゑんえんと連なって︑

十二724

すうじゅう

左に茶亭があった︒

さてい

のニュートン︑及びドイツのライブ

されるやうになった︒

と見れば︑はるか彼方に︑

﹇下機﹈︵名︶1

であらう︒

とびのやうな敵の数機︑多分職闘機

十一鵬3

すうき

激機

ニッツによって創始された高級の数
學である︒

しかし︑彼等がかういふも

のを生み出したのには︑西洋諸國の

十一一捌5

學術の背景があり︑敷學の長い歴史
があったからで︑

十二m7 ひとり我が孝和に至っては︑ すうキロメートル ︵名︶1 敷粁

829

敷度

敷年

︵名︶1

敷百米

此の古墳の大きなのになる

﹇数分﹈︵名︶1

敷分

数分の中に︑艦内はすっかり
敷歩

敷名

数歩にして門があり︑殆ど

﹇数歩﹈︵名︶1

﹇数名﹈︵名︶1

数名の水夫が急いで船首へか

けつけた︒

十佃5

すうめい

門毎に道が曲折する︒

十二687

すうほ

整頓する︒

せいとん

九356

すうふん

にも三重にも廻らされてみる︒

と︑長さが数百米に及び︑堀が二重

十ニー47

五763 二階ノマドカラ眺メテ居ルト︑すうひゃくメートル
大キナ鬼グモが一匹︑スウツト︑私
ノ目ノ前ニブラ下ツテ來マシタ︒

﹇数度﹈︵名︶1
中 佐 は大音に︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹇数年﹈︵名︶5

下心

がけ
されど︑南を受けたる崖下

﹇半輪﹈︵名︶1

など︑たまく白梅の曲輪咲きそめ

十粥6図

すうりん

たるを見る︒

末﹇▽ごがつすえ

つのること教年︑やうやくにしてこ

﹇末﹈︵名︶8

あるが︑

青空の末に墨のやうな雲︑そ

れは大阪のおびた謁しい煙であった︒

九㈱6

文化六年六月の末︑コー

大砲ヲ何十門モスエツケテ︑

海上ノ城ダトイツテイバツテ居ル軍

点心7

艦ヲ︑一打チニ沈メタ時ノユクワノー

行ってみると︑正雄君のう

ハ︑何トモ言フコトが出組ナイ︒

十一悩3

て︑にいさんと正雄君が︑代るく

ちではもう縁先に望遠鏡をすゑ附け

二・林藏等一行八人は︑小舟に乗じ

十一966図

て今の間宮海峡を横ぎり︑デカスト

ひめ
末姫檬は︑決して御不孝

末廣がり

末廣がり

末廣がり

第九

第九

︹課名︺2

十二536

十二目10

すえひろがり

なお方ではございませぬ︒

十二川7園

様

観測をしてみる︒
ひめ
すえひめさま ﹇末姫様﹈︵名︶1 末姫

リー湾の北に上陸したり︒

需品

さあ︑いとしい末のコー
デリヤは何とだ︒

十一一欄2囹

﹇末頃﹈︵名︶2

八36夏の末頃︑つばめが︑電線や

すえごろ

物干竿に五⊥ハ羽ぐらゐ並んで止って

スエズ

︹地名︺2

桃の花は三月の末頃咲出して︑

居るのを︑よく見かけます︒

九15

三十日の明方にスエズに入港しまし

り

末廣がりを買はう︑末廣

や︑それが末廣がりでご

末廣がりはござらうか︒

末廣がりを買はう︑末廣

十二558園

ざるか︒

十二567園

なる程︑廣げれば大きな

十二565園

がりを買はう︒

十二5411圏

がりを買はう︒

十二5410園

末廣がりを出さうと思ふ︒

十二5310囹 明日のお客の引出物に︑

さ
スエズから約百三十粁︑自動車で沙
た︒

スエズ運河

十一柵6国船は︑これから有名なス

︹地名︺2

漠を走ってカイロの都をたつねまし

ばく

エズ運河を通るのですが︑私たちは

十一柵7團船は︑これから有名なス

た︒

十一柵5團長い紅海も乏きて︑七月 すえひろがり ﹇末広﹈︵名︶11 末廣が

スエズ

ごろ・こしかたゆくすえ・のずえ

すえ

ず︑再び募集に着手して努力するこ

一番末の弟が︑お供物のおだ
んごをたべたいと言出した︒

七㎜3

生みます︒

の皮にきずをつけて︑其の中に卵を

七946夏の末になると︑親蝉は︑木

区画

ちん
十二333 それから数年たって︑陳・
さい

﹇数匹﹈︵名︶1

票の厄があった︒

すうひき

八652図 大將試みに数匹の馬を追落

八64 東京から四千粁もあるフィリ

スエズ運河の北の端にあ

エズ運河を通るのですが︑

る此の港には︑運河を開いたレセッ

十二608園如何にも大きな末廣がり

十二604園

十一齪6圏

八98 九月の末から十月の初にかけ

プスの銅像が毫座高く立って︑遠く

ツケル

すゑ附ける

︽ーケ︾

十二619園

ぢや︒

そちは末廣がりを知らぬ

末廣がりでござります︒

末廣がりぢや︒

て︑汽車や飛行機で何回にも送った

東洋への道を指さしてゐます︒

のごく初に︑蕾のほころびることが

つぼみ

九17 早い年には︑三月の末か四月 すえつ・ける ﹇据付﹈︵下一︶2 スエ

といふことです︒

ばめをつかまへました︒

したるに︑或はころびて至る㌧もあ
数

ピンで︑連年の十月の末︑子供がつ

﹇数百倍﹈︵名︶1

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒
すうひゃくばい

百倍

十二悩7 其の中には太陽より小さい
もの︑太陽とほゴ同じ大きさのもの
もあるが︑又太陽の教百倍といふす
ばらしいものがあるのである︒

スエズうんが

と更に数年︑

ぼしふ

十一備5図 然れども閉眼少しも屈せ

れを調ふることを得たり︒

十一榊10図 廣く各地を巡りて資金を

十501図 かくて数年は過ぎたり︒

九776 数年は過ぎた︒

すうねん

叫びて︑敵を撃退すること数度︒

九髄10図

すうど

飾ったねえさんがはいって來た︒

十一406 ふすまがすうとあいて︑着

りがすうと立ちのぼりました︒

三差2すると︑中から︑白いけむ

すうと ︵副︶2 すうと

すうと一すえひろがり

すえひろがりや一すがた

830

な︒

すかさず︑無線電話による

開始命令が下った︒

我が機械化部隊長の追撃命令が下る︒

十二6110園 末廣がりとは︑扇のこと 十二847
ちや︒

來て︑やれ末廣がりで候の︑骨磨き

十一329

かし

其のすかしぼりの金物の下

十二6111園 おのれは古がさを買うてすかし ﹇透﹈︵名︶1 すかし﹇▽みす
で候のと申しをる ︒

に︑玉轟の羽が敷並べられ︑其の美
しい光彩が︑金色の金物のすかしを

すえひろがりや ﹇末広屋﹈︵名︶3 末
通して見られたのであるといふ︒
すかしぼ

其のすかしぼりの金物の下

﹇透彫﹈︵名︶1

十二548園 某は末廣がり屋を存ぜぬ

シ︾

すか・す﹇透﹈︵五︶3すかす︽一

通して見られたのであるといふ︒

しい光彩が︑金色の金物のすかしを

に︑玉轟の羽が敷並べられ︑其の美

十一328

り

すかしぼり

廣がり屋
が︑何と致さう︒

末廣がり屋を知らぬによ

つてかやうに申すのでござる︒

十一一555園

末娘

十二557園某は︑末廣がり屋の主人
﹇末娘﹈︵名︶2

でござる︒

すえむすめ
こんやく

末娘とのかねての婚約︑あなたはそ

十二襯4圏 ︵フランス王に︶大王︑

これで︑此のガラスのふた

をすると︑少しすかして置いても︑

六佃7囹

日中は二十四五度ぐらみになるから︑

れをお果しになるおつもりか︒

わしの末娘コーデリヤのやうに思へ

月の光にすかして︑あちらこ

はと

一枚の落葉もとゴめぬ前庭

の芝生に︑眞白き鳩の群遊ぶも︑す

しばふ

十鯛5図

﹇姿﹈︵名︶48 すがた 姿3

がくし︒

私たちは︑其の勇ましい姿を︑

姫にきめました︒

八613

つばめのやうに空中に舞上つ

何時までも見送って居ました︒

八958

て︑二十米から三十米も飛ばれる姿

すがた

おすがた・おんすがた︒みくにのすが

中には︑日本の着物を着て︑

は︑いかにも勇壮である︒

胸びれをすっと左右に張り︑

高崎を過ぎる頃から︑遠山の

東の空が明かるくなると︑今

後甲板には︑當直訴校の姿が

水兵は︑くもの子を散らすや

うに八方へ散って︑かひぐしくズ

九371

掌側號兵が遠くを見張ってみる︒

しやうしんがうへい

見え︑艦橋には︑望遠鏡を持つた

九329

て寄る︒

の壮大な姿が︑だんくにあらはれ

まで軍港のやみに包まれてるた軍艦

九328

姿が美しくなった︒

八樹7

たかさき

とは全く違った感じです︒

姿は︑あのさかな屋の店先で見るの

背びれ・腹びれを上下に張って進む

八襯7

つてみる︒

帯をきちんと結んだ女の姿さへまじ

八佃2

た・みすがた

三817 かういふと︑おちいさん
のすがたは︑すぐ︑水の中に
消えて︑見えなくなりました︒

三831 おちいさんのすがたは︑
また水の中に消えました︒
三841 おちいさんのすがたは︑
また水の中に消えました︒
三895 かういふと︑おちいさん
のすがたは︑すぐ︑水の中に
消えて︑見えなくなりました︒
やまぶし

そこで︑頼光は︑五人の

強いけらいをつれ︑山伏のす

四581

鏡のやうな月が︑森の上に美

がたをして出かけました︒
七伽7

もう人々の顔も姿も見えなく

しい姿を現した︒

七柵6

十一月の初になれば︑もうほ

なりました︒

ボンをまくり上げ︑身輕な姿になつ

八57

とんど其の姿を見せなくなってしま

て︑分隊毎に甲板洗を始める︒

たそがれの薄明かりをすかし

ひます︒

ふのやうに︑書間はかくれて姿を見

夜出て盛に鳴く鳥は︑ふくろ

て︑五兵衛の指さす方を一同は見た︒

ます︒

ふと見れば︑道のほとり

せないはずです︒

頼朝は一目見た上でと︑萬壽 九742当馬

は︑きっと﹁︿略﹀︒﹂と言って喜び

ちらりとつばめの姿を見た人 九659
八123

﹇清清﹈︵形︶2

玉垣に連なる鳥居の奥に︑

︽ーシ・ーシキ︾

八363

咲くも

き瑠璃の

に︑ つ㌦ましき 姿を見せて︑ 濃

色あざやかに︑

を呼出しましたが︑顔も姿も美しく

り

上品に︑見えましたので︑さっそく舞

る

君門は︑一幅の誓書に似て︑しかも
さうごん

荘嚴のおもむきをそへたり︒

ろう

すがくしき赤松の木立を負ひたる

十26図

くし

すがすが・し

すが

十576

うがありました︒

ちら探しますと︑松林の中に石のら

八嘱1

十二棚6囹 笑って下さるな︑どうも

まうり

春といふよりも夏だよ︒

すはう

すはう
﹇周防﹈︹地名︺1 周防

てならぬ︒

すおう
みのうへぶんた

ばくふ

侯の御前會議で︑野盗の井上聞多が

こう

十786 周防の山口では︑今日も毛利
たう

すかさず

遠洋窯を向かふに廻して︑幕府に封
﹇透﹈︵副︶4

する武備を主張した︒
すかさず

加へて攻來る︒

九撹3図 敵はすかさず︑更に新手を
十799 すかさず第三の男が︑大刀を
振るって聞多の背中を眞二つ︒

十一商7 すかさず︑編隊群長の爆撃

831
すがら一すき

のは露草の花︒
われがね

九784 川をへだてた封岸から︑鹿介
の姿をちらと見た狼介は︑破鐘のや
うな聲で叫んだ︒

十一一264

白雲の行方でも見てみるの

は︑始めて原始北海道の姿をまのあ

か︑大空を仰ぎながら︑くはへぎせ

わこと

先づ和琴半島の優美な姿を

研究が行きづまると︑專門

にすがってみた︒

の晒者にすがったり︑友達に意見を

十一461

聞いたりしなければなりませんでし

かうして大義名分が正され︑
みくに

十二徊1

﹁はひまつ﹂にすがりなが

た︒

ら進んだ︒

十一伽2

忠臣・義士の眞心があらはれ︑皇國

るをした老人の姿も見受けられる︒

たりに見ることが柿葺た︒

十一821
賞しながら進むと︑

其の前後けなげにも︑十人

の姿が次第に明らかになって行くの

十一855

乗そこくの嚢動機船が︑本島を後

十437 雨に煙る行手から︑今にも薪
を負った孝子の姿が現れさうな氣が

である︒

ロシヤ町波止場の海が︑

は と ば

の敵は︑皆こちらのすきをねらって

七776園今︑戦國の世の中に︑四方

まことに白鷺城の名にそむ すき ﹇透﹈︵名︶5 すき

しらさぎ

に︑六百海里の北を望んで績々と出

十二M3

更にいへば︑本丸．二の

かぬ美しい姿である︒

十二7210

どれもこれも︑水兵さんが

エプロンを掛けたといふ︑すこぶる

居ります︒

十一鵬7

て行く姿を見るであらう︒

する︒

十嘱9 一歩々々進むにしたがひ︑木
立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

丸・西の丸の三丸が︑これ程まで完

完全な姿を現す︒

こっけいな姿である︒

を取れ︒

十二欄11

すきをねらって︑頼朝の命

若し︑日本が官軍と朝敵と

ありません︒

朝をねらひましたが︑少しもすきが

八398

光盛の娘は︑其の後︑十夜頼

八394囹

ジャンクが 静かに浮かんで居る︒

赤煉瓦の建物のすきから見えて︑

れんぐわ

十821弟の姿も見えぬ︒
だ

八315團

ひ

全に残って︑今日の我々に昔の姿を
殆ど其のま＼に見せてくれる︒

屏風のやうに︑

やうに︑

びやうぶ

夫たちにかつがれて蹄つた弟のあさ

十二906

紫紺のは

十823 再び家に取って返すと︑Aユ展 十︻伽10 飛騨山脈が︑︿略﹀︑大波の
だ鮮かに︑そ﹂り立ち︑うねり績く

たば︑ふとそば近く︑恐し

やがて︑其の元期な姿が仕

ましい姿︑驚き悲しむ母親︒

あくま

十二柵5

事場に現れる︒

東も北も一帯に雲がとざし

い悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣

十一伽8

雄大荘嚴な姿︒

十悩1 雪の山は所々黒くなって︑み
すばらしい姿をしてゐます︒

て︑僕等の村はもとより︑富士・淺

がついた︒

ひえい

間・白馬・立山等の姿を見ないのが

十一82 仰げばはるか北東の空に︑

全く残念であった︒

たいしゃくてん

と見れば︑あの恐しい羅刹

くっきりと比叡山が聲えて︑皇城鎭

十二備8

護の姿を昔ながらに見せてみる︒

たんごん

は︑忽ち端嚴な帝繹天の姿となつ

たら︑其のすきに乗じて彼等は何を

に分れて︑長く戦ふやうにでもなつ

御倉半島には水際から樹木

て︑修行者を空中に捧げ︑さうして

十一悩8

が繁茂し︑全山の木すべて自然の姿

恭しく地上に安置した︒

十﹁281 中門をはいると︑左に五重
の塔が大空高くそ＼り立ち︑右に金

である︒

汽車の窓から見渡すと︑朝

つせと働いてみるのを見かける︒

三人五人︑すき・くはを取って︑せ

どんなに早くても︑あちらこちら︑

十二232

すき ﹇鋤﹈︵名︶1 すき﹇▽からすき

したかわからぬ︒

堂が荘嚴にひかへ︑其の奥︑正面に
かうだう

︽iッ・ーリ・ール︾﹇▽とりすがる

すが・る﹇綻﹈︵五︶5すがる

十一㎜4夕潮は︑あの時次第に遠ざ すがら ﹇▽みちすがら・よもすがら
かつて行く皆さんの姿が︑ともする

講堂の雄大な姿が見られる︒

と涙でぼっとするのを感じました︒

やっと二月程前から起上つ

母の手は︑堅く五郎三郎の袖

二654

オヂイサンバ︑大ソウヲド

きれいずき︒だいすき・ものずき

いたずらずき・おすき・きかいずき・

すき ﹇好﹈︵形状︶6 スキ 好き﹇▽

ちり
すそにからまり︑

くびの古すずを

き姿を其のま＼に今日に傳へて︑最

十餌1

つて歩けるやうになりました︒

て︑今では︑どうかかうか杖にすが

扇棚3園

たもとにすがる︒

ちりならし︑

三234圖

十一316 法隆寺が約一千三百年の古

何といふ頼もしい姿だ︒

十二82図なぎさに立ちて昔をしの

十一捌8

古最美の木造建築を世界に誇り得る
きせさ
のは︑全く一つの奇蹟であって︑

べば︑そのかみ此の所にいかめしく
向かひあひ給ひけん神々の姿︑今ま

十一7611 眞白い日がさのかげに赤ん

のあたり見るが如く︑
内城の正門正陽門の堂々た

ばうを眠らせながら︑其のそばでせ

十一一174

つせと編物の針を運んでみる婦人の
姿も見られた︒

十一7910 阿寒湖のほとりに來て︑私 る姿が︑先づ旅行者の目を引く︒

すぎ一すぎる

832

リガスキデシタ︒
六441圏 道子は︑ほんたうに山羊が
好きだね︒

﹇過﹈﹇▽しょうれきごねんじゅう

にがっとおかすぎ・たべすぎ・なつや

すぎ

すみすぎ・ひるすぎ

第十六

スキー
スキー

僕たちは︑毎日引々スキーを

︵名︶3

つた︒

やがてスキーをかついだ先生

キーがうなる︒

八935

ひ

今日は朝から︑野田先生に山

すき通った寒天のやうな膿か

やく﹂だの︑

八㎜3

スギ

過行く
あべのむね

ゆ

ひ

雪の下道過行けば︑

八幡宮の御

十一︻472図圃 由比の濱邊を右に見て︑
はちまん

やしろ︒

︽ーギ・ーギル・ーギレ︾

ヨシヲサン︑モウ七時ス

五139

春の日は︑だんく過ぎて行

三年バカリスギマシタ︒

ソレカラニツ三ツ停留場ヲ過

おごそかな

尊い

ラッパのひゴ

目の前を今過ぎて行く

元帥は︑家の人々と一しょに

八24圃

野を過ぎて︑山越えて︑

それから二十日ばかり過ぎた︒

た︒

やがて九月もなかばを過ぎる

四十齢年は何時の間にか過ぎ

て︑もう供へる首が一つもなくなつ

八157

行きます︒

と︑つばめはそろそろ日本を去って

八54

たゴ一筋︑ 道が白い︒

七742

た︒

過ぎると︑すぐに居間へとって返し

庭へ出たが︑はげしい震動が一先づ

六鵬8

軍旗︒

き︑

六637圃

サン下りテ︑席ガアキマシタ︒

ギテ︑表町マデ來マスト︑人ガタク

五研8

きました︒

三554

ギマシタヨ︒

二973囹

おりすぎる・ながすぎる

ぎる・たべすぎる・ちいさすぎる・と

←いれすぎる・おおきすぎる・かちす

ギル 過ぎる

どれもこれも︑すき通る程 す・ぎる ﹇過﹈︵上一︶55 スギル 過

ら︑腕が幾本も出て居ます︒

十一偽10

スギナ

ツクシダレノ子︑

﹇杉菜﹈︵名︶一

鮮かな色であった︒
すぎな

ニ齪7圃

杉野

杉野はいっこ︑ 杉野

杉野はいっこ︑ 杉野

﹇杉野﹈︹人名︺2

ナノ子︒
すぎの

は居ずや︒

八冊6図圃園
八稲7図韻塞
は居ずや︒

六16見
5ルト︑針ハ︑エンガハノ板
ト板トノスキ畠山︑落チコンデ居ル︒

火バシノ先デカキ出サウトシ

タガ︑スキ間ガセマクテ︑ナカく

六167

しかし︑長い槍先をびたと揃

取出セナイ︒

七911

へて突きか＼られては︑はね上げる
すき間も何もあったものではない︒

御造螢當時︑國民の義心も
てたてまつりたる木木は︑参道の左

十18図

︵四︶2

右を始め︑至る話すき間もなき木立
となりて︑

﹇過行﹈
よしいへ

八幡太郎下家︑翌日安倍宗
狐一匹︑目の前に走り出でたり︒

きつね

任を召連れて︑廣き野を過行きしに︑

たふ

九183図

︽ーキ・ーケ︾

すぎゆ︒く

小松原を抜けるとスキー場だ︒

スキ通

間

すばらしい速度がついて︑ス すきま ﹇透間﹈︵名︶4 スキ間 すき

ら︑﹁︿略﹀︒﹂と元宮な聲でおつしや

がいらっしやって︑にこくしなが

八912

はいてかけまはってみたが︑

八903

スキー

七481国 君は軍人が好きだから︑今スキー ︹課名︺2 スキー
八901

八目4

第十⊥ハ

日は少し兵事生活の様子をお知らせ

杉

スキー

しませう︒

七828 信長は長い槍が好きである︒

十柵6 しかし︑生まれつき機械の好
きな彼は︑

心に勉強してみた︒
﹇杉﹈︵名︶8

スギ

將來學問を以て身を立てたいと︑一

十一687 若い頃から讃書が好きで︑

すぎ

ノ木ノウヘニ︒

一463園 アレ︑アノモリノ スギ

た︒

八916
八929

粁ばかりある︒

スキー場までは登り道で︑五

のスキー場へ連れて行っていたゴい

八907

五282 一列になって︑細い道を上つ スキーじょう ︵名︶3 スキー場
て行きますと︑しげった杉の林へは
いりました︒

五288 杉の林を抜けると︑あたりが︑
ぱっと明かるくなりました︒

五331 古い︑大きな杉が︑たくさん
ありました︒

一本ある︒

七閑4

﹇透通﹈︵五︶4
︽ーッ・ール︾

緑色のすき通るやうな鰯手が
菊の花のやうに美しい﹁いそぎんち

八百2

スキ通ルヤウニナリマス︒

五533上ル頃ニハ︑慧ノカラダガ︑

ル すき通る

すきとお・る

物に好ききらひがないやうになった︒

其のため大黒には︑全くたべ

七287 僕の學校に︑大きな杉の木が すききらい ﹇好嫌﹈︵名︶1 好ききら
七307 さうして︑杉の木のそばに一
米程の棒を立てて︑何べんとなく棒
のかげの長さを計ってみた︒

並走4 只略﹀︒﹂と指さす彼方︑眞直
な杉の木立を傳ふやうに︑白い物が
上から下へと走ってみる︒

十価7図 杉の木立かげ暗き石段を上
くまのにます

れば︑熊野坐神社なり︒

833
すく一すぐ

よくや

九8610

九776
それから又幾年か過ぎた︒

敷年は過ぎた︒

全く沃野千里の大平原でした︒

れない道を一月痴りも歩き績けて︑

八408 二人は野を過ぎ山を越え︑な
やうやく鎌倉に着きました︒

大事を過ぎてしばらく行くと︑

たいきう

たいでん

次第にのぼりになる︒

八507 四時を過ぎれば︑もう夕方だ︒ 山面5

八734此の正見があってから七十年
九柵5
せいくわん

湿り過ぎて︑オランダのホイヘンス

九川7囹今過ぎた騨は成歓だよ︒

大田を過ぎた︒

といふ人が︑今までにない正確な時
九擢2

水原を過ぎる︒

すみげん

計を嚢明しました ︒

十139

正月が過ぎて︑二月にいよ

謡曲機關が出來たのは︑二三

く切腹といふことがきまった︒
十櫛8

り着いたと思ふと︑

十二悌6

コンコルドの廣場から︑

十一一糾4 戦の敷十分は過ぎた︒

シャンゼリゼーの大通を過ぎて︑ナ

敷に輝く星の一つなのであるが︑

十一一価4 つまり太陽は︑夜の空に無

がいせん

百年も前の事であったが︑初の中は︑

ポレオンの凱旋門に至る美観は︑

此の時出來上ったのは︑荷車

︿略﹀に使用されるに過ぎなかった︒

十旧7

長さ七百米︑幅七十米︑海

くち

すく ︽ーキ︾

網をすき︑舟を漕ぎ︑魚

﹇結﹈︵四︶−

我々に近いために︑特に大きく︑明

に蒸熱機關を装置したやうなもので︑

す︒く

﹇空﹈︵五︶2

十一欄4

見るからに︑胸がすくやう

かうして出來たパルプは︑

す・く ﹇漉﹈︵五︶1 すく ︽ーカ︾

な氣がする︒

十二悩1

ラウト思ッテ︑

三754ユフベカラ何モヤラナイ
カラ︑オナカガスイテヰルダ

スク すく ︽一

みつ＼︑其の語る所を聞けば︑

を取る手傳ひなどして︑土人に親し

十一953図

す・︿

かるく見えるに過ぎない︒

それから一年半過ぎた︒

速度もおそく︑人の歩くくらみの速
十一216

これらは簡軍な名前に過ぎ

さに過ぎなかった︒

九槻1 下界は︑一見はなはだゆる

十一667

ないが︑長い文章になると︑其の苦

十一998

ね

どろくにとかされてから︑種々の

ハ︑ソノコエヲキ

すぐ与

内地の製紙工場に送られ︑もう一度

スグ

十一悩9子の口の大瀧を過ぎると︑

紙にすかれるのである︒

まっすぐ

ネズミ

スグマヰリマス︒

﹇直﹈︵副︶77
今日まで殆ど退屈するいとまもない

一526

一257園

キツケテ︑スグヤッテキマシタ︒

中に過ぎて︑しきりになごりが惜し
出聾して二時間は過ぎた︒

一きは堅固と見る﹁ほの 二987 ヨシヲサンバ︑スグオキヨ
ウトオモヒマシタ︒
門﹂を過ぎて︑いよく本丸にたど

十二685

十一捌2

まれます︒

十一旧10国長いと思った欧洲航路も︑ すぐ

の水面が現れた︒

やがて眼界が開けて︑前方に十和田

ら︑

のおっとせいが群居してみるのだか

島に︑三十萬のロッペン鳥と︑三萬

面上わっか十五米に過ぎない此の岩

十一価9

そっとする程冷たく感ぜられた︒

面の濃霧で︑甲板を過ぎる夕風が︑

大泊に着いた時は︑港内一 イ︒ーク︾

すべての物があっといふ間に過ぎて

四日市を過ぎて︑平野から次
こま

大鳥居を過ぎ︑神氣身にせ

小笠原群島附近を過ぎる頃

やがて︑島と島との間のせ
かくて敷年は過ぎたり︒

た︒

心はとても一通りのことではなかつ

岡崎を過ぎてから︑適い平野

をかざき

い

生駒山の頂をかすめながら過
てんしゅかく

くわだん

一事どの邊だらう︑天守閣は

十325國

らは全く眞夏の氣候です︒

から︑だんく暑くなって︑それか

十248國

をがさはら

せば︑参道は又右折す︒

まるをおぼえつ﹂︑静かに歩みを移

十21図

と思ふ瞬間︑長い花壇が過ぎた︒

しゅんかん

九旧2

ぎると︑前は一望の平野だ︒

九欄4

第に山地に移る︒

九国10

が績いた︒

九榎8

しまふ︒

くと移動してみるが︑それでみて︑

八868 いつもの如く研究室にはいつ 九佃3 長い夏も過ぎ︑秋が來て︑
た佐吉は︑日が暮れても出て來ない︑
たかさき

夜なが過ぎても出て來ない︒

八樹7 高崎を過ぎる頃から︑遠山の

ね

姿が美しくなった ︒
と

何時の間にか︑利根川に沿うて北へ

八醜3 町を過ぎ︑村を過ぎ︑汽車は
進んで居た︒

八湿3 町を過ぎ︑村を過ぎ︑

八齪8 幾度か鐵橋を渡り︑短いトン
ネルを過ぎた︒

八価2此のトンネルを過ぎ︑第二の
トンネルを過ぎた所で︑題下を見た︒

八潮3此のトンネルを過ぎ︑第二の
汽車・は一騨を過ぎて︑間もな

トンネルを過ぎた所で︑眞下を見た︒
八価9

く第三・第四のトンネルを通過した︒
幾年を纒たに過ぎませんが︑

九1610 それ以來今日までわっか三十
九498圏 やがて行手に金門橋が水ぎ

十501図

まい水道を過ぎました︒

開けて︑湾の右手に大市街が見え出

市場婦りの朝鮮馬が︑けた＼

は高く現れ︑それを過ぎると眼界が

十635

ましく鳴いて過ぎる︒

しました︒

九559園 しかし︑それを過ぎると︑

すぐ一すぐ

834

出テ︑バケツノ中ヲノゾキマ

三727 サウシテ︑スグエンガハ ニ
シタ︒

三738 オカアサンガ︑ガラスノ
キンギョバチヲ持ッテ來テ︑
﹁︿略V︒﹂ト オ ッ シ ャ イ マ シ タ ノ デ ︑

私ハ︑スグキンギョヲキンギョ
バチヘウツシテヤリマシタ︒

三818 かういふと︑おちいさん
のすがたは︑すぐ︑水の中に
消えて︑見えなくなりました︒

三896 かういふと︑おちいさん
のすがたは︑すぐ︑水の中に
若い男は︑すぐ︑﹁︿略﹀︒﹂

消えて︑見えなくなりました︒
三907

と︑いってしまひました︒
さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

て︑すぐ︑水の中に消えてし

三922

まひました︒

三鵬7 おいしゃさまは︑すぐ見て
﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒナガラ︑ス

下さいました︒
ハ ネ オ キ マ シタ︒

四238
グ

四415月は︑雲にはいったか
と思ふと︑すぐ出︑出たかと
思ふと︑すぐまたはいります︒

出たかと思ふと︑すぐ

またはいります︒

四415

るぞ︒

四734團 すぐねらはれて︑つかま

いって︑すぐに︑仲間を大ぜい

四933 わにざめは︑﹁︿略V︒﹂と

連れて來ました︒

四978白兎は︑すぐ海の水を
白兎がその通りにしま

あびました︒

四㎜5
すと︑からだは︑すぐもとの
やうになりました︒

四価6恕すぐ連れて來い︒
四馬5 こけ丸は︑すぐそれを
二人は︑おどろいて逃出し

折ってしまひました︒

女は︑すぐ水を汲んで︑命に

さし上げました︒

五梱6

で︑すぐそれを取出し︑きれ

兄うかしは︑すぐに手下の者

いに洗って︑命にお上げになりまし

五搦3

た︒

六23

を呼集めて︑戦の用意をしょうとし
ましたが︑意外にも︑手下が集って

天皇のお使に弓を引いた兄が︑

來ません︒

六52

すぐ又天皇をお招きすると一三口って︑

四捌6

ましたが︑すぐに射殺されてし

すぐに︑二人の大志を︑兄う

新しく家を建てたばかりか︑

た︒

六211

大きなのが一匹︑すぐそばの
尊は︑すぐに︑おさとりにな
雪の朝などは︑いつもよりた

た︒

六悌9上るとすぐ︑元帥は︑家の人

すぐに武器の手入れをして

そこで︑すぐに木のかげを計

に︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

七314

つた︒

七497国

すぐ消燈ですから︑これで

から︑食事をしますが︑

七541囲

信長は︑すぐに役人に命じて︑

止めます︒

七738

すぐに背中が出る︑頭が出る︒

修理に取りか＼らせた︒

﹁︿略V︒﹂と思って︑人夫は︑

七974

すぐ川を渡って旅人の後を追ひかけ

七描3

た︒

降っても︑すぐからりと晴

んからのだといふことが︑すぐわか

八195国表の字を見ただけで︑誰さ

ります︒

八266圃

義仲からはすぐ返事があって︑

上ってしまひます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑木曾の家に傳はつて居

八394

た大切な刀を送ってよこしました︒

きんしう

取扱兵がすぐ抱上げて︑足の

番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向

八744

け出爽した我が軍に連れられて行つ

︸度はぱっと飛立ちましたが︑
よくなれて居るので︑すぐに又寄つ

二度︑三度︑やっとつまんだ

すみたふ

それを出納掛へ持って行くと︑

九㎜10 これはすぐ見つかります︒

すぐ書庫へ送られる︒

九954

と思ふと︑すぐに落してしまった︒

火事は︑少しはなれた川向か 九275

て來ました︒

六924

た軍用鳩であった︒

六909

も︑すぐになくなってしまひます︒

くさん直るので︑いくら餌をやって

六903

りました︒

六374

稻の葉に止った︒

六237

へ行った︒

學校がすむと︑すぐ︑たんぼ

かしの所へ︑おさし向けになりまし

六67

まひました︒

スルト︑北風ハスグ南風

シカシ︑南風ハスグニ元

ヲ追ヒハラヒマス︒

四伽一

四協8

氣ヲモリカヘシマス︒
さうして︑すぐトンネルへは
しかし︑すぐまたトンネルの

いりました︒

五338
五341

外へ出ました︒

象は︑たえず鼻を動かして︑
何かたべる物でも落ちて居ると︑す

五387

クモニハ︑ソレガ︑スグワカ

ぐその先ではさみ上げます︒

五787

ルモノト見エテ︑

私ガ︑ニイサント並ンデ立ツ
テ居マスト︑スグ前門カケテ居タヨ

五価5

ソノヲヂサンガ︑︿略﹀︑立ツテ下サ

元帥は︑家の苛々と一しょに

ふの町だと︑すぐわかった︒

六儒8

庭へ出たが︑はげしい震動が一先づ

オバアサントヲバサンガ︑チ

イマシタ︒

ヤウド私訴チノ前へ來十時︑私タチ

過ぎると︑すぐに居間へとって返し

五二6

ハ︑スグ立ツテ︑席ヲユヅリマシタ︒

835
すぐ一すくう

九撹5 北極星は︑何時見てもほゴ眞
北にある星ですから︑夜︑道に迷つ
た時など︑此の星を見つければ︑す
ぐ方角を知ることが出來ます︒

九鵬6 俗にいかり星とも山形星とも
いひますが︑これははっきりしてゐ
ますから誰でもすぐ見つけます︒

九佃7 で︑僕は︑其の頃學校から蹄
ると︑すぐ牧場へ行って見ました︒

北斗は嬉しさうに︑すぐ僕の所へ飛

九伽7 去年と違って︑僕が行くと︑
んで來て︑鼻をすり附けます︒

九槻3 物に驚いてかけ出さうとする
や う な 時 で も ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と聲をかけ

て︑手のひらで輕く首や背中をなで
てやると︑すぐ安心して静まってし
まひます︒
べ

﹇過﹈︵上二︶7

過ぐ

︽ーギ・

り︒

︽ーシ︾

同行者の一人計りて土人

すくいだ・す ﹇救出﹈︵四︶1 救ひ出

す

等を吊し︑善計を救ひ出しぬ︒

十一979図

十一956図樺太は島にして境を接すすくいたま・う ﹇救給﹈︵五︶1 救ひ

艇三隻に過ぎず︒

艦艇の沈没したるものわっかに水雷

十一599図我が軍の死傷甚だ少く︑

ーグル・ーグレ︾﹇▽ゆきすぐ

す・ぐ

ワトソン君︑すぐ來てく

﹁︿略﹀︒﹂と言ったら︑すぐわ

へ出て見た︒

十樹8
かった︒

十一4911園
れ給へ︑用事があるから︒

さうして新上屋の主人に︑

給ふ

十一708

る國土なく︑たとひ東岸に至るも土

いたづらにうき年月は

ききん

の御身で︑徳川の家を救ひ︑江戸市

民を救ひ給うたばかりか︑危き日本

の運命をもお救ひになったと言って︑

﹇巣﹈

︵四︶2 臨くふ 巣く

す

決して過言ではないのである︒

︽ーヒ︾

すく・う

白日︑竹千代︑かなたの御
す
殿の軒端に︑雀の巣くひたるを見つ

﹇掬﹈

︵五︶2

すくふ

一面の芝生におほはれた校

つて遊んでみる子供たちがあった︒

庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

十一778

︽ーッ︾

すく・う

あまりの欲しさに参りて候︒

九453図園雀の巣くひたるを見て︑

けて︑﹁︿略V︒﹂と命じぬ︒

九鱗4図

ふ

かう考へると︑宮は一女性

︽ーウ︾

萬一お餓りに又泊られることがあっ

十二悩4
きぬ︒

やがて打績く松並木の間

そのかみ︑大宮人の梅を

十二⁝⁝⁝6図面

に過ぎず︒

大路︑今にして思へばたゴ一場の夢

かざし紅葉をかざして往來しけん都

十二柳1図

にぬかつく︒

を過ぎて境内に入り︑先づ辞殿の前

十二44図

今市を過ぎ︑大社騨に着

人の部落貼在するに過ぎずとそ︒

道は︑すぐ登りになる︒

十二310図

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

遊覧船が出るといふので︑

んでおいた︒

十一描7
いうらん

十一燭2
すぐ乗込んだ︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑

ベートーベンはピヤノの前に腰を掛

十一柵7

おかあさんにさう言って︑

けて︑すぐにひき始めた︒

十一悩1

夕飯がすむとすぐ出掛けた︒

中

過ぐれどもさめぬまよひの夢の世の

すぐ飛行服に身を固め︑軍
刀を片手に︑地圖其の他をたつさへ

十一柵9

て飛行場に出る︒

あ

間︑すぐに安倍川を越えて登山であ

九齪2 静岡の上空を通ったのも束の
る︒

ぐる橋の上のタ暮近き雨のはれがた
救

5このはずく・みみずく
﹇救﹈︵名︶1

昔から彼等に封ずる救の手はどこか

始めて我にかへった村人は︑

ざまついてしまった︒

つくと︑無言のま＼五兵衛の前にひ

此の火によって救はれたのだと氣が

十598

ハ︒ーヒ・ーフ︾﹇▽おすくう

すく・う ﹇救﹈︵四・五︶10 救ふ ︽一

くった︒

其の上︑しばく飢饅があ 十一伽5 みんなが嬉しがって雪をす
は︑血まみれの軍服を切開いて︑す

り︑洪水があり︑兵齪があっても︑

十二242

すくい

敵戦車の機關部にばつく ずく
んを上げ始める︒

と火柱が立つたと思ふと︑すぐ火え

十一一836

せず︑すぐ會得して下行にか﹂る︒

十95 僕等は︑機械のたくさん陳列 十二393園 しかし︑顔回は質問一つ 十二柵6図圏 かささせるさ＼ぬも過
してある間を通って︑すぐ二階へ上
る︒

十566 彼等は︑すぐ火を消しにか＼
らうとする︒

のすぐそこに︑此方をさして突進し

らものばされなかった︒

十719 すると︑まことに突然︑右手 十二8910 始めて氣がついたをぢさん
ぐ止血をし︑ほうたいをしたが︑そ

救小屋

けて救助に力を用ふれども︑人々の

幕府は諸虜に救小屋を設

ばくふ

﹇救小屋﹈︵名︶1

苦しみは日日にまさり行くばかりな

十一備8図

すくいごや

て湧上つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

足もとからむくくと濁つ
せりの葉並が一そう美しく見える︒

十二捌6

れっきりもう立てなかった︒

て來る船があった︒

十価4 船長が︑すぐに︑機關室に通
じてるる傳聲管に向かって︑同じ事
を叫ぶ︒

十川6 さうだと思ふと︑僕はすぐ外

すくえる一すけざえもん

836

十﹁価7図囹 我が一切纒の出版を思
佛教を盛にせんとするは︑ひつきや

ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

一切纒を世に廣むるは︑

う人を救はんがためなり︒
十﹇価11図囹

もとより必要のことなれども︑人の
死を救ふは更に必要なるにあらずや︒

十一柵1図 青眼︑こ＼において再び

﹇少﹈︵形︶3

か＼らう︒

すくな・し

もったいないが︑これで村

中の命が救へるのだ︒

十548園

少い

︽一

ず︒
ひこな

少し

︽ーカ

我が軍の死傷甚だ少く︑

すくなひこなのみこと

すくな
︹課名︺2 少

名︺5

すくなひこな

﹇少彦名命﹈︹人

少彦名のみこと

すくなひこなのみこと

すぐは

みだれは

光りする鐵の色︑直刃・齪刃の刃

文の美しさ等に至っては︑筆舌のよ

二人は︑共にすぐれた名人で︑

すぐ・れる ﹇優﹈︵下一︶3 すぐれる

︽ーレ︾

七143

かまくら

又仲の好い友だちであった︒

源三朝は︑鎌倉時代のすぐ

みなもとのさねとも

人麿は︑特に歌の道にすぐ

がさ
﹇菅笠﹈︵名︶1 すげ笠
がさ
すげ笠・あみ笠・赤だすき︑

れてるたので︑後世歌聖とた＼へら

十二9810

れた︒

すげがさ

笑ひ聲やら︑歌の聲︒

五565圃

十二描9図

助左衛門は︑奮然として

助左衛門の計書たして成

警護建設の事を思ひ立ちぬ︒

十二悩10図

洲に向かふ︒

るを待ちて︑漁夫をはげましつ﹂白

十一一掴5図 助左衛門︑波のや＼静ま

助左衛門←いわまつすけざえもん

それは︑少彦名のみことと すけざえもん ﹇助左衛門﹈︹人名︺7
いふ神様です︒

五623園

大國主のみことは︑大そうお
喜びになって︑少彦名のみことを︑

五631

或日︑少彦名のみことは︑お

おうちへお連れになりました︒

五638

かういひながら︑少老名のみ

つしゃいました︒

其のしっとりと滑らかで底

助左衛門︑ひたすら彼等

かくて白洲を視察せし官

吏は︑助左衛門が公共のため一身を

十二榊8図

は彼を危地におとしいれんとす︒

漁民等怒りて彼をおどし︑甚だしき

を説得せんとて各地に奔走せしに︑

十二柵1図

らんか︑彼等はみすく此の眼前の
一斗おつ

ことは︑粟の董につかまって︑する
﹁さやうなら︒﹂と︑

利を失はざるべからざりしなり︒

まし．た︒

十一欄4

すぐは

すぐは
﹇直撃﹈︵名︶1 直刃

もう︑お姿が見えなくなってしまひ

しゃつたま＼︑少彦名のみことは︑

五656

くとお上りになりました︒

五649

れた歌人であった︒

十一9611図夜は野宿すること少から 十備4

艇三隻に過ぎず︒

艦艇の沈没したるものわっかに水雷

十一598図

名勝の地少からず︒

すくすく ︵副︶1 すくく
ラ・ーク︾
くするところではない︒
九592囲 高い建物が︑すくくと眞 十﹁539図 内海の沿岸及び島々には すくめる ﹇▽いすくめる
直にそびえてみるばかりでなく︑町
﹇少﹈︵形︶7

といふ町は︑縦も横も皆直線です︒

すくな・い
滞洲は川も湖も少いので︑

イ・ーク︾←ひとずくな

八256国
奥地に住んで居る人たちは海が珍し

意を決し︑喜捨せる人々に説きて出
版の事業を中止し︑力の及ぶ限り廣
く︑

八263團満洲は雨が少く︑私がこ＼ 彦名のみこと 少輔名のみこと

く人々を救ひぬ︒

十二脳11 此の喜びをあまねく世に分

五目！4

少年名のみこと

に來てから二箇月になりますが︑其

五574十三少偏名のみこと

少くとも

十三

つて︑人間を救はねばならぬと︑彼

の間ほとんど雨らしい雨は降りませ
あみのしま
ん︒

品物が少くて買ふ人が多．い時

は氣ついた︒

十二悩3図 白洲に近き藍島の漁夫︑

反封に︑品物が多くて買ふ人

きけん
何よりも棄権者が非常に少
雪の少い南量定の畠はよく耕
されて︑農家がぼつぼつ見える︒

十旧10

い︒

十四4園

くなります︒

が少い場合には︑品物のねだんは安

八川5

には︑品物のねだんは高くなります︒

八川3

げんかい

先づこれを救はんとして船を出した
れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも
てあそばれて進むこと能はず︒

十二㈱9 徳川の家を救ふことは︑結
徳川の家を救ふことは︑結

局江戸百萬の市民を救ふことである︒
十一一鵬10
局江戸百萬の市民を救ふことである︒

はうと︑朝廷へ寛大の御慮置を請ひ

十二柳5 此の間にも︑主家の難を救

つて︑丈の低い細い木が目につくや
﹇少﹈︵副︶2

何時の間にか大木が少くな

奉る歎願書をたつさへた關東方の使
くし
者は︑櫛の歯を引くやうに京都へ向

うになった︒

すくなくとも

十一慨2

かったが︑

十二悩3 宮は一女性の御身で︑徳川

あの絶頂へ上る傾斜は︑少
其の美術館をごくざっと見

るにさへ︑少くとも二日や三日は

十二餌6

くとも四十五度以上はあらう︒

十﹁伽1
救へる

の家を救ひ︑江戸市民を救ひ給うた
﹇救﹈︵下一︶1

ばかりか︑

︽ーヘル︾

すく・える

837

ノミセ

カラ︑ラヂオガキコエテ

捧げてか＼る難事業に當れるを見て︑

少シノアヒダ︑オヒマ

一寸ボブシノセイガ︑少

シ高クナリマシタ︒

三603

ヲ下サイ︒

三508園

キマシタ︒

助左衛門︑半生の志實現

感歎止まざるものありき︒
十一一欄1図

明治五年︑未だ其の成るを見ずして

するの近きにあるを喜びたりしが︑

死せり︒

した︒

五313囹

つて居ました︒

六櫛3圏

村

少しにご

からかさ松の少し先に︑小さ

な茶屋が一軒ある︒

七242 春の少し暖い晩︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

土に︑少し砂をまぜて鉢に入

蛙の鳴く聲がする︒

れ︑

七462

君は軍人が好きだから︑今

日は少し兵螢生活の様子をお知らせ

七481国

こ＼へはいって︑少し掛け

しませう︒

僕も︑少しつつ持って運んだ︒ 七価2園

少しでも納めさせていたゴ

たらどうです︒

七洋6園
六261

少しむつかしかったが︑のり

何とかして︑少しでも納め

少ししてから︑かの人夫は︑

見通しのつかぬ程大きい日本

それと似て︑少し様子の違ふ

ひそかに芽

ごらん︑其の枯草の中に︑

ぐんでるるのを︒

少しの青いものが︑

八湘3魍

のが﹁はうぼう﹂です︒

八粥2

丸は︑少しつつ動き始めました︒

七三2

へ行って見た︒

何氣なしに先程渡し賃を三つた場所

七価4

します︒

させていたゴけるやうにお願ひいた

散乱9園

くわけには行きませんでせうか︒

六519

火事は︑少しはなれた川向か

で︑どうにかはりつけることが出門
た︒

六923

窓をあけて見ると︑向かふの

ふの町だと︑すぐわかった︒

六941

空には︑ぱっと火の粉が上ったり︑
又少し暗くなったりする︒

六研7圏此のガラスのふたをすると︑
少しすかして置いても︑日中は二十
少し泣きつかれて︑ぼんやり

四五度ぐらみになるから︑

六棚7

少し話して聞かせようかな︒

って行く水よ︒

から町へ︑ゆるやかに︑

まだ少し早いが︑おべんた 六鵬3圏春は春でも︑まだ始︑

門をはいって少し行くと︑く

うにしませう︒

五364

始メマスカラ︑チツトモユダンが出

ソットヤッテ來マス︒

サウシテ︑北風ノ作ッタ

雪ノ山や氷ノ池ヲ︑少シデ

四伽8

七212

少シデモオクレルト︑カゴノ 六柵4園 もう少し︒

じやくが居ました︒

五536

來マセン︒

マハリや棚ノスミナドデ︑繭ヲカケ

しかんがへてからいひ出しまし

三652うさぎの良雄さんは︑少
た︒

十二柵10図 下愚海峡西口に當りて明
滅する燈光を望みつ＼︑かの助左衛

朝御飯がすんでから︑少し勉
強をした︒

五865

あさごはん

くなって來ました︒

三668そのうちに︑たぬきの舟 五708 谷を出ると︑あたりが少し廣

門の昔を思へば︑誰か其の先見と義
氣に感ぜざらんや ︒

が少しおくれました︒

五893国

花子さんは︑いたいのが

少しなほったやうに思ひました︒

三七4

四鵬8 ぼくは︑少しはっかしかっ

なって︑うれしくてたまりません︒

この頃︑少し泳げるやうに

とても物を投入れる氣になれない︒

十一搦8 すごい程美しい神秘の淵︑

たが︑思ひ切って︑﹁︿略﹀︒﹂と聲

少シ

モトカサウトシマス︒
あまりおもしろさうなので︑

思ひになって︑少し戸の外へ出よう

﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタガ︑

五能1牛込︑少シアワテタヤウニ︑

スコシ

四伽2 シカシ︑北風が少シユダ
ンヲシテヰルト︑暖イ南風ガ

をはり上げて︑豆をまきました︒

﹇少﹈︵副︶ 6 8

スコシイクト︑ムカフカ

五44

天照大神は︑少しばかり岩戸をあけ
て︑おのぞきになりましたQ

スコシイクト︑コンドハキジ

このころになると︑おたまじ

となさいました︒

五145

やくしは︑尾のつけ根の所が︑少し

夕方近い本堂は︑少し暗くな

足もとを見て居た雪舟は︑

少し平かな︑ひろい所へ來ま 六搬9

ンバ︑オカアサンニイヒツカッ

五292

ふくれて來ました︒

ニー14 スコシイクト︑トケイヤ

テ︑ハガキヲダシニイキマシタ︒

ニー05 スコシタッテカラ︑太郎サ

ガキマシタ︒

一651犬トサルヲツレテ︑マタ 五53 大神は︑いよくふしぎにお

ムカフカラサルガキマシタQ

一63一 ソレカラスコシイクト︑

ラ犬ガキマシタ︒

一606

少し

すこし

始めて洋上のスコールにあひました︒

十一柵6団 上海を出て三日目の午後︑

ならぬ︑すさまじいスコール︑

スコール ︵名︶2 スコール
ひかく
十311国 内地の夕立とは全く比較に

イ︾←ものすごい

すご・い ﹇凄﹈︵形︶1 すごい ︽一

すごい一すこし

はと

九642 鳩より少し小さいくらみの大
きさですが︑

せ＼らぎの

音もまさりて︑

九725図圏 行く水は少し濁れど︑
九972 少し疲れたので頭を上げて見
廻すと︑

もう少しがんばれ︒

通有も左の肩を射られたが︑

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

六589

大小などは︑少しも氣にしなかった︒

も

自分が修史に志してからす

すご

でに長い月日を過したが︑其の業は

すごすこ

彼は︑すごくとして最後の

宣長は力を落して︑すご

すべて眞上から見る樹木は︑

ちやうじゅ

從一位侯爵にのぼり︑八十

だから︑パナマ運河は︑すこ

門の奥行が柱間三問である

力強くたぐりながら︑すこ

ぶるなれた手つきで魚をはっす︒

十︸889

ことも︑すこぶる攣ってみる︒

十一275

らなかったのです︒

ぶる攣った仕組に作られなければな

十伽7

る厚かった︒

功績は一世に高く︑君寵はすこぶ

くんちょう

一歳の光榮ある長元を終るまで︑

十875

じゅいちみこうしゃく

た男は︑すこぶるのんきである︒

十378 ﹁︿略﹀︒﹂と︑秋野君といはれ

すこぶる貧弱である︒

指導8

すこぶる ﹇頗﹈︵副︶11 すこぶる

くともどって來た︒

十一706

ボートに身をゆだねた︒

十754

家の中へはいって行きました︒

らはれたなと思って︑すごすごと︑

さては︑自分の悪だくみがあ

︵副︶3

遅々として進まぬ︒

すごすご

ち

十二453

から急ぎ足に道をたどって寝たが︑

めに︑思はず時を過して︑宮の御後

七561此のへんの敵の様子を探るた

十一874圏昨夜より少し沖へ出たな︒ 六575 けれども︑我が武士は︑船の すご・す ﹇過﹈︵五︶2 過す ︽ーシ︾
十一佃5園

先生は︑少し加減をなさ

八398

たします︒

何だか申しわけがないやうな氣がい

ながら︑少しも税金を納めないでは︑

もう少し待ってるてやつ 七悩9園たゴ村のお世話になって居

ったらどうでせう︒

十二351囹
十二8710圏
て下さいね︒

り足らぬところが違ひますだけで︒

たゴほんの少しおつしや

十二備9囹私には︑姉上が少しでも

十二駕3園

頭の年上まで行く途中︑眞中置より

九㎜2 地平線から次第に見上げて︑
少し低い所に︑かなり大きな星が一

廻すと︑今まで少しも氣がつかない
でるたが︑松本君がずっと向かふの
席にみる︒

後より從ひ行けども︑其の
中佐すでに第二琿を左手に︑

人少しも氣に止むる氣色なし︒

九欄8図
九欄2図

更に第三弾を腹部に受けたれども︑
ふんせん

禮は車に任せながら︑心は

少しもひるむ異なく︑なほ奮戦を績
けたり︒

十一悩7

着発に奪はれて少しもいとまがない︒

然れども冷眼少しも屈せ

だから︑こんな筏の十や二

ず︑再び募集に着手して努力するこ

ぼしふ

十一価4図

と更に尊命︑

十二2710

十が云いて下ったからとて︑少しも

しかし︑修行者は少しも驚

じゃまになるわけではないQ

十二擢6

少しも待てぬ︒

かなかった︒

十二備4圏

六92

光盛の娘は︑其の後︑書夜頼 く
朝をねらひましたが︑少しもすきが

つ見えるのがそれです︒

お勤をお怠りにならうとは思はれま

少

少し疲れたので頭を上げて見

ありません︒

モ︑三ツニナッテモ︑少

九973

せぬ︒

少しく

齢一目を閉ぢ︑一心に神に

﹇少﹈︵副︶2

八㎜3図

すこしく

ばさんもせっせとせりを摘んでみる︒

川の少し上手に︑よそのを

十二欄5

え

九梱1 北より少し西へ寄った方に︑
ます

九川2 枡を下に︑少し曲った柄を上
に︑ちやうど柄杓を立てたやうなか
つかうになってゐます︒

九字2 夜がふけると︑思ひなしか屋

祈りて︑再び目を開けば︑風や＼静
まり︑扇も少しく落着きて︑射よげ

根瓦が少ししめって來る︒

九柵7園 少し負けろ︒

かへで

﹇少﹈︵副︶16

少しも

ユキハ︑少シモオトヲタ

ハシリマシタ︒

カメハ︑スコシモヤスマナ

スコシモ

ばら・楓等の芽も︑少し

に見ゆ︒

どうえう

シモ

すこしも

く紅の色を増せり︒

十柵7図

十欄8 すると︑一座が少し動揺し始
めました︒

ら︒

十川5園 少し言方が大きかったかし
十撹4 少しばかり背が低くなったく

一492
イデ︑

ニ︑フッテヰマス︒

ません︒

者が來ても︑ 少しも恐れる事はあり

五摺5囹 これさへあれば︑どんな悪

シモ大キク ナリマセン︒

ナッテ

三495 ︻寸ボブシ バ︑ニツニ

テズ

一一

らゐです︒

みたら︑自由自在に船も通れるでせ

十梱5 若しあそこが少しでも切れて
うが︑

十襯2 父は少し改つた調子になった︒

十塀1囹 もう少し︑車内の温度を上
げてくれたまへ︒

十一409 少しかすれた聲だつた︒
が︑機械に向かって話しかけます︒

十一499 少し震へを帯びた先生の聲

V7
V

すこしく一すこぶる

838

839

エプロンを掛けたといふ︑すこぶる

十一鵬7 どれもこれも︑水兵さんが
︽ージキ︾

すさま・じ

﹇凄﹈︵形︶1
ばくおん

すさまじ

すさまじき爆音を立てなが

←くちずさむ
﹇退居﹈

すさり

さうして︑す︑のか＼つた

に置きました︒

ガラスの面には︑ぎざくの線がゑ

十一472

がき出されるのでした︒

三706園大きなす球をねこの

ず

おのれは古がさを買うて すず ﹇鈴﹈︵名︶4 すゴ 鈴﹇▽こす

︵五︶−

鮮かな島影を見ました︒

ずさむ
すさりお・る
︽ーラ︾

嘗て︑やれ末廣がりで候の︑骨磨き

いくひやくすじ・おんみちすじ︒しん

はどうでせう︒

きこえたら︑にげることにして

首につけておいて︑その音が

でのと申しをる︒すさりをらう︒

十二621園
すさまじ

をる

︽ーイ︾

﹇凄﹈︵形︶8

ら︑瀬といはず淵といはず︑飛ぶが

十佃9図

い

すさまじ・い

如くに進む︒

こっけいな姿であ る ︒

流し産を失ひて︑路頭に迷ふ者敷を

十一価2図 死傷すこぶる多く︑家を
知らず︒

十二佃5 此の廣場を中心として︑す

さいばしすじ・ひとすじ・まちすじ・

やがて︑又こうくとすさま すじ ﹇筋﹈︵名︶1 筋←いくすじ・

じい音を立てて︑敷皇の職車が來ま

八525
した︒

こぶる不規則に射出する七つの街路
を︑人の波︑車の波が刻々と押寄せ
しものせき

雨に洗はれた築山のくまざ
さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑
かへで

頭上
しげくら

心字の池に枝をさしのべた楓は︑も
■みずし

う色づき始めてみる︒

ずし

﹇頭上﹈︵名︶4

遠くでしきりに鈴の音︑それ

しきりに鳴る︒

十二7410図 なはに仕掛けたる鈴は︑

る︒

と共に﹁︿略﹀︒﹂といふ呼聲が聞え

十川5

三716園それもよいが︑だれが︑
そのす球をつけに行くのか︒

る︒
かうか

汽車は︑すさまじい音を立て

ずじょう

十ニー23

それも一番初に使はれたの

頭上には︑高さ二千米の茂倉 すず ﹇錫﹈︵名︶1 すず

は銅で︑其の後に銅とすずとをまぜ

た青銅が使はれ︑最後に鐵が使はれ

矢はあやまたず狐の頭上を

るやうになったQ

すドか

脚下には︑鈴鹿山脈がうねり

1鈴鹿山脈

すサか

すずかざんみゃく ﹇鈴鹿山脈﹈︹地名︺

すれくにかすめて︑鼻先なる土に
り︒
やぐら

十二665

始めた︒

九価2

あるといふ程でもないが︑花びんの

空は水のやうにすんで︑風は

オイデヲシテヰマス︒

二47 ニハノススキガ︑オイデ

すすき ﹇薄﹈︵名︶2 ススキ す＼き

頭上には︑乾の小天守︑西
の小天守及び大天守が︑東の小天守

十二688

塀・櫓が層々と頭上にのしか＼る︒

道に沿うて︑時に石垣・

ぶすと突立ち︑狐は其の場に倒れた

九187図

岳が天にそびえて居るはずだ︒

だけ

内地の夕立とは全く比較に 八櫛8

ひかく

十一一428

九603團地下には地下繕言︑街上に みすじ・みずすじ・みどうすじ
は高架諸道が︑すさまじいひgきを

十二佃6図 しかも︑適応海峡を出
越する船舶の航路に接するを以て︑

其の間を汽車はすさまじい勢

立てて走ってゐます︒

ら

すさまじい響と共にもりが飛

ならぬ︑すさまじいスコール︑

十311団

て︑漢江の鐵橋を渡った︒

かんかう

九佃5

で走る︒

九期8

古よりこ㌦に難破するものすこぶる
多く︑

十二㈱11 慶喜は事のすこぶる重大な
のを知って︑大阪から海路江戸に露
つた︒

だ いだいり

すごろく ■vどうちゅうすごろく
すざく
﹇朱雀﹈︹地名︺1 朱雀
すざく
すざく

汽車が次第に速さを増して︑
は︑乗ってみた人も見てみた人も︑

一時間約二十粁の速度で走った時に

脳槽5

び︑綱は波打ってくり出された︒

十二価10両君に大内裏の宮殿を仰ぎ︑ 下輩7

朱雀の大路南に走りで︑南端に羅

じゃう

城門をふまへたる古の奈良の都は︑
﹇朱雀大路﹈︹地名︺1

如何に美しく︑如何に盛なりしそ︒
すざくおおじ

其の速いのと勢のすさまじいのに驚

あのはためく雷に︑すさ

朱雀大路

十二佃1園

いた︒
﹇素菱鳴尊﹈︹人名︺

十二鵬図 朱雀大路
すさのおのみこと

わら

す︑きがゆれて︑其のかげが畳の上

まく

其の一方を耳の鼓膜に詰れさせ︑他

こ

先づ一本の藁を持って來て︑ 七伽2
の一方をす︑のか﹂つたガラスの上

十一469
一時ばう然としましたが︑やがて拭

其のすさまじさに︑誰も
つたやうに晴上った海上の一角に︑

十一柵8囲

と四つ目に並び︑
まじい雨に︒
1 すさのをのみこと
あまてらすおほみかみ
五195 天照大神の御弟に︑すさの すさまじさ ﹇凄﹈︵名︶1 すさまじさ すす ﹇煤﹈︵名︶2 す＼

をのみことと申して︑大そう勇士の
ある神様がいらっしゃいました︒

すさぶ ←ふきすさぶ

すごろく一すすき

﹇濯﹈︵四・五︶4

にちらついて居る︒
すす・ぐ
︽ーイ︒ーガ・ーギ︾
い
すゴ

す＼ぐ

を洗ひ︑口をす︑いで御門の前に進

五84国 五十鈴川のきれいな水で手

んでをがみました︒

十210図水屋の水に口す︑ぎて︑此

すずなり

鈴なり

すゴなり

起ていの物は枯れて茶色にな

﹇鈴生﹈︵名︶2

八499

すす・む

す＼む

進む

ススム

︽ーマ・ーミ・一

﹇進﹈︵四・五︶82

進ム

ススメ
ススメ

ススメ ヘイタイ

ススメ ヘイタイ

ススメ ヘイタイ

ム・ーメ・ーン︾﹇▽おすすむ・かけすす

一51圏

む・つきすすむ

一52圏
ススメ

グンカン

るしの軍旗︑しるしの軍旗︒

僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ

來ルトコロヲ︑モグリナガラ進ンデ

六佃9

行ツテ︑魚雷デ打沈メテシマフノデ

アルガ︑

もう進むことも退くことも出

通なかった︒

七37

自分の笛の音に酔ったやうに︑たゴ

七352曲の進むにつれて︑低回は︑

みだう
大阪騨からほゴ南へ︑御堂筋

吹きに吹いた︒

七663

といふ大通を進むと︑やがて︑大江

おうい︑うさぎ君︑ぼく

橋を渡って中之島といふ所へ來ます︒

なかのしま

の舟は︑なんだかおもくて

けはしい山道を上ったり︑ 七884園 槍のほさきを並べて一度に

進め︑進め︒

進め︑進め︒

烈しい藤吉郎の號令に︑一せ

七924園

4

日本に春が遷ると思へば︑も

さして進むのです︒

う彼等は矢もたてもたまらず︑北を

八

上島軍はさんぐに破れた︒

いに進む木下軍に追ひつめられて︑

七925

七924園

深い谷を渡ったりして︑だん
進むのだ︒
くおくへ進んで行きました︒
七885囹先づ中央の隊は正面から進
四608もっと進んで行きますと︑ め︒
今度は︑谷川で︑ ︸人の若い
七886園 左右の隊は横から進め︒

四591

す︑まないやうだ︒

三673圏

ススメ

一54圃

ススメ

つてみる中に︑梢にす球なりの柿が︑

こらう

弟彌五郎︑これを敵に見せ

ススメ

赤々と照ってみる︒

十481図仰げば庭前の柿の梢は︑大
空に墨豊をゑがき︑鈴なりの赤き實︑
さんごじゅ
夕日を浴びて︑さながら班瑚珠の輝
進み

の門を入れば︑中央の葬殿︑左右の
くわいらう

さはらのじふらうよしっら

︽ーデ︾

﹇進出﹈︵下二︶5

くに似たり︒

出づ

すすみい・ず

廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らか

に︑おごそかなり︒
これんみん

八67！図佐原十郎義連進み出で︑

十二梱1魑困何とぞ私への御憐慰と
思し召され︑汚名をす〜ぎ︑家名相

﹁︿略﹀︒﹂とて︑夕占にかけ進めば︑

一人の家來進み出で︑

立ち候やう︑私身命に代へ願ひ上げ

や

女が︑しくくと泣きながら︑
あめ

せんたくをしてゐました︒
この時︑天のうずめのみこと

すゴ

まひ
は︑岩屋の前へ進んで︑舞をなさい

五36

ました︒
い

五十鈴川のきれいな水で手

五85国

が

八672図圏

進めや︒

ひかんやうもなし︒

いざ︑進め︒

八661図園

河の國にお着きになりました︒

八668古今は先へも進まれず︑後へ

通有も左の肩を射られたが︑

まっしくら︑進む兵士の し

身をすてて︑ 皇國のため

みくに

六591

に︑

六627圏

少しも屈せず︑刀をふるって進んだ︒

すっかり愛つた︒進んだものだ︒

六351尊は︑東へくと進んで︑駿 八601園 自分の行って居た頃とは︑

する

士︑たくましき馬にまたがりて進み

進み

んでをがみました︒

を洗ひ︑口をす＼いで御門の前に進
鳥居勝商といふ者あり︑
﹇進出﹈︵下﹈︶1

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

十二742図

出で︑﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武

十二4910図年の頃二十居りにして︑

にの＼しれば︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑胸をた＼いて聲高らか

じと矢面に立ちふさがり︑進み出で︑

十169図

て︑齢一を召出す︒

﹁︿略V︒﹂と答へたれば︑﹁︿略V︒﹂と

八986図

三千齢騎も旧いて下る︒
朝敵の汚名はす︑がれ︑徳

参らせ候︒

十一一悦10
スズシイ

スズシイカゼガ︑ブイテ

︽ 1 ・ ー イ︾

﹇涼﹈︵形︶5

川の家名は乾乳をまぬがれた︒

涼しい

すずし・い

﹁283
キマス︒

五867 休中は︑毎朝︑涼しいうちに
勉強するつもりだ ︒

七377圃 涼しい風にくるくと︑
まはるは五色の風車︒

九伽6 二階へ上ってみても︑さして
涼しい風はなささうである︒
ちやう

子の街路樹がずらりと並んで︑涼し

すすみ・でる

︽ーデ︾

やがて木下藤吉郎は︑五十人
持たせ︑隊を組んで進み出た︒

の中間に︑めいめい十八尺の竹槍を

七897

出る

置

十336團 そこに南洋磨があり︑椰

涼しさ

さうなかげを作ってゐます︒
﹇涼﹈︵名︶1

ると︑急に快い涼しさを贅える︒

十一佃2 やがて針葉樹の密林へはい

すずしさ

すすぐ一すすむ

840

841
すすむ一すすむ

八㎜7 一匹として反封の方向へ進む
のはありません︒

八二4園 外側を廻って居るものも︑
内側を廻って居るものも︑揃って同
時に進んで居るだ ら う ︒

大急ぎで進んで居 る ︒

八丁5園 つまり外側に居るものは︑

九柵7

我が國は︑神代このかた萬世

一系の天皇をいたゴき︑世界にたぐ

せう

ひなき三三を成して︑今日に進んで
來たのであるが︑

拝殿に進み︑明治天皇・昭

けんくわうたいこう

十33図
憲皇太后御二柱の神の御前に︑う

やくしくぬかつく︒
しかし︑今の戦孚は昔と違

つて︑一人で進んで功を立てるやう

十228園

背びれ・腹びれを上下に張って進む
なことは出置ない︒

八襯7 胸びれをすっと左右に張り︑
姿は︑あのさかな屋の店先で見るの

つま先上りの廣い道をたどり

ながら進む前には︑こんもりと茂つ

十383

八矯8 岩や砂の上を歩く時は︑八本

た山が見上げる程迫って︑其の頂は

とは全く違った感じです︒

の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横

ばくおん

鳥居をく窟りて進めば︑な

完成しなかったかも知れません︒

十邸3図
ぎの古木あり︒

すさまじき爆音を立てなが

ら︑瀬といはず淵といはず︑飛ぶが

十樹1図

進むに從ひて現れ去る奇

如くに進む︒

十旧9図

岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

更に進めば︑眺望いよ

或は深き岩穴を作る︒

十一18図

く開けて見渡す限りすべて花なり︒
そう

十﹇48図本道を南に進みで忠僧宗
信の墓をたつね︑

しん

ぎょゑん

近代京都が誇る烏丸の大通
を北へ進んで︑京都御所の御苑に入

十一了8
ると︑

中門と︑塔と︑金堂と︑其

にくり出されて︑

にて土人をやとひ︑小舟に乗りて北

十一937図先づ樺太の南端なる白主

に進む︒

十一9310図翌年再び北に向かひて四

月ノテトに着き︑更に進みでナニ

ヲーに達す︒

ば舟を引きてこれを越え︑河・湖に

十一9611図其の間︑山にさしか＼れ

﹁はひまつ﹂にすがりなが

出つればまた舟を浮かべて進む︒

十一伽2

はつ
郊外に出ると︑自動車は八

ら進んだ︒

かふだ

十一梱7

樹木の密生する谷底の道を︑

甲田山を目ざして進んだ︒

十一齪8

かうして熱帯の港々をた

此の度は製版・印刷の業

松江を乾したる汽車は︑

しんぢ

こと約四十分︑やがて新川を渡り︑

風光圭旦の如き宍道湖のほとりを走る

十二36図

着々として進みたり︒

十一摺8図

は音に聞くインド洋です︒
いんさつ

がスマトラ島の北端をかはすと︑前

つねながら進んで︑七月十五日︑船

十一備8囲

て埠頭に下りると︑

私たちを乗せたランチが進んで︑さ

十一糊8国其の船の間を縫ふやうに︑

船は御倉半島を目ざして進

おくら

進んでいよく佳境は浮き

流を右にし又左にしつ︑進むのだ︒

十一悩2

ない︒

十一263

の入組んで見える屋根が︑一歩々々

一歩々々進むにしたがひ︑木

立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

わこと

む︒

十一価3

かんみむすび

人の世の力は

日に月に進みで止まぬ
たかみむすび

敷島の日本の國の

やまと

十一625図圃

へ寄って由る︒

進むにつれて︑ゆらぎながら私の方
二度三度︑村の上を海は進み
しかし︑いくら人間や機械の

高皇産璽・神皇産露の︑

なべて︑

た望注意しなければなら

力が進んだにしても︑此の岩だらけ︑

とです︒

て︑

直線に進む船のともから︑網が次第

十一864

ぐっと速度を落しながら一

賞しながら進むと︑湖景は快く開け

十一821

先づ和琴半島の優美な姿を

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十一733圏

かしこしや︑産露のみわざ︒

今度は上手の水門が開き︑船

來さうにありません︒

同じ高さに水を通すことは︑中々出

山だらけの土地を掘割って︑海面と

十偽4

立退いた︒

十592

完全な姿を現す︒

十姻8

くあたりが仙境らしくなって來る︒

一樹も進んだ頃から︑だん

霧に包まれてるる︒

け

十386

に傾けながら進みます︒

八描9 八本の足を一つに揃へ︑胴を
先頭に︑まるで矢のやうに進みます︒

八百4 町を過ぎ︑村を過ぎ︑汽車は
と ね
何時の間にか︑利根川に沿うて北へ
進んで居た︒

ゑち

八旧1 山は︑奥へ進むにつれて高く
ふゾき

なった︒
ご

八㎜7 吹雪を突いて︑汽車はたゴ越
あらひば

後平野を北へ北へと進んで行った︒

九375 洗刷毛を持つた数十人の水

かいけふ

兵が︑甲板をこすりながら頭を並べ
て進んで行く︒

十梛4

は水路に沿うて走る機關車に引かれ

九495困船が金門海峡にさしか㌧つ
あみ
て︑左右に山を仰ぎながら︑一路藍

ながら︑静かに奥へ進みます︒

若し此の仕事が進まなかった
送られて來ようとも︑パナマ運河は

ら︑よし薬毒・下命萬の人がこ＼に

十個8

をた＼へたやうな水路を進んだ時は︑
何となく胸がをどるやうでした︒

進んだ︒

九796 鹿介もた窟一人︑流を切って

すすむ一すすめる

842

ひ

いがは

更に進みで斐伊川の倉橋にか﹂る︒

があったからで︑むしろ間然の道を

三

からだを

並んだすゴめ︑

四913圏ぴったりと
羽のすどめ︒

つけ合って︑

十一一餌5図白洲に近き藍島の漁夫︑

進んだものといへる︒
あみのしま

石を割ったま＼の︑形の整はないも

十年ー03 ごく古いところでは︑たゴ

参れ︒

もう︑数へきれないほど雀が

うちの雀の宿といふのは︑横

其の中へ︑御飯の残りやお米

一度ここへ來た雀は︑次から

雀の子そこのけそこのけ

お馬が通る

れ雀の子

九477図圏

子

さあござれこ＼までござ

赤馬の鼻で吹きけり雀の

大人の握りこぶし程の大きさ

のもあれば︑雀の卵ぐらみな︑かは

九706

いぬき

そばにるた女の一人は︑

雀の子を︑あの犬君が逃

いらしいのもあるが︑

十﹁182園

したの︒

十一1810

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑雀を探しに立

わたしがこんなに病氣で︑

つて向かふへ行った︒

何時とも知れない身になってみるの

十一197園

あの雀は︑のんきでい﹂な

屋根で雀がちゅうちゆう鳴

に︑あなたは雀の子に夢中なんです

か︒

十﹇385

いてるる︒

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑

第十一

雀の子

雀の子

︹課目︺2

九目12

雀の宿

雀の子

︹連名︺2

第十︻

雀の宿

雀の宿

十七

十七

︽ーメ・ーメル︾←おしすすめる︒おす

すす・める ﹇進﹈︵下一︶3 進める

六871

六目5

すずめのやど

九475

すずめのこ

の高大なるためなるべし︒

さながら雀の如くに見ゆるも︑社殿

十二68図

あ︒

けさやった餌も︑もう︑なく 十一386

稻田に立てば︑
秋びより︒

雀見上げて

九453惣山

九476図圏

あまりの欲しさに参りて候︒

雀の惹くひたるを見て︑

九型5図園長四郎︑雀の子を取って

けて︑只略V︒﹂と命じぬ︒

九個4図 或日︑竹千代︑かなたの御
す
殿の軒端に︑雀の画くひたるを見つ

今日もからりと

七悩1圏

は︑皆さびしさうにして居ます︒

なったものと見えて︑集って居る雀

六905

があります︒

何百羽ともわからないほど集ること

次と友だちを連れて達て︑時には︑

六898

寄って來て︑喜んでたべます︒

などを入れて置くと︑雀がたくさん

六893

いつりどうろうなどで︑

に穴をあけた大きなへうたんや︑古

六884

うれしさうに朝御飯をたべて居ます︒

集って︑ちゅうちゆう鳴きながら︑

六882

早く︑うちの雀の宿に來れば 九481図翻

先づこれを救はんとして船を出した

よいのにと思って︑裏庭へ行って見

すゴめ

スズメハ︑オホ船団コビデ︑

スズメガ︑オヂイサンニ︑
﹁すずめ︒﹂花子﹁めだか︒﹂

オバアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

三

六878

のを使用してみたが︑時代が進むに
れども︑名にし負ふ玄海の荒波にも

げんかい

つれて︑だんだん美しく磨いたもの
︽一

ると︑

﹇進﹈︵下二︶1

しかも彼屈せずして募集

進む

てあそばれて進むこと能はず︒

しかし︑人智が次第に進ん すす・む

も作られるやうになった︒

メ︾

十ニー111

で︑何時の間にか︑岩石から金属を
十二解5図

︹課名︺2

難なる工事を進めたりき︒

すずめ

す究め
スズメ

雀﹇▽こすずめ・

スぐメ

に力むるとともに︑一歩々々其の困

取出して使ふ時代がやって來た︒

でに長い月日を過したが︑其の業は

十二454 自分が修史に志してからす
エ

遅々として進まぬ ︒

ち

十五
すゴめ

﹇雀﹈︵名︶27

四507

三105圏

イロイロゴチソウヲシマシタ︒

一36一

マシタ︒

オヂイサンヲオザシキヘトホシ

一354

したきりすずめ・むらすずめ

すずめ

すずめ

四901

十二6511 奥へくと進むにつれ︑姫 四目5 十五 す窟め
路城は︑たゴ美しいといふだけでは
すまされなくなって労る︒
職火 に 打 煙 る 職 場 を 後 に ︑

敗走する敵を全速力でふみにじって

十一一853

進むのだ︒

十二975 海を進んだならば︑水にひ
たるかばねとならばなれ︑

十二976 山を進んだならば︑草の生
えるかばねとならばなれ︑

切抜けて進むかを氣つかひ︑

十二佃9 車は如何にして此の群衆を

イッテ国士ヒニナリマスト︑ニ

ハトリョリ先二︑スぐメガ逃

十二㎜11 黙言訳は︑要するに筆算に
よる代敷學であって︑これによって︑

三羽︒

四903圃木の枝にす窟めが

ゲテ行キマス︒

つた高い域にまで進むことが野守た

支那の敷學が未だかつて及び得なか
のである︒

並んだす球め︑

四912間ぴったりとからだを
羽のすゴめ︒

つけ合って︑

十二捌6 しかし︑彼等がかういふも
學術の背景があり︑数學の長い歴史

のを生み出したのには︑西洋諸士の

843

すめる

八828 しかし︑佐吉は何と言はれて
も︑たゴだまって研究の歩を進めた︒
もけい

き

九98 彼は︑飛行機の模型を次から
し

次へと作って︑研究を進めました︒

進める

十佃10 船長は水夫等を指揮して︑二
﹇進﹈︵下一︶1

番もりの準備を進める︒
すす・める
︽ーメル︾

八柵7園 外側に居るものは︑大急ぎ
で進んで居る︒内側に居るものは︑

ゆっくりと動いて居る︒それで︑ち

す＼める

やうど内側も外側も揃って進めるの
だ︒

﹇勧﹈︵下一︶3

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と︑人がす㌧めても︑

ちやう

十一剛7 樺太磨の所在地豊原市は︑
すまや
震い耕地のある鈴谷平野の中央にあ
つて︑本島第一の都市である︒

御影石の白い石段を登りつ

めると︑市街は眼下に見下され︑遠

十一撹3
く樺太山脈の麓にかけて鈴谷平野が
廣がつてみる︒
﹇▽おんすずりばこ

すそ

十4310

すたる

︽一

スチーブンソンも︑イギリス

スチーブンソンは︑馬車の代

スチーブンソンは︑息子と共

スチーブンソンは︑其の後な

と大勢の人を乗せて︑勇ましく爽車

に言柄車に乗込み︑たくさんの貨物

十㎜9

ことをす＼めた︒

りに︑自分の工夫した汽車を用ひる

十㎜5

の人であった︒

十旧4

秋野君がすたすたと急ぎ足に ならなかった︒

ずたく
みことは︑劒を抜いて︑大蛇

︵形状︶1

其の前を抜けて︑急に河井君を振返
つた︒

五241

ずたずた

がらん

﹇廃﹈︵下二︶1

をずたくにお切りになりました︒
すた・る
レ︾

さるさは

興福寺は伽藍半ばすたれ

した︒

十二悩1図

たれど︑なほ三重︒五重の塔︑猿澤

十捌8

る汽車を造り上げることに成功した︒

ほ研究を績けて︑一時間五十粁も走

の池水に影をうつして南都の美観た
り︒

すだれ

﹇廃﹈︵下一︶1

明治になって︑西洋の敷學

すたれる

一命を捨てて︑君の御恩

山腹に車をすて︑石段の幾

川原に舟をすて︑行くこと

候へども︑朝敵と共に身命を捨て候

十二梱8國国国一命は惜しみ申さず

大鳥居を望む︒

わっかにして︑小高き山のふもとに

十櫛5図

曲折をあへぎあへぎ上れば︑

十欄5図

に報ゆるためには候はずや︒

十212國国

︽ーテ︾﹇▽いいすつ

す・つ ﹇捨﹈︵下二︶4 すつ 捨つ
其の塊はやがて絶壁にくだけ

﹇簾﹈︵名︶1

十二襯5

︽ーレ︾

すた・れる

て︑白玉のすだれを廣げる︒

十4610

すだれ

ちり

すそにからまり︑

くびの小すずを

﹇裾﹈︵名︶5

すずりばこ

すそ

三233圏
ちりならし︑

着て︑

そびえ立ち︑

たもとにすがる︒
雪の

着物

青空高く

からだに

四34圏

遠くひく︑

日本一の山︒

すそを

富士は

かすみの

船頭さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひ

が輸入されるとともに︑關流を始め

ましたので︑みんなが︑くつしたを

七93

ぬいで足袋にはきかへたり︑着物の

和算の諸流は自らすたれた︒
スタンプ

﹃あじあ﹄のスタンプを押

︵名︶2

十研10囹

スタンプ

すそをはしょったりしました︒

右の窓に︑春の雪をいた団い
あかぎ
て遠くすそを引くのは︑赤城山であ

八捌9

しませんか︒

事は︑朝廷へ恐れ入り民事と誠に心

り︑

痛致し居候︒

十一襯8国時々マレイ人が近寄って

紙に手紙を書いて︑今朝押してもら

﹁あじあ﹂の印のはいった用
つたスタンプを入れて︑ボーイに頼

高度計は一千百米を示してゐ 十冊4
るが︑富士はやっぱり横雲の上の青

九佃10

空にくっきりとそびえて︑其のすそ

すそもやう

︵名︶1 鈴谷川射岸

すずやがわたいがん ﹇鈴谷川対岸﹈

すそもよう

すたすた

一に

スチーブンソンの力にまたなければ

重要な交通機關となるのには︑

馬丁2

島田に結って︑裾模檬を着 ンソン
せられたねえさんは︑まるでよその

十一396

︵副︶1

人のやうに見える︒

すたすた

僕も︑少しつつ持って運んだ︒

とが︑同じになることは︑午前と午

七322園物の高さと其のかげの長さ

六262

毎年一人つつ食はれて︑

十一佃5 工場を見た後︑鈴谷川封岸
の露人部落を訪れて︑宿に蛉つたの

が午後の九時︑まだ新聞が讃める程
の明かるさだ︒

﹇鈴谷平野﹈︹地名︺2

鈴谷平野 鈴谷平野

すピや

すずやへいや

それが今日の如く獲達して︑

ずつ ﹇宛﹈︵副助︶8 つつ
んでしまふと眠くなって來た︒
を長く下界に引いてみる︒
だいじゃ
すそもやう
五213園 八岐のをうちといふ大蛇に︑
﹇裾模様﹈︵名︶1 裾模様 スチーブンソン ︹人名︺5 スチーブ

來て︑自動車・に 乗 れ と す ㌧ め ま す ︒

ことをす︑めた︒

りに︑自分の工夫した汽車を用ひる

十欄6 スチーブンソンは︑馬車の代

なかった︒

元 帥 は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と言って︑聞入れ

六柵3

︽ーメ︾

すす・める

すすめる一ずつ

すっかり一すっかり

844

後に一回つつあるのです︒

七464 一気に一本つつ植ゑました︒
ちゅうげん

四854園
タ︒

ハイ︑スッカリ出置マシ

自分の行って居た頃とは︑

ながら行ったり來たりして居ます︒

僕は︑すっかりとくいだった︒ 八599園

やないの︒

六561

くわつばつ

敷分の中に︑艦内はすっかり

整頓する︒

せいとん

九357

すっかり攣った︒

これを園んだ賊は︑百萬とい

ふ大軍で︑城の附近一たいは︑すつ

六734

かり人や馬でうづまった︒

又無邪心で活澱なアメリ

むじゃき

カの子供が︑教室ではお行儀のよい

六792 賊が︑千早城︻つをもてあま 九549困
して居ると︑方々で︑官軍が︑賊の

七115

潮がすっかり落ちて︑海は陸
をとも

ひ

のやうになりました︒

一昨日出た方は︑すっかり二
此の頃では︑もうすっかり

葉が開いて︑緑色になりました︒

七428

七476團

ゆくわい

兵螢生活になれて︑愉快な日を送
てんこ
やがて朝の嵩呼も終って︑

つて居ます︒

顔を洗ひ︑すっかり室をさうちして

七491囲

から︑朝御飯をたべます︒

かういふ所へ來ると︑もう煙
の都といふことなどは︑すっかり忘

七712

夜風に孕り朝日に當ると︑す

工事はすっかり出來上って居

れてしまひます︒

た︒

つかり色がかはって︑見るから丈夫

七992

さうな油蝉になります︒

どうです︑もうすっかりな
氣がついて見ると︑さっきま

ほりましたか︒

七㎜7園
七川2

で日本丸のあった場所は︑すっかり
海になって︑小蒸汽船が︑煙を吐き

十悩5

名古屋はすっかり曇ってみた︒

島民の子供とはいひながら︑
げき

私は︑島内をすっかり見廻

どうしたことか︑すっかり

昨夜︑誰かいたづらをした

雪はすっかり無くなってゐ

たった今の今まで︑残念とば

四十尋人が︑亡君淺野内匠頭

たくみのかみ

すっかり明かるくなりました︒

かり思ひつめてみた清少納言の心は︑

十麗2

ました︒

十佃9園

てるたさうでございます︒

とみえて︑今朝はすっかり無くなつ

十佃2圏

し上げる外はありませんでした︒

﹁︿略V︒﹂残念ながら︑かう御返事申

十期10 すっかり失望した清少納言は︑

無くなってゐました︒

十研10園

りましたが︑

十283国

すっかり感心させられました︒

︿略﹀︑搦唱や劇までやってみるのに︑

十275国

九樹1

つかり流れ出てしまひました︒

すと︑とつぜん底が抜けて︑湯はす

ばきのま＼で︑がたく窪んでゐま

立つたり︑すわったり︑下駄

け︑とうく︑敵の舟をすつか

でも︑すっかりさかさまち

九鵬5

のにも︑すっかり感心しました︒

名を聞いてか

はすっかり弱った︒

ひやうらうの道をふさいだので︑賊

百合若はうち死をいた

水引草と︑

いつの間にやら︑

すっかりあわてた兄うかしは︑

二人の様子に︑兄うかしは︑
すっかり氣をのまれてしまひました︒

六88

天皇のいらっしゃる所へ参りました︒

しばらく考へて居ましたが︑やがて

六27

色がすっかりさめて居た︒

ら來て見たら︑

五日4圃

スツカリ感心シテシマヒマシタ︒

五803私ハ︑クモノチエノアルノニ︑

らってまみりました︒

の力で︑敵をすっかり追ひは

しましたから︑私たちきゃうだい

四網3園

り追ひはらってしまひました︒

四佃6 そこで︑百合若の軍ぜい
は︑舟を出して追ひかけ追ひか

なほりました︒

七865園 二人に五十人つつ中間を 四㎜7圏おかげさまで︑すっかり

貸さう︑

七惚2 見通しのつかぬ程大きい日本
丸は︑少しつつ動き始めました︒

八145圓 その首を大切にしておいて︑
これから毎年一つづつ供へることに
するがよい︒

九214図 おぼつかなき手つきにて一
小間つつ張りみたり︒

リすっかりすっかり

すっかり ︵副︶54 スッカリ スツカ

一414 スッカリデキテカラ︑オヂ

ハ︑スッカリ森

ホメテクダサイマシ

イサンニミテイタダキマスト︑
﹁︿略﹀︒﹂ト︑
タ︒

二62 オ月サマ
ノ上ニアガリマシタ︒

目ガサメタ時ハ︑モウ

ヨルデ︑雨ハ︑スッカリヤンデ

二637
ヰマシタ︒

三978 スッカリシゴトガスムト︑ 六107困

日學校をお休みになったとの事でし

あなたは︑おかぜで︑二三 七814

ウンテンシュハ︑ヲヂサンタチニ︑

たが︑もうすっかり︑おなほりにな

すっかりよって︑よいきげん
すっかり草をたべてしまった

六549園

寄って來ました︒

山羊は︑やさしい目をしながら︑又

六個5

になったたけるも︑

六297

りましたか︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三佃3村のやうすは︑すっかり
かはってゐます︒

四65 また夕方近くなると︑東
の方の村々も︑すっかり日か
げになってしまひます︒
四24一 モウミンナカラ︑スッカリ
オクレテシマヒマシタ︒

845
すっきり一すてたまう

き らかうづけのすけ

の仇︑吉良上野介を討って︑あっ
トホイタンボヘ

イソギ

ニー54圃スッキリハレタ秋ノ
日二︑

こ うふん

ばれ本望を遂げたといふので︑江戸
マス︒

地中海を航して︑今日は

すっきり・する

︵サ変︶4すっきりす

と朗かですが︑

すでに三日目︑空も海も︑すっきり

十﹇佃3国

市中はすっかり興奮してしまった︒

十愉8 だが︑世間はすっかり失望し
てしまった︒

つかり晴上ったやうな氣がする︒

十術10園 何だか降績いた雨でも︑す

どこまでも細やかで︑すつ

ところで︑此の雲がだん

きりした感じの雲です︒

十一佃9

十﹇2310園 ほら︑すっかりしみ込ん る ︽ーシ︾
でしまった︒

十一245園すっかり落ちましたよ︒

十一㎜3

くふえて廣がり出すと︑すっきり

十一247 さっきまで泣いてみた紫の
君は︑すっかり晴れやかになってゐ

した感じがなくなって︑形がぼやけ
て來ます︒

からは ふ
みやびやかな唐破風︑すつ

た︒

十一価7 それは肉眼で見るのとすつ
十一一653

きりした千鳥破風︑それらが上下に

かり感じが違って︑今に露でも滴り
さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入

すっくと

パリーに來て嬉しいのは︑
︵副︶2

すっくと

すっきりした街路である︒

十二櫨3

りちがふさまは︑

ある︒

て︑とっくの昔︑すっかり冷えてし

十一旧2 もちろん︑月は地球と違つ
まった天盟ですから︑火山といって
も︑みんな死火山ですがね︒

ズット ズツト

神さまは︑うみの上を︑

ずっと

︵副︶15

とは全く違った感じです︒

ずっと
ずっと

三313

ハ︑前野リモ︑

ずっとお見わたしになりました︒
キンギョ

ズットキレイニ見エマス︒

三745

四144にいさんは︑前よりも
ずっと色が黒くなって︑強さう
すると︑神様方は︑榊の木を︑

に見えました︒
五47

線路と十文字に交って居る︒

少し疲れたので頭を上げて見

廻すと︑今まで少しも氣がつかない

九974

でるたが︑松本君がずっと向かふの

席にみる︒

おきなは

たいわん

北の北海道でしたら︑ほ窟眞

中邊ですが︑素封に南の沖縄や垂湾

九欄6

ずっと向かふには︑川べり

電柱の影も木の影も︑ずっと

でしたら︑ずっと低くなります︒

十柵7

のびた︒

に並んだはんの木が目立つ︒

十二撹6

今では︑もうお乳を飲まなく

﹇捨置﹈︵四︶1捨ておく

きかへるべし︒

九193図南捨ておかば︑間もなく生

︽ーカ︾

すてお・く

つばと吸って居ました︒

をくはへて︑うまさうに︑すつばす

なりましたが︑生まれた頃は︑乳房

六432

今では︑僕よりもずっと背が すっぱすっぱ ︵副︶1 すつばすつば

ずっと前へお出しになりました︒

五839

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思
ふと︑何だかかはい＼氣がする︒

六993園をばさん︑これから︑ずつ
と僕のうちにいらっしゃいね︒

僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア

六摺1

ルガ︑一番小サノーノデモ︑大キナク

かった︒

十一囲5

こうくと鳴る奔流の上に︑

たゴ天地がすてきに明かる

に愉快だつた︒

高い橋がぐらく動くのが︑すてき

十一備6

此のおばあさんにむすこが一 すてき ﹇素敵﹈︵形状︶3 すてき

ヂラヨリハ︑ズツト大キイ︒

今までやさしくお給仕をして 七215

心あるのださうだが︑ずっと前から

六304

居た少女は︑すっくと立上って︑

十二201 こ＼にはいると︑道路も︑
庭園も︑建物も︑すっかり西洋風で

昨日出たのは︑まだ皮を着け

南洋へ行って居るといふことだ︒

て居ますが︑葉がずっと大きくなり

親山羊は︑柵のきはに︑秋の 七434
日をあびてすわって居ましたが︑私

いくた

ま

八欄4図囹

ふ ︽1へ︾

其の弓︑捨て給へ︒

すてたま・う ﹇捨給﹈︵四︶2 捨て給

てきだぞ︒

仁徳天皇をおまつりしてある 十一伽10園向かふは晴れて︑山がす

すると︑さつき上って來た線
路がずっと下の方に見えて︑今通る

八重6

高津神社や︑其の近くにある生々魂
すみよし
神社︑ずっと南にある住吉神社︑

かうつ

七701

にんとく

ました︒
りました︒

胸びれをすっと左右に張り︑

︵副︶1

姿は︑あのさかな屋の店先で見るの

背びれ・学びれを上下に張って進む

八卦5

すっと

すっと

の足音を聞きつけて︑すっくと立上

六411

︿略﹀︑たけるの胸を突きました︒

いや︑もうすっかり疲れ

ある︒

十一一瑠5園
た︒

つかり取れますやうに︒

らお受けになったお心の痛みが︑す

とあらゆる恒等の力で︑姉上たちか

十二柵8圏 私の力︑侍讐の力︑あり

り

すっきり ︵副︶2 スッキリ すつき

ステッキーすな

846

八撹4図説 捨て給へ︒
ステッキ ︵名︶2 ステッキ

八296圏 出勤を急ぐ人たちが通る︑

勢よくステッキを振りく︑ 靴
音を立てて︒

十︻774 白い花の房をつけたアカシ

ステッセル

やの並木路を︑叔父はステッキを思
ひ切り振って行く︒
︹人名︺一

十883図翻 旅順開城約成りて︑ 敵

ステッセル

所はいっこ︑水師螢︒

の將軍ステッセル︑ 乃木大工と會
見の
おにつ ら

すでに

十一㎜5図譜 鬼畜 行水のすて所な

すてどころ ﹇捨所﹈︵名︶1 すて所

﹇既﹈︵副︶ 1 9

し轟の聲
すでに

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑

九捌5図 中佐︑すでに右手に傷を受
部下の兵士をはげましはげまし︑遂
中佐すでに第二揮を左手に︑

に日章旗を山上に立つ︒
九撹10図

また我が戦國時代には︑すでに輸入
してみたのであるが︑
へうちやく

十一一個8図からうじて至れば︑島に

十一梱9

若し邪悪な心があれば︑如

何に切味がよくとも捨ててかへりみ

られない︒

自然大きなはきだめが出來︑當時捨

十一一115 彼等の住んでみた所には︑

だ︒

十二稲2圏

どうせ死ぬべき此の腔を

日本は︑︿略V︑彼の國のや

の方法から導き出された我が國の数

十二研9捨てなかったばかりか︑此

ふことはなかった︒

うに︑算木による方法を捨ててしま

十二研9

此の身を捨てる我を見よ︒

一言半句の教のために︑

捨てて︑永久の命を得ようといふの

十二佃1園

の上などに現れ︑

てられた藻岩が今日まで残って︑畠

漂着せる十飴人︑連日の苦翻に疲

捨

すでに大政を奉還した彼に︑

れ︑うゑに苦しみて︑五人はすでに
死し︑

十二価9

すてる

逆心などあるべきではないが︑しか
﹇捨﹈︵下一︶13

し何事も時勢であった︒
す・てる

十一804 雄阿寒岳の急斜面が迫る絶
をの
壁を仰ぎ︑千古斧を知らぬ湖岸一帯
てうゑつ

の密林を見渡した時︑私の心はすで
に人間界を超越してみた︒

地中海を航して︑今日は
其の最初の一音が︑すでに

すでに三日目︑

十一旧3団
十一旧7
きやうだいの耳には不思議に響いた︒

刀は︑決して敵を斬るのを

てる

目的とするのではなく︑身を守り︑

十一醜3
抜かざるにすでに敵を威服するに足

なげすてる︒めぎすてる

はげしい戦の後︑敵は︑とう

まっしくら︑進む兵士の

六625圏

に︑

し

く陣地をすてて逃げました︒
みくに
身をすてて︑ 皇國のため

五皿3

︽⁝テ・ーテル︾﹇▽とりすてる・

るものでなければならぬ︒

自分が修史に志してからす

でに長い月日を過したが︑其の業は

十二453
ト

徳川・織田二戸︑援軍

遅々として進まぬ︒

ち

十二767図無

によって︑世界的水準にまで高めら

先生のおっしゃることが︑

途端に機艦がすとんと落ちる︒

すとんと

九塒2

︵副︶2

つい私の耳をす通りする︒

十一384

狼介は︑怒って弓をからりと 通りする ︽ースル︾

すどおり・する﹇素通﹈︵サ変︶1す

學は︑江戸時代に出た關孝和の天才

れたのであった︒

さうして︑こんな大火事の起

るしの軍旗︑しるしの軍旗︒

つたのも︑流達の子供が︑マッチを

六㎜2

十二815 我が自動車部隊では︑砲兵
えんご
がすでに放列を布き︑其の掩護射撃

すって︑其のもえがらを土間に捨て

を率みてすでに出畿せらる︒

のもとに︑歩兵・工兵が散開して前

九804

たのが︑もとだといふことだ︒

すでに敵戦車の敷毫はこは

進を績けてるる︒

捨て︑洲に上るが早いか︑四尺の大

十二821

され︑敷藁は火を吐いて進行の自由

更に第三揮を腹部に受けたれども︑
ふんせん

少しもひるむ訳なく︑なほ奮戦を績

かうして︑自分の田のすべて

撮すとんと落ちる︒

ソレヲ︑砂ノ中ヘツツコン

砂カラ取出シテミルト︑黒イ

粉ノヤウナモノガ︑磁石二︸面二着

六204

デゴラン︒

六202園

すな ﹇砂﹈︵名︶14 砂

九価4

一命を捨てて君恩に報いよ︒すとんと

太刀を抜いて切ってか＼つた︒

十552

十232囲

を失ってみる︒

七代七十鯨年の帝都とし

の葉むらに火をつけてしまふと︑松

てこもりました︒

ボストン市の或電古屋の屋根裏にた

ーーワトソンといふ助手と一しょに︑

すべてを捨てて︑トーマス

し奈良の都も︑色移り香失せて年す

算法を學ぶとともに︑そろばんをも

十一455

明を捨てた︒

月は死の世界であるといふ
ことを︑私たちはすでに知った︒

十二糊2

でに久し︒

て︑咲く花のにほふが如しとた＼へ

十二欄7図

けたり︒

だんく薄暗くなって來た︒

十555 日はすでに没して︑あたりが

十948図五日目の朝︑子吉早く行け
ば︑老人すでに來りて待てり︒

てり︒

十柵8図 冬の衰へはすでにあとを絶

すでに定まれり︒

十﹁575図 午後二時四十五分︑勝敗 十二榴7 日本は︑支那の算木による

847
すなお一すばやい

イテ居タ︒

親切にしてやれば︑耳玉す

北斗は︑ほんたうに利口で︑

なほで利口なものはめったにないそ︒

九備10園
九惚8
すなほです︒

はるか向かふの岡に︑もの

すごく砂ぼこりを上げて︑敵戦車が

十一一819

﹇砂山﹈︵名︶2

砂山

十塁︑十五皇︑績々と現れて來る︒
すなやま

明治三十三年の夏︑二人は︑

古來刀工の苦心は此の上に

注がれて︑特殊の鍛錬法を登達させ

十一㈱3

の鐵で造るのではなく︑︿略Vを重

た︒すなはち︑日本刀は全膿を同一

大神︑其の眞心の厚きを

ね合はせて造るのである︒

賞して︑命のために壮大なる宮殿を

十二65図

九124

北カロライナ州の砂山のある所を見

反応7

立てて︑そこで滑走機の實験をしま

かういふ法律上の孚があっ

ひ

日本が生んだ敷野島の偉人

乙即ち被告をも呼出して︑

ひ

十二塒6

ち和算の基礎を確立した人である︒

き そ

敷十年の昔に出て︑日本の敷學︑即

に︑關孝和といふ人があった︒二百

十二欄1

して︑

訴を受附け︑乙即ち被告をも呼出

うったへ

た場合に︑裁判所は︑甲即ち原告の

十二欄6

起源なり︒

造らしめ給ふ︒これ即ち出雲大社の
した︒

上天氣で︑風がちっともあり
ませんので︑砂山の上へ機を運んで︑

九137

夏の夜空に銀の砂子を美しくまき散
かりに︑太陽をもつともつ

斜面を滑らせながら飛ばせることに

と遠い所で見るとすれば︑結局はあ

十二悩11

らしてるるのが見られます︒

すなご ﹇砂子﹈︵名︶2 砂子
あま
北から南へかけて︑天の川が︑

六206 コレハ︑砂ノ中戸アル砂鐵ガ︑
クツ着クノダサウ ダ ︒

七16圃 吹く風はさわやかに︑ ふ
む砂はさくくと鳴る︒
七106 小さいくまでで砂をかくと︑
おもしろいやうにあさりが出ました︒

七462 おかあさんが︑冬こやしをか
けて仕立てておいて下さった土に︑

しました︒

少し砂をまぜて鉢に入れ︑

の夜の空に銀の砂子をまいたと見え

しゃめん

八663図 小石まじりの砂なれば︑流

ち

すなわち﹇即﹈︵接︶10すなはち即

る小さな星と同じものになってしま
すなどり

る＼やうにすべること二町鯨にして︑
﹇漁﹈︵名︶1

ふであらう︒

すなどり

や＼平なる所に下り着きぬ︒

八幽5 ﹁かれひ﹂が砂の中にもぐつ

じゅえう

を買ふ方即ち需要と︑物を創る方即

みほのさき

十二54主骨の時事代主命は︑すな 真弓2物のねだんは︑主として︑物
どりのため美保崎といふ所にいまし

ち供給との關係によって︑高くも

て居る様子です︒

八二7 其の平たい盟に︑ちよつと砂

しが︑使を得て急ぎ錦り︑父君に申

くわん

をかぶると︑上から見ても︑どこに

くわん

なれば安くもなるのです︒

宗任︑馬より下りて狐を引 七襯4園 相手はばかにすばしこいや

︽ーイ︾

物を費る方即ち供給との關 すばしこ・い ︵形︶1 すばしこい
九196図

係によって︑

八麗2

し給ふ︒

砂濱

東岸の砂濱は︑無敷のおつ

﹇砂浜﹈︵名︶2

十一鵬9

すなはま

居るか見當が附きません︒

八幽9 二つの目だけを砂の間から出
して︑ぎょうりきようりと目玉を動

とせいだ︒

つで︑立上るが早いか︑いきなり打

かしながら︑外を眺めて居ます︒

込んで來た︒

どっかとすわり込んで見張

上げ︑﹁︿略V︒﹂と申せば︑義家︑

十一欄11

抜取りて差出せば︑

﹁︿略﹀︒﹂といふ︒宗任すなはち矢を

八重6 岩や砂の上を歩く時は︑八本

りをしてみる牛のやうな巨獣たち︑

九川4

時には砂ぼこりをあげて自動
車も走る︒

巻の大出版は遂に完成せられたり︒

年に至りて︑一切纒六千九百五十六

立ちしょり十七年︑すなはち天和元

十一柵10図鐵眼が此の大事業を思ひ

く救助の用に當てたりき︒

を告げて同意を得︑資金をことぐ

と︒すなはち喜捨せる人々に其の志

十一価11図つらく思ふに︑﹁︿略V︒﹂

タQ

六239

おとうさんは︑夜業をやめて︑

すばやく身支度をと＼のへ︑大急ぎ

六925

しょにっかまへた︒

右の手で︑すばやく︑葉と一

一693 キジハ︑スバヤクトビマ
ハッチ︑鶴見ノ目ヲツツキマシ

すばやい ︽ーイ・ーク︾

すばや・い ﹇素早﹈︵形︶7 スバヤイ

の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横

砂原

よちくしながら砂濱に戯れる幼獣
の群︒

すなはら

風とは反封に波が沖へくと
原や黒い岩底が現れて來た︒

動いて︑見るく海岸には︑廣い砂

十538

﹇砂原﹈︵名︶1

に傾けながら進みます︒

十一伽1 や㌦ともするとくつれよう
とする砂と岩との間を︑﹁はひまつ﹂
にすがりながら進んだ︒
行手は果なき砂の平原︑

左に讐える山も全部岩と砂です︒

十一柵10団

すなほ

十一冊10国 左に省える山も全部岩と すなぼこり ﹇砂埃﹈︵名︶2 砂ぼこり
﹇素直﹈︵形状︶2

砂です︒

すなお

すばらしい一すべて

848

で家を出られた︒

やく手もとへ突入るのだ︒

七873園 長い槍をはね上げて︑すば
八769 落行く夕日を背に受け︑寒空
を物ともせず東南をさして飛んで居
た鳩は︑ふと︑たかの一群を見たの
で︑すばやく低空に移った︒

九174

今では︑大陸といはず大洋と

いはず︑飛行機が自由自在に空中を
飛んで旅行に︑輸送に︑軍事に︑す
くわつやく

ばらしい活躍を見せてゐます︒

封岸オークランドへ渡す六

千九百米のすばらしい長橋︑

九502国
ミシガン湖といふすばらし

の方に見渡したことであらう︒

すばらしく男性的な八甲田

の高原美が︑私の心をとらへる︒

十一梱9

十一矧2困

エ

大金字塔のそばには︑ス

膿は獅子をかたどった不思議な石の

し

フィンクスといって︑顔は人間を︑

月がすばらしいよ︒

︵名︶一

すばらし

スフィンクス

折から南へ飛行中だつたつば

とくさをかけて磨いてあ

とくさをかけて磨いてあ

湖畔の家︑道路を走る自動車︑

ごはん

すべてを捨てて︑トーマス

きんちやう

自民すべてが緊張したの

鳥も鳴かな

ごらん︑すべてのもの

花も咲かず︑

いけれど︑

八一4團

すべて ﹇総﹈︵副︶30 すべて

である︒

十一一伽2

てこもりました︒

ボストン市の或電忌屋の屋根裏にた

Hワトソンといふ助手と一しょに︑

十一455

のやうに美しい︒

すべてが玩具のやうに小さく︑玩具

九欄2

ではありません︒

ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ
くし
さうですが︑それこそ櫛の歯どころ

ふとう

九618圏川岸に沿うてぎっしりと並

すべて ﹇総﹈︵名︶4 すべて

るによって︑すべく致します︒

十二616園

るによって︑すべすべ致す︒

十二576圏

す すべく致す ︽ーシ・ース︾

すべすべいた・す︵五︶2すべすべ致

なってしまったのです︒

れになって︑もう身動きも出土なく

めは︑食にうゑ︑冷たい雨にずぶぬ

八89

巨像もあります︒

十一．鵬9圏

筏は︑たくさんの丸太を幾 ずぶぬれ ﹇濡﹈︵名︶1 ずぶぬれ

重にも組合はせた︑すばらしく大き

十二254

かうしたすばらしい︑しか

なものである︒

ものんきな筏流しにも︑やはり時代

十二281

ゴは︑アメリカ合衆國の一大商工都

く大きな湖にのぞんでみる此のシカ

九566囲

察機の報告や︑勇敢な戦岡機の掩護

十一研4 今更のやうに︑すばやい偵

の波は押寄せるものと見えて︑

新興の意氣は︑ベルリンに

市です︒

職車群の猛進におくれじと︑ 九749床の間には︑すばらしく大き 十二捌4

を感謝しながら︑

來て更にすばらしいものがあるのを

十二8410

な鹿の角と三日月の前立との附いた

ベルリンを中心に︑國内に

夏の日の熱さから考へてみ

動車がすばらしい勢で疾走する︒

四通八達の自動車道路が開かれ︑自

十二麗9

すばやく歩兵・砲兵・工兵の乗移る

屋上へ出ると︑市内が一目に

つまり地峡の脊骨に論る高い

見えて︑すばらしい眺だ︒
せぼね

謬言5

十142

見た︒

すばら

冑がかざってある︒

︽ーイ・ーク︾

﹇素晴﹈︵形︶26

自動車群が績く︒

しい

すばらし・い

七317囹 それは︑すばらしい思ひつ

十二欄6

てもわかるやうに︑太陽から出る熱

岩山を切通した所で︑幅が底の所で
九十米︑雨岸には絶壁がそばだち︑

量はすばらしいものである︒

きです︒

七695 石垣の石の大きいのは有名で

其の長さが十五粁も績くすばらしい

もの︑太陽とほゴ同じ大きさのもの
もあるが︑又太陽の敷百倍といふす
﹇素晴﹈︵名︶2

ばらしいものがあるのである︒
すばらしさ

かう書並べただけでも︑熱

ミランの大寺院の屋上に︑
せんたふ

スフィンクス

すばらしさ︒

白大理石の尖塔九十八本を仰ぎ見る

十二伽3

れるでせう︒

帯の海のすばらしさが︑ほゴ想像さ

十314團

さ

其の中には太陽より小さい
大工事です︒

しつぼ
すばらしい尻尾だ︒

十二価7

すが︑中でも縦六米︑横十一米とい

しい得票だな︒

十一脳8

やがてそこへ登りついた僕
等は︑何といふすばらしい景色を西

十一伽2

て日光がさへぎられるからです︒

かうした︑すばらしく厚い雲によつ

うに曇って︑天地も暗くなるのは︑

十一価3

天にはかに墨を流したや

景色であらう︒

したところは︑何といふすばらしい

十一棚1

あには
此の附近から亜庭面を見下

十号9圓千二百三十九とは︑すばら

ふすばらしく大きい石には︑誰でも
びっくりさせられます︒

八219国 特別急行列車﹁あじあ﹂が︑

八時間鯨り︑ハルビンへは十三時間

すばらしい速さで走って︑新京へは
饒りで行けます︒

八935 すばらしい速度がついて︑ス
キーがうなる︒

なぎ
八伽8 今日はすばらしい凪だ︒
八衛5 ﹁たこ﹂は︑すばらしい活動
をします︒

すばらしいさうです︒

八爾9 これが﹁いか﹂だと︑もっと

849
すべりおちる一すべりぶり

の上に︑ 春が そっとしのび寄つ
てるるのを︒

八旧2 東京を去って三時間塞︑かう
みなかみ

して水上騨に着いた時は︑三園はす
べて山ばかりであった︒

れて居る︒

八雲9 たゴすべての物は雪にうつも

に乗った︒

十一19図

更に進めば︑眺望いよ

いうぜん

大路小路を行く人の言葉も︑

く開けて見渡す限りすべて花なり︒
十一123

すべての飛行機の調子よい爆音に現
れて︑
尊皇の大義に︑すべての人

が目畳める時が必ず來るに違ひない︒

十二458
十二486図圏

英雄墓はこ

歴史は長し七百年︑

川原々々にさらす友暉染も︑花と織

興亡すべて夢に似て︑
けむしぬ︒

十一一677

いざといへば︑これらの小

山がすべて出城となって︑此の城郭

十二η3

すべて嚴重な門である︒

しかも︑道の行手々々は︑

出される西陣織も︑すべて優にやさ

柱は︑すべて上中邊から下

しいのが京都である︒

十一271
へかけて︑著しくふくらみを持つた

九221図園 すべて物は破れたる時つ
くろへば︑しばらくはなほ用をなす
丸柱である︒

將兵︑すべて感泣せざる

の護となるのである︒

て飾ってみる︒

高峯が︑すべて白色のよそほひを以

かうろう

しかるに︑阿禮の語る物語 十二槻5此の街路を︑数層の優美な
やまとたけるのみこと

神武天皇や日本語尊の

な ら
其の上︑京都・奈良をしの
ぶやうな古都が多く︑それらがすべ

十二伽11

古事記にのせられて︑今日に傳はつ

りがたいものがあるだらうか︒
﹇滑落﹈︵上一︶−
︽ーチル︾

すべりお・ちる
べり落ちる

﹇牛方﹈︵名︶1

不思議に酒の香がする︒
すべりかた

五十米程登ると︑僕はもうた

まらなくなって︑眞一文字に滑り下

八934

つた︒

すべり

勇怯は︑それをじっとふみこ

滑り込む ︽ーム・ーン︾

すべりこ・む ﹇滑込﹈︵五︶2

込む

たへたが︑片足が洲の端にすべり込

九817

港の光景が︑な＼めに浮上つ

んで︑思はずよろよろとする︒

て目に映じた時は︑もう方向を轄じ

九紫6

﹇滑出﹈︵五︶2 滑り出

て︑海から飛行場へ滑り込むやうに

降った︒

すべりだ・す

諸社6

何時の間にか機膿が滑り出し

す︽ーシ・ース︾

腹一ぽい爆揮をか＼へた愛

て︑ぐんく速力が加る︒

機に身をゆだねると︑やがて出潮信

十一㈱3

號の下に滑り出す︒

すべり・でる ﹇滑出﹈︵下一︶1 滑り

雨の降ったあげく︑山の間

出る ︽ーデル︾

などから流れるやうに滑り出る白い

十一佃8

雲は層雲といって︑雲の中でも一番

低い雲です︒

滑り始める ︽ーメ︾

すべりはじ・める ﹇滑始﹈︵下一︶1

やがて百米も登ったと思ふと︑

電光形をゑがく見事な滑り振

りに見とれてみると︑もう目の前に

八949

すべりぶり ﹇滑振﹈︵名︶1 滑り振り

一せいに滑り始めた︒

雪の上の樂しい書食がすむと︑ 八939

︽ーッ︾

﹇滑下﹈︵五︶1

ていたゴいた︒

下る

すべりくだ・る

滑り

今度は先生に一人々々滑り方を教へ

八966

滑り方

ひに行って︑谷間へすべり落ちると︑

十413園昔︑或若い男が山へ薪を拾

す

すべての生物にとって︑太陽ほどあ

私たち人類にとって︑否︑

て古美術を以て満たされてみる︒

恵方の岬も中の小島も︑

十二欄7

てるる︒

御事蹟︑其の他古代のすべての事が

じせき

十一677

は︑すべて我が國の古い言葉である︒

十一6410

はなかりき︒

十一611図

ものぞと若き人に知らせんとて︑か
くするなり︒

九352 すべての窓や出入口は開かれ
る︒

べやま

九859 すべての軍兵を率みて︑富田
ふ

城の南三里︑布部山に敵を迎へ討つ
た︒

九樹7 すべて臆想から見る樹木は︑
すこぶる貧弱である︒

此の丸太を短く切り︑︿略﹀︑

までの工程が︑すべて機械の働で順

パルプといふ厚紙に似たものに作る

十一佃1

すべての物があっといふ間に過ぎて

序よく行はれる︒

くと移動してみるが︑それでみて︑

九捌10 下界は︑一見はなはだゆる

しまふ︒

行手の道も﹁はひまつ﹂も︑

すべて夢のやうに霧の中に薄れてゐ

十一伽4
る︒

十31図 水屋の水に面す＼ぎて︑此
廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らか

御倉半島には水際から樹木

十一備10国

である︒

が繁茂し︑全山の退すべて自然の姿

十一価7

の門を入れば︑中央の拝殿︑左右の
くわいらう

すべて上官の命令を守って︑

に︑おごそかなり ︒

十2210園

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

すべて岩ばかりですが︑此の小さい

十552 かうして︑自分の田のすべて
の稻むらに火をつけてしまふと︑松

整備員たちの不眠の努力が︑

岩の島が英領なのです︒

十一柵6

明を捨てた︒

十732 船客も船員も︑すべてボート

すべる一すみやか
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﹇滑﹈︵四 ・ 五 ︶ 8

來られた︒

すべ・る
る︽ーッ・ーラ・ー ル ︾

すべる

滑

ゐましたので︑松村君が︑すべって

﹇済﹈︵五︶5

ふたみ

すます

︽一

おまるりをすましてから︑
もう兵隊さんは着て居て︑兵

夕食をすましてから母に手紙
﹁ろの門﹂をくゴつて︑奥

澄ま

僕もお参りをすまして︑三

なくなって來る︒

たゴ美しいといふだけではすまされ

へくと進むにつれ︑姫路城は︑

十二661

を書かうと思って︑食堂車へ行った︒

十俄6

靴をみがいたりして富ました︒

器の手入をすまし︑靴下を洗ったり︑

八587

方々を見物して︑二見に來ました︒

けんぶつ

五97團

サ・ーシ︾

すま・す

五284 坂が急で︑道がじめくして
ころびました︒

八664図 小石まじりの砂なれば︑流
る＼やうにすべること二町鯨にして︑
や＼平なる所に下り着きぬ︒

忘れて滑った︒

八955 それから︑僕たちは何もかも

樂しいものだ︒

十二943

すます

人一しょに婦途についた︒
﹇澄﹈︵五︶3

耳をすまして待ってるた隣

す︽ーシ・ース︾

すま・す

きょり
八968 林を縫って長距離を滑るのは︑

九138 上天氣で︑風がちっともあり
ませんので︑砂山の上へ機を運んで︑
しゃめん

斜面を滑らせながら飛ばせることに

しました︒

ズボン

耳を澄ますと︑遠く近く︑

けんびきやう

﹇墨絵﹈︵名︶1

墨壷

仰げば庭前の柿の梢は︑大

住家

煙たなび

我がなつかしき住

水を汲まうとして︑ふと井戸

どこまでも青くすみきった大

すみきった朝の空氣をふるは

脚下の水は︑あくまでも澄

彼はしばらく澄みきった空

すみだがわ

﹇隅田川﹈︹地名︺1 隅田

や

隅田公園

しば

すみだ

關

くわん

比谷公園・芝公園︑それから︑

今言った隅田公園は︑此の

すみやか ﹇速﹈︵形状︶2 速

川の岸にあるのだQ

六悩2園

こんなものだらう︒

東大震災後に出田た隅田公園︑まあ︑

とうだいしんさい

マ

ひ
六町4園大きいのは︑上野公園・日

隅田公園

すみだ

すみだこうえん ﹇隅田公園﹈︵名︶2

隅田川にか＼つて居る︒

きよす
あれは︑清洲橋といって︑

を眺めてみたが︑

十︸欄11

も死の如く沈黙してみる︒

みきった碧玉の色をのべて︑しか

へきぎょく

十一836

ばんぎ
せて︑板木が鳴りひゴく︒

八旧4

色あざやかに見える︒

空の下には︑地上のあらゆる物が︑

八剛4

が︑すみきった水にうつって居ます︒

の中をのぞくと︑美しい神様のお姿

五捌2

澄みきる ︽ーッ︾

すみき・る ﹇澄切﹈︵五︶5 すみきる

家なれ︒

くとまやこそ︑

さわぐいそべの松原に︑

二845アル日︑犬ガ︑ハタケノ 十一899図圃 我は海の子︑白波の
少シデモオクレルト︑カゴノ

スミデ︑﹁︿略﹀︒﹂トナキマシタQ

五537

マハリや棚ノスミナドデ︑繭ヲカケ
出時マスカラ︑チツトモユダンが出

畠のすみの日まはりは︑暑い

來マセン︒

五834

日を一ぽい受けて︑夏はおれの世界

すみえ

十481図

すみか

空に墨書をゑがき︑鈴なりの赤き實︑
さんごじゅ
夕日を浴びて︑さながら珊瑚珠の輝
﹇住処﹈︵名︶2

くに似たり︒

すみか

蛙のすみかが︑かうしてたん
ぼ一ぽいに廣がるのだ︒

七276

六偶8園

向かふのすみで顯微鏡をの

だといふやうな顔をして︑三つ咲い
て居る︒

十1010

墨←まゆずみ

雪の積った山々の頂から上の

﹇墨﹈︵名︶4

ぞいてるた人が︑

すみ

八㎜1

空は︑ちやうど墨でくまどつたやう

青空の末に墨のやうな雲︑そ

に見える︒

九柵6

此の上︑墨でも附いて黒

れは大阪のおびたゴしい煙であった︒

十一243園

一天にはかに墨を流したや

くなったら大愛ぢやないか︒

十一価2

さまぐの小鳥のさへづりが聞かれ

かうした︑すばらしく厚い雲によつ

すみ

て日光がさへぎられるからです︒

うに曇って︑天地も暗くなるのは︑

二人は戸外にた＼ずんで︑

スマトラ島

かうして熱帯の早々をた

︹地名︺一

つねながら進んで︑七月十五日︑船

十一備8圏

スマトラとう

てピヤノの音がはたと止んで︑

しばらく耳を澄ましてみたが︑やが

十一渇3

る︒

十一捌1

取落しました︒

のワトソンは︑其の時思はず機械を

九1310 プロペラが廻越すると︑機は 十一501
勢よく斜面を滑って下りました︒
は輕く地上ををどりながら滑る︒

九佃9 大地が見るく盛上って︑機

︵名︶一

うっかりすると足が滑る︒

十一佃7 昨日の雨でじめくして︑
ズボン

九371 水兵は︑くもの子を散らすや

うに八方へ散って︑かひぐしくズ
ボンをまくり上げ︑身輕な姿になつ
て︑分隊毎に甲板洗を始める︒
住まひ

スミ

がスマトラ島の北端をかはすと︑前

﹇住 ﹈ ︵ 五 ︶ ！

﹇隅﹈︵名︶4

致す

︽ース︾

すまいいた・す

すみ

は音に聞くインド洋です︒

る者でござる︒

十二551園 これは京に住まひ致すわ
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を爆撃せんとす︒

ま

﹇住吉神社﹈︵名︶3

援軍來らず︑速に降る

十一橿10男手 部隊は︑速に敵飛行場
十一一763図園
べし︒
すみよし

すみよしじんじゃ

住吉神社 住吉神社
いくた

七去図 住吉神社
と南にある住吉神社︑又日本最初の

すみよし

す︒

すみれぐさ

﹇董草﹈︵名︶1

すみれ草

澄みわ

山路來て何やらゆかし

﹇澄渡﹈︵四︶1

十一伽9図圏
すみれ草
︽ーリ︾

あさみどり澄みわたり
︽ーム・一

満洲は川も湖も少いので︑

では十何萬人にもなり︑

八257団

奥地に住んで居る人たちは海が珍し
く︑夏はこ＼へどっと押寄せて︑盛
それが萬壽姫で︑木曾に住ん

に海水浴をします︒

八406

で居りましたが︑風のたよりに此の
直径はこれ程大切な物ですが︑

事を聞いて︑
八柵5

しかし我々の住んでみる所には︑ど

住む

ン︾

す・む ﹇住﹈︵五︶17

たる大空の廣きをおのが心ともがな

十ニー5図圃

たる

すみわた・る

七701 近くにある生國魂神社︑ずつ
寺といはれる四天王寺など︑何れも

九513囲

ウンテンシュ ハ︑ヲヂサンタチニ︑

三978スッカリシゴトガスムト︑

一年生ノ旗取ガスンデ︑

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

四212

イヨくボクタチニ年生ノカ

朝御飯がすんでから︑少し勉

あさごはん

ケッコ ニナリマシタ︒

勉強がすんでから︑草むしり

強をした︒

五865

五873

ほんたうに︑むりな事を言

のお手傳をした︒

つてすまなかったね︒

五伽4園

學校がすむと︑すぐ︑たんぼ

六223園

わたしは︑消防にばかり働

やあ︑もう學校がすんだか︒

へ行った︒

六211

六982園

しかし︑かういふ風に星が動

サンフランシスコには︑日
本人がたくさん住んでゐます︒

こにでもあります︒

とうさんも︑おかあさんも死ん

九脳9

三㎜4住んでみた家もなく︑お
でしまって︑知った人は︑一人

ゆるしよの古い神社やお寺です︒
けいだい

もをりません︒

七705 ことに住吉神社は︑境内が廣
く︑樹木が多く︑社殿がおごそかに

くといふのも︑實は我我の住んでゐ

ル等に住んでみる日本人は︑日本語

十ニー14

彼等の住んでみた所には︑

市内に住む家族たちは︑日

自然大きなはきだめが出動︑

十二撹11

此の大きな太陽が︑私たち

曜日に多く郊外に出かける︒

十二槻8

の住む地球から見ると︑大告解と同
じ大きさに見えるのは︑

マ・ーミ・ーム・ーン︾

土が掘返され︑くれ打がすむ

七259

いや︑皆さんの御親切を受

種まきがすんで十幾日︑

どうぞ︑これを受取って︑

お金をもらったら︑あなた

どうかすると︑其の日の暮

しに困るやうなこともありますが︑

七㎜4園

七伽1囹私の氣がすみません︒

氣がすみません︒

の氣はすむかも知れませんが︑私の

七二9園

私の氣がすむやうにして下さい︒

七擢4園

まことにすみませんでした︒

けながら︑勝手な事ばかり申して︑

七夕5園

と︑田に水がなみなみと張られる︒

七252

すまなかった︒

いて居て︑謡言も出來ず︑まことに

る地球が廻るから︑さう見えるだけ

學校を建てて︑自分の子供たちに國

がつしゆう

のことですが︑

四掴7きゃうだいは︑思ひ通り大
將となり︑これまで百合若の

すると︑海の神様は︑海に住

ますから︑町も大腔内地風ですが︑

みことは︑この川上に人が住 十257国内地人がたくさん住んでゐ

アメリカ合衆國や︑ブラジ

みた︑りっぱな城に住んで︑い

語を教へてるる︒

九欄2

ばってゐました︒

こんもりと生ひしげり︑

四583 大江山に來て見ると︑鬼
の住む所だけあって︑大木が

拝されます︒

すみれ ﹇董﹈︵名︶5 すみれ←さん
しきすみれ

一週間ばかり前か

六価6圓 でも︑すみれもきれいだら
う︒

すみれは︑

ら咲出しました︒

六通8

六佃2囹 夜寒いやうで︑今頃︑

五202

ついて︑だんく山奥へおはいりに

んでみるなとお思ひになって︑川に

チューリップやすみれが咲くものか︒

んぼうげ︑畠一面に咲く菜の花︑さ

五悩7

なりました︒

九45 野末のすみれ・たんぽ﹂・き
うしたものにしみじみと春の幸福を
感ずる︒

んで居る魚を︑残らず呼集めて︑

油蝉の子は土の中に住んで居

﹁︿略﹀︒﹂とお聞きになりました︒

七933

に咲いてみる︒

らん
十一榴9 小さいすみれや蘭も︑所々

すみれいろ ﹇董色﹈︵名︶1 すみれ色

しか住んで居なかったのですが︑今

八246國其の頃︑日本人は敷へる程す︒む ﹇済﹈︵五︶26 スム すむ ︽一

ます︒

ろうどのやうに︑つやくして居ま

色をした花が︑暖い日を受けて︑び

六価9 それこそ︑ほんたうのすみれ

すみよしじんじゃ一すむ

すむ一する

852

心にすまないことは︑まだ一度もし
た事はないつもりです︒

す・む﹇澄﹈︵四・五︶9すむ澄む
︽ーミ・ーン︾﹇▽ながれすむ

の舞がめでたくすみましたが︑其の
にちらついて居るQ

す＼きがゆれて︑其のかげが畳の上

あるといふ程でもないが︑花びんの

八368 一番︑二番︑三番と︑十二番
中で殊に人のほめ立てたのは︑五番

室へ行って見ると︑とたんに佐吉は︑
圖面を片手に勢よく飛出して來た︒

すやく

ずらす

︽ーシ︾

よひから︑赤ちゃんが す

︵副︶1

︵五︶1

さやぶくろ

北八の脇差を取って差し︑自

すりこぎ

すりこ木

つち

四学賞を歩いてみると︑大原

﹇揺粉木﹈︵名︶2

しば

九側10

女たちが︑柴や︑すりこ木や︑槌や︑

梯子や︑其の外何でも頭にのせて費

はしご

﹇擦付﹈︵下一︶2 すり

何だ︑すりこ木か︒

歩いてゐます︒

九襯6園

すりつ・ける

ばらく鳩の艦にほ＼をすりつけ︑途

の管を鳩の右足に取附けた兵は︑し

通信紙をつめたアルミニウム

八761

つける すり附ける ︽ーケ︾

︵副︶1

すらく

分の脇差は︑鞘袋をずらして長い

八38

ずらりと

ずらりと並
時には十羽二十羽も︑ずらり

九帽8

今年も⊥ハ月から放牧に出しま

︽ーッ︾

すり寄る

ともすると母馬にすり寄って

すりよ・る ﹇擦寄﹈︵五︶1

んで來て︑鼻をすり附けます︒

北斗は嬉しさうに︑すぐ僕の所へ飛

したが︑去年と違って︑僕が行くと︑

九伽8

中の無事を祈った︒

︿略﹀といふ意味で︑新年に

︵副︶5

四397圃木かげから︑ ぬつくり︑

ずらりと

と品よくよみ出されてみる︒

おいて我等の抱く心持が︑すらく

十冊1

すらすら

刀のやうに見せかけました︒

九戸9

ずら・す

やくと眠ってみる︒

九58圏

七伽1 空は水のやうにすんで︑風は すやすや

目の舞でした︒

空はいよくすんで︑月はい
空は眞青にすんで︑朝日がや
秋の空が青くすんで品持がよ
地高ければ氣もまたすみ︑
け
澄んだ青空に︑刷毛で叩く

いと静かなる境内なり︒
は

てお山へ集って︑

ぬつくり︑

十一㎜5

十㈱1図

い︒

十143

がて野ら一面を明かるくする︒

八474

よく明かるい︒

八965 雪の上の湿しい書食がすむと︑ 七伽6
今度は先生に一人々々滑り方を教へ
ていたゴいた︒
甲板洗が す む と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

﹁︿略﹀︒﹂の號令が下る︒

九376

ちれう

生はにこくして︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お つ

九684 五時間目の授業がすむと︑先
しゃつた︒

はいたやうな︑又は記号を薄く引き

十844園 たとひ治療のかひはないに

のばしたやうな白い雲の出るのを巻

子だぬきが︑出て來

しても︑出塁るだけの手を蓋くさな

流はあくまでも澄み︑水量

んでわになった︒

いでは此の母の心がすみません︒

十一惚10

帯云といひます︒

みぶん我がま﹂を言ってすみません

十一421囹ねえさん︑これまで︑ず

は︑乳を吸ってばかりゐます︒

六㎜1

さうして︑こんな大火事の起

すって︑其のもえがらを土間に捨て

する

やれ打つなはへが手をす

やれ打つなはへが手をす

子の街路樹がずらりと並んで︑涼し

九483図幽

たのが︑もとだといふことだ︒

十一捌11紫野でも一番人の目を引く

る足をする

九483図圃

スル

︽サ・シ・シロ・スル︒スレ・セ︒セヨ︾﹇▽

る足をする
すり
こ じき
由來名所には︑すりゃ乞食 する ﹇為﹈︵サ変︶謝
﹇淘摸﹈︵名︶1

が多い︒

十二撚10

すり

のミイラでした︒

のが︑幾室かにずらりと並んだ人間

さうなかげを作ってゐます︒

つたのも︑或家の子供が︑マッチを

ール︾

ラッパが一きは高くひゴき渡 す・る ﹇擦﹈︵四・五︶3 する ︽ーッ・

と並んで居ることがあります︒

九362

ると︑はだしのま㌦の水兵員が後甲

停車場の外に出つれば︑

は極めて團豆かだ︒

十一一41図

秋晴の空はあくまで澄みて︑暖さ春

でした︒

やまと
十一696囹 何でも︑山城・大和方面

の如し︒

すめみま

澄んだ水の色︑川べりの黒

の御旅行がすんで︑これから参宮を

十二悩8

い土︑草の芽の緑︑

すめみま

十336團そこに南洋廉があり︑椰

なさるのださうです︒
おかあ さ ん に さ う 言 っ て ︑

板にはせ集って︑ずらりと整列する︒
ちやう

十一悩⁝1
みなと

夕飯がすむとすぐ出掛けた︒

あしはら

皇孫の

御位はいやさかえま

﹁葦原の中つ御國は︑

圖面

天壌ときはみなからん︒

家族のものが心配して︑研究

﹇図面﹈︵名︶1

八872

ずめん

し︑

あめつち

治むべき國︑

く︑

あま
十一616図堂下 天照らす神のたまは

十二434 湊川の建碑もと団こほり すめみま 冒王孫﹈︵名︶1 皇孫
なくすんだ︒

十二924 やうやくお参りがすんだと
見えて︑二人はこっちへやって干る︒

遺族の人たちにはすまないやうに思

十二934園 それが︑職死した人や︑
はれてね︒

853
する一する

あんずる・あんちする・あんないす

る・あわせゆうする・あんしんする︒

する・あいする︒あいぶする・あっす

あいえいずる︒あいさつする・あいず

する・きこうする・きていする・きね

る・かんどうする︒きかんする・きぎ

る︒かんする・かんずる・かんせいす

きれる・かんしゃする・かんしんす

つぼうする・していする・じめじめす

る・しっしんする・しっそうする・し

げんする・じっけんする・じっこうす

る・しっかりする・しっくする・じつ

る・たいくつする・たいざする・たい

それにしても・ぞんざいする・そんす

る・そらんじはじめる︒そらんずる・

くする・そこびかりする・そしきす

る・そうちする︒ぞうちょうする・ぞ

しゅつする︒たいしょうする・たいす

る・ぞんずる・たいきゃくしはじめ

たっする・たんずる・たんそくする・

る︒たいせいする・だいひょうする・

る・しゃしゅつする・じゅうじする・

る・しゅくする・しゅくふくする︒

たんちする・ちゅういする・ちょうえ

んする・ぎゃくたいする・ぎゃくもど

しゅちょうする・しゅつげんする・

つする・ちょうしゅうする︒ちょうす

る・いじする・いちじゅんする・いっ

する・きんだいかする・きんちょうし

しゅっこうする・しゅっしする・

しゅくしたてまつる・しゅくしょうす

さおうする・うちきょうずる・うちじ
きる・きんちょうする・くがくする︒

しゅったつする・しゅつにゅうする︒

じゅうそうする・しゅうようする・

にする・うっかりする・うようよす

する・くふうする・くみする・ぐん

くっきょくする・くっする・ぐったり

ちょくめんする・ちんぼつする︒ちん

る・ちょうせつする・ちょうわする・

りする・きゅうていしする︒きょうい

る・うんどうする・えいじあう・えい

しゅっぱつする・しゅっぱんする・

もくする・ちんれつする︒ついらくす

くする・きょうれんする・きょくせつ

ずる・えいはつする︒えとくする・え

きょする・ぐんせいする・けいかいす

しゅとして・じょうこくする・しょう

る・いどうする・いふくする・うおう

んごする・えんざんする・おいとます

る・けいけんする・けいそくする・け

ちする・いってんする・いっぺんす

る・おいのりする・おうえんする・お

こぼこする・てつだいしあう・ではい

しする・ていしゃする・ていする・で

る・つうかする・つうしんする・つう

る︒じょうりくする・しょりする・し

さんする・じょうしょうする・しよう

んぐんする・しんどうする・しんにゅ

る・てんしゅつする・てんずる・どう

りする・てんかいする・てんざいす

いはつする・けいれいする・げきす

る・こうあんする・こうかいする・こ

する︒げんしゅつする・けんぶつす

る・しんらいする・すっきりする・す

うする・しんにんする︒しんぱいす

うけする・おうふくする・おうようす

うげきしはじめる・こうげきする・こ

とうずる・とうせんする・とうひょう

して・どうしても・どうじょうする・

ずる・つやつやする・つりする・てい

とわりする・おさそいする・おしらせ

うこうする・こうさんする・こうし

どおりする・せいかつする・せいきゅ

する︒どうようしはじめる・どうよう

うずる・じょうそしえる・しょうちす

する︒おつかえする・おつれする・お

て・こうする・こうずる・こうそす

うする・せいこうする・せいじんす

する・とかいする・どきどきする・ど

する・しょうする︒しょうずる・じょ

る・おまいりする・おまちする・おま

ともする・おねがいする・おはなしす

る・こうふんする・こうようする・こ

んする・せいふくする・せいりつす

る・せいする・せいせいする・せいと

る・げきちんする・げきどうする︒げ

つりする︒おまねきする・おむかえす

おどりする・こきゅうする・こくす

しゃする・けっていする・けんきゅう

る・おもんずる︒およめいりする・お

る・こだまする・ごつごつする・ごん

おおわらいする・おかえしする・おこ

わかれする・おわたしする・かいけつ

る・ともすると・ともすれば・なんせ

くりつする・とっしんする・とっぱす

る・おおくりする・おおまわりする・

する・かいこうする︒かいこんする・

る・せいれつする・せっする・せっぱ

んする・にこにこする・にっこりす

じょうする・さいかいする・さいしゅ

にゅうこうする・ねおきする・ねっ

る︒にぶんする・にゅうえいする・

かいしする・かいそうする・かいてん

んしだす・ぜんしんしはじめる・せん

ちゅうする・ねんねする・のりおりす

る・せのびする・せんしする・ぜんし
する・さっぱりする・ざらざらする・

たくする・せんていする・せんりょう

くする・せっぷくする・せつめいす

さんかいする・さんかする・さんけい

する︒ぞうげんする・そうしする・そ

る・さしずする・さっする・ざっとう

する・かくりつする・かげんする・

する︒さんざいする・さんぱいする・

いけんする・はいする・はいそうす

る・のんびりする・はいかんする・は

うする・さいそくする・さいようす

がっかりする・がっしりする・かっそ

うする・そうぞうする・そうだんす

うじする・そうしたら・そうして︒そ

る・かくごする・かくして・かくてい

うしはじめる・かっそうする・かつど

る・しさんする・ししょうする・じす

さんぶんする・さんぽする・しきす

する・かいひょうする・かいほうす

んけいする・かんこする・かんしゃし

うする・かひつする・がまんする・か

する一する

854

キマシタ︒

二226

そうする・ゆにゅうする・よういす
る・ようじんする・ようするに︒よち

る・ぱさばさする・はそんする・はた
よちする・よろよろする・らいはいす

ミンナデサウダンシテ︑

カニハ大ケガヲシテ︑泣

ウズ︑アシ雪天キニシテオクレ︒

る・はっきょうする・はっきりする・

あげする・ばたばたする・はっきす
る・らっかする・らんぶする・りきと

二29一

管長ハ︑

ハサミデ︑サル

サルヲコラスコトニシマシタ︒

二245

はっくつする・はっけんする・はっ
しゃする・はっする・ばっする・はっ
うこうする︒りょこうする︒りりくす

うする・りゅうこうしはじめる・りゅ

ニ︑オイシャサマノマ

マサヲサンガ︑アンマリ

イッテ︑イタヅラヲシマシタ︒

ジャウズ

S16

ホタルヲヨブコエガシマス︒

ネヲスルノデ︑花子サンバ︑キ

アチラデモ︑コチラデモ︑

じゅうする・ふくしょうする・ふしょ

一362

フニヲカシクナリマシタ︒

アル日︑ウサギトカメガ︑ 二433

スズメガ︑オヂイサンニ︑

うする・ふせつする・ぶそうする・
︻482

イロイロゴチソウヲシマシタ︒

一324

ツイテイキマス︒

ユックリヒルネヲシマシタ︒
二452園コンナヨイ子ヲ︑ネズ
﹇547オバアサンガ︑川デセン ミノォヨメサンニスルノハ

﹇49一

リ︑カミツイタリシテ︑オニヲ

ヲシイ︒

オトウサントオカアサン

エライ人ノ全心メサンニシタ
イ︒

二462

バ︑サウダンシテ︑オ日サマノ

サウシテ︑ムスメヲ︑キン

所ヘオヨメニアゲルコトニ
シマシタ︒

二602

ドノオニモ︑大シャウノ

ジョノネズミノオヨメサンニ
シマシタ︒

二65一

オニ

ニオジギヲシテハ︑カハ

ルガハル立ッテ︑ヲドッテヰマシ

タ︒

V15 オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

イッテ︑ヲシサウナフウヲシマ

シタ︒

﹁ホウホケキョ︒﹂ト︑ウグヒスノ

二996ソノ時︑ニハノ方デ︑

シマヒマシタ︒

る・るいする・れいしょうする・れん
ノクビヲキラウトシマシタ︒
二746園 ヲヂサン︑ コンヤモ︑ マ
らくする
二323 オカアサンガ︑サイホウヲ
タカゲエヲシテ見セテクダサ
一234 ポチガ︑ヲヲブリナガラ︑ シテイラッシャイマシタ︒
イ︒
アトニナリ︑サキニナリシテ︑
二327 ケンチャンガ︑ソバ ヘ
二981 ﹁ハイ︒﹂ト︑ヨシヲサンバ
ヘンジヲシマシタガ︑マタネテ

たつする・はっちゃくする・はつめい
る・はんだんする・はんもする︒ひが

する︒はれつする・はんする・ばんす
しする・ひこうする・ひする・びっく
りする・ひっそりする・ひていする・
ひとあんしんする・ひとやすみする・

一一

ひよこがなくと︑おやど

そろそろ︑ごはんのした

﹁︿略V︒﹂といふ音がきこ

にいさんがとけいを見よ

みんなが大わらひをしま

三222ぼくも︑ついとけいを見

した︒

三217

うとしたので︑

三214

いきがしました︒

えないので︑なんとなくさびし

三206

くをしませう︒

三194園

すか︒

三174囹どんなかほをしてゐま

こ︑こ︑こ︑こ︑といひます︒

りは︑はなしでもするやうに︑

三145

デ︑立日ガシマシタ︒

ナクコエガシマシタ︒
マサヲサンバ︑テイネイニ 二悩3﹁ゴウッ︒﹂ト︑トホクノ方

ふっこうする・ぶらぶらする・ふんき

とうする・ぶんりゅうきょくせつす

タクヲシテヰルト︑

カケッコヲシマシタ︒

へんずる︒べんずる・べんうんする・

る・へいていする・べんきょうする・

一574オバアサンガ︑モモヲキ 二454園 セカイヂュウデ 一バン

ミテカラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑マジメナ

ほうかんする・ほうこくする・ほうじ

ラウトシマシタ︒

る・ほこする・ほそうする・ほぞんす

クルシメマシタ︒

テルテルバウズ︑テルバ

カホヲシテ︑イヒマシタ︒

する︒ほうしゃする・ほうしょうす

一696サルト犬ハ︑ヒッカイタ

る・ぼっする・まごまごする・まっと

二5一 ニハノススキガ︑オイデ
オイデヲシテヰマスQ

サルガアトオシヲシマス︒

一744

んする・めいずる・めんずる・もやい

二6一

二93圏園

コエガシマシタ︒

ドコカデ︑又略﹀︒﹂トイフ

する・やくどうする・やすんじたてま
と・ゆうしゅつする・ゆききする︒ゆ

つる・ややともすると・ややもする

る・みっせいする・みなみする・むさ

うする・まんぞくする・みえがくれす

ウサギハ︑トチュウデ︑

いする・ほうどくする・ほうのうす

る・ほうずる・ほうそうする・ほうた

ぶんじょうする・ぶんつうする・ふん

する・ぶんきする・ふんしゅつする・

ひょうしょうする・ひょうする・ふく

一一

855
する一する

ようとしましたので︑

音がして︑大京のおなかが︑

三298 すると︑﹁ぼん︒﹂と大きい
やぶれてしまひました︒

ソノ車ヲ︑今ウンテンシュ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑くすり

で洗ったり︑くすりをつけたり

三個⁝3

ガ一生ケンメイニナッテ︑ハヅ
サウトシテヰルトコロデス︒

三958

た︒

から︑おちいさんが出て來まし

と︑﹁︿略﹀︒﹂と︑呼ぶものがあ

おじぎをしました︒

て︑いろくごちそうをして下
さいました︒

これはどうしたことか
と︑浦島は︑箱をか＼へながら︑

三佃7

ゆめのやうに︑あちらこちら
と歩きまはりました︒

にいさんは︑にこくしな

さうして︑軍かんやひかう

とのさまから︑おく方に

その通りに︑みんながし

四463すると︑月は枝の問に
じっとしてゐますが︑雲は

てみました︒

四462

あそんでゐました︒

四412 ある所で︑子どもたちが
五六人集って︑かげふみをして

四356 目がくらんで︑どうする
ことも出來ませんQ

つがへようとしましたが︑

四355兵たいたちは︑弓に矢を

と討ひました︒

て︑かぐやひめをひき止めたい

四335おちいさんは︑何とかし

したが︑

したいとのおことばもありま

四307

としてくれました︒

きの︑おもしろい話をいろく

四191

がらざしきへ上って︑おとうさ
んにごあいさつをしました︒

四137

かうちへはいって來ました︒

四132 ぼくがべんきゃうしてる
ると︑くつの音がして︑だれ

ことになりました︒

を︑どうしたらよいかといふ

四了5今度は︑切りたふした木

四74 何十人︑何百人のきこり
んが出て來ました︒
三546囹 ケライニシテ下サイ︒
が集って︑毎日毎日大さわぎを
三555 一寸ボブシバ︑アル日︑オ 三886囹 どうしたのだ︒
三902しばらくすると︑水の中 して︑やっと切りたふしました︒
ヒメサマノオトモヲシテ︑遠イ
所へ出口ケマシタ︒

コカラカ︑オニが出テ來テ︑

トチュウマデ來ルト︑ド

國をもっとひろくしたいと︑

三304 神さまが︑どうかしてこの 三56一

一寸ボフシヤオヒメサマヲタベ
三623園 ぼくはたぬきにしよう︒
三637囹 君︑かちく山ごっこを

ヨウトシマシタ︒

おかんがへになりました︒

三305 神さまが︑どうかしてこの

國をもっとひろくしたいと︑
おかんがへになりました︒

三欄7園 さうすると︑こんなに
はがわるくならないでせう︒

して下さいました︒

三里2それから︑二人は︑舟を

かまへて︑ころがしたり︑た＼いた

三佃6見ると︑かめを一びきつ
りしていぢめてみるのです︒

きこえたら︑にげることにして

ります︒

つもの通りつりをしてみる

をするものではないよ︒
三川1 浦島が︑舟にのって︑い

三658うさぎとたぬきは︑舟を 三柵8園 そんなかはいさうなこと

あそびをしよう︒

三655園これから︑一しょに舟

こしらへるさうだんをしました︒

三306國をひろくするには︑ど しょうよ︒
三638園 い＼な︑しよう︒
こかのあまった土地をもって
來て︑つぎあはせたらよからう
と︑おかんがへになりました︒
三364圓 ア・︑サウシマセウ︒

三365園サ・舟ノキャウサウヲ
シマセゥ︒

三433
せん︒

牛若丸は︑びくともしま こぐまねをしました︒
三711園 大きなすゴをねこの
首につけておいて︑その音が

としたら︑ すいと︑あっちへ

はどうでせう︒

三476間ちょっと羽をつま＼う
にげていった︒

ジットシテハヰラレマセン︒

三514ソレヲ刀ニシテ︑ムギワ 三725 ユフベ買ッテイタずイタ 三川6 大きなかめが︑舟のそば
へおよいで來て︑ぴょこりと
キンギョノコトヲ思フト︑
ラノサや心入レテ︑コシニサ
シマシタ︒

どうしたらよからう︒

三807園 どうしたのだ︒
しばらくすると︑おちいさ
三822

三802園

見エタリシマス︒

キンギョガ︑急二大キク見エタ
リ︑マタモトノヤウニ︑小サク

三517 ソレカラ︑オワンヲモラッ 三752ヨコノ方里ラノゾクト︑ 三民2 さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

オハシヲモラッテ︑カイ

テ︑舟ニシマシタ︒

三518

ニシマシタ︒
三538 ﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑庭ヲ

ニナラウトシマシタ︒

見マハシナガラ︑アシダヲオハキ

する一する
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さっさと走って行きます︒
ました︒

首はとび上って︑口から

火をはきながら︑頼光のあたま
にかみつかうとしました︒

四483 オバアサンダケガ︑日アタ 四704

リノヨイエンガハデ︑ツギ物
ヲシテイラッシャイマシタ︒

雲太郎きゃうだいは︑︿略V︑

とにしよう︒
四櫃7

百合若を島におきざりにして︑

自分たちが大聖にならうとか
﹁︿略﹀︒﹂といって︑雲太郎

んがへました︒

四柵2

きゃうだいは︑その男に﹁こけ
丸﹂といふ名をつけ︑しばらく

する時︑﹁︿略V︒﹂と︑大きな聲

ことにしました︒
家におくことにしました︒
四755いうびんごっこをするこ 四丁6 雲太郎が弓を射ようと

四755 花子さんと雪子さんは︑
今度は︑いうびんごっこをする

四564 まだあれが生きてみる 四732圃 うっかりするな︑ ゆだ
だらうか︑足のきずはどうし
んをするな︒
たらうかと
四573 大江山に︑しゅてんどうじ

といふ鬼がみて︑時々都に
出て來ては︑物をぬすんだり︑

女や子どもをさらったりしま
とにしました︒

テイシャデャウ

バ

ニコくシテ︑

ソレカラ停車場へ行キマシタ︒
ニイサン

ニイサンバ︑元氣ナ聲デ︑

ミンナニオジギヲシマシタ︒

四874

四883

車二乗リマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トアイサツヲシテ︑汽

白兎がその通りにしま
すと︑からだは︑すぐもとの

四㎜4

ワタシバ︑モウ

モトカサウトシマス︒
四囲1圏

一度オ

前ヲ追ヒハラッテ︑野や山ヲ
マッ白川シテヤル︒

四儒8園

持ってかへって︑うちの

れふしは︑その着物を

たから物にしよう︒

持ってかへって︑うちの

取って︑持って行かうとしまし

四悩2

た︒

四価2囹

す︒

たから物にしょうと思ひます︒
四偽8囹 日本のたから物にしま

天人は︑悲しさうなかほ
をして︑じっと空を見上げまし

四国6

た︒

すると︑今までかくれてみた︑

いろいろのわるものが出て來て︑ら

五16

んばうをしたり︑いたづらをしたり

いたづらをしたりしました︒

しました︒

五16

いたづらをしたりしました︒

どうしたら︑よからうか︒

五16

また︑或神様は︑山へ行って︑

五21園

大きな榊の木を根こぎにして︑持つ

さかき

五31

ふせたをけをだいにして︑そ

ていらっしやいました︒

五39

こっけいな手ぶりや身ぶりを

の底をとんくふみ鳴らしながら︑

五41

して︑おもしろくお舞ひになりまし

四伽5雪デモ︑霜デモ︑氷デモ︑
カタハシカラトカシテ︑野や山

いにほひがして來ました︒

五106團

おみやげに貝ざいくを買つ

てるますが︑

い感じがしました︒
かなぐ

何ともいへない︑ありがた

五81困

た︒

四欄4園 北風ガ︑霜や雪デ︑野
山ヲマッ白兎シタカハリニ︑

五93国金の金具が︑きらきらとし

ヲ暖クシマス︒

四月2妹や弟が︑後からつい

四型7けしきに見とれながら歩
しばらくこ＼で休むこ

して豆を拾ひました︒

四川5園

いてるますと︑どこからか︑よ

て來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大さわぎを

やうになりました︒

雪ノ山や氷ノ池ヲ︑少シデ

ギヤカニ話ヲシテヰマス︒
ソットヤッテ來マス︒
四862 氏神様ヘオマヰリヲシテ︑ 四日一 サウシテ︑北風ノ作ッタ

した︒
四847ソバデ︑オカアサンガ︑何 で笑ふものがありました︒
四582 そこで︑頼光は︑五人の
力忘レ蓋物ハナイカト︑イ
四伽一 サウシテ︑雪ヤアラレヲ
やまぶし
強いけらいをつれ︑山伏のす
ロイロセワヲシテイラッシャイ
降ラセタリ︑水ヲコホラセタリ
がたをして出かけました︒
マス︒
シマス︒
四587 しかし︑みんな強い人たち 四857オザシキノ方デハ︑シン 四伽3 シカシ︑北風が少シユダ
ですから︑びくともせず︑
ルヰや近所ノ人が集ッテ︑ニ
ンヲシテヰルト︑暖イ南風ガ

四591 けはしい山道を上ったり︑

深い谷を渡ったりして︑だん
くおくへ進んで行きました︒
が︑しくくと泣きながら︑せん

四616谷川で︑一人の若い女
たくをしてゐました︒

四638女は︑大そう喜んで︑
﹁︿略﹀︒﹂といって︑先に立って

道あんないをしました︒
四656 しゅてんどうじは︑けらい

の鬼どもを大ぜい集めて︑酒も
りをしてゐました︒

四697 このやうすを見た頼光た
ちは︑持って來たようひやか
ぶとを取出して︑身じたくをし
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たから︑たのしみにして待ってお出
でなさい︒

五154 さうして︑をりく水の上に
かほを出してみたりしました︒

五164 水の中にみると︑何だか息が
つまるやうな氣がしました︒

五186圏 鳥の歌︑ぴったり止んで︑
しばらくは︑しんとする︒

五245 尾をお切りになった時︑かち
つと音がして︑劒の刃がかけました︒

五294 草の上に腰を下したり︑ねこ
ろんだりして休みました︒

五313園 まだ少し早いが︑おべんた
うにしませう︒

五377 ぶらんこをして居るのもあり
ました︑

五381 金あみをつたって︑追っかけ
つこをして居るのもありました︒

小さい神様でした︒

心を合はせて︑野や山を重い

て田や畠にしたり︑道をつけたり︑

五634

谷川を下りながら︑みんなは︑

何しに行くのです︒

川に橋をかけたりなさいました︒

五647園
五694
うれしさうに歌ったり︑さわいだり

とつぜん︑上の方でさわがし

しました︒

五727

かうして居る間に︑私たちは︑

い音がしました︒

五736

私たちは︑手に手を取って︑

とうく海へ出ました︒
五741

サウシテ︑ソノマ・ジツトシ

歌ったり︑をどつたりして喜びまし
た︒

五767
五768

コレカラ︑一タイ︑何ヲシヨ

動カウトモシマセン︒

テ︑動カウトモシマセン︒

五77一

ウトスルノカト思フト︑私ハ︑急ニ

五385 そのぶらくした長い鼻は︑
よく見ると︑先が蛇の口のやうで︑

オモシロクナツテ來マシタ︒

クモニハ︑ソレガ︑スグワカ

マシタガ︑

五802

きうりにそへて立ててある竹
に︑とんぼが止ったり︑はなれたり

五829

ル仕事ヲ績ケマシタ︒

シゴト

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

ヲ引ツパツタリ︑忌門シタリシテ居

ルモノト見エテ︑シキリニ︑コノ綜

五788

ウトスルノカト思フト︑

コレカラ︑一タイ︑何ヲシヨ

開いたり︑閉ぢたりします︒

口の所へ持って行ってたべます︒

五388 鼻をぐるつと巻くやうにして︑ 五77一

五412 象は︑しばらくして︑またの
こくと上って來ました︒
イフ音ガシテ居マスガ︑コレハ︑翼

五545 マブシノ中デハ︑カサくト
ガ動クカラデス︒

五588 だんく近寄って來るのをよ
く見ると︑豆のさやのやうな物を舟
にして︑それに何か乗って居ました︒

五594 轟の皮を着物にして着て居る︑

して居る︒

日まはりは︑暑い日を一ぽい

受けて︑夏はおれの世界だといふや

五838

今では︑僕よりもずっと背が

うな顔をして︑三つ咲いて居る︒

五841

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思
や

あちらの部屋で︑おかあさん

へ

ふと︑何だかかはい﹂氣がする︒

五852

朝御飯がすんでから︑少し勉

あさごはん

の聲がした︒

五866

勉強がすんでから︑草むしり

強をした︒

五875

のお手傳をした︒

お前も︑負けないやうにし
この鏡は︑われと思って大

なければいけないね︒

五899園
五959圏
切にせよ︒

うずめのみことは︑わざと︑

でんれい

こっけいな檬子をして︑お笑ひにな

五982

こんがう

なち

我が軍にしたがって︑傳令の

りました︒

五棚5

二人ハ︑喜ンデ︑﹁︿略V︒﹂ト

役をして居た軍犬金剛・那智は︑
五佃2

言ヒナガラ︑テイネイニオジギヲシ
テ︑カケマシタ︒

にいさん︑かうして︑毎
日々々︑二人で同じ事ばかりして居

五備5囹

二人で同じ事ばかりして居

ても︑おもしろくありません︒

五冊6園

いかゴでせう︑．けふ一日だ

ても︑おもしろくありません︒
五聖9園

け︑あなたは山へ狩りに行き︑私は

海へ魚を取りに行く事にしては︒

匹取る事が出來ず︑きげんを悪くし

五価9兄神は︑︿略﹀︑鳥一羽︑獣一

しばらくすると︑門の内から︑

ておかへりになりました︒

五伽6

水を汲まうとして︑ふと井戸

一入の女が出て來ました︒

の中をのぞくと︑

五梱1

天の神様がお出でになったと

いふので︑毎日々々︑海の世界の珍

五個8

しいをどりをしたり︑おいしいごち

そうをしたりして︑命をおもてなし

兄うかしは︑すぐに手下の者

おいしいごちそうをしたりし

おいしいごちそうをしたりし

になりました︒

て︑

五槻9

五槻9

て︑

を呼集めて︑職の用意をしょうとし

六24

ましたが︑意外にも︑手下が集って

戦の用意をしょうとしました

來ません︒

が︑

六25

六49．弟うかしには︑どうも︑兄の

は＼あ︑こんな事をして︑

する事がわかりませんでした︒

は＼あ︑こんな事をして︑

だましうちにしようとするのか︒

六56園

六56園

お前は︑天皇をお迎へして︑

だましうちにしようとする

だましうちにしようとするのか︒

のか︒

六57囹

六78園

する一する
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おもてなしをすると申した︒

六81園 一たい︑どういふ風におも
てなしをするのか︑一つ︑此の新し
い家にはいって︑やってみろ︒

音がしました︒

六96 其の時です︑どしんと大きい
六163 エンガハデ︑縫物ヲシテイラ
ッシヤツタオバアサンガ︑針ヲオ落
シニナツタQ

六167 火バシノ先デカキ出サウトシ

タガ︑スキ間ガセマクテ︑ナカく
取出セナイ︒

六235 取らうとしても︑なかくつ
かまらない︒

六243 左の手で︑頭のあたりをつか
むと︑後足をふん張って︑逃げさう
にした︒

六248 いなごは︑せまい園の中から︑

へて︑いろくおもてなしをしなが
火に追はれて︑逃げようとす

ら︑申しました︒

六384
る間もなく︑片はしから︑やき立て
られ︑やき殺されてしまひました︒

六423

ちゴめたりすることが出護る︒

長くのばしたり︑ちゴめたり

僕は︑おかあさんを引張るや

なんです︒大きな聲をして︒

おかあさんは︑目を丸くして︑

することが出稼る︒

六524

﹁︿略﹀︒﹂

六543

げた︒

けれども︑我が武士は︑船の
通有は︑帆柱をたふして︑こ

の船の大工を︑生けどりにして引上

六602さんぐに切りまくって︑其

こんだ︒

れをはしごにして︑敵の船へをどり

六596

大小などは︑少しも氣にしなかった︒

六576

うにして︑連れて來た︒

六546

月夜の晩に︑此の村の停車場 六544囹

すっかり草をたべてしまった

に下された時は︑どんな心持がした
でせう︒

六446
山羊は︑やさしい目をしながら︑又
寄って來ました︒

別々にしたりして︑机の上を見たり︑

六487僕は︑此の二つを︑重ねたり
けしき

外の景色をのぞいたりして居た︒

けしき

六487此の二つを︑重ねたり別々に
したりして︑

父や兄は︑牛の膿をきれいに

て︑國難に當つたのである︒

六488机の上を見たり︑外の景色を 六612 全く︑上下の者が心を一にし
のぞいたりして居た︒

其のさかさまに見える景色を︑ 六674

して︑新しいくつをはかせてやりま

六496

した︒

外へはひ出さうとする︒

大きくして見ようと思って︑右の手

きちんとはまった時︑巻いた

五十鏡のでは小さ過ぎるし︑

小さい鍋を返し︑大きい鍋を
受取って︑おばあさんが︑もう五十

六719

やっぱり大きい方にしよう︒

六716囹大は小をかねるといふから︑

ようかと迷ひましたが︑

一圓のでは大き過ぎる︑どちらにし

六711

やって下さい︒

居たのですから︑どうぞ︑よい所へ

うちの者同様にして︑かはいがって

六679園私のうちでは︑此の牛を︑

六295 さうして︑酒をつがせては︑

かう思ひつくと︑僕は︑もう

に轟目がねを持って︑のぞいて見た︒

わ

さうして︑さっきの筒の中へ︑
くらみの大きさに作って︑それをの

ちやうど︑それがするくとはいる

六518

動かぬやうにした︒

紙を︑輪ゴムできりくと巻いて︑

六513

じっとして居られなくなった︒

六505

しきりに飲んだり︑歌ったりしまし
た︒

六301 もうねようといふので︑よろ

くしながら︑奥の間へ行かうとし
ました︒

六303 今までやさしくお給仕をして
居た少女は︑

六355此の國に居た悪者のかしらは︑

りづけにした︒

一通りではとても勝てない︑

だましうちにする外はないと思ひま

かうして出島た二本の筒は︑
うまくくひ合って︑長くのばしたり︑

六523

︿略﹀︑

した︒

六357 そこで︑尊をうやくしく迎

銭彿はうとしますと︑

先づ︑谷川のほとりに︑三千

人の番兵を置いて︑城兵が汲みに來

六745

城中には︑十分水の用意がし

られないやうにした︒

六746

番兵がゆだんをして居ると︑

てあった︒

城兵が切りこんで來て︑旗をうばつ

六748

て引上げた︒

さうして︑これをよけようと

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

六755

五千人齢りも殺した︒

六757此の上は︑ひやうらう攻めに

しょうと思って︑賊は︑攻寄せない

六758

賊は︑大きなはしごを作り︑

賊は︑攻寄せないことにした︒

ことにした︒

六779

百人逃げ︑二百人逃げして︑

これを︑城の前の谷に渡して橋にし

た︒

始め百萬といった賊も︑しまひには

六793

しばらくすると︑おとうさん

十苗円ばかりになった︒

外は︑もう︑人通りがないと

が︑新聞を置いて︑﹁︿略﹀︒﹂と言は

六827

れる︒

六835

二階へ上って︑ガラス戸から

見えて︑ひっそりとして居る︒

外を見ると︑全心が︑何だか︑ぼん

六858

やりと明かるい氣がする︒

いつの昔から︑かうしてある

のか︑うちのおちいさんの子供の時

六895

859
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から︑もう︑これがあったといふこ
とです︒

なったものと見えて︑集って居る雀

六905 けさやった餌も︑もう︑なく
は︑皆さびしさうにして居ます︒

六913 こっちのへうたんにはいった
り︑あっちのとうろうに飛移つたり
して︑お米をたべます︒

六916 おなかが一ぱいになったので︑
仲よく日なたぼつこをして居るので
せう︒

六942 窓をあけて見ると︑向かふの
空には︑ぱっと火の粉が上ったり︑
又少し暗くなったりする︒

た︒

六967囹 をばさん︑猫はどうしまし
六969園 どうしたかわかりません︒

六984園 いや︑手妻は︑ねえさんに
十分してもらひました︒

は︑

一番しよんばりとして︑さびし

六991 平生元氣なをばさんも︑今日
さうに見えた︒

つて︑

日豊4 ふっくらとした花びらが抱合
六悩9 ほんたうに︑手に取って︑さ
はってみたいやうな氣がします︒

六

や

自分の部屋へ蹄って居た和尚

へ

舟は︑いろくと考へ績けました︒
6

さんは︑しばらくすると︑雪舟がか
和尚さんは︑﹁しつ︑しつ︒﹂

はいさうになりました︒
六柵6

と追ひましたが︑ふしぎに︑ねずみ
は︑じっとして動きません︒

敵が近イ時ニハ︑水ノ中ヘモ
僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

グツテ︑氣ヅカレナイヤウニスル︒

六備7
六備9

水戸モグルト︑ドコモ見エナ

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア
ルガ︑

六柵7

イデ︑サゾ困ルダラウト思フデアラ
ウガ︑ソレニハ︑ウマイシカケガシ
テアル︒

不用ノ時ハ︑コレラ引ツコメ

七189園

今度は︑牛がまぐはを引いて︑

書間は︑働く人や牛にゑんり

静かだといふみなかの夜も︑

僕は︑どうかして一度計って

此の頃は︑雨戸をしめて始めてほっ

七284

よをするやうに聲をひそめて居るが︑

七277

泥水の中を行ったりもどったりする︒

七254

蛙の鳴く聲がする︒

どうしたのです︒

かうぐ
ちて居らず︑まことに神々しい氣が

七243春の少し暖い晩︑﹁︿略V︒﹂と︑

まして︑けがをした者や︑つ

する︒

六慨1

ぶれた家の下敷きになった者は︑ど

みんなが︑くつしたをぬいで

んな氣持であったらう︒

七94

足袋にはきかへたり︑着物のすそを

時々手ごたへがして︑大きな

はしょったりしました︒

七107

とする︒

さ

さうする中に︑思った通り︑

さうすれば︑どんな物の高

もちみつ

笛の名人用光は︑当年の夏︑

土佐の國から京都へ上らうとして︑

と

七326

さでも計ることが出軋ます︒

七317園

ど同じになった︒

棒の長さとかげの長さとが︑ちやう

七312

みたいと思って居た︒

淺い水たまりを歩くと︑足の 七294

蛤も出ました︒

七109

裏がぬるりとしたので︑おさへて見
たら小さなかれひでした︒

見ると︑向かふの方で︑雪子
さんや妹は︑何を取ったのか︑きや

七119

工が︑﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

つきやっと大さわぎをして居ます︒
七157

河成は︑何心なく南側の戸口からは

六佃6

いらうとした︒

暖い日曜日ですから︑今日は

せき一つする者もない︒

七339園私もかくごをした︒

船に乗った︒

とすると︑又其の戸がしまって︑さ

七397

午前の水は︑おかあさんに受

後から出るもの程︑大急ぎで

どれもこれも︑魂でもあるや

うな氣がして私は︑朝顔がかはいく

七嘱1

うです︒

のびて︑早く二葉にならうとするや

七439

持っていた〜くことにしました︒

七411

から其の用意をしました︒

朝顔の種をまかうといふので︑ひる

七364

北からはいらうとすれば︑北
東からはいらうとすれば︑東

言はれるま＼に︑座敷へはい
何ともいへないいやなにほひ
さへする︒

七186

らうとして戸を開くと︑驚いた︒

七183

する氣だな︒

七177囹は＼あ︑此の間の仕返しを

の戸がしまって北の戸があく︒

七165

の戸がしまって西の戸があき︑

七163

つきしまった南側の戸があいた︒

今度は西側の口からはいらう

タリ︑又ハ深クモグツテシマツタリ

長い参道には︑ちり一つ落

七159

スル︒

一向︑僕等ノ仲間ニハ︑魚雷

クチクカン

デ敵ヲ攻撃スルコトヲ務トシテ居ル

六佃8

者が多イガ︑

足ノ早イ駆逐艦二︑打當テラ
バクライ

レタリ︑爆雷トイフモノヲ投ゲコマ

六伽9

ウツカリソレ口引ツカ・ルト︑

レタリスルト︑ハナハダケンノンデ
アル︒

六捌3

魚ノヤウニ︑生ケドリニサレテシマ

六道1 ほんたうのすみれ色をした花

フQ

をぢさん︑東京のお話をし

うに︑つやくして居ます︒

六枷7園

て下さい︒

六事1園

が︑暖い日を受けて︑びろうどのや

六研7囹此のガラスのふたをすると︑
けられて︑じっとして居る間に︑雪

亜聖2 さびしい本堂の柱にく＼り附

する一する
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てたまらなくなりました︒

こくにして婦って來ます︒

七496団 さうして︑夕方おなかをぺ
七497國 すぐに武器の手入れをして
から︑食事をしますが︑

七498國 すぐに武器の手入れをして
から︑食事をしますが︑

自由時間で︑其の間に思ひくの事

七503囲 夕食後は僕等の最も樂しい
をします︒

七519国 九時には消燈ですから︑其
の前に日記をつけたり︑手紙を書い
たりします︒

七529困 入管當時は︑寒風吹きすさ

港内の岸壁には︑一門五千トンの大
七冊8

七麗8園

﹁︿略﹀︒﹂と︑信長は︑ことば

どうしました︒

渡るといっても︑水になれた

大勢の人々は︑口々に人夫を
見すばらしいなりをした一人
少ししてから︑かの人夫は︑

何氣なしに先程渡し賃を箏つた場所

七価4

の旅人が︑

七餌6

呼んで︑我先に渡らうとする︒

七構2

ふかして渡らなければならない︒

人夫の肩に乗るか︑手を引いてもら

船が横附けにされます︒
七754

むだ話やむだな仕事をしたり

烈しく叱って︑其のま＼行かうとし
た︒

七808
しなくなった︒

職人たちは︑これまでのやう

つ所に大勢寄って︑むだ話やむだな

に︑あっちこっち歩き廻ったり︑一

七808

仕事をしたりしなくなった︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひく︑かけ出
さうとする︒

七柵8

或日︑信長が筆画を集めて酒 七柵6園 落し物をしましたから︒

へ行って見た︒

七819

もりをして居た時︑話がたまく槍
のことに及んだ︒

わしが扇で合圖をする︒

らうとする︒

七榴6囹

どうぞ︑これを受取って︑

どうかすると︑其の日の暮
心にすまないことは︑まだ
たとひ︑家中の者がうゑ死

一度もした事はないつもりです︒

七旧5園

しに困るやうなこともありますが︑

七榴3園

私の氣がすむやうにして下さい︒

七槻4園

行って︑れふをして居ましたが︑

七響園はるぐ房州へ出かせぎに

ぱうしう

つて︑財布の中に手を入れた︒

しばらくして︑﹁︿略﹀︒﹂と言

七884園

次に合圖をする︒

ぐっとそりかへるやうにして︑

つて居ます︒

七981

ひょっとすると︑役場の方

頭を後へ下げます︒

七撹3園

でお忘れになったのではなからうか
と思ひまして︑

此の次の村會の時に︑あな
たのお心持を十分置傳へて︑相談し

半価8囹

てもらふやうにしませう︒

七言2

ぶ配陣で教練したり︑冷たい水で︑

七886園

せんたく

食器を洗ったり洗濯したりするのに︑

七937大ていは︑木の細い根をぢく 登極3 人夫は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って編

ほうでう

にして丸い穴を掘り︑其の中にはい

中々ほねが折れますが︑

七539團 兄弟のやうに仲好く助け合
だいたふのみや

つて︑勉強したり教練したりします︒

七548 大塔宮は︑北條高時征伐の
かうや

大和の十津川から高野の方へお向か

とっかは

ため︑兵をお集めにならうとして︑
やまと

ひになった︒

七573園 見れば尊い錦の御影︑どう
してそれを手に入れたのか︒

七591 芋瀬の荘司は︑もう一言も嚢
しょうとしなかった︒

旅人が︑わけを話してお禮の

をするやうなことがあっても︑

七悩7

何とかして︑少しでも納め
させていたゴけるやうにお願ひいた

七塒9園
します︒

七657 かうして︑多くの品物が︑自
由自在に集ったり散らばったりする

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

小さい妹が手招をして︑

金を出さうとすると︑

ので︑しぜん大阪が一大商業都市と

七伽3
手にするのもばかくしかったが︑

七鯉1闘

先方はほんの青二歳で︑相

して獲達したのです︒
ばうはてい

七716 大阪港は︑防波堤が遠く績き︑

しかし︑何だか此のま㌦寝る

お聲がしたので︑みんな内へはいつ

七撹4 ﹁︿略﹀︒﹂と言ふおかあさんの

た︒

七髄6

上屋の中へはいって︑廣い階

のが惜しいやうな心持がした︒

七鵬5

段を上った時に︑船の方から︑何か︑

小蒸汽船が︑煙を吐きながら

けた＼ましい音がして來ました︒

七川5

ちやうふはんしゅ

行ったり來たりして居ます︒

大震の父は︑長府藩主に仕

どうかして子供の膿を丈夫に

へて︑江戸で若君のお守役をして居

七粥7

たが︑

言託9

し︑氣を強くしなければならないと

氣を強くしなければならない

どうかして子供の膿を丈夫に

思った︒

し︑

七備9

七傾1

寒いなら︑暖くなるやうに

と思った︒

してやる︒

七帽9囹

三度々々の食事に︑必ず其の

きらひな物ばかり出して︑大旱がな

七備3

れるまで︑うち中の者がそればかり

たべるやうにした︒

かうして大勢のつばめが並ん

で居るのを見ると︑何かしら︑彼等

八48

呉天は︑何とかして︑自分の

は相談でもして居るやうに見えます︒

八133

治める部落だけでも︑此の悪い風習

を止めさせようと思って︑
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八135 呉鳳は︑︿略﹀︑いろく苦心
をした︒

八144園 それでは︑其の首を大切に
しておいて︑これから毎年一つづつ
供へることにするがよい︒

八145園 これから毎年一つづつ供へ

誰一人もらひ泣きをしない者

をする者は無いかと氣をつけて居ま
したが︑

八465
はありませんでした︒

空は眞青にすんで︑朝日がや

がて野ら一面を明かるくする︒

八475
どこかで︑たき火のにほひが

す︒

八724
ます︒

八755

時々︑耳をつんざくやうな大

飛上つた︒

かうした苦心を重ねて︑

こんな事で日本の將來をど
八824

工場はがらんとしてみる︒

うする︒

八811囹

八876

先生は︑向かふでジャンプを
してゐられる︒

八956

昔︑鬼が持ってるたといふ打
こづち

八塒1

出の小槌を︑もし人間の世界へ持つ
て來たとすれば︑どうでせう︒

にねだんが高くなったり︑安くなつ

八八5ところで︑同じ品物でも︑時

同じやうな品物を費る店が︑

たりします︒

八㎜7

ことによると︑御飯にしても︑

多く並んでみるとします︒

八佃6

野菜にしても︑

八尋7

コーヒーにしても︑

パインアップル其の他の果物

まるでおとぎの國にでも︑さ

磯にくだける波が︑船を陸へ

僕は文治とへさきにすわって︑

檜の葉のやうで︑黄色や︑え

星形で︑赤や青色をしてみる

これがもし目をつぶって居た

時々艦をしぼるやうにして︑

五六十糎もあるのが︑いう

外の魚は腹を下に︑背を上に

﹁かれひ﹂は何時でも髄を横

﹁たこ﹂は︑すばらしい活動

をします︒

八衛5

にしたま︑︑くねって行きます︒

八幽4

して泳ぎますが︑

八幽3

ないといった風をして居ます︒

くと泳いで︑外の魚などは眼中に

八川9

すいくと浮上ります︒

八慨5

ろですが︑

ら︑居眠をして居るといひたいとこ

八餅6

﹁ひとで﹂だの︑

八燭8

び茶色をして居る﹁いそばな﹂だの︑

八㎜5

ひのき

下ると艦を沈めるやうにしてみた︒

船が上ると禮を浮かすやうに︑船が

八欄1

押上げようとする︒

八伽1

せう︒

は︑何のざうさもない事でございま

八協8園諸君︑これも人のした後で

まよってみるやうな氣がする︒

八捌2

にしても︑

八湘8

長くすれば振方がおそくなり 八柵7 砂糖にしても︑
早く此の事を大石橋守備隊へ
落行く夕日を背に受け︑寒空

知らせようとしたが︑

八767

を物ともせず東南をさして飛んで居
た鳩は︑

八513
する︒

ることにするがよ い ︒

八168 さうして︑四年目には︑もう

ばかくくと︑馬のひづめ 八779 つかまへようとして手をさし

八554
砲の音がします︒

八555其の度に︑早く飛んで行って

それを拝した時︑私たちは何

最敬禮をしてから仰ぎ見ます

見たいやうな氣がしました︒

と︑

八571
八578

ともいはれぬ感じがして︑目が涙で

もう兵隊さんは來て居て︑兵

一ぱいになりました︒

八588

器の手入をすまし︑靴下を洗ったり︑

翌朝は早く起きて︑出獲の支

靴をみがいたりして居ました︒

八603

ガリレオといふ畢生が︑こ＼

度をして上げました︒

八685

の有名な大寺院へお参りをしました︒

のべると︑鳩は再びつばさを廣げて

八517

へうちゅうたふ

の音がして來たと思ふと︑

どうしても呉鳳の言ふことを聞かう
としなかった︒

八239国 設計はしたものの︑古り大
きくて︑ロシヤ人も造りかねて居ま
したのを︑

八251囲昨日も市場を見に行かうと
して︑道がわからなかったので︑

海が珍しく︑夏はこ＼へどっと押寄

八259團 奥地に住んで居る人たちは

はく払よく

せて︑盛に海水浴をします︒

八276國白玉山の表忠塔を仰いだ
り︑二百三高地に登ったりして︑

人が︑ パン箱を胸に下げて立って

八294圃其の下に︑老いたロシヤ
みる︑ 敷石を見つめたま＼ 動か
うともしない︒

八392 頼朝が義仲を攻めようとする
のをさとって︑義仲の所へ知らせま

砂糖にしても︑パインアップル其の

野菜にしても︑コーヒーにしても︑

他の果物にしても︑みんな日本人の

左から右へ︑右から左へと︑

行ったり來たりするのに︑其の一

八701

回直々の時間が︑どうやら同じであ

した︒

の仕事まで引受けるやうにしたので︑

八416かげひなたなく働く上に︑人

手で作られた物が︑使はれてるるの

八⁝⁝⁝6

かも知れない︒

るやうに思はれてなりません︒

其の綜を短くすれば振方が速
く︑長くすれば振方がおそくなりま

八723

萬壽三々と︑人々にかはいがられま
した︒

八418 さて萬壽は︑誰か母のうはさ

する一する
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八塒9 何だか春が逆もどりして行く
やうな氣がする︒

り

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で返事をした

まロつ

きかへておとろへるばかり︑それを

天井の高い︑廣々とした室

てんじゃう

天．井の高い︑早々とした室

ひしゃく

さつき探さうとしたのがこれ

さて︑此の北極星や北斗七星

又北極星を柄の端にして︑北

垣根にかけた白い干し物︑赤

見渡す限り水田が績いて︑

うす暗くしてある馬屋の奥の

ほう︑お前が世話をしよう

といふのか︒

九州4園

方で︑

九M8

青々とした稻が勢よくのびてみる︒

九襯3

鮮だなといふ感じがする︒

い土の色などを見ると︑なるほど朝

九佃4

熊座といひ︑

形に連なるのを︑大熊座に捜して小

斗七星とどうやら似た︑小さい柄杓

九価7

いろくの星の列があります︒

を目當にして︑其の附近を見ると︑

九鵬2

で︑北極星といふ星です︒

九撹2

の星を探すことにしませう︒

のやうな形に連なった︑美しい七つ

九㎜10どこか其の邊の空に︑柄杓

は︑しんとして静かだ︒

九965

てんじゃう

は︑しんとして静かだ︒

反歯は︑りんとした聲で大音 九964

鹿介は︑男泣きに泣いて主君

大きな聲で返事をしたので︑

を滑らせながら飛ばせることにしま

九789

しばらくは互に呼吸をはかつ

に答へた︒

九816

てるたが︑やがて狼介は満身の力を
鹿介は︑それをじっとふみこ

こめて︑鹿介を投附けようとした︒

九818

たへたが︑片足が洲の端にすべり込
んで︑思はずよろよろとする︒

狼介の大きな膿は︑もう鹿介
の足もとにぐたりとしてみた︒

九823

主家の再興をくはだてた︒

舷門には︑銃を手にした番兵 九838 彼等は︑鹿介を中心として︑
此の聲が四方に呼掛けでもし
たやうに︑今まで敵に附いてみた奮

昭和七年の夏︑こ＼で開か 九849
くわつやく

小早川隆景を副將として︑一萬五千

こばやかはたかかげ

として︑

九893

尼子重代の敵毛利を︑せめて

におわびをした︒

九895

其の片われの元春を︑おのれ其の

北斗は︑おくびやうさうな目

つきをして︑始めて見る世界をさも

九宙5

なほで利口なものはめったにないそ︒

つばめが︑川水にすれくに 九備10園 親切にしてやれば︑馬程す

ま㌧にして置けようか︒

九909

飛んでは︑白い腹を見せてちう返り

はっとしながら思はず︑

をしてみた︒

尼子家の御威光は︑昔にひ 九959

支度をして︑學校園へお集りなさい︒

九764園

九961

ので︑

不意にばたくと音がして︑

男の子は︑指先でそれをつ

く攻寄せて計る︒

よいことにして︑敵の毛利がだん
しかし︑二三米空中に上った

した︒

九144
と思ふと︑急にふらふらとして︑飛

八旧6 時計を見つめて居ると︑八分︑
九分︑十分︑いたづらに時間が長い

す︒

九6310
がします︒

世界にでもさまよってみるやうな思

の精兵が堂々と進軍して來た︒
しんび
きっかはもとはる
こばやかはたかかげ
それを聞くと︑まるで神秘の 九855 吉川元春・小早川隆景を副將

の底でも歩いてみるやうな氣がしま

手がめざましい活躍をしたことは︑
臣が︑面々と勝久の所へ集った︒
ぜっべき
てるもと
きっかはもとはる
町々を通ると︑まるで絶壁 九855 身元を大將とし︑吉川元春・

九5810團

れたオリンピック大法に︑日本の選

九543團

があたりを警戒してみる︒

九332

げんもん

まめなかった︒

ま＼うとしたが︑齢り小さいのでつ

九273

て來た︒

小さな子供が二人︑奥からかけ出し

九266

わっか十二秒でしたが︑

たった三十六米︑時聞にして

行機は地上に落ちてしまひました︒

はち

九161

やうな氣がする︒

九19 さういふ年には︑季節はつれ
の雪が降ったりして︑せっかくの花
をだいなしにする ︒

九21 季節はつれの雪が降ったりし
て︑せっかくの花をだいなしにする︒
じっとしてゐられない︒

九31 かうなっては︑とてもうちに

てふ

九37 人ばかりではない︑小鳥も︑
蝶も︑蜂もそう出で︑一年目二度と

ない此の花盛を︑一時でも長く樂し
まうとするかのやうに見える︒

九46 野末のすみれ・たんぽ＼・き
んぼうげ︑畠一面に咲く菜の花︑さ
うしたものにしみじみと春の幸福を
感ずる︒

九107 模型飛行機が飛ぶのですから︑
其の大きい物を作りさへすれば︑き
つと人間も乗って飛べるに違ひあり
ません︒

しけん

いま一つは︑見るからにへう
はっくです︒

きんな顔をした︑かはいらしいこの

九677

分は飼ってみる︒

九109 さていよく試験をしてみる 九665 あの鳴き聲をする鳥なら︑自
と︑うまく行きません︒

山のある所を見立てて︑そこで滑走

九125 二人は︑北カロライナ州の砂
機の實験をしました︒

て試験をしてみる 中 ︑

九126 いろくの形の滑走機を作つ 九686園 皆何時ものやうに︑こ＼で
しゃめん

九138 砂山の上へ機を運んで︑斜面

863
する一する

珍しさうに眺めました︒

九佃6 さうしないと︑子馬が丈夫に
ならないのです︒

九品2
間もなく女中が來て︑風呂の

東海道を歩いたり︑かごに乗

つたり︑馬に乗ったりしながら︑
ふ ろ

九悩5
九型−o園

どうした︑どうした︒

どうした︑どうした︒

案内をしました︒

九伽−o園

九柵6 盟の手入れをしたり︑運動を
させたり︑僕の仕事が追追忙しくな

それに大きな翼を附

皆が︑手を上げて別れの合字
ほっとしながら下界をのぞく

と︑海だ︑船だ︑たくさんの人家だ︒

九帽1

をする︒

九描5

けたものと思へばよい︒

を細長くして︑

九粥4園 五百にして置きませう︒
九衛8 旅客機といふものは︑ 自動車

九襯−o園 安くして置きます︒

九㎜8囹 かうして武士になるのだ︒

九柵7園 何にするのだ︒

つたのは其の頃からです︒

九伽1 追ったり追はれたりしながら︑
けぐし

樂しく運動しまし た ︒

あげさせて蹄の裏をさうちしたりし

ひづめ

九梱9 毛櫛で手入れをしたり︑肢を
ても︑じっとおとなしくしてゐます︒
ひづめ

明文10 肢をあげさせて蹄の裏をさう
ちしたりしても︑

九壇1 じっとおとなしくしてゐます︒

九搬2 物に驚いてかけ出さうとする
やうな時でも︑

盤渓4 一年半も手しほにかけた北斗

もけい

森︑人家︑道路︑畠︑さうい

かういふ所で︑たまくなつ

ぢごく
かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

九欄1

講義室でお話を聞いたり︑映

かうち

で佛にあった心地がし︑

十99

生き生きとしてみて︑どうし

畜を見たりしたことが思ひ出される︒

十129
もけい

突然︑下の方から大きな聲が

ても模型とは思へない︒

十1210

やがて電燈が消えると︑掛の

聞えて︑はっとした︒

十137

こら︑どうした︒

僕たちは︑爾手をあげて深呼

人がエックス線の怨讐をする︒

十144

吸をした︒

十192園

若い男は喜んでそれを汲み︑

不思議に酒の香がする︒

十416園

雨に煙る行手から︑今にも薪

父親に持って蹄って孝行をした︒

を負った孝子の姿が現れさうな氣が

十438

する︒

河井君は幾度かかう言って︑

長いゆったりとしたゆれ方と︑

何時までもそこを動かうとしなかつ

十475

た︒

十528

うなるやうな地鳴りとは︑

百の命が︑村もろ共一のみにやられ

十541此のま︑にしておいたら︑四

てしまふ︒

稻むらの火は︑風にあふられ

夜になっても薄青い空︑其の

して︑また＼いてるる︒

空に︑星が一ぽい氷りついたやうに

十644

たりを明かるくした︒

て又もえ上り︑夕やみに包まれたあ

十597

らうとする︒

十237園其の時には︑お互に目ざま 十567 彼等は︑すぐ火を消しにか＼
しい働をして︑我が高千穗艦の名を
あげよう︒

十239園此のわけをよくおかあさん
に言ってあげて︑安心なさるやうに

九帽8

ふものが模型圖のやうにきちんとし

と一しょに居るのも︑後幾日もない
と思ふと︑僕は泣きたい程つらい氣

するがよい︒

島民の子供とはいひながら︑

てるる︒

です︒

らうどく

謡本の朗讃をしたり︑

からかさ

とする︒

ようとして話をしてみる︒

おちいさんが︑孫を寝つかせ

ようとして話をしてみる︒

十654

そばを通る子供に︑いたづ

それがどうしたの︒

十392

十657園

どうして︑いたづらをした

十658園

十659園

らをした︒

も落ちて︑さしてみる傘を染めば
昔︑或若い男が山へ薪を拾
ひに行って︑谷間へすべり落ちると︑

十413囹

しないかと思はせる︒

下枝の紅葉から紅のしっくで

物を買ったり責つたりしたのださう

十302国石貨といって︑昔はそれで 十653 おちいさんが︑孫を寝つかせ

十274国

十274國上手に國語の叢話をしたり︑ 十651 寒さが︑骨身にしみてしいん

皆さつばりした服装をして︑

十273国

がします︒

十字路を中心にして︑こ﹂か
しこに村落や町が嵩在する︒

恒等3

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

九㈱8誰でも︑幼い時︑母や祖母に

みるが︑

かくご
九伽7 眞夏の暑さは誰も覧悟をして

て︑柱も壁も︑さはるとどうやら熱

我々が︑毎日話したり︑聞い

我々は︑國語によって話した
日本人となるのである︒

り︑考へたり︑物事を學んだりして︑

九柵2

が︑我々の國語である︒

たり︑済んだり︑書いたりする言葉

九研10

すであらう︒

快いゆめ路にはいったことを思ひ出

九皿5 よひの間は家の中がむっとし
氣を吐いてみる︒

九旧9 其の時ふと耳にするものは︑
それが果して勢家であるか︑

前の草原で鳴く轟の聲である︒
九僧10

はっきりはしないが︑かなり多敷の
聲であることを感ずる︒

て︑障子に旧くぱさと止った轟が︑

しやうじ

九伽5 どこからかかすかに羽音がし

する一する

864

の︒

一図何をしてみるのだらう︒
らんかん

十661園 どんないたづらをしたの︒
十7310

かくこ

沈み行く船と運命を土ハにしょ

に身を寄せて動かうとしなかった︒

十744 しかし︑船長は︑船橋の欄干
十746
うとする上上なの だ ︒

十746 沈み行く船と運命を共にしょ
かくこ

船と 運 命 を 土 ハ に す る の は ︑

うとする畳悟なのだ︒
十7410園
船長の義務だ︒

十754 悲痛な︑しかも威嚴のある聲
に︑船員は思はずはっとした︒

しょうよう

十754 彼は︑すごくとして最後の
いちご

ボートに身をゆだねた︒

十燭1園

若しこれをお仕置にすると

いふことになれば︑今後忠義をはげ

十853此の子をどこまでも助けよう 十佃5 十数名の船員の心が︑船と一
つになって鯨に追附かうとしてるる

綱吉は︑法親王に種々御物語

かうした天下の輿論に平して︑

とする母の一念に︑はりつめた兄の

十慨4

其の手から︑ほとんどひった

何でも教へてくれる父が︑此

十幽7囲

何だか降誕いた雨でも︑す

そんな事をするやうでは︑

炭坑などで水を汲上げたり︑

たんかう

これが︑そもく汽車といふ

家が貧しかったために︑八歳

ねんど

小さな水車を造って小川にか

樂しんでみた︒

けたり︑粘土で汽車を造ったりして

十欄8

番人をした︒

の時から人にやとはれて︑牛や羊の

十靭6

百敷十年前の事であった︒

ものを造らうとした最初で︑今から

十梛3

ことに使用されるに過ぎなかった︒

掘った石炭を地上に引上げたりする

十櫛8

つかり晴上ったやうな氣がする︒

十粥1囹

してはならないものです︒

かれたり︑いはんや人に頼まれたり

十轍6園みだりに人に聞いたり︑聞

やうにする︒

の事になると︑何時でもはねつける

十幽1

父の待ちかねた聲がする︒

十襯5 梯子段の上から︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

はしご

くるやうにして受取つた当外は︑

十川9

にも心あゆげに申し上げた︒

をしたついでに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑如何

十期4

ます道がないであらう︒
ようん

﹁ぶすり︒﹂と押しつぶすやう

引寄せた鯨は︑腹部に送氣管

如何に細いにしてもそれが績
かうした場所を掘割るといふ

いくら人間や機械の力が進ん
今︑舟が川下から上るとしま
かういふ風に︑二つの水門を
問門内の水面は︑其の都度高
今︑太平洋の方から此の運河
幸ひ︑此の病患のなかだちを
か
するものが︑蚊であることがわかつ
水道を設け︑下水を完全にし︑
ほさう

道路を鋪装して︑

十樹6

たので︑

十梱4

へはいるとしませう︒

十伽3

くなったり低くなったりして︑

十伽9

交互に開いたり閉ぢたりすると︑

十価7

す︒

十榔1

だにしても︑

十榴4

せん︒

ことは︑並大ていの仕事ではありま

十慨5

いてるたのでは︑

十梱6

に浮かしておく︒

目じるしの旗を胴に立てて︑其の場

で空氣を送って沈まないやうにし︑

十伽3

な音がした︒

十佃3

こ＼ぞと砲手は引金を引いた︒

水面に現し︑今や沈まうとする瞬間︑

さうして︑背びれのあたりを

のだ︒

清少納言ははっとしました︒

十⁝川5

心もゆるんでしまった︒

さげを
彼は︑刀の下緒をたすきに掛

け︑かひぐしく身支度をしてから︑

十858
焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑

せうちう

清少納言は︑何時もはっきり
たいど

雪の山は所々黒くなって︑み

とした態度の女でした︒

十能1
十餌1
清少納言は︑︿略﹀︑お后のお

すばらしい姿をしてゐます︒
十悩7

供をして行かなければなりませんで
した︒

十悩9圏此の雪を消さないやうに︑
人が躇散らしたりしないやうに︑嚴
嚴重に番をして下さい︒

重に番をして下さい︒

十⁝川7

十悩10園

かうけつ

十767 四十歳を一期として︑從容
死についた船長久田佐助の高潔な心

昨夜︑誰かいたづらをした

と申し上げますと︑お后はお笑ひに

十㎜8お后にお目通をして︑天略﹀︒﹂

てるたさうでございます︒

とみえて︑今朝はすっかり無くなつ

十㎜⁝2圏

無くなってゐました︒

十㎜10圏どうしたことか︑すっかり

首を長くして待ってるました︒

清少納言は︑使の蹄るのを︑

事は︑
さうなん

十776 東海丸遭難第一の電報を手に
した時︑妻は早くも夫の死を察し︑

を抜かうとした︒

十804 氣丈にも聞多は立上って︑刀
十825 署者は︑ぼう然としてほとん
ど手の下しやうも知らぬ︒

て見分けがっかぬ ︒

十828 母︑兄︑馨者の顔もぼっとし

もったいなくて︑泣きたいや

なりました︒

十佃10

ちれう

十型5

十838 決然として兄は刀を抜いた︒
しても︑出來るだけの手を蓋くさな

全船員の注意は︑海面に出た
り沈んだりする鯨の上に集る︒

十重2

うな氣さへしました︒

手甲3園 たとひ治療のかひはないに
いでは此の母の心がすみません︒

るばかり︒

十餌7園 手早をしても︑たゴ苦しめ

865
する一する

十㎜1 書は仕事をしながら︑機械の
組立を研究し︑夜は夜學に通って一
心に勉強した︒

十欄3 さうして︑よい汽車を造らう
として工夫に工夫を重ねた︒

十悩6 ロシヤ少女が︑給仕をして働
いてるた︒

十僻8 ﹁あじあ﹂は防音装置がして
あるので︑外の響が車内にやかまし
くは聞えない︒

十旧3 ﹁あじあ﹂は︑雲の影を追越
したり追越されたりして︑満洲の大
あれは公主嶺で︑︿略﹀︑今

こうしゅれい

平野をまっしくらに突進する︒
十欄10園

は農事試験場の羊や牛が︑かけっこ
をしてみる︒

十m2 僕がおじぎをすると︑みんな
勢よく學手をする ︒

十個2 僕がおじぎをすると︑みんな
勢よぐ學手をする ︒

十擢5 さうして︑もうしばらく別れ
てるるやうな氣がした︒

十価10 平安時代の大宮人たちは︑か

く見える︒

十一172

時々女の子たちが出たりは
どうしたのか︑其の子が尼

いったりして遊んでみる中に︑

十︻177
さんのそばに出て︑立つたま＼しく

ぐうぜん

太子は︑其の宮殿の一室で

ながち偶然でない氣がしてならない︒
けんぱふ

十一3310

憲法十七條を書かれ︑又臥教の研究

其の早書を明か

其の縁先に

えんさき

五月の太陽は︑ 農家の

をせられたのである︒
わら

十︻375圃

小猫を戯れさせ︑

藁屋根に光彩を與へ︑

るくし︑

く泣出した︒
子供たちと言合ひでもし

た

入口に下駄が幾足も並んで︑

と思ふとたん︑はっと

どうしました︒

十一388
した︒

髪結さんが︑

一生けんめい

お座敷では︑山田のをぢさ
んとをばさんが︑おとうさんや分家

十一402

ころだった︒

に︑ねえさんのお支度をしてみると

十一396

奥ではがやく人聲がする︒

十一393

げ

十一179園

うっかり者だから︑つい

十一179園
たのですか︒

十一187園

烏にでも取られたらどう

ゆだんをして逃したのでせう︒

しませう︒

十一189園

十一225此の不幸な子を︑どうした
源氏はわざと拭いたまねを

らなぐさめてやることが出著るか︑

十一239
して︑

柱を眞中にして谷側に入口 十一403

まじめな顔をしてみる︒

何だかさびしい氣がして︑

のをぢさんなどと話をしてみる︒

十一2311

心を無理にしづめようとし

おとうさんやおかあさん
を大事にして上げて下さいね︒

十一418囹

な意味をなさなかった︒

て雑誌を開いたが︑文字も書望みん

十一404

私は自分の部屋へもどった︒

十一2610

のあるのが︑他に例のない形であり
ながら︑

しかも︑どっしりとしたも
のは︑や＼もすると重苦しさを以て

十一293

迫るのに︑此の塔はどこまでも輕快
である︒

うした心持を心ゆくまで味はつて︑

十一132 九二以南には工場の煙突が

はいさうな子供たちのために︑便利

金堂はもちろん荘嚴な大殿 十一446 先生は︑何とかして此のか

話をする時に起る空氣の振
動を目で見る機械の工夫をしたり︑

十一餌9

動を目で見る機械の工夫をしたり︑

話をする時に起る空氣の振

堂であるが︑それでみて︑これも不

十一299

太子の御孝心を思へば︑あ

十﹇糾8

な機械を作りたいと思ひました︒
ない︒

十一3110

は︑齢りにもったいない氣がする︒

十一316

今さういふことを考へるの

思議に私たちをおさへっけようとし

並び︑東寺の塔に︑ともすると黒煙
がたなびかうとする︒
かんたん

十一1511 次にか＼げる文章は︑源氏
物語の一節を簡軍にして︑それを今
顔はふっくらとしてみるが︑

日の目語で表したものですが︑
十一1610

目もとはさもだるさうで︑病氣らし

十一4410

ひやうばん

又は其の頃評判になって

研究が行きづまると︑専門

みた電信機械を研究したりしました︒

十一461

の撃茎にすがったり︑友達に意見を

中には其の研究をばかにし

聞いたりしなければなりませんでし

た︒

十一462

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑相手にしない友達

相手にしない友達もありま

もありました︒

した︒

十﹇465

先生は︑其の耳に向かって

息を吹きかけたり︑歌を歌ったりし

十一4611

十一489囹

試みに︑今日若し片知名も

君︑今どうしたんだ︒

ました︒

十一653

漢字ばかりで︑我々の日常

平逆名もないとして︑

使ふ言葉を書きあらはさうとしたら︑

十一655

﹁ハヤスサノヲノミコト﹂

どうなるであらう︒

ハヤスサノヲノミコト

といふのを﹁速須佐之男命﹂とし

十一665

たのは︑﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二

﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二

つの方法を一しょにしたのである︒

十一666

しかし︑安館内のかうした

つの方法を一しょにしたのである︒

十﹇6610

苦心はやがて報いられて︑

どうかしてお目にかかり

十一6910園 それは惜しいことをした︒

だんく話をしてみる中に︑

たいものだが︒

十﹇6910園

十一716

する一する

866

ようとしない︒

十﹇754圏 北海道のいちごに北海道 十一鵬5 近寄っても︑いっかな逃げ
の牛乳をかけてたべると︑ほんたう
どっかとすわり込んで見張

夏草の茂るに任せた︑音一

りをしてみる牛のやうな巨獣たち︑

十一鵬10

十一榔9
つしない國境線に立つと︑何かしら
一種のわびしさを感ずる︒

十一佃8夜︑此の雲の績く果に︑半
月の淡くか＼るなどは︑殊にさうし

所々に青空が見え︑雲の

殊にさうした感じを深くし

た感じを深くします︒

ます︒

十一佃8

十一麗8

端々が白く見えて︑其の間から日光

する︒

十一佃5

道は幾分なだらかになった
ｪ﹀︒﹂といふ聲がする︒

り︑雪ぐつと急になったりする︒
今登らうとする燕の絶頂も︑

十一榴6困

其の黒い大きな手で︑私

寒暖計は四十度を越えよ

たちに堅い握手をしました︒

うとします︒

十一幣3囲

十一旧5囲温度も下って︑何だか世

上陸したら︑又各地から

は秋になったといふ氣がします︒

十一桝3国

其の底に高瀬川の鳴ってみ

かすかに聞えるやうな氣が

十一塀2

十一価2

兄は︑むっつりとしてや＼

きやうだいは︑たゴうつと

たゴぼうっとして︑ひき終

さうして其の夜はまんじり

にいさんと正雄君が︑代る

正雄君は︑さも自分で買つ

く観測をしてみる︒

十一悩4

に書上げた︒

ともせず机に向かって︑かの曲を譜

十一倣10

つたのも氣附かぬくらみ︒

十一齪1

りとして感に打たれてみる︒

十一旧1

當惑の様子である︒

たうわく

便りをしませう︒

や＼ともするとくつれよう
とする砂と岩との間を︑﹁はひまつ﹂

それは不思議に思へる程は

にすがりながら進んだ︒

十一伽5

爾⁝岸に絶壁がそばだち︑樹

つきりとしてみた︒

十一瀧7

木の密生する谷底の道を︑流を右に

流を右にし又左にしつ＼進

し又左にしつ＼進むのだ︒

むのだ︒

十一撹8

もくくと大きくかたまつ

がもれたりします︒

たり︑又時にそれが畠のうねのやう

時にぶなの密林が︑梢の間
から青空をのぞかせたり︑茂みをも

十一悩1

かうした火山は︑どれもこ

たやうな口振をする︒

十一旧7

れる太陽の光が︑下草のしだの緑を
鮮かに浮立たせたりした︒

十﹁欄4

しかも︑空車も水もないと

れも険しくて︑

朝の湖は︑殆ど口をきく氣
かうぐ
もしない程︑静かで神々しい︒

すると︑地球上のやうに︑太陽から

十一悩11
は︑かなとこ雲といって︑雷雨を起

來る光や熱を調節するものがないか

かりに私たちが月の世界へ

ごつくした火山が至る所

に甕え︑それが眞黒な大空に突立つ

十一柵3

ものでせう︒

行ったとすると︑其の景色はどんな

十一㎜9

ら︑

私は︑あの時次第に遠ざ

其のすさまじさに︑誰も
日本とインドと仲よく
せねばならぬ︒

十︸粥3困園

一時ぼう然としましたが︑

十一柵9囲

と涙でぼっとするのを感じました︒

かつて行く皆さんの姿が︑ともする

中湖を出て私はほっとした︒

一天にはかに墨を流したや

十一髄10

十一備3

ます︒

十一悌4国

其の頂が朝顔形に開いたの

「〈

したり︑時にひようを降らせたりし

十一備2

者といひたい感じがします︒

鼠色に輝くのを見ると︑全く雲の王

ねず

十一悩5 強烈な日光に照らされた入
ぎん
道雲が︑まぶしい程︑銀白色又は銀

つたりすることがあります︒

に︑天の一方から他方へ幾條か連な

十一麗11

1 、
。が629

に北海道の味がするでせう︒

十一781 緑した＼る一位の木を背に
し︑︿略V︑青銅の胸像がくっきりと
浮かび上って見える︒

肩を並べて︑適々とした芝生の上を

十一793 ノートをか＼へた大子生が︑
歩いてみるのも見かけられた︒

十一817 針葉樹林の海は︑たg黙々
として聲なく績き ︑
び ほろ

十﹇825 車は美幌峠を登りつめて︑

こんきょ

遂に一大展望をほしいま＼にする地
嵩に私を下した︒

とする約百隻の流し網出漁船は︑

十一857 こ＼北千島の一角を根櫨地

り︑網の支度をしたり︑

十一859 エンジンの調子をしらべた

まんさい

いて︑一萬尾に近い漁獲に船は満載

十一8810 かうした作業が五時間も績
である︒

十一998 甲板を過ぎる夕風が︑そつ
とする程冷たく感ぜられた︒

十﹇梱9 市街は井然として道幅が廣
く︑

十一佃2 かうして出来たパルプは︑
内地の製紙工場に送られ︑

うに曇って︑天地も暗くなるのは︑

十一脳4 中央試験場をたつねて︑
房々とした農園や牧場を︸巡する︒

かうした︑すばらしく厚い牽云によつ

きつね

十一柵2 ﹁︿略﹀︒﹂と︑前の方で聲が

て日光がさへぎられるからです︒

十一伽7 金網で園んだ中に︑黒や黄
色の狐が︑きょとんとして︑目を輝
かしながら遊んでみる︒

十
十十十
一する一一一
1圏るの12712311塗
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としたら︑どんなに恐しい景色でせ
う︒

十一柵7 夜︑月から地球を見るとす
ると︑我々が常に見る月の四倍ぐら
みな地球が︑天にか㌧つて見えるわ
けです︒

十一捌10 さういふものがないとした
ら︑殆ど生きがひがないと思ふでせ
う︒

きしまる︒

十一悩2 はっとして︑思はず身が引

我が爆撃編隊群は︑一嵩罹れぬ隊形

十一燭3 かうした敵に直面しながら︑
を以て刻々目標に迫る︒

十一柵9 どうやら︑其の悲鳴を聞く
やうな氣がする︒

十一鵬11 はっとして思はず手に汗を
握る︒

十一欄1 如何に鋭利な刀でも︑斬合
つて直ちに折れたり曲ったりするも
のは︑實用にたへないから︑

周園を堅い鐵で包むのが最も普通で

十一欄7 柔かい鐵を刀の中心として︑
ある︒

十一㈱9 かうした入用上の債値の外

みだれは

に︑美観は︑日本刀の持つ一大特色
である︒
すぐは

十一柳5 凶刃・齪刃の刃文の美し
さ等に至っては︑筆舌のよくすると
ころではない︒
きはく

十一欄10 一脈の新婦がりんとして身
に迫るのを畳える ︒

十一梱6
しやうじやう

刀工が刀を鍛へるに當って

をの

刀は︑決して敵を斬るのを

は︑仕事場を清濁にし︑しめなは
を張り︑

十﹇鯉2
目的とするのではなく︑

形をした石や︑矢じりの形をした石

十二88其の邊をよく探すと︑斧の

矢じりの形をした石のかけ

のかけらを見つけることがある︒

十二89

同じ石器時代にしても︑

らを見つけることがある︒

十二911

ずるぶん精巧で︑今日これ

をまねて作らうとしても︑ちよつと

十一一107

其の頃に書かれた物をもととして研
史蹟や國寳などに指定され

しせき

究するのであるが︑

十ニー63

てるるのがあるのは︑かうしたもの
を永遠に保存しようといふ精神であ
大理石でた＼まれた圓形の

ることを忘れてはならない︒

十ニー95

祭壇の前に立つと︑︿略V神秘な儀

どこかで︑花嫁行列のラッ

式が︑目の前に浮かぶやうな氣がす
る︒

十二213

かうした楊柳の陰に︑農夫

パが響いたりする︒

十二2111

陸と見たのは︑江上の島の

水際に生ひ茂る楊柳の林だつたりす

十二276

る黒具いのである︒

かうしたすばらしい︑しか

ものんきな筏流しにも︑

十二281

筏は︑一腔どこからくり出されるの

十一一289 それでは︑かうした大きな

洞庭湖は︑︿略V︑かうした

であらうか︒

大壁の編成にはもって旨いといった

十二295

場所である︒

此の時︑おくればせにかけ

つけた顔回を見た孔子は︑ほっとし

十二322

そ
孔子は楚の國へ行かうとし

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

水草を追ふ牧童は別として︑ 十二334

はさ＼やかな土の家を構へる︒

十二223

て︑弟子たちと共に︑陳・察の野を

又壺や鉢など︑いろくの

つぼ

出來さうにもないのがある︒

大人は春の種まき︑秋の取入れには

十二ー09

形をした土器や︑其のかけらが登見

1子路には︑ひょっとす

旅行した︒

十二訓4

孔子は平然として答へた︒

十一一3610

だからといって加減をし

だからといって加減をし

孔子の理想とする﹁仁﹂に

になりはしないか︒

には︑道はどうでもよいといふこと

たら︑結局︑人に用ひられるため

けっきょく

十二359園

たら︑

十二358園

受容れて用ひようとしません︒

十二3411園だから︑世の中が先生を

もするといふのが小人である︒

十二347園困ったら悪い事でも何で

十二345

ると︑さういふ考が湧いたのかも知

彼等は終日黙々として働い

げんで齢念がない︒

てるる︒

十二237

れぬ︒

小鳥のかごをさげたり︑小

﹁︿略﹀︒﹂の平和境を︑こ＼

くはへぎせるをした老人の
月明の夜など︑かうした筏
うを美しく鮎ずるのがある︒

の小屋といふ小屋に︑紅緑のとうろ

十一一268

姿も見受けられる︒

十二263

に見るやうな氣がする︒

十一一2411

れの楊柳の陰に集り︑

鳥を止り木に止らせたりして︑村外

十二247

る︒

ふ心掛が︑田家には行きわたってゐ

十二243

自分の事は自分でするとい

され︑

かういふ時代の人は︑石の
斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ

十ニー12

又銅鐸といって釣鐘のやう

どうたく

さへて山野に狩をし︑

十ニー31

花器時代といへば︑かうし

な形をした器物が爽見されるのであ
るが︑

十目ー34

た古い時代から︑實に今日の我々の
一般にかうした古墳の内部

時代まで繁いてるるわけで︑

十ニー49

は︑どうなってみるであらうか︒

かうした遺物を調べること
によって︑古墳の年代を考へること

十ニー55

元來昔の歴史を知るには︑

が出懸るのである︒
十ニー59

する一する
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ついても︑
したが︑

突然入口で︑﹁︿略﹀︒﹂とい

﹁萬葉﹂とは﹁萬世﹂の意

よし︑相手は羅刹にもせ

をした羅刹のみるのに氣がついた︒

車中のことであった︒

十一一梱11囹私が日本語を勉強してゐ

るものだから︑友人たちが︑此の日

十二柵2園

よ︑悪魔にもせよ︑佛の御言葉とあ

さも食ひしんばうらしく︑

修行者は︑うっとりとして

人は又︑如何にして此のお

方細辛の大公園にはいると︑

かぎ十字の腕章を附け︑如

もちろん散歩を目的とする

彼等の中には︑郊外に幾ら

かうしたドイツ人が︑我々

十二鵬1囹

あらゆる幸福︑一切の樂

廣さにおいても︑値うち

しみを犠牲にしましても︑

ぎせい

十二髄7囲

域の領主と︑そなたをするのだQ

魚に富む川︑辛い牧場のある此の境

十二塀11園 茂った森林︑豊かな平野︑

人の覧たちに與へることとする︒

十二髄6園 我が王國を三分して︑一二

十二悩11 しばらくして奏樂がやんだ︒

くれる︒

日本人には︑しばく好意を見せて

十二悩1

みとしてみるのが多い︒

たちも︑ 一日それを耕すことを樂し

かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

十二鵬5

者もあるが︑

十二榴2

ヒトラー青少年團がねり歩く︒

何にもきりつとした揃ひの服装で︑

十二槻1

れを物語る︒

きちんとした服装が先づそ

本人と話をして見よと言ったのです︒

十二桝5

此の言葉を聞き︑それをくりかへし
口に唱へた︒

を︑

十二佃8

がする︒

見るからに︑胸がすくやう
あらゆる流行のさきがけを

においても︑決して姉のに劣りはせ

ぬぞ︒

其の眞實だけを持参金に

勝手にしろ︒

主な停車場には︑黒シャツ

十二糊2園

して︑どこへでも嫁入るがよい︒

十二側2園
ベニスへ向かはうとする汽

の青年が見はりをして︑旅人の安全

十二囲4

をはかってみる︒

十二皿8

みる︒

するのも︑またパリーだといはれて

十二伽3

な氣がする︒

十二悩1

方・六方へ放射する︒

十二偽3

廣場を中心にして大通が五

我々は無限の自然の中をさまよふ氣

十二梱5

ねばならぬ︒

びたゴしい車の流を横ぎるかを考へ

十二佃9

切抜けて進むかを氣つかひ︑

車は如何にして此の群衆を

こぶる不規則に射出する七つの街路

＋二935園おわびかたぐお参りを 十二佃5 此の戯場を中心として︑す
石段を下りる時︑正一君も

したのだよ︒

十二946

僕も︑をぢさんに寄りそって助けよ
うとすると︑

時︑赤人が作った歌である︒

鳴きながら飛んで行くつる
の羽ばたきまでが聞かれるやうな感

十二998

じのする歌である︒

十二鵬1

で︑萬世までも傳へようとした古人

十二梱7

れば聞かねばならぬ︒

十一一麗5

僕たちは︑何も忘れて愉快 十一一佃3園 悪魔にもせよ︑

段を登って参拝しようとすると︑

十二9110招魂社の前へ來たので︑石 羅刹は舌なめずりをした︒

にまり投をして遊んだ︒

十二916

ふ聲がした︒

十二905

十二372圏 むつかしい事を先にする 十一一8911 ほうたいをしたが︑
ことである︒

十二391園丁の弟子は︑教について
いろく質問もし︑それで予を啓獲
してくれることがある︒
しかし︑顔回は質問一つ

せず︑すぐ會得して實行にか・る︒

十一一393圏

ト

らもかうして生きてみる︒

十二416園學を好み︑怒をうつさず︑ 十一一933園 をぢさんは︑不自由なが
過も二度とはしない男でございまし
たが︑

たすらに孔子をた＼へ︑

十一一421 顔回だけが平然として︑ひ

十二449 そこには青々とした野菜を
ち

持つた老人が二人頭を下げてみる︒

大君のお側で死なう︑かへ
萬葉集には︑かうした國民

きいの

的感激に滞ちあふれた歌が多い︒

十二979

りみはしない︒

十二454 其の業は遅々として進まぬ︒ 十二977
十二6211園 や︑おのれ︑買物にはま

んまとだまされて︑申しわけに︑は
やしものをするとは︒

美しくするものは︑前景にそ＼り立

十二656 さうして︑此の位牌を一層 十二992 紀伊國へ行幸の御供をした
つ二本の松である︒

十二672 どんな大軍が押寄せたとし
ても︑

東大寺の大佛が出來︑イン
ドから高僧が渡海して來た頃の華や

敵の寄手が若し門を突破す 十二㎜11

かな奈良の都を︑眼前に見るやうな

十一一6711

れば︑差當りかうした廣場になだれ

朝の氣 分 を 新 に す る ︒

氣がする︒

込まざるを得ない︒

れよく︑

十一一793圏 かめば︑さくくと歯切
十二832 周園に破裂する敵川平を物

の心を︑我々は讃むことが出熱る︒
ともせず︑ぐんく距離をつめる︒
あくま
十二8911 すぐ止血をし︑ほうたいを 十一一鵬5 そば近く︑恐しい悪魔の姿

869
するが一するする

十二襯3園 予は今後百人だけの家來
をつれ︑月代りに姉娘・妹娘の許へ
参って︑草生を送ることにする︒

十二柵4園 早速食事の支度をしろと
言へ︒

十二備6 ゴナリル︑むつかしさうな
顔をして出て來る ︒

二回まで上訴し得るやうに

ほんたうに犯人であるとし

であるかを判断せねばならぬ︒

十二櫛10
たら︑

十二旧4
なってみるのは︑つまり裁判を念入
りにするためである︒

裁判について誰でも心得て

して見ても︑

一時間三百粁の速さで飛ぶ

飛行機に乗って行くとしても︑ざつ

十二旧2

黒鮎は︿略﹀︑其の敷や大

と五十七年かかるわけである︒

十二脳8

きさは︑凡そ十一年を週期として増
減してみる︒

かりに︑太陽をもつともつ

れば︑いさぎよしとしないやたけ心

たとへ︑慶喜に不実の心が

がみなぎってみる︒

十二搦9

なかったとしても︑朝敵の名をかう

徳川の家は何とかして護ら

むるのは︑けだし當然であった︒

そればかりか︑追討の官軍

ねばならぬ︒

十二旧4

十二髄6

徳川の恩義を思ふ菖煮たちが︑おめ

が忽ち江戸表に押寄せるとすれば︑

十二悩10

と遠い所で見るとすれば︑結局は

おくべきことは︑︿略﹀︑刑事裁判で

十二佃2
は︑有罪の判決が確定する前に︑み

︿略﹀小さな星と同じものになって

十二備7園 どうしたのだ︑娘︒
十二幽4園 若しさうと致しますと︑

しまふであらう︒

さっちやう

現にフランスは徳川方を慮

若し︑日本が官軍と朝敵と

二人は駿河の大井川まで來ま

するが

スルスル

する

する

沼津から︑一直線に駿河湾の

ぬまつ

九側4

河の國にお着きになりました︒
するが
するがわん ﹇駿河湾﹈︹地名︺1 駿河

が

六351尊は︑東へくと進んで︑駿

河の國

が

する
するがのくに ﹇駿河国﹈︹地名︺1 駿

した︒

九樹9

したかわからぬ︒
するが
するが ﹇駿河﹈︹地名︺1 駿河
するが

たら︑其のすきに乗じて彼等は何を

に分れて︑長く戦ふやうにでもなつ

十二悩1

軍に好意を見せようとしてみた︒

冷し︑イギリスは薩長を通じて官

十二欄10

おめと江戸城を明渡すはずはない︒

だりに人を犯罪者扱ひにせぬことで

もうじっとしてはみられな

雪にうまって冬を越した人

はちきれるやうな芽をもた

僕等を見てにっこりしたの
大自然は︑今春の喜びと活
朝臣の中には︑あくまで徳
川を討たなければ︑武家政治を中言

十二鵬3

動によみがへらうとしてるるのだ︒

十二価1

で︑僕は帽子を取っておじぎをした︒

十二鵬8

る物の薮畑たる力を想像しながら︒

はつらつ

げ︑雪を割ってのび出ようとしてゐ

十二捌7

妹の小さな手に抱かれてみた︒

形が︑それでも暖さうな顔をして︑

十二柵11

い︒

十二⁝⁝⁝6

をや＼異にするが︑

置けば五をあらわす︒六以上は置方

これを︿略﹀︑五本並べて

ある︒

若し裁判がなかったとした

十二珊5

家のため國のため︑私が取りしまり

裁判の目的は︑決して人を

はせたり︑人を罰したりすること

十二旧10

することが其の目的である︒

はれない︑平和な秩序正しいものに

ちつじょ

十二鵬9此の世を不道理や罪悪の行

ではない︒

雪

十二旧8

をすることになりまして︑

分の二十五人にして頂きたうござい

十二帽6園私の所では︑五十人の半
ます︒

十二術9園私の方には︑まだお迎へ
申す準備がしてございませぬ︒
たとへ︑あなたがおとう

ら︑︿略﹀︑力の強い者が勝ち︑わる

様でないにもせよ︑此の白い髪やお

十一一四9園

ひげを見ては︑お氣の毒だと思はね

がしこい者がまぬがれることになる

若し又︑裁判が公平に行は

月は︑地球を中心として︑
地球を太陽の中心に置くと

︵副︶4

上空を飛行する愉快さ︒

からくつがへして︑新日本を打立て

一68ーサルハ︑スルスルトモン

く

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ

幕臣には又︑三百年の千三

ばくしん

を思って︑主君の馬前に討死しなけ

十二㈱4

ることが出來ないとする硬論がある︒ するする
又︑月を直樫三糎のピンポ

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと

十一一齪3

である︒

十一一個9

ぐるぐる廻ってみる︒

十二棚7

ことが出來ないであらう︒

値を失ひ︑我々は安心して生活する

れぬとしたら︑せっかくの國法も償

十二籾2

であらう︒

ばならないはずだのに︒
裁判所は︑︿略V︑両方の言

分を聞いたり︑迎人や謹接の書面を

十一一嶋8

調べたりした上で ︑

十二餌2 又︑例へば甲の持ってるる
家が焼けたとする︒

十二樹8 裁判所は︑︿略﹀︑或は有罪

の判決を下して刑を言渡し︑或は無
罪の判決をする︒

十二価3 ほんたうにさうした不法行
爲があったかどうか︑
若しあったとすれば︑どの

くらみの損害賠償をさせるのが適當

十一一囑4

すると一すると

870

ボブシバ︑﹁フンデハイケマセ

ソノアシダノカゲニヰタ一寸

といひました︒すると︑あのちゑ

四111見てみた人たちは︑﹁︿略﹀︒﹂

くト芽ヲフキ︑花ノツボミ

セマス︒スルト︑草や木ガダン

ン︒﹂トイッテ︑アワテテトビ出

ケッショウセン

ツマヅ

キマリガワルイト思ヒナ

れふしは︑その着物を

取って︑持って行かうとしまし

燕巣2

明かるかった世界が︑急にま

た︒すると︑その松の木の後
から︑一人の女が出て來まし

た︒

かくれてみた︑いろいろのわるもの

つ暗になりました︒すると︑今まで

五14
シテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ホメテ

が出て來て︑らんばうをしたり︑い

あまりおもしろさうなので︑

五206 みことは︑︿略V︑川について︑

出しになりました︒

神様方は︑榊の木を︑ずっと前へお

て︑おのぞきになりました︒すると︑

天照大神は︑少しばかり岩戸をあけ

五46

たづらをしたりしました︒

下サイマシタ︒

四258

ガフクランデ來マス︒

ヲノボッテ︑中ヘハイリマシタ︒

ルト木羽ノポリマシタ︒

スルト︑何カニ

ボクハ︑ムチュウデ走り

のあるおちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と

マシタ︒

四235

いひました︒

なるほど︑よいかんがへ

しました︒すると︑年とったねず

だ︒﹂といって︑みんなかんしん

三714

シマシタ︒

二207﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑スルス
五651 影干名のみことは︑粟の董に

つかまって︑するくとお上りにな
六517 さうして︑さっきの筒の中へ︑

みが︑﹁︿略﹀だれが︑そのすゴ

ガラ︑ボクハ決勝線マデ走り

りました︒

ちやうど︑それがするくとはいる

をつけに行くのか︒﹂といひ

イテ︑ヒドクコロビマシタ︒

くらみの大きさに作って︑それをの
すると

マシタ︒スルト︑先生ガニコく

スルト

ましたので︑

︵接︶84

りづけにした︒

すると

三804さうして︑まつさをな水の
上をじっと見ながら︑﹁どうし

四422 子どもたちはあそぶこと
を止めて︑しばらく月を見て

オバアサンガ︑モモヲキ

たらよからう︒﹂とかんがへこん

ゐました︒すると︑一人の子ども

一574

でるました︒すると︑その水の

モモ

ラウトシマシタ︒

中から︑まつ白な長いひげの

スルト︑

ガニツニワレテ︑中カラ大キ

した︒

ナヲトコノコガウマレマシタ︒
ヲモラッ

二905犬ヲカハイガッテヰタオ
ハヒ

間にじっとしてゐますが︑雲

四463 その通りに︑みんながし
てみました︒すると︑月は枝の

がいひました︒

バ︑ソノ

それでございます︒﹂と︑いって

三912若い男は︑すぐ︑﹁はい︑

生えたおちいさんが︑出て來ま

ヂイサン

テ來マシタ︒スルト︑風が吹イ
テ來テ︑ハヒヲトバシマシタ︒

だんく山奥へおはいりになりまし

んが︑一人の娘を中に置いて︑泣い

しまひました︒すると︑今までや

てるました︒

た︒すると︑おちいさんとおばあさ

さしさうに見えてみたおちいさ

うひどくなって︑どうにもたま

あびました︒すると︑痛みが

三298 おなかは︑まるでふうせん

はさっさと走って行きます︒

んのかほが︑急にきつくなり

四981白兎は︑すぐ海の水を

玉のやうにふくれました︒する

ました︒

四民1北風ノ作ッタ雪ノ山ヤ

した︒

水がさっとあふれて︑外へ流れ出ま

一そ

大蛙のおなかが︑やぶれてしま

と︑﹁ぼん︒﹂と大きい音がして︑

氷ノ池ヲ︑少シデモトカサウ

大國主のみことは︑か＼しに

少彦名のみことは︑粟の董に

つかまって︑するくとお上りにな

五652

は︑﹁︿略V︒﹂と答へました︒

向かって︑﹁︿略﹀︒﹂すると︑か＼し

五622

半分くらみはかくれました︒すると︑

水は深くて︑大きなからだが︑

三捌1 おとひめさまのいったこ
とも忘れて︑そのふたをあけ

トシマス︒スルト︑北風ハスグ

ひました︒

ました︒すると︑中から︑白いけ

五407

三314 神さまは︑うみの上を︑

むりがすうと立ちのぼりました︒

﹁︿略﹀︒しト︑南風ガイヒマ
ス︒スルト︑北風ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

四二5

南風ヲ追ヒハラヒマス︒

らなくなりました︒

すると︑東の方のとほい國に︑

ずっとお見わたしになりました︒

あまった土地のあるのが見え

四77 今度は︑切りたふした木
を︑どうしたらよいかといふ

答ヘマス︒

ました︒

ちゑのあるおちいさんがいひ

暖イ雨ヲ何ベンカ降ラ

ことになりました︒すると︑ある

四囲7

見マハシナガラ︑アシダヲオハキ

ました︒

三538﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑庭ヲ

ニナラウトシマシタ︒スルト︑

871
すると一すると

りました︒すると ︑

一度しなった粟

六175急イデ取ツテ來テ︑針ノ上へ

ると︑をぢさんは︑﹁︿略＞Q﹂

持ツテ行ツタ︒スルト︑針ハ︑生キ

で︑板の間に落ちた涙をいぢつてみ

雪舟は︑何氣なく︑足の親指

の董が︑はね返るひやうしに︑小さ
物ノヤウニ︑ピヨントトビ上ツテ︑

ました︒すると︑今まで悲しさうだ

六擢1

い神様のおからだは︑ぽんと空へと
磁石ニクツ着イタ︒

いらっしゃいました︒すると︑かね

河成は︑何心なく南側の戸口

ばめをつかまへました︒すると︑其

きんぞく

の右足に︑日本の文字を記した小さ

今日は︑兵隊さんが私の家に

い金属の板が附いて居ました︒

も泊るといふので︑急いで訓言から

八586

立って望ました︒すると︑もう兵隊

さんは來て居て︑︿略V︑靴をみがい

鳩は︑ふと︑たかの一群を見

たりして居ました︒

八769

たので︑すばやく低空に移った︒す

ると︑今度は敵軍に爽見され︑忽ち

工は︑︿略﹀︑度々呼びに來る

ので出かけて行った︒すると︑召使

いくら︑さあ︑

いく

せり市へ行って見ると︑商人

一せい射撃を受けた︒

八欄9

の者が出て來て︑ズ略﹀︒﹂と言った︒

七179

戸が急にぴたりと閉ぢた︒

からはいらうとした︒すると︑其の

七157

になって來ました︒

つた雪舟の顔は︑だんだん晴れやか

び上りました︒

後ニハ︑磁石ヲ釘箱ノ中へ入

レテ︑カキマハシテミタ︒スルト︑

五795 今度ハ︑前ノ方ノ足ヲシキリ 六191
小サナ釘ガ︑磁石ニタクサン着イタ︒

さうして︑身の丈にもあまる

ニ動カシテ︑コノ綜ヲ自分ノ方ヘタ

六365

グリ始メマシタ︒スルト︑今マデタ

ルンゲ居タ綜ガ︑ダンく二︑マツ

てから︑此の野原を息んで待ちかま

草を分けて︑だんく奥へはいって

こっけいな様子をして︑お笑ひにな

五983 うずめのみことは︑わざと︑

へて居た悪者どもは︑一度に︑草に

スグニナリマシタ ︒

りました︒すると︑そのおそろしい

工は︑思はず﹁あっ︒﹂と聲

が﹁さあ︑

七187

ら︒﹂と言ひながら︑大勢の人に品

火をつけました︒

を立てて逃出した︒すると河成が︑

物を見せてゐます︒すると︑大勢の

男がいひました︒

笑ひながら座敷から顔を出して︑

天叢雲劒を抜いて︑手早くあ

たりの草をなぎはらひ︑火打石で火

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

銭︒﹂などといふ聲が起ります︒

八価4此のトンネルを過ぎ︑第二の

六377

をきって︑其の草におつけになりま

ば烈しく叱って︑其のま＼行かうと

五三8 一番後カラハイツテ來タノハ︑
七十グラヰノオバアサント︑赤チヤ

した︒すると︑ふしぎにも︑今まで

した︒すると︑前よりも一そう大き

中から﹁十五銭︒﹂﹁十七銭︒﹂﹁二十

ンヲオブツタヲバサントデシタ︒ス

もえせまって來た火は︑急に方向を

﹁だまれ︒﹂と︑信長は︑こと

ルト︑ニイサンガ︑小サイ聲デ︑

かへて︑向かふへ︑向かふへと︑も

すると︑さつき上って來た線路がず

トンネルを過ぎた所で︑眞下を見た︒

る︒

其の時︑今まで雲の中にみた

傳令員は號笛を吹きながら︑

いに飛起きて︑手早くつり床をく＼

を縫って行く︒すると︑乗員は一せ

﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり床の間

九349

が其の光を受けて︑ぴかりと光った︒

ぱいに差込んで覧た︒すると︑ねち

太陽が顔を出したので︑日光が店一

九2910

十文字に交って居る︒

つと下の方に見えて︑今通る線路と

な聲で︑﹁あ︑︑あぶないことだ︑

木とか草とかに上って︑安心
だと思ふと︑前足の爪で︑しっかり

七968

え移って行きました︒

左の手に目がねの玉を持って︑

かふの景色が︑小さく︑さかさまに

くっついて︑動かなくなります︒

ふしぎにも前足はかたく其の場所に

とそれにしがみつきます︒すると︑
賊は︑大きなはしごを作り︑

これを︑城の前の谷に渡して橋にし

六783

見えた︒

目から遠くへはなした︒すると︑向

六494

あぶないことだ︒﹂

七755

﹁ 立 タ ウ ︒ ﹂ ト 言ヒマシタ︒

三儀5 命は︑兄神の釣針をなくして
困って居る事をお話しになりました︒
すると︑其の神様 は ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と お
つしゃいました︒

五悩6 命は︑兄神の釣針をなくした
事を︑くはしくお話しになりました︒

すると︑海の神檬は︑海に住んで居
る魚を︑残らず呼集めて︑﹁︿略﹀︒﹂

少ししてから︑かの人夫は︑

何氣なしに先程渡し賃を孚つた場所

七備5
た︒すると︑正成は︑︿略﹀︑たくさ

へ行って見た︒すると︑そこに革の

た︒今度こそは︑千早城も危く見え

六17 さうして︑天皇にお仕へ申す

んのたいまつを出して︑これに火を

とお聞きになりました︒

やうに︑お傳へさせになりました︒

財布が落ちて居た︒

東京から四千粁もあるフィリ
ピンで︑或年の十月の末︑子供がつ

八65

つけて︑橋の上に投げさせた︒

おとうさんは︑をぢさんやを
ばさんに︑﹁︿略V︒﹂と言はれた︒す

六983

すると︑兄うかしは︑物も言はず︑

かぶら矢を取って弓につがへ︑八腿
鳥をめがけて︑ひようと放ちました︒

すると一すると
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話だらう︒すると︑此の泉の水が昔

わざくこ㌧に行幸なさったといふ
は酒だつたわけだね︒

﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

聲の夕占が︑ラヂオで放送され︑全

九664

國の人々が︑其の美しい聲を聞きま

手の水門を開きます︒

其の水門をくゴると︑門はや

追っかけるやうに︑機上無線電話に

よる命令が傳へられた︒

十二325此の時︑おくればせにかけ

つけた郎等を見た孔子は︑ほっとし

がてとざされます︒︿略﹀︒すると︑

十171

箱の底に仕掛けてある水道から水が

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒すると

して見ると︑やっぱり昔か

湧出て︑船は次第に高くせり上げら

十424圏
ら水だつたのだ︒﹂﹁すると︑あの孝

した︒すると︑﹁あの鳴き聲をする
鳥なら︑自分は飼ってみる︒﹂とい

﹁タ︑タ︑タ︑タ︑ ︑︑︑

・︒﹂と快い音が鳴り出した時の嬉

けた︒

て︑﹁早くほうたいしろ︒﹂と押しの

しさ︒すると︑後の戦友がはひ寄つ

十二898

顔回は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

ふ人が出て來ました︒

先づ役人たちに評議をさせ︑

ひやうぎ

れて行きます︒

又學者の意見をも徴した︒すると︑

大空から勢よく落下する水の 十燭9

子はどうなるね︒

太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊

九915 二人はしばし水中で戦ったが︑ 十4610
重手を負ひながらも︑鹿介は大力の
になって︑次から次へ投げ下される︒

ゑもん

新左衛門を組伏せてしまった︒する
ふくまひこう

致した意見であった︒

﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの人々の

じまん

と︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑

すると︑其の塊はやがて絶壁にくだ

佛の慈悲によって︑助ける道

十一一931 ﹁をぢさんこそ︑脚がわる

十鵬3

でもあらばといふ下心であったらう︒

かうして︑翌朝四時頃には︑

けて︑白玉のすだれを廣げる︒

いのに大攣ぢやありませんか︒﹂す

十718

後から鹿介のもとゴりをつかんで引

ると︑をぢさんは︑﹁今日は︑わた

倒した︒

渡島半島矢越岬の沖合にさしか＼つ

すると法親王は︑﹁︿略V︒﹂と仰せら

十二佃10どうか残りを聞かせて︑私

をしま

れただけで︑やがて御退出になった︒

しかし︑鯨りカードが多．いの

てるた︒すると︑まことに突然︑右

誰言ふとなく︑﹁法親王は︑︿略﹀︑

九938
で︑僕はどれを見てよいかに迷った︒

手のすぐそこに︑此方をさして突進

しの上官や戦友の命日なんだ︒

して重る船があった︒

に悟を開かせてくれ︒﹂すると︑羅

此のうはさが世間にもれて︑

すると︑掛の人がそばへ來て︑

刹はとぼけたやうに︑﹁わしは︑何

十㎜10

﹁︿略V︒﹂と言 っ た ︒

將軍家のなぞがお解けにならなかつ

氣丈にも聞多は立上って︑刀

たとは︒﹂と︑歎ずる者が多かった︒

十804

を抜かうとした︒すると︑一刀が又

九947 そこで︑僕は又迷った︒する
と︑﹁これが好いでせう︒﹂と︑一枚

も知りませんよ︑行者さん︒

此の言葉を聞き︑それをくりかへし

修行者は︑うっとりとして

すると︑又此の事が法親王のお耳に
﹁︿略﹀︒﹂これが︑清少納言の

僕は急いで二階へ持って行く︒

ふ深い意味が︑彼にはつきりと浮か

んだ︒

口に唱へた︒すると︑﹁︿略﹀︒﹂とい

先生は︑其の耳に向かって

はしご
すると梯子段の上から︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

十一4611

息を吹きかけたり︑歌を歌ったりし

︿略﹀︒すると︑一人の青年が私の前

つて來て︑私のそばに腰をかけた︒

十二伽10

に立って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑はっきり日

しょくたく

席は殆ど満員である︒する

夫婦の客が︑手をあげて私をさし招

と︑向かふの食卓にすわってみた

十二悩4

本語で言口つた︒

膜が振動して︑藁がかすかに動きま
ていさつ

我が快速偵察機からの通信

れる︒︿略﹀︒すると︑部隊長機から

紙にした＼めた報告文が機内に廻さ

を受けてみるらしい︒やがて︑通信

十一慨8

す︒

ました︒すると︑其の度毎に耳の鼓

此の國の青年が四五人はい

父の待ちかねた聲がする︒

十襯3

十二悩6

後頭部を見舞つた︒
十㎜8

お答へ申し上げた言葉でした︒する
どうえう
と︑一座が少し動揺し始めました︒

好い具合だと︑清少納言は思
ひました︒すると︑お后の仰で︑

十佃4

﹁今日降った雪だけは取除くやう
に︒﹂とのことです︒

先づ此の地方を流れる川の水
を︑大きな高い土手を築いてせき止

十鵬10

はいった︒

のカードを指して其の人は言った︒

九棚10 かりに此の二つの星を結ぶ線
を引き︑それをなほ右の方へのばし
て見ませう︒すると︑此の二つの星
きょり

の距離の五倍ばかりの所に︑きっと
一つの星が見つかります︒

九枷2 暑さは︑もうたくさんだと言
ひたくなる︒すると或日の午後︑裏

山の森で︑﹁ツクくボウシ︑ツク

めました︒すると︑水は陸上にた＼

くボウシ︒﹂の聲を聞いた︒

九襯2 彌次郎も北八も︑珍しさうに

へられて︑二つの湖になりました︒

今︑舟が川下から上るとしま
す︒すると︑上手の水門を閉ぢ︑下

十伽1

眺めてゐました︒すると︑ 人の大
原女が彌次郎のそばへ寄って來て︑

十417囹時の天皇がおほめになって︑
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いた︒

すれ

く

←はずれ

︵形状︶5

すれすれ

すれ

すれくにかすめて︑鼻先なる土に

すわ

僕は文治とへさきにすわって︑

スワル

座敷にすわって茶を飲む︒

﹇座﹈︵五︶16

八佃6

すわ・る

船が上ると髄を浮かすやうに︑船が

八伽9

︽ーヅ・ーラ︒ーリ︾←おすわりく

る

サルガ︑ヒバチノマヘニ
マサヲサンバ︑ニンギャウ
ニスワリマシタ︒

すと︑

立つたり︑すわったり︑下駄

てるる︒

十一1611

十一202

しょくたく

子供は大人しくすわった︒

そばに︑二人の女がすわっ

ばきのま＼で︑がたく躇んでゐま

九㎜1

下ると膿を沈めるやうにしてみた︒

ださる・おすわりなさる

二407

スワリマシタ︒

九187図矢はあやまたず狐の頭上を 一一255

しばらくして奏樂がやんだ︒すれすれ

︽一

すると︑著長がつかつかと私のそば

十一一悩11

へ來た︒

鋭い

ぶすと突立ち︑狐は其の場に倒れた

﹇鋭﹈︵形︶3
り︒

するど・い
イ・ーカッ・ーク︾

ノソバ

それから︑花子さんと雪子

さんは︑えんがはで︑爾方に分

つばめが︑川水にすれくに 四773

飛んでは︑白い腹を見せてちう返り

れてすわりました︒

すは一大事︒

て私をさし招いた︒

十一研9

古の武士は︑寸時もこれを

後足をまげて︑前足をついて すんじ ﹇寸時﹈︵名︶1 寸時

身邊からはなさなかった︒

ずんく

二877松山︑ズンズン大キクナ

ん

上座にすわって︑いばって居ずんずん ︵副︶4 ズンズン ずんず
たたけるは︑此の少女を見ると︑自

リマシタ︒

四292この子は︑ずんく大き

上座にすわって︑いばって居

潮がずんく引くので︑舟は

まだずんずん登って行く︒

信長は正面のさじきにすわっ 八937 急停止して振返ると︑仲間は

忽ち海へ出ました︒

七81

ました︒

五六ぐらみの美しい娘になり

たたけるは︑此の少女を見ると︑自

親山羊は︑柵のきはに︑秋の

くなって︑三月ほどたつと︑十

た︒

七894

りました︒

の足音を聞きつけて︑すっくと立上

日をあびてすわって居ましたが︑私

六409

分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

六293

分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

六292

たまじゃくしではありませんでした︒

すわったかっかうは︑これまでのお

五171

わりました︒

四775 三ちゃんは︑まん中にポ 十二悩4 すると︑向かふの食卓に
すわってみた夫婦の客が︑手をあげ
ストをおいて︑そのそばにす

をしてみた︒

九908

九807 しかし︑鹿介の太刀風はさら
に鋭かった︒

十199 ふと通りか︑つた某大尉がこ
れを見て︑飴りにめ＼しい振舞と思

今どれか一つの星を︑東にさ

し出た軒端にすれくに當てて︑下

九槻10

からじっと見てゐますと︑やがて其

つて︑﹁こら︑どうした︒命が惜し
くなったか︒︿略＞Q﹂と言葉鋭く叱

敵を追って地上へすれく
見たところ︑水面とすれす

に迫る勇敢な我が機がある︒

ゆうかん

十一欄10

ります︒

の星は︑軒端にかくれて見えなくな

つた︒

十一悩6 とたんに︑今度は﹁ピュッ︑

鋭さ

ピュッ︑ピュッ︒﹂と耳もとをかす
める鋭い音︒

﹇鋭﹈︵名︶1

十二255

れになって流れてみるが︑それは筏
といふ︒

べき鋭さを︑かすみの如く包んだ一
するどし

すれちがい

すれ違ひ

の一部分で︑大部分は水面下にある

﹇鋭﹈︵形︶2

︽ーキ︾

するど・し
鋭し

十727

すわり

自動車が來る︒

出勤を急ぐ人たちが通る︑
︿略﹀︒すれ違ひに

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武

︵五︶1

﹇座込﹈
込む ︽ーン︾

すわりこ・む

出で︑

毎日毎日機械館に嘗ては︑そこに陳

昭憲皇太后の御硯箱は︑ふ

わっかに寸齢を残すのみ︒

たの裏に石盤をはめ︑石筆はちびて

せきばん

十56図

すんよ ﹇寸余﹈︵名︶1 試写
みなか者らしい一人の青年が︑

列してある機械の前にすわって︑じ

八802
りをしてみる牛のやうな巨獣たち︑

つとそれに見入って居るのであった︒

どっかとすわり込んで見張

よちくしながら砂型に戯れる幼獣

十︻欄9

八605 おばあさんは︑疲れないやう

の群︒

﹇蜴﹈︵名︶1

にと︑焼いたするめや氷砂糖を︑紙

するめ

に包んで上げられました︒

するめ

士︑たくましき馬にまたがりて進み

十二4910図年の頃二十齢りにして︑ すわ ︵感︶1 すは

どき矢を差さしめ給ふことよ︒

九1910図囹 危きことかな︒かのする 八298囲

﹇擦違﹈︵名︶1

道の和氣がただよふ︒

十一棚3 そこには︑鐵壁をも貫ぬく

するどさ

するどい一すんよ

せ一せいかつする
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﹇背﹈︵名︶12

背

＋佃6はるか彼方に︑代るぐ背を

し︑︿略﹀︑青銅の胸像がくっきりと

浮かび上って見える︒

瀬←あさせ・おい

馬の背のやうに︑下瓦ひの

﹇瀬﹈︵名︶2

道が績いてるた︒

十一伍11

せ

ばくおん

らせ・かわせ・たきつせ・としのせ・
にばんせ

すさまじき爆音を立てなが

ら︑瀬といはず淵といはず︑飛ぶが

十塒10図

渓流には︑至る挿話があり

如くに進む︒

十一㎜2

生←いちねんせ

淵があり︑瀧があり︑岩の島がある︒

﹇生﹈︵名︶3

い・しょうがくせい・だいがくせい・

せい

七357

彼の前には︑もう死もなかつ

にねんせい・よねんせい

昭和の聖代に生をうけた我等

た︑生もなかった︒

﹇勢﹈︵名︶1

勢﹇▽あまごぜ

シ高クナリマシタ︒
せい
い・おおぜい・こぜい

賊は其の勢七萬飴︑岩角を

底ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗

十151図

﹇精﹈︵名︶2

精

じて一の木戸にせまり來る︒
せい

八736

オランダのホイヘンスといふ

人が︑今までにない正確な時計を襲

明しました︒それは︑全くガリレオ

車龍は上下に激動するが︑

の此の嚢見を鷹用したものです︒

十二834

生活﹇vか

かねて鍛へに鍛へた我が腕︑射撃は

﹇生活﹈︵名︶6

正確である︒

さ・こせいかつ・ちかせいかつ︒にち

ていせいかつ・ぐんかんせいかつのあ

すべて上官の命令を守って︑せいかつ
今度は如何にもものすごい︑

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

十231園
十一捌8

じょうせいかつ・へいえいせいかつ

です︒

に︑やっと長い地下の生活が終るの

土の中へもぐってから七年目

いはば奇怪な物の精が寄集って︑夜

七959
﹇所為﹈︵名︶3

﹇製﹈﹇▽がいこくせい・ぎょせい

しばふ

の芝生にをどるやう︑
せい

せみ

せい

が︑我々の生活においても考へられ

稻がだんく刈られて來るせ 八研1 しかし︑これと同じやうな事

しかし︑假名文であればこ

みか︑いなごが︑たくさんこちらへ

六233

十一154

ます︒

たゴあの小さい燈で長い旅行

飛んで來る︒

八107

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

其の時代の生活を細かく心し出すこ

そ︑當時の國語を自由自在に使って︑

潜函4

を績けるせみか︑途中で死んで蹄つ

十二227

五千年の昔から︑自ら耕し

とが出來たのです︒

て來ないつばめも︑かなり多いとい

替口々と働く彼等に︑どこか

て食ひ︑自ら掘って飲むといった簡

て果た彼等は︑

軍な生活を︑其のま＼今日に持越し
晴雨計

しかも彼等は︑のん氣に其

︽ーシ・ースル︾

九欄1 我々は︑ 一日たりとも︑國語

活する

せいかつ・する ﹇生活﹈︵サ変︶4 生

の生活を乱しむことを知ってみる︒

十二245

躇んで捗るのが田家の生活である︒

特に船長たちは︑晴雨計と 十一一231 星をいた貸いて出で︑月を

﹇晴雨計﹈︵名︶1

又︑氣の長いところがあるのも︑一

もやう

十一8510

せいうけい

つは此の廣大な自然のせみであらう︒

十二231！

ふことです︒

歓喜を感ずるのである︒

無常は生ある者のまぬかれ
﹇性﹈与こくみんせい・とうじせ

ない運命である︒

十二佃9
せい

﹇星﹈←ほくとしちせい・ほっ

い・ゆうしゅうせい

せい

セイ

シヤウソツ

曇二敵二封シ勇進敢戦

カンセン

空模檬を熱心に見くらべてみる︒
サキ

か

シタル李下將卒モ︑皆此ノ成果ヲ

キ

十一605図園

一寸ボブシノセイガ︑ せいか ﹇成果﹈︵名︶1 成果

﹇背﹈︵名︶3

きょくせい
せい

三498園

一寸ボブシノセイガ︑

高クナリマスヤウニ︒
三597園

見ルニ及ンデ︑

一寸ボブシノセイガ︑少 せいかく ﹇正確﹈︵形状︶2 正確

官同クナルヤウニ︒

十一7711 緑した＼る一位の木を背に 三603

老杉かげ暗き所にあり︒

十榴2図 社殿は︑熊野川を背にして︑

長須鯨を見つけたからである︒

ながす

しろ
出しては︑潮を吹く二頭の大きな白

が低くなったくらみです︒

くなりませんでした︒少しばかり背

十鯉4 雪の山は︑皆が思った卑小さ

うつぼに差させけ り ︒

差出せば︑尊家くるりと背を向けて

九197図 宗任すなはち矢を抜取りて

八尺3 電柱の背の低いことよ︒

して泳ぎますが︑

八桝3 外の魚は腹を下に︑背を上に

人である︒

しいのは︑色の赤黒い︑背の高い土

八盟9 ハワイには︿略﹀︑我々に珍

た鳩は︑

を物ともせず東南をさして飛んで居

八767 落行く夕日を背に受け︑寒空

く旧風く︑目は鏡 の や う で ご ざ い ま す ︒

五967園 背も高いが︑鼻がおそろし

ふと︑何だかかはい＼氣がする︒

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思

五839 今では︑僕よりもずっと背が

せ

せ
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せいかつていど一せいこうする

そかい

の力をかりずに生活する日はない︒

人を始め各國人が生活してゐます︒

十一即2困 租界内には︑多数の日本
一網ー13 山野に狩をし︑獣骨で作つ
た釣針などで魚を取り︑又︑貝を拾
つて生活してみた ︒

十二欄3 若し又︑裁判が公平に行は
れぬとしたら︑せっかくの國法も償
値を失ひ︑我々は安心して生活する
﹇生活程度﹈︵名︶1

ことが出來ないであらう︒
せいかつていど

生活程度

西岸

静寛二宮

せいかんいんのみやちかこないしんのう
﹇素馨二宮親子内親王﹈︹人名︺1
ちかこ
にん

静寛子宮親子内親王は︑仁

ちかこ

静寛院長親子内親王

十二柵6
を

ば

かずの

孝天皇の皇女︑孝明天皇の御忍︑明

かう

治天皇の御叔母君で︑御幼名を和

ぜいくわんこうない

﹇税関構内﹈︵名︶1

宮と申し上げた︒

みや

ぜいくわんこうない

ぜいかんこうない

税關構内

七悩5 萬國橋を渡って︑税關構内
の廣い道を歩きました︒
せい
﹇青岸渡寺﹈︵名︶1 青

がんと

せいがんとじ

単声

玉垣二つをへだてて相隣す

﹇生気﹈︵名︶1

かしい生肴を吹込む︒

輝

裁判所は︑︿略﹀︑どちらの

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

らうとしても︑ちよつと出立さうに

十一一旧9

もないのがある︒

鞍山の製鋼所から茶色の煙が

あんざん

さうして︑翌年には木製織機

︽ーシ︾

其の後︑佐吉はさらに動力を

どういふ動力を附けるかにつ

れが溶く世間に使用されるやうにな

使用する織機の獲明に成功して︑そ

八835

の改造に見事成功した︒

八833

功する

せいこう・する ﹇成功﹈︵サ変︶8 成

る︒

立ちのぼり︑ほのほが勇ましく見え

十三5

所

せいこうしょ ﹇製鋼所﹈︵名︶1 製鋼

あったのです︒

秒の飛行で︑これが實に飛行機にお
きろく
ける人類最初の輝かしい成功記録で

九179 其の最初といへば︑ライト兄
ないし
弟の苦心に成った十二秒乃至五十九

成功記録

きろく

せいこうきろく ﹇成功記録﹈︵名︶1

主張が正しいかを判漸し︑金を返せ

税金

とか︑返金を請求するわけには行か
﹇税金﹈︵名︶2

ないとか︑言渡す︒

ぜいきん

た〜村のお世話になって居

税金の通知が來て居ないやうでござ

七齪2園今年は︑私のうちへ︑まだ
います︒

七掴9園

何だか申しわけがないやうな氣がい

ながら︑少しも税金を納めないでは︑

生計

やがて其の日の生計も立ち

﹇生計﹈︵名︶1

たします︒

せいけい

十495図

がたく︑弟子たち此の師を見限り去
りて︑手助けする者一人もなし︒

にか作り上げることが出來た︒しか

し︑此の成功に満足してしまふ佐吉
ではなかった︒

彼が織機の研究を始めてから

つた︒

八858

三十年︑︿略﹀︑あらゆる困難にたへ

裁判は實に︑正義を保護し︑

﹇正義﹈︵名︶1

秩序を維持するための大事な仕事だ

いても︑いろく考へましたが︑と

うく小さい蒸氣機關を作って取回

一日祝賀會の席上で︑人々が

動力による飛行機が︑人間を

のせて空中を飛行することに成功し

九163

とに成功しました︒

あげく︑どうやら適當な物を作るこ

てきたう

二人は︑苦心に苦心を重ねた

代るぐ立って︑コロンブスの成功

さういふ石器になると︑ず

九133

けることに成功しました︒
精巧

を祝しますと︑

八伽1

九101
正義観

て︑遂に此の成功を見たのである︒
﹇正義感﹈︵名︶1

平和を愛し︑美を喜ぶ我が
國民の優美な性情と︑善にくみし︑

十一悦6

せいぎかん

といはねばならぬ︒

十二燗4

せいぎ

正義

今︑生まれたばかりの卵に︑

十一379圃 さうして︑五月の太陽は︑せいこう ﹇成功﹈︵名︶3 成功
とり
八糾4 外國品にまさるものを︑どう
︿略﹀︑鶏小屋の奥にしのび入って

せいき

るは︑青岸渡寺なり︒

せいがんと

十棚3図

十263国 こ＼の島民は︑チャモロ族 岸渡寺
といふのが大部分で︑割合に色も白
せいくわん

く︑生活程度も高いのださうです︒
せいくわん

せいかん ﹇成歓﹈︹地名︺1 成立
﹇西岸﹈︵名︶2

九川7園 今過ぎた騨は成歓だよ︒
せいがん

十一鵬2 船は何時しか海豹島の西岸
近く來てるた︒

は︑身動きもならぬ程たくさんな

十一欄2 西岸から上陸すると︑岩頭
ロッペン鳥の行列だ︒

せいかんいんのみや ︹課名︺2 静寛
三宮
第二十⊥ハ

十二目13 第二十六 静寛院宮
十二価5

せいこう

彼は︑︿略﹀︑遂に柿右衛門

﹇精巧﹈︵形状︶2

邪をにくむ正義観とは︑まことに日

十5110図

せいかんいんのみや ﹇静寛囚縛﹈︹人

本刀の精神其のものといふべきであ

十ニー06

るに至れり︒

風と呼ばる＼精巧なる陶器を製作す

名︺1 静寛院宮

︽ースル︾

﹇請求﹈︵サ変︶1

る︒

請求する

せいきゅう・する

十二研2 彼は静子院宮に事の次第を
申し上げて︑切に天朝へおわびのお
取成しを願ひ︑

せいこかつけい一せいしょうなごん
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ゐます︒

たのは︑これが始めてだといはれて
する算法を考案し︑

四角形・正五角形等の正多角形に關

荘の秋

十二目7
生産地

西山荘の秋

西山荘の秋

第六

政治εぶけ

政治家

﹇製紙工場﹈︵名︶1

製紙工場
かうして出遅たパルプは︑

内地の製紙工場に送られ︑もう一度

十﹁旧2

どろくにとかされてから︑種々の
性質

膿が大きいのに︑性質がごく

﹇性質﹈︵名︶1

紙にすかれるのである︒

八伽1

せいしつ

聖壽

製

二本の門松の中︑其の一本目

﹇聖寿﹈︵名︶1

製紙パルプ工場を見る︒

︵名︶1

おとなしく︑しかも音樂が大好きで
ある︒

味で︑

最早

平和を愛し︑美を喜ぶ我が

清少納言

清少納言

﹇清少納言﹈︹人名︺

清少納言もお側近く仕へてる

せいせうなごん

お后は︑此の時まで何も言は

これが︑清少納言のお答へ申
さう言はれてみると︑清少納
言も︑﹁︿略﹀︒﹂と心の中に思ひまし

十川5

し上げた言葉でした︒

十伽7

﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりました︒

ずにだまってみる清少納言に︑

十㎜2

ました︒

十986

18

せいせうなごん

せいしょうなごん

邪をにくむ正義観とは︑

國民の優美な性情と︑善にくみし︑

十﹇齪5

せいじょう

﹇性情﹈︵名︶1

本を以て親の長壽を祈らうといふ意

以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑其の一

十m9

せいじゅ

十一撹7

紙パルプ工場

せいしパルプこうじょう

テニアンは︑サイパンやロ

﹇生産地﹈︵名︶1

十2710国

せいさんち

十二424

第六

十伽10此の運河を作ることに成功し せいざんそうのあき ︹課名︺2 西山
がつしゆう

たのは︑アメリカ合衆國でした︒
ほさう

十梱7 水道を設け︑下水を完全にし︑
道路を鋪装して︑昔の不健康地を一
攣することに成功しました︒

十捌9 スチーブンソンは︑其の後な
ほ研究を引けて︑一時間五十粁も走
生死

タの島々と共に︑砂糖の生産地で︑
﹇生死﹈︵名︶1
てうゑつ

生死を超越してしまへば︑

﹇政治﹈︵名︶3

これを許せば︑國家の政治
政治を行ふ身程つらいもの
以來めんだうな政治の事

﹇政治家﹈︵名︶1

そこには︑イギリスが生ん

﹇正四角形﹈︵名︶1

︿略﹀等の墓が一歩一歩に存在し︑

だ光榮ある政治家・學者・詩人・

十二伽8

せいじか

老後を送りたいと思ふ︒

は若い者たちに任せ︑身輕になって

十二燭4園

はございませぬ︒

十慨6園

が成立たない︒

十鵬8園

せいじ

せいじ

もう淺はかな夢も迷もない︒

十二M7

せいし

南洋の寳島といはれてゐます︒

﹇正五角形﹈︵名︶1

る汽車を造り上げることに成功した︒
せいこかつけい

正五角形

十二柵4 孝和は︑又︑正三角形・正

精魂

四角形・正五角形等の正多角形に關
する算法を考案し ︑

﹇精魂﹈︵名︶1

十一矧8 刀工が刀を鍛へるに當って

せいこん

ひとつち

は︑︿略V︑ひたすら清らかな心を以
﹇製材工場﹈︵名︶

て︑一望々々精魂を打込むのである︒

1 製材工場

せいざいこうじょう

製作

く︑さすがに木材の集散地たるを思

十齪9図 附近には大小の製材工場多
はしむ︒

﹇製作﹈︵サ変︶1

︽fスル︾

せいさく・す
す

正四角形

十二㎜4

せいしこうじょう

する算法を考案し︑

四角形・正五角形等の正多角形に關

孝和は︑又︑正三角形・正

彼は︑︿略﹀︑遂に柿右衛門 せいしかっけい

﹇正三角形﹈︵名︶1

風と呼ばる＼精巧なる陶器を製作す

十521図

るに至れり︒

せいさんかっけい
正三角形

十一而4 孝和は︑又︑正三角形・正

たが︑

たいど

十川10かういふ時︑清少納言は︑何

清少納言は嬉しくなって︑心

時もはっきりとした態度の女でした︒

好い具合だと︑清少納言は思

の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と一心に祈りまし

十醜6

た︒

十欄3

清少納言は︑同じ事なら︑十

ひました︒

五日までこ＼にるて︑見届けたいも

十悩5

のだと思ひましたが︑

七日に︑清少納言は︑正月の

お暇を頂いて︑宮中から自分の家へ

十価8

清少納言は︑其の夜一夜眠ら

下りました︒

十鵬2

れませんでした︒

納言は思ひました︒

十鵬7 ﹁まあ︑よかった︒﹂と︑清少

十徳1 清少納言は︑まだ暗い中に︑
ぼん
使の者に大きなお盆を持たせて︑

歌を作って紙にした﹂め︑雪

﹁︿略﹀︒﹂と言ひふくめてやりました︒

にそへてお后にお目にかけようと︑

十研7

清少納言は︑使の蹄るのを︑首を長

くして待ってるました︒

﹁︿略V︒﹂残念ながら︑かう御返事申

十佃10 すっかり失望した清少納言は︑

正月の二十日︑清少納言は宮

し上げる外はありませんでした︒

中へ参りました︒

十佃7

2

たった今の今まで︑残念とば

十㎜10 清少納言ははっとしました︒

十

877
せいしょうねん一せいどう

かり思ひつめてみた清少納言の心は︑
すっかり明かるくなりました︒

納言は︑た占有難いと思ふ心で胸が

十鞭9 さう申し上げながらも︑清少
一ぽいでした︒

精神﹇▽こ

﹇▽ ヒ ト ラ ー せ い し ょ う

﹇精神﹈︵名︶8

せいしょうねん

ねんだん
せいしん

﹇成人﹈︵サ変︶1

も︑精神は永遠に生きる︒
せいじん・する

成

成人したら︑一日も早く毛

︽ーシ︾

九766園

人する

﹇精神其物﹈︵名︶1

利を討って︑御威光を昔に返してお
くれ︒

せいしんそのもの
精神

せいくするやうに思ひました︒

孝和は︑又︑正三角形・正

清澄

清澄な水を六十平方粁の面

比良大いに喜びて︑朝夕こ

せいつう・す ﹇精通﹈︵サ変︶1 精通

るやうに廣がつてみる︒

積にた＼へて︑十和田湖は︑あふれ

十一価4

せいちょう ﹇清澄﹈︵形状︶1

したが︑

する算法を考案し︑これを話術と構

四角形・正五角形等の正多角形に關

十二柵4

五165水の上にかほを出すと︑氣が 正多角形
成績﹇▽こ

其の日は︑なほ二回・三回と

﹇成績﹈︵名︶2

うせいせき

せいせき

ど

試験をくりかへしました︒さうして︑

九166
つ

其の都度成績が上って行くやうでし
た︒

したが︑きっと日本人の子供の成績

九546悪事は多くの早耳をたつねま

す ︽ーセ︾

平和を愛し︑美を喜ぶ我が

農民の優美な性情と︑善にくみし︑

のよいことを聞かされて︑涙が出る

十一僅7

七535困 兵事は︑いはば一つの大き

邪をにくむ正義観とは︑まことに日

くみんせいしん

な家庭で︑其の日常生活の間に︑軍

十965図

でんぽ

一望の田圃が︑ちやうど方眼

せいどう

烈しい制動をかけて急停止を

靖國神社の青銅の鳥居は︑

十ニー24

恐らく︑青銅の鳥居では日

見上げるやうなにれの葉か

それも一番初に使はれたの

び上って見える︒

げに︑青銅の胸像がくっきりと浮か

十﹇781

本一だらう︒

六伽1園

實に大きいものだ︒

六梛9園

せいどう ﹇青銅﹈︵名︶6 青銅

なさる︒

八951

十一㎜2 月は何時も晴天なのです︒
せいどう
せいどう ﹇制動﹈︵名︶1 制動

せいてん ﹇晴天﹈︵名︶1 晴天

れを讃み︑遂に兵法に精通せり︒

程嬉しく思ひました︒

それにしても︑空中から見る

整

本刀の精神其のものといふべきであ
然

九齪10

に美しいものであらう︒

市街は︑何とまあ︑整然とあざやか

九帽3

井然

人としての精神をやしなふ所なので

精神的意義

﹇整然﹈︵形状︶4

る︒

1

︽一

せいぜん

す︒

以來の感情・精神がとけこんでをり︑

九欄10 だから︑我が國語には︑祖先 せいしんできいぎ ﹇精神的意義﹈︵名︶

﹇制﹈︵サ変︶1

こ＼にある︒

せい・す

紙のやうに︑整然とくぎりを見せて

市街は井然として道幅が廣

東西四十町︑南北四十五
町︑街路井然として︑︿略﹀古の奈

十二価9図

の並木が美しく績いてるる︒

く︑﹁しらかば﹂や﹁な＼かまど﹂

十一川9

我が聯合艦隊が能ク勝 遠く廣がる︒

ヨ

制ス

十226園 おかあさんの精神は感心の 十一梱11 日本刀の精神的意義は實に
外はない︒

十幽8園 そんな事をするやうでは︑

十一5911図園

シ︾
レンガフ

票するといふ精神に反することにな

ルモノハ︑

﹇制﹈︵サ変︶1

氣ちがひのやうにあふれる川

制する

ヲ制シテ前記ノ如キ雷干ヲ牧四十タ

︿略﹀︑ほんたうにりつばな人物に投

る︒

十一681 古語には︑我が古代國民の

せい・する
︽ーシ︾

精 神 が と け 込 ん で みる︒．

十一683 我々は今日古事記を讃んで︑

ぐわんこ

良の都は︑如何に美しく︑如何に盛

十柵5

を制し︑頑固な岩山を切開いて︑

︿略V︑其の言葉を通して︑古代日本

人の精神をありくと讃むことが出

は銅で︑其の後に銅とすずとをまぜ
聖代

﹇聖代﹈︵名︶1

十ニー211從って青銅の劒や︑ほこや︑

時代を青銅器時代といひ︑

銅及び青銅で利器を作った

た青銅が使はれ︑

﹇正多角形﹈︵名︶1

十ニー26

昭和の聖代に生をうけた我等

せいたかっけい

歓喜を感ずるのである︒

は︑此の歌を口ずさんで︑今新なる

十価4

せいだい

なりしそ︒
のです︒

巧みに此の文明的大工事をしとげた

しせむ

︽ースル︾

﹇清清﹈︵サ変︶1

せいハ＼お大事に︒

せいぜい﹇精精﹈︵副︶−せいぐ
七鵬8園

いくする

せいせい・する

せ

悟るのである︒

弦走ー64 史蹟や國寳などに指定され
てるるのがあるのは︑かうしたもの
を永遠に保存しようといふ精神であ
ることを忘れてはならない︒

十二458 自分は此のま＼世を去って

せいどう一せいめい

878

とよだ

さきち

とゴうかした豊田佐吉其の人であっ

ど う たく

矢じりや︑又銅鐸といって釣鐘のや

十二㎜7他の青年たちは︑にこにこ

あった︒

して︑急速の進歩を成し遂げたので

我が國人が西洋の数學を容易に征服

成否

のである︒

地上のあらゆる生物は︑此

の熱︑此の光のおかげに生きてみる

十二欄10

りがたいものがあるだらうか︒

すべての生物にとって︑太陽ほどあ

十一一欄7 私たち人類にとって︑否︑

せいぶつ ﹇生物﹈︵名︶2 生物

しながら︑半ば不思議さうに︑私と
■じょしせいねんだん

かの青年の顔を見くらべてみた︒

せいねんだん

せいはん

﹇成否﹈︵名︶1

すべからず︑若し向かふの山にのろ

形

てるもと

きっかはもとはる

輝元を大將とし︑吉川元春・

ざ

十二6610

や

矢狭間・鐵砲狭間が︑圓形

ま

せいほうけい ﹇正方形﹈︵名︶1 正方

の精兵が堂々と進軍して湿た︒

小早川隆景を副將として︑一萬五千

こばやかはたかかげ

九856

十一一744図圏事の成否は今より豫測 せいへい ﹇精兵﹈︵名︶1 精兵

せいひ

着々として進みたり︒

十一柵8図此の度は製版・印刷の業

﹇製版﹈︵名︶1 製版
いんさつ

うじょうたかときせいばつ

且vちょうしゅうせいばつ・ほ

の青年が見はりをして︑旅人の安全

どやくと此の國の青年が

せいばつ

をかけた︒

他の青年たちは︑にこにこ

日本語で言った︒

前に立って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑はっきり

十二伽10

すると︑一人の青年が私の

四五人はいって來て︑私のそばに腰

十二伽6

をはかってみる︒

主な停車場には︑黒シャツ

た︒

我が國へは︑アジヤ大陸か

十二旧8

うな形をした器物が嚢見されるので
政道

淺野内匠の家來の事︑︿略﹀︑

﹇政道﹈︵名︶1

あるが︑

せいどう
十儒9圏

何とか助ける道はないかと思ひまし
たけれども︑左様致しては政道が立
ちませず︑

十ニー210

せいどうき ﹇青銅器﹈︵名︶1 青銅器
ら青銅器を作ることが傳へられ︑

十二伽8

しのあがるを見ば︑幸にして城を出

﹇青銅器時代﹈︵名︶

でたりと知るべし︒

せいどうきじだい

しながら︑半ば不思議さうに︑私と

﹇整備員達﹈︵名︶1

かの青年の顔を見くらべてみた︒

整備員たち

十﹇備6

政府︑彼の志をあはれみ

征

かなり︒

十型2図

太陽こそは︑あらゆる生命

あらゆる生命の源泉である

出納掛の人が︑一々姓名を呼

風寒く︑天地清明にして静

せいめい ﹇清明﹈︵形状︶2 清明

んでは本を渡す︒

九956

せいめい ﹇姓名﹈︵名︶1 姓名

ある︒

だけに︑それは又写に偉大な存在で

十二捌4

の源泉なのである︒

十二捌3

せいめい ﹇生命﹈︵名︶2 生命

ちを見下すのである︒

ちやうど怪物群の目のやうに︑私た
政府

に︑三角形に︑正方形に︑長方形に︑
﹇政府﹈︵名︶3

すべての飛行機の調子よい爆音に現
せいふ

れて︑

整備員たちの不眠の努力が︑

せいびいんたち

2 青銅器時代

青年も︑嬉しさうににこ

く笑ってみた︒

十二㎜8

十一一127 銅及び青銅で利器を作った

時代を青銅器時代といひ︑鐵の利器
を使ふやうになった時代を鐵器時代

﹇青年訓練所﹈

青年クンレン所

せいねんくんれんしょ
︵名︶2

と名づける︒

十ニー32 我が國の青銅器時代は極め

ニイサン

白洲燈塁の建設は︑政府

に燈皇建設の事を出願し︑翌二年に

停車場デハ︑村長サン︑校 十二価6図 明治元年︑彼改めて政府

りぬ︒

せいふく・する

︽ーシ︾

和算にかくも掻平された日
本人の天才と錬磨があったればこそ︑

十二麗11

服する

﹇征服﹈︵サ変︶1

功績をよみして︑遺族に恩賞をおく

十二冊6図

の事業として引取られぬ︒

十二僻11図

長サン︑ザイガウ軍人︑青年クンレ

青年

至りて許さる︒

ヰマシタ︒

たち

せいねんたち

島民の青年たちが︑コロー
習をやってみる︑

ルの大運動場で︑毎日陸上競技の練

十355囲

男のくせにとあざけられた︒

つて叱られ︑村の青年たちからは︑

時には︑機械をこはしたとい

﹇青年達﹈︵名︶3

ン所ノ人タチガ︑大ゼイ集ッテ

四865

所ノ服二着カヘマシタ︒

バ︑青年クンレン

四844

せい

︵サ変︶1

整

て短く︑やがて次の鐵器時代にはい

︽ースル︾

﹇整 頓 ﹈

つたものと考へられる︒

帯する

とん

せいとん・する

整頓する︒

せいとん

九357 数分の中に︑艦内はすっかり

ちせいねん

せいねん ﹇青年﹈︵名︶8 青年←い

毎日毎日機械館に來ては︑

八798 みなか者らしい一人の青年が︑ 八823

八806 非常な機械好きで︑しかも愛
國心の強い青年であった︒

を爽明して︑世界の工業界に名を

八815 此の青年こそ︑後に自動織機

879
せいもん一せかい

だ き

じゃき

だ高し︒

西洋

十ニー74

内城の正門正陽門の堂々た

る姿が︑先づ旅行者の目を引く︒

生理

いよく熱心に︑聲の原理

﹇生理﹈︵名︶1

十一網3

せいり

や舌・くちびる・耳などの生理を勉

成
さいがうたか

﹇成立﹈︵サ変︶1

﹇整理﹈﹇▽こうつうせいり

強しました︒
せいり

︽ーシ︾

せいりつ・する
立する

かつやすよし

江戸城は︑官軍方の西郷隆

﹇清流﹈︵名︶1
か．も

清流

十一509

これは︑西暦千八百七十六

年三月十日のことです︒

せいれつ ﹇整列﹈︵名︶1 整列

整

のラッパが一きは高くひゴき渡ると︑

九3510図園先づ﹁両舷直︑整列︒﹂

列する ︽ーシ・ースル︾

せいれつ・する ﹇整列﹈︵サ変︶3

二︑ 三︑

午後八時に夜の嵩呼があり︑

整列して︑︿略﹀︑ ﹁一︑

七507団

四︑・⁝﹂と︑大きな聲で番號

はだしのま＼の水兵員が後甲

をとなへます︒

板にはせ集って︑ずらりと整列する︒

九362

全員整列して︑部隊長の注

意を聞く︒

十一柵9

十一桝6国途中一度︑セイロン島の

賀茂川の清流に沿うて下賀 セイロンとう ︹地名︺一 セイロン島

コロンボに寄港しました︒

わら
たゴ歩兵が木の小枝や藁をせ

︽ーッ・ーヒ︾

八565

脊負ふ

﹇勢力﹈︵名︶1 勢力0 せお・う ﹇背負﹈︵四・五︶2 せおふ
大和へ御進軍になった神武天

やまと

おと

おって︑土手のかげをかけて行くの
え

皇は︑︿略V︑其の地方に勢力を張つ

五13

﹇世界﹈︵名︶31

世界←ぎん

明かるかった世界が︑急にま

ので︑かへらなければなりません︒

四324園この十五夜には︑月の
世界からむかへにまみります

せかい・つきのせかい

せかい

け下る︒

の下をくゴりて︑けはしきがけをか

軍曹︑中佐を背負ひ︑弾丸

を見ました︑
へ︑

病人が良藥を得︑渇者が清
冷な水を得たのにも増して大きな喜
びであった︒

﹇西暦千八百七

せいれきせんはっぴやくしちじゅうろく

ねんさんがっとおか

十六年三月十日﹈︵名︶1 西暦千八
百七十六年三月十日

九旧8図

て居た良うかし・弟うかし兄弟の所

六13

ぜんせいりよく

せいりょく

詣でる︒

茂の社に詣で︑更に上賀茂の宮居に

十一84

せいりゅう

が成立した︒

會見で︑しかも談笑の中に開城の約

盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回の

もり

西洋人も大勢待て︑色とり 十二柵4

﹇西洋人﹈︵名︶4

學術の背景があり︑

のを生み出したのには︑西洋諸國の

十二m4

しかし︑彼等がかういふも

洋諸國に傳はりて︑名工のほまれ甚

十522図其の作品は︑︿略﹀︑遠く西 十ニー8図 正陽門

西洋諸國

十一酬1 一度起ってこれを振るへば︑ せいようしょこく ﹇西洋諸国﹈︵名︶2

正門

惰氣も邪氣も一瞬に霧散して︑心氣

は自ら清明となる ︒

﹇正門﹈︵名︶2

西洋
せいようじん

十一776 大山の正門を眞直にはいる︒

せいもん

﹇西洋﹈︵名︶7

る姿が︑先づ旅行者の目を引く︒

野砲ー74 内城の正門正陽門の堂々た
せいよう
人

十二柵1 當時の西洋を除けば︑かく
代敷の演算が自在に行はれるのは︑

八259団
が咲いたやうです︒
し な

ハワイには支那人も西洋人も

マラリアと黄熱病が︑かつて

西洋人はよく牧場の群羊に

はがき

﹇西洋風﹈︵名︶2

むら雲などいってゐます︒
せいようふう
風

ゑ

正陽

十二佃5

なみき
町の建物は西洋風で︑並木 せいれい ﹇清冷﹈︵形状︶1 清冷

西洋

たとへるさうですが︑日本では俗に

十一川2

ともあります︒

は何萬といふ西洋人の命を奪ったこ

十捌一

黒い︑背の高い土人である︒

みるが︑我々に珍しいのは︑色の赤

八槻8

ぐのテントや海水着で・海岸は花

ひとり我が國のみであった︒
びぶん

よって︑遂に西洋の微分・積分に封

十二荊10其の極致は︑彼の後縫者に
比すべきものにまでおし進められた︒

十二捌7 ひとり我が孝和に至っては︑
西洋の数學・心術と何等關志する所
なく︑ひたすら和算に曲言の天地を
開いたのであって ︑

十二櫃4 明治になって︑西洋の重三
が輸入されるとともに︑關流を始め
和算の諸流は自らすたれた︒

十二麗6 それは︑當時日本が學ばね
ばならなかった西洋諸種の學術を採
遇するため︑

八209国

の美しい有蓋は︑お送りした給葉書

十二麗7 西洋諸種の學術を採用する
ため︑敷學もまた西洋の敷學によら

でわかったことと思ひます︒

こ＼にはいると︑道路も︑

﹇正陽門﹈︵名︶2

庭園も︑建物も︑すっかり西洋風で

十二201

なければならなかったからで︑まこ
とにぜひもないことであった︒

ある︒

十二擢10 和算にかくも爽揮された日
本人の天才と錬磨があったればこそ︑

せいようもん
門

我が思人が西洋の食歩を容易に征服
して︑

つ暗になりました︒

我が國は︑神代このかた萬世

珍しさうに眺めました︒

一系の天皇をいたゴき︑世界にたぐ

五837 日まはりは︑暑い日を一ぽい 筆記7
受けて︑夏はおれの世界だといふや
ひなき國艦を成して︑

世界に有名なパナマ運河とい

十一542図

の一部なりや︑世界の人の久しく疑

月の世界に都があって︑そ

佃野イヂュウデ︑

一バン

リモットエライ人ガヰマスカ

ラ︒

十一梱6

こで天人が舞ってみるなどは︑實に

二504医

世界のどこの地方でも︑人

まことに姫路城は︑我が國

我々は世界の歴史︑イギリ

月は死の世界であるといふ

ラ︒

ラ︒

セカイヂュウデ︑

一バン

一バン

セカイヂュウニハ︑私ヨ

リモットエライ人ガヰマスカ

二576園

タイトオモヒマス︒

エライアナタニ︑ムスメヲアゲ

二571囹

セカイヂュウデ︑

リモットエライ人ガヰマスカ

二543圏セカイヂュウニハ︑私ヨ

タイトオモヒマス︒

エライアナ山子︑ムスメヲアゲ

二534圏

ラ︒

リモットエライ人ガヰマスカ

二512囹セカイヂュウニハ︑私ヨ

タイトオモヒマス︒

エライアナタニ︑ムスメヲアゲ

美しい想像ですね︒

今日私たちは︑それが死の

世界であると知っても︑やっぱり月

十一捌8

がなかったらさびしい︒

十二樹1

に知ることが出來るのである︒

スの歴史︑︿略﹀などを︑さながら

十二佃10

き國寳である︒

城郭建築の梓であり︑世界に誇るべ

十一一72！1

だ金属を使ふことを知らず︑

智の開けなかった大昔には︑人はま

十二94

き美しい刀劒があらうそ︒

法隆寺が︿略﹀︑最古最美 十一欄5 世界何れの國に︑かくの如

我が國に遊べる外罰人は︑

全く一つの奇蹟であって︑

きせき

の木造建築を世界に誇り得るのは︑

十一318

ふのがそれなのです︒

十伽2

うな顔をして︑三つ咲いて居る︒

をどりをしたり︑おいしいごちそう

五槻8 毎日底心︑海の世界の珍しい
をしたりして︑

五偽7園 あなたは︑今ため息をなさ
いましたが︑海の世界が︑おいやに

早くより内海の風光を賞して︑世界

なったのではありませんか︒

六価5 僕等が生マレテ來テ︑海ノ中
における海上の一大公園なりといへ
あかんだけ

ヲモグツテ敵ヲ攻撃シ始メタノデ︑
め

や＼遠く雌阿寒岳が煙を吐

り︒

十一812

世界ノ人ハ︑皆驚イタ︒

いて︑其の山はだの紅褐色が︑萬緑

七279 夕方から夜になると︑自分た
ちの世界だといはんばかりにさわぎ

の世界に異彩を放ってるる︒
からふと

たてる︒

を嚢明して︑世界の工業界に名を
さきち

世界一

ことを︑私たちはすでに知った︒
がいせん

﹇世界＝︵名︶1

世界中が︑もとのやうに明か

一バンエライノハ︑ネズミ

U囹ナルホド︑セカイヂュウ

デ

︿略﹀ナポレオンの凱旋門

す︒

さうして︑世界中の人が皆手

ちやうど世界中の人が︑単打

んがなくなってしまふといふのと同

早川8

世界中の人が皆持てば︑ねだ

出の小槌を持ってるるやうなもので

八佃7

に入れたらどうでせう︒

八鵬3

るくなりました︒

五63

に至る美観は︑何といっても世界一
セカ

セカイヂュウデ 一バン

世界中

﹇世界中﹈︵名︶15

ダ︒

イ︒

一バン

二482園セカイヂュウ沼尻︑私ヨ

オモヒマス︒

エライ人ノ所ヘアゲタイト

一一471囹

セカイヂュウデ︑

エライ人ノオヨメサンニシタ

二453園

イヂュウ

せかいじゅう

の名に恥ちない︒

十二榴7

せかいいち

八816 此の青年こそ︑後に自動織機 十一928図樺太は島なりや︑又大陸
とよだ

問とする所なりしが︑

やさしい沈んだ調べは︑ち

とゴうかした豊田佐吉其の人であっ

十﹁捌5

やうど東の空に上る月が次第々々に
やみの世界を照らすやう︑

月の世界では︑書はこげつ
くやうな暑さ︑夜は其の反封にひど

十﹇旧6

かりに私たちが月の世界へ

い寒さであらうと思はれます︒

行ったとすると︑其の景色はどんな

十一旧9

ものでせう︒

かういふ風に︑月の世界は︑
かういふ風に︑月の世界は︑

いはば全く恐しい死の世界ですが︑

十一珊10
十一㎜11

いはば全く恐しい死の世界ですが︑

一一

た︒

出の小槌を︑もし人間の世界へ持つ

こづち

八塒1 昔︑鬼が持ってるたといふ打
て來たとすれば︑どうでせう︒

八旧9 急に世界が明かるくなった︒
しんび
九639 それを聞くと︑まるで神秘の

世界にでもさまよってみるやうな思
がします︒

九971 間もなく︑僕の心は︑本の中
の月や星の美しい世界へ飛んで行つ
た︒

九術5 北斗は︑おくびやうさうな目
つきをして︑始めて見る世界をさも

T9

せかいいち一せかいじゅう

880

881
せかいだいいち一せきとう

じことです︒

十二柵2園 今に世界中がひっくり返

もけい

其の豊富な歴史的遺物・世

﹇世界無比﹈︵名︶1

世界

界的名作・標本・模型等の陳列によ

十二柵9
つて︑

無比

せかいむひ

せき ﹇石﹈且vだいりせき

比の自動織機を嚢明した︒

世界第一といはれるミ 八三6 大正十三年︑彼は遂に世界無

﹇世界第一﹈︵名︶3

らないでみるもの か ︒

せかいだいいち
世界第一

九561団
シ・ッピ川が︑洋々と流れてゐまし
た︒

か うそう

せき一つする者もない︒

九586国 世界第一といはれるニュー せき ﹇咳﹈︵名︶1 せき
七364

﹇隻﹈﹇▽こせき・さんじゅうはつ

せき・さんせき・じゅんようかんいか

せき

みたが︑松本君がずっと向かふの席

では︑石で築いた室や石棺が現れ︑

在來何かの機會に襲掘されたところ

一日祝賀會の席上で︑人々が

關孝和

せきたかかず

︹課名︺2

第二十三

關孝和

十二目10

第二十三 關孝和

孝和

十二価10

かね

關

關

我が國の敷學は︑江戸時代

石炭

くわもつ

白い煙を

鐘を鳴らして貨物列車が行

むうらん

橋の上に吹散らしながら︒

く︒ 石炭を山程積んで︑

八307圏

せきたん ﹇石炭﹈︵名︶3

的水準にまで高められたのであった︒

に出た關孝和の天才によって︑世界

十二研11

に︑關孝和といふ人があった︒

日本が生んだ敷學界の偉人

せきたかかず ﹇関孝和﹈︹人名︺2

せきたかかず

十一一悩9

孝和

せきたかかず

を祝しますと︑

代るぐ立って︑コロンブスの成功

八寸8

せきじょう ﹇席上﹈︵名︶1 席上

せきくわん

にるる︒

兄と私は並んで席を取った︒
てうせん

九柳2

前の席には朝鮮服を着た人が
機内の席に着くと︑小さいと

腰掛けた︒

九研3
証書6

私は︑心から﹁ありがた

席は殆ど満員である︒

びらが外からぽんとしめられる︒

十二悩3

十一一悩7

う︒﹂と言ひながら席についた︒

積雲

天恩のよい日︑底が平で︑

﹇積雲﹈︵名︶3

十一M1

せきうん

上は山の峯のやうに積上つた形に現

が

すうせき・すうせき・せんかんニコラ

ローマには世界第一の大伽

ヨークは︑全く高層建築の大都市で
す︒

十一一伽5

藍といふセントピーター寺院や︑

らん

れる白い雲は積雲といひますが︑

積雲は二千米内外の高さで

積雲や︑入道雲や︑かなと

﹇石貨﹈︵名︶1

男性的です︒

せきか

石貨

こ雲は︑如何にも壮大で︑強烈で︑

十一価5

から八千米の高さに及びます︒

すが︑入道雲の頂になると︑六千米

十一M7

イいっせいいかしせき・にせき・やく
席

人ガーパイ乗ツテ居テ︑アイ

ソレカラニツ三ツ停留場ヲ過
ギテ︑表町マデ來マスト︑人ガタク

五柳9

タ︒

テ居ル席ハ︑一ツモアリマセンデシ

五塒2

せき ﹇席﹈︵名︶11

ローマ法王のバチカン宮殿があり︑
世界

ひゃくせき・ろくせき

﹇世界地図﹈︵名︶1

昔のローマの遺跡がある︒
せかいちず

地誌

世界

十伽9 世界地圖を見て︑誰でもちよ

でふ

﹇世界的﹈︵形状︶1

つと不思議に思ふ の は ︑

せかいてき
的

ウラヂボストックへ廻航するロシヤ

十301国小屋の軒下などに︑大きな 十7110 それは︑室蘭で石炭を積んで︑
石が立て掛けてあるのは︑石貨とい

サン下りテ︑席ガアキマシタ︒

五佃4席ハミンナフサガツタ上二︑

の汽船であった︒

源氏物 語 五 十 四 帖 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

やく
今日では外甥語に課され︑世界的の

つて︑昔はそれで物を買ったり費つ

十一159

立ツテ居ル人モ︑タクサンアリマシ

高い建物が︑まるで墓場の

﹇石塔﹈︵名︶1 石塔

きによきと立ってるます︒

石塔か︑記念碑の林のやうに︑によ

きねんひ

九6010国

せきとう

なかった︒

げたりすることに使用されるに過ぎ

上げたり︑掘った石炭を地上に引上

十佃7初の中は︑炭坑などで水を汲

たんかう
タ︒

石階

二百三十二段の石階を上る

せきくわん

﹇石棺﹈︵名︶1

恭しくぬかづけば︑

せきかん

一般にかうした古墳の内部
は︑どうなってみるのであらうか︒

十ニー51

石棺

心もつ＼ましく︑さて拝所に立って

十一102

﹇石階﹈︵名︶1

文學としてみとめられるやうになり

今まで少しも氣がつかないで

せきかい

たりしたのださうです︒

オバアサントヲバサンガ︑チ

ました︒

五佃7

ヤウド私タチノ前へ來タ時︑私タチ

せかいてきすいじゅん ﹇世界的水準﹈

ハ︑スグ立ツテ︑席ヲユヅリマシタ︒

僕も︑出湿るだけ音を立てな

︵名︶1 世界的水準

九974

掛けた︒

いやうに行って︑あいてみる席に腰

九968

十二欄11 我が國の敷學は︑江戸時代
に出た關孝和の天才によって︑世界
的水準にまで高められたのであった︒

︵名︶1 世界的名作

せかいてきめいさく ﹇世界的名作﹈

せきどう一せっかく

882

赤道

和とちやうど同じ時代に︑イギリス
てしまった︒

世人

此のうはさが世間にもれて︑

﹇世人﹈︵名︶1

給へるを︑

十68図

せ＼らぎ

よろ
︽ーヒ・

するに際し︑林藏︑切におのれを伴

なはんことをこふ︒

彼は静寛院宮に事の次第を

取成しを願ひ︑

申し上げて︑切に天朝へおわびのお

十二研2

す

︽ーセ︾

した︒

五研2園

七悩8園

せっかく乗ったと思ったら︑

せっかくですが︒

ノダ︒豊前︑オカケ︒

セツカク︑アケテ下サツタ

もう︑私たちの村の停車場へ着きま

五343

せっかく折角

せっかく ﹇折角﹈︵副︶8 セツカク

確實にするを得たり︒

が大陸と全く絶縁せる島なることを

十一946図

全手︑こ＼に始めて樺太

よってあまねく世人にう ぜつえん・す ﹇絶縁﹈ ︵サ変︶− 絶縁

︵助動︶4

せ給ふ

音もまさりて︑

行く水は少し濁れど︑

﹇細流﹈︵名︶1

九726図團

せせらぎ

つたへて︑寄附を募らんとす︒

十二備5図

せじん

十㎜6

のニュートン︑及びドイツのライブ

﹇赤道﹈︵名︶1

十304国 赤道もそろく近づきます

繕言ふとなく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎ずる

せきどう

ニッツによって創始された高級の数
赤壁

から︑熱帯の特色がますく濃厚に
﹇赤壁﹈︹地名︺1

關流

やがて有名な赤壁を下り︑
﹇馬流﹈︵名︶2

孝和の門下には幾多の人物

せ︑らぎの

世間の人々は︑誰もさう考へ
だが︑世間はすっかり失望し

つ︒めいじせつ

今父上のよみがへらせ

朝夕立ちこむるうすもやに︑

﹇切﹈︵形状︶4

十﹁959図

りQ

だんのうら

屋島・洋島は源平の昔

コー二の大陸に渡らんと

語に人の感興を動かすこと甚だ切な

十一麟1図

うた＼春のかすみを思ふこと切なり︒

再誕1図

せつ

切

ちう返りや木の葉落しの妙技 せつ ﹇節﹈←いっせつ・てんちょうせ

給へるに會ひまゐらする心地す︒

十二525図園

えん
別離の宴を張らせ給ひし跡なりとそ︒

大塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑

だいたふのみや

僕は︑せっかくなれて來た北

ました︒

折角使をやりましたのに︑

十﹁187園

若し又︑裁判が公平に行は

値を失ひ︑

れぬとしたら︑せっかくの國法も償

十二欄2

くなってみたのに︒

せっかくなれて︑かはい

︿略﹀︑私はほんたうに残念でござい

十重9園

したけれども︑

斗を︑手もとからはなすのがいやで

九佃4

をだいなしにする︒

の雪が降ったりして︑せっかくの花

十一26図堂前の四本の櫻ある所は︑ 九19 さういふ年には︑季節はつれ

ありて︑自然のま＼に造らせ給ひ︑

ら森の下道・下草まで何くれと御仰

此の御苑は︑明治天皇御親

十41図︿略﹀と︑神かけて祈らせ

⁝へ︾

歌ふが如く︑

こびを

そのうちに︑世間の人々
佐吉はさらに動力を使用する

彼等は︑世間の人々以上に︑

せたま・う

はいよく進境を見せた︒世にこれ
明治になって︑西洋の敷學

和算の諸流は自らすたれた︒

が輸入されるとともに︑整流を始め

十二襯5

を關流と存し︑

が出て︑師弟相承け相縫いで︑和算

十二襯2

せきりゅう

漢画を下る︒

十二297

せきへき

者が多かった︒

せき

學である︒

﹇塞止﹈︵下一︶1

なります︒

︽ーメ︾

せきと・める
止める

十伽10 先づ此の地方を流れる川の水

せきばら

を︑大きな高い土手を築いてせき止
﹇咳払﹈︵名︶1

めました︒

せきばらい
ひ

九278此の時︑大きなせきばらひが

せきばん
﹇石盤﹈︵名︶1 石盤

聞えて︑父の時計屋さんがはいって
來た︒

せきばん
せきばん

九171

其の記事を熱心に息みました︒

九118

世間に使用されるやうになった︒

織機の忌明に成功して︑それが廣く

八835

は︑かぐやひめのことを聞いて︑

四297

十56図 昭憲皇太后の御硯箱は︑ふ せけん ﹇世間﹈︵名︶8 世間

石筆

たの裏に石盤をはめ︑石筆はちびて
﹇石筆﹈︵名︶1

わっかに寸齢を残すのみ︒
せきひつ
せきばん

十56図 昭憲皇太后の御硯箱は︑ふ

石標

たの裏に石盤をはめ︑石筆はちびて

もくさく

﹇石落﹈︵名︶1

わっかに寸饒を残すのみ︒
せきひょう

十一柵1 朽ちた木柵の中に︑菊花の

一かどの役目を勤めて世間

に︑世間が驚の目をみはったのもも

十餅8

た︒

十価6

は無ささうである︒

の役に立つのに︑どれもこれも不足

九261園

御紋章と大日本帝國境界の文字とを
積分

う昔のこと︑

﹇積分﹈︵名︶2

刻した石質が立ってるる︒
せきぶん

十二欄10 さうして︑其の極致は︑彼
び

の後縫者によって︑遂に西洋の微

ぶん

分・積分に封比すべきものにまでお

し進められた︒

十二捌1いはゆる微分・積分は︑孝
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せっき一ぜっちょう

せっき

﹇石器﹈︵名︶3

石器

二十一

雪舟

雪舟

きくて︑ロシヤ人も造りかねて居ま
したのを︑

六目9

せっしゅう

十ニー06さういふ石器になると︑ず
みぶん精巧で︑今日これをまねて作

雪舟

︹種名︺2

らうとしても︑ちよつと出來さうに

二十一

もないのがある︒

六二6

時の住民の使用した石器や土器など

六欄7

雪舟が子供の時の話です︒

十ニー18 其の貝塚及び附近から︑當 せっしゅう ﹇雪舟﹈︹人名︺14 雪舟
かう言ひながら︑和尚さんは︑

ぶるくふるへて居た雪舟は︑
じっとして居る間に︑雪舟は︑
こんなことを考へて居ると︑

く︑しくく泣出しました︒

雪舟は︑何だか悲しくなって︑とう

六川3

いろくと考へ績けました︒

六三3

大きな柱にくくり附けられました︒

六欄8

雪舟を引つばつて本堂へ行きました︒

六佃6

かう い ふ 石 器 ・ 土 器 を 始 め ︑

が︑たまく三見されるわけである︒
十一一159

石

古墳などから出る古代の遺物も尊い
﹇石器時代﹈︵名︶3

材料となるのであるから︑
せっきじだい
器時代

じりを作り︑又︑獣の骨で針や釣針

十二99 ごく手近にある石で斧や矢
などを作ったのであった︒かういふ
時代を石器時代といふのである︒

舟は︑何回なく︑足の親指で︑板の

ぼんやり足もとを見て居た雪

間に落ちた涙をいぢつてみました︒

六帽8

く古いところでは︑たゴ石を割った

すると︑今まで悲しさうだつ

雪舟は︑足の親指を使ひなが

雪舟は︑にっこりしました︒

6

たねずみでした︒

六

其の後︑雪舟は︑一心に壼を

雪舟は︑とうく︑日本一の

習ひました︒

六M7

六掴9

絶勝

國立公園阿寒は︑た望に北

﹇絶勝﹈︵名︶1

壷かきになりました︒

ぜっしょう

十一桝10

海道の誇であるばかりでなく︑まこ
﹇摂政殿下﹈︵名︶2

とに天下の絶勝だと私は思った︒

藩政殿下
元帥は︑赤坂離宮に︑位し磁

撮政殿下

せっしやう

せっしょうでんか
六⁝⁝2

国政殿下の御無事でいらっし

殿下をお見まひ申し上げたのである︒

六慨4

︵副︶4

いお方だ︒

せっせと

せっせと

其のそばでせっせと編物の針を運ん

十一7611 赤んばうを眠らせながら︑

あちらこちら︑三人五人︑

でるる婦人の姿も見られた︒

すき・くはを取って︑せっせと眠い

十二233

正一君のおとうさんは︑せ

てるるのを見かける︒

たる

十二863

川の少し上手に︑よそのを

つせと樽を作ってみる︒

十二旧6

所は雪山の山の中である︒

せっせん

ばさんもせっせとせりを摘んでみる︒
せっせん
せっせん ﹇雪山﹈︹地名︺1 雪山

十二佃1

せったいじょ ﹇接待所﹈︵名︶1 接待

八529

所﹇▽ゆちゃせったいじょ

かけました︒

が︑﹁二十分間きうけい︒﹂と三竿を

ちやうど接待所の前で︑隊長

やるのを署した元帥は︑︿略V︑自宅
︽ース

へ鋸つた︒

﹇接﹈︵サ変︶2接す
ル︾且Vあいせつす

せっ・す

封岸や＼右に︑けづり立つ

十一悌1

晴れてみれば︑こ＼から︑

絶頂まであと二粁だ︒

そこから右へ縦走して︑燕

の絶頂を目ざした︒

十一皿9

日は何も見えない︒

其の他の山々も見えるさうだが︑今

今登らうとする燕の絶頂も︑槍岳

やりがだけ

十一偽2

峯は摩周年の絶頂だといふ︒

十一糾2

樺太は島にして境を接す ぜっちょう ﹇絶頂﹈︵名︶6 絶頂
る碁譜なく︑たとひ東岸に至るも土

十一955図

暗礁多く︑舟行自在なら

あんせう

人の部落鮎在するに過ぎずとそ︒

十二欄5図

しものせき

ず︒しかも︑下關海峡を出入する

接する

先生は仰げば仰ぐほど高

﹇接﹈︵サ変︶2

十一一398園

︽ースル・ースレ︾

せっ・する

こ＼に難破するものすこぶる多く︑

船舶の航路に接するを以て︑古より
や

ら︑涙で︑板の間に董をかき始めた
へ

自分の部屋へ鯖って居た和尚

大きなねずみが一匹︑雪舟の

とうく燕の絶頂が來た︒

十一伽7

くとも四十五度以上はあらう︒

く︑接すれば接するほど奥深いお方

接すれば接するほど奥深

足もとに居て︑今にも飛びつきさう

十二398園

十一伽1あの絶頂へ上る傾斜は︑少
雪舟が︑板の間に︑涙でかい

だ︒

六佃8

な様子です︒

六佃3

はいさうになりました︒

さんは︑しばらくすると︑雪舟がか

六麗6

のでした︒

六擢2

なって來ました︒

た雪舟の顔は︑だんだん晴れやかに

差響1

十二911 同じ石器時代にしても︑ご

雪漢

石器時代はずるぶん長く績

ま＼の︑形の整はないものを使用し
てるたが︑

いた︒

十ニー110
﹇雪渓﹈︵名︶2

十一伽8 足もとには︑かなり大きな

せっけい
雪渓が見下された ︒

十一旧1 所々に白雲がたゴよって︑
中腹をおほひ︑峯をかくし︑谷々の

設計

雪漢と相映じて︑山々を奥深く見せ
る︒

﹇設計﹈︵名︶1

八239團 設計はしたものの︑饒り大

せっけい

せっとくす一せなか

884

︽ーセ︾

せっとく・す
す

﹇説得﹈︵サ変︶1

説得

を説得せんとて各地に奔走せしに︑

︵サ変︶1

に迫ったと思ふと︑︿略﹀︑陸にぶつ

八衛9

いさんのせつめい

それからも︑三人代るく

何れも﹁仁﹂の一部の説明

で︑其の行ひ易い方面を述べたので

十二373

ろい説明を聞いた︒

のぞきながら︑にいさんからおもし

十一悩11

﹁たこ﹂といふ物は實に妙な物で︑

おとうさんの説明によると︑

かった︒

せぼね
地峡の脊骨に當る高い岩山を

切通した所で︑幅が底の所で九十米︑

十伽4

びやう

爾岸の絶壁︑あたかも屏

紫黒には絶壁がそばだち︑

十楓7図
ぶ

風を立てたる如く︑流はよどんで底

切

十二柵1図 助左衛門︑ひたすら彼等

﹇切 迫 ﹈

漁民等怒りて彼をおどし︑
せっぱく・する

知らぬ青さをた＼ふQ

︽ーシ︾

明澄の水はどこまでも冷や 九佃9

明する

﹁秋風嶺を越えるのです︒

しうふうれい

︽ーシ・ースル︾

ある︒
雄阿寒岳の急斜面が迫る絶
をの
せつめい・する ﹇説明﹈︵サ変︶3 説
壁を仰ぎ︑千古斧を知らぬ湖岸一帯

十一8010

の密林を見渡した時︑

十一802

十785 天下の雲行は︑ほとんど息苦
切腹

即する

﹇切腹﹈︵名︶3

しいまでに切迫してみる︒
せっぷく

十観3圏 切腹を申しつけよ︒

十465

めいよ

十二6 切腹といふのは︑どこまでも

かに︑や＼暗い青さをたたへ︑特に

﹁瀧壺のごく憂いのが︑此の

絶壁をなす奇岩の下には︑底知らぬ

︿略﹀︒﹂金さんが説明してくれる︒

武士の名讐を重んじた扱ひであった︒

する︒

十箇9 正月が過ぎて︑二月にいよ

周園の絶壁は︑これも水際

やがて金突にさしか＼ると︑
nvなみだのせと

車掌さんが説明する︒

十旧5
せと

爾岸に絶壁がそばだち︑樹

木の密生する谷底の道を︑流を右に

背戸

瀬戸内海

かうべ

いまばり

うの

をのみち

うべ

阪・神戸・宇野・尾道・宇部︒高

今日︑瀬戸内海が國立公

松・今治等良港多く︑

園の一に敷へらる﹂︑またむべなり

十︸543図

地は南に飾磨港をひかへて

といふべし︒

十二702

瀬戸内海の運輸を占め︑西に中國街

道を受けて交通の要路に當ってみる︒

三論4

浦島は︑かめのせなかを

せなか ﹇背中﹈︵名︶18 せなか 背中

海へはなしてやりました︒

なでながら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

のり下さい︒

三聖5園さあ︑私のせなかへお

浦島は︑天略﹀︒﹂といって︑

かめのせなかにのりました︒

三智1

いて︑かぞへてみるから︑向かふ

四938園 君らの背中の上を歩

頭が八つ︑尾が八つ︑目は

の陸まで並んでみたまへ︒

僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト

センパウキヤウ

まっかで︑背中にはこけが生えてゐ

五222囹

ます︒

六宙8
瀬戸内海

縦に割れて︑中からみづくしい膿

七972

︹県名︺2
第九

瀬戸内海

が現れます︒

其の中に︑かたい背中の皮が
第九

イフ長イ管が立ツテ居テ︑

十一目10

﹇瀬戸内海﹈︹地名︺5

十一535図

瀬戸内海には至る所に岬
瀬戸内海の沿岸には︑大

あり︑湾あり︒

十一521図

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

た︒

八目1

背中の弟まで︑何時の間にか

光線のぐあひで︑背中のあた

きげんがなほつて︑﹁︿略﹀︒﹂と歌つ

七梱6

十一519園此の四海峡に包まれたる 七974 すぐに背中が出る︑頭が出る︒

瀬戸内海

せとないかい

まるで絶壁の下を通る形だ︒ 十一514

せとないかい

はいらしい淡紅色の花をつける︒

背戸のみぞ端に︑秋海業がか

しうかいだう

﹇背戸﹈︵名︶1

高さ二百米に及ぶ大岩石の

九伽3

せど

渓流の左岸の絶壁に瀧を見︑

十二666

絶壁が︑水際から突立ってるる︒

十一髄2

又右岸にそれを望む︒

十一悩3

し又左にしつ＼進むのだ︒

十一槻6

からぎっしりと密林を畳み上げ︑

十一83！0

瀧の特徴だよ︒﹂と︑秋野君が説明

切

淵をよどませてるる︒

﹇切腹﹈︵サ変︶2

く切腹といふことがきまった︒
せっぷく・する
︽ ー シ ・ ースル︾

九887 弓折れ矢書きて︑勝久はいさ

熱する

げんろく

ぎょく切腹することになった︒

藏之警世一味の者は︑いさぎよく切

十川2 元禄十六年二月四日︑大石内

節分

ぜっぺき

けふは節分で︑豆まきの

﹇節分﹈︵名︶1

回して︑名を後世に輝かした︒
せつぶん

四撹1
日です︒

壁上

十一834

さねばならない︒

めぐらす約二百米の絶壁上から見下

十米の高所にある此の湖は︑湖岸を

摩周岳の中腹︑海抜三百五

ぜっぺき ﹇絶壁﹈︵名︶12絶壁絶壁 ぜっぺきじょう ﹇絶壁上﹈︵名︶1 絶
ぜっぺき

九589囲 町々を通ると︑まるで絶壁
の底でも歩いてみるやうな氣がしま
す︒

十4610 すると︑其の塊はやがて絶壁
にくだけて︑白玉のすだれを廣げる︒

十581 海水が︑絶壁のやうに目の前 せつめい ﹇説明﹈︵名︶3 説明﹇▽に

885
ゼノアーせまる

りが嵩々と空色に光るのは︑ほんた
うにきれいでした ︒

九183図 義家︑背中のうつぼより︑
かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑
狐を追ひかけしが ︑

關流を始め和算の諸流は自

ございませぬ︒

十二櫃8
らすたれた︒それは︑︿略﹀︑まこと

﹇是非﹈︵副︶6

ぜひ

にぜひもないことであった︒
ぜひ

さい︒

く

ぜひぜひ

姉も大へん喜んで︑ぜひ参
お目にかけたいものがある

い

狭い

せま・い

︵形︶1一

セマイ せま

しかし︑まだせまいとお

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

﹇狭﹈

三338

火バシノ先デカキ出サウトシ

かんがへになりました︒
六167

タガ︑スキ間ガセマクテ︑ナカく

苦しい

篤い道の両側には︑大きな

最頂は︑十人とは乗れない

夢が結ばれる︒

せまり・くる ﹇迫来﹈︵急変︶1

せま

迫

賊は其の勢七萬饒︑岩角を

︽ークル︾

十152図

り貼る

傳ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗

﹇迫﹈︵四・五︶21 せまる

じて一の木戸にせまり來る︒

せま・る

平野がつきて︑山が次第にせ

もう八重櫻も散りはてて︑行

まって來た︒

く春を惜しむ心が︑そろく胸にせ

九54

まって解る︒

左折して更に大鳥居を過ぎ︑

神即身にせまるをおぼえつ＼︑静か

十22図

に歩みを移せば︑

こんもりと茂った山が見上げ

海水が︑絶壁のやうに目の前

る程迫って︑其の頂は霧に包まれて

十384

みる︒

さすけ

に迫ったと思ふと︑︿略﹀︑陸にぶつ

十581

かった︒

船は輕く左方へ曲り︑鯨の逃

﹁あじあ﹂は︑

京に迫りつ＼ある︒

十椥8

一面に國都新

道に封してイの字なりに迫って行く︒

十網7

た︒

を墨くしたが︑しかしもうおそかつ

此の狡い谷底のやうな迷路 十722 東海丸の船長久田佐助は︑眼
前に迫る此の危急をさけるのに全力
一般に本丸への道は帯く︑

狭い歩道は人もあふれさう︒
︽ーイ︾

かうして︑北洋にた玄よふ 十一294 どっしりとしたものは︑
や＼もすると重苦しさを以て迫るの
小船のせま苦しい船室に︑しばしの

十一879

八醜5

いなごは︑せまい園の中から︑ る ︽ーッ・ーリ・ール︾﹇▽もえせまる

取出セナイ︒

六247

郷里の家は︑六畳・三畳の二

外へはひ出さうとする︒

七糊2

間と︑せまい土間があるだけの︑小

十二柵9

曲折してみるから︑

十二6710

かけられ射すくめられては︑

に導かれ︑あの無敷の狭間から撃ち

十二672

ぬ大洋同然です︒

紅海も︑船から見れば殆ど陸地を見

十一宙11囲地気で見れば狭くて長い

程狭かった︒

十一伽9

つてみた︒

笹が僕等の頭をおほふくらゐ高く茂

さト

十一備9

まい水道を過ぎました︒

やがて︑島と島との間のせ

それでは困る︒ぜひ︒

さうして︑背びれのあたりを

十324團

さい粗末な家であった︒

ぜひ︑其の歌をお聞かせ下

ぜひ

ぜひく官軍さし向け
背びれ

胸びれをすっと左右に張り︑

﹇背鰭﹈︵名︶2

十帽3

姿は︑

背びれ・喜びれを上下に張って進む

八襯6

せびれ

られ︑御取りつぶしに相成り候はば︑

十二捌3國国

﹇是非是非﹈︵副︶1

十三10園

と申し出た︒

人はぜひ首を供へなければならない

しかし︑お祭が近づくと︑蕃

から︑ぜひ予て下さい︒

七175園

りたいと申します︒

六131団

九974 そっと行って︑周く背中を 六118困 どうか︑ぜひお出で下さい︒
た＼く︒

でてやると︑すぐ安心して静まって

九槻3手のひらで博く首や背中をな
しまひます︒

ゼノア

背の

八138

十7910 すかさず第三の男が︑大刀を 七悩1園
振るって聞多の背中を眞二つ︒

十802 うつ向けになった際︑刀が背
中へ廻ってみたのである︒

十﹇帯2 ひたひも背中も汗ばんで來
た︒

める︒

十一悌8 薄日がぽかくと背中を温
十二捌9 弟が︑背中のあたりまで泥
をはね上げて︑垣に沿うた小路をと
︹地名︺一

んで行くのが見えた︒
ゼノア

﹇背伸﹈︵サ変︶2

十二伽3 ゼノアにはコロンブスの家
がある︒

せのび・する

水面に現し︑今や沈まうとする瞬間︑

︽ーシ︾

五814 背のびして︑手をのばしてみ

びする

せぼね

十803

せぼね

つまり地峡の脊骨に煎る高い
岩山を切通した所で︑

受忍3

む重傷であった︒

それでも︑脊骨に深くくひ込せまくるし・い ﹇狭苦﹈︵形︶1 せま

こ＼ぞと砲手は引金を引いた︒
せぼね
﹇背骨﹈︵名︶2 平骨
せぼね

たが︑だめだ︒

背のびしてみる︒
﹇是非﹈︵名︶2

ぜ ひ
ぜひ 是非
ぜ ひ

八17圃 細長い煙突や アンテナが︑
ぜひ

十845園 母上︑かうなっては是非も

せみ一せめる

886

に︑此の塔はどこまでも輕快である︒
もう夕やみが迫ってみた︒

らぜみ・おやぜみ

十一516図 四國の西には佐田岬長く せみ ﹇蝉﹈︵名︶6 せみ 郷﹇▽あぶ
突出で︑九州に迫りて豊豫海峡をな

十一一735図攻めあぐみて長園の計を
取り︑︿略﹀︑城兵のひそかに逃れ出
つるを防ぐ︒

ショ

口気メイリマシタ︒
﹇攻落﹈︵五︶1

﹇黒髭﹈︵四︶1

前の谷に渡して橋にした︒
せめきた・る
︽ール︾

敵はすかさず︑更に新手を
せめて

木曾義仲都へ攻上ると聞き

そよしなか

があるものかと︑賊が城の門まで攻

き

上ると︑

ある年︑外面の軍ぜいが︑

攻寄せる ︽ーセ・ーセル︾

﹇攻寄﹈︵下一︶6 攻め

て︑平家はあわてて討手をさし向け

八324図

たり︒

よせる

たくさんの舟に乗って︑攻めよ

四欄2

我が軍は︑敵の攻寄せるのを

せて來ました︒

六572

其の後も︑攻寄せる者がたえ

待ちきれず︑こっちから押寄せた︒

六603

賊が︑これを聞いて︑くやし

ないので︑敵は︑一先づ沖の方へ退

いたが︑

がって攻寄せると︑正成は︑高いが

六753

けの上から大木を落させた︒

しょうと思って︑賊は︑攻寄せない

六758此の上は︑ひやうらう攻めに

尼子家の御威光は︑昔にひ

ことにした︒

どうせ助らぬ弟︑頼みにまか 九765園

まう

り

よいことにして︑敵の毛利がだん

攻めて來たら︑第一お前た

敵は何時攻めて來るかもわ

せ・める ﹇攻﹈︵下一︶3 攻める ︽一

く攻寄せて來る︒

きかへておとろへるばかり︑それを
せめ問ふ

せて一思ひに死なせてやるのが︑せ
﹇責問﹈︵四︶1

めてもの慈悲だ︒

十837

ま㌧にして置けようか︒

其の片われの元春を︑おのれ其の

尼子重代の敵毛利を︑せめて

︵副︶2

加へて攻來る︒

九榴4図

攻來る

大きなはしごを作り︑これを︑城の

攻落してしまへといふので︑賊は︑

もう此の上は︑何でもかでも

攻落す

一692モモタラウハ︑犬トイッせめよ・せる

︽ーリ︾

﹁じいつ︒﹂と︑せみが鳴き出 せめい・る ﹇攻入﹈︵五︶一 セメイル

五808

せみは︑桐の木で鳴いて居る︒

した︒

す︒

十一5711図夜に入りて︑我が駆逐
五811

てい

隊・水雷艇隊は︑砲火をくゴつて敵
せみは︑びっくりしたやうに︑

外國には︑十何年も土の中に

もう蝉の子ではありません︒

せみの代りに︑あれを取らう 六776

︽ーシ︾

せめおと・す

五822

七㎜1

七988

か︒

五829

た︒

﹁じ㌧︒﹂と聲をたてて︑とんで行つ

艦に迫り︑無二無三に攻撃せしかば︑

十一802 湖上に舟を浮かべて︑雄阿
寒岳の急斜面が迫る絶壁を仰ぎ︑

十一867 此の作業が終る頃は︑日没
のおそい北洋にも夕暮が次第に迫つ
て︑濃霧が一面に立ちこめる︒

十一942図 ノテトよりナニヲーに至

もぐって居る蝉があるといふことで
︽ーム

す︒

攻む

コレ

九895

武田勝頼︑大軍を率みて せめて

たけだかつより

﹇攻﹈︵下二︶1

る間︑大陸迫り︑潮水南に流れ︑波
せ・む

静かなりしに︑

十一襯5国 夕やみ迫る廣い海岸通を
レ︾

十一一734図

散歩すると︑あいにく風は絶えて︑
カ︑此の二大陸が互に迫る中間は︑

十一備7団右はアジヤ︑左はアフリ

來り攻むれども︑城兵善く職ひて抜
﹇攻﹈←とおぜめ・ひょうろうぜ

くこと能はず︒

せめ

五十粁とは離れてゐません︒

十一悩6 後︑下方から迫る敵機の機

シンガイ

︽ーハ︾

セメ

せめと・う
パイシヤウ

リ生ジタル損害ヲ賠償スル責二任
ズ︒

七789圏

からない︒

七789園

將軍︑﹁︿略﹀︒﹂幾度せめ問 メ︾

攻上

てっかのたらうみつもり

ちの家族はどうなると思ふ︒

こんな山城一つ︑何ほどの事 八392手塚太郎光盛の娘は︑︿略﹀︑

﹇攻上﹈︵四・五︶2

はるれども︑長四郎の答は初に愛ら
ざりき︒

せめのぼ・る

くして︑守かたければ︑源氏もさす

六737

る

︽ール︾

がに攻めあぐみて見えたり︒

後は山けはしく︑前は海近

九4510図

人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ︑之二号

ケンリ

ヨ
十二塒2図故意又ハ過失二士リテ他

關銃弾だ︒
め︒もうりぜめ
セメ
十一鵬4 かうした敵に直面しながら︑ せめ ﹇責﹈︵名︶1 責

我が爆撃編隊群は︑皿冷点れぬ隊形
を以て刻々目標に迫る︒
に迫る勇敢な我が機がある︒

ゆうかん

十一柵10 敵を追って地上へすれく

じっと眺めてみると︑︿略V︑ せめあぐ・む ﹇攻倦﹈ ︵四︶2 攻めあ

八目3図

ぐむ

きはく

十一欄10

︸脈の氣碗がりんとして身に迫るの

︽ーミ︾

を覧える︒

十二462 暮れやすい秋の日は早くも
池の彼方に没し︑老松のあたりには

887

頼朝が義仲を攻めようとするのをさ
せり

とって︑義仲の所へ知らせました︒
﹇芹﹈︵名︶4

﹇迫上﹈︵下一︶2

︽iゲ︾

せり

二916園カレ木二花ヲサカセマ
セウ︒

二925生花ヲサカセテゴラン︒
二952園花ヲサカセテゴラン︒
おなかをふくらませて︑

一そうおなかをふくらま

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三275

せました︒

三284

れて來た女や子どもたちをつ
昔百合若が使った鐵の

たくさんの兵隊に守らせて︑
たけるは︑此の少女を見ると︑

おとうさんは︑お乳をしぼつ

んだり︑歌ったりしました︒

六435

て︑私たちにも飲ませて下さいまし
た︒

父や兄は牛の禮をきれいにし

母は︑わざく変を煮て︑た

て︑新しいくつをはかせてやりまし

六675
た︒

六676

せた︒

六786

た︒

七763
七897

えび

お國じまんの話に花を咲か
芋瀬の荘司が︑家鳴の大男に

連れて行き︑着物をぬがせて︑頭か

義仲ひそかに味方の兵を敵

ら冷水を浴びせかけた︒

の後に廻らせ︑前後よりどっととき

八336図

うばを門のわきに立たせて置

の聲をあげさせたり︒

八439

佐吉は︑夜通し考へた事を實

いて︑姫は中にはいりました︒

八883

い足を巧みにくねらせ︑頭を横に傾

それがちやうどお人形さんの

けながら進みます︒

八柵1

九103

ラングレーが模型飛行機を飛

人々をあっといはせました︒

かはいらしい両手を思はせます︒

九118

二人の苦心に成る飛行機を飛

以上に︑其の記事を熱心に詰みまし

ばせたことも︑彼等は︑世間の人々

た︒

九136

しゃめん

ばせようといふのです︒

信長は︑すぐに役人に命じて︑ 九138 斜面を滑らせながら飛ばせる
ことにしました︒

斜面を滑らせながら飛ばせる

しゃめん

九138

からかさ

下枝の紅葉から︑紅のしずく

でも落ちて︑さしてみる傘を染め

十392

が︑︿略﹀︑私の胸ををどらせました︒

の中央にそ＼り立つ無線電信塔の眺

ことにしました︒

藤吉郎は途中から蹄らせられ

十333国マングローブの青葉や︑島
今此の財布をいたゴかせて

酒をつがせては︑しきりに飲 七爾2 父は︑︿略﹀︑大回を井戸端へ

もらひましたが︑

七伽2園

せ︑隊を組んで進み出た︒

めいめい十八尺の竹槍を持た

修理に取りか㌧らせた︒

七741

宮の御三を持たせて︑

七569

せるのも此の時です︒

七506国

かせてもらひたい︒

七訓2園此の世の別れに一曲だけ吹

や目高も︑泳がせて︒

わらの切れはし浮かべたり︑

曲解6圃卵のからを浮かべたり︑

其の上へ油を注がせた︒

さいに作らせようと思って︑
三287囹 いくらおなかをふくら くさん食はせました︒
六752正成は︑︿略V︑さんぐに賊 八幽2 ﹁かれひ﹂は︑平たい燈をく
ませても︑かなひませんよ︒
ねらせて泳ぎます︒
の悪口を言はせた︒
四716 しゅてんどうじの大きな
六754 高いがけの上から大木を落さ 八閑7 ﹁たこ﹂は︑︿略﹀︑八本の長
首をけらいにかつがせ︑さらは

れて︑

四佃7

弓矢を持出させました︒
︿略﹀︒雪ヤアラレヲ降ラセタリ︑

四悩7冬ノ間ハ︑寒イ北風ガ
水ヲコホラセタリシマス︒

大勢の人を集めて︑書も夜も︑

六294

た︒

自分のそばへ呼んで︑すわらせまし

六293

いばってやらう︒

六281園

働かせましたので︑

六47

リ上りマス︒

五263

セマス︒

四書7水ヲコホラセタリシマス︒

せり市

又同様の手績をくりかへして︑更に
﹇競市﹈︵名︶1

四伽6暖イ雨ヲ何ベンカ降ラ

せりいち

八欄7 せり市へ行って見ると︑商人
が﹁さあ︑ いくら︑さあ︑ いく

︽セ・セ

せり摘み

ら︒﹂と言ひながら︑大勢の人に品

セル

せる

﹇芹摘﹈︹題名︺1

物を見せてゐます︒
せりつみ

︵助動︶88

十二髄4 せり摘み
ル︾

せる

タケヲホッテミマシタガ︑

二864ムリニ犬ヲナカセテ︑ハ

マタ腹ヲフクラマセテ︑ヲド

一段と高くせり上げられるのです︒

十皿6 第二の關門に入り︑こ＼でも

上げられて行きます︒

ら水が湧出て︑船は次第に高くせり

十梛2 箱の底に仕掛けてある水道か

上げる

せりあ・げる

せりの二項が一そう美しく見える︒

て湧上つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

十一一悩7 足もとからむくくと濁つ

影も︑ゆらく揺れて一つになる︒

川底のせりの緑も︑高いはんの木の

十二悩3 母の指先が水にはいると︑

またせりを摘む︒

十二悩2 母は時々弟の方を見ては︑

ばさんもせっせとせりを摘んでみる︒

十二鵬6 川の少し上手に︑よそのを

せり

せり一せる

セレベスーせわしい

888

はしないかと思はせる︒
ようとして話をしてみる︒

十653 おちいさんが︑孫を寝つかせ

じて部署につかせた︒

ぶしよ

十728 久田船長は︑早速乗組員に命

宣長は︑未來の希望に胸を

でも書かねばならなくなる︒

十一739
をどらせながら︑ひっそりした町筋

明澄の水は︿略﹀︑特に︑

るポプラの並木路をたどって︑
十一8011

︿略﹀︒天女の輕い舞の袖を思はせる

︿略﹀を巻雲といひます︒

やうな雲です︒

しげみをもれる太陽の光が︑

から青空をのぞかせたり︑

十一悩1

下草のしだの緑を鮮かに浮立たせた
りした︒

よくもこれだけの木が生茂
な

支那だなと思はせました︒

し

つたものだと思はせる︒

十一燭10
十一㎜2田

十一備1囲

な

ら

ちやうど日本の奈良を思

はせるものがありました︒

はち

十﹇塀7囲まあ一曲ひかせて頂きま
せう︒

生意氣なと思ふ間もあらせ

の人形などが獲見され︑あの野見宿

十ニー55

禰がそれを工夫したといふ歴史を思

ね

北海・中海・南海と績く池

ひ合はさせる︒

十ニー82

は︑あたかも地上に鏡でもはめ込ん
小鳥を止り木に止らせたり

だかと思はせる︒
十一一247

して︑村外れの楊柳の陰に集り︑

近頃は獲動機船にぼつぼと
威勢よく引かせながら︑三つ︑四つ︑

十二283

輝政をしてこ﹂に金城鐵壁

七つと列をなして下るのがある︒

十二717

文武天皇がまだ皇子であら

を築かせたのは︑

十二984

せられた頃︑

花に飛びちがふ蜜蜂の群を

ぎようりと目を光らせた︒

十二佃9老爺に悟を開かせてくれ︒
十二M4

みつばち

十二悩1

おとぎ話の國の都を思はせ

思はせる︒

十二捌1

るやうな圓屋根や尖塔の聲える水の
都が浮かんで見えるのであった︒

裁判の目的は︑決して人を

孚はせたり︑人を罰したりすること

十二湖7

御涙の乾くひまもない御身

ではない︒

十二閥4

理を書くし情を述べて残る

であらせられた︒

ところあらせられぬ宮の御文の力で

十一一撹8

あった︒

﹇世話﹈︵名︶6

せわしい

セワ

世話呂

ぢやあ︑今度の子馬は僕に

ほう︑お前が世話をしよう

もうお前たちの世話になら

やさしいをばさんは︑僕に

εきぜわしい

世話にならう︒

十二㍑5囹今日から︑そなたの所で

の世話や︑仕事の手傳を始めた︒

もかう言ってから︑何かとをぢさん

十二882

ぬ︒

九㎜4園

といふのか︒

天童4園

世話をさせて下さい︒

気運7園

ワヲシテイラッシャイマス︒

四餌7オカアサンガ︑何力忘レ
タ物ハナイカト︑イロイロセ

おせわ・おせわなしくださる

せわ

オまで行って見るつもりです︒

スのメナドから︑フィリピンのダバ

十359国私は︑次の便船で︑セレベ

びんせん

ので︑南洋群島中最も重要な所です︒

すごく鳴った︒
セレベス ︹地名︺2 セレベス
はにわ
又︑古墳の外部からは埴輪 十343国﹈ コロールは︑︿略﹀︑パプ
のみのすく
ア・セレベス・フィリピン等に近い

ず︑︿略﹀我が後方機關銃が︑もの

十一悩7

こぼこが目立って見える︒

眞白い日がさのかげに赤ん 十﹇⁝肋5 蜂の巣を思はせるやうなで

を我が家へ向つた︒

十一7610

つせと編物の針を運んでみる婦人の

ぼうを眠らせながら︑其のそばでせ

忽ち世に傳へられ︑日本全國の人人
姿も見られた︒

十769 船長久田佐助の高潔な心事は︑
をして涙をしぼらせた︒

多の爾足をつかんで︑前へのめらせ

十799 今一人の怪漢が︑いきなり聞 十﹁7810 大空の雲をはくかと思はせ
た︒

絶壁をなす奇岩の下には︑底知らぬ
太陽をおほひかくすといふ

淵をよどませてるる︒

十一柳6

もらった聞多は ︑

十817 やっと手まねで水を飲ませて
十837 頼みにまかせて一思ひに死な
十一佃10

のは︑此の事であらうと思はせる︒

せてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒
ぼん
十研2 使の者に大きなお盆を持たせ
て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂と言ひふくめてやりま

そろく天物がくつれるな
雷雨を起したり︑時にひよ
車掌は更に︑﹁︿略V︒﹂と言

つて喜ばせる︒

十﹇鵬7

うを降らせたりします︒

十一備1

と思はせるのが此の雲です︒

十︸㎜11

した︒

十柵3 鯨は其の巨膿を浮上らせた︒

十柵7園彼等をりっぱに國法に從は
せるのが︑佛の大慈悲であると思つ
て︑

丸心2 これを車に取附けて走らせよ
うと企てた︒
しやうとく

君用明天皇を追慕し給ふ齢りに作ら

十一308 それは︑聖徳太子が御父 十一溜10時にぶなの密林が︑梢の間
せられたもので ︑

十一429 にいさんだけが︑時々へう
きんなことを言って︑みんなを笑は
せた︒

十﹇659 ほんたうに間違なく讃ませ
ク サ キ ハ ア ヲ イ

るためには︑﹁久佐幾波阿遠以﹂と

889
せん一せんきょう

﹇船﹈﹇▽こじ ょ う き せ ん ・ な が し

あみしゅつぎょせん・なんぱせん・な

せん

﹇善﹈︵名︶1

善

までを︑そなたに與へる︒
ぜん

せんがく
﹇泉岳寺﹈︵名︶2 泉岳寺

敗走する敵を全速力でふみにじって

泉岳寺

せんがくじ

せんがく

泉岳寺には︑名高い四十七士

よく連れて行った︒

て︑往復四二もある高輪の泉岳寺へ

たかなわ

父はうす暗い中に大鷹を起し

進むのだ︒

をにくむ正義観とは︑まことに日本

十一繊5︿略﹀と︑善にくみし︑邪

船員←ぜ

七桝3

んばせんきゅうじょがかり・はつどう

﹇船員﹈︵名︶6

船客も船員も︑すべてボート 玉壷4

の墓がある︒

︽ーケレ︾

さてく︑金なければせ

n＞いちだいせんかん

として手に入れたきものなり︒

ん方なけれど︑あれ程の名馬︑武士

九403図園

ん方なし

船員の一人は︑たまらなくな せんかたな・し ﹇為方無﹈︵形︶1 せ
かんげき

それは︑全く船員の感激の叫
悲痛な︑しかも威嚴のある聲

せんかん

しかし︑乗客・船員の過半は︑せんかん＝コライいっせいいかしせき

れんらく

﹇船客﹈︵名︶3

船客

めつ＼︑片端からボートに分乗せし

めた︒

船客も船員も︑すべてボート

に乗った︒

十732

十幽3園

選學といふものはね︑これ

せんきょ ﹇選挙﹈︵名︶5 選墨

と思ふりっぱな人を自分できめて︑

あ＼いふ連中が今度も出る

自分で投票するものです︒

やうでは︑選學もおしまひだよ︒

十備3園

學の義務といふことを強く感じれば︑

十七4園あ㌦いふ風に︑みんなが選

選討は自然眞劒になる︒

十衛5園あ＼いふ風に︑みんなが選

學の義務といふことを強く感じれば︑

選學は自然眞劒になる︒

十帽10園 選學もうまくいった︒

一粁も進んだ頃から︑だん

くあたりが仙境らしくなって來る︒

船橋で舵を取ってみた舵手が︑

それに慮じる︒

十脳4

せ悩影写繕嬬響

彼は︑わめき叫ぶ船客をなだ

陛下は外たうをも召されず︑

小高い所へ上って︑彼我の

散開して前進を績けてるる︒

戦況を見ると︑︿略﹀︑歩兵・工兵が

十二813

しゃいます︒

熱心に職工をごらんになっていらっ

八574

せんきょう ﹇戦況﹈︵名︶2 戦況

青森・函館間の連絡船東海丸

はこだて

十386

敵將ネボカトフ前王︑ せんきょう ﹇仙境﹈︵名︶1 仙境

軍艦ニコライ一世以下四隻

十一589図

︵名︶1

︿略﹀︑にはかに職艦ニコライ一世以

十敷名の船員の心が︑船と一
つになって鯨に追附かうとしてるる

十備5

からうじて助ることが出來た︒

十766

に︑船員は思はずはっとした︒

十753

びであった︒

十748

つて︑はせつけた︒

十741

に乗った︒

十732

んせんいん

せんいん

刀の精神其のものといふべきである︒

きせん・プロペラせん・ほげいせん・

﹇銭﹈日▽いっ せ ん ︒ ご じ っ せ ん ・

﹇戦﹈←くうちゅうせん

ゆうらんせん・れんらくせん
せん
せん

線﹇▽エヅクスせ

さんせん・じゅうこせん・じゅうしち
﹇線﹈︵名︶8

せん・にじっせん
せん

ん・けっしょうせん・こっきょうせ
ん・さんべいせん・しゅっぱつせん・
ちへいせん・ちへいせんじょう・でん
とうせん・ループせん

九州9 さうして︑かりに此の二つの
星を結ぶ線を引き︑それをなほ右の
方へのばして見ませう︒

十577 遠く海の端に︑細い︑暗い︑
一筋の線が見えた ︒

戦機

下四隻を學げて︑其の部下と共に降
﹇戦機﹈︵名︶1

服せり︒

せんき

前記

職機は熟した︒
レンガフ

﹇前記﹈︵名︶1

十二825
ぜんき

十729

に青森港を出航した︒

は︑下敷の船客を乗せ︑︿略﹀︑夜半

十703

せんきゃく

ルモノハ︑

ヲ制シテ前記ノ如キ奇言ヲ真平得タ

十一5911図園我が聯合艦隊が能ク勝

ヨ

のだ︒

全員

全員は鳴りをひそめる︒

﹇全員﹈︵名︶2

全員整列して︑部隊長の注
﹇▽めいじさんじゅうしちはち

﹇千円﹈︵名︶1

ちねんせんえき
せんえん

氣候が寒いので毛並がよく︑
職火

戦火に打煙る戦場を後に︑

﹇戦火﹈︵名︶1

十二852

せんか

一匹千山といふのがあるといふ︒

十一脳9

千圓

ねんせんえき︒めいじにじゅうしちは

せんえき

意を聞く︒

十一柵9

十佃2

ぜんいん

十578 其の線は見るく太くなった︒
ハルへ線が分れる ︒

十欄5 四平街に着く︒こ＼からチ・
十一473 さうして︑す＼のか＼つた

ガラスの面には︑ぎざくの線がゑ
がき出されるのでした︒

十一柳1 長さ・幅・厚さの釣合の取

そり
れた形︑氣持よくぐっとはいった反︑

物打から切先へかけての輕やかな線︑
︵地圖を指して︶では︑

では︑此の線から此の線

此の線から此の線までを︑そなたに

十ニー38囹

與へる︒

十一一梛8園

せんきょうほうこく一ぜんしゃ

890

1 職況報告

せんきょうほうこく

﹇戦況報告﹈︵名︶

十一5910図 東郷司令長官の直せし職
況報告の末尾にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

せんきょにん ﹇選挙人﹈︵名︶1 選暴
人

きけん
十六4囹 何よりも棄権者が非常に少
ない︒選評人の自魔の現れだね︒

全軍

せんくひゃくさんじゅうろく ﹇千九百

1

三十六﹈︵名︶1 鰯

﹇全軍﹈︵名︶1

五塒図螂
ぜんぐん

全軍に出動を命じ ︑

前軍
前景

火は前後二回おそったが︑元

帥のさしっと︑集って來た人々の働

六凶1
によって︑消し止められた︒

夜に入りて︑義仲ひそかに

味方の兵を敵の後に廻らせ︑前後よ

八336図

みた︒

ぜんこく

﹇全国﹈︵名︶1 全日﹇▽

にっぽんぜんこく

昭和十年の六月の再呈︑

﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の聲の實

九663

況が︑ラヂオで放送され︑全國の
﹇戦国時代﹈︵名︶1

人々が︑其の美しい聲を聞きました︒

職國時代

あるが︑

時代には︑すでに輸入してみたので

十二旧7

そろばんをもまた我が戦國

せんごくじだい

前後七年にわたる長い籠城

りどっとときの聲をあげさせたり︒
ろうじゃう

九828
に︑尼子方は多く職死し︑それに
りやうしよく

かうして前後三段の間門を通

糧食がとうく墨きてしまった︒
十伍10
過する間に︑船は海面から二十六米
も上るのです︒

乗そこくの獲動機船が︑本島を後

百

ぜんざん

千米から千五百︑二千と高

六囲7圏

國のために職死した人は︑

する ︽ーサ・ーシ︾

前後七年にわたる長い籠城

ろうじゃう

皆おまつりしてあるのだ︒

九829

に︑尼子方は多く戦死し︑それに

りやうしよく

かつすけ

左手の岡の碑は︑乃木勝典

ひ

糧食がとうく蓋きてしまった︒

中尉の職死された記念碑であります︒

十旧7園

それが︑職死した人や︑

遺族の人たちにはすまないやうに思

十二934園

はれてね︒

かうして︑北洋にたゴよふ

せんしつ ﹇船室﹈︵名︶3 船室

小船のせま苦しい船室に︑しばしの

十一879

船長の聲に︑防水具に身を

夢が結ばれる︒

十一882

固めた若者たちが︑船室から出て來
全山

﹇全山﹈︵名︶3

船室の物が︑さはってみ

るQ

ると皆熱氣を吐いてゐました︒

十一柵3団

時にやや遠く︑全山白雪を着

度がふえる︒

十一㎜7

﹇戦功﹈︵名︶1

て行く姿を見るであらう︒

せんこう

小功

に︑六百海里の北を望んで績々と出

十一554図東郷司令長官は︑直ちに 十一853 其の前後けなげにも︑十人 せんごひゃく ﹇千五百﹈︵名︶1 千五
﹇前軍﹈︵名︶1
﹇前景﹈︵名︶1

九862 敵の前軍はしばしばくつれた︒

ぜんぐん
ぜんけい

八旧2

て春の日に銀色に輝きながら︑そび

毛利攻めの御先手に加り︑

え立つのを望んだ︒

十一一656 さうして︑此の齪舞を一層 九873園

若し戦功がありましたら︑主人勝久

八526

しゃぐん

やがて︑又こうくとすさま

くせんしゃ・てきせんしゃ・てきせん

全山花の雲に包まれたる せんしゃ ﹇戦車﹈︵名︶2 戦車﹇▽か

御倉半島には水際から樹木

じい音を立てて︑敷皇の臣籍が來ま

職死

前者は

﹁クサキ﹂を﹁草

木﹂と書くのと同様であり︑後者は

十一663

ぜんしゃ ﹇前者﹈︵名︶2 前者

敢な我が職車がある︒

て鋼鐵の龍直りをくらはせてみる勇

右の方では︑敵戦車目がけ

が繁茂し︑全山の宣すべて自然の姿

中佐が多数の戦死者中︑特

﹇戦死﹈︵サ変︶4

十二8310

した︒

職死者中

せんし・する

いふべし︒

に軍神とあがめらる＼もうべなりと

九三2図

﹇戦死者中﹈︵名︶1

である︒

十一価7

し︒

吉野山の光景︑まのあたり見るが如

十一14図

に︑出雲一審を頂きたうございます︒
線香

戦國

時々は線香の上って居ること

﹇線香﹈︵名︶1

﹇戦国﹈︵名︶3

の敵は︑皆こちらのすきをねらって
居ります︒

七787園今︑職國の世の中に︑わっ
か百間然の修理が二十日たっても出
來ぬやうでは困る︒

てふ
花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれて

せんししゃちゅう

七775囹今︑戦國の世の中に︑四方

せんごく

もある︒

七209

せんこう

美しくするものは︑前景にそ㌦り立
先見

つ二本の松である︒
﹇先見﹈︵名︶1

十二柵11図 下關海峡西口に在りて明

せんけん

滅する燈光を望みつ＼︑かの助左衛

千古

門の昔を思へば︑誰か其の先見と義
﹇千古﹈︵名︶1

氣に感ぜざらんや︒
せんこ

前後

をの
壁を仰ぎ︑千古斧を知らぬ湖岸一帯

十︻802 雄阿寒岳の急斜面が迫る絶

﹇前後﹈︵名︶6

の密林を見渡した時︑
ぜんご

たれて︑ちりぐに逃げてしまった︒

六794 それが︑又前後から官軍に討 九835 職國の世とはいへ︑京都では

891
せんしゃぐん一せんせい

﹁久佐幾﹂と書く の と 同 じ で あ る ︒

十二伽5 建物の偉観は前者にあらう
戦車

が︑歴史ゆかしいのは後者である︒
﹇戦車群﹈︵名︶1

白波を立てながら︑右往左往

こせんじょう

八梱8
戦火に打煙る戦場を後に︑

して︑まるで戦場のやうである︒

十二852
敗走する敵を全速力でふみにじって

せんしゃぐん
進むのだ︒

千尋

十二糾9 職車群の猛進におくれじと︑
﹇千尋﹈︵名︶1

僕等が今立ってるる所と︑

を刻んで︑

向かふの山脈との間は︑千尋の渓谷

十一榴3

せんじん

群

すばやく歩兵・砲兵・工兵の乗移る
﹇戦車部隊﹈︵名︶1

自動車群が粗く︒

せんしゃぶたい

戦車部隊

前進

中佐の全身は次第に冷えぬ︒
﹇前進﹈︵名︶1

せんばうきやう

﹇千数百人﹈︵名︶

つて︑潜望鏡だけを出して居るか
つかうです︒

千敷百人

せんすうひゃくにん

2

千数百人の乗員は︑なほ安ら
千数百人の乗員が︑號令に從

かな眠を績けてるるのであらう︒

九333

さりつ

九355

先生εか

つて規律正しく活動する其のさまは︑

﹇先生﹈︵名︶57

いかにも目ざましい︒

せんせい

もまぶちせんせい・こうちょうせんせ
い・のだせんせい・ベートーベンせん

スルト︑先生ガニコく

﹁ヨウイ︒﹂ト先生ノコエ︒

せい・やまだせんせい・よしかわせん
せい

四221

砲兵がすでに放列を布き︑

其の掩護射撃のもとに︑歩兵・工兵

四258
︽ーシ︾

センスヰカン

潜水艦

潜

へ︒﹂の旗を出して︑前進し始めた︒

︹課名︺2

潜水艦

潜水艦

せんする
﹇潜水鑑﹈︵名︶1 潜水

二十二

センスヰカン

二十二

せんすいかん
水艦

六目10

六帖2
かん

せんするかん

ちやうど潜水艦が水中にもぐ

せんすいかん

艦

八衛2

先頭の先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とお

先生が︑﹁︿略V︒﹂とおつしや

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおつしや

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおつしや

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

つても︑しぜんと走るやうになりま

五326

ました︒

つたので︑みんな︑手をうつて喜び

五319

いました︒

五314

いました︒

五301

いました︒

五285

石がきにくつついてよけました︒

つしゃつたので︑みんな︑道ばたの

五268

下サイマシタ︒

シテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ホメテ

が散開して前進を漉けてみる︒

えんご

十二817

ぜんしん

九価6図

十二8010 敵の機械化部隊の側面を突ぜんしん ﹇全身﹈︵名︶1 全身
くため︑全速力で右方へ廻った我が
戦車部隊は︑午前七時十分︑めざす
場所に着いた︒

せんしゃぶたいちょう ﹇戦車部隊長﹈
︵名︶1 戦車部隊長
前進し出す

十二826 午前七時三十分︑戦車部隊 ぜんしんしだ・す ﹇前進出﹈︵五︶1
長は︑砲塔高く﹁︿略﹀︒﹂の旗を出

同時に︑我が戦中機編隊群
は矢のやうに前進し出した︒

十一鵬2
船首

して︑前進し始めた︒
﹇船首﹈︵名︶3

︽ーメ︾

十724 忽ち一大音響と共に︑ロシヤ ぜんしんしはじ・める ﹇前進始﹈︵下一︶

せんしゅ

1

午前七時三十分︑戦車部隊

前進し始める

汽船の船首は︑東海丸の船腹を破つ

十二828

選手

長は︑砲塔高く﹁指揮官になら

てしまった︒

十冊5 敷名の水夫が急いで船首へか
けつけた︒

﹇選手﹈︵名︶1

十佃6 船長も舵手も︑船首へ下りて
行く︒

せんしゅ

九馴3国 昭和七年の夏︑こ＼で開か
くわつやく

れたオリンピック大面に︑日本の選
手がめざましい活躍をしたことは︑

せんじょう ﹇戦場﹈︵名︶2 戦場←

した︒

いや︑とんぼは益轟だから︑

取らない方がよいと︑先生がおつし

五832

やった︒

翌日︑先生に此の事をお話し

翌日︑先生に此の事をお話し

たら︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

七316

つた︒

七316

私たち女子の組も︑先生に連

たら︑先生は︑﹁︿略V︒﹂とおつしや

つた︒

やがてスキーをかついだ先生

れられて︑大演習の拝観に出かけま

八高9

した︒

がいらっしやって︑にこくしなが

八912

先生はいつも眞先に立たれて︑

ら︑﹁︿略﹀︒﹂と勝報な聲でおつしや

つた︒

急な坂にか︑ると︑︿略Vと︑掛聲

八918

先生は︑二百米も登って下り

を掛けて僕たちをはげまされた︒

八947

雪煙が消えると︑先生の笑顔

始められた︒

先生は︑向かふでジャンプを

が浮かんで來た︒

八953

八956

雪の上の樂しい書食がすむと︑

してゐられる︒

今度は先生に一人丁々滑り方を教へ

八965

五時間目の授業がすむと︑先

ていたゴいた︒

生はにこくして︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

九684

しゃつた︒

せんせいたち一せんそうだん
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九697 先生も大きな箱を持って潤て︑

掘ったいもは此の中へ入れるやうに
とおっしゃった︒

十97 去年︑先生に連れられて來た
きば

時︑こ＼で忠犬ハチ公や︑マンモス
の牙などを見てから︑

十一383 先生のおっしゃることが︑
つい私の耳をす通りする︒

十一388 先生の目が︑みんなの笑つ
た顔が︑私に集ってみる︒

がつしゆう

十一389 先生が私に何かおつしゃつ
たらしい︒
ろうあ

市の聾唖學校に︑一人の若い先生が

いしゃ

先生は︑其の耳に向かって

の醤者から人の耳をもらって來まし
た︒

十一4610

其の様子を注意深く眺めて

息を吹きかけたり︑歌を歌ったりし
ました︒

十一474
みた先生は︑此の鼓膜の代りに︑薄
い鐵で上板を作って︑それを電氣で
振動させたらどうかと考へました︒

る限り︑どうして私が死ねませう︒
助けないところを見ると︑

勢力

地番が︿略﹀︑

本國にお

ける海軍のほとんど全勢力を遊げて

十﹁547図

せんせん ﹇戦線﹈︵名︶1 戦線

先生の道は鯨りに早き過 編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑

先生はまだ君子ではないのか︒

十二343

ぎます︒

十二3410圏

はいり込んでみるのだ︒

を遠く越えて︑敵地のまった胴中に

十二3411圏だから︑世の中が先生を 十一捌10 我々はもう地上部隊の職線
受容れて用ひようとしません︒

た︒

算木によるむつかしい敷學

は全然忘れられてしまったのであっ

十二研5

ぜんぜん ﹇全然﹈︵副︶1 全然

先生は︑少し加減をなさ

ったらどうでせう︒

十二3411園

なければこそ︑ほんたうに先生の大

十一一362即今の齪れた世に容れられ
きいことがわかります︒

隣の室では︑助手のフトソ

ンが︑先生の機械と電線で連絡した

十一483
別の機械を調べてゐます︒

音が︑電線を傳って先生の機械に響

先生の手は震へてるます︒

く︑接すれば接するほど奥深いお方

員

全船員の注意は︑海面に出た

り沈んだりする鯨の上に集る︒

十描1

見渡す限り濁った水が︑

﹇船窓﹈︵名︶1 船窓

十一儒9國

殆ど天まで斎いてみるのを船窓から

﹇戦争﹈︵名︶3 戦孚﹇▽に

見ました︒

せんそう

戦

それから︑此の境内にある

孚に關係のあるいろくの物が︑

くわんけい

遊士館には︑ 昔からの武器や︑

いうしうくわん

埋設1園

先生が生きていらっしや ちうせんそう・にちうせんそうとうじ

所に立っておいでになる︒
十一一4010園

﹁︿略﹀︒﹂と言った顔回が︑

る限り︑どうして私が死ねませう︒
十二411

陳列してある︒

しかし︑今の戦孚は昔と違

つて︑一人で進んで功を立てるやう

十228圏

なことは出來ない︒

戦孚

十236圏其の中に︑花々しい戦事も

あるだらう︒

せんそうだん ﹇戦争談﹈︵名︶1

先生の道は饒りに青き過

先生よりも先に死んでしまった︒

十二4111囲
ぎます︒

せんそう

とても先生には追ひつけ
やはりついて行かざるを得ない︒

ないから︑もうよさうと思っても︑

十一一3910園

だ︒

十一432 アメリカ合衆國ボストン 十︻486 ﹁ボーン﹂といふかすかな 十一一398囹 先生は仰げば仰ぐほど高ぜんせんいん ﹇全船員﹈︵名︶1 全船
ゐました︒
きました︒

十一4811

りました︒

十一433 此の先生がまだ十五歳の少 十一486 先生は︑びっくりして飛上
年であった頃︑ふと人間の聲といふ
ものの不思議さに氣附きました︒

電話を獲明した此の先生こ

しても︑先生は︑何時でも更に高い

少し震へを帯びた先生の聲 十一一401園私が力のあらん限り修養

先生の言葉が︑一々はつ

彼は︑急いで先生の室に飛
込みました︒

十一504

が︑機械に向かって話しかけます︒

十一441 かういふやうに︑小さい時 十一499
から研究心の強かった先生のことで

十一505圏

すから︑

はいさうな子供たちのために︑便利

ルで︑

十一695園

﹇全勢力﹈︵名︶1

全

しかし︑小屋の人は︑
ぜんせいりよく

天略﹀︒﹂と先生たちに言ってみた︒

十一桝9

たち

先生がどうしてこちらへ︒せんせいたち ﹇先生達﹈︵名︶1 先生

そ︑アレキサンダー1ーグラハムーーベ

十﹁511

きり聞えました︒

十一鋼6 先生は︑何とかして此のか
な機械を作りたいと思ひました︒
生の頭に浮かびました︒

十一唱11 其の中に︑ふと別の考が先
十一454 これに思ひ至ると︑先生は
もう矢もたてもたまりませんでした︒

せうか︒

十一齪4囹 先生︑又お出で下さいま

十一4510 ところが︑元三先生は電氣 十一佃3園 先生︑休んで下さい︒
や電信の學者ではありませんでした
から︑

十一466 或日のこと︑先生は︑知合 十二326園先生が生きていらっしや
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ぜんそくりょく一せんちょう

前に迫る此の危急をさけるのに全力

せんたく

船長は幾度か確めるやうに︑

水で︑食器を洗ったり洗濯したりす

活動することが出來たのだと思ふと︑

下さい︒

十739囹

十742園

十767

船長︑早くボートへ乗って

船長︑早くボートへ︒
らんかん

しかし︑船長は︑船橋の欄干

船長︑私も一しょにお供い

船長は嚴かに答へた︒

しょうよう

かうけつ

四十歳を一期として︑從容

いちご

船長の義務だ︒

十7410囹 船と運命を共にするのは︑

十749

たします︒

十747園

に身を寄せて動かうとしなかった︒

十743

残ったのは︑たゴ船長一人で

﹁みんな乗ったか︒

十732

談

せん

且vいっセンチメート

あった︒

せんたく物の上着やも＼引 十738
﹇全円命中﹈︵名︶

機の胴着から離れた皆労は︑
る︒︿略﹀︒全弾命中︒

﹇戦地﹈︵名︶1

遠い戦地
に行ってみるをぢさんを思ひながら︒

今は部隊長になって︑

十二787翻私はじっと梢を仰ぎ見た︑

せんち

戦地

綜を引くやうに目標めがけて落下す

十一㈱2

1全弾命中

ぜんだんめいちゅう

などが︑風にひるがへってみる︒

十二2511

たく物←おせんたくもの

﹇洗濯物﹈︵名︶1

を急くしたが︑

を持つ百錬鍛造の鐵と︑折れないた

造るのではなく︑切るに必要な堅さ
めの柔かみを與へる鐵とを重ね合は

せんたくもの

るのに︑中々ほねが折れますが︑

運河の長さは全禮で約八十二

のどと翼と尾とは濃い紫色を帯び︑

十島6

がら︑何時の間にか︑よく聞かされ

十二886 をぢさんの手際に見とれな 九643 全腔が濃い緑色で︑頭が黒く︑

全

口ばしと脚とは眞赤です︒

﹇全速力﹈︵名︶5

た 戦 箏 ・ 談 を 思 ひ浮かべる︒

粁︑十時間ばかりで船は通過します︒

ぜんそくりょく
速力

十一欄3

日本刀は全心を同一の鐵で

十㎜5 大小様々の氷山が︑島のやう
に︑あちらこちらに浮いてみる海上
ほげい
を︑母船から離れた我が捕鯨船は︑

長さ・幅・厚さの釣合の取

せて造るのである︒

今全速力で走ってみる︒

十柵3 全速力を出してみても︑自分
十一柳2

れた形︑︿略V︑それらをひっくるめ

の船は止ってみるとしか思へない︒

十伽7 船は再び全速力で走り出した︒
が︑

た全盤の美しさに先づ心は打たれる

戦車部隊は︑午前七時十分︑めざす
十一一381

センチメートル

死についた船長久田佐助の高潔な心
センタク

ル・ごろくじつセンチメートル・さん
﹇洗濯﹈︵名︶3

事は︑忽ち世に傳へられ︑

れてるる︒

センチメートル・しごセンチメート

船長たる者は︑萬一の場合︑

せんたく

る︒

船長が︑すぐに︑立番室に通

き

船長の聲に︑防水具に身を

固めた若者たちが︑船室から出て來

十一881

番もりの準備を進める︒

船長は水夫等を指揮して︑二

し

船長も舵手も︑船首へ下りて

十柵10 船長が傳聲管に向かって叫ぶ︒

を叫ぶ︒

じてるる傳聲管に向かって︑同じ事

十価4

決死の畳悟がなくてはならぬ︒

十7610園

ル・しじつセンチメートル・じつセン

チメートル・じゅうしごセンチメート

一545オバアサンバ︑川ヘセン

﹇船中﹈︵名︶1 船中
くまで

チメートル・にセンチメートル

ドンブリコト︑ナガレテキマシタQ せんちゅう

ラ︑大キナモモガ︑ドンブリコ

一546オバアサンガ︑川デセン ル・じゆうにセンチメートル︒ちょつ
けいさんセンチメートル・にじつセン
タクヲシテヰルト︑川カミカ

タクニイキマシタ︒

せんたく

こ＼に﹁仁﹂の全盤が説か センチ←ごセンチ︒しセンチ

十二809 全速力で右方へ廻った我が
場所に着いた︒

船艦

敗走する敵を全速力でふみにじって

十二852 戦火に打煙る職場を後に︑

﹇船体﹈︵名︶2

進むのだ︒

せんたい

うはや
七三1 向かふの大きな︑長い上屋の

屋根の上に︑船盤の上部が出て居ま
す︒

十726 東海丸の船腔は︑極度に傾い
全盤﹇▽む

十二6

﹇全体﹈︵名︶7

四615もっと進んで行きますと︑ 八棚8図 敵は船中より熊手を以て︑

た︒

行く︒

ぜんたい

義経のかぶとに打ちかけ打ちかけ︑

一人の若い

さすけ

東海丸の船長久田佐助は︑眼

十柵10

今度は︑谷川で︑

船長←

らじゅうぜんだい

せん

入螢當時は︑︿略﹀︑冷たい 十722

ひ

ひさだせんちょう・ひさだせんちょう

﹇船長﹈︵名︶16

引倒さんとす︒

せんたくをしてゐました︒

﹇洗濯﹈︵サ変︶−

せんちょう

女が︑しくくと泣きながら︑

たく

せんたく・する

七529困

洗

六857 二階へ上って︑ガラス戸から
外を見ると︑全膿が︑何だか︑ぼん
やりと明かるい氣がする︒

占めたために︑此の時計全一が再び

九314 ねぢは︑自分がこ＼に位置を 濯する ︽ーシ︾

ぜんちょう一ぜんに
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ぜんちょう

﹇前兆﹈︵名︶1

前兆

ういふ雲のか＼つた場合ですが︑天

十一川11 春の夜のおぼろ月とは︑か

船

候の前兆としては︑いよく悪い方
﹇船長達﹈︵名︶1

だといひます︒

せんちょうたち
長たち
もやう

十︻859 特に船長たちは︑晴雨計と
﹇前庭﹈︵名︶1

前庭

空模様を熱心に見くらべてみる︒
ぜんてい
はと

︵サ変︶1

の芝生に︑眞白き鳩の群遊ぶも︑す

しばふ

﹇選 定 ﹈

十一㎜4
尖塔

部隊長機を先頭に離陸して︑

せんたふ

ミランの大寺院の屋上に︑

せんたふ
﹇尖塔﹈︵名︶2 尖塔

ぐんく上昇する︒
せんとう

十二伽2
白大理石の尖塔九十八本を仰ぎ見る
すばらしさ︒

おとぎ話の國の都を思はせ

るやうな圓屋根や尖塔の轡える水の

十二樹1
都が浮かんで見えるのであった︒
せんとう
﹇戦闘﹈︵名︶3 戦翻 職闘
せんとう

せんとう

閣下の心

此の方面の勲爵に︑

敵の司令長官ロジェスト

二子をうしなひ給ひつる

十911江島園
如何にぞ︒

十一591図

ウェンスキー中將は︑昨日の戦爵に

選

十佃4図 一枚の落葉もとゴめぬ前庭

がくし︒
せんてい・する

傷を負ひ︑

︽ーサ︾

十二旧5 さうして︑刑事裁判では︑

逸する

﹇船頭﹈︵名︶1

せんどう

さうして︑大ぜいのせんど

﹇戦闘旗﹈︵名︶1

ぎましたが︑
せんとうき

戦闘機

十︻鵬9

藤岡機は︑何時の間にか編

せんどうたち ﹇船頭達﹈︵名︶1 せん

どうたち

戦囲圃機の活動は︑なほ績い

と︑舟は七つの大波をのり

四101せんどうたちが︑かいを
そろへて一かさ水をかきます

隊を解いて︑自在の活動に移った︒
十一慨7
てるる︒

切って︑

今更のやうに︑すばやい偵

察機の報告や︑勇敢な職業機の掩護

十一柵5

﹇先頭部隊﹈︵名︶1

セントピーターじいん

︵名︶一

各戦車は︑戦闘隊形を取つ

セン

距離六千米に近づきて始めて鷹戦し︑

火を開始せしが︑我はこれに鷹ぜず︑

十一569図敵の先頭部隊は直ちに砲

先頭部隊

せんとうぶたい

戦闘機編隊群

﹇戦闘機編隊

ていうく平常についた︒

を感謝しながら︑︿略﹀︑機翼を連ね

群﹈︵名︶1

せんとうきへんたいぐん

機上無線電話による命令が
傳へられた︒︿略﹀︒同時に︑我が戦

十一柵2

が
ローマには世界第一の大冊

十二伽6

ローマ法王のバチカン宮殿があり︑

藍といふセントピーター寺院や︑

らん

トピーター寺院
センド

圖機編隊群は矢のやうに前進し出し

船頭さん

﹇船頭﹈︵名︶5

た︒

ウサン

せんどうさん

職圃隊形
十二829

て敵戦車群の左側面におそひか＼る︒

ぜんに

船内くまなく

﹇禅尼﹈︵名︶2

尋ぬる三

揮尼Oまつ

小千何百といふ橋があります︒

七659水の都ですから︑大阪には大

何百

せんなんびやく ﹇千何百﹈︵名︶1 千

ざいます︒

ちませず︑まことにせんない事でご

たけれども︑左様致しては政道が立

何とか助ける道はないかと思ひまし

十七10園 淺野内匠の家陰の事︑︿略﹀︑

︽ーイ︾

せんな・い ﹇詮無﹈︵形︶1 せんない

ず︒

たび︑ 呼べど答へず︑ 探せど見え

八榴8早計

ヲヂサン︑早クセンドウ せんない ﹇船内﹈︵名︶1 船内
サンヲ上蓋テクダサイ︒

二764園

ハイ︑コレハセンドウサ

次郎チャンノ舟ニハ︑

ン︑ナガイ竹ノサヲデ︑フネ

二766園

ヲコギマス︒

三408園

テフくノセンドウサンガノッ
タカラ︑カッタノデセウ︒

船頭さんが︑さをを突立てて
それに舟をつなぎました︒

七95

ましたので︑

午後一時五十五分︑我が 七87 船頭さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひ

﹇戦闘機﹈︵名︶4

と見れば︑はるか彼方に︑
であらう︒

とびのやうな敵の敷機︑多分職闘機

十一鵬4

nVこがたせんとうき・てきせんとうき せんとうたいけい ﹇戦闘隊形﹈︵名︶1

せんとうき

信書旗を以て令を盗難に下せり︒

旗艦三笠は戦爵旗をか＼ぐると共に︑

みかさ

十﹇557図

戦闘旗

うがのりこんで︑﹁︿略﹀︒﹂とこ

四95

せんどう

爆撃編隊に突進する敵機がある︒

を巧みに抜けて︑こしゃくにも我が

しかも︑此の職圏のあひ間

十一鵬11

ば い しん

検事が立山ひ︑又人民中から選定さ
れた十二人の陪審員が︑事實の判断
先頭

先頭の先 生 が ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お

﹇先頭﹈︵名︶6

にあっかる場A口 が あ る ︒

せんとう
五268

つしゃつたので︑みんな︑道ばたの
石がきにくつついてよけました︒

受備8 八本の足を︸つに揃へ︑胴を
先頭に︑まるで矢のやうに進みます︒

十一565図 東郷司令長官は︑六隻の
主職艦隊を率みて︑上村艦隊と共に
﹁あと 四 粁 だ ︒ ﹂ と ︑ 先 頭 の

先頭なる敵の主力に當り︑
十一佃10
誰かが叫ぶ︒

十一伽9 先頭は︑もう山小屋の右下
あんぷ

の鞍部にたどり着いた︒

895
せんにさんびやくキロメートルーせんメートル

したぜんに
よしかげ

せんねんらい

九206図 繹尼の兄︑義景これを見て︑ 來

﹇千年来﹈︵副︶1

千年

浮いて居るせんべいを拾ひ上げまし

レヤスイカラ︑不用ノ三隅︑コレラ

前方

前方後影

前方後圓の古墳は︑へうた

なかかみおくのせんぼん・しものせん

くのせんぼん・かみのせんぼん・しも

せんぼん ﹇千本﹈︵名︶3 千本﹇▽お

が圓くなってみる︒

たゴ前の方が角ばってをり︑後の方

んを縦に割って伏せたやうな形で︑

十三ー42

へられるものがある︒

有のものとして前方後髪の古墳と構

に方形のものがあり︑特に我が國特

十ニー41

形状は圓形が普通で︑まれ

ぜんぽうこうえん ﹇前方後円﹈︵名︶2

つかうです︒

つて︑潜望鏡だけを出して居るか

せんぼうきやう

ちやうど潜水艦が水中にもぐ

せんするかん

引ツコメタリ︑

それがさ︑あってみると︑

ひでよし

せんぽう
﹇先鋒﹈︵名︶1 先鋒
ざんたう

尼子の残窯は︑秀吉の軍勢に
﹇前方﹈︵名︶5

がさし込むと見る間に︑トンネルは

八備3

た︒

ぜんぽう

せんぽう
加って︑毛利攻めの先鋒となった︒

九878

せんぽう

のもばかくしかったが︑

先方はほんの青二歳で︑相手にする

野川9園

かうして︑千年來不思議がらせんぽう ﹇先方﹈︵名︶1 先方

れた聲の主が︑始めてはっきりとわ

繹尼︑﹁︿略﹀︑すべて物は 九6610

かりました︒

九2110図

破れたる時つくろへば︑しばらくは
船舶

下智海峡を出入する船

しものせさ

﹇船舶﹈︵名︶1

舶の航路に接するを以て︑古より

十二柵5図

せんばく

なほ用をなすものぞと若き人に知ら
せんとて︑︿略﹀︒﹂と答へぬ︒

1 千二三百粁

せんにさんびやくキロメートル ︵名︶

十二293 洞庭湖は︑上海から千二三
せんばつ

五964

獲の者が︑急いでかへって來て︑

ばつ

﹁前方箱根山︒﹂と書いて

つきた︒

ある︒

やがて五十米程前方の水が泉

三428園よい刀を千本あつめる

ぼん・なかのせんぼん

もう

一本で千本だ︒

つもりで︑九百九十九本は取っ

のやうに盛上り︑白い水煙が上った
くち

子の口の大瀧を過ぎると︑

た︒

ね

やがて眼界が開けて︑前方に十和田

今度は︑千本の釣針を作って︑

お上げになりました︒

は

そばには︑小さな心棒や︑歯

せんメートル

今日も相攣らず︑針金や︑

︵名︶2

附けた機械を相手に︑

千米

磁石や︑時計のぜんまいなどを取

じしゃく

十一481

車や︑ぜんまいなどが並んでみる︒

ぐるま

九247

僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト ぜんまい ﹇発条﹈︵名︶2 ぜんまい

センバウキヤウ

三432園

五柵2
せんばうきゃう

六帽8

望鏡潜望鏡潜望鏡

パウキヤウ

せんぼうきょう

の水面が現れた︒
セン
﹇潜望鏡﹈︵名︶3 潜

十一悩9

と見る間に︑

十幡10

崖下である︒

と︑前方に湖が見え出した︒

九柵5図園

うせんばん・ぶさほうせんばん

船腹

あしのこ

九襯8

﹇全部﹈︵副︶2

大てい五月末頃に上陸して︑
行手は果なき砂の平原︑
﹇船腹﹈︵名︶1

忽ち一大音響と共に︑ロシヤ
汽船の船首は︑東海丸の船腹を破つ

十725

せんぷく

左に讐える山も全部岩と砂です︒

十一柵10囲

十月頃全部引上げるのださうだ︒

十一研3

ぜんぶ

全部

せんばん凸こっけいせんばん・ひきょ

﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

いよくお立ちといふ時︑先 八塀6 やっと前方から︑かすかな光

こ＼に難破するものすこぶる多く︑
ぜんばつ
﹇先発﹈︵名︶1 先馬
せん

百粁もさかのぼった所にある海のや
うな湖水であるか ら ︑

せんにひゃくさんじゅうく ﹇千二百三
十九﹈︵名︶1 千二百三十九

﹇千二百年﹈︵名︶1

十襯9囹千一一聯三十九とは︑すばら
しい得票だな︒

せんにひゃくねん

千二百年

十二954 今を去る千二百年の昔︑東
國から徴集されて九州方面の守備に

千人

向かった兵士の一人が︑︿略Vとい
ふ歌をよんでみる ︒

﹇千人﹈︵名︶1

くすのきまさしげ

せんにん

六733 楠木正成がたてこもった千

せんべい

だれかが︑その中へせんべい

﹇煎餅﹈︵名︶2

てしまった︒

せんべい

五402

目が附イテ居ルカラ︑ソレサへ水ノ

イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二

ヨ

を一枚投入れますと︑象は︑のこ

上へ出シテ置ケバ︑四方八方ヲ自由

千年

早城は︑︿略﹀︑ ま こ と に 小 さ い 城 で ︑

軍勢もわっか千人ばかり︒
﹇千年﹈︵名︶2

五74国神苑に入り︑しばらく行く

くと歩いて行って︑長い鼻をのば

二見ルコトが出來ル︒

しんゑん

せんねん

と︑千年もたったかと思はれる大木

して︑浮いて居るせんべいを拾ひ上

ケレドモ︑潜望鏡ヲタエズ水
ノ上へ出シテ居ルト︑敵二見ツケラ

六佃4

げました︒

﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

だれかが︑その中へせんべい
を一枚投入れますと︑象は︑︿略﹀︑

五404

が立ち並んでみて ︑

九627

ことは︑千年の昔から︑我が國の詩
や歌にうたはれてゐますが︑

ゑ んりよ

乳価1 高度計は遠慮なく上って︑又
も千米を突破する ︒

度がふえる︒

十一㈱7 千米から千五百︑二千と高
せんメートルちかく ︵副︶1 千米近

せんり

千里←よく

生まれて潮にゆあみし

﹇千里﹈︵名︶1

十一903図圃

やせんり
千里寄

吸ひてわらべとな

波を子守の歌と聞き︑

せくる海の氣を

て︑

ぜんりつ

占

﹇占領﹈︵サ変︶2

十一5410図我が海軍は︑初より敵を
近海に迎へ撃つの計を定め︑弘め全
職列

力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒

敵は︿略﹀︑

線路

にはかに路

を攣へて逃れ去らんとす︒我は急に
其の前路をさへぎりて攻撃せしかば︑

き︑

軍神廣瀬と 其の名残れど︒

れたりとそ︒

九474図﹁︿略﹀︒﹂とて︑大いに喜ば

しばく行啓あらせられた

九儲7図 ﹁︿略V︒﹂と言ひたりとそ︒

くつれ残れる民屋に︑

二子をうしなひ給ひつ

これぞ武門の面目︒﹂

今や沈まうとする瞬間︑こ＼

大童答あり︒

えん

別離の宴を張らせ給ひし

見渡せば柳さくらをこ

やどりして春のやまべ

秋來ぬと目にはさやか

たとひ東岸に至るも土人

に見えねども風の音にぞおどろかれ

十一68図韻

ける

に寝たる夜は夢のうちにも花ぞ散り

十﹁63図翻

きまぜて都ぞ春の錦なりける

十一59図圏

跡なりとそ︒

十一26図

十悪4字数十回の多きに及べりとそ︒

ぞと砲手は引金を引いた︒

下蔭6

と︑

十916図圃園

る 閣下の心如何にぞ︒

十913図團囹

今ぞ相見る二許婚︒

十891図圃

りとそ︒

烈しく敵を砲撃せしかば︑ 十610図

﹇戦列﹈︵名︶1

十一571図

せんれつ

センロ

すると︑さつき上って來た線

すると︑さつき上って來た線
線路と十文字に交って居る︒

路がずっと下の方に見えて︑今通る

八価7

線路と十文字に交って居る︒

路がずっと下の方に見えて︑今通る

八価5

方ヘイキマシタ︒

二価2ボクタチハ︑ハタケノ中
ノミチヲハシッテ︑センロノ

﹇線路﹈︵名︶3

敵の艦列忽ち齪れ︑早くも戦列を離

りこナり︒

せんりょう・する

様の若緑の色に映え出す頃は︑

ぬる

の部落黙在するに過ぎずとそ︒

十︸956図

十二価4図圃

む︒

我が世たれぞ常なら

我が世たれぞ愚ならむ︒

十二塀9図圃圓

させてよもの櫻のさかりをぞ見る

孔子は楚の國へ行かうとし 十二24図圃高殿の窓てふ窓をあけ

そ
﹇楚﹈︹地名︺1 楚
そ

て︑弟子たちと共に︑陳・票の野を
旅行した︒

ぞ

旅順港外︑ うらみぞ深

︵係助︶18

八備5図圃

ぞ

十二334

そ

十一577図

はりま
いち早く播磨の上月城を占領 ぜんろ ﹇前路﹈︵名︶1 前路

山州を占領した︒

九879

せんろ

く

﹇占領﹈︵サ変︶1

やがて曲は始つた︒静かな

せんりょう・す

多数の部下を失ひて占領

旋律である︒

せんりつ

十二燭6

る﹂ものあり︒

は︑見事一群に千米近くも飛んで︑

九102 彼の苦心に成った模型飛行機 せんりつ ﹇旋律﹈︵名︶1 旋律
人々をあっといはせました︒
ぜんめつ
﹇全滅﹈︵サ変︶1 全滅

ぜんめつ・す
︽ーシ︾

九悩7図園

領す

︽ース︾

九倣6図園 一度國旗を立てたる此の
全面

したる陣地を取返さる﹂か︒

す
ぜんめつ

﹇全面﹈︵名︶1

高地︑全滅すとも敵の手に渡すな︒
ぜんめん

專門

十二406 顔回なればこそ︑偉大な孔 占領する ︽ーシ︾
みと
子の全面をよく認めることが出干た
八795 さうして︑間もなく我が軍は
﹇専門﹈︵名︶1

のである︒

せんもん

して︑こ﹂にたてこもった二千五百
影壁

黄に︑淡紅に︑淺緑に︑梢々

﹇浅緑﹈︵名︶1

の尼子勢は︑

せんりょく

者ではありませんでしたから︑研究

十一4511 元來先生は電氣や電信の學
が行きづまると︑忌門の益者にすが

ほゴ

が煙るやうに見え︑やがてそれが

九51

善友

つたり︑友達に意見を聞いたりしな
﹇戦友﹈︵名︶2

ければなりませんでした︒
せんゆう

あらゆ
はつらつ

五月の太陽は︑

二物は濃刺

東海丸の船長久田佐助は︑眼
前に迫る此の危急をさけるのに全力

﹇全力﹈︵名︶2 全力
さすけ

を黒くしたが︑

十723

ぜんりょく

たる万緑に︑

る梢に降りそ＼いで︑

十一358圃

十二898 すると︑後の職友がはひ寄 せんりょく ﹇鮮緑﹈︵名︶1 鮮緑
つ て ︑ 天 雷 ﹀ ︒ ﹂と押しのけた︒

職場の命日なんだ ︒

言言

十二932園 今日は︑わたしの上官や
﹇戦乱﹈︵名︶1

あって︑道ははかどらず︑遂に糧食

十二335 あいにく此の地方に丁丁が

せんらん

が書きてしまった ︒

そ

せんメートルちかく一ぞ

896

897
ぞ一そう

こ

カ

イゾ︒

四262囹 エライゾ︒
四353囹さあ︑來たぞ︒

ぞ︒

は︑ 目にかけないそ︑

つかれたものや弱った

四734韻 つかまるぞ︒
四科6圃
もの
追はない

追はないそ︒
四746圃
四伽2園 引けなかったら︑命がな
いそ︒

五463園こいつがどろぼうだぞ︒
五955園いつまでもさかえるぞ︒
六249闘此の牛は︑しやうがないそ︒
さあ出血たぞと思ふと︑ うれ
六526

十二襯11園

姉めはひどい女ぢやぞ︒

娘は二心でござるぞ︒

﹇相﹈呂おんそう

﹇荘﹈nvせいざんそうのあき

ふくじゅそう
そう

うち

今より二百敷十年前︑山
わうばく

城宇治の黄漿山勘福寺に鐵眼といふ
僧ありき︒

﹇層﹈nvこそう・さんそう︒すう
そう・だいこそう・だいにそう・にそ

そう

﹇艘﹈■Vいくそう・いっそう・こ

ぜんそう・にそう

そう・さんぞう・なんじっそう・なん

そう

予はお前の家の家令にな う・にそうづくり
如何なる人ぞ︑名のり

太郎サンモガッカリシテ︑

サウシテ︑オイシサウニタ

サムサウニ︑

ハナ

すると︑今までやさしさう

にいさんは︑おいしさうに

おひな様もうれしさう︒

あまりおもしろさうなので︑

たくさんの子蛙は︑草のかげ

のあちらこちらを︑うれしさうにと

五175

て︑おのぞきになりました︒

天照大神は︑少しばかり岩戸をあけ

五44

た︒

四燭6 天人は︑悲しさうなかほ
をして︑じっと空を見上げまし

四桝1囲

のみました︒

四151

に見えました︒

ずっと色が黒くなって︑強さう

四145にいさんは︑前よりも

た︒

と︑うれしさうにおっしゃいまし

んも︑かけて來て︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

四143うらの畠にみたおかあさ

ほが︑急にきつくなりました︒

に見えてみたおちいさんのか

三912

ノ上ニシワヲヨセマス︒

ノネコガ︑

二793ソノタビニ︑コタツノ上

シタ︒

イッテ︑ヲシサウナフウヲシマ

二715 オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ベテシマヒマシタ︒

ニー75

ナキダシサウデス︒

一一104

そなたは何をわいわいわ そう ︵形状︶﹇推定﹈90 さう

めいてるられるぞ︒

よくもか＼る名馬を求め 十二554囹

高うござるぞ︒

何しにこ㌧に來れるぞ︒

十二583園

九452図園

うまし國ぞ︑ あきつ

島大和の國は︒

十二棚9図圃

誰に教へられて來れるぞ︒ 十二584園 いくら程でござるぞ︒
あまご
御主君尼子家の御恩を忘れ 十二632園 これはおもしろいそ︒

九7510囹
まいそ︒

九術1園馬程すなほで利口なものは

美しく︑如何に盛なりしそ︒

十二価11図．古の奈良の都は︑如何に

十二㎜1園

めったにないそ︒

何者ぞ︒

決して姉のに劣りはせぬ

何者ぞ︒

なんにもない所からは︑

言方をつくろはぬと︑身

十二備4園

のためにならぬぞ︒
かんだう

十二柵4園

なんにも生まれぬぞ︒

十二㈱9園

ぞ︒

九個9図園

艦の恥は帝國の恥だぞ︒

川越し人足を頼むぞ︒

九麗2図囹
九柵5園
十198園

ぞ︒

きっと契れふだぞ︒

網の綱をしっかりつないそう ﹇草﹈﹇▽いっそう・さくらそう・

そう

長者と約しながら︑おく ぞい ﹇▽かわぞい

もう一滴の血も残ってゐま

やって來たぞ︒

十212國国何のために軍には出で候
十575囹

招餌6囹
せぬぞ︒

十馴10図園

る＼は何事ぞ︒

十一8611園
十一874園

でおくんだぞ︒

六836園 大分積るかも知れないそ︒

十二367園
らうそ︒

給へ︒

十二498図園

十一榊5図

あの山よりもつと高く登 そう﹇僧﹈︵名︶1僧

世界何れの國に︑かくの如
き美しい刀劒があらうそ︒

十︻柳6

十一櫛10園山がすてきだぞ︒

るのだぞ︒

十一柵9園

九432図園 誰の馬ぞ︒

を今日まで我に語らざりしそ︒

九418図園 何とて此の金のあること

金ぞ︒

九415図園 そもくこれはいかなる 十二347園 たゴ困り方が違ふぞ︒

ものぞと若き人に知らせんとて︑

くろへば︑しばらくはなほ用をなす

九223図園 すべて物は破れたる時つ

八皿6園 船が出るぞう︒

六946囹 大分大きいらしいそ︒

しくもある︒

九457図書

しものぞ︒

ミぞ
ヅう

九437図園

ノぞ

くの綜まじへてぞあやは織りける
︵終助︶

チソ

十二欄9図圃 紅のやまと錦もいろ
ぞ

イゾ︒

﹇332圃

51

一335圃 コッチノ ミヅハ︑アマ

ア
ツ 。

そう一そう

898

びまはりました︒

五551 繭ノ中デ︑キユウクツサウニ︑
一生ケンメイニハ

タライテ居ルノモアリマス︒

カラダヲマゲテ︑

しろさうに︑歌を歌ひながら來まし

五663 そこへ︑一人の水夫が︑おも

た︒

五693 谷川を下りながら︑みんなは︑
うれしさうに歌ったり︑さわいだり
しました︒

五80一 クモハ︑コノ上ヲイソガシ
シゴト

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作
ル仕事ヲ績ケマシ タ ︒

五827 なすも︑きうりも︑みんな暑
さうにぐったりして居る︒

五餌4 たのしさうな聲が聞えて來る︒
になったが︑とうとう降らなかった︒

五902 けふも︑午後︑夕立が來さう

チューリップ

あのいろいろの道具︑たく

ぐんくふくらみさうな

アネモネや

の蕾が︑

つぼみ

じっと空を見て居ると︑小鳥 九戸1韻

が︑幾群も幾群も︑悲しさうな聲で

六875
晩だ︒

さんの時計︑︿略﹀︑どれを見ても大

敷へきれないほど雀が集って︑ 九2510園

鳴きながら︑飛んで行きます︒

きくて︑えらさうである︒

六883
ちゅうちゆう鳴きながら︑うれしさ

一かどの役目を勤めて世間

うに朝御飯をたべて居ます︒

けさやった餌も︑もう︑なく 九262園

の役に立つのに︑どれもこれも不足

六905
なったものと見えて︑集って居る雀

ただ自分だけが此のやうに

は無ささうである︒

おばあさんも心配さうである︒ 九264園

は︑皆さびしさうにして居ます︒

六935

火事は︑なかく消えさうも

い︒

トでねぢをはさみ上げて︑大事さう

時計屋さんは︑早速ピンセッ

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

六949
ない︒

平生元氣なをばさんも︑今日 九307

は︑

一番しよんぼりとして︑さびし

六992

今まで死んだやうになってゐ

に元のふたガラスの中へ入れた︒

九312

さうに見えた︒

すると︑今まで悲しさうだつ

くと音を立て始めた︒

た懐中時計が︑忽ち愉快さうにかち

六国1

た雪舟の顔は︑だんだん晴れやかに

美しいのは果物屋で︑見る

なって來ました︒

九539國

からにおいしさうな果物が︑山のや

大きなねずみが一匹︑雪舟の

足もとに居て︑今にも飛びつきさう

五979 行ってごらんになると︑なる 六佃3
ほど︑相手は︑おそろしさうな男で

うに積まれてゐます︒

大人の握りこぶし程の大きさ

な様子です︒

いらしいのもあるが︑どれも皆︑絹

のもあれば︑雀の卵ぐらみな︑かは

色はまだ青白くて︑弱々しさ 九708
うですが︑形はりつぽな親蝉です︒

七989

す︒

いからして立って居ます︒

六74 二人の強さうな大豪が︑目を

夜風に詣り朝日に去ると︑す

のやうなうすい皮がはち切れさうに︑

七993

つかり色がかはって︑見るから丈夫

六242 左の手で︑頭のあたりをつか
むと︑後足をふん張って︑逃げさう

あちらでもこちらでも︑驚く

よく實がいってみる︒

九852

校長先生と山田先生が︑箱の

しかし︑富田城は名城である

の仕事を見ていらっしゃった︒

そばへ來て︑おもしろさうに︑僕等

九715

聲︑感心する聲︑嬉しさうな聲︒

さうして︑天氣の好い夏の日 九712

さうな油蝿になります︒

七994

にした︒

六417 草をどさりと投げてやると︑

を︑愉快さうに飛廻り鳴きたてま

ゆくわい

す︒

日なたに敷いたむしろの上に

三匹が頭をくっつけて︑おいしさう

みる︒

は︑猫がほかほかと暖さうに眠って

八495

にたべ始めました ︒

て︑うまさうに︑すつばすつばと吸

六432 生まれた頃は︑乳房をくはへ
つて居ました︒

僕が︑﹁︿略﹀︒﹂と尋ねますと︑

だけに︑中々落ちさうになかった︒

九価4

父はさも得意さうに︑﹁︿略﹀︒﹂と言

ひます︒

つきをして︑始めて見る世界をさも

九摺5・北斗は︑おくびやうさうな目

北斗は︑おくびやうさうな目

珍しさうに眺めました︒

つきをして︑始めて見る世界をさも

九帯6

珍しさうに眺めました︒

︿略V同じやうな子馬がたく

さん穿て居て︑︿略﹀︑廣い野原を樂

九章10

僕が行くと︑北斗は嬉しさう

しさうに遊び廻ってゐました︒

九伽7

に︑すぐ僕の所へ飛んで來て︑鼻を

手のひらに盤をのせてやると︑

すり附けます︒

うまさうになめます︒

九平9

八月もなかばを越せば︑どこ

かに秋らしいものが見えてもよささ

九伽9

二階へ上ってみても︑さして

うなものであるQ

九皿7

北八は︑氣持好ささうに歌を

涼しい風はなささうである︒

九燭9

彌次郎も北八も︑珍しさうに

歌ひ出しました︒

九襯2

頂の岩角が手に取れさうには

眺めてゐました︒

つきりと見えた次には︑深い谷が︑

九柵5

高度は三百米を下って︑下界

どん底に大きな口を開く︒

九佃2

が手に取れさうになった︒

899
そう一そう

九櫛10 みぞのやうな街路を︑きゆう
くつさうに自動車が走ってみる︒

十一752

色づいたばかりのいちごに

専らますのおよぎ廻ってゐ

牛乳をかけて︑さもおいしさうにた

ます︒

十一囑8

七月の初といふことなど︑

淺橋にか＼る巨船は︑油畜

空一帯が灰色になって︑何

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささ

ら︑全く手に取れさうに見えます︒

十一佃10

高さは六百米ぐらゐですか

だか頭をおさへっけられさうになり

十一川7

にでもありさうな圖だ︒

十一剛3

さんばし

つい忘れてしまひさうであった︒

十一999

さうな場所を探して︑投網にか㌧る︒

十一863

十2810囲小さい島の中といふことも︑ べてるた︒
つい忘れてしまひさうでした︒
ちやう

十337國そこに南洋磨があり︑椰
子の街路樹がずらりと並んで︑涼し
さうなかげを作ってゐます︒

十375 雲の低くたれた空を見上げな
がら︑残念さうに一人が言ふと︑

十昭7 雨に煙る行手から︑今にも薪

あめ

を負った孝子の姿が現れさうな氣が
する︒

十捌3 ちやうど飴でも引きのばした
時のやうに︑切れさうで切れないと
いったかっかうです︒

他の青年たちは︑にこにこ

狭い歩道は人もあふれさう︒

がはかどって行く︒
十二柵10

十二伽8

しながら︑半ば不思議さうに︑私と
かの青年の顔を見くらべてみた︒

青年も︑嬉しさうににこ
ゴナリル︑むつかしさうな

く笑ってみた︒

十二㎜8
十二柵6

白雲が︑︿略﹀︑見る間に大

顔をして出て締る︒
十二欄5

雪にうまって冬を越した人

きくふくらんで輕さうに浮いて行く︒

十二欄11

形が︑それでも暖さうな顔をして︑

不思議さうに︑あたりを見

妹の小さな手に抱かれてみた︒

十二捌5

まはしてみる妹に︑ほ＼笑みながら
さう

うに言ってみるのは︑若い女の聲で

十協6此の岩だらけ︑山だらけの土

サウ

私はかう言った︒
︵形状︶﹇伝聞﹈36

ある︒

オカアサン︑アシタバ︑

そこに神社がありました︒鵡

新桑ヲタベテ居ル盤モ︑アシ
タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ

五555

幡様ださうです︒

まん

五331

かんぱんの上から︑じいうに
とんで行くのださうです︒

のせてあって︑それが︑ひろい

賀は︑たくさんのひかうきが

君は︑泳げるやうになった

コレハ︑砂ノ中ニアル砂鐵ガ︑

さうですね︒

五908囲

六207

ゆふべの火事で︑をぢさんの

クツ着クノダサウダ︒

着のみ着のま＼で︑逃げて來

うちも焼けてしまったのださうだ︒

六961

六964

後で聞けば︑此の火事には︑

られたのださうだ︒

焼け死んだ人もあったさうだ︒

六999

人あるのださうだが︑ずっと前から

七215此のおばあさんにむすこが一

うす緑のは︑白か︑うすい色

南洋へ行って居るといふことだ︒

乱焼6

を

ぢ

ば

叔父さんや叔母さんもおか

を

の花が咲くのださうです︒

大分長い間お悪かったさう

はりなく︑君も元氣ださうで︑何よ

七474國

りです︒

で︒

七㎜6園

もと︑土人が親愛の情をあら

有名なワイキ・の海岸は︑

﹁たこ﹂といふ物は實に妙な

ださうです︒

物で︑︿略﹀︑頭から足が出て居るの

八柵3

どり明かすさうである︒

︿略﹀︑土人の群が︑︿略﹀︑一夜をを

八伽8

ある︒

ワイ一般の風習になったのださうで

はすしるしであったのが︑今ではハ

八摺6

ですね︒

四198にいさんののってみる加 七川7園 昨日は仕合をなさったさう

オ天キダサウデス︒

一一134園

そう

地を掘割って︑海面と同じ高さに水

十一櫛6

今に露でも滴りさうな︑
さういふ石器になると︑ず

四つの天守閣は一箇の濁立
萬の敵に封して︑いっかな動きさう

けっこうです︒

五906団皆さん︑御丈夫ださうで︑

フサウデス︒

あの左脚は義足なのに︑ま
るで何の不自由もなささうに︑仕事

十二866

に思へない︒

した城郭となって︑これだけでも幾

十二695

もないのがある︒

らうとしても︑ちよつと出來さうに

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

十ニー08

生々しい︑鮮かな美しさである︒

十一塒8

男が︑靴を縫ってみる︒

で︑色の青い元吉のなささうな若い

薄暗いらふそくの火のもと

を通すことは︑中々出山さうにあり
ません︒

十柵7 列車が幾つも止ってをり︑滞
人の赤帽が忙しさうに荷物を運んで
みる︒

十一166 のどかな春の日は︑暮れさ
顔はふっくらとしてみるが︑

うでなかく暮れない︒
十一1610

目もとはさもだるさうで︑病氣らし
く見える︒

十一184 女の子は︑さもくやしさう
である︒

十一241 紫の君はさも心配さうに︑

水入の水を紙にひたして︑源氏の鼻
を拭きにか＼つた︒

そう一そう

900

八帽1 これが﹁いか﹂だと︑もっと
すばらしいさうです︒

九5910團通が十二で︑ほゴ一粁の割
合になってみるのださうです︒

九619国 川岸に沿うてぎっしりと並
ふとう

ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ
うるさん

さうですが︑

機は︑こ＼が一番難所ださうです︒

九柵8園蔚山から京城へ向かふ旅客
九備7圏 日本の馬は氣が荒いとかい
はれるさうだが︑それも馬が悪いの
ではない︑

たい南ん

九梛10 聞けば︑軍人さんは今日午後
福岡へ飛び︑明日は更に皇湾へ飛ぶ
のださうだ︒

十一697囹

やまと
何でも︑山城・大和方面

の御旅行がすんで︑これから参宮を
小沼一帯が狐で立ってるる

なさるのださうです︒

嘗てい五月丁重に上陸して︑

のださうだ︒

十一脳10
十一研3
十月頃全部引上げるのださうだ︒

西洋人はよく牧場の群羊に

たとへるさうですが︑日本では俗に

十一川3

やりがだけ

晴れてみれば︑こ＼から︑

むら雲などいってゐます︒

十︻旧3

今登らうとする燕の絶頂も︑槍岳

夏は︑池一面はすの花ださ

其の他の山々も見えるさうだが︑

十ニー83
うだ︒

ガサウイヒマシ

と︑

かみ切れないで残って居る葉が

はがわるく ならないでせう︒
四162園さうだ︑海軍がい＼︒
五436園さうです︑さうです︒
五436圏さうです︑さうです︒
五448圏たしかにさうです︒
五464園さうだ︑さうだ︒
五464園さうだ︑さうだ︒
草を食取ったあとを見ます
五516園

さうだ︑僕も行ってみよう︒

あるので︑さう考へました︒

五844

急いで行ってごらんになると︑
はたしてさうでした︒

五慨4

さうすれば︑どんな物の高
さう思ふと︑どれもこれも︑

村會でさうきめたのですか

るわけではありますまい︒

ら︑納めなくてもよいのです︒

七佃9囹

七仙3囹 ︿略﹀︒﹂﹁さうです︒

か︒

天界7囹 ︿略﹀︒﹂﹁さうでございます

近年になって︑いろくの方

七柵2園 ︿略﹀︒﹂﹁さうです︒

法で此の事をしらべてみますと︑や

八105

は＼＼︑さうだったか︒

やつぽりさうでした︒

はりさうであることがわかりました︒

八711

八襯2圏 ﹁︿略﹀︒﹂﹁さうだ︒

八881囹

九川9園

すが︑

さうでなくても二三分咲きか

野末のすみれ・たんぽ＼・き

大空にそ﹂り立つ二十階・

かういふ風に星が動くといふ

旅行案内を見てみた兄が︑

廻るから︑さう見えるだけのことで

のも︑實は我我の住んでみる地球が

九悩9

さういふものを見ただけで︑

へ渡す六千九百米のすばらしい長橋︑

三十階の大建築︑封岸オークランド

九502團

みじみと春の幸福を感ずる︒

んぼうげ︑︿略V︑さうしたものにし

九46

そ＼ぐ︒

けた所へ︑よく意地わるの雨が降り

九21

つたりして︑

ういふ年には︑季節はつれの雪が降

蕾のほころびることがあるが︑さ

つぼみ

六321園なるほど︑さういふお方で 九18 三月の末か四月のごく初に︑
いらっしゃいましたか︒

た︒

はれるが︑天下の人が︑皆さう考へ

七861圏

あなたは短いのに限ると言

顔がかはいくてたまらなくなりまし

魂でもあるやうな氣がして私は︑朝

七439

さでも計ることが出來ます︒

七317園

ど同じになった︒

棒の長さとかげの長さとが︑ ちやう

六404園あ㌧︑さうだった︒
十264国 こ＼の島民は︑チャモロ族そう ﹇然﹈︵副︶84 サウ さう
一244園 ﹁︿略﹀︒﹂﹁ハイ︑サウデス︒ 六832園さうですねえ︒
といふのが大部分で︑割合に色も白
六価6園 さうだね︒
一403圏 ﹁︿略﹀︒﹂﹁サウデス︒
く︑生活程度も高いのださうです︒
六伽7園 さうだ︒
十302困 大きな石が立て掛けてある 二81圏 太郎サン バ︑﹁サウダ︒﹂
トイッテ︑ウチヘカケコミマシ
六三9園 さうだな︒
のは︑石貨といって︑昔はそれで物
タ︒
六悩5園 さうだね︒
を買ったり費つたりしたのださうで
七312
さうする中に︑ 思った通り︑
ラヂオ

タヨ︒

ニー34圏

十m⁝3園 昨夜︑誰かいたづらをした

三113園

す︒

とみえて︑今朝はすっかり無くなつ

さうです︒

てるたさうでございます︒

三124圏さうです︒
三364囹ア・︑サウシマセウ︒
三676囹さうかね︒

十川6圏 みかどが此の事を聞し召し
て︑︿略﹀︑殿上人たちに︑おほめに

ハ︑オトウサンノジテ

三837寒 ︿略﹀︒﹂﹁さうか︒

雲968
私

こんなに

サウナッテヰルコト
三三7園 さうすると︑

ヲ 思ヒ出シマシタ︒

ン車 ガ︑

なっていらっしゃったさうです︒

十悩9此の子は新京へ母と露るとこ
ろで︑マルタといふ名ださうだ︒

大豆の山が積まれるのださうだ︒

十鵬7 大きな構内には︑冬になると︑

901
そう一そう

﹁︿略V︒﹂﹁さうです︒

﹁︿略﹀︒﹂﹁さうです︒

九佃1囹

埋門6 さうしないと︑子馬が丈夫に
ならないのです︒
もけい

これがさう

ふものが模型圖のやうにきちんとし

九帽7 森︑人家︑道路︑畠︑さうい
てるる︒
﹁︿略﹀︒﹂﹁あ︑

これは古がさちや︒

十二638圃囹

もさうよの︒

十二634圃園

もさうよの︒

十二633荒園

さうか︒ありがたいこと

げにもさうよ︑ げに

げにもさうよ︑ げに

げにもさうよ︑ げに

げにもさうよ︑ げに

さう言へば︑よくねえさん 十二624園 お＼︑さうちや︒

着かなかった︒

十一414
に復習や宿題を見て頂いたものだっ
た︒

殊におかあさんは︑さう

お丈夫ではないんですから︒

十一419囹
かさの中に星が見えれば天

もさうよの︒

十一佃9
氣︑さうでなければ雨だなどといひ

もさうよの︒

十二639玉池

夜︑此の雲の績く果に︑半

ますが︑果してどうですか︒
さ う 言 は な い と 取 れ な い よ ︒ 十一柵7

なのか︒

十411圓

十6110園

だ︒
彼には︑さういふ風に思は

十二912園
十二佃2

月の淡くか＼るなどは︑殊にさうし
おかあさんにさう言って︑

れて來た︒
﹁︿略﹀︒﹂さう思ひながら︑

あなたは日本の方です

修行者は︑じっと其の物すごい形相

十二欄7

を見つめた︒
峯の月︑大海原の月︑︿略﹀︑ 十二伽5圏

若しさうと致しますと︑

か︒﹂︿略﹀﹁さうです︒

十一一幽3園

家のため國のため︑私が取りしまり
十二備3園

さうあるべきぢや︒

をすることになりまして︑

らうとしても︑ちよつと出來さうに

實際の事件に當っては︑ほ

に泳いで居ます︒

池のふちに沿うて︑みんな同じ方向

と

ね

町を過ぎ︑村を過ぎ︑汽車は

何時の間にか︑利根川に沿うて北へ

八事4

谷間に沿うて所々に山村があ

進んで居た︒

八㈹5

川岸に沿うてぎっしりと並

り︑温泉場がある︒

ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ

ふとう

九617困

今度は上手の水門が開き︑船

さうですが︑

は水路に沿うて走る機關車に引かれ

首枷3

賀茂川の清流に沿うて下下

も

ながら︑静かに奥へ進みます︒

か

茂の社に詣で︑更に上賀茂の宮居に

十一84

詣でる︒

静けさ其のもののやうな銀

車は︑しばし富の小川に沿

閣寺から︑東山に沿うて南へ神社佛

十︻811

閣が多い︒

うて走る︒

十一349

こ＼から十和田まで十二粁︑

ナイル川に沿ふカイロの

名高い奥入瀬の漢流に沿うて上るの

おいらせ

十一麗5

である︒

十一閑9國

五千年の昔︑此の川に沿

道に沿うて︑時に石垣・

うてエジプト王國が開けました︒

十一㎎11團

都に來て︑始めて緑の椰子の木陰を
︽一

かどうか︑︿略﹀を判断せねばなら

んたうにさうした不法行爲があった

十二渇3
かひつか

さういふ所を貝塚と名づけ

沿ふ

見ました︒
そふ

ぬ︒

﹇沿﹈︵五︶15

十二捌1

彼等を記念する美術的な彫

塀・櫓が層々と頭上にのしか＼る︒

やぐら

残った苗は︑庭の垣根にそつ 十二664

さういはれ＼ば︑なる程 八鵬5此のたくさんの﹁いわし﹂が︑

て︑大事に植ゑてやりました︒

七466

ウ︒ーツ・ーフ︾

そ・う

子路には︑ひょっとすると︑

ていせい

さう思ひながら︑光囲はま

十二622園

かかった︒

た朱筆を取って︑史稿の訂正に取り

しゅ

十二459

さういふ考が湧いたのかも知れぬ︒

十二344

る︒

十ニー16

もないのがある︒

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

十ニー05さういふ石器になると︑ず

生きがひがないと思ふでせう︒

さういふものがないとしたら︑殆ど

十一捌10

象は一つもありません︒

や︑さういった我々地球上の氣象現

十一旧11從って雲や︑雨や︑あらし

夕飯がすむとすぐ出掛けた︒

十一脳1

た感じを深くします︒

﹁ ︿略﹀︒﹂﹁私もさうと思ひ

﹁︿略﹀︒﹂﹁さうですとも︒

十9910園
ます︒

十棚2園

十手4 さう言はれてみると︑清少納
言 も ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と心の中に思ひまし
たが︑

詳略﹀︒﹂さう申し上げながら

も︑清少納言は︑たゴ有難いと思ふ

十二9
心で胸が一ぱいでした︒

十伍8 第二の僧門を出ると前は湖で
すが︑これはさう大きいものではあ
りません︒

十王6 世間の人々は︑誰もさう考へ
た︒

﹁︿略﹀︒ ﹂ ボ ー イ が さ う 言 っ て

へ出て見た︒

十寸6 さうだと思ふと︑僕はすぐ外
十旧1

來たので︑僕は︑ノートに二つ押し
てもらった︒

十﹇315 今さういふことを考へるの
は︑至りにもったいない氣がする︒

十一382 さう思ふと心がちっとも落

像が壁面に沿うて並んでみる︒

んで行くのが見えた︒

そふ

﹇添﹈︵五︶← よ り そ う
﹇ 添 ﹈ ︵ 下 二︶1

︽一へ︾

をはね上げて︑垣に沿うた小路をと

十二捌10 弟が︑背中のあたりまで泥

そう
そ・う
さうごん

ろう
十29園 縷門は︑一幅の彩以た似て︑

しかも荘嚴のおもむきをそへたり︒
ざう
﹇象﹈︵名︶6 象 象

ぞう
ざう

けっきょく

総

したのは︑結局私情を以て國法を
﹇総員起﹈︵名︶3

破ったのである︒

員起し

そういんおこし

総員起し五分前︒

そうきかん

十伽2

﹇送気管﹈︵名︶1

送氣管

引寄せた鯨は︑腹部に送氣管

で空氣を送って沈まないやうにし︑

ざふき
﹇雑木林﹈︵名︶1 雑木

︿略﹀︑其の場に浮かしておく︒

ぞうきばやし
林

九十9図園
練員起し︒

雑木林の梢が︑ぼっと煙った

﹇増減﹈

い眺である︒
ぞうげん︒する

増

ろう

さうこだい
ると︑途中に康楽垂がある︒
さうごん
そうごん ﹇荘厳﹈︵名︶2 論理 荘嚴

荘嚴←

園内の美と荘嚴は︑たゴこ

しかも荘嚴のおもむきをそへたり︒

さうごん

十28図軍門は︑一幅の彩垂に似て︑

十一3111

﹇荘厳﹈︵形状︶3

れだけではない︒

ゆうだいそうごん

そうごん

中門をはいると︑左に五重

の塔が大空高くそ＼り立ち︑右に金

十﹁2711

此の高い塔と荘嚴な金堂と

堂が荘嚴にひかへ︑

十一286

諸君︑これも人のした後で

︵名︶2

さうしかんば

時に﹁さうしかんば﹂のは

十一捌11 霧の間に﹁さうしかんば﹂

て︑薄暗い中に銀色に光る︒

だが︑梢からもれる太陽の光に映じ

十︸佃3

そうしかんば

せう︒

は︑何のざうさもない事でございま

八伽8園

ぞうさ ﹇造作﹈︵名︶1 ざうさ

ない︒

思議に私たちをおさへっけようとし

堂であるが︑それでみて︑これも不

金堂はもちろん荘嚴な大殿

が︑不思議によく調和して︑こ＼に

若し裁判がなかったとした

さうかう

十一298

きさは︑凡そ十一年を週期として増
倉庫

美の中心を形作ってみるのである︒
﹇倉庫﹈︵名︶2

岸に績く倉庫・洋館の列︑

此の版木は今も三二寺に
むね

江上にもやひする大小無敷の船︑

十一燭5困

そうこ

減してみる︒

黒嵩は︿略﹀︑其の敷や大

︵サ変︶−

やうに見えるのも︑何となく春らし

ざふき

九346図園

八捌4
層雲

総員起し︒

﹇層雲﹈︵名︶1

九348図園

雨の降ったあげく︑山の間

窓外には︑何時の間にかべ

十一冊5図

保存せられ︑三棟の倉庫に満ちく

そ

此のやうに︑人々相互の訴

相互

﹇総掛﹈︵名︶1

諸官が威儀を正して列なり︑

て︑

ら︑人々相互の孚が果しなく行はれ

十二湖10

訟をさばくのが民事裁判である︒

しよう

十二旧10

﹇相互﹈︵名︶2

たり︒

総掛り

︽ーシ︾

十二悩8

減する

且vこぞうえいとうじ

雲は層雲といって︑雲の中でも一番

﹇窓外﹈︵名︶2

低い雲です︒

などから流れるやうに滑り出る白い

十一紹8

そううん

五383 一番おもしろいと思ったのは︑
象でした︒

ぞうえい

五385 象は︑たえず鼻を動かして︑
そうがい

忽ち窓外に雪の降りしきるの

窓外

何かたべる物でも落ちて居ると︑す

そうがかり

九292
十ニー92

奏樂の中に天子が恭しく祈られたと
しばらくして奏樂がやんだ︒

いふ夜明前の神秘な儀式が︑
十二悩11

そうご

親子は︑総掛りで探し始めた︒

ニスが近づいてみた︒

十二㎜9

が見られる︒

八欄3

ぐその先ではさみ上げます︒

五399 象のかこひの中には︑向かふ
の方に︑池のやうなものがこしらへ
てありました︒

五402 象は︑のこくと歩いて行つ
て︑長い鼻をのばして︑浮いて居る
せんべいを拾ひ上げました︒
水の中へはいって行きました︒

五405 それから︑象は︑ざぶくと そうがく ﹇奏楽﹈︵名︶2 奏樂
五412 象は︑しばらくして︑またの

あま

きれいに作ったしば垣の内 そうかん ﹇壮観﹈︵名︶2 壮観
にじ

そうあん
﹇僧庵﹈︵名︶1 僧庵

こくと上って來ました︒
そうあん

十一167
モうあん

﹇創始﹈︵サ変︶2 創始

の林が績く︒

てん
世に孝和の創始する所を貼

︽ーサ・ースル︾

窟術といふ︒

ざん

十二塒8

する

そうし・する

大日本史の草稿に加筆して

さうかう

九625早牛の重い川を渡す虹のやうそうこう ﹇草稿﹈︵名︶1 草稿
十二4210

ぶつだん

の僧庵に︑︿略﹀︑年とった上品な尼

な橋︑封岸のうすもやの中に早く果

高原の道を自動車で東へ走

さうこ
﹇隻湖台﹈︹地名︺1 隻湖

十一816

だい

そうこだい

みつくに

さんが佛壇に花を供へて︑静かにお

そ⊆ろ︑今日の敵飛行場爆
撃の壮観が思ひやられる︒

十一柵5

肚観です︒

みた光囲は︑

相違

なき町︑︿略V︑實に何ともいへない

﹇相違﹈︵名︶1

纏を讃んでみる︒

そうい

には相違ないが︑みだりに騒動を起

十髄6園 亡君の仇を報いたのは︑義

塁

そう一そうしする

902

903

十二m3 いはゆる微分・積分は︑
︿ 略 ﹀ ︑ ノ ー ギ リスのニュートン︑及び

さう

ドイツのライプニッツによって創始
された高級の敷學である︒
﹇掃除﹈︵サ変︶2

︽ーシ︾

そうじ・する
ちする

サウシテ︑オイシサウニタベテ

ニマキマシ

カ心立︑ウチヘカヘッテ︑

シマヒマシタ︒

ニー82

カキノタネヲニハ
タ︒サウシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマ
シタ︒

オイシイカキヲ︑イクツ

モ︑イクツモモギトリマシタ︒サ

二22一
ウシテ︑ジブンバカリタベテ︑カ

てんこ
七491国 やがて朝の毒忌も終って︑

顔を洗ひ︑すっかり室をさうちして

一ツモヤリマセンデシ

二893

トナリノオヂイサンバ︑

二人は︑はさみでゑを

切りぬいて︑めんをこしらへまし

三631

た︒さうして︑べつのぐわようし

マタソノウスヲカリニ來マシ

を細長く切って︑︿略﹀︑めんに

おちいさんのすがたは︑

さんが出て來ました︒さうして︑

三885青い水の中から︑おちい

のを持って︑出て來ました︒

また水の中に消えました︒さ
うして︑今度は美しい銀のを

三832

﹁︿略﹀︒﹂と聞きました︒

んが︑出て來ました︒さうして︑

三806その水の中から︑まつ白
な長いひげの生えたおちいさ

でるました︒

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂とかんがへこん

まつさをな水の上をじっと見

三801 木こりは︑思はず大きな
こゑを出しました︒さうして︑

ケツノ中ヲノゾキマシタ︒

シテ︑スグエンガハニ出テ︑バ

三727私ハトビオキマシタ︒サウ

と︑

ひもをつけて︑くびへかけます

こしらへました︒さうして︑長い

三餌4舟は︑あつい紙で二つ

つけました︒

タ︒サウシテ︑米ヲツイテミマ
オヂイサンバ︑カレ木ニ

シタガ︑

二93一

ノボリマシタ︒サウシテ︑ハヒヲ
マキマスト︑

ネエサンバ︑︿略﹀︑シャウ

ジノガラスカラ︑外ヲ見マシ

二瀬4

子蛙は︑あわててうちへか

タ︒サウシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマ
シタ︒

ました︒

のけらいになりました︒

さんしました︒さうして︑牛若丸

三461

とうく︑べんけいはかう

舟のやうに︑うみの上を︑
ぐんぐんとこっちへやって來

ごき出しました︒さうして︑大きな

その土地がちぎれて︑う

といひました︒

蛙とおかあさん蛙に︑﹁︿略﹀︒﹂

へりました︒さうして︑おとうさん

雲モコトワリマシタ︒サウ 三255
風モコトワリマシタ︒サウ

シテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二511

タ︒

ニニハ

から︑朝御飯をたべます︒
ひづめ

九捌10 肢をあげさせて蹄の裏をさう
ちしたりしても︑じっとおとなしく
してゐます︒

二542

ネズミノオトウサンバ︑

ウシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

カベモコトワリマシタ︒サ 三332

シテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

九㎜8 しかし︑かう言っただけでは︑

二575
二60一

﹁︿略﹀︒﹂トオモヒマシタ︒サウシ

二723オニノ大シャウハ︑﹁︿略﹀︒﹂

さうしたら︑私の盟をお前にやって
さ

十二穐7園 あの言葉の残りを聞かう︒
もよい︒

﹇然﹈︵接︶幽

トオモヒマシタ︒サウシテ︑コブ

そうして

うして

一寸ボブシバ︑﹁︿略V︒﹂ト

イッテ︑アワテテトビ出シマシタ︒

三545

二864コノハナシヲキイテ︑犬

サウシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノミマシ

ヲトッテシマヒマシタ︒

ヲノボッテ︑中ヘハイリマシタ︒

タ︒

マハッテ︑ピョコリト地誌ンヘ

シテ︑針ノ刀デ目玉ヲツ・キ

中に消えてしまひました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐ︑水の

おちいさんのかほが︑急

ソノウチニ︑一寸ボブシバ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と聞きました︒

ヲカリニ來マシタ︒サウシテ︑

三582

ヂイサンバ︑大ソウカナシミマシ

トビ下りマシタ︒

にきつくなりました︒さうして︑

タ︒サウシテ︑犬ノオハカヲツ

三914

クッテ︑

二873犬ヲカハイガッテヰタオ ︿略﹀︑目ノ中へ出マシタ︒サウ

ヲホッテミマシタガ︑

ムリニ犬ヲナカセテ︑ハタケ

タ︒

ニー32

タネト︑トリカヘテモラヒマシタ︒

ニー74 カニニタノンデ︑カキノ

テ︑﹁︿略﹀︒﹂ ト イ ヒ マ ス ト ︑

テ︑ウチヘカヘリマシタ︒サウシ

大イソギデハガキヲダシ

サウシテモンノトヲアケマシ

一683サルハ︑スルスルトモン

サウシテ

テ︑ムスメヲ︑キンジョノネズ
ミノォヨメサンニシマシタ︒

七つの星を探すことにしませう︒

杓のやうな形に連なった︑美しい

しやく

まだ中々見當が附かないでせう︒さ
ひ
うしたら︑どこか其の邊の空に︑柄

そうしたら ︵接︶2 さうしたら

そうじする一そうして

そうして一そうして

904

三975

ウンテンシュ馬車ヲハヅ

シマシタ︒サウシテ︑自動車ノウ

さうして︑おばあさんと二人で
射かけましたので︑

さうして︑さかんに鐵の矢を

南ノ國カラ大日イノ仲間ヲ

氣ヲモリカヘシマス︒サウシテ︑

あ＼︑よいお天氣だ︒さ

若の軍ぜいをひきみてかへり

をりく水の上にかほを出してみた

いわいさわいでゐました︒さうして︑

五152 おたまじゃくしは︑︿略﹀︑わ

五337

四本足になったおたまじやく

強い酒をたくさんつくれ︒

汽車は︑もう動き出しました︒

の埋る所に並べて置け︒

さうして︑八つの桶に入れて︑大蛇

五226園

が︑いやになって來ました︒

ました︒さうして︑水の中にみるの

しは︑尾がだんく短くなって行き

五162

りしました︒

ました︒さうして︑天子様に︑
雲太郎はくやしがって︑昔

冬ノ間ハ︑寒イ北風ガ
サウシテ︑雪ヤアラレヲ降ラセ

ビュウビュウト吹キマハリマス︒

四丁6

といひました︒

出させました︒さうして︑﹁︿略﹀︒﹂

百合若が使った鐵の弓矢を持

四佃8

﹁︿略﹀︒﹂と申し上げました︒

しきだらう︒

うして︑まあ︑何といふよいけ

四重4園

追ヒマクリマス︒

連レテ來テ︑北風ヲドシくト

そだてました︒

て︑かぐやひめをひき止めたい

ぐっすりねこんでしまひました︒

四336おちいさんは︑何とかし 四宝2百合若は︑いつの間にか︑
と思ひました︒さうして︑このこ

さうして︑三日三晩たっても︑
まだ目がさめませんでした︒
雲太郎きゃうだいは︑百合

シロニツケテアッタ︑別ノ車

とをとのさまに申し上げます

ヲ持ッテ來テ︑トリツケマシタ︒

三管5 おいしゃさまは︑おかあさ
と︑

オバアサンバ︑﹁︿略V︒﹂ト

四柵7

さ う し て ︑ 花 子 さんに︑﹁︿略﹀︒﹂

く走って行きます︒
四448 その子どもは︑この時︑

して︑次の雲の方へ︑どん

四427 月は︑今雲から出て︑大
急ぎではなれて行きます︒さう

んに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

と︑お聞きになりましたQ

三川6 大きなかめが︑舟のそば
へおよいで來て︑ぴょこりと
おじぎをしました︒さうして︑
﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

みんなからはなれて︑前の方
にある木のそばへ行きました︒

そこへ︑おとひめさまが

さうして︑しばらく枝こしに月

三共1
て︑﹁︿略﹀︒﹂ と い っ て ︑

四50一

を見てゐましたが︑

出ていらっしゃいました︒さうし

四86 そこで︑大ぜいのだいく
を集めて︑舟を作りにか＼り

北風が少シユダンヲシ

タリ︑水ヲコホラセタリシマス︒

四伽5

さうして︑すぐトンネルへはいりま

サウシテ︑ユデ月舘ヲ︑オボン

テヰルト︑暖イ南風ガソット

イッテ︑オ受取リニナリマシタ︒

八一パイ持ッテ來テ下サイマシ

て︑とうく一さうの舟を作
タ︒

ました︒さうして︑長い間か﹂っ

今まで見たことも︑聞い

り上げました︒

四95

した︒

象は︑しばらくして︑またの

こくと上って來ました︒さうして︑

五413

口の所へ持って行ってたべます︒

て︑鼻をぐるつと巻くやうにして︑

ぐその先ではさみ上げます︒さうし

何かたべる物でも落ちて居ると︑す

象は︑たえず鼻を動かして︑

ヤッテ來マス︒サウシテ︑北風ノ

五388

冬が二二近ヅイテ來マ

スルト︑北風ハ︑﹁︿略V︒﹂

今度は︑水を鼻へ吸ひこんで︑その

旅人﹁さうして︑左の足が
まへば
一本短くて︑前歯が二三本抜けて居

五二3囹

水で自分のからだを洗ひました︒

アリッタ

シカシ︑南風ハスグニ元

ケノカヲ出シテ︑南風ヲ追立
四伽一

テマス︒

ト答ヘマス︒サウシテ︑

四伽2

出シテヰタオ日様ガ︑ダンく
暖イ光ヲ送ルヤウニナリマス︒

ス︒サウシテ︑︿略﹀︑弱イ光ヲ

四櫛5

少シデモトカサウトシマス︒

作ッタ雪ノ山や氷ノ池ヲ︑
いさんが立ってゐました︒さう

四595そのそばに︑一人のおち
して︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑一つの

さうして︑大ぜいのせんどうが
のりこんで︑﹁︿略V︒﹂とこぎまし

つぼを渡しました︒

たこともない︑大きな舟でした︒

たが︑

して︑三ちゃんの所へ持って

四187 にいさんは︑ごはんをた 四811 花子さんは︑ズ略﹀︒﹂と
べながらも︑しじゅうにこく
いって︑手紙を書きました︒さう
してゐました︒さうして︑軍かん

行って︑天略﹀︒﹂といひました︒

百合若は︑大きな鐵の弓

と鐵の矢を持ち︑大ぜいの

四鵬8

けらいを連れて出かけました︒

やひかうきの︑おもしろい話を
いろくとしてくれました︒
季のひらへのせてかへりました︒

四282 おちいさんはよろこんで︑

905
そうして一そうして

ませう︒

五唱7園 旅人﹁さうして︑つけて居
た荷物は︑萎でせ う ︒

五484園 さうして︑そのらくだは︑

やいました︒

ことになりました︒

尊は︑︿略﹀︑野原へお出でに

正成は︑高いがけの上から大

になりました︒

六754

木を落させた︒さうして︑これをよ

六363

けようとして賊のさわぐ所を射させ

女は︑すぐ水を汲んで︑命に

あまる草を分けて︑だんく奥へは

なりました︒さうして︑身の丈にも

五捌7
さし上げました︒さうして︑此の事

たくさんのたいまつを出して︑

を海の神様に申し上げました︒

六785

て︑又々五千人罷りも殺した︒

命は︑此の玉を持ち︑大きな

いっていらっしやいました︒

五梛9

これに火をつけて︑橋の上に投げさ

片目だらうの︑びっこだらうの︑歯

せた︒さうして︑其の上へ油を注が

二匹の子山羊は︑鳴き聲を立

わにざめに乗って︑もとの海ベへお

さうして︑三匹とも︑前足を柵にか

てながら︑こっちへかけて來ました︒

六414

が抜けて居るだらうのと︑一々見た
かへりになりました︒さうして︑兄
たがらす

やうに申すのでございます︒
や

神に釣針をお返しになりました︒

五767 見ルト︑クモハ︑雨ドヒノ所

ガラス戸から外を見ると︑全

せた︒

おと

六858

けて︑立上りました︒

え

神武天皇は︑八本身をお使

艦が︑何だか︑ぼんやりと明かるい

六15

氣がする︒さうして︑屋根も︑木も︑

カラ︑縣ヲ引イテ下りテ來タノデス︒

として︑︿略﹀兄うかし・弟うかし

て︑うまさうに︑すつばすつばと吸

生まれた頃は︑乳房をくはへ

サウシテ︑ソノマ・ジツトシテ︑動

兄弟の所へ︑おつかはしになりまし

道も︑皆まつ白になって居る︒

六433

カウトモシマセン ︒

つて居ました︒さうして︑子山羊が

僕は壷用紙を取出した︒さう

後で聞けば︑此の火事には︑

つたりして︑お米をたべます︒

いったり︑あっちのとうろうに飛移

思ひくに︑こっちのへうたんには

ぐに又寄って來ました︒さうして︑

六911が︑よくなれて居るので︑す

た︒さうして︑天皇にお仕へ申すや

五79一 ヤガテ︑ソレヲ善玉ツテ向カ

た︒

焼け死んだ人もあったさうだ︒さう

六999

或家の子供が︑マッチをすって︑其

して︑こんな大火事の起つたのも︑

とだといふことだ︒

のもえがらを土間に捨てたのが︑も

るくとはいるくらみの大きさに作
それがするくとはいるくら

つて︑それをのりづけにした︒

きの筒の中へ︑ちやうど︑それがす

ぐるくと巻いた︒さうして︑さつ

六516

次に︑もう一枚の壷用紙を︑

して︑其の一枚を︑ぐるくと巻い

六507

いました︒

しぼって︑私たちにも飲ませて下さ

飲んだ後で︑おとうさんは︑お乳を

計うかしは︑︿略﹀︑やがて天

かに申しました︒

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑まことしや

皇のいらっしゃる所へ参りました︒

六32

うに︑お傳へさせになりました︒

ブへ渡り誉詞マシタ︒サウシテ︑風
ニユラレナガラ︑ヤツト柿ノ木ニタ
あまてらすおほみかみ

ドリ着キマシタ︒

五956 天照大神は︑天孫に＼ぎの
みことをお呼びになって︑﹁︿略﹀︒﹂

ソコへ︑チヤウド︑ニイサン
ガオ出デニナツタノデ︑聞イテミタ

六199

ラ︑﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤツタ︒サウ

とおっしゃいました︒さうして︑御

みことにお渡しになりながら︑

いなごが︑たくさんこちらへ
飛んで仕る︒さうして︑稻の葉や董

六234

シテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤツタ︒

鏡に︑御玉と御召をおそへになって︑

﹁︿略﹀︒﹂とおっ し ゃ い ま し た ︒
ひうが たかちほ

お降りになりました︒さうして︑天

五皿1 天孫は︑日向の高千重の峯に

六518

七97

自ら軍服を取出し︑手早く着

船頭さんが︑さをを突立てて

くしく動章を着けた︒

くんしやう

かへた︒ さうして︑ 胸には︑ うや

六衙1

イヤウニスル︒

ハ︑水ノ中ヘモグツテ︑氣ヅカレナ

フダンハ︑ナルタケ水ノ上二

出テ居ル︒サウシテ︑敵が近イ時ニ

占ハ⁝㈹5

に止る︒

みの大きさに作って︑それをのりづ

照大神のおことば通りに︑日本の國

けにした︒さうして︑其のはしに︑

たけるは︑此の少女を見ると︑

轟目がねを取りつけた︒

六294

自分のそばへ呼んで︑すわらせまし

をお治めになりました︒

た︒さうして︑酒をつがせては︑し

僕は︑おかあさんを引張るや

今日︑又ばくらうが來ました︒

さうして︑とうく取りかへること

六669

僕の望遠鏡をのぞいてもらった︒

うにして︑連れて來た︒さうして︑

六547

くだいて︑五百本の釣針をお作りに

こ

やまとをぐなの皇子は︑御年

み

五備6 そこで︑命は︑御自分の劒を

六331

きりに飲んだり︑

おっしゃいました が ︑

な り ま し た ︒ さ うして︑﹁︿略﹀︒﹂と

十六︑かうして︑た風お一人で︑熊
これから後︑日本武尊と申し上げる

襲をお亡しになりました︒さうして︑

すると︑其の神檬は︑﹁︿略﹀︒﹂

とおっしゃいました︒さうして︑命

五冊8

を 小 舟 に 乗 せ て ︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

そうして一そうして
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それに舟をつなぎました︒さうして︑
う︒

八467

頼朝は唐縣をゆるした上に︑

きれいな海水が︑細かいあわ

を立てながら︑どの箱にも注いで居

八三7

ます︒さうして︑赤や︑黄や︑緑の

萬壽にはたくさんのはうびを與へま
した︒さうして︑親子はうばもろと

八歳になる子供︑昨日隣へ引

さうだ︒さうして︑よく見

て居ました︒

越して來た人の子供と︑もう仲の好

七柵3

たんぼはく略﹀︑おくてだけ

何ともいへない程美しい物がはいつ

八478

もに︑喜び勇んで木曾へ蘇りました︒

人

い友達になった︒さうして︑﹁︿略﹀︒﹂

其のさをの先に︑赤いしるしのある
はんてんをしばり附けて︑

七307 此の間の日曜日に︑石川君を
着物をぬいで頭にのせ︑

なさい︒

八㎜2園

七緬2

して︑霜の消える頃から︑組合の脱

が︑こ＼かしこに残ってみる︒さう

さそって學校へ行った︒さうして︑

ずる分あぶない目にあひながら︑や

で川へはいって行った︒さうして︑

高い所から低い所へ下りる時︑

幾度か鐵橋を渡り︑短いトン

何か︑あ

ネルを過ぎた︒さうして︑谷はだん

八齪8

つて下りて來ます︒

さうして︑︿略﹀︑手ぎはよく水を切

其の胸びれは扇のやうに廣がります︒

八備6

何べんとなく棒のかげの長さを計つ

ガリレオは︑急いでうちへ蹄
りました︒さうして︑綜におもりを

八717

て景氣よく聞えて來る︒

穀機の音が︑あたりの静かさを破つ

杉の木のそばに一米程の棒を立てて︑

てみた︒

うく向かふの岸に着いた︒

役人は︑いろくとくはしく

と申し渡した︒さうして︑はうびの

尋ねた上︑人夫を呼出して︑﹁︿略﹀︒﹂

七342囹此の世の別れに一曲だけ吹 七伽8
な事もあったと︑世の中に傳へても

かせてもらひたい︒さうして︑こん
らひたい︒

附け︑それをつるして︑彼は同じや

暖い︑さうして

く深まって行った︒

うきくとそよめく晩だ︒

プロペラが廻着すると︑機は
一そうめざましかった︒さうして︑

うして︑十数寄も滑走した頃︑機は

勢よく斜面を滑って下りました︒さ

九14一

たりが

しかし︑此の報告で敵情は明 九64韻

うなことを何べんとなくやってみま
した︒

其の國の人々は︑此の疲れは

金をたくさん與へた︒

八795

八94

てた鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れ

七406 よい種を二十程︑行儀よく並

てやり︑食物を與へてやりました︒

らかになった︒さうして︑間もなく

べて︑其の上に土をふりかけました︒

さうして︑疲れのなほるのを待って︑

我が軍は錦州を占領したQ
どりょく

疑ふやうになった︒さうして︑四年

蕃人は︑そろく呉鳳の心を 八832 錦ってからの彼の努力は︑

目には︑もうどうしても呉鳳の言ふ

果して地面をはなれました︒

其の日は︑なほ二回・三回と

翌年には木製織機の改造に見事成功

ど

時計屋さんは︑早速ピンセッ

其の都度成績が上って行くやうでし

つ

試験をくりかへしました︒さうして︑

九166
した︒

に勢よく飛出して來た︒さうして︑

とたんに佐吉は︑圖面を片手
うして︑それ以西︑阿里山蕃には首

彼等は呉鳳を神に祭った︒さ 八873
取の悪習がふっつりとなくなった︒

た︒

に元のふたガラスの中へ入れた︒さ

トでねぢをはさみ上げて︑大事さう
らどうでせう︒さうして︑世界中の

出の小槌を︑幾つも幾つも打出した

九307

ました︒さうして︑白玉山の表忠

へうちゅう

塔を仰いだり︑

たふ

うして︑一つの懐中時計を出してそ

八458

これから後︑萬壽はうばと心

人が皆手に入れたらどうでせう︒

はくぎよく

八273国此の間︑遠足で旅商へ行き 八鵬3 此の打出の小槌から︑同じ打

一さんに工場へ走って行った︒

八185

ことを聞かうとしなかった︒

八167

南の暖い國へ送ってやりました︒

さうして︑水をやりました︒

七485国 朝は起床ラッパで飛起きま
す︒さうして︑かわいたてぬぐひで︑
艦が赤くなる面こすります︒
えんしふ

出かけることもあります︒さうして︑

七495国有には︑朝早くから演習に
夕方おなかをぺこくにして婦って
來ます︒

屋・人夫を集めて ︑ ︿ 略 ﹀ ︒ さ う し て ︑

七798 藤吉郎は︑大勢の大工・石
﹁︿略﹀︒﹂と指心した︒

から丈夫さうな油蝉になります︒さ

七994 すっかり色がかはって︑見る

ゆ
うして︑天魔の好い夏の日を︑愉

さうして︑まばらな村落と幾つかの

九5510圏 無限の畠︑牧場︑森︑林︑

れをいぢつてみたが︑

落ちてしまふからである︒さうして

こ㌦ではあっといふ間に日が
其の頃から︑雲の色どりが何ともい

八齪2
母をなぐさめて居りました︒さうし

を合はせ︑折々らう屋をたつねては︑

て︑其の明くる年の春︑舞姫に出る

へぬ美しさを見せる︒

快さうに飛廻り鳴きたてます︒

くわい

さうして︑此の次の村會の時に︑

七価6園 後でよく話しておきませう︒

ことになったのでしたQ

都市︑其の間に︑世界第一といはれ

︿略﹀︑相談してもらふやうにしませ

907
そうして一そうして

るミシ・ヅピ川が︑洋々と流れてゐ
越しの庭に見られた︒

九価2

それを躇沈めてはいるのです

が︑北八は︑ふただらうと思って取
りのけました︒さうして︑風呂へ片

北斗七星が見つかったら︑其

の七つの中の︑下の端に當る二つの

九棚9

ぜっべき
九5810国 町々を通ると︑まるで絶壁

星に注意しませう︒さうして︑かり

足を入れて︑びっくりしました︒
けい
我が國語もまた︑國初診來縫

ました︒

の底でも歩いてみるやうな氣がしま
ぞく

九欄10

に此の二つの星を結ぶ線を引き︑

愉して現在に及んでみる︒だから︑

我が國語には︑祖先以來の感情・精

さうして︑北極星の近くに見

える星影小さい圓をゑがき︑遠くに

てうせん

前の席には朝鮮服を着た人が

大きな犬ぐらみの大きさで︑

かういふめでたい事のあっ

秋の空は實に高い︒さうして
色が深い︒

十603

などを御表彰になるのだ︒

へうしやう

になる︒さうして︑其の地方の孝子

た時には︑當時の習はしとして改元

十426園

めてみるのである︒

國民として一身一膣のやうにならし

れがまた今日の我々を結び附けて︑

神がとけこんでをり︑さうして︑そ

これははっきりしてゐますか

ら誰でもすぐ見つけます︒さうして︑

九柵7

私たちに話しかけた︒

腰掛けた︒さうして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

九柳4

き散らしてみるのが見られます︒

が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくま

あま
此の邊︑北から南へかけて︑天の川

九鵬6

見える三所大きい圓をゑがきます︒

九悩5

す︒さうして︑どこもかしこも︑息
づまるやうなさわがしさ︑にぎやか
さです︒

九652 多くの書家は︑此の鳥をゑが

きました︒さうして︑とうくこれ
が佛法僧といふ名を附けられてしま
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と い ふ 人 が 出 て 來 ま

ひました︒

九666

した︒さうして︑其の飼ってみる鳥
といふのは︑あの色の美しい鳥とは
全く違ったものでした︒

九691 これこそ僕たちが︑一週間も
前から︑毎日々々待ってるた命令だ

清少納言は︑まだ暗い中に︑
ぼん

使の者に大きなお盆を持たせて︑

十欄5
うして︑ともすると母馬にすり寄つ

﹁︿略V︒﹂と言ひふくめてやりました︒

肢はばかにひよう長く見えます︒さ

あし

喜んだ︒さうして︑︿略﹀︑校舎の後

ては︑乳を吸ってばかりゐます︒

つたので︑皆一せいに小をどりして
の菜園に集った︒

の水門を通ると︑今度は下手を閉ぢ︑

書は︿略﹀︑機械の組立を研

上手を開いて舟を通します︒

乱し︑夜は夜話に通って一心に勉強

十欄2

した︒さうして︑よい汽車を造らう

それを見てみたら︑母を思ひ

として工夫に工夫を重ねた︒

出した︒さうして︑もうしばらく別

十襯4

れてるるやうな氣がした︒

﹁あじあ﹂は何時の間にか町

にはいってみた︒さうして︑時間表

十佃8

通り二十一時三十分に︑ハルビン騨

にぴたりと停車した︒

孝心の結晶であり︑さうして︑それ

十一309 それは︑︿略﹀︑實に太子御

が又法隆寺といふ美の殿堂を現出し

さうして︑五月の太陽は︑

たゆゑんである︒

わら

十一372圏

先生は︑何とかして此のか

農家の藁屋根に光彩を與へ︑

翻るのを︑首を長くして待ってるま

うして︑話をする時に起る空氣の振

な機械を作りたいと思ひました︒さ

はいさうな子供たちのために︑便利

十一448

した︒

さうして︑︿略﹀︑清少納言は︑使の

さうして︑長い夏も過ぎ︑秋が來て︑

肢もしっかりして來ました︒
︿略﹀︑五箇月ぶりでうちの馬屋へ連

九771 甚次郎は︑︿略V︑心にかたく 九柵2
主家を興すことをちかった︒さうし

十一457

ボストン市の或電話屋の屋

動を目で見る機械の工夫をしたり︑

て︑山の端にか㌧る三日月を仰いで

はっして身構へ︑砲身を二一二回左右

砲手は︑捕鯨砲の安全かぎを
れて重りました︒

十嗣10

は︑﹁︿略V︒﹂と 祈 っ た ︒

けれども︑北斗は︑きっと軍

話と電氣とを結び附けようといふ風

根裏にたてこもりました︒さうして︑

九8310 其の頃︑京都の或寺に︑入品 九協5

に振ってみた︒さうして︑鯨の残し

十一472

すると︑其の度毎に耳の鼓

氣味の悪い實験を始めました︒

の耳をもらって來ました︒さうして︑

十一467

攣りな研究に取りか＼つたのです︒
いしゃ
先生は︑知合の三者から人

た水の輪を注意深く見まもってみる︒

現し︑

門を開きます︒さうして︑舟が下手

十伽2

上手の水門を閉ぢ︑下手の水

さうして︑背びれのあたりを水面に

鯨は其の巨膿を浮上らせた︒

馬に買上げられるに違ひありません︒

だ︒ さうして︑

無情3

さうして︑りつぽな乗馬になり︑

九伽8此のくらみあいきやうのある

それが尼子家の子孫であることがわ
かへで

のよい小僧さんがみた︒さうして︑

かった︒

﹁︿略﹀︒﹂と鳴き立てるやうに思はれ

しきりに

に動いてみる︒さうして︑︿略﹀︑日

る︒

それが︑

氣のきいた轟は︑めったにないもの

まはりや︑ほうせん花や︑松葉ぼた

九987窓の外には︑楓の枝がそよ風

んの美しく咲いてみるのが︑其の枝

そうして一そうして
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膜が振動して︑藁がかすかに動きま

十﹇槻1

曲折した道は︑かなり長く

十二215

どこへ行っても︑楊柳を見

たいしゃくてん

あの恐しい羅刹は︑忽ち端

たん

さうして︑かういふ遠い昔

るのが支那である︒さうして︑此の

てるることは︑我々日本人の誇であ

に︑古事記と悪口に此の萬葉集を持つ

作って届けて下さいって︒

績いた︒さうして︑沿道所々に温泉

楊樹・柳樹の十株か二十株生ひ茂る

る︒

十一﹇鵬2

す︒さうして︑す＼のか＼つたガラ

所には︑大てい農家が四五軒かたま

主人らしいインド人が出

があった︒

十一瑠1田
つてみる︒

スの面には︑ぎざくの線がゑがき
て來て︑︿略﹀︒さうして最後に︑

出されるのでした ︒

十一487 先生は︑びっくりして飛上
﹁︿略﹀︒﹂と言って︑其の黒い大きな

ごん

十二描9

嚴な帝繹天の姿となって︑修行者

を空中に捧げ︑さうして恭しく地上

こ＼に﹁仁﹂の余響が説か

れてるる︒さうして︑顔回なればこ

に安置した︒

十二382

手で︑私たちに堅い握手をしました︒

そ︑此の最もむつかしい教を︑其の

数時間歩いても公園の端を

見ないことがある︒さうして︑これ

十二捌7

だけの敷と︑これだけの廣さがあれ

ま

差異りかうした平場になだ

して︑あなたの友人にも︑日本語を

十二㎜6囹もつと勉強なさい︒さう

失はぬ︒

も︑公園はいうくたる自然の趣を

ばこそ︑よし日曜日の午後であって

まるで絶壁の下を通る形だ︒

の齪舞を一層美しくするものは︑前

ざ

十二681

を見下すのである︒

矢狭間・場当挾間が︑︿略V︑私たち

や

さうして︑其の塀や櫓にうがたれた

十二667

景にそ＼り立つ二本の松である︒

かの包柴といひたい︒さうして︑此

︿略﹀さまは︑まさにいら

ま＼實行ずることが篤学たのである︒

らくだ

ラビや人が賂駝を追ってゐました︒

十一備2團
さうして︑私たちの船は︑こ＼でお
びたゴしい荷物を下しました︒

塔の中︑一番大きいのは高さ百四十

十一㎜11囲石で積上げた幾多の金字

て一曲ひいてやらう︒

十二655

烈々たる太陽の下に︑ア

りました︒さうして︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

と︑どなりながら機械にかけ寄りま
した︒

十一644 阿禮は︑今や天にも上る心

地であったらう︒さうして︑長い
く物語を讃上げるのに︑殆ど心魂
を捧げつくしたことであらう︒

十一671 阿禮の語る所を︑言葉其の

金字塔は︑皆エジプトの王様や王子

七米齢︑︿略V︒さうして︑これらの

來た︒さうして︑三巻の書物にまと

の墓だといふことです︒

ま＼に文字に書きあらはすことが出
めて天皇に奉った ︒

︿ともどって來た︒さうして新上

十一707 宣長は力を落して︑すご 十一佃2園 はいってみよう︒さうし

さうして︑彼方には︑︿略﹀圓屋根

てのみ︑ベニスは陸と呪いてるる︒

今渡りつ﹂ある長橋によつ

教へておあげなさい︒

しく押合ひもみ合ふ彼等の足もとに

十二欄11
は︑意外にも深い谷底が口をあけて

れ込まざるを得ない︒さうして︑激

さうして其の夜はまんじりともせず

彼は︑急いで家に蹄つた︒

机に向かって︑かの曲を譜に書上げ

十﹁撹9

ることがあったら︑すぐ知らせても

待ってるるのである︒

屋の主人に︑萬一お蹄りに又泊られ
らひたいと頼んでおいた︒

た︒

すると︑辺長がつかつかと

私のそばへ來た︒さうして︑﹁︿略﹀︒﹂

十二燭1

えるのであった︒

や尖塔の遇える水の都が浮かんで見

望と︑さうして︑至る所に湧出する

十﹇図8 果しなき密林と︑雄大な展

ら登ると七階であった︒さうして︑

外観五層の大天守は︑内か
あの美しいと見た天守の内部には︑

十二698
しながら︑さうして︑あわてふため

巨材が組合って︑

勇敢な戦闘機の掩護を感謝

十一観5

温泉とをあはせ有する國立公園阿寒

けながら︑機翼を連ねていうく錦

えた︒さうして︑何の曲をやるのか

私は︑胸がときめくのを覧

とあいさつした︒

と︑ひたすら心に待ちかまへた︒

をぢさんは何時も話の終に︑ 十一一鵬4
口ぐせのやうに言ふ︒︿略﹀さうし

十二903

いて打出す敵高射砲揮をしり目に掛
途についた︒

て︑こ＼まで來ると︑きまったやう

又︑例へば甲の持ってるる

がどうも放火らしく思はれ︑

家が焼けたとする︒さうして︑それ

十二捌2

る︒さうして︑其の貝塚及び附近か

十一一判7

い︒さうして︑出來たらいくらでも

寒いから脚を大事になさ

にをぢさんは涙ぐむのである︒

器などが︑たまく嚢見されるわけ
である︒

十二909圏

ら︑當時の住民の使用した石器や土

かひつか
さういふ所を貝塚と名づけ

は︑

十一価6 おっとせいの鳴く聲︑ほえ
る聲︒さうして︑ロッペン鳥の羽ば
たき︒

＋痂〃又略﹀︒しと︑僕はつくぐ
思った︒さうして何年かの後に︑き
つとあの槍に登らうといふ希望を抱
きながら山を下っ た ︒

909
そうじゅう一そうだんする

せる敷丈の怒濤に︑誰もが驚の目を

どたう

野に浮かぶ一大戦艦を思はしめるも

如何に壮大華麗な門でも︑

総高サ五丈

相談←こそうだんなさる

﹇相談﹈︵名︶4 サウダン

一人の旅人が︑人夫と︑渡し

︽ーシ︾

かうして大勢のつばめが並ん

ウダンスル

さうだんする

相談する

﹇相談﹈︵サ変︶6 サ

は相談でもして居るやうに見えます︒

で居るのを見ると︑何かしら︑彼等

八48

のであらう︑

ても相談は出塁ないものと見切つた

賃を高い安いと言合って居たが︑と

七脳8

こしらへるさうだんをしました︒

三641それから︑二人は︑舟を

ウダン︒

オホゼイヨッテ︑ナンノサ

一295圏 メダカサン︑ メダカサン︑

さうだん

そうだん

十二価図

そうたかさ ﹇総高﹈︵名︶1 総高サ

門は三間になってみる︒

奥行二間が普通であるのに︑此の中

十一276

壮大華麗

そうだいかれい ﹇壮大華麗﹈︵形状︶1

うらさびしい程静かな所である︒

城にあって︑老樹の梢吹く風の音も

十ニー810 なかんづく肚大な天壇は外

造らしめ給ふ︒

賞して︑命のために肚大なる宮殿を

大神︑其の眞心の厚きを

を重ね︑滑走機を改良して︑其の操

さうし て ︑ 刑 事 裁 判 で は ︑

想像

はちきれるやうな芽をもた

十二64図

十一一旧4

さうく

みはりました︒

﹇然然﹈︵感︶−

さうく︑なくなられた

﹇想像﹈︵名︶1

月の世界に都があって︑そ

いはんや花時其の技術甚

﹇想像﹈︵サ変︶1

美しい想像ですね︒

︽ース︾

そうそう・す
す

えうち

十二価1図

想像

こで天人が舞ってみるなどは︑實に

十一梱7

そうそう

とうさんをおなくしでしたが︑

あなたのおかあさんは︑十二の時お

十一207囹

そうそう

のがある︒

早春

早春

第二十五

早春

︹課戸︺2

縦に熱中しましたが︑

ば い しん

そうしゅん

第二十五
﹇早春﹈︵名︶1

雲はしきりに流れて︑早春の

早春

検事が立會ひ︑又人民中から選定さ
れた十二人の陪審員が︑誓言の判断

八幣7

八目13

十二悩5 廣いく宇宙には︑太陽と
そうしゅん

にあっかる場合が あ る ︒
うちう

同じやうな天真が殆ど数へ切れない

十欄2

装

死者と同時にはうむつた曲

﹇装飾品﹈︵名︶1

むいちだいそうしょ

そうしょくひん

そうしょ

畠を︑野を︑其の影がはって行く︒

程存在する︒さうして︑其の中には
太陽より小さいもの︑太陽とほご同
じ大きさのものもあるが︑
ところで︑支那では其の頃
飾品

十一一旧2

そろばんといふものが考案され︑流
十ニー52
かつちう

だ幼稚なれば︑苦心は殆ど想像すべ
からざるものあり︒

像する

︿略﹀

︽ーサ・ーシ︾

信の墓をたつね︑更に坂道をたどれ

しん

十一一纈8

ほゴ想像されるでせう︒

けでも︑熱帯の海のすばらしさが︑

十314国
増水期

江口から鳶口までの一千粁

﹇増水期﹈︵名︶1

ば︑

ぞうすいき

十二278

かう書並べただ

十一48図本道を南に進みで忠僧宗 そうそう・する ﹇想像﹈︵サ変︶2 想

そうしん

甲胃などが出た︒
そうしん
﹇宗信﹈︹人名︺1 宗信
そう

玉・管玉などの装飾品や︑鏡・劒・

清し始めた︒さうして︑︿略V︑何時
の間にかそろばんのみが用ひられ︑

十二柵1 さうして︑當時の西洋を除
けば︑かく歯石の演算が自在に行は
れるのは︑ひとり我が國のみであっ
た︒

十二柵9 孝和の天才は︑圓や球など

の算法を工夫するに及んで︑いよ
く巧妙な働を見せた︒さうして︑

が揚子江の下流であって︑増水期に

びぶん

其の極致は︑彼の後縫者によって︑

﹇壮大﹈︵形状︶5

まで軍港のやみに包まれてるた軍艦

の壮大な姿が︑だんくにあらはれ
て來る︒

先づ肚大な防波堤に打寄

そうだん・する

九328東の空が明かるくなると︑今

そうだい

はつらつ

げ︑雪を割ってのび出ようとしてゐ

層々

壮大

は一心トン級の汽船が落々と航行す
奏する

遂に西洋の微分・積分に封比すべき

︵サ変︶1

る物の濃刺たる力を想像しながら︒

さトげつ

﹁君が代﹂のラッパが奏せら

﹇奏﹈

るのである︒
そう・する

ものにまでおし進められた︒
私は︑其の土をしっかりと

︽ーセ︾

十一一欄7

握ってみた︒さうして︑此の一握り

九388

﹇層層﹈︵形状︶2

十一幽7圏

男性的です︒

こ雲は︑如何にも壮大で︑強烈で︑

道に沿うて︑時に石垣・ 十一価6 積雲や︑入道雲や︑かなと
敷十の櫓は層々と重なり︑

ゑんえんと連なって︑まさに飾磨平

十二724

塀・櫓が層々と頭上にのしか＼る︒

やぐら

十二665

そうそう

れ︑衛兵隊は捧銃の敬呈を行ひ︑

ゑいへいたい

の土に︑ほのかな春の香を感ずるや
うにさへ思った︒

十二欄6 江戸市民は兵火をまぬかれ

操縦

た︒さうして︑幸はたゴそれだけで
はなかった︒

﹇操縦﹈︵名︶1

九87 それ以來︑彼はますます研究

そうじゅう

そうち一そうろう

910

二244 ミンナデサウダンシテ︑
サルヲコラスコトニシマシタ︒
オ日サマノ

二456オトウサントオカアサン
サウダンシテ︑

所ヘオヨメニアゲルコトニ

バ︑

シマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二703 ミンナデサウダンシテ︑
三α3 良雄さんと太郎さんは︑

ぐわようしでめんを作ってあ
そばうと︑さうだんしました︒

そこで︑平々の人たちが

さうだんして︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

四66
ことになりました︒

半価8園此の次の村會の時に︑あな

装置

たのお心持を十分に傳へて︑相談し
てもらふやうにしませう︒

そうち ←ぼうおんそうち
﹇装置﹈︵サ変︶1

︽ーシ︾

そうち・する
する

早朝

に蒸氣機關を装置したやうなもので︑

十旧5 此の岩出來上ったのは︑荷車
速度もおそく︑

﹇早朝﹈︵名︶1

︽ーシ︾

﹇増長﹈︵サ変︶1

十一鵬7囲 四日目の七月五日の早朝

そうちょう

でした︒

ぞうちょう・する
ぞうちやうする

やうして來ました ︒

﹇総出﹈︵名︶3

そう出

六277 たけるは︑だんく︑ぞうち
そうで

植だ︒

六151圃

ほうねん

はち

年も豊年漏作で︑

てふ

う出の大祭︒

村はそ

十︻657

壮烈なる死を遂ぐ︒

ハ・1︵フ︶・一へ︾

そうろ・う ﹇候﹈︵四・五︶13

しかし︑これでは︑漢文流

に﹁サウモクアヲシ﹂と苛むことも
出來る︒

木﹂と書くのと同様であり︑後者は

にて候︒

﹁クサキハアヲイ﹂といふ

候 ︽一

雀の巣くひたるを見て︑

小鳥も︑蝶も︑蜂もそう出で︑ 十一663 前者は ﹁クサキ﹂を ﹁草 九191図生産はあたらぬに︑狐は死

一年に二度とない此の花盛を︑一時

九35

九454図囹

青

十一656

のを漢字だけで書けば︑差當り﹁草
木青﹂と書いて満足せねばなるまい︒
絡豫算

練豫算三千爾︑私財をこ

﹇総予算﹈︵名︶1

十二備4図

そうよさん

とぐくなげうつといへども︑＋が

ざうり
武士が十二人︑槍持・草履

一にも満たず︒
ざうり
﹇草履取﹈︵名︶1 草履取

ぞうりとり

九柵7圏

取︑其の外都合三十人︒

社寺の肚麗はしばらくお

九458図圏

いな︑教へられたるには

か ち

大和鍛冶のきたへたるよ

一命を捨てて︑君の御恩

母は︿略﹀︑そなたのふ

八幡様に日参致し候も︑

如何ばかりの思にて此の

手紙をした﹂めしか︑よくくお察

十223團圏

て候やうとの心願に候︒

そなたが︑あっばれなるてがらを立

十221圖田

はちまん

は張りさくるばかりにて候︒

がひなき事が思ひ出されて︑此の胸

十219囲国

に報ゆるためには候はずや︒

十213國困

き矢じりを少々用意致して候︒

候はず︒
やまと

十161図南

あまりの欲しさに参りて候︒

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二

つの方法を一しょにしたのである︒

十一666

でも長く呈しまうとするかのやうに
相當

騒動

味方の損害も相當はあらう そうもくせい ﹇草木青﹈︵名︶1 草木

﹇相当﹈︵副︶1

見える︒

そうとう

十二841
﹇騒動﹈︵名︶1

が︑勝利は信念にある︒
そうどう

亡君の仇を報いたのは︑義

には相違ないが︑みだりに騒動を起

十㎜7囹
けっきょく

総動

したのは︑結局私情を以て國法を
﹇総動員﹈︵名︶1

破ったのである︒

員

そうどういん

絡動員である︒
且vとうかいまるそうなん

野卑7
そうなん

﹇壮年﹈︵名︶1

肚年

そうねん

十二悩3図

聞多︑三十歳の肚年に及ん そうれい ﹇壮麗﹈︵名︶1 壮麗
で︑何一つ孝行も盆くさないのに︑

十868園

し下されたく候︒

肚麗な宮殿が幾むねも立ち

に候︒

十一一棚5唐国

やれ末廣がりで候の︑骨

私事も當家滅亡を見

きっと畳悟致し候所存

きっと覧悟致し候所存に候︒

つ＼長らへ居り候も残念に候ま＼︑

十二梱5家国

磨きで候のと申しをる︒

十二6111園

で候のと申しをる︒

おのれは古がさを買うて

十二6111園

城壁の所々に城門があり︑

壮麗

き︑何の山︑何の川︑皿木・一草に

輝かしい︒

此の平生の行ありて︑此の

﹇壮烈﹈︵形状︶1

九塒2図

そうれつ

壮烈

並び︑其の黄金色の瓦屋根が青空に

十ニー79

壮麗な櫻閣がこれを飾ってみる︒

ろうかく

十ニー72

﹇壮麗﹈︵形状︶2

今母上の力によって︑出隅に一生を

サウモク

そうれい

來て︑やれ末廣がりで候の︑骨磨き
走馬燈

至るまで︑歴史あり古歌あり︑
﹇走馬灯﹈︵名︶1

得ようとは︒

そうばとう

十一佃8囲考へてみると此の長い航
海の印象は︑まるで走馬燈の書のや
うに︑それからそれへと廻り移って︑

﹇草木﹈︵名︶3

殆ど果しがないやうに感ぜられます︒
．そうまとう 与そうばとう
そうもく

五564圃 村中そう出で︑田植だ︑田 草木

911
そうろう一そくしゃほう

候へども︑

﹇候﹈︵助動︶22

候ふ

候

十一一梱7國国私一命は惜しみ申さず
そうろ・う
︽ーハ・ーヒ・1︵フ︶・一へ︾

十162図囹 一筋受けてごらんじ候へ︒
日頃承り候ひし程にはな
＋1610図囹
かりけり︒

十171図園こ＼を遊ばし候へ︒
十172漫評甲の程をためし候はん︒
十174図園今一矢仕り候はん︒

候︒

十174図園受けてごらんじ候へ︒
十211國囲母は如何にも残念に思ひ
十212國囲何のために軍には出で候
ぞ︒

そなたが︑ あっばれなるてがらを立

親切に 仰 せ 下 さ れ 候 ︒
十217國圏
はちまん
十219國囲八幡様に日参致し候も︑

て候やうとの心願に候︒

朝敵と共に身命を捨て

歳事は︑朝廷へ恐れ入り諸事と誠に

十二梱9團団
心痛致し居候︒

朝廷へ恐れ入り候事と
朝廷へ恐れ入り候事と

誠に心痛致し居候︒

十二梱10國圏
十二棚11圏団

御歯黒あらせられ候は

誠に心痛致し居候︒

十二湿2國囲
ば︑私は申すまでもなく一門家僕の

深く朝恩を仰ぎ歳事と

者共︑深く朝恩を仰ぎ候事と存じ参
らせ候︒

十二観3國團

﹇添奉﹈︵四︶1

そ

深く朝恩を仰ぎ候事と

存じ参らせ候︒

十二繊3國国
存じ参らせ候︒

そえたてまつ・る

奥州にありて︑御旗あ

︽ーラ︾
あうしう

十二506図園

へ奉る

そへる

きうりにそへて立ててある竹

︽1

げの事承り︑御言をそへ奉らんため︑

﹇添﹈︵下一︶3

夜を日に纏ぎてはせ参じたり︒

十重6

さうして︑其の間に歌を作つ

して居る︒

に︑とんぼが止ったり︑はなれたり

五828

へ︾﹇▽おそえる

そ・える

十2110囲国 あっばれなるてがらを立
て候やうとの心願に候︒

十二棚2霜囲 家名相立ち候やう︑私
身命に代へ願ひ上げ参らせ候︒

十二梱3國団 私身命に代へ願ひ上げ
参らせ候︒

て紙にした＼め︑雪にそへてお后に

十二捌4國國 御取りつぶしに相成り
候はば︑私事も當家滅亡を見つ＼長

お盆に白い雪を盛って︑つ

お目にかけようと︑

そかいない

上致したいと存じてをりましたのに︒
そかい
﹇租界内﹈︵名︶1 租界内

たなくとも私の歌をそへまして︑献

知立3園

らへ居り候も残念に候ま＼︑

つ＼長らへ居り候も残念に候ま＼︑

十一一梱5建部 私事も當家滅亡を見

に候︒

十二梱5圓国 きっと畳悟致し候所存

そかい

租界内には︑野島の日本

賊が︑四方からこれを目がけ

て押寄せると︑城から大きな石を四

六768

五十︑一度に落したので︑

人を始め各國人が生活してゐます︒

十一柵2圏

六777

賊は︑大きなはしごを作り︑

﹇▽じゅうさんぞくみつぶせ

←いくそく・いっそく

これを︑城の前の谷に渡して橋にし

﹇足﹈
﹇束﹈

nvカナカぞく・チャモロぞ

幅が五米︑長さが五六十米︑

其の上を︑賊が我先にと渡った︒

六781

た︒

﹇族﹈

賊

賊が︑千早城一つをもてあま

鼠賊は何千人か死傷した︒

これを霞んだ賊は︑百萬とい

六787

方々で︑官軍が︑賊のひやう

らうの道をふさいだので︑賊はすつ

六791

して居ると︑

六789
こんな山城一つ︑何ほどの事

ふ大軍で︑城の附近一たいは︑すつ

上ると︑

六792

百人逃げ︑二百人逃げして︑

賊はすっかり弱った︒

六738

六793

あしがらやま

東國の賊を平定して︑尊が西

げんこう

かさぎ

元弘の昔︑賊の大軍︑笠置

をお通りになった︒

へお蹄りになる途中︑相模の足柄山

七64

十島ばかりになった︒

始め百萬といった賊も︑しまひには

落して︑賊のさわぐ所を・さんぐ
賊は︑坂からころげ落ちて︑

これにこりて︑賊は︑城の水
正成は︑此の旗を城門に立て

あんざい

十147図

賊は其の勢七萬鯨︑岩角を

山の行在所をおそひ奉りし時︑

十151図

賊が︑これを聞いて︑くやし

此の上は︑ひやうらう攻めに

賊は︑﹁︿略﹀︒﹂と押寄せた︒

宗任は︑もと賊軍の大子に

﹇速射砲﹈︵名︶1 速射

十二8111散兵線からも︑速射砲・歩

砲

そくしゃほう

て︑近頃降りし者なれば︑

九198図

ぞくぐん ﹇賊軍﹈︵名︶1 賊軍

じて一の木戸にせまり來る︒

がって攻寄せると︑正成は︑高いが
さうして︑これをよけようと

傳ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗

六762

ことにした︒

しょうと思って︑賊は︑攻寄せない

六758

五千人齢りも殺した︒

して賊のさわぐ所を射させて︑又々

六755

けの上から大木を落させた︒

六752

て・さんぐに賊の悪口を言はせた︒

六751

をたやして苦しめようとはかった︒

六742

たちまち五六千人も死んだ︒

六739

に射た︒

城のやぐらから大きな石を下 かり弱った︒

があるものかと︑賊が城の門まで攻

六737

かり人や馬でうづまった︒

六733

﹇賊﹈︵名︶21

ぞ そそそ
くくくくく

ぞくする一そこ

912

属する

兵砲等が︑豆をいるやうな機關銃の
﹇属﹈︵サ変︶1

音にまじってとゴろく︒
ぞく・する

汽車が次第に速さを増して︑

ぐっと速度を落しながら一

一時間約二十粁の速度で走った時に

十捌3

は︑

十一864

します︒

十一鵬4園

こ﹂は俗に九十九島と申

ぞくへい ﹇賊兵﹈︵名︶1 賊兵
うんか
十1710図 雲霞の如き賊兵も引退き︑

たゴ城の四方を園みて︑遠攻めにす

︽ースル︾

るばかりなり︒

側面﹇▽さ

直線に進む船のともから︑網が次第

﹇側面﹈︵名︶1

敵の機械化部隊の側面を突

﹇速力﹈︵名︶2

ぜんそくりょく

そくりょく

戦車部隊は︑

速力﹇▽

くため︑全速力で右方へ廻った我が

十二809

そくめん

そくめん

にくり出されて︑其の長さが約五千
俗に

十ニー37 しかし︑其の中でも︑最も
ごふん

﹇俗﹈︵副︶9

それも其のはず︑大阪は俗に

す

九幡6

椅子の形に連なる五つばかり

の星はカシオペイア座で︑俗にいか

い

場がこ＼にあって︑

煙の都といはれ︑大小八千以上の工

七631

ぞくに

古い時代に屡するものとして貴重な

績々

米︒

績績

のは︑古墳と︑其の中から獲見され
る遺物である︒

﹇続続﹈︵副︶5

八55 十月には績績と去って行きま

ぞくぞく

す︒

り星とも山形星ともいひますが︑

九8410 此の聲が四方に呼掛けでもし 九鵬4
たやうに︑今まで敵に附いてみた菖

底←いわそこ・

一ぱいの速力を出せといふの

て︑ぐんく速力が加る︒
十重4

﹇底﹈︵名︶22

である︒

そこ

かわそこ・たにそこ・どんそこ・ふな

青空にうろこのやうに小さ

何時の間にか機膿が滑り出し

臣が︑績々と勝久の所へ集った︒

後にはごく薄い白絹か何か

で空をおほったやうになりますから︑

十一574図 我が砲員の打出す砲揮は︑ 十一㎜6
よく敵艦に命中して︑績々火災を起

俗に薄雲といひます︒

く群生する白い雲は︑さばの斑嵩に

ぞこ

十一柵2

し︑黒煙海をおほふ︒

十一855 其の前後けなげにも︑十人

はんてん

似てみるところがら︑俗にさば雲と

乗そこくの議動機船が︑本島を後
に︑六百海里の北を望んで績々と出

俗に曇り雲とか︑うね雲と

九394

うか︒

敵の船は︑こっぱみちんにく

道端の枯れた草むらの底から︑

軍艦旗を仰いで︑心の底まで

聞えるやうに思ふのは︑空耳であら

かすかに︑ごくかすかに︑轟の音が

八496

しまった︒

だけて︑敵兵は︑海の底にしづんで

六616

の底をとんくふみ鳴らしながら︑

ふせたをけをだいにして︑そ

五39
西洋人はよく牧場の群羊に

いひ︑

十一川3

て行く姿を見るであらう︒

十二819 はるか向かふの岡に︑もの

太陽でも月でも︑おぼろに

たとへるさうですが︑日本では俗に

十一旧1

といひます︒

しか見えませんから︑俗におぼろ雲

十一m9

すごく砂ぼこりを上げて︑敵戦車が
速度

むら雲などいってゐます︒

﹇速度﹈︵名︶5

十皇︑十五皇︑績々と現れて下る︒
そくど

キーがうなる︒

八935 すばらしい速度がついて︑ス
八旧1 汽車はや＼速度が加つた︒

夏の日など︑峯が恐しい程

かいはれる雲です︒

清められた乗員は︑これから訓練に

十一嗣2

むくくとふくれ上ったのは︑俗に

取掛るのである︒

に蒸氣機關を装置したやうなもので︑

十齪6 此の時出営上ったのは︑荷車
速度もおそく︑人の歩くくらみの速

いふ入道雲です︒

くんれん

さに過ぎなかった ︒

ぜっぺき

濡々を通ると︑まるで絶壁

風呂へ片足を入れてびっくり

の底でも歩いてみるやうな氣がしま

九589團

す︒

しました︒底は鐵のかまです︒

九髄3

九価10 だが︑長くつかってみると︑

とつぜん底が抜けて︑湯はす

底の方が熱くなって來ました︒

九鵬4

いや︑命だけは無事だが︑

つかり流れ出てしまひました︒

九獅2園

どうして又底が抜けました︒

風呂の底が抜けて︒

九愉4園

じっと下をのぞき込むと︑

時々ちらりと︑底の珊瑚礁が︑高山

さんごせう

十322団

底はごく長いが︑こんくと

植物の花か何かのやうに浮出して見

えます︒

清水が湧出てみる︒

十405

すると︑箱の底に仕掛けてあ

る水道から水が湧出て︑船は次第に

愚婦1

つまり地峡の脊骨に當る高い

高くせり上げられて行きます︒
せぼね

十伽3

両岸の絶壁︑あたかも屏

びやう

岩山を切通した所で︑幅が底の所で

九十米︑

風を立てたる如く︑流はよどんで底

ぷ

十樹8図

知らぬ青さをた＼ふ︒

明澄の水は︿略﹀︑特に絶

壁をなす奇岩の下には︑底知らぬ淵

十一8011

をよどませてるる︒

たどん

十一813此の湖の一角の底に︑まる

で緑色の炭團でも敷並べたやうな

913
そこ一そこ

﹁まりも﹂をのぞ い て 見 る の も ︑
興であった︒

一

十一818 其の密林の傾斜が四方から
集る底に︑群青の水をた＼へてみる

もトひろ

ちひろ

のが︑ペンケ・パンケニつの湖であ
つた︒

十一912図翻 百尋・千尋海の底︑
遊びなれたる庭廣 し ︒

天氣のよい日︑底が平で︑

上は山の峯のやうに積上つた形に現

十一佃11

それ︑そこを彿へ︒

それ︑そこを突け︒

五805

晩ニナツテ早行ツテ見マスト︑ 七919園

蛙の子どもが︑川ばたで

七921園

三247

ソコニハ︑モウ︑リツパナクモノア

すると︑そこに革の財布が落

ところが︑そこが日頃の手

そこでおもしろい運動を始め

あそんでゐました︒そこへ牛が

練さ︒

七糎6園

ます︒

七978

テイリウヂヤウ

ミが出來テ居マシタ︒

次ノ停留場へ來零時︑ヲヂ

下りマセンデシタ︒

サンバソコデ下りルノカト思ツタラ︑

五欄6

來て︑水をのみました︒

そこへ︑おとひめさまが

鬼の番兵が︑鐵のぼう

出ていらっしゃいました︒

三桝8

四644

七柵5

八808

何の氣もなくあたりを眺めて

みなか者らしい一人の青年が︑

彼はそこに並べてある機械を

列してある機械の前にすわって︑

毎日毎日機械館に來ては︑そこに陳

八801

た︒

そこに立止って︑じっと見つめまし

八693 ﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑彼は

申しました︒

そこへ下仕の女が來て︑﹁︿略﹀︒﹂と

居ますと︑小さい門がありました︒

八426

そこに日本丸の甲板があるのです︒

ちて居た︒

上屋の廊下と向合って︑つい

そこには人が一ぽい居ました︒

命は︑仕方なく︑もとの海ベ

七衙1

五緒9

へ來て︑泣いていらっしゃいました︒

握翫2

を持って立ってゐました︒頼光
は︑そこへ行って︑﹁︿略V︒﹂と

そこへ︑一人の年とった乱費がお出

ソコへ︑オトウサンガハ

そこのかごの中に︑おいも
があるから︑二人で︑おあがり︒

六226園

ラ︑﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤツタ︒

ガオ出デニナツタノデ︑聞イテミタ

ソコへ︑チヤウド︑ニイサン

でになって︑

た︒

暗がりに梅の花︑

お＼︑それよ︑ それ︑そ
この家の垣根の

六川6圃

まつ白な梅の花︒
しばふ

宮城の前には廣い廣い廣場

満洲事愛でなくなった︑國

を語った︒

九125

た︒

入口のそばに池があって︑そ

二人は︑北カロライナ州の砂

め﹂が居るのには︑びっくりしまし

こに甲の長さが一米もある﹁うみが

八悩8

めかけてるる︒

は︑もうぎっしりと出迎の人々がつ

船が岸壁に近づくと︑そこに

指さして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑かたい決心

それは私にお尋ねなくとも︑
そこに槍の名人上島が居ります︒

七837園

八備7

子さんのおとうさんがおまつりして

あれは上野公園にある︒そ
そこの木かげは金魚費︑

宮は︑どうしてもそこをお通

横町曲れば植木市︑

七385囲

こには︑博物館や動物園もある︒

はくぶつくわん

六湿5囹

あるのは︑そこなのですね︒

六番5園

まんしうじへん

て居る︒

があって︑そこの芝生には松が生え

今度は︑胸の爾わきが破れて︑ 六伽8園

四川1その島へ上ってみました︒
そこには︑美しい草が一めん
に生え︑

五157

そこからも二本の足が出ました︒

少し平かな︑ひろい所へ來ま
した︒私たちは︑そこで休むことに

五293

山を下りると︑そこに神社が

なりました︒

五329

そこを立って︑らくだの居る方へ行

私も︑ねえさんと一しょに︑

ありました︒

きました︒

五424

六195

いひました︒

四馴7

そこへ︑大國主のみことと

イッテ來テ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャ
ルト︑

れる白い雲は積雲といひますが︑

十一梛4 千尋の漢谷を刻んで︑其の

四983

そこ

いふ神様がおいでになりまし

底に高瀬川の鳴ってみるのが︑かす
かに聞えるやうな氣がする︒

あるといはれてゐます︒
門其処﹈︵代名 ︶ 8 0

ソコ

の占める面積が五百二十六アールも

塔の中︑一番大きいのはく略﹀︑底

十一欄9国石で積上げた幾多の金字

そこ

二23一 ソコへ︑ハチガ︑アソビ
ニキマシタ︒

二282 ソコへ︑カニガキマシタ︒
キマシタ︒オヂイサンガ︑ソコヲ

二853ココホレ︑ワンワン﹂トナ
ホッテミマスト︑
ツクッテ︑ソコへ︑小サナ松ヲ︑

二875サウシテ︑犬ノ三一カ．ヲ
一ポンウエマシタ︒

おもしろさうに︑歌を歌ひながら來

りにならねばならなかった︒

海が荒れたので︑大そう弱つ 七556

ました︒

て居ました︒そこへ︑一人の水夫が︑

五662

マッテヰマシタ︒ソコへ︑トノサ

︿略﹀︑トノサマノォカヘリヲ

二947 トナリノオヂイサンバ︑

マガ︑オトホリニナッテ︑

そこここ一そこで

914

山のある所を見立てて︑そこで滑走
機の丁幾をしました︒
きうけい

九358 そこで五分闇の休憩があって︑
露天甲板洗となる︒

九378 そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

十719

すると︑まことに突然︑右手

のすぐそこに︑此方をさして突進し
て來る船があった︒

聞多が︑ふと見廻すと︑そこ

はいも畠の中であった︒

十811

そこまではって行った︒

九476図圃雀の子そこのけそこのけ 十814 向かふに火が見える︒彼は︑
お馬が通る

それから先がクレブラの堀割

湖が煮附きると︑そこに三段の

間門があります︒

十協10

又湖ですが︑

です︒︿略﹀︒そこを通過すると先は

重心5

そこへお后からのお使がありました︒

九476図嚢雀の子そこのけそこのけ 十鵬7 もう歌どころではありません︒
お馬が通る
こんちゅう

九749 見れば︑母もそこにるた︒

十104園 昆轟室がありますから︑
そこで調べてごらんなさい︒

十107 そこには︑たくさんの標本が
たんすの引出にはいってみる︒

十一322

めない︒

壁上にゑがかれた壁蜜の

ながら︑何等そこに不自然を感ぜし

十335團間もなくコロールの町の大 十一2611 柱を眞中にして塾側に入口
ちやう
のあるのが︑他に例のない形であり
通に出ました︒そこに南洋聴があ
り︑

︿略﹀︒そこに又 小 さ い 土 橋 が あ っ た ︒

耳蝉9 一歩々々進むにしたがひ︑

たことであらう︒

そこから右へ縦走して︑燕

の絶頂を目ざした︒

十一櫨9

さて埠頭に下りると︑そ

こはけた＼ましい支那人の叫びで一

十一㎜9国

月の世界に都があって︑そ

ぱいです︒

十一m6

生死を超越してしまへば︑

てうゑつ

受けてみる︒

もう淺はかな夢も迷もない︒そこに

十二M8

其の近くにウエストミンス

ほんたうの悟の境地がある︒

十二伽6

イギリスが生んだ光榮ある政治家・

ター寺院がある︒︿略V︒そこには︑

二者・詩人・文學者・獲明家等の墓

そこ

こで天人が舞ってみるなどは︑實に

﹇其処此処﹈︵代名︶2

が一歩一歩に存在し︑

だんく潮が引いて︑もうそ

︵名︶1

ひかはされる︒

そこそこ

北八にさそはれて︑彌次郎は

にんのりそこそこ

そこくに逃出しました︒

九側6

そこく←じゅう

九379 そここ︑で︑﹁お早う︒﹂が言

ここ︑に洲が見え出しました︒

七85

こ＼

そこここ

美しい想像ですね︒

飛行場は目前に來た︒そこ
には︑まだ飛上れないでもがいてる

十一価5

しかも此の函迫は決して

る飛行機がある︒

十一梱2

鐵壁をも貫ぬくべき鋭さを︑かすみ

荒々しいものではない︒そこには︑

門口から子供がたこを持つ

の如く包んだ一道の和氣がただよふ︒

十二211

て出ると︑そこにるたあひるがよち
よちと逃出す︒

里心︑︿略﹀︑そこに現れた諸佛・諸

もするといふのが小人である︒君子

が見えました︒そこで︑神さま

三317すると︑東の方のとほい
國に︑あまった土地のあるの

困ったら悪い事でも何で そこで ︵接︶25 ソコデ そこで

十474 河井君は幾度かかう言って︑

尊の御姿は︑極めて生きくと︑自

はそこが違ふQ

十二348園

何時までもそこを動かうとしなかつ

由に︑美しくも尊くも拝される︒

は︑その國に︑太い︑太いつな

軍畑ひに入口の方へ行くと︑

をかけて︑ありったけの力を

しかし︑まだせまいとお

コレヲフルト︑ナンデモ

ジブンノ思フトホリニナル

三596

なりました︒

またうみの上をお見わたしに

かんがへになりました︒そこで︑

三342

出して︑おひきになりました︒

そこには青々とした野菜を持つた老

そこにて十六歳まで修行したり︒

くらま
十二5210図圏義心も鞍馬へ送られ︑

人が二人頭を下げてみる︒

十二唱8

た︒

夢殿の名は︑そこから起つ
たのであらう︒
さうこだい
途中に讐湖士塁がある︒そこ

門をはいると︑多くはそこ
に廣場がある︒

十二679

たと思ふと︑そこには︑いはゆる水

先頭は︑もう山小屋の右下

から見下す針葉樹林の海は︑

十一817

十一342

と︑そこに一つの神秘境があった︒

十536 村から海へ移した五兵衛の目 十一334 東大門から出て東院へ行く

たいまつ

は︑忽ちそこに吸附けられてしまつ
た︒

十546 五兵衛は︑大きな松明を持つ
て飛出して來た︒そこには︑取入れ
るばかりになってみるたくさんの稻

の鞍部にたどり着いた︒︿略V︒やが

の門が︑第一から第六まで順々に待

あんぶ

十一櫛1

てそこへ登りついた僕等は︑何とい

束が積んである︒

十553 まるで失神したやうに︑彼は

ふすばらしい景色を西の方に見渡し

いよく本丸にたどり着い

そこに突立つたま＼︑沖の方を眺め

十二686

てるた︒

915
そこな一そこら

サマハ︑サッソクウチデノコヅチ

カラデス︒ソコデ︑︿略﹀︑オヒメ
は︑御自分の劒をくだいて︑五百本

しになりませんでした︒そこで︑命

紙に﹁貸家﹂と書いて張って

らだんく装い所へ移って︑
七摺1

しかし︑これでは︑漢文流

に﹁サウモクアヲシ﹂と讃むことも

十一658

ク

サ キ

ハ

ア

出來る︒そこで︑ほんたうに間違な

の釣針をお作りになりました︒

置くと︑いたづらな子供が︑ぢきに

ヲプリマシタ︒

以來めんだうな政治の事

は若い者たちに任せ︑身輕になって

イ

く混ませるためには︑﹁久佐幾波阿

ヲ

破ってしまふ︒そこで︑考へた家主

みこと

日本武尊は︑其の後︑東の國

遠賀﹂とでも書かねばならなくなる︒

六336

は︑厚い板に書いて︑しっかりと釘

十二櫛5園

家へかへりたくなりまし
の悪者を平げよといふ勅を︑お受け

で打附けてしまった︒

三柵3
た︒そこで︑ある日︑おとひめさま
になりました︒そこで︑尊は︑わっ

老後を送りたいと思ふ︒そこで︑今

渡るといっても︑水になれた

日は︑我が王國を三分して︑三人の

かの供人を連れ︑東をさして御出畿

人夫の肩に乗るか︑手を引いてもら

娘たちに與へることとする︒

七冊8

に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂といひました︒

四 6 5 ま た 夕 方近くなると︑東

ふかして渡らなければならない︒そ

になりました︒

こで大勢の人々は︑口々に人夫を呼

の方の村々も︑すっかり日か
︿略﹀︑だましうちにする外はないと

村々の人たちがさうだんして︑

六356此の國に居た悪者のかしらは︑

んで︑我先に渡らうとする︒

げになってしまひます︒そこで︑
思ひました︒そこで︑尊をうやく

なう︑そこな人︑其のや

そこな ﹇其処﹈︵連体︶1 そこな

﹁︿略V︒﹂といふことになりまし

うに安いものではござらぬ︒

十二588園

自然父上のごきげんを損

そこ・ねる ﹇損﹈︵下一︶1 損ねる

︽ーネル︾
せんがく

から︑父は︿略﹀︑往復四粁もある
たかなわ

十二幽5園

折から南へ飛行中だつたつば
めは︑︿略﹀︑もう身動きも出來なく

八92

そこびかり・する ﹇底光﹈︵サ変︶1

ねるやうなことになるかと存じます︒

高輪の泉岳寺へよく連れて行った︒

思った︒そこで︑蝕像が四五歳の時

し︑氣を強くしなければならないと

どうかして子供の腔を丈夫に

しく迎へて︑いろくおもてなしを

朝は物のかげが非常に長い

しながら︑申しました︒
ひじやう

七299

が︑だんくちゴまって︑お書下に

客寄2

た︒

四85 そこで︑大ぜいのだいく
を集めて︑舟を作りにか＼り
らいくわう

なると︑かげの方が其の物より短く

ました︒

四578 天子様は︑︿略﹀︑頼光と

なり︑それから又だんくと長くな

底光りする ︽ースル︾

つて行く︒そこで僕は︑一日の中に︑

なってしまったのです︒そこで︑其

十一柵3

んどうじをたいちるやうにお

物の高さと其のかげの長さとが︑ち

の國の人々は︑此の疲れはてた鳥を

いふえらい大しゃうに︑しゅて
いひつけになりました︒そこで︑

やうど同じになる時があるに違ひな

つては︑筆舌のよくするところでは

で底光りする鐵の色︑︿略﹀等に至

更に其のしっとりと滑らか

頼光は︑五人の強いけらいを

拾ひ集めて︑

ない︒

九268

二人はそこらを見廻してみた

た皮ぼんやり見てみるだけで そこら ﹇其処﹈︵代名︶3 そこら
一壷どれがどうなのか︑さっぱ

が︑男の子は︑やがて仕事皇の上の

は︑

九998

みぶん多い︒そこで︑僕は又迷った︒

しかし︑天文學のカードもず

いと考へた︒

ちやうど同じになった︒そこで︑す

九946

つれ︑

して︑向かって來ましたが︑頼光

四713外の鬼どもが目をさま 七313棒の長さとかげの長さとが︑
ぐに木のかげを計った︒

り見取が附きません︒そこで︑先づ

大阪が水の都ともいはれるわ
けは︑こ＼にあるのです︒そこで︑

よひ︑

そこらにランプがあり︑め

がねがあり︑天ぷらのにほひがた〜

十二204

そこらへ腰をおろす︒

みんなは待ってるたやうに︑

物をあれこれといちり始めた︒

いふ風に連絡するか︑こ＼がパナマ

十一佃8

眞北へ向かって立って見ませう︒

其の水面は︑海から曲る掘割
の水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

十悩5

運河の構造の一番おもしろい所です︒

そこで︑此の高さの違ふ水面をどう
に︑やっと長い地下の生活が終るの

土の中へもぐってから七年目
です︒そこで油蝉の子は︑深い所か

七959

上げられます︒

小船で川や堀を傳って大阪の町々に

大阪の港に集って來る船の積荷は︑

七652

たち六人に︑みんな殺されてし
まひました︒そこで︑頼光は︑
︿略﹀︑めでたく都へかへりまし
た︒

四 柵 3 の こ っ た舟は︑ちりぐ
になって逃出しました︒そこで︑

百合若の軍ぜいは︑舟を出し
て追ひかけ追ひかけ︑
五備5 兄神は︑どうしても︑おゆる

そしきする一そちら

916

する

︽⁝サ︾

そしき︒する ﹇組織﹈︵サ変︶1 組織

ぐ三人の判事︑大審院は五人の判

十二慨9 地方裁判所・控訴院はそれ
事で組織される︒

そしょう
そしょう ﹇訴訟﹈︵名︶1 訴訟
しよう

疏水

そ
十二旧10此のやうに︑人々相互の訴

なんぜん

﹇疎水﹈︵名︶1

訟をさばくのが民事裁判である︒
そすみ

そすい
そすみ

十一92 南暉寺の山門を尋ねて途に
租税

そぜい

﹇租税﹈︵名︶1

疏水を見るのも感興が深い︒

そぜい

︽i

せた︒

六786

さうして︑其の上へ油を注が
よど
市を流れる淀川は︑幾筋にも

わん
分れて︑西の大阪轡に注いで居ます︒

七642
きれいな海水が︑細かいあわ

富士川が注いで︑其の濁流を

を立てながら︑どの箱にも注いで居

八価6
ます︒

九戸2

正面にや＼遠くか＼る瀧は︑

遠く海上に押出してみるのが見られ
る︒

十454

ひ

だ

﹇育﹈

自動車で走ると︑幾千・幾

︵五︶1

撃の壮観が思ひやられる︒

そだつ

そだ・つ

更に右へくとのびる飛騨

山脈が︑︿略V︑紫紺のはだ鮮かに︑

七帽8此の父母の下に︑此の家にそ

︽iッ︾

十一伽9

そ︑り立ち︑うねり績く雄大荘子な

育てる

さうして︑おばあさんと二

︽ーテ︾

そだ・てる ﹇育﹈︵下一︶2 そだてる

ことにいはれのあることである︒

本ど仰がれるやうになったのは︑ま

だった乃木大將が︑︿略﹀︑武人の手

姿︒

それは︑大空の一角にそ︑

り立つ御影石の岩塊である︒

十︻㎜8

さうして︑此の齪舞を一層

をの

美しくするものは︑前景にそ︑り立

十二656

つ二本の松である︒

樂隊のしらべが︑高く低く︑

十二槻8

かげき
冬の夜は歌劇劇場の窓が紅

萬とも知らぬ美しい窓が︑我々の心
をそそる︒

十一一伽3

そゴろ

紫の電燈ににほって︑都人の心を
﹇漫﹈︵形状︶4

そ︑る︒

そぞろ

ほう

遂に北方の天を望みて崩

しのばれるのであります︒
ぎょ

十一41図

御ありし御心事を察し奉れば︑涙
そ球ろ︑今日の敵飛行場爆

そ球うに林示じ難し︒

十一柵5

る︒

國語こそは︑まことに我我を

七833園

そちは︑なぜあんな事を言

信長はさっそく藤吉郎を呼

たゴ︑殿がそちの考を言へ

そちの考を聞かう︒

六133困

そちは末廣がりを知らぬ

ついては︑二十四日午後三

そちら ﹇其方﹈︵代名︶1 そちら

な︒

十二619園

し上げたのです︒

と仰せられたから︑私の思ふ所を申

七852囹

七桝1囹

そちはどう思ふ︒

七783園城の修理をそちに申しつけ

か︒

けたら︑一腔何日で出來るといふの

んで︑﹁では聞くが︑そちに申しつ

七778囹

つた︒

七767囹

そち ﹇其方﹈︵代名︶7 そち

のである︒

育て︑我々を教へてくれる大恩平な

九悌4

人でそだてました︒

十二723麓に三條の堀を廻らし︑斧 四283
を知らぬ密林におほはれ︑其の上に
そ︑り立つ天守閣はあたかも司令塔

そ＼り

そそる そ＼る

下にた＼み重なる岩間を縫ひながら︑

く開け︑潮水北に注ぎ︑しかも波甚
だ荒し︒

古來刀工の苦心は此の上に

﹇聲立﹈︵五︶7

注がれて︑特殊の鍛錬法を嚢達させ

十一㈱2
た︒

そそりた・つ

立つ︽ーチ・ーツ︾

大御心のかたじけなさ︑
そ窟うに涙のわき出つるをおぼゆ︒

大空にそ〜り立つ二十階・ 十43図

中門をはいると︑左に五重
堂が荘嚴にひかへ︑

の塔が大空高くそ︑り立ち︑右に金

十一2710

私の胸ををどらせました︒

電信塔の眺が︑何といふことなしに︑

十332国島の中央にそ㌧り立つ無線 十欄8園 そ球うに︑乃木將軍の詩も

三十階の大建築︑

九4910囲

︵五︶3

の如く︑

瀧は三十米の空から白い絹を そそ・る

分流曲折して橋下へ注ぐ︒

十461

七駕7

︽ール︾

年の間租税を免じて︑民のかまどの

そぜい

七727 昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀︑又三

さらしかけて︑下の瀧壺に吸込まれ

ヨロコ

注ぐ

胸をそ︑るやうにひゴきます︒

るやうに注いでみる︒

コタ

︵四・五︶8

十一945﹇図ナニヲー以北は海やうや

煙の立つやうになったのを大そうお
﹇素性法師﹈︹人名︺1

喜びになりました︒

素性法師

そせい

そせいほうし
そせい

十一58 素性法師
先以來

そせんいらい ﹇祖先以来﹈︵名︶1 祖

﹇祖先伝来﹈︵名︶1

以來の感情・精神がとけこんでをり︑

九靭9 だから︑我が弾語には︑祖先
そせんでんらい

ヨ

九753園 甚次郎︑此の冑は祖先傳來

祖先傳來

チン

の寳︑これをお前にゆつる︒
ソ ソウ
﹇祖宗﹈︵名︶1 祖宗

そそう
ソソウ

十一6010図園朕ハ汝等ノ忠烈二十リ︑
﹇注﹈

祖宗ノ神璽二射フルヲ得ルヲ澤ブ︒

そそ・ぐ

イ・ーガ・ーギ・ーグ︾﹇▽ふりそそぐ

917

時頃そちらへ着く乗合自動車で参り
たら︑

ソット

指さきに

鳥も鳴かな

ついたにほひ︒

花も咲かず︑
そっとしのび寄つ

ごらん︑すべてのもの
春が

そっと行って︑輕く背中を
友人がそっと立って窓の戸

私は︑荒なはで枝を釣った

そっと

そと

ソト

外

ソトヘデテ︑空バカリミ

﹇外﹈︵名︶4一

二了6

ワタクシバ︑ケンチャンヲ

テヰマス︒

二337

ツレテ︑外へ出マシタ︒
ガ︑

イツノマ

ニカ︑

マッシロ

二782マドノ外ノツバキノハ
ニナリマシタ︒

二三3ネエサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ソットアゲ

イッテ︑シャウジノガラスカラ︑

ドテノ土

外ヲ見マシタ︒

二欄5圏

五408

すると︑水がさっとあふれて︑

ふっと︑あかりを消したれ

外へ流れ出ました︒

五946圏

二人は︑兄うかしの家へ行つ

ば︑ 外は明かるい月のかげ︒

て︑外から大骨に︑﹁︿略﹀︒﹂と呼び

六69

ました︒

六192中ニハ︑釘ノ二二︑外ノ釘ガ

いなごは︑せまい園の中から︑

ブラ下ツテ居ルノモアル︒

僕は︑此の二つを︑重ねたり

外へはひ出さうとする︒

六248

六488

けしき

別々にしたりして︑机の上を見たり︑

ツクシノバウヤガ ノゾイ

テ︑

外の景色をのぞいたりして居た︒

思ひになって︑少し戸の外へ出よう

二階へ上って︑ガラス戸から

見えて︑ひっそりとして居る︒

外を見ると︑全燈が︑何だか︑ぼん

六857

やりと明かるい氣がする︒

から窓ごしにおつしゃつたので︑私

六欄4﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外

とうく泣出したので︑私が

は︑急いで庭へ出ました︒

七㎜6

七㎜8

僕等の船は︑左右の網船から

外はまるで書のやうだ︒

おぶって外へ出た︒

五61天手力男のみことは︑この

二つの目だけを砂の間から出

かしながら︑外を眺めて居ます︒

して︑ぎょうりきようりと目玉を動

八衛1

さをで押されながら︑網の外へ出る︒

八偽9

或日︑岸の草につかまって︑

色が開けた︒

しかし︑すぐまたトンネルの 八侃9 外には︑白雪にうつもれた景
外へ出ました︒

五342

とうく池の外へ出て見ました︒

五166

申しました︒

大神のお手を取って︑外へお連出し

時とばかり︑さっと岩戸をあけて︑

あめのたちからを

となさいました︒

外は︑もう︑人通りがないと

タラ︑外ハ︑ソヨソヨ春ノ風︒

ンノウチヘアソビニ行カウ

連絡船が大泊に着いた時は︑ 三926オヒルカラ︑私ハ︑正雄サ 六834

港内一面の濃霧で︑甲板を過ぎる夕

十一998

︵副︶1

る黒い土を見つけた︒

松の根もとに︑そっと顔を出してゐ

十一一欄5

うに入込んで︑

をあけると︑清い月の光が流れるや

十一籾6

た＼く︒

九974

てるるのを︒

の上に︑

いけれど︑

八欄6囲

足下

ますから︑どうか︑よろしくお願ひ
いたします︒

﹇足下﹈︵名︶1

﹇其方﹈︵代名︶1

である︒

そっち

︵副︶10

節おもしろく鳴いて居る︒
そっと

ト思ッテ︑外へ出マシタ︒

自分とても︑彼等を法衣の

四脳2園 福は内︑鬼は外︒
四塒8園 鬼は内︑福は外︒
四鵬2園 鬼は外︑鬼は外︒
四櫛3囹 鬼は外︑鬼は外︒
五54 大神は︑いよくふしぎにお

風が︑そっとする程冷たく感ぜられ
た︒

袖﹇▽はそで

母の手は︑堅く五郎三郎の袖

﹇袖﹈︵名︶5

るが︑

十一期10

かへし

若宮堂の舞の袖︑

るやうな雲です︒

十二477図圃

つのをだまきくりかへし︑

居並ぶ大名・小名︑二人

し人をしのびつ＼︒

十二535図

の心をおしはかりて︑袖をぬらさぬ
はなかりけり︒

し

天女の輕い舞の袖を思はせ

袖にくるんで助けたいのは山々であ

十柵4囹

にすがってみた︒

十餌1

そで

八626間そっと起して立ててやつ

る︒

の裏へ廻って︑足の先だけ見せて居

六238 そっと近づくと︑くるりと葉

い頭と目が光る︒

のぞいて見れば︑長いひげ︑ 黒

五933圏 そっとあかりを 近寄せて︑

匹止って居る︒

らみの高さの所に︑あぶらぜみが一

五812 そっと行って見ると︑二米ぐ

ソットヤッテ來マス︒

四伽4 シカシ︑北風が少シユダ
ンヲシテヰルト︑暖イ南風ガ

タラ︑

二榴2圏 ドテノ土 ソットアゲ
テ︑ツクシノバウヤガノゾイ

そっと

七一1 轟は︑そっちにもこっちにも︑ ぞっと

そっち

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ

移して︑地球を太陽の中心に置くと

十二捌8 今かりに其のま＼そっくり

そっくり ︵副︶1 そっくり

しながら︑心から禮舞した︒

ちが現れて︑修行者の足下にひれ伏

十二備1 諸くの尊者︑多くの天人た

そっか

そっか一そと

そとがわ一その

918

に動いてみる︒

かへで

お

外側を廻って居るものも︑

つまり外側に居るものは︑

それで︑ちやうど内側も外

た︒

八159園

今年こそ︑新しい首を供へ
ぶつ

年とった上品な尼さんが佛

あま

なければならない︒
だん

十一169

そなた

壇に花を供へて︑静かにお纒を讃ん
﹇其方﹈︵代名︶13

でるる︒

そなた

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ
出されて︑
はちまん

そなたが︑あっばれなるてがらを立

それ程︑そなたが思ひ込ん

そなたは︑どう思ひます︒

て候やうとの心願に候︒

十㎜4園

でるたのに︑實は十四日の夜︑人を

十椥7園

しかし︑雪はまだたくさん

やって雪を取捨てさせたのです︒

十絹3園

魚に富む川︑畏い牧場のある此の境

域の領主と︑そなたをするのだ︒

では︑これがそなたの領

今日から︑そなたの所で

十二儒10囹

地ぢや︒

世話にならう︒

十二術4園

そなたたち ﹇其方達﹈︵代名︶2 そな

それを︑そなたたちの口

から聞きたい︒

十二搦9園

きたい︒

か︑それを︑そなたたちの口から聞

一番此のわしを大事に思ってくれる

十一一燭8園 そなたたちの中で︑誰が

聞けば︑そなたは豊島沖 たたち

の海職にも出でず︑︿略﹀︑母は如何

十209國囲

にも残念に思ひ候︒

外廻り

織田信長の居た尾張の清洲城

nVおそなえもの
供へる

あられひしもちお白酒︑
ばんじん

塁壁の蕃人には︑もと︑人の

残ってみたといふから︑何と言って

さあ︑そなたの其の歌とい

もそなたがりっぱに勝つたのです︒

十川6園

なうく︑そなたは何を

ふのが聞きたいものですね︒

なうく︑そなたは定め

わいわいわめいてゐられるぞ︒

十二553園
十二593園

て主人持でござらう︒

では︑此の線から此の線
茂った森林︑豊かな平野︑

までを︑そなたに與へる︒

十ニー39園
十二研10園

ダッタ︒

サキハ︑

二22圏

大和の國には︑群がった

オバアサン

ソノ その 其

バ︑ソノモモ

ヒロイ︑ヒロイ

ツヅクタンボノ

ソノモモヲミセマシタ︒

ウミ

ソノ

ヘッテキタトキ︑オバアサンガ︑

一563オヂイサンガ︑山岸ラカ

タ︒

ヲヒロッテ︑ウチヘカヘリマシ

一556

キツケテ︑スグヤッテキマシタ︒

一525ネズミハ︑ソノコエヲキ

ノ 其の

その ﹇其﹈︵連体︶脳

た香具山に登って眺めると︑

山々があるが︑中でもそなはり整つ

十二麗2

そなはり整ふ ︽ーッ︾

そなわりととの・う ﹇七里﹈︵五︶1

十218國国母は其の方々の顔を見る

﹇外回﹈︵名︶1
だのぶなが

がくつれた︒

﹇備﹈︵名︶1

そなえもの

﹇供﹈︵下一︶8

たいわん

しかし︑お祭が近づくと︑蕃

四十齢年は何時の間にか過ぎ
て︑もう供へる首が一つもなくなつ

八157

度に首を取って供へて居た︒

八154外の部落では︑毎年祭がある

供へることにするがよい︒

しておいて︑これから毎年一つづつ

それでは︑其の首を大切に

と申し出た︒

人はぜひ首を供へなければならない

八139

首を取ってお祭に供へる風があった︒

八132

供へてけふのひなまつり︒

四榴4圏

︽1へ・−ヘル︾且vおそなえる

ぞな・える

て︑後のぞなへを怠り居らん︒

八646図讐敵はけはしき山をたのみ 十2110引墨 八幡様に日参致し候も︑

そなえ

そなへ

は︑或日︑大風で外廻りの塀や石垣

七738

そとまわり

側も揃って進めるのだ︒

八七7園

大急ぎで進んで居る︒

八津5園

時に進んで居るだらう︒

内側を廻って居るものも︑揃って同

壁書2園

九986 窓の外には︑楓の枝がそよ風そとがわ ﹇外側﹈︵名︶3 外側
九柵4 一週間ばかりたって親子とも
馬屋の外へ出しますと︑北斗は︑お
くびやうさうな目つきをして︑始め
て見る世界をさも珍しさうに眺めま
した︒

九衛6 機内の席に着くと︑小さいと
びらが外からぽんとしめられる︒

十698圃 ふとゑがき出す 夏の夢︑

外はちらく 雪が降る︒
十976図 張良は内にはかりごとをめ
ぐらし︑韓信は外に兵を用ひて︑何
れも大功を立て︑

十川6 さうだと思ふと︑僕はすぐ外
へ出て見た︒

十衛1 其の時︑外から婦つた母が︑
二階へ上って來た︒

十僻8 ﹁あじあ﹂は防音装置がして
あるので︑外の響が車内にやかまし
くは聞えない︒

る︒

十﹁249 外はうら＼かな春の日であ
十一384 教室の外は︑うら＼かな初
夏だ︒

の葉が一日毎に緑を増して︑風にそ

十一4710 研究室の窓の外には︑木々 八145園

停車場の外に出つれば︑

よいでるます︒

十一一41図

秋晴の空はあくまで澄みて︑暖さ春
の如し︒

十二柵3 外は次第に暴風︑雷雨︒

919
その一その

バ︑ソ ノ

ハヒ

ヲモラッ

ノ方デ︑

牛若丸は︑その時︑あふぎ

ソノクダガヤブレテ︑

ンテンシュが一生ケンメイニ
ナッテ︑ハヅサウトシテヰルト
コロデス︒

三972園

ｧ6

美しい玉や貝でかざつ
た︑そのこてんは︑目もまぶし

こんな時に玉手箱をあ

いほどきれいです︒

三梱1

木は︑その高いこずゑに︑時々

三716囹それもよいが︑だれが︑ けたら︑どうかなるかも知れな
いと思って︑︿略﹀︑そのふたを
そのす江をつけに行くのか︒
三804すると︑その水の中から︑ あけました︒
四46いつの間にか︑くすの
まつ白な長いひげの生えたお

はどうでせう︒

きこえたら︑にげることにして

三708園 大きなすばをねこの
首につけておいて︑その音が

中ノ空氣ガヌケテシマッタノ
三54一 スルト︑ソノアシダノカ
デス︒
ゲニヰタ一寸ボブシバ︑
三702 その時︑ 一びきの子ねず 三年1園 それなら︑をぢさんにそ
のかめを責っておくれ︒
みが︑前へ出ていひました︒

た＼きました︒

でべんけいのうでを強く

三454

二79ーソノタビニ︑コタツノ上 三427園その刀がもらひたい︒
ノ上ニシワヲヨセマス︒

ノネコガ︑ サムサウニ︑ ハナ

二81一 ソノ時︑オトウサンノカ

ホヲ見マスト︑ヒデノ先揺︑
水ノ玉ガツイテヰタノデ︑
二88ーオヂイサンバ︑ソノ松ノ
木デ︑ウスヲコシラヘマシタ︒

マタソノウスヲカリニ來マシ

二892 トナリノオヂイサンバ︑
タ︒

ヂイサン

二904犬ヲカハイガッテヰタオ
テ來マシタ︒

二993 ソノ時︑ニハ
﹁︿略﹀︒﹂ト︑ウグヒスノナクコ

ちいさんが︑出て來ましたQ

ました︒

取って︑何べんもおれいをいひ

の早いことでした︒

した︒

そののち︑早鳥は︑︿略﹀︑

見ルト︑ソノ車ヲ︑今ウ 四357 その時︑たくさんの天人

てしまはう︒

が︑雲にのって下りて來ました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑その子どもが

四咽6 その子どもは︑この時︑
みんなからはなれて︑前の方
にある木のそばへ行きました︒

その通りに︑みんながし

いひました︒

四461

四462

大きな岩があって︑その

てみました︒

そばに︑一人のおちいさんが

四594

頼光は喜んで︑そのつぼ

立ってゐました︒

を受取りました︒

四606

四628園私は︑天子檬のおほせ
を受けて︑その鬼をたいぢに

來ました︒

頼光は︑しゅてんどうじを

四餌2 そのそばに︑鬼の番兵
が︑鐵のぼうを持って立って

ゐました︒

四701

その首を切落しました︒

呼びおこし︑刀を抜いて︑︿略﹀︑

四705 けれども︑頼光のいきほひ
におそれて︑そのま＼落ちてし

三ちゃんは︑まん中にポ

まひました︒

ストをおいて︑そのそばにす

四775

四818 三ちゃんは︑その手紙を
雪子さんの所へ持って行って︑

四341園それでは︑その晩には︑ わりました︒
四777 その間に︑三ちゃんは︑
兵たいをたくさんやって︑月の
かばんを取りに行きました︒
都の使が來たら︑討ひかへし

まはりをとび歩きました︒

四153

ぼくはうれしくて︑その

みやこの方へたびく通ひま

四121

のだらう︒

三851木こりは︑そのをのを受 四115園その力がのりうつった
ました︒

三331 かけごゑいさましくおひき 三903その手には︑美しい金の
をのが︑きらくと光ってゐ
ました︒

神さまは︑その土地をこ 三946 ソノ自動車ニノッテ來タ
ラシイ︑三人ノ知ラナイヲヂサ
ンガ︑立ッテヰマシタ︒

三955

トイヒマシタ︒

神さまは︑その土地にも 三948ソノ中ノ一人ガ︑﹁︿略﹀︒﹂
一ぽいおひきになりました︒

つなをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑力

三346

ろくなさいました︒

の國につぎあはせて︑國をひ

三336

ぎれて︑うごき出しました︒

になりますと︑その土地がち

三317 そこで︑神さまは︑その國
に︑太い︑太いつなをかけて︑

わたしくらみもあったかね︒

三264園 その大きなばけものは︑

さい︒

三154園そのはこをかしてくだ 三823その手には︑美しい金の 雲がか︑るほどになりました︒
四98おどろいたのは︑その舟
をのが︑きらくと光ってゐ

エガシマシタ︒

一一

その一その

920

その代りに︑天人のま

でも︑その羽衣がない

ふせたをけをだいにして︑そ

今年も︑ちやうどその大蛇

さうして︑今度は︑水を鼻へ

浮いて居るせんべいを拾ひ上げまし
た︒

吸ひこんで︑その水で自分のからだ

五414
を洗ひました︒

そのらくだは︑片目ではあ

いひました︒

とおっしゃいましたQ

五佃5すると︑其の神様は︑﹁︿略V︒﹂

其の後︑命は︑二つの玉で悪

て︑そばに︑一本の大きな木があり

五㎜4心気の門のわきに井戸があっ

ます︒

者どもを平げ︑よく國をお治めにな

五囲6
まったくその通りです︒

りませんか︒

五437園
五441園

りました︒

え

大和へ御進軍になった神武天

おと

皇は︑︿略﹀︑其の地方に勢力を張つ

六13

やまと

いや︑私はそのらくだを見

そのとちゆうで︑この男に

たのではありませんQ

五451園
五478園

一々見

天皇は︑御心のうちに︑をか

しいなとお思ひにはなりましたが︑

六44

へりました︒

韻学烏は︑其のま＼とんでか

て居た兄うかし・弟うかし兄弟の所

片目だらうの︑︿略﹀のと︑

そのらくだが片目だといふ

たやうに申すのでございます︒

五504園

其の時です︑どしんと大きい

其の日は︑朝から︑大勢の人

其のうちに︑一人の美しい少

が出はいりしました︒

六284

音がしました︒

六95

としの大きいのがしかけてあります︒

うど︑獣を取るのに使ふやうな︑お

よく見ると︑其の家の中には︑ちや

其の願をお許しになりました︒
みことは︑その神様にお尋ね 六53 新しく家を建てたばかりか︑

ことは︑どうしてわかったか︒

五604

へんじ

になりましたが︑返事をなさいませ
ん︒

その時︑ひょっこり出て來た
その客は︑水夫に向かって︑

のは︑ひきがへるでした︒

五664

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑水夫は︑﹁︿略﹀︒﹂

といひました︒

國の悪者を平げよといふ勅を︑お受

になった日本武尊は︑其の後︑東の

熊襲をうつて︑都へおかへり

女がまじって︑かひがひしく働いて

その間を︑私たちは︑書は暖 六287

すると︑そのおそろしい男が

六335

な日に照らされ︑夜はきれいな月を

サウシテ︑ソノマ・ジツトシ

浮かべながら︑ゆっくり歩きました︒

五983

テ︑動地ウトモシマセン︒

五767

居ました︒

五718

六21

出あひますと︑向かふから︑﹃︿略﹀︒﹄

ソノ尾ヲ下シテ來テ︑サヲニ

ツケルカト思フト︑マタ腹ヲフクラ

ソノ度二︑鯉ノカゲガ︑地ノ

マセテ︑ヲドリ上りマス︒

五263

上ヲ泳ギマス︒

五296

さうして︑そのらくだは︑

が出て軋る時分になりましたので︑

その通りに用意して待ってる

その大蛇をたいぢてやらう︒ 五484園

泣いてみるのでございます︒

五215園

の外には︑何のかざりもありません︒

具が︑きらきらとしてゐますが︑そ

ぐ

五93団

の底をとんくふみ鳴らしながら︑
かな
一切白木づくりで︑金の金

五39

と︑まふことが出來ません︒

四柵2園

か︒

ひをまって見せて下さいません

その時︑大ぜいの神様が 四僻6圏

お通りになって︑﹁︿略V︒﹂とお

四968
尋ねになりました︒

四欄2気早く川の水でからだ

白兎がその通りにしま

を洗って︑がまのほをしいて︑
その上にころがるがよい︒

四柵4
すと︑からだは︑すぐもとの
やうになりました︒

四川5 白兎のいった通り︑大國
主のみことは︑その後︑えらい
お方におなりになりました︒
四佃7 きれいな島がありました
五225園

へ︑

ので︑百合若は︑︿略﹀︑その島
五229

と尋ねるのでございます︒

へ上ってみました︒
．四嗣8 その後︑何年かたってか
五26一

ると︑間もなく大蛇が出て來ました︒

らのことです︒
四備8 雲太郎きゃうだいは︑その

男に﹁こけ丸﹂といふ名をつ
け︑

その弓を取上げ︑鐵の矢を

四伽4 こけ丸は︑にっこり笑って

の間から︑私たちの孔門や役場が︑

その方へ行って見ますと︑木 五606
小さく見えました︒

そのぶらくした長い鼻は︑

象は︑たえず鼻を動かして︑

だれかが︑その中へせんべい
を一枚投入れますと︑象は︑︿略﹀︑

五402

ぐその先ではさみ上げます︒

何かたべる物でも落ちて居ると︑す

五387

開いたり︑閉ぢたりします︒

よく見ると︑先が蛇の口のやうで︑

五383

つがへて︑満月のやうに引きし

れふしは︑その着物を

われこそ︑その百合若

ぼりました︒

だ︒

四伽8囹

四白1

取って︑持って行かうとしまし
た︒

四掛2 すると︑その松の木の
後から︑一人置女が出て來ま
した︒

921
その一その

けになりました︒
センバウキヤウ

僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト

習ひました︒

イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二

六377 手早くあたりの草をなぎはら 六柵9
ひ︑火打石で火をきって︑其の草に

聖堂9圓其の廣場の中を通って行く

目が附イテ居ルカラ︑

六424 其の時︑おとうさんと私と︑
と︑お堀をへだてて二重橋が見え︑

おつけになりまし た ︒

停車場まで迎へに出てやりました︒

其の松の下に︑石の地温様が

仕方がなく其のま＼家へ七つた︒
ぢざう

七206

立っていらっしやる︒

其の頃から︑串間は︑書いた

みんながいろくな事を言ふ

んぼの一部で︑もう苗代の仕事が始

七244
る︒

七292

が︑誰もまだ其の木のほんたうの高

お堀をへだてて二重橋が見

さを知って居る者はない︒

お豊頃になると︑かげの方が

んくと長くなって行く︒

其の物より短くなり︑それから又だ

七298

え︑其の右の方には︑木の間から御

言い通は︑中央が車道とい

何ですか︑其の歩道といふ

所のお屋根も拝される︒

六495 其のさかさまに見える景色を︑ 六伽2囹
大きくして見ようと思って︑

六507 さうして︑其の一枚を︑ぐる
のは︒

六伽2園
六㎜6園

くと巻いた︒
るくらみの大きさに巻いて︑其の一

の高さと其のかげの長さとが︑ちや

七301そこで僕は︑一日の中に︑物

今度は西側の口からはいらう

河成は︑くやしく思ったが︑

す︒

七369

暖い日曜日ですから︑今日は

箱に土を入れ︑よい種を二十

夕食後は僕等の最も冒しい

器の御飯を︑見るく平げてしまひ

しいこと︑大きなアルミニウムの食

ます︒

七503国

九時置は消燈ですから︑其

自由時間で︑其の間に思ひくの事

をします︒

の前に日記をつけたり︑手紙を書い

七518団

たりします︒

な家庭で︑其の日常生活の間に︑軍

七534團兵螢は︑いはば一つの大き

高い天井︑

腕の太さ

機械のひゴき︑

其の

いうくと其の場を立去った

人としての精神をやしなふ所なので

す︒

七594

工場の

てんじゃう

義光は︑やがて宮に追附き奉った︒

動く起重機は︑

七603圃

下に

働く人の

ものすごい

其の中に︑

七621圃

それも其のはず︑大阪は俗に

よ︑ 筋肉の たくましさよ︒

七628

其の川水は︑市内幾十といふ

煙の都といはれ︑

堀から堀に通じ︑

七643

中之島及び其の附近には︑近

代的な高い建物が並び︑島の東端に

七673

公園はさして廣くはありませ

は中之島公園があります︒

七676

けしき

んが︑大川をめぐらした眺は大阪ら

しい景色で︑其のま﹂水の公園とい

董がうす赤で︑黄色い葉が重

七699

仁徳天皇をおまつりしてある

にんとく

なったま・下を向いて︑其の先は︑

食事をしますが︑其のおい

つてよいくらゐです︒

七498囲

まだ土から出きらないで居ます︒

七417

ふりかけました︒

程︑行儀よく並べて︑其の上に土を

七405

から其の用意をしました︒

朝顔の種をまかうといふので︑ひる

七397

いで錦って行った︒

海賊どもは︑其のま＼船を漕

に︑午前と午後に一回つつあるので

とが︑同じになることは︑一日の中

七319園物の高さと其のかげの長さ

と考へた︒

うど同じになる時があるに違ひない

つて︑電車や自動車が通る所になつ

其の頃︑東京市中は︑いたる
元帥の家の人々は︑手甲ひに︑

尊は︑其のお櫛ををさめて︑
さうして︑其のさをの先に︑
附けて︑

七171

つきしまった南側の戸があいた︒

とすると︑又其の戸がしまって︑さ

七159

と閉ぢた︒

七157

すると︑其の戸が急にぴたり

赤いしるしのあるはんてんをしばり

七97

媛のお墓をおつくりになった︒

七62

其の方へと走った︒

六㎜5

ところに火災が起って居た︒

六髄7

りっぱな橋がたくさんか＼つて居る︒

六悩1囹此の川には︑其の外にも︑

て︑人の通る所があるのだ︒

て居り︑其の爾がはに︑歩道といつ

六509 ちやうど︑目がねの玉がはま
方のはしに︑目がねの玉をはめた︒

六518 さうして︑其のはしに︑聖目
がねを取りつけた ︒

六60・さんぐに切りまくって︑其
の船の大將を︑生けどりにして引上
げた︒

ないので︑敵は︑一先づ沖の方へ退

六603 其の後も︑攻寄せる者がたえ
いたが︑

六781 幅が五米︑長さが五六十米︑
其の上を︑賊が我先にと渡った︒

六786 さうして︑其の上へ油を注が
せた︒

六892 其の中へ︑御飯の残りやお米
などを入れて置くと︑雀がたくさん
寄って來て︑喜んでたべます︒

て︑其のもえがらを土間に捨てたの

六㎜1 豊玉の子供が︑マッチをすつ
が︑もとだといふことだ︒

六掴7 其の後︑雪舟は︑一心に壼を

その一その

922

かうつ

いくた ま

高津神社や︑其の近くにある生日魂

神社︑

﹁︿略﹀︒﹂と言 ふ 者 が あ る ︒

あ㌧︑其の事ですか︒

たと思ふと︑

舌早7園
あなたの其のお心掛には︑

全く感心しました︒

七747 其の時︑お供の中から大聲に︑ 附設2園

其のま＼行かうとした︒

紀州の男は︑急いで國へ蹄

花びんのす﹂きがゆれて︑其
其の太短い煙突は︑まるでガ

スタンクのやうです︒

七燭2

のかげが畳の上にちらついて居る︒

七梱2

うにいたせ︒

つて︑其の金を間違ひなく届けるや

七価6園

しに困るやうなこともありますが︑

七榴3園どうかすると︑其の日の暮

涙がひっきりなしにこぼれて居る︒

七754 信長は︑ことば烈しく叱って︑ 七佃1 旅人は︑︿略﹀︑其の目からは

七767園其のわけを申せ︒
七777園 私があぶないと申したのは︑
其の事でございま す ︒
ふしんば

七813 其の日の夕方︑信長は家來を
連れて普請場を見廻つた︒

七831 ちやうど其の時︑藤吉郎が出
仕した︒

七894 其の藩法に︑大勢の家來が並
んで見物する︒

に話して聞かせて︑其の墓に参詣し

父は︑途々義士のことを大將

たのである︒

七幽6

にして丸い穴を掘り︑其の中にはい

七937 大ていは︑木の細い根をぢく
つて居ます︒

きんぞく

すると︑其の右足に︑日本の

ひます︒

八65

文字を記した小さい金屡の板が附い
て居ました︒

又時に不意のあらしや︑其の

他念ひがけぬ災難にあはぬとも限り

八79

其の年は氣候が不順で︑九月

ません︒

八85

の中頃急に寒くなり︑雨が降響きま
した︒

そこで︑其の國の人々は︑此
の疲れはてた鳥を拾ひ集めて︑暖い

八92

其の小さい胸には︑若葉のも

家に入れてやり︑

其の話は︑又次の時お知ら．

せしませう︒

八277団

下に︑老いたロシヤ人が︑

パン箱

八285圃 橋の時計は︑︿略﹀︒ 其の

雨軍犬に押寄せて︑其の間

を胸に下げて立ってるる︑

八331図

わっかに三町ばかりとなれり︒

十二番の舞がめでたくすみま

八347男親も落つれば其の子も落ち︑

したが︑其の中で殊に人のほめ立て

八368

其の五番目の舞を舞ったのが︑

たのは︑五番目の舞でした︒

八373

光盛の娘は︑其の後︑書夜頼

かの萬壽姫であったのです︒

八397

朝をねらひましたが︑少しもすきが

八115

える日本の春の美しさを思ひ浮かべ

八総1

蕃人は其の事を呉鳳に申し出
待ちかまへて居た彼等は︑忽

朝は︑

唐綜には︑其の時十二になる

聖書は︑其の夜ひそかにうば

やがて︑うばをも呼んで︑三

人は其の夜を涙の中に明かしました︒

八454

を連れて︑石のらうをたつねました︒

八436

娘がありました︒

八405

其の刀に見おぼえがあった頼

ありません︒

ひな物があると見れば︑三度々々の

た︒

八401

て居るでせう︒

それでは︑其の首を大切に
しておいて︑これから毎年一つづつ

八144園

食事に︑必ず其のきらひな物ばかり

供へることにするがよい︒

な管がありますから︑其の管を木の

出して︑

七941油蝉の子の口には︑針のやう 七備1 大盗が何かたべ物の中にきら
根にさしこんで︑汁を吸って生きて

た︒

しい雨は降りません︒

になりますが︑其の間ほとんど雨ら

八264圏私がこ＼に來てから二箇月

しか住んで歪なかったのですが︑

八246囲其の頃︑日本人は数へる程

埠頭の近くにそびえて居ます︒

たが︑其の頃造られた大きな煙突が︑

八236団

八613

其の度に︑早く飛んで行って

私たちは︑其の勇ましい姿を︑

らって大喜の弟︑

ん︑其のそばで︑銃や劒を見せても

八592 ﹁︿略﹀︒﹂と言って居る兵隊さ

見たいやうな氣がしました︒

八554

舞姫に出ることになったのでした︒

ロシヤ時代で思ひ出しまし 八458 さうして︑其の明くる年の春︑

ち其の人を殺して首を取ってしまつ

八179

居ます︒

其の時大節は︑江戸から大阪

其の中には親つばめも居ます

に歩いて行った︒

まで︑馬やかごに乗らず︑爾親と土ハ

七備7

物に好ききらひがないやうになった︒

七947夏の末になると︑親試は︑木 七備4 其のため大聖には︑全くたべ
の皮にきずをつけて︑其の中に卵を
生みます︒

七947 卵は︑其のま＼で冬を越して︑
かへ

翌年の夏上るのですが︑

八41

が︑今年生まれた子つばめが︑たく

七969 すると︑ふしぎにも前足はか
たく其の場所にくっついて︑動かな

十一月の初になれば︑もうほ

さんまじって冷ます︒

とんど其の姿を見せなくなってしま

八57

くなります︒

七982 しばらくは︑其のま＼じっと
動かないで居ますが︑やがて起直つ

923
その一その

何時までも見送って居ました︒
は︑其のランプの動き方でした︒

八698 ガリレオが不思議に思ったの

行ったり來たりするのに︑其の一

八701 左から右へ︑右から左へと︑
回々々の時間が︑どうやら同じであ
るやうに思はれてなりません︒

つまり其の品物は︑一番高い

﹁︿略﹀︒﹂と言った人の手にはいりま
す︒

八字4

うらみぞ深

ねだんを附けた人に費られることに
なるのです︒

旅順港外︑
其の名残れど︒

聞けば︑それも其のはず︑ハ

軍神廣瀬と

八価7図幽
き︑

八佃8
ワイの人口約三十八萬の中︑十五萬

八723 其の綜を短くすれば振方が速
く︑長くすれば振方がおそくなりま

ことによると︑御飯にしても︑

が日本人で︑

のだ︒

さうして其の頃から︑雲の色

八榴7囹其の勢でくらげは運動する

て行く︒

八憎5 見るく其の影は小さくなつ

どりが何ともいへぬ美しさを見せる︒

八津2

ル其の他の果物にしても︑

野菜にしても︑︿略V︑パインアップ

八柵7

す︒

弾は其の腹部をつらぬいた︒

八773 一揮は鳩の左足をうばひ︑一

八778 たまく其の附近に居た我が
軍の兵が︑これを焚見した︒

八785 弱り果てた此の小平令使は︑
其の夜どこで休んだことか︑

八834 其の後︑佐吉はさらに動力を
使用する織機の平明に成功して︑

八脳5 彼は︑ほとんど其の一科目織

口には色々込入った道具が附

所です︒

八翫8

いて居ますが︑其の上の所に小さい

しかも其の雨手は︑ピヤノで

五角があって︑

八柵2

もひくやうに︑始終活動して富ます︒

ひそかに芽

ごらん︑其の枯草の中に︑
少しの青いものが︑

八柵2圃

はるな
左の窓に績くのは︑榛名其の

ぐんでるるのを︒

八湿1

月の初はまだ寒くて︑冷たい

他の山山である︒

九13

やなぎ

雨の降りしきることもあるが︑其の

それ以來︑彼はますます研究

間にも︑柳の芽の緑が日ましに太り︑

九87

を重ね︑滑走機を改良して︑其の操
縦に熱中しましたが︑

模型飛行機が飛ぶのですから︑

其の大きい物を作りさへすれば︑き

九106

ません︒

ラングレーは︑その後一生け

つと人間も乗って飛べるに違ひあり
大きな窓のやうなものが順々に並ん

九108

八欄1次の室には︑ガラスを張った

八977図 へさきに長き竿を立て︑赤

で居て︑其のガラス越しに︑種々の

機の改良にさ＼げた︒

き扇を取附け︑一人の官女其の下に

リ・エンタールが死んだこと

んめいになって並物を作りましたが︑

九119

も︑ラングレーが模型飛行機を飛ば

﹁あぢ﹂﹁たこ﹂其の外名前を

魚の泳いで居るのが見られました︒
始めて聞く魚も︑たくさん居ました︒

せたことも︑彼等は︑世間の人々以
八圏4

其の平たい禮に︑ちよつと砂

其の胸びれは扇のやうに廣がります︒

九1210

ガソリン襲動機がよいとは思

ひましたが︑まだ其の頃は︑輕くて

八幽6

上に︑其の記事を熱心に慰みました︒

高い所から低い所へ下りる時︑

八欄4

立ちて︑陸に向かひてさしまねく︒

八湿4霊園 其の弓︑捨て給へ︒

八鵬1 かう考へると︑物にねだんが
あるのは︑一つには︑我々が其の物
をほしがるといふことと︑

をかぶると︑上から見ても︑どこに

八佃2 いま一つには︑其の物が得が
たいといふことが原因になってみる

飛行機は地上に落ちてしまひ

強い力の出るものがありませんでし
九144

た︒

居るか見當が附きません︒

足が長い割合に︑甲は小さい
のですが︑おもしろいのは其の口の

八糊6

ことがわかります︒

ける人がないと︑其の品物は︑

八㎜3 もうそれ以上高いねだんを附

ました︒其のため︑機燈は幾分破損

其の日は︑なほ二回・三回と

しました︒

九165

さうして︑其の都度成績が上

試験をくりかへしました︒
つ ど

九166

もちろん其の問︑飛行機は

つて行くやうでした︒

九175

日々に改良せられ飛行技術もまた非

飛行機は日々に改良せられ飛

常な進歩を遂げたのですが︑

行技術もまた非常な進歩を遂げたの

九177

矢は︿略﹀︑鼻先なる土に

ですが︑それにしても其の最初とい

へば︑

ぶすと突立ち︑狐は其の場に倒れた

九188図

り︒

其の時︑今まで雲の中にみた

太陽が顔を出したので︑日光が店一

九297

ぽいに差込んで來た︒

日光が店一ぽいに差込んで來

た︒すると︑ねちが其の光を受けて︑

九2910

ぴかりと光った︒

九322園小さなねちが一本いたんで

ゐましたから︑︿略﹀︒工合の悪かつ

千敷百人の乗員が︑號令に從

たのは其のためでした︒

つて規律正しく活動する其のさまは︑

きりつ

九356

いかにも目ざましい︒

や︒

九406図園其の馬は︑いか程の償に

今こそ君は其の良馬を求

九4010図園 さらば其の馬求め給へ︒

九425図園

その一その

924

めて︑主君のおほめにあっかり給へ︒
九533団 カリフォルニや州の南部は︑

日本人が早くから來て農業を螢んだ
所で︑ロスアンゼルスは其の中心地
ですから︑

九561團 無限の畠︑牧場︑森︑林︑

さうして︑まばらな村落と幾つかの
都市︑其の間に︑世界第一といはれ
るミシ・ッピ川が︑洋々と流れてゐ
ました︒

九596困 其の横の通は︑ 一つくの
距離が等しく︑通が十二で︑

きょり

其の結果︑いはば我が國に二

つの名四が出來たことになりました︒

九671
其のはでな色彩から見てもわ．
と

だ

尼子の本城である出雲の富田

いつも

かるやうに︑元來熱帯地方の鳥で︑

九673

九777
其の手には︑血に染まった短

城は︑其の頃毛利軍に園まれてるた︒

其の頃︑京都の熱学に︑人品

其の後幾度か烈しい戦があっ

刀が光ってみる︒

九821
九827
た︒

九839
のよい小僧さんがみた︒

て來た︒

いたづらに朽果てたかもし

九604困 其の地下立道や高架鐵道ま 九854 其の間に︑毛利の大軍がやつ
九8810園

九895

尼子重代の敵毛利を︑せめて

尼子重代の敵毛利を︑せめて

ま㌧にして置けようか︒

其の片われの元春を︑おのれ其の

九895

一時でも其の領主となったのは︑

れぬわたしが︑出雲に旗あげして︑

も振らず一直線に走ってみるのです
﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

でが︑︿略﹀︑北から南へと︑わき目

から︑

九628

ひえい

鳥であるかは︑最近まで︑はっきり

ことは︑︿略﹀︑其の聲の主がどんな

かうや

わかりませんでした︒

かえで

窓の外には︑楓の枝がそよ風

に動いてみる︒︿略﹀︑松葉ぼたんの

九989

早速其の事を祖父に言ひます

で走る︒

九描2

と︑祖父も︑﹁︿略﹀︒﹂と教へてくれ

で︑僕は︑其の頃學校から蹄

腔の手入れをしたり︑運動を

其の勇ましい様子を思ひ浮か

其の時ふと耳にするものは︑

後より從ひ行けども︑其の

其の一遍に身のちゴむ如く

今は逃ぐることもかなはず︑

何人かと思へば︑其の頃武

ふちはらのやすまさ

其の後︑袴垂此の時の事を

これ幸と︑其の下駄をはいて

風呂にはいりました︒

予価7

そ︒

人に語りて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひたりと

九偶5図

名かくれなき藤原保昌なり︒

九三9図

恐るく後に從ひて其の家に至る︒

九撹9図

畳えて︑思はず地にひざまつく︒

九二10図

人少しも氣に止むる乳色なし︒

九三8図

氣をのまれて︑近寄りがたし︒

ども︑其の人の法りに落着きたるに

九㎜7図直ちに飛びか㌦らんと思へ

前の草原で鳴く轟の聲である︒

九梛8

りたいのです︒

べると︑僕は北斗のために喜んでや

九鵬7

つたのは其の頃からです︒

させたり︑僕の仕事が追追忙しくな

九㎜7

ると︑すぐ牧場へ行って見ました︒

九佃7

れません︒

其のかはい＼様子は今でも忘

美しく咲いてみるのが︑其の枝越し

兄は︑其の人と早速仲好しに
其の間を汽車はすさまじい勢

九柵9

ました︒

北の空にもたくさんの星があ

の庭に見られた︒

九999

りますが︑其の中で一つ大事な星が

ひしゃく

もっとも其の高さは︑見る場

あります︒

九㎜4

所によって幾分違ひます︒

のやうな形に連なった︑美しい七つ

九㎜8どこか其の邊の空に︑柄杓

北斗七星が見つかったら︑其

の星を探すことにしませう︒

九梱7

の七つの中の︑下の端に起る二つの

今どれか一つの星を︑東にさ

星に注意しませう︒

九佃1

し出た軒端にすれくに當てて︑
︿略V︑やがて其の星は︑軒端にかく

それでなくても︑夜九時に北

れて見えなくなります︒

九脳3

十時・十一時に見ると︑此の動き方

九631 何しろ高野山とか︑比叡山と

が大てい見當がつきます︒

斗七星を見て其の位置を畳え︑更に

其の片われの元春を︑おのれ其の

さて︑此の北極星や北斗七星

ま＼にして置けようか︒

上価2

か︑其の外奥深い山の森林で︑夜鳴

其の大きな建物が見えると︑

を目當にして︑其の附近を見ると︑

おほぐま

先づ北斗七星と其の附近にあ

僕は暑いのも忘れて︑急ぎ足になつ

九鵬8

なって︑話し合ってみる︒

九鵬1

ひますが︑

る幾つかの星を加へて︑大熊座とい

九塒4

いろくの星の列があります︒
かう言って︑掛の人は︑其の

僕は其のカードの本の名と番
號を︑用紙に書込んだ︒

九952

カードを指して其の人は言った︒

九田9 すると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑⁝枚の

カードを教へてくれた︒

九馴4

た︒

九928

くのです︒

聲です︒

九635 たゴ︑其の聲はいかにも好い
﹁ブッポウソウ︒﹂と鳴く鳥の

聲の實況が︑ラヂオで放送され︑全

九664

國の人々が︑其の美しい聲を聞きま
した︒

といふのは︑あの色の美しい鳥とは

九666 さうして︑其の飼ってみる鳥
全く違ったものでした︒

925
その一その

ざうり
九㈱7園 武士が十二人︑槍持・草履
取︑其の外都合三十人︒

ででございます︒

九二9囹 して其の方々はどこにおい

つち

はしご

九川2園 其の刀を見るがい＼︒
しば
九川10 大原女たちが︑柴や︑すりこ
木や︑槌や︑梯子や︑其の外何でも
頭にのせて費歩いてゐます︒

九摺8 其の間を縫って眞直に走るも
のは︑私たちの乗ってみる飛行機の
影法師であった︒

九欄10 富士はやつばり横雲の上の青
空にくっきりとそびえて︑其のすそ
を長く下界に引いてみる︒

画聖2 富士川が注いで︑其の濁流を
遠く海上に押出してみるのが見られ
る︒

にあたり︑中佐はどうと其の場に倒

九欄3図 忽ち砲揮の一破片︑其の腰
れたり︒

九三3図 忽ち砲揮の一破片︑其の腰
にあたり︑中佐はどうと其の場に倒
れたり︒

十62図御殿とは申せど︑質素なる
平屋にして︑行幸ありし時の玉座︑
今も其のま＼に舞せらる︒
むさしの

十610図 昔の武藏野の面影︑其の
ま＼今に残りて︑

で︑其の人にお禮を言って三階へ行

十125 妹がきのこを見たいと言ふの
く︒

十151図 賊は其の勢七萬齢︑岩角を

じて一の木戸にせまり集る︒

傳ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗
音も聞えません︒

其の中にはいると︑海も見えず波の

りて︑手助けする者一人もなし︒

がたく︑弟子たち此の師を見限り去

だててひかへたる荒尾九郎が甲を通

ない美しさを見せます︒其の上を︑

秋野君がすたすたと急ぎ足に

其の作品は︑ひとり我が國

五兵衛は︑いきなり其の稻む

其の時︑五兵衛は力一ぱいの

十578

其の煙の中に︑ぽかりぽかり

其の線は見るく太くなった︒

夜になっても薄青い空︑其の

して︑また＼いてるる︒

別れ

つ

町のいとこが

其のま＼に

言ったのを︑

十693圃

あれ程ほしいと

思はれる︒

やがて︑其の音は聞えなくな

﹁︿略﹀︒﹂とは︑久田船長が︑

其の堂々たる議論に︑反響黛

十791

ほとんど無意識に︑彼は其の

其の夜である︒

む いしき

十807

は︑ぐうの音も出なかった︒

十788

言葉であった︒

かねてから其の妻に言聞かせてるた

十η4

つた︒

十758

たことも

いやらないで︑

罷る時︑

空に︑星が一ぽい氷りついたやうに

十643

藁屋根が浮いて見える︒

わら

十624

聲で叫んだ︒

十574

らの一つに火を移した︒

十549

西洋諸國に傳はりて︑

にもてはやさる＼のみならず︑遠く

十521図

を重ね︑工夫を積みて︑

十519図彼は︑其の後いよく研究

のかたはらを離れざりき︒

十164図其の矢︑はるかなる谷をへ 十308困第一︑海の色が何ともいへ 十506図 其の夜︑喜三右衛門は︑窯

飛魚です︒

時々銀の小鳥の群のやうに飛ぶのは

荒尾は馬より眞逆さまにど

んで︑︿略﹀其の下を︑でっぷり太

十337囲

椰子の街路樹がずらりと並

して︑脇腹まで貫ぬきければ︑

十167図
其の後︑葦火の大軍至るに

うと落ちて︑其の場に死す︒

つた島民が︑︿略﹀︑いういうと歩い

十182図
及び︑城遂に陥り︑重範惜しくも捕

こんもりと茂った山が見上げ

てるます︒

みるよ︒

十419園

しかし歴史によると︑

河井君︑其の話もあるがね︑

十411園其の事なら僕だつて知って

みる︒

る程迫って︑其の頂は霧に包まれて

十384

へられて︑六條河原に斬らる︒

軍人となって︑軍に出たの

を男子の面目とも思はず︑其の有様

十195園

水兵は驚いて立上って︑しば

は何事だ︒

十206

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や
がて︿略﹀︑其の手紙を差出した︒

十217圏囲母は其の方々の顔を見る

さうして︑其の地方の孝子
へうしやう

十427園

あの孝子も︑多分其の時に

などを御表彰になるのだ︒

つた︒

十餌8

すると︑其の塊はやがて絶壁

十488藩論の日より︑喜三右衛門は︑

にくだけて︑白玉のすだれを廣げる︒

十4610

完全な姿を現す︒

立は移動して︑其の奥に養老の瀧が

一歩々々進むにしたがひ︑木

其の前を抜けて︑急に河井君を振返

十餌1

表彰された一人だらうと思はれる︒

おかあさんは︑﹃︿略﹀︒﹄と 十428囹

毎に︑そなたのふがひなき事が思ひ
出されて︑

十233園

言ってゐられるが︑まだ其の折に出
會はないのだ︒

町も大骨内地風ですが︑其

しい働をして︑我が高千穗艦の名を

十236園其の時には︑お互に目ざま
あげよう︒

十258国

の間に島民の家がまじって︑南洋ら
しいおもむきを見せてゐます︒
かいこん

面積約百平方言︑其の大部
分が内地人の手で開墾され︑それが

十281団

かんしゃ

やがて其の日の生計も立ち

赤色の焼附に熱中し始めたり︒
見渡す限り美しい甘煮畠で︑ 十495図

ほとんど皆甘藷畠です︒

十286国

その一その

926

場をうまくのがれた︒

十8110 淺吉の急報によって︑聞多の
兄五郎三郎は︑押取刀で其の場へか
けつけたが︑もう何も後の祭︑どこ
にも人影はなかった︒

十8410 其の時早く︑母親は︑血だら
けの聞多の禮をひしと抱きしめた︒
いくたらう

十855 聞多の友人︑所郁太郎が其の
場へかけつけた︒

其の中の一人いはく︑

老人なればと思ひ返し︑靴を拾ひ來

十938図 張良其の無禮を怒りしが︑
りて注ぐ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︒

十968図

︿略﹀︑其の使が︑お盆を帽子のやう

さあ︑そなたの其の歌とい

にかぶって露って來ました時︑
ふのが聞きたいものですね︒

十川6囹

白い水煙が上ったと見る間に︑

十棚10園ぜひ︑其の歌をお聞かせ下
さい︒

十柵2
鯨は其の巨膿を浮上らせた︒

引寄せた鯨は︑︿略V︑目じる

十側8

其の手から︑ほとんどひった

十宙8

二本の門松の中︑其の一本を

本を以て親の長壽を祈らうといふ意

以て聖母の萬歳を祝し奉り︑其の↓

いよく其の日になった︒

十柵9

た︒

我等は此の歌を嵩高くよんで︑

十一147

行くく見上げる大寺院は

三條の大橋が朝もやに包ま

其の頃から紫式部は︑筆を

しかし︑假名文であればこ

どうしたのか︑其の子が尼

く泣出した︒

さんのそばに來て︑立つたま﹂しく

十一177

とが出來たのです︒

其の時代の生活を細かく窮し出すこ

そ︑當時の國語を自由自在に使って︑

十一154

紫式部の名は︸世に高くなりました︒

其の後上東門院に仕へて︑

とって有名な源氏物語を書始めまし

十一145

く彼方には︑

れ︑其の擬寳珠の一つく薄れて行

ぎぼうしゅ

十一119

である︒

じゃうな大伽藍を見るのは西本願寺

がらん

東本願寺であり︑其のや＼西に︑同

十一74

月にわたるといふ︒

第に山上に及ぶ︒其の間ほとんど一

十一54六花は麓より咲きそめて次

る︒

つ＼ましい心を味はひたいものであ

其の何ともいへぬ︑ほがらかな︑

十酩2

らうといふ意味で︑

其の一本を以て親の長吟を祈

くるやうにして受取つた営外は︑

乗ってみた人も見てみた人も︑

味で︑

﹁︿略﹀︒﹂といふ大活字の見出しだ︒

其の時︑外から露つた母が︑

二階へ上って來た︒

十備1

だ︒

十帽5圏今度は其の眞劒のたまもの

其の後︑イギリスのトレビ

十粥7図其のみづくしき緑よ︒
十旧9

シックといふ人が︑キュニョーの汽

十七3

車に大改良を加へた︒

其の後︑彼は更に大改良を加

しの旗を胴に立てて︑其の場に浮か

字書5

しておく︒

陸上に作った湖のことですか

へ︑とうくレールの上を走る汽車

十悩4

を造り上げた︒

其の後︑或炭坑にやとはれて︑
其の頃︑イギリスの或會社で︑

十捌5

スチーブンソンは︑其の後な
一時間五十粁も走る汽車を造

雲はしきりに流れて︑早春の

ぎつてみる︒

十僑2 其の大きい︑力強い調子に︑
そぼく
古代の我が國民の素朴な喜が︑みな

畠を︑野を︑其の影がはって行くQ

十㈱2

は︑大身今日のものに似てみる︒

り上げることに成功した︒其の構造

十樹10

ほ研究を績けて︑

十樹8

いた︒

其の速いのと勢のすさまじいのに驚

十㎜9

鐵道馬車を始める企があった︒

十㎜4

蒸氣機關を取扱ふことになった︒

十籾9

ら︑其の水面は︑海から至る掘割の

かういふ風に︑二つの水門を

水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

十伽7

交互に開いたり閉ぢたりすると︑間

十972図 韓信︑しばらく其の顔をう
ちまもりみたりしが︑やがて腹ばひ

門内の水面は︑其の都度高くなった

其の水門をくゴると︑門はや

がてとざされます︒

十七6

り低くなったりして︑

てまたをくゴる︒

きさき
十983 一條天皇のお后は︑其の頃︑

御休養のため︑宮中から下って或御
殿にいらっしゃいましたが︑

船は大きな箱の中へはいった
と同然ですが︑其の箱が長さ約三百

十櫛8

米︑隠約三十四米もあるのですから︑

十985 珍しく雪が降ったので︑其の
日︑六七人の官女たちと︑お庭の雪

其の一つくを︑今度は前と
ただ一直線に掘割が酷いて︑

自分はわざと將軍のなぞも
解かず︑そのま＼退出したのである︒

十襯8園

其の果に大西洋が現れて鴨るのです︒

十旧4

反封の勲績で降って行くのです︒

十協10

工事です︒

の長さが十五粁も績くすばらしい大

十伽4爾岸には絶壁がそばだち︑其

を眺めていらっしゃいました︒

十999園 其のくらみと︑私も思ひま
す︒

十櫛3 清少納言は︑其の夜一夜眠ら
れませんでした︒

清少納言は︑︿略﹀︑使の者に

大きなお盆を持たせて︑︿略Vやり

十研5

ました︒さうして︑其の間に歌を作
折角使をやりましたのに︑

つて紙にした㌦め ︑

十欄10園

927
その一その

十一2210 最後に女の書を書いて︑其
の鼻を赤くぬって見せた︒

もとこの池に聖徳太子の宮

しを通して見られたのであるといふ︒
いかるがのみや

十一338

十一489園
らん︒

其の機械を動かしてはな

安卜占に取っての大きな苦心であっ

た︒

耳をすまして待ってるた隣

今日こそ其の量感の日です︒ 十一668長い文章になると︑其の苦

しかし︑安萬侶のかうした

心はとても一通りのことではなかつ

十一501

十一498

けんばふ

殿斑鳩宮があった︒太子は︑其の

た︒

十一6611

苦心はやがて報いられて︑阿禮の語

る所を︑言葉其のま﹂に文字に書き

神武天皇や日本武尊の

やまとたけるのみこと

かと見れば岬なり岬かと見れば島な

じせさ

あらはすことが出來た︒

雨岸及び島島︑見渡す限

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多
敵の爾旗艦を始め︑其の

大の損害を受け︑

十一579図

よりて主戦艦隊及び巡洋

他の諸艦も多く相ついで沈没せり︒

十一587図

艦隊は︑直ちに東方に向かって敵の
進路をふさぎ︑片岡・瓜生・東郷の
敵將ネボカトフ少將︑

諸隊は︑其の退路を絶ちて︑

十一5810図

︿略V︑にはかに戦艦ニコライ一世以
服せり︒

我が國の古語を︑漢字ばか
りで其のま＼に書きあらはすことが︑

十一651

假名もなかった︒

十一648

其の頃は︑まだ片假名も平

すると︑其の度毎に耳の鼓 下四隻を學げて︑其の部下と共に降

其の時です︒

我々は今日古事記を重んで︑

まんえふしふ

それには萬葉集を調べて

其の後︑宣長は絶えず文通

眞白い日がさのかげに赤ん

湖上の島々も多くは密林を

雌阿寒岳が煙を吐いて︑其

あかんだけ

十一818

そこから見下す針葉樹林の

異彩を放ってるる︒

の山はだの紅褐色が︑萬緑の世界に

十一811

め

負うて︑其の眺は美であり奇である︒

十一807

姿も見られた︒

つせと編物の針を運んでみる婦入の

ばうを眠らせながら︑其のそばでせ

十一7610

日一日と親密の度を加へたが︑

して眞淵の教を受け︑師弟の關係は

十一7311

の研究に取りか＼つたのです︒

おくことが大切だと思って︑其の方

十一726園

來るのである︒

人の精神をありくと讃むことが出

︿略﹀︑其の言葉を通して︑古代日本

十一682

古事記にのせられて︑

御事蹟︑其の他古代のすべての事が

かくして島轄じ海廻りて︑ 十一677
十一5210図

其の書くる所を知らず︒

十一525図

り︒

十一522図船の其の間を行く時︑島

取落しました︒

のワトソンは︑其の時思はず機械を

宮殿の一室で憲法十七條を書かれ︑

其の如何に深く思をおこら

道をかなり快く走った︒其の終貼が
十一3310

十一254 乗合自動車は︑でこぼこの
南大門である︒

太子にさ＼やき奉ったと傳へられて

しになったかは︑夢に金人が現れて
みるのでもわかる︒

十一255 しばし門前にた㌧ずみなが
ら︑其の長方形の入口を通して︑

えんさき

わら

其の縁先に小猫を戯れさせ︑

へ︑︿略﹀︑其の在室を明かるくし︑

十一375團農家の藁屋根に光彩を與

へ︑

十一374鴎農家の藁屋根に光彩を與

わら

や＼遠く二層造の中門を望んだ︒

十一261 中門と︑塔と︑金堂と︑其
の入組んで見える屋根が︑

十一269 此の門は︑間口が柱間四間
で︑其の中央二間が入口になってゐ

るが如く︑白壁の民家其の間に黙在

り田園よく開けて︑まうせんを敷け
す︒

其の夜︑おとうさんも︑お

かあさんも︑口ぐせのやうに

十一426

﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑話はとだ

る︒

観に︑私はしばし吸附けられざるを

十一277 其の幅と共に深さを持つ美

まく

先生は︑其の耳に向かって

十一576図我は急に其の前路をさへ

えがちであった︒
ひやうばん

得なかった︒

又は其の頃評判になって
中には其の研究をばかにし

こ

もありました︒

す︒

十一474
十一485

みた先生は︑︿略﹀と考へました︒

其の様子を注意深く眺めて

膜が振動して︑藁がかすかに動きま

十一4611

ました︒

息を吹きかけたり︑歌を歌ったりし

十一4610

其の一方を耳の鼓膜に鰯れさせ︑

十一468

わら
先づ一本の藁を持って來て︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑相手にしない友達

十一462

みた電信機械を研究したりしました︒

十一2711 左に五重の塔が大空高く 十一侶9
かうだう

そ㌧り立ち︑右に金堂が荘嚴にひか

へ︑其の奥︑正面に講堂の雄大な姿
が見られる︒

十一2910 金堂はもちろん荘嚴な大殿
堂であるが︑︿略﹀︒其の屋根は︑あ

たかも飛行機の翼のやうな落着きと
輕さを見せてみる︒

十一317 法隆寺が約一千三百年の古
き姿を其のま＼に今日に傳へて︑最
極月美の木造建築を世界に誇り得る
のは︑

に︑経塔の羽が敷並べられ︑

十一327 其のすかしぼりの金物の下

の美しい光彩が︑金色の金物のすか

十一329 玉轟の羽が敷並べられ︑其

その一その

928

出つればまた舟を浮かべて進む︒

十︻987図かかる中にありても︑彼

海は︑たゴ黙々として聲なく績き︑

其の密林の傾斜が四方から集る底に︑
らざりき︒

は其の地の事情を研究することを怠

ゆるやかに遠く傾いて︑其の果にオ
樺太が島なること明らか

十一828 北面は語々と北見の高原が
十一993図
になりしのみならず︑其の封岸大陸

ホーツク海の煙波を望ましめるので
ある︒

至れり︒

の

と

ろ

紺碧の色をたたへた沖の潮

の事情も始めて我が國に知らる﹂に

神秘︑︿略﹀と︑さうして︑至る所

十一847 其の山岳は秀麗︑其の湖は

十一梱4

三十萬のロッペン鳥と︑三

十一仰4

千尋の渓谷を刻んで︑其の

底に高瀬川の鳴ってみるのが︑かす
太古其のま＼の原始林には︑

かに聞えるやうな氣がする︒

十一鵬7

所所天壽を全うした大樹が︑立つた
ま＼枯れてみるのがあり︑

江上にもやひする大小無

数の船︑其の船の間を縫ふやうに︑

十﹇糊7国

忽ち恐しい程の大雨です︒

私たちを乗せたランチが進んで︑

十一椥8困

其のすさまじさに︑誰も一時ぼう然
としましたが︑
十一榴5困さうして最後に︑﹁︿略﹀︒﹂

と言って︑其の黒い大きな手で︑私

萬のおっとせいが群居してみるのだ

十一晒11

岬の山々が紫に煙ってみる︒

にかもめが飛んで︑其の果に能登呂

こんぺき

に湧出する温泉とをあはせ有する國
立公園阿寒は︑

十一餌7 其の山岳は秀麗︑其の湖は
神秘︑

たちに堅い握手をしました︒

十一853 五月下旬から︑そろそろ北
千島の漁場が活気を帯びて來る︒其

から︑其の騒ぎはたいしたものであ

其の日の夕方︑涙の瀬戸
其の眞青な水上で︑盛に

にか㌦りました︒

十一備6囲

る︒

所々に青空が見え︑雲の

十﹁帽4囲

いるかがをどつて見せました︒

其の最初の一音が︑すでに

其の言方が如何にもをかしかったの

で︑

きやうだいの耳には不思議に響いた︒

十一佃7

さうして其の夜はまんじり

ともせず机に向かって︑かの曲を譜

十一齪9

此の望遠鏡で見てもわかる

に書上げた︒

十一㎜3

しょうこ

やうに︑月のどこ一つ曇った所がな

月の世界では︑書はこげつ

いのが其の讃接です︒

くやうな暑さ︑夜は其の反封にひど

十﹇旧6

かりに私たちが月の世界へ

い寒さであらうと思はれます︒

行ったとすると︑其の景色はどんな

十一㎜9

其の代り一つうらやましい

ものでせう︒

十一m5

と思ふのは︑月から見た地球の美観

です︒

土m・其の青白い︑しみぐと親
十一欄1困其の古い文明の跡をたつ

其の頂が朝顔形に開いたの

は︑かなとこ雲といって︑雷雨を起

しめる光が︑我々に大きな慰を與へ

もゆる火

栗はぜて︑ 其のにほひ︒

されば古は︑︿略﹀︑學者

すなはち喜捨せる人々に

とぐく救助の用に話てたりき︒

其の志を告げて同意を得︑資金をこ

十一櫛1図

其の得難きに苦しみたりき︒

十﹁桝3図

出版は決して容易の業にあらず︒

其の巻敷幾千の多きに上り︑これが

十一偽9図 一切輕は︑︿略﹀︒しかも

に︑

とろくと

ねるのが︑こ﹂へ論る旅人の目的な

歴史を聞いて見たいとは︑誰でも思
ふことです︒

十一齪10囲私たちの船は︑其の指さ
す方と反言のヨーロッパへ向かって︑

其のそばにある菖式のピヤ

七月三十︸日の午前に出航しました︒

十一旧6

口ごもりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

ノによりか＼つてみるのは︑妹であ
らう︒

十﹁塀8

十一偽5差額

したり︑時にひようを降らせたりし
ます︒

ぺんたう

んいちげ﹂や︑深紅の﹁べにばない

あった︒

十一齪2囲其の魂を呼起して︑古い

るからです︒

十一切5

おいしいこと︒

こ＼で辮當をたべる︑その

のです︒

十一餌10

がもれたりします︒

端々が白く見えて︑其の間から日光

十一麗7

の前後けなげにも︑十人乗そこく
の獲動機船が︑︿略﹀皆々と出て行
く姿を見るであらう︒

十一865 船のともから︑網が次第に
からふと

くり出されて︑其の長さが約五千米︒

十一929図 樺太は島なりや︑又大陸
の一部なりや︑世界の人の久しく疑
たん
問とする所なりしが︑其の實地を探
けん

吝してこれが解決を與へたるは︑實

に我が間宮林藏なり︒

今登らうとする燕の絶頂も︑十二

十一954図 網をすき︑舟を漕ぎ︑魚 十一榴3
を取る手傳ひなどして︑土人に親し

其の他の山々も見えるさうだが︑

晴れてみれば︑こ＼から︑
やりがだけ

みつ＼︑其の語る所を聞けば︑

たに封岸大陸に入りて其の地を探検

ちご﹂などが漫々と入以れてるた︒

十一957図 こ＼において︑林下︑新 十一伽1 其の間々に︑白い﹁はくさ
する志を起せり︒

ば舟を引きてこれを越え︑河・湖に

十一969図其の間︑山にさしか＼れ 十﹁櫛4 其の邊から︑所々に残雪が

929
その一その

ず︑再び募集に着手して努力するこ

ぼしふ

十一備5図 然れども鐵眼少しも撫せ
と更に血管︑其の効果空しからずし
て︑

刀を片手に︑地上其の他をたつさへ

十一柵10 すぐ飛行服に身を固あ︑軍
て飛行場に出る︒

其の敷を増す︒

十一鵬4 六機︑八機︑九機︑刻々に
十一価6 其の周園を︑右往左往する
人影がある︒

だんこん

十一柵9 どうやら︑其の悲鳴を聞く
ざんない

やうな氣がする︒

十一観2 たg其の残骸と無敷の揮痕
が︑奏上に見えるだけだった︒
かねみつ

十一柵5 波およぎ兼光といふ刀は︑
切られた人が其のま㌧しばらくおよ
いでから首が落ちたと傳へられる︒
かぶと

をの

斧の形をした石や︑矢じりの形をし

た石のかけらを見つけることがある︒
つぼ
十一一1010 又壺や鉢など︑いろくの

形をした土器や︑其のかけらが襲見
され︑

っぽ
十ニー010 又壺や鉢など︑いろくの

楊であり︑上から下へたれ下るのが

十二219枝の︑上にのびて行くのが
柳である︒どちらも︑其の枝川の梢
は︑

其の實行方法として︑

で︑其の行ひ易い方面を述べたので

ある︒

十二377

さうして︑顔耳なればこそ︑

﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

實行ずることが出來たのである︒

此の最もむつかしい教を︑其のま＼

どちらも︑其の枝其の梢は︑ 十二383

五千年の昔から︑自ら耕し

風になよくとなびき動いてみるが︑

十二219

十二227

た如く︑顔回もまたよく其の師を知

十一一397 孔子がよく顔回を知ってゐ

形をした土器や︑其のかけらが獲見

て食ひ︑自ら掘って飲むといった簡

十一一245

しかも彼等は︑のん氣に其
の生活を若しむことを知ってみる︒

小鳥を止り木に止らせたり
して︑村外れの楊柳の陰に集り︑日

十二248

やうす
何しろ揚子江は︑其の封岸

暮れまで其の鳴かしくらに打興ずる︒

十二274

を望んでも陸らしい物を見ず︑たま

く陸と見たのは︑江上の島の水際
に生ひ茂る楊柳の林だつたりする程
湖南・貴州などの奥地から

暑いのである︒

十一一291

出る材木が︑それぐ其の地の流に
よって此の湖水に流され︑

ト

涙にむせぶ︒

彰考館を設け︑自ら其の

頼朝其の由を聞き︑かつ

頼朝︑﹁︿略﹀︒﹂と招き寄

せ︑つくぐと其の顔を見て︑先づ

十一一515図

入れしむ︒

は驚きかつは喜びて︑家臣をして召

十一一509図

遅々として進まぬ︒

ち

でに長い月日を過したが︑其の業は

十一一454 自分が修史に志してからす

て來る︒

らが今新な感激となってよみがへっ

額を書いた時の輝かしい希望︑それ

十二439

しやうかう

つてみた︒

軍な生活を︑其のま＼今日に持越し

しかし︑其の中でも︑最も

て來た彼等は︑

され︑其の表面になは目のやうな模
さうして︑其の貝塚及び附

檬の附いたものなどがある︒

十ニー17

近から︑當時の住民の使用した石器

や土器などが︑たまく池見される
それも一番初に使はれたの

わけである︒

十ニー23

は銅で︑其の後に銅とすずとをまぜ
鐵器時代といへば︑︿略﹀︑

た青銅が使はれ︑
十一一135

しかし︑其の中でも︑最も

幾って其の遺物は殆ど無敷といへる︒
十一一136

古い時代に属するものとして貴重な

十一儒6 其の外︑冑を切った話︑鐵
砲を切った刀︑馬の平首を手綱諸共

のは︑古墳と︑其の中から嚢見され
十ニー37

る遺物である︒

ごふん

に打落した話など ︑

で底光りする鐵の色︑︿略﹀等に至

十一梱3 更に其のしっとりと滑らか

大手の櫻門から三の丸には

うに安いものではござらぬ︒

十二305顔回ほど其の師を知り︑師 十一一588園 なう︑そこな人︑其のや
古い時代に属するものとして貴重な

の教を守り︑師の教を實行ずること

こふん

つては︑筆舌のよくするところでは

のは︑古墳と︑其の中から謁見され

いると︑姫路城の天守閣は︑姫山の

十二642

老松の上に︑其の正面を見せる︒

其のや＼まばらな梢越しに

私は菱の門をく三って二の丸にはい

ひし

孔子は年若い顔回をひたす 十一一644 しかも︑其の美の極致を︑

十二657

つた瞬間に見出した︒

何れも﹁仁﹂の一部の説明

らに案じ︑又︑顔回はこれほどまで
十二373

其の師を慕ってみたのであった︒

十二3211

なったのである︒

其の顔回が︑年若くてなく

ない︒

牡麗な宮殿が幾むねも立ち

十二308

に心掛けた者はなかった︒
十一一158

輝かしい︒

並び︑其の黄金色の瓦屋根が青空に

十一一1710

究するのであるが︑

其の頃に書かれた物をもととして研

元來昔の歴史を知るには︑

る遺物である︒

に美のみではなくて︑其のをかすべ

十一柵7 しかも︑日本刀の貴さは盟・
からざる氣品にある︒

十二63図 大神︑其の眞心の厚きを
賞して︑命のために壮大なる宮殿を
造らしめ給ふ︒

十二88 なほ其の邊をよく探すと︑

その一その

930

十二9411

其の聲につり込まれて︑僕 十一一伽4 テームス河のほとりに堂々
たる葦角議事堂があり︑其の近くに

見えがくれして︑白壁はいよく鮮

ウェストミンスター寺院がある︒

ふんする

又︑並木の美しい大通を眞

のある戯場があり︑

直に走ると︑其の一端に噴水や花壇

十一一悌2

きは優麗に仰がれるQ

分岐し︑其の分岐貼に立つ高々が一

時々大通は︑︿略﹀︑鋭角に

たちも︑たゴありがたい感じで一ぽ

みエなし

十二擢11

いになった︒
ま

かういふ丘二士や其の家族た

かに︑いらかはいよくこまやかな

ざ

心良は︑︿略V︑人間に封ず

うねび

はるかに畝傍山・耳成

さうして︑それがどうも放

しあそばしませ︒

火らしく思はれ︑乙が其の犯人では

十二脳3

裁判所は︑検事の主張と︑

なからうかといふ疑のある場合に︑

被告人たる乙の辮解とを聞き︑謹人

十二樹6

其の他の謹接を取調べた上で︑

ほんとうに殺人事件の犯人であるか

十二価11 今問題になってみる人が︑

たら︑どの程度の刑を當てるのが適

どうか︑ほんとうに犯人であるとし

當であるかを決定せねばならぬ︒其

昔の王宮であったルーブル
は︑︿略﹀︑其の美術館をごくざっと

十二悩5

其の南に︑一きは高く多武峯・吉野

此の第一審の裁判に不服な

見るにさへ︑少くとも二日中三日は

ちつじょ

又︑辮護士といふものがあ

世を不道理や罪悪の行はれない︑平

十一一柵9 裁判の目的は︑︿略﹀︒此の

助け︑

附添人又は代理人として其の主張を

つきそひ

つて︑民事裁判では︑原告・被告の

十二旧8

る︒

う一度大審院に上告することが出來

し︑其の裁判になほ不服な者は︑も

者は︑地方裁判所又は控訴院に控訴

十二梛1

の山々連なるを見る︒
若しあれが佛の御言葉であ

イタリヤもかつては其の例

向かふの食卓にすわって

を絶ってしまった︒
しょくたく

十二悩5

にもれなかったが︑今は殆ど其の跡

十二伽一

を絶ってしまった︒

にもれなかったが︑今は殆ど其の跡

イタリヤもかつては其の例

の判断決定が裁判であって︑

十一一佃1

れば︑其の後に何か博く言葉がなく
さう思ひながら︑修行者は︑

てはならない︒

十二鵬7

かう言ひながら︑彼は其の

じっと其の物すごい形相を見つめた︒

十二佃3

身に着けてみる鹿の皮を取って︑そ
れを地上に敷いた︒

招いた︒其の食卓に空席があったの

みた夫婦の客が手をあげて私をさし
である︒

其のてっぺんから身を投じ
て︑今や羅刹の餌食にならうといふ

︿略﹀︑それを︑そなたた

和な秩序正しいものにすることが其

十二塒10圏

の目的である︒

其の間を︑がっしりした二

ちの口から聞きたい︒其の上で︑一

其のコーデリヤでござい

其の黙はお心強く思し召

これを燭光であらはすと︑

しよくくわう

其の敷は三の次に零を二十七つけた

十二旧10

である︒

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ

移して︑地球を太陽の中心に置くと

十二樹8今かりに其のま＼そっくり

番孝行の心ある者に︑最大の恩恵を

十二齪8園

ます︒

十二⁝⁝⁝8園

して︑どこへでも嫁入るがよい︒

十二川2圏其の眞實だけを持参金に

與へるであらう︒

階下の乗合自動車が︑押すな押すな
大きな博物館や美術館があ

陳列によって︑

十二柵8 しかし︑其の豊富な歴史的
もけい
遺物・世界的名作・標本・模型等の

二日はか＼り︑

つて︑其の一つの見物にさへ一日や

十二佃5

でつめかける︒

十二⁝川8

のである︒

十二柵7

十一一衡1一

か﹂らう︒

山・香久山の三山まゆずみの如く︑
たふのみね

十二研4図

る歌を多く卜してみる︒

る愛の心に富み︑其の方面で特色あ

十二欄2

ちの歌が︑萬葉集に多く見えてみる︒

十二962

趣を呈する︒
や

十二668 さうして︑其の塀や櫓にう
がたれた矢狭間・ 鐵 砲 狭 間 が ︑ ︿ 略 V ︑

ちやうど怪物群の目のやうに︑私た
をの

ちを見下すのである︒

其の上にそ＼り立つ天守閣はあたか

十二723 斧を知らぬ密林におほはれ︑
も司令塔の如く︑

十二7210 更にいへば︑本丸・二の
丸・西の丸の三丸が︑これ程まで完
全に残って︑今日の我々に昔の姿を
殆ど其のま＼に見せてくれる︒
をかざき

十二743図 城を抜け出でて岡崎に至
と︒鳥居勝商といふ者あり︑進み出

り︑急を主公に告ぐる者なきか︒﹂
でて其の使たらんことを請ひ︑

其の掩護射撃のもとに︑歩兵・工兵

えんご

十二816 砲兵がすでに放列を布き︑
が散開して前進を熔けてみる︒
古同く日章旗をひるがへすのは︑今夜

十二858 其の退路を完全に断って︑
か︑明朝か︒

分隊長が︑﹁あっ ︒ ﹂ と 言 っ て 倒 れ た ︒

十二892 ちやうど其の時︑隣にみた

其の時であった︒

十二896 をぢさんが負傷したのは︑

十二906 やがて︑其の元氣な姿が仕
事場に現れる︒

止ってじっと見つめてみた︒

十二922 其の眞劒な様子を︑僕は立

931
その一そのうち

十二怖2図

あまつさへ多額の費用を

要する事とて︑彼は何よりも先づ其

ものになる︒

の調達に奔走せざるべからざりき︒

しかも彼屈せずして募集

に力むるとともに︑一歩予々其の困

十二榊4図

きさは︑凡そ十一年を週期として増
うちう

十二樹7 黒鮎は︿略﹀︑其の敷や大
減してみる︒

十一一価6装いく宇宙には︑太陽と

ユ
こと
力

若し︑日本が官軍と朝敵と

に分れて︑長く戦ふやうにでもなつ

十二柵11

たら︑其のすきに乗じて彼等は何を
したかわからぬ︒
その

七湿1囹實はその︑外でもありませ

﹇其﹈︵感︶2

んが︑今年は︑私のうちへ︑まだ税

その

十二柵6図解に明治の新政やうやく

金の通知が來て居ないやうでござい

難なる工事を進めたりき︒

程存在する︒さうして︑其の中には
其の緒につき︑當局各地に燈毫を設

ます︒

同じやうな天膿が殆ど敷へ切れない
太陽より小さいもの︑︿略﹀もある

くる必要をみとめて其の調査を開始

﹇其上﹈︵接︶8

口で聞いたのですが一
そのうえ
の上

其
甲﹁︿略﹀と︑一々見たやう

その上

十一旧5囹實はその︑今ちよつと門

が︑

當局各地に燈皇を砕くる
助左衛門︑︿略﹀︑明治五

年︑未だ其の成るを見ずして死せり︒

十二柵4図

必要をみとめて其の調査を開始す︒

十一一柵7図

す︒

十二研1 ところで︑支那では其の頃
そろばんといふものが考案され︑流
行し始めた︒

十二佃3 かうして︑彼は先づ支那傳
來の算木による方法を︑紙に書きあ

五佃1園

三々と働く彼等に︑どこか

ぺん
雪では︑全く黒白も辮じない︒

十二2311

又︑氣の長いところがあるのも︑一

つは此の廣大な自然のせみであらう︒
ホきん

があり︑兵齪があっても︑昔から彼

其の上︑しばく飢謹があり︑洪水

等に封ずる救の手はどこからものば

されなかった︒

十二伽10 イタリヤを旅行してみると︑

︿略﹀至る所に日本的な風景を鮎子
な ら
する︒︿略V︒其の上︑京都・奈良を

しのぶやうな古都が多く︑

其のうち

其の中

そのうち

そのうち ﹇其内﹈︵副︶25 ソノウチ

ソトヘデテ︑空バカリミ

テヰマス︒ソノウチ︑太郎サンバ︑

二77

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ウチヘカケ

白洲全野は︑明治六年に

に申すのでございます︒﹂乙﹁その上︑

十二柵8図

工を終へ︑其の羽箒改築せられて今

らはす筆算の方法に改めたのである

が︑其の結果は︑式も演算も自由自

コミマシタQ

三575オニハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマ

つけて居た荷物の品までいひあてま
魚は一匹も釣れず︑その上︑

オナカノ中カラハヒ上ッテ︑

シタ︒ソノウチニ︑一寸ボフシバ︑

しかし︑そのうちに︑おと

はなしました︒

い男は︑わざとをのを手から

りはじめました︒そのうちに︑若

三875若い男は︑︿略﹀木をき

が少しおくれました︒

三667そのうちに︑たぬきの舟

大切な釣針まで︑魚に取られておし

おくびやう

乃木大將は︑幼少の時艦が弱
かういふちょうはうな物は︑

うさんやおかあさんのことを

三描8

かんがへると︑家へかへりたく

聞クガ早イカ︑カケ出シ

聞くだけで︑我々の手にはいらない︑

暗さは暗し︑其の上濃霧と吹 四224

なりました︒

十711

非常に珍しい物だからです︒

ん︑其の上︑打出の小槌は︑お話に

誰︑一人ほしがらないものはありませ

八議7

く︑其の上臆病であった︒

七備1

が弱くていけませぬ︒

振廻しが不自由で︑其の上︑突く力

七827園短いのに限ります︒長いと

まひになりました︒

五価3

した︒

かの助左衛門の昔を思へ

日に至る︒

んや︒

十二柵6

弟が︑背中のあたりまで泥

をはね上げて︑垣に沿うた小路をと

十二捌11

やいけませんよ︒

十二捌2園其の邊をあんまり温いち

握ってみた︒

私は︑其の土をしっかりと

ば︑誰か其の先見と再構に感ぜざら

十二柵11図

在となり︑

の後半者によって︑遂に西洋の微

十二柵9 さうして︑其の極致は︑彼
び
ぶん

分・積分に封比すべきものにまでお

し進められた︒

十二柵7図古よりこ＼に難破するも
熟練なる水夫といへども︑殆ど其の

のすこぶる多く︑一朝風浪起れば︑

助左衛門は︑奮然として︑

危険を避くること能はざりき︒
十二悩11図

んで行くのが見えた︒と︑其の後を

はんちやう

燈塁建設の事を思ひ立ちぬ︒文久二

追っかけるやうに︑
こロつ

やがて長州征伐の大事が起
其の結果︑江戸市中が兵火
にか＼れば︑百萬の市民はどうなる

十二欄7

つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑

十二鵬2

年︑先づ藩晦に其の志をうったへ
いはんや當時其の技術甚

て許可を得しが︑
えうち

十一一価11図

だ幼稚なれば︑苦心は殆ど想像すべ
からざるものあり︒

そのかみ一そば

932

マシタ︒ソノウチニ︑二人ガ︑ボ
縦に割れて︑中からみづくしい腔

其の中に﹁たこ﹂が泳ぎ始め
其の中に上陸員が蹄艦する︒

そのむかし

﹇其昔﹈︵副︶1

その昔

十柵9從って︑今︑湖上に浮かぶ島
島は︑其の昔︑陸に愁えてみた山で
あったわけです︒

nVおもりそのもの・けいりゅ

しんそのもの・たいようそのもの・ゆ

うそのもの・しずけさそのもの・せい

そのもの

初め大工として働いて居たが︑

が現れます︒

九378

ました︒

八幡7

其の中に織機の改良を思ひ立ち︑

八819

クノ前ヘヌイテ出マシタ︒
四297 そのうちに︑世間の人々
は︑かぐやひめのことを聞いて︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 申しこみましたが︑

四 4 1 3 そ のうちに︑月に雲が
か﹂りました︒

そのかみ

お預けになっても︑きっと

そのかみ︑大宮人の梅を

ヘカケヨリマ

ワタクシバ︑ビックリシテ︑
オカアサンノソバ

一435
シタ︒

ヘ

ネズミガ︑シシノソバヲ
ケンチャンガ︑ソバ

マサヲサンバ︑ニンギャウ

三222 ぼくも︑ついとけいを見
ようとしましたので︑そばに

ノソバニスワリマシタ︒

二406

イッテ︑イタヅラヲシマシタ︒

二325

トホリマシタ︒

其の中に︑ふと別の考が先 一502
そのかみ

なぎさに立ちて昔をしの

﹇其上﹈︵名︶2

生の頭に浮かびました︒

十一4411

其の中助命になるに違ひない︒

井戸4囹

あるだら．う︒

十235圏其の中に︑花々しい戦馬も そば・おそばちかく

四687 そのうちに︑ふしぎな酒 九837 其の中に︑尼子の奮臣が追々 うびそのもの
のき＼めがあらはれて︑しゅて
京都に集って來た︒
そば ﹇側﹈︵名︶55 ソバ そばεお

んどうじは︑だんく元氣がな
くなり︑

四価7 そのうちに︑うっかりして︑
﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんな

がどっと笑ひました︒
お正月になりました︒

四柳3そのうちに年がかはって︑

十二伽10図

のあたり見るが如く︑

向かひあひ給ひけん神々の姿︑今ま

べば︑そのかみ此の所にいかめしく

五237 そのうちに︑よひがまはって︑ 十二81図

とうく眠ってしまひました︒
五694 そのうちに︑高いがけの上に
來ました︒

おいでになったおかあさんが︑

五785 ソノウチニ︑コノタクサンノ
綜ノ中ノ一本ガ︑向カフノ柿ノ木ノ

おわらひになりました︒

若い男は︑池のそばの

おじぎをしましたQ

三捌5 大きなかめが︑舟のそば
へおよいで來て︑ぴょこりと

テヰマシタ︒

三933ソバニ︑人が四五人ヨッ

森へ行きました︒

三872

森で︑木をきってゐました︒

木こりが︑池のそばの

かざし紅葉をかざして往帯しけん都

さきち

その方

三784

大路︑今にして思へばたゴ一場の夢
其の人

此の青年こそ︑後に自動織機

﹇其人﹈︵名︶1

に過ぎず︒

た︒

そのほう

こりや︑旅人︑その方にも︑
いひ分があるならば申せ︒

五495圏

﹇其方﹈︵代名︶1

とゴうかした豊田佐吉其の人であっ

とよだ

を護明して︑世界の工業界に名を

八鋭7

そのひと

枝ニクツツキマシ タ ︒
けしき
僕は︑︿略﹀︑外の景色をのぞ

いたりして居た︒其のうちに︑ふと︑

六492
おもしろい事を嚢見した︒

七122 其の中に潮がさし始めて來ま
した︒

七296 僕は︑どうかして︸度計って
みたいと思って居た︒其の中に僕は
氣がついた︒

七972 其の中に︑かたい背中の皮が

四448

その子どもは︑この時︑

みんなからはなれて︑前の方
にある木のそばへ行きました︒

四456みんな︑木のそばへ來ま

した︒

四594 大きな岩があって︑その
そばに︑一人のおちいさんが

立ってゐました︒

そのそばに︑鬼の番兵

三ちゃんは︑まん中にポ

が︑鐵のぼうを持って立って

四642

ゐました︒

四775

ストをおいて︑そのそばにす

わりました︒

力忘レタ物ハナイカト︑イ

四845ソバデ︑オカアサンガ︑何

ロイロセワヲシテイラッシャイ

マス︒

な︒﹂れふしは︑そばへ寄って︑

四榴4おや︑あれは何だらう

よく見ました︒

岩戸のそばで待っていらっし

やった天手力男のみことは︑

あめのたちからを

五56

親がそばにるてくれなくても︑ちつ

五134 おたまじゃくしには︑︿略V︑

ともさびしくはありませんでした︒

五723 そばを通る人は︑﹁︿略V︒﹂と

廣田川をだんくとさかのぼ

いって︑ほめてくれました︒

五921

つて︑朝日橋のそばまで行った︒

て︑そばに︑一本の大きな木があり

五冊5園其の門のわきに井戸があっ

933
そばだつ一そびえる

ます︒

五伽2 なるほど︑門のわきに井戸が
あって︑そばに大きな木がありまし
た︒

コロくトコロガツテ來テ︑ピシヤ

六185 磁石ヲソバ酒醤ツテ行クト︑
ツトクツ着ク︒

六237 大きなのが一匹︑すぐそばの
稻の葉に止った︒

たたけるは︑此の少女を見ると︑自

ラスの中で︑そばには︑小さな心棒

十一178

せぼね
つまり地峡の脊骨に診る高い

雨岸に絶壁がそばだち︑樹

し又左にしつ＼進むのだ︒

木の密生する谷底の道を︑流を右に

十一槻6

は絶壁がそばだち︑

岩山を切通した所で︑︿略﹀︑爾岸に

どうしたのか︑其の子が尼 十伽4

さんのそばに去て︑立つたま＼しく

はぐるま

や︑歯車や︑ぜんまいなどが並ん

く泣出した︒
そばにるた女の一人は︑

でるる︒

仕事皇のそばに︑ふさぎ込ん 十一185

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑雀を探しに立

九301

つて向かふへ行った︒

や＼斎く平な所に三角鮎を

すると︑樂長がつかつかと

ある︒

そび・える

たゴ︑ふとそば近く︑恐し

そびえ立ち︑

日本一の山︒

水ぎは近くそびえ立つ塔を望

時にやや遠く︑全山白雪を着

つい向かふに︑ぐっと見上

ロシヤ時代で思ひ出しまし

頭上には︑高さ二千米の茂倉

高い建物が︑すくくと眞

といふ町は︑縦も横も皆直線です︒

直にそびえてみるばかりでなく︑町

九592團

岳が天にそびえて居るはずだ︒

だけ

八佃1

埠頭の近くにそびえて居ます︒
しげくら

たが︑其の頃造られた大きな煙突が︑

八237囲

終える ︽ーエ・ーエル︾

﹇聲﹈︵下一︶15 そびえる

げる程聲え立ってるるのが有明山で

十一柵7

え立つのを望んだ︒

て春の日に銀色に輝きながら︑そび

八悌3

みながら︑船が岸壁に近づくと︑

八備5

︿略﹀︑富士は

四24圏青空高く

立つ食え立つ︽ーチ・ーッ・ーツ︾

そびえた・つ ﹇讐立﹈︵五︶4 そびえ

がついた︒

い悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣

あくま

十二㎜4

おかあさんも︑そばでにこそばちかく ﹇側近﹈︵副︶1 そば近く

で下を見つめてみた女の子が︑それ

十一3910

を見つけて︑

校長先生と山田先生が︑箱の

にこしながら眺めてみた︒

九714
そばへ來て︑おもしろさうに︑僕等

十一7611

かある︒
十一捌2団
ト

禮は獅子をかたどった不思議な石の

し

フィンクスといって︑顔は人間を︑

大金字塔のそばには︑ス

示す石があった︒そばに腰掛が幾塁

十一搬10

姿も見られた︒

つせと編物の針を運んでみる婦人の

ばうを眠らせながら︑其のそばでせ

眞白い日がさのかげに赤ん

の仕事を見ていらっしゃった︒

すると︑掛の人がそばへ來て︑

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

九938

六293 上座にすわって︑いばって居 九759 母はそばから言った︒
分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

僕が唱歌を歌ふと︑北斗は︑

すると︑一人の大原女が彌次

巨像もあります︒

九襯3

ら︑僕のそばで遊んでゐます︒

何時までもおとなしく草をたべなが

九梱1

ばに村が見える︒

六823 おかあさんは︑ねて居る赤ん 豊漁10 山のふもとや︑小高い岡のそ

えい

ばうのそばで︑着物を縫って居られ
る︒

ぐわくわん

六甲7園此の観音様のそばには︑映
書館などもたくさんあって︑

郎のそばへ寄って來て︑﹁︿略﹀︒﹂と

七308 さうして︑杉の木のそばに一

米程の棒を立てて︑何べんとなく棒

十一鵬6
らう︒

ノによりか＼つてみるのは︑妹であ

其のそばにある奮式のピヤ
言ひます︒

そばを通る子供に︑いたづ

息子を相手に父がかますを織 十二麗4 ﹁︿略﹀︒﹂と言ふそばから︑
さも食ひしんぼうらしく︑羅刹は舌

どやくと此の國の青年が

つてみる︒︿略﹀︒そばでは︑母が娘

十二価1

をかけた︒

四五人はいって來て︑私のそばに腰

十二伽7

なめずりをした︒

そばで︑満人たちが耕作の手
兄が史記を讃んでみるのを︑

を休めて︑こちらを眺めてみる︒

十柵3

を相手にきぬたを打ってるる︒

十671

らをした︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 っ て 居 る 兵 隊 さ 十658園

のかげの長さを計ってみた︒
八592

ん︑其のそばで︑銃や劒を見せても
らって大喜の弟︑

八佃6 座敷にすわって茶を飲む︒そ
ばにはハワイの日本字新聞さへ旧い
てある︒

八悩8 入口のそばに池があって︑

十一139

そばでじっと聞いてみて︑兄より先

八柵5 おとうさんも︑そばに居たよ
その人たちも︑みんな一度に吹出し

私のそばへ転た︒

︽ーチ︾

そばに︑二人の女がすわっそばだ・つ ﹇峙﹈︵五︶2 そばだつ

に畳えてしまふ程でした︒
てるる︒

十一1611

ました︒

事皇の上に乗ってみる小さなふたガ

九247 自分の置かれてみるのは︑仕

そびゆ一そよぐ

934

九欄10 富士はやつばり横雲の上の青

間と︑せまい土間があるだけの︑小

青に︑ぼかし上げたやう︒

めて︑空は赤から金に︑金からうす

からかさ

下枝の紅葉から紅のしっくで

さい粗末な家であった︒

椰子の葉でふいた至極粗末 十392

並び︑互に腕を組合って天に讐えな
し

がら︑私たちを足もとにも寄せつけ
や

も落ちて︑さしてみる傘を染めば

そむく

︽一

金ぞ︒

そもく

そもくこれはいかなる

﹇抑﹈︵副︶2

︵副︶1

そよ
や
あいにく風は絶えて︑椰

窓の外には︑楓の枝がそよ風

に動いてみる︒

九987

そよかぜ ﹇微風﹈︵名︶1 そよ風
かへで

ありません︒

子の梢には︑そよとの葉ずれの音も

し

十一襯6囲

そよ

百敷十年前の事であった︒

ものを造らうとした最初で︑今から

これが︑そもく汽車といふ

九414図園

そもそも

分けたやうな美しさ︑

色・淺黄色・ひわ色︑とりぐに染

海は深さによって桔梗

ききやう

﹇染分﹈︵下一︶1 染分

爪を黄いろ

しゅつと︑し

あの時︑ざくつとおや指

な小屋の軒下などに︑大きな石が立

そめわ・ける

く染めたものだった︒

ぶきがほとばしって︑

を皮に突立てたら︑

十一一783圏

しないかと思はせる︒

しかし︑まことに粗末な
がくふ
ピヤノで︑それに樂譜もございませ

んが︒

十一旧10圏

て掛けてあるのは︑石貨といって︑

十2910団

空にくっきりとそびえて︑其のすそ

おとぎ話の國の都を思はせ

ないといったかっかうである︒

十二捌1

を長く下界に引いてみる︒

十三9 撃って︑今︑湖上に浮かぶ島

︽一

るやうな圓屋根や尖塔の甕える水の
餐ゆ

島は︑其の昔︑陸に從耳えてみた山で
﹇讐﹈︵下二︶1

都が浮かんで見えるのであった︒

エ︾

そび・ゆ

あったわけです ︒

十﹇82 仰げばはるか北東の空に︑
くっきりと比叡山が從耳えて︑皇城鎭

ひえい

護の姿を昔ながらに見せてみる︒

る︽ーッ・ール︾

東大寺の金堂は天空高く そま・る ﹇染﹈ ︵五︶4 そまる 染ま

空が︑まっかにそまって居る︒
きうしや

昭和六年十二月三十一日の夕
しゅびたい

八743

しらさぎ

染抜く

まことに白鷺城の名にそむ

﹇背﹈︵五︶1

8さきそむ
そむ・く
カ︾

十二餌3

﹇染﹈︵下一︶3

染める

︽一

﹇戦﹈︵五︶1

イ︾8うちそよぐ

そよ・ぐ

そよぐ

カンナの花の 血の色よ︒

︽一

十682圏 青葉のそよぎ︑ 日の光︑

屋號を染抜いた小旗も見える︒ そよぎ ﹇戦﹈︵名︶1 そよぎ

﹇染抜﹈︵五︶1

←ゆうぜんぞめ

八竜4

︽ーイ︾

そ・める
メ︾

今沈んだあたりからさし出た
幾百筋の細かい金の矢が︑夕空を染

七伽1

十3110圏

窓をあけて見ると︑西の方の ける ︽ーケ︾

讐えて︑五丈三尺の大佛︑一千二百
祖父

早速其の事を祖父に言ひます

﹇祖父﹈︵名︶4

六922

そふ

年の面影を残せり︒

十二柵10図

十一95 清水の塔︑八坂の塔︑三重
五重に讐えて︑ここ東山の中腹を飾
つてみる︒

九二2

暮︑大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染

十一117 東山三十六重げに笑ふが如

と︑祖父も︑﹁︿略V︒﹂と教へてくれ

目のとゴく限りは︑着物でも

はと

く︑堂塔こ＼かしこに聾えて︑書夜

まった一羽の鳩が飛んで來た︒

ごんぎやう かね

ました︒

と︑祖父も︑﹁︿略V︒﹂と教へてくれ

祖母

郷里の家は︑六畳・三畳の二

其の手には︑血に染まった短 十旧2

染まるやうな眞青な水だ︒

九822

此の間も祖父が言ひました︒

﹇祖母﹈︵名︶1

誰でも︑幼い時︑母や祖母に

刀が光ってみる︒

九擢4

僕は祖父の此の言葉を聞いて︑ そむ

そぼ

ほんたうに嬉しいと思ひました︒

九槻9

ました︒

八捌4

勤行の鐘がさやかに聞かれる︒

リート造に代り︑新しい大建築が市

十一1211 四條・七島の橋はコンタ 九掲3 早速其の事を祖父に言ひます

さっきの高岳が︑﹁︿略﹀︒﹂

中至る所に超えるやうになった︒
十﹇伽11

行手は果なき砂の平原︑

と言ふやうに︑しかも甚だ嚴然と讐
えてみる︒

十﹇粥10囲

九重8

そめ

左に讐える山も全部岩と砂です︒

快いゆめ路にはいったことを思ひ出

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

七帽3

かぬ美しい姿である︒

に讐え︑それが眞黒な大空に突立つ

十一柵2 ごつくした火山が至る所

其の大きい︑力強い調子に︑

そぼく
﹇素朴﹈︵形状︶1 素朴

そめぬ・︿
そぼく

すであらう︒

としたら︑どんなに恐しい景色でせ
う︒

古代の我が國民の素朴な喜が︑みな

十二652 や＼右手に仰ぐ天守閣群は︑ 十価3
︿略﹀︑如何にも調和よく︑高い石垣

ぎつてみる︒

そぼく

の上に計えてみ る ︒

び大天守が︑東の小天守と四つ目に

十二6810 乾の小天守︑西の小天守及そまつ ﹇粗末﹈︵形状︶3 粗末

935

十一4711 研究室の窓の外には︑木々
の葉が一日毎に緑を増して︑風にそ
よいでるます︒

そよそよ ︵副︶2 ソヨソヨ

一286
ソットアゲ

ソラ

空﹇▽あお

空にかすんだ

とんで

官田士の

かもめすいく

ぽっかりうかんだ白い雲︒
行く︑

四梱7圏
山︒

た︒

四柵6圃
行く︑
山︒

空にほんのり

とんで

官田士の

うなりをたて
きれいなゑ

六湿2圏

うつ

ほんのりと空も

三日月は岡の上︑

梅の花︑

かすんで︑

雲もない空には︑月が美しく

すらと岡の上︒

七361

輝いて居た︒

かなめ

は︑必ず射落す程の上手なり︒

扇は要ぎはを射切られて︑

空高く舞上り︑二度三度ひらくと

八軒6図

此の間︑た〜水と空ばかり眺

まはりて︑

八幡3

めてみた身には︑島上の此の美しい

都市が︑まことになつかしいものに

汽車で大阪騨に近づくと︑晴
れた日でも︑空がどんより曇ったや

七627

はなやかな空である︒

美しい空である︒

雪の積った山々の頂から上の

雲雀の歌が︑かすんだ空にの

ひばり

した︒

空飛ぶ鳥を見て︑自分もあ＼

或日突風にあふられて自由を

失ひ︑空から落ちて死んでしまひま

九88

いふ風に飛んでみたいと思ひ︑

九73

どかに聞かれる︒

九41

に見える︒

空は︑ちやうど墨でくまどつたやう

八㎜1

曇って來た︒

かに晴れて居た空が︑何時の間にか

山を越すまで︑あれ程うら＼

思はれる︒

七伽5

八籾8

うに見えます︒

だが︑日が落ちた後の空は︑
何といふ美しさであらう︒

七伽8

僧伽5

空は水のやうにすんで︑風は

空は眞青にすんで︑朝日がや

日が落ちて︑西の空は夕ばえ 九327東の空が明かるくなると︑今

副長もはや上甲板にあらはれ

の壮大な姿が︑だんくにあらはれ

まで軍港のやみに包まれてるた軍艦

て軋る︒

まだ明けきらぬ空に︑また＼
く星を仰ぎながら︑おとうさんにつ

九343

八607

が一きは美しい︒

八509

がて野ら一面を明かるくする︒

八474

七囲6 空はいよくすんで︑月はい
よく明かるい︒

あるといふ程でもないが︑

七伽8

らうす青に︑ぼかし上げたやう︒

空を染めて︑空は赤から金に︑金か

空には︑お日様がぎらぎら光 七伽1幾百筋の細かい金の矢が︑夕
小さい神様のおからだは︑ぽ
私は︑もと雨の一しっくで︑

を飛んで居る︒

まつさをな

高いこずゑは︑

空は青空︑

くっきりと浮いて居る︒

ふるへるやうに︑

六473圃
が

空に︑

あがる字だこに

六797圃
て︑

小枝小枝

赤とんぼが︑すいくと︑空

空から落ちて沃たのです︒

五687

んと空へとび上りました︒

五654

つてゐました︒

五168

かもめすいく

キノハガ︑ソヨソヨウゴ 四燭7 天人は︑悲しさうなかほ
をして︑じっと空を見上げまし

ドテノ土

イテヰマス︒

二欄5圃

何か︑あ

︵五︶1 そよめく

外︑
ノ︑ソヨソヨ春ノ風︒

テ︑ツクシノバウヤガノゾイ
タラ︑

そよめ・く

︵名︶ 8 4

うきくとそよめく晩だ︒

九66圃暖い︑さうして
﹇空﹈

たりが

ツバサ︒

二43

ヒ ルスギカラ︑空ガク
ソトヘデテ︑空バカリミ

だこ︒

いて︑私も町角までお送りしました︒

じっと空を見て居ると︑小鳥
が︑逸雄も幾遍も︑悲しさうな聲で

て︑今日の天氣はどうかと空を眺め

バヅテヰテモ︑風サンが來ル

る︒

晴れた夜︑空を仰ぐと︑たく

戦の眞最中︑鳩は空高く舞上 九922 七月になって︑夜の空に星が
美しく見えるやうになった︒

かはい＼目で空を見上げて居た︒

小さい傳二重は胸をふるはせ︑

八762

窓をあけて見ると︑西の方の

八764

九992

八987豊年空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽 さんの星が︑まるで寳石をちりばめ

八869東の空に朝日がのぼった︒

つた︒

空には︑ぱっと火の粉が上ったり︑

窓をあけて見ると︑向かふの
又少し暗くなったりする︒

六939

空が︑まっかにそまって居る︒

六922

鳴きながら︑飛んで行きます︒

かぐやひめも︑今はし方

四401圃 空には順いお月さま︑

てしまひました︒

がなく︑︿略﹀︑空へ上って行っ

四377

三 8 3 圏 と びがなく︑春の空︒

ト︑フキトバサレテシマヒマス︒

二524園イクラ私が空ニイ六874

テヰマス︒

二77

モッテキマシタQ

二72

光りハジメマシタ ︒

ソラデハ︑オホシサマガ

一213圃 アヲイソラニ︑ ギンノ六254

一121圏ソラガハレタ︒

ら・ゆうそら・よそら

そら・おおそら・さむそら・ふゆそ

そら

そよそよ一そら

そらい一そらんずる

936

たやうに美しく輝いてゐます︒
十粥9図

空はなほ冬と異ならず︒
しんみき

何だか空が曇って來た︒

一段の雪幕を加ふ︒

九999 北の空にもたくさんの星があ 十棚1図 枝葉空をおほひて︑神域に
りますが︑其の中で︸つ大事な星が
十三4

空には︑半月がさえかへって

あります︒

みた︒

十個4

ひしゃく

のやうな形に連なった︑美しい七つ
仰げばはるか北東の空に︑
ひえい

六月の空は︑うら＼かに晴
め

あかんだけ

西の空︑や＼遠く雌阿寒岳
午前二時頃︑もう東の空が

十一柵2

空は一面の星だ︒

眞南から西十度の方向を目

ざしながら︑時速四百粁︑ほの暗い

十一拗11

空をたゴ一直線に飛んでみるのだ︒

四千米の空には早くも夜が

れうき

十一捌3

明けて︑僚機が︑くっきりと深紅の
停車場の外に出つれば︑

太陽の光を浴びる︒

十二41図

ひろがった︑

ひろがった︒

三764圃空一ぽいに

雨雲はきまった形がなく︑

しだれやなぎが

十一佃3

空一ぽいに薄黒くおほふもので︑齪

雲と呼ばれてゐます︒

八襯2

光線のぐあひで︑背中のあた

そらいろ ﹇空色﹈︵名︶1 空色

りが黙々と空色に光るのは︑ほんた

第二十五

第二十五

空の旅

空の旅

︹課名︺2空の旅

うにきれいでした︒

九備3

九目12

そらのたび
かりに︑太陽をもつともつ

道端の枯れた草むらの底から︑

特に船長たちは︑晴雨計と

彼が天武天皇の仰のま㌦に︑

我が國の正しい古記録を富み︑古い

十一637

そらんじ始める ︽ーメ︾

そらんじはじ・める ﹇諸始﹈︵下一︶1

空模檬を熱心に見くらべてみる︒

もやう

十﹁8510

もやう
そらもよう ﹇空模様﹈︵名︶1 空模様

うか︒

聞えるやうに思ふのは︑空耳であら

かすかに︑ごくかすかに︑轟の音が

八497

そらみみ ﹇空耳﹈︵名︶1 空耳

特に空と海とが朗かである︒

秋晴の空はあくまで澄みて︑暖さ春
の如し︒

十二伽8

と遠い所で見るとすれば︑結局はあ

十二悩11

十一8710

の夜の空に銀の砂子をまいたと見え

が煙を吐いて︑

十﹁811

れて︑所々に淡い白雲が光ってみた︒

十一762

護の姿を昔ながらに見せてみる︒

くっきりと比叡山が讐えて︑皇城鎭

十一81

九㎜8どこか其の邊の空に︑柄杓
の星を探すことにしませう︒

九榴6 北の空では︑星が北極星を
ほゴ中心に︑圓をゑがいて動いてゐ
るのだといふことがわかります︒

も

九齪7 空にはだんく雲がふえて來
る︒

九欄3図囲秋の空︑香も高く︑
くせいは 今年も咲きで︑ 師の君

をしみぐ思ふ︒

る小さな星と同じものになってしま
つまり太陽は︑夜の空に無

晴渡った空に︑正午を知ら

空一

せる町のサイレンが長長と響いた︒

十二商3

敷に輝く星の一つなのであるが︑

十一一価2

ふであらう︒

白み始める︒

空も海も急に眞暗になつ

空が次第に曇って來た︒

﹇空一帯﹈︵名︶1

いわし雲がぐんくふえて

︵サ変︶1 そらん

言傳へをそらんじ始めたのは︑三十

﹇諸﹈

ひえだのあれ

元明天皇の勅命によって︑

はすことになった︒

る我が國の古傳を︑文字に書きあら

太安萬侶は︑稗田阿禮がそらんず

おほのやすまろ

十一633

ずる ︽ーズル︾

そらん︒ずる

來ると︑空一帯が灰色になって︑何

ソラ

鹸年前のことである︒
﹇空一杯﹈︵名︶3
空︸ぽい

ガリマシタ︒

一422 イッノマニカ︑マックロ
ナクモガ︑ソラーパイニヒロ

一パイ

そらいっぱい

ます︒

だか頭をおさへっけられさうになり

十一川6

nVおぎゅうそらい
そらいったい

そらい

地中海を航して︑今日は

たと思ふと︑忽ち恐しい程の大雨で

十一旧3囲

すでに三日目︑空も海も︑すっきり
﹁︿略﹀︒﹂と言って︑彼はし

と朗かですが︑
十一欄11

やさしい沈んだ調べは︑ち

ばらく澄みきった空を眺めてみたが︑

十一捌4

やうど東の空に上る月が次第々々に
夕方︑まだ明かるい空に︑

やみの世界を照らすやう︑
十一欄10

半月が光り始めた︒

帯

す︒

十一柵7国

十﹁捌6

俗に薄雲といひます︒

で空をおほったやうになりますから︑

十143秋の空が青くすんで氣持がよ 十一佃5 後にはごく薄い白絹か何か
い︒

十375 雲の低くたれた空を見上げな
がら︑残念さうに一人が言ふと︑

十388 空を半ばおほふやうに︑櫻や
かへで

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

十4510 瀧は三十米の空から白い絹を

さらしかけて︑下の瀧壺に吸込まれ
るやうに注いでみる︒

十641 一郎と貞童が︑空に向かって

十603秋の空は實に高い︒
歌った︒

十餌3 夜になっても薄青い空︑其の
空に︑星が一ぽい氷りついたやうに
して︑また＼いてるる︒

十643 其の空に︑星が一ぽい氷りつ
いたやうにして︑また＼いてるる︒

937
そり一それ

そり

そり
﹇反﹈︵名︶1 反

十一欄1 長さ・幅・厚さの釣合の取
そり
れた形︑各署よくぐっとはいった反︑

﹇反返 ﹈

ソレ

それ

︵五︶1

そりか

物打から切先へかけての輕やかな線︑
そりかえ・る

﹇其﹈︵代名︶ 謝

ダレ

ダレ

デス

デス

デス

カ︒

カ︒

カ︒

うむしばになってはいけませ

る晩︑ねずみに足の指をくひ

てるるのです︒

ません︒それがかなしくて︑泣い

いつ殺されるかわかり

ソレガ︑カレ木ノエダニカ

それはありがたう︒

四784 三ちゃんは︑それをかば
んに入れて︑はいたつに出まし

た︒

三ちゃんが切手を渡しま

すと︑花子さんは︑それをはっ

四816

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四価6園

それは珍しいものだ︒

と大そうおこりました︒

加賀は︑たくさんのひか 四962 わにざめは︑それを聞く
ひろいかんぱんの上から︑じい

うきがのせてあって︑それが︑

四195

とです︒

四125 日かげになって困ってゐ て︑ポストへ入れました︒
四932園 それはおもしろからう︒
た三々も︑それからだんくゆ
四935 白兎は︑それを見て︑
たかになって行ったといふこ

になって︑

四624園

切られました︒

それから二三日のちのこ

んね︒

三佃7

カッタカトオモフト︑一ドニ
パット花ガサキマシタ︒
三262 きんじょにるた大蛙が︑
三皿8園

とでした︒

それをきいて︑﹁︿略﹀︒﹂ときき

良雄さんは︑︿略﹀うさぎ

シマシタ︒

さうして︑べつのぐわよう

金の をの や︑銀の をのがほ

三頭7園 はい︑それで ございます︒
三867それ を聞くと︑ じぶんも

のちには︑とのさまから︑

折ってしまひました︒

四悩5園もし︑それは私の着物

それは︑天人の羽衣で︑

でございます︒

あなた方にはご用のない物で

四悩3園

ございます︒

ソレハアリガタウ︒

それが︑かはいさうに︑あ

天人は︑それを着て︑し

つかにまひ始めました︒

四欄4

います︒

天へかへることが出來ません︒
四摺4園 それはありがたうござ

四横1園それがないと︑私は

もありましたが︑かぐやひめは

﹁︿略﹀︒﹂と︑たがひに

四332園それは大へんだ︒
四網1 それからしばらくは︑

それもおことわりいたしました︒

おく方にしたいとのおことば

四308

それを切って︑わって見ますと︑

てるる竹を︑一本見つけました︒

した︒
うにとんで行くの．ださうで
四佃2 見ると︑それはこけ丸で
した︒
三716園それもよいが︑だれが︑ す︒
そのすゴをつけに行くのか︒
四276もとの方が大そう光っ 四番5 こけ丸は︑すぐそれを

ぶんたちのあたまに合ふやう
に︑わに作って︑めんにつけま

しを細長く切って︑それをじ

三632

のかほをかきました︒

は︑それを見て︑︿略﹀︑たぬき

のかほをかきました︒太郎さん

三622

ました︒
へる ︽ール︾
三捌3 白いけむりがすうと立ち
のぼりました︒それがかほに
七979 ぐっとそりかへるやうにして︑ 三514ソレヲ刀ニシテ︑ムギワ
ラノサヤニ入レテ︑コシニサ
頭を後へ下げます ︒
か
＼つたかと思ふと︑浦島は︑
かみも︑ひげも︑一度にまつ白

それ

﹇402園ソレ小山デスネ︒
ムカフカラサルガキマシタ︒

一63一 ソレカラスコシイクト︑

ダレ

ニツルシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トウタヒ

二87ソレヲニハノ木ノエダ
マシタ︒

二491園ソレ ︑ノ
ハ

二494囹ソレハ雲サンデス︒
二517囹ソレ
ハ

二523囹ソレハ風サンデス︒
二552園ソレ

三815囹 それはかはいさうだ︒
三826園それではございません︒

二556囹ソレバカベサンデス︒
二583園ソレハダレデスカ︒

ニバカマハズウタ ヲウタヒナガ

しくなりました︒

ません︒

三835園い＼え︑それでもござい

オニ ハ︑︿略﹀︑ワイワイサ
二667

二586園ソレハネズミサンデス︒

ラ︑イッシャウケンメイ ニヲドリ

ワギマシタ︒オヂイサン ハ︑ソレ

マシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂

四496園

二884ソレデ米ヲツクト︑オ 三893囹 それはかはいさうだ︒
三908囹

四546

いひはってゐました︒

カネヤタカラモノガ︑タクサン

使ふ大じなはです︒それが︑か

三価1園おくの方のは︑一生

はい︑それでございます︒
出マシタ︒

二906針ヲ一本モラヒマシタ︒

それ一それ

938

五123 それよりも︑時々池の中で見
こひ

かける鯉やふなが︑親ではないかと
さいしょ

考へたことがありました︒

五146 最初は︑それと氣もつかぬほ

れ出して︑とうく︑それが二本の

どでしたが︑後には︑だんだんふく
かはいらしい足になりました︒

五147 おたまじゃくしは︑尾のつけ
︿略﹀︑とうく︑それが二本のかは

根の所が︑少しふくれて來ました︒
いらしい足になりました︒

五155 それから︑また何日かたちま
した︒

五391 耳も大きいものです︒時々︑

ふはくとそれを動かしますと︑ち
やうど︑大きなうちはであふぐやう
です︒

五姻5園 それにちがひありません︒
マユ

五523園 それは何でもありません︒

五535 頭ヲ上ゲテ︑繭ヲカケル所ヲ
サガシマス︒ソレヲ拾ツテ︑マブシ
へ移スノデスガ ︑

五588 豆のさやのやうな物を舟にし
て︑それに何か乗って居ました︒

いふ神様です︒

五623囹 それは︑少彦名のみことと

タリ︑動カシタリシテ居マシタガ︑

れて居る︑向かふの家の屋根であっ

もう一枚の蚕用紙を︑ぐる

た︒

つた︒

六985園

それよりも︑あの風に︑四
辻で火事を消し止めたのは︑えらい

暗がりに梅の花︑

お＼︑それよ︑ それ︑そ

てがらです︒

六梱5圃

この家の垣根の

まつ白な梅の花︒

それ︑そこの家の垣根の

まつ白な梅の花︒

六梱6圃

暗がりに梅の花︑

六冊7近づいて見ると︑それは︑生
きたねずみではありませんでした︒

テアル︒

潜望鏡トイフ長イ管が立ツ

センパウキヤウ

テ居テ︑其ノ先二目が附イテ居ルカ

六柵9

ウツカリソレニ引ツカ・ルト︑

ラ︑ソレサへ水ノ上へ出シテ置ケバ︑

魚ノヤウニ︑生ケドリニサレテシマ

小止2

フ︒

七96

七77

七61

船頭さんが︑さをを突立てて

見ると︑それはかもめでした︒

それは弟橘媛のお櫛であった︒

それから敷日後の事である︒

それに舟をつなぎました︒

七173

村の西にくぬぎ林がある︒そ

れを通り抜けて︑だらく坂を上る

七197

にいさんが︑物置から古いみ

それは︑すばらしい思ひつ

と︑道ばたに大きな松が一本ある︒

七317園

きです︒

かん箱を取出して調て︑それを淺く

七402

見れば尊い錦の御旗︑どう

作りなほしました︒

七573圏

空がどんより曇ったやうに見

それはげしからぬ︒

してそれを手に入れたのか︒

七581園

七628

えます︒それも其のはず︑大阪は俗

中之島といふ所へ來ます︒そ

ロかのしま

に煙の都といはれ︑

イデ︑サゾ困ルダラウト思フデアラ

七745

七742

塀や石垣はまだ修理中で︑大

それから二十日ばかり過ぎた︒

れは淀川の中にある細長い島ですが︑

七666

ウガ︑ソレニハ︑ウマイシカケガシ

六宙6水ニモグルト︑ドコモ見エナ

るまい︒

ちやうど︑それがするくと 六欄3囹 あ︑なるほど︑それはわか

賊も︑しまひには十萬ばかり

に討たれて︑ちりぐに逃げてしま

になった︒それが︑又前後から官軍

六794

れをのりづけにした︒

はいるくらみの大きさに作って︑そ

六518

て︑それをのりづけにした︒

くとはいるくらみの大きさに作つ

筒の中へ︑ちやうど︑それがする

くと巻いた︒さうして︑さっきの

六516

ヤガテ︑ソレヲ傳ハツテ向カブへ渡

それは何者であるか︑尋ね

リ始メマシタQ

五974圏
てまみれ︒

五三5 とうく見つけました︒けれ
ども︑それは︑をり重なって死んで
居る敵の死がいの間でした︒

ソレカラニツ三ツ停留場ヲ過

ギテ︑表町マデ來マスト︑人ガタク

五二8

それは︑お困りの事でせう︒

サン下りテ︑席ガアキマシタ︒

石馬6園

きれいな御殿へお着きにな

うちの雀の宿といふのは︑横
に穴をあけた大きなへうたんや︑古

六891

いつりどうろうなどで︑それが︑日

一本の大きな木があります︒

ります︒それは︑海の神様の御殿で

五言3圏

す︒

當りのよいのき先に︑幾つもつるし

五佃6園

それに上って︑待っていらっしやい

それはおもしろからう︒

それは︑こ＼から百米もはな

てあるのです︒

ませ︒

五槻2園それは︑きっと︑天の神様
にちがひない︒

海の神様が︑それをお聞きに

で︑すぐそれを取出し︑きれ

なって︑﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりま

五偽5
した︒

五伽3

いに洗って︑命にお上げになりまし
た︒

それから︑夕方まで︑弟と一
六362園

しょに遊んだ︒

六269

デゴラン︒

五735 それからも︑いろくの舟が 六201園 ソレヲ︑砂ノ中ヘツツコン
通りました︒

五787 綜ノ中ノ一本ガ︑向カフノ柿
ノ枝ニクツツキマシタ︒クモニハ︑
ソレガ︑スグワカルモノト見エテ︑

五789 シキリニ︑コノ綜ヲ引ツパツ 六501

939
それ一それ

八66
きんぞく

其の右足に︑日本の文字を記

八736

それ億︑みんな海に居る動物

それと似て︑少し様子の違ふ

下へ下りると︑胸の所に足の

く歩くから不思議です︒

やうなものがあって︑それでのこ

八鴇9

のが﹁はうぼう﹂です︒

八備2

でした︒

今までにない正確な時計を爽 八目1

明しました︒それは︑全くガリレオ

工や人夫が大勢働いて居たが︑信長
した小さい金属の板が附いて居まし
さいたまけん

は︑それには目もくれないで通って

の此の畿見を鷹用したものです︒

館に來ては︑そこに陳列してある機

一人の青年が︑毎日毎日機械

た︒それによると︑埼玉縣の獄所で︑

試みにしるしを附けて放したものだ
といふことがわかりました︒

械の前にすわって︑じっとそれに見
入って居るのであった︒

それ呼べ︒﹂とて︑齢一

ハワイの人口約三十八萬の中︑

が日本人で︑

八佃9

十五萬が日本人で︑それが農業・漁
業・商業を始め︑あらゆる職業に從
事してみるのだ︒

黄に︑淡紅に︑並置に︑梢々

かうきち

岡山の幸吉といふ表具師が︑

ドイツのリ・エンタールも︑

それはちやうど︑リ・エン

それから二日間︑二人は機の

男の子は︑指先でそれをつ

と︑それが又心配になって來た︒

しまって︑若し見つからなかったら

九291此のやうな所にころげ落ちて

まめなかった︒

ま・うとしたが︑齢り小さいのでつ

九273

修繕に一生けんめいでした︒

しうぜん

九147

た︒

タールが死ぬ三箇月程前のことでし

九103

に飛んでみると︑

れを健に着けて︑岡の上から一思ひ

︿略﹀︑翼に似た物を作りました︒そ

九82

飛んで︑

へ︑それをあやつりながら屋根から

鳩の艦を研究して大きな翼をこしら

はと

九77

ほg一檬の若緑の色に映え出す頃は︑

が煙るやうに見え︑やがてそれが

九52

かはいらしい二手を思はせます︒

佐吉はさらに動力を使用する 八帽9 其の上の所に小さい燭角があ
つて︑それがちやうどお人形さんの
織機の獲明に成功して︑それが廣く

それから︑僕たちは何もかも

を召し出す︒

八989図園

忘れて滑った︒

八955

なって居る機械で︑

れば自動的にこれをおぎなふ仕掛に

動的に運韓が止り︑よこ綜が無くな

それは︑たて綜が切れ㌧ば自

日の書頃︑赤い帽子をかぶって︑赤

それ程首がほしいなら︑明 八835

阿里山の蕃人は心を動かされた︒

八802

行った︒

七761園今日の供はかなはぬ︒誰か︑
それを連れて吃れ ︒

げれば︑それでよいのだ︒

七802園 めいく受持の場所を仕上 八154 それを見るにつけ聞くにつけ︑

そこに槍の名人上島が居ります︒

それより一年ばかり前の事で

八餌7

世間に使用されるやうになった︒

取れ︒

八182
あった︒

八389
す︒

それが萬壽姫で︑木曾に住ん

で居りましたが︑風のたよりに此の
かまくら

事を聞いて︑うばを連れて鎌倉をさ

八406

意外にも︑それは呉鳳の首で

い着物を着て︑こ＼を通る者の首を

七836囹 それは私にお尋ねなくとも︑ 八169園

七857園 は＼＼︑それでは︑まるつ
きり槍のことがおわかりになって居
らぬ︒

七968 木とか草とかに上って︑安心
だと思ふと︑前足の爪で︑しっかり
とそれにしがみつきます︒

七996 油蝉はそれから二三週間生き
て居ます︒

七鵬8園 それは︑どういふわけでご

なぜかといへば︑打出の小槌
は︑それで何でもほしい物が打出せ

八価4
それから間もなくの事です︒

して上りました︒

八434

ざいます︒

七川9園 それがさ︑あってみると︑

るといふことです︑

聞けば︑それも其のはず︑ハ

それはどういふわけでせうか︒

陛下は外たうをも召されず︑

八戸5

八576

八佃8
それは︑つい今しがた︑番人

ワイの人口約三十八萬の中︑十五萬

しゃいます︒それを辞した時︑私た

です︒

それをつるして︑

八718

さうして︑綜におもりを附け︑

が火をつけるために手を鯛れたから

八696

ちは何ともいはれぬ感じがして︑

熱心に戦況をごらんになっていらっ

先方はほんの青二歳で︑相手にする

のもばかくしかったが︑
七伽1園 それがあなたのやうなお方
に拾はれて︑今此の財布をいた皮か
せてもらひましたが︑

七梱1園 それよりも道をお急ぎなさ
い︒

七榴9園 それでは困る︒

七幡3 三度々々の食事に︑必ず其の

陸地に出あったのが︑それ程の手が

大洋を西へくと航海して︑
らだったらうか︒

八価3園
を動かすと︑おもりは左右へ振りま

おもりを綜でつるして︑それ
す︒

八722
れるまで︑うち中の者がそればかり

きらひな物ばかり出して︑大將がな
たべるやうにした︒

それ一それ

940

た︒仕事皇のそばに︑ふさぎ込んで

九302 ねちがく略﹀︑ぴかりと光つ
下を見つめてみた女の子が︑それを
見つけて︑

九308 さうして︑一つの懐中時計を
出してそれをいぢつてみたが︑

九351 それにつれて︑つり床は正し
く一定の場所に納められる︒

秀吉の援軍が今日逼るか明日

それから又幾年か過ぎた︒

孫であることがわかった︒
九8610

九882
︐つた︒

おほぐま

北斗七星と其の附近にある幾

つかの星を加へて︑大熊座といひま

九価5

すが︑それは昔の人が︑それらの星

それよりも︑北極星の右下の

の列に大きな熊の形を考へたからで
す︒

かは
鹿町は︑それが敵方の一人河 上欄3

止るか︑それを頼みに勝久は城を守
九9010
す

を細長くして︑それに大きな翼を附

みだい
それと共に︑あの偉大な箱根

けたものと思へばよい︒

の山々が︑片端から眼下にひれ伏し

九四1

でんりゅう

大井川をしり目に掛けて渡り︑

始めた︒

九醜3

それから七分の後天龍川を越え︑

い

更に六分の後群薄湖の北角をかすめ

ゑもん

村新左衛門であると知るや︑身をか

方に︑椅子の形に連なる五つばかり

むらしんざ

の星はカシオペイア座で︑︿略﹀︑こ

軍人さんは地弾を指して︑そ

ら

青空の末に墨のやうな雲︑そ

だから︑我が詩語には︑祖先

さうして︑それがまた今日の我々を

以來の感情・精神がとけこんでをり︑

三遠10

れは大阪のおびたゴしい煙であった︒

九佃6

れが奈良であることを示してくれる︒

な

九搦2

はして︑ざんぶと川へ飛込んだ︒

松崎大尉の碑もあるはずで

まつざき

それを聞くと︑僕はむちゅう

それは透りなお言葉です︒

結び附けて︑

十203園

日本の馬は氣が荒いとかい
はれるさうだが︑それも馬が悪いの

大尉がそれを取って見ると︑

十282圏

小笠原群島附近を過ぎる頃

かいこん

面積約百平方粁︑其の大部

らは全く眞夏の氣候です︒

から︑だんく暑くなって︑それか

十248困

をがさはら

次のやうな事が書いてあったQ

十207
それが果して何轟であるか︑

はっきりはしないが︑かなり多数の

九俗10

馬に悪いくせが附いてしまふのだ︒

ではない︑扱ふ人がいけないから︑

九備8囹

になって馬屋へかけこみました︒

九牛7

しいものが見えた︒

見たら︑岡の青葉がくれに︑それら

す︒﹂金さんの指さす方を立上って

豊麗1

ひ

る︒

皆が︑それをしらべては用紙
あ＼︑それなら︑天文學と
すみたふ

それを出納掛へ持って行くと︑
地平線から次第に見上げて︑

すぐ見つけます︒

れははっきりしてゐますから誰でも

九㎜3

すぐ書庫へ送られる︒

九954

いふ見出しのある所を見るのです︒

九942圏

に書入れてみる︒

九498国 やがて行手に金門橋が水ぎ 九935
開けて︑湾の右手に大市街が見え出

は高く現れ︑それを過ぎると眼界が
しました︒
よくや

九559國 しかし︑それを過ぎると︑
全く沃野千里の大平原でした︒

頭の眞上まで行く途中︑眞中邊より

しんび
九639 それを聞くと︑まるで神秘の

世界にでもさまよってみるやうな思

少し低い所に︑かなり大きな星が一
さうして︑かりに此の二つの

寓眞機を北極星に向けて︑一

聲であることを感ずる︒

さうして︑それが︑しきりに

分が内地入の手で開墾され︑それが

九尊8

ほとんど皆甘薦畠です︒

旅客機といふものは︑自動車

石貨といって︑昔はそれで

こん
それは︑紺とも青とも紫と

明かるい色です︒

もいひやうのない︑深くて︑しかも

十307団

です︒

物を買ったり六つたりしたのださう

十302国

かんしゃ

﹁︿略﹀︒﹂と鳴き立てるやうに思はれ

それを躇沈めてはいるのです

る︒

九燭1

斗七星を見て其の位置を念え︑更に
が託てい見當がつきます︒

十時・十一時に見ると︑此の動き方

︿略﹀︒それでなくても︑夜九時に北

時間ぐらるふたをあけて置くと︑

禁野2

方へのばして見ませう︒

星を結ぶ線を引き︑それをなほ右の

流記10

つ見えるのがそれです︒

がします︒

九674 元來熱帯地方の鳥で︑それが
夏の間だけ日本へ飛んで照るのです︒

九763園 尼子家の御威光は︑昔にひ
り

をどし

よいことにして︑敵の毛利がだん

まヒつ

きかへておとろへるばかり︑それを

く攻寄せて來る︒

九786園 やあ︑それなる赤軍威の
いおりのすけ

甲は︑尼子方の雲影と見た︒

九798 尼子方の秋上伊織介がそれ
を見て︑天罰V︒﹂と︑これも手早く

いや︑それは高い︒

が︑北八は︑ふただらうと思って取
九平7園

星が動くといふのも︑實は我
我の住んでみる地球が廻るから︑さ

お前︑それで武士か︒

九悩10

う見えるだけのことですが︑今の場

九箇2園

矢をつがへてひようと射る︒

たへたが︑片足が洲の端にすべり込

九816 鹿介は︑それをじっとふみこ

合︑それを考に入れないで置きませ

九備8

りのけました︒

んで︑思はずよろよろとする︒

う︒

九8310 さうして︑それが尼子家の子

941
それ一それ

ひかく

十311困 内地の夕立とは全く比較に
ならぬ︑すさまじいスコール︑それ
にじ

が忽ち晴れた後の目もさめるやうな
大空の虹︑

十414園 見れば近くに流があって︑
それが皆酒だ︒

十415園若い男は喜んでそれを汲み︑
それでよくわかった︒

父親に持って蹄って孝行をした︒
十4210園
さてい

十439 それから敷十歩坂道を上ると︑
左に茶亭があった ︒

十484図園 お＼︑それよ︒

十493図 苦心はそれのみにあらざり
き︒

の目には︑それが蟻の歩みのやうに︑

十564 高峯から見下してみる五兵衛
あり
もどかしく思はれ た ︒

十657囹 それがどうしたの︒

十709 しかも雨は雪に攣じ︑それが

む うらん

吹雪となって︑あたりを吹きまくつ
た︒

な母の聲である︒

それから幾十日︑︿略﹀︑不思

十欄9

それは︑目に見えぬ熱帯の傳

袖にくるんで助けたいのは山々であ

自分とても︑彼等を法衣の

それでこそほんたうの武士

染病との職でした︒

十悩7園

十864

議にも一命を取止めた聞多が︑當時
たいど
の母の慈愛の態度を聞くや︑病床に

十柵5園

るが︑それはかへって彼等の心であ

である︒

さめぐと泣いた︒
が︑雪をかき集めては︑それを一箇

遠くでしきりに鈴の音︑それ

十989畏いお庭では︑大勢の男たち

十欄5

るまい︒

見るくそれが高くなって︑

所に積上げてゐます︒

十989

必備9園

る︒

いや︑それは言ふべきこと

と共に﹁︿略﹀︒﹂といふ呼聲が聞え

それ程︑そなたが思ひ込ん

それが今朝はございません︒

見上げる程の雪の山になりました︒

十鵬4園

らなぐさめてやることが出曇るか︑

十一227此の不幸な子を︑どうした

源氏は何時もそれを考へねばならな

それは有難い︒

かった︒

十一246園

それは︑聖徳太子が御父

君用明天皇を追慕し給ふ齢りに作ら

しやうとく

十一306

實に太子御孝心の結晶であ

せられたもので︑

り︑さうして︑それが又法隆寺とい

十一309

壁上にゑがかれた恒星の

ふ美の殿堂を現出したゆゑんである︒
しゃか
十一3010 それと並んで繹迦三尊を 拝

するのは︑

十一321

暮々︑それはもちろん所々はげ︑壁

それが七八人の人を乗せて︑

も麺裂を生じてはみるが︑

出した︒

次にか＼げる文章は︑源氏
かんたん

てるるのだけれど︑とうく言へな

十一421 ﹁︿略﹀︒﹂それがのどまで出

先生は︑此の鼓膜の代りに︑

いでしまった︒

薄い鐵で圓板を作って︑それを電氣

十一475

で振動させたらどうかと考へました︒

ところで︑これを文字に書

きあらはす安萬侶の苦心は︑それに

十一647

それは︑要するに我が國初

も増して大きいものがあった︒

十一679

以來の尊い歴史であり︑文學である︒

十一6910囹 それは惜しいことをした︒

い人は見えない︒

町のはつれまで行っても︑それらし

子を聞取って後を追ったが︑松阪の

宣長は︑大急ぎで眞淵の様

物語の一節を簡軍にして︑それを今

それから一年程過ぎた︒

それは︑此の子の乳母であ

十一704

十一216

るらしい︒

十一1810

日の國語で表したものですが︑
う ば

十一161

きれつ

ロンドンの市中を走り廻った時︑市

一に

それが今日の如く嚢達して︑
重要な交通機關となるのには︑

十靭1

目をみはった︒

民は︑始めて見る地上の怪物に驚の

十柵1

ではない︒

十三7園

でるたのに︑實は十四日の夜︑人を
やって雪を取捨てさせたのです︒

どうぞ︑それだけはお許し

船橋で舵を取ってみた舵手が︑

下さいませ︒

十麗7園
十掴4

見張から指題する聲は次第に

それに鷹じる︒

十価6

スチーブンソンの力にまたなければ

僕がそれを見てみると︑

しげくなり︑それを復唱する舵手の

十指2

ならなかった︒

若しあそこが少しでも切れて

顔も引きしまって選る︒
そ れ は ︑ 室 蘭 で 石 炭 を 積 ん で ︑ 十捌6

﹁︿略﹀︒﹂と︑後から聲を掛けた者が

十7110

ある︒

世界に有名なパナマ運河とい

それを見てみたら︑母を思ひ

うが︑如何に細いにしてもそれが績
十旧3

それがために︑毎日三萬何千

それから先がクレブラの掘割

ふのがそれなのです︒

十伽2
です︒

十欄1

人の人々が働き績けて︑十年といふ
長い月日がか＼りました︒

十皿4

みたら︑自由自在に船も通れるでせ

﹁ ︿ 略﹀︒﹂それは︑しぼるやう

いてるたのでは︑

ウラヂボストックへ廻航するロシヤ
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ そ れ は ︑ 全 く 船 員 の

の汽船であった︒
かんげき

十748

﹁︿略V︒﹂と︑それがだしぬけ

感激の叫びであった︒

十796

に聲をかける︒

十801 それを︑不思議にも︑聞多の
差してみた刀が防いだ︒

十8310

十815 それは農家の燈火であった︒

それ一それ

942

十一7011 望がかなって︑宣長が眞淵
を新上屋の一室に訪ふことが出來た
のは︑それから全日の後であった︒

十一7111園 それについて︑何か御注
意下さることはございますまいか︒
氣附きでした︒

十一722囹 それは︑よいところにお

記を研究したい考はあったのですが︑

十﹇724圏私も︑實は早くから古事
まんえふしふ

それには萬葉集を調べておくことが
大切だと思って︑

十一968園 それより山を越え︑河を
こくりゆうかう

下り︑湖を渡りて︑黒龍江岸のキ

右下から吹上げる風は︑も

なだらかな道が績いた︒

十一伽3

うくと雲を巻上げて︑それが此の
それは不思議に思へる程は

尾根を界に消散する︒

十﹇伽4
それは︑大空の一角にそ＼

つきりとしてみた︒

十︻伽7

それは︑みんな蟹氣棲の

い青さをた＼へてゐました︒
しんきろう

十一糊8國

それは肉眼で見るのとすつ

類でした︒

十﹇価7

かり感じが違って︑今に露でも滴り
さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで
ある︒

それからも︑三人代るく

のぞきながら︑にいさんからおもし

十一描10

それが嬉しい︒

ろい説明を聞いた︒

ごつくした火山が至る所
に嘗え︑それが眞黒な大空に突立つ

十一柵3

渓流の左岸の絶壁に瀧を見︑

り立つ御影石の岩塊である︒

十一偽2
十一悩3
此の長い航海の印象は︑

又右岸にそれを望む︒

としたら︑どんなに恐しい景色でせ

十一㎜9囲

まるで走馬燈の圭里のやうに︑それか

今日私たちは︑それが死の
がなかったらさびしい︒

世界であると知っても︑やっぱり月

十一m8

う︒

それからそれへと廻り移

らそれへと廻り移って︑

十一研9囲

チーに出づ︒

十一齪11 此の丸太を短く切り︑細か
つて︑

ふとう

十一慨2囲神戸の埠頭で見送って下

かうべ

く砕き︑定事でどろくになるまで
煮︑それを洗って乾かし︑

村がないところがら察すると︑ずる

十二234附近にそれらしい楊村・柳

ぶん早く︑遠くから出かけて來たも

のだと感心させられる︒

見たところ︑水面とすれす

れになって流れてみるが︑それは筏

十二256

すみじ

の一部分で︑大部分は水面下にある

といふ︒

夫から︑村の客まで幾十人制それに

十一一2510 荷主・炊事夫・舵夫・雑役

ちん
それから敷年たって︑陳・

乗ってみる︒

十二333

察の厄があった︒

さい

いろく質問もし︑それで予を啓護

十二391園他の弟子は︑教について

ひ

それは︑楠公の碑を建てに

なん

してくれることがある︒

十二432

ち︑始めて史局を置いて學者を集め

十一一437 それから歴史編纂を思ひ立

た時の喜び︑

へんさん

行ってみる家臣からの手紙である︒

さった皆さんの顔や︑帽子・ハンケ

すべての飛行機の調子よい爆音に現
のだ︒

それは仕合はせなこと︒

それは︑聞きなれた里人の

聲である︒

十二咽5

十二558園

番初に使はれたの

は銅で︑其の後に銅とすずとをまぜ

それも

た青銅が使はれ︑最後に鐵が使はれ

や︑それが末廣がりでご

ゆ

エ む
さる力

るやうになった︒

古墳といふのは±まんぢゆ

るによって︑それにA口ったらば買ひ

十一一568圏 こ㌦に御主人の書附があ

十二611園

十二586圏

それから一時間ばかり︑僕

それこそ氣を附けました︒

それは又高いことちや︒

ませう︒

の人形などが獲見され︑私たちに︑

十一一915

はにわ
又︑古墳の外部からは埴輪
あの野見宿禰がそれを工夫したとい

のみのすくね

ふ歴史を思ひ合はさせる︒

十ニー54

くあるが︑

うに類する塚で︑それには大小いろ

十ニー39

十二565園

十一一122

整備員たちの不眠の努力が︑

十一柵9 天候悪臣の兆といはれる雲

チの熱誠こめた動き︑それは今でも

それが倉石のやうな美し

十一四7

で︑それが龍のやうに長く鳴く場合

れて︑如何にもそれが快く聞かれる

ほんこん

封岸の大陸は九龍の市街

それが香港でした︒
く うん

それが揚子江だつたので

やうすかう

目の前に浮かんで見えます︒

十一慨10国

は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ
ます︒

十一柵10圏

す︒

十一川9圏

十一擢9 もくくと大きくかたまつ
たり︑又時にそれが畠のうねのやう

た︒

波に明け波に暮れる日が︑

で︑それが手に取るやうに見えまし

に︑天の一方から他方へ幾條か連な
つたりすることがあります︒

十一捌10 それからも︑しばらく道が

十一幽5困

それから十日間も績いたのですが︑

急だつた︒

思ふと︑眼界が急に開けて︑山腹の

十一櫨3 遂にはそれもなくなったと

ロリ

十一緬6国

良を思はせるものがありました︒

十一構10團 それは山間の湖水にのぞ
な
む静かな市街で︑ちやうど日本の奈

斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が波
のやうに響いて見えた︒

十一伽7 それから先は︑尾根傳ひに︑

943
それ一それがし

たちは︑何も忘れて愉快にまり投を
か︑それを︑そなたたちの口から聞

一番此のわしを大事に思ってくれる

が︑今から凡そ六七百年前に著しく

開立等の算法を行って來たのである

以上

もうそれ以上高いねだんを附

それいじょう ﹇其以上﹈︵名︶1 それ

けり笑った︒

して遊んだ︒

褒達して︑それが代敷學にまで高め

それが︑職死した人や︑

きたい︒

十一一933園

十二樹2

ける人がないと︑

それは本心で言ふのか︒

さうして︑それが日常の計

八柵2

十二柵10園

十二柵7園

たったそれだけか︒

られるやうになった︒

遺族の人たちにはすまないやうに思

算に非常に便利なものであったため︑ それいらい ﹇其以来﹈︵副︶5 それ以

それ以來︑此のへんの國々を

さうして︑それ以來︑阿里山

はれて居る︒

﹁あづま﹂といふやうになったとい

七71

來

あ︑もうし︑それはあん

それは︑︿略﹀西洋諸種の

何時の間にかそろばんのみが用ひら
れ︑

十二擢5

こんやく

︵フランス王に︶大王︑

末娘とのかねての婚約︑あなたはそ

それ

それ以來︑彼はますます研究

それ以來今日までわっか三十

それ以來︑追々汽車の効用が

や貨物を運ぶには至らなかった︒

ひられるやうになったが︑まだ旅客

みとめられ︑炭坑などではかなり用

十佃8

幾年を経たに過ぎませんが︑
かうよう

九1610

縦に熱中しましたが︑

を重ね︑滑走機を改良して︑其の操

九85

蕃には客取の悪習がふっつりとなく

八185
十一一靭5

たからで︑

洋の敷學によらなければならなかつ

なった︒

學術を採用するため︑数學もまた西

それも︑きっと父上に取
それで︑お前さんはわし

りしまって頂かうと存じますのに︑

十二柵11囹
十一一幽7園

そればかりか︑追討の官軍

れをお果しになるおつもりか︒

十二襯4園

まりではございませぬか︒

十一一側5園

はれてね︒

十二撹9 それは︑要するに我が古代
の人々が雄大明朗の氣性を持ち︑極
めて純な感情に生きてみたからであ
る︒

十二m6囹 それも前半分で︑まだ後
の半分があるに違ひない︒

十二佃4 かう言ひながら︑彼は其の
身に着けてみる鹿の皮を取って︑そ

徳川の恩義を思ふ謀臣たちが︑おめ

が忽ち江戸表に押寄せるとすれば︑
それがりヤ王であった︒

の娘か︒

十二柵12

れを地上に敷いた ︒

十二悩5 修行者は︑うっとりとして

おめと江戸城を明渡すはずはない︒

さうして︑幸はたゴそれだ
︵感︶7

さてく︑某の主人

﹇某﹈︵代名︶5 某

某は末廣がり屋を存ぜぬ

けられるお方ぢや︒

は︑立板に水を流すやうに物を言下

十二545囹

それく逃げろ︑それ それがし
雌羊のよいもの︑早い

十二548圏
それ︑敵が出た︒

十一一555園某は︑田舎から参った者

十二5410園

ろ︒

もの︑左へ︑右へ︑それ逃げ

四751圃

逃げろ︒

四735魍

それ

けではなかった︒

十二鵤6

られぬ宮の御文の力であった︒

墨くし情を述べて残るところあらせ

それは全く義を立て︑理を

それに即して︑借りた魔え

さうして︑それがどうも放

又︑陪審員になった場合に

あらゆる生命の源泉である

十二撹6

十二欄3

ある︒

それ︑そこを突け︒

某は︑末廣がり屋の主人

某も呼ばはってみよう︒

六762囹

それ︑そこを梯へ︒

が︑何と致さう︒

七919圏

十二悩3

七919囹

それ見た事かと︑人々はあざ 十二557園

それ︑川が渡れる︒

でござる︒

八826

七佃3囹

るもので︑見たところ胡麻粒のやう
支那では︑古來算木といふ
ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十二備10

だが︑

それが太陽の黒鮎と呼ばれ

だけに︑それは又寝に偉大な存在で

十二捌4

勤めること︑

は︑それを郷民の義務として忠實に

十二柵3

なからうかといふ疑のある場合に︑

火らしく思はれ︑乙が其の犯人では

十二悩3

乙が主張する︒

はないとか︑もう返したはずだとか︑

此の言葉を聞き︑それをくりかへし
口に唱へた︒

十二協9 イタリや語を知らぬ私にも︑
それが﹁日本人﹂といふ意味だと見
當はつく︒

胸を張り︑元氣よく歩く彼

十二矧8 きちんとした服装が先づそ
れを物語る︒

十一一梱10

彼等の中には︑郊外に幾ら

等の姿勢がそれを物語る︒
十一一鵬4

一日それを耕すことを樂し

かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供
たちも︑

みとしてみるのが多い︒

十二偽6 近來はそれだけで満足せず︑
住宅を郊外の森林地帯などに螢むこ
そなたたちの中で︑誰が

とが流行して來た︒
十一一搦9囹

それから一それぞれ

944

でござる︒

それから ︵接︶27 ソレカラ それか

二412 マサヲサンバ︑ニンギャウ

ら

ノ手ヲトリマシタ︒ソレカラ︑
ヒタヒニサハッテミマシタ︒

三516ソレヲ刀ニシテ︑ムギワ
ラノサや心入レテ︑コシニサ
シマシタ︒ソレカラ︑オワンヲモ
ラッチ︑舟ニシマシタ︒

をしょうよQ﹂良雄﹁い＼な︑し

三641 太郎﹁君︑かちく山ごっこ
よう︒﹂それから︑二人は︑舟を

こしらへるさうだんをしました︒

で︑豆を年のかずだけたべま
した︒

あすは︑朝早くおきて日の

出ををがみ︑それから京都へ立ちま

五102困
す︒

はいでん

ひじやう

まった天艦ですから︑火山といって

て︑とっくの昔︑すっかり冷えてし

も︑みんな死火山ですがね︒それか

朝は物のかげが非常に長い

が︑だんくちゴまって︑お書頃に

ら︑よく見なさい︒

七298

なり︑それから又だんくと長くな

わしのたべ物といふのは

ね︑行者さん︑人間の生肉︑それか

それこそ

それこそ︑ほんたうのすみれ

︵副︶4

らのみ物といふのが人間の生き血ざ︒

それこそ

六価9

ろうどのやうに︑つやくして居ま

色をした花が︑暖い日を受けて︑び

す︒

高層建築の最上階に立って

眺めたニューヨークは︑それこそ天

九609国

川岸に沿うてぎっしりと並

下の奇観です︒

ふとう

九6110囲

ぶ埠頭は︑すべてで一千以上に及ぶ
くし
さうですが︑それこそ櫛の歯どころ

左端の穗高に遍いて︑槍岳

ではありません︒

が︑それこそ天を突く槍の穂先のや

十一協4
頼朝の御殿へ上って︑うばと二人で

それく

それく逃げろ︑それ

︵感︶1

逃げろ︒

四735圃

それから︑プロペラについて それぞれ

うに突立ってるる︒

九133

お仕へしたいと願ひ出ました︒

母の命を助け給へと祈り︑それから

八413

十二擢2圏

なると︑かげの方が其の物より短く
つて行く︒

私の氣がすむやうにして下さい︒そ

石のとりるをくゴつて葬殿の 七槻4囹 どうぞ︑これを受取って︑
れから︑あなたのお名前を承りたう

五334
原口町のにぎやかな通を見物しなが

前に並んでをがみました︒それから︑

ございます︒

ていしゃぢやう

ら︑停車場へ行きました︒

五405

することも書きました︒

出入し︑百萬近い人たちが乗り降り

あって︑一年間に汽船が何千さうも

それから︑象は︑ざぶくと 八203国 此の前︑︿略﹀をお知らせ
ふとう
しました︒それから︑大きな埠頭が

大そうお喜びになって︑命を

水の中へはいって行きました︒

五慨6

御殿の中へ御案内なさいました︒そ
れから︑御殿では大さわぎでした︒

ばうしには︑金で字が 六182 見テイラツシヤツタオバアサ 八227団 又旅客飛行機で朝立てば︑
翌朝にはもう東京の土がふめるので

夕方には大阪へ︑それから汽車で︑

四178囹

ソレカラ︑磁石デ︑イロくナ物ヲ

ンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トホメテ下サツタ︒

職

す︒

それから何と讃むの︒

吸着ケテアソンダ︒

それから︑をぢさんは︑塒

昔からの武器や︑

それから︑此の境内にある

國神社へもお参りして來た︒

くに

六旧8園

いうしうくわん

六伽8園

くわんけい

遊就館には︑

雫に關係のあるいろくの物が︑

サイパンを出た私たちの船

も︑いろくと工夫をこらしました︒
十278國

は︑途中テニアン・ヤップの島々に

それぐ

自動車の多いことは︑驚く

陳列してある︒

ほどだよ︒それから︑地面の上ばか

寄港し︑それからパラオへ向かひま

＋心急屡二人の我が子それぐ

くて︑えらさうである︒

違ってはみるが︑どれを見ても大き

さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

あのいろいろの道具︑たく

それぞれ ﹇其其﹈︵名︶8 それぞれ

りでなく︑地面の下にも︑地下鐵道

先づ土皇を作って︑それ

九259園
關

くわん

それから︑

十︻735園

した︒
しば

ひ
大きいのは︑上野公園・日

といって︑電車が通って居る︒

六捌1園

先づ鶴岡の八幡宮へ参って︑

書いてありました︒﹁大日本︑軍︑

四556私がかごの戸をあけま
すと︑山がらはとび出して︑竹
がきの上に止って︑それから︑

うらの山へとんで行ってしま
ひました︒

四772 花子さんは︑︿略V︑ポスト

子さんと雪子さんは︑えんがは

をこしらへました︒それから︑花
で︑馬方に分れてすわりました︒
テイシャヂャウ

四863 氏神様ヘオマヰリヲシテ︑
ソレカラ停車場へ行キマシタ︒

や

比谷公園・芝公園︑

ぼ

六燭3園

から一歩轟々高く登り︑最後の目的

いよくまきますと︑おかあさん

四㎜⁝7豆を庭に向かってみせ

に達するやうになさい︒

すみだ

東大震災後に出來た隅田公園︑まあ︑

とうだいしんさい

こんなものだらう︒

もちろん︑月は地球と違つ

が︑雨戸をぴしゃりとおしめ

十一柵4

になりました︒それから︑みんな

945
それだけに一それでは

に︑

死所を得た る を 喜 べ り ︒

十燭2 浪士を預った大名も残念とは
思ひながら︑かうなっては何ともし

やうがない︒それぐ準備に取り
か＼つた︒

﹁それつ︒﹂とばかり︑各戦

左側面におそいか﹂る︒
﹇其事﹈︵副︶1

それつき

車は︑戦闘隊形を取って敵職懸軍の

十二828

り

それっきり

月の世界は︑いはば全く恐

思議に私たちをおさへっけようとし

ない︒

それで海賊どもに向かって︑

十一柵11

昔から月程やさしい︑平和な氣持を

しい死の世界ですが︑それでみて︑

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑笛を取出した︒

のではなからうかと思ひまして︑そ

七撹5園役場の方でお忘れになった
れでお伺ひに参ったやうなわけでご

與へてくれるものはありません︒

ある︒それでみて︑交通整理がうま

十一一佃11 全く息づまるやうな光景で

ソレデハ

それで

く行くのに︑つくづくと感心させら
ぜいれいしょ

︵接︶14

ことになったのです︒それで︑徴

まった時︑あなたは納税免除といふ
ちょう

十﹁361圃 五月の太陽は︑ あらゆ 十二8911 始めて氣がついたをぢさん
ざいます︒
はつらつ
る梢に降りそ＼いで︑ 汁物は芋刺
は︑血まみれの軍服を切開いて︑す
七脳5園 此の前の村會で戸敷割がき
それ

ぐ止血をし︑ほうたいをしたが︑そ

蓋物はく略V︑

たる鮮緑に︑
れっきりもう立てなかった︒

それでは

れる︒

八柵7囹

内側に居るものは︑ゆつく

税令書が行かなかったのです︒

それで︵接︶9それで
四288この子を見つけてから︑

二747園ソレデハ︑シャウジノ

ソレデアル

ｧ3園おとひめさまは︑しきり

三176囹それでは︑手もあしも
ないでせう︒

すか︒

三166園それでは︑をんなでせう︒
三171園それでは︑をとこの子で

ニオスワリナサイ︒

は

︵接︶一

ムカフ

りと動いて居る︒それで︑ちやうど

いや︑江戸を出立する時は

内側も外側も揃って進めるのだ︒

おちいさんの切る竹からは︑
いつもお金が出て來ました︒そ
れで︑おちいさんはだんだんお

三十人であったが︑道中で追々病氣

カラ

今同勢といふのは︑上下合はせてた
つた二人だ︒

を致し︑百々に残し置いた︒それで︑

すと︑月は動かないで︑雲が
大急ぎでとんで行くやうにも

それであるから

ふ子どももありました︒

見えます︒それで︑﹁︿略﹀︒﹂とい

四435じっと月を見つめてゐま

金持になりました︒

九柵2園

ぐのいみじき色彩をみかんなく
映嚢せしめつ＼

＋一下各攣れぐ馨とからん
での空中戦だ︒

十二291 湖南・貴州などの奥地から

出る材木が︑それぐ其の地の流に
よって此の湖水に流され︑こ＼で大

部隊長車の第一嚢を合圖に︑

きな筏に組まれるのであらう︒
それ汐＼猛烈な射撃を開始した︒

十一一8211

方裁判所・控訴院はそれぐ三人用

十二塒8 厘裁判所は一人の判事︑地

と︑らくだの足あとがつゴ．いて居る

は︑

て

五501玄理がさばくを歩いて居ます 六梱5 ウツカリソレニ引ツカ・ルト︑
魚ノヤウニ︑生ケドリニサレテシマ

判事︑大審院は五人の判事で組織さ

沈メルマデノ苦心ハ︑ナカく一通

フ︒ソレデアルカラ︑敵ノ軍艦ヲ打

れる︒

のに︑人の足あとが見えません︒そ

この玉手箱をあげます︒

に 止めましたが︑浦島がどうし
も聞きませんので︑﹁それで

れで︑らくだが逃げたのではないか

それだけ

見はなはだゆるくと移動してみる

金堂はもちろん荘嚴な大殿
堂であるが︑それでみて︑これも不

十一298

役人﹁それでは︑びっこと

﹁父もち＼いも︑た＼みの

は︑あなたも︑た＼みの上がこはい

上で死にました︒﹂水夫は︑﹁それで

五683園

いふことは︑どうして知って居るか︒

五508園

ら︑追ひかへしてしまはう︒

やって︑月の都の使が來た

四341と
園のさまは︑﹁それでは︑
その晩には︑兵たいをたくさん

に

それだけに

近頃では︑あまり大きくなつ それでいて︵接︶4それでみて

リデハナイ︒

と思ったのでございます︒

させたり︑僕の仕事が追追忙しくな

て︑私などの手にをへないやうにな

が︑それでみて︑すべての物があっ

再び陸に入った︒下界は︑一
りました︒それで︑父は︑子供にあ

といふ間に過ぎてしまふ︒

九棚10

それだけに︑かはいさも皿そう深く

つたのは其の頃からです︒しかし︑

ぶなくもあるから︑牝牛にかへたい

一生の思出に︑心ゆくばかり
笛を吹いてから死にたいと思った︒

七337

と言って居ました︒
﹁ そ れつ︒﹂とばかり︑

それっ︵感︶2それつ
弾︑二心︑

十一悩9園

一

なって來ました︒

六651

九佃7 髄の手入れをしたり︑運動を

﹇其丈﹈︵接︶1

一一

それでも一それにしても

946

でせう︒

みこと

五桝5園rけれども︑命があまりお

聖篭4

有名なワイキ・の海岸は︑今

日︑文明を誇る公園地帯となり︑海

か︒﹂乙の商人︑﹁それとも︑だれか

頃に限られてゐますから︑わからな

全艦が濃い緑色で︑頭が黒く︑

かったのも無理ではありません︒

のどと翼と尾とは濃い紫色を帯び︑

九646

にお聞きになったのですか︒

あなたは︑今ため息をなさ

水浴場となってみるが︑それでも︑

いましたが︑海の世界が︑おいやに

五畜8園

す㌦めになるので︑﹁それでは︑け

なったのではありませんか︒それと

口ばしと脚とは眞赤です︒それに︑

月の明かるい晩などは︑土人の群が︑

雨方の翼を廣げた所を下から見ると︑
はんもん
大きな白色の圓い斑紋があざやかに

ろうじゃう

前後七年にわたる長い籠城

十一樹11園

有難うございます︒しか

糧食がとうく書きてしまった︒

りやうしよく

に︑尼子方は多く戦死し︑それに

九829

見られます︒

も︑何か御心配でもあるのですか︒

︿略V︑一夜ををどり明かすさうであ

﹁ 君 は 幾つだ︒﹂﹁七つだ︒﹂

どう

︵接︶1

短い方がよいか︒

それなのに

八月もなかばを越せば︑どこ

がくふ

し︑まことに粗末なピヤノで︑それ

それにしては

私の方には︑まだお迎へ申す準備が

いらっしゃってからやっと二週間︑

うございます︒それに︑姉上の所へ

十人の半分の二十五人にして頂きた

十二柳7園

リガン﹁私の所では︑五

うなものである︒それなのに︑寒暖
それなら

に樂譜もございませんが︒

︵接︶4

それなら︑をぢさんにそ

びて︑ねてみるがよい︒

してございませぬ︒

もしく︑お役人様︑それ 十一204園 櫛を使ふことをおきらひ

四柵1園それなら︑これを引いて
みろ︒

だが︑それにしては︑まあ︑何とい

それにしても

なら︑荷物の品をどうして知って居

︵接︶6

ふよい髪でせう︒

な管がありますから︑其の管を木の

油蝿の子の口には︑針のやう

根にさしこんで︑汁を吸って生きて

七944

それにしても

るのでございませうか︒

五521園

それにしては ︵接︶1
くし

四975園それなら︑海の水をあ

のかめを士買っておくれ︒

三柵1園

それなら

計は三十度を越えたがる︒

かに秋らしいものが見えてもよささ

九伽9

それなのに

艦︑槍は長い方がよいか︑それとも

九159風が強いので機は上へ下へ動 七823園 信長は主水に尋ねた︒コ

る︒

ふは山へ行ってみよう︒
七瀬7園

﹁それでは︑來年は僕とおない年に
なるね︒﹂

を見事に乗切って︑地上に下りまし

黙します︒それでも三十六米ばかり

えう

しておいて︑これから毎年一つづつ
た︒

大晦B近くなると︑大分小さ

脊骨に深くくひ込む重傷であった︒

せぼね

中へ廻ってみたのである︒それでも︑

十803

うつ向けになった際︑刀が背

八144園 それでは︑其の首を大切に
供へることにするがよい︒

程嬉しかった︒それでは︑自分のや

九287 ねぢはこれを聞いて︑飛上る
うな小さな者でも︑役に立つことが

十撹9

くはなりましたが︑それでも雪の山

あるのかしらと︑むちゅうになって

喜んだが︑

は︑とうく年の瀬を無事に越して
のんきな主人に置忘れられ︑

雪にうまって冬を越した人形が︑そ

十二㎜11

しまひました︒

十一欄10園 月は︑ますくさえわた
つて來る︒﹁それでは︑此の月の光
を題に一曲︒

十二289 それでは︑かうした大きな

れでも暖さうな顔をして︑妹の小さ．

それど

筏は︑一盤どこからくり出されるの

﹇其処﹈︵接︶1

な手に抱かれてみた︒

ころか

十鞭2

それに

それに︑日本内地へ往復する船が毎

ビンへは十三時間齢りで行けます︒

新京へは八時間掌り︑ハル

︵接︶6
やうなものをこれ程にまで思って頂

八223困

それに

けると思ふと︑もったいなくて︑泣

九26花の咲く頃は︑何時もかうし

でせうか︒

蝿の子は︑何時︑どこで生まれたの

居ます︒それにしても︑ 一髄此の油
ひえい

高野山とか︑比叡山とか︑其
の外奥深い山の森林で︑夜鳴くので

かうや

す︒それに︑鳴く時期が大膣五六月

九632

にくはしく御存じではありません

五457園甲の商人︑﹁でも︑そんな

それとも︵接︶3それとも

きたいやうな氣さへしました︒

日のやうに出て︑

なりました︒それどころか︑自分の

清少納言の心は︑すっかり明かるく

残念とばかり思ひつめてみた

それどころか

であらうか︒

七965 もう鳥などは大てい寝て居ま

それでも ︵接︶8 それでも
すが︑それでも油揮の子は用心して︑
目を閉ぢた︒

目をさし通す︒

戸をしめた︑

急いで安全な場所を探します︒
七柳5圏
それでもびかり ︑

八715 ランプの動きが次第に小さく
なって︑後にはかすかにゆれるだけ
ですが︑それでも一回の動きに︑や
はり脈は二つ打つといふぐあひでし
た︒

947
それにつけて一そろそろ

も︑毎年花は必ず咲くものである︒

て氣をもむことが多い︒それにして
振る者︑それはそれは大攣である︒

うちは
ふ者︑ころがって團扇のやうな尾を
レ︾

そ・れる

﹇逸﹈︵下一︶1

黒い衣の

それる

︽一

やみの夜︒

まん番い︒

←うまぞろえ

たちの顔を打つ︒

そろえ

せんどうたちが︑かいを

魚どもは︑聲をそろへて︑

そろへて一かさ水をかきます

四102

と︑

五伽3

しかし︑長い槍先をびたと揃

﹁︿略﹀︒﹂と申し上げました︒

七909

へて突きか㌦られては︑はね上げる

八本の足を一つに揃へ︑胴を

すき間も何もあったものではない︒

先頭に︑まるで矢のやうに進みます︒

八葉8

ソロソロ

そろそ

十一慨5 ﹁︿略﹀︒﹂きやうだいは口を

︵副︶18

揃へて言った︒

そ そろそろ

かぎ十字の腕章を附け︑如

月は十五夜︑

揃へる︽一へ︾←きりそろえる

才童が萩のはうきでとんぼを そろ・える ﹇揃﹈︵下一︶5 そろへる

追ひかけると︑とんぼはすいとそれ

十608

それは

九176 其の間︑飛行機は日々に改良 それはそれは ﹇其其﹈︵感︶1 それは︑
せられ飛行技術もまた非常な進歩を

た︒

月はまつ黒︑

そろひでまふ

が︑

十二麗1

ふと︑

四柵6圃翌月の都の天人たち
が︑白い衣のそろひでま

と︑

四三8蟹寄月の都の天人たち

そろい

揃ひ

て︑豆畠の方へ飛んで行ってしまつ

すがって歩けるやうになりまし
それら

そろひ

七捌5園今では︑どうかかうか杖に

﹇差等﹈︵代名︶5

た︒﹂﹁それは︑それは︒

それら

先づ北斗七星と其の附近にあ

おほぐま
る幾つかの星を加へて︑官能⁝座とい

九価5
ひますが︑それは昔の人が︑それら
の星の列に大きな熊の形を考へたか

長さ・幅・厚さの釣合の取

﹇揃﹈︵名︶3

遂げたのですが︑それにしても其の
最初といへば︑ライト兄弟の苦心に
ないし
成った十二秒乃至五十九秒の飛行で︑

唐馬2 ほっとしながら下界をのぞく
と︑海だ︑船だ︑たくさんの人家だ︒
それにしても︑空中から見る市街は︑

ちやうじゅ

何とまあ︑整然とあざやかに美しい
ものであらう︒
らです︒

何にもきりつとした揃ひの服装で︑

十一柳1

そり
れた形︑氣持よくぐっとはいった反︑

終るまで︑功績は一世に高く︑君

くん

十877 八十一歳の光影ある長壽を
寵はすこぶる厚かった︒それにし

ちょう

ヒトラー青少年團がねり歩く︒

揃ふ

ソロフ

物打から切先へかけての輕やかな線︑

ろふ

四861

十16図

外側を廻って居るものも︑

それで︑ちやうど内側も外

夜來の雨に清められし玉砂

側も揃って進めるのだ︒

八柵7囹

時に進んで居るだらう︒

内側を廻って居るものも︑揃って同

三局4囹

ナソロッテ出カケマシタ︒

そろそろ︑ごはんのした

オイデ

ですよ︒

え出す︒

そろく汗ばむ程暑くなった

﹁︿略﹀︒﹂と︑そろくにぎやかに聞

七258

夜︑遠田で鳴く蛙の聲が︑

始めるかね︒
七88囹 皆さん︑そろくおしたく

四二4囹良雄︑うちでもそろく

くをしませう︒

三194園

ソロ

︽ーッ・ーフ︾﹇▽でそろう
う そうく
八時ガナッタノデ︑ミン 一103囲 ココ マデ オイデ ソロ

﹇揃﹈︵四・五︶5

ても︑此の母の慈愛によらなかった

それらをひっくるめた全艦の美しさ

ふ

そろ・う

ら︑三十歳の井上聞多は︑山口在に
さいご

非命の最期を遂げたであらう︒

それから歴史編纂を思ひ立

に志づ心は打たれるが︑
へんさん

十二439

ち︑始めて史局を置いて亡者を集め

十襯8園 わしの豫想がほとんど當つ
てるる︒それにしても︑山川さんは

た時の喜び︑彰考館を設け︑自ら

からは

みやびやかな唐破風︑すつ
きりした千鳥破風︑それらが上下に

十二653

へって來る︒

それらが今新な感激となってよみが

其の額を書いた時の輝かしい希望︑

しやうかう

今度も又第一位か ︒

それにつけて ︵接︶1 それにつけて

それは

九7510園 母はそばから言った︒﹁そ
あまご
れにつけて︑御主君尼子家の御恩を
﹇其其﹈︵副︶2

忘れまいそ︒

利さくくと鳴りて︑参拝の人々︑

それはそれは
それは

あたかも言合はせたる如く︑足並の

幸福に私

泥田の中で働く︒

日ざしを受けて︑男も︑女も︑牛も︑

そろって健康に働く家族 七271
の︑

十二796團

自ら揃ふも尊く思はる︒

りちがふさまは︑まさにいらかの齪
ら

重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入

な

た＼かい御飯の湯氣が︑

其の上︑京都・奈良をしの
ぶやうな古都が多く︑それらがすべ

翻しい朝飯だと思へば︑ あ
て古美術を以て得たされてみる︒

十二価10

舞といひたい︒

十一209園 なくなられたあなたのお
かあさんは︑十二の時おとうさんを
おなくしでしたが︑それはそれは︑
よく物がおわかりでしたよ︒

十一研2 ほえる者︑叫ぶ者︑かみ合

ぞろぞろ一そんす

948

七468園 あと一月偏りもたつと︑そ

ろく花が咲きますよ︒

ろくごちそうになりませうかな︒
ぎやうれつ

ぞろぞろ

まるで︑ありの行列のやう

︵副︶1

に︑後から後から︑ぞろぞろとつゴ

五114

ぞろぞろ

と︑つばめはそろそろ日本を去って
いて行きました︒

八54 やがて九月もなかばを過ぎる
行きます︒

あらう︒

十二描4

和算といへば︑或はそろば

しかし︑孝和は決してそろ

んによる算法のことだと考へる人も

十二描3

八166 蕃人は︑そろく呉鳳の心をそろばん ﹇算盤﹈︵名︶6 そろばん
疑ふやうになった ︒

此の月の初に︑そろく花盛を見せ

九16 桃の花は三月の末頃咲出して︑
る︒

學者・獲明家等の墓が︸歩一歩に存

だ光榮ある政治家・學者・詩人・文

在し︑彼等を記念する美術的な彫像

ことになったのです︒

たのお心持を十分に傳へて︑相談し

七価7園此の次の村會の時に︑あな

廣いく宇宙には︑太陽と

ぞんじ n▽こぞんじ

程存在する︒

同じやうな天膣が殆ど敷へ切れない

十二．価5

が壁面に沿うて並んでみる︒
うちう
損害

我は急に其の前路をさへ

﹇損害﹈︵名︶3

てもらふやうにしませう︒
そんがい

十一578図

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多

シンレイ

特二我が軍ノ損失・死

シンカウ

︽ーセ︾

憐慰あらせられ候はば︑私は申すま

十一一槌3隅國 願の通り家名の庭︑御

存じ参らす

ぞんじまいら・す ﹇存参﹈︵下二︶1

ニ由ルモノト信仰スルノ外ナク︑

ヨ

傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神馬ノ加護

キンセウ

十一603図囹

味方の損害も相當はあらう そんしつ ﹇損失﹈︵名︶1 損失

大の損害を受け︑

十二841

が︑勝利は信念にある︒

十一一価2適例へば︑民法に﹁故意又
シンガイ

ばんを考案した人でもなければ︑そ

﹇損害賠償﹈︵名︶

ケンリ

九54 やがてそれがほゴ一様の若緑

ハ過失島影リテ他人ノ椹利ヲ侵害シ
コレ

ろばんの達者であったからえらいと

セメ

損害賠償

でもなく一門家僕の者共︑深く朝恩

を仰ぎ候事と存じ参らせ候︒

實際の事件に絶っては︑ほ
んたうにさうした不法行爲があった

轟くの尊者︑多くの天人た

そんじゃ ﹇尊者﹈︵名︶1 尊者

﹇存﹈︵サ変︶1 存す ︽ース

し な

古は︑支那より渡來せる

學者其の得難きに苦しみたりき︒

もののわっかに世に存するのみにて︑

十一脳2図

ル︾

そん・す

こと︑敷十回の多きに及べりとそ︒

信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

熊野三山と稻せられ︑古來朝野の尊

十搦3図本宮・新宮・那智は︑世に

そんしん ﹇尊信﹈︵名︶1 尊信

しながら︑心から禮辞した︒

ちが現れて︑修行者の足下にひれ伏

十二備11

かどうか︑若しあったとすれば︑ど

十二価5

1

そんがいばいしょう

賠償スル責二任ズ︒

パイシヤウ

ヨ

の色に映え出す頃は︑もう八重櫻も

タル者ハ︑之門並リ生ジタル損害ヲ

そろばんの達者であったか
ところで︑支那では其の頃

行し始めた︒

そろばんといふものが考案され︑流

十二佃1

らえらいといふわけでもない︒

十二搦5

いふわけでもない︒

そろく胸にせまって直る︒

散りはてて︑行く春を惜しむ心が︑

二極9 夜は︑そろくこほろぎが家
の中へはいって︑床の下や壁の中で
気高く鳴き立てる︒

十305囲 ヤップからパラオまでは︑

さうして︑それが日常の計

のくらみの損害賠償をさせるのが適

十二研4

算に非常に便利なものであったため︑

約一書夜の航程で︑赤道もそろく
近づきますから︑熱帯の特色がます

當であるかを判断せねばならぬ︒
尊敬

父上︑私は口で申すこと

﹇尊敬﹈︵名︶1

十二僻3園

そんけい

何時の間にかそろばんのみが用ひら

日本は︑支那の算木による

く濃厚になります︒

れ︑

の出來ます以上に︑父上を尊敬も致

十二研6

算法を學ぶとともに︑そろばんをも

し︑おいとしくも思ひます︒

うかな︒

十431圏 さあ︑そろく瀧見に行か
十一852 本島で︑にしんの漁期の終

また我が戦國時代には︑すでに輸入

存在
してみたのであるが︑

あらゆる生命の源泉である

そこには︑イギリスが生ん

︽ーシ・ースル︾

十二伽10

在する

ぞんざい・する﹇存在﹈︵サ変︶2存

ある︒

だけに︑それは又實に偉大な存在で

十二餅5

﹇存在﹈︵名︶1

る五月下旬から︑そろそろ北千島の

え︑村會で︒

ぞんざい

漁場が活氣を帯びて造る︒

七悩2園

此の前の村會で戸敷割がき
まった時︑あなたは納税免除といふ

七悩3園

ら︑納めなくてもよいのです︒

十一佃10 とにかく︑そろく天氣が そんかい ﹇村会﹈︵名︶4 村會
七堂9園 村會でさうきめたのですか
くつれるなと思はせるのが此の雲で
す︒

十一㎎1 そろく針葉樹が現れて來
た︒

十二掘3國 でも︑お約束だから︑そ

949
そんず一た

そんず

﹇存﹈︵サ変︶2

存する

﹇▽いそんず ・ ふ み そ ん ず

そん・する
︽ースル︾

十一撹1 武士が刀劒を帯する意義も
こ＼に存する︒

東富民巷とは各國公館のあ

も︑どんな尊い寳よりも︑いや︑私

十二観5園此の世の中にある何より
自身の命よりも︑父上を大切と存じ
ます︒

ぢせい

十二閥9園私は︑あらゆる幸福︑一
切の樂しみを犠牲にしましても︑父
上お一人にお仕へ申すのを仕合はせ

十ニー911

る所で︑周園に銃眼のついた壁をめ

それも︑きっと父上に取

と存じます︒

十二四1園
りしまって頂かうと存じますのに︑

そんな

ありません︒

三278圏

十備7園

とてもそんなものでは

老母は︑そんなこととはつ
ゆ知らず︑風の日も雪の日も待って

てん

もし︑そんな皮肉はごめ

んそんなことのあらうはずはなく︑

十二幽8園

て︑﹁そんなら︑このくらみも

友だちは︑﹁︿略﹀︒﹂前の男︑

あったかね︒

六703囹

牛はどうだ︒

﹁︿略﹀︒﹂友だちは︑又︑﹁そんなら︑

十二458

尊皇の大義に︑すべての人

←おもうぞんぶん

が目覧める時が必ず來るに違ひない︒

そんらく ﹇村落﹈︵名︶2 村落

ぞんぶん

まばらな村落と幾つかの都市︑其の

九5510國 牧場︑森︑林︑さうして︑

間に︑世界第一といはれるミシ・ッ

十字路を中心にして︑こ＼か

ピ川が︑洋々と流れてゐました︒

九旧4

しこに村落や町が貼在する︒

か︑しは︑田の中に立って四

て居ました︒

方を見て居るので︑何でもよく知つ

五616

だ・とおだ・どうた

そんなことを言ったつて た ﹇田﹈︵名︶11 田﹇▽あおた・いな

みたが︑遂に山の上でなくなったと
いふ︒

十一塒10園
仕方がない︒

かういふ石を昔の人は︑天
行ったものだとか言ったが︑もちろ

ぐ
狗の作ったものだとか︑雷の落して

十二91

吸ひこんで︑おなかをふくらませ

んをかうむります︒
三674園 そんなことはないよ︒
そんなかはいさうなこと そんなら︵接︶2そんなら
三276園 大蛙は︑うんといきを

三鵬8園

をするものではないよ︒
四佃6園そんな弓は︑赤んばう

でも引けませう︒

え︑でも︑そんなにくはし
く御存じではありませんか︒

五454園

そんなに代々舟の上で死ん
でも︑舟がこはくはないのですか︒

五674園
五984

そんな事はあるまい︒

十一一幽6園家のため國のため︑私が

六696園

存ずる

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地
帯である︒

﹇存﹈︵ サ 変 ︶ 1 4

自然父上のごきげんを損ねるやうな

取りしまりをすることになりまして︑

︽ジ●ゼ︾

ぞん・ずる

五613園 いや︑存じません︒

どうして︑又そんなにあわ

どうして︑そんなに笑ふのか︒そんのう ﹇尊皇﹈︵名︶1 尊皇

五伽5囹 存じません︒

七柵3園

そんな物はいらないよ︒

てて引返すのです︒

九襯6園

そんなに長くあるでせうか︒

父上︑あなたには︑姉上

の眞心がよくおわかりにならないの

十㎜9園

十二備7園

ことになるかと存じます︒

六39園 つきましては︑新しく家を
建てて︑心ばかりのおもてなしをい
たしたいと存じます︒

だと存じます︒

十粥2園 山川さんは︑どうしてそん
﹇尊像﹈︵名︶1 尊像
やくし
先づ仰がれる藥師の尊像に︑ なに何時も第一位なんでせう︒
十一305

そんぞう

六129團 さて︑二十五日のお祭には︑

わざくお招き下さいまして︑あり
がたう存じます︒

そんな事をするやうでは︑

結局人情や欲に目がくらんで︑ほ

けっきょく

十幽6園

んたうにりっぱな人物に投票すると

村長

どうぞ︑村長さんによろし
︵形状︶17

いふ精神に反することになる︒

今日は村長が居られません
﹇村長﹈︵名︶2

村長さん

停車場デハ︑村長サン︑校

村長

﹇村長﹈︵名︶1

深い心の感動を畳える︒

七価5園

そんちょう

七771園 ﹁殿には︑お城の破損を御
こそ︑修理を申しつけて居るではな

そんな

く申し上げて下さい︒

七鵬6園

ヰマシタ︒

ン所ノ人士チガ︑大霜イ集ッテ

長サン︑ザイガウ軍人︑青年クンレ

四864

サン

そんちょうさん

が︑後でよく話しておきませう︒

存じありませんか︒﹂﹁存じて居れば

いか︒

七桝3園私の考では︑長い方がよい
かと存じます︒

かと存じます︒

十㎜6園 正月の十五日まではあらう
十㎜3園 お盆に白い雪を盛って︑つ
たなくとも私の歌をそへまして︑献
上致したいと存じてをりましたのに︒

十二馴8圏某は末廣がり屋を存ぜぬ
が︑何と致さう︒

た

た一た
950

て田や畠にしたり︑道をつけたり︑

五634 心を合はせて︑野や山を開い
川に橋をかけたりなさいました︒

が績いて居ましたQ

他の山山である︒

十8510

た

た上で︑

世にこれを庶流と如し︑他

タ

た

︽タ・ダ・タラ・

ダラ︾nVしまった・にげたらくだ・は

︵助動︶勲

してみた︒

の諸流に比して著しく頭角をあらは

他の飾者二人目︑何くれと此 十二協2

の手術を手傳つた︒

まく

サイタ

一21圃サイタ
ガ

サイタ
サイタ

サイタ

﹇22翻
ガ

一33圃

サイタ

サクラ

シタ︒

オミヤゲ
ニツヅラヲアゲ

一364 軍用ヤカ一ヲドリマシタ︒

マシタ︒

一367

一373
タイソウヨロコビマシタ︒

一383ニイサンガイヒマシタ︒

一387ハコヲサガシテキマシタ︒

タ︒

一392
ツチヤイシヲハコビマシ

ニツチヲイレマシタ︒

一40ータカイトコロヲツクリマ

一395ハコ

サイタ サクラ

﹁40川
5ヲツクリマシタ︒

シタ︒

サイタ サクラ

キレイニ

ツキガ︑

ハレタQ

一121韻ソラガハレタ︒

﹁41ハ
3シモカケマシタ︒

一41イ
3シヲナラベマシタ︒

五
一40
7ホンウエマシタ︒

デタデタ

サイタ

﹇123齪

ガ

御事蹟︑其の他古代のすべての事が

一151圃

ヨクデキタネ︒

シタQ

一42ソ
3ラーパイニヒロガリマ

ホ7メテクダサイマシタ︒
一41

一416囹

タ︒

一425
パラパラフリダシマシタ︒

一19グ
3ンカンノエヲカキマシ

一166
タラウサンガデカケマシタ︒

一41コ
1ケモツケマシタQ

古事記にのせられて︑今日に傳はつ

て他の家に伴なひ︑

十一974図土人等︑林藏を珍しがり 一151圃 デタデタ ツキガ︑

てるる︒

じせき

十一677神武天皇や日本武尊の

やまとたけるのみこと

他の諸艦も多く相ついで沈没せり︒

十一579図敵の雨旗艦を始め︑其の
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ｪ﹀︒﹂ ト イ ヒ マ シ タ ︒

大ソウヨロコビマシタ︒
二697

タQ

二716ヲシサウナフウヲシマシ

二71一

二703ワカラナイトオモヒマシタ︒

二695 ｪ﹀︒﹂トイヒマシタ︒

「〈

「〈

X0

二673 イッシャウケンメイニヲド

二662 ビックリシマシタ︒

一一

88

「〈

二661木ノアナカラトビ出シマ 二807 ユキダラケニナリマシタ︒

リマシタ︒

二656ヲドリタクテタマラナクナ

Q
「〈

一一

S

2

一一
一一
一一

一一

一一
一一

89

U2

U3 U3
V U

U5 U5

おわらひになりました︒

三312

水をのみに覚ました
ｪ﹀︒﹂といひました︒

きんじょにるた大畑が︑

ました︒

ずっとお見わたしになり

あまった土地のあるの

三322

おひきになりました︒

ぐんぐんとこっちへやつ

うごき出しましたQ

まだせまいとおかんがへ

やはりあまった土地のあ

やはりあまった土地のあ

るのが見えました︒

三345

るのが見えました︒

三344

たしになりました︒

三343またうみの上をお見わ

になりました︒

三341

三337國をひろくなさいました︒

て來ました︒

三335

三332

が見えました︒

三316

おかんがへになりました︒

三43翻なはとんだ︑とんだQ
ノ
三43鴎なはとんだ︑とんだ︒

二鯉5圏目ガサメタ︒
二欄4囲 ツクシノバウヤガ

ね︒

三265圏わたしくらみもあった
ｪ﹀︒﹂とききました︒

ほど大きい のです︒
ｪ﹀︒﹂とこたへました︒

三276園このくらみもあったか
ｪ﹀︒﹂といひました︒

三354力一ぽいおひきになりま

三358かうして日本の國をひ

三356

した︒
﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

一︑二︑三︑トイッタラ︑

にっほん

いきを吸ひこみました︒

こっちへやって來ました︒

まるでふうせん玉のやう

ろくなさったといふことです︒
三374舟ヲコシラヘマシタ︒

三383

一ショニ舟ヲ出シマシタ︒

一ショニ舟ヲ出スノデスヨ︒

三377園

チマシタ︒

三376 川下ノ土バシノ上二立
になりました︒

つぎあはせたらよからうと︑

どこかのあまった土地

おかんがへ

やぶれてしまひました︒

一そうおなかをふくらま

ｪV︒﹂といひました︒

ました︒

三314

四だん

川ばたであそんでゐまし

三だんとんだ︑

三315東の方のとほい國に︑
あまった土地のあるのが見え

三44圏

水をのみました︒

もとんだ︒

三54圃八だんとんだ︒

ゾイタラ︑

二秘⁝4音ガシマシタ︒

あわててうちへかへりま

二言3 ニイサンガイヒマシタQ

三56圏なはとんだ︑とんだ︒
三56間なはとんだ︑とんだ︒

にげ出しました︒

三45圏四だんもとんだ︒
二掴6 ニイサンガイヒマシタ︒
二塒3センロノ方ヘイキマシタ︒ 三52圃 つづいてとんだ︒
二欄7 トホリマシタQ

三133園

ひよこがかへったよ︒

二研4 ニイサンガイヒマシタ︒

どうもこまりました︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

三173園
わかりました︒

た時に︑

とけいやへなほしに

ぐあひがわるくなった

三191學校へいく時や︑かへっ 三268園今まで見たこともな

三178園

た︒

三134

二佃3 十ニマデ警守時︑
二佃5 イクツカトホリマシタ︒
二佃2 ワカラナクナリマシタQ

二佃4大キナ木ヲツンダ車ヤ︑
二野5石ヲツンダ車ガ︑
鰍U イクツモトホリマシタ︒

から︑

三202園

三203園

やったのです︒
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

三206なんとなくさびしいき

た︒

三204

二棚6﹁︿略V︒﹂トオモヒ々シタ︒

みんなが大わらひをしま

ついとけいを見ようと
そばにおいでになった
おかあさんが︑

三223

しましたので︑

三222

した︒

三217

うとしたので︑

にいさんがとけいを見よ

がしました︒

三斜4

た︒

どこに來た︒

三17四 のにも來た︒

來た︒

三16圏さとに來た︑ のにも

た︑

三15圃山に來た︑さとに來

．三14瞬

三一2圏春が來た︑春が來た︑
三13圏 春が來た︑ どこに來

カンガヘテ︑

二 柑 2 サ ツ キ見タ牛ノコトヲ

マヒマシタ︒

二 柑 ー ト ホ クノ方ヘイッテシ

二品5﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒

二柵4園 三十八アッタ︒

二野2 カゾヘマシタ︒

一一

「〈

「〈

「〈

「〈

「〈

た一た

954

955
た一た

三391

草ノハニトマッテヰタ

テフくガ︑
三393 トビ立チマシタ︒

た︒

三476間ちょっと羽をつま＼う
としたら︑

オヂイサントオバアサン

三396園 次郎チャンノ舟二．トマ 三482圃 あっちへ にげていった︒

三484
ニオネガヒシマシ

小指グラヰノ大キサデシ

男ノ子が生マレマシタ︒

神サマ

ガアリマシタ︒

三487
タ︒

三491
タ︒

三492

神サマニオイノリシマシ

ツケマシタ︒

三493一寸ボブシトイフ名ヲ

タ︒

三502

三503ヤッパリ生マレタ時ノ
ヤッパリ生マレタ時ノ

マ︑デシタ︒

三504

マ︑デシタ︒

トノサマが出テオイデニ
方々オサガシニナリマシ

アシダヲ二二キニナラウ

シマシタ︒

ソノアシダノカゲニヰ

一寸ボブシバ︑
アワテテトビ出シマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トタノミマシタ︒

ケライニナサイマシタ︒
三年バカリスギマシタ︒
遠イ所へ出隅ケマシタ︒

オニニ向カヒマシタガ︑

一寸ボブシヤオヒメサマ
タベヨウトシマシタ︒

トゥくツカマッテシマヒ

トゥくツカマッテシマヒマシタ︒

三608

三606

三604

ダレニモマケナイ大男

ナンベンモブリマシタ︒

少シ高クナリマシタ︒

ぐわようしにうさぎの

さうだんしました︒

ナリマシタ︒

三614

ほをかきました︒

三617

た︒

三621耳を長くかきました︒
目玉を赤くぬりました︒
三621
三626たぬきのかほをかきまし

茶色にぬりました︒
三627
三631めんをこしらへました︒
三634めんにつけました︒
三635めんをつけてみました︒

三636よくにあひました︒

三M2舟をこしらへるさうだん

舟をこぐまねをしまし

三671たぬきの舟が少しおく

三662うさぎはうたひました︒

た︒

．三658

出しました︒

うまくできた︒
三647園
三653少しかんがへてからいひ

ました︒

をしました︒

一ロニノンデシマヒマシ

三644あつい紙で二つこしらへ
﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

チクリチクリトツ・キマ

マシタ︒

シタ︒

ニゲテ行

ピョコリト地心ンヘトビ

目ノ中へ出マシタ︒

一生ケンメイニ

下りマシタ︒

ワスレテニゲテ行キマシタ︒

キマシタ︒

れました︒

ぼくの舟に水がは
三682園

三677またしばらくこぎました︒
三678だんだんおくれて來ました︒

オニノワスレタウチデノ

サッソクウチデノコヅチヲ

いって來た︒

大ソウヨロコビマシタ︒

ブリマシタ︒

コヅチヲ見ルト︑

二

か

リマシタ︒

テフく
ノセンドウサン

デイヒマシタ︒
三404 大キナコエ

三408囹
ガノッタカラ︑

三408園

テフく
ノセンドウサン
カッタノデセ

ガノッタカラ︑
ウ︒

三415ふえを吹きながらあるい

ばんでした︒
三413月のよい
てるました︒

な男が立ってゐます︒

三42大
2 なぎなたをもった︑大き
三426﹁︿略﹀︒﹂い
とひました︒

三431九
囹百九十九本は取った︒
いと
ひました︒
三436﹁︿略V︒﹂

三512 ﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三505

十三ニナリマシタ︒

三唱4 ひらりと らんかんの上に

三514針ヲ一本モラヒマシタ︒

三43き
8ってか＼りました︒
とび上りました︒

コシニサシマシタ︒

三516

だんつ
くかれて來ました︒

カイニシマシタ︒

三453

三518

三517舟ニシマシタ︒

を強くた＼きました︒

大キナ川ヲノボッテ行キ
マシタ︒

キマシタ︒

三528

三535

ナリマシタ︒

三533

トノサマノオヤシキへ行

三525

べんけいのうで
三455 あふぎで
おちてしまひまし
三457 がらりと
た︒

した︒

はかうさんしま
三458 べんけい
三462 牛若丸け
のらいになりま
した︒

三467囲 とんぼが
一びきとまつ

興鍾黙町書髭騨鴨馳駈争騨鞠駝前船

三773團どんとなった︒
三785木をきってゐました︒

三686 見ていらっしゃいました︒
三688 あわててやめました︒

三786

こん︑こん︑ときってゐま

三692 おほめになりました︒
した︒

た︒

三844

木こりの落したてつの

三897

まってゐました︒

見えなくなりました︒

きらくと光ってゐまし

おちいさんが出て來まし

三901

三903

た︒

た︒

どうもありがたうござい 三905

出て來ました︒

をのを持って︑
三845
ました︒

お前の落したのは︑

いってしまひました︒

何べんもおれいをいひま 三906園

三911

てるたおちいさんのかほが︑

銀のをのを木こりにや 三913 今までやさしさうに見え

木こりでした︒

近所の人に話しました︒

外へ出マシタ︒
三927

ました︒

三923水の中に消えてしまひ

銀のをのをもらったこ 三914 急にきつくなりました︒

三866

三865

とを︑

三864

りました︒

三862

した︒

三852

三848園

どうしたらよからう︒

思はず大きなこゑを出し

どぶんと落ちてしまひまし

とんで行きました︒

ので︑

ました︒

三801

た︒

三795

三791

なかまのものにいひまし 三787あんまり力を入れすぎた

三697 年とったねずみが︑
た︒

三701
三704 前へ出ていひました︒
三711園 その音がきこえたら︑

にげることにしてはどうでせ
う︒

三714 みんなかんしんしました︒
三802園
ゐました︒

﹁︿略V︒﹂といひましたので︑ 三803﹁︿略﹀︒﹂とかんがへこんで

三715 年とったねずみが︑
三718

三721 みんなだまってしまひまし

見えなくなりました︒

おちいさんが出て來まし

はじめました︒

なしました︒

三876わざとをのを手からは

三942 ｪV︒﹂トイヒマシタQ

三936正雄サンガヰマシタノデ︑

三944 ｪ﹀︒﹂ト聞キマシタガ︑

三946ソノ自動車ニノッテ來タ

三877どぶんと池の中へ落ち 三945ダマッテヰマシタ︒
ました︒

た︒

どうしたのだ︒

シタ︒

三962タイヤガヒシャゲテヰマ

三954 ﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三883水の上を見てゐました︒ ラシイ︑
きらくと光ってゐまし 三885 おちいさんが出て醒まし 三947立ッテヰマシタ︒
お前の落したのは︑

三825園

三887

三886園

三892若い男はこたへました︒

思ヒ出シマシタ︒

三891園をのを落してしまひま 三967 ﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒
した︒
三971サウナッテヰルコトヲ

﹁︿略﹀︒﹂と聞きました︒

三832また水の中に消えまし

た︒

三824

た︒

三823

三821

三814﹁︿略V︒﹂とこたへました︒

した︒

た︒
三805 まつ白な長いひげの生え 三871 銀のをのがほしくなり 933
自動車が止ッテヰマシタ︒
三
三723目ガサメマシタ︒
たおちいさんが︑
ました︒
三934人が四五人ヨッテヰマシ
三724 ユフベ買ッテイタぐイタ 三806出て晦ました︒
三873 池のそばの森へ行きま タ︒
キンギョノコトヲ思フト︑
三807園 どうしたのだ︒
した︒
私ハ急イデ行ッテ見マシ
三936
三808 ﹁︿略﹀︒﹂と聞きました︒
三727私ハトビオキマシタ︒
三874こん︑こん︑と木をきり タ︒
三732 バケツノ中ヲノゾキマシ 三813園 をのを落してしまひま
タ︒

スグキンギョヲキンギョ

三738﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシ

三733 ヤッパリ五ヒキヰマシタ︒
タノデ︑

三743

フヲモラッテ來テヤリマ

バチヘウツシテヤリマシタ︒
シタ︒

三756

三761圏 どんとなった︒

た︒

三餌2また水の中に消えまし

ひろ 三833 出て來ました︒

ひろがった︑

しだれやなぎが

三765雨空一ぽいに

三772圃
がつた︒

「〈

「〈

た一た
956

957
た一た

三973園中ノ空氣ガヌケテシ 三鵬2
お聞きになりました︒

ｪV︒﹂とおっしゃいまし

三伽4 花子さんは答へました︒
た︒

ウンテンシュハ車ヲハヅ 三柳1

マッタノデス︒
シマシタ︒

三975

いたいのが少しなほった
いたいのが少しなほった

一一

三M3

花子さんは︑にこくして

浦島太郎といふ人があ

それから二三日のちのこ
ぴょこりとおじぎをしま
ありがたうございました︒

かめのせなかにのりまし

間もなくこてんへ

つきま

三野2 ﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

が見えます︒

三備6黄でぬった︑りっぱな門

いって行きました︒

三下4だんく海の中へは

た︒

三佃2

三襯7﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

たかめです︒

三川8園あの時助けていたゴい

三川7園

した︒

三⁝川6

とでした︒

三⁝川7

三柵6 海へはなしてやりました︒

三柵3かめを買取りました︒

のだもの︒

三佃5何かさわいでゐました︒
乱騰6園 ぼくたちがっかまへた

りました︒

三佃2

ゐました︒

三柳6

出た時︑

一一

三976 自動車ノウシロ

「〈

ニツケテ ｧ2 花子さんはうなづきました︒
ｧ4 おいしゃさまのおうちを

アッタ︑別ノ車ヲ持ッテ來テ︑
三977 トリツケマシタ︒

三982囹 オマチドホサマデシタ︒
三983﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

三984園ゴクラウデシタ︒
自動車ニノリマシタ︒
三985
三986ウンテンシュモノリマシタ︒
自動車ガウナリ出シマシタ︒
三988
三993 ｪ﹀︒﹂トイヒマシタ︒
三995 ｪ﹀︒﹂トイヒマシタ︒
自動車聖遷キ出シマシタ︒
三996
三伽2 立ッテ見テヰマシタ︒
一ばんぢゆうくるしみまし
三欄2

た︒

三価5﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

やうに思ひました︒

三悩5

やうに思ひました︒

三悩5

さいました︒

三悩3くすりをつけたりして下

たね︒

三諦1園 おくわしをたべすぎまし

三旧7 すぐ見て下さいました︒

ました︒

三鵬6 はのおいしゃさまへ行き

た︒

「〈

「〈

した︒

した︒

三皿⁝5

りっぱなごてんへ通しま

三憎6美しい玉や貝でかざつ
おとひめさまが出てい

た︑そのこてんは︑
らっしゃいました︒

三価1

三描3いろくごちそうをして
下さいました︒

おもしろいをどりををど
たのしくくらしてゐました︒

りました︒

三期5
三塁8
た︒

どうも長くおせわにな

三柵3家へかへりたくなりまし
三柵4園

しきりに止めましたが︑

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

りました︒
三柵7

三㎜8

三二7きれいな箱をおわたしに
なりました︒

おどろきました︒

出ました︒

三柵1かめにのって海の上へ
三佃3

住んでみた家もなく︑

これはどうしたことか

三閤6知った人は︑一人もをり

三佃4
ません︒

と︑

あちらこちらと歩きまは

三⁝⁝⁝7

三鼎2

りました︒

三伽3 玉手箱をあけたら︑どう
かなるかも知れないと思って︑

三星8

おとひめさまのいったこ

三梱1

白いけむりがすうと立ち

そのふたをあけました︒

とも忘れて︑

三梱3

それがかほにか＼つた

のぼりました︒

三聖3

かと思ふと︑
三捌6 しわだらけのおちいさん

ある所に一本のくすの

になってしまひました︒

木がありました︒

四43

四44どんな力が︑この木に

時々雲がか＼るほどに

ぐんぐんとのびて行きま

あったのでせう︑

四45

した︒

四51

なりました︒

になりました︒

四51 大きなしげった枝は︑
四54 見きはめもっかないやう

天略﹀︒﹂といふことにな

りました︒

四68

四了4

やっと切りたふしました︒

四72切るのも大へんでした︒

ふことになりました︒

四75切りたふした木を︑
四了5 どうしたらよいかとい

四77 どうしたらよいかとい

あるちゑのあるおちいさ

ふことになりました︒

んがいひました︒

四了8

四81園舟を作ったらどうだら

う︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂といひました︒

あのぐんくとのびて

四137

おとうさんにごあいさつ

よくかへって來たね︒

ほんたうにしばらく

にいさんはわらひました︒

としてくれました︒
四204

いさんがありました︒

一本見つけました︒

ゐました︒

四271ざるやかごをこしらへて

四276

ました︒

四282

ました︒

手のひらへのせてかへり

ぼくはにいさんとならん 四281中に小さな女の子がゐ

ニナリマシタQ

イヨくボクタチニ年生

ノカケッコ

四214

でねました︒

四208

らっしゃいました︒

うらの畠にみたおかあ 四206 かんしんして聞いてい

をしました︒

四142園
うれしさうにおっしゃいま

した︒

四145

四147園

てました︒

ムネガドキくシテ來マ 四283 おばあさんと二人でそだ

おわらひになりました︒

おもしろい話をいろく

シタ︒

シタ︒

四227 一生ケンメイニ走リマシタ︒
四235ムチュウデ走りマシタ︒
四236ヒドクコロビマシタ︒
四238スグハネオキマシタ︒
四242スッカリオクレテシマヒマ

ヲ思ヒ出シテ︑

マタ

ました︒

四288

た︒

四291

いつもお金が出て志まし

おちいさんはだんだんお

十五六ぐらみの美しい娘

金持になりました︒

になりました︒

四294

四296この子にかぐやひめと

﹁︿略V︒﹂と申しこみました

いふ名をつけました︒

が︑

四302

四306 ﹁︿略﹀︒﹂といってゐました︒

おく方にしたいとのお

かぐやひめはそれもおこ

かうして何年かたちまし

とわりいたしました︒

四311

ことばもありましたが︑

皿生ケンメイニ走り 四308

四244 ｪV︒﹂ト思ヒマシタ︒
四247 ｪ﹀︒﹂トオッシャッタノ

マシタ︒

四248

笑ッテヰルモノモアル

た︒

ボクハ決勝線マデ走り 四312

ケフシロウセン

ヤウデシタ︒

四253

四257

四267

四264

こゑを立てて泣いてばか

がへてみるやうでした︒

竹取のおきなといふおち 四317

ホメテ下サイマシタ︒

しじゅうにこくしてゐ 四263囹 ヨクシマヒマデ走ッタ︒ 四315月をながめて何かかん

マシタ︒

四285かごの中へ入れておき

四215

シュツパツセン

シタ︒

おいしさうにのみました︒

そのまはりをとび歩きま
大きくなったね︒

ぼくのあたまをなでて

大きくなったら海軍だ

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四191

ました︒

四187

いた望きましたQ

四185みんな一しょにごはんを

した︒

四183 ｪ﹀︒﹂とをしへてくれま

した︒

四177金で字が書いてありま

四176

くれました︒

四165

よ︑

四157囹

四156

四155園い＼子になった︒

四155園

した︒

四朽3

四151﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし 四216
出襲線二並ビマシタ︒
た︒
四223カケ出シマシタ︒
四225ボクノ前ヘヌイテ出マ

下垂2

だったね︒

強さうに見えました︒

四143

さんも︑

舟を作りにか＼りました︒ 四137

四84 みんながいひました︒

四86

四88とうく一さうの舟を
今まで見たことも︑
今まで見たことも︑早い

作り上げました︒

四92
四93
たこともない︑

四101その舟の早いこと
でし

四94大きな舟でした︒
四97 ｪV︒﹂とこぎました が︑
四98 おどろいたのは︑
た︒

1

四105 まるで鳥のとぶやうに
早く走るのでした︒
四106 見てみた人たちは︑
四

四114圏
行ったくすの木だ︒

四習5園その力がのりうつった

みやこの方へたびく

﹁︿略V ︒ ﹂ と い ひ ま し た ︒

のだらう︒
四118

四123

日かげになって困ってゐ

通ひました︒

四124
た村々も︑

だれかうちへはいって

四126 それからだんくゆたか
になって行ったといふことで
す︒

四133
來ました︒

「〈

「〈

「〈

四134 海軍のにいさんでした︒

「〈

た一た
958

959
た一た

りゐました︒

．四324囹

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といひました︒

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といひました︒

雲︒

ゐました︒

四412

かげふみをしてあそんで

四406月夜の晩でした︒

長い間おせわになりま四404圏 ぼんぼこうち出した︒

四331

したが︑
四334

︑か﹂りました︒
に雲力

にはいったかと思ふ

出たかと思ふと︑
四415

と︑

四414

四336 かぐやひめをひき止めたい 四413
と思ひました︒

蓋 然 3 園 月 の 都の使が來たら︑

兵たいがいくへにも取り

雲にのって下りて來まし

天人のよういして來た
空へ上って行ってしまひ

四402圏ぽっかりうかんだ白い

なった︒

四382圏囹月が出た︒
四397圃 ずらりと並んでわに

ました︒

四378

車にのって︑

四377

た︒

四358

しましたが︑目がくらんで︑

四 3 5 5 弓 に矢をつがへようと

四353園 さあ︑來たぞ︒

した︒

た︒

四422 一人の子どもがいひまし
た︒

四432 一人の子どもがいひまし
た︒

四466囹

みんながいひました︒

わかった︑わかった︒

オカアサンノオ作リニ

四468

足ノフミバモナイクラ

オ使二行キマシタ︒

ナッタオハギヲ持ッテ︑

四474
四475

四481

ヨク來タネ︒

ツギ物ヲシテイラッシャ

ヰデシタ︒

四484
イマシタ︒

ユデタ栗ヲ︑

オ受取リニナリマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシ

四491園
四492

四50一

タ︒

四50一

四503オボンニーパイ持ッテ來
オ止メニナリマシタ︒

テ下サイマシタ︒

四516

足のきずはどうしたら

四562私が七つの年のこと

でした︒

四564

うかと
四573 女や子どもをさらったり

しゅてんどうじをたいちる

しました︒

やまぶし

やうにおいひつけになりまし

四578

た︒

四582 山伏のすがたをして出

ほんたうにものすごい由

かけました︒

でした︒

四586

一人のおちいさんが立つ

四592 だんくおくへ進んで行

きました︒

てるました︒

四595

四605

一つのつぼを渡しました︒

イタ寸イ隔靴ヲ持ッテカ 四601園 お待ちしてみたのです︒
ヘリマシタ︒

四518

イタぐイタ栗ヲ持ッテカ 四607 そのつぼを受取りました︒
四617せんたくをしてゐました︒

四518

ヘリマシタ︒

四唱5始からだまって聞いてゐ

ました︒

ほどになってゐました︒

ました︒

四545私の手からゑをたべる 四628園その鬼をたいぢに來

四626 ﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四543山がらが一羽かってあり 四623園 こ＼に來ました︒

四466囹

わかった︑わかった︒

向かふに大きな鐵の門

しました︒

が見えました︒

どんなにかないたのでせ 四㎝2

切られました︒

四551
エ へ
うゆ力

てしまひました︒

四648

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四461 その子どもがいひました︒ 四553 朝まで知らずにゐました︒ 四餌4鐵のぼうを持って立つ
てるました︒
四462 みんながしてみました︒ 四55謡うらの山へとんで行っ

四456木のそばへ來ました︒

四455 ﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

見てゐましたが︑

四452しばらく枝こしに月を 四547 ねずみに足の指をくひ 四638先に立って道あんないを

ばへ行きました︒

四個8前の方にある木のそ

た︒

た一人の子どもがありました︒
磐戸6 一人の子どもがありまし

した︒

四351 お月さまが十も出たか 四438 ｪ﹀︒﹂といふ子どもも
ありました︒
と思ふやうに︑
四352 あたりがあかるくなりま 四糾3 たがひにいひはってゐま

かこみました︒

四糾7

なりました︒

月下5いよく十五夜の晩に

た︒

四344 ﹁︿略V︒﹂とおっしゃいまし 四421しばらく月を見て ゐまし

追ひかへしてしまはう︒

雲門
「〈

一度おくへはいりました
た︒

四706

四718
た︒

そのま＼落ちてしまひまし
四785

四787
した︒

した︒

みんな殺されてしまひまし 四791

めでたく都へかへりまし

爾方に分れてすわりまし
そのそばにすわりました︒

一枚を花子さんに渡しま

はいたつに出ました︒

一枚を雪子さんに渡しま

﹁︿略﹀︒﹂と書いてありまし

あったら︑早く出して下

二人とも笑ひました︒

四814

四811

渡しました︒

ポストへ入れました︒

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

手紙を書きました︒

﹁︿略V︒﹂といひました︒

四824

﹁︿略﹀︒﹂と書いてありまし
た︒

切手をはってポストへ

四832

四817

四805

さい︒

弱った 四803園

四801

た︒

四797

四717 さらはれて來た女や子ど 四792 にこくして讃みました︒
もたちをつれて︑
四794 雪子さんも︑受取ったはが
きを讃んでみますと︑

た︒

四712

しゅてんどうじのみる 四708 向かって來ましたが︑

が︑また出て來て︑

四652

四654
りっぱなごてんへ つれて行きま
した︒

四656 酒もりをしてゐました︒
四661 ぎょろりとにらみました
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といひました︒

が︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四664

つかれたものや

た花子さんと雪子さんは︑

四753今まではねをついてゐ

ものは︑

四745團

ものは︑

四666園野や山にばかりねて 四744蟹 つかれたものや弱った
おちいさんからもらった

ゐましたが︑

四677
おちいさんからもらった

酒を取出しました︒

四678
酒を取出しました︒

來ました︒

四762

切手をこしらへました︒

四757弟の三ちゃんを呼んで

とにしました︒

四682これまでのんだことも 四755いうびんごっこをするこ
ないやうな︑

次々とたくさんのみまし

四685 がぶくのみました︒

四686
た︒

四773
た︒

四775

ト︑

青年クンレン所ノ服二着

四餌6何力忘レタ物ハナイカ

カヘマシタ︒

四餌5

入れました︒

はがきとふうとうをこし 四838
らへました︒

しまひにはぐったりとね 四765

このやうすを見た頼光た

ごろくたふれてしまひま 四77ーポストをこしらへました︒

てしまひました︒

四692
四694
した︒

ちは︑

スッカリ出來マシタ︒

持って來たようひやかぶ 四777だまって何か書始めまし 四852圏 シタク回書來タカ︒
四854園

テインヤヂャウ

ソレカラ停車場へ行キマ

ｪV︒﹂トイヒマシタ︒

大ゼイ集ッテヰマシタ︒

ムチュウニナッテサケビ

シヅカニ動キ出シマシタ︒

ズ略﹀︒﹂トオッシャイマシ

汽車二乗リマシタ︒

汽車が來マシタ︒

ミンナニオジギヲシマシ

「〈

何ベンモバウシヲブリマ

並んだすゴめ︑

向かふの陸へ行ってみ

島にみた白兎が︑

と思ひました︒

ｪ﹀︒﹂といひました︒

わにざめがゐましたので︑

行きました が︑

ました︒

ｪ﹀︒﹂とかぞへて渡って

白兎のいふ通りに並び

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

仲間を大ぜい連れて來ま

「〈

「〈

四695
四696

た︒

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
95ま9494し939392た929291シ89マ8989タ89888了タ878786シ86

うとしました︒

いってゐました︒

タ︒

四961 ｪ﹀︒﹂といって笑ひまし

四697 身じたくをしました︒
四778 かばんを取りに行きまし 四855 ニイサンが答ヘマシタ︒
四957園うまくだまされたな︒
た︒
四861 八時ガナッタノデ︑
四702その首を切落しました︒
四958圏こ＼へ渡って來たかっ
四704 頼光のあたまにかみつか 四783 もう二枚のはがきがは 四862 ミンナソロッテ出カケマシ
たの だ︒

とを取出して︑

3し85た415い322タ8シ52。147。516タ3
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「〈

た一た
960

961

た一た

た︒

四963

ました︒

それを聞くと侵そうお 四㎜7園すっかりなほりました︒
四棚3 ﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

ので︑

四齪7
した︒

えらいお方におなりに

神だなからますを下して
少しはっかしかったが︑

下さいました︒

四欄7

思ひました︒

田浦8早く晩になればよいと

神だなにお供へになりま

四二3 おとうさんがおっしゃった

なりました︒

四梱6

一番しまひにるたわにざ 四梱4 白兎のいった通り︑

こりました︒

四963
めが︑

四966からだの毛をみんなむ
しり取ってしまひました︒

四968はまべに立って泣いてゐ
ました︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

四973 ﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになり
ました︒

四977
た︒

四欄8

ひました︒

四価3大さわぎをして豆を拾

どうにもたまらなくなり 四梱3豆をまきました︒

四978すぐ海の水をあびまし
た︒

四982
ました︒

四984大國主のみことといふ神

四価8

た︒

四鵬1

攻めよせて來ました︒

ありました︒

四聖2

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

た︒

四期5

大ぜいのけらいを連れて

出かけました︒

四谷8

四佃1さかんに鐵の矢を射か
次々にしづめられ︑のこつ

けましたので︑

四柵2

た舟は︑
ました︒

四佃3ちりぐになって逃出し

へひきかへ

勝ちに勝った百合若の

はらってしまひました︒

四鵬6敵の舟をすっかり追ひ
四佃7

もとのはまべ

軍ぜいは︑

四⁝川1

すことになりました︒

田畑3きれいな島がありました
ので︑

四帽1その島へ上ってみました︒
四棚3 かはいらしい鳥がおもし
﹁︿略﹀︒﹂といったので︑

みんながどっと笑ひまし

四川7

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

弓のじゃうずな大鵬が

四皿8

た︒

四麗4

した︒

四擢2

自分たちが大耳にならう

まだ目がさめませんでし

ぐっすりねこんでしまひま

とみえて︑

挙用8長い間のつかれが出た

ろびました︒

ごろりと草の上にねこ

ろく歌ってゐました︒

雨戸をぴしゃりとおしめ

四価7 だんく大きな聲を出し
様がおいでになりました︒
ながら豆をまきました︒
四985 さきほどお通りになった
神様方の弟さんです︒

兄様方の重いふくろを

ました︒

四脚8豆を年のかずだけたべ

になりました︒

おそくおなりになったの 四榔6

かついでいらっしゃったので︑

四987
四988
です︒

ました︒

四994 ﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになり

写研7

た︒

四仏4

取ったのですよ︒

四997また今までのことを申 四研2園ほんたうに一つ年を

すぐもとのやうになり

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいまし

しました︒

四欄3
た︒

四㎜6

とかんがへました︒

なった︒

四佃4囹この島でおなくなりに

百A口書の軍ぜいをひきゐ

四面5 ﹁︿略﹀︒﹂といひふらしまし

た︒

四境7

百合若はうち死をいた

てかへりました︒

しましたから︑

四馬1園

らってまみりましたQ

四二3園 敵をすっかり追ひは

四M4 ﹁︿略﹀︒﹂と申し上げました︒

鬼が島へ流れついたれふ

いばってゐました︒

四脳6 これまで百合若のみた︑
りっぱな城に住んで︑

四餌7

しが︑

四価2

鬼を一びき連れてかへっ

て來たといふうはさがったは

四価3

うはさがったはりました︒

りました︒

四価4

これを聞いた雲太郎きゃ

連れられて來たのを見る

けらいにいひつけました︒

うだいは︑

四価4

四価8

と︑

四描1

こけが生えたやうな男

四備4こけが生えたやうな男

でした︒

四備4

でした︒

都へ連れて行ったら︑
人が珍しがって見るだらう︒

四備7囹

た一た
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四宙2しばらく家におくこと
にしました︒

四則4 お正月になりました︒
を開きました︒

四柵5けらいを集めて弓の會
大きな聲で笑ふものが

カハリニ︑

み

ほ

聖母7圏空に かすんだ
山︒

した︒

心二士の

四競3 三保の松原へ出て來ま

四欄5 よく見ました︒

た︒

四槻8 よいにほひがして來まし

四髄7園

ありました︒

四佃2
それはこけ丸でした︒
四境2 持って行かうとしました︒
た︒

一人の女が出て來まし
これはわたしが拾った

天人のしをれたやうすを

四鵬5園

はっかしいことを申し

羽衣をお返ししたら︑

ました︒

た︒

四駕3

しっかにまひ始めました︒

れふしは羽衣を返しまし

四㎜2圏

ました︒

四梛1れふしもきのどくに思ひ

見て︑

四柵8

四搦7 じっと空を見上げました︒

のです︒

四馬8園

まだ見たことがない︒

おこっていひました︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂といひました︒

四悩4

また笑ひました︒

一番強い弓を渡しました︒

すぐそれを折ってしまひ

ました︒

四稲2
四稲3
四佃8
四柵4
四柵6

昔百合若が使った鐵の

弓矢を持出させました︒

四佃7

四二7昔百合若が使った鐵の
弓矢を．持出させました︒

満月のやうに引きしぼり

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂といひました︒

いそ︒

四丁2囹引けなかったら︑命がな
四々3

ました︒

四梱6

四捌2

四伽8園 見忘れたか︒

四㈱4

四川5まひながらだんく天へ
五・13

急にまつ暗になりました︒

明かるかった世界が︑

すぐに射殺されてしまひ

四梱6 おどろいて逃出しましたが︑

四梱8

五13

岩戸をおしめになりました︒

上って行きました︒

四衡6北風ノ作ッタ雪ノ山ヤ

五14

ました︒

氷ノ池ヲ︑
四伽7 弱イ光ヲ出シテヰタオ

ろのわるものが出て去て︑

今までかくれてみた︑いろい

野山ヲマッ白ニシタ

五15

日様ガ︑

四燭4囹

五17

いたづらをしたりしました︒

五22

ごさうだんなさいました︒

五21園どうしたら︑よからうか︒
神様方のなさることがきまり

ました︒

りっぱな鏡をお作りになりま

五25

した︒

五27

五29 ひもにお通しになりました︒
五32持っていらっしやいました︒
五35岩屋の前でお鳴かせになりま
した︒

た︒

まひ

五37舞をなさいました︒
五38 ふせたをけをだいにして︑
五42 おもしろくお舞ひになりまし

た︒

五43どっとお笑ひになりました︒
五45おのぞきになりました︒
五48ずっと前へお出しになりまし

ました︒

五51鏡にうつりました︒
五55少し戸の外へ出ようとなさい
岩戸のそばで待っていらっし
やった天手力男のみことは︑

あめのたちからを

五57

した︒

五62外へお連出し申しました︒
五63もとのやうに明かるくなりま

ないくう

五65手をうってお喜びになりまし
た︒

五71囲けふは内宮へおまるりしま
した︒

五75國千年もたったかと思はれる

五81国

口をす﹂いで御門の前に進

ありがたい感じがしました︒

大木が立ち並んでみて︑

五86囲

しぜんとあたまが下りまし

んでをがみました︒

おみやげに貝ざいくを買つ

二見に來ました︒

ふたみ

五96團

た︒

五98團

たから︑

五105國

た︒

五113池の中を泳いでゐました︒
五115ぞろぞろとつゴいて行きまし

た︒

五117元氣よく泳いでゐました︒
五123ゆめにも思ってゐませんでし

五126
親ではないかと考へたことが

親ではないかと考へたことが

ありました︒

自分たちの仲間ではないかと

ありました︒

五126

五129

自分たちの仲間ではないかと

思ったこともありました︒

五129

ちっともさびしくはありませ

思ったこともありました︒

五136

ひつえう

あそぶ必要もありませんでし

んでした︒

た︒

五138

た︒

五141だんく過ぎて行きました︒
五143かげをうつすこともありまし

五145少しふくれて來ました︒
五146それと氣もつかぬほどでした

963
た一た

が︑

五148 それが二本のかはいらしい足
になりました︒

五152 わいわいさわいでゐました︒
てみたりしました ︒

五154 をりく水の上にかほを出し

た︒

五156また何日かたちました︒
五158そこからも二本の足が出まし

しは︑

五159四本足になったおたまじやく
五161尾がだんく短くなって行き
ました︒

つて志ました︒

た︒

五183圏

た︒

に

ばしゃ

ばしゃ

材木をたくさんつんだ荷馬車
に

材木をたくさんつんだ荷馬車

五308

した︒

五312

ま．した︒

私たちは學校の門を出ました︒ 五311

ざいもく

ざいもく

五268

が覚ました︒

五268

﹁︿略V︒﹂と叫んでみたら︑ 五266

大そう勇氣のある神様がいら

﹁︿略﹀︒﹂と返すこだま︒

五197
つしゃいました︒
はし

もと娘が八人ございました

馬を引いた人は︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって通りました︒

五276

た︒

所々白く光ってみる川も見え

家や森が見えました︒

山がうねくとつゴいてるま

五314先生がおっしゃいました︒
五201 川上から箸が流れて來ました︒ が來ました︒
喜んでたべ始めました︒
五205 だんく山奥へおはいりにな 五273 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑ 五315
山下君がいひました︒
りました︒
五275 道ばたの石がきにくつついて 五317
五324 ｪ﹀︒﹂とおっしゃったので︑
よけました︒
五208 泣いてゐました︒
五325みんな︑手をうつて喜びまし
が︑

五212園

五281

やがて山道になりました︒

﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

た︒

五329そこに神社がありました︒

ていしゃ参やう

前に並んでをがみました︒

はいでん

石のとりるをくゴつて爪髪の
道がじめくしてるましたの 五333

した︒

大きな杉が︑たくさんありま
しげった杉の林へはいりまし 五332

しげった杉の林へはいりました︒

五283
た︒

五284
で︑

五328しぜんと走るやうになりまし

五214園もうこの子一人になりまし 五279 ﹁︿略﹀︒﹂といって通りました︒ 五326ほんたうにらくでした︒
た︒

五218

﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけになり

ました︒

五232

ひの川の水が︑まっかになり

五293そこで休むことになりました︒

五訓1 みんながおもしろがって︑わ

した︒

五訓3

私たちの村の停車場へ着きま

せっかく乗ったと思ったら︑

せっかく乗ったと思ったら︑

すぐまたトンネルの外へ出ま

あっとさわぎ出しました︒

五296だれかがいひました︒

五294ねころんだりして休みました︒
五245

五298
小さく見えました︒

五342

五246劒の刃がかけました︒

五344

五343

尾をお切りになった時︑

五248大そうりっぱな劒が出て來ま

五301先生がおっしゃいました︒
五302また上り始めました︒
五251天照大神へたてまつられまし

した︒

五304とうく頂上へ着きました︒

ました︒

五244

停車場へ行きました︒
五285 松村君が︑すべってころびま 五335
五236 がぶくと飲みました︒
五336間もなく汽車が來ました︒
五239 とうく眠ってしまひました︒ した︒
五336みんなが乗ったかと思ふと︑
五337もう動き出しました︒
五338すぐトンネルへはいりました︒
五339急に暗くなったので︑

五242 大蛇をずたくにお切りにな 五287 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒
五289ぱっと明かるくなりました︒
りました︒
五243赤い血が︑たきのやうに流れ 五291はあくいってゐました︒
五292ひろい所へ來ました︒

ました︒

間もなく大蛇が出て來ました︒

五228

る時分になりましたので︑

五163水の中にみるのが︑いやにな 五216囹ちやうどその大蛇が出て來 五282 細い道を上って行きますと︑
五164 何だか息がつまるやうな氣が
しました︒

五165 氣がせいくするやうに思ひ
ました︒

なつ

五167とうく池の外へ出て見まし
た︒

五167もう夏の始でした︒
五168草が青青としげってゐました︒
五169お日様がぎらぎら光ってゐま
した︒

五171前足をついてすわったかっか
うは︑

五173これまでのおたまじゃくしで
はありませんでし た ︒

五173 かうして陸へ上った︑たくさ
んの子蛙は︑

五175 うれしさうにとびまはりまし

「〈

した︒

五345學校へかへりました︒
五363ねえさんと動物園へ行きまし
た︒

さる

五365くじゃくが居ました︒
五367扇のやうにひろげました︒
五371ねえさんが感心していひまし
た︒

さる

五372次に見たのは︑猿でした︒
五372猿でした︒
五376さわいで居ました︒
五379ぶらんこをして居るのもあり
ました︑

ありました︒

五382 追っかけつこをして居るのも

た︒

五413
五415
ました︒

五418
でした︒

五419

またのこくと上って來まし
その水で自分のからだを洗ひ
ポンプの管で水をかけるやう
吸ひこんだ水を︑ふん水のや

かけられたら大へんだ︒

ふん水のやうに吹上げました︒

うに吹上げました︒

五421

五476圏

おどろいて方々さがして歩

つい眠ってしまひました︒

歯が抜けて居るだらうのと︑

らくだを逃したのではない

五478囹
きました︒

五481園
か︒

つけて居た荷物の品までい

一々見たやうに申すのでございます︒

五487囹

五491園

つけて居た荷物の品までい

ひあてました︒

五492園

見物人は逃出しました︒

五422圓
五423

らくだの居る方へ行きました︒ 五493園

だれかにお聞きになったの
い＼え︑見たのでも︑早い

イヨく今夜↓晩ニナツタ︒

イソガシウゴザイマシタ︒

らくだをぬすんだのは︑

五599園私は︑見たことも︑聞いた

小さい神様でした︒
五594

らくだが逃げたのではない
どうしてわかったか︒

一つ置きに淺くなって居る

その神様にお尋ねになりまし

ひょっこり出て來たのは︑ひ

五514園どうしてわかったか︒

五608圏

五607

よい所へ來た︒

ひきがへるでした︒

と︑

五515園
草を食取ったあとを見ます

きがへるでした︒

五606

たが︑返事をなさいません︒

へんじ

五604

五602 ﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五601圏聞いたこともありません︒

こともありません︒

らくだが逃げたのではない

五593轟ではありませんでした︒

五592お供の者が申しました︒

五589それに何か乗って居ました︒

した︒

五586お供の者にもわかりませんで

が︑

五585お供の者におっしゃいました

五583こっちへ近寄って來ました︒

五558ネエサンニオツシヤイマシタ︒

五 五
55 54
7 3
園

五615 ｪ﹀︒﹂と申しました︒
五617何でもよく知って居ました︒
五628 ｪV︒﹂と答へました︒
五632おうちへお連れになりました︒

のでわかりました︒

五512囹

食ってあったからでございます︒

五506黒道の片がはの草ばかりが︑

五505園

かと思ったのでございます︒

五502囹

かと思ったのでございます︒

五502園

ひあてました︒

五425

二人の商人に出あった︒

らくだを逃したのではあり

五431
ませんか︒

五434園

五383 一番おもしろいと思ったのは︑ 五446園どこでごらんになりました
ざう

か︒

五餌7囹

ざう

象でした︒

五451肝玉はそのらくだを見たので

つけて居た荷物は︑

五383 象でした︒

て行った︒

私どものらくだをぬすんだ

五532

ウチノ慧が上り始メマシタ︒

五528園
今聞いた通りである︒

りではないが︑

五527園二人がうたがったのも︑む

五526園お前がぬすんだのではない︒

五525園よくわかった︒

五459園 聞いたのでもありません︒
五517囹さう考へました︒
五467むりに旅人を役所へ三つぼつ 五524園萎がこぼれて居たからです︒

たのでもありません︒

五459園

ですか︒

五457園

はありません︒

五384 そのぶらくした長い鼻は︑
五397 物をさがすのではないかと思
つたほどでした︒

五398 物をさがすのではないかと思
つたほどでした︒

ありました︒

五401 池のやうなものがこしらへて

げました︒

五404 浮いて居るせんべいを拾ひ上

五472園

委をつけたらくだを引いて︑

行きました︒

五406 ざぶくと水の中へはいって

五473園

のでございます︒

五407 半分くらみはかくれました︒

さばくの中を通って居まし
たが︑

五474園

五411 だれかがいひました︒

五408外へ流れ出ました︒

「〈

た︒

五637病氣も︑おなほしになりまし

た︒

五636川に橋をかけたりなさいまし

した︒

五633兄弟のやうに仲よくなさいま

「〈

た一た
964

965
た一た

五638おっしゃいました︒
五709

五707

あたりが少し廣くなって來ま

眺めて居ました︒

した︒

五715

五712

いよくにぎやかになりまし

おかあさんの聲がした︒

これも僕が植ゑたのだと思ふ

一もくさんに走って行った︒

と︑

五839

五772急ニオモシロクナツテ來マシ 五833 先生がおっしゃった︒
タ︒

五852

タクサンノ細イ綜ヲ引出シ始

五854

五777

二米グラヰニモナリマシタ︒

まだ早いつもりで學校へ行つ

朝は五時半に起きた︒

メマシタ︒

五781

五858

もっと早く來ようと思った︒

もう大ぜい來て居た︒

五861

五862

ホンタウニキレイデシタ︒

廣いく野原に出ました︒

石窟シタリシテ居マシタガ︑

五864

五784
静かな村が績いて居ました︒

五789

ソレヲ傳ハツテ向カブへ渡り

五872

少し勉強をした︒

僕が三番目だつた︒

五87一 ラヂオ髄操に行った︒

五866

たら︑もう大ぜい來て居た︒

五718

五716
ゆっくり歩きました︒

五79一

向カフノ柿ノ木ノ枝ニクツツ

五723
ほめてくれました︒

翫具マシタ︒

キマシタ︒

五725

上の方でさわがしい音がしま

五786

五727

た︒

村の家が見えました︒

五652するくとお上りになりまし
た︒

五652 一度しなった粟の董が︑
五654ぽんと空へとび上りました︒
五656 一重おっしゃったま＼︑
ました︒

五657お姿が見えなくなってしまひ
五661 始めて舟に乗った時︑海が荒
れたので︑

五661 海が荒れたので︑回そう弱つ

ヤツト柿ノ木ニタドリ着キマ

中村君が來た︒

草むしりのお手傳をした︒

シタ︒

五792
馬が通って居ました︒

ホット一安心シタヤウデシタ︒ 五876

した︒

五731

五793

て居ました︒

五662 大そう弱って居ました︒

町の中へはいりました︒

五884

ひどい夕立が降って來た︒

おもしろい本をもらった︒

おざしきでねて居た春子ちや

五901 ｪ﹀︒﹂とおっしゃった︒
五902夕立が來さうになったが︑と

五886わっと泣出した︒
五888はがきが來た︒
五896と書いてあった︒
五898園なかく字がうまくなった︒

んが︑

五885

五883

お出でになった︒

五731

シゴト

水窪砲をこしらへてあそんだ︒

五663 歌を歌ひながら來ました︒

タ︒

五802スヲ作ル仕事ヲ績ケマシタ︒
五804スツカリ感心シテシマヒマシ

五882

ボツト一安心シタヤウデシタ︒ 五878

荷物を積んだ舟が通ったので

五878

五793

コノ紙ヲ自分ノ方ヘタグリ始
メマシタ︒

五795

たくさんの家が並んで居まし

た︒

五732

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五671園舟の上で死んだのです︒
五673

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねました︒

した︒

五735
した︒

五735

タ︒

居マシタ︒

だめだ︒

五806リツパナクモノアミが出來テ
五808せみが鳴き出した︒

いろくの舟が通りました︒

五811はだしで庭へ出た︒

とうく海へ出ました︒
をどつたりして喜びました︒

私たちの仲間ばかりでした︒

五736

五742

五739

五814
手をのばしてみたが︑

五737

した︒

荷物を積んだ舟が通ったので

五796今マデタルンデ居タ紙ガ︑
五734 私たちの上に來ました︒
五735 荷物を積んだ舟が通ったので 五797 マツスグニナリマシタ︒
五799空中ニピントハリ渡サレマシ

五678囹どこでおなくなりになりま 五733 高いえんとつも見えました︒
したか︒
五679

五681圏 た＼みの上で死にました︒
五685 笑ひました︒
五687 空から落ちて來たのです︒

五688 山の木の葉の上に休んで居ま
したが︑

へはいりました︒

五692 風にゆり落されて︑谷川の中

た︒

五694 歌ったり︑さわいだりしまし

私ノ目ノ前ニブラ下ツテ來マ

五764
シタ︒

五696 高いがけの上に済ました︒
五698 一思ひにとび下りましたが︑

綜ヲ引イテ下りテ三尊ノデス︒ 五824足を洗った︒

ビツクリシマシタ︒

五822びっくりしたやうに︑
五823とんで行った︒
五766

五764
でした︒

五701 しばらくは何もわかりません

とうとう降らなかった︒

泳げるやうになったさうで

へんじ

五903

一郎さんに返事を出した︒

すね︒

五908囲

五905

うとう降らなかった︒

「〈

五915庭に水をまいた︒
五919僕もついて行った︒
五922朝日橋のそばまで行った︒
五922たくさん釣れた︒
五923かぞへて見たら︑三十二匹あ
つた︒

五923三十二匹あった︒

五941圏
まぶしかったか︑ こほろ
ぎょ︒

五943韻おどろいたのか︑ こほろ

日本の國をお治めになりまし

なりました︒

た︒

五捌2
さいしょ

五価9
少シアワテタヤウニ︑

立ツテ下サイマシタ︒
﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタガ︑

五鵬1
五櫛3

又動キ出シマシタ︒

ケマシタ︒

五⁝川3 テイネイニオジギヲシテ︑カ

五心4

一番後カラハイツテ來タノハ︑

赤チヤンヲオブツタヲバサン

をりのみこと

2圃名を聞いてから來て見たら︑

ほ

火照命と火罪理命といふ兄

ほでりのみこと

鳥や獣を取っていらっしゃい

或日の事でした︒

なかく御承知になりません

釣針と弓矢をお取代へになり

海へ釣りにお出かけになりま

魚に取られておしまひになり

山へ狩りにお出でになりまし

きげんを悪くしておかへりに

五冊3

五百本の釣針をお作りになり

おゆるしになりませんでした︒

いろくおわびになりました︒

釣針をなくした事を申し上げ

五柵4

が︑

五柵9 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました

ました︒

五備6

て︑

五描2

なりました︒

五衡9

たが︑

五価7

ました︒

五節5

した︒

五価2

ました︒

五M9

でした︒

五掴2

五掴1 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

五佃3

ました︒

五備2

弟の神様がありました︒

五

ふっと見つけた赤い花︒

満洲事攣の最初の夜の事でし
ケマシタ︒

セツカク︑アケテ下サツタ
ニイサンが言ヒマシタカラ︑

五柳2園
ノダ︒

五研4

五佃4 席ハミンナフサガツ市上二︑

五鵬6

五鵬7

赤チヤンヲオブツタヲバサン

トデシタ︒

トデシタ︒

五鵬8

五川2翻

五櫨4圏色がすっかりさめて居た︒

ヲヂサンバ︑アツチへ行キカ

五鵬6

ニイサンが言ヒマシタ︒

まんしうじへん

五二4

五川5

た︒

舌骨8

五幟7

こん

傳令の役をして居た軍犬金

私モ言ヒマシタ︒

でんれい

五研1

な ち

剛・那智は︑

がう

した︒

五棚8 かみつきまはりました︒
五湿4 とうく陣地をすてて逃げま

私バカケマシタ︒

勇ましくかゴやきました︒

次ノ停留場へ來タ時︑

五僻5私バカケマシタ︒

高くか﹂げた日の丸の旗は︑

五槻6

ヲヂサンバソコデ下りルノカ
ト思ツタラ︑下りマセンデシタ︒

テイリウヂヤウ

天地にとゴろきました︒

五欄7

どこへ行ったのでせう︑

一生けんめいになってさがし

かへって歩ませんでした︒

五伽7 下りマセンデシタ︒
五佃1

五佃1 席ガアキマシタ︒

とうく見つけました︒

五鵬2 私ノトナリヘカケマシタ︒
五佃4 ドやくトハイツテ來マシタ︒
血にまみれて死んで居ました︒

實にこの金剛・那智でありま

リマシタ︒

五鵬5 立ツテ居ル人モ︑タクサンア

甲號功章を︑始めていた〜

かふがうこうしやう

思はず涙ぐみました︒

これを見た兵士は︑

しっかりとくはへて居ました︒

コ・デ下りマシタ︒

五欄5

をり重なって死んで居る敵の

した︒

五脳7

いたのは︑

五榴9
五梱2
五脳3
五脳4
五脳6

死がいの間でした︒

五欄7

ました︒

ぎょ︒
五槌7
五956 ｪV︒﹂とおっしゃいました︒ 五但8
五961 ｪV︒﹂とおっしゃいました︒ 五槌9
五962 つつしんでお受けになりまし
五佃1
五佃2
五鵬4

ｪ ﹀ ︒﹂といひました︒

五塒一

ニイサント電車二乗リマシタ︒

した︒

﹁︿略V︒﹂ト言ヒマシタ︒

チヤウド私タチノ前へ理工時︑

五欄1

五㎜5

五㎜2私ハウナヅキマシタ︒
五価3

スグ前ニカケテ居タヨソノヲ

五鵬5

一ツモアリマセンデシタ︒

五伽7 勇ましくお降りになりました︒

私タチハ︑席ヲユヅリマシタ︒
ヂサンガ︑

五鵬8

五柵8 御案内申し上げました︒
ひうが
たかち ほ
五梱1 日向の高千穂の峯にお降りに

五伽4 かへってこの事を申し上げま

五伽2

なりました︒

五994うずめのみことはお問返しに

た︒

五972 ｪ﹀︒﹂と申しました︒
五976 ｪ﹀︒﹂とおっしゃいました︒
きしゃう
五977しっかりした氣性で︑
五978 へうきんなお方でした︒
五983お笑ひになりました︒
五983そのおそろしい男がいひまし

た︒

五964お供をなさることになりまし

た︒

「〈

「〈

「〈

「〈

「〈

た一た
966

967
た一た

五柵1 兄神は︑やはりおゆるしにな
りませんでした︒

五倣6

御殿では大さわぎでした︒

天の神様がお出でになったと

おゆるし に な り ま せ ん で し た ︒

五伽3

五伽1

樂しくお暮しになって居まし

命をおもてなしになりました︒

いふので︑

五糎7

五⁝川7
泣いてい ら っ し ゃ い ま し た ︒

五柵3 お上げになりました︒
五⁝川9
たが︑

斎日︑思はず大きなため息を
今ため息をなさいましたが︑

なさいました︒

五七4
五伽6園

海の世界が︑おいやになつ

たのではありませんか︒

五協7園

五悩2 ﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりまし
た︒

兄神の釣針をなくした事を︑
くはしくお話しになりました︒

くはしくお話しになりました︒

五悩4
五悩6

﹁︿略﹀︒﹂とお聞きになりまし

あれが取ったのでございま

五伽3
た︒

筆工7園
せう︒

はたして釣針がひっか＼つて

五伽9 ﹁︿略﹀︒﹂と申し上げました︒

五楢3
五伽4

大そうお喜びになりました︒

命にお上げになりました︒

居ました︒

五葉5

もとの海ベへおかへりになり

五七7 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

五梛9

むりな事を言ってすまなか

竃神に釣針をお返しになりま

ました︒

折丁1
した︒

つたね︒

五伽4園

ｪ﹀︒﹂とおっしゃいました︒

が︑

急いで天皇の所へ参りました︒

六62

五伽5

六63園新しく建てた家には︑

おさし向けになりました︒

よくおわかりになりました︒

やまと

五伽7 よく國をお治めになりました︒

六67

六了9園

六74

一人は劔を抜いて︑つめ寄り

おもてなしをすると申した︒

びっくりしました︒

かしは︑

何事かと思って出て見た兄う

﹁︿略﹀︒﹂と呼びました︒

六68
おと

六72

え

おつかはしになりました︒

ひようと放ちました︒

六86

お傳へさせになりました︒

戦の用意をしょうとしました

すっかり氣をのまれてしまひ

自分の悪だくみがあらはれた

六96

六94

自分のしかけたおとしにかか

どしんと大きい音がしました︒

家の中へはいって行きました︒

さいご

あはれな最期をとげて居まし

あらためて神武天皇に降参い

兄うかしは亡びました︒

六104團

二三日學校をお休みになつ

をば様がお出でになった時︑

二三日學校をお休みになつ

もうすっかり︑おなほりに

なりましたか︒

六107国

たとの事でしたが︑

六106国

たとの事でしたが︑

六106団

たしました︒

六102

六99

た︒

六98

つて︑

六97

なと思って︑

六92

ました︒

六89

ました︒

其のま＼とんでかへりました︒

すっかりあわてた兄うかしは︑
しばらく考へて居ましたが︑

やがて天皇のいらっしゃる所
しつれい

まことしやかに申しました︒

まことに失暇な事をいたし

へ参りました︒

六34園
六42

をかしいなとお思ひにはなり

ました︒

六44

ましたが︑

した︒

六44其の願をお許しになりました︒
六46 さっそく家を建てにかかりま
六47書も夜も︑働かせましたので︑
六48大きな家が出勝上りました︒
六51兄のする事がわかりませんで
六51天皇のお使に弓を引いた兄が︑
六53新しく家を建てたばかりか︑
六58 かう氣がついた弟うかしは︑
六59 いろくと兄をいさめました

した︒

六73

六13其の地方に勢力を張って居た

皇は︑

六12大和へ御進軍になった神武天

「〈

兄うかし・弟うかし兄弟の所へ︑
ノ、

五柵9 一人の年とった神檬がお出で
になって︑

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とお尋ねになりまし

五佃2園 どうなさいました︒
五佃3
た︒

五佃5 兄神の釣針をなくして困って
居る事をお話しになりました︒

五寸8 ｪ﹀︒﹂とおっしゃいました︒
五佃9 ｪ﹀︒﹂とおっしゃいました︒
五伽2 海の御殿にお着きになりまし
た︒

五伽3 そばに大きな木がありました︒
五伽4 待っていらっしやいました︒
一 人 の女が出て來ました︒
五梱1
五悩2 すみきった水にうつって居ま
す︒

五捌4 びっくりして見上げました︑
五捌6 ｪ﹀︒﹂とおっしゃいました︒
五捌7 女は︑すぐ水を汲んで︑命に
さし上げました︒

ました︒

五捌8 此の事を海の神様に申し上げ
五糎1 しばらく考へていらっしやい
ましたが︑

五迎4 はたしてさうでした︒
ました︒

五搬5 命を御殿の中へ御案内なさい

22211
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六118團 うらの畠の柿も︑たくさん
なりました︒

六125圏私のかぜは︑ごくかるうご
ざいましたから ︑

六126囲 二日學校を休んだだけで︑
六127囲 なほりました︒
バアサンガ︑

六269

後には朝廷の仰にも從ひませ

弟と一しょに遊んだ︒

六327

六323囹

たけると申して居りました︒

たけるは息がたえました︒

タクサン着イテ居タ︒
てうてい

六206

んでした︒

六275

尊は︑

六334

都へおかへりになった日本武

なりました︒

日本武尊と申し上げることに

遊んで居た弟が︑遠くから僕

﹁︿略﹀︒﹂と考へました︒

ぞうちやうして來ました︒

六281

或日︑お祝の酒もりを開くこ

家も出來上ったので︑

六277
六282

とになりました︒

六283

熊襲をお亡しになりました︒

たんぼへ行った︒

もう學校がすんだか︒

六332

六211

早かったな︒

六331

六215
稻を刈って居られたおとうさ

を見つけて︑

六221
六224園

んとおかあさんは︑

六224園

た︒

六336お受けになりました︒
六338東をさして御出獲になりまし

六341御武運をおいのりになりまし

た︒

の御をば︑ 倭姫命は︑

やまとひめのみこと

六342皇大神宮に仕へて居られた尊

六343尊が二度の大任をお受けにな

勇ましくも︑耀いたはしくお

つたのを︑

六344

もしもの事があったら︑

思ひになったのでせう︑

六347園

するが

六349 ｪ﹀︒﹂とおっしゃいました︒

ふところにかくして居た劒を

六354聞込へて知って居ましたので︑
六355だましうちにする外はないと

六352此の國に居た悪者のかしらは︑

た︒

六352駿河の國にお着きになりまし

たけるの胸を突きました︒

居た少女は︑

たけるはたふれましたが︑

抜いて︑

六309

﹁︿略﹀︒﹂と︑苦しい息の下か 六357

ました︒

六366

おもてなしをしながら︑申し

だんく奥へはいっていらっ

野原へお出でになりました︒

此の野原を重んで待ちかまへ

しゃいました︒

六365

汝をうてとの勅をかうむり︑ 六363

ら尋ねました︒

六319園

さういふお方でいらっしや

こ＼へ來たのだ︒

いましたか︒

六322園

思ひました︒
六315

六311

六308

「〈

六163 縫物ヲシテイラツシヤツタオ

おとうさんやおかあさんの方

六266 ｪ﹀︒﹂と言った︒
六268 ｪV︒﹂と言はれたので︑
六268僕は︑又弟の方へ行った︒

た弟が︑ たいくつして︑

六257刈ったあとには︑
六257く＼つた稻の束が︑
六261稻かけの方へ運び始められた︒
六262少しつつ持って運んだ︒
六263 一人ぼつちになって遊んで居

へ行った︒

六257

六164 針ヲオ落シニナツタ︒
六229 ﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒
六285大勢の人が出はいりしました︒
六167 火バシノ先デカキ出サウトシ 六231 むしたさつまいもをかごから 六286男や女が︑集って來ました︒
タガ︑
出して︑
六288かひがひしく働いて居ました︒
六17一 ニイサンニ買ツテイタ寸イタ
六232弟と一しょにたべた︒
六291酒をついで廻りました︒
磁石ノ事ヲ思ヒ出シタ︒
六237すぐそばの稻の葉に止った︒
六292いばって居たたけるは︑
六172 ニイサンニ買ツテイタ寸イタ 六241葉と一しょにっかまへた︒
六294すわらせました︒
磁石ノ事ヲ思ヒ 出 シ タ ︒
六243逃げさうにした︒
六295歌ったりしました︒
六174針ノ上へ持ツテ行ツタ︒
六243ぎゆつとつかんだら︑後足が
六296夜がふけて來ました︒
六177磁石ニクツ着イタ︒
取れてしまった︒
六297次第にかへって行きました︒
六178見テイラツシヤツタオバアサ
六244 後足が取れてしまった︒
六298よいきげんになったたけるも︑
ンハ︑
六247 田の土で園をこしらへた︒
六301奥の間へ行かうとしました︒
六181 ﹁︿略V︒﹂トホメテ下サツタ︒
六253 僕は︑をかしくなって︑ふき 六302此の時でした︒
六183イロくナ物ヲ吸着ケテアソ
出した︒
六304今までやさしくお給仕をして
ンダ︒

聞イテミタ ラ ︑

六184オモシ二面ツタノハ︑釘ダ︒
六191カキマハシテミタ︒
六192磁石ニタクサン着イタ︒
六196 ニイサンガオ出デニナツタノ
デ︑

ツシヤツタ︒

六196
聞 イ テ ミ タラ︑﹁︿略﹀︒﹂トオ

﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤツタ︒

六199﹁︿略V︒﹂トオツシヤツタ︒
六203

六205 磁石二一面二着イテ居タ︒

「〈
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て居た悪者どもは ︑

したが︑私の足音を聞きつけて︑

どんな心持がしたでせう︒

たが︑

六431もうお乳を飲まなくなりまし

した︒

六429此の二匹の子山羊が生まれま

した︒

六423どんな心持がしたでせう︒
六427停車場まで迎へに出てやりま

は︑

六414こつちへかけて來ました︒
六415立上りました︒
六417おいしさうにたべ始めました︒
六419汽車に乗って來たのです︒
六422此の村の停車場に下された時

六483

おちいさんにいたゴいた目が

望遠鏡が︑

い＼物が見つかった︒

けしき

六495さかさまに見えた︒
六497 のぞいて見た︒
六497僕は驚いた︑
六502向かふの家の屋根であった︒
六504園おとうさんのお話に聞いた

六492おもしろい事を嚢見した︒
六494目から遠くへはなした︒

た︒

六491外の景色をのぞいたりして居

六486囹

來た︒

さんは︑

六558

ｪ﹀︒﹂僕は言った︒

六559園

六561

すっかりとくいだった︒

誰に教へてもらったの︒

おっしゃった︒

六557しばらく見て居られたおかあ

六552

た︒

六547連れて來た︒
六548僕の望遠鏡をのぞいてもらつ

た︒

六523かうして出來た二本の筒は︑
ねの玉と︑
六412 すっくと立上りました︒
六367 草に火をつけました︒
六412 向かふの方で遊んで居た二匹 六484 おとうさんに買っていた〜い 六526さあ再刊たぞと思ふと︑
六369園 さては︑だましたのか︒
六532景色をのぞいて見た︒
た小さい轟目がねが出て來た︒
の子山羊は︑
六371 尊はしばらく考へていらっし
六485 おとうさんに買っていたゴい 六534はっきりした︒
やいましたが︑
六539むちゅうだった︒
た小さい三目がねが出て來た︒
六541急いでおかあさんの所へ立つ

六372ふと御心に浮かんだのは︑
六374中に火打石がありました︒
六375おさとりになりました︒
六377其の草におつけになりました︒
六378今までもえせまって來た火は︑
急に方向をかへて ︑

六381 もえ移って行きました︒
六382 あわてたのは︑悪者どもです︒
六387 やき殺されてしまひました︒

六389 あやふい御命をお回りになつ
た尊は︑

六389 生残つた悪者どもを平げて︑

した︒

六401 山羊小屋の方へかけて行きま

六404園 さうだった︒
六406 裏へ廻りました︒
六406 稻が刈られたので︑

六408 きのふ︑山羊の運動場をこし
らへてやったのでした︒

六408 山羊の運動場をこしらへてや
つたのでした︒

子山羊に乳がいらなくなった

ませて下さいました︒

六436
ので︑

六512巻いた紙を︑輪ゴムできり
くと巻いて︑

六578敵の船に火をかけて引上げた︒

六576少しも氣にしなかった︒
六515ぐるくと巻いた︒

六579鐵のくさりで船をつなぎ合は

である︒

せた︒

六518それをのりづけにした︒

六581大きな島が出來たやうなもの
六522どうにかはりつけることが出

六519轟目がねを取りつけた︒
六521少しむつかしかったが︑

六438 私たちは︑たくさん飲むこと 六513動かぬやうにした︒
六514 一本の筒が出歯上った︒
が出來るやうになりました︒

六唱4立っていらっしやいました︒

又寄って來ました︒

すっかり草をたべてしまった
山羊は︑

六個5
六446

六411秋の日をあびてすわって居ま 六449 私たちをじっと見ました︒

六567博多の濱に集った︒
六571濱べに石垣をきついて守った︒
六573 こっちから押寄せた︒
六574釣舟のやうな小舟であった︒

六506 もうじっとして居られなくな 六563圏僕が考へて作ったのです︒
六392 なほも東へお進みになりまし 六432生まれた頃は︑
六565 元から押寄せた船でおほはれ
つた︒
六433乳房をくはへて︑すつばすつ
た︒
た︒
六507僕は垂用紙を取出した︒
ぱと吸って居ました︒
六393 草薙劒と申し上げることにな
六566 元から押寄せた船でおほはれ
六508ぐるくと巻いた︒
六434 子山羊が飲んだ後で︑
りました︒
た︒
六435 おとうさんは︑私たちにも飲 六511目がねの玉をはめた︒
六396 お手傳ひに行きました︒
六512きちんとはまった時︑
わ
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近頃では︑私などの手にをへ

ないやうになりました︒

六65エ

六584 たった小舟二そうで向かった︒
こともありましたが︑
六683たのみました︒
六586 はげしく言立てた︒
六647 草をたべさせに連れて行った 六685門口に立って見送りました︒
六587 ばたくとたふれた︒
こともありましたが︑
六686 ﹁もう︒﹂と一働鳴いた時には︑
六687母も姉も︑涙ぐんで居ました︒
六695 ｪ﹀︒﹂と言ひました︒
少しも屈せず︑

六701圏二つあったら︑早くて仕方
おばあさんが鍋を買ひに行き

せた︒

た︒

六756又々五千人亘りも殺した︒
六758攻寄せないことにした︒
六762どっとときの聲をあげた︒
六763園それ︑敵が出た︒
六764 ｪ﹀︒﹂と押寄せた︒
六766城兵はさっさと引上げたが︑
六768二三十人だけはふみとゴまつ

もう一度金物屋へ行きました︒

小さい方を買って弱りました︒

六773

六772

ふみとゴまって居たのは︑

又何百人か殺された︒

か殺された︒

どちらにしようかと迷ひまし 六772 一度に落したので︑所望百人
六η3

たが︑

六711

ました︒

があるまい O

牝牛にかへたいと言って居ま
六708

した︒

大そうみんなの氣に入りまし

若い牝牛を連れて來ました︒

六652
六654

かへるとなると︑大分金を出

六656
たが︑

六657

ばくらうは一たん配りました︒ 六η7

さねばなりませんでした︒

んなわら人形であった︒

六659

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

私どもがあまりほしがったの

六723

六661

これを團んだ賊は︑百萬とい

ふ大軍で︑

六733

六739さんぐに射た・

のか︑

た︒

六792賊はすっかり弱った︒
六793始め百萬といった賊も︑
六794しまひには十度ばかりになつ

だので︑ 賊はすっかり弱った︒

六791賊のひやうらうの道をふさい

城の水をたやして苦しめよう 六788又賊は何千人か死傷した︒

十分水の用意がしてあった︒

城兵が汲みに來られないやう
六746

旗をうばって引上げた︒

にした︒

六745

とはかった︒

六743

これまで飼って居た牛を引出 六741 たちまち五六千人も死んだ︒

新しいくつをはかせてやりま

急にかはいさうになりました︒

六749

六795ちりぐに逃げてしまった︒

高いがけの上から大木を落さ 六837おとうさんが言はれた︒

六752さんぐに賊の悪口を言はせ
た︒

六754

み

六588 通有も左の肩を射られたが︑

六591刀をふるって進んだ︒
六593いよいよ敵の船に押寄せたが︑
六597敵の船へをどりこんだ︒
六599後から後からと績いた︒
六602生けどりにして引上げた︒
六604 一先づ沖の方へ退いたが︑
六606これまでにない大難であった︒
六608御身をもって國難に代らうと︑
ひっし

おいのりになっ た ︒

六609
六612

六611

又ばくらうが來ました︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

必死のかくごで防いだ︒
で︑
六726圏 今五十鏡の鍋を返してい 六774みんなわら入形であった︒
ひやうらうを運んだ︒
六663園 今年は︑思ったより豊年だ
たゴきました︒
六781城の前の谷に渡して橋にした︒
くすのきまさしげ
國難に當つたのである︒
つたから︑
六731 楠木正成がたてこもった千 六782賊が我先にと渡った︒
神のおぼしめしにかなったの 六664園 思ったより豊年だつたから︑
早
城
は
︑
六
783千早城も危く見えた︒
六784 いつの間に用意して置いたも
六667

六669

六672

これまで飼って居た牛を引出

した時には︑

六673
六673

した時には︑

六675

尊い軍旗︑

かはいがって居たのですか

たくさん食はせました︒

六643 これまでうちに居た牛は︑

ら︑

六681園

六676

した︒

六646 草をたべさせに連れて行った

六645 買った時は子牛で︑

い牡牛でした︒

二言5 膿がまつ黒で︑まことに美し

授け給うた

六623圃 天皇陛下︑ 御手つから︑

ふ︒

六617 数へるほどしがなかったとい

ほどしがなかったといふ︒

六616 海の底にしづんでしまった︒
六671 とうく取りかへることにな 六735 すっかり人や馬でうづまった︒ 六785橋の上に投げさせた︒
りました︒
六617 生きてかへった者は︑敷へる
六786其の上へ油を注がせた︒
六787谷底へどうと落ちた︒

六615 海はわき返った︒

であらう︑

六613

「〈
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六糾4園 あんまり積ったら困るだら
う︑

六三9 おかあさんが笑はれた︒
六851囹 どのくらみ積ったでせう︒
六854 おとうさんが立上られた︒
六855 私も立上った︒

六956

なかく眠られなかった︒

六997涙をこぼされた︒

のが︑ もとだといふことだ︒

六998焼け死んだ人もあったさうだ︒
六959 僕はびっくりした︒
六961 をぢさんのうちも僥けてしま 六999焼け死んだ人もあったさうだ︒
六欄1 こんな大火事の起つたのも︑
六欄2 其のもえがらを土間に捨てた
火元からは大分はなれて居た

つたのださうだ︒

六962

が︑

猫はどうしました︒

逃げて來られたのださうだ︒

六967圏

六964

しまひ︑

どうしたかわかりません︒

六欄5

にいさんのお作りになった小

私は︑急いで庭へ出ました︒

にっこり笑ったやうに咲いて
居ます︒

六戸1

さい温床に︑

六佃6

ので︑

六㎜7 かう言はれた︒
六963 風下になって居たので︑
六865 もう十糎も積ったらうか︒
六872 きのふから降積った雪に朝日 六963 一度運び出した荷物も焼いて 六欄2園 チューリップが咲いたよ︒
六期4 外から窓ごしにおつしゃつた
がさして︑

六886 横に穴をあけた大きなへうた
んや︑

六969園

どこにも居ませんでした︑

ん︒

六972囹

焼け死んだのかも知れませ

つて︑

六悩4

ふっくらとした花びらが抱合

六972園何べんも呼んで見たけれど︒ 六悩4 私は思はず言ひました︒

何べんも呼んで見たけれど︒

六971園

六897 これがあったといふことです︒ 六968 ﹁︿略﹀︒﹂と聞いた︒

六898 一度ここへ來た雀は︑次から
次と友だちを連れて來て︑

六904けさやった餌も︑
六904もう︑なくなったものと見え
て︑

僕は言った︒

した︒

一週間ばかり前から咲出しま
六975

おとうさんが錦って來られた︒

六価9
六976

六鵬1
が︑

が︑暖い日を受けて︑

ほんたうのすみれ色をした花
ほんたうに氣のどくだった

目立って大きくなりました︒

六978園

六鵬5

六柵1 たゴ恐しさで一ぽいでしたが︑
六柵3 いろくと考へ績けました︒
六川4 しくく泣出しました︒

六m5止めどなくこぼれました︒

舟は︑

六川6 本堂の板の間をぬらしました︒
六柑8 ぼんやり足もとを見て居た雪

六m9板の間に落ちた涙をいぢつて

板の間に落ちた涙をいぢつて

みました︒

六川9

だんだん晴れやかになって來

今まで悲しさうだった雪舟の

みました︒

血忌1

顔は︑

ました︒

六麗2

自分の部屋へ蹄って居た和尚

へ や

板の間に書壱かき始めたので

目零4板の間に垂をかき始めたので

した︒

高麗4

5

した︒

又本堂へ來ました︒

雪舟がかはいさうになりまし

さんは︑

六

六擢6

た︒

さびしかったらうと思って︑

少し暗くなって居ました︒

98

六982圏

112

六908お米を入れてやりました︒
六908 一度はぱっと飛立ちましたが︑
六911すぐに又寄って掴ました︒
六915おなかが一ぽいになったので︑
はんしよう
六921けた＼ましく半鐘が鳴り出

手傳も出来ず︑まことにす

私は言ひました︒
まなかった︒

雪舟を撃つばつて本堂へ行き

をしやう

した︒

六型7

ノ、

112

した︒

六伽2

和尚さんに大そう叱られま

にいさんはおっしゃいました︒

ねえさんに十分してもらひ

﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

四辻で火事を消し止めたの

ました︒

大きな柱にくくり附けられま

ノ、

113

團」＿

六923少しはなれた川向かふの町だ

六部1

六佃5
六983

六985園
ました︒

六986囹

は︑えらいてがらです︒

した︒

六佃9

六987園町の目抜の場所が助つたの 六佃8 ぶるくふるへて居た雪舟は︑
さびしさうに見えた︒

は︑全く消防の方々のおかげです︒
六992

ノ、

113

＿L

と︑

六924すぐわかった︒
六926大急ぎで家を出られた︒
六933出て行かれた︒
六935僕は恐しくなった︒
六937勢よくかけて行った︒
六948道を通る人が語り合って居た︒
六955寝床の中にもぐりこんだが︑

！、

113

六欄8

﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひました

びっくりしました︒

それは︑生きたねずみではあ

生きたねずみではありません

りませんでした︒

占

、521

7

＿」一

■」需

！、

113

カミ

＿昌＿

！、
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でした︒
た︒

満洲事攣でなくなった︑國

まんしうじへん

六伽3園
ノ

136

家の人々と一しょに庭へ出た
すぐに居間へとって返した︒

うやくしく勤章を着けた︒

くんしやう

手早く着かへた︒

ｪ﹀︒﹂と答へた︒

赤坂離宮へと急いだ︒
せっしやう

日光へおいでになって居た︒

囁政殿下をお見まひ申し上
如意殿下の御無事でいらっし

天王﹀︒﹂と命じた︒

火は近くの家に起つた︒

庭の中央に安置された︒

たちまち元帥の家をおそった︒

其の方へと走った︒

見る間に焼けた︒

家に残って居た人々をさしづ
自ら防火につとめた︒

守らねばならないといふのが

聞入れなかった︒

つた︒

七36

た︒

急に烈しいあらしが起って來

波は船を木の葉のやうにゆり

もう進むことも退くことも出

動かした︒

七37

七38

皆まつさをになって船底にひ

來なかった︒

七41

尊に從って同じ船にお乗りに

なって居た︑おきさき下酒媛は︑

れふした︒
みこと

七42

くし

七45 ｪ﹀︒﹂とお考へになった︒
七46きっと御決心の色が浮かんだ︒
七55 ざんぶとお飛びこみになった︒
七56風は止み波は静まった︒
七57無事に上総の國にお着きにな

つた︒

た︒

七61 一枚の櫛が海ベへ流れ着いた︒
七62 それは弟橘媛のお櫛であった︒
七63媛のお墓をおつくりになった︒
あしがらやま
七65相模の足柄山をお通りになつ

せられた︒

七69なつかしげに﹁︿略﹀︒﹂と仰

ある︒

七71 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので

此のへんの國々を﹁あづま﹂

舟は岸をはなれました︒

七73

六側1 火は前後二回おそったが︑

不意に白い鳥が飛立ちました︒

七81

七了7

幾さうも幾さうも集って來ま

それはかもめでした︒

といふやうになったといはれて居る︒

六鵬2 どんな氣持であったらう︒

七了7

七75

六川3 家は最後まで無事であった︒
かつさ

七34船で上網の國へお向かひにな

さいご

六箇2 集って來た人々の働によって︑

六鵬6 お書の食事中であった元帥は︑

た︒

六窃3 古い木造建であった︒

元帥の心であった︒

六備9

六畑5

六㎜9

しながら︑

六㎜2
六悦3
六糊4
六髄5
六湖6
六駕7
六㎜8

居た︒

六柵6 自宅へ蹄つた︒
六儒8 いたるところに火災が起って

やるのを舞した元帥は︑

六儒5

げたのである︒

ノ
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六佃8 涙でかいたねずみでした︒
六佃9 涙でかいたねずみでした︒
子さんのおとうさんがおまつりして
國のために戦死した人は︑
さいがう

あのゑはがきにあった西郷
すみ

墨東大震災後に出立た隅

ゑはがきにあった︑あのり

くわんとうだいしんさい

六鵬6圏

だ
田公園︑

六鵬4國

さんの銅像は︑

六悦2圏

皆おまつりしてあるのだ︒

六号8園

あるのは︑

六桐3園 わたしが悪かった︒

六M1 和尚さんは驚きました︒

ｪ ﹀ ︒﹂と言ひました︒

六桐5圏 今まで知らなかった︒

一心に 童 旦 を 習 ひ ま し た ︒

にっこり し ま し た ︒

學問も勉 強 し ま し た ︒

日本一の壷かきになりました︒
つばな橋は︑

今言った隅田公園は︑

動水ノ上ヲ走ルモノトキマツ
六悩2圏

大きくなったら︑をぢさん

見物に行きたくなったなあ︒

六餌6
六餌6
六餌7
六悩8
六価1
六価4
テ居タガ︑ 僕 等 が 生 マ レ テ 來 テ ︑

六悩5闘

六悩4圏

始メタノデ︑

一度に震動した︒

關東大震災の時であった︒

ずるぶん多かった︒

全く生きた心地もなかった︒
全く生きた心地もなかった︒

けがをした者や︑

命からがら逃出した者も︑

つぶれた家の下敷きになった

ノ
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六紺2 消し止められた︒

つぶれた家の下敷きになった

ノ
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六搦5 屋根瓦は大てい落ちてしまつ

者は︑

六髄2

者は︑

六悩8
六価2
六価6
六価7
六価7
六価8
六㎜1
六燭1

くわんとう

が一度連れて行って上げよう︒

六価5 海ノ中ヲモグツテ敵ヲ攻撃シ
六備6 世界ノ人戸︑皆驚イタ︒
六㎜5 水上二浮カンダマ・デ︑

ハ︑

六桝8 一打チニ沈メタ時ノユクワイ
六悩3囹 おみやげをありがたうござ
いました︒

六悩4園 ありがたうございました︒
六二5園 お＼︑よく來たね︒

六悩7園 いろいろな物を買って婦れ
ばよかったのだが ︑

六伽7園 先づ第一に宮城を 拝みに行
つた︒

六伽4園 きのふ上げたゑはがきの中
くすのきまさしげ

にある楠木正成の銅像は︑

六伽8園 お参りしたよ︒

六町7囹 お参りでしたか︒
やすくに

六梛9圏 靖國神社へもお参りして來

「〈
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ら︑

見に來て下さい︒

七151

海は陸のやうになりました︒

しつ

知思

でした︒

七116

くし

した︒

七82 舟は忽ち海へ出ました︒
舟で來た人も陸から來た人も︑ 七152

承と

けヌ

てた
出。

か

からはいらうとした︒

七156 ｪ﹀︒﹂と言ったので︑
七157河成は︑何心なく南側の戸口

つた︒

七116
舟で來た人も陸から來た人も︑

何を取ったのか︑きやっきや

そ＼6

した︒

七162さっきしまった南側の戸があ

みんな舟にもどりました︒

いた︒

七126

え物を見せ合ひました︒

た︒

七169 これを見て聲高く笑った︒

七127

たつのおとしごを一匹取った 七172仕方がなく其のま＼家へ蹄つ

やどかりがたくさん居ました︒ 七171くやしく思ったが︑

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

七102

七131

ました︒

七104 績いて下りました︒

七104 思ったより冷たうございまし
た︒

七105 みんな下りました︒
ました︒

七107 おもしろいやうにあさりが出

した︒

七135
七137

川口にか＼つた時︑ふりかへ

陸の方へ動き始めました︒

りました︒

七137

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

行った︒
七182

座敷へはいらうとして戸を開
くと︑驚いた︒

七184

どうしたのです︒

ふすまにかいた圭里であった︒

七195

七193

思はず顔を見合はせてから

ふすまにかいた蜜であった︒

朝が來た︒

枝がからかさを廣げたやうに

くと笑った︒

出て居るので︑

七202

さわやかな

七218圏朝が來た︒

掘返された新しい土が︑

七223圏

七251

程よく間を置いて敷並べたや

そろく汗ばむ程暑くなった

七265

うである︒

七271

どうかして一度計ってみたい

掘返した土のかたまりの間に

日ざしを受けて︑

七273

は︑

七295

七296

ちやうど同じになる時がある

其の中に僕は氣がついた︒

と思って居た︒

七303

石川君をさそって學校へ行つ

に違ひないと考へた︒

た︒

七307

何べんとなく棒のかげの長さ

を計ってみた︒

七312

棒の長さとかげの長さとが︑

すぐに木のかげを計った︒

七326船に乗った︒

つた︒

七315きっちり十二米あった︒
七316先生に此の事をお話したら︑
七323先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

七314

ちやうど同じになった︒

七313

くさってぶくくにふくれた︑ 七312 思った通り︑
ふりかへって見ましたら︑

大きな死がいが横たはって居る︒

七185
七138

かはなり

て逃出した︒

七109 足の裏がぬるりとしたので︑

くだら

七189園

死人と見えたのは︑ふすまに

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

百濟の河成といふ書かきがあ

七192
七193

かいた書であった︒

七191

共にすぐれた名人で︑

つた︒

七143

又仲の好い友だちであった︒

七146園

今度新しいお堂を建てたか

七144

七143

は一さうもありませんでした︒

もう廣い海には︑潮干狩の舟 七187 思はず﹁あっ︒﹂と聲を立て

七114 ふりかへったのは知らない人

でした︒

七113 ふりかへったのは知らない人

でした︒

七111 おさへて見たら小さなかれひ

でした︒

七139

つて見ましたら︑

イ丁

七109 おさへて見たら小さなかれひ

七108 大きな蛤も出ました︒

何時の間にか洲が見えなくな

七177 ｪ﹀︒﹂と言った︒
七104 水は︑思ったより冷たうござ 七132 招じまんでした︒
七133 ゆっくりおべんたうをたべま 七178 ｪ﹀︒﹂と思ったが︑
いました︒
七179度々呼びに來るので出かけて

ので︑大じまんでした︒

七129

みんな舟にもどりました︒

七125 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑

いた︒

其の戸が急にぴたりと閉ぢた︒
七123 其の中に潮がさし始めて來ま 七158
七161さっきしまった南側の戸があ

つと大さわぎをして居ます︒

七119

入りまじって︑

七116

七83 にいさんが﹁我は海の子﹂を
歌ひ出しました︒

七84 一しょに歌ひました︒

七87 もうそここ＼に洲が見え出し
﹁︿略V︒ ﹂ と 言 ひ ま し た の で ︑

ました︒

七91

七94 着物のすそをはしょったりし
ました︒

七96 さをを突立ててそれに舟をつ

つ略

七103 にいさんが一番先に海へ下り

なぎました︒

さ只
「〈

「〈

「〈
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つた︒

七327船が或港に泊った夜の事であ
七327船が或問に泊った夜の事であ
つた︒

七331用光の船に近づいたと思ふと︑
七332用光を取園んでしまった︒
七334戦ふにも武器はなかった︒
七335とても助らぬとかくごをきめ
た︒

七337心ゆくばかり笛を吹いてから
死にたいと思った︒

七339園 私もかくごをした︒
中に傳へてもらひたい︒

七343園 こんな事もあったと︑世の

七348

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七345 笛を取出した︒

最期だと思って︑

さいご

七349 これが名人といはれた自分の

七351 用量はとくいの曲を静かに吹
始めた︒

七354自分の笛の音に酔ったやうに︑
七356た窟吹きに吹いた︒
七357もう死もなかった︑生もなか
つた︒

七357生もなかった︒
七359天地にひゴけと吹鳴らした︒
七361月が美しく輝いて居た︒
七362波をこえてひ団いた︒
七363たゴ一心に耳をかたむけて聞
いた︒

七365事には涙さへ浮かべて居た︒
七366やがて曲は終った︒

あの笛を聞いたら︑悪いこ
七429

新しいのが二つ出か＼りまし

緑色になりました︒

葉が開いて︑

七432
た︒

た︒

七469

七486困

とっかは

かうや

今日も無事に終りました︒

かわいたてぬぐひで︑

おかあさんがおっしゃいまし

やまと

七508困園

お向かひになった︒

途中には敵方の者が多かった︒

わっかに九人であった︒

七553

どうしてもそこをお通りにな

道に手下の者を配って居た︒

昨日雨が降ったので︑今日は

七555

葉がずっと大きくなりました︒ 七552

今日は六つも芽が出ました︒

七564

村上彦四郎義光といふ人があ

ひこしらうよしてる

宮の御後から急ぎ足に道をた

日月を金銀で現した錦の御旗

ふしんの眉をひそめた︒

を押立てて居る者がある︒

七563

どつて來たが︑

七562

つた︒

七559

らねばならなかった︒

七557

七434

七437

二葉になったのは︑みんなで
朝顔がかはいくてたまらなく
みんな出揃って二葉になりま
最初に出たのは︑もう二葉の

宮の御身に何事か起つたので

はなからうか︒

小さい本葉が柔い毛をかぶつ 七566

七575

のか︒

何か聲高く話して居るところ

どうしてそれを手に入れた

一楽に︸本つつ植ゑました︒

七578誓事の御平を此の荘司が手に

七576

大聲に﹁︿略V︒﹂とつめ寄つ

七574園

であった︒

七571

二十本とも本葉が出揃ひまし 七567 義光は胸をとゴうかした︒
にいさんと朝顔を鉢に植ゑま
冬こやしをかけて仕立ててお

七464

みんなで十鉢になりました︒

恐れ多くも宮の御道筋をふ

義光は一時に怒を嚢した︒

七583圏

七579

入れたのだ︒

わうへいに答へた︒
七465

庭の垣根にそって︑大事に植

残った苗は︑

た︒

七466

ゑてやりました︒

七467

鉢に入れ︑

いて下さった土に︑少し砂をまぜて

七461

した︒

七459

た︒

七453

て出て來ました︒

七451

間から︑

七449

した︒

七448

なりました︒

七443

七つあります︒

七437

六つも芽が出ました︒

七436

て居ますが︑

其のま＼船を漕いで婦って行 七433 昨日出たのは︑まだ皮を着け 七551 大和の十津川から高野の方へ

悪いことなんか出來なくな

となんか出來なくなった︒

七367園
七368園
つた︒

つた︒

七371
鉢巻し

身ぶり手ぶりもお

客を呼ぶ楽聖ふ聲

めたバナ・屋の

七383圃
もしろい︒

くことにしました︒

七397ひるから其の用意をしました︒
七402それを淺く作りなほしました︒
七404にいさんと二人でまきました︒
七406其の上に土をふりかけました︒
七406水をやりました︒
七411おかあさんに受持っていたゴ

七414 ﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃったので︑

七414園朝顔の芽が出ましたよ︒
急いで庭へ出て見ました︒

一本出て居ました︒

七415急いで庭へ出て見ました︒
七416

黄色い葉が重なったま＼下を
向いて︑

ひ

一昨日出た方は︑すっかり二

頭に黒い皮をかぶって出て來

二枚重なったま＼上を向いて

今日はまっすぐに起上りまし

おかあさんがおっしゃいまし

七417
七421
た︒

た︒

七423
七424
居ます︒

七427
ました︒
をとト

七427
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さいだ上に︑錦の御旗をけがし奉る
とは︒

七589 まりのやうに投げつけた︒

七592 もう一言も草しようとしなか
つた︒

義光は︑

七594 いうくと其の場を立去った
七595 やがて宮に追附き奉った︒

七597 義光の忠義を心からお喜びに
なった︒

れた日でも︑

七732

むだ話やむだな仕事をしたり

七809

もう左官が壁をぬって居た︒

わき目も振らず働いた︒

藤吉郎もお受けして退いた︒

主水は大喜びで引受けた︒

上島主水は一生けんめいであ

ｪ﹀︒﹂と教へたてた︒

工事はすっかり出來上って居

みんなへとへとになってしま
うへじぼもんど

信長は主水に尋ねた︒

ｪ﹀︒﹂と命じた︒

合圖のたいこが鳴った︒

思ひ思ひに出て來た︒

隊を組んで進み出た︒

信長は正面のさじきにすわっ

いよいよ仕合の日が診た︒

藤吉郎の心のま㌧に動くやう

合圖通りに動いた︒

藤吉郎のけいこはまるで違つ

ふしんば

七812

信長は家來を連れて普請場を

七814
た︒

七817

槍の名人といふので︑自ら誇
信長が里下を集めて酒もりを

七822

主水は答へた︒

話がたまく槍のことに肯ん

七825

信長はだまって居た︒

ちやうど其の時︑藤吉郎が出
主水は︑此のことばを聞いて︑

たゴ今短いのに限ると申し

殿がそちの考を言へと仰せ

七853園私の思ふ所を申し上げたの

たのです︒

られたから︑私の思ふ所を申し上げ

七853園

申したのではない︒

七851当別に槍のことを深く知って

上げたところ︒

七餌8園

くわつとなったQ

七糾4

正した︒

七831

七828

だ︒

七821

に及んだ︒

して居た時︑話がたまく槍のこと

七819

つて居た︒

七818

者が居た︒

信長の家來に上島主水といふ

見廻つた︒

七814

しなくなった︒

今日のやうな大都市となった 七808
織田信長の居た尾張の清洲城

大風で外廻りの塀や石垣がく

お だのぶなが

のには︑

七737
は︑

七738
つれた︒

七召1 修理に取りか㌧らせた︒
七742それから一一十日ばかり過ぎた︒
七743毒草を連れてたか狩に出かけ
た︒

いで通って行った︒

七746信長は︑それには目もくれな

が︑

七627 汽車で大阪騨に近づくと︑晴 七745大工や人夫が大勢働いて居た
七628 空がどんより曇ったやうに見
えます︒

た︒

七658 しぜん大阪が一大商業都市と 七751見ると木下藤吉郎であった︒
七755其のま㌧行かうとした︒
して爽達したのです︒
七759信長は火のやうになって怒つ
七669 かけ渡された橋ばかりでも二
十もあって︑

七763藤吉郎は途中から蹄らせられ
た︒

なぜあんな事を言った︒
七767園
私があぶないと申したのは︑
七777園
其の事でございます︒
何日で出面るといふのか︒

そちに申しつけたら︑一腔
七778園

七784藤吉郎は承って引下った︒
攻めて來たら︑第一お前た
七791園
ちの家族はどうなると思ふ︒

た︒

七798 ｪ﹀︒﹂とさとした︒
七804 ｪ﹀︒﹂と指圖した︒
七805みんな此の指圖に從って働い

「〈

合圖のたいこが鳴りひ置いた︒

上島軍はさんぐに破れた︒

もう退くより外はなかった︒

一せいに横から突いて出た︒

藤吉郎は︑再び扇を上げて左

たじたじと引きめになった所

はね上げるすき間も何もあっ
O

彿ひのけようとあせった︒

一せいに突進んだ︒

「〈

くし
七672 中之島をたくさんの串でさし
通したやうになって居ます︒

しい景色で︑

けしき

七676 大川をめぐらした眺は大阪ら

とよとみひでよし

七685 一面に火を流したやうです︒

七688豊臣秀吉の建てた城で︑
てんしゅかく
七689近年復興された天守閣に上る
と︑

七728民のかまどの煙の立つやうに
なったのを回そうお喜びになりまし
た︒

七729民のかまどの煙の立つやうに
なったのを大そうお喜びになりまし
た︒

「〈

「〈

た一た
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七931 しっくと引上げた︒
七945 どこで生まれたのでせうか︒
七948 辮つた時は二酉ぐらみの︑

七976 もう残った所は腹の下の方だ
けです︒

七986 しわくちゃにた＼まれて居た

七984 やがて起直ったと思ふと︑
河が︑見る見るのびて來ます︒

七欄6園 大分長い間お悪かったさう
で︒

か︒

七欄7園 もうすっかりなほりました

になりました︒

七棚2園 ずる分母さんのこやっかい

七悩5園

あなたは納税免除といふこ

あなたのお心持はよくわか

徴税令書が行かなかった

ちょうぜいれいしょ

とになったのです︒

七悩6園
のです︒

七価5園
りました︒

七鵬6園
戸をしめた︑

まことにすみませんでした︒

七鵬3園全く感心しました︒
首邑3圏

目を閉ぢた︒

七佃5

水の引くのを待って居た大勢

七柵6園

落し物をしましたから︒

我もくと先を孚って渡った︒

七瀬7圏

財布を幾度かいたゴいたが︑

人夫は財布を出して渡した︒

こ＼へ持って來ました︒

天爵1囹落した物は︒

七佃6

水になれた人夫の肩に乗るか︑

本工8

の旅人は︑

七三7

七朋1

七⁝⁝5囹 たとひ飛んで行って見たと

のですから︑

七柵4囲人通の多い渡し場で落した

七竈3圏家の中でなくした物でも︑

川べのさわぎは非常なもので

七悩4
あった︒

七M6聾すぼらしいなりをした一人
渡し賃を高い安いと言合って

の旅人が︑

七餌8

七㎎9囹川へ飛込んで死んでしまふ

七二8園引返して來ました︒

見切つたのであらう︑

した︒

今此の財布をいたゴかせて

いたゴいたのは︑財布では

仲間の者が國へ送る金をあ

れふをして居ましたが︑

財布の中に手を入れた︒

七梱7園

です︒

七槻8

七榴5園

お金をもらったら︑あなた

まだ一度もした事はないつ

の氣はすむかも知れませんが︑

七搬9圏

人夫は首をふった︒

つかって︑此の財布に入れて來たの

七捌8園

七伽7

なくて私の命でございます︒

七伽3園

もらひましたが︑

七伽3園

つもりだったのです︒

もうあるまいと思って居ま

七脳9

やうく向かふの岸に着いた︒

一人で川へはいって行った︒

ころで︑

七価2

居たが︑

昨日隣へ引越して來た人の子

七価3

目を閉ぢた︒

七柳4囲

もう仲の好い友達になった︒

何氣なしに先程渡し賃を孚つ
た場所へ行って見た︒

こばん

た場所へ行って見た︒

て居た︒

七価8囲あの人が落して行ったに違
一人で越した程の人だから︑

ひない︒

七価9園

此の大金が無かったら︑氣
が違って死ぬやうな事になるかも知

七描1圏

すぐ川を渡って旅人の後を追

れない︒

七悌9

とうくもう一度川を渡って︑

人夫の後について來たが︑

さっさと蹄り出した︒

ひかけた︒

七備4

七悩2

もりです︒

七怖8

七脳3
はありませんか︒

七備9園今朝一人で川を越した方で

人夫は呼びかけた︒

七冊6園

そこで︑考へた家主は︑

とても相談は出辱ないものと

七㎜3

七価5

中には小判がどっさりはいつ

そこに革の財布が落ちて居た︒

つた︒

供と︑

七川1

しっかりと釘で打附けてしま

七㎜2

七川3

七備6

歩けるやうになりました︒

七捌4囹 どうかかうか杖にすがって

索書7園昨日は仕合をなさったさう

七備8

いきなり打込んで湿た︒

何言なしに先程渡し賃を孚つ

相手にするのもばかくし

どんなぐあひでした︒

これには全く驚いたよ︒

今朝は大分引いた︒

七価5

七田8圏

立合ふだけは立合ってやつ

七麗5圏

どうしました︒

どんな風でした︑勝負の様

七襯6圏

頭で受けたよ︒

あふれる程になって居た安倍

七散8圏

七紹3

川の水も︑

七備2

七麗9園

子は︒

七麗3圏

たよ︒

七襯2圏

かったが︑

ですね︒

七川5圏 けっこうでしたね︒

巡見1園

のではなからうかと思ひまして︑

七棚6圏少し掛けたらどうです︒
七撹4囹役場の方でお忘れになった
七撹5園 それでお伺ひに参ったやう
なわけでございます︒

七撹7圏 決して忘れたのではありま
せん︒

七撹9園 どうなったのでございませ
うか︒

七欄7囹 今年は納めないでよいこと
になりました︒

七欄9圏 村會でさうきめたのですか
ら︑

まった時︑

七脳4園 此の前の村會で戸敷割がき
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人夫の家をたつねて行った︒

七桝6 七十近い老人がわらちを作つ
て居た︒

お供物のおだんごをたべたい

と言出した︒

七㎜4

七伽7

七伽6
みんな後へついて出た︒

私がおぶって外へ出た︒

おぶって外へ出た︒

七㎜5 とうく泣出したので︑私が

七伽2 とうく役所へ申し出た︒

七悩8 ちらと見たきり何とも言はず︑

七島2 いろくとくはしく尋ねた上︑

七㎜8

船べりに大きくゆれ出しまし

船は次第にはなれました︒

もう人々の顔も姿も見えなく

七爾2
た︒

七柵7

さっきまで日本丸のあった場

なりました︒

七側2

﹁︿略﹀︒﹂と歌った︒

所は︑

七麗2

下の岸壁に落散ったテープを︑

人夫を呼出して︑
﹁︿略﹀︒﹂と言ふおかあさんの

七襯3

もうどこにもありませんでし

七慨4

みんな内へはいった︒

私はだまってついて行きまし
た︒

た︒

七襯2

七伽5園 感心いたした︒
七麗5

七襯7

お聲がしたので︑

心匠8 ｪ﹀︒﹂と申し渡した︒
七伽9 はうびの金をたくさん與へた︒
七伽4 焼けきった鐵のやうに眞赤で
何だか此のま＼寝るのが惜し

いやうな心持がした︒

全くたべ物に好ききらひがな

一家は郷里へ蹄ることになつ

いやうになった︒

七爾5

た︒

七備7

髄がもうこれだけ丈夫になつ

七怖8 爾親と里国に歩いて行った︒

七七9

て居たのである︒

何時もきらく光って居た︒

小さい粗末な家であった︒

此の家にそだった乃木大越が︑

七川4

早川8

七摺7

武人の手本と仰がれるやうに

子供がつばめをつかまへまし

今年生まれた子つばめが︑

なったのは︑

七柵1

八42

七衛9

うち中の者がそればかりたべ

母もまたえらい人であった︒

ぞく

日本の文字を記した小さい金

きん

日本の文字を記した小さい金

屡の板が附いて居ました︒

ぞく

八66

試みにしるしを附けて放した

属の板が附いて居ました︒

試みにしるしを附けて放した

今年生まれた子つばめがたく

八82

約十萬羽のつばめが急に落ち

昭和六年の秋でした︒

八87

折から南へ飛行中だつたつば

雨が降竜きました︒

めは︑

八92

もう身動きも出來なくなって

八88

て來ました︒

八85

さん居ます︒

八78

ものだといふことがわかりました︒

八68

ものだといふことがわかりました︒

八68

きん

八64

なきと

江戸で若君のお守役をして居

セんがく

氣を強くしなければならない
たかなわ

往復四粁もある高輪の泉岳寺

七描3

るやうにした︒

た︒

幼名を無人といったが︑

七備2

七七2其の上臆病であった︒

三時になりました︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも

七衛4 頭から冷水を浴びせかけた︒

つた︒

七幽7 其の墓に参詣したのである︒
七幽8 大將が思はず﹁寒い︒﹂と言

へよく連れて行った︒

七幽4

と思った︒

七言1

たが︑

七二7

人だと言ったといふことである︒

と

七日5

八65

まだ外囲へ行く船の出るのを

私はびっくりしました︒

なき
近所の人は︑無人ではない泣

にいさんと港へ行きました︒

廣い階段を上った時に︑

朝晩よく泣いたので︑

七悩6

にいさんが連れて行って見せ

見たことがありません︒

七価3

私は嬉しくてたまりませんで

てやらうと言はれたので︑

した︒

七燭4

独行構内の廣い道を歩きま

ぜいくわんこうない

七塒6

七悩9

した︒

七儒4

船の方から︑けた＼ましい音

七㎜1

少しつつ動き始めました︒

言はなかったといふことである︒

そこには人が一ぽい居ました︒ 七矯6

にいさんが言ひました︒
らうか
急いで二階の廊下へ出ました︒

がして來ました︒

七儒6
七慨8
七光9
七131

はっきり見えないくらみにな

七㎜2

りました︒

七閥3

七備4

七悩1

おくびやう

七麗6

ある︒

た︒

七囲7 森の上に美しい姿を現した︒
七伽8 私たちは聲をあげて喜んだ︒
七伽5 ｪ＞Q﹂と言った︒
七㎜2 枝豆やくだものなどを下さつ

が︑

七伽3 眞綿を引きのばしたやうな雲

たやう︒

七伽2 金からうす青に︑ぼかし上げ

幾百重の細かい金の矢が︑

新旧9 今沈んだあたりからさし出た

幾百筋の細かい金の矢が︑

七旧4 地平線にか＼つた︒
七176圓は次第に半里となった︒
くし
七旧7 やがて櫛程になった︒
七梛7 とうくかくれてしまった︒
七旧8 日が落ちた後の空は︑
七枷9 今沈んだあたりからさし出た

居るやうに見える ︒

七伽6 とろくととけた物が動いて

「〈

「〈
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しまったのです︒

八93 此の疲れはてた鳥を拾ひ集め
て︑

八94 食物を與へてやりました︒

八96 南の暖い國へ送ってやりまし
た︒

八99 汽車や飛行機で何回にも三つ
たといふことです︒

す
八103 今年或家の軒下で巣を作った
つばめが︑

八106 やはりさうであることがわか
りました︒

八117 青々と植ゑつけられた夏の稻
田を思ひ浮かべて居るでせう︒

八119 あの家の軒下に作った古巣が

八149

八147
蕃人を非常にかはいがったか

しぶく引きさがった︒

後には呉鳳を親の如くしたふ

ら︑蕃人も次第になついて︑

八151
やうになった︒

しばらく首取の事も止んで平

和が績いたが︑

八153

八154外の部落では︑毎年祭がある

蕃人は其の事を呉鳳に申し出

もう供へる首が一つもなくな

阿里山の蕃人は心を動かされ

度に首を取って供へて居た︒

た︒

八156
八158
つた︒

た︒．

八161

もうどうしても呉鳳の言ふこ
誓事は答へた︒

とを聞かうとしなかった︒

八168
八173
ノ﹂■■

＼77赤い着物を着た人が來た︒
ノ﹂■■

︑了7 赤い着物を着た人が來た︒
︑
8ー 忽ち其の人を殺して首を取つ
ノー

親のやうにしたって居る呉鳳

阿里山蕃には首取の悪習がふ

日本人は敷へる程しか住ん

八252團

遊んで居た満洲人の子供に

道がわからなかったので︑

で居なかったのですが︑

八247團

表の字を見ただけで︑

八252團

つつりとなくなった︒

八187
八194団

大山通とか乃木町・東郷町

すが︑

日本語ではっきりと教へて

海岸は花が咲いたやうです︒
八262団
八267団ぱさくした赤っぽい土で

くれました︒

八254囲

尋ねますと︑

八203團

はがき

百萬近い人たちが乗り降り

とかいふのがあることをお知らせし
ました︒

八208國

ゑ

はがき

お送りした給葉書でわかつ

することも書きました︒

八211囲

ゑ

たことと思ひます︒

を聞きました︒

八291年老いたロシヤ人が︑

動か

遠足で重創へ行きました︒
八212囲 お送りした糟葉書でわかつ 八273囲
八277團日露職箏當時の勇ましい話
たことと思ひます︒

初めロシヤ人がこ＼を開い 八293圃敷石を見つめたま＼

交通上一そう重要な所にな
りました︒

八218国
八229困

十一人まではありましたが︑

舞姫を集めました︒

うともしない︒

ダルニーと呼んで居ました︒ 八356

た時︑ダルニーと呼んで居ました︒

八231團

八357

御殿に仕へて居る副馬がよか

あとの一人がありません︒

御殿に仕へて居る萬壽がよか

らうと申し出た者がありました︒

ロシヤ時代で思ひ出しまし 八361

設計はしたものの︑

八362

八362

顔も姿も美しく上品に見えま

萬壽を呼出しましたが︑

頼朝は一目見た上でと︑

八364

さっそく舞姫にきめました︒

したので︑

八363

らうと申し出た者がありました︒

其の頃造られた大きな煙突 八361
一時は東洋一とまでいはれ
八239團

ロシヤ人も造りかねて居ま

皆をあっと驚かしたといふ

若い技師が引受け︑

ことです︒

蕃人どもは聲を上げて泣いた︒ 八244国
彼等は呉鳳を神に祭った︒

八367

十二番の舞がめでたくすみま

何千人ともなく集りました︒

したが︑

八368

八243困當時こ＼に來て居た日本の 八365 舞姫の中では一番年若でした︒

したのを︑

八242困

た煙突です︒

八239団

が︑

八236囲

たが︑

八236囲

ら起つたのですが︑

そろく呉鳳の心を疑ふやう 八233團 大連の名も此のダルニーか

同じ事がくり返された︒

八164 ﹁︿略V︒﹂となだめた︒

八166

八165

なつかしいのでせう︒
は︑きっと﹁︿略﹀︒﹂と言って喜び

り

になった︒

八123 ちらりとつばめの姿を見た人
ます︒

八124囹 始めてつばめを見たよ︒
來たつばめを迎へる人の心は︑

八126 自分の家へいそいそと脈って
八132 人の首を取ってお祭に供へる
あ

風があった︒

りの世帯は︑

了8 待ちかまへて居た彼等は︑
八133 阿里山蕃の役人になったばか 天
ノー

八184

の首であった︒

八183

てしまった︒
八135 いろく苦心をした︒
八138 呉鳳はしばく蕃人に説聞か 八182 それは呉鳳の首であった︒
せた︒

八139 蕃人はぜひ首を供へなければ
ならないと申し出た︒

八141園 去年取った首があるはずだ︒ 八185
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のは︑五番目の舞でした︒

八369 其の中で殊に人のほめ立てた
八371 五番目の舞でした︒
八373 一しょに舞ひました︒

八374其の五番目の舞を舞ったのが︑
かの萬壽姫であったのです︒

八375 かの雲霧姫であったのです︒

八379園 此の度の舞は日本一の出來
であった︒

八383 ｪV︒﹂と言ひました︒
八386 ｪ﹀︒﹂と申しました︒
た︒

八387頼朝の顔色はさっと攣りまし

です︒

八388これには深い事情があったの
八392頼朝に仕へて居りましたが︑
八393頼朝が義仲を攻めようとする

た︒

八404
でした︒

した︒

八405
八406

うばと二人でお仕へしたいと

やうやく鎌倉に着きました︒

八438門の戸は細めにあいて居りま
した︒

八千1 姫は中にはいりました︒
八糾2 松林の中に石のらうがありま
した︒

八唱6 らうの中から申しました︒
八453親子は手を取合って泣きまし

た︒

三人は其の夜を涙の中に明か

八463

頼朝を始め居合はせた者に︑

嬉し泣きに泣いた時には︑

誰一人もらひ泣きをしない者
八466

重器にはたくさんのはうびを

頼朝は唐縣をゆるした上に︑

八517

思ふと︑

八521

馬のひづめの音がして來たと

勇ましく私たちの前を通り過

せったいじよ

夕方から湯茶接待所へ手傳ひ

ぎました︒

八524

夕方から湯茶接待所へ手傳ひ

せったいじよ

に來たのでした︒

に來たのでした︒

八524

た︒

八526敷皇の戦車が來ました︒
八527町の人々は皆飛出して來まし

た︒

八528績いて歩兵が近づいて來まし

八531 ｪ﹀︒﹂と號令をかけました︒

した︒

八533私たちの．前へ押しかけて來ま

とうく夜の十一時頃まで働

八541ほこりと汗で眞黒になった兵

隊さんが︑

八546

大演習の拝観に出かけました︒

北の方で銃聲が聞えました︒

きました︒

八551

早く飛んで行って見たいやう

敷毫飛んで來ました︒

八馴9

八553

手遅たうのえりに首をうづめ

拝観に來た人々は︑

な氣がしました︒

八555

八492かき出されたもみが︑

八557

たき火にあたって居る人もあ

八566

八563

土手のかげをかけて行くのを

私たちは辞観して居ましたが︑

りました︒

八561

て居ました︒

八558

スモスの花が︑

八495道端の枯れた草むらの底から︑
八511垣根に咲残った二三りんのコ

は︑

八494日なたに敷いたむしろの上に

八493朝の霜も忘れたやうに︑

が︑

八489稻かけから運ばれた野心の山

稻が︑

八473小道に落散った木の葉も︑
八486ほとんど一本野々手にかけた

八469喜び勇んで木曾へ露りました︒

與へました︒

八467

はありませんでした︒

八465

ませんでした︒

誰一人もらひ泣きをしない者はあり

八464

りました︒

八462
石のらうから唐言を出してや

した︒

舞姫に出ることになったので
八459

した︒

八459舞姫に出ることになったので

八458母をなぐさめて居りました︒

しました︒

石盤といふのは此の女のこと 八455
其の時十二になる娘がありま
木曾に住んで居りましたが︑
かぼくら

うばを連れて鎌倉をさして上

八411

りました︒

八408

八414
願ひ出ました︒

人の仕事まで引受けるやうに
萬壽々々と︑人々にかはいが

したので︑

八416
八417

誰か母のうはさをする者は無

られました︒

八419

いかと氣をつけて居ましたが︑

のをさとって︑ 義仲の所へ知らせま
八423力を落して居ました︒
した︒
八426小さい門がありました︒
八395 木曾の家に傳はつて居た大切 八427 ｪ﹀︒﹂と申しました︒
な刀を送ってよこしました︒
八432 ｪ﹀︒﹂と答へました︒
八396 木曾の家に傳はつて居た大切 八432これを聞いた萬壽の驚と喜は︑
な刀を送ってよこしました︒
八433どんなであったでせう︒
八397 書夜頼朝をねらひましたが︑
八435御殿は人ずくなでした︒
八437石のらうをたつねました︒

少しもすきがありません︒

八399 はだ身はなさず持って居た刀
を見つけられてしまひました︒

八401 はだ身はなさず持って居た刀
を見つけられてしまひました︒

朝は︑

八401 其の刀に見おぼえがあった頼
八403 石のらうに入れてしまひまし

「〈

「〈

「〈

「〈

「〈

見ました︑

八566 騎兵が土をけって走るのを見
ました︒

八571 御統監の大元帥陛下がお出ま

ついたにほひ︒

こ＼の有名な大寺院へお参り

日が静かに落ちて行く頃でし

八632圃指さきに
八683
た︒

八685
をしました︒

八686

八736

今までにない正確な時計を磯
全くガリレオの此の獲見を磨

明しました︒

八737

んで居たが︑やがて方向を見定め︑

寒空を物ともせず東南をさし

八766矢のやうに飛去つた︒

八769

忽ち一せい射撃を受けた︒

すばやく低空に移った︒

て飛んで居た鳩は︑

八768

八772

八769

一揮は其の腹部をつらぬいた︒

たかの一群を見たので︑すば

つまり時計の機械に振子を仕

八774

遂にたへかねて︑とある木の

鳩はなほしばらく暗記けたが︑

遇したものです︒

はと
血に染まった一羽の鳩が軽ん

八776

たまく其の附近に居た我が

鴬舌へ向かった我が軍は︑

八782飛去つたあとの木の枝には︑

つた︒

八781鳩は再びつばさを廣げて飛上

八779これを望見した︒

軍の兵が︑

八778

枝に止った︒

やく低空に移った︒

はと
血に染まった一羽の鳩が軽ん

八777
錦州へ向け出塾した我が軍に

組んだもので︑

八738

もううす暗くなってゐました︒

それを舞した時︑．

しになりました︒

八576

八747

錦州へ向け出嚢した我が軍に

きんしう

連れられて行った軍用鳩であった︒

ふとガリレオの心をとらへま

八751

きんしう

で來た︒

番人がランプに火をつけたば 八744

で來た︒

番人がランプに火をつけたば 八743

八691
した︒

八694

じっと見つめました︒

かりのところでした︒

八687

かりのところでした︒

八579 目が涙で一ぽいになりました︒ 八687
もありませんでした︒

八582外たうを着て居る者は︑一人
八583 たき火も何時の間にか消えて
居ました︒

八586 急いで學校から錦って來まし
た︒

我が軍に連れられて行った軍

連れられて行った軍用鳩であった︒

用鳩であった︒

番人が火をつけるために手を 八751

つるしたランプは︑

燭れたからです︒

八697

八589 靴をみがいたりして居ました︒ 八695
八591医 生きかへったやうだ︒
八595 乾かして上げました︒

八753

ガリレオが不思議に思ったの 八752息もたえぐであった︒

は︑其のランプの動き方でした︒

八783いたましくも赤い血が附いて

八698

早く此の事を大石橋守備隊へ

烈しく戦った︒

いお話を聞きました︒

八754

八597 新しい兵器についておもしろ

八755

かった︒

八757
八758

通信はたゴ鳩にたよる外はな
通信紙をつめたアルミニウム
通信紙をつめたアルミニウム

の管を鳩の右足に取附けた兵は︑

八759

途中の無事を祈った︒

の管を鳩の右足に取附けた兵は︑

八761

かはい＼目で空を見上げて居

二三回上空に輪をゑがいて飛

鳩は空高く舞上った︒

八791

任務を果して氣がゆるんだの

手厚くかんこしたが︑

鳩は取扱兵の手に抱かれたま

鳩は取扱兵の手に抱かれたま

八794此の報告で敵情は明らかにな

ま冷たくなってしまった︒

八793

ま冷たくなってしまった︒

八792

か︑

八792

にたどり着いたのである︒

八784弱り果てた此の小面令使は︑
八785其の夜どこで休んだことか︑
八788やうやく大石橋の自分の鳩舎

居た︒

︑
99
ノ己U

其のランプの動き方でした︒

八599園 自分の行って居た頃とは︑

急いでうちへ婦りました︒

知らせようとしたが︑

しぼらく考へてるたかリレオ
八708

八717

彼は同じやうなことを何べん

八732此の事を獲幽したのでした︒

八731此の事を曲見したのでした︒

となくやってみました︒

八721

あひでした︒

八711やっぱりさうでした︒
八η3 驚いたことには︑
八716やはり脈は二つ打つといふぐ

した︒

八709やがて自分の脈を取って見ま

は︑

八599園 すっかり攣った︒
八601園 進んだものだ︒

八602 ｪ﹀︒﹂と言はれました︒
八604出議の支度をして上げました︒
八605焼いたするめや氷砂糖を︑
八606紙に包んで上げられました︒
八609私も町角までお送りしました︒
八612 ｪ﹀︒﹂と叫びながら行きま

ついたにほひ︒

八

した︒

八61何
4時までも見送って居ました︒
八624意うつぶした花の重さ︒
指さきに

Q3

4
5

八627圏 そっと起して 立ててやつ
たら︑

76た76
八 八
76

「〈

「〈

た一た
980

つた︒

した︒

八795 間もなく我が軍は錦州を占領
はくらんくわい

の事である︒

八797 東京に博覧會が開かれた時
八803 じっとそれに見入って居るの
であった︒

八804 とうく彼をあやしい者とに
氣ちがひでも何でもなかった︒

八828
た︒

八829

たゴだまって研究の歩を進め
博覧會を見に行ったのも此の

二十四歳の時であった︒

が多かった︒

彼が何時寝たかも知らない事

いつもの如く研究室にはいつ

こんな事もあった︒

が多かった︒

八865
八866

にはとり

やがてスキーをかついだ先生

れて行っていたゴいた︒

野田先生に山のスキー場へ連

なくなったので︑

もう村の近所ではおもしろく

まはってみたが︑

毎日晶々スキーをはいてかけ

しまった︒

野も山も眞白に埋めつくして

あった︒

元日とも知らず飛込んだので

あった︒

元日とも知らず飛込んだので

らせようと思って︑

夜通し考へた事を實さいに作

ｪ﹀︒﹂と大笑した︒

さうだったか︒

ｪ﹀︒﹂と言ったので︑

あとからついて行った家族の

佐吉は叫んだ︒

一さんに工場へ走って行った︒

幡鎌を片手に勢よく飛出して

東の空に朝日がのぼった︒

遂に夜が明けて鶏が鳴いた︒

た佐吉は︑

博覧會を見に行ったのも此の 八867

頃の事であった︒

八829
どりょく

蹄ってからの彼の努力は︑

頃の事であった︒

八832
一そうめざましかった︒

翌年には木製織機の改造に見

八833

それが廣く世間に使用される

事成功した︒

八833

八836

佐吉の機械は外國製に及ぼな

一年にわたってためしてみた

やうになった︒

八838
が︑

八839

佐吉は涙を流してくやしがつ

かった︒

八糾1

ノ、ノ、ノ、

ノ、八八

らんで取調べた︒

佐吉は静岡縣のみなかに生ま

た︒．

どうにか作り上げることが出
此の成功に満足してしまふ佐

八843
來た︒

八糾5

「〈

かたい決 心 を 語 っ た ︒

世界の工業界に名をとゴうか

した豊田佐吉其の人であった︒

世界の工業界に名をとゴうか

とよだ さきち

した豊田佐吉其の人であった︒

初め大工として働いて居たが︑

ひまさへあれば方々の網場を

吉ではなかったQ

ほとんど其の一生を織機の改
彼は遂に世界無比の自動織機

良にさ＼げた︒

八寸6
八糾7

あらゆる困難にたへて︑遂に

を獲明した︒

八859

彼の熱心は︑まことに驚くべ

此の成功を見たのである︒

八862

彼が何時寝たかも知らない事

きものがあった︒

八864

2て8く5は4ま3つ5つ4せ3219の764た399
行＿な．？＿．？＿な＿赦＿さ＋＿囹＿カミ↓μ一 。同雷糖

「〈

がいらっしやって︑

やった︒

ちやうど小松の中へ飛込んだ

﹁︿略﹀︒﹂と大聲に叫んだ︒

掛聲を掛けて僕たちをはげま

八915 ﹁︿略﹀︒﹂と元氣な聲でおつし

された︒

八922

八926

ところだ︒

八927

松の枝から雪がこぼれてみた︒

二百米も登って下り始められ

一せいに滑り始めた︒

やがて百米も登ったと思ふと︑

眞一文字に滑り下った︒

僕たちは傾斜を登り始めた︒

0898538

かめの子をひっくりかへした

にぎやかになった︒

山小屋に泊ってみる人々も來

僕たちは何もかも忘れて穿つ

先生の笑顔が浮かんで來た︒

もう目の前に來られた︒

、20541

もし人間の世界へ持って來た

鬼が持ってるたといふ打出の

ほんの一息で村まで錦つた︒

た道を︑

行きには二時間釣りもか＼つ

を教へていたゴいた︒

今度は先生に一人々々滑り方

ばたくしてみる人もあった︒

1槌981道9教64う3

其の中に織機の改良を思ひ立ち︑

見て歩いた︒

機械をこはしたといって叱ら

男のくせにとあざけられた︒

かうした 苦 心 を 重 ね て ︑

しつばい

佐吉は木製の改造織機を作つ
じつけん

實験してみると失敗であった︒
そ れ 見 た事かと︑

ノ、 ノ天 ノ、ノ、ノ、 ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ＼
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人々はあ ざ け り 笑 っ た ︒

91れ90な90ま90し90あ88あ88ら88888887も8了8了87來878686

八

o

とよだ さ唇ち

828282た828282れ82見82其81れ81し81し8181つ8080
八八

しかも伝法心の強い青年であ

766が544、2て2の9た8た7た74た75
、

981

た一た

た一た
982

とすれば︑

八櫛2 幾つも幾つも打出したらどう
でせう︒

八鵬3 世界中の人が皆手に入れたら
どうでせう︒

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 言 っ た 人 の 手 に は

は一刻も生きてゐられません︒

八欄3 もし空氣が無かったら︑我々
八部3
いります︒

責られることになるのです︒

八m5 一番高いねだんを附けた人に
設備3 たゴ水と空ばかり眺めてみた
身には︑

八三1 めいく首にかけた花の首か
ざりが︑

八柵4 もと︑土人が親愛の情をあら
はすしるしであったのが︑

八川6 今ではハワイ一般の風習にな
つたのださうで あ る ︒
くわんせい

八術8 横濱で送られた時と同じ日本
語の歓聲が︑

八佃2 帯をきちんと結んだ女の姿さ
へまじってみる ︒

八柵2 ハワイが今日のやうに襲達し
たのも︑

八佃5 多分日本人の取った魚であら
う︒

物が︑使はれてるるのかも知れない︒

八事9 みんな日本人の手で作られた
八伽4 さっぱりした建物の色と︑

八捌4 どこまでも青くすみきった大
空の下には︑

緑のゑのぐでも流し込んだや

うである︒

八梱7
コロンブスがアメリカを襲見
イスパニや人の喜んだことは

して蹄つた時︑

八悩5
八悩6
非常なものでした︒

イスパニや人の喜んだことは
陸地に出あったのが︑それ

非常なものでした︒

八字7
八伽3園
それ程の手がらだったらう

程の手がらだったらうか︒

﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

これを聞いたコロンブスは︑

下略V︒﹂と言って冷笑しまし

八伽3園
か︒

た︒

八伽4
八伽5
八伽9

何のためにこんな事を言出し
やってみましたが︑もとより

たかと思ひながら︑

主査1
八楢1

何の苦もなく立てて申しまし

立たうはずはございません︒

た︒

八窩7

八伽8園これも人のした後では︑何
のざうさもない事でございませう︒

ｪ﹀︒﹂とどなった︒

︑
釦9 ともに居た船方が︑
ノー
︑M訓2
ノー

ノー

もう網をたぐり始めたQ

︑M訓6 やがて網場へ來た︒
ノー

︑叙ー

︑二二

天
認8 網がつぼまって來たところで︑
ノー
天
鍵9 僕等の乗ってみる船を呼んだ︒
ノー
機械を一ぽいに掛けて家路へ

八悩2

へさきには︑威勢よく風にひ

何時の間に立てたのか︑

急いだ︒

ノー

八悩4

八価3

八悩2

八悩7

室の窓ぎはに幾つも並べてあ

先つ目に着いたのは︑

びっくりしました︒

水族館へ行きました︒

るがへってみた︒

八燭4

るガラスの箱でした︒

緑の何ともいへない程美しい
物がはいって居ました︒

当言9

みんな海に居る動物でした︒

八慨3

すき通った寒天のやうな健か

八慨3 ﹁くらげ﹂も居ました︒

ら︑

八糊9 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんはお

中にたくさんの﹁いわし﹂が

つしゃいました︒

八憎3

約二千匹は居るだらうといふ

泳いで済ました︒

八㎜4

ガラスを張った大きな窓のや

ことでした︒

八六9

種々の魚の泳いで居るのが見

うなものが順々に並んで居て︑

八川2

﹁たひ﹂も居ました︑﹁いさ

られました︒

八箇3

き﹂も居ました︒

始めて聞く魚も︑たくさん居

八川3 ﹁いさき﹂も居ました︒

外の魚などは眼中にないとい

ました︒

八紺5

八糊9

ほんたうにきれいでした︒

八五2

實に氣のきいた魚です︒

つた風をして居ます︒

八襯3

ちやうど小さい雪笹花がむら

八襯5

八欄7

目のさめる程美しい物ばかり

がり咲いたやうな﹁いぼやぎ﹂だの︑

八柳1

あのさかな屋の店先で見るの

おとうさんがお笑ひになりま

輕快な軍用飛行機といったか

﹁かれひ﹂は何時でも髄を横

其の中に﹁たこ﹂が泳ぎ始め

﹁たかあしがに﹂といふ早き

なかにが居ました︒

八七2

ました︒

八備7

にしたま㌦︑くねって行きます︒

八桝4

つかうです︒

八襯9

とは全く違った感じです︒

八襯8
でした︒

﹁たつのおとしご﹂も居まし
これがもし目をつぶって居た

八132
た︒

ら︑居眠をして居るといひたいとこ

八斯5

ぐんく沖へ出た︒

すみきった朝の空氣をふるは

八伽7

ので︑

八湖2
した︒

﹁︿略V︒﹂とひとり言を言った

ろですが︑

文治が指さしたので︑見ると
屋號を染抜いた小旗も見える︒

八柵1

船が下ると膿を沈めるやうに

八欄4

船が一さう走ってみる︒

八㎜3

してみた︒

八㎜1

せて︑

八旧4

「〈
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八摺3 左右の足を一ぱいにのばした
ら︑三米ぐらゐはあるでせう︒

いて居ますが︑

下りになったのである︒

もう新潟縣にはいったのであ
トンネルはつきた︒

急に世界が明かるくなった︒

白雪にうつもれた景色が開け

九74

いろく工夫をこらした人は︑

人々を驚かしたといふ話があ

かなり古くからあったやうで

かなり古くからあったやうです︒

九75
す︒

九78

同じやうに鳥から思ひついて︑

ります︒

九81

翼に似た物を作りました︒

實物はとうく失敗に終りま

模型飛行機はりっぱに飛んだ

二回ともこはれてしまひまし

實物を作りましたが︑

た︒

九111

九112

のに︑

兄をウィルバー︑弟をオービ

ライトといふ兄弟がゐました︒

した︒

九112

九114

ルといひましたが︑

九114

リ・エンタールが死んだこと

何よりも機械が大好きでした︒

意外にうまく空中を滑走する

九116

翼に似た物を作りました︒

九117

ことが出來ました︒

た︒

九126

其の記事を熱心に讃みました︒

兄は︑何でも理くつで考へる

じっさい

弟は︑此際の物を作るのが得

そこで滑走機の實験をしまし

意でした︒

九123

方でしたが︑

九122

九1110 年來の望であったからです︒

九119

ばせたことも︑

ラングレーが模型飛行機を飛

其の操縦に熱中しましたが︑

子供の時から鳥を見てはしき
大人になると熱心に飛行機の
研究を進めました︒

九118

九87

アメリカ合衆國にラング

がっしゅう

これは我が明治二十九年八月

も︑

九98

研究を始めました︒

九96

りに考へてるましたが︑

九94

レーといふ人がゐました︒

九92

のことでした︒

九810

した︒

空から落ちて死んでしまひま

九82

行手の山がぼっと白くかすん

ゑちこ

汽車はたg越後平野を北へ北

九89

九85

汽車は豊春よくトンネルにか

あれ程うら＼かに晴れて居た

け込んだ︒

八柵8

ちやうど墨でくまどつたやう

雪の積った山々の頂から上の

何時の間にか曇って來た︒

空が︑何時の間にか曇って來た︒

八欄9

るQ

朝かなり早く起きたつもりで
ひばり

雲雀の歌が︑かすんだ空にの
畠一面に咲く菜の花︑さうし
たものにしみじみと春の幸福を感ず

九46

どかに聞かれる︒

九41

も︑

九39

意地わるの雨が降りそ﹂ぐ︒

リ・エンタールが死ぬ三箇月

人々をあっといはせました︒

その後一生けんめいになって

九129

護動機について研究しました︒

まだ其の頃は︑輕くて強い力

九132

どうやら適當な物を作ること

苦心に苦心を重ねたあげく︑

てきたう

九133

の出るものがありませんでした︒

九131

ひましたが︑

彼の苦心に成った模型飛行機 九1210 ガソリン獲動機がよいとは思
九103

九109

程前のことでした︒

九105

は︑

九102

つて取附けることに成功しました︒

九128 百米以上も空中を滑走するこ
九22 二三分咲きかけた所へ︑よく 九910 いろく考へましたが︑
九101 とうく小さい蒸氣機關を作 とが出撃ました︒

へと進んで行った︒

八欄7

八欄5北の國はまだ眞冬であった︒

で來た︒

八欄3

に見える︒

八欄1

八籾9

八齪5 山が次第にせまって來た︒
八醜8 短いトンネルを過ぎた︒
八湿9 谷はだんく深まって行った︒
空は︑

なった︒

八葉3 時にやや遠く︑ ︿略﹀︑そびえ
立つのを望んだ︒
み なかみ

かうして水上騨に着いた時は︑

汽車は動き 出 し た ︒

トンネル に は い っ た ︒

第二のトンネルを過ぎた所で︑

眞下を見た︒

八価4 眞下を見た︒

八価5 さつき上って來た線路がずつ
と下の方に見えて ︑

八欄1 間もなく第三・第四のトンネ
ルを通過した︒

八旧2 汽車はや＼速度が加つた︒

白雪にうつもれた景色が開け

。1

。1

八術7 口には色々込入った道具が附

八協5 ｪ﹀︒﹂と︑私が言ったので︑
八柵5 そばに居たよその人たちも︑
八柵6 みんな一度に吹出しました︒
八捌5 ぼっと煙ったやうに見えるの
も︑

2

3
0

9

8

う

八旧1 山は︑奥へ進むにつれて高く

た︒

八捌8 遠山の姿が美しくなった︒
と ね
八齪4 利根川に沿うて北へ進んで居

1田た期た欄1！π1駆 ら157157

5

八八
ノ天
ノ、
ノ、
ノ、
ノ天
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に成功しました︒

しゃめん

たが︑

がわかった︒

見つからないので︑がっかり

今まで雲の中にみた太陽が顔

ねぢも︑がっかりした︒

した︒

九295

九298

九296

なほ二回・三回と試験をくり
ど

九269やがて仕事皇の上の物をあれ
これといちり始めた︒
九2610たgじっと見まもってみたが︑

九273指先でそれをつま＼うとした
が︑

た︒

九274饒り小さいのでつまめなかつ

た︒

た︒

九279父の時計屋さんがはいって來

氣が附いた︒

出して置いたねちの無いのに
誰だ︑仕事垂の上をかき廻

氣が附いた︒

九282

したのは︒

九283園

むちゅうになって喜んだが︑

飛上る製出しかった︒

九311

今まで雲の中にみた太陽が顔

日光が店一ぽいに差込んで來

ねちが其の光を受けて︑びか

ふさぎ込んで下を見つめてゐ

一つの懐中時計を出してそれ

小さなねぢ廻しでしっかりと

今まで死んだやうになってゐ

今まで死んだやうになってゐ

た懐中時計が︑

九311

しめた︒

九3010

をいぢつてみたが︑

九309

中へ入れた︒

九303思はず﹁あら︒﹂と叫んだ︒
九304父も喜んだ︑子供も喜んだ︒
九304子供も喜んだ︒
九304 一番士吾んだのはねぢであった︒
九305 一番喜んだのはねぢであった︒
九307大事さうに元のふたガラスの

た女の子が︑

九302

りと光った︒

九301

た︒

九2910

を出したので︑

九298

を出したので︑

ことに成功したのは︑これが始めて

九166
つ

かへしました︒

が︑

だといはれてゐます︒

九134 いろくと工夫をこらしまし 九163 人間をのせて空中を飛行する 九257ふと自分のことに考へ及んだ︒
九267奥からかけ出して來た︒
九268二人はそこらを見廻してみた
た︒

ことにしました︒

九138 斜面を滑らせながら飛ばせる

九139 最初に乗りました︒

其の都度成績が上って行くや

うでした︒

九1310 機は勢よく斜面を滑って下り 九167
ました︒

二百六十米といふ好成績を牧

めました︒

九169

非常に調子よく飛んで︑

九141 十敷米も滑走した頃︑機は果 九167 兄ウィルバーが乗った時は︑
して地面をはなれました︒

た︒

九142 機は果して地面をはなれまし

もう昔のこと︑

九143 一＝二米空中に上ったと思ふと︑ 九1610 それ以來今日までわっか三十 九275やっとつまんだと思ふと︑
九144 飛行機は地上に落ちてしまひ
幾年を果たに過ぎませんが︑
九275すぐに落してしまったQ
ました︒
九π2 世間が驚の目をみはったのも
九276思はず顔を見合はせた︒
九277仕事塁の脚のかげにころがつ

九145 機膿は幾分破損しました︒

した︒

ですが︑

暗い箱の中にしまひ込まれて

九289

明かるい所へ出された︒

九287
九237

忽ち愉快さうにかちくと音

た懐中時計が︑

九313

めに︑

九313

自分がこ＼に位置を占めたた

を立て始めた︒

九292

総掛りで探し始めた︒

こ＼は時計屋の店であること 九294三人はさんぐ探し廻ったが︑

何が何やらさっぱりわからな 九291 それが又心配になって來た︒

それが又心配になって來た︒

ねぢは驚いてあたりを見廻し 九291 若し見つからなかったらと︑
たが︑

九238

みた小さな鐵のねちが︑

九235

のです︒

九179 これが實に飛行機における人
きろく
類最初の輝かしい成功記録であった

二秒乃至五十九秒の飛行で︑

ないし

九178

ライト兄弟の苦心に成った十 九281出して置いたねちの無いのに

行技術もまた非常な進歩を遂げたの

九146 此の日の試験は失敗に終りま 九176 飛行機は日々に改良せられ飛
しうぜん

九148 二人は機の修繕に一生けんめ
いでした︒

した︒

九149 三日目の十二月十七日が來ま
九1410 しばらく見合はせてるました
が︑

九151 やがて幾分静まった頃︑
九151 二人は機を引出しました︒

九152 平地でも飛べるだらうと思は
れました︒

九154 弟のオービルが乗りました︒

九245

かった︒

九157 ふはりと空中に浮かびました︒ 九243

九162 時間にしてわっか十二秒でし

九161 地上に下りました︒

985
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九314 此の時計全腔が再び活動する
ことが寡言たのだと思ふと︑

つた︒

九315 嬉しくて嬉しくてたまらなか
九316 時計屋さんは︑仕上げた時計
をちよつと耳に當ててから︑

﹁︿略﹀︒﹂と言って渡した︒

るから︑

九383

一時間解りも活動した後であ

九549圏

九554困
九555国

ありません︒

の聲

両方の翼を廣げた所を下から

あの﹁ブッポウソウ︒﹂

の主だと思はれるやうになりました︒

九652

見ると︑

九647

なたから︑

アリゾナ州の沙漠にさし 九636 夜ふけた深山のあなたからこ

すっかり感心しました︒
さばく

見渡す限り荒涼たる景色で

九565團

九563国

シカゴに黒人の多いのには

シカゴに着きました︒

洋々と流れてゐました︒

ぢごく

もある程殺風景な所ですが︑

した︒

九655 これを疑ふ人もありました︒
九664其の美しい聲を聞きました︒
九666 ｪ﹀︒﹂といふ人が出て來ま

つたものでした︒

九582国此の世の地獄だと言った人 九667あの色の美しい鳥とは全く違

驚きました︒

九573国

九558團 沙漠があらうなどとは思は 九652 多くの書家は︑此の鳥をゑが
きました︒
なかったでせう︒
よくや
九5510団 全く沃野千里の大平原でし 九654 とうくこれが佛法僧といふ
名を附けられてしまひました︒
た︒

した︒

此の沙漠は翌日まで捲きま

か＼りました︒

ハワイから出した手紙は︑

心の底まで清められた乗員は︑

九486團
した︒

九394
ハワイから出した手紙は︑

あみ
一路藍をた＼へたやうな水

何となく胸がをどるやうで
湾の右手に大市街が見え出
さういふものを見ただけで︑

九556團

九487國

あみ
一路藍をた＼へたやうな水

サンフランシスコに着きま

見たでせうね︒

た︒

た横濱があると思ふと︑

九528国

皆さんに見送っていたゴい

千年來不思議がられた聲の主
九6610

とうく百階を越えてしま 九669このはっくといふ鳥でした︒

つたものでした︒

ひました︒

九589国

た︒

九504団つくぐ感じさせられまし 九584国 さすがに美しいと思ひまし 九667 あの色の美しい鳥とは全く違

九502団

しました︒

九4910国

した︒

九497国

路を進んだ時は︑

九495囲

路を進んだ時は︑

九495團

した︒

九317 ガラス戸棚の中につり下げた︒ 九492囲
九318 一日おいて町長さんが來た︒
九319囹 時計は直りましたか︒

九3110園直りました︒

九321囹小さなねちが一本いたんで
ゐましたから︑取りかへて置きまし
た︒

九321園 取りかへて置きました︒

九321園 工合の悪かったのは其のた
めでした︒

九322圏 工合の悪かったのは其のた
九323

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と心から満足した︒

めでした︒

九325

兵が︑

日本の選手がめざましい

こ＼で開かれたオリンピッ

を螢んだ所で︑

九542囲
ク大會に︑

九543国

活躍をしたことは︑

くわつやく

したが︑

た︒

いはば我が國に二つの名鳥が

出來たことになりました︒

九672

出來たことになりました︒

川といふよりは海峡といつ 九672 いはば我が國に二つの名鳥が

眺めたニューヨークは︑

九612團

た方がよい程大きな︑

ハドソン川とイースト川と
に包まれたマンハヅタンが︑

九614國

の葉にもたとへませうか︒

九634

わからなかったのも無理では

九689

九688

毎日々々待ってるた命令だつ

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

た︑かはいらしいこのはつくです︒

九546国私は多くの母校をたつねま 九621驚風に吹散らされた無数の木 九677 見るからにへうきんな顔をし

た︒

九374 洗刷毛を持つた敷十人の水 九547国涙が出る程嬉しく思ひまし 九631 はっきりわかりませんでした︒

あらひば け

外の水兵員のことである︒

九364 特別の務のある者をのぞいた

やうになった頃︑

九338 人の顔がやっと見分けられる

警戒してみる︒

九332 銃を手にした番兵があたりを

遠くを見張ってみる︒

が︑
九528国 急になつかしくなりました︒ 九605団申し合はせたやうに︑
みた軍艦の壮大な姿が︑
しやうしんがうへい
九331 望遠鏡を持つた掌信號兵が 九533團 日本人が早くから來て農業 九608団 高層建築の最上階に立って 九671始めてはっきりとわかりまし

九328 今まで軍港のやみに包まれて

「〈

た一た
986

たので︑

たので︑

九689 毎日々々待ってるた命令だつ

だ︒

九691 皆一せいに小をどりして喜ん
九693 校舎の後の菜園に集った︒

九694 枯れか＼つて一面に黄色にな
つたじゃがいも畠を︑

心にかたく主家を興すことを

た︒

行った︒

九8010

次第に水際に追ひつめられて

九838

人品のよい小僧さんがみた︒

主家の再興をくはだてた︒

それが尼子家の子孫であるこ

尼子勝久と名乗つた︒

此の小僧さんを主君と仰いだ︒

一城を築いて三度ときの聲を

時は來た︒

九餌4

九餌5

此の聲が四方に呼掛けでもし

今まで敵に附いてみた蕾臣が︑

九854毛利の大軍がやって來た︒

九851憎々と勝久の所へ集った︒
九851片端から尼子の手に返った︒
九853中々落ちさうになかった︒

九餌−〇

たやうに︑

九糾10

作った︒

九図8

九餌1

とがわかった︒

底心1

九839

て來た︒

九759 ﹁︿略﹀︒﹂と言って頭を下げた︒ 九803 味方は﹁︿略﹀︒﹂とはやし立
九
831涙をのんで敵に降った︒
九759 母はそばから言った︒
てた︒
九831毛利の旗がひるがへった︒
九766圏 成人したら︑一日も早く毛 九806 四尺の大太刀を抜いて切って 九833涙の中に四散した︒
利を討って︑
か﹂つた︒
九834身をやつして京都へ上った︒
てふ
九769 何時の間にか涙で光ってみた︒ 九808 鹿介の太刀風はさらに鋭かつ
九
836入は蝶のやうに浮かれてみた︒
九837尼子の奮臣が追々京都に集つ

九771
天略﹀︒﹂と祈った︒

ちかった︒

九774

たのである︒

しばらくは互に呼吸をはかつ
てるたが︑

九815

鹿介は︑戦ってしばく手が 九814 二人はむずと組んだ︒

九779もう敵方にも知れ渡ってみた︒

らを立てた︒

九778

まれてるた︒

九697 いろくの道具を出して來た︒ 九776 数年は過ぎた︒
九812 狼介は太刀を投捨てた︒
と だ
九698 先生も大きな箱を持って來て︑ 九777 富田城は︑其の頃毛利軍に團 九813 鹿介を力で仕止めようと思つ
掘ったいもは此の中へ入れるやうに
とおっしゃった︒
やうにとおっしゃった︒

九699 掘ったいもは此の中へ入れる
だいぜん

九7710
品川大膳といふ荒武者がみた︒

ぐっと引張つた︒

九702 むくく盛上ったと思ふと︑

九6910

た︒

九781鹿介を好き相手とつけねらっ

九705 ころころと出て來た︒

九7010掘ったいもを一つ一っていね九782折もあらば鹿島を討取らうと
思った︒

つた︒

九824園

してみた︒

る︒

川をへだてた封岸から︑

九816鹿介を投附けようとした︒
九817それをじっとふみこたへたが︑
九819鹿介の上にのしか＼つた︒
九819鹿介は組敷かれた︒
九821鹿介はむっくと立上った︒
九822血に染まった短刀が光ってゐ
鹿介の姿をちらと見た狼介は︑ 九823もう蚕桑の足もとにぐたりと

城外を見廻ってみた︒

九784

尼子方の大將と見た︒

鹿介は︑りんとした聲で大音

して來た︒

現れ出た狼を︑鹿介が討取 九856 一萬五千の精兵が堂々と進軍

九785

僕等の仕事を見ていらっしや 九784

いに並べて行く︒

九716
つた︒

九785

九748 兄に呼ばれて座敷へ行った︒
九749 母もそこにるた︒

九786園

破鐘のやうな聲で叫んだ︒

九751 すばらしく大きな鹿の角と三

九789

われがね

日月の前立との附いた冑がかざって

た︒

九8510
布部山に敵を迎へ討つた︒

ふ べやま

味方の勝利がおぼつかない︒

敵の大軍が押寄せたのでは︑

九857

鹿介が討取った︒

九825園

九859鹿介は腹をきめた︒

に答へた︒

九826爾岸にひゴき渡った︒
九827其の後幾度か烈しい戦があっ

九861味方の軍は約七千であった︒

ある︒

九828此の一城をもてあましたが︑

九862まことに死物狂ひの戦であっ
てしまった︒

た︒

九752 兄は︑改つた口調で言った︒
九789りんとした聲で大音に答へた︒
九752改つた口調で言った︒
九791喜んでをどり上った︒
九754園十歳の時︑軍に出て敵の首 九796ざんぶと水に飛込んだ︒

九8210
それに糧食がとうく書き

りやうしよく

を取った程強いお前のことだ︒
九796流を切って進んだ︒
九757 胸がこみ上げるやうに嬉しか 九797鹿介をねらった︒
九802ふつりと射切った︒
つた︒

987
た一た

九863敵の前軍はしばしばくつれた︒
九866むざんや枕を並べて討死した︒
九867勝誇った敵の大軍は︑
九867やがて出雲一國にあふれた︒
九868勝久は危くのがれて︑再び京
九893

九892

男泣きに泣いて主君におわび

かう言って鹿介に感謝した︒
た︒

九9310 ｪ﹀︒﹂と言った︒

用紙に書込んだ︒

は言ったQ

九餌4 其のカードを教へてくれた︒
をした︒
九田5 僕は嬉しかった︒
九894 彼はまだ死ねなかった︒
九898 許をこうてわざと捕はれの身 九947僕は又迷った︒
九949 一枚のカードを指して其の人
鹿介は西へ送られた︒

鹿介はじっと水の面を眺めた︒ 九953

となった︒

九8910

それから又幾年か過ぎた︒

都へ走った︒

九8610
お だのぶなが

九907
てるた︒

から出て來た︒

九909白い腹を見せてちう返りをし 九956 たくさんの本をか＼へて書庫

九871 織田信長に毛利攻めの志があ
ることを知って︑彼をたよった︒

九872 魚介を一目見た信長は︑

松葉ぼたんの美しく咲いてゐ

九992

まるで寳石をちりばめたやう

晴れた夜︑空を仰ぐと︑

るのが︑其の枝越しの庭に見られた︒

九9810

九993

ちよつと見たところでは︑

に美しく輝いてゐます︒

九994

たいわん

九㎜5北の北海道でしたら︑ほゴ眞

おきなは

反射に南の沖縄や皇湾でした

中立ですが︑

ら︑ずっと低くなります︒

九欄6

かう言っただけでは︑

九伽7

閲覧室へ行った︒

廣々とした室は︑しんとして

ちやうど柄杓を立てたやうな

かっかうになってゐます︒

九棚4

九百3

九梱2 北より少し西へ寄った方に︑
え
少し曲った柄を上に︑

ひしゃく

僕の名が呼ばれた︒

九9010

とつぜん後から切附けた者が 九959

九872 此の勇士の苦節に同情した︒

美しい七つの星を探すことにしませ

九柵9柄杓のやうな形に連なった︑

九964
静かだ︒

あいてみる席に腰掛けた︒

九972

少し疲れたので頭を上げて見

どれだけの時間がたったらう︒
廻すと︑

九973

びっくりして僕を見上げた︒
九977

君︑始めて來たね︒

二人で休憩室へ行った︒

きうけい

歴史物語を営んでみた︒
九978園

夏休になったら︑僕もきつ
と託る︒

九984囹

九976

九975

にるる︒

みたが︑松本君がずっと向かふの席

今まで少しも氣がつかないで

九972

へ飛んで行った︒

東にさし出た軒端にすれく

それらの星の列に大きな熊の

北斗七星とどうやら似た︑小

九研1

兄と私は並んで席を取った︒

連絡船は朝早く釜山に着いた︒

ふさん

九柳2

れんらくせん

さい柄杓形に連なるのを︑

九価7

形を考へたからです︒

九価6

に當てて︑

九撹−o

は︑ 此の星です︒

九瀧5 道に迷った時など︑
九撹7 航海の目當となってくれたの

で︑

九971 本の中の月や星の美しい世界 九重7 北斗七星が見つかったら︑
九撹2 さつき探さうとしたのがこれ

九969

う︒

大きな聲で返事をしたので︑

ある︒

ざんぶと川へ飛込んだ︒

九961

九873園 若し職功がありましたら︑

新左衛門も飛込んだ︒

出納掛の人は︑笑ひながら本

九912

二人はしばし水中で職つたが︑ 九963

九962

九876 信長は大きくうなついて見せ
九913

僕はどれを見てよいかに迷つ

を渡してくれた︒

九913

た︒

鹿介は大力の新左衛門を組伏

せんぽう

九877 遂に再び時が來た︒

九914

後から鹿介のもとゴりをつか
しやうがい

七難八苦の生涯は︑三十四
夜の空に星が美しく見えるや
父の本箱を見たが︑星の本は
父は言った︒

九928僕は朝から圖書館へ出掛けた︒
九929急ぎ足になった︒
九933急に汗が流れ出した︒

九926

一冊も無い︒

九924

うになった︒

九923

歳で終を告げた︒

九917

んで引倒した︒

九916

せてしまった︒

九878 毛利攻めの先鋒となった︒
の尼子勢は︑

九8710 こ﹂にたてこもった二千五百

九881 元春・隆景の率みる七型の大

軍にひしくと取園まれた︒
九883 それを頼みに勝久は城を守つ
た︒

九884 味方は一時氣勢をあげた︒

九886 援軍は敵にはゴまれて近づく
ことが出現なかった︒

とになった︒

九888 勝久はいさぎよく切腹するこ
九889園 いたづらに朽果てたかもし
れぬわたしが︑

九938

ドである︒

九8810園 一時でも其の領主となった 九935たくさんの箱にはいったカー
のは︑全くお前の力であった︒

九891囹全くお前の力であった︒

「〈

てうせん

てうせん

九研4 前の席には朝鮮服を着た人が
腰掛けた︒

血判4 前の席には朝鮮服を着た人が
腰掛けた︒

九柵8 私たちに話しかけた︒
きんしゅんたい

九㎜2 もらった名刺には金俊泰と
あった︒
きんしゅんたい

九佃2 もらった名刺には金俊泰と
あった︒

九佃5 ならやくぬぎを交へた松林が︑
の下の一けん家 ︑

垣根にかけた白い干し物︑

騨員の顔が見えたと思ふと消

たいでん

大 田 を 過ぎた︒

麻の着物 を 着 た 人 が ︑

荷物を積んだ小さい朝鮮馬が

休んで汗をふいてみる︒

大きい包を頭の上にのせた女

o

せいくわん

旅行案内を見てみた兄が︑

見たら︑

金さんの指さす方を立上って

九日7園 今過ぎた騨は成町だよ︒
「スユ

九麗10園 七時間もか＼らないで走つ

が京城騨です︒

九麗7闘 今通った永登浦から四つ目

えいとうほ

青々とした稻が勢よくのびて

それらし い も の が 見 え た ︒

．鴨

0

九榴3園

お世話になりました︒

九衡5圏

三日月が︑

九旧3 ﹁︿略﹀︒﹂の聲を聞いた︒

障子に豪くばさと止った轟

此のくらみあいきやうのある

思ひ出したやうにざわくと

九悩3
九悩5
九悩6
九悩8

今まで見たこともない妙な風

彌次郎が言ひました︒

ろ

九鵬−o園 どうした︑どうした︒

した︒

九髄9 宿の主人も︑飛んで出て來ま

ました︒

九鵬1 底の方が熱くなって來ました︒
九髄6 湯はすっかり流れ出てしまひ

ました︒

九悩9 氣持好ささうに歌を歌ひ出し

りました︒

九価8 其の下駄をはいて風呂にはい

りしました︒

九燭3 風呂へ片足を入れて︑びつく

ました︒

九悩2 ふただらうと思って取りのけ

呂です︒

風呂の案内をしました︒

ふ

座敷へ通りました︒

小田原に着きました︒

九悩−〇

音を立てる︒

九伽3

だ︒

氣のきいた轟は︑めったにないもの

九伽7

が︑

九㎜6

しやうじ

くとさえ︑

たゴ晴れた夜空に星がきら

水にうつった

五箇月ぶりでうちの馬屋へ連

肢もしっかりして來ました︒

と一しょに居るのも︑

九㎎2

りました︒

九型4

かんかう

生まれたのは︑去年の春︑

乳をはなれるやうになりまし
僕の仕事が追追忙しくなった

今年も六月から放牧に出しま

九侃7

漢江の鐵橋を渡った︒

九佃7

た︒

九佃5

れて理りました︒

九稲6

僕はむちゅうになって馬屋へ

子馬が生まれたよ︒

ちやうど櫻の花の咲く頃でし

九M3
た︒

九榊4
九榊6園

九M8

かはいさも一そう深くなって

のは其の頃からです︒

画期8

必ず北斗を連れて運動に出か

來ました︒

等しく運動しました︒

けました︒

九佃10
九伽2

北斗もめっきり馬らしくなり

しきりになめてやってゐまし

母馬が︑生まれたばかりの子

かけこみました︒

九榊9
馬を︑

た︒

九価1
父も後から來たので︑

九伽4

﹁︿略﹀︒﹂と許してくれました︒

寒紅5

ました︒

しばらくだまってゐましたが︑

ｪ﹀︒﹂と教へてくれました︒

したが︑

清君のうちの子馬の青と大そ
う仲好しになりました︒

九捌4

何時でも青と遊んでみるやう
八月に北斗をうちへ連れて蹄

でした︒

九梱5
九梱7

りました︒

お前がよくめんだうを見て

此の間も祖父が言ひました︒

九槻5園

九槻4

九搬6圏

骨組も丈夫になった︒

やったから︑

手もとからはなすのがいやで

九慨8園

一年半も帯しほにかけた北斗

北斗はりっぱな二歳駒にな
すぐ牧場へ行って見ました︒

九平2

た︒

つた︒

卜い野原を軽しさうに遊び廻

ほんたうに嬉しいと思ひまし

北斗の髄はめきく丈夫にな

九拝10

せつかくなれて來た北斗を︑

牧にやることになりました︒

母馬につけて近くの牧場へ放

こともありました︒

元氣よく草原の上をはね廻る

だんく僕になれて來ました︒

始めて見る世界をさも珍しさ

子馬の名は北斗ときまりまし

「〈
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九髄10園

九備9

九備8

九備7

廣い飛行場が書きて前は川だ

誰も見えなかった︒

振向いて見たが︑

どうした︑どうした︒

九三4園 どうして又底が抜けました︒
九関10

機髄はもう空中に浮かんでゐ

と思った頃︑

九梛1園 どうなさいました︒

九三5囹 下駄でがたくやったので︒
するが
九衙9 二人は駿河の大井川まで來ま
た︒

私たちの乗ってみる飛行機の

稻田であった︒

九帽7

した︒

九㎜1 彌次郎は人夫に聞きました︒
九帽10

さやぶくろ

間︑

九価7

九横8

九柵3

母や祖母にだかれて︑かうし

うらやましくてならなかった︒

た飛行機が︑

下界が手に取れさうになった︒

すピか

は

鈴鹿山脈がうねり始めた︒
い す
私は思はず前の椅子につかま
び

右手に遠く琵琶湖らしいもの
が見えた︒

九櫛9 なほしばらく驚いた︒
九塒1 左にやや遠く大きい都市を望
んだ︒

九㈱3 絶のやうに美しくかすんでみ
た︒

九櫛9

快いゆめ路にはいったことを

まるで地獄で佛にあった心地

おごく

思ひ出すであらう︒

九柵10

今日に進んで乾たのであるが︑

がし︑

九欄8

若し國語の力によらなかった

ら︑我々の心は︑どんなにばらく

九柵3

新語を忘れた國民は︑

になることであらう︒

九柵9

てふ
夏休に採集した蝶を調べよう

先生に連れられて來た時︑

上野の陰影博物館へ行った︒

と思って︑

十88

十97

こ＼で忠犬ハチ公や︑映蟄を

十91

十99

いくら調べても僕の取ったや

見たりしたことが思ひ出される︒

うなのがない︒

十102

十106

向かふのすみで引回鏡をの

﹁︿略﹀︒﹂と案内して下さった︒
けんびきやう

十1010

くわだん

遂に大阪が來た︒

天王寺公園であった︒

とうく海へ出た︒

つた︒

とうく僕のと同じものが見

十115 ﹁︿略﹀︒﹂と親切に教へて下さ

すの引出をごらんなさい︒

十112園左側の鱗翅類と書いたたん

りんしるゐ

ぞいてるた人が︑にこにこしながら︑

長い花壇が過ぎた︒

であった︒

九佃7 それは大阪のおびたゴしい煙

た歌を聞きながら︑

云い平野が績いた︒

再び海へ出た︒

名古屋はすっかり曇ってみた︒

私の隣席に乗ってみた軍人さ
軍人さんと話し合ってみたが︑

んと話し合ってみたが︑

九醜9
九鵬2
九鵬6
九悩1
九樹4
九樹4

九価3

九価2

はっきりと通じない︒

青空に富士が見え出した︒
おし

急に唖になったと同様である︒
一千三百五十米を示した︒

箱根の山々が︑片端から眼下

前方に湖が見え出した︒

つた︒

機關士が紙片を差出した︒

影法師であった︒

九糊5 彌次郎は北八に言ひました︒

九糊10 鞘袋をずらして長い刀のや
うに見せかけました︒

九柵1園 これで大小を差したりつば
な武士に見えるだらう︒

九柵4 武士らしい言葉で言ひました︒

九二4
九柵5
九幣8
九幽1
九柵2
にひれ伏し始めた︒

九時二十分であった︒

九糊10園 江戸を出立する時は三十人

九㎜6園 かしこまりました︒
九柵2

意外にはげた場所の多いのに

九柵9

であったが︑道中で追々病氣を致し︑

九柵3
驚く︒

九柵2園宿々に残し置いた︒
九糊6

とうく京都に來ました︒

まるでかんなで面を取ったや
うにきれいに頂く︒
ゑ

九佃5

じょうだん半分に言ひました︒

ｪV︒﹂と言ひましたQ
梯子を買はされてしまひまし

な＼めに浮上って目に映じた

海から飛行場へ滑り込むやう

時は︑もう方向を轄じて︑

求心8
九塀2
九旧3
九槻4
九旧5
九旧6

黒光1

九旧8

九旧7

乗るまでは幾らか不安もあっ

羽衣を失った天女のやうに︑

十一時三十七分であった︒

十122園あった︑あった︒

十122園あった︑あった︒

つかった︒

十121

静岡の上空を通ったのも束の

再び陸に入った︒

に降った︒

九齪1

九樹9

原よもぎとしか見えない︒

九鳳7 二列か三列に並んで生えた川

つた︒

九樹5 意外にもあっけないものであ

だ︒

九欄6 縛の具をとかした水だ︒
九棚4 クリームを流し込んだ美しさ

珍しさうに眺あてみました︒

つきりと見えた次には︑

頂の岩角が手に取れさうには

九七9 親方は急に言葉をかへました︒
九欄7 彌次郎はそこくに逃出しま
した︒

九欄9
九襯2
九襯8
九柵3
九幽3

した︒

九備3 プロペラが物すごくうなり出

大きな翼を附けたものと思へばよい︒

一一8 自動車を細長くして︑それに

ました︒

九価2 京都の町を見物して歩き廻り

た︒

「〈
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十124 ﹁からすあげは﹂と﹁くろた
いまい﹂であることがわかった︒
に出土てるる︒

十128 きのこが︑自然に生えたやう
十1210 大きな聲が聞えて︑はっとし
た︒

十134 急いで地下室へ降りた︒
十135 もう十人ばかりも集ってみた︒

わたしが悪かった︒

豊島沖の海戦に出なかった

かうりやう

艦のたくましいカナカ族を

たくさん見かけました︒

十293國

つい忘れてしまひさうでした︒

十338團

椰子の葉であんだかごをさ

でっぷり太った島民が︑

げて︑

十338国

十206 其の手紙を差出した︒
十289國 満洲の高梁畠へでもはい 十334囲私の胸ををどらせました︒
十208次のやうな事が書いてあった︒ つたといふ感じです︒
十335国 間もなくコロールの町の大
十2810団小さい島の中といふことも︑ 通に出ました︒
十226園

﹁︿略﹀︒﹂と言聞かせた︒

十234園
ことま︑
十2310

な小屋の軒下などに︑

十2910国

くし

などに広まれた官舎のあるのも︑

十373

十312団

つたりしたのださうです︒

町のガラパンも思ったより

十313國火のやうにもえ立つ夕焼雲

にじ
さめるやうな大空の虹︑

それが忽ち晴れた後の目も

何よりも先づ學校を見せて

かう書並べただけでも︑

如何にも尊卑よく勉強して

目ざすパラオ諸島が來まし
遠くで見た所はたゴ一績き

十375

がら︑

十378

雲の低くたれた空を見上げな

秋野君といはれた男は︑すこ

こんもりと茂った山が見上げ

ぶるのんきである︒

十384

雨の方がい＼と言ったのは︑

一粁も進んだ頃から︑

る程迫って︑

十386

十396園

玉垣を廻らした泉がある︒

うなつかざるを得なかった︒

これだよ︒

十404

とり︽＼に染分けたやうな 十401

の小山ですが︑

た︒

十316國
がくげい

十317囲

美しさ︑

皆さつばりした服装をして︑ 十3110團

元正天皇がわざく行幸な

さった璽泉といふのがこれだ︒

れいせん

十325団島と島との間のせまい水道 十409園

した︒

昔話の龍宮にでも來たや 十416園 父親に持って二って孝行を

りゅうぐう

を過ぎました︒

うな思で︑

十327国

わざくこ＼に行幸なさつ

十418山回の泉の水が昔は酒だつた

たといふ話だらう︒

十329団 コロール島に上陸しました︒ 十417園

海岸一帯にぎっしりと茂つ
たマングローブの青葉や︑

十331団

とうく雨になった︒

養老騨で電車を下りた︒

十298國大きな腰みのを着けた女︑
見せたら︑きっとびっくりするだら
や し
椰子の葉でふいた至極粗末 うと思ひます︒

十297丁重の羽でかざった櫛をさし 十341国此の邊でした︒
十357国あの熱心な様子を皆さんに
た男︑

た男︑

し
十241 水兵は頭を下げて聞いてみた 十297國鳥の羽でかざく
った櫛をさし 十3310團色とりみ＼の葉のクロトン
が︑

十271團
ゐました︒

た︒

十272國

した︒

十278困それからパラオへ向かひま

は︑

十277國サイパンを出た私たちの船

た︒

十275国
すっかり感心させられまし

十273團

ちやうど學堅粕の最中でし

もらひました︒

十266團

大きく︑

十254囲

した︒

十253国埠頭は實に堂々たるもので 十302団昔はそれで物を買ったり費 十374園

でした︒

十247国海上は︑まことにおだやか

た︒

十246国私はサイパン島に着きまし

十137太った人が︑ふところから大 十餌2 にっこりと笑って立去った︒
きながま口を取出して窮したが︑
取出して窮したが ︑

十138 ふところから大きながま口を
十138 穴のあいたニッケル貨がたつ
た二枚しか無かったので︑
た二枚しか無かったので︑

十139 穴のあいたニッケル貨がたつ

十139皆がどっと笑った︒
十141何だか氣味が悪かった︒
十144両手をあげて深呼吸をした︒
十187明治二十七八年戦役の時であ
つた︒

十188手紙を讃みながら泣いてみた︒
十189ふと通りか＼つた某大尉がこ
れを見て︑

十192園 こら︑どうした︒

十192園命が惜しくなったか︒
十193園 妻子がこひしくなったか︒

十194園 軍人となって︑軍に出たの
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と言葉鋭く叱った︒

を男子の面目とも思はず︑
十199

たが︑

十201 しばらく大尉の顔を見つめて 十284国
島内をすっかり見廻りまし
みたが︑やがて頭を下げて︑

991
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わけだね︒

たことになってみ る ︒

十421園 年酒を養老とお改めになつ

はなかった︒

はやがね

十558稻むらの火は天をこがした︒
た︒

長いゆったりとしたゆれ方と︑ 十559此の火を見て早鐘をつき出し

うなるやうな地鳴りとは︑

十528

十529

今まで経験したことのない無

いきなり其の稻むらの一つに

大きな松明を持って飛出して

家にかけ込んだ五兵衛は︑

百の命が︑

十馴5

十546

＋馴−〇

むちゅう

火の手がぱっと上った︒

火を移した︒

零墨10

來た︒

たいまつ

十糾1 五兵衛は思った︒
十541此のま＼にしておいたら︑

來た︒

十539弱い砂原や黒い岩底が現れて

つた︒

十537忽ちそこに吸附けられてしま

は︑

十533心配げに下の村を見下した︒
十536村から海へ移した五兵衛の目

氣味なものであった︒

十531

氣味なものであった︒

沖の方を眺めてみた︒

十566

若者が︑かけ上って來た︒

後から後から上って來る老幼

村中の人は︑追々集って來た︒

五兵衛は大呂に言った︒

十584

五兵衛は力一ぽいの聲で叫ん
やって來たぞ︒

五兵衛の指さす方を一同は見

山がのしか＼つて來たやうな

十586

十584

雲のやうに山手へ突進して來

我を忘れて後へ飛びのいた︒

自分等の村の上を荒狂って通

一時何物も見えなかった︒

た水煙の外は︑

十589

しばらく何の話し聲もなかつ

村の上を海は進み又退いた︒

る白い恐しい海を見た︒

十591

十592

波にゑぐり取られてあとかた

十593

た︒

もなくなった村を︑た〜あきれて見

十594

夕やみに包まれたあたりを明

た望あきれて見下してみた︒

下してみた︒

十595

かるくした︒

十597

夕やみに包まれたあたりを明

此の火によって救はれたのだ

始めて我にかへった村人は︑

かるくした︒

十597

十598

十598

無言のま＼五兵衛の前にひざ

と氣がつくと︑

十5910

ちゆう

秋の日をまともに受けた駐

まついてしまった︒

ざい

十606

高くのびたポプラや茂ったア

どの家も温突をたき出したと

をんどる

豆畠の方へ飛んで行ってしま

在所の庭で︑

十609

つた︒

十623

見えて︑

十627

高くのびたポプラや茂ったア

カシヤは︑

十627

百雷の一時に落ちたやうな カシヤは︑
陸にぶつかった︒

とゴろきとを以て︑

十583

重さと︑

十582

と思ふと︑

十578 一筋の線が見えた︒
十578其の線は見るく太くなった︒
十579廣くなった︒
十579非常な速さで押寄せて來た︒
十581誰かが叫んだ︒
十582絶壁のやうに目の前に迫った

た︒

十577

十575園

だ︒

十574

＋573代るぐ見くらべた︒

十572集って來た人々は︑

男女を一人々々敷へた︒

十571

十5610

十567

どかしく思はれた︒

十565それが蟻の歩みのやうに︑も

あり

の後を追ふやうにかけ出した︒

十561急いで山手へかけ出した︒
十423園 やつばり昔から水だつたの 十529 老いた五兵衛に︑
今まで纒験したことのない無 十563老人も︑女も︑子供も︑若者
だ︒

十426園 かういふめでたい事のあっ
た時には︑

十428園 多分其の時に表彰された一
それでよくわかった︒

人だらうと思はれる︒
十4210園

十433 左右から枝を交へた櫻や楓の
トンネルが︑

十434 折から美しく色づいてみた︒
十436 山が深まって來た︒

十437 今にも薪を負った孝子の姿が
さてい
左 に 茶古〒があった︒

現れさうな氣がする︒
十4310

思惑2 急に河井君を振返つた︒
十三6 じっと目をこらした︒
そこに又小さい土橋があった︒

十451囹此の橋から見た瀧が︑僕は

十個10
一番い＼と思ふ︒

十459 岩と岩の間の道を抜けて︑ひ
ょつこりと出た所に︑

十554

あたりがだんく薄暗くなつ
て來た︒

十557

の方を眺めてみた︒

十467 河井君はだまったま＼じつ 十551五兵衛は夢中で走った︒
十553松明を捨てた︒
と落ちて來る水に眺め入った︒
十467 じっと落ちて坐る水に眺め入 十553まるで失神したやうに︑
十553彼はそこに突立つたま＼︑ 沖
つた︒

へ

ゑ

十475 何時までもそこを動かうとし
ご

なかった︒

十526 五兵衛は家から出て來た︒

十527 別に烈しいといふ程のもので

四
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十629とんぼ取を止めて編って來た︒
え
十631豆の葉の柄で造った轟かごに︑
十632とんぼを入れた︒
十636夕の光をかすかに残した大空
を︑

十641空に向かって歌った︒
十644星が一ぱい氷りついたやうに
して︑

がめが

十648水汲みに來た女の頭の上の水
まもの

ついやらないで︑

か＼つてみた︒

十704夜半に青森港を出航した︒
もやう
十705大分しけ模様であった︒
十707濃霧が︑海上をおほってみた︒
十708波も次第に高くなって行った︒
十709あたりを吹きまくった︒
十714警戒しつ＼進行を績けた︒
をしま
十717渡島半島矢越岬の沖合にさし

思はれる︒

十694翻
其のま＼に 別れたことも

を︑

十661園どんないたづらをしたの︒
十666園これが五枚目だつたな︒
十674とんと調子を取った︒
十675調子のよい音が流れ出した︒
十677圃
此の夏かいた水彩圭里︑
十691圏あれ程ほしいと 言ったの

の︒

十656園魔物が︑あのけやきにるた︒
十657園それがどうしたの︒
十658園いたづらをしたQ
十659囹どうして︑いたづらをした

、

十719

此方をさして突進して來る船

があった︒

ウラヂボストックへ廻航する

ロシヤの汽船であった︒

十72一

眼前に迫る此の危急をさける

のに全力を盆くしたが︑

十723

十724しかしもうおそかった︒
十725東海丸の船腹を破ってしまつ
た︒

かせた︒

十726船艦は︑極度に傾いた︒
ぶしょ
十728早速乗組員に命じて部署につ
十728五隻のボートは下された︒
た︒

＋7210
片端からボートに分乗せしめ

返事はなかった︒

たゴ船長一人であった︒

十731東海丸は刻々と沈んで行った︒
十732すべてボートに乗った︒
十734園みんな乗ったか︒
十735圏乗りました︒
十738残ったのは︑たゴ船長一人で
あった︒

十738
十7310

汽笛が古同鳴って︑暗い海の上

に身をゆだねた︒
あっ

十757

だんちやう

十789

暗やみの中に待受けてみる

ぐうの音も出なかった︒

怪漢があった︒

くわいかん

十794

聞く人々は全く漸腸の思で 十797 後に立つた今一人の怪漢が︑

を墜した︒

十758

十799

聞多の爾足をつかんで︑前へ

あった︒

のめらせた︒

聞多の差してみた刀が防いだ︒

其の音は聞えなくなった︒

聞多の差してみた刀が防いだ︒

十758

十801

東海丸は沈没したのである︑

非常汽笛を鳴らし書けた久田 十801

十759
十7510

うつ向けになった際︑刀が背

る︒

つた︒

十803

刀が背中へ廻ってみたのであ

脊骨に深くくひ込む重傷であ

せぼね

十802

中へ廻ってみたのである︒

十802

五隻のボートは木の葉のやう

船長もろ共に︒
どうえう

十763

波にのまれてしまったのもあ

に動揺した︒

十765
る︒

からうじて鳴ることが出來た︒
しょうよう

十766

多が︑

＋8010
しばらくは氣を失ってみた聞

た︒

十767 從容死についた船長久田佐 十804刀を抜かうとした︒
かうけつ
助の高潔な心事は︑
十805 一刀が又後頭部を見舞つた︒
十769 日本全國の人人をして涙をし
十
806前から顔面を深く切込んだ︒
ぼらせた︒
十807彼は其の場をうまくのがれた︒
十775 かねてから其の妻に言聞かせ 十809怪漢等はなほも彼を探したが︑
十809もうどこにも見つからなかつ
かねてから其の妻に言聞かせ

てるた言葉であった︒

十775

東海丸遭難第一の電報を手に

さうなん

てるた言葉であった︒

十776

やがて彼等の手で自宅へ運ば

押取刀で其の場へかけつけた

が︑もう何も後の祭︑

十8110

れた︒

十818

もらった聞多は︑

十741 船員の一人は︑たまらなくな
した時︑
十811そこはいも畠の中であった︒
つて︑はせつけた︒
十777 妻は早くも夫の死を察し︑あ 十815そこまではって行った︒
らんかん
十744 船橋の欄干に身を寄せて動か
十815それは農家の燈火であった︒
十817やっと手まねで水を飲ませて
へて取りみだした檬子を見せなかつ

た︒

あへて取りみだした様子を見

たい
夫をはっかしめぬ此の妻の態

せなかった︒

十7710
ど

ばくふ

度をほめた＼へた︒

すごくとして最後のボート 十788 幕府に封ずる武備を主張した︒

船員は思はずはっとした︒

船長は嚴かに答へた︒

全く船員の感激の叫びであっ 十777

うとしなかった︒
かんげき

十748

た︒

十749
十754

十755

十821 どこにも人影はなかった︒

君寵はすこぶる厚かった︒

くんちょう

十876
ら︑

十878
十8710

三十歳の井上聞多は︑山口在
ありがたく尊いのは︑此の母

に非命の最期を遂げたであらう︒

さいご

十822 今農夫たちにかつがれて露つ 十877此の母の慈愛によらなかった
た弟のあさましい姿︑
いしゃ

十824 醤者が二人來た︒
十827 聞多はもう轟の息であった︒
何人 み た か ︒

﹁︿略﹀︒﹂とかすかに言った︒

．十831園

雪がかなり降りました︒

珍しく雪が降ったので︑

お庭の雪を眺めていらっしや

十棚6
たが︑

﹁︿略﹀︒﹂と心の中に思ひまし

たいど
何時もはっきりとした態度の
たいど
何時もはっきりとした態度の

女でした︒

十撹1
十槌1

皆が思った程小さくはなりま

女でした︒

十撹4

皆が思った程小さくはなりま

せんでした︒

少しばかり背が低くなったく

せんでした︒

十撹4
十欄5

﹁︿略﹀︒﹂と一心に祈りました︒

らゐです︒
十撹8

大分小さくはなりましたが︑

雪の山は︑とうく年の瀬を

十槌9

十欄1

たが︑

十七8

ｪ﹀︒﹂と答へました︒
十価6
十価9 宮中から自分の家へ下りまし

た︒

た︒

ｪ﹀︒﹂といふお庭師の返事

十鵬2 あいにく大雨が降出しました︒
十櫛3 其の夜一夜眠られませんでし

でした︒

十欄7

ました︒

十欄7園 まあ︑よかった︒
十欄8 清少納言は思ひました︒
ｪ﹀︒﹂と言ひふくめてやり
十研5

どうしたことか︑

十研8 首を長くして待ってるました︒
十研9 使の者が蹄って來ました︒

＋柵−o園

た︒

＋欄−o園 すっかり無くなってゐまし

りました︒

十柵3園 大丈夫のはずだったのに︒
十佃4園 昨日タ方まではちやんとあ

た︒

十鵬6園 お庭師が残念がつてゐまし

ました︒

十佃8 そこへお后からのお使があり

十佃9園雪は今日までありましたか︒

すっかり失望した清少納言は︑

見届けたいものだと思ひまし

十欄1囹確にございました︒

十柵5 かう御返事申し上げる外はあ

みたさうでございます︒

十佃3園今朝はすっかり無くなって

て︑

十欄2園誰かいたづらをしたとみえ

＋佃−〇

お后のお供をして行かなけれ
ばなりませんでした︒
はうび

十五日まで雪が消えないで

﹁︿略﹀︒﹂と頼みました︒

みたら︑きっと御褒美を上げますか

十島1園
ら︒
十価3

「〈

「〈

十8210

十982

の力であった︒

聞多には答へる力がなかった︒

宮中から下って或御殿にいら

十985

十986

清少納言もお側近く仕へてる

せいせうなごん

いました︒

ました︒

十987

無事に越してしまひました︒

清少納言は思ひました︒

元日に雪が降りました︒

見上げる程の雪の山になりま

十佃3

十9810
した︒

﹁︿略V︒﹂と仰せになりました︒十欄4

しまった︒

十993

はりつめた兄の心もゆるんで

やうに︒

今日降った雪だけは取除く
ちよつと顔を見合はせました

ようしゃなく新しい雪を取捨
お后は宮中へお賜りになるこ

ててしまひました︒

十鵬7
長客10

一座が少し封土し始めました︒

とになりました︒

﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりまし

十餌7

し上げました︒

十㎜1

た︒

詞書5

清少納言のお答へ申し上げた
清少納言のお答へ申し上げた

言葉でした︒

十欄7
十欄7

口々に言出しました︒

どうえう

十㎜8

言葉でした︒

十川4

十川5園少し言方が大きかったかし
ら︒

十欄5園
十995

所郁太郎が其の場へかけつけ

いくたらう

しまった︒

らんぱうい

彼は蘭方讐 で あ っ た ︒

有合はせの小さい畳針で傷口

何くれと此の手術を手品つた︒

六箇所の大黒が次々に縫合は

不思議にも一命を取止めた聞

病床にさめぐと泣いた︒
程なく世は明治となった︒
朝堂に時めく人となった︒

が︑

口．

﹁︿略﹀︒﹂と︑次々にお答へ申

．L

はりつめた兄の心もゆるんで

つしゃいましたが︑

十984

堅く五郎三郎の袖にすがって

兄は刀を振 上 げ た ︒

抱きしめた︒

血だらけの聞多の髄をひしと

︒

決然として兄は刀を抜いた︒

日日
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兄は涙ながらにうなついた︒
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た一た

りませんでした︒

十麗10

たゴ有難いと思ふ心で胸が一
綱がや＼ゆるんで︑

鯨は二百米ばかり先に浮上つ
三四十米まで近づいた時︑

十佃4
た︒

砲手は二番もりを打込んだ︒

ほげい

十日6

ぽいでした︒

母船から離れた我が捕鯨船は︑
十佃7

十佃7 清少納言は宮中へ参りました︒
十備5

潮を吹く二頭の大きな白長須

鯨を見つけたからである︒

しろながす

十佃9園 折角使をやりましたのに︑

十佃7

ました︒

鯨は又水にもぐったが︑もう

浮上って來ない︒

十伽2

船は再び全速力で走り出した︒

船橋で舵を取ってみた舵手が︑

水夫長が叫んだ︒

砲身を二三回左右に振ってみ
十伽7

ちやうど飴でも引きのばした

醜名の水夫が急いで船首へか
今まで勢よく引出されてみた

うが︑

十捌7

十槻10
たが︑

十旧2
した︒

十旧7

あめ

切れさうで切れないといった
若しあそこが少しでも切れて

何百年も前から考へられたこ
何百年も前から考へられたこ

かうした場所を掘割るといふ
工事も失敗をくりかへしまし

いくら人間や機械の力が進ん
すこぶる愛つた仕組に作られ

だにしても︑

十伽4

通り抜けられるやうになりま

ことま︑

十槻6

とでした︒

十梱10

とでした︒

重訂9

いてるたのでは︑

如何に細いにしてもそれが績

みたら︑自由自在に船も通れるでせ

十捌5

かっかうです︒

十梱4

時のやうに︑

で空氣を送って沈まないやうにし︑

引寄せた鯨は︑腹部に送手管

鯨の残した水の輪を注意深く

十梱3

後を振向いて力強くどなった︒

見まもってみる︒

十価3

高価8 いよく襲砲の前回が近づい

白い水煙が上ったと見る間に︑

見張から落着いた聲が響きわ

たのだ︒

十備8
たる︒

鯨は其の巨膿を浮上らせた︒

こ㌦ぞと砲手は引金を引いた︒

綱は波打ってくり出された︒

鯨はものすごい勢で水中深く
﹁ぶすり︒﹂と押しつぶすやう

沈んだ︒

十佃3

な音がした︒

鯨の禮内深くくひ込んだもり
の爆揮が︑

ばくだん

十佃4

十段2

けつけた︒

十瑠6

のびて行く︒

爆揮が︑破裂したのだ︒

十佃4

ばくだん

十善9 官女たちも言ひました︒

十佃4 もりに附けた綱は︑ぐんく

清少納言の心は︑

十擢2 すっかり明かるくなりました︒

た︒

十 5 泣きたいやうな氣さへしまし

十佃7

十㎜10園 雪はすっかり無くなってゐ

十梱1圓 お盆を帽子のやうにかぶつ
て蹄って來ました 時 ︑

いました︒

十m2圏私はほんたうに残念でござ
十重4園献上致したいと存じてをり
ましたのに︒

官女たち も 皆 笑 ひ ま し た ︒

十段5 お后はお笑ひになりました︒
十⁝川6

十㎜7圏 そなたが思ひ込んでみたの
に︑

て雪を取捨てさせたのです︒
お后が仰せになりました︒

18632

十柵8園實は十四日の夜︑人をやつ
十柵10

立様1 清少納言ははっとしました︒
たといふから︑

十鮒2園 雪はまだたくさん残ってゐ
十重3囹 何と言ってもそなたがりつ
ばに勝つたのです ︒

十川4園 よくも言ひあてたものだ︒

十
十十十
114た114114114
11了

11了

11了

11了

118

十椴1 残念とばかり思ひつめてみた

つたさうです︒

十川6圏 おほめになっていらっしや

10Q1042

十十十十十

た一た
994

すこぶる攣った仕組に作られ

なければならなかったのです︒

十伽8

大きな高い土手を築いてせき

なければならなかったのです︒

十伽10

二つの湖になりました︒

止めました︒

十桝．1

かふもん

十悩3 陸上に作った湖のことですか

ら︑

二箇所に作った水門です︒

十悩9 間門といふものを作りました︒

十悩−〇

十楢2 しかも幾段にも作ったのです︒
十伽8 船は大きな箱の中へはいった

せぼね

つまり地峡の聴骨に當る高い

と同然ですが︑

十伽3

しかも人間の力で出京た湖と

岩山を切通した所で︑

湖上に浮ぶ島島は︑其の昔︑

聞くと︑

善意7

十伽9

陸に聲えてみた山であったわ

陸に甕えてみた山であったわけです︒

けです︒

民心9

がつしゆう

十伽10此の運河を作ることに成功し

十㎜一

十年といふ長い月日がか＼り

アメリカ合風上でした︒

がつしゆう

たのは︑アメリカ合衆論でした︒

十㎜2

巧みに此の文明的大工事をし

ました︒

十㎜6

出來上ったのは︑我が大正三

とげたのです︒

十伽6

我が大正三年八月のことでし

年八月のことでした︒

た︒

十伽7

995
た一た

み だい

十㎜9 もっと偉大な仕事がありまし
た︒

十伽10 目に見えぬ熱帯の電通病との
職でした︒

十柵10 もと此の地方に流行したマラ
リアと黄熱病が︑

十個1 かつては何萬といふ西洋人の
命を奪ったこともあります︒

十個2 一度黄熱病にか﹂つたが最後︑

十團5 此の病氣のなかだちをするも
か
のが︑蚊であることがわかったので︑

十倒7 昔の不健康地を一位すること
に成功しました︒

十撒8 若し此の仕事が進まなかった
ら︑

十個10 パナマ運河は完成しなかった
かも知れません︒

こうふん

十悩5 あっばれ本望を遂げたといふ
ので︑

十悩6 江戸市中はすっかり興奮して
あらゆるほめ言葉が︑彼等に

しまった︒

十個⁝9
浴びせられた︒

十価3 四人の大名にお預けといふこ
とになった︒

十悩6 誰もさう考へた︒

十悩8 さすがに此の事件の始末に心
を痛めた︒

十悩9 又導者の意見をも徴した︒

十塒3 多くの人々の一致した意見で
あった︒

十儒3 多くの人々の一致した意見で

あった︒

ようん
かうした天下の輿論に懐して︑
そらい

十悩4

たゴ一人荻生狙裸の言ふ所は

をぼふ

十伽5
違ってみた︒

十描6園亡君の仇を報いたのは︑義
みだりに騒動を起したのは︑

には相違ないが︑

煮転7園

結局私情を以て國法を破

けっきょく

十儒8囹

再三再四︑考へた結果︑

しかし理非にも明かるい人で

つたのである︒

十131
あった︒

十衙1

た︒

十糊1
十㎜2

如何にも心ありげに申し上げ
助ける道でもあらばといふ下

十備1

十幽2

外から蹄つた母が︑二階へ上

父は少し改つた調子になった︒

﹁︿略V︒﹂と仰せられただけで︑ 十衛2園

たゴ今世りました︒

二階へ上って來た︒

つて來た︒

十衛5

十備1

十囎5

やがて御退出になった︒

心であったらう︒

十佃5

十備1園

ちよつと頭をかいて笑った︒

掲示板に︑當選者の名前が大

父と町を散歩した時︑

わたしは思はず涙が出た︒

十帽8

當超した家では︑

十柵1園

何だか降監いた雨でも︑す

すっかり晴上ったやうな氣

つかり晴上ったやうな氣がする︒

十帽10園

十帽10園 選畢もうまくいった︒

十帽8

きく書いて張ってあった︒

十帽7

十帽2園

つたよ︒

十備9園もつともっと感心なのがあ

十柵8

は︑一人もはいってゐませんね︒

とかくのうはさのあった人

僕も言った︒

十欄7園法親王は︑おえらいお方と
承ってみたのに︑

又此の事が法親王のお耳には

歎ずる者が多かった︒

らなかったとは︒

十欄8園將軍家のなぞがお解けにな
十柵9
並樹10
いった︒

十柵2園あの話を︑將軍から聞いた

﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

十慨4

十糊3園玉山から聞いた時程苦しい

そのま㌧退出したのである︒

將軍の心はよくわかってゐ
十柵9園

父がひとり言のやうに言った︒

十柵2

がする︒

名を後世に輝かした︒

ズ略﹀︒﹂と仰せられた︒

十川2

十柵10

た︒

十柵3囹

事はなかった︒

時程苦しい事はなかった︒

十研5 天下を騒がした者は︑
めいよ
どこまでも武士の名号を重ん

十梛7

めいよ
どこまでも武士の名響を重ん

じた扱ひであった︒

十僻7

二月にいよく切腹といふこ

世問はすっかり失望してしま

じた扱ひであった︒

糞土8
つた︒

十衙10

十櫛6 蒸氣機關が出來たのは︑二一二

父は少し改つた調子になった︒

十旧3

二三百年も前の事であったが︑

石炭を地上に引上げたりする

これを車に取附けて走らせよ

そもく汽車といふものを造

うと企てた︒

面壁2

ことに使用されるに過ぎなかった︒

十欄9

りすることに

十旧7掘った石炭を地上に引上げた

十櫛7

百年も前の事であったが︑

．僕はすぐ外へ出て見た︒

ほとんどひったくるやうにし

十糊7

大購うまくいったな︒

父の待ちかねた聲がする︒
十襯7園

市政上の意見もしっかりし

十襯2

でせう︒

十圏8囹山川さんに投票なすったの

た實にえらい人だ︒

十粥6園

十襯5

て受取つた號外は︑

浪士を預った大名も残念とは 十糊9

とがきまった︒

十1310

思ひながら︑

輪王寺宮公器法親王が江戸城

りんのうじのみやこうべん

志2それぐ準備に取りからた︒
十鶴4

へお出でになった︒

何とか助ける道はないかと

法親王に種々御物語をしたつ
いでに︑

十佃4
十柵8園

思ひましたけれども︑

た一た
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らうとした最初で︑

十旧4 今から百敷十年前の事であっ
た︒

した︒

十欄2
十㎜3

夜は評言に通って一心に勉強
よい汽車を造らうとして工夫

自分の工夫した汽車を用ひる

鐵道馬車を始める企があった︒

に工夫を重ねた︒

十欄5

着旧5 此の早出來上ったのは︑荷車
に蒸氣機關を装置したやうなもので︑

自分の工夫した汽車を用ひる
先づ汽車の試運轄を行ふこと

十捌1

十欄9

一時間約二十粁の速度で走つ

勇ましく護車した︒

いよく其の日になった︒

後から聲を掛けた者がある︒

記念碑であります︒

十悩4

﹁︿略V︒﹂と言ったら︑すぐわ

かった︒

十悩8

が︑

十脳8 すぐわかった︒
ｪ﹀︒﹂と指さした所に︑
十塒1
十晒1 緑色の上着を着たロシヤ婦人

勉強のため山東へ渡って行

十価3 望小山が見え出した︒
十価6 三人は食堂車へはいった︒
十価7 給仕をして働いてみた︒
十燭8園 母と子と二人暮しの家があ
つた︒

市価9圏
つた︒

乗ってみた人も見てみた人も︑

乗ってみた人も見てみた人も︑

十号1園

ので︑

老母は︑毎日月々望小山に

十価10囹もう露って來る頃になった

置注4

其の速いのと執刀のすさまじい

母も墨げた︒

一度乗って見たいと思った此

十研3

十研2

一生けんめいに苦嘉したか
いよいよ故郷に蹄ることに
息子は船と共に沈んでしま
風の日も雪の日も待ってる
遂に山の上でなくなったと
大石橋で始めて停車した︒

北の方では二三日前に雪が降

﹁︿略﹀︒﹂と言ひつけてるた︒

十㎜10

いふ︒

十描9圏

たが︑

十価8園

つた︒

十塒6圏

なった︒

十㈱4園

ひがあって︑

十界2園

登って待績けた︒

十捌5

これは今から百年昇り前の事

であった︒

十七7

のに驚いた︒

十捌6

た時には︑

十梱3

となった︒

十伽8

ことをす㌦めた︒

十㎜6

ことをす＼めた︒

十欄6

うなもので︑

十旧6 荷車に蒸氣機關を装置したや
十旧8 人の歩くくらみの速さに過ぎ
なかった︒

十棚一 キュニョーの汽車に大改良を
加へた︒

十旧3 ロンドンの市中を走り廻った
時︑

十佃5 市民は︑始めて見る地上の怪
物に驚の目をみはった︒

十湖7 とうくレールの上を走る汽
車を造り上げた︒

十佃10 炭坑などではかなり用ひられ
るやうになったが ︑

十佃10 まだ旅客や貨物を運ぶには至
らなかった︒

一時間五十粁も走る汽車を造
僕は乗った︒

り上げることに成功した︒

十捌9
十七2

見送りに來た母が︑大勢の人

たなければならなかった︒

十籾3 一にスチーブンソンの力にま
十燗4 イギリスの人であった︒

十撹3
十撹6

﹁あじあ﹂は流れるやうに動
十塒3

乃木勝典中尉の職死された

の汽車に乗れて︑
かつすけ

十旧7園

き出した︒

十旧2

にまじって見える︒

十靭5 家が貧しかったために︑
ねんど

十籾6 牛や羊の番人をした︒

十籾8 粘土で汽車を造ったりして樂
しんでみた︒

十佃10 蒸氣機關を取扱ふことになつ
た︒

十欄10 彼の喜はたとへやうもなかつ
た︒

「〈

ったので︑

十研4 何だか空が曇って湿た︒
れうやう
十研6 遼陽の白塔が眺められた︒
十研7 落着いた︑美しい形である︒
十欄1 ボーイがさう言って來たので︑
十慨3 ノートに二つ押してもらった︒
十欄4 奉天に着いた︒
十欄9 兵隊さんがどやくと乗った︒
十旧1 日光がさして來た︒
十旧9二 あそこで教練したのだが︑
十柵2 日にやけた顔で笑った︒

十柵7 ずっとのびた︒

十m2 日にやけた顔で笑った︒
十m5闘汽車の影が長くなった︒

一しょに下りて

十m1兵隊さんたちは新京で下車し

た︒

行った︒

十⁝川4 おかあさんと

十m8飛上りながら手を振った︒

た︒

十襯3 烏の群が地上から飛上つた︒
十俄4 ばら色の細かい皮目がたなびい

十櫃4

もうしばらく別れてみるやう

母を思ひ出した︒

出した︒

十槌4 それを見てみたら︑母を思ひ

十櫃5

十備1

十龍7

﹁あじあ﹂の印のはいった用

どこか知らない騨に停車した︒

食堂車へ行った︒

な氣がした︒

十偽3

今朝押してもらったスタンプ

紙に手紙を書いて︑

十偽4
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を入れて︑

十認6 ボーイに頼んでしまふと眠く
なって來た︒

十欄8 ﹁あじあ﹂は何時の間にか町
にはいってみた︒

十欄10 ハルビン騨にぴたりと停車し
た︒

十個2圏 やあ︑よく來たね︒
十個2園 一人でよく來たね︒

十桝3 僕の手は︑がっしりと握られ
てるた︒

十悩5 半月がさえかへってみた︒

十悩9 天地の榮える此の大御代に生
まれ合はせたのを思ふと︑

十価4 昭和の聖代に生をうけた我等
は︑

十価10 平安時代の大宮人たちは︑か
うした心持を心ゆくまで味はつて︑

かまくら

十備1 都の春を樂しんだのであった︒
十備1 都の春を樂しんだのであった︒
かまくら
十備4 鎌倉時代のすぐれた歌人であ
つた︒

十三4 鎌倉時代のすぐれた歌人であ
つた︒

おちあひなほぶみ

十柵3 我が蛋民精神の爽揚につとめ
た人︑

ごばん

濫費7 歌人であった落合直文が︑
十柵8 元旦に門松をよんだ歌である︒
といったのは昔のこと︑

十一127町並が碁盤の目盛のやうだ
十一129 近郊二十七市町村を合はせ
た今の京都は︑

十一131

新しい大建築が市中至る所

十一1510

世界的の文學としてみとめ

それを今日の國語で表した

られるやうになりました︒

氏物語が︑

兄より先に覧えてしまふ程 十一162

十一167
そうあん

の僧庵に︑

鳥にでも取られたらどう

かはいくなってみたのに︒

のでせう︒

十一188園

しませう︒

てるたが︑

十一213

此の子とどこか似た所があ

なくなられたあなたのお

十二の時おとうさんをお

よく物がおわかりでした

今にでも此のおばあさん

とうくうつ伏せになって

じっと聞きながら目を伏せ

うなさらうといふのでせう︒

がみなくなったら︑ 一腔あなたはど

十一2011園

よ︒

十一2010園

なくしでしたが︑

十一209園

かあさんは︑

十一208園

子供は大人しくすわった︒

雀を探しに立って向かふへ

十一189圏

十一1810

切揃へた髪が︑ともすると

物を重ねてかけ出して來た女の子は︑

十一175

扇のやうに廣がつて︑

どうしたのか︑其の子が尼
其の子が尼さんのそばに來

さんのそばに來て︑

十一177
十一178

て︑立つたま㌧しくく泣出した︒

行った︒

約九百年の昔に書かれた源

ぶつ

十一202
あま

きれいに作ったしば垣の内

ものですが︑

子供の時から非常にりこう 十一161

に讐えるやうになった︒

十一138
でした︒

でした︒

十一1310

十一141園此の子が男であったら︑
りっぱな學者になるであらうに︒

年とった上品な尼さんが佛
壇に花を供へて︑

だん

﹁︿略V︒﹂と言って歎息しま 十一168

筆をとって有名な源氏物語

不幸にも早く夫に死別れま

藤原宣孝の妻となりまし 十一174 白い着物の上に山吹色の着

ふちはらののぶたか

十一143
した︒

十一144
たが︑

十一145
した︒

十一146

紫式部の名は一世に高くな

を書始めました︒

十一148
りました︒

十一213

てしまった︒

十一2111 小さい妹でも出來たやうに︑

養はれることになった︒

源氏の君のうちに引取って

泣入ってしまった︒

立つたま㌦しくく泣出し

たった一人此の世に残され

それから一年程過ぎた︒

十一181

上げた尼さんの顔は︑

十一1711﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑見 十一2110

たのですか︒

た︒

十一218

十一216

十一178

子供たちと言合ひでもし

どうしました︒

彼女は文學の天才であった

十一179園

十一179囹

十一148

父爲時が願ったやうに︑

深みのある人でした︒

ばかりか︑

十﹇1411

源氏物語のやうな假名文は

若し紫式部が男であったら︑

十一1410
十一1411

十一151

男は漢文を書くのが普通で

書かなかったでせう︒

十一153

かごに伏せて置いたのに︒

ついゆだんをして逃した

そばにるた女の一人は︑

十一187囹

十一185

十一183園

したの︒

ほんたうのにいさんだと思

らなぐさめてやることが出重るか︑

十一226此の不幸な子を︑どうした

ふ程︑したしくなった︒

十一223

十一221 いろいろと紫の君のめんだ
る︒
あったからです︒
いぬき
假名文であればこそ︑︿略﹀︑ 十一182園丁の子を︑あの犬君が逃 うを見てやった︒
十一155

其の時代の生活を細かく潔し出すこ
とが出会たのです︒

紫式部は︑やつばり女でな
くてはならなかったのです︒

十一156
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走った︒

がくぶち

まるで南大門といふ額縁に

や＼遠く二層造の中門を望

十一227 源氏は何時もそれを考へね 十一253 でこぼこの道をかなり快く
ばならなかった︒

十一258

んだ︒

十一228 今日も源氏は紫の君に圭里を 十一256
書いて見せた︒

十一229 いろくの圭旦を書いてやつ

紫の君は思はず笑ひ出した︒ 十﹇261

其の鼻を赤くぬって見せた︒ 十一259

私は静かに足を運んだ︒

美しい垂だと私は思った︒

はめ込んだ美しい書だと私は思った︒

十一2210

た︒

十一2211

ぬって見せた︒

十一273

私はしばし吸附けられざる

うんと支へた感じを︑

もので︑

どっしりとしたものは︑

建築の美しさから存じて金

十一392

急ぎ足で學校の門を出た︒

輝かしい色彩がどんなに尊 十一396 ねえさんのお支度をしてゐ

のみが色をとゴめてみるが︑

十一332

そばでにこにこしながら眺

い＼お嫁さんが出來まし

裾模様を着せられたねえさ

十一397

すそもやう

るところだった︒

そこに一つの神秘境があっ

十﹁399囹

めてみた︒

十一3911

た︒

んは︑

廻廊・殿堂に園まれた中庭

く辞されたことであらう︒

た︒

十﹁335
十一335

もと此の地に聖徳太子の宮

にある夢殿は︑

十一338
いかるがのみや

心を無理にしづめようとし

私は自分の部屋へもどった︒

文字も垂もみんな意味をな

ふすまがすうとあいて︑着

飾ったねえさんがはいって來た︒

十一406

さなかった︒

十一405

て雑誌を開いたが︑

十一404

又佛教の研究をせられたの 十﹁404

殿斑鳩宮があった︒
である︒

十﹇3310

其の如何に深く思をおこら

夢に金人が現れて太子に

しになったかは︑

十一3311

十一341

さ＼やき奉ったと傳へられてるるの
でもわかる︒

十一訓8

て

今︑生まれたばかりの卵に︑

とり
十一378圃 鶏小屋の奥にしのび入つ

るのであった︒

太子をしみみ＼としのび奉

私は又乗合自動車に乗った︒

たのであらう︒

十一388
十一389

はっとしたQ
みんなの笑った顔が︑私に

十一409

少しかすれた聲だつた︒

少しかすれた聲だつた︒

よくねえさんに復習や宿題

十一4011 これだけが私の口から出た︒

十一409

十﹁415

よくねえさんに復習や宿題

を見て頂いたものだった︒

を見て頂いたものだった︒

十一415

生まれた家を出て行くの

ずるぶん我がま＼を言つ

私はだまってうなついた︒

はいやですけれど︑

十﹁416圏

十一弔11

た︒

十一423

とうく言へないでしまつ

てすみませんでしたQ

先生が私に何かおつしゃつ 十︸421園

顔が火のやうになるのを私

集ってみる︒

たらしい︒

十︻3810

は感じた︒

十一391

て來た︒

聖徳太子が御父君用明天 十一343 夢殿の名は︑そこから起つ 十一407 着飾ったねえさんがはいつ

御父君にかたどって等身の

殿堂を現出したゆゑんである︒

十一3010

それが又法隆寺といふ美の 十﹁354

皇を追慕し給ふ齢りに作らせられた

十一308

しやうとく

堂にはいった︒

十一304

十一293

を得なかった︒

十一279

柱である︒

十一232 自分の鼻をいたづらに赤く 十一272 著しくふくらみを持つた丸

十一233 とうく笑ひこけてしまつ
た︒

ら︑どうだらうね︒

十一234園 ほんたうにかう赤かった

にいさんがお氣の毒だと思

十一237糟の具がほんたうにしみ込
んだら︑
つた︒

つた︒

十一238にいさんがお氣の毒だと思

して︑

十一238源氏はわざと拭いたまねを

つた︒

十一2310囹 すっかりしみ込んでしま 十一312

御佛とし給うたもので︑

金色の金物のすかしを通し
たゴ扉や塁にゑがかれた書

着かなかった︒

壁上にゑがかれた壁書の 十一383 さう思ふと心がちっとも落
そこに現れた諸佛・丁丁の
更に推古天皇の御念持佛で

すみこ

十一3211

とびら

て見られたのであるといふ︒

十一3210

づ し
あったといふ有名な帯広の御厨子が︑

十一326

御話は︑

十﹇322

敷々︑

十一242 源氏の鼻を拭きにか＼つた︒ 十一321

十一244園 墨でも附いて黒くなった
ら大計ぢやないか︒

十一245囲すっかり落ちましたよ︒
十一246園 落ちた︒

君は︑

十一247 さっきまで泣いてみた紫の
十一248 すっかり晴れやかになって
みた︒
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十一424 迎への自動車が來た︒

十一425 山田のをぢさん︒をばさん
と一しょに車に乗った︒

十一428 話はとだえがちであった︒
十一429 みんなを笑はせた︒

どうかと考へました︒

やみの中にさし込んだ一條
やみの中にさし込んだ一條
月日が矢のやうに流れ去り
やがて三年目の夏がやって
時計のぜんまいなどを取附
先生の機械と電線で連絡し
電線を傳って先生の機械に

聞えました︑聞えました︒

聞えました︒

一々はつきり聞えました︒

はげしく抱合ひました︒

電話を嚢明した此の先生こ

ベルが三十歳の時のことで

我が國の古傳を︑文字に書

阿禮は記憶力の非凡な人で

きおく

きあらはすことになった︒

あった︒

十一635

彼の死と共にほろびてしま

ふかも知れないのであった︒

十一642

十一639此の人がなくなったら︑

今ではもう六十近い老人に

當時二十八歳の若盛りであ

たのは︑三十饒年前のことである︒

十一637古い言傳へをそらんじ始め

びっくりして飛上りました︒ 十一638
今どうしたんだ︒

つた彼が︑

十一489囹

少し震へを帯びた先生の聲
耳をすまして待ってるた隣

十一643

阿禮は︑

たらう︒

十一644

勅命の下ったことを承った

今や天にも上る心地であっ

殆ど心魂を捧げつくしたこ

とであらう︒

十一645

人間の言葉を聞いたのです︒ 十一647 安萬侶の苦心は︑それにも
増して大きいものがあった︒
急いで先生の室に飛込みま

其の時思はず機械を取落し

阿禮は︑

とうく﹁もの言ふおもち 十一643 勅命の下ったことを承った

又績けられました︒

なった︒

どなりながら機械にかけ寄 十一639
りました︒

十一494
のです︒

十一496

十一504

十一503

ました︒

十一502

のワトソンは︑

十一501

が︑

十一499

や﹂の出來上る日がやって來ました︒

十一498

かすかながらも音を傳へた

十一4811

十一487

響きました︒

十一486

た別の機械を調べてゐます︒

十一484

けた機械を相手に︑

十一481

來ました︒

十一479

ました︒

十一478

の光明でした︒

十一477

の光明でした︒

先生はもう矢もたてもたま 十一477

かびました︒

十一455
ボストン市の或電氣屋の屋

りませんでした︒

十一457
話と電導とを結び附けよう

根裏にたてこもりました︒

十一432 一人の若い先生がゐました︒ 十一458
といふ風攣りな研究に取りか㌧つた
のです︒

歌を歌ったりしました︒

其の様子を注意深く眺めて
それを電氣で振動させたら
それを電導で振動させたら

18655。

十 十十十十十
一し一そ一一一一一し
63た51、5150505050た
園園園
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十一433 此の先生がまだ十五歳の少
年であった頃︑

元來先生は電氣や電信の學

者ではありませんでしたから︑

十一4511

相手にしない友達もありま
いしゃ

知合の署者から人の耳をも
下味の悪い良著を始めまし

他の一方をす＼のか＼つた
十一4611

す＼のか＼つたガラスの面
には︑

十一473

十一476

どうかと考へました︒

十一476

みた先生は︑

十一474

れるのでした︒

ぎざくの線がゑがき出さ

十一472

ガラスの上に置きました︒

十一4610

ガラスの上に置きました︒

十一469他の一方をす＼のか㌧つた

た︒

十一468

らって來ました︒

十一467

した︒

十一465

ければなりませんでした︒

いろく攣った音聲を出 十一462 友達に意見を聞いたりしな

不思議さに氣附きました︒

十一434 ふと人間の聲といふものの

十一435園
すが︑

十一437 彼は妙な物を作り始めまし
た︒

が人間の頭のやうなもので︑

十一438 一年春＼つて出來上ったの
十一439 ゴムのくちびるが動いて︑

生きた人間のやうに聲を出す仕掛に
なってゐました︒

十一4310 生きた人間のやうに聲を出
す仕掛になってゐました︒
つた先生のことですから︑

十一4311 小さい時から研究心の強か

耳などの生理を勉強しました︒

十一姻3 聲の原理や舌・くちびる．

ひやうばん

十一姻8 便利な機械を作りたいと思
ひました︒

十一嘱10 又は其の頃評判になって
ひやうばん

みた電信機械を研究したりしました︒

十一個10 又は其の頃評判になって
みた電信機械を研究したりしました︒

十一唱11 ふと別の考が先生の頭に浮

十

あった︒

ひっそりした町筋を我が家

師弟の關係は日︻日と親密
面會の機會は松阪の一夜以
遂に古事記の研究を大成し

白い花の房をつけたアカシ

毫の鐘の音を追ひながら︑

十一773

一面の芝生におほはれた校

やの並木路を︑

十一777

小魚をすくって遊んでみる

庭を貫ぬく小さな流に︑

十一7710

十一786囹

泣いて別れを惜しむ學生

子供たちがあった︒
た︒

がら︑

十﹇751

實によかったよ︒

神社の森で聞いたかんこ

さもおいしさうにたべてゐ

牛乳をかけて︑

十﹁752
た︒

十﹁756囹
鳥の聲は︑

十一757囹

朗かな中にも一種のさびし

十一792

廣々とした芝生の上を旧い

ノートをか㌧へた大智生が︑

廣々とした芝生の上を歩い

ていね
日は︑やうやく凌辱の連峯

﹁かあん﹂と長く尾を引い

始めて原始北海道の姿をま

のあたりに見ることが出來た︒

十一7911

て廣野の彼方へ消えて行った︒

十一797

に傾いた︒

十一795

てるるのも見かけられた︒

十一794

てるるのも見かけられた︒

十一793

でやって來る牛の︼群に會つた︒

いうくと道端の草を食ん

僕の胸に力強く響いた︒

たちに残したといふ有名な言葉だよ︒

十一788

十一749

今朝早く札幌神社へ参拝す
を ぢ
ると言って出掛けた東京の叔父は︑

十﹇744

後とうく來なかった︒

十﹇742

の度を加へたが︑

十一741

へ向かった︒

十一7310

十﹁648 まだ片假名も平假名もなか 十一701園後を追ってお出でになつ
宣長は︑
十一771 其のそばでせっせと編物の
つた︒
たら︑大てい追附けませう︒
十﹁739 ひっそりした町筋を我が家 針を運んでみる婦人の姿も見られた︒
十一6410 文章といへば漢文が普通で 十一704 大急ぎで眞淵の様子を聞取 へ向かった︒
十﹁772 今しがた三時を告げた時計
つて後を追ったが︑

すごくともどって來た︒

やはり追附けなかった︒

が︑やはり追附けなかった︒

十一652 安萬侶に取っての大きな苦 十一705次の宿の先まで行ってみた
十一706

心であった︒

十一707

すぐ知らせてもらひたいと

非常に頼もしく思った︒

天下に聞えた老大家︒

ほの暗い行燈のもとで封坐

あんどん

それから三日の後であった︒

に訪ふことが出來たのは︑

した︒

十﹇722園よいところにお氣附きで

更したい考はあったのですが︑

しい︒

さを持つた聲が︑道程氣に入ったら

十一7511

十﹁724囲實は早くから古事記を研 十一759 叔父が言った︒
十一727園其の方の研究に取りか＼
つたのです︒

きっと此の研究を大成することが出

た︒

十一766
でるた︒

てふ
三色すみれの花に蝶が飛ん

たどん
まるで緑色の頂点でも敷並

べたやうな﹁まりも﹂をのぞいて見

十一813

越してみた︒

とつ

をの
十一7210圏 古事記に手をのばすこと 十一7511 鯨忙裏に入ったらしい︒
十一804 千古斧を知らぬ湖岸一帯の
が出勤なくなりました︒
十
﹁
7
6
2
市
内
の
見
物
に
出
掛
け
た
︒
密
林
を
見
渡
し
た
時
︑
てう
十︸731囹 しっかり努力なさったら︑ 十一764 所々に淡い白雲が光ってゐ 十一805 私の心はすでに人問界
を超
先程お見えになりました︒

老學者の言に深く感動した

弥ませう︒

十一738

お立 寄 り 下 さ い ま し た ︒
それ は 惜 し い こ と を し た ︒

色づいたばかりのいちごに

えんさき
い す
十一7011 宣長が眞淵を新上屋の︸室 十﹇751 縁先に出した椅子によりな 十一792

頼んでおいた︒

十一709

たいと頼んでおいた︒

とがあったら︑すぐ知らせてもらひ

萬一お彫りに又泊られるこ

あらはさうとしたら︑どうなるであ

ノヲノミコト

十一708

十﹇655 我々の日常使ふ言葉を書き
らうQ

配下﹂と書いた︒

ラ ゲ

十一661 いろくの方法を用ひた︒
ク
十一663 ﹁クラゲ﹂といふのを﹁久

サ

十﹁665 ﹁ハヤスサノヲノミコト﹂
ハヤス

どう も 残 念 な こ と で し た ︒

830111

といふのを ﹁速須佐之男命﹂とし

69
69

十十 十十
一一 ｵ一一
7171た7170

たのは︑

十﹁666 ﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二
つの方法を︸しょにしたのである︒

十一669 其の苦心はとても一通りの
ことではなかった︒

十一6610 安学侶のかうした苦心はや
がて報いられて︑

十一671 言葉其のま＼に文字に書き
あらはすことが出來た︒

十一672 三巻の書物にまとめて天皇
に奉った︒

十一研11 我が國の古記が︑古語の
ま＼に残ったことである︒

十十十十

十一688 一心に勉強してみた︒
69

10931
園園囹圏
69

た一た
1000

1001

た一た

るのも︑

十一815

﹁えぞまつ﹂﹁と曳まつ﹂の

十一814 一興であった︒
原始林の間に開かれた高原の道を

十﹇㎜11

敵艦ノーウィックを撃沈せ

此の附近から亜庭湾を見下

られたのは有名な話である︒
あには

十一棚1
こんぺき

したところは︑

紺碧の色をたたへた沖の潮

縫い境内に植込まれた木々
パルプといふ厚紙に似たも

のに作るまでの工程が︑

十一槌1一

は︑

十一醜5

にかもめが飛んで︑

十一8110 ペンケ・パンケニつの湖で 十一棚4
あった︒

十一825 遂に一大展望をほしいま＼
ま しう

私を摩周湖へみちびいた︒
へき

にする地貼に私を下した︒
十一8211
玉の色をのべて︑

ぎょく

十一836 あくまでも澄みきった碧
十一糾4此の湖をカムイトーと呼ん
だ︒

は思った︒

十一糾11 まことに天下の絶勝だと私
十一8610 一種のあこがれに似たなつ
かしさを覧えしめる︒

十一876 網の綱の端に附けた準じる

十一874園昨夜より少し沖へ出たな︒
しのランプも︑

十一877 船はエンジンを止めたま＼︑

十一882 防水具に身を固めた若者た
ちが︑

十一889 すこぶるなれた手つきで魚
をはっす︒

十一8811 かうした作業が五時間も績

十一柳11

もくさく

朽ちた木柵の中に︑

菊花の御紋章と大日本帝國

境界の文字とを刻した石標が立って

十一佃1
みる︒
け

澄んだ青空に︑

又は眞綿を薄く引きのばし

刷毛で輕くはいたやうな︑

は

十一佃5

十一畑5

十一鵬6

すっきりした感じがなくな

すっきりした感じの雲です︒

ごく細かい氷の粒の集った

たやうな白い雲の出るのを

十一佃7
十一佃10

もので︑

かうして出丸たパルプは︑

十﹇㎜3

ごく薄い白絹か何かで空を
大きなかさを着るのは此の
見た所は何だかさびしい感
殊にさうした感じを深くし
綿を大きくちぎって︑後か
春の夜のおぼろ月とは︑か

雨の降ったあげく︑

雨雲はきまった形がなく︑
十一佃7

底が平で︑上は山の峯のや

十一胴2

峯が恐しい程むくくとふ

うに積上つた形に現れる白い雲は

十一M1

十一佃3

ういふ雲のか＼つた場合ですが︑

十一川10

ら後から投出したやうで︑

十一川5

ます︒

十一柵8

じの雲です︒

十一㎜5

雲のか＼つた時で︑

十﹇㎜8

おほったやうになりますから︑

十一佃6

つて︑

工場を見た後︑

宿に餓つたのが午後の九時︑

つくぐ感心した．

寒々とした農園や牧場を一

珍しいのは養狐場であった︒

金網で園んだ中に︑黒や黄
色の狐が︑

ぽっかり浮かび上った不思
船は何時しか海駒川の西岸

水兵さんがエプロンを掛け

近く來てるた︒

十一鵬6

東西にわたって一直線に伐

ロッペン鳥が一蓋に飛立つ

たといふ︑すこぶるこっけいな姿で
ある︒

た︒

十一研5

十︸柳8

開かれた林空︒

くれ上ったのは︑俗にいふ入道雲で
す︒

十﹇桝3

道雲が︑

十一掴11

強烈な日光に照らされた入

其の頂が朝顔形に開いたの

一天にはかに墨を流したや

は︑かなとこ雲といって︑

十一価2

中房温泉旅館の庭に勇まし

かうした︑すばらしく厚い

うに曇って︑

十一価3

雲によって

十一価10

十一備5

すてきに愉快だつた︒

釣橋を渡った︒

く響き渡った︒

十一描6

かちりと杖が岩に鳴った︒

大きな笹が僕等の頭をおほ

さし

十一柵8

つゴら折の明かるい山道を

ひたひも背中も汗ばんで來

ふくらみ高く茂ってみた︒

十一柵10

十一柵3

た︒

だんく小さくなって行つ

さつき出塗した温泉宿が︑

あへぎあへぎ登った︒

十一柵5

十一柵5

吉川先生が言はれた︒

びりくと嬉しい呼子が鳴

みんなは待ってるたやうに︑

のどがごくんと鳴った︒

そこらへ腰をおろす︒

植物に︑攣ったものがある

躇みしめ躇みしめ登った︒

そろく針葉樹が現れて來

19

いて︑

十一997 連絡船が大泊に着いた時は︑

十一998 夕風が︑そっとする程冷た
く感ぜられた︒

夏草の茂るに任せた︑音一

28

3島2鞭65ゑ48652
つしない國境線に立つと︑

6

8。710

十十

十十十十十
十十
十

十一9910 つい忘れてしまひさうであ 十一柳9
つた︒

十十十十
一つ一一た一
118た11811了。11了

一一 ｽ一一
120119。119118

十十

一議一色一一巡一一一一一
105の105のき1M脳す悩103103103103
十

やうになった︒

つた︒

十一伽3 攣ったものがあるやうにな

ど﹂や︑

十一伽3 葉がふちに似た﹁な＼かま
十一伽6 ﹁さるをがせ﹂などを吉川
先生に教へてもらった︒

十一伽9 ﹁いはかゴみ﹂の花を道端

十﹇伽1

中房温泉から四︒六粁と記
たゴ天地がすてきに明かる

した道標が立ってるる︒

十﹇旧6
かった︒

等は︑

何といふすばらしい景色を

西の方に見渡したことであらう︒

十一伽3

僕等は殆ど一種の興奮を感

十﹁麗2

まるで渓流其のものを上つ

沿道所々に温泉があった︒

て行くといった感じである︒

十一麗9

峯傳ひの道が績いてるた︒

燕の絶頂を目ざした︒

十一榴8

十﹇鵬8

所所天々を全うした大樹が︑

所所天為を全うした大樹が︑

ないと申します︒

十一麗11園此の渓流の濁ったことは

十﹇枷10

ずる程であった︒

十一178

十﹇伽1

あった︒

﹁はひまつ﹂にすがりなが

十﹇旧7 なだらかな道が構いた︒
十一榴9 ﹁いはかゴみ﹂の花盛りで
十一伽2

十一悩1

下草のしだの緑を鮮かに浮

立つたま＼枯れてみるのがあり︑

＋﹇旧11 すき通る程鮮かな色であっ

ら進んだ︒

﹁たかねざくら﹂が︑今を

た︒

ｪ＞Q﹂と言ったので︑

立たせたりした︒

「〈

風光が一攣した︒

親しむべき風光を︑こ﹂に

ふとう

こ﹂に見出したやうに私は

十一柵7圃

帽子・ハンケチの熱誠こ

ともすると涙でぼっとす

あれは七月二日の午後三

四日目の七月五日の早朝

時でしたね︒

十一柵5団

るのを感じました︒

十一鵬5団

めた動き︑

十一㎜2囲

さった皆さんの顔や︑

十一榴1国神戸の埠頭で見送って下

かうぺ

感じた︒

十一僻2

見出したやうに私は感じた︒

十一樹2

十﹇悩10 中湖を出て私はほっとした︒

十﹁燭1

つたものだと思はせる︒

よくもこれだけの木が生茂

すぐ乗込んだ︒

始めて下り立つた朝の湖は︑

前方に十和田の水面が現れ

106

それは不思議に思へる程は

下山の途についた︒

92〃

に見つけるのが面しみであった︒

十一伽5

二千七百六十三米の最高黙

十人とは乗れない程狭かつ

とうく燕の絶頂が來た︒

つきりとしてみた︒

十一伽9

十一囲7
た︒

十一伽10

もう二三年たったら︑君

に立つたのである︒

十﹇伽5園

﹁︿略﹀︒﹂と言はれた︒

たちも槍へ登れるよ︒
十一㎜6

富士・淺間・白馬・立山等
十一伽10

僕はつくぐ思った︒

の姿を見ないのが全く残念であった︒

十一伽9

十一伽11

ふ希望を抱きながら山を下った︒

私は青森騨から十和田行の
はっかふだ

自動車は八甲田山を目ざし
曲折した道は︑かなり長く
かなり長く養いた︒

十十

十﹇悩3
盛りと咲いてみるのを見た︒
みつばち

吉川先生が言はれた︒

蜜蜂が盛に花から花へ飛ん

行くに從って花は美しかつ

小さいのが﹁みやまきんぼ

であった︒

深紅の﹁べにばないちご﹂

お花畠は︑まるで満天の星

などが団々と入下れてみた︒

十一伽3

所々に残雪があった︒

のやうに美しかった︒

十﹇衡4

十一罰2

きっとあの槍に登らうとい

みんなが嬉しがって雪をす

十一捌6

くった︒

十一伽5

遂に霧の中に近く山小屋を

十一伽6

十一捌8

乗合自動車に乗った︒

かなり大きな雪渓が見下さ

十一個10
十﹁槻1

績いた︒

て進んだ︒

あんぷ
もう山小屋の右下の鞍部に

見上げる所へ來た︒

十一伽8
れた︒

十一伽9

やがてそこへ登りついた僕

たどり着いた︒

十一伽1

ｽ一一
一一一
1蕊1衡悩。悩悩

十十十

十一梱1 霧が湧いて経て︑大木の幹
を彼方へ彼方へと薄く見せた︒

着いたのが午前十一時︑

示す石があった︒

○

十一梱3 とうく合戦小屋にたどり
十一捌4 みんなはずみぶん疲れてゐ
た︒

ｪ＞Q﹂と先生たちに言つ

十一慨9 僕等は胸がをどつた︒

十一櫨7 や＼なだらかになった︒

げた︒

十一慨6 みんながわいく歓聲をあ

のやうに卜いて見えた︒

十一慨5 低い緑の﹁はひまつ﹂が波

思ふと︑

十一槻4 遂にはそれもなくなったと

やうになった︒

丈の低い細い木が目につく

笹が珍しく花をつけてみた︒

しばら く 道 が 急 だ つ た ︒
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空が次 第 に 曇 っ て 來 た ︒
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でした︒

十一欄8圏 見渡す限り濁った水が︑

十一悌9困 殆ど天まで良いてるるの

な

を船窓から見ました︒
やうすかう

し

十一柵10囲 それが揚子江だつたので
す︒

十一川5困此の島を寳石ででも飾つ
たやうに見せました︒

十一糊5囲此の島を半寿ででも飾つ

した︒

十一幽10國百十五粁の道を飛ばして
ちやうど日本の奈良を思

カンディーの古都をたつねました︒
な ら

十一爾1囲

はせるものがありました︒

十一備3団海は全く一攣しました︒

十一価7国

それが寳石のやうな美し

はり果なき大海原ですが︑

十一価4國湾とはいへ︑見た所はや

しかも濃い青さを見せま

十一衛8囲

アデン港に着いたのは︑
らくだ
アラビヤ人が奪略を追つ

七月二十六日の夜明です︒

十一備2團

てるました︒

こ＼でおびた〜しい荷物
まのあたりに見ることが

を下しました︒

十一備3囲
十一備5団

十一柵4国

さはってみると皆熱氣を

七月三十日の明方にスエ

吐いてゐました︒

十一柵6国

自動車で沙漠を走ってカ

快い程冷えてゐました︒

イロの都をたつねました︒

ズに入港しました︒
さばく

十一柵8囲

十一伽8囲

十一齪7團

ゐました︒

十一湿6困

沙漠は熱を吐出しました︒

後には痛いやうにさへ感

みんな唇二身の類でした︒

しんきろう

湖水はありませんでした︒

始めて緑の椰子の木陰を

此の川に沿うてエジプト

し

何十といふ室にぎっしり

幾室かにずらりと並んだ

運河を開いたレセップス

港に私たちの船が待って

人間のミイラでした︒

十一齪1国

のミイラでした︒

のが︑幾室かにずらりと並んだ人間

．十一棚11囲中でも一番人の目を引く

と陳列されてゐましたが︑

十一棚10囲

思議な石の巨像もあります︒

膿は獅子をかたどった不

し

石で積上げた幾多の金字

三角帆の船が浮かんでゐ

王國が開けました︒

十一欄4国
涙の瀬戸にか＼りました︒

さすがに暑いと思ひまし

い青さをた＼へてゐました︒

はるかに安南の山が半日

それが手に取るやうに見

かをり高く咲いてゐまし

たやうに見せました︒

た︒

十一欄9団
十一側10團

しゃんはい

十一燭2団 支那だなと思はせました︒
えました︒

た︒

十一襯4困
た︒

十一襯7国

十一描6国

ました︒

＋一襯−o團 意外にやさしい聲でした︒

十一柳4囲紅海は︑名に似合はぬ眞
青な海でした︒

半分水上に現れた水車が

十一椰5圏盛にいるかがをどつて見
せました︒

十一帽8困

廻ってでもみるやうな感じです︒

十一㍑10囲全くあいきやう者でした︒

航海中こ＼が一番暑い所

ものでした︒

十一柵2囲時々島が見えるくらみの

でした︒

十一柵3団

十一樹5国

塔の中︑

誰もが驚の目をみはりま

達した都市ですが︑

皆英國人の纒螢の下に嚢
どうえう

セイロン島のコロンボに

それから十日間も績いた

程智歯でした︒

十一四4国 毎日か＼さず食堂へ出る

せました︒

十一幽3困 瀧のやうなしぶきを浴び

した︒

十一傾1国 船は次第に動揺し始めま

した︒

十一帽1国

出來ました︒

1し1088し2119
国た国囲囲た團島島
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O

十一粥6国 私たちに堅い握手をしま

た︒

シンガポールに着きまし

十一襯3国私たちには大きな慰でし

以上も績いて見えたのも︑

十一襯2国

した︒

十一襯1国

十一m⁝5団 やがて上海が朝もやの
中に展開しました ︒

十一欄8團 私たちを乗せたランチが
進んで︑

程でした︒

十一柵1国殆ど耳をおほひたくなる
十﹇柵5国 池のほとりで仲よく遊ん
でるました︒

あひました︒

十一柵7團 始めて洋上のスコールに

たと思ふと︑

十一柵7団 空も海も急に眞暗になつ
十一柵9囲 誰も一時ばう然としまし
たが︑

十一椥9國 やがて拭ったやうに晴上
つた海上の一角に︑

十一柵10国 やがて拭ったやうに晴上
つた海上の一角に︑
鮮かな島影を見ました︒
ほんこん

十一柵10團

それが香港でした︒

十一桝6團

十一柵11國

十一川3国 美しい建物を以て麓から

のですが︑

十一幽9囲

寄港しました︒

十一幽7圏

中腹までぎっしりと埋められた島山
でした︒

十一欄3国 ぎっしりと埋められた島
山でした︒

十 十十十 十十十
一見一一一じ一一一
1騎ま149149149ま1491481侶

の銅像が皇座高く立って︑

十一囑2團七月三十一日の午前に出
航しました︒

十一塒5困何だか世は秋になったと
いふ氣がします︒

十﹇旧9困長いと思った欧洲航路も︑
十︻樹1困 ちょいちょい葉書は出し
ておきましたが︑

十﹇樹3囲 今日は此の一箇月の思出
を書いて見ました ︒

十一樹3囲 上陸したら︑又各地から
便りをしませう︒

十一悩7 まだ若い時分のことであっ
た︒

十一樹7 月のさえた夜︑

十一旧7園

あなたは演奏會へ行って

みたいとかいふことでしたね︒

其の言方が如何にもをかし

十一旧8

言った者も聞いた者も︑思

言った者も聞いた者も︑

かったので︑

十﹁旧8

十一樹9

十一閥7

十一柳9

最初の一音が︑すでにきや

すぐにひき始めた︒

思はずにっこりした︒

はずにっこりした︒

十一旧8

燈火がばっと明かるくなつ

にはかに何者かが乗移った

うだいの耳には不思議に響いた︒

やう︒

十﹇閥！0

十一柵4

ゆらゆらと動いて消えてし

たと思ふと︑

まった︒

十一籾5

ひく手を止めた︒

突然かう言って足を止めた︒

十一籾6

ピヤノのひき手の顔を照ら
さつき娘がひいてみた曲を

十一籾8
した︒

十一欄2

又ひき始めた︒

やがて指がピヤノにふれた

を眺めてみたが︑

十一捌2

やさしい沈んだ調べは︑

と思ふと︑

ひき終ったのも氣附かぬく

ベートーベンは立って出か

きやうだいは口を揃へて言
ちよつとふりかへって盲の
急いで家に錦つた︒

かの曲を譜に書上げたQ
不朽の名四を博したのは此
正雄君が僕に言った︒

にいさんが天心望遠鏡を

﹁︿略V︒﹂と︑僕が言ったの

半月のかけた部分に近く︑

感じである︒

十一塒4

で︑

にいさんからおもしろい説

にいさんも正雄君も︑どつ

十一備8

十一欄9

と笑った︒

十︻悩11

十一研8

すっかり冷えてしまった天

かうした火山は︑

明を聞いた︒

十一柵2

海といふより平原といった

龍ですから︑

方がよいかも知れません︒

十一悌7

ようがん

十一欄8此のたくさんな火山から噴

さういった我々地球上の氣

月には水がないと言ひまし

熔岩が流れて固まったもの

ようがん

出した熔岩が

でせう︒

十一欄9

十一鵬10

たが︑

夕飯がすむとすぐ出掛けた︒

三脚はやっと昨日出土上
僕もずるぶん手応つたよ︒
買ったのさ︒

さも自分で買ったやうな口

初からにこくしながらだ

一面にざらくしたやうな

僕は望遠鏡に目を近寄せた︒

う︒

月のどこ一つ曇った所がな

しょうこ

かりに私たちが月の世界へ

太陽に照らされた部分は目

ごつくした火山が至る所

それが眞黒な大空に突立つ

としたら︑どんなに恐しい景色でせ

十一柵3

に聲え︑

十一柵2

が痛い程光って見えるでせうが︑

十﹁靭11

行ったとすると︑

十一㎜9

いのが其の誼糠です︒

十︸柵3

象現象は一つもありません︒

十一㎜1
半月が光り始めた︒

よかったら見に來給へ︒

o

十一樹10囹あれは僕の作った曲だ︒
しばらく耳を澄ましてみた

急に戸をあけてはいって行

不意の騒客にさも驚いたら

十一欄3さつき娘がひいてみた曲を
又ひき始めた︒

十一欄5 きやうだいは思はず叫んだ︒
つと立上った︒
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友人も績 い て は い っ た ︒

しい様子である︒

＋一塒11園 おもしろさについ釣込ま
ベート ー ベ ン が 言 っ た ︒

れて参りました︒

十一旧1

ｪ﹀︒﹂としきりに頼んだ︒

彼は再びピヤノの前に腰を
彼はしばらく澄みきった空

し
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十一塀2 妹の顔はさっと赤くなった︒
十一旧4 我ながら鯨りだしぬけだと
思ったらしく︑

彼はしばらく澄みきった空
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十一柵5 月から見た地球の美観です︒
びしい︒

十一m9 やっぱり月がなかったらさ
十一捌10 さういふものがないとした
ら︑殆ど生きがひがないと臓ふでせ

飛行場は目前に來た︒

編隊群長の爆撃開始命令が

飛行場にものすごい黒煙が

十一柳2

それらをひっくるめた全腔
かすみの如く包んだ一道の

の美しさに先づ心は打たれるが︑

十一棚3

和暦がただよふ︒

をの
十二88 斧の形をした石や︑

機の胴腔から離れた爆弾は︑

十二89

一同の聲が感激に震へた︒

冑を切った話︑

十二810

雷の落して行ったものだと

天狗の作ったものだとか︑

雷の落して行ったものだと
やはり人間の作ったものな
人智の開けなかった大昔に

十ニー12

を取り︑

獣骨で作った釣針などで魚

十ニー13 貝を拾って生活してみた︒

十ニー15

當時捨てられた易断が今日

平田ー14 彼等の住んでみた所には︑

當時の住民の使用した石器

まで残って︑

や土器などが︑

平射ー18

いた︒

鑛石から金属を取出して使

十一一1110 石器時代はずるぶん長く績

十ニー21

其の後に銅とすずとをまぜ

それも一番初に使はれたの

ふ時代がやって來た︒

十ニー22

は銅で︑

た青銅が使はれ︑

十ニー24

なった︒

獣の骨で針や釣針などを作 十七ー26 最後に鐵が使はれるやうに

たゴ石を割ったま＼の︑

鐵の利器を使ふやうになつ

又銅鐸といって釣鐘のやう

やがて次の鐵器時代にはい

へうたんを縦に割って伏せ

たところでは︑

十ニー411 在來何かの機會に氏譜され

十ニー49 かうした古墳の内部は︑

たやうな形で︑

十ニー43

十ニー34 かうした古い時代から︑

つたものと考へられる︒

十ニー33

な形をした器物が

十ニー31

どうたく

た時代を鐵器時代と名づける︒

十一一128

時代を青銅器時代といひ︑

獣の骨で針や釣針などを作 十ニー27 銅及び青銅で利器を作った
岩畳ー02

形の整はないものを使用し
てるたが︑

十ニー04

だんだん美しく磨いたもの

も作られるやうになった︒

だんだん美しく磨いたもの

十ニー03

つたのであった︒

十二98

つたのであった︒

十二98

は︑

十二94

のである︒

十二92

か言ったが︑

十二91

か言口つたが︑

十二91

てんぐ

らを見つけることがある︒

矢じりの形をした石のかけ

うつ巻いた︒

についた︒

十一欄10

首を打つに髪までも切れた

ので此の名があり︑
かねみつ

波およぎ兼光といふ刀は︑

しばらくおよいでから首が
十一閥6

気立を切った刀︑

かぶと

十一糊7

馬の平首を手綱諸共に打落

十ニー05

いろくの形をした土器や︑
其の表面になは目のやうな
石の矢じりの附いた矢をた
つさへて山野に狩をし︑

十ニー12

模檬の附いたものなどがある︒

十ニー011

も作られるやうになった︒

した話など︑

そり

氣持よくぐっとはいった反︑

長さ・幅・厚さの釣合の取

かうした實用上の償値の外

特殊の鍛錬法を獲達させた︒

十階ー09

十一悌7

落ちたと傳へられる︒

十一㎜6

いでから首が落ちたと傳へられる︒

切られた人が其のま＼しばらくおよ

十一佃5

十一柵4

さなかった︒

寸時もこれを身受からはな

機翼を連ねていうく臨途

任務は終った︒

眞黒に見えるだけだった︒

もう飛行機も格納庫もなか

026

う︒

十一柵9 明方の夢は爆音に破られた︒
十一柵10 嚴かな中に慈愛のこもった
言葉が︑

機に身をゆだねる と ︑

十一伽2腹一ぱい爆弾をか＼へた愛

出來上った︒

十一柵6 見事な編隊群が忽ちの中に

下界がだんく明かるくな

十一捌2 出護して二時間は過ぎた︒
つた︒

＋﹁捌−o

十一槻2 突然通信手の顔が緊張した︒
が機内に廻される ︒

十一観4 通信紙にした＼めた報告文
十一泓9 機上無線電話による命令が
傳へられた︒

うに前進し出した ︒

十一旧3 我が戦闘機編隊群は矢のや
十一鵬8 敵が高射砲を打出したのだ︒
自在の活動に移った︒

210た85
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743
93

十一鵬10

さくれつセ

十一脳2 愛機がぐらっとゆれた︒

十一捌4 高射砲揮の炸裂のあふりを

十十

十十

1形11
、

くったのだ︒

十一悩9 ものすごく鳴った︒
十一悩10 火に包まれた敵機が直下に
落ちて行く︒

十一価3 かうした敵に直面しながら︑

ｺ一一
一一
186185つ価185

十十

ﾂ一一
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18了1田1訂た1翫186

十十十
十 十 十十
一れ一に一一
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十ニー51 石で築いた室や

十ニー52 死者と同時にはうむつた曲
玉・管玉などの装飾品や︑
かつちう

のみの す く ね

十ニー53鏡・劒・甲胃などが出た︒
十ニー54 あの野見宿禰がそれを工夫
したといふ歴史を思ひ合はさせる︒

十ニー55 かうした遺物を調べること
によって︑

として研究するのであるが︑

十ニー58 其の頃に書かれた物をもと

ゑんえんたる城壁を高くめ

十ニー63 かうしたものを永遠に保存
しょうと
十一一168

十二211
かうした楊柳の陰に︑

そこにるたあひるがよちよ

ちと逃出す︒
十一一2111

自ら掘って飲むといった簡
其のま＼今日に持越して來

軍な生活を︑

十二226

た彼等は︑

十二228
遠くから出かけて來たもの

だと感心させられる︒

十二235
十二238

見たところ︑

かうした大聖の編成にはも

のぼった所にある海のやうな湖水で
あるから︑

十二295

かうした大黒の編成にはも

つて柔いといった場所である︒

十二296

天は予をほろぼした︒

つて怪いといった場所である︒

十二302園

天は予をほろぼした︒
聲をあげて泣いた︒

十二302園
十二304

七回ほど︿略﹀︑師の教を

孔子はかねてから深く信頼
其の顔回が︑年若くてなく

十二3010園

十二3010園

まさに後号者を失った者の

天は予をほろぼした︒

天は予をほろぼした︒

悲痛な叫びでなくて何であらう︒
きやう
弟子たちを連れて匡といふ
所を通った時︑

十一一315

十二3011

なったのである︒

十二309

してみた︒

十二308

掛けた者はなかった︒

孔子の顔が陽虎に似てみた

お前は無事であったか︒

顔回を見た孔子は︑

回を見た孔子は︑

十二321

死んだのではないかと心

死んだのではないかと心

﹁︿略V︒﹂と答へた︒

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

顔回はこれほどまで其の師

顔回は一青年であった︒

を慕ってみたのであった︒

さい

陳・藥の厄があった︒

ちん

を慕ってみたのであった︒

十二307師の教を曳行することに心 十二331 顔回はこれほどまで其の師

た︒

實行ずることに心掛けた者はなかつ

あせったところで追ひつく 十二306

ものではない︒

昔から彼等に封ずる救の手
たくさんの丸太を幾重にも

はどこからものばされなかった︒

十二242
十二254

組合はせた︑すばらしく大きなもの
十二255

又は竹・アンペラなどで作

である︒

十二258

つた小屋が︑

くはへぎせるをした老人の
かうした筏の小屋といふ小

姿も見受けられる︒

十二263
十二268

たまく陸と見たのは︑

上海から千；二百粁もさか 十二321

ある︒

遂に糧食が書きてしまった︒

陳・察の野を旅行した︒

ろくく食ふ物がなかった︒

ぶっく不平をもらす者が

徳の修つた君子でも困ら

とがり聲で孔子に言った︒

十二3311囹

さういふ考が湧いたのかも

れることがあるのですか︒

知れぬ︒

十二344

困ったら悪い事でも何で

孔子は平然として答へた︒

十二347園

十二345

し

子貢といふ弟子が言った︒

こう

もするといふのが小人である︒

十二349

少し加減をなさったらど

おくればせにかけつけた顔 十二352 孔子は答へた︒

うでせう︒

十二3111 匡人は孔子を取園んだので 十二351園

ところがら︑

十二3110

十一一318此の地で齪暴を働いた︒

ある︒

こんな筏の十や二十が績い 十一﹇316 突然軍兵に園まれたことが

かうしたすばらしい︑しか
材木と材木とをく＼り附け

10た107653
0

ぐらした北京は︑

あたかも地上に鏡でもはめ

十一一178 平にくりひろげられた市街
だと感ずる︒

十一一182
込んだかと思はせる︒

十牛蛙89 歴代の皇帝が天を祭られた
昔がしのばれる︒

十二紛1 大理石でた＼まれた圓形の
祭壇の前に立つと ︑

屋に︑

十二275

十ニー93 奏樂の中に天子が恭しく祈
られたといふ夜明前の神秘な儀式が︑

十二294

かうした大きな筏は︑

た竹つながぼんく断切られ︑

十二287

ものんきな筏流しにも︑

十二281

て下ったからとて︑

十二2710

つた名前がある︒

十ニー97 支那だけに攣ったものや攣
十ニー98 支那だけに攣ったものや攣
周園に銃眼のついた壁をめ

つた名前がある︒

十ニー910
ぐらし︑

しながら通って行く︒

十二2010 のんびりした鳴り物を鳴ら 十二289

十十十十 十 十十
二ニニニ配増配ニニ
32323232し32し3232
11985た4た33
。圏。園囹

十十十十十

二あ二二ニニニ
33つ3333333333

十

た一た
1006

十二356園道の修つた者が︑必ず人
に用ひられるとはさまってみない︒
けっきょく

十二358園 だからといって加減をし
たら︑結局︑︿略﹀といふことにな
りはしないか︒

十二414

た︒

顔回といふのが居りまし

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねた︒

十二415園
十一一416囹過も二度目はしない男で

﹁︿略﹀︒﹂など不平がましく

﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

不幸にも短命でございま

ございましたが︑

した︒

十二418
十一一421

言った時︑

顔回だけが平然として︑孔

子を慰めたことが思ひ出されるでは

十二422
ないか︒

三日ほど降響いた秋雨がか

集めた時の喜び︑

自ら其の額を書いた時の輝

我にかへると突然人里が聞

しばし思にふけってみた光

かしい希望︑

十一一439

十二唱3
囲が︑

十二咽5

十二唱7

十二僧6

そこには青々とした野菜を

光囲は思はずほ＼笑んだ︒

聞きなれた里人の聲である︒

えて來た︒

十二唱9

そこには青々とした野菜を

持つた老人が二人頭を下げてみる︒
十一一糾9

持つた老人が二人頭を下げてみる︒

野菜の出來や稻作の模様な

自分が修史に志してからす

光囲は再び書齋の人となつ

しょさい

どを得意になって語るのを熱心に聞

十二451
いた︒

た︒

十二452
十二453

せう︒

十二596園

若しきげんが悪うござつ

かうかうはやして舞はれ

たら︑かうかうはやして舞はれたら

よからう︒

たらよからう︒

十二597園

太郎冠者︑もどったか︒

十二646

丸にはいった瞬間に見出した︒
ひし
私は菱の門をくゴつて二の

私は菱の門をくゴつて二の

ひし

いやく︑あきれたやつ

へんなことになりをつた︒

それこそ氣を附けました︒

合はせましたとも︒

あの書附に合はせてみた

大儀であった︒

鋸りました︒

5113110911110
園園隠男 園園園囹
老松のあたりにはもう夕や
十一一539囹

汝を呼出したのは︑蝕の

大そう早かった︒

儀ではない︒
十一一543園

それに合ったらば買ひま

心得ました︒

田舎から参った者でござ

うかと致した︒

かしこまりました︒

十二539園

みが迫ってみた︒

十二462

ま

全くたまったものではない︒

差當りかうした落場になだ

いよく本丸にたどり憎い

私たちを足もとにも寄せつ

けないといったかっかうである︒

十二6811

たと思ふと︑

十二686

れ込まざるを得ない︒

十二6711

十二676

ても︑

十一一672 どんな大軍が押寄せたとし

狭間・鐵砲狭間が︑

ざ

十一一669 其の塀や櫓にうがたれた矢

や

さうかう
丸にはいった瞬間に見出した︒
でに長い月日を過したが︑
大日本史の草稿に加筆して
ていせい
十一一4511 史稿の訂正に取りかかった︒十二653 すっきりした千鳥破風︑

心字の池に枝をさしのべた

雨に洗はれた築山のくまざ

らりと晴れて︑

十二427
さが︑

楓は︑

かへで

十二428
十二4210
みつくに

みた光囲は︑

十 十十十十 十十十十
二めニニニニか二ニニニ
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十二3510 顔回は師を慰めるやうに言 十二417園
つた︒

十二361圏今の零れた世に容れられ
なければこそ︑

お 前が官田貴であったら︑

十二365 孔子をどんなに滞足させた
か︒

十一一366園

予はお前の家の家令にならうそ︒

或者には﹁︿略﹀︒﹂と教へ

程度に教へた︒

十二3610 弟子の才能に磨じてわかる 十二425
十二372
た︒

十二373 其の行ひ易い方面を述べた

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 教 へ た ︒

﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

のである︒
十二376
十二3710

文箱から一通の書面を取出
みなと

自分が︿略﹀︑史書の力の

何年前のことであったらう︑

功績は一だんと明らかにな

なくすんだ︒

十一一434

十二435

湊川の建碑もとゴこほり

して静かに忍返した︒

十二432

十二383 其のま＼實行ずることが出 十二431 ふと思ひ出したやうに︑
來たのである︒

十二396 孔子がよく忍野を知ってゐ
た如く︑

つてみた︒

十二435

つた︒

十二437

始めて史局を置いて學者を

偉大なことに感動したのは︒

十二438

十十 十十
二二る二二
56 56
。 55 54

十二397 顔回もまたよく其の師を知
みと
十二408 偉大な孔子の全面をよく認
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と言った顔回が︑

めることが出來たのである︒
十二411

つた︒

十二411 先生よりも先に死んでしま

58
園囹

81
園園

1007
た一た

ばしって︑

爪を黄いろく染めたも

度此の門をしめ切ったら︑ 十一一783圏 しゅつと︑しぶきがほと

四つの天守閣は一箇の搦立した城郭
のだった︒

十二693
となって︑

した城郭となって ︑
だった︒

十二694 四つの天守閣は一箇の濁立 十二783圏 爪を黄いろく染めたもの

十二811

敵の正面に向かった我が自

めざす場所に着いた︒

戦車部隊は︑

十二814
動車部隊では︑
戦機は熟した︒

それぐ猛烈な射撃を開始

前進し始めた︒

かねて鍛へに鍛へた我が腕︑

敵戦車の機關部にばつく

十二873
た︒

た︒

十二8911

それっきりもう立てなかつ

とが出來なかったのが︑くやしくて

樽を届けに醤油屋さん 十二902園 最後の突撃に参加するこ

しやうゆ

をばさんが火鉢を持って來

十二8710園

十二904

ならぬ︒

僕も何か手傳へたらと思ひ

十二905 ﹁︿略﹀︒﹂といふ聲がした︒

十一一895

十二893

十二892

をぢさんが負傷したのは︑

分隊長の最後の言葉だつた︒

﹁あっ︒﹂と言って倒れた︒

隣にみた分隊長が︑

たゴもう夢中で故障を直し
﹁︿略﹀︒﹂と快い音が鳴り出

十二馴1

さうして︑出來たらいく

よろしくといはれました︒

招魂社の前へ來たので︑

十二919僕は朝早く運動に出かけた︒

して遊んだ︒

十一一916 何も忘れて愉快にまり投を

られたんだよ︒

三郎さんが來て待ってる

御苦勢だつたな︒

にこくしながら言った︒

らでも作って届けて下さいって︒

十二9010園

十二909圏

十一一906正皿君が蹄つたのである︒

やうにをぢさんは涙ぐむのである︒

こ＼まで來ると︑きまった
よく聞かされた戦車談を思

仕事の手傳を始めた︒

まで行きました︒

十二882

十二886

ひ浮かべる︒

不意に現れた三千刷りの敵
と出合つたをぢさんの大隊は︑

十一一889

不意に現れた三千優りの敵

戦の数十分は過ぎた︒

十一一895

た︒

十二897
十二898

した時の嬉しさ︒

たちには

正一君親子であった︒

僕は立止ってじっと見つめ

やうやくお参りがすんだと

ｪ﹀︒﹂と言ったQ

十二934圏戦死した人や︑遺族の人

もう一度社殿の方を見やつ

したのだよ︒

始めて氣がついたをぢさん ＋二935圏おわびかたぐお参りを

﹁︿略﹀︒﹂と押しのけた︒

十二914圏

五六百の小勢でぶつつかつ 十二913囹

と出合つたをぢさんの大隊は︑

十二889
十二8810
て行った︒

運悪くをぢさんの縦貫關銃

十二844

敵は退却し始めた︒

が急にきかなくなった︒

十二891

十二847

其の時であった︒

十二868園負傷された時は痛かった

と火柱が立つたと思ふと︑

ながら︑

十二697 内から登ると七階であった︒ 十二785圏私はじっと梢を仰ぎ見た︑ 十二884
部には︑

十二698 あの美しいと見た天守の内 十二8010 全速力で右方へ廻った我が

擦って管まれたもので︑
い へ やす

十二701 や＼北寄りの姫山・鷺山に

てるまさ

十二705 更に家康に信任された池田
輝政が︑

十二707 今日に見る優美にして堅固
極まりなきものに造り上げた︒
たいはん

十二715 中國・西國の大藩を目の上
のこぶと見た家康が︑

十二717 輝政をしてこ＼に金城土壁
を築かせたのは︑

十二728 當時の最も堅固な城であっ
た︒

十二772圃 今年も隣の柚子が黄ばん

でせう︒

いとも何とも思はなかったよ︒

痛いとも何とも思はなか

十一一899

は︑

0

だ︒

でせう︒

十二773圃かんとさえた冬空︑太 十二868園負傷された時は痛かった 十二896 其の時であった︒
陽がまぶしく仰がれる︒
隣のをぢさんは︑

十二8611圏
つたよ︒

な感じだった︒

びしやっとぶたれたやう

た︒

ほうたいをしたが︑それつ 十二938
きりもう立てなかった︒

十二8911

7て4た3〃9

、

十二776圏 竹ざをであの木の梢を 十二8610囲 たまがあたった時は︑痛
つ＼いてるた

十二779國 投げてくれた をぢさん
は︑

つた︒

十二871圏

な感じだった︒

「〈

0185

十二7710齪 をぢさんは︑ よい人だ 十一﹇8611圏 びしやっとぶたれたやう 十二899
十二78ノ圏 ざくつとおや指を皮に突
立てたら︑

十 十 十十十
二見二てニニニ
92え92ゐ929191

十十 十十十
二醸しニニニ
8383た838282

64

た一た
1008

1009
た一た

しやうい

僕は思 っ た ︒

十二9310 軍人傷疲記章が輝いてゐ
た︒

十二9311

十二田1 此の記章を附けた人々に封
しては︑

的感激に滞ちあふれた歌が多い︒

き

修行者が︑

十二佃4

渇者が清里な水を得たのに

彼の胸に湧上って來た︒

たらうか︒

十一一佃7園今のは佛の御聲でなかつ

も増して大きな喜びであった︒

渇者が豊富な水を得たのに

も増して大きな喜びであった︒

十二欄5

かうした國民的感激に満ち 十一一佃3 ふと此の言葉に耳を傾けた︒

あ

文武天皇がまだ皇子であら

あふれた歌が多い︒

十二9710
十一一985
やまと

東西の美しさを一首の中に

人爵も御供に加つた︒

大和の安騎野で狩をなさつ 十二期6

せられた頃︑

た︒

十二985
十二986

れないのだと思った︒

十二餌2 いくら感謝しても感謝しき
十二叫4 三人一しょに饒途についた︒
十一一989

十二期8

座を立ってあたりを見廻し

さういふ風に思はれて來た︒

彼は考へた︒

よみ込んだ︑まことに調子の高い歌

十二⁝⁝⁝2

十二欄5

あくま

恐しい悪魔の姿をした羅刹
羅刹のみるのに氣がついた︒

のみるのに氣がついた︒

十二柵5

たが︑佛の御亡も人影もない︒

特に歌の道にすぐれてみた 十二鵬3

紀伊國へ行幸の御供をした

ので︑後世歌聖とた㌧へられた︒

十一一9810

である︒

十二948園 皇后陛下から賜はつた義
足をつけたが︑

足をつけたが︑
終は ひ と り 言 の や う に 言 つ

十二948園 皇后陛下から賜はつた義
十一一9411

十一一992

十一一9810 後世歌聖とた＼へられた︒
きいの

時︑赤人が作った歌である︒

赤人が作った歌である︒

じっと其の物すごい形相を

十二欄6園此の羅刹の聲であったら
うか︒

一そうけんそんな心で言つ

羅刹は首を振った︒

羅刹は舌なめずりをした︒

修行者は少しも驚かなかつ

どこまでも眞劒であった︒

それを地上に敷いた︒

おもむろに口を開いた︒

それをくりかへし口に唱へ

ぎようりと目を光らせた︒

ｪ﹀︒﹂といふ深い意味が︑

心は喜びで一ぱいになった︒

彼にはつきりと浮かんだ︒

彼は氣ついた︒

今の言葉を書きつけた︒

彼は手近にある木に登った︒

修行者の心に感動するかの

昔の御佛に教を聞かなか

一度は否定してみたが︑

十二備7妙なる樂の音が起って︑朗

十二備5

羅刹はとぼけたやうに︑

つい︑うは言が出たかも
﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

十二柵8

た︒

修業者を空中に捧げ︑さう

心から禮辞した︒

がっしりした二階附の乗合

しゃか
十二⁝川4 ありし日のお繹厚様であっ

つた︒

十一一柵4 たゴ一すぢに道を求めて止
しゃか
まなかったありし日のお繹迦様であ

十二柵2

して恭しく地上に安置した︒

十二描10

かに天上に響き渡った︒

ひらりと樹上から飛んだ︒

十二佃11

静かに羅刹に問ひかけた︒
お前は誰に今の言葉を教
十二佃10

わしは腹がへってをりま

十二⁝川4

知れないが︑

十二川2囹

す︒あんまりへったので︑

十二川1園

へられたのか︒

十二⁝川5園

十一一m4

つたとは限らない︒

十二柵1園

見つめた︒

十二佃8

5

658

647411
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〃72110

やうに見えた︒

十十十十十

た︒

十二952 たゴありがたい感じで一ぽ
いになった︒

十一一955 東國から徴集されて九州方 十二992

遣唐使に從って支那へ渡つ

けんたうし

十二欄1

インドから高僧が渡海して

たこともあり︑

十二欄10

來た頃の華やかな奈良の都を︑

十二槌1 大和の國には︑群がった
中でもそなはり整った香具

山々があるが︑

極めて純な感情に生きてゐ

以上畢げた歌でも大器わか

山に登って眺めると︑

十二槻2

るやうに︑

十一一槌8
十一一撹11

萬世までも傳へようとした

たからである︒

十二欄1

身も心も疲れきった一人の

古人の心を︑

十二柵2

十 十十十十十 十十十 十
二た二ニニニニた二二二た二
114
0 114 114 113 113 112
0 112 112 111
0 111

114

115

115

115

115

面の守備に向かった兵士の一人が︑

りっぱな歌である︒

十二962 軍人の寛悟をあらはした︑

十二965 約四千五百首を二十巻に牧
武門の家大伴氏が上代から

めたのが萬葉集である︒
十一一9610
やかもち

言下へたものとして ︑

十二9611 大伴家持の長歌の中によみ
海を進 ん だ な ら ば ︑

込まれた次のものである︒
十一一975

十二976山を進んだならば︑
十二977 ｪ﹀︒﹂といった意味で︑

十二979萬葉集には︑かうした里民

る︒

十一一979忠勇の心の躍動した歌であ
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自動車が︑

十二伽7 イギリスが生んだ光榮ある
政治家

十二伽9 氣早なパリー子を乗せた幾

十二櫨3 すっきりした街路である︒
属領・昇順塁の自動車が︑

は︑

十二悩4 昔の王宮であったルーブル

か

ごし ま

十二伽6 どこか日本に似たところが
ある︒

十二櫛10 我が鹿見目市の景色に似通
か

ごしま

つたところさへあった︒

十二伽11 我が鹿見事市の景色に似通
つたところさへあった︒

十二伽一 イタリヤもかつては其の例
にもれなかったが︑

きんちやう

十二協1 今は殆ど其の跡を絶ってし
まった︒

ベニスへ向かはうとする汽

十二伽2 國汗すべてが緊張したの
である︒

十二伽4
車中のことであった︒

十二伽5 もう齢程目的地へ近くなつ

十二伽11園此の日本人と話をして見
﹁︿略﹀︒﹂といふやうな意味

よと言ったのです︒
十二糊1

かう込入ったことになると︑

のことを述べた︒

十二柵2
言葉はしどろもどろである︒

十二柵8

青年も︑嬉しさうににこ

十二㎜4彼の手を握った︒

何時の間にかベニスが近づ

く笑ってみたQ
十二柵9
いてるた︒

圓屋根や尖塔の省える水の
ベルリンに來て更にすばら

都が浮かんで見えるのであった︒

十二梱2
十二樹5
しいものがあるのを見た︒

きちんとした服装が先づそ
如何にもきりつとした揃ひ

れを物語る︒

十二捌8
十二槻1
の服装で︑

パリーでさへ︑時に散らば

である︒

十二悩6
十二悩7

十二備7囹

不孝者の爪で︑わしの心

お＼來た︒

飼犬に手をかまれた方が

其の食卓に空席があったの

十二備3囹

わしの家來を五十人にへ

見るかげもなくなった此

リや王が姉たちにぎゃく待

老父王のために軍勢を率ゐ

獲狂した老人が荒野にさま

十一一粥12

姉上たちからお受けにな

それがりヤ王であった︒

つたお心の痛みが︑

十二㎎7園

よってみるのを

十二粥10

て英國に渡った︒

十二粥9

ヤは︑

されてみることを探知したコーデリ

十二柵8

の老いの果を︒

十二幣1園

らしをつた︒

十二㍑1囹

れませぬが︒

十一．一爾11園芸はお小言が出たかも知

をかきむしりをつた︒

まだましぢや︒

心から﹁︿略﹀︒﹂と言ひな

十二備5園

聞くともなしに聞入ってゐ

運ばれて來た食事を取りな

がら席についた︒

十二悩9
がら︑

た︒

十二悩10

しばらくして奏樂がやんだ︒

樂長がつかつかと私のそば

覚えた︒

ｪ﹀︒﹂とあいさつした︒
胸がときめくのを

ひたすら心に待ちかまへた︒
やがて曲は撃つた︒

漏堂を墜してゆるやかに流
れ始めたのであった︒

満堂を堅してゆるやかに流
予も大分高齢になったに

れ始めたのであった︒

十二燭8

よって︑

十二搦3園

十一一佃10園今までどこにるたのかな︒
茂った森林︑豊かな平野︑
通りをおっしゃいました︒
発と申し上げたものか︒

わしは︑ばかな︑たはけ

激しい御野心は︑もうを

た老人でござる︒

さっきも申しました通り︑

どうしたのだ︑娘︒

もうすっかり疲れた︒

十二塒6

十二塒4

十二塒4

十二塒3

かういふ法律上の孚があっ

もう返したはずだとか︑

借りた賢えはないとか︑

貸した金を返せと言って︑

さまりました︒

十二湿9園

よくも申したな︒

承知致しました︒

らしにおさらしになったとは︒

十二惚6園此の世に生まれたどんな

十二捌4圏

十二旧1園此のお顔を荒狂ふあのあ
十ニー39闘

孝行の子にもまして︑

時に散らばった厚くづを見

十二柵2園姉上は︑私の思ってみる

つた紙くづを見たが︑

十二槻5
十二麗5
たが︑

十十

住宅を郊外の森林地帯など
に螢むことが流行して來た︒
かうしたドイツ人が︑

3107513

十二髄9
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園園園園園暴

た頃︑

十二掛1

1菊1網1昭1431431翻

十二協7私のそばに腰をかけた︒
十二㎜1 はっきり日本語で言った︒

私は町のとある食堂にはい
しょくたく

十二悩3
つた︒

夫婦の客が︑手をあげて私
をさし招いた︒

十二悩5

みた夫婦の客が︑

十二悩4

向かふの食卓にすわって

十二憎2 張星で日本語の研究が盛で
あることは聞いてみたが︑
られたのはこれが始めてである︒

十二伽3 外國人に日本語で話しかけ

べてるた︒

十二伽9 私とかの青年の顔を見くら

76533た1〃
Q

一一一一一 ﾖ一一
135135135135135來135134

十十十十十

十十十十十十

た一た
1010

1011

た一た

た場合に︑

十一一塒8

皆人や臨戦の書手を調べた

りした上で︑どちらの主張が正しい
かを判噺し︑

十二樹2例へば甲の持ってるる家が
謹人其の他の謹接を取調べ

焼けたとする︒

十一一旧7
た上で︑

十二塒3 ほんたうにさうした不法行
爲があったかどうか︑

十二価4 ほんたうにさうした不法行
爲があったかどうか︑

十二囑4 若しあったとすれば︑

たら︑

十二価10 ほんたうに犯人であるとし

ばいしん

十一一梛5 又人民中から選定された十
二人の陪審員が︑

十二樒11 裁判できめられたことに服
陪審員になった場合には︑

10

謹人として法廷に出た場合

43

從することであり︑

十十 十
十 十 十十
二二た二てら二ら二にニニ
161161ら159、、1田、1駆は1駆1駆
私たちはすでに知った︒

せっかくの國法も償値を失ひ︑

裁判が公平に行はれぬとし

人10

2

當がつかない︒

かう言っただけでは殆ど見

62

其の敷は三の次に零を二十
又は黒くいぶしたガラスを

七つけたものになる︒

十一一塒11
十一一悩1

太陽の黒影と呼ばれるもの

通して太陽を見ると︑

十二悩4
で︑見たところ胡麻煮のやうだが︑

十二悩11夜の空に銀の砂子をまいた

そ

和算の基礎を確立した人で

さ

關孝和といふ人があった︒

日本が生んだ敷皮界の偉人

と見える小さな星と
十二価10
に︑

十二備1
十一一塒2
ある︒

孝和は決してそろばんを考
そろばんの達者であったか

案した人でもなければ︑

十二塒5
十二塒6

我が國は︑もと支那から敷

らえらいといふわけでもない︒

十二櫛7

開平・開立等の算法を行つ

學を學んだ︒

十二描9

それが代敷學にまで高めら

て來たのであるが︑

十二欄11

そろばんといふものが考案

れるやうになった︒

十二研2

それが日常の計算に非常に

され︑流行し始めた︒

十二僻3

戦國時代には︑すでに輸入
算木による方法を捨ててし

してみたのであるが︑

十二続8
十二佃9

此の方法から導き出された

捨てなかったばかりか︑

まふことはなかった︒
十二柵剛9

江戸時代に出た關孝和の天

我が國の盗難は︑

十二研10
十二研11

才によって︑

世界的水準にまで高められ
世界的水準にまで高められ

たのであった︒

十二塒1
十二佃1

たのであった︒

更に文字を記號として使ふ

かつ演算することが出撃た
のである︒

十二佃8
十二佃11

ことをも工夫した︒

紙に書きあらはす筆算の方
法に改めたのであるが︑

十一一柵3

從って今まで企て及ばなか
つた数學上のことがらが︑

十二旧5

次から次へと解決されるや
うになった︒

十一一欄7

支那の数學が未だかつて及

高い域にまで進むことが出

び得なかった高い域にまで

十二欄11

十二柵1

ひとり我が國のみであった︒

來たのである︒

十二柵3

これを角術と著したが︑

算木によるむつかしい敷學

便利なものであったため︑

十二珊5

十二旧5

は全然忘れられてしまったのであっ

もちろん彼以前支那にも日
十二柵9

孝和の天才は︑︿略﹀︑いよ

本にもなかったところである︒

十二榊7
全然忘れられてしまったの

た︒

十二旧5

であった︒

く巧妙な働を見せた︒

びぶん
十一一柵11 西洋の微分・積分に封比す

べきものにまでおし進められた︒

十一一個3 ドイツのライプニッツによ

彼等がかういふものを生み

つて創始された高級の敷學である︒

十二捌4

むしろ當然の道を進んだも

敷學の長い歴史があったか

出したのには︑

十二m5

らで︑

ひたすら和算に猫自の天地

のといへる︒

十二m6

十二m8

和算はいよく進境を見せ

を開いたのであって︑

た︒

十二柵1

十二擢3他の諸流に比して著しく頭

關流を始め和算の諸流は自

角をあらはしてみた︒

らすたれた︒

十二堰5

敷學もまた西洋の敷學によ

かった西洋諸種の事書を採用するた

十一一槌6 當時日本が學ばねばならな

め︑

十二俄8

和算にかくも爽揮された日

まことにぜひもないことで

らなければならなかったからで︑

十二槌9

あった︒

十二皿9

急速の進歩を成し遂げたの

本人の天才と錬磨があったればこそ︑

十二槌11

急速の進歩を成し遂げたの

であった︒

十一而1

であった︒

た一た
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十二欄3 春の國から生まれて來たか
と思はれる白雲が︑

十二冊8 くつれた雪は︑やがて雨落
ちのみぞにとけ込んで︑

十二㎜4 庭におり立つた私は︑
十二㎜⁝4 荒なはで枝を釣った松の根
もとに︑

其の土をしっかりと握って

土を見つけた︒

十二憎5 そっと顔を出してみる黒い
十二㎜⁝7
みた︒

うにさへ思った︒

十二㎜8 ほのかな春の香を感ずるや

十二㎜9囹雪の中からお人形が出て
來たの︒

形が︑

十二㎜11 雪にうまって冬を越した人

十二捌1 妹の小さな手に抱かれてゐ
た︒

十二捌6 ほ＼笑みながら私はかう言
つた︒

十二捌9 泥まみれの長靴をはいた弟
が︑

くのが見えた︒

十二捌10 垣に沿うた小路をとんで行
十二捌11 垣に沿うた小路をとんで行

くのが見えたQ
十二槻3 明るい聲が︑︿略V︑はずん
で來た︒

十二槻5 あちらこちらに黒ずんだ畠
の土があらはに出てみる︒

十二磁7 川べりに並んだはんの木が

目立つ︒

一だんと大きなはんの木の
弟が大きな聲で呼んだ︒

間に︑かぶった白い手拭が見える︒

十二槻8
十二槻10

十二槻11立ってしばらくこちらを見

水は思ったより冷たかった︒

水は思ったより冷たかった︒

正午を知らせる町のサイレ

せる町のサイレンが長長と響いた︒

十二塒4
ンが長長と響いた︒

はしなくも朝敵といふ汚名
すでに大政を奉還した彼に︑

をかうむつた︒

十二価8
十二悩9
十二髄10

てるた母が︑左手をあげた︒
左手をあげた︒

十二鵬8

しかも徳川方がもろくも敗

しかし何事も時勢であった︒

逆心などあるべきではないが︑

十二槻11
弟がかけ出した︒

十二悩8

澄んだ水の色︑

あたりを見廻した︒

た︒
＋二研−〇

慶喜に不興の心がなかった
けだし當然であった︒
きんしん

ひたすらに謹愼の意を表し
かずのみや

いへもち

宮はさすがに御憤りをお感

心中をあはれみ給うた︒

十二欄1 事情止むを得なかった彼の

しになったが︑

＋二黒−〇

江戸に達した時︑

十二鵬9 早雪吾叛逆の報がいち早く

はんぎゃく

であらせられた︒

十二柵5 御涙の乾くひまもない御身

兄孝明天皇が崩御ましくた︒

ほうぎょ

十二悌3 績いて杖柱とも頼み給ふ御

の問の夢であった︒

十二柵1 公武一和の望は︑ほんの束

當時から七年前のことである︒

將軍家茂に嫁ぎ給うたのは︑

十二観8 御幼名を和宮と申し上げ

た︒

十二研4

十二研1 大阪から海路江戸に露つた︒

＋二鵬−〇

としても︑

十二髄9

れたのである︒

十二鵬3 ﹁︿略V︒﹂と言った︒

三四百米も走ったので︑あ

十二橿11

十二鵬4
つくてたまらない︒

上着を取って︑はんの木の

何時の間にか向かふ側に行

僕は帽子を取っておじぎを

僕等を見てにっこりしたの

下枝にかけた︒

十二鵬5
十二閥7
で︑

した︒

十二鵬8
十二捌1

長靴をはいたま㌧下手の淺

つた弟は︑土遊びに齢念がない︒

十二捌5

長靴をはいたま＼下手の淺

瀬にはいった︒

十二悩5

瀬にはいった︒

足もとからむくくと濁つ

十二悩8

て湧上つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

十二悩6

十二悩8

十二悩2

晴渡った空に︑正午を知ら

の出來なかった目には︑

十二悩10此の三四箇月土を見ること

十二価3

十二㈱1

事情止むを得なかった彼の

やさしい女性の御心に熱

によしやう

心中をあはれみ給うた︒

十二欄2

くわういん

かたじけなくも皇胤に生

火が瀦ぜられた︒

十二欄3

御心に深く決し給ふところ

まれたとはいへ︑

十二鵬11

があった︒

十二柵4

歎願書をたつさへた關東方

まさに風前の燈火であった︒

十二柵2東海道を西へ上った︒

十二㎜6

の使者は︑

くし
十二柵7 櫛の歯を引くやうに京都へ

實に言々血涙の御文章であ

たゴ宮の御使藤子だけであ

無事京都に着くことの出來

向かったが︑

たのは︑

十二㎜9

十二㎜9

つた︒

つた︒

十二欄11

此の御文を拝見してひとし

く泣いた︒

十二醜5

徳川の家名は噺絶をまぬか

それはく略V宮の御文の力

時から一攣した︒

十二醜6徳川に封ずる朝議は︑此の

十二醜8

であった︒

れた︒

十二醜11

しかも談笑の中に開城の約

あんど
十二醜11 ほっと安堵の胸を撫下した︒

十二欄4

江戸市民は兵火をまぬかれ

が成立した︒

十二鵬6
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た︒

お う べい

十二欄7 幸はたゴそれだけではなか
つた︒

十二欄8 當時欧米の強國は︑ひそか
さっちやう

に我が國をうかゴつてみたのである︒
官軍に好意を見せようとしてみた︒

十一一欄10 イギリスは薩長を通じて
十二欄11 長く戦ふやうにでもなった
ら︑

十二脳1 其のすきに乗じて彼等は何
まこと に 危 い こ と で あ っ た ︒

をしたかわからぬ ︒
十一一脳2

﹇712

ダ︒

イッシャウケンメイ＝タタ

カヒマシタガ︑

ニー5七山ノムカフハ︑村ダッ
タ︒

ダッタ︒

ヒロイ

ウミダッタ︒

ニー7圏タンボノツヅク村
二24圖

二26寸尺イ ウミダッタ︒
二了6 天キガシンパイデタマリ
マセン︒

テ︑

ニー34園

Q園

マス︒

カベサンバ

ヘイキデヰ

セカイヂュウデーバン

ェライノハ︑ネズミダ︒

二597園

アレハナンダ︒
アレハナンダ︒

センカ︒

I1園

ヂキニ年生デハアリマ

二櫛7園クワモツレッシャダ︒

二悩5園 キシャダ︒

一生けんめいになって︑

とてもそんなものでは

三293

まるでふうせん玉のやう

三334

大きな舟のやうに︑うみ

にふくれました︒

三296

ありません︒

三278園

こ︑こ︑こ︑こ︑といひます︒

二636目ガサメタ時ハ︑モウ 三145 はなしでもするやうに︑
ヨルデ︑

二663園
二664園

イッシャウケンメイ一一ヲド
リマシタ︒

U72

モットジャウズニヲ
ドッテ見セマセゥ︒

二694園

二783

マッシロニナリマシタ︒

ナイカトオモヒマシタ︒

ユメヲミテヰタノデハ

三401園

だれだ︒

モウヂキショウブダ︒

いて︑

三425園

た︒

三432園

もう

一本で千本だ︒

つもりで︑九百九十九本は取っ

三428園

ヨホド大ジナモノニチ 三427園 べんけいだ︒
よい刀を千本あつめる

オヂイサンガヲシガル

V13囹 コ︑レノ大ジナコブデス︒ の上を︑
二715 ヲシサウナフウヲシマシ 三355 大きな舟のやうにうこ
タ︒

ノダカラ︑

二721囹

二722園

オイシサウニタベテシマ

オ天キダサウデス︒

二81園 サウダ︒
ニー27 大イソギデハガキヲダシ

十二梱5 危き日本の運命をもお救ひ

四二75

りか︑

十二脳4 江戸市民を救ひ給うたばか

になったと言って︑決して過言では

マッカニヤケル︒

ガヒナイ︒

ヒマシタ︒

二311圃

マッカニヤケル︒

ないのである︒

二313圏

︽ダ・ダッ・ダ

ラ︒ヂヤ・デ︒ナ・ ナ ラ ・ 二 ︾ 5 頂 点 で あ

だ

一一

マジメナカホヲシテ︑

テイネイニミテカラ︑

カセテ︑
二864ムリニ犬ナヲ

二833圏

三536囹

ニヰルノダラウ︒

二426

三633 それをじぶんたちのあた
まに合ふやうに︑わに作って︑
三648園 君はたぬきだよ︒

ドコ

二433

三552園コレハオモシロイ子ダ︒
三586 一生ケンメイ＝ニゲテ行

二965圏ニクイヤツダ︒

キマシタ︒

ノブシギダ︒
二937コ
園レ ︑
二馴1囹 キレイダ︑キレイダ︒

オカアサンモ大子ロコビ

ケンメイ一一ナッテフイテモ︑

二451園ホンタウニョイ子ダ︒ 二941園キレイダ︒
二561園イクラ私ガイッシャウ 二964囹ニセモノダ︒

デ︑﹁︿略﹀︒﹂トカンガヘマシタ︒

二447

マッ白ナ中ヲ︑

シャサマノマネヲスルノデ︑
二786 花ビラノヤウナユキガ︑ 三523 オハシノカイデジャウズ
二417 花子サンバ︑キフニヲカ V94ネコガ︑サムサウ一一︑ハナ ＝コイデ︑
三534園 ダレダラウ︒
ノ上ニシワヲヨセマス︒
シクナリマシタ︒

アンマリジャウズニ︑オイ

オコッテヰテ 二732
二381圃ドンナニ

デ︑オヂイサ

一パイニヒロガリマ

メヅラシイ大キナモモ

モ︑

るから・ちいさなねじ・なんだか

二416

3ダ

T6

一122圃キレイニ ハレタ︒
一342圃オヤドハドコダ︒
オホヨロコビ

一567園

テ︑

一532
イッシャウケンメイニナッ

シタ︒

一422
ソラ

一421マックロナクモガ︑

一363 ニギヤカニヲドリマシタ︒

ンヲオザシキヘトホシマシタ︒

一355

一347圏オヤド ハ ドコダ︒

︵助動︶鰯

一一
一一

一一

一一

だ一だ
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三654園 よいお天氣だね︒
三846圏

これだらう︒

はい︑それでございます︒

が見えます︒

きれいな箱をおわたしに
ゆめのやうに︑あちらこ

になりました︒

お前の落したのは︑こ 三桝5 一度にまつ白になって︑
四54 見きはめもっかないやう

ちらと歩きまはりました︒

三伽1

なりました︒

ほんたうに正直な男だ︒ 三論6

ふしぎなおちいさんから︑

三908囹

れだらう︒

三906園

三886圏 どうしたのだ︒
三893園 それはかはいさうだ︒

三863

三855圏

三673園なんだかおもくてす＼ 三847圓 はい︑それでございます︒ 三⁝隅5 おくの︑りっぱなごてん
．三855園 ほんたうに正直な男だ︒ へ通しました︒

君のこぐのがへたな

君のこぐのがへたな

まないやうだ︒

三675園
のだ︒
のだ︒

三675医
三713園 よいかんがへだ︒
三733 ミンナキレイナ︑カハイ・
キンギョデス︒

キンギョガ︑急二大キク

お前のやうなうそっき

三935園何ダラウ︒

には︑

三916園

にきつくなりました︒

う︒

四107園何といふ早い舟だら

早く走るのでした︒

四104まるで鳥のとぶやうに

三745 ズットキレイニ見回マス︒ 三912 今までやさしさうに見え 四82園舟を作ったらどうだら
う︒
てるたおちいさんのかほが︑
三913 おちいさんのかほが︑急 四83園 よいかんがへだ︒

見エタリ︑

三748
マタモトノヤウニ︑小サ

ク見エタリシマス︒

三75一

オナカガスイテヰルダラ

ウト思ッテ︑

三754

おいしさうにのみました︒

だったね︒

四152

四162園

ばうしのおばけのやう

かはいらしい海軍だな︒

さうだ︑海軍がい＼︒

よ︑にいさん︒

四157圏大きくなったら海軍だ

四171園

じいうにとんで行くの

四173園

だ︒

四197

じいうにとんで行くの

ださうです︒

四197

動くひかうちゃうのや

ださうです︒

四202園

一生ケンメイニ走リマシタ︒

うなものですね︒

四227

ムチュウデ走りマシタ︒

シマヒマデ走ルモノダ︒

四235

四246囹

りません︒

ございます︒

四322園もと月の都のもので

急に︑︿略V︑あたりがあ

四332園それは大へんだ︒

四351 お月さまが十も出たか
と思ふやうに︑あたりがあか

かるくまりました︒

うれしさうにおっしゃいま 四訓8

ほんたうにしばらく

強さうに見えました︒

四147園

四145

した︒

四143

行ったといふことです︒

四116園鳥のやうに早いから︑ 四328囹 お別れするのがつらく
四125 だんくゆたかになって
て︑泣いてみるのでございます︒

のだらう︒

四115園その力がのりうつった

行ったくすの木だ︒

三957今ウンテンシュガー生ケン 四108囹ふしぎな舟だ︒
三762圏 花火だ︑ きれいだ︒
四248 マタ一生ケンメイニ走リ
メイニナッテ︑
三763圏 きれいだ︒
マシタ︒
四108囹ふしぎな舟だ︒
三801まつさをな水の上を 三里5 いたいのが少しなほった 四113囹ふしぎでも何でもない︒ 四304園じぶんのほんたうの子
四113園ふしぎでも何でもない︒ でないから︑
四115園 あのぐんくとのびて 四305驚動の思ふやうにはな

そんなかはいさうなこと

ぼくたちがっかまへた

をするものではないよ︒

三㎜⁝1園

をするものではないよ︒

三欄8園

じっと見ながら︑
やうに思ひました︒
三804 まつ白な長いひげの生え 三塒1圏 一生使ふ大じなはです︒
たおちいさんが︑
三慣7園 さうすると︑こんなに
はがわるくならないでせう︒
そんなかはいさうなこと

三807囹 どうしたのだ︒

お前の落したのは︑こ

三815園 それはかはいさうだ︒

三825園
れだらう︒

三826園 それではございません︒

てつのをのでございま 三柑3 だれだらうと思って︑
三柵6黄でぬった︑りっぱな門

のだもの︒

三835園 い＼え︑それでもござい 三佃6圏
ません︒

す︒

三836囹
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るくなりました︒

四423園

お月様が走ってみる

四384圖園 つゴみの うちくら
だらうか︑
らうか︒

四431圏
だよ︒

お月様が走ってみる

雲が大急ぎでとんで
ないO

くやうにも見えます︒

四435
四436園
四437囹
四467園

た︒

か︒

カラ︑

か︑

のは雲だ︒
のは雲だ︑

頼光様ではありません
四596園

四603園

人間がのめば強くなる︑

ふしぎな酒です︒

たのだ︒

が負けるかも知れない︒
四958園 こ＼へ渡って來たかっ

かはいさうに︒

すぐもとのやうになり
けふは節分で︑豆まきの

四998園
ました︒

四m5
四撹1

日です︒
ありました︒

四研6弓のじゃうずな大平が

けましたので︑

四聖8さかんに鐵の矢を射か

四佃3ちりぐになって逃出し
ました︒

四m4園

大菊は︑矢のきずが

よい所だ︒

もとで︑とうとう︑この島でお

四価6園

こけが生えたやうな男

それは珍しいものだ︒

りっぱな城に住んで︑

四書4
でした︒

らう︒

四天5園 鬼のやうでもあり︑
四描6園 人のやうでもある︒
四備7園 人が珍しがって見るだ
四帽7囹 あは＼＼︑何だ︑あんな
弓しか 引けないのか︒

ました︒

四伽6 急に︑矢先を
の方へ 向けて︑

り︑

四槻2蟹 まっかなまうせん︑
四協5圏 にぎやかに︑ お話した

だ︒

四梱1園 われこそ︑その 百合若

きゃうだい

四伽6 置月のやうに引きしぼり

四937園これでは︑ぼくらの方 四佃4園 何だ︑こけ丸︒
四佃5 こけ丸は︑平氣なかほで︑
四佃1七 何を生いきな︒
四伽2園 百合若様の弓矢だ︒

マシタ︒

四894 ムチュウニナッテサケビ

四881ニイサンバ︑元宵ナ聲デ︑
四892シヅカニ動キ出シマシタ︒

マス︒

鬼は手早だ︑足早だ︒
四733鶴
鬼は手早だ︑足早だ︒
四733圖
急に横向︑後向︑
四742圏
四857 ニギヤカ一一話ヲシテヰ

のき＼めがあらはれて︑

なくなりになった︒
四684園これはよい酒だ︒
四687そのうちに︑ふしぎな酒 四M6 これまで百合若のみた︑

おいしい酒ですから︑

四682のんだこともないやうな︑ 四柵2園

行きました︒

四617 頼光がふしぎに思って︑ 四椥2 かへるとちゅうに︑きれい
な島がありましたので︑
四653 りっぱなごてんへっれて

o

何

四424園雲が走ってみるの

のだ
だ
の
ノー

やう においひつけになりまし

四577しゅてんどうじをたいちる

だらう

四563まだあれが生きてみる

うが︑

四551どんなにかないたのでせ

した︒

四馴6 かはいさうに︑ある晩︑ね
ずみに 足の指をくひ切られま

アル

四513囹コンナニモミガホシテ

デ︑

四482ウチノ人ハミンナルス

雲だ︒

走ってみるのは雲だ︑
四467園

雲だ︒

走走お
つつ月
てて様
ゐゐで
るるは

四伽6 半分眠ッテデモヰルヤウ
一一︑弱イ光ヲ出シテヰ古画日

様ガ︑

マダオ前ノ出テ

ハヰマセン︒

ナイ︒

來ル

ニ

シ

モウ前ノヤウニ負ケテ

ヤウニナリマスQ

四伽8ダンく暖イ光ヲ送ル

四枷2

バカリ

時デハ

四旧7園

四伽1園 野や山ヲマッ白

マタ雪デマッ白＝ナリ

テヤル︒

マス︒

四伽6

カハリニ︑

いふよい けしき

お天氣だ︒

四欄4園野山ヲ マッ白目シタ

四齪4園よい

何かきれいな物が

略記5園何と

だらう︒

四丁1

こんなきれいな着物は︑

着物だ︒

あれは何だらうな︒

か＼ってゐます︒

四冊6園

四悌3園

四駕6園

ざいます︒

どうしてお持ちになる

四悩5園それは私の着物でご

四声7園

それは︑天人の羽衣で︑

のでございますか︒

あなた方にはご用のない物で

四価3園

ございます︒

い物でございます︒

四価4園あなた方にはご用のな

だ一だ
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四燭6園

天人の羽衣なら︑なほ

さらお返しは出謹ません︒

四燭6悲しさうなかほをして︑

四研1れふしもきのどくに思ひ

これも︑自．分たちの仲間では

考へたことがありました︒
五枢8

何だかおそろしいやうな︑う

ないかと思ったこともありました︒

五149
れしいやうな氣になって︑

五151

ました︒

四㎜4 しっかにまひ始めました︒

五162水の中にみるのが︑いやにな

ました︒

五165
五172

何だか息がつまるやうな氣が

氣がせいくするやうに思ひ

うれしさうにとびまはりまし

五248
した︒

五283

五248圏

大そうりっぱな劒が出て來ま
たふとい劒だ︒

坂が急で︑道がじめくして

あ︑汽車だ︑汽車だ︒

少し平かな︑ひろい所へ來ま

ゐましたので︑

五292

汽車だ︑汽車だ︒

した︒

五316囹

しぜんと走るやうになりまし

五316園

五328

八幡様ださうです︒

はちまん

五331

原口町のにぎやかな通を見物

た︒

五334

五434園

ませんか︒

らくだを逃したのではあり

そのらくだは︑片目ではあ

たしかにさうです︒

りませんか︒

五437園

五448園

五451園私はそのらくだを見たので

でも︑そんなにくはしく御

はありません︒

五454圏

そんなにくはしく御存じで

存じではありませんか︒

五454圏

い＼え︑見たのでも︑聞い

はありませんか︒

五459囹

たのでもありません︒

扇のやうにひろげました︒

急に暗くなったので︑

五464圏

五463園

さうだ︑さうだ︒

こいつがどろぼうだぞ︒

五459囹聞いたのでもありません︒
五338

しながら︑

五367

さうだ︑さうだ︒

五394

目は小さくて︑あれでも︑下
に落ちて居る物が︑よく見えるのだ

鼻の先に目がついて居て︑物

私どものらくだをぬすんだ

引つばつて行った︒

五472圏

らくだを逃したのではない

のでございます︒

か︒

五482圏

そのらくだは︑片目だらう

片目だらうの︑びっこだら

の︑びっこだらうの︑

五485園

います︒

よく見えるのだらうかと思は 五483園 ﹃︿略﹀︒﹄と尋ねるのでござ

らうかと︑

れます︒

五395
五397

をさがすのではないかと

うの︑歯が抜けて居るだらうのと︑

池のやうなものがこしらへて 五485園
ありました︒

五401

﹁々見たやうに申すのでご

歯が抜けて居るだらうのと︑

ざいます︒

五487園
かけられたら大へんだ︒

ふん水のやうに吹上げました︒ 五488囹
五422園

五421

二人は︑むりに旅人を役所へ

まあ︑きれいだこと︒
先が蛇の口のやうで︑

五368園
五385

ほがらかな天長節だ︒
ほがらかな天長節だ︒

鼻をぐるつと巻くやうにして︑

ふしぎにお思ひになって︑

五466

五464園

五177圃

五388

目はまっかで︑背中にはこ

大蛇をずたくにお切りにな
たきのやうに流れました︒

口の所へ持って行ってたべます︒

しっかな森へ行くと︑

ます︒

五221園

五餌6

ました︒

五243 ひの川の水が︑まっかになり 五409囹島のやうだね︒

五242

りました︒

五241

けが生えてゐます︒

五222園

谷にわたるほどで︑頭が八つ︑

長さは︑八つの山︑八つの

ましたので︑泣いてみるのでござい

五216園大蛇が出て疑る時分になり

五181圃

五177圏

た︒

五175

はありませんでした︒

これまでのおたまじゃくしで

しました︒

五164

つて來ました︒

うれしいやうな氣になって︑

五14 明かるかった世界が︑急にま
急にまつ暗になりましたσ

つ暗になりまし た ︒

五・14

五26 大きい︑りっぱな鏡をお作り
になりました︒

五27 或神様は︑きれいな玉をたく
さん作って︑

五28 くびかざりのやうに︑ひもに
お通しになりま し た ︒

五41 こっけいな手ぶりや身ぶりを
して︑

五44あまりおもしろさうなので︑
五53 いよくふしぎにお思ひにな
つて︑

すぜ

五63もとのやうに明かるくなりま
した︒
い

五83国五十鈴川のきれいな水で手
を洗ひ︑

五88囲外宮と同じやうに︑お屋根
をかやでふき︑
ぎやうれつ

五92圏 一切白木づくりで︑
ら後から︑

五114 ありの行列のやうに︑後か
五122 自分の親が︑あの四本足の蛙
だらうなどとは︑
こひ

五125 鯉やふなが︑親ではないかと
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した︒

五593

しかし︑轟ではありませんで

こんなに海が荒れるのに︑

五825

五814

みんな暑さうにぐったりして

い㌧氣持だ︒

手をのばしてみたが︑だめだ︒

居る︒

い方がよいと︑

五832

とんぼは益轟だから︑取らな

る︒

しか
しっかりした氣性で︑

それは何者であるか︑

へうきんなお方でした︒

きしゃう

五974囹

も︑

五977

ます︒

五822 びっくりしたやうに︑﹁じ 五959園われと思って大切にせよ︒
目は鏡のやうでございます︒
五968園
＼︒﹂と聲をたてて︑
地も明かるいほどでござい
五971園
五827

出來テ居マシタ︒

静かな︑静かな家の中︑
五931圃
ツタリ來タリシテ︑
五488園 一々見たやうに申すのでご 五588 豆のさやのやうな物を舟にし
静かな︑静かな家の中︑
五806 モウ︑リツパナクモノアミガ 五931圏
て︑
ざいます︒
五953園わが子孫が治むべき國であ

五495園 いひ分があるならば申せ︒

五596園小さい神檬だなあ︒

五498囹 とんでもないことでござい
ます︒

兄弟のやうに仲よくなさいま
おもしろさうに︑歌を歌ひな

五665囹

もと雨の一しっくで︑空から

五693

たき

うれしさうに歌ったり︑

落ちて來たのです︒

な顔をして︑

と︑

五餌1 これも僕が植ゑたのだと思ふ

きれいな川だ︒

きれいな川だ︒

皆さん︑御丈夫ださうで︑
五906國

五902

コノ上ヲイソガシサウニ行

マツスグニナリマシタ︒

です︒

泳げるやうになったさうで
五908國
すね︒

ノダ︒

五佃2

甲號功章を︑始めていたゴ

セツカク︑アケテ下サツタ

こよりのやうな赤い花︒

何本持って來てもだめだ︒

その上︑大切な釣針まで︑

五柵5園

五価3

五川4囲

テイネイニオジギヲシテ︑

五伽2園

五佃塗圏 モウヂキ下りルノダカラ︑

ト言ヒマシタガ︑

五鵬1少シアワテタヤウニ︑﹁︿略﹀︒﹂

りました︒

いたのは︑實にこの金剛・那智であ

五悩7

かふがうこうしやう

ました︒

五995相手は︑急に様子をかへて︑
五欄3 一生けんめいになってさがし

か︒

五837 夏はおれの世界だといふやう 五978へうきんなお方でした︒
五666園 よく平氣で居られますね︒
五979おそろしさうな男です︒
な顔をして︑
五674囹 そんなに代々舟の上で死ん
五838 夏はおれの世界だといふやう 五982こっけいな様子をして︑
でも︑
五984お前は誰だ︒
五985園どうして︑そんなに笑ふの
五687

がら來ました︒

五663

した︒

五633

五502園 らくだが逃げたのではない 五597園何といふお方だらう︒
かと思ったのでございます︒

五502園 らくだが逃げたのではない
かと思ったのでございます︒

ことは︑

五504園 そのらくだが片目だといふ

食ってあったからでございます︒

五507園道の片がはの草ばかりが︑
五518園 一々もつともである︒

五522園 荷物の品をどうして知って
居るのでございませうか︒

五523園 それは何でもありません︒

静かな村が績いて居ました︒

た︒

五717

書は暖な日に照らされ︑

五872僕が三番目だつた︒
少し泳げるやうになって︑
五893団
負けないやうにしなければ
五899囹

だ︒

五844たのしさうな聲が聞えて來る︒
五525園 たしかに︑お前がぬすんだ 五706園 みごとな瀧だ︒
たき
五餌4 さうだ︑僕も行ってみよう︒
五706囹 みごとな瀧だ︒
のではない︒
五526園 お前がぬすんだのではない︒ 五714 いよくにぎやかになりまし 五857けふから夏休だ︒
涼しいうちに勉強するつもり
五868
五527囹 二人がうたがったのも︑む

五719

夜はきれいな月を浮かべなが

りではないが︑

五528囹 今聞いた通りである︒

五721
五724囹

川舟が静かに通る︒

いけないね︒

五724園

五80一

五797

來マシタ︒

御丈夫ださうで︑けっこう
五771私ハ︑急ニオモシロクナツテ 五907国

︑が
夕立が來さうになった

五751圏

ら︑

五533 スキ通ルヤウニナリマス︒
五55一 キユウクツサウニ︑カラダヲ
マゲテ︑

ルノモアリマス︒

五551 一生ケンメイニハタライテ居
五564圃 村中そう出で︑田植だ︑田
五564圃 田植だ︑田植だ︒

植だ︒

五584園 何だらう︑あれは︒

だ一だ
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五m⁝3圏 間もなく︑きれいな御殿へ
命は︑静 か に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と お

お着きになります︒
五捌4

つしゃいました︒

五二7園 海の世界が︑おいやになつ
たのではありませんか︒

五伽7園 おいやになったのではあり
ませんか︒

せう︒

五伽8園 あれが取ったのでございま

洗って︑

五彩3 すぐそれを取出し︑きれいに

つてすまなかったね︒

五伽3囹 ほんたうに︑むりな事を言

六16 天皇にお仕へ申すやうに︑お
傳へさせになりました︒

しつれい

六26 意外にも︑手下が集って來ま
せん︒

ました︒

六33囹 まことに失禮な事をいたし
六42 まことしやかに申しました︒

六54 獣を取るのに使ふやうな︑お
としの大きいのがしかけてあります︒

六57囹 まことに恐れ多い事だ︒
六74 二人の強さうな大町が︑
さいご

六76園何の御用でございますか︒
六98 あはれな最期をとげて居まし

す︒

ほう ね ん

六147翻 年も豊年満作で︑ 村はそ
う出の大祭︒

六175針ハ︑生キ物ノヤウニ︑ピヨ
イロくナ物ヲ吸着ケテアソ

ントトビ上ツテ︑

六182
ンダQ

六184オモシ耐量ツタノハ︑釘ダ︒
六204黒イ粉ノヤウナモノガ︑
六207クツ着クノダサウダ︒
六207クツ着クノダサウダ︒
六212うちの稻刈だ︒
六212よい天氣で︑あちらでもこち
らでも︑稲を刈って居る︒

六217 ｪ﹀︒﹂と︑大喜びである︒
六242逃げさうにした︒
六246いなごを飼って置くのだと言
つて︑

六252牛を飼って居るつもりなので
ある︒

牛を飼って居るつもりなので
六252
ある︒

六278囹 一つりっぱな宮殿を建て︑
い︒

六313圏あなたは︑たゴの人ではな

こ＼へ來たのだ︒

六斜6園 われは女ではない︒
六317園やまとをぐなだ︒
六葉9囹 汝をうてとの勅をかうむり︑

六361圏
ざいます︒

狩をなさってはいかがでご

ふしぎにも︑今までもえせま

つて來た火は︑急に方向をかへて︑

六378

どうして静かなのだらう︒

どうして静かなのだらう︒

急に方向をかへて︑

六402園

六379
六402園

六404圏あ＼︑さうだった︒

六546

おかあさんを引張るやうにし

て︑連れて來た︒

の︒

六551冠すつかりさかさまちやない

六561すっかりとくいだった︒
六566十三萬といふ大軍である︒
六574釣舟のやうな小舟であった︒
六574釣舟のやうな小舟であった︒

うまさうに︑すつばすつばと

おいしさうにたべ始めました︒ 六581まるで︑大きな島が出來たや

六582

である︒

ある︒

六605

六606

大きな島が出來たやうなもの

又押寄せて來るのは明らかで

我が國にとっては︑これまで

ひやくしやう

にない大難であった︒

上下の者が心を一にして︑國

此のまこころが︑神のおぼし

おごそかな

ラッパのひゴ

膿がまつ黒で︑後足の足先と

六餌8

私などの手にをへないやうに

買った時は子牛で︑

六664圏

思ったより豊年だつたから︑

飼って居た牛を引出した時に

は︑急にかはいさうになりました︒

六536屋根だ︒
六539僕は︑もう︑むちゅうだった︒

六537しやうじだ︒

なりました︒

六餌5

尾の房の所だけが白い︑

六643

き︑

六635圏

めしにかなったのであらう︑

六614

難に當つたのである︒

六612

ひやうらうを運んだ︒

くつき 六611百姓も︑一生けんめいで︑

ふるへるやう

うなものである︒

六432

六417

たくさん飲むことが出遅るや

吸って居ました︒

六437

小枝小枝が

ほんたうに山羊が好きだね︒

うになりました︒

六個1囹

六472鵬
に︑

りと浮いて居る︒

六473囲まつさをな空に︑

六487重ねたり別々にしたりして︑
六495さかさまに見えた︒
六495其のさかさまに見える景色を︑
六498目がねの玉一ぽいに廣がつて︑
六499 つい四五米ぐらみの所にある
やうに見えるではないか︒

つい四五米ぐらみの所にある
やうに見えるではないか︒

六501

六321園 さういふお方でいらっしや 六502向かふの家の屋根であった︒
六513動かぬやうにした︒
やまとたけるのみこ

いましたか︒

あめのむらくものつるぽ

特に︑大切な天叢雲劒を尊

すやうに︒

六糾5

にお授けになり︑

六673

六136國 よろしくとの事でございま 六326園日本武皇子と仰せられま 六534電柱だ︒

た︒

「〈
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ほんたうに静かな晩である︒

ほんたうに静かな晩である︒

六952園

六935

お前は︑あした︑年魚があ

おばあさんも心配さうである︒

六834

六961

をぢさんのうちも焼けてしま
をぢさんのうちも焼けてしま

つたのださうだ︒

六961

るのだから︑

六834
雪が降出して居るのである︒

六673 かはいさうになりました︒
六838

さっきのやうなちやうしで
あんまり積ったら困るだら

六846園
どうだ︑春雄︒

春雄は華墨だからね︒

どんなに積っても︑

六966

六965

六964

だしぬけに︑﹁︿略V︒﹂と聞い

逃げて來られたのださうだ︒

逃げて來られたのださうだ︒

つたのださうだ︒

六848園
へ

皆さびしさうにして居ます︒

六974園

ほんたうに氣のどくだった

かはいさうに︒
が︑

六979園

のが︑

もとだといふことだ︒

六989平生元氣なをばさんも︑
六992さびしさうに見えた︒
六999焼け死んだ人もあったさうだ︒
六欄2 其のもえがらを土間に捨てた

しあはせだ︒

けががないのが︑何よりの

六978園

た︒

六852園
や

う︑學校へ行くのに︒

六餌4園

降績くと︑

六七2園

六674牛の膿をきれいにして︑
六679園 うちの者同様にして︑かは
いがって居たのですから︑

六693園鹿のやうに足の早い獣は︑
六694囹ひづめが二つにわれて居る
やうだ︒

六697園馬は︑ひづめが一つだけれ
ども︑

け早いから︑

六697園早く走るではないか︒
六699園馬は︑ 一つでさへ︑あれだ

六856部屋を出ると︑急に寒い︒
六859皆まつ白になって居る︒
六863太いひものやうになって居る︒

居ます︒

六891
六905

︿略﹀︑古いつりどうろうなどで︑

うちの雀の宿といふのは︑

六875悲しさうな聲で鳴きながら︑
六883うれしさうに朝御飯をたべて

おもしろいO

一つなら︑とても動けまい︒ 六869黒く流れるやうに見えるのも

六703園牛はどうだ︒
六706園

六709 五十銭のでは小さ過ぎるし︑
六712囹 五十銭のでよからう︒

六709 一意のでは尊き過ぎる︑

六732 まことに小さい城で︑軍勢も
わっか千人ばかり ︒

ふ大軍で︑城の附近一たいは︑

六734 これを凋んだ賊は︑百萬とい

六㎜5園

だ︒

かさないやうに氣をつけて︑

西の方の空が︑まっかにそま

おなかが一ぱいになったので︑

やめることだ︒

おひな様のぼんぼりのやうな

居ます︒

六餌6

下の方は白で︑

かっかうです︒

六悩7

さはってみたいやうな氣がし

すみれもきれいだらう︒

さうだね︒

ます︒

六悩9

江島7園

六悩6園

びろうどのやうに︑つやく

ひとり言のやうに︑私は言ひ

寒い冬も知らないやうに︑

して居ます︒

六鵬2

六研2

お人形さんが汗をかくだら

六鵬7

ました︒

う︒

六柳6圏

六字6園 これで︑︿略﹀︑日中は二十

四五度ぐらみになるから︑

夜寒いやうで︑今頃︑

六号9囹春といふよりも夏だよ︒

口で言って聞かせるだけで

チューリップやすみれが咲くものか︒

六柵2囹

六佃5囲

口で言って聞かせるだけで

は︑だめだ︒

六⁝川9園 こ＼で︑こんなに叱られて

一生けんめいにお経を習つ

いつもお纒を讃まうと思ふ

は︑だめだ︒

六佃5園

六m4園

のだが︑

まつ白な梅の花︒

ひとり言のやうに︑かう言は

おだやかな冬の日が︑

て︑

六m7園
面相7

六棚8圃

らないだらう︒

ゆめにも思っていらっしや

居ようとは︑

にっこり笑ったやうに咲いて

六田2園

おだやかな冬の日が︑一ぽい
六梱2

にさしこんで居ます︒

六欄7

れた︒

六㎜6

六922

火事は︑少しはなれた川向か

をぢさんのうちの方角だか

おとうさんは︑村の消防手で

ふの町だと︑すぐわかった︒

六924

つて居る︒

六915

六745 城兵が汲みに來られないやう 六907此のかはいらしいお客様を驚 六欄3 もとだといふことだ︒
六㎜5園 やめることだ︑やめること
にした︒

んなわら人形であった︒

六774 ふみとゴまって居たのは︑み

六795ちりぐに逃げてしまった︒
六802囲 あがる字だこに きれいな
ゑだこ︒

ある︒

六826 聞えるものは︑︿略V︑しゅん 六927
しゅんといふ音だけである︒

六929園

ら︑わたしは見まひに行きます︒

六828園 静かな晩だなあ︒
六828園 静かな晩だなあ︒

だ一だ
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顔は︑

六麗1 今まで悲しさうだった雪舟の

かになって來ました︒

六野2 雪舟の顔は︑だんだん晴れや

うになりました︒

六襯6 和尚さんは︑雪舟がかはいさ
六備1 どんなに︑さびしかったらう
と思って︑ふと見ると︑

六稲4 大きなねずみがく略﹀︑今に
も飛びつきさうな様子です︒

六稲4 かまれては︑かはいさうだと
思って︑

六佃6 ふしぎに︑ねずみは︑じっと
して動きません︒

六二7 それは︑生きたねずみではあ
りませんでした︒

六榊4囹 これほどお前が上手だとは︑
わたしは︑今まで知らなかった︒

六三8 僕等ダツテ︑水ノ中ニバカリ
居ルノデハナイQ

六備7 敵が近イ時ニハ︑水ノ中ヘモ
グツテ︑氣ヅカレナイヤウニスル︒

六柵9 僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ
ウナ形ヲシテ居テ︑

六帯5 ドコモ見エナイデ︑サゾ困ル
ダラウト思フデアラウガ︑

六宙6 サゾ困ルダラウト思フデアラ
ウガ︑

六佃1 四方八方ヲ自由二見ルコトガ
出來ル︒

六佃3此ノ目デ︑ネラヒヲ定メルノ
デアル︒

グンカン

僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ

まつりしてあるのは︑そこなのです
さうだ︒

ね︒

六伽7園

國のために戦死した人は︑

來ルトコロヲ︑モグリナガラ進ンデ

六m1
行ツテ︑魚雷デ打沈メテシマフノデ
六伽8園
六伽4園

東京で一番にぎやかなのは︑

皆おまつりしてあるのだ︒

アルガ︑

大砲ノタマガイクラ飛ンデ來

テモ︑水蚤モグツテ居レバ︑平氣ナ

六伽6

銀座か新宿だらう︒

﹈番にぎやかな所かね︒

モノデアル︒

六感7園

六伽6園

何といふ所ですか︒

爆雷トイフモノヲ投ゲコマレ

平氣ナモノデアル︒

パクライ

六梱1

たいへん

夕方は大士な人出で︑爾が
はの歩道は︑ちよつと歩けないくら

六下8園

六軒6

ウツカリソレニ引ツカ・ルト︑

タリスルト︑ハナハダケンノンデア
ル︒

六梱3

六実1園其の外にも︑りっぱな橋が

今言った隅田公園は︑此の

たくさんか﹂つて居る︒

六悩3園

僕も︑見物に行きたくなつ

川の岸にあるのだ︒

六悩5囹

めちゃめちゃにつぶれる家も︑

關東大震災の時であった︒

くわんとう

たなあ︒﹂をぢ﹁さうだね︒

六悩8

つぶれた家の下敷になった者

ずるぶん多かった︒

六悩5

六鵬2

は︑どんな氣持であったらう︒
しっそ
東郷元帥の家は︑質素な︑古

か︒

どうなさるのでございます

元帥は︑赤坂離宮に︑撮政

せっしやう

おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

六僻3囹

お書の食事中であった元帥は︑

い木造建であった︒

夕方は大貫な人出で︑

六鵬3古い木造建であった︒

六鵬3
六伽9囲

其の爾がはに︑歩道といつ

ちよつと歩けないくらみだ︒

たいへん

六欄1園

みだ︒

魚ノヤウニ︑生ケドリニサレテシマ

着込8園

敵ノ軍艦ヲ打沈メルマデノ苦

フQ

三軍6

自動車の多いことは︑驚く

六僻4

た︒

六慨3

国政殿下の御無事でいらっし

殿下をお見まひ申し上げたのである︒

面の下にも︑︿略V︑電車が通って居

六㎜4
ここは︑毎日お祭のやうな

六川3

六柵9

七37

ふ

船が沖合へさしか＼ると︑急

波は船を木の葉のやうにゆり

に烈しいあらしが起って來た︒

七35

む砂はさくくと鳴る︒

らないといふのが元帥の心であった︒
さいご
家は最後まで無事であった︒

守られるだけは︑守らねばな
毎日お祭のやうな人出だ︒

吹く風はさわやかに︑

晴れやかな朝の海︒

やるのを 拝した元帥は︑

にぎやかな事からいへば︑

七12圏

六捌6園
六悩7園

七15圏
こんなものだらう︒
ふ橋ですか︒

六燭7園あのりっぱな橋は︑何とい

六儒5園

﹁さうだな︒

六撹9園

人出だ︒

六捌9園

公園は幾つありますか︒﹂

草の観音様がある︒

くわんのん

六捌4園

る︒

にぎやかな所には︑まだ淺

六捌1圏地面の上ばかりでなく︑地

ほどだよ︒

六捌1圏

て︑人の通る所があるのだ︒

六鵬6

海上ノ城ダトイッテイバツテ

心ハ︑ナカく一通リデハナイ︒
六字7

村から町へ︑ゆるやかに︑

居ル軍艦ヲ︑

六旧2翻

もっといろいろな物を買つ

少しにごって行く水よ︒

六桝6園

もっと︑いろいろな物を買

て重ればよかったのだが︑

六悩7圏

つて重ればよかったのだが︑どうも
くすのきまさしげ

いそがしくてね︒

楠木正成の銅像は︑此の
靖國神社の青銅の鳥居は︑

廣場のうちにあるのだ︒

六伽5園

六㎜1園

實に大きいものだ︒

う︒

國子さんのおとうさんがお

六囲2園青銅の鳥居では日本一だら
六㎜6園
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動かした︒

七41 お供の者は︑皆まつさをにな
つて船底にひれふした︒

七43園 これは海神のた＼りであら
う︒

み

こ

七44園 此のま＼では尊の御命が危
い︒

七49園皇子は︑勅命をはたして︑
めでたく都へお編りになりますやう
に︒

七56 ふしぎに︑風は止み波は静ま
つた︒

きになった︒

七57 尊は︑無事に恐縮の國にお着
七61 それは弟橘媛のお櫛であった︒

七66 はるかに見えるのは︑相模の
海である︒

なつかしげに﹁あづまは

七66 相模の海である︒

七67
や︒﹂と仰せられ た ︒

七71 ﹁あ＼︑我が妻よ︒﹂とおつし
やつたのである︒

物で︑四方の戸は皆あけはなしてあ
る︒

七265

語間は︑働く人や牛にゑんり

さいご

七347園

これが名人といはれた自分の

一つ聞かうではないか︒

せてもらひたい︒

から︑此の世の別れに一曲だけ吹か

七341園今こ＼で命をとられるのだ

ちやうど︑たんざく形の緑の 七339園私は樂入である︒

敷物を︑程よく間を置いて敷並べた

になる︒

七278

夕方から夜になると︑自分た

よをするやうに聲をひそめて居るが︑

七279

ちの世界だといはんばかりにさわぎ
たてる︒

家の前も︑後も︑横も︑まる
で夕立の降るやうに︑蛙の聲で一ぽ

七282

いである︒

ひじやう

棒の長さとかげの長さとが︑

用光はとくいの曲を静かに吹

自分の笛の音に酔ったやうに︑

だめだ︒あの笛を聞いたら︑

董がうす赤で︑黄色い葉が重

今日はまっすぐに起上りまし

うすい色の花が咲くのださう

魂でもあるやうな氣がして

庭の垣根にそって︑大事に植

君も元氣ださうで︑

君も元氣ださうで︑何より

七474囲

入管以來いたって旧記で︑

ゆくわい

軍務に服して居ます︒

七475国

です︒

七474囲

ゑてやりました︒

七466

です︒

七446

七唱1

た︒

七423

なったま＼下を向いて︑

七416

悪いことなんか出來なくなった︒

七367園

たゴ吹きに吹いた︒

七355

始めた︒

七351

最期だと思って︑

蛙のすみかが︑かうしてたん 七349

やうである︒
七157 其の戸が急にぴたりと閉ぢた︒
ふしぎに思って︑今度は西側 七271 廣いたんぼは次第ににぎやか

七158

ふすまにかいた書であった︒

ぼ一ぽいに廣がるのだ︒

お堂のまはりを廻るばかりで︑ 七277

の口からはいらうとすると︑

七168
それから敷日後の事である︒

中へはいる事が出來ない︒

七173

何ともいへないいやなにほひ

七178園此の間の仕返しをする氣だ
な︒

七186
七193

枝がからかさを廣げたやうに

さへする︒

七202
出て居るので︑

ずっと前から南洋へ行って居

七335

つた︒

七327

たゴ自分は樂人であるから︑

船が或港に泊った夜の事であ

とが︑同じになることは︑

七503團

君は軍人が好きだから︑

夕方おなかをぺこくにし

夕食後は僕等の最も卜しい

て蹄って來ます︒

七496團

七481囲

七321二物の高さと其のかげの長さ 七477国愉快な日を送って居ます︒

ちやうど同じになった︒

七313

に違ひないと考へた︒

七302ちやうど同じになる時がある

が︑

七297朝は物のかげが非常に長い

が︑

七215此のおばあさんにむすこが一 七282蛙の聲で一ぽいである︒
七283静かだといふみなかの夜も︑
人あるのださうだが︑
七215此のおばあさんにむすこが一 七285もう田植が間近いのである︒
七291中村君は八米ぐらみだと言ひ︑
人あるのださうだが︑
七292みんながいろくな事を言ふ
七216

るといふことだ︒

さわやかな

もの

朝が來た︒

ほがらかな︑
さわやかな

朝が來た︒

七221圏
七222圃

七72 それ以來︑此のへんの高々を
﹁あづま﹂といふやうになったとい

三七の

晴れやかな

七226圃

三七な牛が︑いうくと引い
蛙の聲が︑︿略﹀︑そろくに

若々しい緑の苗が出揃って行
くのは︑見るから相持のよいものだ︒

七263

ぎやかに聞え出す︒

七258

て行くからすきのあとに︑

七246

がたり︒

はれて居る︒

七107 おもしろいやうにあさりが出
ました︒

七115 海は陸のやうになりました︒
好い友だちであった︒

七144 共にすぐれた名人で︑又仲の
七144 又仲の好い友だちであった︒

七153 お堂といふのは一間四面の建

だ一だ
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大阪は︑實に日本第一の工業

大阪は又︑昔から商業の盛な
川と堀とは︑まるであみの目
多くの品物が︑自由自在に集
まるで︑中之島をたくさんの
中之島及び其の附近には︑近
大川をめぐらした眺は大阪ら

心齋橋筋にはりっぱな商店が
名所としては︑先づ大阪城が
とよとみひでよし

あります︒豊臣秀吉の建てた城で︑

七688

並び︑

七679

しんさいばし

川や堀に幾千といふ船が五つ

ひかうちやう

塀や石垣はまだ修理中で︑大

今日のやうな大都市となった

なったのを大そうお喜びになりまし

た︒

七732
のには︑

七744

あぶないことだ︒

あぶないことだ︑あぶない

工や人夫が大勢働いて居たが︑

七748園
ことだ︒

あぶないことだ︑あぶない

見ると木下藤吉郎であった︒

七748園
七749

あぶないことだ︒

信長は火のやうになって怒つ

七757園
ことだ︒

七758園
た︒

七759

七772園存じて居ればこそ︑修理を

わっか百間程の修理が二十
七795園

必ず仕上げよとのことだ︒

日たっても出來ぬやうでは困る︒

七788園

其の事でございます︒

長いと振廻しが不自由で︑

しなくなった︒

七827園

さやうでございますか︒

信長は長い槍が好きである︒

其の上︑突く力が弱くて

七829

別に槍のことを深く知って

槍のことはよく御存じであ

七図2圏

七846園

らう︒

それでは︑まるっきり槍の

申したのではない︒

七851園

七857園

皆さう考へるわけではあり

ことがおわかりになって居らぬ︒

ますまい︒

七861囹

どうだ︑二人に五十人つつ

七867

上島主水は一生けんめいであ

主水は大喜びで引受けた︒

中間を貸さう︑

ちゅうげん

七864園

七871

つた︒

ではない︒

七876園槍はかう突くものだ︒
七876囹かう梯ふものだ︒
七877槍の使ひ方がのみこめるもの

槍のほさきを並べて一度に

綜にでも引かれるやうに︑藤

吉郎の心のま＼に動くやうになった︒

七889

進むのだ︒

七884園

つた︒

めいく受持の場所を仕上 七879 みんなへとへとになってしま

これまでのやうに︑あっちこ

それでよいのだ︒

げれば︑それでよいのだ︒

七802園

七806

むだ話やむだな仕事をしたり

つち歩き廻ったり︑

七807

だ︒

つてよいくらゐです︒
申しつけて居るではないか︒
七
8
7
2
園
槍
は突くだけの物ではない︒
七678 一番にぎやかな場所は︑市の 七777埋草があぶないと申したのは︑ 七873園
敵は長い槍だ︒
だうとんぼり
中央︑道頓堀附近の町です︒
七874園すばやく手もとへ突入るの

しい景色で︑其のま＼水の公園とい

けしき

七676

代的な高い建物が並び︑

七673

串でさし通したやうになって居ます︒

くし

七672

つたり散らばったりするので︑

七656

のやうに組合って居ます︒

七649

所です︒

七638

す︒

都市で︑各種の工業がはなはだ盛で

七636

自由時間で︑其の問に思ひくの事
七
6
2
8
空
が
ど
ん
よ
り
曇
っ
た
や
う
に
見
も︑りつばな飛行場のあることも︑
をします︒
えます︒
七728 民のかまどの煙の立つやうに
七508三園 今日も無事に終りました︒ 七633林のやうに立ち並ぶ煙突から︑
七532国 日々の仕事が︑おもしろく
愉快になります︒

七534国 兵鶯は︑いはば一つの大き
な家庭で︑

七535圏 其の日常生活の間に︑軍人
としての精神をやしなふ所なのです︒

七537團 中隊長先がおとうさん︑班
長殿がおかあさん︑僕等は子供で︑

七538困 兄弟のやうに仲好く助け合
つて︑

七551 お供の者は︑わっかに九人で
あった︒

七552 わっかに九人であった︒

七565 あれこそは大塔宮の御旗であ
る︒

七566 宮の御身に何事か起つたので
三瀬の荘司が︑︿略﹀︑さもと

はなからうか︒
七569

くいげに︑何か聲高く話して居ると
ころであった︒

であった︒

七571 何か聲高く話して居るところ

社殿がおごそかに辞されます︒

みんな一生けんめいに旧い
七706

七722

て居るのは︑大阪でなくては見られ

近郊電車の獲達して居ること

ぬ景色です︒

七724

てもらひたい︒

七576 荘司は︑わうへいに答へた︒

大小の船の帆柱が林のやうに 七802囹

七796園

七578圏此の御旗を此の荘司が手に

櫨に持運ぶ︒

見えます︒

七717

入れたのだ︒

七588 かの大男を引つつかんで︑ま
りのやうに投げつけた︒

あらがね を

七605圃 起重機は︑ 生きて居るや
ろ
うに︑
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になった︒

んが︑

大分長い間お悪かったさう

わざくお出でのやうだが︑

まだ税金の通知が來て居な

七皿1園丁はその︑外でもありませ

何か用でもおありですか︒

七皿9園

お出でのやうだが︑

七棚8園 病氣上りなのに︑わざく

歩けるやうになりました︒

七棚4園どうかかうか杖にすがって

で︒

七891 藤吉郎の心のま＼に動くやう 七欄6園
七911 はね上げるすき間も何もあっ
たものではない︒

七922 五十人はばらくである︒
由にもぐって行きます︒

七934 もぐらのやうに︑土の中を自
七935 土の中を自由にもぐって行き

七撹3園

ます︒

七941針のやうな管がありますから︑

せん︒

七湿7園

うか︒

七槌9園

それでお伺ひに参ったやう
それでお伺ひに参ったやう

な氣がいたします︒

七価8園あなたのお心持を十分遅傳
へて︑

せう︒

七価8園相談してもらふやうにしま

けるやうにお願ひいたします︒

七伽1園少しでも納めさせていたゴ

ら︑勝手な事ばかり申して︑

七柵4園皆さんの御親切を受けなが

七欄3圏

草も木も︑

うれしげに

七鵬8園せいぐお大事に︒

君は幾つだ︒

うちをどり︑

七柵5囹

いたづらな子供が︑ぢきに破

七柵6園七つだ︒
七m9

これなら︑五六年目大丈夫

つてしまふ︒

だ︒

早川4囹
七m4園

五六年は大丈夫だ︒
決して忘れたのではありま

相手はばかにすばしこいや

川べのさわぎは非常なもので

込んで來た︒

つで︑立上るが早いか︑いきなり打

七麗4園

七鞭1園 先方はほんの青二歳で︑相
手にするのもばかくしかったが︑

あなたの所は昨年は大へん
な御不幸で︑

七欄1園

どうなったのでございませ

なわけでございます︒

七皿6園

なわけでございます︒

七鯉5園

のではなからうかと思ひまして︑

七醜4園役場の方でお忘れになった

いやうでございます︒

七949 艀つた時は︿略﹀︑白いうじ
のやうなものです︒

七957 がんじょうになります︒
七966 急いで安全な場所を探します︒

七967 木とか草とかに上って︑安心
だと思ふと︑

場所にくっついて︑動かなくなりま

七969 ふしぎにも前足はかたく其の
す︒

七981 ぐっとそりかへるやうにして︑
頭を後へ下げます︒

七985 膣は完全にぬけ出します︒

七986 しわくちゃにた＼まれて居た
羽が︑見る見るのびて來ます︒

七掘3

あった︒

あなたの所は昨年は大へん

七M3

七佃2囹

な御不幸で︑働手のむすこさんはな

七988 もう蝿の子ではありません︒

くなられるし︑

川べのさわぎは非常なもので

七989 形はりっぱな親蝉です︒

あった︒
見切つたのであらう︑

とても相談は出來ないものと
どういふわけでございます︒

七戸2囹此の大金が無かったら︑氣

七三1囹

七M9
七鵬8園

何だか申しわけがないやう

さうでございますか︒

まことにお氣の毒だといふ

七悩7園

一人で越した程の人だから︑

七塒2園

ので︑

七鵬5園

七993 見るから丈夫さうな油蝉にな
ゆくわい

ります︒

七994 愉快さうに飛廻り鳴きたて
ます︒

と思はれるのに︑

七999 此の六年さへたいくつだらう

が違って死ぬやうな事になるかも知

れない︒

氣の毒なことだ︒

見れば先の旅人である︒

七描3園

七転3園氣の毒なことだ︒

七二7

はありませんか︒

七夕9園今朝一人で川を越した方で

川へ飛込んで死んでしまふ

五十爾は黄色なきれに包み︑

てて引返すのです︒

七山4園どうして︑又そんなにあわ

七転9園

七佃4園

それがあなたのやうなお方

つもりだったのです︒

七伽1園

いたゴいたのは︑財布では

に拾はれて︑

なくて私の命でございます︒

七伽3園

七伽4園財布ではなくて私の命でご

ざいます︒

氣があるくらみなら︑こ＼までわざ

七伽9園あなたから一文でももらふ

ひます︒

く持っては來ません︒
きしう
七梱5囹 私は紀州の者でございます︒
三新2園 叱るやうなことはないと思

七槻4囹 私の氣がすむやうにして下

さい︒

七鵬2園 私は川端の人夫で︑名前を

其の日の暮しに困るやうな

名前を言ふ程の者ではあり

言ふ程の者ではありません︒

七伽2園

ません︒

こともありますが︑

七伽4園

だ一だ
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七榴7園 家中の者がうゑ死をするや
うなことがあっても︑
七悩1園 それでは困る︒

七衡6囹 其の金を間違ひなく届ける
やうにいたせ︒

七伽3西の遠いく地平線に落ちて
行くところだ︒

七三4 嶢けきった鐵のやうに眞赤で
ある︒

七伽4 焼けきった鐵のやうに眞赤で
ある︒

七三6 とろくととけた物が動いて
居るやうに見える︒

七摺3 一宇︑二毛ときざむやうに︑
動くのがはっきりわかる︒

七三8 何といふ美しさであらう︒

七三3 眞綿を引きのばしたやうな雲
が︑金色に︑紅に︑色づき始める︒
七協5 美しい空である︒

七獅9

あらゆる色のテープが︑降る
樂隊のしらべが︑高く低く︑

やうに入りみだれて落ちて來ます︒
七里7
七㎜3
はなやかな出帆の光景は︑

同時にほえるやうな汽笛の聲︒

胸をそ﹂るやうにひゴきます︒
七襯1

テープを︑子供たちが無心に

拾って居るばかりです︒

七並3
其の上臆病であった︒

おくびやう

七瑠1
近所の人は︑大仁のことを︑

無人ではない泣人だと言ったといふ

なきと

七紹4

なきと

無人ではない玉人だと言った

ことである︒

七瑠5
といふことである︒
なきと

無人ではない泣入だと言った

自分の子供がかう野鳥の泣轟

といふことである︒

七備5
七備8

では︑第一藩主に齢しても申しわけ
どうかして子供の艦を丈夫に

がない︑

し︑氣を強くしなければならないと

七備9

七伽5 はなやかな空である︒

七三5 はなやかな空である︒

指引7 鏡のやうな月が︑森の上に美

父は︑長々義士のことを大將

思った︒

七幽7

に話して聞かせて︑其の墓に参北砲し

しい姿を現した︒

たのである︒

寒いなら︑暖くなるやうに

七三1 風はあるといふ程でもないが︑

七幡8

暖くなるやうにしてやる︒
大將は︑これから後一生の間︑

母もまたえらい人であった︒

かったといふことである︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも言はな

副詞7

七構9園

してやる︒

七幽9園

七伽1 空は水のやうにすんで︑
七欄8 外はまるで書のやうだ︒
すみ

きらく光る草葉の露は水

晶の玉のやうである︒

しやう

七二1

七慨6 何だか此のま＼寝るのが惜し
いやうな心持がした︒

七悩7園 あれが日本丸だよ︒
七三7園 間もなく出帆だ︒

七衛9

大將が何かたべ物の中にきら

必ず其のきらひな物ばかり出

ひな物があると見れば︑

めは︑

八97

小さい粗末な家であった︒

やはりさうであることがわか

これを送るのも容易ではあり

七備2

ません︒

郷里の家は︑︿略V︑小さい粗

自分の家へいそいそと二って

其の首を大切にしておいて︑

去年取った首があるはずだ︒

人を殺すのは︑よくない事

八141園

呉鳳は玉津情深い人で︑蕃人

蕃人を非常にかはいがったか

後には満塁を親の如くしたふ

番人は︑そろく呉鳳の心を

それ程首がほしいなら︑明

意外にも︑それは呉鳳の首で

八182

親のやうにしたって居る呉鳳

それは雨冷の首であった︒

す︒

八191國

親のやうにしたって居る呉鳳

皆さん︑お丈夫で何よりで

の首であった︒

八183

の首であった︒

八183

あった︒

八侶2

を取れ︒

日の書軸︑︿略V︑こ﹂を通る者の首

八169囹

疑ふやうになった︒

八総6

やうになった︒

八151

ら︑

八148

を非常にかはいがったから︑

八148

八144園

である︒

八136囹

なに嬉しいことでせう︒

來たつばめを迎へる人の心は︑どん

八127

りました︒

八106
うち中の者がそればかりたべ

して︑

黒質3

大渓には︑全くたべ物に好き

るやうにした︒

七島5

膣がもうこれだけ丈夫になつ

きらひがないやうになった︒

七備9

膿がもうこれだけ丈夫になつ

て居たのである︒

七備9
七言4

て居たのである︒

七柳4

末な家であった︒

乃木大壷が︑︿略V︑武人の手

本と仰がれるやうになったのは︑ま

七酩1

何かしら︑彼等は相談でもし

まことにいはれのあることで

ことにいはれのあることである︒
ある︒

七爾2

八49

試みにしるしを附けて放した

て居るやうに見えます︒

八68

ものだといふことがわかりました︒

幾百粁の海を一気に飛ぶこと
も︑決して不思議ではありません︒

八77

約十萬羽のつばめが急に落ち
て來ました︒

八84

其の年は氣候が不順で︑九月

折から南へ飛行中だつたつば

九月の中頃急に寒くなり︑

の中頃急に寒くなり︑

八85
八86

八88

1025
だ一だ

が︑すぐわかりま す ︒

八195国 誰さんからのだといふこと
なみき
八209囲 町の建物は西洋風で︑並木
の美しい有様は︑

う重要な所になりました︒

八217団 こ＼がく略﹀︑交通上一そ
八224国 日本内地へ往復する船が毎
日のやうに出て︑

大連の名も此のダルニーから起つた

木曾の家に傳はつて居た大切

せるであらう︒

八396
それが佐島姫で︑木曾に住ん

な刀を送ってよこしました︒

八406
人の仕事まで引受けるやうに

で居りましたが︑

八416
したので︑︿略﹀︑人々にかはいがら

其の一回々々の時間が︑どう

やら同じであるやうに思はれてなり

八702

もう夕方だ︒

は︑空耳であらうか︒

八507

ません︒

どうやら同じであるやうに思

二三りんのコスモスの花が︑

出あひ︑

八754

後にはかすかにゆれるだけで

彼は同じやうなことを何べん

綜の長さを一米なら一米にき

今までにない正確な時計を焚

つまり時計の機械に振子を仕

諭告へ向け出厚した我が軍に

身には重傷を負うて︑息もた

三十日とつぜん優勢な敵軍に

えぐであった．

八752

連れられて行った軍用鳩であった︒

八751

きんしう

りです︒

組んだもので︑これが振子時計の始

八738

明しました︒

八736

めて置くと︑

八725

となくやってみました︒

八719

すが︑

八714

はれてなりません︒

八703

八512

夕やみにかすかに浮いて見える︒

ほこりと汗で卜定になった兵
耳をつんざくやうな大砲の音

隊さんが︑

八541
八553

がします︒

早く飛んで行って見たいやう
な氣がしました︒

八555

風當りの最も強い高地であり
陛下は外たうをも召されず︑
しゃいます︒

熱心に戦況をごらんになっていらっ

其の夜ひそかにうばを連れて︑ 八574

ながら︑

これを聞いた萬壽の驚と喜は︑ 八572

母はもう此の世の人ではない

れました︒

八436

どんなであったでせう︒

八433

のかと︑

八232困 これは遠い所といふ意味で︑ 八422
のですが︑

八234國 日本の内地からいへば︑遠
い所でも何でもありません︒

木曾の萬壽でございます︒

石のらうをたつねました︒

八451園

八579

ん︒

八235團遠い所でも何でもありませ

朝は霜だ︒

八591囹生きかへったやうだ︒

目が涙で一ぽいになりました︒

八472

小道に落散った木の葉も︑眞

疲れないやうにと︑意いたす
れました︒

日が静かに落ちて行く頃でし
こ＼の有名な大寺院へお参り
つるしたランプは︑静かに左
ガリレオが不思議に思ったの
は︑其のランプの動き方でした︒

八698

右へ動いてゐます︒

八695

をしました︒

八684

た︒

八683

あ＼︑菊の

八805

此の報告で敵情は明らかにな

東京に博覧會が開かれた時

はくらんくわい

じっとそれに見入って居るの

氣ちがひでも何でもなかった︒

であった︒

八803

の事である︒

八798

つた︒

八794

にたどり着いたのである︒

八788

八634圃神のたふとい 御心なのか︑ 八766 矢のやうに飛去つた︒
やうやく大石橋の自分の鳩舎
たかひにほひ︒

るめや氷砂糖を︑紙に包んで上げら

八604

すっかり攣った︒進んだものだ︒

自分の行って居た頃とは︑

八473

轟の音が聞えるやうに思ふの
轟の音が聞えるやうに思ふの

八601園

若い技師が引受け︑見事に造り上げ

白である︒

八243國 當時こ＼に來て居た日本の
て︑

村でこれ程痛快な仕事があら
朝の霜も忘れたやうに︑眞書
猫がほかほかと暖さうに眠つ
道端の枯れた草むらの底から︑

ごくかすかに︑轟の音が聞え

かすかに︑ごくかすかに︑

八496

てるる︒

八495

の太陽が輝いて︑

八493

うか︒

八483

八259国是はこ㌦へどっと押寄せて︑ 八474 空は眞青にすんで︑
かうりやう

盛に海水浴をします︒

のります︒

八268国 高梁と大豆はゆたかにみ
八279囲皆さん︑元亀で居て下さい︒
八322圃 ジャンクが 静かに浮かん
で居る︒

八363 顔も姿も美しく上品に見えま
したので︑

八497

は︑

八497

るやうに思ふのは︑

八375 其の五番目の舞を舞ったのが︑ 八496
かの萬壽姫であったのです︒

八379園 此の度の舞は日本一の出來
であった︒

八382園 はうびは望にまかせて取ら

﹁︿略﹀︒﹂と元氣な聲でおつし

ちやうど小松の中へ飛込んだ

急な坂にか＼ると︑

我々の手にはいらない︑非常

にはいらない︑

八価8

非常に珍しい物だからです︒

に珍しい物だからです︒

八七8

これと同じやうな事が︑我々

ハワイが今日のやうに獲達し

ほとんど日本人の力だといつ

此の旅館で出してくれるさし

てよいといはれてみるQ

ホノル・は︑ほんたうに美し

みは︑多分日本人の取った魚であら

八面5

う︒

八面2

殊に美しいのは︑﹁ハワイの

い都市である︒

八伽7

ハワイは實に明かるい所であ

さまよってみるやうな氣がす

花﹂といはれるハイビスカスの花で

ある︒

る︒

八逆2
空氣はこれ程大切な物ですが︑

の生活においても考へられます︒

八伽1
八佃4

る︒

八捌3

今ではハワイ一般の風習にな

アメリカ合衆國の領土だと
出迎の大半は日本人である︒

それが農業・漁業・商業を始

天涯5 色あざやかに見える︒

皆打出の小槌を持ってるるや

土人が親愛の情をあらはすし

同じやうな品物を篭る店が︑

うなものです︒

八柵8
八佃6

八宙6

今ではハワイ一般の風習にな

つたのださうである︒

八帯6

たのも︑

村まで下りきりの愉快な道だ︒

八重2

八967

快な道だ︒

今日は元日でございます︒

遂に此の成功を見たのである︒

八878囹

林を縫って長距離を滑るのは︑ 八柵3

八805 立ちがひでも何でもなかった︒ 八859
八806 非常な機械好きで︑
八968

り

は＼＼︑さうだったか︒

かういふちょうはうな物は︑

きょ

八881園

ん︑

誰一人ほしがらないものはありませ

八価6

冒しいものだ︒

八806 非常な機械好きで︑しかも愛

野も山も眞自に埋めつくして

あ 八価8 お話に聞くだけで︑我々の手

急に明かるい

元日とも知らず飛込んだので

部屋の中︒

やった︒

八915

しまった︒

八902

ふれるやうに生きくと︒

八894圃黄色い花はよろこびの

ほんのりと

八884
あった︒

國心の強い青年であった︒

八806 愛要心の強い青年であった︒

しつばい

へ や

八891囲

ないか︒

八809圏 これは皆再話品ばかりでは
八811園 こんな事で日本の將來をど
うする︒

八812園今に私はりっぱな國産品を
作って︑

八817 世界の工業界に名をと窟うか
とよだ さきち

じっけん

した豊田佐吉其の人であった︒

八919

つばめのやうに空中に舞上つ

るしであったのが︑

小松原を抜けるとスキー場だ︒ 八柵4

電光形をゑがく見事な滑り振

小鳥のやうに舞下り︑

一瞬で谷底だ︒

しゅん

八957

りに見とれてみると︑

八949

八943

八937

八929

ところだ︒

八927

粁ばかりある︒

八826 實験してみると失敗であった︒ 八916スキー場までは登り道で︑五

八829 博覧會を見に行ったのも此の
頃の事であった ︒

八833 二十四歳の時であった︒
やうになった︒

八836 それが豪く世間に使用される
八838 ざんねんにも︑佐吉の機械は
外御製に及ぼなかった︒

八餌4 此の成功に満足してしまふ佐
吉ではなかった ︒

八餌8 それは︑たて綜が切れ＼ば自

八佃1

がっしゅうこく

つたのださうである︒

いかにも勇壮である︒

八柵8
八958

上手な人もあるが︑

にぎやかになった︒

て︑

八餌9 よこ綜が無くなれば自動的に

八962

八962

動的に運轄が止 り ︑

これをおぎなふ仕掛になって居る機

だ︒

め︑あらゆる職業に從事してみるの

八専2

十五萬が日本人で︑

ハワイの人口約三十八萬の中︑

いふのに︑

械で︑

かめの子をひっくりかへした

八佃9

八964

やうに︑ぽたくしてみる人もあっ

八851 よこ綜が無くなれば自動的に

た︒

編りは︑村まで下りきりの愉

これをおぎなふ仕掛になって居る機

八967

械で︑一人で四五十毫を取扱ふこと
が出來る︒

中でもきれいなのは海の色だ︒

中でもきれいなのは海の色だ︒

ちやうど眞白な牛乳に︑

緑のゑのぐでも流し込んだや

日が西に傾いても︑日本なら

こ﹂ではあっといふ間に日が

﹁星低き國﹂といふのもハワ

背の高い土人である︒

しかも音樂が大好きである︒

有名なワイキ・の海岸は︑

八鵬8 土人の群が︑︿略﹀︑一夜をを

愚慮2

八号2

八搬9

イのことである︒

八搬5

落ちてしまふからである︒

八旧2

ばまだくと思はれる時分︑

八捌9

うである︒
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どり明かすさうで あ る ︒

八悩3 やはりこ＼は外國だといふこ
とを︑しみぐと感ずる．
非常なものでした ︒

緑色のすき通るやうな融手が

を立てながら︑

八櫛2
菊の花のやうに美しい﹁いそぎんち

燭手が菊の花のやうに美しい

やく﹂だの︑

八燭3
檜の葉のやうで︑黄色や︑え

﹁いそぎんちゃく﹂だの︑
ひのき

八燭4
び茶をして居る﹁いそばな﹂だの︑

輕快な軍用飛行機といったか

うなものが順々に並んで居て︑

八襯9
つかうです︒

其の胸びれは扇のやうに廣が

ります︒

八備5

ちやうど飛行機が空中を滑走

するやうに︑手ぎはよく水を切って

八備7

八本の長い足を巧みにくねら

胸の所に足のやうなものがあ

下りて來ます︒

つて︑

八柵8

せ︑

八備7

﹁たこ﹂といふ物は實に妙な
物で︑あの普通に頭といって居る所

八備9

あの普通に頭といって居る所

﹁たこ﹂といふ物は實に妙な

が實は胴で︑

物で︑

八柵1
聞耳1

が實は胴で︑

胴から足が出ないで︑頭から
足が出て居るのださうです︒

八備3

八難5園あ＼いふ風に頭が傾いて︑
あれは胴なのだから︑

へんなかっかうに見えるが︑

八描5囹

あれは胴なのだから︑別に
不思議はないのだよ︒

八描5囹

三尊8

まるで矢のやうに進みます︒

八描6園別に不思議はないのだよ︒
これが﹁いか﹂だと︑もっと
左右の足を一ぽいにのばした

すばらしいさうです︒

八描9

ら︑

八欄3

八柵3

ピヤノでもひくやうに︑始終

汽車の窓には關東平野がう

ひそかに芽ぐんでみるのを︒

活動して居ます︒

八柵4圃

何となく春らしい眺である︒

ぼっと煙ったやうに見えるの

委の緑があざやかに廣がる︒

ら＼かに晴れて居る︒

八樹2

八八

追剥6 イスパニや人の喜んだことは

八伽3囹 大洋を西へくと航海して︑
陸地に出あったのが︑それ程の手が
らだったらうか︒

ちやうど小さい金仙花がむら
星形で︑赤や青色をしてみる

がり咲いたやうな﹁いぼやぎ﹂だの︑

八柵7
八儒8
﹁ひとで﹂だの︑

あの馬のやうな顔を︑うつ向

き加減に︑こっくりこっくり動かし

八柳3

何をあんなに考へて居るの

て居ます︒

かなあ︒

八七9園

すき通った寒天のやうな髄か
時々艦をしぼるやうにして︑

其の勢でくらげは運動する

﹁みんな︑同じ方へ向って

それで︑ちやうど内側も外
ガラスを張った大きな窓のや

4

5

、

春の雪をいたゴいて遠くすそ

6

左の窓に飽くのは︑榛名其の

右も山︑左もやがて山を見上

八塒4

山の頂から中腹にかけてまだ

縣境の山々であらう︒

何だか春が逆もどりして行く

周園はすべて山ばかりであっ

いよいよ日本一の長い清水ト

八寸2

長さ九千七百二米の清水トン

いはゆるループ線である︒

八塀2

た〜暗やみの中をこうくと

しげくらだけ

高さ二千米の茂倉岳が天にそ

下りになったのである︒

びえて居るはずだ︒

八柳1

走るばかりだ︒

八儒4

ネルである︒

八塒8

ンネルにさしかかるのである︒

八旧5

た︒

八旧2

やうな氣がする︒

八塒9

らに見える︒

八欄8

げるやうになると︑

八榎6

他の山山である︒

八面2

あかち
を引くのは︑赤城山であり︑
はるな

1

八

152

八伽9園これも人のした後では︑何
のざうさもない事でございませう︒
なぢ
八伽8 今日はすばらしい凪だ︒

八伽9 船が上ると禮を浮かすやうに︑
船が下ると膣を沈めるやうにしてゐ
た︒

八㈱1 船が下ると盟を沈めるやうに
してみた︒

八期4

八㎜2園濱屋の船だよ︒
八欄6囹 きっと濱屋の源治君だよ︒

ら︑

のだ︒

八囎3

八側一

側も揃って進めるのだ︒

八柵8園

らう︒

八柵4園揃って同時に進んで居るだ

泳いで居ますね︒﹂﹁さうだ︒

八柵2園

ことでした︒

約二千匹は居るだらうといふ

志和8園

すいくと浮上ります︒

唖聾5

八團4 着物でも染まるやうな催青な
水だ︒

八二5 胡町な水だ︒
八梱5 眞青な水だ︒

八梱7 今弓ひくに網を張ってみる
ところだ︒

八梱9 まるで戦場のやうである︒

八欄1 網船二さうの間へ︑まっすぐ
に乗入れる︒

八榴6 いわしの重みで︑船がぐっと
傾く程だ︒

八悩1 機械を一ぽいに掛けて家路へ
急いだ︒

八燭5 きれいな海水が︑細かいあわ

151も151151
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八研3 もう新潟縣にはいったのであ
らうQ

八概5 いたづらに時間が長いやうな
氣がする︒

八旧6 いたづらに時間が長いやうな
氣がする︒

八旧7 やっと前方から︑かすかな光
がさし込むと見る間に︑トンネルは
つきた︒

八旧8 約十二分である︒
八田9 急に世界が明かるくなった︒

八削6 これも大きな圓をゑがくルー

八珊3 山も野も眞白である︒
プ線である︒

八柵2 村の家々は︑わっかに屋根だ
けを見せて居る︒

八靭7 あれ謡うら㌧かに晴れて居た
空が︑

八欄2 ちやうど墨でくまどつたやう
に見える︒

八二4 北の國はまだ眞冬であった︒

九12 春はもうなかばである︒
九17 待たれるものは櫻である︒

九21 さうでなくても二三分咲きか
けた所へ︑よく意地わるの雨が降り
そ＼ぐ︒

九26 毎年花は必ず咲くものである︒

九27 暖な春の日が一日か二日も績
くと見れば︑
はち

蝶も︑蜂もそう出 で ︑

てふ

九34 人ばかりではない︑小鳥も︑
はち

九36 蜂もそう出で︑一年に二度と

ない此の花盛を︑一時でも長く楽し

一時でも長く樂しまうとする

まうとするかのやうに見える︒

九38

朝かなり早く起きたつもりで

幸にして日は長い︒

かのやうに見える︒

九39
九310

夕日に映じてはなやかに咲績

かすんだ空にのどかに聞かれ

も︑もう太陽はうらくとのぼって
みる︒

る︒

九41
九43

楓の芽の紅が︑ゆめのやうに

かへで

いてるる︒

九51

等々が煙るやうに見え︑

廣がる︒

暖い晩だ︒

九52

しめやかに下駄の音︑

うきくとそよ

た

九56圃

げ

九62圃

あたりが

チューリップ

ぐんくふくらみさうな

アネモネや

めく晩だ︒

九66韻

の蕾が︑

つぼみ

九71圃
晩だ︒

九71瞬ぐんくふくらみさうな晩
だ︒

岡の上から︻思ひに飛んでみ

同じやうに鳥から思ひついて︑

九79ドイツのリ・エンタールも︑
九83

彼等もまた飛行機を作ること

九242

ごたくと耳にはいり目には

いるばかりで︑何が何やらさっぱり

こ﹂は時計屋の店であること

わからなかった︒

自分の置かれてみるのは︑仕

九2410

かちくと氣ぜはしいのは置

いろくな時計がたくさん並

ラスの中で︑．

事皇の上に乗ってみる小さなふたガ

九247

がわかった︒

其の記事を熱心に讃みました︒ 九245

模型飛行機はりっぱに飛んだ

實物を作りましたが︑

九111
のに︑

九119
九1110

どうやら健男な物を作ること

てきたう

が︑年來の望であったからです︒

九132

上天氣で︑風がちっともあり

に成功しました︒

んでみる︒

九258圏

かったりかったりと大やうな

かったりかったりと大やうな

あれは何の役に立つのであら

これはどんな所に置かれるの

どれを見ても大きくて︑え

何といふ小さい情ない自分

であらうなどと考へてるる中に︑

九256

う︑

九255

のは柱時計である︒

九253

のは柱時計である︒

九252

なのは柱時計である︒

時計で︑かったりかったりと大やう

二三米空中に上ったと思ふと︑ 九252

ませんので︑

九137
九143

平地でも飛べるだらうと思は

急にふらふらとして︑

九152

それでも三十六米ばかりを見

れました︒

九朽10

兄ウィルバーが乗った時は︑

これが始めてだといはれてゐ

事に乗切って︑

九164
ます︒

九167

飛行機が自由自在に空中を飛

非常に調子よく飛んで︑

九梓3

くわつやく

んで旅行に︑輸送に︑軍事に︑すば

であらう︒

小さくて︑

九263園

一かどの役目を勤めて世間

ただ自分だけが此のやうに

は無ささうである︒

の役に立つのに︑どれもこれも不足

九262圏

らさうである︒

飛行機は日々に改良せられ飛 九261園

らしい活躍を見せてゐます︒

九176

それにしても其の最初といへ

行技術もまた非常な進歩を遂げたの
ですが︑

九178

ば︑ライト兄弟の苦心に成った十二
ないし

ると︑意外にうまく空中を滑走する

秒乃至五十九秒の飛行で︑

九264園

九264圏何の役にも立ちさうにない︒

きろく

類最初の輝かしい成功記録であった

何といふ情ない身の上であ
のです︒

九179

これが實に飛行機における人

ことが浮誇ました︒

大人になると熱心に飛行機の
その後一生けんめいになって

研究を始めました︒

九95
九108

1029

だ一だ

らう︒

九283園 誰だ︑仕事毫の上をかき廻

九267 男の子と女の子である︒
したのは︒

九285囹 あ＼いふねぢはもう無くな
つて︑あれ一つしか無いのだ︒

九288 自分のやうな小さな者でも︑
役に立つことがあるのかしらと︑

九289 むちゅうになって喜んだが︑

九2810此のやうな所にころげ落ちて
しまって︑

九291 それが又心配になって來た︒

九336
ある︒

九338

みやま

艦内は深山のやうな静かさで
人の顔がやっと見分けられる

九509團

いたる所︑町は急な坂にな
きっと港の景色が︑︿略V︑

つてゐます︒

九512囲

油書のやうに見えます︒

まばらな村落と
九5510団 さうして︑

幾つかの都市︑

とさつちやう

九571囲川瀬のやうに績いて走って

ゐます︒

ぢごく

九583団

今はちやうど新緑の季節で︑

殺風景な所ですが︑

二十階・三十階では︑もう

まるで絶壁の底でも歩いて

みるやうな氣がします︒

九5810囲

いばれません︒
ぜっべき

九587囲

がに美しいと思ひました︒

湖岸の大通や︑公園の眺めは︑さす

九583囲

が︑

と言った人もある程殺風景な所です

九582団シカゴは︑此の世の地獄だ

つて︑

ハワイと同じやうに︑日本 九573団こ＼に有名な屠殺場があ

えいご

と日本語言替と︑撃方へ通ってゐま

人の子供たちは︑アメリカの小羊校

起床時刻は︑夏は五時︑冬は 九514囲

やうになった頃︑

九341
露天甲板洗となる︒これは水

六時である︒

九359

す︒

英語も日本語も非常に上手
サンフランシスコからロス
アンゼルスまでの問は︑アメリカ合

九523団

です︒

両舷直といふのは︑特別の務 九518国

兵員の受持で︑

九365

くもの子を散らすやうに八方

のある者をのぞいた外の水兵員のこ
とである︒

九3610

衆國でも︑一番景色のよい所だとい
急になつかしくなりました︒

はれてゐます︒

へ散って︑

九528國

な都市です︒

ロスアンゼルスは︑南岸的

九307 大事さうに元のふたガラスの 九37・かひぐしくズボンをまくり
一時間齢りも活動した後であ

上げ︑身輕な姿になって︑

九384
るから︑

九529国

九305 一番喜んだのはねぢであった︒
中へ入れた︒

た懐中時計が︑

九311 今まで死んだやうになってゐ

上がって行くさまは︑實におごそか

日本人が早くから來て農業を警んだ

市内には︑りっぱな日本人
美しいのは果物屋で︑見る

見るからにおいしさうな果

むじゃき

くわつばつ

高い建物が︑すくくと眞

にぎやかさです︒

高い建物が︑すくくと眞

直にそびえてみるばかりでなく︑

九592国

九593国

かう
町といふ町は︑あたかも格

直にそびえてみるばかりでなく︑

子縞のやうに︑きちんと交ってゐま

しじま

九595国

す︒

合になってみるのださうです︒

九599国通が十二で︑ほ貸一瞬の割

るのださうです︒

又無邪氣で平曲なアメリ 九5910国ほゴ一粁の割合になってゐ
くわつばつ

ら北へ︑北から南へと︑わき目もふ

又無邪氣で活濃なアメリ 九605国 申し合はせたやうに︑南か

カの子供が︑
むじゃき

九548国

九539囲山のやうに積まれてゐます︒

物が︑山のやうに積まれてゐます︒

九539困

からにおいしさうな果物が︑

九539團

町があります︒

九535国

ですから︑

所で︑ロスアンゼルスは其の中心地
くんれん

これから訓練に取掛るのであ
あみ

一路藍をた＼へたやうな水
路を進んだ時は︑

九495囲

るQ

九395

である︒

九312 忽ち愉快さうにかちくと音 九392 軍艦旗が︑︿略﹀︑しっくと 九533囲 カリフォルニや州の南部は︑ 九591団息づまるやうなさわがしさ︑
を立て始めた︒

九314 此の時計全艦が再び活動する
ことが出來たのだと思ふと︑

九324園 自分もほんたうに役に立つ
てるるのだ︒

九328 今まで軍港のやみに包まれて

九503国

あ︑アメリカだなと︑つく

みた軍艦の壮大な姿が︑だんくに

がつしゆう

ぐ感じさせられました︒

アメリカ合衆國の裏門と
港や町のにぎやかなことは
ごばん

カの子供が︑

市街は碁盤の目のやうに績 九548団
いてるますから︑

九509国

いふまでもありませんが︑

九506囲

もいはれる重要な場所ですから︑

九506国

あらはれて來る︒

九334 なほ安らかな眠を績けてるる
のであらう︒

みや ま

九335 なほ安らかな眠を績けてるる
のであらう︒

ある︒

九336 艦内は深山のやうな静かさで

だ一だ
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らず一直線に走ってみるのですから︑
分は飼ってみる︒

み＼つくのやうな鳥で︑ この
み＼つくのやうな鳥で︑この

掘ったいもを一つ一っていね

れさうに︑よく實がいってみる︒

九711
九713

おもしろさうに︑僕等の仕事

嬉しさうな聲︒

いに並べて行く︒

九715

を見ていらっしゃった︒

九755園十歳の時︑軍に出て敵の首
を取った程強いお前のことだ︒どう

敵の大軍が押寄せたのでは︑

中々落ちさうになかった︒

中々落ちさうになかった︒

九852

味方の勝利がおぼつかない︒

九858

何といっても二倍以上の敵で

まことに死物狂ひの戦であっ

九8510 味方の軍は約七千であった︒

九862

た︒

さしもの尼子勢もへとくに

ある︑新手は後から後から現れる︒

九864

九865

疲れ︑

である︒

九896

九908

しである︒

かはむらしんざ

ゑ

つばめが︑川水にすれくに

こ㌧は備中の國甲部川の渡

びつちゆう

七難八苦は︑もとより望む所

力であった︒

れぬわたしが︑

いたづらに朽果てたかもし

九889囹
だ

胸がこみ上げるやうに嬉しか

九757

と

尼子の本城である出雲の富田

いつも

九776

其の領主となったのは︑全くお前の

九891囹 わたしが︑︿略﹀︑一時でも

破鐘のやうな聲で叫んだ︒

九787園鹿の角に三日月の前立は︑

九785

われがね

つた︒

城は︑

九755園

げてくれ︒

かりっぱな武士になり︑家の名をあ

元來熱帯地方の鳥でそ
︑れが

かるやうに︑ 元來熱帯地方の鳥で︑

九674

いま一つは︑見るからにへう

夏の間だけ日本へ飛んで掌るのです︒

九676

きんな顔をした︑かはいらしいこの
はっくです︒

これは非常に珍しい鳥といふ

どうかりっぱな武士になり︑

九674其のはでな色彩から見てもわ

かるやうに︑

九673其のはでな色彩から見てもわ

はっくといふ鳥でした︒

九669

はっくといふ鳥でした︒

九6010圃高い建物が︑まるで墓場の 九669
きねんひ

石塔か︑記念碑の林のやうに︑によ
きによきと立ってるます︒

くし

九616囲 あたかも地圖のやうに見下
されます︒

にじ

九621困 それこそ櫛の歯どころでは
ありません︒

九623圏 此の廣い川を渡す虹のやう
な橋︑

九629 其の聲の主がどんな鳥である
かは︑

九634 わからなかったのも無理では
ありません︒
しんび

これは非常に珍しい鳥といふ

のではありませんが︑

九6310 まるで神秘の世界にでもさま 九679
よってみるやうな思がします︒

聖壇を力で仕止めようと思つ

めんだうだ︒組まう︒

いかにも山中鹿介幸盛であ 九902

正しく山中鹿介であらう︒

九813

それが敵方の一人河村新左衛

飛んでは︑

もん

九911

夜の空に星が美しく見えるや

門であると知るや︑

重書館へ行けば︑幾らもあ

今日は日曜日なので︑僕は朝

流れ出した︒

九932 口日録室へはいると︑急に汗が

から重書館へ出掛けた︒

九927

るだらう︒

九925園

うになった︒

それが尼子家の子孫であるこ 九922

たのである︒
てふ

九836

尼子家再興のことは︑我が
此の聲が四方に呼掛けでもし
たやうに︑今まで敵に附いてみた奮

九糾10

年來の望である︒

九糾2圏

とがわかった︒

九8310

人は蝶のやうに浮かれてみた︒

九811園

る︒

深みのある︑神秘的な聲です︒ 九7810囹

一週間も

皆何時ものやうに︑こ＼で
これこそ僕たちが︑

掘ったいもは此の中へ入れる
雀の卵ぐらみな︑かはいらし
絹のやうなうすい皮がはち切
れさうに︑

九708

いのもあるが︑

九707

やうにとおっしゃった︒

九698

めいく身動になって︑

つたので︑

前から︑毎日々々待ってるた命令だ

九689

支度をして︑

九686園

九682

のではありませんが︑

九643 全禮が濃い緑色で︑頭が黒く︑ 九679
はんもん

九649 大きな白色の圓い斑紋があざ
やかに見られます ︒

の﹁ブッポウソウ︒﹂の聲の主だと

九651 此の鳥が何時の頃からか︑あ
思はれるやうになりました︒

九651 あの﹁ブッポウソウ︒﹂ の聲
の主だと思はれるやうになりました︒

んで︑

九656 書の間盛に高い木から木へ飛 九692
九658 夜出て盛に鳴く鳥は︑
くれて姿を見せないはずです︒

九659 ふくろふのやうに︑書間はか

いふのです︒

九661 どうしても別の鳥であらうと

臣が︑績々と勝久の所へ集った︒

九665あの鳴き聲をする鳥なら︑自 九708 絹のやうなうすい皮がはち切 九852 富田城は名城であるだけに︑
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九935 たくさんの箱にはいったカー
ドである︒

九942園 あ﹂︑それなら︑天文學と

急に︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ 僕 の 名 が

どこまでも親切な人だ︒

どこまでも親切な人だ︒

いふ見出しのある所を見るのです︒
九田10

九957

九9410

呼ばれた︒

九965 適々とした室は︑しんとして
静かだ︒

九966 中には大勢の人がみて︑熱心
に本を見てみる︒

九968 出重るだけ音を立てないやう
に行って︑

はいるのです︒

圓をゑがいて動いてみるのだ
此の圓をゑがく様子がわかる

といふことがわかります︒

九平8
九七2
やうに窺眞にうつります︒
それでなくても︑︿略﹀︑此の

動き方が大てい至心がつきます︒

九脳2

九価9 小熊座を包むやうに︑のろ
りよう

くと曲りくねって連なる十ばかり
す

椅子の形に連なる五つばかり

い

の星を龍座といひますが︑

九鵬4

の星はカシオペイア座で︑俗にいか

近くの山々は︑岡と言ひたい

り星とも山形星ともいひますが︑

九佃4
九欄1

わら
家は︑みんな藁ぶきで小さい︒

程低くなだらかである︒

をちりばめたやうに美しく輝いてゐ

九993 たくさんの星が︑まるで第三

なるほど朝鮮だなといふ感じ

一つ一生けんめいにやって

見るか︒

ことだ︒

九描7園
九描8囹

馬をよくかはいがってやる
日本の馬は氣が荒いとかい

はれるさうだが︑それも馬が悪いの

手のひらに藍をのせてやると︑

北斗は︑ほんたうに利口で︑

うまさうになめます︒

乱言9

九梱8

物に驚いてかけ出さうとする

すなほです︒

算置6園

北斗程見事なのは見かけな

りつばな乗馬になり︑

骨組も丈夫になった︒

九榴6

八月もなかばを越せば︑どこ

どこかに秋らしいものが見え

もうたくさんだと言ひたくな

さして涼しい風はなささうで

銀河があざやかに中天にか＼

前の草原で鳴く轟の聲である︒

かなり多敷の聲であることを

だけであるのに︑

︿略﹀︑どれもこれも︑たゴうるさい

九伽4夜の燈火をしたって來る轟は︑

感ずる︒

九伽1

皆既10 それが果して何贔であるか︑

九仰9

つてみる︒

九梛8

ある︒

九摺7

る︒

九梛1

てもよささうなものである︒

九伽9

うなものである︒

かに秋らしいものが見えてもよささ

臨急9

九槻8園

いやうだ︒

九槻7園

いやうだ︒

北斗程見事なのは見かけな

北斗はりっぱな二歳駒にな

やうな時でも︑

九槻2

それも馬が悪いのではない︑

つた︒

馬程すなほで利口なものは

おくびやうさうな目つきをし
始めて見る世界をさも珍しさ
大きな犬ぐらみの大きさで︑

さうしないと︑子馬が丈夫に

肢はばかにひよう長く見えます︒

あし

九佃6

ならないのです︒

村のあちこちから同じやうな
子馬がたくさん出て居て︑

九佃8

九佃10廣い野原を樂しさうに遊び廻

北斗の燈はめきく丈夫にな

つてゐました︒

九佃1

乳をはなれるやうになりまし

りました︒

九佃5
た︒

北斗は嬉しさうに︑すぐ僕の
所へ飛んで來て︑

九伽7

九槻7園

馬に悪いくせが附いてしま

ではない︑

て︑

九柵5

めったにないそ︒

九描10園

めったにないそ︒

馬程すなほで利口なものは

親切にしてやれば︑

o
うに眺めました︒

九柵6

九柵3

がする︒

九柵7

せいくわん

もう書近い頃であらう︒

の騨にはほとんど止らない︒

九柵10此の列車は特別急行で︑途中

九章8園

1010の98
園園だ言意

こ＼が一番難所ださうです︒

ます︒

九997 一丁どれがどうなのか︑さつ
ばり黒藻が附きません︒

九㎜1 其の中で一つ大事な星があり
ます︒
ひしゃく

九m4

夕空7園今過ぎた騨は成歓だよ︒

九欄9 柄杓のやうな形に連なった︑

九川8園

明治二十七八年戦役の古戦

美しい七つの星を探すことにしませ

もう京城の市中を走ってみる

僕はむちゅうになって馬屋へ

九価10園

と言ひます︒

九価4父はさも得意さうに︑﹁︿略﹀︒﹂

かけこみました︒

九掘7

のだ︑家々の間を︒

九佃10

場だ︒

うQ
九梱4 ちやうど柄杓を立てたやうな
かっかうになってゐます︒

九欄3 さつき探さうとしたのがこれ
で︑北極星といふ星です︒

九麗10 今どれか一つの星を︑東にさ

し出た軒端にすれくに當てて︑
るやうに︑星も大悟東から出て西へ

九欄3 日や月が東から出て西へはい

九九
九九
116 116 ふ 116 116

だ一だ
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九伽5 どこからかかすかに羽音がし
て︑

九柵5
て︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑足早に通り過ぎ

かうして武士になるのだ︒

九儒7園何にするのだ︒
九悌8圏

九伽8 此のくらみあいきやうのある
氣のきいた轟は︑めったにないもの

鞘袋をずらして長い刀のや

九柵5園

九爾4園

どうだ︑これで大小を差し
これで大小を差したりつば
これで大小を差したりつば
お前はお供だ︒
御同勢はお幾人で︒

して其の方々はどこにおい
江戸を出立する時は三十人

お二人なら︑連毫で四百八

上下合はせてたった二人だ︒

であったが︑

九㎜10園

ででございます︒

九㎜9園

九髄6圏

九伽5三身どもは主用で通る者だ︒

九欄2園

な武士に見えるだらう︒

九柵2園

な武士に見えるだらう︒

九欄1圏

たりっぱな武士に見えるだらう︒

九柵1圏

うに見せかけました︒

さやぶくろ

だ︒

九悌10

九二9圏秋だ︑秋だ︒
九伽9園秋だ︑秋だ︒
九伽9 しきりに﹁︿略﹀︒﹂と鳴き立
てるやうに思はれる︒
九㎜10 もう何といっても秋である︒

九伽1 よし書間はどんなに暑からう
とも︑

九伽1 日光はかすかに黄色味を帯び
て︑

九伽3 思ひ出したやうにざわくと
音を立てる︒

九伽5 頭でっかちないちもじせ＼り
が飛びちがふ︒

呂です︒

置忘10 今まで見たこともない妙な風
九価2 北八は︑ふただらうと思って

連皇で四百八十文でござい

十文でございます︒

九備6園

取りのけました︒

九燭5園 これはとんでもない風呂だ︒

親方は急に言葉をかへました︒

ます︒

九三2園

珍しさうに眺めてゐました︒

は＼＼＼︑大笑だ︒

お前︑それで武士か︒

な言葉だ︒

九簡1園武士に向かって何たる無二

な言葉だ︒

九岡1囹武士に向かって何たる無二

九柵9

九価6 聞くのもめんだうだと思って︑

九燭9 氣持好ささうに歌を歌ひ出し
ました︒

九132園命だけは無事だが︑風呂の
底が抜けて︒

九梛6園 此の人はとんでもないお方
だ︒
れんだい

呈出2

九1310 連塁でなくては越せないとい 九箇5園
ふことです︒

九襯9園

九襯6園
幾らだ︒

梯子なら買ってやらう︒

何だ︑すりこ木か︒

彌次郎は︑どうせ買ふ氣では

九襯9園

九粥1
九備2園

いやく︑二百でなくては

二百なら買ってやらう︒

ありませんが︑

九紹5園

おれは旅の者だ︒

買はないよ︒

血道9園

何だつて京の眞中で梯子を
買ふのだ︒

九桝7園

私たちの乗ってみる飛行機の

其の間を縫って眞直に走るも

にきちんとしてみる︒

九翫9

のは︑

九章10

おし
談話は筆談か手まね︑急に唖

影法師であった︒

九幣8

おし

になったと同門である︒

あの偉大な箱根の山々が︑

急に唖になったと同様である︒

雲上2

山といふものを空中から見下

九時二十分であった︒

みだい

九糊1

九閥8

九糊3

九粥5

驚く︒

頂の岩角が手に取れさうには

すと︑意外にはげた場所の多いのに
かう考へるだけでも實に愉快だ︒

東京から大阪へ飛行機で

午前九時である︒

風もない秋日和である︒

九衛5

九備4

九凶8

藍湖である︒

下界は今大波の如くうねって

愛馬1

らう︒

九櫓10

湖の一角をかすめるやうに通

何といふ美しい濃い青さであ

みるのだ︒
あしのこ

九襯9

つきりと見えた次には︑

九衛5

九爾9廣い飛行場が蓋きて前は川だ
ほっとしながら下界をのぞく

と思った頃︑

九抑1

海だ︑船だ︑

と︑海だ︑船だ︑たくさんの人家だ︒
たくさんの人家だ︒

九㍑1
九関2

すべてが玩具のやうに小さく︑

り過ぎる︒

指定2

空中から見る市街は︑何とま
あ︑整然とあざやかに美しいもので

九㍑3

長い汀が︑まるでかんなで面

玩具のやうに美しい︒

九励6

まるでかんなで面を取ったや

を取ったやうにきれいに厚く︒

みぎは

あらう︒

九旧3

整然とあざやかに美しいもの

九励5

九九3

ふるひ附きたい程あざやかな

であらう︒

九㍑6

海上一面の波は美しい縮緬で

糟の具をとかした水だ︒

うにきれいに績く︒

九㎜6

緑を見せる︒

黄色い川のやうに見えるのは︑

ご ま
鮎在する漁船は無敷の胡麻粒

ちりめん

九撫7

九励7

あり︑

黄色い川のやうに見えるのは︑

九蜘8

稻田であった︒

九㍑7

もけい
さういふものが模型圖のやう

九㍑8
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である︒

九樹3 眞青な糟の具の水に︑

み

ほ

九棚4 クリームを流し込んだ美しさ
だ︒

けないものであった︒

九棚5 三保の松原は︑意外にもあっ

つた︒

九捌5 意外にもあっけないものであ

ら

それが奈良であることを示し

な

ケットだなと思ふ︒

九塒2
大和平野が︑給のやうに美し

やまと

てくれる︒

九三3

九櫛6

命懸5

それは大阪のおびた冒しい煙

青空の末に墨のやうな雲︑

前は一望の平野だ︒

くかすんでみた︒

九欄7
であった︒

九塒8

きゅうくつさうに自動車が走

みぞのやうな街路を︑

一面は家の海である︒

二列か三列に並んで生えた川原よも
九欄10

九捌6 あの美しいたくさんな松も︑

九㈱10

ぺ

九椒1

誰でも︑︿略﹀︑かうした歌を

聞きながら︑快いゆめ路にはいった
我がなつかしい響町である︒

ことを思ひ出すであらう︒

九研2

我々の國語である︒
我々は︑國語によって︿略﹀︑

九研10
九糊3

我々を教へてくれる大恩人な

日本人となるのである︒

九燗4

我々を教へてくれる大恩人な

のである︒

九欄4

であらう︒

混血は︑かういう風に︑國

家・國民と離すことの出営ないもの

九柵9

艶語を忘れた國民は︑乱民で

である︒

ないとさへいはれてみる︒

九柵9

いくら調べても僕の取ったや

國民の魂の宿る所である︒

十102

九m2

りんしるゐ

蝶なら︑左側の鱗翅類と書

うなのがない︒

十112園

﹁︿略﹀︒﹂と親切に教へて下さ

いたたんすの引出をごらんなさい︒

十115

十122囹

此のやうに大切な國語である

のである︒

九番5

大切な國語であるのに︑

十一時三十七分であった︒

愛國の心が泉のやうにわき起
日本語によって教育されなけ

るのを感ずるのである︒

九欄2
九欄5

今日に進んで來たのであるが︑

ればならないからである︒

九柵8

これだ︒
九柵5

十122園 ﹃おほむらさき﹄だ︒

つた︒

たくさんな船だ︒

大切な國語であるのに︑

のに︑

九旧1

九欄5

十123

九梛7

羽衣を失った天女のやうに︑

ならしめてみるのである︒

九欄2國民として一身一結のやうに
國民として一身一三のやうに
若し國語の力によらなかった

ならしめてみるのである︒

九柵2
九柵3

ら︑我々の心は︑どんなにばらく
どんなにばらくになること

になることであらうQ

童部3

どんなにばらくになること

であらう︒

九m4

きのこが︑自然に生えたやう

くわくせい

何だ︑二階の接聲機だ︒

二階の接聲機だ︒

くわくせい

荒尾は馬より眞逆さまにど

すばらしい眺だ︒

明治二十七八年職役の時であ

ふと通りか＼つた某大尉がこ

十198園

十196園

艦の恥は帝國の恥だぞ︒

其の有様は何事だ︒

つて︑

れを見て︑鉄りにめ＼しい振舞と思

十189

つた︒

十187

うと落ちて︑

十166図

十143

十131

十131

に出來てるる︒

十128

ることがわかった︒

すあげは﹂と﹁くろたいまい﹂であ

なほ︑探して行くと︑﹁から

たくさんな船だ︒

愛國の心が泉のやうにわき起

てんしゅかく

九旧1

九五1

つてみる︒

ぎとしか見えない︒
あ

弾弓8 すこぶる貧弱である︒
ある︒

九齪2 すぐに安倍川を越えて玉山で
九齪6 まるで道中すごろくを飛んで

一膿どの邊だらう︑天守閣は

しゅんかん

九旧8

たいわん

たいわん

飛行機が︑かうも愉快で安全

明日は更に毫湾へ飛ぶのださ

明日は更に毫濁へ飛ぶのださ

とぼくと歩く︒
九旧10
うだ︒

九旧10
うだ︒

馬柵1

だと知ると︑

かうも愉快で安全だと知ると︑

ばうやは好い子だ︑ねんね

るのを感ずるのである︒

九旧1

海から飛行場へ滑り込むやう

天王寺公園であった︒

行く氣持だ︒

九塀2

と思ふ瞬間︑

九田6

でんぽ
九齪10 一望の田圃が︑ちやうど方眼
紙のやうに︑整然とくぎりを見せて

十時三十五分である︒

に降った︒

遠く廣がる︒

九旧2 下界が手に取れさうになった︒
ラが止って︑

九旧7 名古屋だと思ふ途端︑プロペ

絶念10

九塒8 後は空中滑走である︒

九樹2 汽船が敷隻見えるだけで︑市
つんぼ

街は望むべくもない︒

九塀5 聾同志のやうに︑やたらに
大聲を爽するだけだ︒

せ

九珊2

九樹5 やたらに大患を証するだけだ︒
い

九旧6 やたらに大聲を嚢するだけだ︒

九備7幽
しな︒

九旧8 左に伊勢湾がはるかに績く︒

九価4 又すとんと落ちる︒エヤポ

だ一だ
1034

十203園 それは饒りなお言葉です︒
十207 次のやうな事が書いてあった︒
もだ︒

十227園 お前の残念がるのももっと
十229園 一人で進んで功を立てるや
うなことは出藍ない︒

十232囹 自分の職務に精を出すのが
第一だ︒

十233園 まだ其の折に出會はないの
だ︒

花々し い 善 計 ・ も あ る だ ら う ︒

十295團

ヤップのカナカ族程︑昔風

なのはないといはれてゐます︒
し

十2910國

や

それが忽ち晴れた後の目も
にじ

ピン等に近いので︑南洋群島中最も

十414園

名所見物に雨がい﹂と言ふ

物好きだなあ︒

しやう

わざくこ＼に行幸なさつ

それが新酒だ︒

して見ると︑やつぽり昔か

やっぱり昔から水だつたの

へう

十427圏其の地方の孝子などを御三

だ︒

十423圏

ら水だつたのだ︒

十422園

わけだね︒

十418囲此の泉の水が昔は酒だつた

わけだね︒

十418園此の泉の水が昔は酒だつた

たといふ話だらう︒

十417囹

市街は︑︿略﹀︑小ぎれいで

重要な所です︒

十345團

あの熱心な様子を皆さんに

残念さうに一人が言ふと︑

秋野君といはれた男は︑すこ

十381圏

多分其の時に表彰された一

彰になるのだ︒

十428園
幸に雨はさして烈しくない︒

瀧へ行く坂道は︑ぐっと急に

しきりにさわやかな響を静か

なあたりに傳へる︒

十435

なる︒

人だらうと思はれる︒

十385

足もとを清らかに流れる水が︑ 十432

のは︑恐らく天下に君一人だらう︒

十379園

ぶるのんきである︒

十378

十375

と思ひます︒

十358国きっとびっくりするだらう

見せたら︑

十357囲

椰子の葉でふいた至極粗末 落着きがあります︒

十299國全く原始的な風俗です︒

昔はそれで物を買ったり費

な小屋の軒下などに︑

十302国
つたりしたのださうです︒

ヤップからパラオまでは︑

約一書夜の航程で︑赤道もそろく

十304團

時々銀の小鳥の群のやうに

熱帯の特色がますく濃厚

近づきますから︑

十312國

飛ぶのは飛魚です︒

十309圏

になります︒

十235園 艦中一同残念に思ってみる︒ 十306團
十236囹

十239園此のわけをよくおかあさん
に言ってあげて︑安心なさるやうに
するがよい︒

十387

十312國火のやうにもえ立つ夕焼雲 十388 ひそやかにさ＼やきかける︒

さめるやうな大空の虹︑

大きく︑りっぱで︑大通には自動車

十255圃 町のガラパンも思ったより

空を半ばおほふやうに︑櫻や

これだよ︒

なあたりに傳へる︒

十396園雨の方がい㌦と言ったのは︑ 十435 しきりにさわやかな響を静か

楓の老樹が枝をさしかはす下道は︑

かへで

十389

も通ってゐます︒

た︒

十337国
ます︒

りゅうぐう

いか︒

元正天皇がわざく行幸な
十411園

其の事なら僕だつて知って

これがさうなのか︒
みるよ︒

思議に酒の香がする︒

十413圏

谷間へすべり落ちると︑不

十411園

さった璽泉といふのがこれだ︒

れいせん

十4010園

がうよくしてみてね︒

現れさうな氣がする︒

眞直な杉の木立を傳ふやうに︑

十個4

眞直な杉の木立を傳ふやうに︑

實にい＼瀧だね︒

其の奥に養老の瀧が完全な姿

十455圏

を現す︒

強盛9

白い物が上から下へと走ってみる︒

十型4

つた︒

其の前を抜けて︑急に河井君を振返

昔話の龍宮にでも來たや 十398園お天氣でごらん︑此の邊人 十唱1 秋野君がすたすたと急ぎ足に

治の中心地であり︑

ち

十糾3囲

ぶつさうげ
十339圏 眞赤な花の佛桑花︑
とヒつ
コロールは︑︿略﹀︑群島統

涼しさうなかげを作ってゐ

うな思で︑コロール島に上陸しまし

十328圏

に浮出して見えます︒

十323圏 高山植物の花か何かのやう 十397黒人つ子一人通らないぢやな 十437 今にも薪を負った孝子の姿が

美しさ︑

＋31蟹とりぐに染分けたやうな

が別々に見え︑

近づくにつれて濃緑の島々

十319國

十261圃 チャモロ族といふのが大部
分で︑

も高いのださうです︒

十264国 割合に色も白く︑生活程度

に通ひ︑

十267困 皆さんと同じやうに小學校

テニ ア ン は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 砂 糖 の

上手に國語の封話をしたり︑

十273囲 皆さつばりした服装をして︑
十2710困

生産地で︑南洋の寳島といはれてゐ
ます︒

十285團 何千ヘクタールもある平な
耕地は︑

十286囲 見渡す限り美しい甘薦畠で︑ 十訓4国山 パプア・セレベス・フィリ

1035
だ一だ

十461 下の瀧壷に吸込まれるやうに
注いでみる︒

十562
した︒

あり

若者の後を追ふやうにかけ出

十579

水がめが︑ゆれて鳴る音だ︒

して︑また＼いてるる︒

十6410
があるだらう︒

さ︒

別な部屋では︑息子を相手に

十6510園 いたづら好きの魔物だから
Il大望だ︒村中の人に來

津波だ︒

雲のやうに山手へ突進して來
村人は︑此の火によって救は
ちゆう

秋の日をまともに受けた駐
反封だ︒

十6610

十668園

十666圓

二人の手が器用に動く︒

息子が元氣に答へる︒

どうだ︑⊥ハ枚織れるか︒

これが五枚目だつたな︒

もやう

十671

大分しけ模檬であった︒

つた︒

﹁︿略V︒﹂

十733

船長の義務だ︒

十7410園 船と運命を共にするのは︑

るのが︑私に封ずるお前たちの務で

東海丸は沈没したのである︑

聞く人々は全く断腸の思で

だんちやう

悲痛な︑しかも威嚴のある聲

はないか︒

十753

に︑

あった︒

十757

十759

五隻のボートは木の葉のやう

︿略﹀久田船長もろ共に︒

に動揺した︒

どうえう

十763

從容死についた船長久田佐

しょうよう

かうけつ

助の高潔な心事は︑

今更のやうに久田船長のりつ

其の上濃霧と吹雪では︑全く 十775 ﹁︿略﹀︒﹂とは︑かねてから其
の妻に言聞かせてるた言葉であった︒

沈み行く船と運命を共にしょ
かんげき

船長は嚴かに答へた︒

今更のやうに久田船長のりつ

元治元年九月二十五日の夜で

まく

明治維新の幕が切って落され

みしん

それがだしぬけに聲をかける︒

誰だ︑君は︒

其の夜である︒

十796

それを︑不思議にも︑聞多の

る︒

十802

刀が背中へ廻ってみたのであ

差してみた刀が防いだ︒

十801

十795園

十791

ようといふ時だ︒

十784

ある︒

十782

ぱな心掛に感動すると共に︑

十779

ぱな心掛に感動すると土ハに︑

それは︑︿略﹀︑ウラヂボス 十778

一髄何をしてみるのだらう︒

残ったのは︑たゴ船長一人で
十7310

沈み行く船と運命を共にしょ
十746

うとする魔悟なのだ︒

かくこ

うとする覧悟なのだ︒

かくこ

十746

あった︒

船長は幾度か確めるやうに︑

トックへ廻航するロシヤの汽船であ

十721

黒白も辮じない︒

べん

十711

ことである︒

百雷の一時に落ちたやうな 十706 明治三十六年十月二十八日の 十768

山がのしか＼つて來たやうな

十705

父がかますを織ってみる︒

村中の人に來てもらふんだ︒ 十664

てもらふんだ︒

十568園

歩みのやうに︑もどかしく思はれた︒

十463園瀧壺のごく遅いのが︑此の 十565 五兵衛の目には︑それが蟻の 十655園此の村に︑古いけやきの木 十752囹 一人でも多く助かってくれ
瀧の特徴だよ︒

十471 水晶のやうに清らかで︑白絹

十471 水晶のやうに清らかで︑
十569園
十5710園

のやうに細やかである︒

十471 白絹のやうに細やかである︒

十581

非常な速さで押寄せて來た︒

十472 白絹のやうに細やかである︒

十615囹

在所の庭で︑

ざい

十606

れたのだと氣がつくと︑

十598

た水煙の外は︑

十585

とgろきとを以て︑

十583

重さと︑

十582

と思ふと︑

絶壁のやうに目の前に迫った

十525園 これは︑たゴ事でない︒

十527 別に烈しいといふ程のもので
はなかった︒

十528 うなるやうな地鳴りとは︑

十531 今まで纒験したことのない無
氣味なものであった︒

十531 今まで纒験したことのない無
氣味なものであった︒

十532 自分の家の庭から︑心配げに
下の村を見下した︒

十535 村ではく略﹀︑さっきの地震
には一向氣がつかないもののやうで
ある︒

つなみ

こっちへ拘れば地獄ぢやな

うん︑取るんだ︒

君︑とんぼを取るんだらう︒ 十738
十617囹

いか︒

十626
だ︒

干してあるたうがらしが眞赤

十618園

十5310囹 大攣だ︒津波がやって來る 十616園
に違ひない︒

む ちゅう

十548圏 これで村中の命が救へるの
だ︒

十551 五兵衛は夢中で走った︒
十553 まるで失神したやうに︑彼は

あざやかな黄色︒

十627

十749

びであった︒

そこに突立つたま＼︑沖の方を眺め

を︑

十644

星が一ぽい氷りついたやうに

十636夕の光をかすかに残した大空 十748 それは︑全く船員の感激の叫
荘屋さんの家だ︒

火事 だ ︒

てるた︒
十5510園

しやうや

十5510圓

だ一だ
1036

む重傷であった︒

せぼね

十803 それでも︑流転に深くくひ込

いしき

十重7園

十㎜9園

加賀白山の観世音様︑どう

そんなに長くあるでせうか︒

ぞ︑此の雪をお消しになりませぬや

む

十804 氣丈にも聞多は立上って︑

雪の山は︑とうく年の瀬を

うに︒

場をうまくのがれた︒

好い具合だと︑清少納言は思
今日降った雪だけは取除く
清少納言は︑同じ事なら︑十
見届けたいものだと思ひまし

五日までこ＼にるて︑

十掴6

やうに︒

十鵬5園

ひました︒

十佃3

無事に越してしまひました︒

十湿10

十807 ほとんど無意識に︑彼は其の
十808 あたりは眞のやみである︒
十811 そこはいも畠の中であった︒

十812 艦中が︑なぐりつけられるや
うに痛む︒

十815それは農家の燈火であった︒
十825満身は血だらけ︑泥だらけで

たが︑

十掴7

ある︒

＋ 8 2 1 0 ｪ ﹀ ︒﹂とかすかに言った︒

十827聞多はもう轟の息であった︒

て蹄って來ました時︑

十柵1園私はほんたうに残念でござ
何と言ってもそなたがりつ

いました︒

十伽1

へる︒

しろながす

一ぽいの速力を出せといふの

紹動員である︒

もりの爆揮が︑破裂したのだ︒

小山のやうな艦を水面に横た

腹部に送氣管で空心を送って

沈まないやうにし︑目じるしの旗を

十二3

十薬9

うが︑

せん︒

十擢2

あめ

ちやうど飴でも引きのばした

切れさうで切れないといった

若しあそこが少しでも切れて

地圖で見れば何でもないやう

實は爾大陸をつなぐ火山地帯

至る所岩だらけ山だらけなの

かうした場所を堀割るといふ

ことは︑並著ていの仕事ではありま

十槻7

です︒

縄帯5

す︒

で︑至る所岩だらけ山だらけなので

十擢4

に見えながら︑

十槻3

に見えながら︑

地球で見れば何でもないやう

カの南端を大廻りしなければなりま

いてるたのでは︑はるぐ南アメリ

十梱7

如何に細いにしてもそれが績

みたら︑自由自在に船も通れるでせ

十梱5

かっかうです︒

十捌3

いったかっかうです︒

時のやうに︑切れさうで切れないと

十梱3

でつながってみることです︒

まるで紐のやうに細長い地峡

ひも

誰でもちよつと不思議に思ふ

胴に立てて︑

よくも言ひあてたものだ︒

のは︑

ぱに勝つたのです︒

十川3園
十川5園

十備4

である︒

水煙が︑船の上にも霧のやう

いよく嚢砲の機會が近づい
たのだ︒

十号8
十価10

に降りか㌧る︒

寝敷名の船員の心が︑船と一

やがて五十米程前方の水が泉

つになって鯨に追憶かうとしてるる

十描6
のだ︒

十年1

﹁ぶすり︒﹂と押しつぶすやう

のやうに成皿L⊥り︑

十佃3

十佃4

な音がした︒
ばくだん

十柵7

十捌2

自分のやうなものをこれ程に
泣きたいやうな氣さへしまし

まで思って頂けると思ふと︑

十襯3
十鯉4
た︒

恐らく遠い所は晴れてみるの
大小様々の氷山が︑島のやう

であらう︑

十備3
骨端4
を︑

潮を吹く二頭の大きな白長須

に︑あちらこちらに浮いてみる海上

兄の目は︑涙で一ぽいである︒
＋8210

十悩9園此の雪を消さないやうに︑

十佃8

もう大丈夫だと思ってみる矢

嚴重に番をして下さい︒

うに︑嚴重に番をして下さい︒

先︑

十哲1

昨日あんなに残ってみて︑
大丈夫のはずだったのに︒

十佃2園

大丈夫のはずだったのに︒

昨日の夕方までは︑確にご

もう歌どころではありません︒

十鵬2園
十鵬7

十m1囹

今朝はすっかり無くなって

ざいました︒

十m⁝3園

お盆を帽子のやうにかぶつ

みたさうでございます︒

十柵10囹

鯨を見つけたからである︒

人が躇散らしたりしないやうに︑

しぼるやうな母の聲である︒

人が躇散らしたりしないや

十悩10園

十8310
である︒

ろ共に切っておくれ︒
らんぱうい

十8510 聞多は︑痛みも感じないかの

十856 彼は蘭方警であった︒

やうに︑こんくと眠ってみる︒
十865 醤者の手當とによって︑不思
議にも一命を取止めた聞多が︑

まことにありがたく尊いのは︑

最期を遂げたであらう︒

さいご

十878 井上聞多は︑山口在に非命の
十8710

此の母の力であっ た ︒

成皿って︑持って來ておくれ︒

十852園さあ︑切るなら︑此の母も 十町3園 雪の白い所だけ山のやうに

十8310

それは︑しぼるやうな母の聲 十樹10園

せめてもの慈悲だ︒

十831園敵は誰だ︒
十838 一思ひに死なせてやるのが︑

「〈
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せん︒

十偽2 大きな商船でも軍艦でも︑通
り抜けられるやうになりました︒

十重2 世界に有名なパナマ運河とい
ふのがそれなので す ︒

十伽3 世界に有名なパナマ運河とい
ふのがそれなのです︒

十伽6 海面と同じ高さに水を通すこ
とは︑中々出來さうにありません︒
くしざし

十脳3 ちやうど團子の串刺のやうに︑
運河を通さうといふのですが︑

逸気8 川の流の急な所を︑舟を通す
場合︑

老心4 船は水路に沿うて走る機關車
に引かれながら︑静かに奥へ進みま
す︒

十旧9 これはさう大きいものではあ
りません︒

せぼね

十伽3 つまり地峡の脊骨に入る高い

かすみがうら

岩山を切通した所で︑幅が底の所で
九十米︑

あらうといふ大きさで︑しかも人間

十二7 これは日本の霞浦の二倍も
の力で二重た湖と聞くと︑

十伽9 今︑湖上に浮かぶ島島は︑其
の昔︑陸に讐えてみた山であったわ
けです︒

十欄4 氣ちがひのやうにあふれる川
を制し︑
ぐわんこ

一旗5頑固な岩山を切開いて︑
とげたのです︒

十㎜5 巧みに此の文明的大工事をし

みだい

十㎜8此の大工事の裏には︑もっと
偉大な仕事がありました︒

十捌5
下水を完全にし︑道路を鋪装

此の病氣のなかだちをするも

か
のが︑蚊であることがわかったので︑
ほさう

十梱6
して︑

十悩7園 感心な者だ︒
十悩7園 感心な者だ︒
十悩7園 それでこそほんたうの武士
である︒

十悩7囹 それでこそほんたうの武士
である︒
とたう

十悩2 徒黛を組んで天下を騒がすと
いふことは︑重い罪である︒

彼等は︑まことに忠義の者

今後忠義をはげます道がな

どもである︒

十燭10囹

十搦2園

﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの

いであらう︒
十燭3

義には相違ないが︑みだり

人々の一致した意見であった︒

十燭7園

に騒動を起したのは︑

結局私情を以て國法を破

けっきょく

十欄8園

綱吉は︑元來情に動かされな

つたのである︒

十悩10

しかし理非にも明かるい人で

い人ではないが︑

十梛1

あった︒

たとひ武士でも︑普通ならば
打首である︒

十佃5

切腹といふのは︑どこまでも

普通ならば打首である︒

十137

十七6

めいよ

まことにせんない事でござ

いろくお聞及びでござい

武士の名讐を重んじた扱ひであった︒

十佃7圏
ませうが︑

十慨10園

どうしてそんなに何時も第

り言のやうに言ふQ

どうしてそんなに何時も第

一位なんでせう︒

弔詞2園

誌面2園

第一自分一身を投出して︑

一位なんでせう︒

十粥5囹

それは言ふべきことではな

何時でもはねつけるやうにす

これと思ふりっぱな人を自

十摺5園

そんな事をするやうでは︑

みだりに人に聞いたり︑

ほんたうにりっぱな人物に

十桝9囹

これは大事なことだから︑

これは大事なことだから︑

みんなりっぱな方ばかりの

あ＼いふ連中が今度も出る

十重4園

何よりも棄椹者が非常に少

選取もおしまひだよ︒

きけん

十爾4園

やうでは︑選塞・もおしまひだよ︒

十備3囹

やうですね︒

十衛8園

よく畳えておきなさい︒

十幽9園

なる︒

投票するといふ精神に反することに

十幽8園

結局人情や欲に目がくらんで︑

けっきょく

十幽7園

分できめて︑

十幽3囹

る︒

幽幽1

い︒

十粥9園

聲である︒

十粥7父の言葉は︑ほとんど感歎の

た實にえらい人だ︒

市政上の意見もしっかりし

人のために書くす人だ︒

如何にも心ありげに申し上げ

正倉6園

います︒

十柵1
た︒

助ける道でもあらばといふ下
すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と

心であったらう︒

十柵2
十糊5

彼等を法衣の袖にくるんで

仰せられただけで︑やがて御退出に
なった︒

十柵5園

助けたいのは山々であるが︑

それはかへって彼等の心で
あるまい︒

十柵5園

十椥6囹散ればこそ︑花は惜しまれ
るのだ︒

十柵7園彼等をりっぱに國法に從は
佛の大慈悲であると思って︑

せるのが︑

十柵7園

そのま㌧退出したのである︒
日曜日の午後である︒

十柵9囹
十川4

さうだと思ふと︑僕はすぐ外
へ出て見た︒

十川6

ほとんどひったくるやうにし
號外は︑﹁︿略V︒﹂といふ大活

て受取つた號外は︑

十川9
十襯2

當選者決定だらう︒

字の見出しだ︒

十襯4園

すばらしい得呈示だな︒
父は︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とひと

十襯10園
十手1

だ一だ
1038

い︒

書記5園 論叢人の自豊の現れだね︒

ら︑わざく四って投票なさる方も

十爾6園 あなたのやうに︑旅行先か
あるのですから︒

十襯9圏 いや︑もっともっと感心な
ちゅうぶう

のがあったよ︒

十備9園中風で︑足もろくく立
たないおちいさん が ︑

十帽5囹 選塞は自然眞劒になる︒

だ︒

話術6園 今度は其の眞劒のたまもの
十㍑9 三選した家では︑定めて喜ん
でるることであら う ︒

十柵1園 何だか降続いた雨でも︑す
つかり晴上ったやうな氣がする︒

十柵2 父がひとり言のやうに言った︒

十燭6 蒸氣機關が出来たのは︑二三
百年も前の事であったが︑

ものを造らうとした最初で︑今から

十号3 これが︑そもく汽車といふ
百数十年前の事であった︒

十研4 今から百敷十年前の事であっ
た︒

十旧6 此の時出面上ったのは︑荷車
に蒸氣機長を装置したやうなもので︑
うなもので︑速度もおそく︑

十研6 荷車に蒸氣機關を装置したや
十柵9 炭坑などではかなり用ひられ
るやうになったが ︑

重要な交通機關となるのには︑

十欄1 それが今日の如く焚達して︑

スチーブンソンも︑イギリス

の人であった︒

十五4
生まれつき機械の好きな彼は︑

これは今から百年蝕り前の事

暇さへあれば︑

十㈱7

十捌7
であった︒

母も何か言ってみるやうだが︑

﹁あじあ﹂は流れるやうに動

こちらにはわからない︒

十撹9

十鵬1
き出した︒

を ぢ
僕は︑春休をハルビンの叔父

右手は大和尚山で︑關東

だいをしやう

の所へ遊びに行くのである︒

十塒3

謬言6囹
州第一の高山︑
かつすけ

乃木勝典中尉の職死された

記念碑であります︒

十欄7圏

そゴうに︑乃木將軍の詩も

十欄8園丁に取るやうに見えませう︒
十塒9園

しのばれるのであります︒

乃木將軍の詩もしのばれる

のであります︒

雪膚9園

マルタといふ名ださうだ︒

十悩5 ロシヤ人の女の子だ︒
十悩9 此の子は新京へ母と借るとこ
ろで︑

が︑

分厚な本を讃んでみる︒

十七9 マルタといふ名ださうだ︒
十脳9 マルタといふ名ださうだ︒
十塒2 緑色の上着を着たロシヤ婦人

安東・七七・北平への分岐

落着いた︑美しい形である︒
ペヨびん

十摺7
ぷじゅん

十旧5

満人の赤帽が忙しさうに荷物

貼なので︑列車が幾つも止ってをり︑

十悌7

る︒

正価3

そぼく
古代の我が選民の素朴な喜が︑

我等は︑此の歌を口ずさんで︑

みなぎってみる︒

吉備5

十備8

あわたゴしく散りゆく櫻の花

のどかな春の日の光の中に︑

今新なる歓喜を感ずるのである︒

奉天はまことに平な大都市で︑

を運んでみる︒

十佃9

十価9

かまくら

源翌朝は︑鎌倉時代のすぐ

みなもとのさねとも

十柵7

十備6

本居宣長は︑江戸時代の有名

書あやうな歌である︒

書あやうな歌である︒

まことに此の人にふさはしい

明治時代の前者であり︑歌人

おちあひなほぶみ

明治時代の學者であり︑歌人

おちあひなほぶみ

其の一本を以て親の磁土を祈

元旦に門松をよんだ歌である︒

ほがらかな︑つ＼ましい心を

つ＼ましい心を味はひたいも

のである︒

十冊3

味はひたいものである︒

十冊3

らうといふ意味で︑

十m10

十m8

であった落合直文が︑

十榊7

であった落合直文が︑

十柵7

歌である︒

十柵4

獲楊につとめた人︑

事記傳を大成して︑我が國民精神の

十榊2江戸時代の有名な學者で︑古

な達者で︑

もとをりのりなが

十手2

れた歌人であった︒

十備4

都の春を癒しんだのであった︒

十備1 平安時代の大宮人は︑︿略V︑

をよんで︑優美の極みである︒

奉天はまことに平な大都市で︑

た望北陵の松林が小高く見えるだ

ほくりょう

忍法10

たゴ北陵の松林が小高く見

ほくりょう

けである︒

十欄10

大きな構内には︑冬になると︑

えるだけである︒

十㎜7

こうしゅれい

あれは公主嶺で︑昔︑ロシ

大豆の山が積まれるのださう

大豆の山が積まれるのださうだ︒

十㎜7
だ︒

十欄8圏

やのコサック兵は︑あそこで教練し
たのだが︑

あそこで教練したのだが︑

汽車の影だけではない︒電柱

十㎜⁝9囹

の影も木の影も︑ずっとのびた︒

御酒6

街路樹があざやかに見える︒

急に車内がさびしくなる︒

十m10

十m4

日が沈むところだ︒

大きくて︑赤くて︑上海蜜

しゃんはいみ

十m9
かん

十m10

柑のやうだ︒

もうしばらく別れてみるやう
眞冬のやうに寒い夜だ︒

な氣がした︒

十槌5
十桝4

眞冬のやうに寒い夜だ︒

息子は︑一生けんめいに苦

十個4

十備2園

評したかひがあって︑りっぱな身分

一臣民である自分も︑しみ
ぐと生きがひを感ずるとよんでゐ

十価1
りっぱな身分になり︑

になり︑

十塒3園
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くわいらう

かね

らうに︒

した︒

十一145

らです︒

十一153

夜は電飾の輝きも華やかで
かうして年々に近代化して

紫式部は︑子供の時から

りっぱな學者になるであ

筆をとって有名な源氏物語
彼女は文學の天才であった
まことに圓満な︑深みのあ
父爲時が願ったやうに︑若
若し紫式部が男であったら︑

源氏物語のやうな假名文は
假名文は女の書くもので︑

しかし︑假名文であればこ

あったからです︒

十一153

男は漢文を書くのが普通で

男は漢文を書くのが普通であったか

十一152

書かなかったでせう︒

十一151

十一1411

し紫式部が男であったら︑

十一1411

る人でした︒

十一149

ばかりか︑

十一148

を書始めました︒

十一146

不幸にも早く夫に死別れま

十一142園

りっぱな學者になるであらうに︒

十一141囹此の子が男であったら︑

十一141園此の子が男であったら︑

非常にりこうでした︒

十一138

むらさきしきぶ

行くのもまた自然の勢であらう︒

十一135

ある︒

十一134

に讐えるやうになった︒

行くく見上げる大寺院は 十一131 新しい大建築が市中至る所

東本願寺であり︑

十一74

がらん

十一75 其のや＼西に︑同じやうな
大伽藍を見るのは西本願寺である︒
がらん

十一75 同じやうな大伽藍を見るの
あけ

は西本願寺である ︒
ろうもん

十一87 朱の色あざやかな大鳥居・
沙門・廻廊を望む時︑

からもん

十一810 静けさ其のもののやうな銀
閣寺から︑

十一98 豊島神社に華やかな唐門を
仰ぎ︑

十一104 明治天皇は︑かしこくも二

にんな

にんな

春ならば仁和寺の櫻︑

重の玉垣の奥に鎭まりいますのであ
る︒

十一1010

十一1010 春ならば仁和寺の櫻︑秋な
らば廣澤・大澤の池をたつねて︑

ごんきやう

十一115 やさしいのは古都の眺であ
る︒

十︻118 書夜勤行の鐘がさやかに
聞かれる︒

つて見える︒

十一1110 川沿ひの柳が夢のやうに煙

十一124 すべて優にやさしいのが京
都である︒

ごばん

十一126京都はたゴ古い歴史だけの
都ではない︒

十一127 町並が碁盤の目盛のやうだ
といったのは昔のこと︑
近代的大都市である︒

十一12砂 今の京都は︑何といっても

そ︑

十一154
つて︑

十一156

である︒

十一1811

んですか︒

やった︒

十一222

うっかり者だから︑つい

櫛を使ふことをおきらひ

かう何時までも赤ちゃん

不幸な紫の君は︑

此の不幸な子を︑どうした

十一234園

わたしの鼻が︑ほんたう

らなぐさめてやることが出揺るか︑

十一225

のにいさんだと思ふ程︑

紫の君も︑源氏をほんたう

いろいろと紫の君のめんだうを見て

十一2111 小さい妹でも出來たやうに︑

十一219

では困りますよ︒

十一206園

ふよい髪でせう︒

だが︑それにしては︑まあ︑何とい

十一204園

ないことだと︑
くし

ことは︑佛檬に封しても申しわけの

十一1910園

生き物をいぢめるといふ

十一198圓あなたは雀の子に夢中な

に︑

何時とも知れない身になってみるの

どうして何時までもかう

尼さんはもの静かに︑

それは︑此の子の乳母であ

ゆだんをして逃したのでせう︒
う ば

當時の隠語を自由自在に使 十一186園
紫式部は︑やっぱり女でな

るらしい︒

﹁︿略﹀︒﹂

我が國第一の小説であるば 十一191

くてはならなかったのです︒

十一158

かりでなく︑

十一194園

わたしがこんなに病氣で︑

わたしがこんなに病氣で︑

ぶつ

なんでせう︒

我が國第一の小説であるぼ
やく
かりでなく︑今日では外宝舟に課さ

十一195園

十一159

れ︑

世界的の文學としてみとめ 十一195園
十﹇1510

られるやうになりました︒
かんたん
源氏物語の一節を心良にし

十一1511

あま

年とった上品な尼さんが佛

きれいに作ったしば垣の内

暮れさうでなかく暮れな

のどかな春の日は︑

て︑それを今日の國語で表したもの
ですが︑

十一166

十一166
い︒

十一167
そうあん

の僧庵に︑
だん

十一168

上品な尼さんがく略﹀︑静

壇に花を供へて︑

十﹇169

目もとはさもだるさうで︑

かにお纒を讃んでみる︒
十一1611

十ばかりであらうか︑

病氣らしく見える︒

十一173

十一175何といふかはいらしい子で
あらう︒

つて︑

十﹇176ともすると扇のやうに廣が
十一184女の子は︑さもくやしさう

だ一だ
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にかう赤かったら︑どうだらうね︒

しやる︒

十一236園 まあ︑いやなことをおつ

十一238 にいさんがお氣の毒だと思
つた︒

をしてみる︒

柱は︑︿略﹀︑著しくふくら

門の奥行が柱間三間である

みを持つた丸柱である︒

十一272

十一275
ことも︑

十一276如何に壮大華麗な門でも︑

其の屋根は︑あたかも飛行

初層に比して第二層の輕快

機の翼のやうな落着きと輕さを見せ

十一2910
てるる︒

十一301

しやうとく

御父君にかたどって等身の

輝かしい色彩がどんなに尊

あるといふ︒

十一332

輝かしい色彩がどんなに尊

く辞されたことであらう︒

く拝されたことであらう︒

十一332

夢殿とは︑何といふゆかし

夢殿の名は︑そこから起つ

堂内に安置されてるるのである︒

十一346 本尊観世音は︑︿略﹀︑此の

たのであらう︒

十一343

究をせられたのである︒

十一3310 太子は︑︿略V︑又佛教の研

い名であらう︒

十﹇337

い八角圓堂だといはれてみる︒

それは︑聖徳太子が御父 十．﹁336 夢殿は︑我が國で一番美し

な感じがたまらない程よい︒

十一308

右に金堂が荘嚴にひかへ︑
十﹇2711

それが又法隆寺といふ美の

實に太子御孝心の結晶であ

乱用明天皇を追慕し給ふ鯨りに作ら

かうだう

十一312

殿堂を現出したゆゑんである︒

十一3010

り︑

十一309

せられたもので︑

不思議によく調和して︑

御蚕とし給うたもので︑こ㌦にも同
じ孝の御心がしのばれる︒

るのであった︒

＋一354太子をしみぐとしのび奉

趾ピ・

十一365囲

に︑力強く︑

ちゃかつ

誹種はや＼鈍重な茶褐

目ざめるやうな野菜畠に

五月の太陽は︑ほがらか

十一3510鵬

今さういふことを考へるの 十︸359圃 或物は明朗なひわ色に︑

ぐうぜん

腔内の美と素語は︑たゴこ 十一367翻

あながち偶然でない氣がし

は︑齢りにもったいない氣がする︒
きせき
全く一つの奇蹟であって︑

てならない︒

齪嘉し︑

極めて生きくと︑自由に︑ 十一384 教室の外は︑うら＼かな初

十一388何だかうそのやうだ︒

あ︒

十﹁386あの雀は︑のんきでい㌦な

夏だ︒

なだらかな曲線をゑがいて 十一323

更に推古天皇の御念持佛で

は感じた︒

その美しい光彩が︑金色の 十一3810
顔が火のやうになるのを私
金物のすかしを通して見られたので

十一3210

づ し
あったといふ有名な玉轟の御厨子が︑

十一326

づ し
あったといふ有名な玉轟の御厨子が︑
すみこ

美しくも尊くも辞される︒
すみこ

更に推古天皇の御念持佛で 十︸385 うら＼かな初夏だ︒

れだけではない︒

十︻3111

十一319

十一318

十一315

するのであるが︑

日本に二つとない美しい塔 ＋一31辞しみぐと慈悲の御相を拝

此の塔はどこまでも輕快で
軒といふ軒は︑まるで天上
屋根といふ屋根は︑天女の

に舞上るやうに長く張出してみる︒

十一296

ある︒

十一295

がこれである︒

十一2811

みるのである︒

十一289こ＼に美の中心を形作って

が︑

十一288此の高い塔と荘嚴な金堂と

が︑

十一287此の高い塔と荘嚴な金堂と

られる︒

十﹇281正面に講堂の雄大な姿が見

十一2311 源氏は︿略﹀︑まじめな顔 十一277奥行二間が普通であるのに︑

水入の水を紙にひたして︑

十一241 紫の君はさも心配さうに︑

十一244圏 墨でも附いて黒くなった

十一243圏赤い方がまだ増しだ︒
ら大攣ぢやないか ︒

十一248紫の君は︑すっかり晴れや
かになってみた︒

十一249 外はうら＼かな春の日であ
る︒

十一249 外はうら＼かな春の日であ
る︒

十一254 其の終嵩が南大門である︒
がくぶち

はめ込んだ美しい書だと私は思った︒

十一259 まるで南大門といふ額縁に

十一297
みる︒

十一298

金堂はもちろん武豊な大殿
これも不思議に私たちをお

堂であるが︑

十一298

堂であるが︑

金堂はもちろん六二な大殿 十一325

がいてるる︒

羽袖のやうに︑なだらかな曲線をゑ

をどる心をおさへるやうに︑ 十一297
私は静かに足を運んだ︒

私は静かに足を運んだ︒

十一2510
十一2510

十一268 中門だけは︑最初からあり
つたけの美しさを誇るやうに︑極め
てあらはである︒

十一268 極めてあらはである︒

十一269 間口が柱間四間で︑其の中
央二間が入口になってみる︒

さへっけようとしない︒

十一2611 他に例のない形でありなが 十一299
ら︑

1041
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のお支度をしてみるところだった︒

十一395 一生けんめいに︑ねえさん
十一396 髪結さんが︑ねえさんのお
支度をしてみるところだった︒

人のやうに見える ︒

十一397 ねえさんは︑まるでよその
十一404 心を無理にしづめようとし
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ 少 し か す れ た 聲 だ

て雑誌を開いたが ︑
十一409
つた︒

十一415 よくねえさんに復習や宿題
を見て頂いたものだった︒

十一417園 これが女の行くべき道な
んですから︒

十一418園 おとうさんやおかあさん
を大事にして上げて下さいね︒

十一419園殊におかあさんは︑さう
お丈夫ではないんですから︒
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ そ れ が の ど ま で 出

口ぐせのやうに﹁︿略V︒﹂

てるるのだけれど ︑

十一422

十一427
と言ひながら︑

十一428 話はとだえがちであった︒

十一428 時々へうきんなことを言つ
て︑

十一433 此の先生がまだ十五歳の少
年であった頃︑

十一464囹

中には其の研究をばかにし

﹁ボーン﹂といふかすかな

月日が矢のやうに流れ去り

藁がかすかに動きます︒

こっけい指窓だ︒

もありました︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑相手にしない友達

一年か＼つて十寸上ったの 十一462
一年か＼つて出來上ったの

が人間の頭のやうなもので︑

十一438
十一438
が人間の頭のやうなもので︑

ました︒

十一478

ふいごで風を吹込むと︑生 十一471

きた人間のやうに聲を出す仕掛にな

十一4310
つてゐました︒

かういふやうに︑小さい時 十一485

音が︑電線を傳って先生の機械に響

十一4311
から研究心の強かった先生のことで

今どうしたんだ︒

血の出るやうな苦心が︑又
続けられました︒

十一496

十一489園

きました︒

聾唖學校で氣の毒な子供た

すから︑

十一唱1

聾唖濫読で氣の毒な子供た

ちを教へるやうになると︑

十一個2

電話を嚢明した此の先生こ

文字といへば漢字ばかりで︑

阿禮の語る物語は︑すべて

文章といへば漢文が普通で

文章といへば漢文が普通であった︒

十一649

十一649

あった︒

安萬侶に取っての大きな苦

我が國の古い言葉である︒

十一6411

十一652

漢字ばかりで︑我々の日常

心であった︒

使ふ言葉を書きあらはさうとしたら︑

十一655

どうなるであらう︒

しかし︑これでは︑漢文流

潜むのにかへって不便であ

これでは又あまりに長過ぎ

だが︑これでは又あまりに

に﹁サウモクアヲシ﹂と讃むことも

十一657

出來る︒

十一6510

十一512

そ︑アレキサンダーhグラハムーーベ

いよく熱心に︑聲の原理

ちを教へるやうになると︑

十一咽2

長過ぎて︑

十一664

十一673

後者は﹁久佐幾﹂と書くの

しょにしたのである︒

﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二

これらは簡軍な名前に過ぎ

其の苦心はとても一通りの

いはば我が國で最も古い書

ことではなかった︒

十一668

ないが︑

十一667

つの方法を

と同じである︒

零時二十八歳の若盛りであ

十一667

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

木﹂と書くのと同様であり︑後者は

十﹇664 前者は ﹁クサキ﹂を ﹁草

る︒

十一6511

て︑

十一6511

ルで︑此の嚢明は︑ベルが三十歳の

きおく

古い言傳へをそらんじ始め

阿禮は記憶力の非凡な人で

石台は記憶力の非凡な人で

きおく

や舌・くちびる・耳などの生理を勉

つた彼が︑

十一638

あった︒

十一644

殆ど心魂を捧げつくしたこ

地であったらう︒

阿禮は︑今や天にも上る心

にほろびてしまふかも知れないので

十一642

歴史も文學も︑彼の死と共

たのは︑三十鯨年前のことである︒

十一637

あった︒

十一635

あった︒

十一635

ことでした︒

何分にも耳や口の不自由な

強しました︒

十﹇唱4

何とかして此のかはいさう

並大ていの苦心ではありま

子供たちのことですから︑

十一嘱6
せん︒

十一個7

子供たちのために︑便利な

な子供たちのために︑

十﹇個7

電信は︑瀦や棒の弓手を

機械を作りたいと思ひました︒
ふがう

十一452囹

用ひて通信するものだが︑

といふ風攣りな研究に取りか＼つた

十一436園人間は︑くちびるや舌を 十一458 話と電氣とを結び附けよう
動かして︑いろく攣った石茸を出

のです︒

とであらう︒

元來先生は電氣や電信の學 十一645
者ではありませんでしたから︑

十︻4510

すが︑考へてみると實に不思議だ︒

た︒

十一437 彼は妙な物を作り始めまし

だ一だ
1042

物である︒

十一674 今から一千二百饒年の昔の
ことである︒

眞淵は宣長の學識の尋常で

つてみるのである︒

十一717
ないことを知って︑
まんえふしふ

それには萬葉集を調べて

君も一つ大志を抱いて奮

其の眺は美であり奇である︒

國立公園阿寒は︑たゴに北

其の前後けなげにも︑十人

まことに天下の絶勝だと私

とに天下の絶勝だと私は思った︒

海道の誇であるばかりでなく︑まこ

十一糾10

かりでなく︑

たゴに北海道の誇であるば

果しなき密林と︑雄大な展

秘境だといふ感じを深くさせる︒

其の眺は美であり奇である︒ 十一糾9

十﹁餌8

十一808

岡するんだね︒

十一787囹

十﹁808

明澄の水はどこまでも冷や

べたやうな﹁まりも﹂をのぞいて見

十一艇10

は思った︒

六百海里の北を望んで績々

乗そこくの日動機船が︑

十︸854

十一855

と出て行く姿を見るであらう︒

幸にして此の頃は︑割合な

た〜神のみがしろしめす神

見渡す限りは午後の静かな

見渡す限りは午後の静かな

專らますのおよぎ廻ってゐ

たまく遠くからたゴよふ

カムチャッカ沿岸へ航する

でおくんだぞ︒

十一8611園

網の綱をしっかりつない

汽船であらうか︒

十一869

やうに汽笛が聞えて來るのは︑

十一868

さうな場所を探して︑

十﹇863

海である︒

十︻8511

海である︒

十一8511

くらべてみる︒

十一8510

準備の最中であるQ
もやう
晴雨計と空模様を熱心に見

ぎの日が多い︒

十一856

流し網出漁船は︑今︑出動

くことが出挙ないかのやうに思はれ

十一糾6

望と︑

十﹇809

かに︑や㌧暗い青さをたたへ︑
たどん

り︑最後の目的に達するやうになさ

﹁まりも﹂をのぞいて見る
群青の水をた＼へてみるの

一興であった︒

十一819

のも︑

十一814

るのも︑

有名な古事記傳といふ大著

述は此の研究の結果で︑

十一745

い︒

十一736園それから一歩々々高く登 十︻814 まるで緑色の炭團でも敷並

おくことが大切だと思って︑

十一726圏

十一679 要するに我が國初刷來の尊 十一718 非常に頼もしく思った︒
い歴史であり︑文學である︒

十一6710 要するに我が國初回來の尊
殊に大切なことは︑

い歴史であり︑文學である︒
十一6710

十一6711 殊に大切なことは︑かうし
て我が國の古傳が︑古語のま＼に残
つたことである︒

が︑ペンケ・パンケニつの湖であっ

十一684 我々はく略V︑古代日本人 十一745 有名な古事記傳といふ大著
述は此の研究の結果で︑我が國文學
ふめつ

の精神をありくと讃むことが出來

十一827

其の果にオホーツク海の煙
﹁しらかば﹂の立枯れが︑

白骨のをどるやうにあらは
けづり立つ峯は摩周岳の絶
頂だといふ︒

十一糾2

である︒

十一糾1

白骨のをどるやうにあらはである︒

十一糾1

波を望ましめるのである︒

十一829

ゆるやかに遠く傾いて︑

北面は些々と北見の高原が

賞しながら進むと︑

もこと
封岸に秀麗な藻琴山を仰ぐ︒ 十一858

わこと

た︒

い せ

あのかんこ鳥の︑朗かな中

六月の空は︑うら＼かに晴

先づ和琴半島の優美な姿を

の上に不滅の光を放ってるる︒

もとをりのりなが

た︒

十一821

るのである︒

の人である︒

十一7510

十一763

にも一種のさびしさを持つた聲が︑

十一7510

すかにこだまするあのかんこ鳥の︑

深い森の奥から流れて︑か 十一823

十一686 本居宣長は︑伊勢の國松阪 十一752 さもおいしさうにたべてゐ
十一687 若い頃から讃書が好きで︑
將來學問を以て身を立てたいと︑一
心に勉強してみた︒

十一691園 どうも残念なことでした︒

十一697園 これから参宮をなさるの

れて︑

見上げるやうなにれの葉か

大學の正門を眞直にはいる︒

ださうです︒

十一781

たいものだが︒

げに︑

十一783園

士の胸像だな︒

成程︑これがクラーク博

十一6911囹 どうかしてお目にかかり 十一776

十一7011 宣長が雪男を新上屋の一室
に訪ふことが出來たのは︑それから
数日の後であった︒

る時︑泣いて別れを惜しむ三生たち

る︒

たちに幾したといふ有名な言葉だよ︒

十一786園泣いて別れを惜しむ學生 十一糾5 神の湖の意である︒

に残したといふ有名な言葉だよ︒

十一712 いろくりっぱな著書もあ 十一786園 これは︑博士が札幌を去 十﹁糾3 永久に此の湖の水際に近附
つて︑

十一713 宣長はまだ三十歳阿り︑温
和な人となりのうちに︑

十一716 二人は同じ學問の道をたど

1043
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十一871囹 水温や海流はどうだい︒
十一874囹 きっと大れふだぞ︒

十一878 船は︿略﹀︑網諸共に夜明
おい︑網を揚げるんだ︒

まで潮のまにく任せるのである︒
十一8711囹

十一886 元氣のよい掛聲だ︒
十一888 五六十糎のますやさけが︑
網の綜も切れんばかりにか＼つてゐ
るのだ︒

載である︒

さい

まん
十一891 一萬尾に近い漁獲に船は満

過ぎる夕風が︑そっとする程冷たく

十一997港内一面の濃霧で︑甲板を
感ぜられた︒

ほん

十一999 七月の初といふことなど︑
まをか

つい忘れてしまひさうであった︒
と

十一㎜3 一面また西海岸の盛岡や本
斗と共に漁業の中心地で︑さすがに

市内は活氣がある ︒

期には︑

十一欄5 四五月頃のにしんの盛な漁

ふ︒

十一㎜7 にしんの香で一ぽいだとい
十一㎜11 敵艦ノーウィックを撃沈せ
られたのは有名な話である︒

十一㎜11 敵艦ノーウィックを撃沈せ
られたのは有名な話である︒

十一梱2 何といふすばらしい景色で
さんばし

あらう︒

十一棚3 桟橋にか㌦る巨船は︑油垂
にでもありさうな圖だ︒

十﹁棚3 油壷にでもありさうな圖だ︒

十一棚8

豊原市は︑︿略﹀︑本島第一

内地で見られぬ新鮮な緑を

の都市である︒

十一搬5

もう一度どろくにとかさ

藥品でどろくになるまで

着けて打ちそよいでみる︒

十一撹10
煮︑

十一佃3

午後の九時︑まだ新聞が讃

種々の紙にすかれるのであ

れてから︑

十﹇欄4
る︒

十一欄7

ちよつと内地で味はへぬも

める程の明かるさだ︒

十一脳2
のの一つである︒

十一餌5

小沼一帯が狐で立ってるる

珍しいのは養狐場であった︒
しつぼ
すばらしい尻尾だ︒

十一悩10

十一餌8

小沼一帯が狐で立ってるる

のださうだ︒

十一悩10

忠勇のおっとせいが群居し

のださうだ︒

十一価11

てるるのだから︑其の騒ぎはたいし

岩頭は︑身動きもならぬ程

其の騒ぎはたいしたもので

たものである︒

十一鵬1
ある︒

十一榔3

身動きもならぬ程たくさん

たくさんなロッペン鳥の行列だ︒

十一欄3

すこぶるこっけいな姿であ

すこぶるこっけいな姿であ

なロッペン鳥の行列だ︒

十一欄7
る︒

十﹇鵬7

る︒

十一櫛9

東岸の砂濱は︑無敷のおつ

とせいだ︒

どっかとすわり込んで見張

りをしてみる牛のやうな巨獣たち︑

十一鵬10

うちは
ころがって團扇のやうな尾

を振る者︑

十一柵1

十一柵2 それはそれは大星である︒
十一柳3 十月頃全部引上げるのださ
うだ︒

十一研3 十月頃全部引上げるのださ
うだ︒

十一柳4 急にものすごい羽音を立て
て︑

十一研6 太陽をおほひかくすといふ
のは︑ 此の事であらうと思はせる︒

十一佃3 原始林の彼方には︑赤々と
け

刷毛で輕くはいたやうな︑

は

夕日が傾いてみるのだ︒

十一柵5

又は眞綿を薄く引きのばしたやうな
白い雲の出るのを巻雲といひます︒

又は眞綿を薄く引きのばし
ごく細かい氷の粒の集った

たやうな白い雲の出るのを

十一佃6
十一佃7

どこまでも細やかで︑すつ

もので︑雲の中でも一番高く︑

十一佃9

天女の乞い舞の袖を思はせ

きりした感じの雲です︒

十一欄1

後にはごく薄い白絹か何か

るやうな雲です︒

十一欄6

大きなかさを着るのは此の

で空をおほったやうになりますから︑

十一佃8

かさの中に星が見えれば天

雲のか＼つた時で︑

さうでなければ雨だなどと

氣︑さうでなければ雨だなどといひ

十﹇佃9

ますが︑

十一柵9

青空にうろこのやうに小さ

いひますが︑

十一柵1

白い雲は︑天候悪事の兆と

く群生する白い雲は︑

十一柵9

殆ど雨の近いこと受合だと

それが龍のやうに長く響く

いはれる雲で︑

十一柵10

場合は︑

十一佃11

青空に綿を大きくちぎって︑

いひます︒

何だか頭をおさへっけられ

後から後から投出したやうで︑

十一棚5

十一柑7

太陽でも月でも︑おぼろに

さうになります︒

又時にそれが畠のうねのや

いよく悪い方だといひま

しか見えませんから︑

十一川8

十一川11

す︒

十一鯉10

うに︑天の一方から他方へ幾條か連

空一ぽいに薄黒くおほふも

なったりすることがあります︒

十一佃4

一番陰影でいやな感じの雲

ので︑齪雲と呼ばれてゐます︒

十一佃4

一番陰氣でいやな感じの雲

であることはいふ．までもありません︒

十一備5

一番陰氣でいやな感じの雲

であることはいふまでもありません︒

十一冊5

だ一だ
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であることはいふまでもありません︒

十︻佃7 山の間などから流れるやう
に滑り出る白い雲は層雲といって︑

天氣のよい日︑底が平で︑

十一佃10 全く手に取れさうに見えま
す︒

十一欄11

上は山の峯のやうに積上つた形に現
れる白い雲は積雲といひますが︑

た形に現れる白い雲は積雲といひま

十一佃11 上は山の峯のやうに積上つ

すが︑

十一榊3 強烈な日光に照らされた入
道雲が︑

十一価2 一天にはかに墨を流したや
うに曇って︑

十一価2 一天にはかに墨を流したや
うに曇って︑

十一価5 巻雲のかぼそい女性的な美

ぐっと見上げる程讐え立つ

てるるのが有明山である︒

十一宙8

十一柵9囹今日は︑あの山よりもつ
まばらな闊葉樹林を通し

と高く登るのだぞ︒
くわつえふ

て︑

十一帽11
みんなは待ってるたやうに︑

そこらへ腰をおろす︒

十一佃8

やがて針葉樹の密林へはい

ると︑急に快い涼しさを心える︒

十﹇佃2

又ぐっと急になったりする︒

道は幾分なだらかになった

十一㎎5

木の根・岩角を敷へるやう

り︑

十一佃5

十一佃7

植物に︑攣ったものがある

あと四百だ︒

に︑躇みしめ躇みしめ登った︒

十一佃9園

十一伽3

大木から長くひげのやうに

やうになった︒

十一伽5

ぶら下る﹁さるをがせ﹂などを吉川

しさに比べると︑

十﹁柵6 如何にも壮大で︑強烈で︑

先生に教へてもらった︒

かはい＼桃色の﹁いはかゴ

絶頂まであと二粁だ︒

示す石があった︒

十一旧1

聖岳其の他の山々も見え

やりがだけ

十一伽3

るさうだが︑今日は何も見えない︒

すべて夢のやうに霧の中に
たゴ天地がすてきに明かる

薄れてみる︒

十一旧5

かった︒

十一旧5

道端は︑

﹁いはか〜み﹂ の

なだらかな道が言いた︒
十一⁝⁝⁝9

十一榴7

どれもこれも︑すき通る程

花盛りであった︒
十一⁝⁝⁝10

すき通る程鮮かな色であっ

鮮かな色であった︒

た︒

眞夏に櫻の満開である︒

十一旧10
十一悩3

十一悩5園山は今春なのだ︒
十﹇悩7

黄色い花は︑︿略﹀︑小さい

蜜蜂が盛に花から花へ飛ん

みつばち

十一悩5囹山は今春なのだ︒
でるた︒

十﹇伽1

まるで満天の星のやうに美

のが﹁みやまきんぽうげ﹂であった︒

十一伽3

しかった︒

十﹁価10園山がすてきだぞ︒
しばらく道が急だつた︒

十一桝10

眼界が急に開けて︑

十一伽5

大波のやうに︑屏風のや

槍岳が︑それこそ天を突く

うに︑

十一伽9

屏風のやうに︑紫紺のは

びやうぶ

槍の穗先のやうに突立ってるる︒
びやうぶ

十一伽8

西の方に見渡したことであらう︒

何といふすばらしい景色を

十﹁楢3
十一糎4

低い緑の﹁はひまつ﹂が波

や＼無く平な所に三角黙を

や＼なだらかになった︒
十一擢10

十一盟7

のやうに憶いて見えた︒

十一盟5

やうになった︒

十一堰3丈の低い細い木が目につく

みであった︒

み﹂の花を道端に見つけるのが樂し

十一伽9

十一価6 如何にも壮大で︑強烈で︑
男性的です︒

十一柵1 午前七時である︒

十一柵2 太陽は朗かに此の温泉渓谷
を照らしてみる︒

さへながら︑

十一描4 小鳥のやうにをどる胸を押
十一備6 高い橋がぐらく動くのが︑
すてきに愉快だつた︒

十︻備6 すてきに愉快だつた︒

十︻備8 前の人の足跡を躇みしめる
やうに︑一歩一歩登って行く︒

紫紺のはだ鮮かに︑そ＼り

だ鮮かに︑

十︸協9

立ち︑

其の底に高瀬川の鳴ってゐ

十一鵬10 うねり績く雄大荘嚴な姿︒

僕等は殆ど一種の興奮を感

かすかに聞えるやうな氣が

るのが︑かすかに聞えるやうな氣が

十一憎5

する︒

十一旧6

する︒

十一桝8

馬の背のやうに︑峯傳ひの

ずる程であった︒

十一桝11

それは不思議に思へる程は

道が績いてるた︒

左は︑急な斜面が神秘な谷

つきりとしてみた︒

十一囲4

十一伽5

急な斜面が神秘な谷底へ深

底へ深く落込んでみる︒

それは︑大空の一角にそ＼

く落込んでみる︒

十︸協5

十﹁協8

二千七百六十三米の最高匙

り立つ御影石の岩塊である︒

に立つたのである︒

十一伽10

と言ふやうに︑しかも甚だ嚴然と讐

十一協11 さっきの槍岳が︑﹁︿略﹀︒﹂

えてみる︒

十一囲4元氣な山田先生は︑﹁︿略﹀︒﹂

富士・淺間・白馬・立山等

と言口はれた︒

十一㎜9

すばらしく男性的な八甲田

の姿を見ないのが全く残念であった︒

十﹁矧9

の盲同原美が︑
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十一麗5 名高い奥入瀬の渓流に沿う
て上るのである︒

十一槻8 流を右にし又左にしつ＼進
むのだ︒

十一瀧9 まるで遠流其のものを上つ
水量は極めて豊かだ︒

て行くといった感じである︒
十一慨10

立たせたりした︒

十一佃11 下草のしだの緑を鮮かに浮

ばかりである︒

十一悩4 どれもこれも︑見事なもの

多彩な火口壁があらはにも

彩な火口壁があらはにも仰がれる︒

十一搦4
仰がれる︒

十和田湖の愛すべく親しむ

べき風光を︑こ＼に見出したやうに

十﹇研2

まるで走馬燈の書のやう

私は感じた︒

十一梛9囲

やうすかう

な

それが揚子江だつたので

殆ど果しがないやうに感

に︑それからそれ．へと廻り移って︑

十一僻10囲
ぜられます︒

十一儒10團
し

支那だなと思はせました︒

す︒

十一㎜2圏

十一悩4 見事なものばかりである︒
十一悩5園 なる程追丁街道だ︒

其の船の間を縫ふやうに︑

した︒

十一糊3團
ら︑

何といふ騒がしい町だら

空も海も急に眞暗になつ
空も海も急に眞暗になつ
やがて拭ったやうに晴上

影を見ました︒

十一欄5囲此の島を三石ででも飾つ
くコうん

たやうに見せました︒

封岸の大陸は九曜の市街
で︑それが手に取るやうに見えまし

十一欄9囲

た︒

えました︒

十一川10国

それが手に取るやうに見
南支那海にさしか＼ると︑

海は急に朗かな︑

十一欄11囲

十一側11囲海は急に朗かな︑しかも
濃い青さを見せました︒

右の地平線上︑はるかに

色の眞急な男ですが︑

安南の山が半日以上も績いて見えた

十一襯1団
のも︑

十一襯9団

十一襯9囲色の眞黒な男ですが︑意
外にやさしい聲でした︒

片言の英語で盛にあいき

無邊際の彼方から山のや

やうを振りまきます︒

十一襯11囲

十一幽1国

瀧のやうなしぶきを浴び

うにうねる大波が寄せて︑

せました︒

十一幽2団

どたう

せる首丈の怒濤に︑

十一桝7国先づ壮大な防波堤に打寄
それは山間の湖水にのぞ

な

それは山間の湖水にのぞ

む静かな市街で︑

十一幽11国
十一幽11国

む静かな市街で︑ちやうど日本の奈
ら
良を思はせるものがありました︒
す︒

十一閑6國

見渡す限りは︑かみつく
やうな岩山で︑

十一閑10国

い青さをた＼へてゐました︒

それが寳石のやうな美し

十一柵10国海上の一角に︑鮮かな島 十一衛5国水は油のやうに滑らかで

つた海上の一角に︑

十一柵9囲

たと思ふと︑

十一柵7囲

たと思ふと︑

十一襯7国

繁華な町々を見物しなが

うと︑殆ど耳をおほひたくなる程で

十一柵11団

私たちを乗せたランチが進んで︑

十一糊7囲

まだ九時である︒

十一悩6 皆がうなつくやうににつこ
りする︒

十一悩10
かうぐ

十一塒1 殆ど口をきく氣もしない程︑
静かで神々しい︒

あみ
十一燭4 水の色はどこまでも藍だ︑
透明だ︒

あみ
十一燭4水の色はどこまでも藍だ︑
透明だ︒

十一燭4 清澄な水を六十平方粁の面
積にた﹂へて︑

十一燭5 十和田湖は︑あふれるやう
に廣がつてみる︒

十一価8 全山の零すべて自然の姿で
ある︒

十一悩8 何といふ美しさであらう︒

十一価9 よくもこれだけの木が生茂
きんぴやうぶ

つたものだと思はせる︒

十一欄3金屏風・五色岩など︑多

十一酉10困 かみつくやうな岩山で︑

日本の商品が︑かうして

殆ど一木一草もない所に港があり︑

十一備4団

遠くアラビヤの内地に輸送されるの

だといふことを︑

なのです︒

十一柵10国此の小さい岩の島が英領

其の眞青な水上で︑盛に

其の眞青な水上で︑

青な海でした︒

十一帽4困紅海は︑名に似合はぬ眞

十一帽5囲

十一帽5国

見てみると︑半分水上に

いるかがをどつて見せました︒

これから有名なスエズ運

現れた水車が廻ってでもみるやうな

十一宙9團

感じです︒

十一柵6囲

顔や手足がほてる︒後に

河を通るのですが︑

は痛いやうにさへ感じました︒

十一四1囲

のが見えます︒

十一柵3團向かふに湖水のやうなも

ながら︑

十一柵4團沙漠の湖とは妙だと思ひ

ねるのが︑こ＼へ來る旅人の目的な

十一側2團其の古い文明の跡をたつ

のです︒

し

エ

十一捌1團皆エジプトの王様や王子

の墓だといふことです︒

顔は人間を︑膿は獅子を

かたどった不思議な石の巨像もあり

十一棚5団

ます︒

十一旧6團あの熱帯の三々の強烈な

日光や︑植物の緑が︑なつかしいも
ののやうにさへ思はれます︒

十一旧7国 なつかしいもののやうに

十一旧2

たうわく

むっつりとしてや＼當惑の
我ながら回りだしぬけだと

様子である︒

十一旧3
まことに粗末なピヤノで︑

思ったらしく︑

十一田10囹

十一旧11園まことに粗末なピヤノで︑

す︒

十一柵8

其の最初の一音が︑すでに
ベートーベンの爾⁝眼は異様

きやうだいの耳には不思議に響いた︒

十一憾9

彼の身には︑にはかに何者

に輝いて︑

十一欄9

一重あなたはどういふお

清い月の光が流れるやうに

彼自らも畳えないようであ

かが乗移ったやう︒

る︒

十一欄11

十一欄8

入込んで︑

十︸籾11圏

いはば奇怪な物の精が寄集

方でございますか︒

十一捌8

しばふ

最後は又急流の岩に激し︑

つて︑夜の芝生にをどるやう︒
十一捌10

三人の心はもう驚と感激で

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑

十一樹11

一ぽいになって︑

ベートーベンの﹁月光の
曲﹂といって︑不朽の名聲を博した

十一塒一

のは此の曲である︒

十一鵬7園

にいさんが天髄望遠鏡を

ふんくわ

噴火口は非常に大きいもの

大部分が火山で︑穴は噴火

のは︑大部分が火山で︑

十﹇旧4

噴火口は非常に大きいもの

だといふことが考へられます︒

十一窟5

はん

月の中に薄黒い︑大きな斑

だといふことが考へられます︒

てん

十一欄5

此のたくさんな火山から噴

嵩のやうなものがあるでせう︒

出した熔岩が流れて固まったもので

ようがん

十一榴8
レンズは大分上等なんだ︒

あのあばたのやうに見える

ら︑

こ

地球上のやうに︑太陽から

夜は其の反封にひどい寒さ

今もいふやうに︑光を調節

陰になる部分はきっと眞黒

それが眞黒な大空に突立つ

それが眞黒な大空に突立つ

としたら︑どんなに恐しい景色でせ

十一榊3

としたら︑

十一柵3

に見えるに違ひない︒

十一柵1

するものがないから︑

十一欄10

であらうと思はれます︒

十︻欄7

い寒さであらうと思はれます︒

くやうな暑さ︑夜は其の蟻封にひど

十一欄6

月の世界では︑書はこげつ

來る光や熱を調節するものがないか

十一柵5

いのが其の謹接です︒

しよう

やうに︑月のどこ一つ曇った所がな

十一㎜3此の望遠鏡で見てもわかる

月は何時も晴天なのです︒

レンズは大分上等なんだ︒

今に露でも滴りさうな︑
生々しい︑鮮かな美しさで
鮮かな美しさである︒
きれいだなあ︒

きれいだらう︒
正雄君が︑︿略﹀︑あひっち

月の表面は決して滑らかで

一面にざらくしたやうな
一面にざらくしたやうな
蜂の巣を思はせるやうなで

はち

口です︒

十一佃2

十︸続2

こぼこが目立って見える︒

十一欄5

感じである︒

十一櫛4

感じである︒

十一描4

はない︒

十﹁描3

を打つやうに言ふ︒

十一櫛2

十一搦1園

十一価10園

十﹇価8

ある︒

十一価8

生々しい︑鮮やかな美しさである︒

十﹁塒8

たやうな口振をする︒

正雄君は︑ さも自分で買つ

せう︒

筒はボール紙だらう︒

これでにいさんのお手製

これでにいさんのお手製

これでにいさんのお手製

りっぱな望遠鏡ですね︒

作ったんだ︒

十一欄2

十十
十

さへ思はれます ︒

に︒

何といふよい曲なんでせ

ほんたうに一度でもよい

さも情なささうに言ってゐ

演奏会へ行って聞いてみたい︒

若い女の聲である︒

若い女の聲であるQ

家賃さへも梯へない今の

身の上ではないか︒

十﹁塒3 ベートーベンは︑急に戸を
あけてはいって行った︒

十一櫛6 色の青い元氣のなささうな
若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一欄7 其のそばにある善式のピヤ
ノによりか＼つてみるのは︑妹であ
らう︒

十一櫛8 不意の來客にさも驚いたら
しい様子である︒

2119だ8だ8だ86
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十

十一悩4国 どうぞ︑皆さん︑お元享
がくふ

かはいさうに妹は盲である︒

それに樂譜もございませんが︒

十一旧3

十一悩6 ドイツの有名な音色家べ一
トーベンが︑まだ若い時分のことで

110
囹囹

いや︑これでたくさんで

かはいさうに妹は盲である︒

5

園
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園
演園

十一燗5園

十一燗3

十十
なかなかうまいではない

十
十
十

十十十十

あった︒

あれ は 僕 の 作 っ た 曲 だ ︒

十一樹7 まだ若い時分のことであっ
た︒

驤黷ｩ一う一か一一
一一
155155の155ら155Q155。1551騒

十十

だ一だ
1046

1047

だ一だ

部隊は速に敵飛行場を

うに︑機上無線電話による命令が傳
へられた︒

う︒

十一柵8 我々が常に見る月の四倍ぐ
十一槻10図園

我が戦闘機編隊群は矢のや
とびのやうな敵の有機︑多

うに前進し出した︒

十一閥2

爆撃せんとす︒

らみな地球が︑天にか＼つて見える
わけです︒

十一柵11 昔から月程やさしい︑平和
な氣持を與へてくれるものはありま

十一鵬3
分戦闘機であらう︒
多分戦軽機であらう︒

こもぐ花火のやうな白煙

敵が高射砲を打出したのだ︒

各機それぐ敵機とからん

こしゃくにも我が爆撃編隊

此の戦闘のあひ間を巧みに

での空中戦だ︒

十一鵬11
抜けて︑

十一悩1

高射砲弾の炸裂のあふりを

に突進する敵機がある︒
さくれつ

十一悩4

ごく間近に︑白い煙が後へ

くったのだ︒

十一悩4

だ︒

はやぶさ

十一鵬7隼のやうに飛違ひ入齪れ
どうやら︑其の悲鳴を聞く

ての一騎討︒

十一鵬9

敵を追って地上へすれく

やうな氣がする︒
ゆうかん

十一鵬10

だんこん

敵を追って地上へすれく

に迫る勇敢な我が機がある︒
ゆうかん

十一搦10

ざんがい

に迫る勇敢な我が機がある︒

た江其の残骸と無数の揮痕
十一研3

今更のやうに︑すばやい偵

眞黒に見えるだけだった︒

が︑眞黒に見えるだけだった︒

十一観2

十一柵4

察機の報告や︑勇敢な戦闘機の掩護
勇敢な職闘機の掩護を感謝

を感謝しながら︑

十一面5
十一観9

日本刀の鋭利なことは改め

刀は武士の魂である︒

しながら︑

十一慨2

ていふまでもない︒

日本刀は︑たゴ切味がよい

日本刀は早年を同一の鐵で

如何に鋭利な刀でも︑

ばかりではなく︑

十一柵9

十一憎4

十一柵11

下方から迫る敵機の丁丁銃

十一鵬4

機の胴差から離れた爆弾は︑

る︒

折れないための柔かみを與

周園を堅い鐵で包むのが最も普通で

十一㈱8

柔い鐵を刀の中心として︑

へる鐵とを重ね合はせて造るのであ

十一鵬6

錬鍛造の鐵と︑

切るに必要な堅さを持つ百

造るのではなく︑

生意氣なと思ふ間もあらせ

流れてみる︒

揮だ︒

十一捌7

る︒

十一鵬2

諸芸命中︒何といふ痛快さ

綜を引くやうに目標めがけて落下す

十一悩10

のすごく鳴った︒

ず︑﹁︿略﹀︒﹂我が後方機窓銃が︑も

十一悩7

た窟一死報國があるばかりである︒
が忽ちの中に出塁上った︒

飛んでみるのだ︒

十一纈1 ほの暗い空をたゴ一直線に
十一捌8 何といふ頼もしい姿だ︒

十一槻1 敵地のまった団中にはいり
込んでみるのだ︒

十一観8 部隊長機から追っかけるや

忽ち我が編隊群の下方に︑

118るに84
0
、

せん︒

十一捌5 月に註するものがどんなに
多いか︒

十一m8 それが死の世界であると知
つても︑

慰であります︒

十一m11 永久に人間の心の友であり︑
十一槌1 永久に人間の心の友であり︑
慰であります︒

十一柵2 空は一面の星だ︒
二十敷機の爆音が古同らかに

響いて︑廣い場内一面を摩する︒

十一柵4

十一欄8 如何にもそれが快く聞かれ
るのだ︒

言葉が︑

十一柵9 嚴かな中に慈愛のこもった

十十

十一伽5 夜間ながら︑見事な編隊群

十一欄1 口にこそ出さぬが︑心は

ｪ上一一
一一
183183上方1紹183

十十

ある︒

十一鵬10

美観は︑日本刀の持つ一大

物打から切先へかけての輕

特色である︒

十一柵1

更に其のしっとりと滑らか

やかな線︑

十一柳3

刃文の美しさ等に至っては︑

で底光りする鐵の色︑

十一欄5

日本刀の貴さは軍に美のみ

筆舌のよくするところではない︒

ではなくて︑其のをかすべからざる

十一梱7

此の氣醜は決して荒々しい

﹂氣品にある︒

十一棚2

此の氣品︑此の氣醜こそ︑

ものではない︒

十一梱4

しやうじやう

日本刀の至寳であらねばならぬ︒

仕事場を清浮にし︑しめ

なはを張り︑︑

十一矧6

一槌々々精魂を打込むので

ひとつち

十一棚8 ひたすら清らかな心を以て︑

ある︒

十一棚8

十一梱9 若し邪悪な心があれば︑

抜かざるにすでに敵を威服

目的とするのではなく︑

十一醜2 刀は︑決して敵を斬るのを

十一槻3

平和を愛し︑美を喜ぶ我が

するに足るものでなければならぬ︒

國民の優美な性情と︑善にくみし︑

十一柳5

まことに日本刀の精神其の

邪をにくむ正義観とは︑

十一槌7

てん
かういふ石を昔の人は︑天

ものといふべきである︒

十二810

だ一だ
1048

ぐ

狗の作ったものだとか︑雷の落して

行ったものだとか言ったが︑

十二91 雷の落して行ったものだと
か言ったが︑

のである︒

十二92 やはり人間の作ったものな
十二93 やはり人間の作ったものな
のである︒

なった︒

十ニー28

鐵の利器を使ふやうになつ

どうたく

た時代を鐵器時代と名づける︒

又銅鐸といって釣鐘のやう

釣鐘のやうな形をした器物

な形をした器物が早見されるのであ

十ニー31
るが︑

十ニー32
が嚢見されるのであるが︑

が出來るのである︒
元來昔の歴史を知るには︑

其の頃に書かれた物をもととして研

十ニー59

十ニー811 老樹の梢吹く風の音もうら

老樹の梢吹く風の音もうら

さびしい程静かな所である︒

十ニー811

奏樂の中に天子が恭しく祈

さびしい程静かな所である︒

十ニー94

東証眉庇とは各國公館のあ

目の前に浮かぶやうな氣が

られたといふ夜明前の神秘な儀式が︑

古墳などから出る古代の遺 十ニー94

標するのであるが︑

十ニー511

私たちはどこまでもこれを

物も尊い材料となるのであるから︑
十ニー61

する︒

茎立ー99

る所で︑周園に銃眼のついた壁をめ

史蹟や國寳などに指定され

しせき

大切に保護し︑

てるるのがあるのは︑かうしたもの

十ニー64

た古い時代から︑實に今日の我々の

ぐらし︑

内外二城の界もまた城壁で
城壁の所々に城門があり︑

北京はたゴ導流と︑平にく

平にくりひろげられた市街

道路も︑庭園も︑建物も︑

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地

帯である︒

十二202

胡弓は路次のことで︑かう

すっかり西洋風である︒

十二208

いふ所に北京の古風が残ってみるの

どこへ行っても︑楊柳を見

がおもしろい︒

るのが支那である︒

十二215

上にのびて行くのが楊であ

自ら耕して食ひ︑自ら四つ

田畑のことにかけて本能的

な執着と︑眞劒な考えを持ってる

しふちゃく

十二229

て飲むといった簡軍な生活を︑

十二227

はさ＼やかな土の家を構へる︒

かうした楊柳の陰に︑農夫

上から下へたれ下るのが柳

り︑上から下へたれ下るのが柳であ

十二218

るQ

十二219

なかんづく壮大な天壇は外

である︒

夏は︑池一面はすの花ださ

廣安門の彼方に︑これも遠

十二221

壮麗な宮殿が幾むねも立ち

十ニー911 周園に銃眼のついた壁をめ

を永遠に保存しようといふ精神であ

十島ー710
並び︑

うだ︒

十ニー83
十烏丸83
うだ︒

城にあって︑

十コ口810

く盧溝橋があるのである︒

ろこうけう

十三ー87

夏は︑池一面はすの花ださ

だと感ずる︒

十ニー78

りひろげられた市街だと感ずる︒

十一一177

壮麗な櫻閣がこれを飾ってみる︒

ろうかく

十一一173

あるQ

十ニー71

といふ感じを與へる︒

北京は︑見るからに雄大だ

時代まで憂いてるるわけで︑從って

まれに方形のものがあり︑

へうたんを縦に割って伏せ

十ニー69

ることを忘れてはならない︒

こふん

最も古い時代に属するもの

として貴重なのは︑古墳と︑其の中

十ニー37

其の遺物は殆ど無足といへる︒

十二98 獣の骨で針や釣針などを作 十一一135 量器時代といへば︑かうし
つたのであった ︒

十二910 かういふ時代を石器時代と
いふのである︒

だん美しく磨いたものも作られるや

十ニー05 時代が進むにつれて︑だん

其の中から獲見される遺物

から嚢見される遺物である︒
である︒

十ニー38

うになった︒

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

古墳といふのは土まんぢゆ

形状は圓形が普通で︑まれ
十ニー311

前方後圓の古墳は︑へうた

十ニー43

んを縦に割って伏せたやうな形で︑

十一一143

に方形のものがあり︑

十二招10

くあるが︑

うに類する塚で︑それには大小いろ

十ニー39

十ニー06さういふ石器になると︑ず
らうとしても︑

十ニー08 今日これをまねて作らうと

其の表面になは目のやうな

しても︑ちよつと出來さうにもない
のがある︒

十一﹇1010

模様の附いたものなどがある︒

十ニー16 畠の上などに現れ︑私たち
當時の住民の使用した石器

の目につくのである︒

たやうな形で︑たゴ前の方が角ばつ

十一一119

や土器などが︑たまく爽見される

てをり︑

古墳の内部は︑どうなって
かうした遺物を調べること
によって︑古墳の年代を考へること

十ニー56

みるであらうか︒

十二舛10

わけである︒

は銅で︑其の後に銅とすずとをまぜ

十三ー23 それも一番子に使はれたの
た青銅が使はれ ︑

十ニー26 最後に鐵が使はれるやうに

1049

だ一だ

る︒

十二2210

眞劒な考を持ってるる︒

十二231 星をいた貸いて出で︑月を
躇んで古るのが田家の生活である︒

十二232 朝どんなに早くても︑

十二235 ずるぶん早く︑遠くから出
土地は殆ど無限に廣がつて

かけて來たものだと感心させられる︒
十一一238
みるのであるから ︑

十二238 土地は殆ど無限に廣がつて
みるのであるから ︑

小屋が︑幾軒となく長屋の

やうに建てられてみる︒

十二259
最も大きな筏になると︑村

十二297

これこそは︑我が道を傳へ

やがて有名な赤壁を下り︑

つて來いといった場所である︒

十二308

得るたゴ一人の弟子だと︑孔子はか

十二266
中全艦が乗ってみるのではないかと

か︒

十二348園

困ったら悪い事でも何で

先生の道は齢りに大き過

もするといふのが小人である︒

ぎます︒

十二3410園

腕前を加減するのが果し

てよい大工だらうか︒

其の顔回が︑年若くてなく 十二355囹

顔回はこれほどまで其の師
困難に際會すると︑自ら人

顔回は師を慰めるやうに言

道はどうでもよいといふことになり

はしないか︒

つた︒

十二3510

十二3511園世の中に容れられないと

道を修めないのは君子の

いふことは︑何でもありません︒

恥でございますが︑

十二364囹君子を容れないのは世の

此の言葉が︑孔子をどんな

中の恥でございます︒

に漏足させたか︒

十二365

人を愛することである︒

十二366園 お前が官田貴であったら︑

或者には﹁人の悪口を言

十一一3611園

聖者には﹁むつかしい事

はぬことである︒

十二371囹

十二372園

のである︒

十二374

ある︒

何れも﹁仁﹂の一部の説明

其の行ひ易い方面を述べた

で︑其の行ひ易い方面を述べたので

十二373

生一本な子路が︑とがり聲 を先にすることである︒

の心がわかるものである︒

十二3310

徳のある者なら︑天が助け

で孔子に言った︒

十二342
るはずだ︒

十二359園人に用ひられるためには︑

まさに後歯者を失った者の 十一一356圓 君子も同じことだ︒
まさに後御者を失った者の
悲痛な叫びでなくて何であらう︒

十二3011

悲痛な叫びでなくて何であらう︒

十二3011

なったのである︒

十二309

ねてから深く信頼してみた︒

村中全龍が乗ってみるので

思はれる程多人敷である︒

十二266
とうろうの色鮮かに︑江上

はないかと思はれる潮煮人敷である︒
十一一271

壷にもかきたいくらゐであ

に影をうつすさまは︑

十二272
る︒

不幸にも︑孔子の顔が陽虎

お前は無事であったか︒

匡人は孔子を取立んだので 十二363園
十二323園

死んだのではないかと心
配した︒

孔子は五十飴歳︑顔回は一

十二323園

ある︒

十二3111

に似てみたところがら︑

十二318

悲痛な叫びでなくて何であらう︒

たまく陸を見たのは︑江 十一一311 まさに後緩者を失った者の

楊柳の林だつたりする程廣

増水期には一萬トン級の汽

こ＼で大きな筏に組まれる
上海から千二三百粁もさか

十二338

かうした大きな筏は︑一膿 を慕ってみたのであった︒

しかものんきな筏流しにも︑ 十二331

青年であった︒

少しもじゃまになるわけで 十二329

船が樂々と航行するのである︒

十二279

が揚子江の下流であって︑

江口から漢口までの一千粁

いのである︒

十一一277

つたりする程遍いのである︒

上の島の水際に生ひ茂る楊柳の林だ

十二239 あせったところで追ひつく 十二276
氣の長いところがあるのも︑

ものではない︒

十二2311

一つは此の廣大な自然のせみであら
う︒

ゐであらう︒

十二2311 一つは此の廣大な自然のせ 十二278

十二245 しかも彼等は︑のん氣に其
の生活を樂しむことを知ってみる︒

十二2410 一日の勢苦を︑美しい鳴き 十二2710
はない︒

あるから︑

のぼった所にある海のやうな湖水で

十二294

のであらう︒

十二293

どこからくり出されるのであらうか︒

十二2810

﹁︿略V︒﹂の平和境を︑こ＼ 十二281

聲に打忘れるのである︒
十二2411

に見るやうな氣がする︒

さはしいのは︑筏流しの光景である︒

十二253 いうくたる長江に最もふ
十二255 すばらしく大きなものであ
る︒

十二256 見たところ︑水面とすれす
れになって流れてみるが︑

十二256 それは筏の一部分で︑大部 十二294 海のやうな湖水であるから︑ 十二342 天が助けるはずだ︒
十二296 かうした大寺の編成にはも 十二343 先生はまだ君子ではないの
分は水面下にあるといふ︒

だ一だ
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か

かへ

なん

文箱から一通の書面を取出
ひ

楠公の碑を建てに行ってゐ

る者でござるQ
る︒

十二556園

末廣がり屋を知らぬによ
末廣がり屋を知らぬによ

つてかやうに申すのでござる︒
十一一556園

末廣がり屋の主人でござ

つてかやうに申すのでござる︒

十二557園

それは仕合はせなこと︒

功績は一だんと明らかにな

何年前のことであったらう︑ 十二558園

それが末廣がりでござる

る︒

十二435

十二565園
か︒

史書の力の偉大なことに感

野菜の出來や倉皇の模様な

聞きなれた里人の聲である︒

後を纏いで必ずこれを成し
此のあたりの大名でござ

やれ末廣がりで候の︑骨

これ︑此の骨でござりま

うに︑こんくといふ程︑

十二615囹

す︒

やれ末廣がりで候の︑骨

磨きで候のと申しをる︒

十二6111園

十二6111囹

これは︑へんなことにな

磨きで候のと申しをるQ

りをつた︒

十二623囹

かさをさすならば︑

人がかさをさすならば︑

十二627圃囹

おれもかさをさ＼うよ︒

十一一628圃園 人がかさをさすならば︑

十一一635園囹 かさをさすならば︑

十二636鵬園

人がかさをさすならば︑
要もとしめてでござる︒

人がかさをさすならば︑
償は如何程でござらうか︒

十二653

前景にそ＼り立つ二本の松

みやびやかな唐破風︑

其のや＼まばらな上越しに

白壁はいよく鮮かに︑い

いらかはいよくこまやか

な趣を呈する︒

十二659

る︒

らかはいよくこまやかな趣を呈す

十二658

見えがくれして︑

十二657

である︒

十二657

かぬ美しい姿である︒
からは ふ

おれもかさをさ＼うよ︒
しらさぎ
十一一643 まことに白鷺城の名にそむ
いくら程でござるぞ︒
十両でござる︒

其のやうに安いものでは
其のやうに安いものでは
一爾ばかりも引いて下さ

大儀であった︒

そなたは定めて主人持で

らぬかといふのでござる︒
十一一593園
ござらう︒

十二601園

十二606園

ちやうど怪物群の目のやう

まるで絶壁の下を通る形だ︒

に︑私たちを見下すのである︒

殿様の御合嵩参らぬも道 十二667

十二612豊麗の通りきつねの鳴くや

理でござります︒

十二671

汝を呼出したのは︑齢の 十二604園 末廣がりでござります︒

を言附けられるお方ぢや︒

十二騒6圓立板に水を流すやうに物

儀ではない︒

んくといふ程︑

それらが今新な感激となつ 十一一572園 きつねの鳴くやうに︑こ

皇霊の姿が次第に明らかに

磨砂の姿が次第に明らかに

みくに

十二446

どを得意になって語るのを

十二斜11

なって行くのである︒

十二嘱2

なって行くのである︒

十二441

みくに

てよみがへって穿る︒

十二4310

動したのは︒

十二436

つた︒

十一一435

る家臣からの手紙である︒

十二433

して静かに讃返した︒

十二432

箱から一通の書面を取出して

十二431ふと思ひ出したやうに︑文 十二555園 田舎から参った者でござ

かすかな寒さをさへ感じる︒

十二375圏己に克って禮に迂るのが 十二426 今日は一だんと冷氣が加り︑ 十一一551囹 これは京に住まひ致すわ
仁である︒

十二377 禮を實行ぜよといふのであ
る︒

十二379園 仁恵に動くな︒

十二381 悪事にかなへよといふので
ある︒

來たのである︒

十一一383 其のま＼實行ずることが出

十一一387園何だかぼんやり者のやう
に思はれるが︑

い︒

彼は一を聞いて十を知る

十二389園 決してぼんやり者ではな
十一一394圏
男だ︒

いお方だ︒

十二399圏 接すれば接するほど奥深
十二404園 足もとにも寄りつけない
と感じながら︑つ．いて行くのであるQ

めることが出來たのである︒

十二406 偉大な孔子の全面を
みと
十二408 偉大な孔子の全面をよく認

る︒

十二537園

遂げてくれるであらう︒

十二457

に聞いた︒

十二416園過も二度目はしない男で 十二451 得意になって語るのを熱心
ございましたが ︑

十二417園 不幸にも短命でございま
した︒

十二417園 不幸にも短命でございま
した︒

ぎます︒

十二4111園 先生の道は饒りに大き過 十二539園

されるではない か ︒

十二422 孔子を慰めたことが思ひ出

十 十 十十十十十
58ざ58ざ5858585857
〃ら8ら854211
園ぬ園ぬ園園園園園
o
o

1051

だ一だ

十二671 私たちを見下すのである︒
に導かれ︑

十二729

これ程まで完全に残って︑

世界に誇るべき國寳である︒

をぢさん

る︒

十二727 美しい城だとは︑誰もがい
ふ︒

た︒

十二728 當時の最も堅固な城であっ

た︒

十二728 二時の最も堅固な城であっ

十二853

何といふ痛快事であらう︒

たのである︒

十二909園寒いから脚を大事になさ

れる︒

遠雷のやうな砲聲がしきり

十二912園

三郎さんが來て待ってる

何も忘れて愉快にまり投を

正一君親子であった︒

君︑こんなに早くお参り

とは感心だね︒

十二928園

十一一922 其の眞劒な様子を︑

十二9111

して遊んだ︒

十二916

られたんだよ︒

い︒

其の退路を完全に噺って︑

十二913園 御苦軸労だつたな︒

ありがたいことだ︒

十二858

あの左脚は義足なのに︑

十二914園
だしぬけに僕が聞くと︑
びしやっとぶたれたやう

びしやっとぶたれたやう
うつくやうだがね︒

口ぐせのやうに言ふ︒

感心だね︒

十二947園

今日は︑わたしの上官や

遺族の人たちにはすまな

ほまれの記章だと︑僕は思

ひとりで大丈夫だよ︒

れないのだと思った︒

十二942．いくら感謝しても感謝しき

つた︒

十二9311

したのだよ︒

＋二936園おわびかたぐお参りを

いやうに思はれてね︒

十二935園

わたしの上官や戦友の命

戦友の命日なんだ︒

十二932園

ありませんか︒

突撃前の大事な時になって︑ 十二9210園

運悪くをぢさんの冷機關銃

十二901

こ＼まで來ると︑きまった

た︒

十二904

きまったやうにをぢさんは

やうにをぢさんは涙ぐむのである︒

十二904

よく見ると︑正一君が蹄つ

涙ぐむのである︒

十二906

脚がわるいのに大饗ぢや

十二877園此のくらみ何でもないよ︒ 十二929園 こんなに早くお参りとは

十二891

十二8811

盛に銃聲・砲聲が聞える︒

猛烈な射撃を開始した︒

が急にきかなくなった︒

射撃は正確である︒

分隊長の最後の言葉だつた︒ 十二932囹

十二834

敗走する敵を全速力でふみ

我が機械化部隊の一せい追

日本男子の面目を嚢干すべ

敢な我が戦車がある︒

十二餌3
き時だ︒

撃である︒

十二852
十二853

にじつて進むのだ︒

日なんだ︒

十二895

其の時であった︒

をぢさんが負傷したのは︑

次から次へと︑新な敵を求 十二894園 早く直して撃つんだ︒
愚な敵を求めて猛烈に撃ち

めて猛烈に撃ちまくる︒

十二838
まくる︒

十二896

十二838

十二831

にまじってとゴろく︒

十二884正一君は感心だなあ︒

十二876園

な感じだった︒

十二871園

な感じだった︒

十二8611園

十二869

うに︑仕事がはかどって行く︒

に聞える︒

十二865

まるで何の不自由もなささ

な砲聲がしきりに聞える︒

十二672此の狭い谷底のやうな迷路 十二7211 我が國城郭建築の梓であり︑ 十二856 右方はるかに︑遠雷のやう 十二906 其の元氣な姿が仕事場に現

投げてくれた

何といふみづくしさで

爪を黄いろく染めたもの

は︑よい人だつた︒

十二7710圃

十二783圏
だった︒

あらう︒

十二866

十二676 射すくめられては︑全くた 十二731 世界に誇るべき國寳である︒ 十二856
まったものではない︒

十二678 道の行手々々は︑すべて嚴
重な門である︒

十二678 すべて嚴重な門である︒
けて待ってるるのである︒

63

豆をいるやうな機能銃の音

幸福に私たちの顔を打つ︒

樂しい朝飯だと思へば︑

そろって健康に働く家族

朝の氣分を新にする︒

十二682 意外にも深い谷底が口をあ 十二791圃

けて待ってるるのである︒

十二683 意外にも深い谷底が口をあ
十二691 私たちを足もとにも寄せつ
けないといったかっかうである︒

十二695 これだけでも幾遍の敵に封
して︑いっかな動きさうに思へない︒

い︒

十二695 いっかな動きさうに思へな
十二697 外観五層の大天守は︑内か
ら登ると七階であった︒
山に壕って螢まれたもので︑

十二702 この城は︑︿略﹀姫山・鷺
十二711 ちやうど海中の小島のやう

圃圏

11297
圃圃

十二714此の城郭の護となるのであ 十二8310 腔塗りをくらはせてみる勇 十二896 た皮もう夢中で故障を直し

に散在してみる︒

十十十十 十十
二ニニニの二二
81 81 79 79
、 79 79

十二947囹 ひとりで大丈夫だよ︒

ありがたいことだ︒

ありがたいことだ︒

后陛下から賜はつた義足をつけたが︑
十二9410囹

十二984

る︒

十一一989

人麿の歌である︒

まことに調子の高い歌であ

文武天皇がまだ皇子であら

せられた頃︑

十一一948囹 今日はお参りなので︑皇 十二984

十二9410園

た︒
十一一996

ｪ﹀︒﹂といふ意味で︑

十二9411 終はひとり言のやうに言つ 十一一992赤人が作った歌である︒

十二9510

出藍するのである︑自分は︒

いやしい身ではあるが︑

﹁ ︿ 略V︒﹂といふ意味で︑

十一一966

最も古いと思はれる歌は︑

﹁ ︿ 略﹀︒﹂といった意味で︑

えるかばねとならばなれ︑

十二976 山を進んだならば︑草の生

たるかばねとならばなれ︑

十二975 海を進んだならば︑水にひ

︿略﹀次のもので あ る ︒

十一一9611

國民性の特色といふべきである︒

十二968 歌をよむといふのは︑我が

めたのが萬葉集である︒

な音︑

十二997 つるの羽ばたきまでが聞か
つるの羽ばたきまでが聞か

れるやうな感じのする歌である︒
十一一998

山上憶良の作である︒

やまのうへのおくら

れるやうな感じのする歌である︒

元五爵者であるが︑

十二9911
十一而1

萬代に傳ふべき名も立てず

インドから古同僧が渡海して

十二㎜11

十二㎜10

野明天皇の御製で︑

小野老の歌である︒

眼前に見るやうな氣がする︒

長歌としては短いものの一

以上墨げた歌でも大艦わか

うにお歌ひになってみる︒

十二櫃8
るやうに︑

萬葉集の歌は︑まことに雄
まことに雄大であり明朗で

大であり明朗である︒

十二湿9
十一而9
ある︒

極めて純な感情に生きてゐ
極めて純な感情に生きてゐ

たからである︒

十二醜11
十二齪11

修行者はかう考へて︑静か

の言葉とは思へない︒

十二柵4

思ふに佛の御言葉であら

に羅刹に問ひかけた︒

う︒

十二佃6圏

十一一佃6圏 それも前半分で︑まだ後

羅刹はとぼけたやうに︑

の半分があるに違ひない︒・

﹁︿略V︒﹂と答へた︒

十二佃！0

十一一川5 けんそんな心で言った︒

だめだ︑行者さん︒

お約束だから︑そろく

淺はかな夢も迷もない︒

今や羅刹の餌食にならうと

修行者の心に感動するかの

十二佃4

とたんに妙なる樂の音が起

﹁︿略﹀︒﹂と高らかに言って︑

あの恐しい羅刹は︑忽ち端

たいしゃくてん

嚴な帝繹天の姿となって︑

ごん

十二備7

つて︑朗かに天上に響き渡った︒
たん

十二備6

やうに見えた︒

十二価11

いふのである︒

十二価9

十二餌10 心は喜びで﹁ぽいになった︒

十二榊7

ごちそうになりませうかな︒

十二餌3園

終ると︑

十一一榊1 ﹁︿略V︒﹂ と歌ふやうに言

と思はれる程美しい聲である︒

十一一稲9 どうしてこんな聲が出るか

命を得ようといふのだ︒

修行者は︑どこまでも四二

十一一麗11

十二川9囹

﹁萬葉﹂とは﹁毒筆﹂の意

三者が清冷な水を得たのに

所は雪山の山の中である︒

此の無知じゃけんな羅刹

であった︒

萬葉集を持ってるることは︑

たからである︒

十二鵬1
で︑

十二欄4

十二備2園此の艦を捨てて︑永久の
十二㎜1

せっせん

我々日本人の誇である︒

十二佃5

渇者が清冷な水を得たのに

も増して大きな喜びであった︒

十二鵬6

無常は生ある者のまぬかれ

今のは佛の御聲でなかつ

も増して大きな喜びであった︒

十二鵬7園
たらうか︒

十二鵬10

まだ十分でない︒

今の言葉だけでは︑まだ十

ない運命である︒

十二鵬10
十二欄11

分でない︒

海のやうに廣い池には︑

若しあれが佛の御言葉であ

十二㎜6園
うか︒

十二㎜9園

此の羅刹の聲であったら

十二佃11

﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑

美しい光景を眼前に見るや

れば︑

大和は︑りっぱなよい國で

つである︒

十二撹1

じょめい

をぬのおゆ

十二川11

來た頃の華やかな奈良の都を︑

十二㎜10

のであって︑

十二欄5此の歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

して空しく死すべきであらうか︒

約四千五百首を二十雀に牧 十一一欄4

十二962 りっぱな歌である︒

りっぱな歌である︒

十二962 軍人の覧悟をあらはした︑

十二961

十一﹇9510

いになった︒

十二951 たgありがたい感じで一ぽ 十二996ひたくと寄せる潮の静か

「〈

りっぱなよい國である︒

。54

十二978

まこ と に 雄 々 し い 歌 で あ り ︑

まことに雄々しい歌であり︑
十一一978

十十

十十十

忠勇の心の躍動した歌である︒

湿102要る醜繊

765

十二979 忠勇の心の躍動した歌であ
る︒

かきのもとのひとまろ

十二9711 有名な歌人︑柿本人麿や︑

ニニ」二あニニ

だ一だ
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の青年の顔を見くらべてみた︒

十二㎜10囹私が日本語を勉強してゐ
﹁︿略﹀︒﹂といふやうな意味

るものだから︑

並木の美しい大通を眞直に
十二伽1

きは優麗に仰がれる︒

走ると︑

十二伽2
辛々なパリー子を乗せた幾
十二欄2

言葉はしどろもどろである︒

のことを述べた︒

十一一悩1

嬉しさうににこく笑って

半ば不思議さうに︑私とか

かなり正しい嚢音である︒

る︒

圓屋根や尖塔の聲える水の
街路はきれいに洗ひ清めら
ドイツ人はどこまでもきれ
森林を慕って止まぬのであ

十二搦9囹

誰が一番此のわしを大事

に思ってくれるか︑

十二搦11園 一番孝行の心ある者に︑

豊かな平野︑

最大の恩恵を與へるであらう︒

十二摺9園

十二僻11園此の境域の領主と︑そな

たゴほんの少しおつしや

姉上と全く同じでござい

たをするのだ︒

ます︒

十二佃1囹

十二慨5園

口先だけで即行の伴なは

いとしい末のコーデリヤ

り足らぬところが違ひますだけで︒

は何とだ︒

十二糊2園

ない事は︑

十二㎜3園

あなたを父上として大切

出して言へないのでございます︒

十二柵1園此の心にあることを口に

十二柵2囹

十二柵2園

せんりつ

あなたを父上として大切

十二㎜四11園

に致すつもりでございます︒
其の食卓に空席があったの

それはあんまりではござ

勝手にしろ︒
﹁荒城の月﹂が︑満堂を堅

満堂を墜してゆるやかに流

してゆるやかに流れ始めたのであっ
た︒

十二燭8

れ始めたのであった︒

以來めんだうな政治の事
は若い者たちに任せ︑

十二燭4園

身中になって老後を送り
たいと思ふ︒

十二燭4園

十二襯6囹

末姫様は︑決して御不孝

決して御不孝なお方では

如何やうになされようと︑

まってをりますなら︑

十二糊9園若し私の此の判断があや

ございませぬ︒

十二川8園

なお方ではございませぬ︒

十二欄8園

いませぬか︒
ひめ

眞實でございます︒

に致すつもりでございます︒
静かな旋律である︒

十二川5園

十二川2園

せんりつ

静かな旋律である︒

席は殆ど満員である︒

十一一偽11

い好きである︒

十二湿6

れ︑

十二槻3

都が浮かんで見えるのであった︒

十二梱2

るやうな圓屋根や

十二梱1

みた︒

十二柵8

は︑

かれ︑

十二伽1 春は有名な美術展覧會が開
十二伽4 流行のさきがけをするのも︑
またパリーだといはれてみる︒

十一一伽7山・川・海・平原が適當に
至る所に日本的な風景を貼

入りまじって︑

十二伽8
出する︒

京都・奈良をしのぶやうな

特に空姥晦とが朗かである︒

十二伽10

十二伽9

きんちやう

ベニスへ向かはうとする汽

國回すべてが緊張したの

主な停車場には︑

古都が多く︑

十二旧7

十二伽2
である︒

十二伽4

車中のことであった︒

それが﹁日本人﹂といふ意
各國で日本語の研究が盛で

味だと見當はつく︒

十二伽9
十二囲2

あることは聞いてみたが︑

権守人に日本語で話しかけ
十二伽7

られたのはこれが始めてである︒

十二梱4

十二伽8

おとぎ話の國の都を思はせ

十二桝3 昔の王宮であったルーブル

胸がすくやうな氣がする︒

十毫・幾百塁の自動車が︑

十二鵬8

十一一柵4 此の修行者こそ︑︿略﹀あ
しゃか
りし日のお繹迦様であった︒

全く目 ま ぐ る し い 程 だ ︒

十二柵7 網の目のやうに入りくんで
みる︒

十一一佃1

十二佃4 ロンドン第一の交通の難所
であらう︒

十二冊6 すこぶる不規則に射出する
七つの街路を︑

十二冊11 全く息づまるやうな光景で
ある︒

其の豊富な歴史的遺物

十二稲11 全く息づまるやうな光景で
ある︒

十一一佃8

十二伽2 さながらに知ることが出來
るのである︒

る︒

十二伽6 歴史ゆかしいのは後者であ
十二伽11 彼等を記念する美術的な彫
像が壁面に沿うて並んでみる︒

十二梱3 至る所に田園的な自然をく
よし日曜日の午後であって

りひろげてるる︒

十一一梱9
も︑

探し出すことが出來るのである︒

十二梱11 人影を見ない自然郷をさへ
十二個3 パリーに來て嬉しいのは︑
すっきりした街路である︒
かうろう

十二槻4 数層の優美な高書が︑
十二擢11 川じりが三角洲をはさんで
分れるやうに︑鋭角に分岐し︑

十二伽1 其の分岐貼に立つ高櫻が一

766る64
0

十十十 十十
ニニニで二二
135135135あ134134

だ一だ
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十一一襯7園 あなた次第でござるが
よいやうになされ︒

IIo
十二襯11園
娘は勘當でござるぞ︒

十一一爾7園

姉上の眞心がよくおわか

望事おためにょいやうに

それがりヤ王であった︒

あらしだ︒

五十人で結構ぢやござい

五十人で結構ぢやござい

りにならないのだと存じます︒

十二帽2園
ませぬか︒

十二摺2囹

かん だ う

十二擢11園

十二柵5囹 食事だ︑食事だ︒
ませぬか︒

十二粥12

十二糊8園お心の痛みが︑すっかり

取りはからっておくれ︒

十二糊3園

十二粥4囹

十二備5園 食事だ︑食事だ︒

十二備6 むつかしさうな顔をして出
て來る︒

十二柵7園 どうしたのだ︑娘︒
たちが︑

十二備9囹 無作法千旦なお附の家來

お氣の毒だと思はねばな

あなたがおとう様でない

取れますやうに︒

十二四9園
にもせよ︑

同然でございます︒

十二瑠11囹私の宅はまるではたご屋
十二傾2園 どうやら父上がしり押を
十二粥10園

お氣の毒だと思はねぽな

わしは︑ばかな︑たはけ

どうやら見覧えのある方

たはけた老人でござる︒

どうもわしの末娘コーデ

コーデリヤでございます︒

其のコーデリヤでござい
十一一捌9闘

お前さんは︑わしをうら
もう返したはずだとか︑乙
が主張する︒

十一一旧5

んでみるはずだが︒

十二捌11園

ます︒

十二捌8國

リヤのやうに思へてならぬ︒

十二樹7圏

のやうだが︑はっきりせぬ︒

十一一倒5園

十二捌4園

た老人でござる︒

十二捌3園

らないはずだのに︒

十二糊10圏

らないはずだのに︒

なすっていらっしゃるやうに思はれ
てなりませぬ︒

やうなことになるかと存じます︒

十二⁝幽5圏．父上のごきげんを損ねる

十二幽7園 それで︑お前さんはわし
の娘か︒

やるから︑

十二幽9園 父上は御高齢でいらっし
十一一幽9園御賢明でなくてはなりま
せぬ︒

うになさいませ︒

十二衛8圏 どうなりともお好きなや

うになさいませ︒

十二備8園 どうなりともお好きなや

か＼れぬと︒

十二緬11園 なに︑御町氣でお目に
十二爾11園 病氣なら︑父が病床へお
見舞申すと言へ︒

十二旧10
しよう

そ
此のやうに︑人々相互の訴
しよう

人々相互の訴訟をさばく

そ

訟をさばくのが民事裁判である︒

十二悩1

乙が其の犯人ではなからう

のが民事裁判である︒

十二楓4

要するに國法の規定を實際

かういふのが刑事裁判であ

かといふ疑のある場合に︑

十二樹9
る︒

十二餌11

どのくらみの損害賠償をさ

問題に煽てはめることである︒
十一一価5

ほんたうに殺人事件の犯人

せるのが適當であるかを

十二塒9

どの程度の刑を當てるのが

ほんたうに犯人であるとし

であるかどうか︑

十一一価9
たら︑

其の判断決定が裁判であっ

適當であるかを決定せねばならぬ︒

十二価10

て︑

十二価11

筆法の趣旨は︑これによつ

其の裁判になほ不服な者は︑

此の第一審の裁判に不服な

て實現されるのである︒

十二搦2
十二櫛11

二回まで上訴し得るやうに

者は︑

十二塀3

十一一旧1

つまり裁判を念入りにする

なってみるのは︑

十二塀4

つまり裁判を念入りにする

ためである︒

十一一塀4

裁判できめられたことに服

ためである︒

十二塀11

從することであり︑

みだりに人を犯罪者扱ひに

せぬことである︒

十二翻2

せぬことである︒

十一一鵬2 みだりに人を犯罪者扱ひに

十一一柵3 それを國民の義務として忠

眞實を述べることなどは非

實に勤めること︑

眞實を述べることなどは非

常に大切なことである︒

十二儒5

十二靭5

十二旧6

裁判の目的は︑︿略V︑人を

大切なことである︒

常に大切なことである︒

十二閥8

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行

罰したりすることではない︒

十二旧9

らっじよ

はれない︑平和な秩序正しいものに

十二柵！0 平和な秩序正しいものにす

わるがしこい者がまぬかれ

ることが其の目的である︒

ることになるであらう︒

十二籾1

たら︑

我々は安心して生活するこ

十一一燗2 裁判が公平に行はれぬとし

十二靭4

秩序を維持するための大事

とが出來ないであらう︒

秩序を維持するための大事

な仕事だといはねばならぬ︒

十二籾5

十二籾5

太陽ほどありがたいものが

な仕事だといはねばならぬ︒

あるだらうか︒

十二欄8

生物は︑此の熱︑此の光の

おかげに生きてみるのである︒

十二捌1
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十二樹1 月は死の世界であるといふ
ことを︑

十二梱3 太陽こそは︑あらゆる生命
あらゆる生命の源泉なので

の源泉なのである ︒

十一一捌3
ある︒

十二樹4 あらゆる生命の源泉である
だけに︑

ある︒

ご

ま

表面に黒い胡麻粒のやうな

それが太陽の黒嵩と呼ばれ

ものが見えることがある︒

十一一悩2

十二悩4
るもので︑

見たところ胡麻粒のやうだ

黒血は太陽の表面に生ずる

が︑實は地球より大きいのがあり︑

十一一悩4

十二悩7

たゴ一つあるだけであらう

太陽のやうな天資は︑

大きなつむじ風だといはれ︑

十二悩9

十二悩9

十二梱5 實に偉大な存在である︒
十二捌5 實に偉大な存在である︒
か︒

十二価1

夜の空に無敷に輝く星の一
夜の空に無数に輝く星の一

太陽と同じやうな血膿が殆

十二欄9

開平・開立等の算法を行つ
それが代敷學にまで高めら

て來たのであるが︑

十二欄11

それが日常の計算に非常に

れるやうになった︒

十二欄3

それが日常の計算に非常に

便利なものであったため︑

十二研3

それが日常の計算に非常に

便利なものであったため︑

十二研3

算木によるむつかしい敷學

便利なものであったため︑

十二樹5

十二柵1

高い域にまで進むことが出

かく芝敷の演算が自在に行

來たのである︒

十一一柵2

ひとり我が國のみであった︒

はれるのは︑

十二柵3

もちろん彼以前支那にも日

本にもなかったところである︒

十二m7

く巧妙な働を見せた︒

十二柵9 孝和の天才は︑︿略﹀︑いよ

微分・積分は︑︿略﹀高級

の敷學である︒

十二m3

らで︑

十一一柵5 敷學の長い歴史があったか

十二m8

ひたすら和算に濁自の天地
すでに輸入してみたのであ

十一一捌9 まことに文化史上の一大偉

算木といふのは︑長さ四五
六以上は置方をや＼異にす

敷學もまた西洋の敷學によ

まことにぜひもないことで

我が白人が西洋の敷學を容

急速の進歩を成し遂げたの

見る間に大きくふくらんで

十二湘9

銀綜のやうにまぶしく輝き

やはらかな日ざしが︑

カナリヤのさへづりが朗か

に聞えて覧る︒

十二欄3

ながら︑

十二柵6

輕さうに浮いて行く︒

十二冊5

であった︒

十二俄11

易に征服して︑

十二槌11

あった︒

十二皿8

らなければならなかったからで︑

十二襯8

観であるといはねばならぬ︒

を開いたのであって︑

彼の國のやうに︑算木によ

は全然忘れられてしまったのであっ
た︒

るが︑

十二欄8
十二柵8

世界的水準にまで高められ

る方法を捨ててしまふことはなかつ
た︒

十二柵1
十二佃3

たのであった︒

又太陽の敷百倍といふすば

十二佃5

かつ演算することが出子た
紙に書きあらはす筆算の方
次から次へと解決されるや
貼窟術は︑要するに筆算に
よる代敷學であって︑

十二佃10

うになった︒

十二欄7

法に改めたのであるが︑

十二燗3

のである︒

十二佃8

るが︑

糎ぐらみの四角柱の木である︒

十二価8

即ち和算の基礎を確立した
或はそろばんによる算法の

孝和は決してそろばんを考
そろばんの達者であったか
そろばんの達者であったか
らえらいといふわけでもない︒

十二塒6

らえらいといふわけでもない︒

十二欄5

案した人でもなければ︑

十二㈱5

ことだと考へる人もあらう︒

十二欄3

人である︒

らしいものがあるのである︒
き そ

十二欄2

ど敷へ切れない程存在する︒

十二悩5

つなのであるが︑

十一一価2

つなのであるが︑

十二価2

じものになってしまふであらう︒

結局は︿略﹀小さな星と同

十二捌6 直脛凡そ百四十萬粁もある
一大火球だといふ︒

十二掴6 かう言っただけでは殆ど見
當がつかない︒

十二剛10 地球を太陽の中心に置くと

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ
である︒

十二撹10 太陽が月より非常に遠い所
にあるからである︒

十二撹10 太陽が月より非常に遠い所
にあるからである︒

十二槻11 地球から太陽への距離は凡
そ一億五千萬粁で︑

十二榴3 ざっと五十七年かかるわけ
である︒

夏の日の熱さから考へてみ

光とを送ってくれる︒

十二塒5 太陽は私たちに十分な熱と
十一一旧6

てもわかるやうに︑

十二鵬7 太陽から出る熱量はすばら
しいものである︒

十二塒8 内部はもっともっと高熱で

だ一ん一たい
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十二㎜⁝8

一握 り の 土 に ︑ ほ の か な 春

の香を感ずるやうにさへ思った︒

十二㎜⁝8 ほのかな春の香を感ずるや

暖 さうな顔をして︑

のんきな主人に置忘れられ︑

うにさへ思った︒

十一一㈱11

十二欄10

十二捌5 不思議さうに︑あたりを見
まはしてみる妹に︑

其の後を追っかけるやうに︑

十二捌6 はちきれるやうな芽をもた
げ︑

十二捌11

十二槻6 あちらこちらに黒ずんだ畠
の土があらはに出てみる︒

りは︑

十二四9 清水の流だといふ此の川べ
十二商1 今春の喜びと活動によみが
へらうとしてるるのだ︒

何事も時勢であった︒

十二商9 彼に︑逆心などあるべきで
はないが︑

十二商10

朝敵の名をかうむるのは︑

れたのである︒

十二㈱8 しかも徳川方がもろくも敗
十二鵬10
けだし當然であった︒

のを知って︑

を ば

十二鵬11 慶喜は事のすこぶる重大な

かずのみや

十二柵7 明治天皇の御叔母君で︑御
幼名を和宮と申し上げた︒
悟で︑將軍家茂に嫁ぎ給うたのは︑

いへもち

十二柵1
﹇隊﹈︵名︶10

隊﹇▽いったい︒

中央の隊が十八人︑左右の

い︒しょうぼうたい・すいらいていた

えいへいたい・くちくたい・さんた

たい

公武一和の望は︑ほんの束 たい ﹇体﹈5いっせんいったい
御涙の乾くひまもない御身

の間の夢であった︒

十二柵4
であらせられた︒

七882囹

徳川の家を救ふことは︑結 い

局江戸百萬の市民を救ふことである︒

十二欄10

七883園

﹁ダーン︒ダーン︒﹂といふ

ダーン︒ダーン︒

左右の隊は横から進め︒

先づ中央の隊は正面から進
七886園

中間は隊を組んで︑前へ︑後
三日程たつと︑三つの隊は︑

やがて木下藤吉郎は︑五十人

木下軍︑中央十八人の隊は︑

たじたじと引きめになった所

たひ

左右の隊は︑

の隊に合試した︒

七915

突いて出た︒

﹇鯛﹈︵名︶6

鯛

りっぱなごてんへ通しました︒

三戸3 たひや︑ひらめなどが︑
むかへに出て來て︑おくの︑

たい

︸せいに横から

を︑藤吉郎は︑再び扇を上げて左右

七914

突進んだ︒

長い槍のほさきを並べて︑一せいに

七905

持たせ︑隊を組んで進み出た︒

の中間に︑めいめい十八尺の竹槍を

七897

心のま＼に動くやうになった︒

綜にでも引かれるやうに︑藤吉郎の

七888

へ︑左へ︑右へ︑合圖通りに動いた︒

七887

め︒

七885園

隊が各く十六人︒

中央の隊が十八人︑左右の

隊が各く十六人︒

まさに風前の燈火であった︒
くし
十二柳7 櫛の歯を引くやうに京都へ

十二梱4

それはく略V宮の御文の力

實に言々血涙の御文章であ

たゴ宮の御使藤子だけであ

向かったが︑

つた︒

十二柳9
十二柳11
つた︒

であった︒

十二醜8

幸はた〜それだけではなか
欧米の強國は︑ひそかに我

おうべい

十二榴7
つた︒

十二鵬7

ひそかに我が國をうかゴつ

が國をうかゴつてみたのである︒
十一一欄8

長く戦ふやうにでもなった

てるたのである︒

十二欄11

まことに危いことであった︒

ら︑

十二悩2

︿略﹀と言って︑決して過

決して過言ではないのであ

言ではないのである︒

十一一悩5

る︒

十二悩6

十二835

獲心音に績いて︑

十二835

十二衙10 水火の中をもいとはぬ御覧 だ一ん ︵感︶2 ダーン
十二柵11 當時から七年前のことであ
る︒

たひや︑ひらめや︑たこ

などが︑大ぜいで︑おもしろい

三⁝駒3

しかし︑此の間から︑鯛が︑

をどりををどりました︒

何かのどにさ＼つて︑物がたべられ

五伽5園

ないで困ると申して居ます︒

さっそく鯛を呼出して︑のど

をさがしてごらんになると︑はたし

五搦！

﹁たひ﹂も居ました︑﹁いさ

て釣針がひっか＼つて居ました︒

八側3

﹁たひ﹂は︑何といっても

き﹂も居ましたQ

堂々たる魚です︒

八側6

﹈バン

たい ︵助動︶78 タイ たい ︽タイ・

セカイヂュウデ

タウ・タカッ・タク︒タケレ︾

ェライ人ノオ心土サンニシタ

二454園

イ︒

ムスメヲアゲタイトオ

ムスメヲアゲタイトオ

ムスメヲアゲタイトオ

アゲタイトオモヒマス︒

二472圏一バンエライ人ノ所

ヘ

モヒマス︒

二505囹

一一535囹

モヒマス︒

モヒマス︒

ジブンモ︑ヲドリタクテタ

二572囹

二655

キシャニノリタイナア︒

マラナクナリマシタ︒

三305どうかしてこの國をもつ

二川5囹

とひろくしたいと︑おかんがへ

になりました︒
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たい
たい

三427園その刀がもらひたい︒

つい書がかきたくてかきた
つい垂がかきたくてかきた

七342園此の世の別れに一曲だけ吹
かせてもらひたい︒

みんな一生けんめいに働い

か︒

九9710園

讃みたい本が山程あるよ︒

僕は泣きたい程つらい氣がし
僕は北斗のために喜んでやり
もうたくさんだと言ひたくな
ふるひ附きたい程あざやかな

緑を見せる︒

九宙5

る︒

置旧1

たいのです︒

九伽8

ます︒

九伽3

である︒

七344園世の中に傳へてもらひたい︒ 九欄4 岡と言ひたい程低くなだらか
七797園
くはしくお考を承りたい︒

てもらひたい︒

あなたのお名前を承りたう
お供物のおだんごをたべたい

僕たちもやりたいけれども︑

こ＼がどうして外事かと言ひ
居眠をして居るといひたいと

自分もあ＼いふ風に飛んでみ

十価5

妹がきのこを見たいと言ふの
十五日までこ＼にるて︑見届

そなたの其の歌といふのが
もったいなくて︑泣きたいや
彼等を法衣の袖にくるんで

一度乗って見たいと思った此
母と一しょに聞きたいと言ふ︒

の汽車に乗れて︑

十塒3

助けたいのは山々であるが︑

十⁝閑4園

うな氣さへしました︒

十襯4

聞きたいものですね︒

十川7囹

ましたのに︒

十m3囹献上致したいと存じてをり

けたいものだと思ひましたが︑

早く飛んで行って見たいやう 奉行6

で︑

うばと二人でお仕へしたいと 十125

の圖書室にありますよ︒

唐音の身代りに立ちたうご 十113囹参考書が見たければ︑三階

と言出した︒
からいと

九73

ころですが︑

八田6

たくなる︒

八佃6

八959

な氣がしました︒

八554

願ひ出ました︒

八414

ざいます︒

八385園

七伽3

ございます︒

七糎5園

たうございます︒

七伽5囹此の金を半分だけさし上げ

おく方にしたいとのお 七糾9園

家へかへりたくなりまし

思ヒマス︒

三508園エライ人ニナリタイト
三士2
た︒

四307
ことばもありましたが︑
四336 かぐやひめをひき止めたい

向かふの陸へ行ってみ

と思ひました︒

四923
こ＼へ渡って煮たかっ

たいと思ひました︒

四958園
たのだ︒

六38園心ばかりのおもてなしをい
たしたいと存じま す ︒

六132團 ぜひ参りたいと申します︒

六652 牝牛にかへたいと言って居ま
した︒

やうな気がします ︒

六悩9 手にとって︑さはってみたい

六⁝川5圓

六研1園 こ＼へ入れてやりたいな︒

くて︑

六⁝川6圏

出雲一重を頂きたうござい

﹁︿略﹀︒﹂と叫びたくてたまら

たいと思ひ︑
九293

くて︑たまらなくなってしまふ︒

六事4圏 見物に行きたくなったなあ︒

ない︒

九939囹

どんな本が悼みたいのです

いと思って︑

十一嘱7

便利な機械を作りたいと思

のである︒

九923此の間から星のことを知りた 十柵3 つ＼ましい心を味はひたいも

ます︒

九874園

七175園 お目にかけたいものがある
から︑

と思って居た︒

七294 どうかして一度計ってみたい

死にたいと思った ︒

七337 心ゆくばかり笛を吹いてから

ひました︒

いと︑

將來學問を以て身を立てた

か

も まぶち

あなたがよく會ひたいと

一心に勉強してみた︒

十一687

十一691園

どうかしてお目にかかり

お話しになる江戸の賀茂眞淵先生が︑

十一6911園

すぐ知らせてもらひたいと

たいものだが︒

十一709

頼んでおいた︒

＋一71閤かねぐ古事記を研究し

實は早くから古事記を研

たいと思ってをります︒

十︻723囹

全く雲の王者といひたい感

究したい考はあったのですが︑

じがします︒

十一憎5

十一柵1国殆ど耳をおほひたくなる

程でした︒

とは︑誰でも思ふことです︒

十一槻3囲古い歴史を聞いて見たい

あなたは演奏會へ行って

十一価7園演奏會へ行って聞いてみ

たい︒

十一旧6囹

そなたたちの口から聞き

身輕になって老後を送り

どうか残りを教へて頂き

まさにいらかの齪舞といひ

董にもかきたいくらゐであ

みたいとかいふことでしたね︒

る︒

十二272

十二655

たい︒

たい︒

十二粗7園

十二鵬5囹

たいと思ふ︒

十二儒10囹

だい一だいえいはくぶつかん

1058

たい︒

大

にして頂きたうございます︒

十二術7園 五十人の半分の二十五人
﹇大﹈︵名︶1

たいあたり

﹇体当﹈︵名︶1

艦長り

右の方では︑敵戦車目がけ

大尉﹇▽ぼう

て鋼鐵の腔當りをくらはせてみる勇

十二839

﹇大尉﹈︵名︶3

敢な我が戦車がある︒

水兵は驚いて立上って︑しば

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

十201

たいい・まつざきたいい

六715圓 大は小をかねるといふから︑たいい

だい
やっぱり大きい方にしよう︒
塁﹇▽いく

だい ﹇代﹈0いちだい・しちだい
だい
がて頭を下げて︑天略﹀︒﹂と言って︑

﹇台﹈︵名︶3

じゅうだい・いくだい・いくひゃくだ

だい

大尉がそれを取って見ると︑

い・しごじゅうだい・しごとだい・

七目2

だ︑し︑しち

大尉は︑これを讃んで思はず

第一

海

2
︹課名︺1

身を投出して︑人のために書くす人

第一位

ンだいいち

十網2園

山川さんは︑どうしてそん

今度も又第一位か︒

十襯．9園 それにしても︑山川さんは

だいいちい ﹇第一位﹈︵名︶2

だ︒

細かい事はだんくに話し

をぢさんは︑先づ第﹁に宮城を拝み

六畜6囹東京繹で汽車を下りると︑
に行った︒

九備6園

てあげようが︑第一は︑馬をよくか

﹇第↓編隊群﹈

なに何時も第一位なんでせう︒

爆撃目標︑第一編隊群

第一編隊群

及び飛行機︒

は東側︑第二編隊群は西側の格納庫

十一槻11図園

︵名︶1

すべて上官の命令を守って︑だいいちへんたいぐん

はいがってやることだ︒

十231囹

だから︑東海丸遭難第一の電

自分の職務に精を出すのが第一だ︒
さうなん

十775

報を手にした時︑妻は早くも夫の死

これが第一の間門の入口です︒ だいいっしん ﹇第一審﹈︵名︶！ 第一

を察し︑

十伽5

此の第一審の裁判に不服な

1大運動場

だいうんどうじょう ﹇大運動場﹈︵名︶

それぐ猛烈な射撃を開始した︒

十二8211 部隊長言の第︸獲を合圖に︑

だいいっぱつ ﹇第一発﹈︵名︶1 第一

し︑

者は︑地方裁判所又は控訴院に控訴

十二櫛11

十174かうして︑第一の間門を通つ 審
でふ
源氏物語五十四帖は︑我が

て第二の閾門に入り︑

十一158

國第一の小説であるばかりでなく︑
やく
今日では外國語に課され︑

たと思ふと︑そこには︑いはゆる水

いよく本丸にたどり着い

青空

十二687

第一

の門が︑第一から第六まで順々に待

第一

﹁︿略V︒﹂と言聞かせた︒

涙を落し︑水兵の手を握って︑

十224

次のやうな事が書いてあった︒

十207

其の手紙を差出した︒

じゅうごだい・じゅうだい・すうだ
い・たかだい・とけいだい

の底をとんくふみ鳴らしながら︑

五38 ふせたをけをだいにして︑そ

つち

九249 ねぢ廻しや︑ピンセットや︑

小さな槌や︑さまぐの道具も︑同
じ塁の上に横たはってるる︒

今は金物も古びて黒くなり︑ 七11 第一 海
とびら
八目2 第一 青空
玉轟の羽も光を失って︑たゴ扉や蔓

八11

四月

四月

十一3211
にゑがかれた玉里のみが色をとゴめて

第一

第一

﹇第一﹈︵副︶4

受けてみる︒

九11

九目2

だいいち

たが︑自分の子供がかう弱年の泣轟

江戸で若君のお守役をして居
では︑第﹇藩主に歯しても申しわけ

七備8

ちの家族はどうなると思ふ︒

ロンドンには︑大英博物館

大英博物館

﹇大英博物館﹈

十二柵3

つて︑其の一つの見物にさへ一日や

を始め︑大きな博物館や美術館があ

︵名︶1

だいえいはくぶつかん

陸上競技の練習をやってみる︑

ちが︑コロールの大運動場で︑毎日

會があるといふので︑島民の青年た

七791園攻めて來たら︑第一お前た 十356團十一月三日の明治節に運動

第一

みるが︑

明治神宮

だい ﹇題﹈︵名︶1 題呂しょとうに

十目2

第一

だい

吉野山

明治神宮
第一

玉のひgき

十306國

十二4園教養も高いし︑第﹁自分一

ない美しさを見せます︒

第一︑海の色が何ともいへ

玉のひゴき

いちばん︒せかいだいいち・にっぽん

がない︑

十ニー1第﹇

第一丑vか

だいいち・ほんとうだいいち・ロンド

んとうしゅうだいいち・さいこくだい

だいいち幽﹇第＝︵名︶8

十二目2第︸

十一11第一吉野山

十一目2

十11 第﹇

大

十一欄10園 それでは︑此の月の光を
﹇大﹈︵形状︶2

題に一曲︒

だい

日本刀は︑たゴ切味がよい

ばかりではなく︑打合って折れず曲

十一⁝m10

らぬところに大なる優秀性がある︒

だ古きと︑規模の大なるとを以て世

十二66図 此の社は︑建築様式の甚
に知らる︒
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二日はか＼り︑

︹課名︺2 大演習

八目−o第九 大演習

だいえんしゅう

八515 第九大演習
﹇大演習﹈︵名︶1

大

のである︒

大河

大

さみだれや大河を前に

﹇大河﹈︵名︶1

たいか ﹇▽ろうたいか

たいが

十一捌3図圃
家二軒
たいかい

εオリンピックたいかい

演習
﹇大改良﹈︵名︶2

其の後︑イギリスのトレビ

だいかいりょう

十指10

改良

だいがく

其の後︑彼は更に大改良を加

大學

大學

大活字

ほとんどひったくるやうにし

﹇大活字﹈︵名︶1

歩いてみるのも見かけられた︒

十襯2

だいかつじ

大活字の見出しだ︒

大伽藍

京都騨に下車して︑行く

﹇大伽藍﹈︵名︶2

がらん

て受取つた號外は︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

十一75

だいがらん

く見上げる大寺院は東本願寺であ
が
り︑其のや＼西に︑同じやうな大伽

藍を見るのは西本願寺である︒

らん

が

ローマには世界第一の大伽

藍といふセントピーター寺院や︑

らん

十一一伽5

封岸﹇▽す

ローマ法王のバチカン宮殿があり︑

﹇対岸﹈︵名︶9

昔のローマの遺跡がある︒

大空にそ﹂り立つ二十階・

高さ二百米に及ぶ大岩石の

尊皇の大義に︑すべての人

﹇大義﹈︵名︶1 大義

たいぎ ﹇大儀﹈︵名︶2 大儀

が目畳める時が必ず來るに違ひない︒

十二458

たいぎ

絶壁が︑水際から突立ってるる︒

十一櫛1

石

九784

の姿をちらと見た狼介は︑破鐘のや

うな聲で叫んだ︒
わこと

先づ和琴半島の優美な姿を

急いで求めて参れ︒

ききん

方に大飢謹起り︑人々の困苦は前の

出水の比にあらず︒

たいきなら

たいきなら ﹇大軌奈良﹈︹地名︺1 た

いきなら

賞しながら進むと︑湖景は快く開け

十一822

十二㎜図

1

退却し始める

︽ーメ︾

たいきゃくしはじ・める ﹇退却﹈︵下一︶

である︒

の姿が次第に明らかになって行くの

こ＼において︑長良︑新 十二4311 かうして大義名分が正され︑
みくに
忠臣・義士の乱心があらはれ︑皇國

大義名分

たいぎめいぶん ﹇大義名分﹈︵名︶1

て︑水上に美しい中島を望み︑封岸
封岸や＼右に︑けづり立つ

に秀麗な藻琴山を仰ぐ︒

だいがんせき

大岩

やうす
何しろ揚子江は︑其の封岸
﹇大岩石﹈︵名︶1

を望んでも陸らしい物を見ず︑

十一一274

た︒

で︑それが手に取るやうに見えまし

大邸を過ぎてしばらく行くと︑

﹇大金﹈︵名︶1 大金

七描1囹渡し賃が高いといって︑一

たいきん

次第にのぼりになる︒

九佃5

たいきう

十二糾6 見れば︑もうくたる煙幕
て我が國に知らる＼に至れり︒
くコうん
を張って︑敵は退却し始めた︒
十一川9國 封岸の大陸は九龍の市街
たいきう
たいきゅう ﹇大邸﹈︹地名︺1 大郎

ならず︑其の封戸大陸の事情も始め

太が島なること明らかになりしのみ

十一993図二回の探検によりて︑樺

する志を起せり︒

たに貯砂大陸に入りて其の地を探検

十一957図

峯は摩周岳の絶頂だといふ︒

十一桝1

もこと

十一怖7図然るに︑此の度は近畿地

十二601園 大儀であった︒
なき町︑
さきん
川をへだてた歯黒から︑鹿介 だいききん ﹇大奥饒﹈︵名︶1 大飢饅
きんき
われがね

な橋︑着岸のうすもやの中に績く果

九623圏此の廣い川を渡す虹のやう 十二糾1園 汝は大儀ながら京へ上り︑

へ渡す六千九百米のすばらしい長橋︑
にじ

三十階の大建築︑封岸オークランド

九501囲

ずやがわたいがん

たいがん

ノートをか＼へた大垂雪が︑

﹇大学生﹈︵名︶1

大儒の正門を玉壷にはいる︒

﹇大学﹈︵名︶1

を造り上げた︒

へ︑とうくレールの上を走る汽車

館長5

車に大改良を加へた︒

シックといふ人が︑キュニョーの汽

れられて︑ 大演習の拝観に出かけま

大王

十二襯4園 ︵フランス王に︶大王︑
こんやく

﹇大和尚山﹈︹地名︺
だいをしやう

大和尚山
十一776
だいがくせい

生

大恩

肩を並べて︑密々とした芝生の上を

十一792
大音

木勝典中尉の戦死された記念碑であ
﹇大音﹈︵名︶2

﹇大音声﹈︵名︶1

大

中佐は大 音 に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

き渡った︒

だいおんじん
人

育て︑我々を教へてくれる大恩平な

九欄4 國語こそは︑まことに我我を

﹇大恩人﹈︵名︶1

九826 鹿子の大音聲は︑心魂にひゴ

面頬

だいおんじょう

叫びて︑敵を撃退すること数度︒

九槻4図

に答へた︒

九789 鹿介は︑りんとした聲で大音

だいおん

ります︒

かつすけ

州第一の高山︑左手の岡の碑は︑乃

十塒6園 右手は大和尚山で︑流下
ひ

1

だいをしやう

だいおしょうざん

れをお果しになるおつもりか︒

末娘とのかねての婚約︑あなたはそ

だいおう ﹇大王﹈︵名︶1

した︒

八549私たち女子の組も︑先生に連

だいえんしゅう

だいえんしゅう一たいきん

だいさんじとう一だいご

1060

人で越した程の人だから︑此の大金
した︒

平家の軍勢十萬蝕騎︑一の

かり人や馬でうづまった︒

初め大工として働いて居たが︑ 八642図

ふ大軍で︑城の附近一たいは︑すつ

て去た︒

富田城がまだ取れないのに︑

勝誇った敵の大軍は︑やがて

我が爆撃編隊群は︑ 一綜齪れぬ隊形

大元帥陛下

﹇大元帥陛下﹈

を以て刻々目標に迫る︒

︵名︶1

だいげんすいへいか

やがて︑野外統監部へ天皇旗

をお進めになって︑御統監の大一兀帥

八569

陛下がお出ましになりました︒

大空にそ＼り立つ二十階・

だいけんちく ﹇大建築﹈︵名︶2 大建

九501国

築

四條・七條の橋はコンタ

三十階の大建築︑

十一12！1

リート造に代り︑新しい大建築が市

上月城を占領して︑こ㌦にた

中至る所に聲えるやうになった︒

かうした敵に直面しながら︑

太古其のま＼の原始林には︑

七902

合圖のたいこが鳴りひゴいた︒

合蒔のたいこが鳴った︒

八目6

七196

七目6

第五

胡弓︒笛・たいこの鳴り

からかさ松

からかさ松

朝の大連日本橋

第五

第五

だいご ︹課名︺12 第五

物入りではやし立てる︒

十二2610

こきゅう

七928

えたいこ

たいこ ﹇太鼓﹈︵名︶3 たいこ﹇▽ふ

といふ︒

の法に從ひ︑これによりて火を作る

十一一75図此の社にては︑今も太古

流に横たはってるるのがある︒

ま＼枯れてみるのがあり︑倒れて漢

所所天壽を全うした大樹が︑立つた

十一偽7

たいこ ﹇太古﹈︵名︶2 太古

てこもった二千五百の尼子勢は︑程

かさぎ

七萬の大軍に園まれては︑上
げんこう

元弘の昔︑賊の大軍︑笠置

其の後︑關東の大軍至るに

どんな大軍が押寄せたとし
たけだかつより

武田勝頼︑大軍を率みて

﹇隊形﹈︵名︶1

くこと能はず︒

たいけい

十一鵬4

隊形﹇▽せ

來り攻むれども︑城兵善く職ひて抜

十二734図

ても︑

十一一671

へられて︑⊥ハ條河原に斬らる︒

及び︑城遂に隅り︑重範惜しくも捕

十182図

戸を守りみたり︒

次郎重範は︑一族を引連れて一の木

山の行在所をおそひ奉りし時︑足助

あんざい

十147図

月城は一たまりもない︒

九886

軍にひしくと取黒まれた︒

なく︑元春・隆昌の率みる七萬の大

九881

出雲一婦にあふれた︒

九867

勝利がおぼつかない︒

敵の大軍が押寄せたのでは︑味方の

九857

其の間に︑毛利の大軍がやつ

谷に城をかまへて︑源氏の大軍を防

︽ーシ・ース

十何萬といふ大軍である︒

九854

ぐ︒

た︒

い︒

﹇退屈﹈︵形状︶1

大工だらうか︒

たいくつ

ところで︑此の⊥ハ年さへたい

たいくつ

て︑腕前を加減するのが果してよい

十一一355園

ほめられないからといつ

ず人にほめられるときまってはみな

十一一353園細工のうまい大工が︑必

の遠く響くを聞く︒

十糊2図時に︑大工の振るふ槌の音

つち

其の中に織機の改良を思ひ立ち︑ひ

八818

も

2 第九
1

まさへあれば方々の織場を見て歩い

が無かったら︑氣が違って死ぬやう
﹇大金字塔﹈︵名︶1

な事になるかも知れない︒
だいさんじとう

大金字塔

十﹇棚2囲 大金字塔のそばには︑ス
し

フィンクスといって︑顔は人間を︑

艦は獅子をかたどった不思議な石の
︹課名︺

巨像もあります︒
だいく

七324 第九笛の名人

七目10第九笛の名人
八目10第九 大演習
八515 第九大書習
七999

くつだらうと思はれるのに︑外型に

九目10第九 合 そ ろ へ

は︑十何年も土の中にもぐつて居る

退屈する

﹇退屈﹈︵サ変︶2

蝉があるといふことです︒

いくつする

たいくつ・する

十476 第九柿の色
十一514 第九
瀬戸内海

＋一目−o第九 瀬戸内海

一人ぼつちになって遊んで居

長いと思った欧洲航路も︑

た弟が︑たいくつして︑﹁あ＼ん︒﹂

ル︾

た

九396 第九馬そろへ

大工

＋目10第九柿の色

だいく

＋二目−o第九 末廣がり
︵名︶8

六263

﹇大工﹈

十二536 第九
末廣がり

と言った〇

だいく

十一旧10國

まれます︒

中に過ぎて︑しきりになごりが惜し

今日まで殆ど退屈するいとまもない

舟を作りにか＼り

を集めて︑
たくみ

四85 そこで︑
大ぜいのだいく

かはなり

ひ だ

ました︒
くだら

七142 昔︑飛騨の工といふ大工と︑
百濟の河成といふ垂かきがあった︒

六566

七744 塀や石垣はまだ修理中で︑大 たいぐん ﹇大軍﹈︵名︶12 大軍
工や人夫が大勢働いて居たが︑

屋 ・ 人 夫 を 集 め て︑﹁︿略﹀︒﹂とさと

七786 藤吉郎は︑大勢の大工・石 六734 これを園んだ賊は︑百萬とい んとうたいけい

1061
だいご一たいじ

八283
九目6
九203
十目6
十186
幅が底の所で九十米︑両岸に

﹇▽ぶんめいできだいこうじ

十伽5
は絶壁がそばだち︑其の長さが十五

八い十十十十十十九九八八七七い

だ

9ん8目7目74248444ん
5424
選評箋蔓紫笙釜塑聾彗

けたり︒

道雄君︑君も一つ大志を

少年よ︑大志を抱け︒

たいし ﹇大志﹈︵名︶2 大志

十一787園

十一784囹

抱いて奮闘するんだね︒

たいし ﹇太子﹈︵名︶6 太子﹇▽こう

やましろのおほえのわう

たいしでんか・しょうとくたいし
しゃか
それと並んで繹迦三尊を拝

十一3011

するのは︑太子の御子山背大兄王

が︑御父君にかたどって等身の御佛

法隆寺が︿略﹀︑最古最美

とし給うたもので︑

十一319

きせき

の木造建築を世界に誇り得るのは︑

全く一つの奇蹟であって︑しかも太
ぐうぜん
子の御孝心を思へば︑あながち偶然

でない氣がしてならない︒

太子は︑其の宮殿の一室で

其の如何に深く思をおこら

本尊観世音は︑今秘佛とし

私は幾度か

いかるがや富

の古歌を口ずさんで︑

たいじ ﹇▽おにたいじ・おろちたいじ

つた︒

太子をしみぐとしのび奉るのであ

御名を忘れめ

の小川の絶えばこそわがおほきみの

十一353

此の堂島に安置されてるるのである︒

て︑當時の太子の御姿を語りがほに︑

十一344

みるのでもわかる︒

太子にさ＼やき奉ったと傳へられて

しになったかは︑夢に金人が現れて

十一3311

をせられたのである︒

憲法十七條を書かれ︑又佛教の研究

けんぱふ

すかさず第三の男が︑大刀を 十一338
湖上を渡って︑第三の間門に

振るって聞多の背中を眞二つ︒

十799
十御9

着きます︒

第三

一揮︑二丁︑績いて第三︑
﹇第三回﹈︵名︶1

第四・⁝︒

十一価9
だいさんかい

二度資を集めて二度散じ

﹇第三弾﹈︵名︶1

集に着手せり︒

だいさんだん

中佐すでに第二弾を左手に︑

少しもひるむ色なく︑なほ奮戦を績

更に第三弾を腹部に受けたれども︑
ふんせん

九旧1図

第三

たる龍眼は︑遂に奮って第三回の募

十一柵3図

回

一

汽車は一騨を過ぎて︑間もな

155さニニー一8目7目12目7目さ

く第三・第四のトンネルを通過した︒

だ

朝の大連日本橋

粁も績くすばらしい大工事です︒

ぜんに

松下暉尼

松下暉尼

﹇大極殿﹈︵名︶2

先づ平安神宮を拝して大極

大極

しかし︑此の大工事の裏には︑
みだい

だいごくでん

もっと偉大な仕事がありました︒

十㎜8

水兵の母

水兵の母

ほふりゆう

十一目6 第五 法隆寺
殿

十一251 第五法隆寺
十二目6 第五 孔子と顔回
こうし

︵名︶1 第﹇
五▽みず
殿の面影をしのび︑

十一91

﹇第五﹈

孔子と顔回
＋二2910第五

こほりやま

大極殿の跡はるかに指鮎

すべく︑南の方郡山の町の東に︑

十二鵬7図

﹇大極殿跡﹈︵名︶1

羅城門の跡今も残れりといふ︒
だいごくでんあと

大極殿上
第五層

二層は初層より︑三層は二

﹇第五層﹈︵名︶1

大根

皇座

大根や菜種の葉の緑が︑生き

﹇大根﹈︵名︶1

﹇台座﹈︵名︶1

スエズ運河の北の端にあ

狩狩箋

館館獲襲
明明
ぎ 遺遺
て第物物
、三

だいご

太

八省1 第五のトンネルこそ︑長さ九

のだいこもん

﹇太古以来﹈︵名︶1

千七百二米の清水トンネルである︒
たいこいらい

十二伽図

大極殿跡

十二研5図 愛すべく美しき山野は︑

古以來

だいざ

くと畠に績いてるる︒

八502

だいこん

層の二分の一になってみる︒

層より著しく縮小して︑第五層は初

十﹇291

だいこそう

拙いよく深し︒
﹇大功﹈︵名︶1

大功

太古以來の歴史と結び文學と結びて︑

たいこう

かん
十976図 共に漢の高祖に仕へ︑張良

は内にはかりごとをめぐらし︑韓信

大公

は外に兵を用ひて︑何れも大功を立
﹇大公園﹈︵名︶2

て︑名を後世に輝かせり︒
だいこうえん

十一齪7困

プスの銅像が塁座高く立って︑遠く

る此の港には︑運河を開いたレセッ

園

我々は無限の自然の中をさまよふ氣

東洋への道を指さしてゐます︒

十二梱4 方数粁の大公園にはいると︑
がする︒

あんどん

二人は︑ほの暗い行燈のも

十二梱10大公園の奥へはいると︑人 たいざ・する ﹇対座﹈︵サ変︶1 封坐
する

︽ーシ︾

影を見ない自然力をさへ探し出すこ

十一711

とで封坐した︒

とが出來るのである︒

だいこうじ ﹇大工事﹈︵名︶2 大工事

嚢茗古古京京韓辮翻蝉12

劃騰都都醐囎

第第第第第
五五五五五

だいし一だいじゃ

1062

だいし

︹課名︺

@第四

て︑大事に植ゑてやりました︒

時計屋さんは︑早速ピンセッ

トでねぢをはさみ上げて︑大事さう

九307

北の空にもたくさんの星があ

に元のふたガラスの中へ入れた︒

九平1

これは大事なことだから︑

りますが︑其の中で一つ大事な星が
あります︒

十樹⁝9園

覚えておきなさい︒

ガリレオといふ早生が︑こ＼

に打たれて︑僕等は殆ど一種の興奮

大自然は︑今春の喜びと活

を感ずる程であった︒

動によみがへらうとしてるるのだ︒

十二悩11

だいしち

なはしろ

苗代の頃

まんじゆのひめ

萬壽姫

小さなねぢ

萬壽姫

朝顔に

小さなねぢ

朝顔に

第七姉

第七 姉

十一381

十一目8

苗代の罪

︹課名︺！
2 第七

したものである︒

してみるのだから︑其の騒ぎはたい

ペン鳥と︑三萬のおっとせいが群居

十一鵬1此の岩島に︑三十萬日過ッ

京都騨に下車して︑行く たいした ﹇大﹈︵連体︶1 たいした

の有名な大寺院へお参りをしました︒

十一73

く見上げる大寺院は東本願寺であ
が

り︑其のや﹂西に︑同じやうな大伽
らん

藍を見るのは西本願寺である︒
せんたふ

白大理石の尖塔九十八本を仰ぎ見る

七241

七目8
たいし か
﹇太子河﹈︹地名︺1 太子河

すばらしさ︒

たいしか

大市街

八目8

か

﹇大市街﹈︵名︶1

九目8

八354

太子河を渡る︒

たいし

十界7

だいしがい

やがて行手に金門橋が水ぎ

十目8

九234

九499囲

は高く現れ︑それを過ぎると眼界が

業

十二463

︵副︶一 タイシテ

鎌倉
第七

かまくら

第七 鎌倉
立ちしょり十七年︑すなはち天和元

たいして ﹇大﹈

十二目8
年に至りて︑一切纒六千九百五十六

鐵眼が此の大事業を思ひ

十361

開けて︑湾の右手に大市街が見え出
しました︒

うさんやおかあさんを大事にして上

十一柵9図

どうぞ私に代って︑おと だいじぎょう ﹇大事業﹈︵名︶1 大事

げて下さいね︒

十一418囹

よく

八684

コレハ大ジナコブデス︒ といはねばならぬ︒
オヂイサンガヲシガル だいじいん ﹇大寺院﹈︵名︶3 大寺院

ノダカラ︑ヨホド大ジナモノ

二713園
二722圏

七141 第四わざくらべ
ニチガヒナイ︒

七目5 第四 わざくらべ
八目5 第四 大連だより
八188 第四大連だより

三三1園 この︑前の方のむしば
は︑生えかはるはですが︑おく

はちまん

九目5 第四 八幡太郎

の方のは︑一生使ふ大じな

第四

残った苗は︑庭の垣根にそつ 十二伽藍 ミランの大寺院の屋上に︑

九181 第四八幡太郎

︵名︶2

一揮︑二弾︑績

七466

はです︒

あすけ

しげのり

十目5 第四 足助次郎重範
十伺6 第四 足助次郎重範
十一目5 第四 源氏物語

源氏物語
十一137 第四
十二目5 第四 支那の印象
﹇第四﹈

十ニー66 第四支那の印象
だいし

八価9 汽車は一騨を過ぎて︑間もな
とばかり︑

く第三・第四のトンネルを通過した︒
十一塒9
大事

いて第三︑第四・⁝︒
﹇大事﹈︵名︶3

九422図園 貧しとて費すことなかれ︑

だいじ
夫の大事あらん時の用にせよ︒

巻の大出版は遂に完成せられたり︒

しやうとく

太子御孝心

だいじひ

﹇大慈悲﹈︵名︶1

ヤウデス︒

ず︑そのま＼退出したのである︒
だいじゃ
だいじゃ ﹇大蛇﹈︵名︶7 大蛇 大蛇

て︑自分はわざと將軍のなぞも解か

せるのが︑佛の大慈悲であると思つ

彼等をりっぱに國法に從は

大慈悲

一一431囹 タイシテワルクハナイ

時になって︑運悪くをぢさんの輕機

1

寒いから脚を大事になさ たいしごこうしん ﹇太子御孝心﹈︵名︶

關銃が急にきかなくなった︒

い︒

十二909園

はかすかに聞及びながら︑おとつれ

上もなき喜びなり ︒

此の大自然が展開する景観

十襯7園

それは︑聖徳太子が御父 ﹇▽こくほうとだいじひ
君証明天皇を追慕し給ふ懸りに作ら

十一309

せられたもので︑實に太子御孝心の

そなたたちの中で︑誰が
一番此のわしを大事に思ってくれる

結晶であり︑

十二燭9園

つて︑家茂は其の陣中に蔓じ︑績い

か︑それを︑そなたたちの口から聞

十一拠6

裁判は實に︑正義を保護し︑ だいしぜん ﹇大自然﹈︵名︶2 大自然
秩序を維持するための大事な仕事だ

十二籾5

きたい︒

大じ

崩御ましくた︒

ほうちよ

﹇大事﹈︵形 状 ︶ 1 2

大事εおだいじ

だいじ

大ジ

て杖柱とも頼み給ふ御兄孝明天皇が

十二柵2 やがて長州征伐の大事が起
こロつ

一家の大事にはせ加りしこと︑此の

もせざりしに︑兄弟の情を忘れず︑

十二5111図園御身が奥州に下りし由 十二8811 ところが︑突撃前の大事な

第第第第第第第第
七七七七七七七七

12

1063
たいしゃえき一だいじゅうに

えんにち

五213園私どもには︑もと娘が八人 七372第十 縁日

十伽8

第十九

パナマ運河
燕岳に登る

第十九燕岳に登る

＋一目11

第十 日本海海戦

日本海海戦
第十
ひめぢ

姫路城
第＋

八796第十四

自動織機

七目2 第十四 鐵工場
七598第十四 鐵工場
八目2 第十四 自動織機
リや王

いも早

＋目15 第十四

母の力

いも掘

九目15 第十四

まんえふしふ

第十五 萬葉集

第十三

第十五我は海の子

第十五 我は海の子

水師螢の會見

ふくじゆさう

大阪

九683第十四

リや王
︹課名︺12

第十九

だいじゅうご

十二燭9

つばくろだけ

十一目6
第十九

第十九

八目11 第十

十二目6

十一備7

菊

ございましたが︑八岐のをうちとい

八615第十 菊

だいじゃ

ふ大蛇に︑毎年一人つつ食はれて︑
のぶつな

松平信綱の幼時

九目11 第十

十目11 第十

大阪

第十五

もうこの子一人になりました︒

五215園 今年も︑ちやうどその大蛇 九439第十 松平信綱の幼時
が出て來る時分になりましたので︑

十524第十 稻むらの火

稻むらの火

泣いてみるのでございます︒

五219園 一たい︑どんな大蛇か︒
五225園 その大蛇をたいぢてやらう︒ 十一545
＋二6310

第十ほ
四まれの記章

八972第十七
九目4 第十七

圖書館

扇の的

だいじゅうしち ︹課名︺ 12 第十七
七目5 第十七 油蝿の一生
あぶらぜみ
七932第十七 油蝿の一生
八目5 第十七 扇の的

十二8510

北海道
第十四
晴間

十781第十四 母の力
＋一目15第＋四北海道

七目3 第十五
七626第十五
八目3 第十五
八886第十五
九目2 第十五
九717第十五

水師螢の會見

福千草

十目2 第十五
十881第十五

第十四ほまれの記章

朝顔の日記

朝顔の日記

十一目2

五227囹 さうして︑八つの桶に入れ ＋二目11 第＋ 姫路城
て︑大蛇の謬る所に並べて置け︒

大社

十二目15

第十一

第十一

ひよどり越

十一895

五231 その通りに用意して待ってる だいじゅういち ︹課名︺12 第十一
ると︑間もなく大蛇が出て來ました︒

﹇大社駅﹈︵名︶1

をずたくにお切りになりました︒

五241 みことは︑劒を抜いて︑大蛇
たいしゃえき

十一747

第十一

ひよどり越

十二目2

第十五萬葉集

しやくてん

からふと

雪の山

雪の山

圖書館

九921第十七
十目4 第十七
十978第十七

態十一

錦の御坐

今市を過ぎ︑大社騨に着

錦の御旗

十一一310図

福壽草

第十一

雀の重

十一一953

︹課名︺ 12

晴間

第十一

雀の子

だいじゅうさん

七目14 第十三

朝鮮の田舎

七546第十三

樺太の旅
第十七

第十七 樺太の旅

第十一

皇國の姿

朝鮮の田舎

十一目4

にしき

＋一目12第十一

十一995

第十一

繹天

小さい丁令使

たいしゃくてん

八目14 第十三

小さい丁令使
＋二目12第十一

みくに

十一613第十一 皇國の姿

八741第十三

は︑忽ち端嚴な千重天の姿となつ

兵乱だより

兵螢だより

第十二

らせつ

第十七 修行者と羅刹

十二目4

第十七 修行者と羅刹

佛法僧

かつあき

十二柳7

七目13 第十二

だいじゅうに ︹課名︺ 12

久田船長

佛法僧

十702第十三

第十九
夕立

久田船長
第十九

八目13 第十二

七471第十二

振子時計

十一685第十三 松阪の一夜

十一目14 第十三 松阪の一夜

振子時計

物のねだん

八681第十二

物のねだん

九目13 第十二

第十九

十二目14 第十三 機械化部隊

アメリカだより

アメリカだより

京城へ
けいじやう

第十九

十二808第十三 機械化部隊

九484第十二
パナマ運河

京城ヘ

第十四

第十九

だいじゅうし ︹課名︺ 12

第十九

第十九

第十九 夕立

だいじゅうく ︹課名︺12

七目7
七研1
八目7
八悩7
九目6
九鵬9
十目6

十目14 第十三

九目14 第十三

第十

九626第十三

鳥居勝商

﹇大樹﹈︵名︶1

恭しく地上に安置した︒
たいじゅ

︹型名︺12

七目11 第＋縁日

だいじゅう

流に横たはってるるのがある︒

ま＼枯れてみるのがあり︑倒れて漢

所所天壽を全うした大樹が︑立つた

十一偽8 太古其のま＼の原始林には︑

大樹

十二732第十一

たいしゃくてん

鳥居勝商

きぬ︒

12

4

12

712

5

12

1

て︑修行者を空中に捧げ︑さうして

たんごん

たい
﹇帝釈天﹈︵名︶1 帝

60目4了目63目39目

十二備8 と見れば︑あの恐しい羅刹

十十九九八八七七

だいじゅうはち一たいしょう

1064

たいしゅつ・する

たいしゅつ ﹇▽ごたいしゅっ

らいくわう

天子様は︑︿略﹀︑頼光と

トオモヒマシタ︒

四576

たが︑

七幽2

そこで︑大身が四五歳の時か

そこで︑忌寸が四五歳の時か

連れて行った︒

七幽6

せんがく

父は︑辛々義士のことを大將

連れて行った︒

往復四人もある高輪の泉岳寺へよく

たかなわ

ら︑父はうす暗い中に大圏を起して︑

七幽3

せんがく

往復四粁もある高輪の泉岳寺へよく

ら︑父はうす暗い中に大將を起して︑

昔︑百合若といふ︑弓の

このやうすを見て︑雲太

たかなわ

退出する ︽ーシ︾

んどうじをたいちるやうにお

いふえらい大しゃうに︑しゅて

四丁8

じゃうずな大店がありました︒

四号7

いひつけになりました︒

十襯9︒園彼等をりっぱに國法に從は

﹇退出﹈︵サ変︶1

十676 第十二 水彩蚕

十目13 第十二 水彩螢
十一目13 第十二 古事記の話

十一631 第十二 古事記の話
せるのが︑佛の大慈悲であると思つ
ず︑そのま＼退出したのである︒

て︑自分はわざと將軍のなぞも解か

第十八

十二目13 第十二 初冬二題
︹課名︺12
﹇大出版﹈︵名︶1

大

十二7610 第十二 初冬二題
だいじゅうはち
だいしゅっぱん

をおこし︑百合若を島におき

郎きゃうだいは︑ふとわるいら

に話して聞かせて︑其の墓に参詣し

星眼が此の大事業を思ひ

ざりにして︑自分たちが大將

十一冊1図

出版

立ちしょり十七年︑すなはち天和元

父は︑﹁︿略﹀︒﹂と一三ロって︑大

大洲は︑これから後︼生の間︑

大過が何かたべ物の中にきら

大掴がなれるまで︑うち中の

其のため大將には︑全くたべ

大蒲が十歳の年︑↓家は郷里

其の時大將は︑江戸から大阪

まで︑馬やかごに乗らず︑両親と土ハ

七備7

へ錦ることになった︒

七備6

物に好ききらひがないやうになった︒

七備4

者がそればかりたべるやうにした︒

七備2

出して︑

食事に︑必ず其のきらひな物ばかり

ひな物があると見れば︑三度上々の

七傾9

かったといふことである︒

﹁寒い︒﹂とも﹁暑い︒﹂とも言はな

七衛4

がせて︑頭から冷水を浴びせかけた︒

將を井戸端へ連れて行き︑着物をぬ

逆髪1

い︒﹂と言った︒

或年の冬︑大將が思はず﹁寒

たのである︒

もとで︑とうとう︑この島でお
なくなりになった︒

四M5きゃうだいは︑思ひ通り大
將となり︑これまで百合若の
みた︑りっぱな城に住んで︑い
二人の大將を︑兄うかしの所

ばってゐました︒

六67

二人の強さうな大湊が︑目を

へ︑おさし向けになりました︒

六74

いからして立って居ます︒

七幽8

にならうとかんがへました︒

タイシャ

四聖2園大官は︑矢のきずが

年に至りて︑一切経⊥ハ千九百五十六

﹇大将﹈︵名︶40

巻の大出版は遂に完成せられたり︒
たいしょう

大言5の

ぎたいしょう・のぎたいしょうのよう

大しゃう

十一目5 第十八雲のさま匹＼
ねんじだい

ウ 大シャウ

十一佃4 第十八雲のさま匹＼

七目6 第十八 五作ちいさん
七㎜3 第十八 五作ちいさん
八目6 第十八弓流し
︑
㎝3 第十八弓流し
ノー
九目5 第十八星の黒
九991汗十八 星の話
十目5 第十八 南極海に鯨を追ふ
くぢら
十佃1 第十八 南極海に鯨を追ふ

十二目5 第十八 欧洲めぐり
第十⊥ハ

書辞ノタイシャウハ︑

ドノオニモ︑大シャウノ

六60・さんぐに切りまくって︑其

ちやうふはんしゅ

大沼の父は︑長府藩主に仕
へて︑江戸で若君のお守役をして居

七粥6

と言ったといふことである︒

朝晩よく泣いたので︑近所の人は︑
なきと
大將のことを︑無人ではない泣人だ

なきと
幼名を無人といったが︑︿略﹀︑

の船の大弁を︑生けどりにして引上

ウヨロコビマシタ︒

七備4

げた︒

ニオジギヲシテハ︑カハ

オニノ大シャウハ︑オヂ

オニ

二684

タ︒

ルガハル立ッテ︑ヲドッテヰマシ

二647

シタガ︑トウトウマケマシタ︒

イッシャウケンメイニタ織上ヒマ

一706

カヒマシタ︒

一704 モモタラウハ︑カタナヲ
ヌイテ︑オニノタイシャウニム

おうしう

︹ 指名︺ 1 2

十二摺5 第十八 欧洲めぐり
だいじゅうろく

七目4 第十六 木下藤吉郎
きのしたとうきちらう
七734第十六 木下藤吉郎
八目4 第十六 スキー
八901第十六 スキー
九目3 第十六 三日月の影
九746第十六 三日月の影
十目3 第十六 張良と韓信
かんしん
十934第十六 張良と韓信

イサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタQ

二696

りんざう

十一目3 第十⊥ハ 間宮林藏
十一927第十六 間宮林藏

二717オニノ大シャウハ︑﹁︿略V︒﹂

オニノ大シャウハ︑大ソ

十二目3 第十六奈良
な ら
十二塒5 第十六奈良

1065
だいしょう一だいしんいん

たひらのこれもり

に歩いて行った︒
ゑつちゆう

八326図 大將平維盛は︑十萬騎を
引連れ︑越中の國となみ山に陣を
取る︒

十917遺損
あり︒

大將答力

大小

﹁︿略V︒﹂と︑

﹇大小﹈︵名︶12

うに類する塚で︑それには大小いろ

るが︑しかしロンドンには大小の公
園が多く︑至る所に田園的な自然を
くりひろげてみる︒

大正十三年
大正十三年︑彼は遂に世界無
﹇大笑﹈︵サ変︶1
︽ーシ︾

あとからついて行った家族の

大正天皇

﹇大正天皇﹈︹人

當時︑大正天皇は︑日光へお
いでになって居た︒

ぢゃうぶ

大丈夫

大ぢゃうぶなれるよ︒
四162園
六図2園 大丈夫出慮る︒

六餌6園 い＼え︑大丈夫です︒
六柵4園 なに︑大丈夫︒

これなら︑五六年は大丈夫

では︑もう大丈夫だと思って

七川4園

だ︒

みる矢先︑十三日の夜︑あいにく大

十欄1

雨が降出しました︒

でも︑昨日あんなに残って

ひとりで大丈夫だよ︒

天氣は大丈夫です︒

らいくわう

天子檬は︑︿略﹀︑頼光と

だいしん

裁判所には︑厘裁判所・地

大審院

十二塀2

れる︒

厘裁判所は一人の判事︑地

第一審の裁判に不服な者は︑

判事︑大審院は五人制判事で組織さ

方裁判所・控訴院はそれる＼三人の

十二搦8

があって︑

方裁判所・控訴院・大審院の四階級

こうそ

十二鵬5

院

五225囹 その大蛇をたいぢてやらう︒
だいしん
だいしんいん ﹇大審院﹈︵名︶3 大審

來ました︒

四628雷獣は︑天子様のおほせ
を受けて︑その鬼をたいぢに

鬼をたいぢて下さい︒

四604園これを持って行って︑

いひつけになりました︒

んどうじをたいちるやうにお

いふえらい大しゃうに︑しゅて

四577

る ︽ーヂ・ーヂル︾

たい・じる ﹇退治﹈︵上一︶4 たいち

十二947園

十一惚8園

みて︑大丈夫のはずだったのに︒

十佃2園

十159図書萬乗の君のおはします城 十鵬5園 明日までは大丈夫持ちます︒

野軍

けれども︑我が武士は︑船の たいしょうぐん ﹇大将軍﹈︵名︶1 大
僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

大小などは︑少しも氣にしなかった︒

六575

だいしょう

八352図大將維盛は︑命からぐ加
六備9

なれば︑大手軍の御出であらんと心

みなもとのよしっね

賀の國へ逃げのびたり︒

得て︑大和鍛冶のきたへたるよき矢

ち

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア

か

ルガ︑一番小サイノデモ︑大キナク

やまと

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と て︑ひそかに三千感慨を

八645図 大逆源義経思ふやう︑

じりを少々用意致して候︒

大正三年八月

﹇大正三

ヂラヨリハ︑ズツト大キイ︒

年八月﹈︵名︶1

大阪は俗に煙の都といはれ︑ たいしょうさんねんはちがつ

年八月のことでした︒

名︺1

たいしょうてんのう

﹁︿略﹀︒﹂と大笑した︒

ものが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

八882

大笑する

たいしょう・する

比の自動織機を護明した︒

八脳6

年﹈︵名︶1

大小の船の帆柱が林のやうに たいしょうじゅうさんねん ﹇大正十三
どうだ︑これで大小を差し
大小様々の氷山が︑島のやう

に︑あちらこちらに浮いてみる海上

十佃4

たりっぱな武士に見えるだらう︒

九㈱1園

見えます︒

七716

小千何百といふ橋があります︒

七659水の都ですから︑大阪には大 十欄6 出來上ったのは︑我が大正三

大小八千以上の工場がこ＼にあって︑

七632

引連れ︑後より山を傳ひて︑ひよど
り越に出づ︒

八651図 大立試みに数差の馬を追落
したるに︑或はころびて要る︑もあ

大 宝 これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒
八659図

とて︑筆先にかけ下れば︑三千齢騎︑
馬を並べてかけ下る︒
よしっね

﹁︿略﹀︒﹂

八981図 源氏の大柏義纒これを見て︑

つはもの

ほげい
を︑母船から離れた我が捕鯨船は︑

八柵9図 陸には大骨義纒を始め︑源

氏の兵ども︑馬のくらをた﹂きて

附近には大小の製材工場多

今全速力で走ってみる︒

はしむ︒

在す︒

十一521図

大小無敷の島々各所に散 六脈1

く︑さすがに木材の集散地たるを思

十齪9図

喜びたり︒

八章5図圏 まことの大野かな︒

て︑近頃降りし者なれば︑義家の家

九198図 宗任は︑もと賊軍の大古に

をどし

來 ど も こ れ を 見 て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑手

に汗をにぎりけり︒

きっかはもとはる

江上にもやひする大小無数の船︑

九786園 やあ︑それなる気書威の 十一柵6囲 岸に全く倉庫・洋館の列︑ だいじょうぶ ﹇大丈夫﹈︵形状︶10 大
てるもと

甲は︑尼子方の大層と見た︒

小早川網走を副將として︑一萬五千

こばやかはたかかげ

九854 南元を大將とし︑吉川元春・ 十年ー310 古墳といふのは土まんぢゆ

町といふ町は︑雑沓してゐ

ざったふ

くあるが︑
十二梱3

の精兵が堂々と進軍して來た︒

九悦4図園 ぬす人の大門袴垂︒

だいしんさいご一たいせいよう
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れませぬが︒

に聾して︑或はお小言が出たかも知

ばくふ

帯する

武士が装丁を帯する意義も

すでに大政を奉還した彼に︑

たいせい ﹇大政﹈︵名︶1 大政

こ＼に存する︒

十一柳1

︽ースル︾

たい・する ﹇帯﹈︵サ変︶1

時から一攣した︒

十一一醜6徳川に封ずる朝議は︑此の

乙が主張する︒

はないとか︑もう返したはずだとか︑

それに劃して︑借りた貴え

見舞の客に封しても︑あへて取りみ

そらい

十二旧4

した時︑妻は早くも夫の死を察し︑

みのうへぶんた

周防の山口では︑今日も毛利

まうり

支那の数學が未だかつて及び得なか

すはう

十搦4

みた︒

たゴ皿人荻生徊彼の言ふ所は違って

をぎふ

道に劃してイの字なりに迫って行く︒
よろん
かうした天下の輿論に卜して︑

船は著く左方へ曲り︑鯨の逃

する武備を主張した︒

反花笠を向かふに廻して︑幕府に封

たう

侯の御前會議で︑氣鋭の井上聞多が

こう

十787

だした様子を見せなかった︒

つた高い域にまで進むことが出來た

膿が大きいのに︑性質がごく

大好き

地方裁判所又は控訴院に控訴し︑其

ある︒

九115

﹇対﹈︵サ変︶18

きでした︒

たい・する

逆心などあるべきではないが︑しか

生き物をいぢめるといふ 十二商9
ことは︑佛様に為しても申しわけの

十一1910園

し何事も時勢であった︒

又︑弱イ敵二軍シテハ︑水上

︽ーシ・ースル︾

二浮カンダマ・デ︑大砲や魚雷デ打

たいせい ﹇大聖﹈︵名︶1 大聖

ないことだと︑ふだんから教へて上
ききん

げてあるでせう︒

顔回の死にあって︑聲をあげて泣い

其の上︑しばく飢饅があ 十二303 七十歳の大聖孔子は︑弟子
り︑洪水があり︑兵齪があっても︑

﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に封 十二241

して︑元帥は︑おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂

箇の搦配した城郭

十宙3

本居宣長は︑江戸時代の有名

もとをりのりなが

一度此の門をしめ切ったら︑ 成する ︽ーシ・iスル︾

な學者で︑古事記傳を大成して︑我

あなたはまだお若いから︑

となって︑これだけでも二心の敵に

西洋

たいせいよう

宣長は眞淵の志を受けつぎ︑

﹇大西洋﹈︹地名︺3 大

遂に古事記の研究を大成した︒

三十五年の間努力に努力を績けて︑

十一744

の研究を大成することが出澄ませう︒

しっかり努力なさったら︑きっと此

十︸731圏

が國民精神の獲揚につとめた人︑

此の記章を附けた人々に封

玉響は︑︿略﹀︑人間に封ず

東海丸遭難第一の電報を手に 十二爾11園 あなたのお附の者の飢暴

る歌を多く残してみる︒

る愛の心に富み︑其の方面で特色あ

十二㎜1

れないのだと思った︒

しては︑いくら感謝しても感謝しき

十二941

い︒

封して︑いっかな動きさうに思へな

四つの天守閣は

十二695

たいせい・する﹇大成﹈︵サ変︶3大

た︒

九価8又北極星を柄の端にして︑北

一人でも多く二ってくれる

らものばされなかった︒

と答へた︒

六134

沈メルコトモアル︒

波賀4

封ずる

封スル

に通ふ頃から︑何よりも機械が大好

ルといひましたが︑二人は︑小學校

兄をウィルバー︑弟をオービ 十二7

おとなしく︑しかも音樂が大好きで

八章2

﹇大好﹈︵形状︶2

の裁判になほ不服な者は︑もう一度

代診

だいすき

のである︒

﹇▽かんとうだいしんさ

大審院に上告することが出早る︒
だいしんさいご
いご

︽ーシ︾
カンセン

たい・す ﹇対﹈︵サ変︶2 封ス 封ず
サキ

キ カ シヤウソツ

十︻605図囹 嚢二直覧封シ勇進敢職
シタル鷹下將卒モ︑

十二価7図しかもはからざりき︑此

大豆

の墨に封して反封ずる者甚だ多から
んとは︒

﹇大豆﹈︵名︶2

八268國 ぱさくした赤っぽい土で

だいず
かうりやう

すが︑高梁と大豆はゆたかにみの
ります︒

﹇代数﹈︵名︶1

大豆の山が積まれるのださうだ︒

十欄6 大きな構内には︑冬になると︑
だいすう

自分の子供がかう弱轟の泣轟

昔から彼等に劃する救の手はどこか

七備8

では︑第一藩主に陣しても申しわけ

十一一冊2 當時の西洋を除けば︑かく

がない︑

町明に封ずる彼の熱心は︑ま

代数の演算が自在に行はれるのは︑

八861

ひとり我が國のみであった︒

だいすうがく ﹇代数学﹈︵名︶2 代敷

斗七星とどうやら似た︑小さい柄杓

ことに驚くべきものがあった︒

十二櫛10 支那では︑古事算木といふ

形に連なるのを︑大熊座に出して小

學

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

ないか︒

十776

さうなん

のが︑私に封ずるお前たちの務では

十752園

熊座といひ︑

開立等の算法を行って來たのである
が︑今から凡そ六七百年前に著しく
上達して︑それが代数學にまで高め
られるやうになった︒

十二欄10 黙竃術は︑要するに筆算に
よる代数學であって︑これによって︑

︐
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は︑それを県民の義務として忠實に
勤めること︑︿略﹀などは非常に大

それでは︑其の首を大切に

しておいて︑これから毎年一つづつ
切なことである︒

八144園

十擢図大西洋
十槻図大西洋
供へることにするがよい︒

敵は︑高いやぐらのある大船︑

ばうはてい

ウカハイガッテヰマシタ︒

二脳1犬ヲーピキカッテ︑大ソ

二873犬ヲ急呈イガッテヰタオ

ヂイサンバ︑大ソウカナシミマシ

タ︒

ね︒

三161園大そうかるうございます

オニノワスレタウチデノ

コヅチヲ見ルト︑オヒメサマハ︑

大阪港は︑防波堤が遠く績き︑ 三594

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑大ソウヨロコ

七716

た︒

こっちは︑釣舟のやうな小舟であっ

六573

義仲からはすぐ返事があって︑たいせん ﹇大船﹈︵名︶2 大船

﹁︿略﹀︒﹂と︑木曾の家に傳はつて居

八395

十伽4 ただ一直線に掘割が云いて︑
其の果に大西洋が現れて來るのです︒
﹇大石橋﹈︹地名︺2
た大切な刀を送ってよこしました︒

空氣はこれ程大切な物ですが︑

しかし我々の住んでみる所には︑ど

八佃4

其の夜どこで休んだことか︑翌日に

港内の岸壁には︑一品五千トンの大
だいぜん

﹇体操﹈﹇▽ラジオたいそう

モモタラウハ︑ダンダン大 なってゐました︒
天子様は︑大そうごしんぱ

手からゑをたべるほどに

四543大そうよくなれて︑私の

本見つけました︒

四273ある日のこと︑もとの方
が醒そう光ってみる竹を︑一

ビマシタ︒

船が横附けにされます︒

のに︑ともすれば國語の恩をわきま

たいそう

←しながわだいぜん

へず︑中には蘭語といふことさへも

﹇大層﹈︵副︶36

タイソゥ

だいそう

大そう

一585

ロコビマシタ︒

一372オヂイサン バ︑タイソウヨ

殊に大切なことは︑かうし 大ソウ

私も︑實は早くから古事

つたことである︒

て我が國の古傳が︑古語のま＼に残

十一6710

考へない人がある︒

九欄5此のやうに大切な國語である

こにでもあります︒

大石橋で始めて停車した︒
しゅびたい

きうしや

十一725園

キクナッテ︑タイソウツヨクナ

じをたいちるやうにおいひつ

四悩3

北風ト南風ハ︑大ソウ仲

と大そうおこりました︒

四962わにざめは︑それを聞く

道あんないをしました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑先に立って

すと︑女は︑乱そう喜んで︑

四633 頼光は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

いになって︑︿略﹀︑しゅてんどう

記を研究したい考はあったのですが︑

リマシタ︒

四575

八755 早く此の事を大石橋守備隊へ

それには萬葉集を調べておくことが

まんえふしふ

知らせようとしたが︑電信も電話も

けになりました︒

泣クワケヲキイテ︑大ソ

ラウヲムカヘマシタ︒

二235

ウスモ︑大ソウオコリマシ

ウオコリマシタ︒

二24一
タ︒

クリモ︑大ソウオコリマシ

なさることがきまりました︒

オニノ大シャウハ︑大ソ ちゑのある神様のお考で︑神様方の
ウヨロコビマシタ︒

二696

ガワルイヤウデス︒
二653 オヂイサンバ︑大ソウヲド
五23 思ひかねの神といふ︑塗そう
リガスキデシタ︒

タ︒

二242

トオバアサン

バ︑タイソウヨロコンデ︑モモタ

一755
石器・土器を始め︑古墳な

も︑どんな尊い寳よりも︑いや︑私
自身の命よりも︑父上を大切と存じ
ます︒

十二柵2囹私は︑あなたを父上とし
又︑陪審員になった場合に

て大切に致すつもりでございます︒

十二欄5

オヂイサン
大切だと思って︑
十王ー511

どから出る古代の遺物も尊い材料と
なるのであるから︑私たちはどこま
へなければならない︒

信書管を取りはっし︑手厚くかんこ
大切

でもこれを大切に保護し︑後世に傳

﹇大切﹈︵ 形 状 ︶ 1 3

切な天叢雲劒を尊にお授けになり︑

あめのむらくものつるぎ

六糾4 倭遺命は︑︿略V︑特に︑大

やまとひめのみこと

れておしまひになりました︒

その上︑大切な釣針まで︑魚に取ら

五天3 けれども︑魚は一匹も釣れず︑

切にせよ︒

五959囹 この鏡は︑われと思って大 十二研5園此の世の中にある何より

たいせつ

したが︑

八789 大石橋守備隊では︑さっそく

にたよる外はなかった︒

敵のためにこはされ︑通信はた皮鳩

はと
まった一羽の鳩が飛んで來た︒

暮︑大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染

しゅびたい

八742 昭和六年十二月三十一日の夕

橋守備隊

備隊﹈︵名︶3 大石橋守備隊 大石

だいせききょうしゅびたい ﹇大石橋守

十塒10

舎にたどり着いたのである︒

なって︑やうやく大石橋の自分の鳩

八786 弱り果てた此の小傳令使は︑

大石橋

だいせききょう

だいせききょう一たいそう

だいたい一たいてい

1068

あまてらすおほみかみ

昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀︑又三

十二繊8

から︑

と︑其の後を追っかけるや

不意に現れた三千饒りの敵

此の大きな太陽が︑私たち

雄大であり明朗である︒

の住む地球から見ると︑大虎月と同

十二齪9

じ大きさに見えるのは︑
代々

そんなに代々舟の上で死ん

﹇代代﹈︵名︶1

五674園

だいだい

東西四十町︑南北四十五

でも︑舟がこはくはないのですか︒
だいだいり
﹇大内裏﹈︵名︶2 大内裏
だいだいり

大内裏

十二価9図

だいだいり

﹁︿略﹀︒﹂と號令をかけました︒

有名な古事記傳といふ大著

だいちょじゅつ ﹇大著述﹈︵名︶1 大

十︸745

著述

ふめつ

述は此の研究の結果で︑我が國文學

の上に不滅の光を放ってるる︒

1大子木場

だいちょぼくじょう ﹇大忌木場﹈︵名︶

萬本とも知らぬ材木を浮かべたる大

十齪8図熊野川の川口に近く︑幾十

貯木場あり︒

たいてい﹇大抵﹈︵副︶15大テイ大

五554

今桑ヲタベテ居ル慧モ︑アシ

てい且﹀なみたいてい

タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ
すざく

町︑街路井然として︑北に大内裏の

はげしい震動に︑此の家も︑

大ていは︑木の細い根をぢく

もう鳥などは激てい寝て居ま

すが︑それでも油蝿の子は用心して︑

七965

つて悩ます︒

にして丸い穴を掘り︑其の中にはい

七936

い落ちてしまった︒

たちまち壁はくつれ︑屋根瓦は大て

六鵬5

やうだ︒

大てい︑ひづめが二つにわれて居る

鹿のやうに足の早い獣は︑

フサウデス︒
らじゃう

大地を蔑みしめて歩いてみる︒
月は何時の間にか落ちて︑

ぼんやり見える大地がだんく遠ざ
かつて行く︒

六693園

宮殿を仰ぎ︑朱雀の大路南に走りで︑

大内裏

南端に羅城門をふまへたる古の奈
十二鵬図

と出合つたをぢさんの大隊は︑五六
大里

大地が見るく盛上って︑機

﹇大地﹈︵名︶4

九溜8

それに︑鳴く時期が大県五⊥ハ だいち

﹇大体﹈︵副︶8

良の都は︑

だいたい
九633

月頃に限られてゐますから︑

は響く地上ををどりながら滑る︒

九悩2

日や月が東から出て西へはい
るやうに︑星も大桑東から出て西へ

十﹁柵8

九鵬4

はいるのです︒

内地人がたくさん住んでゐ
ますから︑町も大腔内地風ですが︑

十258團

近代華燭を家庭生活に鷹用

急いで安全な場所を探します︒

十一一偶10

することに力める彼等が︑一面には

八㎜8

品物を買はうと思ふ人は︑大

赤々と照ってみる︒

つてみる中に︑梢にすゴなりの柿が︑

大ていの物は枯れて茶色にな

ほう︑大身うまくいったな︒

八498

らしいおもむきを見せてゐます︒

其の間に島民の家がまじって︑南洋
十襯7園

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの
隊長

接待所の前で︑隊長が︑

﹇隊長﹈︵名︶1

である︒

八529

たいちょう

其の構造は︑大盤今日のもの

十一㍑7團後から後から飛出して︑

に似てみる︒

十捌10

大地

百の小勢でぶつつかって行った︒

十二889

以上學げた歌でも大野わか

大駆同じ場所で半圓をゑがくのです

年の間租税を免じて︑民のかまどの

そぜい

五196天照大神の御忍に︑すさの 七729
煙の立つやうになったのを大そうお

一の鳥 居 を く ゴ つ て か ら ︑

るやうに︑萬葉集の歌は︑まことに

をのみことと申して︑大そう勇氣の

何時の頃からか︑北斗は︑清

君のうちの子馬の青と大そう仲好し

直垂4

には小判がどっさりはいって居た︒

こばん

七備6取上げると大そう重くて︑中

喜びになりました︒

ある神様がいらっしゃいました︒

五247 ふしぎにお思ひになって︑尾

しんぱい

をさいてごらんになると︑古そうり
つばな劒が出て來ました︒

しい御様子ですが︑もしや︑らくだ

五432囹 あなた方は︑大そう心配ら
を逃したのではありませんか︒

十二慨2

十二539囹大そう早かった︒

になりました︒

五626囹 からだは小さいが︑大そう
ちゑのあるお方です︒
な や
明かるい聲が︑納屋のかげのあたり

うに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これは又大そう

喜びになって︑少彦名のみことを︑
から︑はずんで來た︒

五629 大國主のみことは︑大そうお
おうちへお連れになりました︒

海が荒れたので︑大そう弱って居ま

五662 或人が︑始めて舟に乗った時︑だいたい ﹇大隊﹈︵名︶1 大隊
した︒

御殿の中へ御案内なさいました︒

五槻4 大そうお喜びになって︑命を
五伽4 命は︑大そうお喜びになりま
した︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

五伽2 兄神は︑大そうお喜びになつ

たが︑かへるとなると︑大分金を出

六656 平そうみんなの氣に入りまし
さねばなりませんでした︒

けいだい

頃︑或日︑和尚さんに期そう叱ら

をしや う

六柵1 お寺の小僧になって間もない
れました︒

廣くて︑

六伽9園 明治神宮は︑境内が大そう
拝殿までずるぶんある︒

ていあつちこっちと店をたつねて︑

ねだんを問合はせ︑一番安く責る店
で買ひます︒
とさつちやう

ぶた
つて︑一日に何萬頭といふ豚や牛を

九576囲 こ﹂に有名な屠殺場があ
庭理してゐますが︑働いてみるのは
大てい黒人です︒

い來てるる︒

よく︑高い石垣の上に聲えてみる︒

さは︑ちよつと内地で味はへぬもの
の一つである︒

頭上には︑乾の小天守︑西 だいとうのみや ﹇大塔宮﹈︹人名︺5

大天守

大塔宮

十二66図

大塔宮

だいたふのみや

大塔宮は︑北條高時征伐の

だいたふのみや

七547

ほうでう

十二689
の小天守及び大天守が︑東の小天守
と四つ目に並び︑

かうそう

世界第一といはれるニュー

いいはれがあるといはねばなりませ

大都市となったのには︑まことに尊

ん︒

九587国

奉天はまことに平な大都市で︑

ヨークは︑全く高層建築の大都市で

す︒

大塔宮は︑義光の忠義を心か

鯨の盟内深くくひ込んだもり

四月のごく初に︑蕾のほころ

實に︑我が國にとっては︑こ

れまでにない大難であった︒

六606

だいなん ﹇大難﹈︵名︶1 大難

つかくの花をだいなしにする︒

季節はつれの雪が降ったりして︑せ

びることがあるが︑さういふ年には︑

九21

だいなし ﹇台無﹈︵名︶1 だいなし
つぼみ

の爆弾が︑破裂したのだ︒

ばくだん

十干3

たいない ﹇体内﹈︵名︶1 髄内

けである︒

た9北陵の松林が小高く見えるだ

ほくりょう

ため︑兵をお集めにならうとして︑

十二692水の第五門は︑大天守と西

大塔宮を御道筋に待受け申

あれこそは大塔宮の論理であ

かうや

十柵9

えん

大塔宮の吉野を落ちさせ給ふ時︑

だいたふのみや

十一24図堂前四本の櫻ある所は︑

らお喜びになった︒

七596

たのだ︒

し︑此の御旗を此の荘司が手に入れ

七577園

る︒

つかは

大和の十津川から高野の方へお向か

と

の小天守とをつなぐ渡櫓の端銭にな

ひになった︒

大殿

外観五層の大天守は︑内か 七565

やまと

つてみる︒

十二697
ら登ると七階であった︒
﹇大殿堂﹈︵名︶1

金堂はもちろん荘嚴な大殿

思議に私たちをおさへっけようとし

堂であるが︑それでみて︑これも不

十一298

堂

だいでんどう

九9710囹 僕は︑土曜か日曜には大て

九悩4 それでなくても︑夜九時に北
斗七星を見て其の位置を魔え︑更に
十時・十一時に見ると︑此の動き方
が大てい見當がつきます︒

ない︒

十伽10 其の箱が長さ約三百米︑幅約
三十四米もあるのですから︑今日の

たいど
﹇態度﹈︵名︶3 態度

大都會

別離の宴を張らせ給ひし跡なりとそ︒
﹇大都会﹈︵名︶1

第二

八目3

七32

七目3

弟旨旨

だいに ︹聖篭︺12 第二

歩道といって︑人の通る所があるの

八35

通る所になって居り︑其の爾がはに︑

央が車道といって︑電車や自動車が

六㎜3園大都會では︑廣い通は︑中

だいとかい

人々は此の事を聞いて︑今更
のやうに久田船長のりっぱな心掛に

十7710

たいど

大ていの船は︑ちゃんと中にをさま
ります︒

十一701園 後を追ってお出でになつ
たら︑大てい追附けませう︒

十一柳2 大てい五月末頃に上陸して︑

感動すると共に︑夫をはっかしめぬ
たいど
此の妻の態度をほめた㌧へた︒

だ︒

九目3

ダイドコ

十目3

九55

﹇台所﹈︵名︶一

ニ263サルハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒナ

十了3

ロ

だいどころ

ガラ︑ダイド﹈口へ︑水ヲカケ

十一57

十一目3

ニイキマシタ︒
﹇大都市﹈︵名︶3 大都市

第第第丁重第譜
第第第ニニニニニニニ

十月頃全部引上げるのださうだ︒

十一一145 周園には︑大てい堀がある︒ 十866 不思議にも一命を取止めた聞
たいど
多が︑當時の母の慈愛の態度を聞く

や︑病床にさめぐと泣いた︒
かういふ時︑清少納言は︑何
郎いど
時もはっきりとした態度の女でした︒

十撹1

大刀

すかさず第三の男が︑大刀を

﹇大刀﹈︵名︶1

十799

だいとう

十一一217 さうして︑此の野良・柳樹

の十株か二十株生ひ茂る所には︑大

大天

てい農家が四五軒かたまってみる︒
たいでん
﹇大田﹈︹地名︺1 大田

たいでん

たいでん

﹇大天守﹈︵名︶5

九柵4 大田を過ぎた︒
だいてんしゅ

振るって聞多の背中を眞二つ︒

だいとし

大阪が︑︿略﹀︑今日のやうな 十二目3

どど
ここ
ヘ へ
行行
くく

半ばば

守

えんばく

七732

至宝の穗波を渡る夏風に吹 nvきんだいてきだいとし
かれながら︑荒野の大道を走る愉快

十一鵬11

十二6410 五層の大天守を右に︑三層だいどう ﹇大道﹈︵名︶1 大道

の西の小天守を中に︑同じ三層の
乾の小天守を左に︑如何にも調和

いぬゐ

撮驕橘1
はは媛蓄

霧霧夏春つつ弟董

曇羅
遷せせ

1069
たいでん一だいに

い第第第第二ニニニニニニニ

のトンネルを過ぎ︑第二の

を過ぎた所で︑且且を見た︒

うして︑第一の關門を通つ

間門に入り︑こ＼でも又同

り上げ ら れ る の で す ︒

第一一十一

國法と大慈悲

十和田紀行

六法と大慈悲
十和田紀行

悩2第二十一

目8

第二十一
第一一十一
雪残る頂

雪残る頂

だ

第二十一
第一一十﹇

わ

一目8

二目8

と

一梱4

二籾6
第二十五

汽車の嚢明

汽車の高明

空の二

空の右

早春

早春

横寺港

横皇嗣

︹品名︺12

第二十五

第二十五

第二十五

第二十五

第二十五

第二十五

第二十五

第二十五

にじゅうご

目13

悩5

目13

粥7

目12

傾3

燗5

目12

一目12第二十五秋

第二十

雪國の春

雪融の春

お月見

︹十三︺12

第一一十五

第一一十五

﹇襯2第二十五秋

二目12

二柵1

にじゅうさん

目11 第二十三

伽6 第二十三 お月見
目11 第二十三漁村
第二十三漁村
袴垂
はかまだれ

第二十三

土止し

せきたかかず

ひざ栗毛

白洲燈墓
第二十四

第二十四
月の世界

第二十七

橘中佐

橘中佐
御民われ

御民われ
空中職

第二十

12 第二十四

鳴子

︹課名︺

二価9第二十三 關孝和

にじゅうし

目12 第二十四

水族館

麗7 第二十四 鳴子

第一一十四

ひざ栗毛

悩5 第二十四 水族館

目12 第二十四

鵬8

目11 第二十四

熊野紀行
くまの

㎜2 第二十四熊野紀行

目11 第二十四

一鵬2

第二十四白洲燈墓

一目11 第二十月
四 の世界

二偽2

二目11

目14

第二十七

第二十七

にじゅうしち ︹十三︺8

欄8

第二十七

たちばな

目14

個6

第一一十七

山ざくら花

空中職

一目14

第一一十七

第一一十七

夕日

第二士

山ざくら花

一佃8

第二十七

二目14

二桝7

夕日

︹課名︺12

第一一十二

第二十二

にじゆうに
目−o

コロンブスの卵

櫛1

コロンブスの卵

第二十二

秋のおとつれ

目−o

秋のおとつれ

悩4 第二十二
第二十二
日口9

欄3 第二十一一開西口の日

一目9

第二十二

欧洲航路

欧洲航路

太陽

おうしう

第二十二

第二十二

太陽

第二十

一観3

二目9

第二十二

︹課名︺4

二㎜6

第二十八國語の力

にじゅうはち

目15

日本刀

第二十八主語のカ

一目15第二十八

日本刀

燭5

第二十八

一僻8

第二十六

乃木大士の幼年時

乃木大將の幼年時

にじゅうろく ︹課名︺12 第二十

第二十六

第二十六

な

乗り

﹁あじあ﹂に乗り

程て 書志一一
よ第第
切切
い二二
纏経
。層層

をくりかへして︑更に一段
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目−o

舎一一十三

㎜1 第二十三袴塾
目−o

月光の曲

爾3 第二十三春出し
月光の曲

開票の日

264第二十二
目9 第二十二

だ

だ
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ぺ

安倍川の渡し
あ

安倍川の渡し
ホノル・の一日

一目−o 第二十三

關孝和

︻旧5第二十三
第一一十三

じせせトト
あいいンン
ヘ
へ
のの不不
に花花ルル

ヒ

いし1院院のの

無異第第第
＋学士当選
六ハハハハ

騨甦箋野
台弓丈宍宍宍

ーもも清し清
あくく水考水

ま層（
らに名静静鐵ξ鐵
な比）寛寛眼昆眼

13413714814

快11う513613

輕29そ185目1了3目

手
第

ホノル・の一日

母馬子漂

十十十十十九九八八七七三い十十十十十十九九八八七七い十十十十十十
17
二目−o

十
十い十十十十
十九九八八七 七六い十十九九八い十十十十十
の一にニニ一一て162て目158目欄目代142代目
1

だ

一一

だ
だ

いつものおほやしろ

要地倉岳第第
十十十十十十

コ︵名︶3 第二

にニニー一費目114目112目109目にりす127と様て127ト価に二

三＃＃基蕪蕪；学
鳥馬子馬

十九九八八七七い十十十十十十九九七い十十十十十十九九八八七七い十
だ

P

第

馬馬佐佐

唱導

12

だ

だ

第二 出雲大社

じ153目白目17174878じまが8高の第5ン2 3
82737第前前第第第第第笠∫第繍云，誘此期3

伽目115目113目

O

だ
だ
だ

れはさう大きいものではあ

課裁裁轟轟のののの瀬瀬話話12
色判判のの月月子子中中

八い十

十
十
九九八八七七一い十十十十十十九九八八七七い

988919

だいに一だいにそう

1070

1071
だいぶぶん
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﹇第二弾﹈︵名︶1

第二揮

九塒1図 中佐すでに第二弾を左手に︑

大

文箱から一通の書面を取出して静か
に讃返した︒

大任

やまとひめのみこと

﹇大任﹈︵名︶1

し進められた︒

だいひょう・する

﹇代表﹈︵サ変︶1

それがどうも放火らしく思

︽ースル︾

十一一樹4

代表する

はれ︑乙が其の犯人ではなからうか

六糾3尊の御をば︑三姫命は︑尊

たいにん

勇ましくも︑又いたはしくお思ひに
し︑

大そうみんなの氣に入りまし

大分

が二度の大任をお受けになったのを︑

第八

六657

だいぶ

﹇大分﹈︵副︶16

といふ疑のある場合に︑公益を代表
けんじ
する役人たる検事が裁判所に訴を起

なったのでせう︑
︹課名︺12

七目9 号八木の高さ

たが︑かへるとなると︑大分金を出

七286第八木の高さ
八目9 第八 晩秋

さねばなりませんでした︒

今夜は︑大分積るかも知れ

八471第八 晩秋

ないそ︒

六836囹

大分大きいらしいそ︒

朝から大分風が烈しいので︑

レンズは大分上等なんだ︒

今日は︑午後から大分冷

予も大分高齢になったに

もう大分長くお休みにな

つてをります︒

ちらこちらに黒ずんだ畠の土があら

十一一撹5 桑畠の雪も大分へつて︑あ

はに出てみる︒

しゅほ

だいふくもち ﹇大福餅﹈︵名︶1 大福

餅

福餅をたべながら︑お國じまんの話

七504日半酒保へ行って︑お汁粉や大

に花を咲かせるのも此の時です︒

せ

露坐の大佛

極樂寺坂越え行けば︑

東大寺の金堂は天空高く

大佛

十281国

こ＼の島民は︑チャモロ族

面積約百平方図︑其の大部

く︑生活程度も高いのださうです︒

といふのが大部分で︑割合に色も白

十2510困

だいぶぶん ﹇大部分﹈︵名︶5 大部分

十二㎜図

年の面影を残せり︒

省えて︑五丈三尺の大佛︑一千二百

十二佃10図

氣がする︒

かな奈良の都を︑眼前に見るやうな

ドから高僧が渡海して來た頃の華や

十一一㎜9 東大寺の大佛が出帆︑イン

おはします︒

長谷観音の堂近く︑

は

十二469図工

火元からは大分はなれて居た だいぶつ ﹇大仏﹈︵名︶4 大佛

九目9 第八 軍艦生活の朝

六962

六946囹

九326第八 軍艦生活の朝
十372第八 雨の養老

が︑風下になって居たので︑一度運

大分長い間お悪かったさう

び出した荷物も焼いてしまひ︑

七欄5園
で︒

連日の雨で︑あふれる程にな
つて居た安倍川の水も︑今朝は大分

七m3

九149

引いた︒

2て3す41
園
園ね園園

O

だいにだん

﹇大日本﹈︹地名︺1

更に第三弾を腹部に受けたれども︑
ふんせん
少しもひるむ色なく︑なほ奮戦を績
けたり︒

だいにっぽん
日本

﹇大日本軍﹈︵名︶1

四178園大日本︑軍︑それから何 だいはち
と讃むの︒
だいにっぽんぐん

大日本軍
四17図 大日本軍
︵名︶1 だいにっぽんぐんかん

だいにっぽんぐんかん ﹇大日本軍艦﹈

が︒

四182園 だいにっぽんぐんかんか 十目9 第八 雨の養老
第八 電話の爽明

＋一4210第八
電話の嚢明

十一目9

第八 黄瀬川の封面

だいにっぽんていこくきょうかい ﹇大

日本帝国境界﹈︵名︶1 大日本帝國

十二目9

大半

第八黄瀬川の封面
︵名︶1

十二493

﹇大半﹈

中働・西國の大藩を目の上
十二715

たいはん
たいはん ﹇大藩﹈︵名︶1 大藩
たいはん

八佃1出迎の大半は日本人である︒

たいはん

境界
もくさく
十一欄11 ふと見ると︑朽ちた木柵の
中に︑菊花の御紋章と大日本帝國境
界の文字とを刻した苗標が立ってる
る︒

だいにへんたいぐん ﹇第二編隊群﹈

のこぶと見た家康が︑輝政をして

沿道の景色は︑内地とは大分
こ︑に金城鐵壁を築かせたのは︑ま

大分︑山が深まって來た︒

愛ってみる︒

︵名︶1 第二編隊群

十436

九欄3

十一槻11図圏爆撃目標︑第一編隊群

ことに心あることと考へさせられる︒

大分しけ模様であった︒

大晦日近くなると︑大分小さ

しまひました︒

は︑とうく年の瀬を無事に越して

くはなりましたが︑それでも雪の山

十皿9

もやう

は東側︑第二編隊群は西側の格納庫

十704
﹇対比﹈︵サ変︶1

分・積分に封比すべきものにまでお

ぶん

十二柵10さうして︑其の極致は︑彼
び
の後車者によって︑遂に西洋の微

︽ース︾

たいひ・す

封比す

及び飛行機︒

さうかう

だいにほんし ﹇大日本史﹈︵名︶1 大
日本史
みつくに

みた光囲は︑ふと思ひ出したやうに︑

十二4210 大日本史の草稿に加筆して

十 十 十十
二よ讃え壷皿
149つ1訪ま8了165

だいへいげん一たいまつ

1072

かいこん

かんしゃ

分が内地人の手で開墾され︑それが
ほとんど皆甘薦畠です︒

へはいるとしませう︒

たいへいようだいにだいさんかんたい

洋第二・第三艦隊

十一594図此の雨日の職に︑敵艦の ﹇太平洋第二第三艦隊﹈︵名︶1 太平
大部分は︑我が艦隊のために︑或は

十一547図

ほえる者︑叫ぶ者︑かみ合
うちは
ふ者︑ころがって重扇のやうな尾を

十一獅2

へん

たいへん

大工

たいへん

大量

﹇大変﹈︵副︶2

﹇大砲﹈︵名︶7

大ヘン

大

又︑弱イ敵二三シテハ︑水上

大砲

姉も大へん喜んで︑ぜひ参

イムスメガアリマス︒
六131團
たいほう

りたいと申します︒

くの舟に水がはいって來た︒

六佃5

僕等ハ︑大砲ノタマガイクラ
平氣ナモノデアル︒

飛ンデ來テモ︑水ニモグツテ居レバ︑

六㎜5

沈メルコトモアル︒

二半カンダマ・デ︑大砲や魚雷デ打

三681園やあ︑大へん︑大へん︒

三681園やあ︑大へん︑大へん︒ぼ

﹇大木﹈︵名︶8 大木

盛に大砲を打ちかく︒

う

かな

ち

しんゑん

宇治橋を渡って︑神苑に入

賊が︑これを聞いて︑くやし

かっしょく

けやきの大木が︑淡褐色に

葉がふちに似た﹁な＼かま

あたりはだんく霧が湧い

何時の間にか大木が少くな

たいまい

夏山の大木倒すこだま

﹇珊瑠﹈︵名︶1

十二㎜5図圏

うになった︒

つて︑丈の低い細い木が目につくや

十一櫨2

薄く見せた︒

て來て︑大木の幹を彼方へ彼方へと

十一伽11

先生に教へてもらった︒

ぶら下る﹁さるをがせ﹂などを吉川

ど﹂や︑大木から長くひげのやうに

十﹁椥⁝4

ぼっと大空をいうどる︒

九49

けの上から大木を落させた︒

がって攻寄せると︑正成は︑高いが

六754

かと思はれる大木が立ち並んでみて︑

り︑しばらく行くと︑千年もたった

五76囲

こんもりと生ひしげり︑

四584 大江山に來て見ると︑鬼
の住む所だけあって︑大木が

たいぼく

をぢさんこそ︑脚がわる

振る者︑それはそれは大業である︒

十二9210園

んため︑本割における海軍のほとん

いのに大藩ぢやありませんか︒

ど全勢力を墨げて編成せる太平洋第

露國が連敗の勢を回復せ

撃沈せられ或は捕獲せられて︑
ふんくわ
のは︑大部分が火山で︑穴は噴火口

十一櫃2 あのあばたのやうに見える
一丁第三艦隊は︑

大平

ですから︑切るのも大へんで

四72こんな大きな木のこと
した︒

四332囹それは大へんだ︒
たいへん

や︑かけられたら大へんだ︒

大砲ヲ何豊門モスエツケテ︑
海上ノ城ダトイツテイバツテ居ル軍

六五7

艦ヲ︑一打チニ沈メタ時ノユクワイ

時々︑耳をつんざくやうな大

ハ︑何トモ言フコトが出定ナイ︒

八553

やぐわいとうかんぷ

砲の音がします︒

野外統監部を遠く望む所で︑
私たちは拝観して居ましたが︑どこ

八563

かひ

椰子細工の面︑美しい貝

十349團

﹇▽くろたいまい

はくせい

かざってあるのが目につきます︒

げ・極樂鳥の剥製まで︑店一ぽいに

ごくらくてう

殼・珊瑚の類から︑たいまい・とか

がら

で大砲をうつて居るのかわかりませ

毛利方の大砲を夜に乗じてう

ん︒

たいまい

二466園私ノウチニ︑大ヘンヨ

です︒

れになって流れてみるが︑それは筏

十二256 見たところ︑水面とすれす たいへん ﹇大変﹈︵形状︶14 大へん

﹇大平原﹈︵名︶1

の一部分で︑大部分は水面下にある
といふ︒

だいへいげん

大平野

九559団 しかし︑それを過ぎると︑

原
よくや

全く沃野千里の大平原でした︒
﹇大平野﹈︵名︶1

五422園

だいへいや

十欄3 ﹁あじあ﹂は︑雲の影を追越

夕方は大面な人出で︑爾が

いや︑あなたの所は昨年は
大へんな御不幸で︑

七鵬1園

みだ︒

はの歩道は︑ちよつと歩けないくら

六伽8園

太

したり追越されたりして︑満洲の大
﹇太平洋﹈︹地名︺6

平野をまっしくらに突進する︒

平洋

たいへいよう

九526囲 眼下に廣がる太平洋を見渡

とつぜん底が抜けて︑湯は
すっかり流れ出てしまひました︒

九儒7園

﹁︿略﹀︒大骨義々︒

しながら︑あの向かふに日本がある︑

皆さんに見送っていたゴいた横濱が

大攣だ︒津波がやって來る

大墜々々︒

九883

ばひ取って︑味方は一時宣命をあげ

大婁だ︒

敵はこれを見て︑三方より たいまつ ﹇松明﹈︵名︶3 たいまつ

十568園

九矧10図

た︒

くなったら大行ぢやないか︒

十一244囲此の上︑墨でも附いて黒

に違ひない︒

十5310園

九燭7園

あると思ふと︑

る︒

九柵1 左に太平洋が白く光って見え

十26図太平洋
十慨図太平洋
十俊図太平洋
十伽3 今︑太平洋の方から此の運河

ゑつちゆうのかみ

川越中老以下︑四人の大名にお預

ぐらみの大きさの物でも︑何千圓︑

る太陽の光を浴びて︑長くあとを引

たいまつ

松明松明

朝かなり早く起きたつもりで

きながら︑一直線に沖へ︒

其の時︑今まで雲の中にみた

あらゆ

強い太陽の光が︑山に畠に︑

五月の太陽は︑

る梢に降りそ＼いで︑

十一356圃

ぎらくと照りつけてみる︒

九柵5

ぽいに差込んで來た︒

太陽が顔を出したので︑日光が店一

九298

みる︒

も︑もう太陽はうらくとのぼって

九310

何萬圓といふ高いねだんです︒
ダイヤモンドは無くてもさし

つかへありませんが︑もし空氣が無

かったら︑我々は一刻も生きてゐら
れません︒

大洋

太陽

太陽

太陽

第二十二

第二十二

︹課名︺2

十二目9

たいよう

幕︑張廻らしたる陣管の

八千一

けといふことになった︒
細川越中守を始め︑浪士を預

十二511図

うなっては何ともしやうがない︒

つた大名も残念とは思ひながら︑か

十梛10

六784 すると︑正成は︑いつの間に
用意して置いたものか︑たくさんの
たいまつを出して︑これに火をつけ
て︑橋の上に投げさせた︒
﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 叫 ん で ︑ 家 に か け
たいまつ

く居並びたり︒

中には︑關八州の大名・小名星の如

十545

込んだ五兵衛は︑大きな松明を持つ

十二欄6

﹇大洋﹈︵名︶4

何千粁モアル大洋ヲ︑ヒトリ

ほがら

波打つ変畠にをど

五月の太陽は︑

さうして︑五月の太陽は︑

かに︑力強く︑

十一364圃

り︑

わら

十一372趙

農家の藁屋根に光彩を與へ︑

陽が洋上に鈍い光を投げかける︒

今では︑大陸といはず大洋と十一891濃霧がだんく薄れて︑太

ばらしい活躍を見せてゐます︒

くわつやく

のは︑此の事であらうと思はせる︒

飛んで旅行に︑輸送に︑軍事に︑す 十一研5 太陽をおほひかくすといふ

いはず︑飛行機が自由自在に空中を

九173

らだったらうか︒

陸地に出あったのが︑それ程の手が

八伽2囹大洋を西へくと航海して︑

トモ出來ル︒

日中︑ジツト海底ニモグツテ居ルコ

デ乗りキルコトモ出來ルシ︑又︑一

六柵2

たいよう

居並ぶ大名・小名︑二人

て飛出して來た︒

十552 かうして︑自分の田のすべて 十二534図
の心をおしはかりて︑袖をぬらさぬ

与させがわのたいめん

る︒
たいめん

﹇▽とうだいもん・なんだいも
タイヤ

車上︑タイヤガヒシャゲ

︵名︶3

だいもん

ん
タイヤ

三961

タイヤガヒシャゲテヰ

テヰマシタ︒

三963園
マスネ︒

ダイヤモンド

﹇太陽﹈︵名︶44

がつのたいよう

たいよう

ぬ大洋同然です︒
太陽﹇▽ご

紅海も︑船から見れば殆ど陸地を見

太陽でも月でも︑おぼろに

といひます︒

しか見えませんから︑俗におぼろ雲

十一川8

なければ雨だなどといひますが︑

さの中に星が見えれば天六︑さうで

着るのは此の雲のか＼つた時で︑か

三965園アノタイヤノ中二︑モ．十一柵1國地区で見れば狭くて長い 十一佃7 太陽や月が︑大きなかさを

︵名︶4

ウーツゴムノクダガアルノ
デス︒
ダイヤモンドは︑寳石の中で

ダイヤモンド

八欄3

八493

朝の霜も忘れたやうに︑眞書

も一番かたくて︑光澤の美しい物で

八伽3

二番瀬を越すと︑折からのぼ

輝きを失って行く︒

にうすれて︑太陽は︑曇るともなく

十一伽11

てるる︒

まばらな闊葉樹林を通し

くわつえふ

太陽は朗かに此の温泉漢谷を照らし

長く黒く引く物のかげが次第十一描1 昨日の雨はからりと晴れて︑

大 名 ﹁ やい︑太郎冠者︒

だから︑ダイヤモンドは豆粒

八505

の太陽が輝いて︑

けれども︑ダイヤモンドはわ

すから︑誰でもほしがります︒

八欄7

れるといふことは出來ません︒

つかしか出ませんから︑皆が手に入

転義5

大名﹁や︑おのれ︑買物に

はやしものをするとは︒

一先づ細

﹇大名﹈︵名︶5 大名

十燭3 彼等は罪人として︑

だいみょう

十一一537魚苗のあたりの大名でござ

の稻むらに火をつけてしまふと︑松
大名

はなかりけり︒

大 名 ﹁ 要もとしめては︒

大名﹁骨磨きは︒

大 名 ﹁ 先づ地紙よく︒

がりぢや︒

大名﹁如何にも大きな末廣

大名﹁こ れ が ︒

大 名 ﹁ これは何ぢや︒

大 名 ﹁ 大儀であった︒

大名﹁太郎冠者︑もどった

大名﹁急げ︒

大 名 ﹁ 大そう早かった︒

大名﹁此のあたりの大名で

1049る7う
0

8531

74〃
109

60
61
61
61

はまんまとだまされて︑ 申しわけに︑

十十十十十

31
﹇大名 ﹈ ︹ 話 手 ︺

明を捨てた︒

だ
十十十十 十十十 十い
ニニニニか二二二ご二み
60606060。595453ざ53よ
62

1073
だいみょう一たいよう

たいようそのもの一たいらのこれもり

1074

時に ﹁ さ う し か ん ば ﹂ の は

て︑太陽がじりくと照りつける︒
十一⁝⁝⁝4

だが︑梢からもれる太陽の光に映じ
て︑薄暗い中に銀色に光る︒

十一偽11 時にぶなの密林が︑梢の間
から青空をのぞかせたり︑茂みをも
れる太陽の光が︑下草のしだの緑を
鮮かに浮立たせたりした︒
らくだ
ラビや人が驕駝を追ってゐました︒

十一柵1囲 烈々たる太陽の下に︑ア
十一柵5 空氣も水もないとすると︑
地球上のやうに︑太陽から昇る光や
熱を調節するものがないから︑

十一柵11 光を調節するものがないか

ら︑太陽に照らされた部分は目が痛
い程光って見えるでせうが︑
れうき

十一捌4 四千米の空には早くも夜が
明けて︑僚機が︑くっきりと深紅の
太陽の光を浴びる︒

十二774團かんとさえた冬空︑太
陽がまぶしく仰がれる︒

十二欄7 私たち人類にとって︑否︑

すべての生物にとって︑太陽ほどあ
りがたいものがあるだらうか︒

十二欄9 太陽は︑私たちに絶えず熱
と光とを送ってよこす︒

十二梱2 太陽こそは︑あらゆる生命

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ

や大きさは︑凡そ十一年を週期とし

太陽のやうな論詰は︑たゴ
かりに︑太陽をもつともつ

何千ヘクタールもある平な

耕地は︑見渡す限り美しい甘薦畠で︑

十285團

奉天はまことに平な大都市で︑

たゴ北陵の松林が小高く見えるだ

ほくりょう

十柵9

けである︒

上は山の峯のやうに積上つた形に現

十﹇柵11 天氣のよい日︑底が平で︑

十二脳10

一つあるだけであらうか︒

十二脳9

て増減してみる︒

地球と月との距離が今の約

である︒

十二梱11
二倍なくては︑月が太陽の表面を廻

と遠い所で見るとすれば︑結局は

るわけにはいかない︒

︿略﹀小さな星と同じものになって

又︑月を直前三糎のピンポ

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと

十二撹4

六391

や＼廣く平な所に三角貼を

少し平かな︑ひろい所へ來ま

其の後︑命は︑二つの玉で悪

熊襲をうつて︑都へおかへり

あやふい御命をお止りになつ

けになりました︒

國の悪者を平げよといふ勅を︑お受

になった日本武尊は︑其の後︑東の

六335

りました︒

者どもを平げ︑よく國をお治めにな

五伽6

︽ーゲ・ーゲヨ︾

たいら・げる ﹇平﹈︵下一︶4 平げる

した︒

五292

たいらか ﹇平﹈︵形状︶1 平か

られた市街だと感ずる︒

北京はたゴ半々と︑平にくりひろげ

十一一177 内城の中央景山に登ると︑

示す石があった︒

十一櫨10

れる白い雲は積雲といひますが︑

しまふであらう︒

つまり太陽は︑夜の空に無
敷に輝く星の一つなのであるが︑

十二価2

して見ても︑太陽は丁霊十三米とい
ふ大きなものになって︑

此の大きな太陽が︑私たち

我々に近いために︑特に大きく︑明

十二観8
の住む地球から見ると︑与論月と同

番いく宇宙には︑太陽と

其の中には太陽より小さい

其の中には太陽より小さい

又太陽の敷百倍といふすば
﹇太陽其物﹈︵名︶1
太陽其のものの温度は︑表

た尊は︑生淺つた悪者どもを平げて︑

大きなアルミニウムの食器

たいらのこれもり ﹇平維盛﹈︹人名︺1

す︒

の御飯を︑見るく平げてしまひま

七501國

面で約六千度︑内部はもっともっと
平

なほも東へお進みになりました︒
﹇平﹈︵形状︶6

小石まじりの砂なれば︑流
や＼平なる所に下り着きぬ︒

る＼やうにすべること二町齢にして︑

八664図

たいら

高熱である︒

十一一欄7

太陽其のもの

たいようそのもの

らしいものがあるのである︒

十二悩7

もあるが︑

もの︑太陽とほ曳同じ大きさのもの

十二価6

もあるが︑

もの︑太陽とほゴ同じ大きさのもの

十二価6

程存在する︒

同じやうな天膿が殆ど敷へ切れない

十二価4

かるく見えるに過ぎない︒
うちう

太陽が月より非常に遠い所

じ大きさに見えるのは︑

十二撹10
にあるからである︒

地球から太陽への距離は凡

そ一億五千萬粁で︑月への距離の約

十二齪11

これ程遠い所にありながら︑

四百倍に曲る︒

十二旧4

太陽は私たちに十分な熱と光とを送
つてくれる︒

夏の日の熱さから考へてみ
てもわかるやうに︑太陽から出る熱

十二旧6

濃い色ガラス︑又は黒くい

量はすばらしいものである︒

十二脳2

ま

表面に黒い胡麻粒のやうなものが見

ご

ぶしたガラスを通して太陽を見ると︑

それが太陽の黒貼と呼ばれ

えることがある︒

十二悩3

るもので︑見たところ胡麻粒のやう

の源泉なのである︒

十二樹9 地球を太陽の中心に置くと

だが︑實は地球より大きいのがあり︑

黒色は太陽の表面に生ずる
大きなつむじ風だといはれ︑其の敷

十二悩6

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ
である︒

十二樹9 地球を太陽の中心に置くと

1075
たいらのしげもり一たう

たひらのこれもり

平維盛
たひらのこれもり

ゑつちゆう

八326図 大將平維盛は︑十萬騎を

﹇平重盛﹈︹人名︺1

引連れ︑越中の國となみ山に陣を
取る︒
たひらのしげもり

たいらのしげもり
たひらのしげもり

平重盛

﹇ ▽ だ い だ いり

﹇大力﹈︵名︶1

大力

十佃3図 平重盛の献ずる所と傳ふ︒
だいり

たいりき

陸に渡らんとするに際し︑林藏︑切
におのれを伴なはんことをこふ︒

林藏が二回の探検により

て︑樺太が島なること明らかになり

十一993図
しのみならず︑其の封岸大陸の事情
も始めて我が國に知らる＼に至れり︒
く うん

封岸の大陸は九号の市街

で︑それが手に取るやうに見えまし

十一欄9団
た︒

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の
檬

九914 二人はしばし水中で戦ったが︑だいりさま ﹇内裏様﹈︵名︶1 だいり

又此の雲が出るといわしの

大漁があるといふので︑いわし雲と

十一佃3

もいひますが︑見た所は何だかさび
しい感じの雲です︒

﹇大連﹈︹地名︺3 大連←

あさのだいれんにほんばし

たいれん

日露戦孚の將舟方の名を取って︑大

にちろ

八198國此の前︑大連の町の名に︑
山通とか乃木町・東郷町とかいふの

け門と68く42目35目37573777く

墜1勲瀧イ盤熱賛りり醜
笙
は封 ま に のの太太りり
青谷
ハ

封話

皆さつばりした服装をして︑上手に

島民の子供とはいひながら︑

︵名︶1

第一から第六まで順々に待

そこには︑いはゆる水

いよく本丸にたどり丸い

︵名︶1 第六

西山荘の秋

西山荘の秋

五月の太陽

五月の太陽

野鍵く茗西西五五競毒踊朝朝12

た・う

たいわん

ばんじん

壼溝の蕃人には︑もと︑人の

たいわん

たいわん

聞けば︑軍人さんは今日午後

﹇耐﹈︵下二︶1 たふ ︽1へ︾

のださうだ︒

福岡へ飛び︑明日は更に奎灘へ飛ぶ

九塀10

でしたら︑ずっと低くなります︒

中石ですが︑反鉗に南の沖縄や塁湾

おきなは

九欄6北の北海道でしたら︑ほ貸眞

首を取ってお祭に供へる風があった︒

八131

國語の封話をしたり︑
たいわん
たいわん ﹇台湾﹈︹地名︺3 塁湾

これは遠い所といふ意味で︑

があることをお知らせしました︒

八232囲

大連の名も此のダルニーから起つた
のですが︑日本の内地からいへば︑

まっかなまうせん︑ひの
金のびゃうぶに︑

四槻3圃
まうせん︑

遠い所でも何でもありません︒

新左衛門を組伏せてしまった︒

たいりく ﹇大陸﹈︵名︶8 大陸 ア

五人ばやしゃ官女た

ほしがうら

だいり様︑

大連には︑星浦といふ海
岸公園があります︒

八255国

大連

︹乙名︺2 大連だよ

大連だより
大連だより
﹇大連発﹈︵名︶1

第四

第四

たいれんだより

八目5

り

八188
たいれんはつ

九時大連護の﹁あじあ﹂に︑
退路

よりて主戦艦隊及び巡洋

﹇退路﹈︵名︶2

僕は乗った︒

十槻2
たいろ

十﹇587図

艦隊は︑直ちに東方に向かって敵の
進路をふさぎ︑片岡・瓜生・東郷の
其の退路を完全に断って︑

諸隊は︑其の退路を絶ちて︑

十二858

高く日章旗をひるがへすのは︑今夜
か︑明朝か︒

だ

た

ジやたいりく・にたいりく・りょうた
ち︒

﹇▽はくだいりせき

九172 今では︑大陸といはず大洋と だいりせき ﹇大理石﹈︵名︶1 大理石

いりく

いはず︑飛行機が自由自在に空中を

祭壇の前に立つと︑

大理石でた㌧まれた圓形の

十ニー811

くわつやく

又︑辮護士といふものがあ

大れふ

大れふ
﹇大漁﹈︵名︶3

へさきには︑大れふを知らせ

きっと大れふだぞ︒

藤蓋塁逮撫1簗難簗簗簗簗籍

4

飛んで旅行に︑輸送に︑軍事に︑す
ばらしい活躍を見せてゐます︒
からふと

助け︑

たいりょう

︹題名︺1

附添人又は代理人として其の主張を

つきそひ

つて︑民事裁判では︑原告・被告の

十一一旧8

十一928図 樺太は島なりや︑又大陸 だいりにん ﹇代理人﹈︵名︶1 代理人
の一部なりや︑世界の人の久しく疑
問とする所なりし が ︑

る間︑大陸迫り︑潮水南に流れ︑波

十一942図 ノテトよりナニヲーに至
静かなりしに︑

しんく

十一874園

にひるがへってみた︒

る眞紅の吹流しが二本︑威勢よく風

八悩2

大漁

たいりょう

十一946図 林藏︑こ＼に始めて樺太 八伽6 ︵二︶ 大れふ
が大陸と全く絶縁せる島なることを
確實にするを得た り ︒

十一957図 こ㌦において︑林藏︑新
たに封戸大陸に入りて其の地を探検
する志を起せり︒

十一958図 交易のため︑コー二の大

だ

十い十十十十十十九九八八七賄い
2了わ受のた二ろ二ニー一24目22目32目21目ろ

十い

たうえ一たが
1076

悲しみにたへず︒

田植

十一価4図 側近︑此の状を目撃して
たうえ ︹課名︺2 田植
五目13 十二 田植
﹇田植﹈︵名︶3

五562 十二 田植
たうえ

五564圃 村中そう出で︑田植だ︑田
植だ︒

植だ︒

五564囲 村中そう出で︑田植だ︑田

﹇妙﹈︵形状︶1

妙

七285 もう田植が間近いのである︒
たえ
つて︑朗かに天上に響き渡った︒
たへ

十二描6 とたんに妙なる樂の音が起
﹇耐兼﹈︵下一︶1

︽iネ︾

たえか・ねる
かねる

なほしばらく飛導けたが︑遂にたへ

八776此の重い傷にも屈せず︑鳩は

﹇絶﹈︵副︶7

タエズ

たえず

かねて︑とある木の枝に止った︒
たえず

絶えず
五386 象は︑たえず鼻を動かして︑

何かたべる物でも落ちて居ると︑す
ぐその先ではさみ上げます︒

脚質4 ケレドモ︑潜望鏡ヲタエズ水
ノ上へ出シテ居ルト︑敵二見ツケラ
レヤスイカラ︑

六梛3囹毎日︑たくさんの人が︑た
えずお参りして居るが︑長い参道に
かうぐ

は︑ちり一つ落ちて居らず︑まこと
に神々しい氣がする︒

七634 大小八千以上の工場がこ＼に

える

た・える

﹇絶﹈︵下一︶4

たえる

絶

﹁︿略﹀︒﹂と言終って︑たける

其の後も︑攻寄せる者がたえ

ないので︑敵は︑一先づ沖の方へ退

六603

は息がたえました︒

六327

︽ーエ︾﹇▽いきたえる

あって︑林のやうに立ち並ぶ煙突か

瀬戸内海の沿岸には︑

ら︑たえず黒い煙をはき出して居る
のです︒

十一537図
︿略﹀良港多く︑汽船絶えず通航し

いたが︑又押寄せて來るのは明らか
である︒

九醜2図

戸惑3図園

いかに心は堅くとも︑身は

驚きて倒れたるなり︒

三石にあらざれば︑砲丸に倒る︑兵

忽ち砲揮の一破片︑其の腰

士敷知れず︒

ねらひ違はず︑彌五郎が

にあたり︑中佐はどうと其の場に倒

九欄4図

れたり︒

冑の眞向くだきて︑眉間の眞中に

かぶと

十178図

ぐさと射込みたりければ︑物をも言

再びかへして二條の離宮か
ら北西へ向かへば︑北野神社はさす

十一108

倒

︽ーレ︾

たふれましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑苦し

六311 ﹁︿略V︒﹂と叫んで︑たけるは

二ひき︑こ＼へ三びきと︑ごろ
くたふれてしまひました︒

四694外の鬼どもも︑あすこへ

倒れる

たお・れる ﹇倒﹈︵下一︶5 たふれる

はず兄弟同じ枕にたふれたり︒

夕やみ迫る廣い海岸通を

がに参辞の人が絶えない︒

十一襯6困

たふす

椰子の梢には︑そよとの葉ずれの音

し

散歩すると︑あいにく風は絶えて︑
や

﹇倒﹈︵四・五︶2

もありません︒
たお・す

其の後︑宣長は絶えず文通

て︑遠く近く黒煙のたなびくを見る︒

十一7311
して眞淵の教を受け︑師弟の關係は

太陽は︑私たちに絶えず熱

日一日と親密の度を加へたが︑

十二欄9
と光とを送ってよこす︒

信書管は血にまみれ︑身には

たえだえ﹇絶絶﹈︵形状︶2たえぐ
絶えぐ
八752

へうちやく

蕩を負うて︑息もたえぐであっ
た︒

す︽ーシ・ース︾←いたおす・うちた
おす・きりたおす・ひきたおす

六587

太古其のま＼の原始林には︑

味方は︑ばたくとたふれた︒

みかた

い息の下から尋ねました︒

れをはしごにして︑敵の船へをどり

落行く夕日を背に受け︑寒空

を物ともせず東南をさして飛んで居

八768

たか ﹇鷹﹈︵名︶1 たか

分隊長が︑﹁あっ︒﹂と言って倒れた︒

十一一893 ちやうど其の時︑隣にみた

流に横たはってるるのがある︒

ま＼枯れてみるのがあり︑倒れて渓

所所天壽を全うした大樹が︑立つた

十一榴9

夏山の大木倒すこだま

たお・る﹇倒﹈︵下二︶6たふる倒

かな

十二欄5図圏

こんだ︒

通有は︑帆柱をたふして︑こ

連日の苦圏に疲れ︑うゑに苦しみて︑

十二悩9図島に漂着せる十鯨人︑

︽一

六595
たへる

五人はすでに死し︑残れる者も息絶
﹇耐﹈︵下一︶3

えぐなるさまなりき︒
た・える
へ︾

彼が織機の研究を始めてから
三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と

八857

る︽ールル・ーレ︾

り︑或は足を折りて死ぬるもあり︒

したるに︑或はころびて生る〜もあ

大々試みに数匹の馬を追落

職ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に

八654図
如何に鋭利な刀でも︑斬合

此の成功を見たのである︒

十︻㎜1

つて直ちに折れたり曲ったりするも

た鳩は︑ふと︑たかの﹂群を見たの

矢はあやまたず狐の頭上を

で︑すばやく低空に移った︒

九188図

すれくにかすめて︑鼻先なる土に

のは︑實用にたへないから︑

ぶすと突立ち︑狐は其の場に倒れた

前半分を聞いてさへ私は
喜びにたへないが︑どうか残りを聞

十二柵8囹

り︒

たが ﹇箔﹈︵名︶1 たが
かせて︑私に悟を開かせてくれ︒

1077
だが一たかい

あしがに

八帽2
たか・い

タカイ

たか

︽ーイ・ーウ・ーク・一

﹇高﹈︵形︶99

なかにが居ました︒

﹁たかあしがに﹂といふ牽き

もえてみる︒
十二865 左脚をのばし︑右脚でぐつ
きつち
たかあしがに ﹇高足蟹﹈︵名︶1 たか
と樽をか＼へながら︑木槌を使って
竹のたがをはめる ︒

だが ︵接︶8 だが

天略﹀︒﹂﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 教 へ た て た ︒ だ

七876 五十人置中間に︑一人一々︑

古同い

い

古同イ

が︑二日や三日で︑槍の使ひ方がの

ニイサンバ︑ツチデ︑タカ

ケレヤ︾←けだかさ・こだかい・なだ

一397

かい

みこめるものではない︒

た︒だが︑日が落ちた後の空は︑何

七梛8 あ︑とうくかくれてしまつ
イトコロヲツクリマシタ︒

二611囲タカイ山コエテ︑ヒク

といふ美しさであらう︒

九悩10 北八は︑年玉好ささうに歌を

イ山コエテ︑早ク來イ︑オ正月︒
三498園 一寸ボブシノセイガ︑
高クナリマスヤウニ︒

歌ひ出しました︒だが︑長くつかつ
てるると︑底の方が熱くなって來ま
した︒

ンブン風ヲノンデ︑家ノムネヨリモ

そのうちに︑高いがけの上に

高ク尾ヲ上ゲマス︒

五694

僕の手先よりは︑四十糎も高

高いえんとつも見えました︒

來ました︒

五817

た︒

七362

笛の音は︑高くひく＼︑波を

急いで近寄ると︑芋瀬の荘司

こえてひゴいた︒

が︑家來の大男に宮の御旗を持たせ

七571

て︑さもとくいげに︑何か聲高く話

高い天井︑

てんじゃう

して居るところであった︒

中之島及び其の附近には︑近

代的な高い建物が並び︑

七673

今では︑僕よりもずっと背が 七602圃工場の

五733

い︒

五839

高いが︑これも僕が植ゑたのだと思
ふと︑何だかかはい﹂氣がする︒

一人の旅人が︑人夫と︑渡し

賃を高い安いと言合って居たが︑

背も高いが︑鼻がおそろし 七脳7
く古同く︑目は鏡のやうでございます︒

五967囹

ふるへるやうに︑

くっきりと浮
敵は︑高いやぐらのある大船︑

かぞへて居れ

八佃2

どこまでも

高い

樂隊のしらべが︑高く低く︑

青空は

御心なのか︑

職の眞最中︑鳩は空高く舞上

きっと何億圓︑何十億圓とい

だから︑ダイヤモンドは豆粒

ところで︑同じ品物でも︑時

それ以上高いねだんを附ける

たりします︒

にねだんが高くなったり︑安くなつ

八佃4

何実習といふ高いねだんです︒

ぐらみの大きさの物でも︑何千里︑

三蔵8

ません︒

ふ高いねだんの物になるに違ひあり

八価2

つた︒

八764

あ＼︑菊の たかいにほひ︒

八636幽神のたふとい

よQ

八14圃

胸をそ︑るやうにひゴきます︒

七柵7

人で越した程の人だから︑

背も高いが︑鼻がおそろし 心馳9園 渡し賃が高いといって︑一
をりから上る朝日の光に︑高

く高く︑

五968園
五撹6

くか＼げた日の丸の旗は︑勇ましく
かゴやきました︒

た︒

賊が︑これを聞いて︑くやし

一つ二つと

大空高く︒

工は︑これを見て聲高く笑つ

とびも出てまふ︑

七169

ば︑

六806圃

けの上から大木を落させた︒

がって攻寄せると︑正成は︑高いが

六753

高くて︑上ることが出來ない︒

六593

いよいよ敵の船に押寄せたが︑

こっちは︑釣舟のやうな小舟であっ

六573

いて居る︒

まつさをな空に︑

は︑小枝小枝が

一寸ボブシノセイガ︑少 六468圃 見上げると︑ 高いこずゑ
モット高クナレ︑モット

遠くひく︑

着て︑

そびえ立ち︑

モット古同クナレ︑モット

高クナレ︒

三605園

シ高クナリマシタ︒

三603

十7310 ﹁船長︑早くボートへ乗って 三597圏 一寸ボブシノセイガ︑
高クナルヤウニ︒
下さい︒﹂だが︑ 返 事 は な か っ た ︒

十梛8 切腹といふのは︑どこまでも
めいよ
武士の名四を重んじた扱ひであった︒

だが︑世間はすっかり失望してしま
ク サ キ ハ ア ヲ イ

つた︒

青空高く
雪の

四23圃

高クナレ︒

十一6510 ﹁久佐幾波阿遠以﹂とでも 三605園
書かねばならなくなる︒だが︑これ

すそを

では又あまりに長過ぎて︑嵩むのに

からだに

着物
かすみの

かへって不便である︒

十一欄2 正雄君が︑﹁きれいだら

富士は

サヲノ先ノ矢車ガ︑ガラガラ
ト鳴ルト︑鯉ガ︑大キナロデ思フゾ

五26一

雲がか＼るほどになりました︒

木は︑その高いこずゑに︑時々

四47いつの間にか︑くすの

日本一の山︒

う︒﹂と︑あひっちを打つやうに言
ふ︒だが︑よく見ると︑月の表面は
決して滑らかではない︒
か ごしま
ナポ リ は ︑ 我 が 鹿 見 島 市 の

十一一17一

だが︑今のイタリヤは新興の意氣に

景色に似通ったところさへあった︒

たかい一たかい

1078

人がないと︑其の品物は︑﹁︿略﹀︒﹂

と言った人の手にはいります︒

八m4 つまり其の品物は︑ 一番高い
ねだんを附けた人に費られることに
なるのです︒

高い建物が︑すくくと眞
カシヤは︑あざやかな黄色︒

十708

九592国

十875從一位侯爵にのぼり︑八十

十桝5

見るくそれが高くなって︑
先づ此の地方を流れる川の水

陸上に作った湖のことですか

めました︒

を︑大きな高い土手を築いてせき止

十榴9

見上げる程の雪の山になりました︒

十9810

る厚かった︒

功績は一世に高く︑君寵はすこぶ

くんちょう

一歳の光榮ある長骨を終るまで︑

ちやうじゅ

じゅいちみこうしゃく

門内の水面は︑其の都度高くなった

かうして︑第一の間門を通つ

つまり地峡の脊骨に痴る高い

上東門院に仕へて︑紫式部

しい心を味はひたいものである︒

た︒

左の高い松の木立の後には︑

中門をはいると︑左に五重

これは︑學問の研究には

やがて︑船は爆音高く根接

よりひと

神樂岡に上ると︑先づ依仁

かぐらがをか

雲の中でも一番高く︑八千

こうくと鳴る奔流の上に︑

順い道の爾側には︑大きな

今日は︑あの山よりもつ

らん
植物園には蘭科のあらゆ

る種類が︑かをり高く咲いてゐまし

十一箇8国

と高く登るのだぞ︒

十一帯9園

つてみた︒

笹が僕等の頭をおほふくらゐ高く茂

さト

十一描10

に愉快だつた︒

高い橋がぐらく動くのが︑すてき

十一備5

ゐます︒

米から一萬二千米の高さに浮かんで

十一佃8

ひ
親王武功記念碑が高く仰がれる︒

十一鵬9

地を出て行く︒

十﹁861

後の目的に達するやうになさい︒
ばくおん

て︑それから一歩々々高く登り︑最

特に必要ですから︑先づ土皇を二つ

十一735囹

が︑不思議によく調和して︑

十一286此の高い塔と荘嚴な金堂と

の塔が大空高くそ＼り立ち︑

十一2710

る︒

どうやら五重の塔の影もみとめられ

十︻256

の名は一世に高くなりました︒

波も次第に高くなって行った︒ 十一147

直にそびえてみるばかりでなく︑町

高い建物が︑まるで墓場の

といふ町は︑縦も横も皆直線です︒

九609国
きねんひ

石塔か︑記念碑の林のやうに︑によ

此の色の美しい佛法僧は︑書

きによきと立ってるます︒

九656
の間盛に高い木から木へ飛んで︑

には︑品物のねだんは高くなります︒

八川4 品物が少くて買ふ人が多い時
八川7 ちやうど打出の小槌が︑ただ
たゴ﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

天井の高い︑念々とした室

夜は︑そろくこほろぎが家

ら︑其の水面は︑海から來る掘割の

九梱10

は︑しんとして静かだ︒

九964

てんじゃう

一つしがなければ︑何億圓といふ高
いねだんでせうが ︑

八擢3 物のねだんは︑主として︑物
の中へはいって︑床の下や壁の中で

．を買ふじ
方ゅ
即え
ちう
需要と︑物を責る方即
くわん

かういふ風に︑二つの水門を

ち供給との關係によって︑高くも

十伽8

水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

﹁お二人で八百文下さい︒﹂

聲高く鳴き立てる︒

高いく︒

り低くなったりして︑

交互に開いたり閉ぢたりすると︑閾

九章4園

いや︑それは高い︒少し負

﹁高いく︒

九佃4園

なれば安くもなるのです︒

し な
八槻9 ハワイには支那人も西洋人も

みるが︑我々に珍しいのは︑色の赤
九柵7囹

黒い︑背の高い土人である︒

八紹3 高い所から低い所へ下りる時︑

十伽3

と高くせり上げられるのです︒
せぼね

様の手績をくりかへして︑更に一段

て第二の二二に入り︑こ＼でも又同

十切6

高くせり上げられて行きます︒

る水道から水が湧出て︑船は次第に

すると︑箱の底に仕掛けてあ

けろ︒

十旧2

其の胸びれは扇のやうに廣がります︒

高いく︒

行くがい＼︒

九柵10園高けれや︑止めてさっさと

九備2園

高いく︒二百なら買って

なった︒

八佃1 山は︑奥へ進むにつれて高く
下血8 後に︑左に︑右に︑山は恐し

九粥2園
やらう︒

く高いが︑．平野 は 一 刻 山 々 廣 く な つ
て行く︒

九361

こ＼の島民は︑チャモロ族

岩山を切通した所で︑

老杉のや＼暗い下道から︑右 十瑠4園 教養も高いし︑第一自分一
身を投出して︑人のために墨くす人

十402

く︑生活程度も高いのださうです︒

といふのが大部分で︑割合に色も白

先づ﹁爾舷直︑整列︒﹂の 十264國

ラッパが一きは高くひゴき渡ると︑

は高く現れ︑

九498國 やがて行手に金門橋が水ぎ

九511国 坂町を上って小高い所に立

の山へみちびく高い石段を上って︑

だ︒

此の歌を聲高くよんで︑其の
何ともいへぬ︑ほがらかな︑つ＼ま

十柵2

養老神社へ参拝する︒

十626

十603秋の空は實に高い︒

つと︑きっと港の景色が︑高い建物
の間や美しい町の上などに︑油書あ

高くのびたポプラや茂ったア
やうに見えます︒

1079
たがい一たかさ

よみ込んだ︑まことに調子の高い歌

と四つ目に並び︑互に腕を組合って

の小天守及び大天守が︑東の小天守

十一慨7国 スエズ運河の北の端にあ
である︒

天に聲えながら︑

る此の港には︑運河を開いたレセッ
鮎窟術は︑要するに筆算に

︽一

十二欄11
たが・う

違ふ

プスの銅像が皇霊高く立って︑遠く
よる代回書であって︑これによって︑
ハ︾

ねらひ違はず︑狼介が満月の

﹇違﹈︵四・五︶2

支那の敷學が未だかつて及び得なか

九801

東洋への道を指さしてゐます︒

十一欄10 かうした火山は︑どれもこ
つた高い域にまで進むことが出來た

ねらひ違はず︑彌五郎が

てん

世に孝和の創始する所を黙

軒陰といふ︒

ざん

十二柵8

孝和は︑又︑正三角形・正

四角形・正五角形等の正多角形に關

十二柵4

する算法を考案し︑これを角術と稻

したが︑

孝和の天才は︑圓や球など

の算法を工夫するに及んで︑いよ

十二柵8

いはゆる微分・積分は︑孝

く巧妙な働を見せた︒

和とちやうど同じ時代に︑イギリス

十二m1

のニュートン︑及びドイツのライブ

冑の眞向くだきて︑眉間の監訳に

ニッツによって創始された高級の敷

學である︒

はず兄弟同じ枕にたふれたり︒

嵐山の勝景は花によく︑

あらしやま

﹇高尾﹈︹地名︺1

十二m7

ひとり我が孝和に至っては︑
青葉によく︑紅葉によく︑高尾は満

孝和の門下には幾多の人物

開いたのであって︑

なく︑ひたすら和算に搦自の天地を

西洋の敷學・學術と何等關係する所
﹇隆景﹈︹人名︺1 断乳←

山秋の錦を以て知られてみる︒

十一112

たかお

高尾

ぐさと射込みたりければ︑物をも言

かぶと

十176図

ふつりと射切った︒

如く引きしぼってみる弓のつるを︑

れも険しくて︑低いのでも三百米︑

母の指先が水にはいると︑

のである︒

十二悩3

高いのになると八千米−富士山
川底のせりの緑も︑高いはんの木の

の二倍以上もあるのがあります︒

十ニー68 ゑんえんたる城壁を高くめ

互←

影も︑ゆらく揺れて一つになる︒
たがひ

テープの端々を︑見送る人々

たかかげ

上月城を占領して︑こ＼にた 十二m11

こぼやかわたかかげ

はいよく進境を見せた︒

が出て︑師弟相承け相縫いで︑和算

九8710

てこもった二千五百の尼子勢は︑程

人々は︑互にハンケチや帽子

なく︑元春・隆景の率みる七萬の大

法から考へついて︑敷や式を紙の上

たかさ

信長は︑家財を連れてたか狩

たか狩から蹄ると︑信長はさ

あまつさへ多額の費用を

﹇多額﹈︵名︶1 多額

高サ

εせいたかくけい

﹇高﹈︵名︶20

たかくけい

高さ与

の調達に奔走せざるべからざりき︒

要する事とて︑彼は何よりも先づ其

十二備2図

たがく

つそく藤吉郎を呼んで︑﹁︿略﹀︒﹂

七765

に出かけた︒

七743

たかがり ﹇鷹狩﹈︵名︶2 たか狩

を腕の低く限り振って︑別れを惜し

﹇孝和﹈︹人名︺8 孝和←

軍にひしくと重重まれた︒
たかかず

両軍互に押寄せて︑其の間

しかし︑孝和は決してそろ
ろばんの達者であったからえらいと

ばんを考案した人でもなければ︑そ

十二㈱4

二人が互に取りすがって︑嬉 せきたかかず
し泣きに泣いた時には︑

八463

わっかに三町ばかりとなれり︒

八331図

みます︒

七柵2

つて︑互に別れを惜しむのです︒

と見送られる人々が︑しっかり持合

七三5

いひはってゐました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑たがひに

それからしばらくは︑

﹇互﹈︵名︶8

ぐらした北京は︑見るからに雄大だ

たがい
おたがい

といふ感じを與へる︒

十二398園 先生は仰げば仰ぐほど高

四侶2

わる者 ﹁ 高 う ご ざ る ぞ ︒

﹁︿略﹀︒﹂

く︑接すれば接するほど奥深いお方
だ︒

十二402園私が力のあらん限り修養
しても︑先生は︑何時でも更に高い
所に立っておいでになる︒
らうか︒

十二583園 して︑償は如何程でござ
十二586囹 それは又高いことちや︒
一爾ばかりになりますまいか︒

の西の小天守を中に︑同じ三層の

十二652 五層の大天守を右に︑三層
いぬゐ

乾の小天守を左に︑如何にも調和

よく︑高い石垣の上に讐えてみる︒

てるたが︑やがて狼介は満身の力を

いふわけでもない︒

しばらくは互に呼吸をはかつ

長は︑砲塔高く﹁指揮官になら

こめて︑鹿北を投附けようとした︒

十一一827 午前七時三十分︑聴覚部隊 九814
へ︒﹂の旗を出して︑前進し始めた︒

十一描7国府はアジヤ︑左はアフリ

孝和は︑此の算木を置く方
カ︑此の二大陸が互に迫る中間は︑

十二佃9

高く日章旗をひるがへすのは︑今夜

十二858 其の退路を完全に噺って︑

に書きあらはし︑更に文字を記號と
頭上には︑乾の小天守︑西 して使ふことをも工夫した︒

五十粁とは離れてゐません︒

十二6810

か︑明朝か︒

十二989 東西の美しさを一首の中に

たかさき一たかとき

1080

きのたかさ︒そうたかさ
じ高さの水面に浮かびます︒

もので︑雲の中でも一番高く︑八千

ごく細かい氷の粒の集った

米から一萬二千米の高さに浮かんで

五813 そっと行って見ると︑二米ぐ 十一佃8
らみの高さの所に︑あぶらぜみが一
ゐます︒

匹止って居る︒

七287 高さはどのくらみあらうか︒

が︑誰もまだ其の木のほんたうの高
積雲は二千米内外の高さで

入道雲の頂になると︑六千

米から八千米の高さに及びます︒

十一桝10

から八千米の高さに及びます︒

すが︑入道雲の頂になると︑六千米

十一掴8

ら︑全く手に取れさうに見えます︒

七293 みんながいろくな事を言ふ 十一佃9 高さは六百米ぐらゐですか
さを知って居る者はない︒

七301 そこで僕は︑一日の中に︑物
の高さと其のかげの長さとが︑ちや
うど同じになる時があるに違ひない
と考へた︒

高さ二百米に及ぶ大岩石の
金字塔の中︑一番大きい

のは高さ百四十七米齢︑石の敷三百

十一㎜9団

絶壁が︑水際から突立ってるる︒

十一柵1

今を盛りと咲いてみるのを見た︒

一米にも足らぬ﹁たかねざくら﹂が︑

七318囹 さうすれば︑どんな物の高 十一悩1 ﹁はひまつ﹂の間に︑高さ
さでも計ることが出島ます︒

しげくら

七319財物の高さと其のかげの長さ
とが︑同じになることは︑

八欄8 頭上には︑高さ二千米の茂倉
だけ

岳が天にそびえて居るはずだ︒

二十萬︑

十二価図高サ各一丈五尺
たかさき
﹇高崎﹈︹地名︺1 高崎

高崎を過ぎる頃から︑遠山の
﹂姿が美しくなった︒

八樹7

たかさき

たかさき

九525困 左は山︑右は海︑此の間を
汽車は︑しばしば工数米から二十米
ぐらみの高さの山腹を縫って走りま
す︒

所によって幾分違ひます︒

九㎜4 もっとも其の高さは︑見る場

國といふ國をめ

十伽6此の岩だらけ︑山だらけの土 たかさきまさかぜ ﹇高崎正風﹈︹人名︺
たかさきまさかぜ

1

にき
たか・し

し・なだかし

たかし

高し
︽ーキ・ーク・ーケレ・ーシ︾n▽こだか

﹇高﹈︵形︶14

ぐりて日の本の人と生れし幸は知り

高崎正風

たかさきまさかぜ

地を掘割って︑海面と同じ高さに水

十一一梛3

高崎正風

を通すことは︑中々出來さうにあり
ません︒

十悩5 此の高さの違ふ水面をどうい
ふ風に連絡するか︑こ＼がパナマ運
河の構造の一番おもしろい所です︒

十伽2 かうして︑船は︑再び海と同

た

聲えて︑五丈三尺の大佛︑一千二百

年の面影を焦せり︒

ふのみね

十二研4図其の南に︑↓きは高く多

波浪高き海上の小島に︑

武峯・吉野の山々連なるを見る︒

主簿を築かんとするが如きは︑今日

十一而9図

といへども容易のわざにあらず︒

向かふの山脈との間は︑千

やうな氣がする︒

の鳴ってみるのが︑かすかに聞える

尋の渓谷を刻んで︑其の底に高瀬川

十一伽4

たかせがわ ﹇高瀬川﹈︹地名︺1 高瀬

八996図時に風強く波高ければ︑船
はゆり上げられ︑ゆり下げられ︑
かなめ

扇は要ぎはを射切られて︑

空高く舞上り︑二度三度ひらくと

八㎜6図

まはりて︑さっと海中に落入りたり︒

信長の家臣等これを買はん

も

と思へど︑債の高きを聞きて︑皆求

九399図

秋の空︑香も高く︑

めかねたり︒

九㎜3訴願

重言死してこ㌦に六百齢年︑

くせいは今年も咲きで︑師の君
をしみぐ思ふ︒
十185図

忠義にかをる弓矢のほまれは︑年と

高明から見下してみる五兵衛

たかだい ﹇高台﹈︵名︶2 高皇

其の作品は︑ひとり我が國 十564

共にいよく高し︒

あり
の目には︑それが蟻の歩みのやうに︑

十523図

にもてはやさる＼のみならず︑遠く

高蔓では︑しばらく何の話し

もどかしく思はれた︒

たかち ほ

聲もなかった︒
たかち ほ
たかちほ ﹇高千穂﹈︵名︶1 高千穗

十593

西洋諸國に傳はりて︑名工のほまれ
甚だ高し︒

十価10図地高ければ氣もまたすみ︑
いと静かなる境内なり︒
不断の花のかをりあり︒

ふだん

手紙を讃みながら泣いてみた︒

十﹁905図書高く鼻つくいその香に︑ 十188 我が軍艦高千尋の一水兵が︑

うねび山たかきみいつをあふぐ今日

千穂艦

十二210図圃廣前にたまぐしとりて たかちほかん ﹇高千穂艦﹈︵名︶1 高

ほ

五㎜9

ひうが たかちほ

天孫は︑日向の高千穂の峯に

高千早の峯

たかち

たかちほのみね ﹇高千穂峰﹈︹地名︺1

あげよう︒

しい働をして︑我が高干網艦の名を

十237園其の時には︑お互に目ざま
問はばや遠

上るや石のきざはしの

かな

十二475図圃

左に高き高いてふ︑
き世々の跡︒

十二491図圏建長・圓畳古寺の山
昔の音やこもるら

εほうじょうだかときせいば

お降りになりました︒

東大寺の金堂は天空高く たかとき

門高き松風に︑
ん︒

十一一鵬10図

1081

つ

﹇高殿﹈︵名︶1

高殿

十二23図圏高殿の填てふ窓をあけ

たかどの

高鳴る

させてよもの櫻のさかりをぞ見る
﹇高鳴﹈︵五︶1

かんみむすび

高める

高皇産塞・神皇下々の︑

たかみむすび

十一628図圏 日に月に進みで止まぬ
やまと
敷島の日本の國の 人の世の力は
なべて︑

﹇高﹈︵下一︶2

かしこしや︑産児のみわざ︒
たか・める

かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

九6510

夜出て盛に鳴く鳥は︑ふくろ

せないはずです︒だから︑あの

ふのやうに︑書紋はかくれて姿を見

けい
我が國語もまた︑國初以來縫

神がとけこんでをり︑

我が國語には︑祖先以來の感情・精

慰して現在に及んでみる︒だから︑

ぞく

九糊9

の鳥であらうといふのです︒

﹁︿略V︒﹂の聲の主は︑どうしても別

たちも︑一日それを耕すことを樂し
寳

甚次郎︑此の冑は祖先傳來

﹇宝﹈︵名︶4

みとしてみるのが多い︒
たから

九753園

そうしょ

一切纒は︑佛教に堕する

の寳︑これをお前にゆつる︒
しょせき

十一柵8図

書籍を集めたる一大叢書にして︑此

支那では︑古來算木といふ

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十775 ﹁︿略﹀︒﹂とは︑久田船長が︑

かねてから其の妻に言聞かせてるた
さうなん
言葉であった︒だから︑東海丸遭難

十二僻4囹此の世の中にある何より

第一の電報を手にした時︑妻は早く

から考へられたことでした︒

を作らうといふことは︑何百年も前

うが︑︿略﹀︒だから︑あそこへ運河

みたら︑自由自在に船も通れるでせ

若しあそこが少しでも切れて

も︑どんな尊い寳よりも︑いや︑私

だから

十梱8

自身の命よりも︑父上を大切と存じ

コーデリやどのの尊い眞
︵接︶12

けれども︑ダイヤモンドはわ

地を掘割って︑海面と同じ高さに水

十旧7此の岩だらけ︑山だらけの土

を通すことは︑中々出來さうにあり

れるといふことは出來ません︒だか

ません︒だから︑パナマ運河は︑す

ならなかったのです︒

こぶる攣った仕組に作られなければ

きさの物でも︑何千言︑何萬圓とい
空曹はこれ程大切な物ですが︑

二層は初層より︑三層目二

此の塔ぐらゐ︑どっしりと落着いて

層の二分の一になってみる︒だから︑

層より著しく縮小して︑第五層目初

十一292

五千年の昔から︑自ら耕し 八備4園 ﹁たこ﹂といふ物は︿略﹀︑

はねだんがないのです︒

こにでもあります︒だから︑空氣に

しかし我々の住んでみる所には︑ど

八佃6

ふ高いねだんです︒

ら︑ダイヤモンドは豆粒ぐらみの大

つかしか出ませんから︑皆が手に入

八研7

だから

實を寳に︑どこまでも后と致します︒

十二襯9園

も夫の死を察し︑

の教に志ある者の無二の寳として貴

獲達して︑それが代敷學にまで高め

此の方法から導き出された

られるやうになった︒

十二欄1

我が國の数學は︑江戸時代に出た關

︽一

孝和の天才によって︑世界的水準に

耕す

←さいこうだかもり

まで高められたのであった︒

たかもり

﹇耕﹈︵五︶5

かうして︑田の土は︑だん

サ・ーシ・ース︾

たがや・す

七255

耕して︑植ゑて︑刈って︑干

くこまかく耕されて行く︒

八484

すまで︑ほとんど一本々々手にかけ

た稻が︑此の機械で見るく片附け
られて行く︒

雪の少い南満洲の畠はよく耕

胴から足が出ないで︑頭から足が出

されて︑農家がぼつぼつ見える︒

十塒10

ます︒

ぶところなり︒

︽ーメ︾

高松
うべ

開立等の算法を行って來たのである

︽ーッ︾

をのみち

が︑今から凡そ六七百年前に著しく

十二描10

たかなわ
﹇高輪﹈︹地名︺1 高輪

せんがく

﹇高嶺桜﹈︵名︶1

連れて行った︒

たかねざくら
ねざくら

﹇高松﹈︹地名︺1
うの

こま

て食ひ︑自ら掘って飲むといった簡

十二225

圓山

たかまどやま ﹇高円山﹈︹地名︺1 高

て居るのださうです︒﹁だから歩く

増水期には一萬トン級の汽

船が樂々と航行するのである︒だか

十二279

見えるものはない︒

軍な生活を︑其のま＼今日に持越し

なかつかうに見えるが︑

十二欄図 高圓山
﹇高皇産霊﹈︹人名︺1

彼等の中には︑郊外に幾ら

時︑あ﹂いふ風に頭が傾いて︑へん
たかみむすび

高皇産量

たかみむすび

十二燭5

て來た彼等は︑

田山・生駒山を西にひかへて︑

い

限り︑春日二局圓の山々を東に︑矢

たかま ど

十二価7図 佐保・佐紀の連岡に北を

たかまど

松・今治等良港多く︑
たかまど
﹇高円﹈︹地名︺1 鏡戸

いまばり

阪・神戸・宇野・尾道・宇部・高

かうぺ

十一536図 瀬戸内海の沿岸には︑大

たかまつ

今を盛りと咲いてみるのを見た︒

一米にも足らぬ﹁たかねざくら﹂が︑

十一悩1 ﹁はひまつ﹂の間に︑高さ

たか

往復四粁もある高輪の泉岳寺へよく

たかな わ

ら︑父はうす暗い中に大蔵を起して︑

七堂3 そこで︑大豊が四五歳の時か

たかなわ

た︒

十756 東海丸からは︑引切りなしに
あっ
汽笛が高鳴って︑暗い海の上を堅し

たかな・る

たかどの一だから

たからか一だきしめる

1082

ら︑こんな筏の十や二十が績いて下
つたからとて︑少しもじゃまになる
わけではない︒

ぎます︒だから︑世の中が先生を受

﹇宝物﹈︵名︶8

タカラモ
なる︒

十447園

十452

あ︑瀧か︒

正面にや＼遠くか＼る瀧は︑

一番い＼と思ふ︒

き

じゃき

一度起ってこれを振るへば︑

惰氣も邪氣も一瞬に霧散して︑心氣

だ

十一欄11

は自ら清明となるQ

した︒

ふっくらとした花びらが抱合

十一507

二人は︑はげしく抱合ひま

なかつかうです︒

やうど︑おひな様のぼんぼりのやう

つて︑まだ十分咲ききらぬ花は︑ち

六悩5

︽ーッ・ーヒ︾

だきあ・う﹇抱合﹈︵五︶2抱合ふ

オ三脚︑オレイニ︑イロイ 十451囹此の橋から見た瀧が︑僕は

たから物

タ︒

一737

下にた＼み重なる岩間を縫ひながら︑
分流曲折して橋下へ注ぐ︒

十455囹小さいが︑實にい＼瀧だね︒

雪下ラモノヲツンダクル 十459 瀧は三十米の空から白い絹を
さらしかけて︑下の楽弓に吸込まれ

きんしう

取扱兵がすぐ抱上げて︑足の

げる ︽ーゲ︾

瀧壺のごく淺いのが︑此の だきあ・げる ﹇抱上﹈︵下一︶1 抱上

るやうに注いでみる︒

十463園

オヂイサンガ︑ソコヲ

ホッテミマスト︑土ノ中カラ︑
オカネヤタカラモノガ︑タクサ

八745

十楓10図

進むに從ひて現れ來る奇
岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

渓流には︑至る所念があり

或は深き岩穴を作る︒

十一偽3

淵があり︑瀧があり︑岩の島がある︒

渓流の左岸の絶壁に瀧を見︑

一己二千

無雲際の彼方から山のや

又右岸にそれを望む︒

十一悩3

十一裾2団

うにうねる大波が寄せて︑

トンの巨船の甲板に︑瀧のやうなし
ぶきを浴びせました︒

雨に煙る行手から︑今にも薪

薪︑薪︒

其の時早く︑母親は︑血だら

︽ーメ︾

けの聞多の禮をひしと抱きしめた︒

十851

しめる

だきし・める ﹇抱締﹈︵下一︶1 抱き

十503時世

ことごとく投じたり︒

手當り次第に物を運びて︑窯の火に

十503古園 ﹁薪︑薪︒﹂と叫びつ＼︑

する︒

を負った孝子の姿が現れさうな氣が

十437

不思議に酒の香がする︒

ひに行って︑谷間へすべり落ちると︑

十412園昔︑或若い男が山へ薪を拾

たきぎ ﹇薪﹈︵名︶4 薪

番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向

け出嚢した我が軍に連れられて行つ

仰げば︑百敷十米の中空よ

瀧の特微だよ︒

ン出マシタ︒

二856

マヲ︑犬ガヒキマス︒

一742

ゲマシタ︒

ヲモッテ︑オニガシマヲヒキア

モモタラウハ︑タカラモノ

ロノタカラモノヲサシダシマシ

一734

ノ

たからもの

十二3410圏 先生の道は鯨りに大き過
容れて用ひようとしません︒

十二357圏 道の修つた者が︑必ず人

だからといって加減をしたら︑結

に用ひられるとはさまってみない︒
けつ

局︑人に用ひられるためには︑道

きよく

高らか

はどうでもよいといふことになりは

こら う

﹇高﹈︵形状︶4

しないか︒

たからか
や

十173図 弟彌五郎︑これを敵に見せ

十齪1図

た軍用鳩であった︒

二886ソレデ米ヲツクト︑オ

り心添る瀧︑初は水筋通りて見ゆれ
ばくく
ども︑岩に認り石に砕け︑下は漠々

じと矢面に立ちふさがり︑進み出で︑

として雲の如く綿の如く︑美観言語

持ってかへって︑うちの

瀧呂

に煮皿くし難し︒

カネヤタカラモノガ︑タクサン
持ってかへって︑うちの

出マシタ︒

す︒

﹇滝﹈︵名︶16

赤い血が︑たきのやうに流れ

おおたき・なちのたき・ようろうのた

たき
たき 瀧

たから物にしょうと思ひます︒
四価7園 日本のたから物にしま

四温1園

たから物にしよう︒

四鵬8医

にの＼しれば︑

二十数機の爆音が高らかに

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑胸をた＼いて聲高らか

十︻伽⁝4
響いて︑廣い場内一面を墜する︒

に園まれて城門の近くに至り︑城に

十二766図 翌日︑勝商︑敵兵十齢人
向かひて高らかに呼んでいはく︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

寳島

たき

修行者は︑﹁︿略V︒﹂と高ら たがる n▽こえたがる

﹇宝島﹈︵名︶1

かに言って︑ひらりと樹上から飛ん

十二描4

だ︒

たからじま

き

十432

たき
五706園 みごとな瀧だ︒
十二櫛1図圃 壁立てるいはほとほり
あめつち
たき
七柵1圏 流か︑瀧か︒
て天地にとゴろきわたる瀧の音かな
だ き
瀧へ行く坂道は︑ぐっと急に だき ﹇惰気﹈︵名︶1 惰氣

ました︒

十2710圏 テニアンは︑サイパンやロ 五242
南洋の寳島といはれてゐます︒

タの島々と土ハに ︑ 砂 糖 の 生 産 地 で ︑

たからつか ←こうべおよびたからつか
ゆき

1083

だきだ・す
︽ーシ︾

﹇焚出﹈︵五︶1
を ん どる

たき出す

十623 どの家も温突をたき出したと

瀧つ瀬

見えて︑紫色の煙が村中にたゴよつ
﹇滝瀬﹈︵名︶1

てるる︒

たきつせ
瀧壺

十二柵4園 雨よ︑瀧つ瀬と降れ︒
﹇滝壺﹈︵名︶2

瀧見街道

たきみかいどう

﹇滝見街道﹈︵名︶1

なる程瀧見街道だ︒
宅

どうも︑無作法千年なお

﹇宅﹈︵名︶1

十一悩5園
たく
十一一鴇10園

ガ︑アツマッテヰマシタ︒

四62毎朝︑日が出ても︑くす

そののち︑早鳥は︑たくさ

の木の西がはにあるたくさん
の村々は︑みんな日かげにな
ります︒

四121

んの米や変や豆やくだもの

附の家月たちが︑しょつちゆうの﹂
しり合って︑私の宅はまるではたご

をつんで︑みやこの方へたび

誰でも︑幼い時︑母や祖母に

冷たくなってしまった︒

九七8

ソノウチニ︑コノタクサンノ

綜ノ中ノ一本ガ︑向カフノ柿ノ木ノ

五785

一つりつばな宮殿を建て︑

枝ニクツツキマシタ︒

たくさんの兵隊に守らせて︑いばつ

六278囹

てやらう︒

手下の者はもちろんのこと︑

手傳のために︑たくさんの男や女が︑

六286

集って來ました︒

たいまつを出して︑これに火をつけ

用意して置いたものか︑たくさんの

くし

此の島に向かって︑北から南

十もあって︑まるで︑中之島をたく

から︑かけ渡された橋ばかりでも二

七671

えずお参りして居るが︑

六野3園毎日︑たくさんの人が︑た

て︑橋の上に投げさせた︒

賀は︑たくさんのひかうきが
その時︑たくさんの天人
が︑雲にのって下りて來ました︒

四357

のせてあって︑

四193にいさんののってみる加 六784 すると︑正成は︑いつの間に

く通ひました︒

屋同然でございます︒

カ︾

任務を果して氣がゆるんだの

十4510 瀧は三十米の空から白い絹をだ・く ﹇抱︺︵五︶3 だく 抱く ︽一

たきつぼ

さらしかけて︑下の瀧壺に吸込まれ

八792

たき

か︑鳩は取扱兵の手に抱かれたまま

るやうに注いでみる︒

タキビ

十462園瀧壺のごく互いのが︑此の
﹇焚火﹈︵名︶5

瀧の特徴だよ︒

たくさんの舟に乗って︑攻めよ

ある年︑外聞の軍ぜいが︑

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

せて來ました︒

四柵1

火

快いゆめ路にはいったことを思ひ出

この榊の木に︑鏡と玉をかざ

さんの串でさし通したやうになって

五34

つて︑岩屋の前に立て︑また︑たく
雪にうまって冬を越した人形が︑そ

頼朝は唐綜をゆるした上に︑

直樫四五米ぐらみの払い池が

池のふちに沿うて︑みんな同じ方向

八鵬4此のたくさんの﹁いわし﹂が︑

が泳いで居ました︒

あって︑中にたくさんの﹁いわし﹂

八欄2

した︒

萬壽にはたくさんのはうびを與へま

八466

居ます︒

陸へ上った︑たくさんの子蛙

爾がはには︑たくさんの家が

違ってはみるが︑どれを見ても大き

さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

あのいろいろの道具︑たく

に泳いで居ます︒

ヲ動カシテ︑オシリノ所カラ︑タク

クモハ︑ヤガテ︑後ノ方ノ足 九259圏
サンノ細イ綜ヲ引出シ始メマシタ︒

五775

並んで居ました︒

五732

れしさうにとびまはりました︒

は︑草のかげのあちらこちらを︑う

五173

仲間があるのですから︑

何千何萬といふ︑たくさんの兄弟や

しかし︑おたまじゃくしには︑

さんのにはとりを集めて︑岩屋の前

たくさん

ル木ノ前田︑タクサンノオニ

一一642

五132

れでも暖さうな顔をして︑妹の小さ
類

でお鳴かせになりました︒
たぐひ

我が國は︑神代このかた萬世

﹇類﹈︵名︶2

九柵7

たぐい

な手に抱かれてみた︒

のんきな主人に置忘れられ︑

二644 青イオニヤ︑赤イオニガ︑

タキビノマハリデ︑ヲドリヲ
ヲドッテヰマシタ︒

八513 どこかで︑たき火のにほひが
する︒

る人もありました︒

八559 中には︑たき火にあたって居
八582 たき火も何時の間にか消えて

ひなき國匿を成して︑今日に進んで

一系の天皇をいたゴき︑世界にたぐ

る船のかげで︑幾箇所にもたき火が

類でした︒

十一柵8囲

八寸4 黒々と大きな膿を横たへてる

﹇覗見﹈︵名︶2

始められる︒

たきみ
うかな︒

瀧見に奪はれて少しもいとまがない︒

十一悩7 膿は車に任せながら︑心は

オヂイサンノカクレテヰ

十431園 さあ︑そろく瀧見に行かたくさん ﹇沢山﹈︵形状︶37 タクサン

瀧見

來たのであるが︑
しんきろう
それは︑みんな唇﹇氣棲の

居ました︒

十二捌1

すであらう︒

たきび

たきだす一たくさん

たくさん一たくさん

1084

くて︑えらさうである︒

九934 目録は︑たくさんの箱にはい
つたカードである︒

か＼へて書庫から出て來た︒

は︑身動きもならぬ程たくさんな

多分︑昔︑此のたくさんな

いや︑これでたくさんで

ロッペン鳥の行列だ︒

十一柵5圏
す︒

おかあさんは︑豆をたく

たくさんのみました︒

四齪5

或神様は︑きれいな玉をたく

さんいつて︑ますに入れ︑神だ
なにお供へになりました︒
五27

ので︑私たちは︑毎日︑たくさん飲

母は︑わざく変を煮て︑た

むことが出立るやうになりました︒

くさん食はせました︒

六676

六893其の中へ︑御飯の残りやお米

などを入れて置くと︑蜜がたくさん

十・一柵8

さん作って︑くびかざりのやうに︑

ようがん

や

えい

耳掛1圏此の川には︑其の外にも︑

まあ︑こんなものだらう

は︑上野公園・日比谷公園・︿略﹀︑

ひ ゴ

ずるぶんたくさんあるが︑大きいの

六罵1囹小さいものまで入れると︑

も知れない︒

やかな事からいへば︑或は東京一か

書館などもたくさんあって︑にぎ

ぐわくわん

六梱8園此の観音様のそばには︑映

ル者モアル︒

コレラ海ノ中へ敷設スルコトノ出來

タクサン持ツテ居テ︑モグリナガラ︑

六㎜9中ニハ︑魚雷ノ外二︑機雷ヲ

も︑すぐになくなってしまひます︒
キライ

くさん來るので︑いくら餌をやって

雪の朝などは︑いつもよりた

火山から噴出した熔岩が流れて固ま

ずるぶん︑たくさん釣れた︒

ソレカラニツ三ツ停留場ヲ過

席ハミンナフサガツタ上二︑

今年は︑うらの畠の柿も︑
スルト︑小サナ釘ガ︑磁石ニ

六902

寄って來て︑喜んでたべます︒
強い酒をたくさんつくれ︒
ぱしや

五226園

ひもにお通しになりました︒

筏は︑たくさんの丸太を幾

に

役場の前から横道へはいりま

六19一

たくさんなりました︒

六117囲

タ︒

立ツテ居ル人モ︑タクサンアリマシ

五佃5

サン下りテ︑席ガアキマシタ︒

ギテ︑表町マデ來マスト︑人ガタク

五期9

五922

ありました︒

五331古い︑大きな杉が︑たくさん

が來ました︒

すと︑材木をたくさんつんだ荷馬車

ざいもく

五267

つたものでせう︒

十二254

タクサン

重にも組合はせた︑すばらしく大き
なものである︒
﹇沢山﹈︵副︶44

ヲ

大キナカキガ︑タクサン
オヂイサンガ︑ソコ

ホッテミマスト︑土ノ中カラ︑
オカネヤタカラモノガ︑タクサ

一一857

ナリマシタ︒

二201

たくさん

たくさん

九955 出納手が︑たくさんの本を

さんの星が︑まるで寳石をちりばめ

九992 晴れた夜︑空を仰ぐと︑たく
たやうに美しく輝いてゐます︒

九999 北の空にもたくさんの星があ
りますが︑其の中で一つ大事な星が
あります︒

ひたくなる︒

九旧1 暑さは︑もうたくさんだと言

と︑海だ︑船だ︑たくさんの人家だ︒

九㍑1 ほっとしながら下界をのぞく

二列か三列に並んで生えた川原よも

九棚6 あの美しいたくさんな松も︑
ン出マシタ︒

二887ソレデ米ヲツクト︑オ

ぎとしか見えない︒

九旧1 堀がある︑たくさんな船だ︒

カネヤタカラモノガ︑タクサン
二943﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナッ

出マシタ︒

十317團 遠くで見た所はたゴ一績き

テ︑ゴハウビヲ︑タクサンクダサ

たんすの引出にはいってみる︒

十107 そこには︑たくさんの標本が

の小山ですが︑實はたくさんの島が

妹と雪子さんのざるには︑や

りっぱな橋がたくさんか＼つて居る︒

其の中には親つばめも居ます

さんまじって居ます︒

が︑今年生まれた子つばめが︑たく

八42

さん與へた︒

稻がだんく刈られて來るせ 七価8 さうして︑はうびの金をたく
みか︑いなごが︑たくさんこちらへ

此の國の野原には︑大きな

飛んで來る︒

六358囹

どかりがたくさん居ました︒

先ノ方ニハ︑コトニ︑タクサ 七129

タクサン着イタ︒

六206

イマシタ︒

二尊3﹁︿略﹀︒﹂トカゾヘテ︑十ニ

六234

ン着イテ三寸︒

マデ來タ時︑牛ノタクサン
ノッテヰル車ガ︑イクツカト

集ってみるのです︒

十547 そこには︑取入れるばかりに
なってみるたくさんの稻束が積んで
ある︒

四糾2園丘ハたいをたくさんやつ

十㎜10 スチーブンソンは︑息子と共
に靴跡車に乗込み︑たくさんの貨物

て︑月の都の使が來たら︑追

ホリマシタ︒

と大勢の人を乗せて︑勇ましく嚢車

鹿がたくさん居ります︒

しか

外の鬼どもも︑次々と 六437 子山羊に乳がいらなくなった 八78彼等の中には︑今年生まれた

ひかへしてしまはう︒

四686

した︒

十一欄2 西岸から上陸すると︑岩頭

1085
たくじょう一たけ

子つばめがたくさん居ます︒

八556 今朝は霜がたくさん下りて︑

﹁あぢ﹂﹁たこ﹂其の外名前を

寒い北風がびゆうびゆう吹いて居ま
す︒

八川4
始めて聞く魚も︑たくさん居ました︒

﹇卓上﹈︵名︶1

卓上

︽一

八伽7園諸君︑試みに此の卵を卓上

たくじょう

だく
﹇諾﹈︵サ変︶− 諾す

だく
勝商これを諾す︒

に立ててごらんなさい︒
だく・す
ス︾

十二764図

九251 長齢の壁やガラス戸棚には︑ たくま・し ﹇逞﹈︵形︶2 たくまし
︽ーシキ︾

た︒

七169

工は︑これを見て聲高く笑つ

岩や砂の上を歩く時は︑八本
の長い足を巧みにくねらせ︑頭を横
に傾けながら進みます︒
ぐわんこ

熱帯の密林を開き︑氣ちがひ

遠く海上に押出してみるのが見られ

る︒

リ・ール︾

おんど

一人が音頭を取ると︑大勢の

船方が︑みんなこれに合はせて︑

八槻6

力強くたぐりながら︑すこ

﹁︿略﹀︒﹂と網をたぐる︒

十一889

﹇丈﹈︵名︶2

何時の間にか大木が少くな

丈←ありった

ぶるなれた手つきで魚をはっす︒

たけ

十一槻2

け・なるたけ・みのたけ

つて︑丈の低い細い木が目につくや

うになった︒

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武

十二499図年の頃二十齢りにして︑

士︑

のやうにあふれる川を制し︑頑固
的大工事をしとげたのです︒

な岩山を切開いて︑巧みに此の文明

十㎜5

たぐ・る ﹇手繰﹈︵五︶2 たぐる ︽一

工の家へ河成から使が來て︑ たくる ﹇▽ひったくる
工は︑﹁︿略V︒﹂と思ったが︑

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七173
七177

工は︑思はず﹁︿略﹀︒﹂と聲

度々呼びに弄るので出かけて行った︒
七186

を立てて逃出した︒

何れおとらぬ馬多く集り來たくみ ﹇内匠﹈︹人名︺←あさのたくみ
﹇巧﹈︵形状︶3

﹇巧﹈︵名︶﹇vわるだくみ

九4210図

たくみ

いろくな時計がたくさん並んでゐ

たくみ

十二4910図年の頃二十走りにして︑

巧み

き馬を︑信長︑目にとゴめて︑

同じやうな子馬がたくさん來て居て︑

丈低く︑色白く︑眼光鋭き一人の武

︽ーイ︾

爆撃編隊に突進する敵機がある︒

を巧みに抜けて︑こしゃくにも我が

且vあさのたくみのかみ

のたくましいカナカ族をたくさん見

たくみのかみ

かけました︒

たぐり始める ︽一

五828

きうりにそへて立ててある竹

いつもお金が出て來ました︒

四287この子を見つけてから︑
おちいさんの切る竹からは︑

本見つけました︒

が大そう光ってみる竹を︑一

四274ある日のこと︑もとの方

た︒

四267 毎日竹を切って來て︑ざ
るやかごをこしらへてゐまし

ヲコギマス︒

ン︑ナガイ竹ノサヲデ︑フネ

二771囹

十292團ヤップでは︑色の黒い︑艦 十一鵬11 しかも︑此の職闘のあひ間 たけ ﹇竹﹈︵名︶8 竹
ハイ︑コレハセンドウサ

い

八衛7

れる中に︑一きは目立ちてたくまし

る︒

本人がたくさん住んでゐます︒

九513国 サンフランシスコには︑日

九槻6主面の村に二歳駒もたくさん

士︑たくましき馬にまたがりて進み

﹁︿略V︒﹂と問へば︑

みるが︑北斗程見事なのは見かけな

出で︑﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

九佃9 牧場には︑村のあちこちから

いやうだ︒

してある間を通って︑すぐ二階へ上

十94 僕等は︑機械のたくさん陳列 たくまし・い ﹇逞﹈︵形︶1 たくまし
る︒

十256国 内地人がたくさん住んでゐ
ますから︑町も大野内地風ですが︑

メ︾

五795

今度ハ︑前ノ方ノ足ヲシキリ

タグリ始メル

機械のひゴき︑たぐりはじ・める ﹇手繰始﹈︵下一︶2

腕の太さ
たくましさよ︒

働く人の

ものすごい
筋肉の

工5ひだの

ニ動カシテ︑コノ綜ヲ自分ノ方ヘタ

僕等の網船は︑もう網をたぐ

グリ堅田マシタ︒

八梱9

濁流

富士川が注いで︑其の濁流を

﹇濁流﹈︵名︶1

り始めた︒

九捌2

だくりゅう

或日︑工が河成の所へ使をや

﹇工﹈︹人名︺6
七145

たくみ

たくみ

よ︑

其の中に︑

七625圃

十293囲 ヤップでは︑色の黒い︑燈 たくましさ ﹇逞﹈︵名︶1 たくましさ
のたくましいカナカ族をたくさん見
かけました︒

十352国 内地人の商店や家庭では︑

島民をやとってみる所がたくさんあ
ります︒

十川2園 しかし︑雪はまだたくさん

つて︑﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七154 工が︑﹁︿略﹀︒﹂と言ったので︑

残ってみたといふから︑何と言って
もそなたがりっぱに勝つたのです︒

いらうとした︒

河成は︑何心なく南側の戸口からは
くさん往き坐してみる︒

十欄8 鉢前には︑馬車や自動車がた

たけ一だけ

1086

に︑とんぼが止ったり︑はなれたり

六239くるりと葉の裏へ廻って︑足
の先だけ見せて居る︒

爾手で持てるだけ持って︑

して居る︒

六398

後足の足先と尾の房の所だけ

えんぴつ

十53図 竹の御硯箱は何のかざりも
六644
が白い︑

なく︑筆・鉛筆等︑小學生の用ふる
物と異なる所な し ︒

一つでさへ︑あれだけ早い
二三十人だけはふみとゴまつ

六699園
から︑

十二258 筏の上には︑板ぶき︑又は
竹・アンペラなどで作った小屋が︑

六766
た︒

幾軒となく長屋のやうに建てられて
みる︒

の︑しゅんしゅんといふ音だけであ

十二865 左脚をのばし︑右脚でぐつ 六826 聞えるものは︑︿略V︑鐵びん
きつち

と樽をか＼へながら︑木槌を使って

だけ呂それだ

口で言って聞かせるだけで

は︑だめだ︒

六欄4園

のもおもしろい︒

降る雪が︑黒く流れるやうに見える

向かふの門燈の光の前だけ︑

る︒

ダケ

六868

竹のたがをはめ る ︒

たけ ﹇岳﹈←おあかんだけ・しげくら
だけ・つばくろだけにのぼる・ましゅ
︵副助︶9一

うだけ・めあかんだけ・やりがたけ
けに

だけ

﹁724囹 イノチダケハ︑オタスケ 六柵8 守られるだけは︑守らねばな
らないといふのが元帥の心であった︒

ぬ︒

七864囹

どちらも口だけではわから

かせてもらひたい︒

二間と︑せまい土間があるだ

て居たのである︒

七帽3

けの︑小さい粗末な家であった︒

もう大きさだけは親つばめと
自分の治める部落だけでも︑

同じですが︑

八43
八134

阿里山蕃だけは︑しばらく首

此の悪い風習を止めさせようと思つ
て︑

八152

九624国

なるほどアメリカ合衆國の

表門といはれるだけあって︑實に何

それが夏の間だけ日本へ飛ん

ともいへない荘観です︒

富田城は名城であるだけに︑

で來るのです︒

九675

九852

僕も︑出來るだけ音を立てな

中々落ちさうになかった︒

たゴぼんやり見てみるだけで

どれだけの時間がたったらう︒

いやうに行って︑

九967

九971

り見台が附きません︒

は︑ 一膿どれがどうなのか︑さっぱ

表の字を見ただけで︑誰さ 九996

取の事も止んで平和が績いたが︑

八194団

んからのだといふことが︑すぐわか
ります︒

かう言っただけでは︑まだ

いや︑命だけは無事だが︑

たgうるさいだけであるのに︑

さう見えるだけのことですが︑

中々見當が附かないでせう︒

八478 たんぼはもうなかば以上刈取 九㎜7
られて︑おくてだけが︑こ㌦かしこ

九悩9

東京から大阪へ飛行機で！

ランプの動きが次第に小さく 九伽4

に残ってみる︒

九位2圏

八714

なって︑後にはかすかにゆれるだけ

九備4

二つの目だけを砂の間から出

九悩6

十1310

う︒

かう書並べただけでも︑熱

これだけ︑た＼いてしまは

れるでせう︒

帯の海のすばらしさが︑ほぼ想像さ

十313國

はれるだけあって︑

さすが南洋の玄關口とい

げんくわん

僕が手を出すと︑骨だけが黒

やたらに大凶を獲するだけだ︒

街は望むべくもない︒

九四2汽船が敷隻見えるだけで︑市

かう考へるだけでも實に愉快だ︒

ですが︑

八白9

にはいらない︑

できるだけ大きなこゑで 七342園此の世の別れに一曲だけ吹 正価7 お話に聞くだけで︑我々の手

クダサイ︒
さけんで︑

三881

デ︑オバアサンダケガ︑日アタリ

四 4 8 2 ウ チノ人ハミンナルス

せんばうきやう

して︑

く見えて︑

い︒

あ㌧アメリカだなと︑

九503困

さういふものを見ただけで︑ 十673園

小さくて︑何の役にも立ちさうにな

九263圏

る︒

八籾2

ノヨイエンガハデ︑
七872囹槍は突くだけの物ではない︒ 八衛3 潜望鏡だけを出して居るか
四584 鬼の住む所だけあって︑ 七977 もう残った所は腹の下の方だ
つかうです︒
相手にするのもばかくし

十252団
けです︒

七擢2囹

此の金を半分だけさし上げ

かったが︑立合ふだけは立合ってや
つたよ︒

七伽5園

膿がもうこれだけ丈夫になつ

たうございます︒

七幡9

ただ自分だけが此のやうに

わっかに屋根だけを見せて居

豆を年のかずだけたべ

︿略Vものすごい山でした︒

四鵬8
ました︒

へ狩りに行き︑

五三7囹 けふ一日だけ︑あなたは山
六126圃 二日學校を休んだだけで︑
なほりました︒

1087
たけがき一たける

ちれう

しても︑出題るだけの手を書くさな

十重3圓 たとひ治療のかひはないに
いでは此の母の心がすみません︒

十鵬5年遅今日降った雪だけは取除く
やうに︒

盛って︑

十欄3囹雪の白い所だけ山のやうに
十 7園 どうぞ︑それだけはお許し
下さいませ︒

十糊5

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と仰せられただけで︑

摩込3 地平線の上だけが明かるい︒

ほくりょう

やがて御退出になった︒
えるだけである︒

十柵10 たゴ三富の松林が小高く見
十五6 汽車の影だけではない︒

十一126 京都はたゴ古い歴史だけの
都ではない︒

十︻162 たゴこれだけで見ても︑
︿略﹀がわかるで せ う ︒

十一266 塔と金堂は︑ともすると松

十一欄3

ざんがい

だんごん

たゴ其の残骸と無点の揮痕

が︑眞黒に見えるだけだった︒
こどう
天寒路だの︑胡同だの︑支

那だけに攣ったものや饗つた名前が

十一一197

ある︒

﹁︿略﹀︒﹂など不平がましく

たゴ美しいといふだけでは

言った時︑顔回だけが平然として︑

十二421

十二661
すまされなくなって篭る︒

四つの天守閣は一箇の猫立

した城郭となって︑これだけでも幾

十二695

出來るだけ勉強して作ら

萬の敵に封して︑いっかな動きさう
に思へない︒

今の言葉だけでは︑まだ十

十二912園
う︒

十二佃10
分でない︒

十二梱8

これだけの敷と︑これだけ

さうして︑これだけの藪と︑

十二脳2園たったこれだけですがね︑
十二梱8

た貸ほんの少しおつしや

近來はそれだけで満足せず︑

の廣さがあればこそ︑

十二燭6

の梢に見えがくれするが︑中門だけ
は︑最初からありったけの美しさを

十二閥5園

口先だけで實行の伴なは

り足らぬところが違ひますだけで︒

十二捌4

をつれ︑

其の眞實だけを持参金に

あらゆる生命の源泉である

十二襯2囹予は今後百人だけの家來

して︑

十二糊2園

十二柵7園たったそれだけか︒

ない事は︑

﹁ ︿略﹀︒﹂やっと︑これだけ 十二柵3園

たゴこれだけではない︒

誇るやうに︑極めてあらはである︒
十一3111
十一4011

が私の口から出た︒

十一428 にいさんだけが︑時々へう
きんなことを言って︑

十一656 ﹁クサキハアヲイ﹂といふ
のを漢字だけで書けば︑
つたものだと思はせる︒

十一燭9 よくもこれだけの木が生茂

だけに︑それは又實に偉大な存在で
ある︒
かう言っただけでは殆ど見

けて︑﹁︿略﹀︒﹂と命じぬ︒

す
殿の軒端に︑雀の巣くひたるを見つ

ば︑竹千代には無二の忠臣たるべし︒

九472図画彼が今の心にて人となら

材木と材木とをく＼り附け

竹取のおきなといふおち

今︑爾軍主力の會戦はたけ

たけみかつちのみこと

たけみかずちのみこと ﹇建御雷命﹈︹人

なはらしい︒

十二855

たけなわ ﹇甜﹈︵形状︶1 たけなは

いさんがありました︒

四266

竹取のおきな

たけとりのおきな ﹇竹取翁﹈︹人名︺1

た竹つながぼんく噺切られ︑

十二287

地球を太陽の中心に置くと たけつな ﹇竹綱﹈︵名︶1 竹つな

當がつかない︒

十一一捌6

十二樹10

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ
である︒

太陽のやうな天工は︑たゴ
一つあるだけであらうか︒

十二悩9

無事京都に着くことの出來
たのは︑たg宮の御使藤子だけであ

十二欄9
つた︒

竹がき

幸はたgそれだけではなか
﹇竹垣﹈︵名︶1

十二欄7
つた︒

たけがき

七899

かの建御雷命が大國主命

やがて木下藤吉郎は︑五十人

上島主水の中間は︑八尺の竹

持たせ︑隊を組んで進み出た︒

の中間に︑めいめい十八尺の竹槍を

七897

たけやり ﹇竹槍﹈︵名︶2 竹槍

ふ︒

と早見し給ひしは︑此の所なりとい

十二78図

ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂

四556 山がらはとび出して︑竹が 名︺2 建御陰命 建御忌命
あまてらすおほみかみ
たけ
十二47図時に天照大神の使者建
きの上に止って︑それから︑う
みかつちのみこと
御雷声︑此の地に來りて申し給

らの山へとんで行ってしまひ

竹ざを

隣のを

かさこそと︑ 竹ざをで

﹇竹竿﹈︵名︶1

ました︒

たけざお

十二776圖

あの木の梢をつ＼いてるた

﹇武田勝頼﹈︹人名︺1

ぢさんは︑今みない︒
たけだかつより

たけだかつより

たけだかつより

武田勝頼

武田勝頼︑大軍を率みて
來り攻むれども︑城兵善く職ひて抜

十二734図

﹇昊帥﹈︹人名︺8

たける与

槍を持って︑思ひ思ひに出て乾た︒

﹁︿略﹀︒﹂と思ふと︑たけるは︑

だんく︑ぞうちやうして來ました︒

六277

かわかみたける

竹千代 たける
九歳にして︑黒眼の若君︑

﹇竹千代﹈︹人名︺3

くこと能はず︒

たけちよ
九網2図

或日︑竹千代︑かなたの御

竹千代に仕へたり︒

九咽3図

六292 上座にすわって︑いばって居
たたけるは︑此の少女を見ると︑自
分のそばへ呼んで︑すわらせました︒

八棚4

﹁あぢ﹂﹁たこ﹂其の外名前を

﹁たこ﹂は︑すばらしい活動

始めて聞く魚も︑たくさん居ました︒

八爾5
﹁たこ﹂といふ物は實に妙な

をします︒

八備9
物で︑あの普通に頭といって居る所

になったたけるも︑もうねようとい

六298 すっかりよって︑よいきげん

ふので︑よろくしながら︑奥の間
が實は胴で︑胴から足が出ないで︑

多彩

其の中に﹁たこ﹂が泳ぎ始め

きんぴやうぶ

﹇多彩﹈︵形状︶1

︵助動︶2

たし

︽タキ・タク︾

彩な火口壁があらはにも仰がれる︒

ものなり︒

く候︒

十223㈱国

十㎜1園

たしか

確

たしかに︑お前がぬすんだ

たしかにさうです︒

﹇確﹈︵下一︶1

確める

昨日の夕方までは︑確にご

のではない︒

五525囹

五餌8園

﹇確﹈︵形状︶3

■vひきだし・みだし

﹇他日﹈︵名︶1

の隊に合亡した︒

たじつ

他日

長く

軍のおきてにしたがひ

他日我が手に受領せば︑

十926図圃園
て︑

だしぬけ

僕は︑だしぬけに︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇出抜﹈︵形状︶4

いたはり養はん︒

だしぬけ
六966

﹁︿略﹀︒﹂と︑それがだしぬけ

と聞いた︒

十796

ベートーベンも︑我ながら

に聲をかける︒

十﹇133

還りだしぬけだと思ったらしく︑口
ごもりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

す・うちだす・うつしだす・うなりだ

す・うみだす・えがきだす・おくりだ

おりだす・かえりだす・かきだす・か

す・おしだす・おだす・おもいだす・

けだす・きこえだす・くりだす・こぎ

だす・さがしだす・さきだす・さしだ

だす・ぜんしんしだす・たきだす・つ

す・さわぎだす・すくいだす・すべり

きだす・つれだす・とびだす・とりだ

す・ながれだす・なきだす・なげだ

のりだす・はいだす・はえだす・はき

す・なりだす・にげだす・ぬけだす︒

だす・はこびだす・はしりだす・はり

す・ふりだす・みえだす・みちびきだ

ひろがりだす・ふきだす・ふくれだ

十二869 ﹁︿略﹀︒﹂だしぬけに僕が聞 だす・ひきだしはじめる・ひきだす・

て︑樽を廻しながら︑トンくと

よみだす・わらいだす

くと︑をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言つ

舵手

デンデン

ツノダセ︑

一274圃

ツムリ︑

ヤリダセ︑

ヤリダセ︑

ツノダセ︑

ヤリダセ︑

オ月サマガ︑カホヲダシ

メダマダセ︒

二52

P07 太郎サンバ︑オカアサンニ
イヒツカッテ︑ハガキヲダシニ

マシタ︒

カタ

す・もちだす・ゆれだす・よびだす・
﹇舵手﹈︵名︶3

出

ムシムシ

た＼いてるる︒

船橋で舵を取ってみた舵手が︑

出ス

ツノダセ︑

メダマダセ︒

一275圃

見張から春立する聲は次第に
しげくなり︑それを復唱する舵手の

ダス

一276圏

メダマダセ︒

たつ

船長も舵手も︑船首へ下りて
﹇鶴﹈︵名︶1

和歌の浦に潮満ち來れ

﹇出﹈︵五︶7一

す︒うきだす・うごきだす︒うたいだ

す︽ーサ・ーシ・ース・ーセ︾﹇▽いいだ

だ・す

わたる

ば潟をなみあしべをさしてたつ鳴き

かた

十二991図圏

たず

行く︒

十耶6

顔も引きしまって來る︒

十二7

それに磨じる︒

十摺4

だしゅ

よくくお察し下された

九404図園武士として手に入れたき

たし

十一伽3金屏風・五色岩など︑多

たさい

ました︒

八雲7

頭から足が出て居るのださうです︒

へ行かうとしま し た ︒

六306園 たける︑待て︒
六309 少女は︑すっくと立上って︑
﹁︿略V︒﹂と 言 ふ が 早 い か ︑ ふ と こ ろ

にかくして居た劒を抜いて︑たける
の胸を突きまし た ︒
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 叫 ん で ︑ た け る は

た ふ れ ま し た が ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑苦し

六311

い息の下から尋ねました︒

六323園西の國では︑私より強い者
はないので︑たけると申して居りま
した︒

一 たこn▽えだこ・

たしか

﹁︿略﹀︒﹂と言終って︑たける だし

は息がたえまし た ︒

六327

六目3 十五 たこ

たこ ︹課名︺2 たこ

﹇凧﹈︵名︶

六796 十五たこ
たこ

たしか・める

ざいました︒

十二211門口から子供がたこを持つ

じだこ

たじたじ

船長は幾度か確めるやうに︑
︵副︶1

たじたじと引きめになった所
を︑藤吉郎は︑再び扇を上げて左右

七911

たじたじ

﹁︿略﹀︒﹂

十733

︽ーメル︾

たこ

て出ると︑ そこにるたあひるがよち

よちと逃出す︒
﹇蛸﹈︵名︶ 5

三描3 たひや︑ ひらめや︑たこ

たこ

などが︑大ぜいで︑おもしろい
をどりををどりました︒

大イソギデハガキヲダシ

テ︑ウチヘカヘリマシタ︒

ニー31

イキマシタ︒

一一

たこ一だす

1088

1089
だす一だす

ニー83園早クメヲ出自︑早クメ
ヲ出鉱︒

出すと︑

よ

十二84囹早クメヲ出セ︒
二柵2 オシマヒゴロニナルト︑
ニイサンバ︑大キイコエヲ出シ
テ︑カゾヘマシタ ︒

をどります︒

ろこんで︑ ぴょんぴょん はねま

三73囲 おにはに
す︑

カラ︑カホヲ出シテ︑何ベンモ
ぼくも︑おもしろくなって︑

バウシヲブリマシタ︒

四価6

だんく大きな聲を出しながら
豆をまきました︒

け︑とうく︑敵の舟をすつか

四欄4 そこで︑百合若の軍ぜい
は︑舟を出して追ひかけ追ひか
り追ひはらってしまひました︒

三137ぼくが見にいくと︑ひ 四三6 今マデハ︑半分眠ッテデ
モヰルヤウニ︑弱イ光ヲ出シ
よこが︑おやどりのむねの所
テヰタオ日様ガ︑ダンく暖イ
から︑小さなあたまを出して︑
光ヲ送ルヤウニナリマス︒
ぴよ︑ぴよ︑とないてるます︒

かほを出してみたりしました︒

五302

私たちは︑元氣を出して︑ま

おまけに︑からだ中から光

た上り始めました︒
へんじ
一郎さんに返事を出した︒

五905

五969囹

を出して︑天も︑地も明かるいほど

命が︑おれいをのべて︑かへ

でございます︒

五伽7

から顔を出して居る︒

大そうみんなの氣に入りまし

たが︑かへるとなると︑大分金を出

六657

今年は︑思ったより豊年だ

さねばなりませんでした︒

六666園

つたから︑思ひ切って︑向かふの言
ふ通りに金を出さう︒

すると︑正成は︑いつの間に

ほこりと汗で眞黒になった兵

してやりました︒

隊さんが︑﹁此の水筒にも入れて下

八542

るので︑私たちは︑いそがしくて目

さい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と出され

此の旅館で出してくれるさし

がまはるやうです︒

八三4

二つの目だけを砂の間から出

みは︑多分日本人の取った魚であら

う︒

六784

用意して置いたものか︑たくさんの

八幽9

すると河成が︑笑ひながら座

せんするかん

ちやうど潜水艦が水中にもぐ

九308

暗い箱の中にしまひ込まれて

其の時︑今まで雲の中にみた

さうして︑一つの懐中時計を

ぱいに差込んで來た︒

太陽が顔を出したので︑日光が店一

九298

て置いたねちの無いのに氣が附いた︒

ひながら︑仕事毫の上を見て︑出し

九281 時計屋さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言

出された︒

セットにはさまれて︑明かるい所へ

みた小さな鐵のねちが︑不意にピン

九237

つかうです︒

つて︑潜望鏡だけを出して居るか

せんばうきやう

八備4

かしながら︑外を眺めて居ます︒

して︑ぎょうりきようりと日﹈玉を動

たいまつを出して︑これに火をつけ

僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト

センバウキヤウ

て︑橋の上に投げさせた︒

六野1

イフ長イ管が立ツテ居テ︑︿略﹀︑ソ

た︒

七佃8

旅人が︑わけを話してお禮の
と見たきり何とも言はず︑

金を出さうとすると︑老人は︑ちら

七悩7

布を出して渡した︒

﹁︿略﹀︒﹂と言って︑人夫は財

敷から顔を出して︑﹁︿略﹀︒﹂と言つ

七188

レヤスイカラ︑

ノ上へ出シテ居ルト︑敵二見ツケラ

レサへ水ノ上へ出シテ置ケバ︑四方
三321 そこで︑神さまは︑その國 四伽3サウシテ︑アリッタケノカ
八方ヲ自由二見ルコトが出來ル︒
ヲ出シテ︑南風ヲ追立テマス︒
に︑太い︑太いつなをかけて︑
五154 さうして︑をりく水の上に 六指4 ケレドモ︑潜望鏡ヲタエズ水
ありったけの力を出して︑おひ
きになりました︒

雲の上に

せいくするやうに思ひました︒

三378園サア︑私ガ︑一︑二︑三︑ 五164 水の上にかほを出すと︑氣が

トイッタラ︑一ショ苫舟ヲ出
スノデスヨ︒

三383三人ハ︑一ショ晒者ヲ
出シマシタ︒

三798 天略﹀︒﹂と︑木こりは︑思

三432囹 さあ︑刀を出せ︒

あたまを

はず大きなこゑを出しました︒

四13圏

九377図園

煙草ぼん出せ︒

出してそれをいぢつてみたが︑

九486困

大將が何かたべ物の中にきら
らうとなさいますと︑海の神様は︑

ひな物があると見れば︑三度々々の

七備2

出し︑ 四方の山を 見おろして︑

食事に︑必ず其のきらひな物ばかり

くは
當番が︑農具小屋から︑鍬・

シャベルなど︑いろくの道具を出

九697

見たでせうね︒

ハワイから出した手紙は︑
しゃいました︒

二つの玉を出して︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

出して︑

八462

も感心して︑石のらうから唐綜を出

親を思ふ孝子の心には︑頼朝

かみなりさまを下に聞く︑
富士は 日本一の山︒

ニイサンバ︑汽車ノマド 六538 おや︑誰かが︑しやうじの間

出して︑弟と一しょにたべた︒

四803園 あったら︑早く出して下 六231 むしたさつまいもをかごから
さい︒

四897

たすう一たすける

1090

して來た︒

九桁4 親子とも馬屋の外へ出します
と︑北斗は︑おくびやうさうな目つ

きをして︑始めて見る世界をさも珍
しさうに眺めました︒

はめきく丈夫になりました︒

九佃1 放牧に出してから︑北斗の艦
九伽5 今年も六月から放牧に出しま
したが︑

く見えて︑何だか芸評が悪かった︒

十1310 僕が手を出すと︑骨だけが黒

十︻974図

土人等︑林藏を珍しがり たすけあ・う ﹇助合﹈︵五︶1 助け合

七538団中隊長呼がおとうさん︑班

ふ ︽ーッ︾

葉書は出しておきましたが︑船のな

て他の家に伴なひ︑多数にて取園み

ぐんさう

かたはらにありし内田軍曹

たすけたま・う ﹇助給﹈︵五︶1 助け

入れて介抱す︒

かいはう

は︑急ぎ中佐をざんがうの内に助け

九旧6図

入る ︽ーレ︾

たすけ・いる ﹇助入﹈︵下二︶1 助け

強したり教練したりします︒

兄弟のやうに仲好く助け合って︑勉

長調がおかあさん︑僕等は子供で︑

ごりに︑今日は此の一︑箇月の思出を
そかい

租界内には︑多数の日本

宣る

人を始め各盛人が生活してゐます︒

十一襯2囲

つ＼︑或は抱き或はふところを探る︒

口にこそ出さぬが︑心は

書いて見ました︒

十一湘11
た〜一死報國があるばかりである︒

﹇助﹈︵五︶6

とても助らぬとかくごをきめ
一人でも多く助ってくれる

給ふ

母の命を助け給へと祈り︑それから

先づ鶴岡の八幡宮へ参って︑

︽iへ︾

のが︑私に封ずるお前たちの務では

八412

しかし︑乗客・船員の過半は︑

頼朝の御殿へ上って︑うばと二人で

お仕へしたいと願ひ出ました︒

︽ーケ・ーケル︾且Vおたすけ

この間は︑かめを助け

此の子をどこまでも助けよう

とする母の一念に︑はりつめた兄の

十853

す︒

て下さって︑ありがたうございま

三筆4園

たゴいたかめです︒

三川8湿 私は︑あの時助けてい

うさぎ君︑助けてくれ︒
三683囹

マセウ︒

一527園シシサン︑タスケテアゲ

くださる

﹇助﹈︵下一︶12 タスケル

﹇助船﹈︵名︶
1 助け船
たすけぶね
九描7園 やあ︑助け船︒大蕩々々︒

百人中九十九人まで助れば︑

﹇▽てだすけす

助ける

どうせ助らぬ弟︑頼みにまか たす・ける

﹇裡﹈︵名︶2

めてもの慈悲だ︒

だすき

たすき

かづらをたすきにかけ︑さ＼
の葉を手に持って︑︿略﹀︑こっけい

五37

たすき﹇▽あか

せて一思ひに死なせてやるのが︑せ

十836

さもなければ蹄らぬものと思へ︒

或は自分も生きてみるかも知れぬが︑

十771園

からうじて助ることが出來た︒

十766

ないか︒

十孤1圏

た︒

七334

は︑全く消防の方々のおかげです︒

六987園町の目抜の場所が助つたの

︽ーッ・ーラ︒ール・〜レ︾且Vおたすかる

明日のお客の引出物に︑ たすか・る

午前七時三十分目戦車部隊

末廣がりを出さうと思ふ︒

十二5310園

十二827
長は︑砲塔高く﹁︿略﹀︒﹂の旗を出
して︑前進し始めた︒

十二柵11園私は︑此の心にあること
を口に出して言へないのでございま
す︒

白雲が︑山のふところから

ぽっかり顔を出しては︑見る間に大

十二柵4

きくふくらんで輕さうに浮いて行く︒

私は︑荒なはで枝を釣った

多数

松の根もとに︑そっと顔を出してゐ

十二欄5

﹇多数﹈︵名︶6

る黒い土を見つけた︒

それが果して何轟であるか︑
はっきりはしないが︑かなり多数の

九伽1

たすう

十231囹 すべて上官の命令を守って︑

夏こひし︒

水彩壷︑

自分の職務に精を出すのが第一だ︒
今出して見て

十679囲此の夏かいた

＋備6はるか彼方に︑代るぐ背を
しろ
出しては︑潮を吹く二頭の大きな白

長須鯨を見つけたからである︒

ながす

である︒

十価4 一ぽいの速力を出せといふの

の船は止ってみるとしか思へない︒

十柵3 全速力を出してみても︑自分

中佐が多数の戦死者中︑特

したる陣地を取返さる＼か︒

十一436園人間は︑くちびるや舌を 聲であることを感ずる︒
九悩7図圏 多教の部下を失ひて占領
動かして︑いろく愛つた音聲を出
すが︑考へてみると實に不思議だ︒

十一4310 ふいごで風を吹込むと︑ゴ 九㎜2図

な手ぶりや身ぶりをして︑おもしろ

彼は︑刀の下緒をたすきに掛

に軍・神とあがめらる㌧もうべなりと

たすけ

僥酎で血だらけの傷を洗ひ︑

せうちう

け︑かひぐしく身支度をしてから︑

十857

いふべし︒
れんらく

青森・函館間の連絡船東海丸

はこだて

ムのくちびるが動いて︑生きた人間

た︒

物を積んで︑夜半に青森港を出航し

は︑多数の船客を乗せ︑郵便物・貨

十703

のやうに聲を出す仕掛になってゐま
い す

くお舞ひになりました︒
さげを

えんさき

した︒

十一7410 縁先に出した椅子によりな
がら︑

十一旧1圏途中から︑ちょいちょい

1091
たずさえる一たずねる

心もゆるんでしま っ た ︒

十㎜8囹 淺野内匠の家來の事︑いろ

くお聞及びでございませうが︑何

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねますと︑女は︑

ねだんを問合はせ︑一番安く削る店

男も︑女も︑老人も︑子供も︑

ありとあらゆる人間は︑花を尋ね︑

父も後から來たので︑僕が︑

小転校をたつねて見ると︑

尋ねられても︑聞多には答へ

夜が明けるのを待ちかねて︑

なんぜん

平安神宮を拝して大極殿の

中央試験場をたつねて︑

かうして熱帯の色々をた

は音に聞くインド洋です︒

がスマトラ島の北端をかはすと︑前

つねながら進んで︑七月十五日︑船

十︻粥7團

廣々とした農園や牧場を一巡する︒

十一脳3

い︒

十一1011 春ならば仁和寺の櫻︑秋な
さ
らば廣澤・大澤の池をたつねて︑嵯
が
峨野の昔をしのぶのもおもむきが深

にんな

て途に疏水を見るのも感興が深い︒

面影をしのび︑南風寺の山門を尋ね

そすみ

十一92

お庭師の返事でした︒

尋ねにやりますと︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

十櫛4

る力がなかった︒

十833

も宵居よく勉強してゐました︒

みんなが︑明かるい教室で︑如何に

十269囲

意さうに︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひます︒

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねますと︑父はさも得

九柵4

ましたが︑

こ＼でも︑私は多くの直島をたつね

サンフランシスコでも︑

花に浮かれて出て來る︒

くもう一度川を渡って︑人夫の家

ら︑人夫の後について來たが︑とう
をたつねて行った︒

役人は︑いろくとくはしく
尋ねた上︑人夫を呼出して︑﹁︿略﹀︒﹂

七価2

昨日も市場を見に行かうと

と申し渡した︒

八253団

して︑道がわからなかったので︑遊
わけを尋ねますと︑﹁︿略V︒﹂

んで居た満洲人の子供に尋ねますと︑
八428

と答へました︒

萬壽は︑其の夜ひそかにうば
これから後︑萬壽はうばと心

を連れて︑石のらうをたつねました︒

八437
八457

を合はせ︑折々らう屋をたつねては︑
母をなぐさめて居りました︒

品物を買はうと思ふ人は︑大
ていあつちこっちと店をたつねて︑

八柵9

九546囲

出あひますと︑向かふから︑﹃︿略﹀︒﹄

﹁︿略﹀︒﹂と︑客がふしぎがる

と尋ねるのでございます︒
五679

それは何者であるか︑尋ね

と︑水夫は︑﹁︿略V︒﹂と尋ねました︒

五974囹

﹁︿略﹀︒﹂と叫んで︑たけるは

てまみれ︒

六315

たふれましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑苦し

信長は主水に尋ねた︒

い息の下から尋ねました︒

七822
きんぶ

そのとちゆうで︑この男に 九33

くし
たつさへた關東方の使者は︑櫛の歯

れん
静かに両眼を閉ぢつ＼︑聯

十一49図本道を南に進みで忠僧宗
みくまり

信の墓をたつね︑更に坂道をたどれ

七曲3

至る︒

吉野山こぞのしをりの

︽ーネ・ーネル︾

タヅネル

道かへてまだ見ぬ方の花をたつねん

十一56図圏

尋ねる

﹇尋﹈︵下一︶34

3おたずね

たず・ねる

たずね

たつねる

﹇▽おたずねなさる・おたずねる

ネズミノオトウサンバ︑

ネズミノオトウサンバ︑

ビックリシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅネ

二492
マシタ︒

二52一

ネズミノオトウサンバ︑
頼光がふしぎに思って︑

旅人は︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひなが

ば︑吉野水分神社を纒て金峯神社に

しん

五482園

で買ひます︒

尋

尋ぬる三

たつぬ

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

﹇尋﹈︵下二︶4

を引くやうに京都へ向かったが︑
たず・ぬ
ぬ

船内くまなく

︽ーネ・ーヌル︾

とか助ける道はないかと思ひました

八柵1図圃

九二4図

ず︒

たび︑呼べど答へず︑探せど見え

けれども︑

十㈱2 佛の慈悲によって︑助ける道
でもあらばといふ下心であったらう︒

隊長・將兵の安否を次次に尋ね︑ほ

あんぴ

とんどおのれの苦痛を知らざるもの

たい

袖にくるんで助けたいのは山々であ

十柵4園 自分とても︑彼等を法衣の
るが︑それはかへって彼等の心であ
の如し︒

たつさ

そう

るまい︒

助けな い と こ ろ を 見 る と ︑

十二糾2 徳のある者なら︑天が助け
るはずだ︒

十一一糾2

先生はまだ君子ではないのか︒

僕も︑をぢさんに寄りそって助けよ

十二946 石段を下りる時︑正一君も
うとすると︑

十二旧8 又︑辮護士といふものがあ
つて︑民事裁判では︑原告・被告の

﹇携﹈︵下一︶3

附添人又は代理人として其の主張を

つきそひ

助け︑

たずさ・える
︽−へ︾

十一冊10 すぐ飛行服に身を固め︑軍

へる

ビヅクリシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅネ

ネズミノオトウサンバ︑

マシタ︒

四621

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

二584

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

二554

刀を片手に︑地圖其の他をたつさへ
かういふ時代の人は︑石の

て飛行場に出る︒

十一一112

斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ
さへて山野に狩をし︑

へ寛大の御虜置を請ひ奉る歎願書を

十二㎜6 主家の難を救はうと︑朝廷

たそがれ一ただ

1092

直ちに自動車をやとひ︑

百十五粁の道を飛ばしてカンディー

十一傾10團
の古都をたつねました︒

十一柵8圃 私たちはスエズから約百
さばく
三十粁︑自動車で沙漠を走ってカイ
ロの都をたつねました︒

十一伽1困其の古い文明の跡をたつ
ねるのが︑こ＼へ來る旅人の目的な
のです︒

十一捌7国 カイロ博物館をたつねる
と︑エジプトの古い文明を物語る遺
物が︑何十といふ室にぎっしりと陳
ろ

あいこう

列されてゐましたが︑

十二414 或日︑魯の哀公が孔子に︑
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ や さ し く 尋 ね

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねた︒

十二875
る︒

十二伽3 フローレンスにイタリヤの
古美術をたつねてから︑ベニスへ向
﹇黄昏﹈︵名︶1

たそがれ

かはうとする汽車中のことであった︒
たそがれ

﹇徒﹈︵名︶1

たゴ

て︑五兵衛の指さす方を一同は見た︒

十576 たそがれの薄明かりをすかし
ただ
た球の人ではない︒
けいかう

﹇唯﹈︵副︶7 2

ただ

た団

六313園 これほどに強いあなたは︑
ただ
こ

命からがら逃出した者も︑し

したが︑

六価9
ばらくは︑思いて起る下心に驚いて︑

た球天略VQ﹂と言ふばかり︒
曲の進むにつれて︑用光は︑

自分の笛の音に醇つたやうに︑た球

七355

た球一管の笛に思をこめて︑

吹きに吹いた︒

七357

海賊どもは︑た球一心に耳を

天地にひゴけと吹鳴らした︒

七363

野を過ぎて︑山越えて︑

かたむけて聞いた︒

八25圏

丘ハども皆顔を見合はせ︑

つはもの

た球一筋︑道が白い︒
八669図
た球あきれ居たるに︑

都市が︑まことになつかしいものに

ゑち

た讐暗やみの中をこうくと

思はれる︒

八搦3
ふワき

走るばかりだ︒

吹雪を突いて︑汽車はた球越
ただ自分だけが此のやうに

後平野を北へ北へと進んで行った︒

ご

八㎜6
九262囹

女の子は︑た嵩じつと見まも

小さくて︑何の役にも立ちさうにな
い︒

九2610

つてみたが︑やがてかの小さなねぢ
を見つけて︑﹁︿略﹀︒﹂

皿豊は︑わけて家も貧しけ
れば︑た鷲心に欲しと思ふのみにて︑

九401図

空しく家に憤りぬ︒

へたるま㌦︑腕をこまぬきて弾語ら

早く此の事を大石橋守備隊へ 九407図 一豊︑た球﹁︿略﹀︒﹂と答

ず︒

八756

知らせようとしたが︑電信も電話も

此の色の美しい護法僧は︑書
た球﹁ギャギャ︒﹂と鳴くのですが︑

の間盛に高い木から木へ飛んで︑

九657

敵のためにこはされ︑通信はた球鳩

しかし︑佐吉は何と言はれて

にたよる外はなかった︒

八828

も︑た讐だまって研究の歩を進めた︒

九996

星にも︑名前や番號があり︑

此の邊では︑雪が二米近くも 九796 鹿介もた冨一人︑流を切って
けい
あって︑た鷲一面の銀世界︑快い傾
進んだ︒

八931

しや

斜が幾箇所となく並び績いてるる︒

位置もきまってみるのですが︑た写
ぼんやり見てみるだけでは︑一膿ど

扇は風にひらめきて︑いか
なる弓の名人も︑た球一矢にて射落

八999図

九協4

た窟晴れた夜空に星がきら

夜の燈火をしたって余る轟は︑

にか㌧つてみる︒

くとさえ︑銀河があざやかに中天

九面7

きません︒

れがどうなのか︑さっぱり見学が附

打出の小槌が︑ただ一つしか

すことはむつかしと見えたり︒

八川6

なければ︑何童心といふ高いねだん

み

六329 景行天皇の御子︑やまとをぐ

でせうが︑

此の間︑た冨水と空ばかり眺
めてみた身には︑島上の此の美しい

八備2

た球お一人で︑熊襲をお亡しになり
始は︑た球恐しさで一ぽいで

なの皇子は︑御年十六︑かうして︑

ました︒

六⁝川1

はあり

蛾や︑こがね轟や︑羽蟻が多く︑ど

が

れもこれも︑た匿うるさいだけであ

やがて二百十日が湿て︑農家

るのに︑

九旧8

ますく氣おくれして︑を

はた球風ばかりを心配する︒

九研5図

こくたん

どりか＼らんやうもなく︑た窟元の

したん

如くに從ひ行く︒

らずして︑たぜ黒きぬり机なり︒

十53図御机は紫檀にも黒檀にもあ

雲霞の如き賊兵も引退き︑

うんか

た9城の四方を園みて︑遠攻めにす

十181図

遠くで見た所はた球﹁績き

るばかりなり︒

十317国

の小山ですが︑實はたくさんの島が

されど︑目ざす色はたやす

集ってみるのです︒

く現るべくもあらず︑日毎に焼きて

十492図

は砕き︑砕きては僥き︑果はた讐ば

されど︑喜三右衛門は動か

う然として歎息するばかりなり︒

ざること山の如く︑一念た球夕日に

十499図

一同は︑波にゑぐり取られて

映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

あとかたもなくなった村を︑た讐あ

十595

聞多には答へる力がなかった︒

残ったのは︑たg船長一人で

きれて見下してみた︒

十738

あった︒

た球手まねが言ふQ

十833

手當をしても︑たぜ苦しめ

るばかり︒

十図7園

1093
ただ一ただ

十皿9 さう申し上げながらも︑清少
納言は︑た実有難いと思ふ心で胸が
一ぽいでした︒

が︑約十三粁も行くと︑向かふに大

十伽4 最初はた鷲幅の潤い掘割です
きな水門が現れます︒

十一817

十ニー77

内城の中央景山に登ると︑

が圓くなってみる︒

た窟前の方が角ばってをり︑後の方

んを縦に割って伏せたやうな形で︑

そこから見下す針葉樹林の 十ニー44 前方後置の古墳は︑へうた
中央に浮かぶた窟一つの中

海は︑た球黙々として聲なく黒き︑

十一838

まことに摩周湖こそは︑

島︑カムイシュの鮮かさ︒

北京はた窟異々と︑平にくりひろげ

十一糾5

られた市街だと感ずる︒

これこそは︑我が道を傳へ

しゃか
日のお繹喜泣であった︒

一つあるだけであらうか︒

十一一悩9 太陽のやうな天禮は︑た冨

無事京都に着くことの出町

タぐ たゴ

さうして︑幸はた球それだ

たのは︑た9宮の御使藤子だけであ

十二梱9

つた︒

十二欄6

けではなかった︒

ただ ﹇唯﹈︵接︶12

ノ釘ハ︑イクラ磁石ヲ持ツテ行ツテ

ブラ下ツテ居ルノモアル︒タ寸︑銅

六194中之ハ︑釘ノ先二︑外ノ釘ガ
る時︑た窟だまってみるので︑何だ

十二386園害獣は予の前で教を受け

ねてから深く信頼してみた︒

得るた窟一人の弟子だと︑孔子はか

十二307

た球神のみがしろしめす神秘境だと

たぜ天地がすてきに明かる

いふ感じを深くさせる︒

かった︒

十一伽5

十型3 ただ一直線に掘割が績いて︑
た球眞上︑

見上ぐれば︑

きやうだいは︑たどうつと

しかし︑ベートーベンは

モ︑クツ着カナイ︒

た︒た球自分は尊人であるから︑一

とても助らぬとかくごをきめ

かぼんやり者のやうに思はれるが︑

へくと進むにつれ︑姫路城は︑

生の思出に︑心ゆくばかり笛を使い

﹁ろの門﹂をく江って︑奥 七335
た窒美しいといふだけではすまされ

十二6511

荒波の岸に砕けるやうな調べに︑三

最後は又急流の岩に激し︑

人の心はもう驚と感激で一ぽいにな

十一梱11

た9だまってうなだれてみる︒

十一籾9

りとして感に打たれてみる︒

十一籾1

其の果に大西洋が現れて來るのです︒
十燭7誤字

そらい

た9一人荻生徊篠の言ふ所は違って

をぎふ

天心に 月や＼細し︒
ようん
軍学4 かうした天下の輿論に等して︑

みた︒

奉天はまことに平な大都市で︑

た冨北陵の松林が小高く見えるだ

ほくりょう

十湖10

けである︒

いとも何とも思はなかったよ︒た窟

の考を言へと仰せられたから︑私の

申したのではない︒た讐︑殿がそち

別に槍のことを深く知って
何かで︑びしやっとぶたれたやうな

ほんたうに皆さんの御親切

はありがたうございます︒たご村の

七子8園

思ふ所を申し上げたのです︒
をぢさんは︑た冨もう夢中

お世話になって居ながら︑少しも税

金を納めないでは︑何だか申しわけ

其の聲につり込まれて︑僕
たちも︑た球ありがたい感じで一ぽ

近年になって︑︿略﹀︑やはり

さうであることがわかりました︒

八106

がないやうな氣がいたします︒

そのかみ︑大宮人の梅を

た9︿略﹀︑途中で死んで蹄って來

八564

とです︒

ないつばめも︑かなり多いといふこ

此の修行者こそ︑た窟一す

大路︑今にして思へばた球一場の夢
十二柵3

ぢに道を求めて止まなかったありし

どこで大砲をうつて居るのか

に過ぎず︒

かざし紅葉をかざして往零しけん都

十二研1図

いになった︒

十二951

で故障を直した︒

十一一896

感じだった︒

たまがあたった時は︑痛 七852園

てから死にたいと思った︒

く古いところでは︑た球石を割った

十二8611園

なくなって來る︒

口にこそ出さぬが︑心は
眞南から西十度の方向を目

近事國があるばかりである︒

十一㎜11

た球

十一欄11

たのも氣附かぬくらみ︒

つて︑た窟ぼうっとして︑ひき終つ

十一210図圏 後醍醐天皇の御製に︑

こ＼にても雲井の櫻咲きにけり
た毬かりそめの宿と思ふに

十﹇125 しかし︑京都はた球古い歴
史だけの都ではない︒

ざしながら︑時速四百粁︑ほの暗い

か ん たん

だんごん

十一161 次にか＼げる文章は︑源氏

ざんがい

空をた球一直線に飛んでみるのだ︒

た球其の残骸と無数の弾痕
日本刀は︑た讐切味がよい
らぬところに大なる優秀性がある︒

ばかりではなく︑打合って折れず曲

十一柵9

が︑眞黒に見えるだけだった︒

十一研2

物語の一節を簡輩にして︑それを今
日の國語で表したものですが︑た窟
これだけで見ても︑︿略﹀がわかる
でせう︒

十一3111 堂内の美と荘嚴は︑たgこ
れだけではない︒

ま＼の︑形の整はないものを使用し

同じ石器時代にしても︑ご

玉葉の羽も光を失って︑たぜ扉や垂

今は金物も古びて黒くなり︑ 十ニー01
とびら

にゑがかれた蜜のみが色をとゴめて

てるたが︑

十一3211

みるが︑

ただい一たたかい

1094

た鷲今短いのに限ると申し上げたと

七847圏槍を以て仕へる此の私は︑
ころ︒

た球今蹄りました︒

わかりません︒た球歩兵が木の小枝
わら
や藁をせおって︑土手のかげをかけ
十五2囹

て行くのを見ました︑

八型9 後に︑左に︑右に︑山は恐し

一205圏

たゴ今

オトウサン︑タダイマ︒

タダイマ

て行く︒た窟すべての物は雪にうつ
オカアサン︑タダイマ︒

ただいま ﹇ロハ今﹈︵感︶4

もれて居る︒

た球A7︒

く高いが︑平野は一刻々々細くなつ

九635 鳴く時期が大盛五六月頃に限
一206圏

︽1

六218園
た＼ふ

られてるますから︑わからなかった
﹇称﹈︵下二︶3

た球今︒

十一一905園

へ︾

たた・う

のも無理ではありません︒た球︑其
の聲はいかにも好い聲です︒

十一732圏 しっかり努力なさったら︑

我はた〜

昨日の敵は今日の友︑

語る言葉もうちとけて︑

十906図圃
へっ︑彼の防備︑

きっと此の研究を大成することが出
來ませう︒た球注意しなければなら

彼はた＼へっ︑

ないのは︑順序正しく進むといふこ
我が武勇︒

と

ろ

其の果に能登呂岬の山々が紫に煙つ

の

として︑ひたすらに孔子をた〜へ︑

清澄な水を六十平方粁の面

てるる︒

人麿は︑特に歌の道にすぐ 十﹁悩5

孔子を慰めたことが

積にた〜へて︑十和田湖は︑あふれ

十二9810

れてるたので︑後世歌聖とた︑へら

それが寳石のやうな美し

戦

はげしい職の後︑敵は︑とう

﹇戦﹈︵名︶12

奮うかしは︑すぐに手下の者

六633圏

來ません︒

みだれ飛ぶ

たまに破れて︑

ましたが︑意外にも︑手下が集って

を呼集めて︑戦の用意をしょうとし

六23

く陣地をすてて逃げました︒

五聖1

たたかい

い青さをた︑へてゐました︒

十一衛7囲

るやうに廣がつてみる︒
ごしま

れた︒

か

好風景を以てた︑へられる

たたへる

ナポリは︑我が早見島市の景色に似

十二伽9

﹇湛﹈︵下一︶9

通ったところさへあった︒

こ＼の田も︑あそこの田も︑

船が金門海峡にさしか＼つ
あみ
て︑左右に山を仰ぎながら︑一路藍

ほまれの軍

戦の様子は一向わかりません︒

戦のてがらをかたる

つた︒

八764
戦の眞最中︑鳩は空高く舞上

︑
6
ノ︻
﹂7

をた〜へたやうな水路を進んだ時は︑

あ

釧路市の北方八十粁︑雄阿

を

すると︑水は陸上にた︑へら

旗︑ほまれの軍旗︒

くしろ

た︒

九827其の後幾度か烈しい職があっ

た︒

これを戦の初として︑寄せ

戦ますく烈し︒

明澄の水はどこまでも冷や 九862まことに死物狂ひの戦であっ
かに︑や＼暗い青さをたたへ︑特に

十一809

りに來て︑

寒岳の直下にた︑へる阿寒湖のほと

かんだけ

十︸799

れて︑二つの湖になりました︒

上郷10

何となく胸がをどるやうでした︒

九495團

うひたひたと水がた〜へられて居る︒
かいけふ

掘返した土のかたまりの間には︑も

七274

た﹂へる︽一へ・ーヘル︾

たた・える

彼はた︑へっ︑我が武勇︒

七代七十齢年の帝都とし

て︑咲く花のにほふが如しとた︑へ

十二榴7図

十907糸蘭

とです︒

十二346囹 君子だつて︑困る場合は
ある︒た球困り方が違ふぞ︒

十二鵬4 修行者は︑座を立ってあた

︽一

し奈良の都も︑色移り香失せて年す
た＼ふ

りを見廻したが︑佛の御心も人影も

﹇湛﹈︵下二︶1

でに久し︒

フ︾

たた・う

ない︒た写︑ふとそば近く︑恐しい
あくま

悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣が

ついた︒

びやう

爾岸の絶壁︑あたかも屏

九塒6図

ぶ

十掴9図

絶壁をなす奇岩の下には︑底知らぬ

十二憾3圏姉上は︑私の思ってみる

風を立てたる如く︑流はよどんで底

それは︑目に見えぬ熱帯の傳

大部分は︑我が艦隊のために︑或は

十﹇594図此の月日の職に︑敵艦の

染病との戦でした︒

十㎜10

つとめければ︑

來る敵を射たふし射たふし︑防戦に

通りをおっしゃいました︒た冨ほん

其の密林の傾斜が四方から

こんぺき

のが︑ペンケ︒パンケニつの湖であ

集る底に︑群青の水をた︑へてみる

十一819

十179図
た﹂へる

淵をよどませてるる︒

﹇称﹈︵下一︶4

顔回は孔子をた︑へて︑

つた︒

をたたへた沖の潮にかもめが飛んで︑

千路や子貢が︑︿略V不平 十一棚3 遠く眼を放てば︑紺碧の色
がましく言った時︑顔回だけが平然

十二422

﹁︿略﹀︒﹂と言ってみる︒

十一一397

︽一へ︾nVほめたたえる

たた・える

知らぬ青さをた︑ふ︒
多大

の少しおっしゃり足らぬところが違
﹇多大﹈︵形状︶1

ひますだけで︒

ただい

十一577図 我は急に其の前路をさへ

たゴ今

ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多
﹇只今﹈︵名︶2

大の損害を受け︑

ただいま

1095

撃沈せられ或は捕獲せられて︑

タタカフ

十二844 職の敷十分は過ぎた︒
﹇戦﹈︵四・五︶1一

︽ーヅ︒ーヒ・ーフ︾

オニノタイシャウハ︑

オニ

タタク

ハ︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

タ・クた＼く︽ーイ・ーキ︒ーク︾

たた・く ﹇叩﹈︵四・五︶1一

二682

トイッテ︑手ヲタタイテホメマ
シタ︒

取れないと思ふとくやしくな

陸には大將義纒を始め︑源

こらう

﹇徒事﹈︵名︶1たゴ事
正しい

︽一

これは︑た鷲事でない︒

﹇正﹈︵形︶7

それにつれて︑つり床は正し

更に形を正して言へり︒

して軍艦旗に敬禮する︒

九脳9図

此の國歌を奉唱する時︑我々

日本人は︑思はず襟を正して︑榮え

えり

九欄6

かたち正して言出でぬ︑

ます我が皇室の萬歳を心から祈り奉

る︒

彼が天武天皇の仰のま＼に︑ 十908図工

かういふ法律上の雫があっ

かなり正しい獲音である︒

かすが

人の襟を正さしめ︑

えり

あけ

の廻廊山の緑に映えて︑森嚴自ら

くわいらう

十二欄9図然れども春日の社は︑朱

である︒

の姿が次第に明らかになって行くの

忠臣・義士の眞心があらはれ︑皇國

十二4311 かうして大義名分が正され︑
みくに

に浮かぶやうな氣がする︒

いふ夜明前の神秘な儀式が︑目の前

諸官が威儀を正して列なり︑

奏樂の中に天子が恭しく祈られたと

十一一192

﹁︿略﹀︒﹂と〇

言傳へをそらんじ始めたのは︑三十

つた︒

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十一733囹

十二伽7

とです︒

十二鶴8

十一255

︽ーミ・ーン︾

しばし門前にた︑ずみなが

ら︑其の長方形の入口を通して︑

た場合に︑裁判所は︑︿略﹀︑どちら

せとか︑返金を請求するわけには行

二人は戸外にた〜ずんで︑

や＼遠く二層造の中門を望んだ︒

ただただ

カシヤウソツ

成果ヲ見ルニ及ンデ︑唯々感激ノ極︑

タてくカンゲキ

十一606図園鷹下熱卒モ︑皆此ノ

キ

しばらく耳を澄ましてみたが︑
タぐく
︵副︶1 唯々

十一価3

かないとか︑言渡す︒

の主張が正しいかを判断し︑金を返

たたず・む ﹇停﹈︵五︶2 た＼ずむ

たゴ注意しなければなら

ほろびてしまふかも知れないのであ

の尊い歴史も文學も︑彼の死と共に

が國の正しい古傳︑つまり神代以來

十一6310此の人がなくなったら︑我

饒年前のことである︒

我が國の正しい古記録を讃み︑古い

十一636

く一定の場所に納められる︒

九351

イ・ーク︾←きりつただしい

ただし・い

十525園

ただごと

牛若丸は︑その時︑あふぎ

でべんけいのうでを強く

三455

見ると︑かめを一びきつ

た︑きました︒

三佃6
かまへて︑ころがしたり︑た︑いた

りしていぢめてみるのです︒
四252﹁︿略﹀︒﹂ト︑手ヲタ・イテ︑
シタ︒

笑ッテヰルモノモアルヤウデ
五821

八棚1図

つて︑木のみきをとんとた㌧く︒

三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と

よしっね

氏の兵ども︑馬のくらをた︑きて

つはもの

烈しく職ふ折しも︑いかなるはずみ

海には平家の軍勢︑ふなば

喜びたり︒

八棚2図

や

弟与五郎︑これを敵に見せ

そっと行って︑磨く背中を

たをた︑きて︑どっとほめ上げたり︒

九975
た︑く︒

十173図

ちつじょ

此の世を不道理や罪悪の行
はれない︑平和な秩序正しいものに

十二旧9

することが其の目的である︒

じと矢面に立ちふさがり︑進み出で︑
にの＼しれば︑

サ︒ーシ︾

これだけ︑た︑いてしまはただ・す ﹇正﹈︵四・五︶7 正す ︽一

﹁︿略V︒﹂と︑胸をた︑いて聲高らか

う︒

十673園

たら︑其のすきに乗じて彼等は何を

た︑いてるる︒

つて︑樽を廻しながら︑トンくと

艦長を始め乗員一同は︑皆姿勢を正

タ︑タ︑

︑︑︑︑

十二872 をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言 九3810 ﹁君が代﹂のラッパが奏せら 言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒
ゑいへいたい さしげつト
たたたたたたたた ︵感︶一 タ︑ タ︑
れ︑衛兵隊は下痢の敬禮を行ひ︑

したかわからぬ︒

に分れて︑長く戦ふやうにでもなつ

十二鵬11 若し︑日本が官軍と朝敵と

くこと能はず︒

來り攻むれども︑城兵善く戦ひて抜

十二735図 武田勝頼︑大軍を率みて

たけだかつより

新左衛門を組伏せてしまった︒

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の

九913 二人はしばし水中で三つたが︑

らを立てた︒

九778 鹿介は︑職ってしばく手が

に取落したり︒

にか︑わきにはさみみたる弓を海中

八梱4図 義纒馬を海中に乗入れて︑

此の成功を見たのである︒

戦ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に

八856 彼が織機の研究を始めてから

烈しく戦った︒

十日とつぜん優勢な敵軍に出あひ︑

八754 錦州へ向かった我が軍は︑三

途はなく︑戦ふにも武器はなかった︒

七333 用光は︑逃げようにも逃げる

シタガ︑トウトウマケマシタ︒

イッシャウケンメイニタタカビマ

一713

戦ふ

たたか・う

たたかう一たたたたたたたた

たたたたたたたたたた一たち

1096

タ︑

十二897 タ︑タ︑タ︑タ︑︑︑︑︑︒
︑︑︑︑

︵感︶一

タ︑タ︑タ︑タ︑タ︑

タ︑タ︑タ︑タ︑ タ ︑

たたたたたたたたたた

十一悩8

タ︑・⁝︒
ただちに﹇直﹈︵副︶11たゴちに直

しむ︒
いうよ

勝商︑城内の苦しみを思

た﹂み

畳﹇▽

十859

せうちう

彼は︑︿略﹀︑焼酎で血だらけ

た＼む

︽一

の傷を洗ひ︑有合はせの小さい畳針
で傷日を縫始めた︒

﹇畳﹈︵五︶2

べき鋭さを︑かすみの如く包んだ一

そこらにランプがあり︑め

道の和平がただよふ︒

十二205

がねがあり︑天ぷらのにほひがたぜ

よひ︑

たち

これは海神のた㌧りであら

﹇立﹈←おたち・こだち・なかだ

﹇達﹈﹇▽あねうえたち・あねた

ち・ゆうだち

たち

う︒

七43園

しわくちゃにた〜まれて居た たたり ﹇出示﹈︵名︶1 た＼り

︽ーッ・ーヒ・

タぐヨフ

大理石でた︑まれた無形の

たゴよふ

ち・おおみやびとたち・おじさんた

ち・かぞくたち・かんじょたち・きみ

えたち・おんなのこたち・がくせいた

ち・おとこたち・おはらめたち・おま
白イ綜ガ︑夕風ニユラレナガラ︑フ

何十本トモ知レナイ︑細イ︑
ハフハト空中ニタ寸ヨツテ居ルノハ︑

たち・しょくにんたち・せいねんた

ち・けらいたち・こどもたち・じぶん

たち・きゅうしんたち・きょじゅうた
をんどる

どの家も温突をたき出したと

せんちょうたち・せんどうたち・そな

ち︒せいびいんたち︒せんせいたち・

たたち・ちょうしんたち・でしたち・

てるる︒

十一868

てんじょうびとたち︒てんにんたち・

遠くからた球よふやうに汽

見えて︑紫色の煙が村中にた球よつ

十624

ホンタウニキレイデシタ︒

五783

ーフ︾且vみちただよう

ただよふ

﹇漂﹈︵四・五︶8

祭壇の前に立つと︑

十ニー811

羽が︑見る見るのびて來ます︒

七986

マ︾

たた・む
勝頼︑怒りて直ちにこれ

へば一刻も猶輸すべきにあらずとて︑

十二7510図
直ちに引返す︒

十一一769図

﹇畳﹈︵名︶3

父も︑ぢ㌧いも︑た㌧みの

上で死にました︒

五681園

それでは︑あなたも︑た︑

みの上がこはいでせう︒

五683園

風はあるといふ程でもないが︑

畳

花びんのす㌦きがゆれて︑其のかげ

七囲2

﹇砂上﹈︵下一︶1

が墨の上にちらついて居る︒
たたみあ・げる

笛が聞えて來るのは︑カムチャッカ

いたいさんたち・へいたいたち・ぼく

ともだち・のうふたち・ひとたち︒へ

小船のせま苦しい船室に︑しばしの

かうして︑北洋にた榎よふ

沿岸へ航する汽船であらうか︒
からぎっしりと密林を嵩み上げ︑

周園の絶壁は︑これも水際十一878
所々﹁しらかば﹂の立枯れが︑白骨

たち・まんじんたち︒むすめたち・も

のたち・やくにんたち・やまぶした

夢が結ばれる︒

ち・ゆうじんたち・らいこうたち・ろ

うじんたち・わかものたち・わたくし

所々に白雲がた球よつて︑

十一伽11

たち

來らば青れ︑恐れんや︒

波にた緊よふ氷山も︑

十一918図圃
﹇畳重﹈︵五︶1
正面にや＼遠くか＼る瀧は︑

そこには︑鐵壁をも貫ぬく

八撹6図

されども義纏は︑太刀にて

ち・ひげきりのたち

たち ﹇太刀﹈︵名︶2 太刀﹇▽おおた

中腹をおほひ︑峯をかくし︑早々の

十一剛⁝3

雪渓と相映じて︑山々を奥深く見せ
畳針

下にた︑み重なる岩間を縫ひながら︑
﹇畳針﹈︵名︶1

る︒
たたみばり

分流曲折して橋下へ注ぐ︒

十453

た㌦み重なる︽ール︾

たたみかさな・る

のをどるやうにあらはである︒

十﹇8311

み上げる ︽ーゲ︾

ただよ・う

國立公園阿寒は︑た讐に北

たゴに

←まっただなか

を殺せり︒

ただに

ただなか

たたみ

とに天下の絶勝だと私は思った︒

海道の誇であるばかりでなく︑まこ

十一849

﹇蛍﹈︵副︶1

八柵4図 直ちに弓に矢をつがへ︑ね

ちに

らひを定めてひようと放つ︒

九㎜6図 直ちに飛びか﹂らんと思へ
ども︑其の人の饒りに落着きたるに

けた＼まし︑もずの音︑

野路を行く人影た鷲ち ふねのうえとたたみのうえ

氣をのまれて︑近寄りがたし︒

十76図圃
に消えて︑
梢はいっこ︒

全軍に出動を命じ︑先づ小巡洋艦を

十一554図 東郷司令長官は︑直ちに
おきのしま

して︑敵艦隊を沖島附近にいざな
ひ寄せしむ︒

十一569図 敵の先頭部隊は直ちに砲
火を開始せしが︑我はこれに鷹ぜず︑

十一586図 よりて鳶職艦隊及び巡洋
艦隊は︑直ちに東方に向かって敵の
進路をふさぎ︑

十一幽9囲 直ちに自動車をやとひ︑
百十五粁の道を飛ばしてカンディー
の古都をたつねました︒

十一閥11 如何に鋭利な刀でも︑斬合
つて直ちに折れたり曲ったりするも
のは︑實用にたへないから︑

織田信長に見えて長篠城の急を告げ

お だのぶなが

十二755図 家康︑直ちに勝商をして︑

1097

六854

やがて其の日の生計も立ち

しゃんはい

立枯れ

立ちこ

朝夕立ちこむるうすもやに︑
﹇立籠﹈︵下一︶2

立ち

が︑やがて手をあげて敬凄し︑につ

しばらくありて老人來り︑

こりと笑って立去った︒

十961図

一巻の書を取出して張良に與へ︑

むらやま

立ち立つ

﹁︿略﹀︒﹂とて︑いっこともなく立去

りたり︒

︽ーツ︾

登り立

國原は煙立ち立

海原はかまめ立ち立つ︒

﹇立止﹈︵五︶2 立止る

其の眞劒な檬子を︑僕は立

止ってじっと見つめてみた︒

十二922

た︒

そこに立止って︑じっと見つめまし

八693 ﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑彼は

︽ーッ︾

たちどま・る

十二棚8五宝

つ︑ 海原はかまめ立ち立つ︒

ち國見をすれば︑

とりょうふ天の香具山︑

十一一棚7図韻 大和には群山あれど︑

あめ

たちた・つ ﹇言立﹈︵四︶2

周園の絶壁は︑これも水際

﹇立枯﹈︵名︶1

十一8311

たちがれ

りて︑手助けする者一人もなし︒

がたく︑弟子たち此の師を見限り去

﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑おと 十496図

熊手を防ぎく︑遂に弓を拾ひ上げ
うさんが立上られた︒
私も立上った︒

相手はばかにすばしこいや

込んで來た︒

所々﹁しらかば﹂の立枯れが︑白骨

つで︑立上るが早いか︑いきなり打

七擢4園

八658図

のをどるやうにあらはである︒

立合ふ

﹁︿略﹀︒﹂かう叫んで︑狼介は 六855

て陸に上る︒
九812

﹇立合﹈︵五︶3

太刀を投捨てた︒

身ぶるひして立上れり︒

からぎっしりと密林を畳み上げ︑

七宝2囹 先方はほんの青二歳で︑相

立會ふ

とたんに︑鹿介はむっくと立 たちき・る ﹇断切﹈︵五︶1 噺切る

されど︑三匹は無事に下り︑

手にするのもばかくしかったが︑
九821

行く︒

たちこ・む

﹇立籠﹈︵下二︶1

ンクで南京や上海方面に運ばれて

なんきん

た二つながぼんく断切られ︑ジャ

材木と材木とをく＼り附け

立合ふだけは立合ってやったよ︒

金さんの指さす方を立上って

見たら︑岡の青葉がくれに︑それら
中佐︑目を見張りて︑軍刀

しいものが見えた︒

九欄7図

を杖に立上らんとす︒

たちこ・める

うた︑春のかすみを思ふこと切なり︒

十柵10図

水兵は驚いて立上って︑しば む ︽ームル︾

らく大尉の顔を見つめてみたが︑や

十1910

がて頭を下げて︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑

︽ーク︾

並ぶ

︽ービ・ーブ︒iン︾

もやが水の上に立ちこめて居 たちなら・ぶ ﹇立並﹈︵四・五︶4 立ち

一つ又一つ︑血走る眼に見 こめる ︽ーメ・iメル︾

其の手紙を差出した︒

十513図

十二287

︽ーラ︾

心志2園 立合ふだけは立合ってやつ
たよ︒

ば い しん

︽ーケル︾

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と大聲に呼びながら︑

立上りかける

﹇立上掛﹈︵下一︶

にあっかる場合がある︒

れた十二人の陪審員が︑事實の判断

検事が立會ひ︑又人民中から選定さ

十二塀5 さうして︑刑事裁判では︑

1

たちあがりか・ける

八欄8

文治が立上りかけると︑ともに居た
船方が︑﹁︿略﹀︒﹂とどなった︒

ます︒

七75
立上

つめつ＼︑窯より皿を取出しみたる

﹇ 立 上﹈︵四・五︶14

彼は︑やがて﹁︿略﹀︒﹂と力ある聲

たし

﹇立去﹈︵四・五︶3

て︑濃霧が一面に立ちこめる︒
たちさ・る

錦の御旗を肩にかけ︑相手を

︽ーッ・ーリ︾

十242

大小八千以上の工場がこ＼に

大木が立ち並んでみて︑

七633

ら︑たえず黒い煙をはき出して居る

あって︑林のやうに立ち並ぶ煙突か

のです︒

立ち並ぶ家々︑燈

しめやかに︑夜の霧ち

またをつ＼み︑

十82図引

火うるむ︒

水兵は頭を下げて聞いてみた 十ニー710 壮麗な宮殿が歩むねも立ち

附き奉った︒

場を立去った義光は︑やがて宮に追

にらみつけながら︑いうくと其の

七594

立去る

のおそい北洋にもタ暮が次第に七つ

十一867此の作業が終る頃は︑日没 五76囲 千年忌たったかと思はれる

る ︽ ー ッ ・ ー ラ ︒ ーリ・ール・ーレ︾

に叫びて立上れり︒

氣丈にも聞多は立上って︑刀

太刀風

ひき終ると︑ベートーベン
﹇太刀風﹈︵名︶1

しかし︑鹿介の太刀風はさら
に鋭かった︒

九807

たちかぜ

は︑つと立上った︒

十一欄6

を抜かうとした︒

十804

六304 今までやさしくお給仕をして

柵にかけて︑立上りました︒

六415 さうして︑三匹とも︑前足を たちがた・し ﹇立難﹈︵形︶1 立ちが

りました︒

の足音を聞きつけて︑すっくと立上

日をあびてすわって居ましたが︑私

六412 親山羊は︑柵のきはに︑秋の

きました︒

︿略﹀劒を抜いて︑たけるの胸を突

居た少女は︑すっくと立上って︑

たちあが・る

砿石10

上った︒

︽ーッ・ーヒ・ーフ︾

たちあ・う

たちあう一たちならぶ

たちのく一たちまち

1098

十168図

ふさがる
こらう

弟彌五郎︑これを敵に見せ

﹇忽﹈︵副︶33

にの＼しれば︑
たちまち
ち

たちまち

忽

﹁︿略﹀︒﹂と︑胸をた＼いて聲高らか

じと矢面に立ちふさがり︑進み出で︑

や

︽ーリ︾

並び︑其の黄金色の瓦屋根が青空に

立ちの

輝かしい︒

︽ ーゾ・ール︾

﹇立上﹈︵五︶5

たちのく ←おたちのきくださる
立上る

たちのぼ・る
ぼる

三梱2すると︑中から︑白いけむ
りがすうと立ちのぼりました︒

移れる

軍神

忽ち失せて︑

うらみぞ深き︑

飛來るたまに

勇ましい掛聲で︑船は忽ち海

其の名残れど︒

旅順港外︑

中佐︑
廣瀬と

八伽6

忽ち窓外に雪の降りしきるの

へ引下される︒

八欄3

が見られる︒

めた︒

九347

此の號令で︑朝の静かさが忽
忽ち狼介の大きな膿が︑鹿介

ち破られ︑

れたり︒

橘中佐︑眞先に立ちて敵中
忽ち砲弾の一破片︑其の腰

ひかく

は︑忽ちそこに吸附けられてしまつ

た︒

忽ち一大音響と共に︑ロシヤ

汽船の船首は︑東海丸の船腹を立つ

十724

しょうよう

かうけつ

四十歳を一期として︑從容

いちご

てしまった︒

十768

死についた船長久田佐助の高潔な心

事は︑忽ち世に傳へられ︑日本全國

一島未だ去らざるに一島

の人人をして涙をしぼらせた︒

十﹁525図

更に現れ︑水路きはまるが如くにし

烈しく敵を砲撃せしかば︑

てまた忽ち開く︒

敵の艦列忽ち煮れ︑早くも職列を離

十﹁571図

る＼ものあり︒

我が艦隊は︑東郷司令長

官の命により癖毛島附近に集りて

うつりよう

十一584図

敵を待ちしが︑忽ち東方に交りては

空も海も急に言葉になつ

るかに着信の黒煙を見る︒

たと思ふと︑忽ち恐しい程の大雨で

十一柵8国

す︒

夜間ながら︑見事な編隊群

が忽ちの中に下五上った︒

十一欄5

が上る︒

上方に︑こもぐ花火のやうな白煙

大空から勢よく落下する水の 十一榴7 忽ち我が編隊群の下方に︑
太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊

火に包まれた敵機が直下に落ちて行

此の美しさに︑しばし見と 十一悩9 忽ち黒煙を吐くと見る間に︑

く︒

村から海へ移した五兵衛の目

は生まれてもやがて死ぬ︒

十二佃8花は咲いても忽ち散り︑人

れたる喜三右衛門は︑ふと逆撃ひけ

十536

窯場へ引きかへしぬ︒

ん︑﹁︿略V︒﹂とつぶやきて︑忽ち又

十485図

になって︑次から次へ投げ下される︒

十468

大空の虹︑

にじ

が忽ち晴れた後の目もさめるやうな

ならぬ︑すさまじいスコール︑それ

十311囲

内地の夕立とは全く比較に

にあたり︑中佐はどうと其の場に倒

九宗2図

にをどり入り︑忽ち三人を斬倒す︒

庸愚4図

の上にのしか﹂つた︒

九818

龍頭を廻すと︑今まで死ん

五櫛9圏此の一つは︑しほみつ玉と

ち愉快さうにかちくと音を立て始

だやうになってみた懐中時計が︑忽

りゆうつ

申して︑これを水につけると︑たち

はげしい震動に︑此の家も︑

ところが︑火は︑たちまち元

風は忽ち大波を巻起し︑波は

潮がずんく引くので︑舟は
待ちかまへて居た彼等は︑忽

今はとボートに

九312

十町5 鞍山の製鋼所から茶色の煙が
まち海水が漏ちて來て︑一面の大水

あんざん

立ちのぼり︑ほのほが勇ましぐ見え

となります︒

る︒

かいみそ汁から︑ ほかくと立上

十二806圃白い御飯から︑ あた＼

今一つは︑しほひる玉と申

して︑これを水につければ︑どんな

五摺3囹

る湯氣を見つめながら︑私は︑さ

大水でも︑たちまち引いてしまひま
す︒

六739

た︒

八価3誤答

れ︑忽ち一せい射撃を受けた︒

八771

すると︑今度は敵軍に正見さ

ち其の人を殺して首を取ってしまつ

八178

忽ち海へ出ました︒

七82

船を木の葉のやうにゆり動かした︒

七36

帥の家をおそった︒

六㎜6

い落ちてしまった︒

たちまち壁はくつれ︑屋根瓦は大て

六情4

たちまち五六千人も死んだ︒

賊は︑坂からころげ落ちて︑

くくと白菜をかむ︒
十二撹4 廣い平原には︑民家のかま
どの煙があちらこちらに立上り︑海
のやうに廣い池には︑かもめがあち
らこちらに飛立ってるる︒

十二欄11 草の芽の間から立上る水蒸
氣のかげもなつかしい︒
たちばな

橘中佐

たちばなちゅうさ ︹課名︺2 橘中佐
九目14 第二十七 橘中佐
たちばな

﹇橘中佐﹈︹人名︺2

九欄8 第二十七 橘中佐
たちばなちゅうさ

橘中佐
にをどり入り︑忽ち三人を斬倒す︒

九旧3図 橘中佐︑眞先に立ちて敵中
九塒10図 橘中佐は︑平生志堅く︑勇
氣に満ちたる軍人にして︑上を思ひ︑
部下をあはれむ心深かりき︒

たちふさが・る ﹇立塞﹈︵四︶1立ち

1099

たいしゃくてん

は︑忽ち端嚴な帝繹天の姿となつ

たんごん

十二柵7 と見れば︑あの恐しい羅刹
て︑修行者を空中に捧げ︑さうして
恭しく地上に安置 し た ︒

十二欄5 そればかりか︑追討の官軍
徳川の恩義を思ふ菖臣たちが︑おめ

が忽ち江戸表に押寄せるとすれば︑

立ちも

おめと江戸城を明渡すはずはない︒
﹇立戻﹈︵四︶1

︽ーリ︾

笑ひて行過ぎしが︑やがて立ちもど
立寄る

り︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひすてて去れり︒

﹇立寄﹈︵五︶1

︽ ー ル ︾ 且 ﹀ お た ちよりくださる

たちよ・る

ミヨ子サンバ︑川下ノ土
大なぎなたをもった︑青き

バシノ上二立チマシタ︒

三376
三423

下界へ行くとちゆうに︑お

て居ました︒

五967囹

そろしい男が︑道をふさいで立って

猿田彦のみことが︑先に立つ
私ガ︑ニノーサント並ンデ立ツ
テ居マスト︑

五価4

て︑御案内申し上げました︒

五㎜8

いで立って居るあなたこそ誰です︒

居ます︒
な男が立ってゐます︒
三947 ソノ自動車ニノッテ來タ 五988園 おそれ多くも︑天孫に＼ぎ
のみことの︑お通りになる道をふさ
ラシイ︑三人ノ知ラナイヲヂサ

ンガ︑立ッテヰマシタ︒

三江2 私タチハ︑自動車が見エ
ナクナルマデ︑立ッテ見テヰマ
シタ︒

立ってゐました︒
﹁︿略﹀︒﹂といって︑先に立って

四637女は︑大そう喜んで︑

人らしいインド人が出て來て︑片言

そのそばに︑鬼の番兵

道あんないをしました︒

シタ︒

僕︑立ツテ居マスカラ︒
席ハミンナフサガツ直上二︑

五鵬2園
五三5

オバアサントヲバサンガ︑チ

立タウ︒

立ツテ居ル人モ︑タクサンアリマシ
タ︒

五二9園

四643

が︑鐵のぼうを持って立って

立つ

﹇ 立 ﹈ ︵ 四 ・五︶87

五梱6

ます︒

た・つ

ゐました︒

イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二

いそ

沖の波は︑

す足にを

喜をさ㌧やき︑

岩角に立てば︑

目が附イテ居ルカラ︑

七17幽

さやくと

ぢざう
其の松の下に︑石の音量様が

のしぶきは︑ひやくと

どる︒

七208

昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀三年

立っていらっしやる︒

の間租税を免じて︑民のかまどの煙

そぜい

七728

稻田に立てば︑

の立つやうになったのを諭そうお喜

雀見上げて

びになりました︒

又旅客飛行機で朝立てば︑

今日もからりと 秋びより︒

七洋2幽

八226囲

翌朝にはもう東京の土がふめるので

夕方には大阪へ︑それから汽車で︑

す︒

敷石を見つめたま＼

パン箱を胸に下げて立って

八292囲其の下に︑老いたロシヤ

人が︑

乙女の身代りに立ちたうご

動か

みる︑

うともしない︒

八385囹

からいと

ハ︑スグ立ツテ︑席ヲユヅリマシタ︒

先生はいつも眞先に立たれて︑

もうくと雪煙が立つ︒

へさきに長き竿を立て︑赤

き扇を取附け︑一人の官女其の下に

八977図

八953

聲を掛けて僕たちをはげまされた︒

急な坂にか＼ると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑掛

八919

いて︑姫は中にはいりました︒

うばを門のわきに立たせて置

ざいます︒

六75

ふり向くと︑私の後に︑おと

いからして立って居ます︒

六443

うさんが︑にこくしながら︑立つ
ていらっしやいました︒

ばくらうが牛を連れて薫りか
けると︑うち中の者は︑みんな︑門

六685

僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト

センバウキヤウ

．口に立って見送りました︒

六柵8

八439

二人の強さうな大乱が︑目を

ヤウド私タチノ前へ來三時︑短調チ

︽ ー タ ・ ー チ・ーッ・ーツ・ーテ︾

白兎は︑痛くてたまりませ

んから︑はまべに立って泣いて

四968

ゐました︒
あすは︑朝早くおきて日の
出ををがみ︑それから京都へ立ちま

五103困

たつ・つきたつ・とびたつ︒なりた

私も︑ねえさんと一しょに︑

か＼しは︑田の中に立って四
方を見て居るので︑何でもよく知つ

五616

きました︒

そこを立って︑らくだの居る方へ行

五424

す︒

タ︒

ルガハル立ッテ︑ヲドッテヰマシ

二65一 ドノオニモ︑大シャウノ
オニ 武相ジギヲシテハ︑カハ

つ・もえたつ・やくだつ

つ・のぼりたつ・ひらめきたつ・めだ

だっ・そそりたつ・そばだつ︒そびえ

いたつ・おりたつ・けずりたつ・さき

うきたつ・おたちのきくださる・おも

←あいたつ・いでたつ・いさみたつ・

起つ

立ツ

の英語で盛にあいきやうを振りまき

十一襯10国 とある店に立寄ると︑主

五価9 スグ前ニカケテ居タヨソノヲ
を枝の間から見たまへ︒
ヂサンガ︑私ノ顔ヲ見ナガラ︑
四595 大きな岩があって︑その
﹁︿略﹀︒﹂ト言ツテ︑立ツテ下サイマ
そばに︑一人のおちいさんが

十942図老人足にてこれを受け︑打 四457園 こ＼ に立って︑お月様

どる

たちもど・る

たちもどる一たつ

たつ一たつ

1100

立ちて︑陸に向かひてさしまねく︒

代るぐ立って︑コロンブスの成功

八梱8 一日祝賀會の席上で︑人々が
を祝しますと︑

八伽5 これを聞いたコロンブスは︑
しょくたく

つと立って︑食卓の上のゆで卵を
取り︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

八伽2 人々は︑何のためにこんな事
を言出したかと思ひながら︑やって
みましたが︑もとより立たうはずは
ございません︒

九226図圃 かすみ立つ長き春日を子
供らと手まりつきつ＼この日くらし
つ

九255 あれは何の役に立つのであら
う︑これはどんな所に置かれるので
あらうなどと考へてるる中に︑

九261園 一かどの役目を勤めて世間
の役に立つのに︑どれもこれも不足
は無ささうである ︒

九263園 ただ自分だけが此のやうに
小さくて︑何の役にも立ちさうにな
い︒

九519国

明後二十五日にこ＼を立つ

二十九日の朝︑ロスアンゼ

て︑南のロスアンゼルスへ行くつも
りです︒

九55ひ田

淺野内匠の家來の事︑︿略﹀︑

り聞多の雨足をつかんで︑前へのめ
らせた︒
十儒9園

何とか助ける道はないかと思ひまし
たけれども︑左様致しては政道が立

さばく

ルスを汽車で立って︑夕方︑アリゾ

じらう

彌次郎と北八は︑江戸を立つ

寺門を出で︑こけむしたる

を刻んで︑

今こそ︑二千七百六十三米

の最高鮎に立つたのである︒

十一伽10

太古其のま＼の原始林には︑

所所天壽を全うした大樹が︑立つた

十一柵8

ま＼枯れてみるのがあり︑倒れて渓

流に横たはってるるのがある︒

スエズ運河の北の端にあ

る此の港には︑運河を開いたレセッ

十一齪8囲

東洋への道を指さしてゐます︒

友人がそっと立って窓の戸

プスの銅像が皇座古同く立って︑遠く

さて辞所に立って恭しくぬ

坂道を下りて︑那智の瀧の正面に立
十一103

をあけると︑清い月の光が流れるや

うに入込んで︑ピヤノのひき手の顔

じゃき

一度起ってこれを振るへば︑

なぎさに立ちて昔をしの

大理石でた＼まれた圓形の

十二402園私が力のあらん限り修養

な氣がする︒

神秘な儀式が︑目の前に浮かぶやう

祭壇の前に立つと︑︿略﹀夜明前の

十ニー91

のあたり見るが如く︑

向かひあひ給ひけん神々の姿︑今ま

べば︑そのかみ此の所にいかめしく

十一一81図

ば︑大鳥居ありて我が行手に立つ︒

思ひつ＼︑人々の群にまじりて行け

十二43図参詣にはよき日なりなど

は自ら清明となる︒

惰氣も才学も一瞬に霧散して︑心氣

き

ベートーベンは立って出か

を照らした︒

けた︒

十一倣3

二重の玉垣の奥に鎭まりいますので

其の子が尼さんのそばに來

した道標が立ってるる︒

僕等が今立ってるる所と︑
向かふの山脈との間は︑千尋の漢谷

十一旧2

だ

そばにるた女の一人は︑ 十一柳11

小沼︸帯が狐で立ってるる
夏草の茂るに任せた︑音一

もくさく

朽ちた木柵の中に︑菊花の
刻した石標が立ってるる︒

御紋章と大日本帝國境界の文字とを

十﹁㎜1

一種のわびしさを感ずる︒

つしない國境線に立つと︑何かしら

十一餅10

のださうだ︒

十一悩10

つて向かふへ行った︒

﹁︿略﹀︒﹂かう言って︑雀を探しに立

十一1810

て︑立つたま＼しくく泣出した︒

十﹇178

ある︒

かづけば︑明治天皇は︑かしこくも

十一籾7

つ︒

十捌9図

たないおちいさんが︑

六宮10園中風で︑足もろくく立

ちゅうぶう

ちませず︑

高層建築の最上階に立って

ナ州の沙漠にさしか﹂りました︒

九608團
眺めたニューヨークは︑それこそ天
下の奇観です︒

高い建物が︑まるで墓場の

石塔か︑記念碑の林のやうに︑によ

きねんひ

九6010囲

さみだれの晴間うれしく︑

きによきと立ってるます︒

九719図圏

白弔云

はや夏の暑さを

野は輝きて︑

そこで︑先づ眞北へ向かって

通す日影に︑

野に立てば

を
おぼゆ︒

九998
や

立って見ませう︒

九位1

て︑東海道を歩いたり︑かごに乗つ
たり︑馬に乗ったりしながら︑二日
目の夕暮に︑小田原に着きました︒

立つたり︑すわったり︑下駄

ばきのま＼で︑がたく笑んでゐま

九㎜1

すと︑とつぜん底が抜けて︑湯はす

九288 それでは︑自分のやうな小さ
な者でも︑役に立つことがあるのか

つかり流れ出てしまひました︒

橘中佐︑眞先に立ちて敵中
にをどり入り︑忽ち三人を斬倒す︒

九個3図

しらと︑むちゅうになって喜んだが︑

てるるのだ︒

九324園自分もほんたうに役に立つ

﹁︿略﹀︒﹂と答へるが早いか︑

後に立つた今一人の怪漢が︑いきな

十797

つと立ってるる︒

九5010国坂町を上って小高い所に立 十646 井戸端のうるしの木が︑ぬう 十一協1 中国温泉から四・六粁と記
つと︑きっと港の景色が︑高い建物
の間や美しい町の上などに︑油書の
やうに見えます︒

1101

たつ一たつ

しても︑先生は︑何時でも更に高い
所に立っておいでになる︒

ぬ

と火柱が立つたと思ふと︑すぐ火え

十二836 敵戦車の機關部にばつく

ひんがし

んを上げ始める︒

其の退路を完全に断って︑

諸隊は︑其の退路を絶ちて︑

十二858
高く日章旗をひるがへすのは︑今夜
イタリヤもかつては其の例

か︑明朝か︒

十二伽一

たつ

二三ニチタッテ︑シシガ︑

タツ

にもれなかったが︑今は殆ど其の跡
を絶ってしまった︒

ニー05

スコシタッテカラ︑太郎サ

ワナ三重カリマシタ︒

一521

︽ーチ・ーッ・ーツ︾

た・つ ﹇経﹈︵四・五︶26

十二982図圃東の野にかぎろひの
人麿の歌である︒

立つ見えてかへりみすれば月かたぶ
きぬ

十二佃3 修行者は︑座を立ってあた
りを見廻したが︑佛の御忌も人影も
ない︒

十二伽1 時々大通は︑川じりが三角

樂しくお暮しになって居ましたが︑

二日たっても︑三日たっても
三日たっても汲みに來ない︒

汲みに罪ない︒

六746
六747

七日たって︑波にゆられゆら
くし

七58

あと一月妊りもたつと︑そ

れ︑一枚の櫛が海ベへ流れ着いた︒

七468園

ところで︑わっか百重ばか

ろく花が咲きますよ︒
七774園

りの場所の修理が︑二十日もたって︑
まだ何も出雲て居りません︒

七788園今︑職事の世の中に︑わっ
か百間程の修理が二十日たっても出

八419

さて蔭言は︑誰か母のうはさ

心のま＼に動くやうになった︒

綜にでも引かれるやうに︑藤吉郎の

三日程たつと︑三つの隊は︑

ンバ︑オカアサンニイヒツカッ

この子は︑ずんく大き

をする者は無いかと氣をつけて居ま
したが︑十日たっても二十日たって

もう二三年たったら︑君

ちん
それから数年たって︑陳・

たちも槍へ登れるよ︒

半月程たって︑或日曜日︑

票の厄があった︒

さい

十二333

十一一918

﹇立﹈︵下二︶12 立つ ︽ーツ・

僕は朝早く運動に出かけた︒

ーテ︾←おしたつ

た・つ

見下せば︑幾百丈の谷は︑

びやうぶ

八649図

へさきに長き竿を立て︑赤

あたかも屏風を立てたるが如し︒

き扇を取附け︑一人の官女其の下に

八976図

立ちて︑陸に向かひてさしまねく︒

わざと足音を立てて走り寄

中佐︑すでに右手に傷を受

れば︑笛を吹きながら静かに見かへ

九伽9図

る︒

九剛7図

部下の兵士をはげましはげまし︑遂

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑

一度金匠を立てたる此の

に日章旗を山上に立つ︒

ぜんめつ

九撹5図園

はちまん

高地︑全滅すとも敵の手に渡すな︒

かん
後︑張良・韓信証に漢の高

ばくおん

すさまじき爆音を立てなが

ぴやう

両岸の絶壁︑あたかも屏

風を立てたる如く︑流はよどんで底

ぷ

十楓7図

如くに進む︒

ら︑瀬といはず淵といはず︑飛ぶが

十嶋10図

名を後世に輝かせり︒

祖に仕へ︑︿略﹀︑何れも大功を立て︑

十977図

て候やうとの心願に候︒

そなたが︑あっばれなるてがらを立

十日たっても二十日たっても︑ 十2110國囲 八幡様に日参致し候も︑

も︑母の名を言ふ者はありません︒
八421

どれだけの時間がたったらう︒

母の名を言ふ者はありません︒
九972

一週間ばかりたって親子とも
馬屋の外へ出しますと︑

九柵4

何年かたって︑もう露って

十一伽5園

日々々望小山に登って待績けた︒

來る頃になったので︑老母は︑毎

十価9園

僕になれて來ました︒

宇治橋を渡って︑神苑に入 九柵10 日がたつにつれて︑だんく

しんゑん

その後︑何年かたってか
ち

七888

洲をはさんで分れるやうに︑鋭角に

月︒

ました︒

三日三晩たっても︑まだ

四312
た︒

う

それから︑また何日かたちま

かと思はれる大木が立ち並んでみて︑

り︑しばらく行くと︑千年もたった

五75団

らのことです︒

四十8

目がさめませんでした︒

四二3

かうして何年かたちまし

五六ぐらみの美しい娘になり

くなって︑三月ほどたつと︑十

四293

至正

來ぬやうでは困る︒

噺つ

イクニチタッタラ︑

テ︑ハガキヲダシニイキマシタ︒

絶つ

二604囲

分岐し︑其の分岐貼に立つ高望が一
きは優麗に仰がれ る ︒

十二伽10 すると︑一人の青年が私の
日本語で言った︒

前 に 立 っ て ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂と︑はっきり

十二備6園 あ＼︑あ＼︑後悔先に立
たず︑飼犬に手をかまれた方がまだ
ましぢや︒

十二槻10 立ってしばらくこちらを見
てるた母が︑左手をあげた︒
あめつち

十二偶11図圃 壁立てるいはほとほり
﹇ 絶 ﹈ ︵ 四 ・五︶4

て天地にと玄ろきわたる瀧の音かな
た・つ

︽ーチ・ーッ・ーテ︾

てり︒

重盗8図 冬の衰へはすでにあとを絶

した︒

五伽2

命は︑月日のたつのも忘れて︑

十一587図 よりて主戦艦隊及び巡洋 五155
艦隊は︑直ちに東方に向かって敵の
進路をふさぎ︑片岡・瓜生・東郷の

だっこくき一たて

llO2

これは︑學問の研究には

たっ・する﹇達﹈︵サ変︶5達する
十﹇735園

︽ーシ︒ースル︾

知らぬ青さをた＼ふ︒

て︑木の皮にておほひ︑八人一所に

取出して窮したが︑中には︑穴のあ
いたニッケル貨がたった二枚しか無
かったので︑皆がどっと笑った︒

たった今の今まで︑残念とば

かり思ひつめてみた清少納言の心は︑

十麗1

て︑それから一歩畳々高く登り︑最

七131

にいさんは︑たつのおとしご

﹁たつのおとしご﹂も居まし

を一匹取ったので︑大じまんでした︒

八研2

た︒

海巻き上ぐる龍巻も︑

たつまき ﹇竜巻﹈︵名︶1 龍巻

起らば起れ︑驚かじ︒

十﹁921図駅

たて ﹇立﹈且vくみたて・まえだて

尼さんは去年の秋とうとう

たて ﹇建﹈←もくぞうだて

十一217

すっかり明かるくなりました︒

遂に四千米の高度に達して︑

なくなって︑孫の紫の君は︑たった

て・みたて

う彼等は矢もたてもたまらず︑北を

八114

日本に春が果ると思へば︑も

たて ﹇盾﹈︵名︶2 たて﹇▽うしろだ

一人此の世に残されてしまった︒

たったこれだけですがね︑

たった二文句ですよ︒

それが太陽の黒嵩と呼ばれ

十二M2園

十二㎎9圏

十二柵7園

これに思ひ至ると︑先生は

さして進むのです︒

十一454

もう矢もたてもたまりませんでした︒

九佃5

石垣の石の大きいのは有名で

其の中に︑かたい背中の皮が

高い建物が︑すくくと眞

殊に中央のマンハッタンで

田圃の間に︑幾條の道路が縦

きちんと交ってゐます︒

は︑十三條の縦の大通と︑横の無敷
かうしじま
の通とが︑あたかも格子縞のやうに︑

九594囲

といふ町は︑縦も横も皆直線です︒

直にそびえてみるばかりでなく︑町

九593困

が現れます︒

縦に割れて︑中からみづくしい髄

七972

びっくりさせられます︒

ふすばらしく大きい石には︑誰でも

すが︑中でも縦六米︑横十一米とい

七693

ダツテ だって5 たて ﹇縦﹈︵名︶7 縦

そんなことを言ったつて

︵接助︶−たって

︵係助︶3

モツトモ︑僕等ダツテ︑水ノ

君子だつて︑困る場合は
﹇手綱諸共﹈︵名︶1

冑を切った話︑鐵砲を三つ

かぶと

た刀︑馬の平首を手綱諸共に打落し

十一閥7

手綱諸共

たづなもろとも

ある︒

十二346囲

みるよ︒

十弔1園其の事なら僕だつて知って

中山バカリ居ルノデハナイ︒

六価7

なんだって

だって

仕方がない︒

十一価10園

たって

たったそれだけか︒

るもので︑︿略﹀︑時には地球の丁数

たった一米四方ぐらみの廣さ

たった三十六米︑時間にして

行者さん︒

倍に達するのが現れることがある︒

十二悩5

厚い飛行服の上から寒さがしみ込む︒

十一㎜9

後の目的に達するやうになさい︒

特に必要ですから︑先づ土毫を作つ

十一971図木の枝を切りて地上に立

をのこやも空しかるべ

うつくまりて雨露をしのぐのみ︒
十一一9910図囲

て 山上憶良の作である︒

やまのうへのおくら

き萬代に語りつぐべき名は立てずし

がら︑萬代に傳ふべき名も立てずし

十二㎜4 いやしくも男子と生まれな
て空しく死すべきであらうか︒

だっこくき ﹇脱穀機﹈︵名︶1 脱穀機
はんぎゃく

慶喜叛逆の報がいち早く

くし
關東方の使者は︑櫛の歯を

江戸に達した時︑宮はさすがに御三

十二欄8

組合の脱穀機の音が︑あたりの静か

八481 さうして︑霜の消える頃から︑ 十二柵9

達者

りをお感じになったが︑

﹇達者﹈︵名︶1

さを破って景氣よく聞えて來る︒

引くやうに京都へ向かったが︑何れ

たっしゃ

十二櫛5 しかし︑孝和は決してそろ

も途中官軍に押さへられて︑目的を
たった

ばんを考案した人でもなければ︑そ

︵副︶10

達しない︒

河野通有は︑たった小舟二そ

かうのみちあり

九161

紫に︑美しく照りはえて居ます︒

らないやうに︑緑や︑赤や︑白や︑

ですが︑こ﹂ばかりは︑寒い冬も知

六鵬6

うで向かった︒

六583

たった

ろばんの達者であったからえらいと
いふわけでもな．い︒

たっ・す﹇達﹈︵サ変︶4達す︽一
ス︒ースル︒ーセ︾

堅甲5図 三時間にして瀞の入口に達
す︒

十一608図 勝報上聞に達するや︑司

令長官にたまへる勅語の中に︑
﹁︿略﹀︒﹂と仰せ ら れ た り ︒

力による飛行機が︑人間をのせて空

十︻9310図トンナイに留りて越年し︑ 9わっか十二秒でしたが︑しかし︑動
翌年再び北に向かひて四月ノテトに

た話など︑日本刀の鋭利を物語る傳
﹇竜落子﹈︵名︶2

た

中を飛行することに成功したのは︑

たつのおとしご

ふところから大きながま口を つのおとしご

上下合はせてたった二人だ︒

十139

説は敷へるにいとまがない︒

着き︑更に進みでナニヲーに達す︒

かのぼること更に五日︑遂に目的地

十︸9711図此の地を去りて︑河をさ 九柵3園 それで︑今同勢といふのは︑
なるデレンに達せり︒

1103
たていた一たてる

すべてを捨てて︑トーマス 十17図

御造螢正時︑國民の二心も

きねんひ

石塔か︑記念碑の林のやうに︑によ

きによきと立ってるます︒

十一457

てたてまつりたる木木は︑参道の左

僕は暑いのも忘れて︑急ぎ足になつ

九928

に横に凄く︒

右を始め︑至る讃すき間もなき木立

江岸の建物が︑強い夏の光を

其の大きな建物が見えると︑

ーーワトソンといふ助手と一しょに︑

となりて︑

十ニー43 前方茅沼の古墳は︑へうた
ボストン市の前事主屋の屋根裏にた

た︒

九二7

さうして︑三巻の書物にま

とめて天皇に奉った︒

十欄9
﹇建物﹈︵名︶14

日嗣を護りまつらん︒

ひつぎ

たてもの

遠く翰墨院や︑關東軍司令部

の建物が夕日に映え︑新しい住宅や︑

香港は︑美しい建物を以

街路樹があざやかに見える︒

て麓から中腹まで︑ぎっしりと埋め

見ると︑お堂といふのは一間 十一川1国

ば

建物の偉観は前者にあらう

立山

東も北も一帯に雲がとざし

た・てる ﹇立﹈︵下一︶48 タテル た

全く専念であった︒

間・白馬・立山等の姿を見ないのが

て︑僕等の村はもとより︑富士・淺

十一柵8

たてやま ﹇立山﹈︹地名︺1

が︑歴史ゆかしいのは後者である︒

十二伽4

ある︒

庭園も︑建物も︑すっかり西洋風で

こ＼にはいると︑道路も︑

四面の建物で︑四方の戸は皆あけは

と

十二201

られた島山でした︒

中之島及び其の附近には︑近

は

ロシヤ町波止場の海が︑
静かに浮かんで居る︒

さっぱりした建物の色と︑熱
帯植物のこい緑が映じ合ふ︒

八伽4

ジャンクが

赤煉瓦の建物のすきから見えて︑

れんぐわ

八315圏

でわかったことと思ひます︒

は中之島公園があります︒
なみき
八208国 町の建物は西洋風で︑並木
ゑ はがき
の美しい有様は︑お送りした絶葉書

代的な高い建物が並び︑島の東端に

七673

なしてある︒

七153

受けてきらくと光ってみる︒
あま
孫にたてまつりて︑とこしへに天つ

十一672

てこもりました︒

立

たゴ前の方が角ばってをり︑後の方
﹇立始﹈︵下一︶1

︽ーヒ︒ーフ・一へ︾

快く此の國をたてまつ

つる 奉る

建物

龍頭を廻すと︑今まで死ん 十二61図園芸の葦原の中つ國を皇

て始める ︽ーメ︾
りゆうつ

めた︒

給へ︒

十二63図

てまつり給ひぬ︒

﹁︿略＞Q﹂と申して︑恭しく國土をた

こ＼において大國主命︑

十二58図園仰のま＼にたてまつり

り給ふや︑如何に︒

十二410図園

たてまつり給ふ

たてまつりたま・う

﹇奉給﹈︵四︶3

ち愉快さうにかちくと音を立て始

だやうになってみた懐中時計が︑忽

九312

たてはじ・める

んを縦に割って伏せたやうな形で︑

が圓くなってみる ︒

ばん
十一一欄3 これを盤の上に縦に一本置
けば一︑二本並べて置けば二︑五本
立板

さてく︑某の主人

﹇立板﹈︵名︶1

並べて置けば五をあらはす︒
たていた

十二545園

たて綜

は︑立板に水を流すやうに物を言附
﹇縦糸﹈︵名︶1

けられるお方ぢや ︒

たていと

動的に運轄が止り︑よこ縣が無くな

八餌7 それは︑たて締が切れ＼ば自

立て

れば自動的にこれをおぎなふ仕掛に
なって居る機械で ︑

﹇立掛﹈︵下一︶1

︽ーケ︾
や し

たてか・ける
掛ける

な小屋の軒下などに︑大きな石が立

︽ーッ・ーラ・ーリ︾﹇▽い

十301團 椰子の葉でふいた至極粗末 たてまつ・る ﹇奉﹈︵四・五︶4 たてま

る・おそいたてまつる・けがしたてま

おいっきたてまつる・おくれたてまつ

なみたてまつる・いのりたてまつる・
たてこ

て掛けてあるのは ︑

﹇立籠﹈︵五︶3

くすのきまさしげ

︽ーッ・ーリ︾

たてこも・る
もる

まつる・さっしたてまつる・しのびた

やうに見えます︒

の間や美しい町の上などに︑墨書あ

つと︑きっと港の景色が︑高い建物

りたてる︒さわぎたてる・したてる・

てる︒おしえたてる・おしたてる︒き

ル︾﹇▽いたてる・うちたてる・おいた

九511困坂町を上って小高い所に立 てる 立てる 建てる ︽ーテ・ーテ
てまつる・しゅくしたてまつる︒そえ

六731 楠木正成がたてこもった千 つる・こいたてまつる・ささやきたて
こんがう
早城は︑けはしい金剛山にあるが︑

たてまつる・はじめたてまつる︒やす

ユキハ︑少シモオトヲタ

る・ほめたてる・みたてる・やきたて

高い建物が︑すくくと眞 つきたてる︒なきたてる・はやしたて

二777

直にそびえてみるばかりでなく︑町
高い建物が︑まるで墓場の

る

九609国

といふ町は︑縦も横も皆直線です︒

九592国

まことに小さい城で︑軍勢もわっか

めたてまつる・やすんじたてまつる

千人ばかり︒

九879 上月城を占領して︑こ＼にた

﹁︿略﹀︒﹂とみことはお思ひに

なって︑天照大神へたてまつられま

五249

した︒

てこもった二千五百の尼子勢は︑程
軍にひしくと取園まれた︒

なく︑元春・隆景の率みる七萬の大

たてる一たてる

llO4

テズニ︑フッテヰマス︒
キクワンシャ

向かふの方で遊んで居た二匹

てやらう︒

六413
の子山羊は︑鳴き聲を立てながら︑

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂ト︑

こっちへかけて來ました︒

二鵬6

ガ︑大キナ音ヲタテテ︑トホリ

て︑

空は青空︑

うなりをたて
きれいなゑ

今度新しいお堂を建てたか

あがる字だこに

六798圃

て︑さんぐに賊の悪口を言はせた︒

工は︑思はず﹁︿略﹀︒﹂と聲

さうして︑杉の木のそばに一

名所としては︑先づ大阪城が
石垣が出來る︑柱を立てる︑

小鳥のやうに舞下り︑雪煙を立てて
停止する︒

諸君︑試みに此の卵を卓上

に立ててごらんなさい︒

八伽7園

白波を立てながら︑右往左往

きれいな海水が︑細かいあわ

自動車の目まぐるしさはも

アメリカ合衆國や︑ブラジ

がつしゆう

にざわくと音を立てるQ

ル等に住んでみる日本人は︑日本語

九鵬3

學校を建てて︑自分の子供たちに國

しかし︑今の戦孚は昔と違

語を教へてるる︒

つて︑一人で進んで功を立てるやう

十228闘

豆がかさかさと音を立てる︒

なことは出來ない︒

十622

の吹上げる水煙が︑船の上にも霧の

十日9 ﹁︿略﹀︒﹂といふ音を立てて鯨

引寄せた鯨は︑腹部に送氣管

やうに降りか﹂る︒

書写3

目じるしの旗を胴に立てて︑其の場

で空氣を送って沈まないやうにし︑

計壼は何べんか立てられ︑工

に浮かしておく︒

十磁8

事も失敗をくりかへしましたが︑し
かうか

ちろん︑地下には地下鐵道︑街上に

僕も︑出來るだけ音を立てな

急にものすごい羽音を立て

筏の上には︑板ぶき︑又は

なん

ひ

縁先の雪が︑かさり︑かさ

りと音を立ててくつれる︒

十二備7

行ってみる家臣からの手紙である︒

十一一432 それは︑楠公の碑を建てに

みる︒

幾軒となく長屋のやうに建てられて

竹・アンペラなどで作った小屋が︑

十二259

て︑ロッペン鳥が一等に飛立つた︒

十一研4

心に勉強してみた︒

將來響応を以て身を立てたいと︑ 一

若い頃から讃書が好きで︑

かしとうく出來上って︑

鹿介は︑戦ってしばく手が

立てて走ってゐます︒

掛けた︒

いやうに行って︑あいてみる席に腰

九967

らを立てた︒

出勤を急ぐ人たちが通る︑ 九778

靴

やがて︑又こうくとすさま

え

ます
七月の中旬ですと︑︿略﹀︑枡
を下に︑少し曲った柄を上に︑ちや

九棚4

十︸687

は高架鐵道が︑すさまじいひゴきを

九603囲

ます︒

を立てながら︑どの箱にも注いで居

八燭5

つてみた︒

流しが二本︑威勢よく風にひるがへ

八達2 何時の間に立てたのか︑へさ
しんく
きには︑大れふを知らせる眞紅の吹

して︑まるで職場のやうである︒

八梱8

もなく立てて申しました︒

と卵の端を食卓に打ちつけ︑何の苦

八月の十五夜近くなる 六751正成は︑此の旗を城門に立て 八高6 此の時コロンブスは︑こつん

マシタ︒

四316
と︑こゑを立てて泣いてばかり
ゐました︒

だこ︒

五34 この榊の木に︑鏡と玉をかざ
つて︑岩屋の前に立て︑また︑たく
七146圏

した︒

八552

うど柄杓を立てたやうなかつかうに

汽車は︑すさまじい音を立て

なってゐます︒

九冊5

かんかう

て︑漢江の鐵橋を渡った︒

思ひくのあとをつけながら︑ 九囲3 梢吹く風が︑思ひ出したやう

指さきに

菊く略Vそっと起し
立ててやったら︑

八943

ついたにほひ︒

て

八627圏第十

数垂飛んで來ました︒

飛行機が勇ましい音を立てて︑

じい音を立てて︑数墓の戦車が來ま

八525

音を立てて︒

勢よくステッキを振りく︑

八297韻

ぬきを通す︒

七811

あります︒豊臣秀吉の建てた城で︑

とよとみひでよし

七688

のかげの長さを計ってみた︒

米程の棒を立てて︑何べんとなく棒

七309

を立てて逃出した︒

七187

ら︑見に來て下さい︒

さんのにはとりを集めて︑岩屋の前
でお鳴かせになりました︒

五755翻こうくと音たてて︑汽
車が行く鐵橋の かげも︑また水の

上︑ ゆらく︑ゆらく︒
五822 せみは︑びっくりしたやうに︑
﹁じ㌧︒﹂と聲をたてて︑とんで行つ
た︒

五828 きうりにそへて立ててある竹
に︑とんぼが止ったり︑はなれたり
して居る︒

六37園 つきましては︑新しく家を
建てて︑心ばかりのおもてなしをい
たしたいと存じます︒

六45 兄うかしは︑かへって︑さつ
そく家を建てにかかりました︒

六53 天皇のお使に弓を引いた兄が︑
すぐ又天皇をお招きすると言って︑
新しく家を建てたばかりか︑
なおとしがしかけてあります︒

六63園新しく建てた家には︑大き

たくさんの兵隊に守らせて︑いばつ

六278園 一つりつばな宮殿を建て︑

1105
たてる一たなびく

十二撹7 それは全く義を立て︑理を
十二柵8

たとへ︑慶喜に不慮の心が

十二撹6

又︑月を直脛三皇のピンポ

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと

例へば

なかったとしても︑朝敵の名をかう
﹇例﹈︵副︶4

蓋くし情を述べて残るところあらせ
たとえば

して見ても︑太陽は二極十三米とい

立て

むるのは︑けだし當然であった︒

﹇立﹈︵下 一 ︶ 1

たとへ

近にたとへるものが見つからない︒

たどり着く

十﹇梱3

︽ーイ・ーキ︾

かうして︑とうく合戦小
屋にたどり着いたのが午前十一時︑
みんなはずみぶん疲れてみた︒

先頭は︑もう山小屋の右下
の鞍部にたどり着いた︒

あんぷ

十一伽9

みくまり

きんぷ

年こそ違へ︑二人は同じ學

ば︑吉野水分神社を纒て金峯神社に

至る︒

四方に太い枝をたれて︑深

問の道をたどってみるのである︒

十一715

十一7811

大空の雲をはくかと思はせるポプラ

い日かげを作ってみるにれの林や︑

の並木路をたどって︑牧舎の近くま

で行くと︑

池のほとりをたどりながら︑数時間

しばふ
十二梱6 芝生を傳ひ木の下道を傳ひ︑

歩いても公園の端を見ないことがあ

る︒

此の湖の一角の底に︑まる

一

で緑色の炭團でも敷並べたやうな

たどん

十一813

﹁まりも﹂をのぞいて見るのも︑

興であった︒

ガラスとだな

一きは堅固と見る﹁ほの たな ﹇棚﹈︵名︶2 棚εかみだな・

爾側には寝塁が並び︑壁ぎ

﹇棚引﹈︵四・五︶4 たなび

薄紫の夕空には︑ばら色の細

︽ーイ・ーカ・ーク︾

十一132

九條以南には工場の煙突が

かい雲がたなびいた︒

拳蟹3

く

たなび・︿

が︑きちんと置いてあります︒

はには棚があって︑めいめいの持物

七523國

カケ始メマスカラ︑
しんだい

ゴノマハリや棚ノスミナドデ︑繭ヲ

ノデスガ︑少シデモオクレルト︑カ

ソレヲ拾ツテ︑マブシへ移ス

門﹂を過ぎて︑いよく本丸にたど
たどる

五537
﹇辿﹈︵四・五︶6

此のへんの敵の様子を探るた

つま先上りの廣い道をたどり

そう

信の墓をたつね︑更に坂道をたどれ

しん

十一49図本道を南に進みで忠僧宗

霧に包まれてるる︒

た山が見上げる程迫って︑其の頂は

ながら進む前には︑こんもりと茂つ

十383

から急ぎ足に道をたどって來たが︑

めに︑思はず時を過して︑宮の御事

七561

︽ーッ・ーリ︒ーレ︾

たど・る

り着いたと思ふと︑

十二686

たどん
たどん ﹇炭団﹈︵名︶1 炭團

サウシテ︑風ニユラレナガラ︑
弱り果てた此の小盾令使は︑

ヤツト柿ノ木船タドリ着キマシタ︒

五792

着ク

たどりつ・く﹇辿着﹈︵五︶5タドリ

始めて氣がついたをぢさん 十一661例へば︑﹁アメツチ﹂とい
ゲ

ふ大きなものになって︑ちよつと手

られぬ宮の御文の力であった︒
た・てる

十一一8911
ラ

ふのを﹁天地﹂と書き︑﹁クラゲ﹂

家が焼けたとする︒

又︑例へば甲の持ってるる

ク

は︑血まみれの軍服を切開いて︑す
といふのを﹁久羅下﹂と書いた︒

たとひ

十二掴2

ぐ止血をし︑ほうたいをしたが︑そ
﹇仮令﹈︵副︶5

れっきりもう立てなかった︒
たとい

八787

其の夜どこで休んだことか︑翌日に

例へば︑民法に﹁︿略﹀︒﹂

なって︑やうやく大石橋の自分の鳩

十二旧11

と規定してあるが︑實際の事件に當

七佃5囹 まして︑人通の多い渡し場

つては︑︿略﹀を判号せねばならぬ︒

﹇濡話﹈︵名︶1

たとへる

彼の士吾はたとへやうもなかつ

﹇讐﹈︵下一︶3
︽1へ・1ヘル︾

水上の船は︑風に吹散らさ

西洋人はよく牧場の群羊に

れた無敷の木の葉にもたとへませう

九622囲
か︒

十一川2

たとへるさうですが︑日本では俗に
むら雲などいってゐます︒

舎にたどり着いたのである︒

で落したのですから︑たとひ飛んで

八鵬9

生活においても考へられます︒

し︑これと同じやうな事が︑我々の

これはたとへ話ですが︑しか

たとえばなし

せねばならぬ︒

といふ規定があるが︑︿略﹀を決定

十二塒6又︑例へば刑法に﹁︿略﹀︒﹂

行って見たところで︑もうあるまい
と思って居ました︒

七伽6園 たとひ︑家中の者がうゑ死
をするやうなことがあっても︑あな
たから︑いはれのない金をもらはう
とは思ひません︒
ちれう

十餌2囹 たとひ治療のかひはないに
しても︑出躍るだけの手を凹くさな

十欄10

う

十一955図 樺太は島にして境を接す

たとへ

たと・える

た︒

﹇仮令﹈︵副︶3

たとへ︑あなたがおとう

ばならないはずだのに︒

ひげを見ては︑お氣の毒だと思はね

様でないにもせよ︑此の白い髪やお

十二⁝閑8園

る弓なりとも︑御命には代へがたし︒

八鵬1図園 たとへ︑金銀にて作りた

たとえ

人の部落貼在するに過ぎずとそ︒

る國土なく︑たとひ東岸に至るも土

武士でも︑普通ならば打首である︒

十135 天下を騒がした者は︑たとひ たとえよう ﹇善様﹈︵名︶1 たとへや

いでは此の母の心がすみません︒

話

たに一たぬき

1106

並び︑東寺の塔に︑ともすると黒煙

だててひかへたる荒尾九郎が甲を通

出訴した温泉宿が︑だんく小さく
谷底から吹上げる風が︑は

左は︑急な斜面が神秘な谷
戸倉に絶壁がそばだち︑樹

十二672

どんな大軍が押寄せたとし

し又左にしつ＼進むのだ︒

木の密生する谷底の道を︑流を右に

十一撹7

底へ深く落込んでみる︒

十一伽5

だに快く感ずる︒

十︻冊10

なって行った︒

吉水神社を出つれば︑谷

して︑脇腹まで貫ぬきければ︑

十一33図
此の附近︑櫻は山にも谷
谷川

もっと進んで行きますと︑

﹇谷川﹈︵名︶7

一人の若い

女が︑しくくと泣きながら︑

今度は︑谷川で︑

四608

たにがわ

にも満ちくたり︒

十一44図

にょいりん
をへだてたる山腹に如意輪寺あり︒

がたなびかうとする︒

十一538図 瀬戸内海の沿岸には︑
︿略﹀良港多く︑汽船絶えず通航し
て︑遠く近く黒煙のたなびくを見る︒

十一898図圏 我は海の子︑白波の
さわぐいそべの松原に︑ 煙たなび
くとまやこそ︑ 我がなつかしき住
家なれ︒

たに ﹇谷﹈︵名︶10 谷←いちのた

ても︑此の狭い谷底のやうな迷路に

せんたくをしてゐました︒

に・くりからだに

導かれ︑あの無敷の挾間から撃ちか
けられ射すくめられては︑

激しく押合ひもみ合ふ彼等
の足もとには︑意外にも深い谷底が

十二682

﹇谷谷﹈︵名︶1

谷々

口をあけて待ってるるのである︒
たにだに

谷川を下りながら︑みんなは︑

所々に白雲がたgよって︑

ヨ

セメ

ケンリ

シンガイ

ハ過失二因リテ他人ノ擢利ヲ侵害シ
コレ
タル者ハ︑之二因リ生ジタル損害ヲ

多人敷

最も大きな筏になると︑村

﹇多人数﹈︵名︶1

賠償スル責二身ズ︒

パイシヤウ

たにんずう

中全霊が乗ってみるのではないかと

十二266

思はれる程多人数である︒

たぬき ﹇狸﹈︹話手︺4 たぬき

たぬき﹁おうい︑うさぎ君︑

三656 たぬき﹁よからう︒

ぼくの舟は︑なんだかおもく

三672

たぬき﹁さうかね︒

てす＼まないやうだ︒

三676

ん︒

たぬき←おや

三681たぬき﹁やあ︑大へん︑大へ

﹇狸﹈︵名︶9

だぬき・こだぬき

たぬき

ぬき︒﹂

ぼくはたぬきにしよう︒

三115園 花子﹁まないた︒﹂太郎﹁た

三623園

中腹をおほひ︑峯をかくし︑谷下の

十﹇侃1

三625

先づ︑谷川のほとりに︑三千

雪靴と相映じて︑山々を奥深く見せ

伝聞に沿うて所々に山村があ
り︑温泉場がある︒

しらぐと︑おぼろ

十78図圏谷間よりはひ出で︑木
の幹ぬらし︑

昔︑或若い男が山へ薪を拾

に朝霧流る︒

十413園

他人

ひに行って︑谷間へすべり落ちると︑

﹇他人﹈︵名︶1

不思議に酒の香がする︒

十二塒1図工へば︑民法に﹁故意又

さあ︑ぼくはうさぎ︑君

どう舟︒

が少しおくれました︒

三667そのうちに︑たぬきの舟

たぬきの舟は

三665圏害うさぎの舟は木舟︑

こぐまねをしました︒

三657うさぎとたぬきは︑舟を

三651園

はたぬきだよ︒
ぼくがたぬきか︒

三648園

ほをかきました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑たぬきのか

太郎さんは︑それを見て︑
る︒

橋を渡って︑谷川の向かふ岸
谷川が下で遠く鳴ってみる︒
谷底

一瞬で谷底だ︒

八東5

脚下には︑谷川の水が石をか たにま ﹇谷間﹈︵名︶3 谷間

人の番兵を置いて︑城兵が汲みに來

十一柵6
たにそこ

八937

時々見下す谷底に︑さつき

たにん

橋は︑まん中からもえ切れて︑

十︸帯5

しゅん

谷底へどうと落ちた︒

六787

﹇谷底﹈︵名︶8

へ移る︒

十439

なあたりに傳へる︒

んで︑しきりにさわやかな響を静か

十434

られないやうにした︒

六744

しました︒

うれしさうに歌ったり︑さわいだり

五693

いりました︒

の友だちと一しょに︑谷川の中へは

したが︑風にゆり落されて︑大ぜい

四588 けはしい山道を上ったり︑ 五692山の木の葉の上に休んで居ま

深い谷を渡ったりして︑だん
くおくへ進んで行きました︒
五221圏 長さは︑八つの山︑八つの
谷にわたるほどで︑頭が八つ︑尾が
八つ︑目はまっかで︑背中にはこけ
が生えてゐます︒

五708 谷を出ると︑あたりが少し廣
くなって來ました︒

六779 もう此の上は︑何でもかでも
攻落してしまへといふので︑賊は︑

大きなはしごを作り︑これを︑城の
前の谷に渡して橋にした︒
びやうぶ

八649図 見下せば︑幾百丈の谷は︑
あたかも屏風を立てたるが如し︒
つて行った︒

八齪9 さうして︑谷はだんく深ま
九三6 頂の岩角が手に取れさうには
つきりと見えた次には︑深い谷が︑
どん底に大きな口を開く︒

十165図 其の矢︑はるかなる谷をへ

llO7
たぬきくん一たのみたまう

たぬき君

緑色のすき通るやうな船手が

菊の花のやうに美しい﹁いそぎんち

えび茶色をして居る﹁いそば

やく﹂だの︑︿略V﹁いそばな﹂だの︑

八面5
な﹂だの︑ちやうど小さい金仙花が

ちやうど小さい金仙花がむら

むらがり咲いたやうな﹁いぼやぎ﹂
だの︑

八髄7

がり咲いたやうな﹁いぼやぎ﹂だの︑

夕食後は僕等の最も崩しい

樂しくお暮しになって居ましたが︑

をします︒

かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

みとしてみるのが多い︒

たちも︑ 一日それを耕すことを樂し

切の樂しみを犠牲にしましても︑父

ぢぜい

十二糊6園私は︑あらゆる幸福︑一

上お一人にお仕へ申すのを仕合はせ

雪の上の等しい遠野がすむと︑

今度は先生に一人天々滑り方を教へ

八965

と存じます︒

九37

はち

人ばかりではない︑小鳥も︑

マ・ーム・ーン︾

きょり
林を縫って長距離を滑るのは︑たのし・む﹇楽﹈︵五︶4等しむ︽一

ていた冨いた︒

八968

樂しいものだ︒

九佃10村のあちこちから同じやうな

蝶も︑蜂もそう出で︑一年に二度と

てふ

ない此の花盛を︑一時でも長く等し

子馬がたくさん來て居て︑縞馬の草
をたべる後を追ひながら︑篤い野原

生まれつき機械の好きな彼は︑

まうとするかのやうに見える︒

十囎8

暇さへあれば︑小さな水車を造って
ねんど
小川にかけたり︑粘土で汽車を造つ

僕がかけ出せば北斗もかけ出

を姦しさうに遊び廻ってゐました︒

し︑僕が止れば北斗も止り︑追った

九伽2

八搦9 赤や青色をしてみる﹁ひと

り追はれたりしながら︑正しく運動

の︑

あ

樂

幸福に私

黒しい朝飯だと思へば︑
た㌧かい御飯の霊園が︑

たのしみ

うした心持を心ゆくまで味はつて︑

しかも彼等は︑のん氣に其

都の春を樂しんだのであった︒

の生活を樂しむことを知ってみる︒

十二245

秀吉の援軍が今日経るか明日

たのみ ﹇頼﹈︵名︶2 頼み

つた︒

めてもの慈悲だ︒

せて一思ひに死なせてやるのが︑せ

十836

どうせ助らぬ弟︑頼みにまか

來るか︑それを頼みに勝久は城を守

おみやげに貝ざいくを買つ 九882

﹇楽﹈︵名︶5

たちの顔を打つ︒

たのしみ
しみ

五105囲

たから︑たのしみにして待ってお出

かはい＼桃色の﹁いはかゴ

でなさい︒

平安時代の大宮人たちは︑か

で﹂だの︑どれもこれも︑目のさめ

暑い日盛に︑あっちでも︑こ
たのしい

そろって健康に働く家族 十柵1

たりして湿しんでるた︒

胡同だの︑支那だけに攣つ
たものや攣った名前がある︒

九擢4

﹇楽﹈︵形︶9

つちでも︑田の草を取ってみる︒
たのし・い

十二797圏

しました︒
とうかうみんかう

る程美しい物ばかりでした︒

︿略﹀﹁ひとで﹂だの︑

自由時間で︑其の問に思ひくの事

あ＼︑多年の苦心は遂に報 七502国

いられたり︒

十515図

三677 たぬきは︑だんだんおくれ たねん ﹇多年﹈︵名︶1 多年
﹇狸君﹈︵名︶1

て來ました︒
たぬきくん

種﹇▽なた

鉱主4

三654囹 たぬき君︑よいお天平だ だの ︵並助︶7 だの
ね︒

たぬきのはらつづみ ︹課名︺2 たぬ
きの腹つ〜み

タネ

サルハ︑カキノタネヲ

﹇種﹈︵名︶5

四 目 7 六 た ぬきの腹つ讐み
四 3 8 1 六 たぬきの腹つ誓み
たね
ね

ニー64
ヒロヒマシタ︒

タネト︑トリカヘテモラヒマシタ︒

ニー72 カニ ニタノンデ︑カキノ

ニマキマシ

ニー8一 三下ハ︑ウチヘカヘッテ︑

カキノタネヲ目立
タ︒

十ニー96

十一一196 東男民巷だの︑天橋路だの︑
こどう
天血路だの︑胡同だの︑

七396 暖い日曜日ですから︑今日は

十四三97

こどう

朝顔の種をまかうといふので︑ひる
から其の用意をしました︒

種まき

程︑行儀よく並べて︑其の上に土を

七404 箱に土を入れ︑よい種を二十 たのくさ ﹇田草﹈︵名︶1 田の草
ふりかけました︒

﹇種蒔﹈︵名︶2

七259 種まきがすんで十幾日︑旧い 樂しい ︽一・ーイ・ーク︾

たねまき

十一伽9

み﹂の花を道端に見つけるのが樂し

三白7 浦島は︑あまりおもしろい

ので︑家へかへるのも忘れて︑

水の上に︑二心か君恩ぐらゐ︑若々
しい緑の苗が出揃って行くのは︑見

彼等の中には︑郊外に幾ら

鳥また相親しむ︒

十二爬5

十二慨3

やがて長州征伐の大事が起

給ふ ︽ーフ︾

田園自ら樂しみあり︑魚たのみたま・う ﹇増給﹈︵五︶1 頼み

みであった︒

たのしさうな聲が聞えて來る︒
命は︑月日のたつのも忘れて︑

十二2410図

毎日毎日︑たのしくくらしてゐ

五榴2

五餌4

ました︒

るから氣持のよいものだ︒

大人は春の種まき︑秋の取入れには

十二223 水草を追ふ牧童は別として︑
げんで齢念がない ︒

たのむ一たびたび

1108

こロつ

たら︑すぐ知らせてもらひたいと頼

七213

おばあさんが一人ぼつちで︑

菓子や煙草を士買って居る︒

九377図会

ん

甲板洗がすむと︑﹁顔洗

道標の古字が次第にへって たばこぼん ﹇煙草盆﹈︵名︶2 煙草ぼ

三人は︑﹁︿略﹀︒﹂としきり

煙草

ノネコガ︑サムサウニ︑

ハナ
ソノ度二︑鯉ノカゲガ︑地ノ

ノ上記シワヲヨセマス︒
五264

上ヲ泳ギマス︒

こ＼は川ばた︑やなぎの芽︑
ぬれて︑しっくが落ちるたび︑

篤志6圃

かうして︑阿里山蕃だけは︑

廣がる波の輪が圓い︒

八154

しばらく詩想の事も止んで平和が績
いたが︑外の部落では︑毎年祭があ

其の度に︑早く飛んで行って

る度に首を取って供へて居た︒

八554

水の輪が︑

見たいやうな氣がしました︒

九協4圃圓く廣がる

三日月が︑

ゆらく見

いくつも出ては消えるたび︑水に

うつった

えたりかくれたり︒

すると︑其の度毎に耳の鼓

古のふみ見るたびに思

膜が振動して︑藁がかすかに動きま

十一471

す︒

十ニー3図鴎

門をくゴる度に︑坂道は必

ふかなおのが治むる國はいかにと

ず右か左へ曲折する︒

十二662

父母の旅なるわれを思

﹇度度﹈︵副︶4

たびく

そののち︑早鳥は︑たくさ

工は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ったが︑

度々呼びに為るので出かけて行った︒

七178

く通ひました︒

をつんで︑みやこの方へたび

んの米や委や豆やくだもの

四123

度々

たびたび

すそをはしょったりしました︒

ぬいで足袋にはきかへたり︑着物の

ましたので︑みんなが︑くつしたを

七92 船頭さんが︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひ

たび ﹇足袋﹈︵名︶1 足袋

ゆ

ふらむ待つらむさまのおもかげに見

十二鵬5図圏

かありません︒

マルセーユに着くまで︑あと三日し

十一旧8国私の船の旅も︑八月五日

九喝9コ組いや︑おれは旅の者だ︒

たび・そらのたび・みずのたび

たび ﹇旅﹈︵名︶3 旅﹇▽からふとの

火なは一本の煙草ぼんのまは

へ︒﹂﹁煙草ぼん出せ︒﹂の號令が下
る︒

九3710

りには︑人の山が出來て︑いろく
田畑

彼等は︑田畑のことにかけ

﹇田畑﹈︵名︶1

の話が出る︒

つてみる︒

て本能的な執着と︑眞劒な考を持

しふちゃく

十二228

たはた

人を頼まず︑世をうらまず︑

かくて深く心に決する

頼もしい

ところあり︑はるぐ奥州に下りて

十二531図園

田家には行きわたってみる︒

自分の事は自分でするといふ心掛が︑

十二243

に頼んだ︒

十一欄7

行くのが力と頼まれる︒

十﹇佃11

つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑績い

た

んでおいた︒

︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

タノム

て杖柱とも頼み給ふ御兄孝明天皇が
ほうぎょ

頼む

﹇ 頼 ﹈ ︵ 四・五︶16

崩御ましくた︒

のむ

たの・む

一513 ネズミ ハ︑ビックリシテ
﹁︿略﹀︒﹂ト︑タ ノ ミ マ シ タ ︒

ニー7一 カニ ニタノンデ︑カキノ

タネト︑トリカヘテモラヒマシタ︒
一一476 オトウサンバ︑オ日サマノ
ひでひら

﹇頼﹈︵形︶2

秀衡を頼みぬ︒

︽ーイ・ーク︾

サウシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノ たのもし・い

所ヘイッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノミ
マシタ︒

三548
ミマシタ︒

だんく話をしてみる中に︑たび ﹇度﹈︵名︶9 タビ たび 度
﹇▽いくたび・このたび・ひとたび・ふ

十一718

眞淵は宣長の學識の尋常でないこと

六683 母は︑ばくらうに向かって︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑幾度も幾度も︑たのみ

束εいなたば

片端から切れて行くテープは︑
美しい束になって︑船べりに大きく

大空から勢よく落下する水の

ゆれ出しました︒

十468

太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊
ダバオ
びんせん

になって︑次から次へ投げ下される︒
︹地名︺一

十3510耳菜は︑次の便船で︑セレベ

ダバオ

スのメナドから︑フィリピンのダバ
﹇煙草﹈︵名︶1

オまで行って見るつもりです︒
たばこ

二79ーソノタビニ︑コタツノ上

たたび・みたび

﹇束﹈︵名︶3

何といふ頼もしい姿だ︒

を知って︑非常に頼もしく思った︒

たば

十一捌8

ました︒

て︑後のぞなへを怠り居らん︒

八645図園 敵はけはしき山をたのみ

六258刈ったあとには︑く＼つた稻

かいしゃく

九燭5園 川越し人足を頼むぞ︒

七爾1

の束が︑田の上に並べてある︒

十835囹介錯頼む︒
十価3 彼女はお庭師を呼んで︑
﹁︿略﹀︒﹂と頼み ま し た ︒

かれたり︑いはんや人に頼まれたり

十幽5園 みだりに人に聞いたり︑聞
してはならないものです︒

十干5 ﹁あじあ﹂の印のはいった用
つたスタンプを入れて︑ボーイに頼

紙に手紙を書いて︑今朝押してもら
んでしまふと眠くなって來た︒

十一709 さうして新上屋の主人に︑
萬一お売りに又泊られることがあっ

llO9
たびびと一たべる

九982園 君も︑これから度々來ると
い＼︒

﹇旅人﹈︹ 話 手 ︺ 1 1

旅人

九粥9 これから後も書翰が度々廻る︒
たびびと
ばい

しん
五432 旅人﹁あなた方は︑大そう心

配らしい御様子ですが︑もしや︑ら

くだを逃したのではありませんか︒

五437 旅人﹁そのらくだは︑片目で
はありませんか︒

五個3 旅人﹁さうして︑左の足が一
まへば
本短くて︑前歯が二三本抜けて居ま
せう︒

五個7 旅人﹁さうして︑つけて居た
荷物は︑萎でせう ︒

五451 旅人﹁いや︑私はそのらくだ
を見たのではありません︒

五459 旅人﹁い＼え︑見たのでも︑
聞いたのでもありません︒
とんでもないことでございます︒

五497 旅人﹁私をぬす人などとは︑

五506 旅人﹁道の片がはの草ばかり
が︑食ってあったからでございます︒

置きに淺くなって居るのでわかりま

五511 旅人﹁片方の足あとが︑一つ

く役所へ申し出た︒

のです︒

十二梛8

をはかってみる︒

の青年が見はりをして︑旅人の安全

主な停車場には︑黒シャツ

ねるのが︑こ＼へ來る旅人の目的な

二人は︑むりに旅人を役所へ 十一欄2國其の古い文明の跡をたつ

人の商人に出あった︒

五466
こりや︑旅人︑その方にも︑

引つばつて行った︒

五495園
今まで川べの宿場で泊って︑

いひ分があるならば申せ︒

七佃5

は︑我もくと先を孚って渡った︒

水の引くのを待って居た大勢の旅人

草をどさりと投げてやると︑

三匹が頭をくっつけて︑おいしさう

六417

にたべ始めました︒

あれは︑雪のためにたべもの

たべもの ﹇食物﹈︵名︶4 たべもの

六876

たべ物

が見つからないので︑遠くへさがし

に行くのでせう︒
だふ ﹇舵夫﹈︵名︶1 舵夫
すみじ
荷主・炊事夫・舵夫・雑役 七閑9 大將が何かたべ物の中にきら

十二2510

ひな物があると見れば︑三度々々の

一人の旅人が︑人夫と︑渡し

食事に︑必ず其のきらひな物ばかり

七姫6

夫から︑村の客まで幾十人がそれに

其のため大將には︑全くたべ

わしのたべ物といふのは

らのみ物といふのが人間の生き血さ︒

ね︑行者さん︑人間の生肉︑それか

十一一麗1囹

物に好ききらひがないやうになった︒

七備4

出して︑

乗ってみる︒

多分

賃を高い安いと言合って居たが︑

﹇多分﹈︵副︶4

︿略﹀︑着物をぬいで頭にのせ︑一人

たぶん

八佃5此の旅館で出してくれるさし

で川へはいって行った︒
七描4 ﹁︿略﹀︒﹂と思って︑人夫は︑

みは︑多分日本人の取った魚であら

あの孝子も︑多分其の時に

た・べる ﹇食﹈︵下一︶32 タベル た

ニー75

べる︽ーベ・1ベル︾

一ツモヤリマセ

サウシテ︑ジブンバカリタ

ヰマシタ︒

ホヲ入レテ︑カヒバヲタベテ

二357ウマハ︑ヲケノ中ヘカ

雪丸ノウチヘキマシタ︒

二247 サルハ︑マタカキガタベ
ラレルトオモッテ︑ヨロコンデ

ンデシタ︒

ベテ︑下野同工

二22一

ベテシマヒマシタ︒

サウシテ︑オイシサウニタ

火山から噴出した熔岩が流れて固ま

はるか彼方に︑とびのやう

たべ

タベスギ

﹇食過﹈︵上一︶1

タベスギデスネ︒

﹇食過﹈︵名︶一

たべす・ぎる

ニ432園

たべすぎ

な敵の敷機︑多分戦岡機であらう︒

十一鵬4

つたものでせう︒

ようがん

十一欄8多分︑昔︑此のたくさんな

表彰された一人だらうと思はれる︒

十428囹

すぐ川を渡って旅人の後を追ひかけ

人夫は旅人のたもとをおさへ

見れば先の旅人である︒

うQ

七描7

た︒

七帽8

て︑﹁︿略﹀︒﹂

旅人は︑ゆめかとばかり喜ん
で︑財布を幾度かいたゴいたが︑其

挙国9

の目からは涙がひっきりなしにこぼ
れて居る︒

旅人は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って引

旅人は︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひなが

止めながら︑﹁︿略﹀︒﹂

七梱3

七伽9

三思1園おくわしをたべすぎまし

すぎる

した︒

くもう一度川を渡って︑人夫の家

ら︑人夫の後について干たが︑とう

たね︒
たべはじ・める

みんな︑喜んでたべ始めまし 二36一 タベナガラ︑トキドキシッ
ポヲフッテヰマシタ︒

︽ーメ︾

﹇食始﹈︵下一︶2

︽ーギ︾

ますと︑かみ切れないで残って居る

をたつねて行った︒

旅人が︑わけを話してお禮の

べ始める

七言6

金を出さうとすると︑老人は︑ちら

た︒

五315

旅人は思案に暮れて︑とう

と見たきり何とも言はず︑

七伽1

た

五515 旅人﹁草を食取ったあとを見
葉があるので︑さう考へました︒

旅人

五523 旅人﹁それは何でもありませ
ん︒

﹇旅人﹈︵ 名 ︶ 1 5

五428 さばくの中で︑或旅人が︑二

たびびと

たほう一たま

1110

裏庭へ行って見ると︑もう︑

あの山の息筋を話してあげよ

ら︑僕のそばで遊んでゐます︒

十価5

敷へきれないほど雀が集って︑ちゆ

うと言へば︑マルタはお書御飯をた

六883

行ったこともありましたが︑

三56一 トチュウマデ來ルト︑ド 六646 買った時は子牛で︑私も︑時
九
桝1 僕が唱歌を歌ふと︑北斗は︑
コカラカ︑オニが出テ來テ︑
時引出して︑草をたべさせに連れて
何時までもおとなしく草をたべなが
一寸ボブシヤオヒメサマヲタベ
ヨウトシマシタ︒

べながら︑母と一しょに聞きたいと

四186にいさんは︑ごはんをた
うちゅう鳴きながら︑うれしさうに

ぢ

べながらも︑しじゅうにこく

を

東京の叔父は︑︿略V︑色づ

言ふ︒

玉

た︑そのこてんは︑目もまぶし

或神様は︑きれいな玉をたく

いほどきれいです︒

さん作って︑くびかざりのやうに︑

五27

この榊の木に︑鏡と玉をかざ

ひもにお通しになりました︒

つて︑岩屋の前に立て︑また︑たく

五33

さんのにはとりを集めて︑岩屋の前

二匹は︑身に幾つものたまを

でお鳴かせになりました︒

命が︑おれいをのべて︑かへ

うけて︑血にまみれて死んで居まし

五旧8

た︒

叔父さん︑北海道のいち
ごに北海道の牛乳をかけてたべると︑

たま

此の二つの玉をさしあげま

命は︑此の玉を持ち︑大きな

其の後︑命は︑二つの玉で悪

引出をかたづけて居ると︑い

ねの玉と︑おとうさんに買ってい

つか︑おちいさんにいたゴいた目が

六483

りました︒

者どもを平げ︑よく國をお治めにな

五伽6

かへりになりました︒

わにざめに乗って︑もとの海ベへお

五梛8

す︒

五摺4園

しゃいました︒

二つの玉を出して︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

らうとなさいますと︑海の神様は︑

ほんたうに北海道の味がするでせう︒
べんたう

こ＼で辮當をたべる︑その
一三︑お前は何をたべる
他方

もくくと大きくかたまつ

﹇他方﹈︵名︶1

のか︒

十二川11園

おいしいこと︒

十一梱5

五器7

十一754園

さもおいしさうにたべてみた︒

いたばかりのいちごに牛乳をかけて︑

十一752

朝御飯をたべて居ます︒

其の中へ︑御飯の残りやお米

さうして︑思ひくに︑こつ

舟の中で︑ゆっくりおべんた
てんこ
やがて朝の鮎呼も終って︑

たほう

十一麗11

たり︑又時にそれが畠のうねのやう

タマ

に︑天の一方から他方へ幾條か連な

酒保へ行って︑お汁粉や大

﹇玉﹈︵名︶24

福餅をたべながら︑お國じまんの話
たま

つたりすることがあります︒

一番末の弟が︑お供物のおだ

球←くだたま・しおひるたま・しお
ま・ふたつのたま・まがたま・みた

みったま・しゃぼんだま・ふうせんだ
ま・めだま

三度直々の食事に︑必ず其の
きらひな物ばかり出して︑大將がな

七去3

んごをたべたいと言出した︒

七山3

に花を咲かせるのも此の時です︒

七505團

しゅほ

から︑朝御飯をたべます︒

顔を洗ひ︑すっかり室をさうちして

七492団

うをたべました︒

七133

をたべます︒

のとうろうに飛移つたりして︑お米

ちのへうたんにはいったり︑あっち

六913

寄って來て︑喜んでたべます︒

などを入れて置くと︑雀がたくさん

六894

してゐました︒

手からゑをたべるほどに

四544大そうよくなれて︑私の
なってゐました︒

四鵬8それから︑みんなで︑豆を
年のかずだけたべました︒
五386 象は︑たえず鼻を動かして︑
何かたべる物でも落ちて居ると︑す
ぐその先ではさみ上げます︒

五389 さうして︑鼻をぐるつと巻く
やうにして︑口の所へ持って行って
たべます︒
マユ

五534 モウ桑ノ葉ヲタベナイデ︑頭
ヲ上ゲテ︑繭ヲカケル所ヲサガシマ
ス︒

五554 今桑ヲタベテ居ル慧モ︑アシ
タノ朝マデニハ︑大テイ上ツテシマ
フサウデス︒

れるまで︑うち中の者がそればかり

五伽6圏しかし︑此の間から︑鯛が︑
何かのどにさ＼つて︑物がたべられ

美しい玉や貝でかざつ

目がねの玉一ぽいに廣がつて︑つい

僕は驚いた︑どこかの屋根が︑

たべるやうにした︒

子馬がたくさん來て居て︑母馬の草

三筆6

六498

ないで困ると申して居ます︒

をたべる後を追ひながら︑廣い野原

九佃9村のあちこちから同じやうな

六嘱5 すっかり草をたべてしまった

を賢しさうに遊び廻ってゐました︒

出して︑弟と一しょにたべた︒

六232 むしたさつまいもをかごから

山羊は︑やさしい目をしながら︑又

ンナ大ワラヒシマシタ︒

二813 ソノ時︑オトウサンノカ
たゴいた小さい三目がねが出て來た︒
ホヲ見マスト︑ヒデノ先二︑
六493 左の手に目がねの玉を持って︑
水ノ玉ガツイテヰタノデ︑ミ
目から遠くへはなした︒

寄って來ました︒

1111
たまう一だます

四五米ぐらみの所にあるやうに見え
るではないか︒

又︑月を直径三王のピンポ

いとも何とも思はなかったよ︒

十二撹2

かづけば︑明治天皇は︑かしこくも

たまぐし

たまき

﹇玉串﹈︵名︶1

たまぐし

二重の玉垣の奥に鎭まりいま．すので
ある︒

して見ても︑太陽は直樫十三米とい

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと
ふ大きなものになって︑

六508 ちやうど︑目がねの玉がはま
るくらみの大きさに巻いて︑其の

﹇▽しずのおだまき

方のはしに︑目がねの玉をはめた︒

九556国

たまさか︑大きなサボテン

たまさか ﹇偶﹈︵副︶1 たまさか

﹇魂﹈︵名︶5

魂←やまと

があるくらみのものです︒

たましい

だましい

顔がかはいくてたまらなくなりまし

魂でもあるやうな氣がして私は︑朝

十二210図團廣前にたまぐしとりて 手写1 さう思ふと︑どれもこれも︑
うねび山たかきみいつをあふぐ今日

六511 ちやうど︑目がねの玉がはま たま・う ﹇給﹈︵四︶1 たまふ ︽一
へ︾﹇▽あずかりたまう・あたえたま

かな

えび

十一研9

國語こそは︑國民の魂の宿る

刀は武士の魂である︒

ふことです︒

歴史を聞いて見たいとは︑誰でも思

十一齪2圏其の魂を呼起して︑古い

所である︒

九m2

らく光って居た︒

武士の魂と呼ばれる物は︑何時もき

七椰6けれども︑刀・槍・長刀など︑

なちなた

う・あわれみたまう・うしないたま

わらの切れはし浮かべたり︑

翌年の夏艀るのですが︑艀つた時は

た︒

るくらみの大きさに巻いて︑其の一

卵﹇▽コロンブ

方のはしに︑目がねの玉をはめた︒

﹇卵﹈︵名︶7

六二4圏

スのたまご・ゆでたまご

たまご

う・ききたまう・きたまう・くだした
ずけたまう・させたまう・したまう・

や目高も︑泳がせて︒

卵のからを浮かべたり︑

まう・くれたまう・けっしたまう・さ

六632圏 みだれ飛ぶ たまに破れて︑ う・うまれたまう・かいけんしたま
職のてがらをかたる ほまれの軍

しめたまう・すくいたまう・すてたま

旗︑ほまれの軍旗 ︒

六伽5 僕等ハ︑大砲ノタマガイクラ

う・せたまう・たすけたまう・たてま

の皮にきずをつけて︑其の中に卵を

夏の末になると︑親仁は︑木

飛ンデ來テモ︑水心モグツテ居レバ︑

つりたまう︒たのみたまう・ついぼし

生みます︒

七947

平氣ナモノデアル︒

七㎜9 小川の水は銀の帯とも見え︑

たまう・とつぎたまう︒なのりたま

するしやう

きらく光る草葉の露は水晶の玉

二粍ぐらみの︑小さい︑白いうじの

かへ

いたまう・みたまう・むかいあいたま

ち

六56囹

は＼あ︑こんな事をして︑

此の國に居た悪者のかしらは︑

だましうちにしようとするのか︒

かねて︑尊の御勇武を︑聞傳へて知

六354

つて居ましたので︑

ないと思ひました︒

南参道に入れば︑夜來の雨

だま・す﹇騙﹈︵五︶4だます︽ー

て︑

に清められし玉砂利さくくと鳴り

十15図

玉砂利

も勝てない︑だましうちにする外は

通りではとて

と卵の端を食卓に打ちつけ︑何の苦

五月の太陽は︑︿略﹀︑

輝かしい生

たまじゃり ﹇玉砂利﹈︵名︶1

大人の握りこぶし程の大きさ

氣を吹込む︒

まれたばかりの卵に︑

鶏小屋の奥にしのび入って 今︑生

とり

十一378圃

いらしいのもあるが︑

のもあれば︑雀の卵ぐらみな︑かは

九706

もなく立てて申しました︒

八櫛5此の時コロンブスは︑こつん

だましうち ﹇騙討﹈︵名︶2 だましう

卵は︑其のま＼で冬を越して︑

う・のたまう・はりかえたまう・ふる

う・めいじたまう・もうしたまう・も

七947

のやうである︒

八価2図圃 今はとボートに 移れる
飛磨るたまに

諸君︑試みに此の卵を卓上

忽ち失せて︑

中佐︑

玉垣に連なる鳥居の奥に︑

小さい社殿の右側に︑玉垣を

すがくしき赤松の木立を負ひたる
ろう

縷門は︑

十404

廻らした泉がある︒

玉垣一つをへだてて相隣す
せいがんと

十樹3図

るは︑青岸渡寺なり︒

さて舞所に立って恭しくぬ

に立ててごらんなさい︒

勝報上聞に達するや︑司 八伽7圓
﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

令長官にたまへる勅語の中に︑

十一608図

やうなものです︒

軍神

とめたまう・わすれたまう

うらみぞ深き︑
しゃくどう

其の名残れど︒

旅順港外︑
廣瀬と

八湿7 誰も彼も︑赤銅色のはだか
ら玉の汗を流してみる︒

かうりん

十25図

九703 中からみづくしい白茶色の たまがき ﹇玉垣﹈︵名︶4 玉垣

やまた

玉が︑じゅずつなぎになって︑ころ
あめ

ころと出て來た︒
おほくにめしのみこと

十一676 天の岩屋︑八道のをうち︑

大國主命︑天孫降臨︑二つの玉等

の神代の尊い物語を始め︑
ぬれにけり︒

十一麗8図圃 ぎんぎらと 露の玉
月かげは

十二8610園 たまがあたった時は︑痛十一104

たまたま一たまる

1112

こふ︒

十一328

其のすかしぼりの金物の下

占めたために︑此の時計全髄が再び

活動することが出來たのだと思ふと︑

サ・iシ︒ース︾

に︑玉轟の羽が敷並べられ︑其の美

たな︒

四956園 君らは︑うまくだまされ 十一価2図 たまく大阪に出水あり︒

﹇賜物﹈︵名︶1

たまもの

タマラナ

今度は其の眞劒のたまもの
﹇堪﹈︵形︶12

見テヰルウチニ︑ジブン

わたしは︑いつもお纏を讃

どれもこれも︑魂でもあるや

五十米程登ると︑僕はもうた

ねぢは︑自分がこ﹂に位置を

らない︒

殊に︑初層に比して第二層

の輕快な感じがたまらない程よい︒

十一301

十一一鵬4 三四百米も走ったので︑あ

澄んだ水の色︑川べりの黒

つくてたまらない︒

い土︑草の芽の緑︑此の三四箇月土

十二悩10

を見ることの出來なかった目には︑

εひとたまり・みずたまり

皆たまらなくなつかしい︒

たまり

太郎サンバ︑天キガシン

太郎サンバ︑ウレシクテタ

ネズミサンニガリガリ

ケレドモ︑ネムクテネムク

ぼくは︑ひよこがかはい

ぼくは︑うれしくてたまり

白兎は︑痛くてたまりませ

んから︑はまべに立って泣いて

四967

ません︒

四166

くてたまりません︒

三148

テタマリマセン︒

一一992

トカジラレテハ︑タマリマセン︒

二591園

マリマセンデシタ︒

ニー25

パイデタマリマセン︒

寒詣6

る︽ーッ・ーラ・ーリ︾

すると︑痛みが 一そうひたま・る ﹇堪﹈︵五︶16 タマル たま
どくなって︑どうにもたまらな

つた︒

まらなくなって︑眞一文字に滑り下

八934

てたまらなくなりました︒

うな氣がして私は︑朝顔がかはいく

七唱2

まらなくなってしまふ︒

つい量里がかきたくてかきたくて︑た

まうと思ふのだが︑机に向かふと︑

六⁝川6園

くなりました︒

四982

マシタ︒

モ︑ヲドリタクテタマラナクナリ

二655

イたまらない︽ーイ・ーカッ︒ーク︾

たまらな・い

だ︒

十椰6園

たまもの

みるが︑

にゑがかれた垂のみが色をとゴめて

十一3211 今は金物も古びて黒くなり︑ つて︑はせつけた︒
とびら
玉轟の羽も光を失って︑たゴ扉や墓
十813 何よりも︑のどが乾いてたま

船員の一人は︑たまらなくな

嬉しくて嬉しくてたまらなかった︒

玉のひ球き

十741

しい光彩が︑金色の金物のすかしを

第一

通して見られたのであるといふ︒

さうして︑其の貝塚及び附

や土器などが︑たまく獲見される

近から︑當時の住民の使用した石器

十ニー18

六369園 さては︑だましたのか︒
わけである︒

十二231

見かける︒

十二275

﹇玉手箱﹈︵名︶3

廣いのである︒

たまてばこ

それでは︑この玉手箱

いと思って︑︿略﹀︑そのふたを

けたら︑どうかなるかも知れな

三三3こんな時に玉手箱をあ

した︒

かめにのって海の上へ出ま

三佃8 浦島は︑玉手箱をか＼へ︑

をあげます︒

三三3圏

玉手箱

に生ひ茂る楊柳の林だつたりする程

く陸と見たのは︑江上の島の水際

を望んでも陸らしい物を見ず︑たま

やうす
何しろ揚子江は︑其の封岸

を取って︑せっせと働いてみるのを

すと︑︿略V︑三人五人︑すき・くは

たまく汽車の窓から見渡

十二6210園 や︑おのれ︑買物にはま
んまとだまされて︑申しわけに︑は
やしものをするとは︒

十二醜5園 えい︑だますな︒
たまたま ﹇偶偶﹈︵副︶12 たまく

もりをして居た時︑話がたまく槍

七821 或日︑信長が家來を集めて酒
のことに及んだ︒

八778 たまく其の附近に居た我が
軍の兵が︑これを嚢弄した︒

九佃9 かういふ所で︑たまくなつ
ちごく
かしい日本語を聞くと︑まるで地獄

で佛にあった心地がし︑

がけ
十爾6図 されど︑南を受けたる崖下

など︑たまく白梅の乳輪咲きそめ
たるを見る︒

野猿の叫びを聞く ︒

やゑん

十渇1図 四邊静かにして︑たまく
おはらめ

大路小路を行く人 の 言 葉 も ︑ ︿ 略 V ︑

あけました︒

十﹁1111 たまく見かける大原女も︑
すべて優にやさしいのが京都である︒

十二目2

玉のひ球き

十一867 たまく遠くからたゴよふたまのひびき ︹墨黒︺2 玉のひゴき
やうに汽笛が聞えて來るのは︑カム

第一

玉轟

九315

てたまらない︒

更に推古天皇の御念持佛で 九293 ねぢは︑﹁︿略﹀︒﹂と叫びたく

﹇玉虫﹈︵名︶3
すみこ

私たちの心を引く︒

づ し
あったといふ有名な玉轟の御厨子が︑

十一326

たまむし

十ニー1

たまく交易のため︑

チャッカ沿岸へ航する汽船であらう
か︒

十一958図

コー二の大陸に渡らんとするに際し︑

林山︑切におのれを伴なはんことを

1113
だまる一ため

﹁︿略﹀︒ ﹂ と ︑ お と う さ ん が

ゐました︒
四辻3

おっしゃったので︑ぼくはうれ
しくてたまりません︒

五893国 この頃︑少し泳げるやうに
なって︑うれしくてたまりません︒

七価3 にいさんが連れて行って見せ
てやらうと言はれたので︑ゆふべか
ら︑私は嬉しくてたまりませんでし
た︒

八114 日本に春が來ると思へば︑も

正雄サンモヨクワカラナイト
見エテ︑ダマッテヰマシタ︒

四嘱5 みんながわいくいふの
を︑始からだまって聞いてゐ
花子さんと雪子さんは︑

た一人の子どもがありました︒
四776
だまって何か書始めました︒

くしながらだまってみた︒

め︑民草をもみそなはすらん︒
たむけ

十二悩10図

山

秋は春日の社神さび︑手

た

十二386美顔回は予の前で教を受けたむけやま ﹇手向山﹈︹地名︺1 手向
る時︑たゴだまってみるので︑何だ

やま

かぼんやり者のやうに思はれるが︑

手向山神社

﹇手向山神社﹈

向山の紅葉夕日に映ゆる上封に見ど

むけやま

ころあり︒

︵名︶1

手向山神社

ため ﹇為﹈︵名︶52 ためεおため

十二欄図

僕も何か手傳へたらと思ひ たむけやまじんじゃ

十二795齪 父も︑母も︑兄も︑妹も︑
はし
だまって箸を動かしてみる︒

十二885

︽ーッ︾

ながら︑なれないのでだまってみる︒
六824 誰もだまって居るので︑聞え
とけい
たまわ・る ﹇賜﹈︵五︶1 賜はる
るものは︑かちかちといふ時計の音

今日はお参りなので︑皇 六285 手下の者はもちろんのこと︑

手傳のために︑たくさんの男や女が︑

十42図

しんれい

しづ

︿略﹀と︑神かけて祈らせ
給へるを︑今とこしへに神璽と鎭ま
りまして︑御親ら世を守り︑國を鎭

まっしくら︑進む兵士の

し

あれは︑雪のためにたべもの

國のために戦死した人は︑

ほうでう

大塔宮は︑北條高時征伐の

だいたふのみや

とっかは

かうや

此のへんの敵の様子を探るた

其のため大將には︑全くたべ

それは︑つい今しがた︑番人

が火をつけるために手を燭れたから

八697

物に好ききらひがないやうになった︒

均整4

から急ぎ足に道をたどって來たが︑

めに︑思はず時を過して︑宮の御覧

七559

ひになった︒

大和の十津川から高野の方へお向か

やまと

ため︑丘ハをお集めにならうとして︑

七547

皆おまつりしてあるのだ︒

雪景7園

に行くのでせう︒

が見つからないので︑遠くへさがし

六876

るしの軍旗︑しるしの軍旗︒

に︑

みくに
身をすてて︑ 皇國のため

后陛下から賜はつた義足をつけたが︑

と︑鐵びんの︑しゅんしゅんといふ

しかし︑ベートーベンは
にいさんは︑初からにこ

六626圃

集って來ました︒
つたいない︒

﹇民﹈︵名︶3

たみわれ

たみ

民﹇▽みたみ・み

これで土を躇むのは︑ほんたうにも

十二948園

信長はだまって居た︒

だまれ︒

音だけである︒

七828

七752園

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんに言は

う彼等は矢もたてもたまらず︑北を

た︒

年の間租税を免じて︑民のかまどの

そぜい

も︑たゴだまって研究の歩を進めた︒

八828

しかし︑佐吉は何と言はれて 七728 昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀︑又三

れて︑私はだまってついて行きまし

七襯6

さして進むのです ︒

九描2 僕は嬉しくてたまりません︒

十一454 これに思ひ至ると︑先生は
もう矢もたてもたまりませんでした︒

らんね︒

十一758園 あれを聞くと︑全くたま

煙の立つやうになったのを減そうお

つ＼しみて︑御在世中の

せ

宮が︿略﹀︑國のため民の

世を守れ伊勢の大神

い

とこしへに民安かれと祈るなるわが

大御歌・御歌をしのびまつれば︑

十37図魍

喜びになりました︒

父は︑しばらくだまってゐま

九号8

したが︑﹁︿略V︒﹂と許してくれまし

十一柵6囲 沙漠の湖とは妙だと思ひ
ながら︑やうやく暑さに苦しむ身に

しかし︑河井君はだまった

だまってついて盛るさ︒

た︒

十382園

は︑水景がなつかしくてたまりませ
ん︒

十二675 此の狭い谷底のやうな迷路 十466

ま＼︑じっと落ちて操る水に眺め入

十二柵9

いへもち

ためには水火の中をもいとはぬ御覧
悟で︑將軍家茂に嫁ぎ給うたのは︑

お后は︑此の時まで何も言は

ずにだまってみる清少納言に︑

汐時から七年前のことである︒

十柵2

に導かれ︑あの芝敷の挾間から撃ち

だま

つた︒

ダマル

かけられ射すくめられては︑全くた
﹇黙﹈︵五︶19

まったものではない︒
だま︒る

﹁︿略﹀︒﹂とお尋ねになりました︒

十一価3

た団だまってうなだれてみる︒

十一籾9

三718 すると︑年とったねずみが︑ 十一4111 私はだまってうなついた︒ たみぐさ ﹇民草﹈︵名︶1 民草

る︽ーツ︒ーレ︾

﹁︿略﹀︒﹂といひましたので︑みん

なだまってしまひました︒
三945﹁︿略﹀︒﹂ト聞キマシタガ︑

ため一ため

l114

です︒

八756 電信も電話も敵のためにこは
され︑通信はたゴ鳩にたよる外はな
かった︒

を言出したかと思ひながら︑やって

八二9 人々は︑何のためにこんな事
みましたが︑もとより立たうはずは
ございませんQ
ました︒

九145 其のため︑機膿は幾分破損し

身を投出して︑人のために書くす人

要な堅さを持つ百錬鍛造の鐵と︑折

此の時事代主命は︑すな

ろはぬと︑身のためにならぬぞ︒

若しさうと致しますと︑

家のため國のため︑私が取りしまり

十二幽3囹

をすることになりまして︑

取りしまりをすることになりまして︑

十二四4園家のため國のため︑私が

リや王が姉たちにぎゃく待

ヤは︑フランス王に從ひ︑老父王の

されてみることを探知したコーデリ

十二爾8

しが︑使を得て急ぎ編り︑父君に申
し給ふ︒

どりのため美保崎といふ所にいまし

みほのさき

十一一55図

重ね合はせて造るのである︒

れないための柔かみを與へる鐵とを
家が貧しかったために︑八歳

だ︒

十旧5
の時から人にやとはれて︑牛や羊の

息子は︑勉強のため山東へ

番人をした︒

十価9園
渡って行った︒

ために軍勢を率みて英國に渡った︒

大神︑其の二心の厚きを

賞して︑命のために壮大なる宮殿を

十二64図

造らしめ給ふ︒

先生は︑何とかして此のか

はいさうな子供たちのために︑便利

十一447
な機械を作りたいと思ひました︒

十一一㍑4 かういふふうに︑二回まで

つまり裁判を念入りにするためであ

上訴し得るやうになってみるのは︑

はと
千木のほとりを飛ぶ鳩の︑
さながら雀の如くに見ゆるも︑社殿

十二68図

んため︑本匠における海軍のほとん

九313 ねぢは︑自分がこ＼に位置を 十一546図 露國が連敗の勢を回復せ
占めたために︑此の時計全膿が再び

る︒

の高大なるためなるべし︒

つて︑民事裁判では︑︿略﹀︑刑事裁

十一一衙9 又︑辮護士といふものがあ

だからといって加減をし

ど全勢力を墨げて編成せる太平洋第

たら︑結局︑人に用ひられるため

けっきょく

十二358圏

には︑道はどうでもよいといふこと

十二旧5

裁判は實に︑正義を保護し︑

判では︑被告人のために辮論ずる︒

大部分は︑我が艦隊のために︑或は

奥州にありて︑御午あ

十一594図此の爾日の戦に︑敵艦の

十二506図園

になりはしないか︒
あうしう
イ

ほんたうに間違なく讃ませ
ヲ

秩序を維持するための大事な仕事だ

ア

といはねばならぬ︒

ハ

げの事承り︑御力をそへ奉らんため︑

キ

夜を日に縫ぎてはせ参じたり︒

サ

るためには︑﹁久佐幾波阿遠以﹂と

は︑身命をなげうって兄上のために

敷に輝く星の︸つなのであるが︑

一言半句の教のために︑

あなたのために︑日本の
コーデリヤ︑言方をつく

十二柵8図

それが日常の計算に非常に

それは︑至心日本が學ばね

かくて白洲を視察せし官

によらなければならなかったからで︑

用するため︑数量もまた西洋の敷學

ばならなかった西洋諸種の馬術を採

十二槻7

にかそろばんのみが用ひられ︑

便利なものであったため︑何時の間

十二餅3

かるく見えるに過ぎない︒

コー二の大陸に渡らんとするに際し︑

たまく交易のため︑ 十二533図園 今かくはせ参じたる上 十一一価3 つまり太陽は︑夜の空に無

でも書かねばならなくなる︒

ク

十一659

撃沈せられ或は捕獲せられて︑

二・第三艦隊は︑

活動することが出撃たのだと思ふと︑
めでした︒

九322園 工合の悪かったのは其のた
九伽8 其の勇ましい様子を思ひ浮か
べると︑僕は北斗のために喜んでや
りたいのです︒

十211囲国画のために軍には出で候
ぞ︒

に報ゆるためには候はずや︒

敵の機械化部隊の側面を突

我々に近いために︑特に大きく︑明
十二809

薫皿くさん︒

こふ︒

林藏︑切におのれを伴なはんことを

十213屡圏 一命を捨てて︑君の御恩 十一958図
十215重囲圏 一入の子が御寮のため
軍に出でしことなれば︑定めて不自

十一而3園

曲をやりませう︒

十二価2園

此の身を捨てる我を見よ︒

十二備1園

くため︑全速力で右方へ廻った我が
職車部隊は︑午前七時十分︑めざす

我が一切纒の出版を思
佛教を盛にせんとするは︑ひつきや

ひ立ちしは佛教を盛にせんがため︑

十一価6図園

御休養のため︑宮中から下って或御

罪なる事もあらん︒
きさき
十983 一條天皇のお后は︑其の頃︑

佛教を盛にせんとする

う人を救はんがためなり︒

場所に着いた︒

殿にいらっしゃいましたが︑

十一価7図園

は︑ひつきやう人を救はんがためな

十欄1 それがために︑毎日三萬何千

り︒

日本刀は︿略﹀︑切るに必

人の人々が働き駆けて︑十年といふ

十一㎜5

長い月日がか＼りました︒

下之5圏 教養も高いし︑第一自分一

1115

してみたが︑ざんねんにも︑佐吉の

製の織機とを︑

一年にわたってため

吏は︑助左衛門が公共のため一身を

ため息

御矢一筋受けて︑甲の程
爲

を

たらひ程に見える大きな圓の

中には︑何か︑とろくととけた物

されど︑目ざす色はたやす 七海4

く罹るべくもあらず︑日毎に焼きて

十4810図

野木狼介勝

たらだおほかみのすけ

狼介勝盛﹈︹人名︺2

名を親木狼介勝盛と改め︑

たらぎおほかみのすけ

盛立木狼介勝盛

折もあらば鹿介を討取らうと思った︒

九781

﹇械木

が動いて居るやうに見える︒

︽ーエ︾

ひ

たらぎおおかみのすけかつもり

は砕き︑砕きては焼き︑果はた窟ば
絶ゆ

う然として歎息するばかりなり︒
﹇絶﹈︵下二︶2
つエおと

且Vいきたゆ

砲音絶えし砲皇に︑

だのぶなが

便り

それを通り抜けて︑だらく

︵名︶1

まだらけ・ゆきだらけ

だらだらざか

ヒッカイタリ︑カミツイタリ

見エタリシマス︒

キンギョガ︑急二大キク見エタ
リ︑マタモトノヤウニ︑小サク

三75ーヨコノ方カラノゾクト︑

ヲトッタリイタシマセン︒

一723漁人ヲクルシメタリ︑モノ

タシマセン︒

ルシメタリ︑モノヲトッタリイ

一723園モウ︑ケッシテ人ヲク

シテ︑

一696

クルシメマシタ︒

リ︑カミツイタリシテ︑オニヲ

一695サルト犬ハ︑ヒッカイタ

たり ︵出湯︶醜 タリ たり だり

本ある︒

坂を上ると︑道ばたに大きな松が

七198

だらく坂

だらけ・どうだらけ・ひげだらけ・や

だらけ ﹇▽いわだらけ・しわだらけ・ち

械木狼介勝盛︒

いはみ
いかるがや富の小川の 九792園 かく言ふは石見の國の住人︑

らめき立てり︑日の御旗︒

十932図國

十一351図圏

たより

絶えばこそわがおほきみの御名を忘
れめ

﹇便﹈︵名︶2

それが萬壽姫で︑木曾に住ん
で居りましたが︑風のたよりに此の
かまくら
事を聞いて︑うばを連れて鎌倉をさ

八407

いえいだより

たいれんだより︒なんようだより・へ

5アメリカだより・さんぐうだより︒

たより

父爲時が願ったやうに︑若

ぢためとも

叔父為朝の弓のやうなら
たも

上陸したら︑又各地から

して上りました︒

十一樹3囲

便りをしませう︒

︽iッ・ール︾

たよ・る﹇頼﹈︵五︶2たよる

ちり

大きなたもで︑網からいわし

︵名︶！

たもと

くびの済すずを

﹇挟﹈︵名︶3

をどんく僕等の船へ上げる︒
たもと

三234圃

すそにからまり︑
たもとにすがる︒

ちりならし︑

早く此の事を大石橋守備隊へ
知らせようとしたが︑電信も電話も

八757

敵のためにこはされ︑通信はたゴ鳩
お

鹿介は︑織田信長に毛利攻め
の志があることを知って︑彼をたよ

九871

にたよる外はなかった︒

動くたもとの

︽一

人夫は旅人のたもとをおさへ

美しさ︒

四側8囲右に︑左にひらく
と︑
七擢9

たやす

且vそうしたら

つた︒
たら

これにこりて︑賊は︑城の水

﹇絶﹈︵五︶1

て︑﹁︿略﹀︒﹂

たや・す

た・ゆ

ためとき
父の爲時は︑﹁︿略﹀︒﹂と言

をためし候はん︒
ためとき
﹇為時﹈︹人名︺2 爲時

う︒

ためとも

たも

ば︑わざと落しても與ふべし︒

八榴7図園

ためとも
﹇六朝﹈︹人名︺1 為事

のやうな假名文は書かなかったでせ

し紫式部が男であったら︑源氏物語

十一1411

つて歎息しました︒

十一1310

時

ためとき

十172図心

機械は外國製に及ばなかった︒

捧げてか＼る難事業に當れるを見て︑
感歎止まざるものありき︒
十二研9 宮が︿略﹀︑國のため民の
いへもち

ためには水火の中をもいとはぬ御壷
悟で︑將軍家茂に嫁ぎ給うたのは︑
當時から七年前のことである︒

十二研9 國のため民のためには水火
﹇溜﹈﹇▽はきだめ

だめ

の中をもいとはぬ御畳悟で︑
ため

﹇駄目﹈︵形状︶5

﹇溜息﹈︵名︶2

﹇試﹈︵四・五︶3

なったのではありませんか︒
ため・す

シ︾

をたやして苦しめようとはかった︒

八837 或會社では︑此の織機と外國たやす・し ︵形︶1 たやすし ︽ーク︾ たらい ﹇盤﹈︵名︶1 たらひ

なからうか︒

八705囹 何かでためしてみる方法は 六742

︽ーシ︾

ためす

いましたが︑海の世界が︑おいやに

五伽6園 あなたは︑今ため息をなさ

め息をなさいました︒

の事を思ひ出して︑思はず大きなた

五伽4 命は︑︿略﹀︑或日︑ふと兄神

ためいき

十二川9園 だめだ︑行者さん︒

悪いことなんか出來なくなった︒

七367園 だめだ︒あの笛を聞いたら︑ 八偶2

るだけでは︑だめだ︒

六佃5園 お前は︑口で言って聞かせ

だめだ︒

五柵5囹外のは︑何本持って來ても

たが︑だめだ︒

五814 背のびして︑手をのばしてみ

だめ

ため一たり

たり
たり
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三752 キンギョガ︑急二大キク
見エタリ︑マタモトノヤウニ︑
﹁︿略V︒﹂といって︑くすり

小サク見エタリシマス︒
三悩2

で洗ったり︑くすりをつけたり
して下さいました︒
三秘⁝3 くすりで洗ったり︑くすり

見ると︑かめを一びきつ

をつけたりして下さいました︒

三好6
かまへて︑ころがしたり︑た＼いた

りしていぢめてみるのです︒
三佃6 ころがしたり︑た＼いたり

していぢめてみるのです︒

といふ鬼がみて︑時々都に

四572 大江山に︑しゅてんどうじ

出て來ては︑物をぬすんだり︑

女や子どもをさらったりしま
した︒

女や子どもをさらったり

しました︒

四572
四588 けはしい山道を上ったり︑

深い谷を渡ったりして︑だん
くおくへ進んで行きました︒
四591 けはしい山道を上ったり︑

深い谷を渡ったりして︑
お話したり︑歌ったり︒

四伽6圖 友だち呼んで︑にぎやか
に︑

お話したり︑歌ったり︒

四二6圃友だち呼んで︑にぎやか
に︑

四悩7 雪ヤアラレヲ降ラセタリ︑
水ヲコホラセタリシマス︒

四悩7 雪ヤアラレヲ降ラセタリ︑

松原に︑

水ヲコホラセタリシマス︒

四個3圃白いはまべの
松原に︑

返したり︒

白いはまべの

波が寄せたり︑返したり︒
四七4圏
波が寄せたり︑
返したり︒

四襯4圃白いはまべの松原に︑
波が寄せたり︑
返したり︒

すると︑今までかくれてみた︑

波が寄せたり︑

四襯5圃白いはまべの松原に︑
五16
いろいろのわるものが出て敵て︑ら
んばうをしたり︑いたづらをしたり
しました︒

らんばうをしたり︑いたづら

さうして︑をりく水の上に

をしたりしました︒

五16

五154

草の上に腰を下したり︑ねこ

かほを出してみたりしました︒

五294

ろんだりして休みました︒

谷川を下りながら︑みんなは︑

うれしさうに歌ったり︑さわいだり

五694

私たちは︑手に手を取って︑

歌ったり︑さわいだりしまし

しました︒

五694
た︒

五741

歌ったり︑をどつたりして喜

歌ったり︑をどつたりして喜びまし
た︒

五741
びました︒

クモニハ︑ソレガ︑スグワカ
ルモノト見エテ︑シキリニ︑コノ綜

五788

ヲ引ツパツタリ︑動カシタリシテ居
コノ綜ヲ引ツパツタリ︑動カ

マシタガ︑

五788

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

シタリシテ居マシタガ︑

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

五80一
シゴト

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

ル仕事ヲ績ケマシタ︒

五829

きうりにそへて立ててある竹

サゥ千行ッタリ來タリシテ︑

五294 草の上に腰を下したり︑ねこ 五802
ろんだりして休みました︒

そのぶらくした長い鼻は︑
よく見ると︑先が蛇の口のやうで︑

五385

とんぼが止ったり︑はなれた
天の神様がお出でになったと

酒をつがせては︑しきりに飲

たり︑おいしいごちそうをしたりし

て︑

六295

酒をつがせては︑しきりに飲

んだり︑歌ったりしました︒

六295

僕は︑此の二つを︑重ねたり

んだり︑歌ったりしました︒

六487

けしき

別々にしたりして︑机の上を見たり︑

僕は︑此の二つを︑重ねたり

外の景色をのぞいたりして居た︒

六487

けしき

机の上を見たり︑外の景色を

別々にしたりして︑

六488

けしき

のぞいたりして居た︒

かうして出來た二本の筒は︑

六488外の景色をのぞいたりして居

た︒

うまくくひ合って︑長くのばしたり︑

六524

長くのばしたり︑ちゴめたり

ちゴめたりすることが出來る︒

六524

二つの筒を︑のばしたり︑

することが出來る︒

六533

ちゴめたり︑かげんして居るうちに︑

二つの筒を︑のばしたり︑

はっきりした︒

六533

さうして︑思ひくに︑こつ

ちゴめたり︑かげんして居るうちに︑

六912

ちのへうたんにはいったり︑あっち

のとうろうに飛移つたりして︑お米

して︑

り︑あっちのとうろうに飛移つたり

こっちのへうたんにはいった

いふので︑毎日々々︑海の世界の珍

海の世界の珍しいをどりをし

六913

をたべます︒

五慨9

になりました︒

そうをしたりして︑命をおもてなし

しいをどりをしたり︑おいしいごち

五擢8

りして居る︒

五829

に︑とんぼが止ったり︑はなれたり

心を合はせて︑野や山を開い

開いたり︑閉ぢたりします︒

して居る︒

五385

開いたり︑閉ぢたりします︒

五634

て田や畠にしたり︑道をつけたり︑
川に橋をかけたりなさいました︒

道をつけたり︑川に橋をかけ
川に橋をかけたりなさいまし

たりなさいました︒

五635
五635
た︒

1117
たり
たり

六941 窓をあけて見ると︑向かふの
空には︑ぱっと火の粉が上ったり︑
又少し暗くなったりする︒

六942 ばっと火の粉が上ったり︑又

足袋にはきかへたり︑着物のすそを
今度は︑牛がまぐはを引いて︑

はしょったりしました︒

七254

九時には消燈ですから︑其

泥水の中を行ったりもどった

泥水の中を行ったりもどったりする︒

七254
りする︒

少し暗くなったりする︒

六佃6 ケレドモ︑潜望鏡ヲタエズ水
七518国
の前に日記をつけたり︑手紙を奪い

ノ上へ出シテ居ルト︑敵二見ツケラ
レヤスイカラ︑不用ノ時ハ︑コレラ

入螢漸時は︑寒風吹きすさ
せんたく

ぶ管庭で教練したり︑冷たい水で︑

七528困

手紙を書いたりします︒

其の前に日記をつけたり︑

たりします︒

ク

七519囲

引ッコ当直リ︑又ハ深クモグツテシ
マツタリスル︒

六佃6又ハ深クモグツテシマツタリ
スル︒
バクダン

六伽7 シカシ︑飛行機二見ツケラレ

食器を洗ったり洗濯したりするのに︑

パクライ

テ︑暖潮ヲ落サレタリ︑足ノ早イ駆
チクカン

中々ほねが折れますが︑

して襲達したのです︒

多くの品物が︑自由自在に集

たりします︒

時にねだんが高くなったり︑

安くなったりします︒

八欄5

職人たちは︑これまでのやう 九19 早い年には︑三月置末か四月
つぼみ
のごく初に︑蕾のほころびることが

つたり散らばったりするので︑

七657
七807

あるが︑さういふ年には︑季節はつ

に︑あっちこっち歩き廻ったり︑一

れの雪が降ったりして︑せっかくの

禮の手入れをしたり︑運動を

盤の手入れをしたり︑運動を

させたり︑

九湘6

つたのは其の頃からです︒

させたり︑僕の仕事が追追忙しくな

九佃6

花をだいなしにする︒

つ所に大勢寄って︑むだ話やむだな

一つ所に大勢寄って︑むだ話

仕事をしたりしなくなった︒

七808

小蒸汽船が︑煙を吐きながら

やむだな仕事をしたりしなくなった︒

七側4

へうちゅう

小蒸汽船が︑煙を吐きながら．

行ったり來たりして居ます︒

七川5

はくちよく

行ったり來たりして居ます︒

り追はれたりしながら︑寵しく運動

し︑僕が止れば北斗も止り︑追った

たふ

八275團さうして︑白玉山の表忠 九伽1 僕がかけ出せば北斗もかけ出
塔を仰いだり︑二百三高地に登った

しました︒

すると︑もう兵隊さんは來て

ひづめ

毛櫛で手入れをしたり︑肢を

けぐし

ひづめ

ても︑じっとおとなしくしてゐます︒

あげさせて蹄の裏をさうちしたりし

九侶9

二百三高地に登ったりして︑ 九献1 追ったり追はれたりしながら︑
姦しく運動しました︒

りして︑日露戦孚當時の勇ましい話
八276困

を聞きました︒

八588

り洗濯したりするのに︑中々ほねが

せんたく

七529圏冷たい水で︑食器を洗った

逐三二︑選考テラレタリ︑爆雷トイ

フモノヲ投ゲコマレタリスルト︑ハ

折れますが︑だんくなれると︑日

クチ ク カ ン

ナハダケンノンデアル︒

日の仕事が︑おもしろく愉快になり

バクライ

した︒

八588

左から右へ︑右から左へと︑

たりして居ました︒

水に

九伽7韻圓く廣がる水の輪が︑

ちしたりしても︑

靴下を洗ったり︑靴をみがい 九梱10 肢をあげさせて蹄の裏をさう

洗ったり︑靴をみがいたりして居ま

居て︑兵器の手入をすまし︑靴下を

六伽8 足ノ早イ駆逐艦二︑打當テラ

勉強したり教練したりしま

八699

うつった

いくつも出ては消えるたび︑

三日月が︑

ゆらく見

行ったり來たりするのに︑其の一

水にうつった

彌次郎と北八は︑江戸を立つ

て︑東海道を歩いたり︑かごに乗つ

九悩1

や じらう

ゆらく見えたりかくれたり︒

九伽7圏

えたりかくれたり︒

三日月が︑
回優々の時間が︑どうやら同じであ

中隊長殿がおとうさん︑班
上殿がおかあさん︑僕等は子供で︑

七539團

左から右へ︑右から左へと︑

るやうに思はれてなりません︒
八699

行ったり來たりするのに︑

にねだんが高くなったり︑安くなつ

八柵5

かうして︑多くの品物が︑自
由自在に集ったり散らばったりする

ところで︑同じ品物でも︑時
ので︑しぜん大阪が一大商業都市と

七656

強したり教練したりします︒

兄弟のやうに仲好く助け合って︑勉

す︒

七538国

折れますが︑

り洗濯したりするのに︑中々ほねが

せんたく

七529囲冷たい水で︑食器を洗った

ます︒

レタリ︑爆雷トイフモノヲ投ゲコマ
バクライ

レタリスルト︑

六伽9 爆雷トイフモノヲ投ゲコマレ
タリスルト︑

六旧4圃卵のからを浮かべたり︑
わらの切れはし浮かべたり︑ えび
や目古園も︑泳がせて︒

六伽5圃卵のからを浮かべたり︑
わらの切れはし浮かべたり︑
船頭さんが ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 ひ

ましたので︑みんなが︑くつしたを

七93

ぬいで足袋にはきかへたり︑着物の
すそをはしょったりしました︒

七94 みんなが︑くつしたをぬいで

たり一たり
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たり︑馬に乗ったりしながら︑二日
目の夕暮に︑小田原に着きました︒

九二2 東海道を歩いたり︑かごに乗
つたり︑馬に乗ったりしながら︑

九悩2 東海道を歩いたり︑かごに乗
つたり︑馬に乗ったりしながら︑

九二1 立つたり︑すわったり︑下駄

十99

講義室でお話を聞いたり︑映

かうぎ

書を見たりしたことが思ひ出される︒

十伽9

閾門内の水面は︑其の都度高

くなったり低くなったりして︑

みだりに人に聞いたり︑聞

かれたり︑いはんや人に頼まれたり

十274国 皆さつばりした服装をして︑ 十幽5圏
げき

上手に國語の封話をしたり︑讃本の
らうどく

してはならないものです︒

みだりに人に聞いたり︑聞
いはんや人に頼まれたりし

かれたり︑

十帽5園

朗讃をしたり︑要覧や劇までやって

みるのに︑すっかり感心させられま
した︒
ヂき

讃本の生糸をしたり︑濁唱や劇まで

十搦7

蒸氣機關が出馬たのは︑一＝二

てはならないものです︒

上手に洋語の翠黛をしたり︑ 十四6囹

やってみるのに︑

らうどく

十274囲

すと︑とつぜん底が抜けて︑湯はす

ばきのま＼で︑がたく阻んでゐま
つかり流れ出てしまひました︒

石炭を地上に引上げたりすることに

炭坑などで水を汲上げたり︑掘った

小屋の軒下などに︑大きな

石が立て掛けてあるのは︑石貨とい

十302囲

つて︑昔はそれで物を買ったり費つ

九儒2 立つたり︑すわったり︑下駄

百年も前の事であったが︑初の中は︑

ばきのま＼で︑がたく喜んでゐま

たんかう

すと︑

使用されるに過ぎなかった︒

つたりしたのださうです︒

人が躇散らしたりしないやうに︑嚴

十悩9園此の雪を消さないやうに︑

全船員の注意は︑海面に出た

重に番をして下さい︒

十恥2

全船員の注意は︑海面に出た

り沈んだりする鯨の上に集る︒

十描2

り沈んだりする鯨の上に集る︒

かういふ風に︑二つの水門を

話をする時に起る空氣の振

いったりして遊んでみる中に︑

十一449

又は其の頃評判になってみた電信

ひやうばん

動を目で見る機械の工夫をしたり︑

又は其の頃評判になって

ひやうばん

機械を研究したりしました︒

十︸4410

茅門の學者にすがったり︑

みた電信機械を研究したりしました︒

友達に意見を聞いたりしなければな

十一461

專門の學者にすがったり︑

りませんでした︒

友達に意見を聞いたりしなければな

十一461

先生は︑其の耳に向かって

りませんでした︒

ました︒

其の耳に向かって息を吹き

息を吹きかけたり︑歌を歌ったりし

十一4611

十一4611

しかし︑生まれつき機械の好

掘った石炭を地上に引上げたりする
十旧8

エンジンの調子をしらべた

もやう

エンジンの調子をしらべた

り︑網の支度をしたり︑特に船長た

かけたり︑歌を歌ったりしました︒

ちは︑晴雨計と空模様を熱心に見く

十一椴8

雨雲に似てゐますが︑所々

り︑網の支度をしたり︑

十一859

らべてるる︒

十一859

きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水
ねんど
車を造って小川にかけたり︑粘土で
小さな水車を造って小川にか

汽車を造ったりして樂しんでみた︒

十型8

ねんど

けたり︑粘土で汽車を造ったりして

﹁あじあ﹂は︑雲の影を追越

樂しんでみた︒

に青空が見え︑雲の端々が白く見え

十欄3

したり追越されたりして︑満洲の大

十一搬9

つたりすることがあります︒

に︑天の一方から他方へ下巻か連な

たり︑又時にそれが畠のうねのやう

もくくと大きくかたまつ

門内の水面は︑其の都度高くなった

時々女の子たちが出たりは

す︒

て︑其の間から日光がもれたりしま
たりして︑

十一172
十一172

いったりして遊んでみる中に︑

時々女の子たちが出たりは

雲の影を追越したり追越され

平野をまっしくらに突進する︒

二つの水門を交互に開いたり

つて行けるのです︒

十伽6

間門内の水面は︑其の都度高

閉ぢたりすると︑

十伽8

くなったり低くなったりして︑

十㎜3

り低くなったりして︑舟は茶々と通

交互に開いたり閉ぢたりすると︑間

十伽6

ことに使用されるに過ぎなかった︒

十302困昔はそれで物を買ったり費 十搦8 炭坑などで水を汲上げたり︑

たんかう

たりしたのださうです︒

九研9 我々が︑毎日話したり︑聞い
たり︑讃んだり︑書いたりする言葉
が︑我々の國語である︒

んだり︑書いたりする言葉が︑

九柳9 毎日話したり︑聞いたり︑讃
九佃9 毎日話したり︑聞いたり︑讃
んだり︑書いたりする言葉が︑
んだり︑書いたりする言葉が︑

九研9 毎日話したり︑聞いたり︑讃

り︑考へたり︑物事を學んだりして︑

九燗2 我々は︑國語によって話した
日本人となるのである︒

九湖2 國語によって話したり︑考へ
たり︑物事を學んだりして︑

九燗2 國語によって話したり︑考へ
たり︑物事を學んだりして︑
かうぎ
十99 去年︑︿略﹀︑講義室でお話を
聞いたり︑映書 ︸ を 見 た り し た こ と が
思ひ出される︒
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たり一たり

やうす

鳥を止り木に止らせたりして︑

しやうじ

九215図

おぼつかなき手つきにて一

くろひみたり︒

八653図大年試みに止血の馬を追落 九205図障子の破れを手つからっ
したるに︑或はころびて倒る＼もあ

十一麗11 又時にそれが畠のうねのや
り︑

何しろ揚子江は︑其の封岸

を望んでも陸らしい物を見ず︑たま

すべて物は破れたる時つ

小間つつ張りみたり︒

九222図園

くろへば︑
あめ

償の高きを聞きて︑皆求め

我等年久しく貧に苦しみ

見上げたる志︒

九歳にして︑將軍の若君︑

九474図

大いに喜ばれたりとそ︒

袋を柱に掛けられたり︒

町はつれに出でて人の來る

其の人の飴りに落着きたる

聞きたることもある名な

すでに右手に傷を受けたれ

ども︑左手に軍刀を振るひて︑

九捌6図

九㈹7図 天略﹀︒﹂と言ひたりとそ︒

九鵬4図 ﹁︿略﹀︒﹂と言聞かせたり︒

り︒

九麗6図園

に氣をのまれて︑

九糊7図

を待ちみたるに︑

九柵3図

九466図

九458図園教へられたるには候はず︒

九453図囹雀の響くひたるを見て︑

九鱗4図

竹千代に仕へたり︒
す
雀の暫くひたるを見つけて︑

九唱2図

九437図園

たるに︑

九416図囹

ま＼︑腕をこまぬきて又語らず︒

九409図 た玄﹁︿略﹀︒﹂と答へたる

かねたり︒

さ ど

九232図圏天も水もひとつに見ゆる

つはもの

八669面立ども皆顔を見合せ︑

海の上に浮かび出でたる佐渡が島山

とも︑

九183図目の前に走り出でたり︒

源氏もさすがに攻めあぐみ 八面6図園 弓を惜しみたるにあらず︒
ぴやうぶ

九193図園驚きて倒れたるなり︒

あたかも屏風を立てたる 九188図狐は其の場に倒れたり︒

九401図

たゴあきれ居たるに︑佐原十郎義
つら

連進み出で︑

海中に乗入れたり︒

た団一矢にて射落すことは

るされず︒

八989図 ｪ﹀︒﹂と答へたれば︑
固くじたいしたれども︑ゆ
八991図

一さう︑

皆散りぐに逃行きたり︒
八679図
折しも美しくかざりたる船
八975図

さはらのじふらうよし

八667図壁の如く突立ちたり︒

く突立ちたり︒

こけむしたる岩石︑壁の如

十二276

書方の言分を聞いたり︑謹

爾方の言分を聞いたり︑謹
裁判の目的は︑決して人を

裁判の目的は︑決して人を

八667図

うに︑天の一方から他方へ悪罵か連

く陸と見たのは︑江上の島の水際

なったりすることがあります︒

十一価1 其の頂が朝顔形に開いたの
に生ひ茂る楊柳の林だつたりする程

十二柵8

ではない︒

孚はせたり︑人を罰したりすること

十二畑7

人や謹披の工業を調べたりした上で︑

十二塒8

どちらの主張が正しいかを判断し︑

人や謹捺の書置を調べたりした上で︑

十二佃7

廣いのである︒

は︑かなとこ雲といって︑雷雨を起
したり︑時にひようを降らせたりし
ます︒

十一価2 雷雨を起したり︑時にひよ
うを降らせたりします︒
り︑又ぐっと急になったりする︒

十﹇柵5 道は幾分なだらかになった
十一佃5 道は幾分なだらかになった
り︑又ぐっと急になったりする︒

十一鵬10 時にぶなの密林が︑梢の間

から青空をのぞかせたり︑茂みをも

八995図

むつかしと見えたり︒

八欄1図
たり

孚はせたり︑人を罰したりすること
タリ

れる太陽の光が︑下草のしだの緑を

︵助動︶﹇完了﹈魍

ではない︒

たり

鮮かに浮立たせたりした︒

十一悩1 茂みをもれる太陽の光が︑

わきにはさみみたる弓を海
中に取落したり︒

八棚6図

中に取落したり︒

八川2図 どっとほめ上げたり︒
八棚5図 わきにはさみみたる弓を海

馬のくらをた＼きて八口びた

八欄8図 さつと海中に落入りたり︒

五945圏あかりを消したれば︑外 八棚1図

︽タリ・タル︒タレ︾

平家はあわてて討手をさし
前後よりどっとときの聲を
なだれを打って落入りたり︒

り︒

下草のしだの緑を鮮かに浮立たせた

が如し︒

八649図

て見えたり︒

八644図

のびたり︒

八353落命からぐ加賀の國へ逃げ 八鵬2図園 金銀にて作りたる弓なり

八346図

あげさせたり︒

八337図

向けたり︒

八325図

は明かるい月のかげ︒

りした︒

十一佃11 如何に鋭利な刀でも︑斬合

つて直ちに折れたり曲ったりするも
のは︑實用にたへないから︑

十一㈱1 斬合って直ちに折れたり曲
つたりするものは︑

十二212 どこかで︑花嫁行列のラッ
パが響いたりする︒

十二247 泥まみれの仕事着のま＼︑

小鳥のかごをさげたり︑小鳥を止り
木に止らせたりして︑村外れの楊柳
の陰に集り︑

十二247小鳥のかごをさげたり︑小

「〈

たり
たり
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九倣5図園 一度國旗を立てたる此の
高地︑

九旧1図 更に第三揮を腹部に受けた
ふ ん せん

れども︑少しもひるむ色なく︑

九旧2図 なほ奮戦を績けたり︒
たり︒

九塒4図 中佐はどうと其の場に倒れ
断路7図國 多敷の部下を失ひて占領
したる陣地を取返さる＼か︒
勇氣に満ちたる軍人にして︑

九悩9図 遂に息絶えたり︒
九価10図

足並の自ら揃ふも尊く思はる︒

十16図 あたかも言合はせたる如く︑

十17図 國民の眞心もてたてまつり

すがくしき赤松の木立を

たる木木は︑

十27図
ろう
負ひたる櫻門は ︑
さ うごん

へたり︒

十29図 しかも荘嚴のおもむきをそ

十610図 しばく行啓あらせられた
りとそ︒

守りみたり︒

十149図 一族を引連れて一の木戸を

か

ち

十1510図園 大和鍛冶のきたへたるよ

やまと

十159図園此の木戸を固めたり︒
き矢じりを少々用意致して候︒

十165図 はるかなる谷をへだててひ
かへたる荒尾九郎が甲を通して︑

十177図 眉間の眞中にぐさと射込み
たりければ︑

さんごじゅ

十482図さながら珊瑚珠の輝くに比
たり︒

十483図しばし見とれたる喜三右衛
門は︑

十4810図
赤色の当量に熱中し始めた
り︒

十501図かくて豊年は過ぎたり︒
十502図あわたゴしく窯場より走り
出でたる彼は︑ ﹁︿略﹀︒﹂と叫びつ㌦︑

十505図窯の火にことごとく投じた
り︒

十509図夜は明けはなれたり︒
十513図窯より皿を取出しみたる彼
は︑

十515図
多年の苦心は遂に報いられ
たり︒

十517図やがて名を柿右衛門と改め

十欄9図
くす

幾百年を纒たりと思はる㌧
こけむしたる坂道を下りて︑

楠の老木あり︒

十悪7図

幾十萬本とも知らぬ材木を

浮かべたる大貯木場あり︒

両岸の絶壁︑あたかも屏

びやう

十醜8図

十悩8図

ルモノハ︑

サキ

カ

カンセン

異二敵二封シ勇進敢戦

シヤウソツ

シタル書下將卒モ︑

キ

十﹇605図囹

十一913図圃

幾年こ＼にきたへたる

遊びなれたる庭廣し︒

十一611図 ﹁︿略V︒﹂と仰せられたり︒

十一914図圏

も︑

こ＼に始めて樺太が大陸

デカストリー湾の北に上

やがて酒食を出したれど

しょせき

學者其の得難きに苦しみ

やうやくにしてこれを調

十一橋7図園

これを一切纒の事に費

喜捨を受けたる此の金︑

＋一備2図資金をことぐく救助の

も︑

すも︑うゑたる人々の救助に用ふる

十一価8図園

ふることを得たり︒

十﹁偽1図

たりき︒

十一個3図

たる一大叢書にして︑

そうしょ

十﹁備7図

佛教に關する書籍を集め

十一975図

陸したり︒

十一968図

たりと聞かば︑

十一964図工我若し彼の地にて死し

するを得たり︒

と全く絶縁せる島なることを確實に

十一947図

林藏なり︒

が解決を與へたるは︑實に我が間宮

其の望地を探検してこれ

はだは赤銅さながらに︒
たんけん

吹く潮風に黒みたる

鐵より堅き腕あり︒

十︸916図圏

やどりして春

しゃくどう

全山花の雲に包まれたる

ぷ
風を立てたる如く︑

十一14図
十一33図

吉野山の光景︑

によ
谷をへだてたる山腹に如

十一931図
意輪寺あり︒

いりん

﹁かへらじとかねて思へ

よし野山みさ﹂ぎ近く

ば﹂の和歌を書残したるは此の寺な

十一37図
り︒

十﹇43図囲

なりぬらん散りくる花もうちしめり
たる

紀貫之

櫻は山にも谷にも満ち

花ぞ散りける

のやまべに寝たる夜は夢のうちにも

十一62星章

きのつらゆき

たり︒
十一45図
＋915図圏二人の我が子それぐ
くたり︒

あかつき

曉に起きて行くに︑又老

に︑死所を得たるを喜べり︒

十953図

人におくれたり︒

今は逃れぬところと畳悟

細長き内海を瀬戸内海といふ︒
かくご

三十八隻の中逃れ得たる

ヨ

艦艇の沈没したるものわ
レンガフ

我が聯Aロ艦隊が能ク勝
ヲ制シテ前記ノ如キ奇々ヲ牧メ得タ

十一601図園

つかに水雷艇三隻に過ぎず︒

十一598図

もの巡洋艦以下敷隻のみ︒

十一596図

したりけん︑

十一589図

十961図 いっこともなく立去りたり︒ 十︻519事事の四海峡に包まれたる

しばらく其の顔をうちまも
りみたりしが︑やがて腹ばひてまた

十972図

早くも水仙・ヒヤシンスの

をくゴる︒

官幣6図

芽の出でたるを見る︒

夕曇9図

さえたる青空に︑
がけ

十柵5図南を受けたる崖下など︑

たまく白梅の面輪咲きそ
めたるを見る︒

十178図物をも言はず兄弟同じ枕に 十爾7図
たふれたり︒

1121
たり一たる

用に発てたりき︒

十一備3図 苦心に苦心を重ねて集め
たる出版費は︑

たる鐵眼は︑

十一榊2図 二度資を集めて二度散じ
いんさつ

十一榊9図 此の度は製版・印刷の業
着々として進みたり︒

十一柵1図 一切纒六千九百五十六巻
の大出版は遂に完成せられたり︒

は︑身命をなげうって兄上のために
八川6

タリ・タル︒ト︾﹇▽なんたる

埠頭は實に堂々たるもので

見渡す限り荒涼たる景色で

竹千代には無二の忠臣た

何といっても堂々たる魚です︒

壷くさん︒

るべし︒

我は糧食殆ど開きたり︒ 九473図園

九555囲

十二741三園
あがるを見れば︑幸にして城を出で

した︒

十253団

した︒

十二745図園向かふの山にのろしの

なはに仕掛けたる鈴は︑

たりと知るべし︒

しきりに鳴る︒

十二7410図

シンガイ

がらん

らじゃう

ヨ
故意又ハ過失二時リテ他

南端に羅城門をふまへ

興福寺は伽藍半ばすたれ

セメ

チョウェキ

の如く︑

十醜10図

いうくたる長江に最もふ

猿澤の池水に影をうつし

もうくたる煙幕を張って︑

さるさは

十二悩2図

だい

十二845

て南都の美観たり︒

テームス河のほとりに堂々

内裏の宮殿を仰ぎ︑

だいり

十二価9図街路井然として︑北に大

十二伽3

公園はいうくたる自然の

たる國會議事堂があり︑

十二梱9

けん
公益を代表する役人たる検

趣を失はぬ︒

じ

十二旧5

検事の主張と︑被告人たる

事が裁判所に訴を起し︑

十一一樹6

ゑもん

難破船救助掛たりし岩松

乙の辮解とを聞き︑

すけざ

十二備9図

助左衛門は︑奮然として

助左衛門といふ人︑

十二悩10図

はつらつ

雪を割ってのび出ようとし

燈毫建設の事を思ひ立ちぬ︒

十二捌8

︵副助︶1

たりとも

てるる物の濃刺たる力を想像しなが

ら︒

我々は︑一日たりとも︑國語

多量の出血に︑しばらくは氣

﹇多量﹈︵名︶1 多量

つせと樽を作ってみる︒

たる

十二863正一君のおとうさんは︑せ

そこはいも畠の中であった︒
たる
たる ﹇樽﹈︵名︶4 樽 樽

を失ってみた聞多が︑ふと見廻すと︑

十8010

たりょう

の力をかりずに生活する日はない︒

思懸10

たりとも

船長たる者は︑萬一の場合︑
ばくく

其の堂々たる議論に︑

いかだ

名物の筏のいうくとして
はつらつ

もうくたる濃霧にとざさ
烈々たる太陽の下に︑
いんさつ

ゑんえんたる城壁を高くめ
内城の正門正陽門の堂々た

ことを請ひ︑

と樽をか・へながら︑木槌を使って

きつち

十二743図進み出でて其の使たらん 十二864 左脚をのばし︑右脚でぐつ

さはしいのは︑

十一一252

る姿が︑先づ旅行者の目を引く︒

十ニー74

ぐらした北京は︑

十ニー68

着々として進みたり︒

十一所8七番の度は製版・印刷の業

十一備1国

れて︑

十一田5

十一358圃質物は澱刺たる鮮緑に︑

流れ來るに會ふ︒

管轄3図

を思はしむ︒

さすがに木材の集散地たる

十醜2図心は漠々として雲の如く綿

十788

十7610園

するばかりなり︒

十二753図黒き影は向かふの岸に現 十492図 果はた〜ぼう然として嘆息
れたり︒

むね

十一欄5図 此の版木は今も萬福寺に
十二個1図

虜ス︒

一歩々々其の困難なる工

半生の志實現するの近き
にあるを喜びたりしが︑

十二柵3図

事を進めたりき︒

十一一榊5図

船を出したれども︑

十二榊4図先づこれを救はんとして

本人の天才と錬磨があったればこそ︑

十二襯10

和算にかくも爽揮された日

又ハ無期若クハ三年以上ノ懲役二

モシ

十二価6図人ヲ殺シタル者ハ︑死刑

賠償スル責二三ズ︒

パイシヤウ

コレ
十一一価1芝之二陣リ生ジタル損害ヲ

人ノ権利ヲ侵害シタル者ハ︑

ケンリ

十一一塒1図

たる古の奈良の都は︑

十二価10図

たれど︑

保存せられ︑三棟の倉庫に満ちく
たり︒

十ニー5図圃 あさみどり澄みわたり
たる大空の恥きをおのが心ともがな

十二34図 松江を署したる汽車は︑
十一一84図 打寄する波の音さへ何事
里家の白旗押立てて彼方

をか語るに似たり ︒

十一一497図
に現れたり︒

じたり︒

十二507図園 夜を日に縫ぎてはせ参
十二511図 幕︑張廻らしたる陣管の
中には︑

十二512図 關八州の大名・小名星の
如く居並びたり︒

十二523図引 なき父上のおはしまし
涙を流して喜ばれたり

たるにはあらずや ︒

十一一524図囹
と聞く︒

の心よりにほひ出でたる山ざくら花

十二5211図園そこにて十六歳まで修 十一一悩9図囲 うらくとのどけき春
秘したり︒

十二532図園 今かくはせ参じたる上 たり ︵助動︶﹇断定﹈28 たり ︽タラ・

たる一だれ
1122

をぢさ ん は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言

竹のたがをはめる ︒
十二872

しやう

つて︑樽を廻しながら︑トンくと
た＼いてるる︒
ゆ

足る

︽ーラ・一

ン︾

五796

スルト︑今マデタルンデ居タ

綜ガ︑ダンく二︑マツスグニナリ
マシタ︒

ると︑くつの音がして︑だれ

ふすばらしく大きい石には︑誰でも

春になると︑誰もが此の珍し

いお客の鋸って著るのを待ちこがれ

八121

誰か︑それを連れて蹄れ︒

びっくりさせられます︒

だれかが︑その中へせんべい

﹁︿略V︒﹂と︑だれかがいひま 七761園

かうちへはいって來ました︒
五296
した︒

五401

誰の馬ぞ︒

八418

をする者は無いかと氣をつけて居ま

さて萬壽は︑誰か母のうはさ

て居ます︒

九432図圏

誰に教へられて來れるぞ︒ 五411 ﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかがいひま

八444圏誰か︒

誰一人もらひ泣きをしない者はあり

うちへかへって︑えんがはに 八464 頼朝を始め居合はせた者に︑

ん︑

おい︑誰も居ないか︒

かういふちょうはうな物は︑

しゃくどう

誰も彼も︑赤銅色のはだか

誰だ︑仕事垂の上をかき廻

ますから誰でもすぐ見つけます︒

いひますが︑これははっきりしてゐ

俗にいかり星とも山形星とも

したのは︒

九283園

ら玉の汗を流してみる︒

八麗6

すから︑誰でもほしがります︒

も︻番かたくて︑光澤の美しい物で

八柳4

ダイヤモンドは︑寳石の中で

誰一人ほしがらないものはありませ

八価6

んだ︒

八923 誰かが︑﹁︿略﹀︒﹂と大聲に叫

八875園

つて居るので︑

室に入り︑夜もおそくまで閉ちこも

朝は誰よりも早く起きて研究

ませんでした︒

誰に教へてもらったの︒

八862

腰をかけて居ると︑川で︑誰かあそ

誰か︑天の神様の釣針を持
おや︑誰かが︑しやうじの間
六559園

誰にも教へてもらはないの
です︒

六824

ヒカウキ

又︑無線電信ハ誰モ持ツテ居
モアル︒

七292

ぼくがべんきゃうしてる 七696 中でも縦六米︑横十︸米とい

高さを知って居る者はない︒

誰もまだ其の木のほんたうの 九鵬6

ルガ︑中戸ハ飛行機ヲ持ツテ居ル者

六伽3

るものは︑︿略﹀音だけである︒

誰もだまって居るので︑聞え

六562園

から顔を出して居る︒

六537

つて居る者はないか︒

五伽1園

いで立って居るあなたこそ誰です︒

のみことの︑お通りになる道をふさ

おそれ多くも︑天孫に＼ぎ

お前は誰だ︒

んで居るらしいQ

五843

になったのですか︒

五457園

した︒

を一枚投入れますと︑

九456図園

したが︑

色はにほへど散りぬ

我が世たれぞ常ならむ︒

滅する燈光を望みつ＼︑かの助左衛

十二冊10浜下關海峡西口に早りて明

を︑

十二価4図圃色はにほへど散りぬる

るを︑我が世たれぞ常ならむ︒

十二柳9図圃園

それとも︑だれかにお聞き

十二879園 さつき︑樽を届けに醤 たれ ﹇誰﹈︵代名︶5 たれ 誰
﹇足﹈︵四︶ 3

油屋さんまで行きましたQ

た・る

十943図園汝は教ふるに足る者なり︒

ル︾nVおっしゃりたる

十一悩1 ﹁はひまつ﹂の間に︑高さ
一米にも足らぬ﹁たかねざくら﹂が︑
今を盛りと咲いてみるのを見た︒

十一磁3 刀は︑決して敵を斬るのを

誰

五984
だれ

五991囹
ダレ

門の昔を思へば︑誰か其の先見と義

26
︵代名︶

氣に感ぜざらんや︒
﹇誰﹈

抜かざるにすでに敵を威服するに足
だれ

目的とするのではなく︑身を守り︑
るものでなければならぬ︒

ナ ノ子︒

二491園ソレハダレデスカ︒
だる・い ﹇怠﹈︵形 ︶ 1 だ る い ︽ t ︾
十一1610 顔はふっくらとしてみるが︑ 二517園ソレハダレデスカ︒
二552園ソレハダレデスカ︒
目もとはさもだるさうで︑病氣らし
二583園ソレハダレデスカ︒
く見える︒
二腿6圏 ツクシダレノ子︑ スギ

ダルニー ︹地名︺2 ダルニi
八229国 初めロシヤ人がこ︑を開い

だれだらうと思って︑ふ

四132

りかへって見ると︑

三川3

そのすgをつけに行くのかQ

三716圏それもよいが︑だれが︑

マケナイ大男ニナリマシタ︒

だれだ︒
三425圏
た時︑ダル＝一と呼んで居ました︒
八233囲 これは遠い所といふ意味で︑ 三533ガ︑ダレモヰマセンQ
ダレダラウ︒
三534圏
大連の名も此のダルニーから起つた
三607一寸ボブシバ︑ダレニモ
のですが︑日本の内地からいへば︑

﹇達磨﹈︵名︶1

タルム

︽一

だるまさ

遠い所でも何でもありません︒
だるまさん

だるま ←ゆきだるま
ん
﹇垂﹈︵五︶一

三178圏 だるまさんです︒
たる・む

かくご
九伽7 眞夏の暑さは誰も畳悟をして
みるが︑

九備8 振向いて見たが︑後に窓がな
いので︑誰も見えなかった︒

九牛8誰でも︑幼い時︑母や祖母に
快いゆめ路にはいったことを思ひ出

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑

すであらう︒

九湖8 しかし︑一度外國の地を躇ん
で︑言葉の通じない所へ行くと︑誰

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と︑誰かが叫んだ︒

でも詩語のありがたさをしみぐと
感ずる︒

十581

どたう

せる敷丈の怒濤に︑誰もが驚の目を
みはりました︒

十一齪3團其の魂を呼起して︑古い
歴史を聞いて見たいとは︑誰でも思

御身の弟子の中︑最も學

﹁︿略﹀︒﹂と︑思はず誰かが

ふことです︒

叫ぶと︑

十一塒4

十二413園

一瞬︑お前は誰に今の言

美しい城だとは︑誰もがい

を好む者は誰か︒

十二727
ふ︒

十二柵5園
葉を教へられたのか︒

そなたたちの中で︑誰が

一番此のわしを大事に思ってくれる

十一一燭8園

か︑それを︑そなたたちの口から聞

十795園 誰だ︑君は︒
十831園 敵は誰だ︒
きたい︒

十二塀10

﹇垂下﹈︵五︶1

おくべきことは︑

たれさが・る
︽ール︾

たれ下

ふと︑

三115

三107

太郎﹁つくゑ︒

太郎﹁たぬき︒

太郎﹁かや︒

四262園

君

イ︒

一19一

た︒

太郎君︑エライゾ︒

タラウサン︑オヨミナサ

タラウサンガデカケマシタ︒

タラウサンガ︑ガッカウカ

良雄さんと太郎さんは︑

太郎さんは︑それを見て︑

パイデタマリマセン︒

ニ75

ソノウチ︑太郎サン︑︑

太郎サンバ︑カミデ︑ テル

テルバウズヲツクリマシタ︒

二83

コミマシタ︒

﹁︿略V︒﹂トイッテ︑ウチヘ

二8一

太郎サ

三687 良雄さんも太郎さんも︑
氣がついて︑あわててやめまし

ほをかきました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑たぬきのか

三622

そばうと︑さうだんしました︒

ぐわようしでめんを作ってあ

三612

三127園 早くつづけないと︑太郎
さんのまけですよ︒

ん

たろうさん ﹇太郎﹈︹人名︺4 太郎さ

ラカヘリマシタ︒

一20一

エヲカキマシタ︒

タラウサンガ︑グンカンノ

一185園

一165

四方に太い枝をたれて︑深 たろうさん ︹人名︺4 タラウサン

灰色の雪雲が低くたれてみる︒

十一789

十備2

い日かげを作ってみるにれの林や︑
太郎

太郎﹁ゆき子さんからはじ

﹇太郎﹈︹話手︺11

三102

たろう

三118

太郎﹁ぷはこまるな︒

太郎﹁ぷですか︒

めてください︒

三125

三123

太郎﹁正雄サン︑サ・舟ヲ
ナガシテアソビマセウ︒

三362

太郎﹁次郎チャンモ︑ナカマ

太郎﹁君︑かちく山ごっこ

太郎﹁次郎チャン︑バンザイ︒

ニオハイリナサイ︒

三366

三637

太郎

太郎サンバ︑天キガシン

たろうさん ﹇太郎﹈︹人名︺7

三406

太郎←う

太郎﹁ぼくがたぬきか︒

をしょうよ︒
﹇太郎﹈︹人名︺1

三651
たろう

枝の︑上にのびて行くのが らしまたろう・てっかのたろうみつも
り・はちまんたろう・はちまんたろう

よ︒
﹇太郎冠者﹈︹人名︺3

﹇太郎君﹈︹人名︺1

やい︑太郎冠者︒

太郎冠者︑もどったか︒

太郎冠者あるか︒

くわじゃ

十二5910園

十二537園

太郎冠者太郎冠者

くわじゃ

たろうかじゃ

太郎︑ひよこがかへった ン

よしいえ

︽一

三133園

楊であり︑上から下へたれ下るのが
誰さん

表の字を見ただけで︑誰さ

﹇誰﹈︵代名︶1

ります︒

たれる

んからのだといふことが︑すぐわか

八194囲

だれさん

柳である︒

十二218

る

裁判について誰でも心得て

十柵1園 昨夜︑誰かいたづらをした
とみえて︑今朝はすっかり無くなつ
てるたさうでございます︒

つと不思議に思ふのは︑

十伽9 世界地貸を見て︑誰でもちよ
十悩6 世間の人々は︑誰もさう考へ
た︒

童 言 ふ と な く ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と︑歎ずる

十燭6 此のうはさが世間にもれて︑

﹁ ︿ 略﹀︒﹂と︑先頭の誰かが

者が多かった︒
十一柵10
叫ぶ︒

﹁︿略 V ︒ ﹂ と ︑ 誰 か が 帽 子 を

﹇垂﹈︵下一︶3
レ︾﹇▽うなだれる

た・れる

たろうくん

﹁︿略﹀︒﹂雲の低くたれた空を 十二619園

見上げながら︑残念さうに一人が言

十375

ケ

十一伽11

振りながら︑僕等に叫んでみる︒

十一圃8国 其のすさまじさに︑誰も
一時ばう然としましたが︑

十一幽8囲 先づ壮大な防波堤に打寄

カノ

1123
たれさがる一たろうさん

たわけ一だんじょ

1124

ニー03 太郎サンモガッカリシテ︑
ナキダシサウデス︒

イヒツカッテ︑ハガキヲダシニ

くし
たつさへた關東方の使者は︑櫛の歯

たんけん

其の後︑或炭坑にやとはれて︑

ひられるやうになったが︑

蒸氣機關を取扱ふことになった︒

十柵9

黄に︑淡紅に︑淺緑に︑梢々

たんこう ﹇淡紅﹈︵名︶1 淡紅

しうかいだう

背戸のみぞ端に︑秋海馬がか

はいらしい淡紅色の花をつける︒
たんごん

九伽4

紅色

たんこうしょく ﹇淡紅色﹈︵名︶1 淡

が煙るやうに見え︑

林藏が二回の探検により 九5！

﹇探検﹈︵名︶1

十一992図

て︑樺太が島なること明らかになり
しのみならず︑其の封岸大陸の事情
も始めて我が國に知らる﹂に至れり︒
たんげん
﹇探検﹈︵サ変︶2 探検

だんけん・す

︽ーシ・ースル︾
からふと

探検す

て︑修行者を空中に捧げ︑さうして

は︑忽ち端嚴な帝五天の姿となつ

たんごん

たいしゃくてん

と見れば︑あの恐しい羅刹

の一部なりや︑世界の人の久しく疑
たん
問とする所なりしが︑其の實地を探

十一一備7

検してこれが解決を與へたるは︑實

ざく形

ざんがい

だんこん

たゴ其の残骸と無筆の弾痕

敷物を︑程よく間を置いて敷並べた

七263

ちやうど︑たんざく形の緑の

たんざくがた ﹇短冊型﹈︵名︶1 たん

が︑眞黒に見えるだけだった︒

十一研2

こ＼において︑二期︑新 だんこん ﹇弾痕﹈︵名︶1 弾痕
する志を起せり︒

﹇団子﹈︵名︶1
んご・きびだんご

だんご

さて︑此の湖へ︑雨量の海か
くし
ら掘割をつけて︑ちやうど上子の串

男子5にっ

軍人となって︑軍に出たの

﹇男子﹈︵名︶2

やうである︒

ぼんだんし

だんし
たんかう
﹇炭坑﹈︵名︶3 炭坑

ですが︑

たんこう

十194園

だんじょ

いやしくも男子と生まれな

←ろうようだんじょ

て空しく死すべきであらうか︒

がら︑萬代に傳ふべき名も立てずし

十二欄3

は何事だ︒

を男子の面目とも思はず︑其の有様

国記十二が出來たのは︑二三

使用されるに過ぎなかった︒
かうよう

それ以來︑追々汽車の効用が
みとめられ︑炭坑などではかなり用

十柵9

石炭を地上に引上げたりすることに

炭坑などで水を汲上げたり︑掘った

たんかう

百年も前の事であったが︑初の中は︑

十鵬7

炭坑

刺のやうに︑運河を通さうといふの

ざし

十悩2

團子εおだ

たに封岸大陸に入りて其の地を探検

十一957図

けん

に我が間宮林藏なり︒

恭しく地上に安置した︒
だんごん

十一929図樺太は島なりや︑又大陸 たんごん ﹇端厳﹈︵形状︶1 端嚴

す

探検

ひゃくさんじゅうにだん・はしごだ

淡

且Vガスタンク

を引くやうに京都へ向かったが︑

短歌

萬葉集には短歌が多いが︑

﹇淡褐色﹈︵名︶1
かっしょく

タンク

ん・はちだん・よだん・ろくだん

褐色

かっしょく

九49

揮丸

とゴろくつ＼音︑

﹇弾丸﹈︵名︶4

ぼっと大空をいうどる︒

だんがん

八佃1図圃
る弾丸︒

九捌1図敵は山によりて陣地を固め︑

飛來

けやきの大木が︑淡褐色に

たんかっしょく

一つの特色をなしてみる︒

後世の歌集に比べて長歌の多いのが

十二棚1

﹇短歌﹈︵名︶1

﹇談﹈3せんそうだん

ん・だいにだん

だん・こうしゃほうだん・だいさんだ

ニー05 太郎サンバ︑オカアサンニ だん ﹇弾﹈﹇▽いちだん・きかんじゅう
イキマシタ︒

たはける

たんか

太郎サンバ︑﹁︿略V︒﹂トイ だん

ヒナガラ︑カサヲサシテデカケ

ニー11

マシタ︒

たはけ

一一123 太郎サンバ︑ウレシクテタ
﹇戯﹈︵名︶1

マリマセンデシタ︒
たわけ

十497図人は此の有様を見て︑たは
﹇戯﹈︵下一︶1

けとあざけり︑氣ちがひとの＼しる︒

︽ーケ︾

たわ・ける

戯れる

十二樹3囹 わしは︑ばかな︑たはけ
﹇戯﹈︵下一︶2

た老人でござる︒

たわむ・れる

敵の弾丸︑雨あられの如し︒

盛に弾丸を打出す︒

九捌5図

︽ーレ・ーレル︾

十︻374翻 五月の太陽は︑ 農家の
えんさき

軍曹︑中佐を背負ひ︑弾丸

わら

九塒8図

揮丸

くつれ残

庭に一本なつめの木︑

﹇弾丸跡﹈︵名︶1

の下をくゴりて︑けはしきがけをか

藁屋根に光彩を與へ︑ 其の縁先に

小猫を戯れさせ︑

け下る︒

あと

だんがんあと

よちくしながら砂濱に戯れる幼獣

十887図翻

りをしてみる牛のやうな巨獣たち︑

十一伽11 どっかとすわり込んで見張

の群︒

弾丸あともいちじるく︑

歎願

今ぞ相見る二極軍︒

れる民屋に︑

n▽いったん・にたん・はったん

たん

﹇嘆願書﹈︵名︶1

主家の難を救はうと︑朝廷
へ寛大の乳糖置を請ひ奉る歎願書を

十二㎜5

書

たんがんしょ

だん ﹇団﹈εじょしせいねんだん︒ヒ
トラーせいしょうねんだん
だん ﹇段﹈←いくだん・いしだん・い

しちだん・じゅうだん・にだん・に

ちだん・くだん︒ごだん・さんだん・

l125
だんしょう一だんだん

だんしょう
もり

談笑

さいがうたか

﹇談笑﹈︵名︶1
かつやすよし

十二塒3 江戸城は︑官軍方の西郷隆
盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回の

上身

會見で︑しかも談笑の中に開城の約
﹇単身﹈︵名︶1

が成立した︒

たんしん

すばらしく男性的な八甲田

の高原美が︑私の心をとらへる︒

十︻矧9
断絶

朝敵の汚名はす＼がれ︑徳

﹇断絶﹈︵名︶1

十二悦10

だんぜつ

﹇▽ひゃくれんたんぞう

川の家名は断絶をまぬがれた︒
たんぞう

す

︽ースル︾

るものあり︑同年七月立身にて幽明

う然として歎息するばかりなり︒
だんぞく

は砕き︑砕きては焼き︑果はたゴぼ

く現るべくもあらず︑日毎に焼きて

されど︑目ざす色はたやす

十一935図 されど︑なほ心に満たざ たんそく・す ﹇嘆息﹈ ︵サ変︶1 歎息

たんす

十492図

﹇箪笥﹈︵名︶3

太におもむけり︒

たんす

六髄9 たんすをあけて︑自ら軍服を
取出し︑手早く着かへた︒

歎ずる

す

︽ーセ︾

ぞく

十柵1図

﹇嘆息﹈︵サ変︶2

向かひて移動す︒

たんそく・する

父の誌略は︑﹁︿略﹀︒﹂と言

ためとき

画する ︽ーシ・ースル︾

十一143

と歎

コーデリヤ﹁まだお心の齪

つて歎息しました︒

十二榎7

れがお直りになってみない︒
息する︒

歎

績せる白雲︑おもむろに西より東に

だん
さえたる青空に︑小さく断

十108 そこには︑たくさんの標本が だんぞく・す ﹇断続﹈ ︵サ変︶− 噺績
たんすの引出にはいってみる︒
りんしるゐ

十112囹 蝶なら︑左側の鱗翅類と書
﹇嘆﹈︵サ変︶1

いたたんすの引出をごらんなさい︒
たん・ずる
︽ーズル︾

十㈱9 此のうはさが世間にもれて︑

歎聲

興 言 ふ と な く ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と︑歎ずる

﹇嘆声﹈︵名︶2

者が多かった︒

たんせい

九伽6 借間は︑まだ暑いくの歎聲
が口をついて出て青る︒

ケレドモ︑クモハ︑ダンダ

リマシタ︒

二95

ンフエテキマシタ︒

二唱4 ダンダン大キクナッテ︑ヨ

キシャハ︑ダンダン小サク

イムスメニナリマシタ︒
二㎜6

ナッテ︑トホクノ方ヘイッテ
シマヒマシタ︒

四俗7 今マデハ︑半分眠ッテデ
モヰルヤウニ︑弱イ光ヲ出シ
テヰタ翌日様ガ︑ダン︿暖イ
光ヲ送ルヤウニナリマス︒

最初は︑それと氣もつかぬほ

四本足になったおたまじやく

みことは︑この川上に人が住

だんく近寄って干るのをよ

スルト︑今マデタルンデ居タ

廣田川をだんくとさかのぼ

稻がだんく刈られて來るせ

みか︑いなごが︑たくさんこちらへ

六233

つて︑朝日橋のそばまで行った︒

五921

マシタ︒

綜ガ︑ダン︿二︑マツスグニナリ

五796

にして︑それに何か乗って居ました︒

く見ると︑豆のさやのやうな物を舟

五587

なりました︒

ついて︑だんく山奥へおはいりに

んでみるなとお思ひになって︑川に

五204

ました︒

しは︑尾がだんく短くなって行き

五161

かはいらしい足になりました︒

れ出して︑とうく︑それが二本の

どでしたが︑後には︑だんだんふく

五146

さいしょ

きました︒

四側4 天人は︑まひながらだん
く天へ上って行きました︒
五139春の日は︑だんく過ぎて行

ガフクランデ來マス︒

三397舟ハ︑ダンく土バシへ 四伽7スルト︑草や木ガダン
︿ト芽ヲフキ︑花ノツボミ
強いべんけいも︑だんく

近クナリマス︒

つかれて來ました︒

三453

たぬきは︑だんだんおくれ
て來ました︒

三677

三榴2かめは︑だんく海の中
へはいって行きました︒

それで︑おちいさんはだん

四125 日かげになって困ってゐ
た村々も︑それからだんくゆ
たかになって行ったといふこ
とです︒

四288

けはしい山道を上ったり︑

だんお金持になりました︒
四591

深い谷を渡ったりして︑だん
くおくへ進んで行きました︒

四688そのうちに︑ふしぎな酒
のき＼めがあらはれて︑しゅて

んどうじは︑だんく元氣がな

ぼくも︑おもしろくなって︑

豆をまきました︒

だんく大きな聲を出しながら

四価5

くなり︑しまひにはぐったりと
十394 ﹁い＼なあ︒﹂と︑一人が思は だんだん ﹇段段﹈︵副︶58 ダンダン
ねてしまひました︒
ダンく だんだん だんく
ず歎聲を忘する︒
だんせいてき ﹇男性的﹈︵形状︶2 男
一584モモタラウハ︑ダンダン大 四佃1 だんくうすぐらくなる
キクナヅテ︑タイソウツヨクナ
と︑あちらでも︑こちらでも︑豆
まきの聲が聞えます︒
十一価6 巻雲のかぼそい女性的な美

性的

しさに比べると︑積雲や︑入道雲や︑

かなとこ雲は︑如何にも壮大で︑強
烈で︑男性的です ︒

だんだんばたけ一たんぼ

1126

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と思ふと︑たけるは︑

飛んで來る︒
六277

だんく︑ぞうちやうして來ました︒

六296 だんくと︑夜がふけて來ま
した︒

六364 さうして︑身の丈にもあまる

草を分けて︑だんく奥へはいって
いらっしゃいました︒

六擢1 すると︑今まで悲しさうだつ
た雪舟の顔は︑だんだん晴れやかに

だんく潮が引いて︑もうそ

なって來ました︒

七85
ここ＼に洲が見え出しました︒

八249囲漏里人の間にも︑日本語が
だんく廣まって行きます︒

山を分け︑川を傳ひながら上

つて行った︒

八櫻9 さうして︑谷はだんく深ま
八餌8
ると︑残雪がだんく深くなる︒

しかし︑だんく落着いて見

ると︑こ＼は時計屋の店であること

九244
がわかった︒

九328東の空が明かるくなると︑今
の壮大な姿が︑だんくにあらはれ

まで軍港のやみに包まれてるた軍艦
て來る︒

眞淵は宣長の學識の尋常でないこと
を知って︑非常に頼もしく思った︒
陽が洋上に鈍い光を投げかける︒

リや王が姉たちにぎゃく待

されてみることを探知したコーデリ

十二蘭7

ヤは︑フランス王に從ひ︑老父王の

﹇断腸﹈︵名︶1

断腸

ために軍勢を率みて英悟に渡った︒
だんちやう

九822

其の手には︑血に染まった短

たんとう ﹇短刀﹈︵名︶1 短刀

つた︒

た︒聞く人々は全く断腸の思であ

だんちやう

十757 東海丸からは︑引切りなしに
あっ
汽笛が高鳴って︑暗い海の上を墜し

だんちょう

十﹁891濃霧がだんく薄れて︑太
ところで︑此の雲がだん

くふえて廣がり出すと︑すっきり

十一佃2

した感じがなくなって︑形がぼやけ

時々見下す谷底に︑さつき

て來ます︒

十一柵6

出属した温泉宿が︑だんく小さく
なって行った︒

十一拠10

下界がだんく明かるくな

かつて行く︒

つた︒

十一捌9

たんに ﹇単﹈︵副︶1 軍に

しかも︑日本刀の貴さは軍

に美のみではなくて︑其のをかすべ

十一㎜7

壇浦

だんのうら

﹇壇浦﹈︹地名︺1

からざる氣品にある︒

だんのうら

嚴島は古より日本三景

いつくしま

十一5311図

の一に敷へられて殊に名高く︑屋

同じ石器時代にしても︑ご

島・壇浦は源平の昔語に人の感興

十ニー04

く古いところでは︑たゴ石を割った

を動かすこと甚だ切なり︒

だんのうら

ま＼の︑形の整はないものを使用し

タンボノツヅク

ソノ

村

イネ

ゥミ

カマキリヂイサン︑

ヒロイ︑ヒロイ

ツヅクタンボノ

たんぼ ﹇田圃﹈︵名︶13

ニー6圏

ぼ

ダッタ︒

二21圏

サキハ︑

ダッタ︒

ニー52韻

タンボ たん

てるたが︑時代が進むにつれて︑だ
んだん美しく磨いたものも作られる

﹇段段畑﹈︵名︶1

やうになった︒

探知

段々畠の野菜が︑ふるひ附き

だんだんばたけ
準準5

段々畠

︽ーシ︾

﹇探知﹈︵サ変︶1

たい程あざやかな緑を見せる︒

する

たんち・する

だんく話をしてみる中に︑

だんなさま
だんな
曳舟4園 旦那︑あんまりです︒

刀が光ってみる︒
あたりはだんく霧が湧い
だんな
だんな ﹇旦那﹈︵名︶1 旦那﹇▽わか

て來て︑大木の幹を彼方へ彼方へと

霧もだんく深くなる︒

薄く見せた︒

月は何時の間にか落ちて︑

七134 潮がだんくさして來て︑何 九765園 尼子家の御威光は︑昔にひ

十一梱6
り

十一欄8

つ

よいことにして︑敵の毛利がだん

きかへておとろへるばかり︑それを
ま

時の間にか洲が見えなくなりました︒

く攻寄せて來る︒

細かい事はだんくに話し

日がたつにつれて︑だんく

ぼんやり見える大地がだんく遠ざ

七255 かうして︑田の土は︑だん
くこまかく耕されて行く︒
ひじやう

る︒

小笠原群島附近を過ぎる頃

一粁も進んだ頃から︑だん
日はすでに没して︑あたりが

十一716

だんく薄暗くなって來た︒

十556

くあたりが仙境らしくなって干る︒

十386

らは全く眞夏の氣候です︒

から︑だんく暑くなって︑それか

十248囲

をがさはら

空にはだんく雲がふえて來

僕になれて來ました︒

九帽10

はいがってやることだ︒

てあげようが︑第一は︑馬をよくか

七297 朝は物のかげが非常に長い 九備5園
が︑だんくちゴまって︑
七299 お書頃になると︑かげの方が
其の物より短くなり︑それから又だ

んくと長くなって行く︒
ねが折れますが︑だんくなれると︑

七531國入管當時は︑︿略V︑中々ほ 九齪7
日日の仕事が︑おもしろく愉快にな
ります︒

七955最初は淺い所に居ますが︑年
を取るに從って︑だんく深い所へ
はいって行きます︒

七961 そこで油蝿の子は︑深い所か

らだんく淺い所へ移って︑地上へ
出る日の認るのを待って居ます︒

1127
たんぼいっぱい一ち

カリニ︑ カマヲ
カツイデ︑

ゼミチヲ︑ トホイタンボ
ソギマス︒

イソギ

あちこちに︑

たんぼ
六211 學校がすむと︑すぐ︑
へ行った︒
さく

六406 稻が刈られたのでき
︑のふ︑
たんぼに柵を作って︑ 山羊の運動場
をこしらへてやったのでした︒

七244 其の頃から︑至愛は︑書いた
んぼの一部で︑もう苗代の仕事が始
る︒

七269 苗が二十糎ぐらみにのびて︑
葉先が朝風に輕くゆれる程になると︑
廣いたんぼは次第ににぎやかになる︒

せ

ほ

きうしや

昭和六年十二月三十一日の夕

八科3
はと

しゅびたい

﹇蒲公英﹈︵名︶1

暮︑大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染
まった一羽の鳩が飛んで來た︒

たんぽ＼

野末のすみれ・たんぽ〜・き

んぼうげ︑畠一面に咲く菜の花︑さ

鍛錬

九822

飛去つたあとの木の枝には︑

其の手には︑血に染まった短
鹿介の血を吐く言葉に︑信長

刀が光ってみる︒

九875

青葉のそよぎ︑

日の光︑

は大きくうなついて見せた︒
十685韻

血の色よ︒

聞多の髄には︑もう一滴の

カンナの花の

十号6園

地

‡じ←おおど

血の出るやうな苦心が︑又

血も残ってゐませぬぞ︒

十一496

績けられました︒

﹇地﹈︵名︶17

なり︑

しかし︑一度外國の地を躇ん

で︑言葉の通じない所へ行くと︑誰

九柵7

でも國語のありがたさをしみぐと

感ずる︒

もと此の地に聖徳太子の宮

いと静かなる境内なり︒

十価10図 地高ければ氣もまたすみ︑

いかるがのみや

十一338

内海の沿岸及び島々には

殿斑鳩宮があった︒

名勝の地少からず︒

十一539図

部落にして︑土人の家わっかに五六

十一9310図此の地︑北端に近き一小

こ㌧において︑林藏︑新

を敷ふるのみ︒

十一957図

たに封岸大陸に入りて其の地を探検

する志を起せり︒

若し彼の地に行かば︑人に怪しまれ︑

十一9510古園 顔かたちの異なる君︑

或は一命も危からん︒

たりと聞かば︑汝︑これを白酢に持

十一963図囹我若し彼の地にて死し

かかる中にありても︑彼

なるデレンに達せり︒

かのぼること更に五日︑遂に目的地

十一9710図此の地を去りて︑河をさ

し︒

却りて︑必ず日本の役所に差出すべ

うさんち・しょざいち・せいさんち︒

おまけに︑からだ中から光

引績き起る齢震に︑家は震ひ︑

たけ

は其の地の事情を研究することを怠

十一987図

あまてらすおほみかみ

らざりき︒

御雷命︑此の地に上りて申し給

みかつちのみこと

昔︑仁徳天皇は︑此の地に都 十二47図時に天照大神の使者建
をお定めになって︑堀江をお開きに

七726

坂離宮へと急いだ︒

居る中を︑七十七歳の老元帥は︑赤

地はゆれ︑市民があわてふためいて

六衙7

でございます︒

を出して︑天も︑地も明かるいほど

五971園

きち

ちゅうしんち・ふけんこうち・もくて

おりしょうようち・こんきょち・しゅ

ち

信書管は血にまみれ︑身には

重傷を負うて︑息もたえぐであっ
た︒

八751

短命

うしたものにしみじみと春の幸福を
﹇短命﹈︵形状︶1

﹇鍛練法﹈︵名︶1

如何に鋭利な刀でも︑斬合

の鍛錬法を嚢達させた︒

おし
談話は筆談か手まね︑急に唖

﹇談話﹈︵名︶1

ち
﹇血﹈︵名︶10

血誓いきち

になったと同様である︒

九柵8

だんわ

ち

赤い血が︑たきのやうに流れ
二匹は︑身に幾つものたまを

ました︒

五242

た︒

うけて︑血にまみれて死んで居まし

五榴8

談話

工の苦心は此の上に注がれて︑特殊

のは︑實用にたへないから︑古來刀

つて直ちに折れたり曲ったりするも

十一㈱2

法

たんれんほう

八477 たんぼはもうなかば以上刈取

わ

られて︑おくてだけが︑こ＼かしこ
に残ってみる︒

早上6 何よりも︑たんぼに早稻の穗
が出揃って白く波打つのが︑秋らし
﹇田圃一杯﹈︵名︶1

く見渡される︒

たんぼいっぱい
たんぼ一ぱい

ぼ一ぱいに廣がるのだ︒

七276 蛙のすみかが︑かうしてたん

いたましくも赤い血が附いて居た︒

學を好み︑怒をうつさず︑ 八783

たが︑不幸にも短命でございました︒

過も二度とはしない男でございまし

十二417園

たんめい

感ずる︒

九45

たんぽぽ

イア

朝からたんぼのにぎはしさ︒ だんめん Oパナマうんがだんめんりゃ
五563圏
くず
晩までたんぼのにぎはしさ︒
五567圏

家や森が見えまし た ︒

とたんぼがつゴい て ︑

ひろみ＼
五305 向かふを見渡すと︑

マス︒

日二︑ トホイタンボヘ

ニー56圃 スッキリハレタ 秋ノ

へ

ち

ちいさい

1128

ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂

十一一292 湖南・貴州などの奥地から

出る材木が︑それぐ其の地の流に
よって此の湖水に流され︑こ＼で大
きな筏に組まれるのであらう︒
やうこ

の地で齪暴を働いた︒

これも︑自分たちの仲間ではないか
と思ったこともありました︒

その方へ行って見ますと︑木

の間から︑私たちの本校や役場が︑

五297
小さく見えました︒

五394
小さくて︑あれでも︑下に落ちて居
る物が︑よく見えるのだらうかと思
いつも
大國主のみことが︑出雲の海

はれます︒

五582

岸を歩いていらっしゃいますと︑波
の上に︑何か小さい物が浮かんで︑

轟の皮を着物にして着て居る︑

こっちへ近寄って來ました︒

五594

スルト︑ニイサンガ︑小サイ

りました︒

五佃8

又一つの小さい袋をお渡しに

聲デ︑﹁︿略﹀︒﹂ト言ヒマシタ︒

六346
なって︑

︿略V︑おとうさんに買っていたゴい

どちらにしようかと迷ひまし

小さい鍋を返し︑大きい鍋を

楠木正成がたてこもった千
まことに小さい城で︑軍勢もわっか

こんがう
早城は︑けはしい金剛山にあるが︑

六732

くすのきまさしげ

受取って︑

六718

て蹄りました︒

たが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑小さい方を買つ

六712

さく︑さかさまに見えた︒

わいで居ました︒
た小さい轟目がねが出て來た︒
大きなからだのわりに︑目は 六494 すると︑向かふの景色が︑小

やつ︑きやつ︒﹂といひながら︑さ

十二318かつて画虎といふ者が︑此 五372 大きい猿や︑小さい猿が﹁き 六484 机の引出をかたづけて居ると︑
地は南に飾磨港をひか・へて

小

瀬戸内海の運輸を占め︑西に中國街

十二702

小サイ

道を受けて交通の要路に當ってみる︒
﹇小﹈︵形︶78

ち﹇池﹈﹇▽ちょすいち

︽ーイ・ーク︾

ちいさ・い
さい

ウイテヰタ〇

ニツ

山二︑小サイ木ヲ︑五ホ

青イウミニ

小サイシラホガ

ンウエマシタ︒

一406
二31圃
一ニツ︑

小さい神様でした︒

こんな小さい神様を︑私は︑ 六鵬6

小さい神様だなあ︒

二柵6 キシャハ︑ダンダン小サク
五599園

五596園

いっか︑にいさんのお作りに

千人ばかり︒

ナッテ︑トホクノ方ヘイッテ

見たことも︑聞いたこともありませ

なった小さい温床に︑今日も︑おだ

僕等ノ仲間ハ︑皆クヂラノヤ

ヂラヨリハ︑ズツト大キイ︒

ルガ︑一番小サイノデモ︑大キナク

ウナ形ヲシテ居テ︑大小イロくア

由仁1

で掴ます︒

やかな冬の日が︑一ぱいにさしこん
お前は︑方方へ出歩いて︑

おうい︑お前は︑この小さ

一度しなった粟の董

七106

メ

や

小さいくまでで砂をかくと︑

まあ︑こんなものだらう︒

は︑上野公園・日比谷公園︑︿略﹀︑

ひ

ずるぶんたくさんあるが︑大きいの

からだは小さいが︑大そう 六麗9園 小さいものまで入れると︑
すると︑

様のおからだは︑ぽんと空へとび上

が︑はね返るひやうしに︑小さい神

五653

ちゑのあるお方です︒

五625囹

いお方を知って居るか︒

五619園

いお方の名を知らないか︒

何でもよく知って居るが︑この小さ

五611園

ん︒

シマヒマシタ︒

三492アンマリ小サイノデ︑一寸
ボブシトイフ名ヲツケマシタ︒

三752ヨコノ方カラノゾクト︑
キンギョガ︑急二大キク見エタ
リ︑マタモトノヤウニ︑小サク
見目タリシマス︒

四284小さいので︑かごの中へ
入れておきました︒

四761 三ちゃんは喜んで︑赤い
しらへました︒

紙を小さく切って︑切手をこ
五127 また︑小さい目高を見ると︑

最初に出たのは︑もう二葉の

おもしろいやうにあさりが出ました︒

七449

間から︑小さい本葉が柔い毛をかぶ

大きい本葉は長さが二糎ぐら

つて出て醒ました︒

ゐ︑小さいのでも一糎ぐらゐはあり

七455

ます︒

七949艀つた時は二粍ぐらみの︑小

七佃3園

小さい妹が手招をして︑

お孫さんは小さいし︑

さい︑白いうじのやうなものです︒

七伽3

郷里の家は︑六畳・三餐の二

船の人々は小さくなって行き

﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

七蜘4

ます︒

七椰3

間と︑せまい土間があるだけの︑小

さい粗末な家であった︒

きんぞく

すると︑其の右足に︑日本の

文字を記した小さい金属の板が附い

八65

た団あの小さい禮で長い旅行

て居ました︒

を渇けるせみか︑途中で死んで鰭つ

八106

て來ないつばめも︑かなり多いとい

其の小さい胸には︑若葉のも

ふことです︒

える日本の春の美しさを思ひ浮かべ

八115

て居るでせう︒

三日の事︑萬壽が御殿の裏へ

出て︑何の氣もなくあたりを眺めて

八425

ランプの動きが次第に小さく

居ますと︑小さい門がありました︒

八714

なって︑後にはかすかにゆれるだけ

1129
ちいさいおんしょう一ちいさな

ですが︑

一米にきめて置くと︑おもり其の物

八727 しかし︑綜の長さを一米なら
は重くても輕くても︑又大きく動か
しても小さく動かしても︑振る時間
は同じです︒

かはい＼目で空を見上げて居た︒

九668

手にものせられる程小さい︑

かはいらしい︑み＼つくのやうな鳥
で︑このはつくといふ鳥でした︒

さうして︑北極星の近くに見

える星程小さい圓をゑがき︑遠くに

九掴6
見える星程大きい圓をゑがきます︒

は︑とうく年の瀬を無事に越して

考へられます︒

六鵬1

六目8

二十

二十

小さい温床

小さい温床

︹課名︺2小さ

もの︑太陽とほゴ同じ大きさのもの

十一一価6 其の中には太陽より小さい

もあるが︑

ちいさいおんしょう

年の若い源氏は︑小さい妹

しまひました︒

十一2111

でも出來たやうに︑いろいろと紫の
君のめんだうを見てやった︒

から研究心の強かった先生のことで

かういふやうに︑小さい時 い温床

すから︑

十一4311

斗七星とどうやら似た︑小さい柄杓

八761 小さい傳令使は胸をふるはせ︑ 九塒7又北極星を柄の端にして︑北

十一m1

く群生する白い雲は︑さばの斑貼に

八目14

い傳令使

第十三

小さい傳令使

︽一

青空にうろこのやうに小さ ちいさいでんれいし ︹古名︺2 小さ
はんてん

形に連なるのを︑大熊座に面して小

似てみるところがら︑俗にさば雲と

小さい傳令書

八伽5 見るく其の影は小さくなつ

わら
家は︑みんな藁ぶきで小さい︒

第十三

熊座といひ︑

九㎜1

八741

て行く︒

八柵6 ちやうど小さい金平花がむら

いひ︑

ちいさ・し ﹇小﹈︵形︶3 小さし

荷物を積んだ小さい朝鮮馬が

キ・ーク︾

時々見下す谷底に︑さつき

行く︒

九川2

出血した温泉宿が︑だんく小さく

差出す︒

さな

進むに從ひて現れ來る奇

五十銭のでは小さ過ぎるし︑

小サナ 小

蹄ってから︑よく考へてみる

ちいさな ﹇小﹈︵連体︶21

と︑どうも小さ過ぎる︒

六714

ようかと迷ひましたが︑

一圓のでは大き過ぎる︑どちらにし

六709

さ過ぎる ︽ーギル︾

ちいさす・ぎる ﹇小過﹈︵上一︶2 小

或は深き岩穴を作る︒

岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

十桝10図

向かひて移動す︒

期せる白雲︑おもむろに西より東に

ぞく

十柵9図

だん
さえたる青空に︑小さく断

り小さき一包を取出して︑夫の前に

九411図 ﹁︿略﹀︒﹂とて︑妻は鏡箱よ

らん
小さいすみれや蘭も︑所々
右手に見下す斜面に咲績く

海峡の眞中に︑ペリムと
いふ小さい島があります︒

十﹇備9団

ぼうげ﹂であった︒

んばい﹂︑小さいのが﹁みやまきん

黄色い花は︑大きいのが﹁しなのき

十一悩11

に咲いてみる︒

十一鵬9

なって行った︒

十一宙6

がり咲いたやうな﹁いぼやぎ﹂だの︑

機内の席に着くと︑小さいと
ごはん

湖畔の家︑道路を走る自動車︑

小さい島の中といふことも︑

小さい社殿の右側に︑玉垣を
廻らした泉がある︒

十403

つい忘れてしまひさうでした︒

十289囲

のやうに美しい︒

すべてが玩具のやうに小さく︑玩具

九二3

びらが外からぽんとしめられる︒

九衛6

八二5 足が長い割合に︑甲は小さい
のですが︑おもしろいのは其の口の
所です︒

いて居ますが︑其の上の所に小さい

八柳8 口には色々込入った道具が附
鰯油があって︑

九910 どういふ動力を附けるかにつ

うく小さい蒸氣機運を作って取回

いても︑いろく考へましたが︑と
けることに成功しました︒

友人と二人町へ散歩に出て︑

こんな小さい望遠鏡でさへ︑

は非常に大きいものだといふことが

はっきり見えるのですから︑噴火口

十﹇佃3

らしい家の前まで昂ると︑

薄暗い小路を通り︑或小さいみすぼ

十一捌8

岩の島が英領なのです︒

すべて岩ばかりですが︑此の小さい

小さいが︑實にい＼瀧だね︒ 十一備10国 両方の岬も中の小島も︑
焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑

有合はせの小さい畳針で傷口を縫始

十859

せうちう

十455園

九258囹 何といふ小さい情ない自分 十唱9 そこに又小さい土橋があった︒
であらう︒

めた︒

九263囹 ただ自分だけが此のやうに
小さくて︑何の役にも立ちさうにな

十二月の二十日近くなっても︑

大晦日近くなると︑大分小さ
くはなりましたが︑それでも雪の山

十撹9

りませんでした︒

雪の山は︑皆が思った程小さくはな

十皿4

い︒

ま＼うとしたが︑鯨り小さいのでつ

九273 男の子は︑指先でそれをつ

はと

まめなかった︒

きさですが︑

九餌3 鳩より少し小さいくらみの大

ちいさなねじ一ちかい

l130

て來た︒

小さな子供が二人︑奥からかけ出し

四77

ねずみのちえ

二875サウシテ︑犬ノオハカヲ 九266 不意にばたくと音がして︑ ちえ ﹇知恵﹈︵名︶7 チエ ちゑ←
ツクッテ︑ソコ へ︑小サナ松ヲ︑

やがてピンセットでねぢをは

雪にうまって冬を越した人

︹課名︺2

小さなねぢ

した︒

五23

すると︑あのちゑのある

からだは小さいが︑下そう

アリガタウ︑オ前ハ︑ナカ
あらゆる人間のちゑをしぼり︑

ちか・い ﹇近﹈︵形︶19 近イ 近い

ちか・ひゃくまんちかい・ひるちか

︽ーイ・ーク︾﹇▽しちじゅうちかい・て

い・まちか︒まちかい・まちかさ・ゆ

うがたちかい・ろくじゅうちかい

近クナリマス︒

三398虚無︑ダンく土バシへ

八月の十五夜近くなる

雲のあとに︑うねくと︑

と︑こゑを立てて泣いてばかり

四316

ゐました︒

五353團

遠く︑近く

サウシテ︑敵が近イ時ニハ︑

青葉若葉の山々が︑

六柵5

ウニスル︒

水ノ中ヘモグツテ︑氣ヅカレナイヤ

四天王寺に近い天王寺公園に

びじゅつくわん

七707

九酩3

八284圃

橋の時計は八時に近い︒

は︑美術館や動物園があり︑
みに此の文明的大工事をしとげたの

ちおん

知恩院・芝山公園・八坂神
社等︑名所畳々が歩に從って展開す
る︒

地下

十344囲

とうち

コロールは︑わっか八平方

であり︑パプア・セレベス・フィリ

粁の小島ですが︑群島統治の中心地

ピン等に近いので︑

雪の山は︑皆が思った程小さくはな

十撹3十二月の二十日近くなっても︑

りませんでした︒

土の中へもぐってから七年目

﹇地下﹈︵名︶2

十一712

眞淵はもう七十歳に近く︑

に︑やっと長い地下の生活が終るの

いろくりっぱな著書もあって︑天

下に聞えた老大家︒

自動車の目まぐるしさはも
ちろん︑地下には地下鐵道︑街上に
かうか

十一8811
立てて走ってゐます︒

いて︑＝禺尾に近い漁獲に船は満載

まんさい

かうした作業が五時間も績

は高架君道が︑すさまじいひゴきを

九602国

です︒

七959

ちか

右は山々が近く見える︒
です︒

機械といふ機械を使って︑︿略﹀︑巧

十髄3

くチエガアルネ︒

六179園

スツカリ感心シテシマヒマシタ︒

小さなねちが一本いたんで 五803私心︑クモノチエノアルノニ︑ 残る︒

ちゑのあるお方です︒

五626園

なさることがきまりましたQ

ちゑのある神様のお考で︑神様方の

思ひかねの神といふ︑大そう

おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

四111

おちいさんがいひました︒

すると︑あるちゑのある

一ポンウエマシタ︒
女の子は︑たゴじっと志まも

つてみたが︑やがてかの小さなねぢ

三136ぼくが見にいくと︑ひ 九2610
よこが︑おやどりのむねの所
それでは︑自分のやうな小さ

を見つけて︑﹁︿略﹀︒﹂

ちいさなねじ

小さなねぢ

小さなねぢ
第七

十一93

ちおん
一面の芝生におほはれた校 ちおんいん ﹇知恩院﹈︵名︶1 知恩院

を造ったりして樂しんでみた︒

十柵7 暇さへあれば︑小さな水車を
ねんど
造って小川にかけたり︑粘土で汽車

雁は後に︑仲よくわたれ︒

十639囲園大きな雁は先に︑小さな

た︒

ゐましたから︑取りかへて置きまし

九3110園

ぢ廻しでしっかりとしめた︒

さんで機械の穴に差込み︑小さなね

九3010

しらと︑むちゅうになって喜んだが︑

な者でも︑役に立つことがあるのか

九288

から︑小さなあたまを出して︑
ぴよ︑ぴよ︑とないてるます︒

四278それを切って︑わって見
ますと︑中に小さな女の子が
ゐました︒

六19一 スルト︑小サナ釘ガ︑磁石ニ
タクサン着イタ ︒

七111 淺い水たまりを歩くと︑足の
裏がぬるりとしたので︑おさへて見
たら小さなかれひでした︒

七212 からかさ松の少し先に︑小さ
な茶屋が一軒あ る ︒

七佃5囹 五十爾は黄色なきれに包み︑
百両は小さな袋に入れてあります︒

九235 暗い箱の中にしまひ込まれて

十一778

庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

みた小さな鐵のねちが︑不意にピン
セットにはさまれて︑明かるい所へ

夜の空に銀の砂子をまいた

つて遊んでみる子供たちがあった︒

九目8

妹の小さな手に抱かれてみた︒

形が︑それでも暖さうな顔をして︑

十二㎜11

てしまふであらう︒

と見える小さな星と同じものになつ

十二価1

出された︒

事皇の上に乗ってみる小さなふたガ

九246 自分の置かれてみるのは︑仕
ラスの中で︑

車や︑ぜんまいなどが並んでみる︒

ぐるま

は
九247 そばには︑小さな心棒や︑歯

九248 きりや︑ねぢ廻しや︑ピン
セットや︑小さな槌や︑さまぐの

九234

つち

道具も︑同じ塁の上に横たはってる

第七

る︒

l131
ちがい一ちかく

である︒

十一価2 船は何時しか海豹島の西岸
近く來てるた︒

ん︒

五槻2園それは︑きっと︑天の神様
にちがひない︒

うど同じになる時があるに違ひない

の高さと其のかげの長さとが︑ちや

十二m7園

ちかふ

それも前半分で︑まだ後

﹇誓﹈︵五︶1

の半分があるに違ひない︒

ちか・う
︽ーッ︾

九伽6

今年も六月から放牧に出しま

北斗は嬉しさうに︑すぐ僕の所へ飛

したが︑去年と違って︑僕が行くと︑

んで來て︑鼻をすり附けます︒

甚次郎は︑此の日から山中 十228園 しかし︑今の陪臣は昔と違

つて︑﹁人で進んで功を立てるやう

此の高さの違ふ水面をどうい

をぎふ

そらい

十一715年こそ違へ︑二人は同じ學

みた︒

たゴ一人荻生祖挾の言ふ所は違って

妻訪5

河の構造の一番おもしろい所です︒
ようん
かうした天下の輿論に封して︑

ふ風に連絡するか︑こ＼がパナマ運

十悩5

鹿介幸盛と名乗り︑心にかたく主

しかのすけゆきもり

九771

違

なことは出來ない︒
ちがふ

家を興すことをちかった︒
﹇違﹈︵四・五︶18

︽ーッ・ーヒ・ーフ・一へ︾←いりち

ちが・う

七302そこで僕は︑一日の中に︑物

で︑それが龍のやうに長く績く場合

十一柵10 天候悪攣の兆といはれる雲
は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ
と考へた︒

これは︑あの人が落して行

い＼え︑ちがひます︒

がう・とびちがう

ふ

三826園

きっと何心圓︑何十億圓とい

ふ高いねだんの物になるに違ひあり

藤吉郎のけいこはまるで二つ
渡し賃が高いといって︑一

問の道をたどってみるのである︒

七柵1園

て居た︒

七881
模型飛行機が飛ぶのですから︑

十一塒7

かり感じが違って︑今に露でも滴り

もちろん︑月は地球と違つ

さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで

ある︒

胸びれをすっと左右に張り︑

十一欄1

八襯8

背びれ・腹びれを上下に張って進む

も︑みんな死火山ですがね︒

まった天降ですから︑火山といって

て︑とっくの昔︑すっかり冷えてし

姿は︑あのさかな屋の店先で見るの
とは全く違った感じです︒

それと似て︑少し様子の違ふ

たゴほんの少しおつしや

君子はそこが違ふ︒

あのいろいろの道具︑たく 十二346園 たゴ困り方が違ふぞ︒

のが﹁はうぼう﹂です︒

八鴇2

九2510囹

それは肉眼で見るのとすつ

人で越した程の人だから︑此の大金

今もいふやうに︑光を調節

な事になるかも知れない︒

つと人間も乗って飛べるに違ひあり

津波がやって量るに違ひな

つなみ

けれども︑北斗は︑きっと軍

が無かったら︑氣が違って死ぬやう

い︒

十悩4園

十一m2

其の中助命になるに違ひない︒

お預けになっても︑きっと

十5310園

馬に買上げられるに違ひありません︒

九旧5

ません︒

其の大きい物を作りさへすれば︑き

九107

ません︒

八価3

つたに違ひない︒

七帖8園

ます︒

十一梱1 耳を澄ますと︑遠く近く︑
さまみ＼の小鳥のさへづりが聞かれ
る︒

十一伽6 遂に霧の中に近く山小屋を
見上げる所へ來た ︒

はち
近く︑蜂の巣を思はせるやうなでこ

十一塒5 殊に︑半月のかけた部分に
ぼこが目立って見 え る ︒

十一柵2 月はもう西の地平線近く
か＼つてみる︒

十二伽5 もう下塗目的地へ近くなつ
た頃︑

十二価3 つまり太陽は︑夜の空に無
敷に輝く星の一つなのであるが︑
我々に近いために︑特に大きく︑明
かるく見えるに過ぎない︒

するものがないから︑太陽に照らさ

十二348園

ちがひ

さんの時計︑形も大きさもそれぞれ

十二柵4園

チガヒ

違ってはみるが︑どれを見ても大き

﹇違﹈︵名︶ 1 5

れた部分は目が痛い程光って見える

くて︑えらさうである︒

ちがい

でせうが︑陰になる部分はきっと眞

違ひ﹇▽きちがい・すれちがい・ま

黒に見えるに違ひない︒

り足らぬところが違ひますだけで︒

ちがい

そかちかく・おそばちかく・かわぐち

さうして︑其の飼ってみる鳥ちかく ﹇近﹈︵名︶11 近く﹇▽おおみ
といふのは︑あの色の美しい鳥とは

く・みずぎわちかく︒ゆうがたちかく

かく・にメートルちかく・ひるちか

ちかく・せんメートルちかく・そばち

もっとも其の高さは︑見る場
所によって幾分違ひます︒

九伽4

全く違ったものでした︒

尊皇の大義に︑すべての人 九667
寄手が勢込めば勢込む程︑
に違ひない︒

恐らく此の見せかけの平場が役立つ

十二684

が目畳める時が必ず捲るに違ひない︒

十二459

二722園 オヂイサンガヲシガル

ノダカラ︑ヨホド大ジナモノ
ニチガヒナイ︒
五嘱5園 それにちがひありません︒
うしても︑この男にちがひありませ

五494園 らくだをぬすんだのは︑ど

ちかく一ちかづく

1132

六欄4 やがて︑火は近くの家に起つ
ちかこ

﹇▽せいかんいんのみやちかこな

なると

所鳴門海峡となる︒

部落にして︑土人の家わっかに五六

ぼしふ

終二近ヅイテ來マス︒

六稲6

近づいて見ると︑それは︑生

きたねずみではありませんでした︒
グンカン
僕等ハ︑敵ノ軍艦が近ヅイテ

來ルトコロヲ︑モグリナガラ進ンデ

六佃8

た︒

汽車で大阪鐸に近づくと︑晴

しかし︑お祭が近づくと︑蕃

績いて歩兵が近づいて來まし

夜ふけた深山のあなたからこ

しかし︑援軍は敵にはfまれ

て近づくことが出來なかった︒

九885

つて行きます︒

近づいては︑又何時の間にか遠ざか

なたから︑鳴きかはしながら次第に

九638

がつめかけてみる︒

こには︑もうぎっしりと出迎の人々

みながら︑船が岸壁に近づくと︑そ

八冊7

水ぎは近くそびえ立つ塔を望

八528

と申し出た︒

人はぜひ首を供へなければならない

八138

うに見えます︒

れた日でも︑空がどんより曇ったや

七627

て︑用光を取弄んでしまった︒

恐しい海賊がどやくと乗移って來

て︑用光の船に近づいたと思ふと︑

どこからかあやしい船が現れ

行ツテ︑魚雷デ打沈メテシマフノデ

︽！イ・ーキ・ーク︾

七328

年︑其の効果空しからずして︑宿志

あみのしま

小倉に近き長濱村に︑

露坐の大佛

極樂寺坂越え行けば︑

の果さる﹂も近きにあらんとす︒
せ

れども︑

先づこれを救はんとして船を出した

十一一個3図白洲に近き藍島の漁夫︑

十二備9図

おはします︒

長谷観音の堂近く︑

は

十二468造兵

アルガ︑

募集に着手して努力すること更に数

鐵眼少しも屈せず︑再び

を数ふるのみ︒

宗任は︑もと賊軍の大將に

︽ーキ・

助左衛門︑半生の志實現
するの近きにあるを喜びたりしが︑

十二欄2図

八643隠妻は山けはしく︑前は海近

明治五年︑未だ其の成るを見ずして

地

地下室

くして︑守かたければ︑源氏もさす

﹇地下室﹈︵名︶1

急いで地下室へ降りた︒

ちかしつ

死せり︒

熊野川の川口に近く︑幾十

十134

﹇地下生活﹈︵名︶1

漏六年といふ長い地下生活に

ちかせいかつ

七997

下生活
くらべて︑何といふ地上の短い命で

よし野山みさ㌧ぎ近く
なりぬらん散りくる花もうちしめり

せう︒

近附く

コンナコトヲ何ベンモ
クリカヘシテヰルウチニ︑冬ガ

上土4

近づく

本土の西︑近く九州と相 ちかづ・く ﹇近﹈︵四・五︶26 近ヅク
しものせき

淡路島の東端︑本土と相

望む所紀淡海峡となり︑四國に近き

きたん

十一518図

接せんとする所下組海峡あり︒
あはち

十一515図

たる

折の御歌︑

十一42図圃

せうけんくわうたいこう

貯木場あり︒

昭憲皇太后御参舞の

萬本とも知らぬ材木を浮かべたる大

十醜6図

がに攻めあぐみて見えたり︒

近し

十一備6図

時引出して︑草をたべさせに連れて

九199図

は︑あまり大きくなって︑

行ったこともありましたが︑近頃で

六647

た︒
いしんのう
十
﹁
5
3
8
図
汽
船
絶
え
ず
通
航
し
て
︑
遠
六
238 そっと近づくと︑くるりと葉
にんとく
七699 仁徳天皇をおまつりしてある
ち
か
ご
ろ
﹇
近
頃﹈︵名︶4 近頃
く近く黒煙のたなびくを見る︒
の裏へ廻って︑足の先だけ見せて居
かうつ
いくた ま
買った時は子牛で︑私も︑時 十一9310歪柱の地︑北端に近き一二 る︒

高津神社や︑其の近くにある生國魂

神社︑

八174 翌日︑蕃人どもが役所の近く
に集って居ると︑果して赤い帽子を
かぶり︑赤い着物を着た人が來た︒

のんきな筏流しにも︑やは

て︑近頃降りし者なれば︑
り時代の波は押寄せるものと見えて︑

十二282

骨面5 さうして︑北極星の近くに見
近頃は獲動機船にぼつぼと威勢よく

が︑埠頭の近くにそびえて居ます︒

八237困 其の頃造られた大きな煙突

える先程小さい圓をゑがき︑遠くに

引かせながら︑三つ︑四つ︑七つと
列をなして下るのがある︒

見える星程大きい圓をゑがきます︒

九佃3 近くの山々は︑岡と言ひたい
程低くなだらかである︒
かり見せるなう︒

近頃は︑むつかしい顔ば

ちか・し ﹇近﹈︵形︶12

十二備8園

近くの牧場へ放牧にやることになり

近く

ーク︾←ゆうぐれちかし

九三3 六月になると︑母馬につけて
ました︒

十414園 見れば近くに流があって︑
それが皆酒だ︒

牧舎の近くまで行くと︑

十二765図 翌日︑勝商︑敵兵十鯨人

十一7811

に澄まれて城門の近くに至り︑城に

向かひて高らかに呼んでいはく︑
﹁︿略﹀︒﹂と︒

十二㎜4 テームス河のほとりに堂々
たる國會議事堂があり︑其の近くに
﹇近﹈︵副︶1

ウェストミンスター寺院がある︒
ちかく

九423図園 近く都にて信長公の御馬
じまん
そろへのあるよし︑定めて自慢の馬
に乗りて集る人々多からん︒

1133
ちかって一ちから

十305壁皿

ヤッ プ か ら パ ラ オ ま で は ︑

約一書夜の航程で︑赤道もそろく
近づきますから︑熱帯の特色がます

く濃厚になります︒

十318圏近づくにつれて濃緑の島々
が別々に見え︑

たのだ︒

十字8 いよく褒砲の機會が近づい
十佃5 三四十米まで近づいた時︑砲
ゆうがくじゃう

手は二番もりを打込んだ︒

十価3 熊岳城に近づくと︑望小山
が見え出した︒

十一一9111

近づきながらよく見ると︑

正一君親子であった︒

窓外には︑何時の間にかべ

近づいてからまた弟が︑

ニスが近づいてみた︒

十一一欄9

十一一欄1
﹁おかあさん︒﹂と言った︒

ちかって

一代の事業として一切纒

﹇誓﹈︵副︶1

十一梱8図

ちかって

を出版せんことを思ひ立ち︑如何な

十︻価5

﹁︿略V︒﹂と︑正雄君に言は

︽ーシ︾

﹇近寄難﹈︵形︶1

れて︑僕は望遠鏡に目を近寄せた︒

近寄りがたし

ちかよりがた・し

﹁︿略﹀︒﹂と︑直ちに飛び

十一一幽5 王に近寄って︑寝顔を眺め︑

﹇力﹈︵名︶42 力﹇▽おんちか

お＼︑おとう様︒

そこで︑神さまは︑その國

ら・こくこのちから・ははのちから

ちから

三318

ありったけの力を出して︑おひ

に︑太い︑太いつなをかけて︑

九柵7図

か＼らんと思へども︑其の人の齢り

きになりました︒

に落着きたるに氣をのまれて︑近寄

三785をのに力を入れて︑こん︑
近寄る

﹇近寄﹈︵五︶9

りがたし︒

ちかよ・る

百合若はうち死をいた

らってまみりました︒

の力で︑敵をすっかり追ひは

しましたから︑私たちきゃうだい

四嗣2園

のだらう︒

四115園その力がのりうつった

ぐんぐんとのびて行きました︒

あったのでせう︑ひるも夜も︑

四43どんな力が︑この木に

とんで行きました︒

ので︑をのが︑手からはなれて︑

あんまり力を入れすぎた

こん︑ときってゐました︒

三787

︽ーッ︒ーリ・ール︾

いつも
大國主のみことが︑出雲の海

だんく近寄って來るのをよ

着るく近寄って見ると︑死

急いで近寄ると︑芋瀬の荘司

であった︒

人と見えたのは︑ふすまにかいた書

七192

にして︑それに何か乗って居ました︒

く見ると︑豆のさやのやうな物を舟

五587

こっちへ近寄って弥ました︒

の上に︑何か小さい物が浮かんで︑

岸を歩いていらっしゃいますと︑波

る困難をしのびても︑ちかって此の
地

五583

﹇地下鉄道﹈︵名︶4

企を成し遂げんと︑

ちかてつどう

十一5611図敵の先頭部隊は直ちに砲 下京道
それから︑地面の上ばかり

でなく︑地面の下にも︑地下鐵道と

六團2園

いって︑電車が通って居る︒

火を開始せしが︑我はこれに磨ぜず︑

烈しく敵を砲撃せしかば︑

市内には︑自動車が走り︑電

距離⊥ハ千米に近 づ き て 始 め て 嘉 暦 し ︑

七719

車が走り︑地下鐵道も通じて居ます

十一843 人は︑永久に此の湖の水際
に近附くことが出來ないかのやうに

が︑

自動車の目まぐるしさはも

思はれる︒

十一962図 出畿の日近づくや︑林藏︑ 九602國

七568
ちろん︑地下には地下画道︑街上に

て︑さもとくいげに︑何か聲高く話

が︑家來の大男に宮の御旗を持たせ

かうか

これまでの記録一切を取りまとめ︑

は高架鐵道が︑すさまじいひゴきを

四伽3サウシテ︑アリッタケノカ
立てて走ってゐます︒

でした︒

へ︑後には朝廷の仰にも從ひません

てうてい

力のあるにまかせて︑四方をうち從

熊襲のかしら︑川上たけるは︑

くまそ

ヲ出シテ︑南風ヲ追立テマス︒

六273

近寄っても︑いっかな逃げ

長いと振廻しが不自由で︑

其の上︑突く力が弱くていけませぬ︒

七827園

はないのかと︑力を落して居ました︒

しばらくして︑兄は恐る 八422 あ＼︑母はもう此の世の人で
く近寄って︑﹁︿略﹀︒﹂

十﹇靭10

來て︑自動車に乗れとす＼めます︒

十一襯8團時々マレイ人が近寄って

ようとしない︒

十一鵬4

新潟縣が近寄りつ＼ある︒

にひがた

八㈱7

して居るところであった︒
ぐんま
しかし今刻々と群馬縣がつき︑

從者に渡して言ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一僻5團私は今地中海を航して︑

でが︑申し合はせたやうに︑南から

其の地下斜道や高架鐵道ま

十一悌11團 時折ジャンクが近づいて

北へ︑北から南へと︑わき目も振ら

九604国

は︑私たちの船に向かって大当に呼

ず一直線に走ってみるのですから︑

刻 一 刻 ノ ー タ リ ヤに近づいてゐます︒

びかけます︒

そっとあかりを

近寄せて︑

十一一710図折から日は地平線に近づ ちかよ・せる ﹇近寄﹈︵下一︶2 近寄
五934圃

せる

︽ーセ︾

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

い頭と目が光る︒

のぞいて見れば︑長いひげ︑黒

いふばかりなし︒

づくと︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と 言 ふ ︒

十二893 思はず﹁分隊長殿︒﹂と近

ちからいっぱい一ちぎ

1134

たのも︑ほとんど日本人の力だとい

八佃3 ハワイが今日のやうに襲達し
つてよいといはれてみる︒

八四1 さを張が︑満身の力をこめて
さをを突張る︒

九13一 ガソリン護動機がよいとは思
ひましたが︑まだ其の頃は︑蠕くて
強い力の出るものがありませんでし
た︒

九813 大男の彼は︑鹿介を力で仕止
めようと思ったのである︒
て︑素心を投附けようとした︒

九815 やがて狼介は漏身の力をこめ

れぬわたしが︑出雲に旗あげして︑

九891園 いたづらに朽果てたかもし
一時でも其の領主となったのは︑全
くお前の力であった︒

の力をかりずに生活する日はない︒

九柵1 我々は︑ 一日たりとも︑國語

九柵2 若し國語の力によらなかった

ら︑我々の心は︑どんなにばらく
いったんくわんきふ

になることであらう︒

九柵6 一旦緩急ある時︑國をあげ
て害毒におもむくのも︑皇國のよろ
こびに︑國をあげて萬歳を唱へるの

も︑一つには國語の力があづかって
みるといはなければならない︒

聞多︑三十歳の壮年に及ん

には答へる力がなかった︒

十869園
で︑何一つ孝行も煮皿くさないのに︑

今母上の力によって︑萬死に一生を

大將答力

意を決し︑喜捨せる人々に説きて出
版の事業を中止し︑力の及ぶ限り廣

大きな力で︑ぐんくと

く人々を救ひぬ︒

十一一399園

人を引つばつて行かれる︒

十一一436

自分が江戸の屋敷で史記を讃み︑史
書の力の偉大なことに感動したのは︒
今日より後は︑力を合

はせて源家の再興を計り︑父上の御

十一一526図園

憤りを休め奉らん︒

十二柵6園私の力︑侍醤の力︑あり
とあらゆる藥物の力で︑姉上たちか

私の力︑廿里の力︑あり
若し裁判がなかったとした

はちきれるやうな芽を

一ぽい

ちからいっぱい

﹇力一杯﹈︵副︶2

力

神さまは︑その土地にも

つなをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑カ

三354

其の時︑五兵衛は力一ぱいの

一ばいおひきになりました︒

十574

じ

ふくま

すると︑これも力自慢の福間

じまん

﹇力自慢﹈︵名︶1 力自

聲で叫んだ︒

ゑもん

﹇力強﹈︵形︶6 力強

俄然砲手が︑後を振向いて力

其の大きい︑力強い調子に︑
そぼく
古代の我が國民の素朴な喜が︑みな

り︑

ほがら

波打つ愛畠にをど

五月の太陽は︑

力強くたぐりながら︑すこ

お屋根をかやでふき︑むねにかつを

五91囲神殿は︑外宮と同じやうに︑

しんでん

ぶるなれた手つきで魚をはっす︒
ち ぎ
ちぎ ﹇千木﹈︵名︶2 千木 千木

十一889

強く響いた︒

十一788

叔父の言葉は︑僕の胸に力

かに︑力強く︑

十﹁365圏

く此のふくらみに見ることが出來る︒

強く︑うんと支へた感じを︑最もよ

十一273あらゆる重みを受けて︑力

ぎつてみる︒

十価2

強くどなった︒

十価3

い ︽ーイ・ーク︾
がぜん

ちからつよ・い

をつかんで引倒した︒

彦右衛門が︑後から鹿介のもとゴり

ひこう

九915

所に立っておいでになる︒
ちからじまん
何年前のことであったらう︑ 蹴

しても︑先生は︑何時でも更に高い

まことにありがたく尊いのは︑ 十一一401聖画が力のあらん限り修養

得ようとは︒

十879
此の母の力であった︒

天略﹀︒﹂と︑

しかし︑いくら人間や機械の

十917図圃
あり︒

十伽4
かすみがうら

力が進んだにしても︑

あらうといふ大きさで︑しかも人間

十協7 これは日本の霞浦の二倍も
の力で出來た湖と聞くと︑全く驚か
それが今日の如く護達して︑

らお受けになったお心の痛みが︑す

されます︒

一に

十削2

重要な交通機關となるのには︑

ら︒

それは全く義を立て︑理を

てるる物の濃隔たる力を想像しなが

はつらつ

もたげ︑雪を割ってのび出ようとし

十一一捌8

て︑力の強い者が勝ち︑

ら︑人々相互の孚が果しなく行はれ

十二翻11

とあらゆる藥物の力で︑

十二粥7圏

とあらゆる甘物の力で︑

十二粥6園私の力︑侍署の力︑あり

つかり取れますやうに︒

人の世の力は

日に月に進みで止まぬ

スチーブンソンの力にまたなければ
ならなかった︒
やまと

十一627図圏

かんみむすび

高皇産霊・神石産露の︑

たかみむすび

敷島の日本の國の
なべて︑

宣長は力を落して︑すご

かしこしや︑産霞のみわざ︒

十一706

道標の敷字が次第にへって

くともどって來た︒
十一佃11

幕府は諸腰に救小屋を設
けて救助に力を用ふれども︑人々の

行くのがカと頼まれる︒
ばくふ

十﹁柵9図

十二齪8

つめつ＼︑窯より皿を取出しみたる

十513図 一つ又 つ︑血走る眼に見

苦しみは日日にまさり行くばかりな

られぬ宮の御文の力であった︒

煮皿くし情を述べて残るところあらせ

彼は︑やがて﹁︿略﹀︒﹂と力ある聲

鐵眼︑こ＼において再び

り︒

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ 尋 ね ら れ て も ︑ 聞 多 十﹇柵1図

に叫びて立上れり︒
十833

1135
ちきゅう一ちじょう

ぎ

二倍なくては︑月が太陽の表面を廻

ち

木を並べ︑雨はしに千木がつけてあ
るわけにはいかない︒

又︑月を直径三糎のピンポ

ります︒

はと
十二67図 千木のほとりを飛ぶ鳩の︑ 十二撹2

ひも

大陸が︑まるで紐のやうに細長い地
あの細長い地峡は︑地圖で見

峡でつながってみることです︒

十二1

實は爾大陸をつなぐ火山地帯で︑至

れば何でもないやうに見えながら︑

る所岩だらけ山だらけなのです︒
せぼね

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと
ふ大きなものになって︑

して見ても︑太陽は直樫十三米とい
地球

﹇千切﹈︵五︶1

岩山を切通した所で︑

ちぎ・る
︽ーッ︾

青空に綿を大きくちぎって︑

﹇千切﹈︵下一︶1

景氣のよい雲です︒
ちぎ・れる

﹁︿略﹀︒﹂と︑かけごゑいさ

ちぎれ

後から後から投出したやうで︑中々

十一相4

ちぎる

つまり地峡の脊骨に滞る高い

さながら雀の如くに見ゆるも︑社殿

﹇地球﹈︵ 名 ︶ 1 5

此の大きな太陽が︑私たち

の住む地球から見ると︑大腔月と同

十二鯉8

地球から太陽への距離は凡

じ大きさに見えるのは︑

十一一倣10

そ一億五千萬粁で︑月への距離の約
地球

四百倍に悟る︒

十二撹図

それが太陽の黒嵩と呼ばれ

十伽2

の高大なるためなるべし︒
ちきゅう

くといふのも︑實は我我の住んでゐ

九悩9 しかし︑かういふ風に星が動
る地球が廻るから︑さう見えるだけ
のことですが︑

十一佃1 月は地球と違って︑とつく
の昔︑すっかり冷えてしまった天下
ですから︑

十二悩4

三331

る

十一柵6 其の代り一つうらやましい

るもので︑見たところ胡麻粒のやう

︽ーレ︾

だが︑實は地球より大きいのがあり︑

ましくおひきになりますと︑そ

と思ふのは︑月から見た地球の美観

それが太陽の黒鮎と呼ばれ

シタ︒

ちじょう

築港

チクリチクリ

右手に築港があり︑汽船が数
︵副︶一

︵副︶一

チクリト

マチカマヘテヰタハチハ︑

﹇地上﹈︵名︶17

地上

チクリトサルノカホヲサシマ

ニ266

ちくりと

リチクリトツ︑キマシタ︒

そこで油蝿の子は︑深い所か

らだんく淺い所へ移って︑地上へ

七961

出る日の來るのを待って居ます︒

天盛の好い夏の夕方︑油蝉の

子は︑今日こそと穴から地上へはひ

七964

滞六年といふ長い地下生活に

出します︒

七998

地上の緑のあざやかさ︑美し

くらべて︑何といふ地上の短い命で

せう︒

さ︒

七伽7

どこまでも青くすみきった大

空の下には︑地上のあらゆる物が︑

八房4

しかし︑二三米空中に上った

色あざやかに見える︒

九144

と思ふと︑急にふらふらとして︑飛

それでも三十六米ばかりを見

行機は地上に落ちてしまひました︒

大地が見るく盛上って︑機

事に乗切って︑地上に下りました︒

九1510

九曜9

たんかう

は暫く地上ををどりながら滑る︒

上げたり︑掘った石炭を地上に引上

十儒8初の中は︑炭坑などで水を汲

烏の群が地上から飛上つた︒

て︑木の皮にておほひ︑八人一所に

十一971図木の枝を切りて地上に立

十襯2

目をみはった︒

民は︑始めて見る地上の怪物に驚の

ロンドンの市中を走り廻った時︑市

三571 一寸ボブシバ︑オニノオ げたりすることに使用されるに過ぎ
なかった︒
ナカノ中ヲ︑アチラコチラト
十湖4 それが七八人目人を乗せて︑
カケマハッテ︑針ノ刀デ︑チク

ちくりちくり

隻かかつてみる︒

九塒6

﹇築港﹈︵名︶1

の土地がちぎれて︑うごき出し

しかも︑空山も水もないと

地峡﹇▽パ

のは︑北アメリカと南アメリカの二

ちくこう

るもので︑︿略﹀︑時には地球の下敷

十二悩5

です︒

十一柵6 地球の直脛は月の約四倍あ
りますから︑

地

ました︒

﹇地球上﹈︵名︶2

倍に達するのが現れることがある︒

從って雲や︑雨や︑あらし

ちきゅうじょう
球上

ると︑我々が常に見る月の四倍ぐら

十一柵7 夜︑月から地球を見るとす
みな地球が︑天にか＼つて見えるわ

十一㎜1

ら︑

﹇地峡﹈︵名︶3

來る光や熱を調節するものがないか

すると︑地球上のやうに︑太陽から

十一㈱4

象は一つもありません︒

や︑さういった我々地球上の氣象現

けです︒

十一柵8 我々が常に見る月の四倍ぐ
らみな地球が︑天にか＼つて見える
わけです︒

十二捌7 月は︑地球を中心として︑
ぐるぐる廻ってみる︒

十二捌9 今かりに其のま＼そっくり

ちきょう

ナマちきょう

移して︑地球を太陽の中心に置くと
しても︑月は太陽の内部を廻るだけ

十捌2

誰でもちよつと不思議に思ふ
である︒

十二梱10 地球と月との距離が今の約

ちじょうぶたい一ちぢ

1136

うつくまりて雨露をしのぐのみ︒
ゆうかん

十﹁髄10 敵を追って地上へすれく
に迫る勇敢な我が機がある︒

十一帽11囲

地圖で見れば狡くて長い

紅海も︑船から見れば殆ど陸地を見
すぐ飛行服に身を固め︑軍

ぬ大洋同然です︒

十﹁酩10
刀を片手に︑地勢其の他をたつさへ

十ニー81 北海・中海・南海と績く池
は︑あたかも地上に鏡でもはめ込ん

益鳥4

す︒

僕が學校から起ると︑父はに

父が︑﹁︿略V︒﹂と言ひますと︑ こくしながら︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひま

つて居ました︒
六658

父はさも得意さうに︑﹁︿略﹀︒﹂

意さうに︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひます︒

﹁︿略﹀︒﹂と尋ねますと︑父はさも得

私どもがあまりほしがったの 九価1 父も後から來たので︑僕が︑

ばくらうは一たん送りました︒

六661

父や兄は︑牛の髄をきれいに

で︑父も︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひました︒

六673

九価4

て飛行場に出る︒

して︑新しいくつをはかせてやりま

せんがく

十幽2

別な部屋では︑息子を相手に

はし ご

すると梯子段の上から︑

父の言葉は︑ほとんど感歎の

何でも教へてくれる父が︑此

父は︑ちよつと頭をかいて笑

夕方︑父と町を散歩した時︑

やうに言った︒

十柵2 ﹁︿略V︒﹂と︑父がひとり言の

いて張ってあった︒

掲示板に︑當選者の名前が大きく書

十柵7

父は少し穿つた調子になった︒

やうにする︒

の事になると︑何時でもはねつける

装備10

聲である︒

十紹7

うに言ふ︒

たり見て︑﹁︿略﹀︒﹂とひとり言のや

十全6 父は座にもどりながら︑ 一わ

る︒

﹁︿略V︒﹂と︑父の待ちかねた聲がす

十襯5

父がかますを織ってみる︒

十665

た︒

したが︑﹁︿略﹀︒﹂と許してくれまし

父は︑しばらくだまってゐま

と言ひます︒

した︒

︵臣下に︶地圖を持て︒

十二慨8︵地圖を指して︶では︑此

そこで︑大著が四五歳の時か
たかなわ

父は︑途々義士のことを大將

此の時︑大きなせきばらひが

﹁︿略V︒﹂と︑父は言った︒

つた︒

わらは︑此の家に参りし 十齢8

父も喜んだ︑子供も喜んだ︒

九422図園

九304

來た︒

聞えて︑父の時計屋さんがはいって

九278

がせて︑頭から冷水を浴びせかけた︒

將を井戸端へ連れて行き︑着物をぬ

七幽8父は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑大

たのである︒

に話して聞かせて︑其の墓に湖北珀し

七桝5

連れて行った︒

往復四聖もある高輪の泉岳寺へよく

ら︑父はうす暗い中に大將を起して︑

七摺2

たが︑

へて︑江戸で若君のお守役をして居

ちやうふはんしゅ

十二鵬7園

だかと思はせる︒

身に着けてみる鹿の皮を取って︑そ

十二稲4 かう言ひながら︑彼は其の
れを地上に敷いた︒

九価8

nVごちそう

しかし︑満身は血だらけ︑泥
其の時早く︑母親は︑血だら

だらけである︒

十8410
せうちう

けの聞多の罷をひしと抱きしめた︒

焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑

地壇

さち

有合はせの小さい畳針で傷口を縫始

十858

地壇
︵名︶34

父

﹇地壇﹈︵名︶1

めた︒

ちだん

十目ー8図
﹇父﹈

五108国四月十日 父より
子どの

僕は︑此の間から星のことを

は此の金なり︒

時︑﹃︿略﹀︒﹄とて︑父より渡されし

九926

が︑星の本は︸冊も無い︒

知りたいと思って︑父の本箱を見た

父も︑ぢ＼いも︑た＼みの 九924

上で死んだのです︒

五671園ぢ＼いも︑父も︑皆︑舟の
五681園

上で死にました︒

それで︑父は︑子供にあぶな
くもあるから︑牝牛にかへたいと言

六651

七備6

大王の父は︑長府藩主に仕

の線から此の線までを︑そなたに與

εかざんちたい・こうえんちた

へる︒

ちそう

たいしゃくてん

ちたい

たんごん

十二備10 と見れば︑あの恐しい羅刹

は︑忽ち端嚴な帝繹天の姿となつ

い・しんりんちたい︒とくしゅちたい

て︑修行者を空中に捧げ︑さうして
恭しく地上に安置した︒

地目﹇▽せかい

十824

十二欄10 地上のあらゆる生物は︑此 ちだらけ ﹇血﹈︵名︶3 血だらけ

﹇地上部隊﹈︵名︶1

の熱︑此の光のおかげに生きてみる
のである︒

ちじょうぶた．い

地上部隊

十一捌10 我々ばもう地上部隊の戦線
を遠く越えて︑敵地のまったゴ中に
﹇地図﹈︵名︶7

はいり込んでみるのだ︒
ちず
ちず

に包まれたマンハッタンが︑あたか

九616囲 ハドソン川とイースト川と ちぢ
も地気のやうに見下されます︒
ら

れが奈良であることを示してくれる︒

な

九備1 軍人さんは地圖を指して︑そ
十激2 あの細長い地峡は︑地圖で見
れば何でもないやうに見えながら︑

實は両大陸をつなぐ火山地風で︑至
る所岩だらけ山だらけなのです︒

1137
ちぢ一ちつじょ

ためと き

父 の爲時は︑﹁︿略﹀︒﹂と言

つて歎息しました︒

十一1310

い

つ

なき父上のおはしまし

後は︑しばらく伊豆の配所にあり︑

十二523下膨
我も︑今父上のよみが

たるにはあらずや︒

へらせ給へるに會ひまゐらする心地

十一一525図園

のやうな假名文は書かなかったでせ
す︒

し紫式部が男であったら︑源氏物語

十一1411 丸干時が願ったやうに︑若

う︒

はし

十一一榴2園

父上︑私は口で申すこと

憤りを休め奉らん︒

はせて源家の再興を計り︑父上の御

十二794圃 父も︑母も︑兄も︑妹も︑ 十一一527図園今日より後は︑力を合
だまって箸を動かしてみる︒

かの耕地を持ち︑父も︑母も︑子供

十二鵬3 彼等の中には︑郊外に幾ら

どうやら父上がしり押を

りしまって頂かうと存じますのに︑

十二幽1園

なすっていらっしゃるやうに思はれ
てなりませぬ︒

ふらむ待つらむさまのおもかげに見

ゆ

︹地名︺一 チ・ハル

﹇縮﹈︵五︶1

ちゴまる

十欄5 こ＼からチ・ハルへ線が分れ

チチハル

る︒

ちぢま・る

十一一幽5園家のため國のため︑私が
取りしまりをすることになりまして︑

︽ーッ︾

だんくち球まって︑お書頃に

ひじやう

自然父上のごきげんを損ねるやうな

七297朝は物のかげが非常に長い

ちぢ・む

なり︑

﹇縮﹈︵四︶1

ち冒む

︽一

なると︑かげの方が其の物より短く

が︑

ことになるかと存じます︒

父上は御高齢でいらっし

父上︑さっきも申しまし

やるから︑御賢明でなくてはなりま

十二幽9園
せぬ︒

十一一幽10園

九個10図其の一寸に身のち讐む如く

ム︾

の出來ます以上に︑父上を尊敬も致

た通り︑毎朝毎晩︑お附の百人の大

し︑おいとしくも思ひます︒

一日それを耕すことを樂し

騒ぎ︑これには私もほとほと閉口致

たちも︑

の出來ます以上に︑父上を尊敬も致

十一一摺2園父上︑私は口で申すこと

みとしてみるのが多い︒

見舞申すと言へ︒

十二備1園 病氣なら︑父が病床へお

﹇父親﹈︵名︶1

父君﹇▽お

かうして出來た二本の筒は︑

ちぢ・める ﹇縮﹈︵下一︶2 ちごめる

︽ーメ︾

六524

うまくくひ合って︑長くのばしたり︑

二つの筒を︑のばしたり︑

ち球めたりすることが出來る︒

ち窟めたり︑かげんして居るうちに︑

六533

はっきりした︒

十一僻4国

中海

日本を出爽してちやうど

此の時事代主命は︑すな ちぢゆうかい ﹇地中海﹈︹地名︺2 地

﹇父君﹈︵名︶1

心えて︑思はず地にひざまつく︒
します︒

の眞心がよくおわかりにならないの

ちちぎみ

父親に持って婦って孝行をした︒

十415園若い男は喜んでそれを汲み︑

ちぢおや

十二備6園

十一一愉5園此の世の中にある何より

だと存じます︒

父上︑あなたには︑姉上

し︑おいとしくも思ひます︒

も︑どんな尊い寳よりも︑いや︑私

乳﹇▽おちぢ

六436 夏休過ぎから︑子山羊に乳が

自身の命よりも︑父上を大切と存じ

﹇乳﹈︵名︶4

いらなくなったので︑私たちは︑毎

ちぢ

日︑たくさん飲むことが出來るやう

孝行の子にもまして︑眞心を父上に

んちちぎみ

捧げます︒

十二柵7園私は︑あらゆる幸福︑一

十二56図

どりのため美保崎といふ所にいまし

父母の急なるわれを思

地中海を航して︑今日は

と朗かですが︑
ちつじょ
ちつじょ ﹇秩序﹈︵名︶2 秩序 秩序

すでに三日目︑空も海も︑すっきり

十一旧3困

一刻イタリヤに近づいてゐます︒

一箇月︑私は今地中海を航して︑刻

しが︑使を得て急ぎ蹄り︑父君に申
︵感︶1

し給ふ︒

ちぢちぢ

ち＼︑ち＼

上お一人にお仕へ申すのを仕合はせ

十二燭5園父上︑私にはなんにも申
し上げることがございませぬ︒

ち㌧と︑鳥の聲︒

六466間どこで鳴くのか︑

十二塒5図解

父上のお言附を守ります︒ ちぢはは ﹇父母﹈︵名︶1 父母

て大切に致すつもりでございます︒

十二柵1囹私は︑あなたを父上とし
十二柵5園

ち㌧︑

と存じます︒

みほのさき

切の畏しみを犠牲にしましても︑父

ぢせい

父親
ます︒

ト

十ニー36園此の世に生まれたどんな

になりました︒

九七8 ともすると母馬にすり寄って
は︑乳を吸ってばかりゐます︒

九佃1 時には乳をのむのも忘れて︑
ひよう長い肢で︑元氣よく草原の上
をはね廻ることもありました︒
るやうになりました︒
ち

﹇遅遅﹈︵形状︶1

遅々

九佃5 いよく北斗は︑乳をはなれ
ちぢ

し

遅々として進まぬ ︒
父上

でに長い月日を過したが︑其の業は

十二454 自分が修史に志してからす
ち

﹇父上﹈︵ 名 ︶ 1 8

十二518三園我︑父上に後れ奉りし 十二柵11囹 それも︑きっと父上に取

ちぢうえ

ちっとも一ちほうさいばんしょ
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ちつじょ

け

からは

ふ

みやびやかな唐破風︑すつ

十二閥9 此の世を不道理や罪悪の行 ちどりがけ ﹇千鳥掛﹈︵名︶1 千鳥が
はれない︑平和な秩序正しいものに

十二654
重なり︑左右に並び︑千鳥がけに入

きりした千鳥破風︑それらが上下に

することが其の目的である︒

秩序を維持するための大事な仕事だ

﹇千鳥破風﹈︵名︶1
ふ

千鳥

りちがふさまは︑まさにいらかの齪
ちどりはふ

舞といひたい︒

といはねばならぬ︒

十二潤4 裁判は實に︑正義を保護し︑

モ

ちっとも ︵副︶5 ちっとも チツト

からは

みやびやかな唐破風︑すつ

きりした千鳥破風︑

十二653

五134 親がそばにるてくれなくても︑ 破風
ちっともさびしくはありませんでし
た︒

十512図

︽ール︾

十四

千早城

今度こそは︑千早城も危く見

ちひろ

ち

百千・千

もトひろ

丈鯨のろかい操りて︑

ちひろ
﹇千尋﹈︵名︶1 千尋

十一912図圃

ちぶ

︽ービ︾

遊びなれたる庭憂し︒

行手定めぬ波まくら︑
﹇禿﹈︵上二︶1

尋海の底︑

ひろ

ち・ぶ

昭憲皇太后の御硯箱は︑ふ

せきばん

十56図

たの裏に石盤をはめ︑石筆はちびて
乳房

今では︑もうお乳を飲まなく

﹇乳房﹈︵名︶1

わっかに高齢を残すのみ︒
ちぶさ

六432

なりましたが︑生まれた頃は︑乳房
をくはへて︑うまさうに︑すつばす
つばと吸って居ました︒

だ︒

赤い大きな夕日が︑今︑西の

地平線から次第に見上げて︑

きて︑雲も水も金色に輝き︑美しさ

十二710図折から日は地平線に近づ

いふばかりなし︒

ちへいせんじょう ﹇地平線上﹈︵名︶1

地平線上

安南の山が半日以上も憎いて見えた

十︸齪1團右の地平線上︑はるかに

﹇地方﹈︵名︶6地方←きん

のも︑私たちには大きな慰でした︒

ちほう

たがらす

大和へ御進軍になった神武天

きちほう・ねったいちほう
やまと

や

六13

皇は︑八腿鳥をお使として︑其の
え

地方に勢力を張って居た兄うかし・

弟うかし兄弟の所へ︑おつかはしに

おと

さうして︑其の地方の孝子

なりました︒

などを御表彰になるのだ︒

へうしやう

十427囹

先づ此の地方を流れる川の水

を︑大きな高い土手を築いてせき止

十協9

もと此の地方に流行したマラ

めました︒

十髄10

リアと黄熱病が︑かつては何萬とい

世界のどこの地方でも︑人

あいにく此の地方に戦齪が

地方裁判所

﹇地方裁判所﹈

あって︑道ははかどらず︑遂に糧食

十二335

だ金属を使ふことを知らず︑

智の開けなかった大昔には︑人はま

十二94

す︒

ふ西洋人の命を奪ったこともありま

恐らく遠い所は晴れてみるの

が書きてしまった︒

︵名︶4

ちほうさいばんしょ

地平線にむくくと湧上る

地平線のあたりは︑ぼっとか

少し低い所に︑かなり大きな星が一

い︒

か＼つてみる︒

十一四2

月はもう西の地平線近く

であらう︑地平線の上だけが明かる

十紹3

入道雲︑

十3010囲

すんでみる︒

九粥2

つ見えるのがそれです︒

頭の眞上まで行く途中︑眞中邊より

九㎜1

か＼つた︒

七174

もう圓の下の端は︑地平線に

遠いく地平線に落ちて行くところ

七伽2

一つ又一つ︑血走る眼に見 ちへいせん ﹇地平線﹈︵名︶8 地平線

五538少シデモオクレルト︑カゴノ ちばし・る ﹇血走﹈︵四︶1 血走る
始メマスカラ︑チツトモユダンが出

に叫びて立上れり︒

六目2

千早城
﹇千早城﹈︵名︶3

十四

楠木正成がたてこもった千

千早

彼は︑やがて﹁︿略﹀︒﹂と力ある聲

つめつ＼︑窯より皿を取出しみたる

マハリや棚ノスミナドデ︑繭ヲカケ
來マセン︒

かいて︑ち．つと も お 経 を お ぼ え な い ︒

無蓋3園 いくら言っても︑圭里ばかり

ませんので︑砂山の上へ機を運んで︑

九137 上天氣で︑風がちっともあり ちはやじょう ︹課名︺2 千早城
しゃめん

六728

えた︒

六782

千人ばかり︒

まことに小さい城で︑軍勢もわっか

こんがう
♀城は︑けはしい金剛山にあるが︑

六731

くすのきまさしげ

ちはやじょう

斜面を滑らせながら飛ばせることに

しました︒

着かなかった︒

地貼

十一382 さう思ふと心がちっとも落 城
﹇地点﹈︵名︶1
びほ ろ

十一825 車は美幌峠を登りつめて︑

ちてん

遂に一大展望をほしいま＼にする地
千歳

ちとせ

﹇千歳﹈︵名︶1

鮎に私を下した︒
ちとせ

して居ると︑方々で︑官軍が︑賊の

賊が︑千早城一つをもてあま
ひやうらうの道をふさいだので︑賊

六789

王が軍艦千歳の副長として︑敵艦

はすっかり弱った︒

ちとせ

ノーウィックを撃沈せられたのは有

十一㎜10 明治三十七八年職役に︑親

名な話である︒

1139
ちまた一ちゅうおう

こうそ

だいしん

十二櫛4 裁判所には︑厘裁判所・地
方裁判所・控訴院・大審院の四階級
があって︑

十一一櫛7 塵裁判所は一人の判事︑地

方裁判所・控訴院はそれぐ三人の

ちまた

へかけて︑茶色にぬりました︒
として進みたり︒

茶摘少女

ちやつみをとめ

ちやつみをとめ

十一3610圃
のばう

茶摘少女の手先を祝福しつ＼︑
︵名︶一

チャモロ族

限

りなき希望と黒光を田園に投ずる︒
チャモロぞく

うしゅうちゅう・やすみちゅう・りり

くじゅんびちゅう

ちゅう ﹇柱﹈←しかくちゅう

うい

ちゅうい

﹇注意﹈︵名︶3

ちゅういくださる

注意﹇Vこ

ちょくゆ

轟いて︑みんなで勅諭を

全船員の注意は︑海面に出た

奉讃して後︑班長殿から︑明日の

はんちやうどの

こ＼の島民は︑チャモロ族 七515団

十備1

といふのが大部分で︑割合に色も白

十2510団

茶屋←おん

事について注意を受けます︒

﹇茶屋﹈︵名︶1

く︑生活程度も高いのださうです︒

全員整列して︑部隊長の注

り沈んだりする鯨の上に集る︒

意を聞く︒

からかさ松の少し先に︑小さ 十﹇柵9

意する

北斗七星が見つかったら︑其

︽ーシ︾

ちゅうい・する ﹇注意﹈︵サ変︶2 注

んちゃん︒じろうちゃん・ときこちゃ

ちゃんと

とです︒

たゴ注意しなければなら

ないのは︑順序正しく進むといふこ

十一732園

星に注意しませう︒

の七つの中の︑下の端に當る二つの

九棚8

︵副︶2

十三4園昨日夕方まではちやんとあ

ちゃんと

やえちゃん・ゆきちゃん

こちゃん・ぼっちゃん・まさちゃん・

ん・としこちゃん・にいちゃん・はる

ちゃん←あかちゃん・けんちゃん・さ

な茶屋が一軒ある︒

七212

ちゃや

ちゃや

あらゆ
平物

着

みかんなく零下

﹇着手﹈︵サ変︶4

︽ーシ・ースル・ーセ︾

ちゃくしゅ・す
隠す

鐵眼大いに喜び︑まさに
然れども鐵眼少しも配せ

出版に着手せんとす︒

十一備2図
十一備5図

五月の太陽は︑︿略﹀︑ ちゅうい ﹇中尉﹈﹇▽のぎかつすけちゆ

大ていの物は枯れて茶色にな ちゃつみおとめ ﹇茶摘乙女﹈︵名︶1

つてみる中に︑梢にすゴなりの柿が︑

八498

あんざん

赤々と照ってみる︒

仁山の製鋼所から茶色の煙が

五月の太陽は︑

ちゃ
﹇茶褐色﹈︵名︶1 茶

立ちのぼり︑ほのほが勇ましく見え

十二5
る︒

褐色

せしめつ＼︑

のいみじき色彩を

はや轟重な茶褐色に︑それぐ

ちゃかつしよく

る梢に降りそ﹂いで︑︿略﹀︑

十一3510圖

かっしょく

裁判は︑事件の輕重によつ ちゃかっしょく

判事︑大審院は五人の判事で組織さ
れる︒

十一一塒10

て︑最初匠裁判所又は地方裁判所で
行はれるが︑

此の第一審の裁判に不服な

﹇巷﹈︵名︶1

者は︑地方裁判所又は控訴院に控訴

十一一搦11
し︑

ちまた

血まみれ

またをつ・み︑立ち並ぶ家々︑燈

十81図翻しめやかに︑夜の霧ち ちゃく﹇▽いっちゃく
火うるむ︒

﹇血塗﹈︵名︶1

十二8910 始めて氣がついたをぢさん

ちまみれ

は︑血まみれの軍服を切開いて︑す

ず︑再び募集に着手して努力するこ

ぼしふ

ぐ止血をし︑ほうたいをしたが︑そ

其の箱が長さ約三百米︑幅約 ちゅういぶか・い ﹇注意深﹈︵形︶2

りました︒

十伽10

十価1

注意深い ︽ーク︾

二度資を集めて二度散じ

と更に敷年︑

たる鐵眼は︑遂に奮って第三回の募

三十四米もあるのですから︑今日の

ちゅう

﹇中﹈←きしゃちゅう・こうか
いちゅう︒ございせいちゅう・しゅう

其の様子を注意深く眺めて

廣い通は︑中央が車道とい

て居り︑其の爾がはに︑歩道といつ

つて︑電車や自動車が通る所になつ

六下4園

ちゅうおう ﹇中央﹈︵名︶16 中央

みた先生は︑

十一474

を注意深く見まもってみる︒

さうして︑鯨の残した水の輪

大ていの船は︑ちゃんと中にをさま
はんちやう

つたへて許可を得しが︑時あたかも

十二価3図先づ藩磨に其の志をう
幕末にして人心動揺し︑たうてい此

ばくまつ

ります︒

集に着手せり︒

十一柵3図

れっきりもう立てなかった︒

八佃6 座敷にすわって茶を飲む︒

ちゃ ﹇茶﹈︵名︶1 茶εおちゃ
ちゃ ︵接助︶2 ちや
んよ︒

十二 1園 びっくりしちやいけませ

やいけませんよ︒

十二捌2園其の邊をあんまり歩いち

りちゅう︒しょくじちゅう・じんみん
ちゅう・せんししゃちゅう・なんよう

の種の事業に着手するを得ず︒

ぐんとうちゅう・ひこうちゅう・ひや

着々

喜んで寄附する者意外に

くにんちゅうくじゅうくにん・まんよ

﹇着着﹈︵副︶1
いんさつ

多く︑此の度は製版・印刷の業着々

十一柵8図

ちゃくちゃく

はなのりゃうわきから耳

びちゃいろ・しろちゃいろ

ちゃいろ ﹇茶色﹈︵名︶3 茶色←え

三627

ちゅうおうしけんじょう一ちゅうさ

l140

て︑人の通る所があるのだ︒

れた︒

六二3 御眞影は︑庭の中央に安置さ

ちやう

すゴや

樺太臆の所在地豊原市は︑

偉い耕地のある鈴谷平野の中央にあ

十一梱8
つて︑本島第一の都市である︒

中海

早も︑つばめのちう返り︒

カ︑此の二大陸が互に迫る中間は︑

十一備7囲右はアジヤ︑左はアフリ

忠義

大塔宮は︑義光の忠義を心か

﹇忠義﹈︵名︶4

五十粁とは離れてゐません︒
ちゅうぎ

七596

どもである︒

若しこれをお仕置にすると
いふことになれば︑今後忠義をはげ

十鵬1圏

ます道がないであらう︒
中空

ちゅうげん
︵名︶6 中間

仰げば︑百敷十米の中空よ

﹇中空﹈︵名︶1

﹇中間﹈

り落來る瀧︑

ちゅうげん

中間を貸さう︑三日の間けいこを
五十人の中間に︑一人々々︑

させ︑槍の仕合をさせてみては︒

七875

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略＞Q﹂と教へたてた︒

烈しいけいこに︑中間は︑み
中間は隊を組んで︑前へ︑後

んなへとへとになってしまった︒

七878
七887

へ︑左へ︑右へ︑合圖通りに動いた︒

つばめが︑川水にすれくに 七896 やがて木下藤吉郎は︑五十人

槍を持って︑思ひ思ひに出て來た︒

ちゅうけんはちこう ﹇忠犬﹈︵名︶1

忠犬ハチ公

かうぎ

こ＼で忠犬ハチ公や︑マンモ

スの牙などを見てから︑講義室でお

きば

十98

話を聞いたり︑宝尽を見たりしたこ

とが思ひ出される︒

中國・西國の大藩を目の上

のこぶと見た家康が︑輝政をして

十二714

こ＼に金城鐵壁を築かせたのは︑ま

ことに故あることと考へさせられる︒

地は南に飾磨港をひかへて

中國街道

ちゅうごくかいどう ﹇中国街道﹈︵名︶

1

十二703

瀬戸内海の運輸を占め︑西に中國街

﹇中佐﹈︵名︶15

中佐←た

道を受けて交通の要路に當ってみる︒

ちばなちゅうさ・ひろせちゅうさ

ちゅうさ

移れる

忽ち失せて︑

今はとボートに

中佐︑すでに右手に傷を受

に日章旗を山上に立つ︒

部下の兵士をはげましはげまし︑遂

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑

九個5図

廣瀬と 其の名残れど︒

旅順港外︑ うらみぞ深き︑ 軍神

中佐︑ 飛來るたまに

累累1図圃

やみを貫ぬく 中佐の叫び︒

七865園どうだ︑二人に五十人つつ 八稲5図心 荒波洗ふ デッキの上に︑

中間

ちゅうげん

ちゅうごく ﹇中国﹈︹地名︺1 中國
たいはん

重範死してこ＼に六百十年︑

らお士暑びになった︒

十184図

忠義にかをる弓矢のほまれは︑年と

元來此の城は︑飾磨平野の

中央︑や＼北寄りの姫山・鷺山に接

共にいよく高し︒

中央試験場

﹇中海﹈︹地名︺2

十髄10圏彼等は︑まことに忠義の者

つて螢まれたもので︑

十一一701

られた市街だと感ずる︒

北京はたゴ楽々と︑平にくりひろげ

七521圏 僕等の寝起きする室の中央 十ニー76 内城の中央景山に登ると︑
には︑長い机があります︒
中央︑道頓堀附近の町々です︒

だうとんぼり

七678 一番にぎやかな場所は︑市の
七882園 中央の隊が十八人︑左右の
隊が各く十六人︒

︵名︶1

中央試験場をたつねて︑

間︑

十慨1図

北海・中海・南海と績く池 ちゅうくう

﹇宙返﹈︵名︶3

中海

だかと思はせる︒
十一一18図

ちゅうがえり
り

ちう返

は︑あたかも地上に鏡でもはめ込ん

十ニー711

ちゅうかい

章々とした農園や牧場を一巡する︒

十一梱3

七885園 先づ中央の隊は正面から進 ちゅうおうしけんじょう ﹇中央試験場﹈
め︒

長い槍のほさきを並べて︑一せいに

七905 木下軍︑中央十八人の隊は︑
突進んだ︒

ぐらみの異い池があって︑

八糊1 此の室の中央に︑直領四五米
九594国 殊に中央のマンハッタンで
は︑陸着條の縦の大通と︑横の無数
かうしじま
の通とが︑あたかも格子縞のやうに︑
きちんと交ってゐます︒

十210図水屋の水に口す＼ぎて︑此 五573圏 となり近所や︑しんるみ仲
しから︑

手つだひしあって︑植ゑるは

の門を入れば︑中央の舞殿︑左右の
くわいらう

ちう返りや木の葉落しの妙技
に︑世間が驚の目をみはったのもも

九171

廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らか

う昔のこと︑今では︑大陸といはず

に︑おごそかなり︒

たマングローブの青葉や︑島の中央

十332困 海岸一帯にぎっしりと茂つ

大洋といはず︑飛行機が自由自在に

九908

空中を飛んで

にそ﹂り立つ無線電信塔の眺が︑

で︑其の中央二間が入口になってゐ

叫びて︑敵を撃退すること敷台︒

九撹4図 中佐は大音に︑﹁︿略﹀︒﹂と

上島主水の中間は︑八尺の竹 九撹10図中佐すでに第二揮を左手に︑

の中間に︑めいめい十八尺の竹槍を

七899

持たせ︑隊を組んで進み出た︒
中間

飛んでは︑白い腹を見せてちう返り
﹇中間﹈︵名︶1

をしてみた︒

ちゅうかん

十一269 此の門は︑間口が柱間四間
る︒

島︑カムイシュの鮮かさ︒

十︻838 中央に浮かぶたゴ一つの中

1141
ちゅうざいしょ一ちゅうそう

ふんせん

更に第三揮を腹部に受けたれども︑
ちゅうし・す

﹇中止﹈︵サ変︶1

す

︽ーシ︾

少しもひるむ色なく︑なほ奮戦を績

中止

鐵眼︑こ＼において再び

十一佃7

此の異なる二つの鐵の重ね

方にはいろくあるが︑柔かい鐵を
刀の中心として︑周團を堅い鐵で包
むのが最も普通である︒

十一備11図
意を決し︑喜捨せる人々に説きて出

けたり︒
九五3図 忽ち領導の一破片︑其の腰
十二佃5

は一だんと明らかになった︒

十二4311 かうして大義名分が正され︑
みくに
忠臣・義士の眞心があらはれ︑皇國

の姿が次第に明らかになって行くの

である︒

カリフォルニや州の南部は︑

ちゅうしんち ﹇中心地﹈︵名︶3 中心

地

こぶる不規則に射出する七つの街路

此の廣場を中心として︑す

版の事業を中止し︑力の及ぶ限り廣

を︑人の波︑車の波が刻々と押寄せ

九534団

く人々を救ひぬ︒

﹇忠実﹈︵形状︶1

る︒

更にベルリンを中心に︑國

が︑後から後から疾騙する︒

十二槻8

内に四通八達の自動車道路が開かれ︑

月は︑地球を中心として︑

自動車がすばらしい勢で疾走する︒

十二個7

地球を太陽の中心に置くと

ぐるぐる廻ってみる︒

十二捌9

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ
である︒

コロールは︑わっか八平方
とうち
粁の小島ですが︑群島統治の中心地

げんくわん

まをか

ほん

國際飛行の中心都市として︑

忠誠質素

しっそ

しっそ

ちゅうせいしっそ ﹇忠誠質素﹈︵名︶1

する︒

ベルリンには三分毎に旅客機が町着

十二齪7

中心都市

ちゅうしんとし ﹇中心都市﹈︵名︶1

市内は活氣がある︒

斗と共に漁業の中心地で︑さすがに

大泊は︑一面また西海岸の眞岡や本

と

十一⁝⁝3樺太の玄關口といはれる

であり︑

十343国

ですから︑

所で︑ロスアンゼルスは其の中心地

日本人が早くから來て農業を膨んだ

又︑陪審員になった場合に

忠實

にあたり︑中佐はどうと其の場に倒
ぐんさう

ちゅうじつ

れたり︒

九塒5図 かたはらにありし内田軍曹
十二柵3

かいはう

は︑急ぎ中佐をざんがうの内に助け

ふんする

十二惚3

又︑並木の美しい大通を眞

は︑それを棄民の義務として忠實に

て大通が五方・六方へ放射する︒

のある牛合があり︑白鼠を中心にし

入れて介抱す︒
中旬

直に走ると︑其の一端に噴水や花壇

﹇中旬﹈︵名︶1

七月の中旬ですと︑夜九時頃︑

ちゅうじゅん

勤めること︑

を杖に立上らんと す ︒

九欄6図 中佐︑目を見張りて︑軍刀
九欄10

十二旧8

九塒7図 軍曹︑中佐を背負ひ︑弾丸

方へ射出する街路を︑窪々なパリー

雪の上の為しい豆苗がすむと︑

此の凱旋門を中心に︑十二

ちやうど柄杓を立てたやうなかつか

北より少し西へ寄った方に︑︿略﹀︑

八965

今度は先生に一人々々滑り方を教へ

子を乗せた幾十皇・幾百塁の自動車

の下をくゴりて︑けはしきがけをか

3ロジェストウェンス

キーちゅうじょう

ちゅうじょう

うになってゐます︒

け下る︒

九旧10図 ほっと一息つく折から︑飛
來る一揮︑又も中佐の胸を貫ぬき︑
軍曹の胸をも貫ぬ く ︒

ふと我にかへれり ︒

九悩3図 吹く朝風に︑中佐も軍曹も︑ ちゅうしょく ﹇昼食﹈︵名︶1 書食

九悩4図 軍曹︑かたはらにありし負

中心

彼等は︑鹿介を中心として︑

﹇中心﹈︵名︶11

ていたゴいた︒
ちゅうしん

傷兵と共に︑中佐をいたはる折から︑
敵の突撃の聲盛に聞ゆ︒

九838

主家の再興をくはだてた︒

九悩6図 中佐は言へり︒
九燭6図 中佐の全身は次第に冷えぬ︒

ば︑竹千代には無二の忠臣たるべし︒
かビみ

で押通して︑武人の手本と仰がれる

九472図西彼が今の心にて人となら 七帽9 乃木大雨が︑一生を忠誠質素

北の空では︑星が北極星を ちゅうしん ﹇忠臣﹈︵名︶5 忠臣
ほ江中心に︑圓をゑがいて動いてゐ

九欄7

に軍神とあがめらる＼もうべなりと

るのだといふことがわかります︒

九鵬2國 中佐が多敷の戦死者中︑特
いふべし︒

美の中心を形作ってみるのである︒

が︑不思議によく調和して︑こ＼に

ていどう

在所の庭で︑一郎と貞童が遊んでゐ

ざい

十二434

十一48図 本道を南に進みで忠七宗
てつくぐと忠臣の心を思ふ︒
しん
れい
信の墓をたつね︑更に坂道をたどれ
忠臣の璽は慰められ︑功績

そう

やうになったのは︑まことにいはれ
十二8園 まことに忠臣の鑑︒
九三3 十字路を中心にして︑こ＼か
ちゅうざいしょ ﹇駐在所﹈︵名︶1
せうけんくわうたいこう
ちゅうざい
のあることである︒
十一106 東陵を辞して昭憲皇太后
しこに村落や町が貼在する︒
駐在所
ちゆう
をしのび奉り︑麓の乃木神社に詣で
ちゅうそう ﹇忠僧﹈︵名︶1 紅血
十606 秋の日をまともに受けた駐 十一288此の高い塔と荘嚴な金堂と
る︒

ちゅうたいちょうどの一ちょう
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みくまり

きんぷ

ば︑吉野水分神社を纒て金野神社に
至る︒

所々に白雲がたゴよって︑

さねばならない︒
十一伽11

雪漢と相映じて︑山々を奥深く見せ

中腹をおほひ︑峯をかくし︑野々の

︵名︶1 中隊長殿
るQ

ちゅうたいちょうどの ﹇中隊斎殿﹈
七536困 中隊三殿がおとうさん︑班
て麓から中腹まで︑ぎっしりと埋め

香港は︑美しい建物を以

られた島山でした︒

十一箇2囲

兄弟のやうに仲好く助け合って︑勉

長殿がおかあさん︑僕等は子供で︑
強したり教練したりします︒
中門

しばし門前にた＼ずみなが

﹇中門﹈︵名︶5

ら︑其の長方形の入口を通して︑

十﹇256

ちゅうもん

や＼遠く二層造の中門を望んだ︒

六882 裏庭へ行って見ると︑もう︑

ちゅうちゅう ︵副︶2 ちゅうちゆう
数へきれないほど雀が集って︑ちゆ

中門と︑塔と︑金堂と︑其

塔と金堂は︑ともすると松

十一117
かね

忠勇

ごりに︑今日は此の一箇月の思出を

﹇庁﹈←からふとちょう・なん

書いて見ました︒

ようちょう

ちょう

東山三十六峯げに笑ふが如

く︑堂塔こ＼かしこに登えて︑千旦夜
ごんぎやう

﹇忠勇﹈︵名︶1

勤行の鐘がさやかに聞かれる︒

ちゅうゆう

﹇町︺←さんちょう・しじつ

ちょう・しじゅうこちょう・じつちょ

十二978 ﹁︿略﹀︒﹂といった意味で︑ ちょう

まことに雄々しい歌であり︑忠勇の

﹇長﹈εきかいかぶたいちょ

ちょうどの・ぶたいちょう︒ぶたい

ちょう・ちゅうたいちょうどの・はん

う・すいふちょう・せんしゃぶたい

ちょう

う︒にちようあまり
チューリップ

時子ちゃん︑チューリップ

︵名︶5

心の躍動した歌である︒

チューリップ

六田2園

が咲いたよ︒

ちょうき・ぶんたいちょう・ぶんたい

見ると︑まん中の鉢に︑美し
いチューリップの花が一つ︑につこ

六悩1

ヨ

ヨロコ

朝顔に 千代

﹇鳥﹈■ごくらくちょう・ロッ

人ばかりではない︑小鳥も︑

はち

まうとするかのやうに見える︒

ない此の花盛を︑︸時でも長く縛し

蝶も︑蜂もそう出で︑一年に二度と

てふ

九35

ペンちょう
てふ
ちょう ﹇蝶﹈︵名︶7 蝶 蝶

ちょう

んたいちょう

ちょうどの・へんたいぐんちょう・れ

夜寒いやうで︑今頃︑

チューリップは︑此の温床

り笑ったやうに咲いて居ます︒

六価1園

の王様ね︒

チューリップやすみれが咲くものか︒

六㎜⁝2園

チューリップ
ぐんくふくらみさうな

アネモネや
の蕾が︑

つほみ

九68圃

は︑最初からありったけの美しさを

コタ

第七

千代

いはほとなりてこけの

君が代は千代に八千代に

﹇千代﹈︵名︶1

むすまで

さゴれ石の

九町3図翻

ちよ

十361

中門をはいると︑左に五重ちよ ﹇千代﹈︹人名︺1 千代

祖宗ノ神雷巫二重フルヲ得ルヲ澤ブ︒

ソソウ

てふ

夏休に採集した蝶を調べよう

窓際に蝶の標本が陳列してあ

りんしるゐ

蝶なら︑左側の鱗翅類と書

いたたんすの引出をごらんなさい︒

十112園

うなのがない︒

るが︑いくら調べても僕の取ったや

十101

學博⁝物館へだ灯ったQ

と思って︑妹と一しょに︑上野の科

十88

みた︒

職國の世とはいへ︑京都では
てふ
花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれて

十一6010図圏朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑ 九835

チン

如何に壮大華麗な門でも︑ ちゅうれつ ﹇忠烈﹈︵名︶1 忠烈

晩だ︒

かうだう

講堂の雄大な姿が見られる︒

﹇昼夜﹈︵名︶2
くいっちゅうや

ちゅうや

書夜3や

堂が荘嚴にひかへ︑其の奥︑正面に

の塔が大空高くそ＼り立ち︑右に金

十﹁2710

門は三間になってみる︒

奥行二間が普通であるのに︑此の中

十一277

誇るやうに︑極めてあらはである︒

の梢に見えがくれするが︑中門だけ

十﹁266

へ寄って去る︒

進むにつれて︑ゆらぎながら私の方

の入組んで見える屋根が︑一歩々々

十一261

うちゅう鳴きながら︑うれしさうに
朝御飯をたべて居ます︒

中天

十一385 屋根で雀がちゅうちゆう鳴
いてるる︒

﹇中天﹈︵名︶1

九梛8 た〜晴れた夜空に星がきら

ちゅうてん

ちゅうぶう

くとさえ︑銀河があざやかに中天
にか＼つてみる︒

ちゅうぶう ﹇中風﹈︵名︶1 中風
ちゅうぶう

たないおちいさん が ︑

﹇中腹﹈︵名︶5

中腹

十描9園中風で︑足もろくく立
ちゅうふく
けてまだらに見える︒

八佃7 残雪は︑山の頂から中腹にか

十一96 清水坂を上れば観音の御寺
ゆかしく︑清水の塔︑八坂の塔︑三
重五重に聲えて︑ここ東山の中腹を
飾ってみる︒

途中から︑ちょいちょい
葉書は出しておきましたが︑船のな

十一悩1団

光盛の娘は︑其の後︑書架頼 ちょいちょい ︵副︶1 ちょいちょい
朝をねらひましたが︑少しもすきが

八397

十米の高所にある此の湖は︑湖岸を

ありません︒

十︸831 摩周岳の中腹︑海抜三百五
めぐらす約二百米の絶壁上から見下
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くわだん

長園

十二9610

朝議

封岸オークランドへ渡す六
今渡りつ＼ある長橋によつ

千九百米のすばらしい長橋︑

九502団
十二欄10

てのみ︑ベニスは陸と轟いてみる︒
きよ
長距
り

﹇長距離﹈︵名︶1

きよ

十二榊7図

明治の新政やうやく其の

十9410図園

︵名︶2 長壽

ちやうじゅ

長者と約しながら︑おく

る＼は何事ぞ︒

從一位侯爵にのぼり︑八十

じゅいちみこうしゃく

ちやうじゅ

る厚かった︒

功績は一世に高く︑君寵はすこぶ

くんちょう

一歳の光榮ある長壽を終るまで︑

十874

長身

ちょうじゅ ﹇長寿﹈
ちやうし

緒につき︑當局各地に燈毫を開くる
﹇調子﹈︵名︶9

必要をみとめて其の調査を開始す︒

調子

さっきのやうなちやうしで

降績くと︑朝までには︑ずるぶん積

六田2園
るよ︒

以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑其の一

四回目に︑兄ウィルバーが乗 十柵10 二本の門松の中︑其の一本を

本を以て親の長壽を祈らうといふ意

九167

五十九秒︑二百六十米といふ好成績

つた時は︑非常に調子よく飛んで︑

味で︑

十二954

今を去る千二百年中昔︑東

︽ーサ︾

國から徴集されて九州方面の守備に

長州征伐

﹇長州征伐﹈

向かった兵士の一人が︑

︵名︶1

ちょうしゅうせいばつ

やがて長州征伐の大事が起
こロつ

つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑幽い

十一一㎜⁝1

て杖柱とも頼み給ふ御兄孝明天皇が

崩御ましくた︒

ほうぎょ

て長女と次女とにわけ與へる︒

十二側4園残りの三分の一は︑改め

ちょうじょう ﹇長城﹈︵名︶1 長城

眼下に見る西の丸の三々は︑

鷺山をあたかも長城の如くおほうて︑

十二7010

﹇頂上﹈︵名︶2

頂上

ちやうじゃう

西からの見すかしを防いでみる︒

頂上

ちょうじょう

東西の美しさを一首の中に

長者

徴集する

母が棒を取って︑とんと調子 ちょうしゅう・する ﹇徴集﹈︵サ変︶1

を牧めました︒

十674

とんからとんから︑調子のよ

を取った︒

丁田5

父は少し改つた調子になった︒

い音が流れ出した︒

十幽2

其の大きい︑力強い調子に︑

古代の我が國民の素朴な喜が︑みな

そぼく

審議2

もやう

整備員たちの不眠の努力が︑

ちょうじょ ﹇長女﹈︵名︶1 長女

エンジンの調子をしらべた

ぎつてみる︒

である︒

﹇長者﹈︵名︶1

よみ込んだ︑まことに調子の高い歌

十二989

のだ︒

れて︑如何にもそれが快く聞かれる

すべての飛行機の調子よい爆音に現

十一冊7

らべてるる︒

ちは︑晴雨計と空模様を熱心に見く

り︑網の支度をしたり︑特に船長た

林を縫って長距離を滑るのは︑ 十一859

ちょうきょり
り

離
八968

吊しいものだ︒

長劒

長江

韓信︑長劒を帯びて市中を

﹇長剣﹈︵名︶1

十966図

ちょうけん

行く︒

﹇長江﹈︹地名︺1

いかだ

長江の筏

ちょうじゃ

いうくたる長江に最もふ
さはしいのは︑筏流しの光景である︒

十二252

ちょうこう

ちょうし

萬葉集中︑最も古いと思は

萬葉集には短歌が多いが︑

野明天皇の御製で︑長歌と

﹇朝議﹈︵名︶1

徳川に封ずる朝議は︑此の

時から一攣した︒

十一一湿6

ちょうぎ

5しれいちょうかん

しては短いものの一つである︒

十二川11

じょめい

一つの特色をなしてみる︒

後世の歌集に比べて長歌の多いのが

十二棚2

中によみ込まれた次のものである︒

やかもち
れる歌は︑︿略﹀︑大伴家持の長歌の

十118 順々に引出をあけて見て行く ちょうか ﹇長歌﹈︵名︶3 長歌

と︑色々の蝶の中に︑とうく僕の
せうえうち

と同じものが見つかった︒
領すみれの花に蝶が飛んでみた︒

十一766 大通迫旧地の花壇には︑三
てふ

﹇長囲﹈︵名︶2

チョウェキ

十二燭7図又︑例へば刑法に﹁人ヲ

︽ーシ︾
をの

てう ゑ つ

朝恩

生死を超越してしまへば︑

﹇朝恩﹈︵名︶1

いかだ

十二251

の筏

﹇調査﹈︵名︶1

憐懲あらせられ候はば︑私は申すま

ちょうさ

でもなく一門家僕の者共︑深く朝恩
を仰ぎ候事と存じ参らせ候︒

調査

十二槌3國団 願の通り家名の虜︑御 ちょうこうのいかだ ︹題名︺1 長江

ちょうおん

もう淺はかな夢も迷もない︒

十一一掴7

に人間界を超越してみた︒

てうゑつ

の密林を見渡した時︑私の心はすで

壁を仰ぎ︑千古斧を知らぬ湖岸一帯

十一805 雄阿寒岳の急斜面が迫る絶

超越する

てうゑつ

ちょうえつ・する﹇超越﹈︵サ変︶2

三年以上ノ懲役二庭ス︒

チョウエキ

モシ
殺シタル者ハ︑死刑又ハ無期若クハ

ちょうえき ﹇懲役﹈︵名︶1 懲役

に︑我は糧食殆ど書きたり︒

十二7310図園敵は長園の計を取れるちょうきょう ﹇長橋﹈︵名︶2 長橋

に逃れ出つるを防ぐ︒

城下の河中に張りて︑城兵のひそか

取り︑さくを城外に廻らし︑なはを

十一一736図攻めあぐみて長園の計を ちょうかん

ちょうい

させてよもの櫻のさかりをぞ見る

十二23図圃高殿の窓てふ窓をあけ

ちょう ︵格助︶1 てふ

ちょう一ちょうじょう

ちょうしろう一ちょうちょう
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ちやうじゃう

十二醜4

徳川を討たねば止まぬの硬

拝見してひとしく泣いた︒
潮水

論を持する朝臣たちも︑此の御文を

臣たち
長

五299囹もう一息で頂上です︒
﹇長四郎﹈︹人名︺10

五303 とうく頂上へ着きました︒
ちょうしろう
四郎

れた部分は目が痛い程光って見える

十一一伽11 筆舌ある政治家・學者・詩

歩に存在し︑彼等を記念する美術的

な彫像が壁面に沿うて並んでみる︒

人・文學者・護明家等の墓が一歩
朝鮮

でせうが︑陰になる部分はきっと眞

騒々
九川3
行く︒

ミ

ニイッテチャウダイ︒

長大

汝︑身燈長大にして︑好

ちょうだい ﹇長大﹈︵形状︶！

んで劒を呼ぶ︒

十9610図圏

す︒

九758園

ありがたく頂戴いたしま

ちやうだい

頂戴いたす︽ーシ︾

ちやうだい

市場鋸りの朝鮮馬が︑けた＼ ちょうだいいた・す ﹇頂戴﹈︵五︶1
﹇朝鮮海峡﹈︹地

あまつさへ多額の費用を

の調達に奔走せざるべからざりき︒

要する事とて︑彼は何よりも先づ其

十一一柵3図

露國が︿略﹀全勢力を畢 ちょうたつ ﹇調達﹈︵名︶1 調達

クに向かはんとす︒

は︑朝鮮海峡を穿てウラヂボストッ

げて編成せる太平洋第二・第三艦隊

十一548図

名︺2朝鮮海峡

ちょうせんかいきょう

ましく鳴いて過ぎる︒

十634

トシ子チャン︑チョット

ポプラの下の一けん家︑垣根 ちょうだい ﹇頂戴︺︵名︶一 チャウダ

﹇朝鮮﹈︹地名︺1

黒に見えるに違ひない︒

九平3

ちょうせん

ニ334園

イ

ノテトよりナニヲーに至

﹇潮水﹈︵名︶2

にかけた白い干し物︑赤い土の色な

十一942図

ちょうすい

どを見ると︑なるほど朝鮮だなとい

といへり︒

九綱1図 松平信綱は︑幼名を長四郎
る間︑大陸迫り︑潮水南に流れ︑波

徴する

ケンチャンヲツレテ︑ワンワン

九二3図 長四郎︑十一歳の時なりき︒

十一㎜5

荷物を積んだ小さい朝鮮馬が

ナニヲー以北は海やうや ちょうせんうま ﹇朝鮮馬﹈︵名︶2 朝

ふ感じがする︒

だ荒し︒

︽ーシ︾

ひやうぎ

先づ役人たちに評議をさせ︑

ちょう・する

十価9

﹇徴﹈︵サ変︶1

く開け︑潮水北に注ぎ︑しかも波甚

十﹇944図

静かなりしに︑

参れ︒

九嘱5図園 長四郎︑雀の子を取って
九唱7図 日暮れて後︑長四郎︑こな
たより屋根傳ひに行きて︑今や取ら
んとする時︑ふとふみ損じて︑中庭
にどうと落つ︒

九451図 見れば長四郎なり︒
又隣者の意見をも徴した︒

﹇徴税令書﹈︵名︶

ちょうぜいれいしょ

それで︑徴税令書が行か

なかったのです︒

七三5園

1徴税令書

ちょうぜいれいしょ

ちょうぜいれいしょ

九4510図 幾度せめ問はるれども︑長
四郎の答は初に攣らざりき︒

九463図大きなる袋に長四郎を押入
れ ︑ 口 を 封 し て ︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑袋

を柱に掛けられたり︒

朝臣

﹇調節﹈︵サ変︶2

しかも︑十干も水もないと

十目12

第十一

の田舎

ちょうせんのいなか

朝鮮の田舎

朝鮮の田舎

︹課員︺2 朝鮮

力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒

近海に迎へ撃つの計を定め︑細め全

てうせん

彫像

前の席には朝鮮服を着た人が
﹇彫像﹈︵名︶1

テフ

さあ︑長短の槍について︑

﹇蝶蝶﹈︵名︶3

草ノハニトマッテヰタ

アラ︑テフくガ︑次郎

タカラ︑カッタノデセウ︒

三407享次郎チャンノ棄却ハ︑
テフ︿ノセンドウサンガノッ

チャンノ舟ニトマリマシタ︒

三394園

テフ︿ガ︑トビ立チマシタ︒

三392

く

ちょうちょう

くはしくお考を承りたい︒

七餌8囹

張良大いに喜びて︑朝夕こ 十一5410図 我が海軍は︑初より敵をちょうたん ﹇長短﹈︵名︶1 長短
朝夕立ちこむるうすもやに︑

ちょうせつ・する

うた＼春のかすみを思ふこと切なり︒

十拳10図

れを頼み︑遂に兵法に精通せり︒

十964図

九467図 翌朝︑御里所︑長四郎の心 ちょうせき ﹇朝タ﹈︵名︶2 朝夕
をあはれみて︑手つから袋を開き︑
食を與へて︑再び封ぜらる︒

九469図 豊頃︑革嚢︑又長四郎に問
はるれども︑長四郎つひに言葉を攣
へず︒

﹇朝臣﹈︵名︶1

九469図 長四郎つひに言葉を攣へず︒ 調節する ︽ースル︾
ちょうしん

第十一
すると︑地球上のやうに︑太陽から

九研3

鮮服

てう
﹇朝鮮服﹈︵名︶1 朝

十601
來る光や熱を調節するものがないか

ちょうぞう

腰掛けた︒

せん

十二商10 朝臣の中には︑あくまで徳

ら︑

ちょうせんふく

打立てることが出訳ないとする硬論

今もいふやうに︑光を調節
するものがないから︑太陽に照らさ

十一㎜10

川を討たなければ︑︿略﹀︑新日本を

がある︒

ちょうしんたち﹇朝臣達﹈︵名︶1朝

1145

ちょうちょうさん
長さん

﹇町長﹈︵名︶2

懐中時計が直せない︒

くわいちゆう

町

九285囹 あれが無いと︑町長さんの

ちやうち

九318 一日おいて町長さんが來た︒
﹇提灯﹈︵名︶2

ら行きました︒
ち やうちん

を引くやうに京都へ向かったが︑

十一一棚9圏囲私一命は惜しみ申さず

時々︑ふはくとそれを動か

泣いてみるのでございます︒

五392

しますと︑ちやうど︑大きなうちは

ちやうど︑ポンプの管で水を

であふぐやうです︒

五㎜4

オバアサントヲバサンガ︑チ

かけるやうでした︒

五416

候へども︑朝敵と共に身命を捨て候

よし

鳥羽伏見の一戦に︑徳川慶

朝敵

事は︑朝廷へ恐れ入り候事と誠に心

ば

﹇朝敵﹈︵名︶5

痛致し居候︒
と

ちょうてき
のぶ

十二悩7

ヤウド私タチノ前へ來タ時︑私タチ

朝敵の汚名はす＼がれ︑徳

今年も︑ちやうどその大蛇
が出て來る時分になりましたので︑

五215囹

よい酒を持ってゐます︒

いちゅうのやうですが︑私も

つて︑まだ十分咲ききらぬ花は︑ち

やうど︑おひな様のぼんぼりのやう

ちやうど︑お書の食事中であ

なかつかうです︒

六柵6

ちやうど︑たんざく形の緑の

つた元帥は︑

敷物を︑程よく間を置いて敷並べた

七263

そこで僕は︑一日の中に︑物

やうである︒

の高さと其のかげの長さとが︑ちや

七302

うど同じになる時があるに違ひない

ちやうど其の時︑藤吉郎が出

ちやうど接待所の前で︑隊長

ちやうど今︑番人がランプに

見ると︑大きな兎が︑ちやう

ちやうど世界中の人が︑早打

ちやうどく略Vといふのと同

ちやうど眞白な牛乳に︑緑の

ちやうど小さい金仙花がむら

がり咲いたやうな﹁いぼやぎ﹂だの︑

重語5

ゑのぐでも流し込んだやうである︒

八捌6

じことです︒

八粕6

す︒

出の小槌を持ってるるやうなもので

八鵬7

ど小松の中へ飛込んだところだ︒

八926

火をつけたばかりのところでした︒

八686

が︑﹁︿略﹀︒﹂と短呼をかけました︒

八529

興した︒

七831

ど同じになった︒

棒の長さとかげの長さとが︑ちやう

さうする中に︑思った通り︑

ちやうど︑獣を取るのに使ふやうな︑

ソコへ︑チヤウド︑ニイサン

親山羊は︑去年のちやうど今

ちやうど︑目がねの玉がはま

さうして︑さっきの筒の中へ︑

馬方で︑ちやうど一帯にな
ふっくらとした花びらが抱合

七313

と考へた︒
す︒

六扇6

ります︒

六726囹

りづけにした︒

四668園ちゃうどお酒もりのさ くらみの大きさに作って︑それをの

ちやうど︑それがするくとはいる

六516

方のはしに︑日﹈がねの玉をはめた︒

るくらみの大きさに巻いて︑其の一

六508

て來たのです︒

頃︑遠いく山國から︑汽車に乗つ

六418

ラ︑﹁︿略﹀︒﹂トオツシヤツタ︒

ガオ出デニナツタノデ︑聞イテミタ

六195

人でいらっしゃいませんか︒

二十四日の午後から︑ねえさんと二

六111團

ちやうど日曜日ですから︑

おとしの大きいのがしかけてありま

よく見ると︑其の家の中には︑

喜は︑はしなくも朝敵といふ汚名を

十二柳10

川の家名は断絶をまぬがれた︒

若し︑日本が官軍と朝敵と
に分れて︑長く戦ふやうにでもなつ

十二欄10

たら︑其のすきに乗じて彼等は何を

六54

ハ︑スグ立ツテ︑席ヲユヅリマシタ︒

たとへ︑慶喜に不臣の心が

かうむつた︒

十一一㈱9

なかったとしても︑朝敵の名をかう

十二梱7國国私一命は惜しみ申さず

むるのは︑けだし當然であった︒

ゆ だ
れながら︑聞多が山口の町から湯田

候へども︑朝敵と共に身命を捨て候

くわいかん

朝

痛致し居候︒

の自宅に曇る途中︑暗やみの中に待
長堤

事は︑朝廷へ恐れ入り智見と誠に心

﹇長堤﹈︵名︶1

いてるる︒

ちようでい

チヤウド

ちやうど

力のあるにまかせて︑四方をうち從
てうてい

へ︑後には朝廷の仰にも從ひません
でした︒

六317園汝︑恐れ多くも︑朝廷の仰
に從ひ申さぬによって︑汝をうてと
の勅をかうむり︑こ＼へ來たのだ︒

十二柳5 主家の難を救はうと︑朝廷
へ寛大の御七洋を請ひ奉る歎願書を
くし
たつさへた關東方の使者は︑櫛の歯

ガ止ッテヰマシタ︒

三93一 フト見ルト︑チャウド正
雄サンノウチノ六二︑自動車

ちゃうど

したかわからぬ︒
廷
くまそ
六274 熊襲のかしら︑川上たけるは︑ちょうど ﹇丁度﹈︵副︶47 チャウド

てうてい
﹇朝廷﹈︵名︶4 朝廷

櫻は︑夕日に映じてはなやかに咲績

鐘のひゴきを聞いても︑なほ長堤の

かね

九42 一日を遊び暮し︑遠く入相の

ちょうてい

受けてみる怪漢があった︒

十792 下男淺吉の提燈にみちびか

んたちも︑﹁萬歳 々 々 ︒ ﹂ と 叫 び な が

うちんを上げるのに答へて︑兵隊さ

八609 皆が﹁萬歳々々︒﹂と︑ちや

ん 提燈

ぢやうちん

ちょうちん

ちょうちょうさん一ちょうど

ちょうどう一ちょうりょう
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八柵7圏 それで︑ちやうど内側も外
側も揃って進めるのだ︒

十272圏

がくげい

公薄鼠では︑ちやうど學藝

あめ
ちやうど飴でも引きのばした

會の最中でした︒

十梱2
時のやうに︑切れさうで切れないと

八嶋6 さうして︑ちやうど飛行機が
空中を滑走するやうに︑手ぎはよく
いったかっかうです︒

せんす る か ん

ざし

十悩2 さて︑此の湖へ︑爾方の海か
くし
ら掘割をつけて︑ちやうど團子の串

水を切って下りて來ます︒

八爾2 ちやうど潜水艦が水中にもぐ
せんばうきやう

つて︑潜望鏡だけを出して居るか

日本を出弔してちやうど

刺のやうに︑運河を通さうといふの

ですが︑

つかうです︒

八達9 其の上の所に小さい鰯角があ

十872

かをる

昔の聞多は井上馨として︑
﹇長府藩主﹈︵名︶1

朝堂に時めく人となった︒

長府藩主

ちやうふはんしゅ

ちょうふはんしゅ

ちやうふはんしゅ

大空の父は︑長府藩主に仕

ちょう

打出の小槌は︑それで何でも

﹇重宝﹈︵形状︶1

へて︑江戸で若君のお守役をして居

七粥6
たが︑

ちょうほう

八女5

はう

ちょうぼう

眺望

港や町のにぎやかなことは

﹇眺望﹈︵名︶2

九507国

いふまでもありませんが︑又眺望の

更に進めば︑眺望いよ

好いことでも有名です︒

十一18図

く開けて見渡す限りすべて花なり︒
長

こと︑敷十回の多きに及べりとそ︒

東︑朝陽門の彼方に遠く通

ちょうようもん ﹇朝陽門﹈︵名︶2 朝

樋門

十握ー84

ろこうけう

州があり︑南西︑廣安門の彼方に︑

これも遠く盧溝橋があるのである︒

十ニー8図 朝陽門

水温は紅ますに適度︑潮

ちょうりゅう ﹇潮流﹈︵名︶1 潮流

張良︑寸時橋上にて白髪の

﹇張良﹈︹人名︺8 張良

流は亙り速くないやうです︒

十一872囹

一箇月︑私は今地中海を航して︑刻

十一御4国

十935図

ま

﹇長方形﹈︵名︶2

しばし門前にた＼ずみなが

りて捧ぐ︒

十947図

老人靴を橋下に落し︑張良

張良其の無禮を怒りしが︑

しばらくありて老人心り︑

一巻の書を取出して張良に與へ︑

十958図

ば︑老人すでに來りて待てり︒

五日目の朝︑張良早く行け

老人なればと思ひ返し︑靴を拾ひ來

十938図

に向かひて︑﹁︿略﹀︒﹂と言ふ︒

十936図

一老人に會ふ︒

ちょうりょう

やがて指がピヤノにふれた

ざ

ほしがらないものはありません︑

かういふちょうはうな物は︑誰一人

それは山間の湖水にのぞ

な

ほしい物が打出せるといふことです︑

や

にやみの世界を照らすやう︑

ちやうど東の空に上る月が次第々々

と思ふと︑やさしい沈んだ調べは︑

十一個3

良を思はせるものがありました︒

りり

む静かな市街で︑ちやうど日本の奈

十一幽11囲

︸刻イタリヤに近づいてゐます︒

つて︑それがちやうどお人形さんの
かはいらしい両手を思はせます︒

八㎜1 雪の積った山々の頂から上の
空は︑ちやうど墨でくまどつたやう
に見える︒

九104 それはちやうど︑リ・エン
タールが死ぬ三箇月階前のことでし
た︒

ぢごく
九583國 シカゴは︑此の世の地獄だ
と言った人もある程殺風景な所です
が︑今はちやうど新緑の季節で︑

矢狭間・鐵砲狭間が︑甲形
ちょうほうけい

十一255

方形

十一一6611

ちやうど怪物群の目のやうに︑私た

に︑三角形に︑正方形に︑長方形に︑

ま

張良大いに喜びて︑朝夕こ

﹁︿略﹀︒﹂とて︑いっこともなく立去
ざ

ら︑其の長方形の入口を通して︑
や

りたり︒

やうど同じ五六月頃︑日本では珍し

ちを見下すのである︒

呼べば答へる間近さに︑男

れを讃み︑遂に兵法に精通せり︒

矢狭間・鐵砲狭間が︑弓形 十963図

十975図

かん
後︑心良・韓信心に漢の高
ちやうど怪物群の目のやうに︑私た

に︑三角形に︑正方形に︑長方形に︑

十二6610

や＼遠く二層造の中門を望んだ︒

九641 ところでかういふ深山へ︑ち
い程美しい鳥が來ます︒

九棚3 夜九時頃︑北より少し西へ寄

十二711

山・景福寺山が︑ちやうど海中の小

え

島のやうに散在してみる︒

ます

つた方に︑枡を下に︑少し曲った柄

ちやうど其の時︑隣にみた

祖に仕へ︑張良は内にはかりごとを

せり︒

十975図

張良は内にはかりごとをめ

何れも大功を立て︑名を後世に輝か

めぐらし︑韓信は外に兵を用ひて︑

ちを見下すのである︒

十二m1いはゆる微分・積分は︑孝 ちょうや ﹇朝野︺︵名︶！ 朝野

分隊長が︑﹁あっ︒﹂と言って倒れた︒

十二892

を上に︑ちやうど柄杓を立てたやう
なかつかうになってゐます︒

九二3 生まれたのは︑去年の春︑ち
やうど櫻の花の咲く頃でした︒
でんぽ

熊野三山と噛せられ︑古來朝野の尊

十櫛2図本宮・新宮・那智は︑世に
信極めて厚く︑行幸・御幸のありし

和とちやうど同じ時代に︑︿略﹀に
朝堂

よって創始された高級の出講である︒
﹇朝堂﹈︵名︶1

紙のやうに︑整然とくぎりを見せて

ちょうどう

九櫻9 一望の田圃が︑ちやうど方眼
遠く廣がる︒
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ちょうりょうとかんしん一ちょぼくじょう

ぐらし︑
かんしん

ちょうりょうとかんしん ︹課名︺2
留年と韓信 張良と垣下
かんしん

十目3 第十六 平良と揖保
﹇調和﹈︵名︶1

調和

十934 第十六 張良と韓信
ちょうわ

十二652 から堀をへだてて︑や＼右
手に仰ぐ天守閣群 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 如 何 に

﹇調和﹈︵サ変︶1

調

も調和よく︑高い石垣の上に誓えて
みる︒

ちょうわ・する

十一643

勅命の下ったことを承った

﹇直面﹈︵サ変︶1

阿禮は︑今や天にも上る心地であっ
たらう︒

ちょくめん・する

百粁もあるといはれてゐます︒

地球の直脛は月の約四倍あ
直径凡そ百四十萬粁もある

りますから︑

十一柵6
十二矧5

一大火球だといふ︒

︵名︶

又︑月を直脛三糎のピンポ

ちよつと見たところでは︑ほ

戸棚の中につり下げた︒

皆は︑ちよつと顔を見合はせ

とんど無敷と見えるこれらの星にも︑

九993

十994

世界地貸を見て︑誰でもちよ

ましたが︑

さあ︑こ＼へちよつとお

父は︑ちよつと頭をかいて笑

つと不思議に思ふのは︑

十伽9

十備8

つた︒

燕萎の穗波を渡る夏風に吹

かれながら︑荒野の大道を走る愉快

十一悩1

えんばく

すわりなさい︒

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと
︵名︶

十一1911園
ちょっけいじゅうさんメートル

して見ても︑

十二欄1

1直径三糎

かうした敵に直面しながら︑ ちょっけいさんセンチメートル

直面する ︽ーシ︾

十一塒3
我が爆撃編隊群は︑一糠喜れぬ隊形
﹇勅諭﹈︵名︶1 勅諭
ちょくゆ

を以て刻々目標に迫る︒
ちょくゆ

ちょくゆ

績いて︑みんなで勅諭を

はんちやうどの

七513団

奉讃して後︑班長殿から︑明日の
事について注意を受けます︒

1直径十三米

︽ーシ︾

あなたは演

さは︑ちよつと内地で味はへぬもの

したね︒

奏會へ行ってみたいとかいふことで

口で聞いたのですが

の一つである︒
ちょっ

ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと

チョット

して見ても︑太陽は粗目十三米とい

ちよつと

︵副︶16

十一旧5園實はその︑討ちよっと門
と

ちょっと

ふ大きなものになって︑

又︑月を直脛三二のピンポ

和する

著書

眞淵はもう七十歳に近く︑

﹇貯水池﹈︵名︶1

下に聞えた老大家︒
ちょすいち

﹇直径﹈︵名︶4

直喩

此の室の中央に︑直脛四五米

みぶん精巧で︑今日これをまねて作
すいと︑あっちへ

としたら︑

たいへん

夕方は大攣な人出で︑爾が

がね︒

ちよつと︑うつくやうだ

して見ても︑太陽は直樫十三米とい

十二槻5

地球を十二糎のゴムまりと

十二876園

もないのがある︒

らうとしても︑ちよつと出來さうに

みだ︒

八幽7

ふ大きなものになって︑ちよつと手

近にたとへるものが見つからない︒

ちょぼくじょう ﹇貯木場﹈︵名︶1 貯

時計屋さんは︑仕上げた時計
をちよつと耳に當ててから︑ガラス

九316

居るか見當が附きません︒

をかぶると︑上から見ても︑どこに

其の平たい膿に︑ちよつと砂

はの歩道は︑ちよつと歩けないくら

六伽9園

にげていった︒

三475翻ちょっと羽をつま＼う 十ニー08さういふ石器になると︑ず

ベートーベンは︑ちよつと

ふりかへって盲の娘を見た︒

十一観7

トシ子チャン︑チョット

ケンチャンヲツレテ︑ワンワン

二332園

ミニイッテチャウダイ︒
釧路市の北方八十粁︑雄阿

あ

見のがさず︑ここに貯水池や信號所

くしろ

りに來て︑

八柵1

ちょっけい

に包まれた敵機が直下に落ちて行く︒

十一四10

黒煙を吐くと見る間に︑火

寒岳の直下にた＼へる阿寒湖のほと

かんだけ

を

を設けてみるのです︒

十一帽3田此の岩の一塊をも彼等は

貯水池

いろくりっぱな著書もあって︑天

十一712

﹇著書﹈︵名︶1

十一一撹4

勅語

ちょしょ

十一288 此の高い塔と荘嚴な金堂と ちょじゅつ ﹇▽だいちょじゅつ
が︑不思議によく調和して︑こ＼に
﹇勅語﹈︵名︶1

美の中心を形作ってみるのである︒
ちょくご

十︻608図勝報上聞に達するや︑司

直線﹇▽

令長官にたまへる勅語の中に︑
﹁︿略﹀︒﹂と仰せ ら れ た り ︒

﹇直線﹈︵名︶1

いっちょくせん

ちょくせん

勅命

十一799

九593國 高い建物が︑すくくと眞 ちょっか ﹇直下﹈︵名︶2 直下
直にそびえてみるばかりでなく︑町

こ

﹇勅命﹈︵名︶3
み

といふ町は︑縦も横も皆直線です︒
ちょくめい

七48圏皇子は︑勅命をはたして︑
めでたく都へお露りになりますやう
に︒
ひえだのあ れ

ぐらみの意い池があって︑中にたく

おほのやすま ろ

十一632 元明天皇の勅命によって︑

太宰甲山は︑稗田阿禮がそらんず

一番大きいのは︑直径が二

さんの﹁いわし﹂が泳いで居ました︒

十一研5

る我が國の古傳を︑文字に書きあら
はすことになった︒

ちょろちょろ一ちる
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かうそしやう

木場←だいちょぼくじょう
十二286 筏は江を下り︑江蘇省︑

と見たきり何とも言はず︑
︽ークル︾

たやうに美しく輝いてゐます︒
ちりめん

よく見ると︑海上一面の波は

ちりめん

九励7

昭憲皇太后御参拝の ちりめん ﹇縮緬﹈︵名︶1 縮緬

せうけんくわうたいこう

よし野山みさ＼ぎ近く

美しい縮緬であり︑貼在する漁船は

ま

無数の胡麻粒である︒

のどかな春の日の光の中に︑

あわたゴしく散りゆく櫻の花をよん

十三8

︽ーク︾

ちりゆ・く ﹇退行﹈︵五︶1 散りゆく

ちり
すそにからまり︑

ご

なりぬらん散りくる花もうちしめり

は︑

えんからおちる︒

︽ーテ︾

それがほゴ一様の若緑の色に

ちりば

てて︑行く春を惜しむ心が︑そろ
く胸にせまって來る︒
﹇鐘﹈︵下一︶1

ちれう

たとひ治療のかひはないに

﹇散﹈︵四・五︶10散る

︽ーッ・

花が散って︑始めて人の心が

水兵は︑くもの子を散らすや

散ればこそ︑花は惜しまれ

久方の光のどけき春の日

花ぞ散りける

のやまべに寝たる夜は夢のうちにも

十一63図圃紀貫之やどりして春

きのつらゆき

にしづ心なく花の散るらん

十僑6凶刃

るのだ︒

十重6囹

て︑分隊毎に甲板洗を始める︒

ボンをまくり上げ︑身輕な姿になつ

うに八方へ散って︑かひぐしくズ

九3610

落着く︒

九44

五348魍 雨が止む︑ 雲が散る︒

ーリ・ール・ーレ︾n▽おちぢる

ち・る

いでは此の母の心がすみません︒

しても︑出來るだけの手を細くさな

十843園

三241囲 くびの証すずを ちり で︑優美の極みである︒
ちれう
ちりならし︑ まりとじゃれて
ちりょう ﹇治療﹈︵名︶1 治療

たもとにすがる︒

ちりならし︑

ちりちり︵副︶2ちりちり
三232圏 くびの癒すずを

たる

折の御歌︑

川をへだてた封書から︑鹿介 十一42図解

の姿をちらと見た狼介は︑破鐘のや

九784
われがね

鎭江の金山寺あたりに着いて︑赴き

ちんかう

母は號外をちらと見て︑

うな聲で叫んだ︒

︽ーッ︾

して嚢達したのです︒

又前後から官軍に討たれて︑

ちりぐに逃げてしまった︒

六795

められ︑のこった舟は︑ちりぐ
になって逃出しましたQ

四佃3敵の舟は︑次々にしづ

散りぐ

私たちが野外を散歩してゐ ちりぢり﹇散散﹈︵形状︶3ちりぐ

美の都市パリーでさへ︑時

く散らばってみるのを見かける︒

ると︑時に畠の上などに︑貝殼が白

十二87

かひがら

ので︑しぜん大阪が一大商業都市と

由自在に集ったり散らばったりする

七657

かうして︑多くの品物が︑自

ちらば・る﹇散﹈︵五︶3散らばる

﹁︿略﹀︒﹂

十衛5

な貯木場にはいる︒

ちょろちょろ ︵副︶1 ちょうちょう

ちのみぞにとけ込んで︑雨下のやう

十二柵9 くつれた雪は︑やがて雨落

ちょうりと

にまぶしく輝きながら︑ちよろちよ
︵副︶−

うと流れて行く︒

ちょろりと

五938圃 ちょうりと中にかくれこむ︒

ちら・す﹇散﹈︵五︶2散らす︽一
ス︾8かきちらす・ふきちらす・ふみ
ちらす︒まきちらす

七616圃流れ出る鐵は︑ 青白い
十二髄4

に散らばった向くづを見たが︑ドイ

火花を散らす︒

九369 水兵は︑くもの子を散らすや

ツ入はどこまでもきれい好きである︒

ちらりとつばめの姿を見た人

あわてふためきつ＼船に乗りて︑皆

八679尊卑は果して不意を討たれ︑

は︑きっと﹁︿略＞Q﹂と言って喜び

散りぐに逃行きたり・
はてる

じっと下をのぞき込むと︑ ちりは・てる ﹇散士﹈︵下一︶1 散り
時々ちらりと︑底の珊瑚礁が︑高山

六捌5園毎日︑たくさんの人が︑た

ちりば・める

さんの星が︑まるで寳石をちりばめ

るを︑

我が世たれぞ常ならむ︒

晴れた夜︑空を仰ぐと︑たく 十二柳8拳蟹月色はにほへど散りぬ

︽ーメ︾

九993

める

﹇散来﹈︵力変︶−

かうぐ

は︑ちり一つ落ちて居らず︑まこと
ちり・く

散りく

に神々しい氣がする︒

えずお参りして居るが︑長い参道に

映え出す頃は︑もう八重櫻も散りは

九53
えます︒

植物の花か何かのやうに浮出して見

十321団

さんごせう

ます︒

八122

ちらりと︵副︶2ちらりと

うに八方へ散って︑かひぐしくズ

降って

ボンをまくり上げ︑身輕な姿になつ
て︑分隊毎に甲板洗を始める︒

雪がちらく

ちらちら ︵副︶2 ちらく
みる︒

四904囲

ちらつく

︽⁝イ︾

十698翻 ふとゑがき出す 夏の夢︑
︵五︶1

外はちらく 雪が降る︒
ちらっ・︿

花びんのす＼きがゆれて︑其のかげ

七伽2 風はあるといふ程でもないが︑ ちり ﹇塵﹈︵名︶1 ちり
が畳の上にちらついて居る︒

曲弾7 旅人が︑わけを話してお禮の

ちらと ︵副︶3 ちらと
金を出さうとすると︑老人は︑ちら
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十二佃8 花は咲いても忽ち散り︑人
は生まれてもやがて死ぬ︒
我が世たれ ぞ 常 な ら む ︒

十二価3図圏色はにほへど散りぬる
を︑

十二伽11 十二方から凱旋門の廣場に
み つばち

集って︑十二方に散って行くのが︑

﹇陳﹈︹地名︺1
そ

陳

花に飛びちがふ蜜蜂の群を思はせる︒
ちん

の如くなれども︑沈着にして熟練な

轟の聲︑

る我が砲員の打出す砲弼は︑よく敵
艦に命中して︑

ちんちろ

ちんちうと

︵副︶1

十一槌3図圃
日は落ちて︒

ちんちろ
草むらに

︵感︶

ちんちろ︑ちんちろ︑ちんちろり

ちんちうちんちうちんちろりん

1

沈没

ちんちろ︑ちんちろ︑ちん
﹇沈没﹈︵サ変︶2

す︽ーシ・ーセ︾
くちく

ちんぼつ・す

ちろりん︒

七梱9園

十二334 孔子は楚の國へ行かうとし ん

ヨ

て︑弟子たちと共に︑陳・察の野を

﹇賃﹈﹇▽わたしちん
チン

チン
﹇朕﹈︵代名︶1 朕

旅行した︒
ちん

ちん
コタ

ヨロコ

祖宗ノ神霊二封フルヲ得ルヲ澤ブ︒

ソソウ

ちんれつ

もけい

陳列

其の豊富な歴史的遺物．世

﹇陳列﹈︵名︶1

十二佃10

界的名作・標本・模型等の陳列によ
つて︑我々は世界の歴史︑︿略﹀な

陳列

どを︑さながらに知ることが二二る
のである︒

﹇陳列室﹈︵名︶1

案内圖を見ると︑動物の陳列

ちんれつしつ

室

十92

陳

それから︑此の境内にある

︽ーサ・ーシ︾

﹇陳列﹈︵サ変︶5

室は二階になってみる︒

列する

ちんれつ・する

いうしうくわん

六憎2園

孚に關係のあるいろくの物が︑

くわんけい

遊三位には︑昔からの武器や︑戦

雷攻撃を受けて︑敵の雨旗艦を始め︑

十一6010寸意朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑ 十一5710図我が騙逐隊より二回の水

陳列してある︒

︽ツ・ツル︾

かすみ立つ長き春日を子

︵助動︶4 つ

あまつひつぎ・たきつせ

つ ︵格助︶﹇▽あしはらのなかつくに．

つ

我はた＼へっ︑彼の防備︑

供らと手まりつきつ㌧この日くらし

九227図圏

つ

十906図圃

二子をうしなひ給ひつ

十907図圃彼はた＼へっ︑我が武勇︒

る 閣下の心如何にぞ︒

十912図湿舌

けれども︑學校にいく時︑

つい ︵副︶15 つい

一人の青年が︑毎日毎日機械 三221

其の他の諸艦も多く相ついで沈没せ

八801

ぼくも︑ついとけいを見よう

りQ

としましたので︑

かうそしやう

館に來ては︑そこに陳列してある機

ちんご ﹇▽こうじょ う ち ん こ
ちんかう
﹇鎮江﹈︹地名︺1 鎭江

十一598図我が軍の死傷甚だ少く︑

ちんかう

十二285 筏は江を下り︑江蘇省︑

械の前にすわって︑じっとそれに見

私どもは︑変をつけたらく

艦艇の沈没したるものわっかに水雷

ましたが︑とちゆうで一休して居る

だを引いて︑さばくの中を通って居

五475囹

鎭江の金山寺あたりに着いて︑大き

僕等は︑機械のたくさん陳列

うちに︑つい眠ってしまひました︒

窓際に蝶の標本が陳列してあ 六499 僕は驚いた︑どこかの屋根が︑

四五米ぐらみの所にあるやうに見え

目がねの玉一ぱいに廣がつて︑つい

わたしは︑いつもお経を讃

つい書がかきたくてかきたくて︑た

まうと思ふのだが︑机に向かふと︑

六m5園

るではないか︒

るが︑いくら調べても僕の取ったや
カイロ博物館をたつねる

物が︑何十といふ室にぎっしりと陳

七窟2

上屋の廊下と向合って︑つい

まらなくなってしまふ︒

列されてゐましたが︑

と︑エジプトの古い文明を物語る遺

十一⁝M10団

うなのがない︒

十101

る︒

してある間を通って︑すぐ二階へ上

十94

入って居るのであった︒

沈

最後の瞬間まで︑非常汽笛を鳴ら

しゅんかん

艇三隻に過ぎず︒

ちんこう

つ

な貯木場にはいる︒

藥の厄があった︒

ちんもく

沈獣

し績けた久田船長もろ共に︒

﹇沈黙﹈︵名︶1

ちんもく

ちんもく

子貢が︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と か ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ な

﹇沈黙﹈︵サ変︶1

沈黙の冬は去れり︒
︽ーシ︾

脚下の水は︑あくまでも澄
も死の如く沈黙してみる︒

みきった碧玉の色をのべて︑しか

へきぎょく

十一837

黙する

馬柵4図

ちんもく・する
ちんじゅ

は︑めでたいお祭日︒
﹇沈着﹈︵形状︶1

十一572図風叫び海怒りて︑波は山

ちんちゃく

沈着

六142圏割の諸諸の神様の︑今日

ちんじゅ

ど不平がましく言った時︑
ちんじゅ
﹇鎮守﹈︵名︶1 鎭守

十二419 あの陳・藥の厄で︑上路や

さい

ちんぼつ・する ﹇沈没﹈︵サ変︶1 沈
ちんさいのやく ﹇陳察厄﹈︵名︶2
ちん
さい
没する ︽ーシ︾
陳・票の厄 陳・票の厄
ちん
十二333 それから数年たって︑陳・ 十758 東海丸は沈没したのである︑

ちん一つい

ついげき一ついに

1150

そこに日本丸の甲板があるのです︒

が火をつけるために手を燭れたから

八696 それは︑つい今しがた︑番人
です︒

九二5圓 主人はびっくりして︑﹁ど

下駄でがたくやったので︒

うして又底が抜け ま し た ︒ ﹂ ﹁ つ い ︑

つい忘れてしまひさうでした︒

さゴなみ

かげろふ

十二鵬5

おめと江戸城を明渡すはずはない︒

徳川の恩義を思ふ奮臣たちが︑おめ

そればかりか︑追討の官軍

逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑

が忽ち江戸表に押寄せるとすれば︑

﹇追撃命令﹈︵名︶1

遂に捕へらる㌧に至れり︒

ついく

あ＼︑多年の苦心は遂に報

へられて︑六條河原に斬らる︒

いられたり︒

十515図

彼は︑其の後いよく研究

を重ね︑工夫を積みて︑遂に柿右衛

十5110図

門風と呼ばる＼精巧なる陶器を製作

老母は︑そんなこととはつ

ゆ知らず︑風の日も雪の日も待って

十鵬8園

れを讃み︑遂に兵法に精通せり︒

張良大いに喜びて︑朝夕こ

するに至れり︒

大正十三年︑彼は遂に世界無

彼が織機の研究を始めてから

十964図

なほしばらく飛竜けたが︑遂にたへ

八858

比の自動織機を嚢明した︒

八846

かねて︑とある木の枝に止った︒

八776此の重い傷にも屈せず︑鳩は

無線電話による我が機械化 ついに ﹇終﹈︵副︶31 つひに 遂に

ついげきめいれい

追撃命令

十二849
﹇▽にがっついたち・はちがつ

部隊長の追撃命令が下る︒
ついたち

︵副︶1
まだこ

みたが︑遂に山の上でなくなったと

ごらん︑日あた

日かげのみぞは︑

三十年︑氣ちがひといはれ︑貧苦と

いふ︒

二三匹の目高が︑

おもて
りの水の面に︑

戦ひ︑あらゆる困難にたへて︑遂に

ほうぎょ

天皇行宮にましますこと

ついく泳いでみるのを︒

ほってみるのに︑

八佃1圃

ついつい

十289国小さい島の中といふことも︑ ついたち・ろくがつついたち
十692圃 町のいとこが 揺る時︑
あれ程ほしいと 言ったのを︑ つ
思はれる︒

いやらないで︑ 其のま＼に 別れ
たことも

十﹁310図

﹁もの言ふおもちゃ﹂は︑

敵の司令長官ロジェスト

かげろふ

宣長は煉酒の志を受けつぎ︑

遂に古事記の研究を大成した︒
びほろ
車は美幌峠を登りつめて︑

三十五年の間努力に努力を績けて︑

十﹁744

遂に捕へらる＼に至れり︒

逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑

さごなみ

ウェンスキー中將は︑︿略V︑我が駆

十一592図

音を傳へたのです︒

遂に電線によって︑かすかながらも

十一492

三年︑遂に北方の天を望みて崩御あ

遂に夜が明けて鶏が鳴いた︒

にはとり

此の成功を見たのである︒
八868

りし御心事を察し奉れば︑涙そゴう

ついで

されども埴輪は︑太刀にて

﹇序﹈︵名︶1

八湿8図

に林示じ難し︒

綱吉は︑法親王に種々御物語

をしたついでに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑如何

能⁝手を防ぎく︑遂に弓を拾ひ上げ

十重4

て陸に上る︒

へず︒
遂に再び時が來た︒

十六日︑勝商は再び山上 はるれども︑長四郎つひに言葉を攣

﹇次﹈︵接︶1次いで

にのろしをあげ︑次いで城に入らん

九877

中佐︑すでに右手に傷を受

遂に大阪が來た︒

姉も大へん喜んで︑ぜひ参 九地7図

りたいと申します︒ついては︑二十

部下の兵士をはげましはげまし︑遂

けたれども︑左手に軍刀を振るひて︑
に日章旗を山上に立つ︒

Bも暮れんとする頃︑

り︒

十一961図

十一824

高価9図

いたゴいたのは︑財布では

七伽4園

動車で参りますから︑

四日午後三時頃そちらへ着く乗合自

六132国

九塒8

とするに︑

十一一7511図

ついで

九469図書頃︑將軍︑又長四郎に問

にも心ありげに申し上げた︒

ついで

十一187囹 うっかり者だから︑つい ついて5について
ゆだんをして逃したのでせう︒
つい私の耳をす通りする︒

十一384 先生のおっしゃることが︑
十一999 七月の初といふことなど︑
つい忘れてしまひさうであった︒

十一帯7 つい向かふに︑ぐっと見上
げる程讐え立ってるるのが有明山で

ある︒
しろさについ釣込まれて参りました︒

十一櫛10園私は音声家ですが︑おも ついては ﹇就﹈︵接︶2 ついては
十二川1園 あんまりへったので︑つ
い︑うは言が出たかも知れないが︑

わしには何も覧えがないのです︒

遂に︼大展望をほしいま＼にする地

ついげき 与いっせいついげき

﹁︿略﹀︒﹂の一語を最後として︑遂に

追撃

なくて私の命でございます︒ついて

︽ーセ︾

﹇追撃﹈︵サ変︶1

す

鮎に私を下した︒

ついげき・す

息絶えたり︒

其の後︑關東の大軍至るに
及び︑城遂に陥り︑重範惜しくも捕

遂に同行することに決せ

は︑お禮のしるしに︑此の金を半分
追討

十182図
﹇追討﹈︵名︶1

だけさし上げたうございます︒

ウェンスキー中將は︑︿略﹀︑我が駆

ついとう

十一592図 敵の司令長官ロジェスト

1151
ついぼしたまう一つうずる

しやうとく

十一9710図此の地を去りて︑河をさ 追慕し給ふ ︽ーフ︾
君用明天皇を追慕し給ふ齢りに作ら

十一307

く第三・第四のトンネルを通過した︒

十伽5

運河の長さは全禮で約八十二

そこを通過すると先は又湖で

も上るのです︒

過する間に︑船は海面から二十六米

それは︑聖徳太子が御父 十1710 かうして前後三段の間門を通

かのぼること更に五日︑遂に目的地

︽一

なるデレンに達せり︒
費す

すが︑
粁︑十時間ばかりで船は通過します︒

貧しとて費すことなかれ︑ 十伽7

﹇費﹈︵四︶3

せられたもので︑

ついや・す

九421図園

ス︾

低い細い木が目につくやうになった︒

十一擢3 大木が少なくなって︑丈の
遂にはそれもなくなったと思ふと︑
夫の大事あらん時の用にせよ︒

眼界が急に開けて︑
十一伽6 遂に霧の中に近く山小屋を
十493図

研究に費す金は次第にかさ つうこう・す ﹇通航﹈︵サ変︶1 通航

見上げる所へ來た︒

︽ーシ︾

み︑しかも工夫に心を奪はれては︑

す

十一備3図 苦心に苦心を重ねて集め

十一537図

うべ

自ら家業もおろそかならざるを得ず︒

松・今治等良港多く︑汽船絶えず通

阪・神戸・宇野・尾道・宇部・高

をのみち

たる出版費は︑遂に一銭も残らずな

十一価8増俸喜捨を受けたる此の金︑

瀬戸内海の沿岸には︑大

りぬ︒

これを一切経の事に費すも︑うゑた

うの

十一柵2図 二度資を集めて二度散じ

る人々の救助に用ふるも︑蹄する所

見る︒

つうしゅう

八756

つうしん

通州

東︑朝陽門の彼方に遠く通

通信

早く此の事を大石橋守備隊へ

﹇通信﹈︵名︶2

これも遠く盧溝橋があるのである︒

ろこうけう

州があり︑南西︑廣安門の彼方に︑

十ニー84

﹇通州﹈︹地名︺1

航して︑遠く近く黒煙のたなびくを

いまばり

かうべ

たる鐵眼は︑遂に奮って第三回の募

墜

つみ
︵サ変︶−

つみらく

﹇墜落﹈

は一にして二にあらず︒
ロりく

ついらく・する

集に着手せり︒
十一柵1図 落雪が此の大事業を思ひ
落する

黒煙を上げて墜落する敵機

︽ースル︾

立ちしょり十七年︑すなはち天和元

十一柵8

痛快

村でこれ程痛快な仕事があら

﹇痛快﹈︵形状︶1

がある︒

年に至りて︑一切纏六千九百五十六
巻の大出版は遂に完成せられたり︒

つうかい

八483

十一㎜9 遂に四千米の高度に達して︑

厚い飛行服の上から寒さがしみ込む︒

知らせようとしたが︑電信も電話も
敵のためにこはされ︑通信はた竃鳩
痛快さ

﹇痛快﹈︵名︶1

我が快速偵察機からの通信
を受けてみるらしい︒

十一擢3

にたよる外はなかった︒
ていさつ
痛快事

全揮命中︒何といふ痛快さ
﹇痛快事﹈︵名︶1

敗走する敵を全速力でふみ つうしんし ﹇通信紙﹈︵名︶2 通信紙
八758

←むせんつうしんし

汽車は一斑を過ぎて︑間もな

中の無事を祈った︒

ばらく鳩の腔にほ＼をすりつけ︑途

の管を鳩の右足に取附けた兵は︑し

通信紙をつめたアルミニウム

にじつて進むのだ︒何といふ痛快事

八欄1

する ︽ーシ・iスル︾

つうか・する﹇通過﹈︵サ変︶4通過

であらう︒

十二853

つうかいじ

だ︒

十一柵2

つうかいさ

うか︒

あって︑道ははかどらず︑遂に糧食

十二336 あいにく此の地方に戦齪が
が点きてしまった ︒

十二柵10 さうして︑其の極致は︑彼

び
の後縫者によって︑遂に西洋の微

ぶん

分・積分に封比すべきものにまでお

し進められた︒

雨々相打ち相激して遂に砲

︵五︶−

火を交へ︑しかも徳川方がもろくも

十一一柵7

﹇追慕給﹈

敗れたのである︒
ついぼしたま・う

十一槻3

やがて︑通信紙にした＼め

た報告文が機内に廻される︒

突然通信手の顔が緊張した︒

つうしんしゅ ﹇通信手﹈︵名︶1 通信

︽ージ︾

ふがう

電信は︑電氣の作用によ

市内には︑自動車が走り︑電

しかし︑一度外國の地を躇ん

船長が︑すぐに︑機關室に通

車窓を開くことが出來ないの

十一503

彼は︑ほんたうに針金を通

で︑僕の此の言葉も通じないらしい︒

十撹8

を叫ぶ︒

じてるる傳聲管に向かって︑同じ事

十価5

感ずる︒

でも國語のありがたさをしみぐと

で︑言葉の通じない所へ行くと︑誰

九㎜8

通じない︒

んと話し合ってみたが︑はっきりと

九悩5私の隣席に乗ってみた軍人さ

が︑

車が走り︑地下鐵道も通じて居ます

七721

であみの目のやうに組合って居ます︒

堀から堀に通じ︑川と堀とは︑まる

七646

其の川水は︑市内幾十といふ

つう︒ずる ﹇通﹈︵サ変︶8 通ずる

の聲を用ひることは出置ないか︒

るものだが︑此の符號の代りに人間

つて︑嵩や棒の符號を用ひて通信す

十一452園

信する ︽ースル︾

つうしん・する ﹇通信﹈︵サ変︶1 通

十一槻2

手

つうち一つかう

l152

じて︑人聞の言葉を聞いたのです︒

つかい ﹇使﹈︵名︶11

使5おつか

ひ方がのみこめるものではない︒
︽ーッ・

は︑生えかはるはですが︑おく

使ふ

都の使が來たら︑追ひかへし

﹇使﹈︵五︶19

い・おんつかい・めしつかい

通知

或日︑工が河成の所へ使をや

てしまはう︒

七145
工の家へ河成から使が來て︑

つて︑﹁︿略＞Q﹂と言った︒

七174
﹁︿略﹀︒﹂と言った︒

六54

其の家の中には︑ちやうど︑

持出させました︒

百合若が使った鐵の弓矢を

はです︒
四佃7 雲太郎はくやしがって︑昔

の方のは︑一生使ふ大じな

つか・う

十二鵬9 現にフランスは徳川方を鷹
さっちやう

援し︑イギリスは薩長を通じて官

四342囹それでは︑その晩には︑ ーハ・ーヒ︒ーフ︾←きっかう
兵たいをたくさんやって︑月の
三口1圏この︑前の方のむしば

﹇通知﹈︵名︶1

軍に好意を見せようとしてみた︒
つうち

七湿2囹 實はその︑外でもありませ
んが︑今年は︑私のうちへ︑まだ税
ます︒

金の通知が來て居ないやうでござい
つえ ﹇杖﹈︵名︶4 杖3こんこうづ
清少納言は︑まだ暗い中に︑
ぼん

獣を取るのに使ふやうな︑おとしの

十欄1

使の者に大きなお盆を持たせて︑

え

芦川3囹 やっと二月程前から起上つ

のでした︒

ら︑涙で︑板の間に書をかき始めた

雪舟は︑足の親指を使ひなが

大きいのがしかけてあります︒

た＼め︑雪にそへてお后にお目にか

八佃9

六麗3

﹁︿略﹀︒﹂と言ひふくめてやりました︒

けようと︑清少納言は︑使の蹄るの

十概7 其の間に歌を作って紙にし

て︑今では︑どうかかうか杖にすが

七描6 二里程行って大きな峠へか＼

を︑首を長くして待ってるました︒

つて歩けるやうになりました︒
ると︑上の方から︑片はだぬいで︑

杖柱

十佃1

重訂9

これが使の言葉です︒

使の者が編って來ました︒

野菜にしても︑︿略﹀︑みんな日本人

麻の着物を着た人が︑油紙の

のかも知れない︒
九㎜9

扇をゆったり使ってみる︒

其の使が︑お盆を帽子のや

折角使をやりましたのに︑

うにかぶって蹄って來ました時︑私

十㎜3
どりのため美保崎といふ所にいまし

です︒

みに此の文明的大工事をしとげたの

機械といふ機械を使って︑︿略﹀︑巧

あらゆる人間のちゑをしぼり︑

はほんたうに残念でございました︒

十佃10園

十佃9囹

の手で作られた物が︑使はれてるる

ことによると︑御飯にしても︑

杖を突きながら︑かけ下りて量る者
がある︒

九旧7図 中佐︑目を見張りて︑軍刀
を杖に立上らんと す ︒

﹇杖柱﹈︵名︶1

十一備7 かちり︑かちりと杖が岩に

鳴った︒
つえはしら

此の時事代主命は︑すな
しが︑使を得て急ぎ露り︑父君に申

みほのさき

十一一56図

つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑績い

こヒつ

十二閥2 やがて長州征伐の大事が起
て杖柱とも頼み給ふ御兄孝明天皇が

し給ふ︒

崩御ましくた︒

ぼうぎよ

そ︑當時の國語を自由自在に使って︑

しかし︑假名文であればこ

十一得4
十一一743図

其の時代の生活を細かく比し出すこ

鳥居勝商といふ者あり︑

進み出でて其の使たらんことを請ひ︑

つか ﹇塚﹈︵名︶1 塚εかいつか

約していふやう︑﹁︿略V︒﹂と︒

櫛を使ふことをおきらひ
だが︑それにしては︑まあ︑何とい

十一204園

うに類する塚で︑それには大小いろ

使ひ方

だが︑二日や三日で︑槍の使

﹇使方﹈︵名︶1

十ニー39 古墳といふのは土まんぢゆ

量877

つかいかた

とが出來たのです︒
くし

くあるが︑形状は圓形が普通で︑
まれに方形のものがあり︑

試みに︑今日若し片假名も

ふよい髪でせう︒

十﹇654

我々の日常使ふ言葉を書きあらはさ

平遺名もないとして︑漢字ばかりで︑

うとしたら︑どうなるであらう︒

世界のどこの地方でも︑人

智の開けなかった大昔には︑人はま

十二95

だ金屡を使ふことを知らず︑

十一一121 しかし︑人智が次第に進ん

で︑何時の間にか︑鑛石から金属を

取出して使ふ時代がやって來た︒

は銅で︑其の後に銅とすずとをまぜ

十一一122 それも一番初に使はれたの

其の後に銅とすずとをまぜ

た青銅が使はれ︑

た青銅が使はれ︑最後に鐵が使はれ

十ニー24

十ニー25

銅及び青銅で利器を作った

最後に鐵が使はれるやうに

るやうになった︒

なった︒

時代を青銅器時代といひ︑鐵の利器

十ニー28

を使ふやうになった時代を鐵器時代

と名づける︒

左脚をのばし︑右脚でぐつ
きつち
と樽をか＼へながら︑木槌を使って

十一一865

竹のたがをはめる︒

支那では︑古來算木といふ

ものを使って︑加減乗除や︑開平・

十二欄8

開立等の算法を行って來たのである

が︑

孝和は︑此の算木を置く方

法から考へついて︑数や式を紙の上

十二欄11

1153
つかう一つかまる

︽一

に書きあらはし︑更に文字を記號と
仕ふ

お だのぶなが

﹇仕﹈︵下二︶3

して使ふことをも工夫した︒
つか・う
へ︾
やまうちかつとよ

九397図 山内一豊︑織田信長に仕へ
ていまだ日淺かりし頃︑或日一匹の

皇大神宮に仕へて居られた尊

やまとひめのみニと

六341
の御をば︑倭姫命は︑

七糾7囹槍を以て仕へる此の私は︑

ちやうふはんしゅ

大豊の父は︑長府藩主に仕

た曳今短いのに限ると申し上げたと
ころ︒

七柵6
たが︑

へて︑江戸で若君のお守役をして居

九唱2図 九歳にして︑將軍の若君︑

八358

良馬を費りに凝れる者あり︒
竹千代に仕へたり︒
かん
十975図 後︑張良・韓信共に漢の高
がありました︒
き

そよしなか

てっかのたらうみつ

遇うかしは︑物も言はず︑か

﹁︿略﹀︒﹂と︑兄うかしが申し

しまひました︒

だの毛をみんなむしり取って

右の手で︑すばやく︑葉と一

人は弓に矢をつがへ︑一人は劒を抜

八64

東京から四千粁もあるフィリ

しょにっかまへた︒

六241

ますと︑﹁︿略﹀︒﹂と言ひながら︑ 一

いおりのすけ

狼介は弓に矢をつがへて︑鹿

いて︑つめ寄りました︒

九797

あ

すると︑馬長がつかつかと

べ

静岡の上空を通ったのも束の

よ︒

つかまへようとして手をさし

さらば︑今一矢仕り候は

一寸ボブシバ︑針ノ刀ヲ

︽ーッ・ーラ︒ール︾

三白5囹

すぐねらはれて︑つかま

もう二度とつかまるな

トウくツカマッテシマヒマシタ︒

ヌイテ︑オニ配向カヒマシタガ︑

三563

つかまる

つかま・る ﹇捕﹈︵五︶7 ツカマル

ん︒

十174図囹

リ︾

つかまつ・る ﹇仕﹈︵四︶1仕る ︽一

飛上つた︒

のべると︑鳩は再びつばさを廣げて

八779

尼子方の秋上伊織介がそれ ピンで︑或年の十月の末︑子供がつ
ばめをつかまへました︒

介をねらった︒

九7910

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これも手早く

矢をつがへてひようと射る︒
十一一悩11

私のそばへ來た︒

る︒

十二悌1

であった︒

ま一文字に︑追ひかけて︑

或日︑岸の草につかまって︑

るぞ︒

六236

かういひながら︑少階名のみ

取らうとしても︑なかくつ

くとお上りになりました︒

ことは︑粟の董につかまって︑する

五651

とうく池の外へ出て見ました︒

五166

四734魍

つかまへ
つかま

一びきつ

﹇捕﹈︵下一︶6

急に横向︑後向︑

︽一へ︾

見ると︑かめを

何︑かまふものか︑ぼく

めが︑白兎をつかまへて︑から

つた︒

かまらない︒
たちがっかまへたのだもの︒
い す
四964 一番しまひにるたわにざ 同価3 私は思はず前の椅子につかま

三岳5園

りしていぢめてみるのです︒

かまへて︑ころがしたり︑た㌦いた

三岳5

へる

つかま・える

じゃうず︑追ひじゃうず︒

四743圃

つかまへじゃうず

つかまえじょうず

﹇捕上手﹈︵形状︶1

公武一和の望は︑ほんの束の間の夢

しかも︑此の御降嫁による

間︑すぐに安倍川を越えて又山であ

九極2

木曾義仲の家來手塚太郎光つかのま ﹇東間﹈︵名︶2 束の間

清少納言もお側近く仕へてる

盛の娘は︑頼朝に仕へて居りました

もり

て居る萬壽がよからうと申し出た者

困って居る所へ︑御殿に仕へ つかつか ︵副︶1 つかつか

祖に仕へ︑︿略﹀︑何れも大功を立て︑

︽1

八391
つがふ

名を後世に輝かせり︒
﹇番﹈︵下 二 ︶ 3

が︑

つが・う

十987

せいせうなごん

八三4図直ちに弓に矢をつがへ︑ね

其の後上東門院に仕へて︑
つがへる

世に高くなりました︒
﹇番﹈︵下一︶6

四354 ﹁︿略﹀︒﹂と︑兵たいたちは︑

︽一へ︾

つが・える

紫式部の名は

十一147

ました︒

へ︾

らひを定めてひようと放つ︒

九184図 田家︑背中のうつぼより︑
かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑
じふさんぞくみつぶせ

狐を追ひかけしが︑
十163図 三人張の弓に十三束三伏の

矢をつがへ︑満月の如く引きしぼり

たが︑目がくらんで︑どうする

弓に矢をつがへようとしまし
ことも出土ません︒

て︑ひようと放つ ︒
﹇仕﹈←しも づ か え

六84

をめがけて︑ひようと放ちました︒

ぶら矢を取って弓につがへ︑八腿鳥

六18

ぼりました︒

つがへて︑満月のやうに引きし

その弓を取上げ︑鐵の矢を

四伽5 こけ丸は︑にっこり笑って

﹇支﹈﹇▽さしつかえ

つかへる

つかえ

﹇支﹈︵下一︶1

つかえ

つか・える
︽一へ︾

九欄3 ふりかへって見ると︑革の鞘

袋が柱につかへて︑くの字なりに曲
つてゐます︒

つか・える ﹇仕﹈︵下 ︶7仕へる
つかえする・おつかえもうす

︽一へ・ーヘル︾← お つ か え い た す ・ お

つかむ一つき

1154

﹇掴﹈︵五︶6

ツカム

む︽ーム・ーン︾←ひっつかむ

つか・む

カンデマキマシタ︒

つか

﹇疲﹈︵名︶2

をおほってみた︒

つかれ

つかれ

疲れ

長い間のつかれが出た

さうして︑疲れのなほるのを

ました︒

とみえて︑百合若は︑いつの間
にか︑ぐっすりねこんでしまひ

四摺8

一一955 オヂイサンバ︑ハヒヲツ ←おつかれ
六242 左の手で︑頭のあたりをつか
むと︑後足をふん張って︑逃げさう
にした︒

つかれき・る

した︒

︽ーッ︾

﹇疲切﹈︵五︶2

つかれ

待って︑南の暖い國へ送ってやりま

六243 あわてて︑ぎゆつとつかんだ 八94
ら ︑ 後 ︑ 足 が 取 れてしまった︒

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 っ て ︑ つ か ん で

見せると︑ふりかへったのは知らな

七113

きる 疲れきる

疲れ︑多くの勇士は︑むざんや枕を

がへてみるやうでした︒

には︑月をながめて何かかん

つかはす︒

ガ︒

つかはす

月与おつ

マ

ゐました︒

にまみります

四434月は動かないで︑雲が大

にも見えます︒

雲が大急ぎでとんで行くやう

めてゐますと︑月は動かないで︑

四433しかし︑じっと月を三つ

急ぎではなれて行きます︒

四426

月は︑茸雲から出て︑大

四418 子どもたちはあそぶこと
を止めて︑しばらく月を見て

思ふと︑すぐまたはいります︒

と思ふと︑すぐ出︑出たかと

四414月は︑雲にはいったか

か＼りました︒

四413そのうちに︑月に雲が

ぼんぽこ︑ぼんぼこうち出した︒

四403團月にうかれて︑腹つgみ︑

が出た︒

四382圃園さあ︑さあ︑集れ︑月

追ひかへしてしまはう︒

四342園月の都の使が來たら︑

ので︑かへらなければなりません︒

世界からむかへ

四324囹この十五夜には︑月の

ものでございます︒

四322囹私は︑もと月の都の

並べて討死した︒

少し疲れたので頭を上げて見

廻すと︑今まで少しも氣がつかない

九972

でるたが︑松本君がずっと向かふの

席にみる︒

かうして︑とうく合戦小

屋にたどり着いたのが午前十一時︑

十﹇梱4

﹇遣﹈︵五︶1

いや︑もうすっかり疲れ

みんなはずみぶん疲れてみた︒

た︒

十二備5囹
つかわ・す

︽ース︾nvおつかわす

い人でした︒

みんな︑つかれきって居る︒

ふくま

六989

じまん

七伽7園

ひこう ゑもん

九916 すると︑これも力自慢の福間

長い間の難行苦行に︑身も

﹇月﹈︵名︶90

き・としつき・はんつき・ひとつき・

きさま・おぼろづき・こうじょうのつ

つき

ッキ

人夫には︑役所から手當を

十二佃2

と此の言葉に耳を傾けた︒

︽ーテ︾

﹇疲果﹈︵下一︶1

れはてる

つかれは・てる

ひとつきあまり・ふたつき・ふゆのつ
き・ぼうえんきょうでみたつき︒みか

其の國の人々は︑此の疲れは

づき・みかづきのかげ・みつき・ゆう

ツキ

ツキガ︑
マンマルイ

デタデタ

てた鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れ

一152魍

マルイ︑

づき

つかれる

ガ︒

ルイ

﹇疲﹈︵下一︶7

強いべんけいも︑だんく

︽ーレ︾εなきつかれる

はないそ︒

四744圏 つかれたものや 弱った 一156韻 デタデタ ツキガ︑ マ
ルイ マルイ︑ マンマルイ ツキ
ものは︑ 目にかけないそ︑追

つかれて來ました︒

三453

疲れる

つか・れる

てやり︑食物を與へてやりました︒

八92

疲

心も疲れきった一人の修行者が︑ふ

彦右衛門が︑後から鹿介のもとゴり

をつかんで引倒した︒
﹁ ︿ 略 V︒﹂と答へるが早いか︑

後に立つた今一人の怪漢が︑いきな

十798

り聞多の爾足をつかんで︑前へのめ
らせた︒

︽ーッ︾

つか・る ﹇浸﹈︵五︶1 つかる

疲る

︽一

だが︑長くつかってみると︑
﹇疲﹈︵下二︶1

底の方が熱くなって來ました︒

九燭10

レ︾

つか・る
へうちやく

十二個8図 島に漂着せる十干人︑
連日の苦闘に疲れ︑うゑに苦しみて︑

えぐなるさまなりき︒

五人はすでに死し︑残れる者も息絶

つが る か い け ふ

つがるかいきょうとくゆう n津軽海峡

かぐやひめは︑月のあかるい晩

四451

さうして︑しばらく枝こし

八604 おばあさんは︑疲れないやう 三413月のよいばんでした︒
急ぎでとんで行くやうにも見
にと︑古いたするめや氷砂糖を︑紙
えます︒
四313月のあかるい晩には︑
四314 ある年の春のころから︑ 四姻1團 月が走る︒

さしもの尼子勢もへとくに

に包んで上げられました︒

十707 血管海峡特有の濃霧が︑海上 九865

つがるかいけふ

特有﹈︵名︶1 津輕海峡特有

1155
つき一つき

に月を見てゐましたが︑
かすさうである︒

る︒

桃の花は三月の末頃咲出して︑

九9610

しか見えませんから︑俗におぼろ雲
といひます︒

西に

月のさえた夜︑友人と二人

十一梱2図圃菜の花や月は東に日は
十一悩7

町へ散歩に出て︑

友人がそっと立って窓の戸
うに入込んで︑ピヤノのひき手の顔

をあけると︑清い月の光が流れるや

かんみむすび

太陽でも月でも︑おぼろに

月は︑ますくさえわたつ

やさしい沈んだ調べは︑ち

月がすばらしいよ︒

望遠鏡の圓い視野に︑月が
だが︑よく見ると︑月の表
もちろん︑月は地球と違つ

はん
月の中に薄黒い︑大きな斑

あれは﹁海﹂といはれる部

がよいかも知れません︒

から︑海といふより平原といった方

分ですが︑月には水一滴ありません

十一燗6

鮎のやうなものがあるでせう︒

てん

十一柵4

も︑みんな死火山ですがね︒

まった天盟ですから︑火山といって

て︑とっくの苫葺︑すっかり冷えてし

十一柵1

面は決して滑らかではない︒

十一描2

くっきりと浮出して見える︒

十一価6

十一欄9園

やみの世界を照らすやう︑

やうど東の空に上る月が次第々々に

十一捌4

題に一曲︒

十一欄10園それでは︑此の月の光を

て來る︒

十一欄8

を照らした︒

の月や星の美しい世界へ飛んで二つ

日や月が東から出て西へはい

月のごと︑日輪ほのか

さえぐと冬の月︑

白雲にはね打ちかはし

たかみむすび

十一625図圖 日に月に進みで止まぬ
やまと
敷島の日本の國の 人の世の力は

飛ぶかりの敷さへ見ゆる秋の夜の月

十一71図圃

天心に 月や＼細し︒

十悩1図圃見上ぐれば︑ たゴ眞上︑

庭の面は 眞書の如し︒

も

く出て︑ 日は西に傾きかけてみる︒

十604紺青の大空には書の月が淡

こんじやう

りぐす

十364図圃月の夜や石に出て鳴くき

に浮かぶ︒

をこめて︑

十75図圏 しらぐと︑朝霧野山

はいるのです︒

るやうに︑星も大極東から出て西へ

九欄3

た︒

間もなく︑僕の心は︑本の中 十一靭7

此の月の初に︑そろく花盛を見せ

九16

四463すると︑月は枝の間に 九12 月の初はまだ寒くて︑冷たい
雨の降りしきることもあるが︑
じっとしてゐますが︑雲は
天人たち

さっさと走って行きます︒

恵雨5登園 月の都の
が︑ 黒い衣の そろひでまふ

と︑月はまつ黒︑やみの夜︒

天人たち

四七1圃囹月はまつ黒︑やみの
夜︒

浮石3圏園月の都の
が︑ 白い衣の そろひで ま
ふと︑月は十五夜︑まん黒い︒
い︒

四川1圃園 月は十五夜︑ まん圓
五722 私たちは︑書は暖な日に照ら
され︑夜はきれいな月を浮かべなが
ら︑ゆっくり歩きました︒

宝田6翻 ふっと︑あかりを消したれ
ば︑外は明かるい月のかげ︒
輝いて居た︒

七361 雲もない空には︑月が美しく 十槻3薄墨

七373月遅の七日は御縁日︒
しい姿を現した︒

七協7 鏡のやうな月が︑森の上に美

七伽7 空はいよくすんで︑月はい
よく明かるい︒
八寸1 月の光にすかして︑あちらこ

なべて︑

高息産璽・神皇産繭の︑

ちら探しますと︑松林の中に石のら

太陽や月が︑大きなかさを

かしこしや︑産璽のみわざ︒

十一棚8

着るのは此の雲のか＼つた時で︑

十一欄7

うがありました︒

八榴5 月の明かるい晩などは︑土人
ぽい歌に合はせて︑一夜ををどり明

の群が︑椰子の木かげで︑あはれつ

月には水がないと言ひまし

此の望遠鏡で見てもわかる

月は何時も晴天なのです︒

たが︑水ばかりか空氣もないのです︒

十一佃10

十一佃3

十一欄1

しょうこ

やうに︑月のどこ一つ曇った所がな

いのが其の謹披です︒

月の世界では︑書はこげつ

くやうな暑さ︑夜は其の反封にひど

十一欄6

い寒さであらうと思はれます︒

かりに私たちが月の世界へ

行ったとすると︑其の景色はどんな

十一欄9

其の代り一つうらやましい

ものでせう︒

地球の直垂は月の約四倍あ

と思ふのは︑月から見た地球の美観

十一m5

です︒

りますから︑

十一柵6

夜︑月から地球を見るとす

ると︑我々が常に見る月の四倍ぐら

十一伽7

我々が常に見る月の四倍ぐ

みな地球が︑天にか＼つて見えるわ

けです︒

十一欄8

かういふ風に︑月の世界は︑

らみな地球が︑

十一柵10

それでみて︑昔から月程や

いはば全く恐しい死の世界ですが︑

十一柵11

さしい︑平和な氣持を與へてくれる

殊に日本では︑昔から月と

ものはありません︒

文學が︑全く離れられないものにな

十一m3

ごらんなさい︑歌でも︑辮

つてゐます︒

十一m5

つき一つきあう

1156

句でも︑詩でも︑月に關するものが

く

どんなに多いか︒

こで天人が舞ってみるなどは︑實に

十一m6 月の世界に都があって︑そ
美しい想像ですね ︒

しても︑月は太陽の内部を廻るだけ
である︒

地球と月との距離が今の約
地球と月との距離が今の約

二倍なくては︑

十二捌10
十二梱11
二倍なくては︑月が太陽の表面を廻

るわけにはいかない︒

十一m8 今日私たちは︑それが死の
世界であると知っても︑やっぱり月
十二撹1
ンの球︑地球を十二糎のゴムまりと

又︑月を直滞船糎のピンポ

がなかったらさびしい︒

して見ても︑

や し
十一研9 峯の月︑大海原の月︑椰子
の木陰の月︑さういふものがないと

十二撹9

し

太陽が月より非常に遠い所
地球から太陽への距離は凡

そ一億五千萬粁で︑月への距離の約

十二醜11

にあるからである︒

十二撹10

じ大きさに見えるのは︑

の住む地球から見ると︑大群月と同

此の大きな太陽が︑私たち

したら︑殆ど生きがひがないと思ふ
でせう︒
や

十﹇梱9 大海原の月︑

十一m11 月は︑永久に人間の心の友

十一m10 椰子の木陰の月︑
であり︑慰であります︒

十一柵2 月はもう西の地平線近く

月の軌道

月

四百倍に當る︒

十二撹図

か＼つてみる︒

十二撹図

﹇付﹈←うまれつき・おきづき・

ぼんやり見える大地がだんく遠ざ
つき

十一㈱7 月は何時の間にか落ちて︑
かつて行く︒

次

十二2211 星をいたゴいて出で︑月を おちつき・おつき・おもいつき︒てつ

ツギ

き・にかいっき・めっき
﹇次﹈︵名︶29

﹇吐﹈﹇▽うそつき

ぬ

つき

ひんがし

躇んで鯖るのが田家の生活である︒

つぎ

さる
次に見たのは︑猿でした︒
テイリウデヤウ

サンバソコデ下りルノカト思ツタラ︑

五町6 次ノ停留場へ來タ時︑ヲヂ

五372

へ︑どんく走って行きます︒

四427さうして︑次の雲の方

二693園 コノツギニハ︑モット
ジャウズニヲドッテ見セマセウ︒

立つ見えてかへりみすれば月かたぶ
人笑の歌である︒

十二983図圃 東の野にかぎろひの
きぬ

十二捌1 月は死の世界であるといふ
ことを︑私たちはすでに知った︒

十二捌7 月は︑地球を中心として︑
ぐるぐる廻ってみる︒

移して︑地球を太陽の中心に置くと

十二捌9今かりに其のま＼そっくり

次に︑もう一枚の壼用紙を︑

下りマセンデシタ︒

六515

一度ここへ來た雀は︑次から

ぐるくと巻いた︒
六898

次と友だちを連れて來て︑時には︑

スのメナドから︑フィリピンのダバ

大空から勢よく落下する水の

オまで行って見るつもりです︒

太い束が︑忽ちきれぎれの大きな塊

十469

になって︑次から次へ投げ下される︒

十469

次の宿の先まで行ってみた

我が國の青銅器時代は極め

次から次へと︑新な敵を求

次から次へと︑新な敵を求

萬葉集中︑最も古いと思は

これを燭光であらはすと︑

しよくくわう

今まで企て及ばなかった数

つきA口ふ

次から次へと解決されるや

﹇嗣﹈﹇▽あまつひつぎ

︽ーッ︾

つきあ・う ﹇付合﹈︵五︶1

つぎ

うになった︒

十二㎜6

決されるやうになった︒

客月のことがらが︑次から次へと解

十二欄6

ものになる︒

其の敷は三の次に零を二十七つけた

十二榴11

れる歌は︑︿略﹀次のものである︒

十二9611

めて猛烈に撃ちまくる︒

十二838

めて猛烈に撃ちまくる︒

十二838

つたものと考へられる︒

て短く︑やがて次の鐵器時代にはい

十ニー33

が︑やはり追附けなかった︒

十一705

日の國語で表したものですが︑

物語の︻節を簡軍にして︑それを今

かんたん

次にか＼げる文章は︑源氏

次から次へ投げ下される︒

何百羽ともわからないほど集ること

十一1511

次から次と友だちを連れて來

があります︒

て︑

六898

七885囹次に合圖をする︒
たのお心持を十分に傳へて︑相談し

七価7愚書の次の村會の時に︑あな
てもらふやうにしませう︒
せしませう︒

八277国母の話は︑又次の時お知ら
ランプが一回動くのに脈が二
つ打つと︑次の動きにも脈は二つ打

八712
ちます︒

次の室には︑ガラスを張った
大きな窓のやうなものが順々に並ん

八爾9

もけい

彼は︑飛行機の模型を次から

で居て︑

九97

次に︑獲動機について研究し

次から次へと作って︑

次へと作って︑研究を進めました︒

九97
九129

頂の岩角が手に取れさうには

ました︒

九糊6

つきりと見えた次には︑深い谷が︑

大尉がそれを取って見ると︑

どん底に大きな口を開く︒

十207

次のやうな事が書いてあった︒
びんせん

十359囲私は︑次の便船で︑セレベ 九幽10園 お前もつき合ってくれ︒

l157
つぎあわせる一つきとくも

﹇継合﹈︵下一︶2

︽ ー セ︾

つぎあわ・せる
ぎあはせる

つ

突入る

つきがわり

十二襯2園

﹇月代﹈︵名︶1

月代り

予は今後百人だけの家來

をつれ︑月代りに姉娘・妹娘の許へ
つぎ子

まんしうじへん

つぎ子﹁満洲事愛でなくなつ

つぎ子﹁ありがたうございま

︹話手︺5

参って︑学生を送ることにする︒

か︒

六三8
か︒

か︒

つぎ子﹁をぢさん︑東京で一

つぎ子﹁ゑはがきにあった︑

九919

つきごと

月毎

甲部川の水は︑此のうらみも

﹇月毎﹈︵名︶1

あのりっぱな橋は︑何といふ橋です

六榴6

つぎ子﹁公園は幾つあります

番にぎやかなのは︑何といふ所です

六伽3

りしてあるのは︑そこなのですね︒

た︑國子さんのおとうさんがおまつ

六伽3

した︒

六悩4

つぎこ

三307國をひろくするには︑ど
こかのあまった土地をもって
來て︑つぎあはせたらよからう
と︑おかんがへになりました︒

三337神さまは︑その土地をこ

突出づ

の國につぎあはせて︑國をひ
﹇突出﹈︵下二︶1

ろくなさいました︒
つきい・ず
︽ーデ︾

十一516図 四國の西には佐田岬長く

﹇突入﹈︵五︶1

突出で︑九州に迫りて豊豫海峡をな
す︒

つきい・る
︽ール︾

七874園長い槍をはね上げて︑すば
やく手もとへ突入るのだ︒

つきかか・る ﹇突掛﹈︵五︶− 突き
か＼る︽ーラ︾

ひるげ

つきす

壷

知らぬ顔に︑今もいういうと流れて

︽ーセ︾

﹇尽﹈︵サ変︶2

七909 しかし︑長い槍先をびたと揃

きす

つき・す

みる︑月毎にあの淡い三日月の影を

月

浮かべながら︒

月かげ

へて突きか㌧られては︑はね上げる
﹇月影﹈︵名︶3

すき間も何もあったものではない︒
つきかげ

ぬれにけり︒

ぎんぎらと

のおもむきあり︒

月かげは

十﹂一襯9寒月

こ

悲

鎌倉宮にまうでては︑

ほも壷きせぬ物語︒
み

十一一483図圃

つきせぬ親王のみうらみに︑
憤の涙わきぬべし︒

十二21図圃あしひきの山のは出つ つきすす・む ﹇突進﹈ ︵五︶2 つき進
む突進む︽ーン︾
る月かげに大海原の波を見るかな

露の玉

火の波間に出没する夜景もまた一段

な

ち

絶壁が︑水際から突立ってるる︒

こんがう

に聲え︑それが眞黒な大空に突立つ

ごつくした火山が至る所

五棚7

十一柵3

軍犬金剛・那智は︑いよく

とつげきとなると︑我が軍のまつ先

としたら︑どんなに恐しい景色でせ

につき進んで︑敵軍の中にとびこみ︑

う︒

木下軍︑中央十八人の隊は︑

船頭さんが︑さをを突立てて

︽ーテ︾

爪を黄いろ

しゅつと︑し

あの時︑ざくつとおや指

あんぴ

隊長・二面の安否を次次に尋ね︑ほ

たい

九価3図

九351 これから號令が次々に下る︒
れん
静かに爾眼を閉ぢつ＼︑聯

にしづめられ︑

けましたので︑敵の舟は︑次々

四二2さかんに鐵の矢を射か

たくさんのみました︒

四686外の鬼どもも︑次々と

つぎつぎ ﹇次次﹈︵副︶6 次次 次々

く染めたものだった︒

ぶきがほとばしって︑

を皮に突立てたら︑

十二781團

それに舟をつなぎました︒

七95

てる

つきた・てる ﹇突立﹈︵下一︶2 突立

七906

つきそひ
﹇付添人﹈︵名︶1 附添

長い槍のほさきを並べて︑一せいに
突進んだ︒
つきそいにん

又︑石器士といふものがあ
つて︑民事裁判では︑原告・被告の

十二田8
つきそひ

つき出す
はやがね

突立つ

山寺では︑此の火を見て早鐘

﹇突出﹈︵五︶1

附添人又は代理人として其の主張を

助け︑
つきだ・す
余ーシ︾

十559

﹇突立﹈︵四・五︶6

をつき出した︒
つきた・つ

されど︑これより下︑十四

︽ーチ・ーッ・ーツ︾

五心ばかりは︑こけむしたる岩石︑

八667図

壁の如く突立ちたり︒

とんどおのれの苦痛を知らざるもの

︹課名︺2

月と雲

四目8七月と雲
四405七月と雲

つきとくも

次々にお答へ申し上げました︒

しますと︑﹁︿略﹀︒﹂天略﹀︒﹂と︑

十欄1 ﹁︿略﹀︒﹂と︑一人の官女が申

次々に縫合はされた︒

かうして︑六箇所の大豪が

すれくにかすめて︑鼻先なる土に

九188図矢はあやまたず狐の頭上を

左端の穂高に績いて︑槍岳

高さ二百米に及ぶ大岩石の

十863

の如し︒

まるで失神したやうに︑彼は

ぶすと突立ち︑狐は其の場に倒れた
り︒

十一燭2

うに突立ってるる︒

が︑それこそ天を突く槍の穗先のや

十一伽5

てるた︒

そこに突立つたま＼︑沖の方を眺め

十一532図 月影のさゴ波に砕け︑漁 十921図南 爾押書食土ハにして︑ な 十553

影

人

つきぬける一つく

1158

︽ーケ︾

つきぬ・ける
ける

﹇突抜﹈︵下一︶1

突抜

九174 機は市街を西へ突抜けて︑と

シテイラッシャイマシタ︒
築山

雨に洗はれた築山のくまざ

﹇築山﹈︵名︶1

十二427

つきやま
さが︑濃い緑の葉に白い筋を見せ︑
かへで

心字の池に枝をさしのべた楓は︑も

うく海へ出た︒

進んでいよく佳境は書き

關門があります︒
ない︒

十一悩2

あいにく此の地方に戦齪が

三十日の明方にスエズに入港しまし

十一粥5国長い紅海も囁きて︑七月
た︒

十二336

﹇吐﹈︵四︶1

が書きてしまった︒
つ・く

つく ︽ーク︾

月夜の晩には︑どうか︑ あって︑道ははかどらず︑遂に糧食

月夜

つきのせかい ︹記名︺2 月の世界

四371囹

﹇月夜﹈︵名︶4

う色づき始めてみる︒

月且

つきよ

十一目11 第二十四 月の世界
﹇月日﹈︵名︶4

十一欄2 第二十四 月の世界
つきひ

樂しくお暮しになって居ましたが︑

私のことを思ひ出して下さい︒
四406月夜の晩でした︒

氣がついて︑あわててやめまし

た︒

四53 大きなしげった枝は︑四
方にひろがって︑どこまでつg
いてるるのか︑見きはめもつ

かないやうになりました︒

四悩6 方々のへやをまいて歩
くと︑妹や弟が︑後からつい

て來て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大さわぎを

最初は︑それと氣もつかぬほ

さいしょ

して豆を拾ひました︒

れ出して︑とうく︑それが二本の

どでしたが︑後には︑だんだんふく

五146

軍曹の胸をも貫ぬくQ

來る一弾︑又も中佐の胸を貫ぬき︑

五言2 命は︑月日のたつのも忘れて︑

六419

に下された時は︑どんな心持がした

月夜の晩に︑此の村の停車場 九㈹10図 ほっと一息つく折から︑飛

十欄2 それがために︑毎日三萬何千
人の人々が働き除けて︑十年といふ

時は十四日の月夜なり︒

五204

みことは︑この川上に人が住

かはいらしい足になりました︒

でせう︒

︽ーイ・一

﹇付﹈︵四・五︶63 ツク つく

ついて︑だんく山奥へおはいりに

んでみるなとお思ひになって︑川に

着く

附く

いろつく・おいつく︒おもいつく・か

く・ねつく︒ふるいつく

一235 ポチガ︑ヲヲプリナガラ︑
アトニナリ︑サキニナリシテ︑

私は︑始め︑鼻の先に目がつ

いて居て︑物をさがすのではないか

五396

と思ったほどでした︒

みんなが重なり合って落ちる

音︑さわぐ聲に︑ふと氣がついて︑

五704

午後︑おちいさんが︑さかな

あたりを見まはしますと︑

釣りに行かれるので︑僕もついて行

五919

一627犬ハ︑ケライニナッテツ

良雄さんも太郎さんも︑

スルト︑小サナ釘ガ︑磁石ニ

タクサン着イタ︒

六192

はどうしても聞入れません︒

いろくと兄をいさめましたが︑兄

ソノ時︑オトウサンノカ 六58 かう氣がついた弟うかしは︑

つた︒

三687

ンナ大ワラヒシマシタ︒

ホヲ見マスト︑ヒデノ壷中︑
水ノ玉ガツイテヰタノデ︑ミ

二813

イテイキマシタ︒

ツイテイキマス︒

なりました︒

カ・ーキ・ーク︾nVいろづきはじめる・

着ク

附ク
つきる

つ・く

﹇尽﹈︵上一︶10

十二748図
つ・きる

平野がつきて︑山が次第にせ

余ーキ・ーキル︾

く・きつく・くっつく︒こおりつく・

みつきまわる・かみつく︒かんがえつ

八欄6
にひがた

ろうじゃう

廣い飛行場が壷きて前は川だ

ぎょく切腹することになった︒
九描9

かづく・ちらつく・とびつく・とりつ

こげつく・しがみつく・すいつく・ち

八塀8

つきた︒

糧食がとうく書きてしまった︒

りやうしよく

に︑尼子方は多く戦死し︑それに

九8210

前後七年にわたる長い籠城

がさし込むと見る間に︑トンネルは

やっと前方から︑かすかな光

新潟縣が近寄りつ＼ある︒

まって來た︒
ぐんま
しかし今刻々と群馬縣がつき︑

八醜4

きる

孟

長い月日がか＼りました︒
十一478 月日が矢のやうに流れ去り
ました︒

遅々として進まぬ ︒

も

でに長い月日を過したが︑其の業は

十二453 自分が修史に志してからす
ち

つきましては ︵接︶1 つきましては
ども兄弟は︑まこころをもって︑お

六36園 申し上げるまでもなく︑私
仕へいたします︒つきましては︑新
しく家を建てて︑心ばかりのおもて
なしをいたしたいと存じます︒

つきみ ﹇月見︺︵名︶1 月見3おつ
きみ

ツギ物

十365図圏 何着ても美しうなる月見 九887 弓折れ矢孟きて︑勝久はいさ
かな
﹇継物﹈ ︵ 名 ︶ 一

んでみた︒

四483ウチノ人ハミンナルス と思った頃︑機膣はもう空中に浮か

つぎもの

デ︑オバアサンダケガ︑日アタリ

堅田10

湖が壷きると︑そこに三段の

ノヨイエンガハデ︑ツギ物ヲ

l159
つく一つく

六205 砂カラ取出シテミルト︑黒イ
粉ノヤウナモノガ︑磁石一二面二着
イテ居タ︒

センパウキヤウ

六206 先ノ方ニハ︑コトニ︑タクサ
ン着イテ居タ︒

道術9 僕等ノ背中ニハ︑潜望鏡ト
イフ長イ管が立ツテ居テ︑其ノ先二
目が附イテ居ルカラ︑

七296 其の中に僕は氣がついた︒
旅人は︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 ひ な が

ら︑人夫の後について來たが︑とう

七梱2

くもう一度川を渡って︑人夫の家
をたつねて行った︒

垂領6外の弟や妹も︑みんな後へつ
﹁︿略﹀︒ ﹂ と 一 人 が 歌 へ ば ︑ み

いて出た︒

七梱6

んながついて歌ふ︒

七柵1 見通しのつかぬ程大きい日本
丸は︑少しつつ動き始めました︒

天川1 氣がついて見ると︑さっきま
で日本丸のあった場所は︑すっかり
海になって︑

七傾8 向かふの方には︑大きい汽船
が三ざう五さうと︑幾群も並び績い
て︑どこからどこまでが港内か見き
はめもつきません︒
﹁︿略﹀︒ ﹂ と ︑ に い さ ん に 言 は

れて︑私はだまってついて行きまし

七去6

た︒

きんぞく

八66 すると︑其の右足に︑日本の
文字を記した小さい金属の板が附い
て居ました︒

また＼く星を仰ぎながら︑お

立ててやつ

とうさんについて︑私も町角までお

八608

そっと起して

送りしました︒

八632圏
ついたにほひ︒

飛去つたあとの木の枝には︑

たら︑指さきに
八783

あとからついて行った家族の

いたましくも赤い血が附いて居た︒

八877
ものが︑﹁︿略V︒﹂と言ったので︑

少し疲れたので頭を上げて見

臣が︑績々と勝久の所へ集った︒

九973

廻すと︑今まで少しも氣がつかない
でるたが︑松本君がずっと向かふの
席にみる︒

たゴぼんやり見てみるだけで
一睡どれがどうなのか︑さつば

九997
は︑

しかし︑かう言っただけでは︑

り見當が附きません︒

九㎜7

それでなくても︑夜九時に北

まだ中々見當が附かないでせう︒

日本の馬は氣が荒いとかい
はれるさうだが︑それも馬が悪いの

九備9園

が大てい見當がつきます︒

十時・十一時に見ると︑此の動き方

斗七星を見て其の位置を畳え︑更に

すばらしい速度がついて︑ス 九梱5

﹁︿略﹀︒﹂と大笑した︒

八935
キーがうなる︒

八燭3中へはいって︑先つ目に着い
たのは︑室の窓ぎはに幾つも並べて

其の平たい艦に︑ちよつと砂

あるガラスの箱でした︒

母︑兄︑署者の顔もぼっとし

ざまついてしまった︒

十828

食卓には︑電燈が明かるく

しょくたく

て見分けがっかぬ︒

十二8

氣がつくと︑﹁あじあ﹂は何

ついてみる︒

時の間にか町にはいってみた︒

十備7

十一243囹此の上︑墨でも附いて黒

何時の間にか大木が少くな

くなったら大攣ぢやないか︒

又壺や鉢など︑いろくの

つて︑丈の低い細い木が目につくや

十一槻3

うになった︒
つぼ

形をした土器や︑其のかけらが獲見

十ニー011

され︑其の表面になは目のやうな模

様の附いたものなどがある︒

斧や︑石の矢じりの附いた矢をたつ

十一一111 かういふ時代の人は︑石の

八幽8

ではない︑扱ふ人がいけないから︑

十ニー16

當時捨てられた貝殼が今日

さへて山野に狩をし︑

馬に悪いくせが附いてしまふのだ︒

九槻6図園児につきて來れ︒

をかぶると︑上から見ても︑どこに
口には色々込入った道具が附

ついて來い︒

かひ

居るか見風が附きません︒

八帽7

九糊2園

である︒

とても先生には追ひつけ

結局︑足もとにも寄りつ

けないと感じながら︑ついて行くの

十二403囹

やはりついて行かざるを得ない︒

ないから︑もうよさうと思っても︑

十二3911園

帯である︒

ぐらし︑外郭に空地を存する特殊地

る所で︑周回に銃眼のついた壁をめ

十ニー910 東交民巷とは各國公館のあ

たちの目につくのである︒

椰子細工の面︑美しい貝 まで残って︑畠の上などに現れ︑私
はくせい

げ・極樂鳥の剥製まで︑店一ぽいに

ごくらくてう

殼・珊瑚の類から︑たいまい・とか

がら

時計屋さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と言 十3410国

いて居ますが︑
九282

ひながら︑仕事塁の上を見て︑出し
て置いたねちの無いのに氣が附いた︒

だまってついて生るさ︒

かざってあるのが目につきます︒
十382園

ふと氣がつくと︑校長先生と
山田先生が︑箱のそばへ來て︑おも

村では︑豊年を祝ふよひ祭の

九714

十534

ある︒

には一向氣がつかないもののやうで

支度に心を取られて︑さっきの地震

しろさうに︑僕等の仕事を見ていら
つしゃつた︒

九751床の間には︑すばらしく大き
な鹿の角と三日月の前立との附いた

始めて我にかへった村人は︑

此の火によって救はれたのだと氣が

十599

つくと︑無言のま＼五兵衛の前にひ

冑がかざってある︒

たやうに︑今まで敵に附いてみた菖

愛書10此の聲が四方に呼掛けでもし

つく一つく

1160

十二899 始めて氣がついたをぢさん
は︑

十二佃5 たゴ︑ふとそば近く︑恐し
あくま

い悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣
がついた︒

十二協9 イタリや語を知らぬ私にも︑
それが﹁日本人﹂といふ意味だと見

當はつく︒

つく

突く

十一一捌7 もちろん︑かう言っただけ
﹇ 突 ﹈ ︵ 四・五︶18

では殆ど見當がつかない︒
つ・く
︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク・ーケ︾

ゑち

我︑敵の背後を突かん︒

杖を突きながら︑かけ下りて來る者
がある︒
ふゴき

八647図園

吹雪を突いて︑汽車はたg越
かすみ立つ長き春日を子

後平野を北へ北へと進んで行った︒

ご

八㎜6
九226図圃
供らと手まりつきつ﹂この日くらし
つ

九228図團子供らと手まりつきつ＼
直間は︑まだ暑いくの歎聲

この里に遊ぶ春日はくれずともよし

九伽6
が口をついて出て來る︒

ふだん

左端の穂高に幸いて︑槍岳

不断の花のかをりあり︒

十一伽5

が︑それこそ天を突く槍の穗先のや
うに突立ってるる︒

敵の機械化部隊の側面を突

くため︑全速力で右方へ廻った我が

十二809

つく

着く

戦車部隊は︑午前七時十分︑めざす
場所に着いた︒
つ・く ﹇就﹈︵四︒五︶10

機内の席に着くと︑小さいと

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

十728

久田船長は︑早速乗組員に命

事は︑忽ち世に傳へられ︑日本全國

死についた船長久田佐助の高潔な心

かうけつ

午後二時︑下山の途につい

の人人をして涙をしぼらせた︒

十一㎜10
た︒

敵高射砲揮をしり目に掛け

僕もお参りをすまして︑三

ながら︑機翼を連ねていうく錆途

十一研7
についた︒

十二943

羅刹は座に着いて︑おもむ

人一しょに蹄途についた︒
十一一備7

私は︑心から天略﹀︒﹂と

ろに口を開いた︒

十一一悩7

明治の新政やうやく其の

言ひながら席についた︒

十二榊6図

︽ーイ・ーキ︒ーク︾n▽おちく

﹇着﹈︵四・五︶30

つく

着く

つ・︿

つ・おつく・くだりつく・たどりつ
く・ながれつく・のぼりつく

一672モモタラウハ︑犬サルキ

ミヤコ

した︒

ついては︑二十四日午後三

時頃そちらへ着く乗合自動車で参り

六133團

ますから︑どうか︑よろしくお願ひ

いたします︒

さうして︑ずる分あぶない目

それに︑日本内地へ往復す

にあひながら︑やうく向かふの岸

七瀬3

に着いた︒

八225困

も

じ

る船が毎日のやうに出て︑三日目に

二人は野を過ぎ山を越え︑な

は門司に着きます︒

れない道を一月齢りも歩き績けて︑

八411

東京を去って三時間饒︑かう

やうやく鎌倉に着きました︒

して水上繹に着いた時は︑周園はす

みだかみ

八悩！

べて山ばかりであった︒

あれからなほ航海を績けて︑

五日目の五月二十一日︑サンフラン

九492囲

三日二晩走り績けて︑三十

シスコに着きました︒

九565国

れんらくせん

ふさん

一日の夜︑シカゴに着きました︒

彌次郎と北八は︑江戸を立つ

連絡船は朝早く釜山に着いた︒

ふとう

横濱の埠頭でお別れしてか

湖上を渡って︑第三の間門に

着きます︒

十七10

パン島に着きました︒

ら︑五日目の十月二十日︑私はサイ

十246団

目の夕暮に︑小田原に着きました︒

たり︑馬に乗ったりしながら︑二日

て︑東海道を歩いたり︑かごに乗つ

じらう

ニツクト︑トノサ 九観1

へ

や

九悩3

ジヲツレテ︑高卓ガシマニツキ
マシタ︒

三526

ご

ない

きのふ︑午後︑こちらへっ

マノォヤシキへ行キマシタ︒
三掴3 間もなくこてんへ つきま
した︒

五67囲
げくう

いて︑外宮へおまるりし︑けふは内
宮へおまるりしました︒

くヒつ

せっかく乗ったと思ったら︑

もう︑私たちの村の停車場へ着きま

鰭酒4

四十歳を一期として︑從容 五303 とうく頂上へ着きました︒

しょうよう

ツク

︵正路︶の諸隊は︑敵の後尾をつく︒
緒につき︑當局各地に燈塁を設くる
十︻905図無高く鼻つくいその香に︑ 必要をみとめて其の調査を開始す︒

りふ
四753今まではねをついてゐ 十一567図片岡・出う
羽・瓜生・東郷

た花子さんと雪子さんは︑今度
は︑いうびんごっこをすること
にしました︒
五171 後足をまげて︑前足をついて

すわったかっかうは︑これまでのお
たまじゃくしではありませんでした︒
六309 少女は︑すっくと立上って︑
﹁︿略﹀︒﹂と言 ふ が 早 い か ︑ ふ と こ ろ

にかくして居た劒を抜いて︑たける
の胸を突きまし た ︒

七827園 長いと振廻しが不自由で︑

其の上︑突く力が弱くていけませぬ︒

一せいに横から

びらが外からぽんとしめられる︒

七872園 槍は突くだけの物ではない︒ 九閑6
左右の隊は︑

七875園 槍はかう突くものだ︒
七916

じて部署につかせた︒

ぶしよ

突いて出た︒

十767

いちご

七919園 それ︑そこを突け︒

具備6 二里程行って大きな峠へか＼
ると︑上の方から︑片はだぬいで︑

1161
つく一つくす

素志4 奉天に着いた︒
十界5 四平街に着く︒

カネヤタカラモノガ︑タクサン

二885ソレデ米ヲツクト︑オ

奥州にありて︑御下あ

あうしう

るであらう︒
十二507図園

︽ーグ

げの事承り︑御力をそへ奉らんため︑

二893サウシテ︑米ヲツイテミ 夜を日に纏ぎてはせ参じたり︒
告ぐる

をかざき

至り︑急を主公に告ぐる者なきか︒

十二742図園城を抜け出でて岡崎に

とぐく救助の用に當てたりき︒

其の志を告げて同意を得︑資金をこ

すなはち喜捨せる人々に

告げて︑同年九月白主に蹄着しぬ︒

手紙がのって居ると︑私は嬉しくて

八191国机の上に︑皆さんからのお

さうして其の夜はまんじり

なりません︒

十一撹10

に書上げた︒

ともせず机に向かって︑かの曲を譜

十八

ツクシ

ポカポカト

ナノ子︒

ドテノ土

アッタカイ

スギ

ノゾイ

ソットアゲ

ツクシノバウヤガ

二百3圏

タラ︑外ハ︑ソヨソヨ春ノ風︒

テ︑

ツクシダレノ子︑

ガサメタ︒

日二︑ツクシノバウヤハ︑目

詳言4圃

つくし ﹇土筆﹈︵名︶3 ツクシ

ニ醜1

一一目9 十八 ツクシ

十一9811図林藏はコー二等に別れをつくし ︹課名︺2 ツクシ

ル・ーゲ︾

﹇告﹈︵下二︶4

出マシタ︒

︽ーキ・

つ・ぐ

月ノテトに着き︑更に進みでナニ

つ・く ﹇尽﹈︵上二︶3

墨く

マシタガ︑キタナイモノバカリ

十一939図 翌年再び北に向かひて四
ヲーに達す︒

十一997 連絡船が大泊に着いた時は︑ 出マシタ︒

港内一面の濃霧で︑
ークル︾

やけやま

十一槻3 午前八時︑焼山に着く︒

敵は長園の計を取れる

更に首を回らして南を望

だのぶなが

十一一756図家康︑直ちに勝商をして︑ 二皿6圃

やまと

お

めば︑大和平野の孟くる所︑はるか
みエなし

しむ︒

﹇机﹈︵名︶7
おんつくえ・ぬりつくえ

︽ーイ・一 つくえ

つくゑ 机5

織田信長に見えて長篠城の急を告げ

うねび

﹇注﹈︵五︶3

ゆずみの如く︑

ガ︾

つ︒ぐ

つぐ

に畝傍山・耳成山・香久山の三山ま

十二研2図

に︑我は糧食殆ど盤きたり︒

十二741図園

其の書くる所を知らず︒

かくして島隠じ海廻りて︑ 十一描1図

十一525図

ガポールに着きま し た ︒

十﹁襯4国七月十三日の午後︑シン
十﹇備8国 アデン港に着いたのは︑

七月二十六日の夜明です︒
くと︑港に私たちの船が待ってるま

十︻槻5団汽車でポートサイドに着
した︒

十﹁嶋8国電の船の旅も︑八月五日
マルセーユに着くまで︑あと三日し
かありません︒

かうそしやう

た︒

さうして︑酒をつがせては︑
しきりに飲んだり︑歌ったりしまし

六294

座敷へ出て︑酒をついで廻りました︒

し難し

仰げば︑百敷十米の中空よ

︽ーシ︾

く︑美観言語に書くし難し︒

ばくく
け︑下は漠々として雲の如く綿の如

り落揚る瀧︑︿略﹀︑岩に詣り石に砕

机の引出をかたづけて居ると︑ 十齪3図

﹁︿略V︒﹂と思ひながら︑僕は︑

︽ーサ・ーシ・ース︾﹇▽うめつくす・さ

つく・す ﹇尽﹈︵四・五︶7 窪くす

さすけ
東海丸の船長久田佐助は︑眼

十844園

た︒

たとひ治療のかひはないに

ちれう

を壷くしたが︑しかしもうおそかつ

前に迫る此の危急をさけるのに全力

十723

きつくす・ささげつくす

此の二つを︑重ねたり別々にしたり
けしき
して︑机の上を見たり︑外の景色を

わたしは︑いつもお纏を讃

のぞいたりして居た︒

六487

︿略﹀が出て來た︒

六482

ゑ︒﹂

十二310図 今市を過ぎ︑大社騨に着 六289 酒もりが始ると︑此の少女も︑ 三118園 花子﹁しゃつ︒﹂太郎﹁つく つくしがた・し ﹇尽難﹈︵形︶1 蓋く
きぬ︒

適言の金山寺あたりに着いて︑大き

ちんかう

十二285 筏は江を下り︑江蘇省︑
な貯木場にはいる︒

で上げて居ますQ

青年團の人々が︑並んで萎湯をつい

十二811 敵の機械化部隊の側面を突 八538 在郷軍人や︑婦人會や︑女子
くため︑全速力で右方へ廻った我が

戦車部隊は︑午前七時十分︑めざす

六㎜5園
つ・ぐ

まうと思ふのだが︑机に向かふと︑

︽ーイ・

ーギ︾εあいつぐ・うけつぐ・かたり

つい壼がかきたくてかきたくて︑た

纏ぐ

場所に着いた︒

つぐ

﹇継﹈︵四・五︶2

十二柳8 無事京都に着くことの出來

十二456

僕等の寝起きする室の中央
には︑長い机があります︒

七522国

まらなくなってしまふ◎

たのは︑たゴ宮の御使藤子だけであ

を縫いで必ずこれを成し遂げてくれ

てくれる子供たちや家臣の者は︑後

しかし︑自分の愈愈を知つ
つた︒

ク︾

つ・く﹇掲﹈︵五︶2ツク︽ーイ・一

つくづく一つくる

1162

くぐ感心した︒

頼朝︑﹁︿略﹀︒﹂と招き寄

＋洒刀﹁︿略﹀︒﹂と︑僕はつくぐ
思った︒

いでは此の母の心がすみません︒

しても︑出來るだけの手を書くさな
十868園 聞多︑三十歳の壮年に及ん
十二515図

せ︑つくぐと其の顔を見て︑先づ

で︑何一つ孝行も垂くさないのに︑

今母上の力によって︑萬死に一生を
それでみて︑交通整理がう

涙にむせぶ︒

まく行くのに︑つくづくと感心させ

十二㎎1

得ようとは︒

身を投出して︑人のために恥くす人
られる︒

十鴇5園 教養も高いし︑第一自分一

だ︒

一381園

マサチャン︑ハコニハヲ

ニイサンバ︑ツチデ︑タカ

ツクワマセウ︒

一40一

へ︑とうくレールの上を走る汽車
スチーブンソンは︑其の後な

を造り上げた︒

十個9

﹁404ヒクイトコロニハ︑川ヲ

イトコロヲツクリマシタ︒

てるまさ

ほ研究を績けて︑一時間五十粁も走

なほす

にいさんが︑物置から古いみ

︽ーシ︾

かん箱を取出して來て︑それを早く

七402

作りなほしました︒
作り始める

ツクル

造る

︽ーッ・一

つ

彼は妙な物を作り始めまし

︽ーメ︾

作る

太郎サンバ︑カミデ︑テル

デハ︑オイシイオベンタ

良雄さんと太郎さんは︑

サウシテ︑北風ノ作ツタ

或神様は︑きれいな玉をたく

五226園

強い酒をたくさんつくれ︒

ひもにお通しになりました︒

さん作って︑くびかざりのやうに︑

五27

モトカサウトシマス︒

雪ノ山や氷ノ池ヲ︑少シデ

四伽6

ました︒

四86 そこで︑大ぜいのだいく
を集めて︑舟を作りにか＼り

舟を作ったらどうだらう︒

四81園この木をくりぬいて︑

作って︑めんにつけました︒

あたまに合ふやうに︑わに

三634 べつのぐわようしを細長
く切って︑それをじぶんたちの

そばうと︑さうだんしました︒

ぐわようしでめんを作ってあ

三613

一ポンウエマシタ︒

ツクッテ︑ソコへ︑小サナ松ヲ︑

二874サウシテ︑犬ノオ一円ヲ

ウヲツクッテアゲマセウ︒

ニー41園

テルバウズヲツクリマシタ︒

W6

ックリマシタ︒

る汽車を造り上げることに成功した︒

池田輝政が︑百萬石の威望

と︑將軍のうしろだてとによって︑

十二707

今日に見る優美にして堅固極まりな
作りカケ

又︑作りカケノウスイ繭ノ中

﹇作掛﹈︵名︶1

きものに造り上げた︒

五548

つくりかけ

一

ツクくボウシ︑ツクくボウシ

は︑身命をなげうって兄上のために

造

一生ケンメイニ二階ライテ居
﹇作兼﹈︵下一︶1

設計はしたものの︑齢り大

︽ーネ︾

したのを︑

きくて︑ロシヤ人も造りかねて居ま

八241国

りかねる

つくりか・ねる

ルノモアリマス︒

ゲテ︑

デ︑キユウクツサウニ︑カラダヲマ

十二533図圏 今かくはせ参じたる上 つくつくぼうしつくつくぼうし ︵感︶

の聲を聞い

﹇作上﹈︵下一︶7

造り上げ

作

﹇▽コンクリートづくり︒しらき

ツク︿ボウシ︒﹂

九梛2 裏山の森で︑﹁ツクくボウ
シ︑

瞬くさん︒
十二柵11 ひどいあらしの翌朝︑獲狂
た︒

つくりあ・げる

づくり・にそうづくり

づくり

した老人が荒野にさまよってみるの
い

をフランス兵が嚢見して陣所に伴な
じ

ひ︑侍警が手を重くして介抱する︒

十二湿7 それは全く義を立て︑理を

作り上げる

早イノハ︑モウ繭ヲ作り上ゲ
テ居マス︒

五547

げました︒

とうく一さうの舟を作り上

四88 さうして︑長い間か＼って︑ つくりなお・す ﹇作直﹈︵五︶1 作り

リ上ゲル

つ

︽ーゲ・ーゲル︾

つくづく

垂くし情を述べて残るところあらせ
﹇熟﹈︵副︶7

られぬ宮の御文の力であった︒
つくづく

くぐ
あ＼アメリカだなと︑つくぐ感じ

九503団 さういふものを見ただけで︑
させられました︒

若い技師が引受け︑見事に造り上げ

た︒

十一437

南岸こ＼に來て居た日本の つくりはじ・める ﹇作始﹈︵下一︶！
て︑皆をあっと驚かしたといふこと

八244団

だと知ると︑私はつくぐ此の軍人

です︒

九湖2 飛行機が︑かうも愉快で安全
さんが︑うらやましくてならなかつ

﹇作﹈︵四・五︶83

た︒

せうけんくわうたいこう

つく・る

たちづくる

作ル

ラ・⁝リ・iル・ーレ︾﹇▽おつくる・か

くる

其の後︑彼は更に大改良を加

さるものを︑どうにか作り上げるこ

十畑7

とが出船た︒

十︻106 東陵を辞して昭憲皇太后 八糾2 さらに三年の後︑外國品にま
てつくぐ患臣の心を思ふ︒

をしのび奉り︑麓の乃木神社に詣で
十一鵬7 樺太の夏の日の長さに︑つ

一一

l163
つくる一つくる

じっけん

りました︒

舟を通す場合︑間門といふものを作

かふもん

五802 クモハ︑コノ上ヲイソガシ 八825 かうした苦心を重ねて︑佐吉 九123 兄は︑何でも理くつで考へる 今暁9 昔から︑川の流の急な所を︑
方でしたが︑弟は︑理くつよりも︑
じっさい

パナマ運河には︑これと同じ

がつしゆう

此の運河を作ることに成功し

進むに從ひて現れ來る奇

岩・怪石︑時に或は小さき瀧をかけ︑

十樹10図

たのは︑アメリカ合衆國でした︒

十伽10

幾段にも作ったのです︒

理くつの間門を︑大仕掛に︑しかも

十三2

下手と︑二箇所に作った水門です︒

いろくの形の滑走機を作つ 十悩10 關門といふのは︑川の上手と

實際の物を作るのが得意でした︒

て試験をしてみる中︑翌年の夏︑百

佐吉は︑夜通し考へた事を實 九126

しつばい

は木製の改造織機を作ったが︑實験

シゴト

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作
してみると失敗であった︒

米以上も空中を滑走することが出來

二人は︑苦心に苦心を重ねた

永禄十二年六月の霜夜︑勝久

これが︑そもく汽車といふ

或は深き岩穴を作る︒

ものを造らうとした最初で︑今から

十旧3

百数十年前の事であった︒

此の御苑は︑明治天皇御親
ら森の下道・下草まで何くれと御仰

子の街路樹がずらりと並んで︑涼し
貞童は︑豆の葉の柄で造った

え

さうなかげを作ってゐます︒

十631

さうして︑其の間に歌を作つ

轟かごに︑とんぼを入れた︒

て紙にした＼め︑

だから︑あそこへ運河を作ら
うといふことは︑何百年も前から考

十梱9

へられたことでした︒

からです︒

機を作ることが︑年豆の望であった

水面よりも︑ぐっと高いわけです︒

ら︑其の水面は︑海から屠る掘割の

粘土で汽車を造ったりして樂

ねんど

さうして︑よい汽車を造らう

きれいに作ったしば垣の内

しやうとく

それは︑聖徳太子が御父

先生は︑何とかして此のか

はいさうな子供たちのために︑便利

十一447

結晶であり︑

せられたもので︑實に太子御孝心の

君用金天皇を追慕し給ふ早りに作ら

十一308

の僧庵に︑折から夕日がさして︑

そうあん

十一167

として工夫に工夫を重ねた︒

雲容2

しんでみた︒

十旧8

汽車を造ったりして樂しんでみた︒

きな彼は︑暇さへあれば︑小さな水
ねんど
車を造って小川にかけたり︑粘土で

十337團そこに南洋廉があり︑椰 十旧7 しかし︑生まれつき機械の好

ありて︑自然のま＼に造らせ給ひ︑
ちやう

十68図

を築いて三度ときの聲を作った︒

を奉ずる尼子勢は出雲に入り︑一城

九糾8

えいろく

とに成功しました︒

あげく︑どうやら適當な物を作るこ

九132

ました︒

さいに作らせようと思って︑元日と

たとへ︑金銀にて作りた

る弓なりとも︑御命には代へがたし︒

八欄1図園

にしても︑みんな日本人の手で作ら

其の大きい物を作りさへすれば︑き

てまたう

も知らず飛込んだのであった︒

八883

ル仕事ヲ績ケマシ タ ︒

五車2 今度は︑千本の釣針を作って︑
お上げになりまし た ︒

六407 稻が刈られたので︑きのふ︑
さく
たんぼに柵を作って︑山羊の運動場
をこしらへてやったのでした︒

れた物が︑使はれてるるのかも知れ

パインアップル其の他の果物

ちやうど︑それがするくとはいる
ない︒

六517 さうして︑さっきの筒の中へ︑ 八佃8
くらみの大きさに作って︑それをの

ドイツのリ・エンタールも︑

もけい

彼は︑飛行機の模型を次から

次へと作って︑研究を進めました︒

九98

似た物を作りました︒

同じやうに鳥から思ひついて︑翼に

九8一

りづけにした︒

六563園僕が考へて作ったのです︒
六778 もう此の上は︑何でもかでも
攻落してしまへといふので︑賊は︑

大きなはしごを作り︑これを︑城の
前の谷に渡して橋にした︒

いても︑いろく考へましたが︑と

どういふ動力を附けるかにつ

妻らしい人がぼろをつゴつて居り︑

うく小さい岩子機雷を作って取上

九910

土間では︑七十近い老人がわらちを

けることに成功しました︒

七悩6 見れば︑うす暗い小窓の下で︑

作って居た︒

を作ったつばめが︑召電又同じ巣へ

す
八103 つまり︑今年逆馬の軒下で巣 九106 模型飛行機が飛ぶのですから︑ 十期6
つと人間も乗って飛べるに違ひあり
ません︒

九109

ラングレーは︑その合一生け

もどって來るといふのです︒

八119 何よりも︑あの家の軒下に作
つた古巣がなつかしいのでせう︒

んめいになって實物を作りましたが︑

ぶる愛つた仕組に作られなければな

だから︑パナマ運河は︑すこ

八236国 ロシヤ時代で思ひ出しまし

さていよく試験をしてみると︑う

らなかったのです︒

十五7

たが︑其の頃造られた大きな煙突が︑

まく行きません︒

しけん

埠頭の近くにそびえて居ます︒

作って︑きっと外注品を追彿って見

八812囹今に私はりっぱな國産品を 九1110 といふのは︑彼等もまた飛行 十悩3 陸上に作った湖のことですか
せる︒

つくろいいる一つける

1164

な機械を作りたいと思ひました︒

みた先生は︑此の鼓膜の代りに︑薄

十﹁窮5 其の檬子を注意深く眺めて
い鐵で圓板を作って︑それを電氣で

行ったものだとか言ったが︑

やはり人間の作ったものな
人智の開けなかった大昔に

のである︒

十二92
十二96
ず︑ごく手近にある石で斧や矢じり

は︑人はまだ金属を使ふことを知ら
を作り︑又︑獣の骨で針や釣針など

振動させたらどうかと考へました︒

特に必要ですから︑先づ土毫を作つ

十一734園 これは︑學問の研究には
を作ったのであった︒

又︑獣の骨で針や釣針など
時代が進むにつれて︑だん

さういふ石器になると︑ず

たる

十二863

る ︽ーイ︾

つ

みんな︑氣をつけなさい︒

正一君のおとうさんは︑せ つけなさ・る ﹇付﹈︵五︶2 つけなさ

︵上一︶1

つけ根

このころになると︑おたまじ

︽ーッ︾

彼は︑鹿介を好き相手とつけ

附ける

着ける

︽ーケ︒ーケ

つける・おさえつける・おつける・か

ける・うえつける・うけつける・うち

ル・ーケロ︾﹇▽いいつける・いためつ

ける

つ・ける ﹇付﹈︵下一︶64 ツケル つ

ねらった︒

九781

らふ

つけねら・う ﹇付狙﹈︵五︶1 つけね

ふくれて望ました︒

やくしは︑尾のつけ根の所が︑少し

五144

つけね ﹇付根﹈︵名︶1

から︑よく氣をつけなさいよ︒

五849園行ってもい﹂が︑あぶない

さうして︑出來たらいく 五286園

つせと樽を作ってみる︒

十二9010園

らでも作って届けて下さいって︒

出塁るだけ勉強して作ら
紀伊國へ行幸の御供をした

きいの

十二913園
うQ

十二992

﹇繕居﹈

なぜ額に八の字を作って

時︑赤人が作った歌である︒

十二備7園
みる︒

︽ーヰ︾

つくろい・いる
くろひみる

しやうじ

北條時頼の母︑松下暉尼︑

ほうでうときより

九205図

或日時頼を招待せんとて︑障子の
破れを手つからっくろひみたり︒
つくろ・う﹇繕﹈︵四・五︶2つくろふ
︽ーハ・1へ︾

きつける・かけつける・かたづける・

すべて物は破れたる時つ
くろへば︑しばらくはなほ用をなす

かういふ時代の人は︑︿略﹀︑ 九222図園

龍骨で作った釣針などで魚を取り︑

ききつける・きりつける・くくりつけ
銅及び青銅で利器を作った

ものぞと若き人に知らせんとて︑か

十ニー27

る・なぐりつける・なげつける・なづ

れにつけて・てりつける・とりつけ

つける・すえつける・すりつける・そ

又︑貝を拾って生活してみた︒

十三ー12

もないのがある︒

らうとしても︑ちよつと出馬さうに

みぶん精巧で︑今日これをまねて作

十ニー07

うになった︒

だん美しく磨いたものも作られるや

十ニー05

を作ったのであった︒

十二98

て︑それから一歩々々高く登り︑最
後の目的に達するやうになさい︒
い日かげを作ってみるにれの林や︑

十一789 四方に太い枝をたれて︑深
十一㎜⁝1此の丸太を短く切り︑細か
く砕き︑︿略V︑パルプといふ厚紙に
似たものに作るまでの工程が︑

十一樹10園 あ＼︑あれは僕の作った
曲だ︒

十一旧7囹 にいさんが天助望遠鏡を
作ったんだ︒

十一㎜3 日本刀は全艦を同一の鐵で
造るのではなく︑

十一㎜6 切るに必要な堅さを持つ百

時代を青銅器時代といひ︑鐵の利器

﹇付﹈←おいいつけ・おもうしつ

ねつける・はりつける・みつける・む

ける・にらみつける・はせつける︒は

つけ合ふ

る

すびつける・もうしつける・よせつけ

け・かいつけ・かきつけ︒のりづけ・

筏の上には︑板ぶき︑又は つけ ﹇漬﹈﹇▽しんつけ

やきつけ︒よこづけ

つけ

ろはぬと︑身のためにならぬぞ︒

コーデリヤ︑言方をつく

る・くっつける・しばりつける・すい

錬鍛造の鐵と︑折れないための柔か

を使ふやうになった時代を量器時代

十二椥3圏

くするなり︒

みを與へる鐵とを重ね合はせて造る

我が國へは︑アジヤ大陸か

と名づける︒

十二258

ら青銅器を作ることが傳へられ︑

十一一1210

のである︒

十一一65図 大神︑其の彫心の厚きを
賞して︑命のために牡大なる宮殿を
造らしめ給ふ︒

つけあ・う

一583オヂイサンバ︑モモノ中

タ︒

一407 山二︑小サイ木ヲ︑五ホ
ンウエマシタ︒コケモツケマシ
三

からだを
並んだすゴめ︑

︵五︶1

幾軒となく長屋のやうに建てられて

竹・アンペラなどで作った小屋が︑

羽のすゴめ︒

つけ合って︑

﹇付合﹈

の法に從ひ︑これによりて火を作る

十二了6図此の社にては︑今も太古

四911圏ぴったりと

︽ーッ︾

かういふ大きな筏が︑時に
十も十五も列を作って江心を下る︒

十二273

みる︒

といふ︒

狗の作ったものだとか︑雷の落して

ぐ

てん
十二810 かういふ石を昔の人は︑天

l165
つける一つける

カラウマレタトイフノデ︑モモ
タラウトナヲツケマシタ︒
おちいさんは︑この子に

早鳥といふ名をつけよう︒
四296
た︒

一621園 オコシニツケタモノハ︑ かぐやひめといふ名をつけまし
ナンデスカ︒

男に﹁こけ丸﹂といふ名をつ

一637園 オコシニツケタモノハ︑四帯1 雲太郎きゃうだいは︑その
ナンデスカ︒
しました︒
しんでん

ぎ

一662園 オコシニツケタモノハ︑ け︑しばらく家におくことに
ナンデスカ︒

ち

ソノ尾ヲ下シテ來テ︑サヲニ

木を並べ︑両はしに千木がつけてあ

さうして︑つけて居た荷物

六907

私は︑なるたけ︑此のかはい

らしいお二様を驚かさないやうに氣
をつけて︑お米を入れてやりました︒

さうして︑胸には︑うやく

くんしやう

六観2

しく勤章を着けた︒

昨日出たのは︑まだ皮を着け

て居ますが︑葉がずっと大きくなり

七433
ました︒

さいたまけん

それによると︑埼玉縣の或所
のだといふことがわかりました︒

で︑試みにしるしを附けて放したも

八67

生みます︒

の皮にきずをつけて︑其の中に卵を

阿里山の蕃人は心を動かされた︒

思ひくのあとをつけながら︑

んとなくやってみました︒

小鳥のやうに舞下り︑雪煙を立てて

八942

もうそれ以上高いねだんを附

停止する︒

ける人がないと︑其の品物は︑

八m2

﹁︿略﹀︒﹂と言った人の手にはいりま

す︒

ねだんを附けた人に責られることに

八丁5 つまり其の品物は︑ 一番高い

なるのです︒

どういふ動力を附けるかにつ

まく空中を滑走することが出來まし

た︒

九99

うく小さい蒸氣機關を作って取附

いても︑いろく考へましたが︑と

けることに成功しました︒

とうくこれが佛法僧といふ

どちらも星があまり大きくあ

名を附けられてしまひました︒

それを見るにつけ聞くにつけ︑ 九653
阿里山の蕃人は心を動かされた︒

八155

ら一思ひに飛んでみると︑意外にう

七946夏の末になると︑親蝉は︑木 九82 それを盟に着けて︑岡の上か

たりします︒

三493 アンマリ小サイノデ︑一寸 五91団 神殿は︑外宮と同じやうに︑ 七518困 九時には消燈ですから︑其
の前に日記をつけたり︑手紙を書い
お屋根をかやでふき︑むねにかつを
ボブシトイフ名ヲツケマシタ︒

べつのぐわようしを細長
ります︒

三634
く切って︑それをじぶんたちの
五262

評したが︑

五491園

さて萬壽は︑誰か母のうはさ 九伽2

りませんから︑よく氣を附けて見な

八419

いと︑はっきりしません︒

心を合はせて︑野や山を開い

をする者は無いかと氣をつけて居ま
五635

六月になると︑母馬につけて

したが︑十日たっても二十日たって

しうかいだう

背戸のみぞ端に︑秋海巣がか

旅客機といふものは︑自動車

けたものと思へばよい︒

を細長くして︑それに大きな翼を附

九備8

はいらしい淡紅色の花をつける︒

九伽5

ました︒

近くの牧場へ放牧にやることになり

九佃3

て田や白田にしたり︑道をつけたり︑

ちやうど今︑番人がランプに

も︑母の名を言ふ者はありません︒

それは︑つい今しがた︑番人
が火をつけるために手を燭れたから

八696

火をつけたばかりのところでした︒

八687

川に橋をかけたりなさいました︒

品までいひあてました︒

その上︑つけて居た荷物の

だを引いて︑さばくの中を通って居

五473園私どもは︑萎をつけたらく 八155 それを見るにつけ聞くにつけ︑

は︑変でせう︒

五447園

マセテ︑ヲドリ上りマス︒

ツケルカト思フト︑マ豪腹ヲフクラ

あたまにA口ふやうに︑わに
二人は︑めんをつけてみ

作って︑めんにつけました︒
ました︒

三635
三図4 長いひもをつけて︑くび

へかけますと︑舟はおなかの
へんにか＼ってゐます︒

三707園 大きなすゴをねこの
首につけておいて︑その音が
きこえたら︑にげることにして
はどうでせう︒

三717園それもよいが︑だれが︑
そのすゴをつけに行くのか︒

で待ちかまへて居た悪者どもは︑一

三976 サウシテ︑自動車ノウシロ 六367 かねてから︑此の野原を園ん

ニツケテアッタ︑別ノ車ヲ

度に︑草に火をつけました︒

すると︑正成は︑いつの間に

持ッテ來テ︑トリツケマシタ︒

六785

です︒

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といって︑くすり

用意して置いたものか︑たくさんの

三蓋⁝3

で洗ったり︑くすりをつけたり

綜におもりを附け︑それをつ
るして︑彼は同じやうなことを何べ

八718
て︑橋の上に投げさせた︒

たいまつを出して︑これに火をつけ

鳥のやうに早いから︑

して下さいました︒

四117圏

つける一つたえる

1166

くし

れないのだと思った︒

しては︑いくら感謝しても感謝しき
十二948園

十298国鳥の羽でかざった櫛をさし
た男︑大きな腰みのを着けた女︑全

今日はお参りなので︑皇

く原始的な風俗です︒

垂の鐘の音を追ひながら︑
ざうり

つたふ

傳

しば訓
芝生を傳ひ木の下道を傳ひ︑

顔を七って流れ落ちる︒

池のほとりをたどりながら︑数時間

十二梱5

しばふ
芝生を傳ひ木の下道を傳ひ︑

歩いても公園の端を見ないことがあ

る︒

十二梱6

フ・1へ︾

十902図瞬

営みことのり傳

彼かしこみて謝しまつる︒

たひらのしげもり

ふれば︑

御恵深き大君の

乃木大將はおごそかに︑

村はつれの辻堂の縁に︑僕た つた・う ﹇伝﹈︵下二︶4 傳ふ ︽一

﹇辻堂﹈︵名︶1 辻堂
えん

﹇伝﹈︵四・五︶10

ちが待ってるると︑

八911

都合

武士が十二人︑槍持・草履

﹇都合﹈︵副︶1

九㎜7圏

つこう

后陛下から賜はつた義足をつけたが︑
つじ

取︑其の外都合三十人︒

十552 かうして︑自分の田のすべて
これで土を躇むのは︑ほんたうにも
つじどう

﹇▽よつつじ

の稻むらに火をつけてしまふと︑松
つたいない︒
十二慣⁝3

かうき口ひながら︑彼は其の

明を捨てた︒

十価5園 必ず︑氣をつけます︒

身に着けてみる鹿の皮を取って︑そ
つた・う

︽ーツ・ーヒ・ーフ︾

ふ

ぶらんこをして居るのもあり

十二508図園

十旧4図平重盛の献ずる所と傳ふ︒

十二個11

︽一

鎌倉殿に傳へられよ︒

ました︑金あみをつたって︑追つか

がら︑萬代に傳ふべき名も立てずし

そこで︑大阪の港に集って來 十二㎜4 いやしくも男子と生まれな
る船の積荷は︑小船で川や堀を傳つ

て空しく死すべきであらうか︒

八648図

八悩7

山を分け︑川を傳ひながら上

得る

︽ーエル︾

これこそは︑我が道を傳へ

得るたゴ一人の弟子だと︑孔子はか

十二307

ねてから深く信頼してみた︒

︽1へ・ーヘル︾﹇▽いいつたえる・おつ

賊は其の勢七萬齢︑岩角を つた・える ﹇伝﹈︵下一︶13 傳へる

ると︑残雪がだんく深くなる︒
傳ひ︑かづらに取りつき︑未明に乗

さうして︑こんな事もあっ

此の次の村會の時に︑あな

脚下には︑谷川の水が石をか

んで︑しきりにさわやかな響を静か

十436

てもらふやうにしませう︒

たのお心持を十分に傳へて︑相談し

七価8囹

たと︑世の中に傳へてもらひたい︒

七343園

たえさせる・ききづたえる
﹁︿略﹀︒﹂と指さす彼方︑真直

﹁ボーン﹂といふかすかな

音が︑電線を傳って先生の機械に響

十一486

上から下へと走ってみる︒

な杉の木立を傳ふやうに︑白い物が

三更4

じて一の木戸にせまり來る︒

十151図

つたえ・える ﹇伝得﹈︵下一︶1 傳へ

大將源義心思ふやう︑ つたえ ﹇▽いいったえ

みなもとのよしっね

て大阪の言々に上げられます︒

七653

けつこをして居るのもありました︒

五381

しよくくわう

これを燭光であらはすと︑

ものになる︒
︽一

﹁︿略﹀︒﹂とて︑ひそかに三千齢騎を

つける

其の数は三の次に零を二十七つけた

十二欄11

ヒトラー青少年團がねり歩く︒

何にもきりつとした揃ひの服装で︑

かぎ十字の腕章を附け︑如

れを地上に敷いた︒

十佃4 もりに附けた綱は︑ぐんく
のびて行く︒

十惚2 さて︑此の湖へ︑恵方の海か
くし
ら掘割をつけて︑ちやうど黒子の串
ざし

刺のやうに︑運河を通さうといふの

ですが︑

をつけて︑鏡を見ながら︑自分の鼻

ゑ
十一231 源氏は筆の先に赤い糟の具
﹇浸﹈︵下一︶2

引連れ︑後より山を傳ひて︑ひよど

ケル・⁝ケレ︾

つ・ける

五鵬9圏此の一つは︑しほみつ玉と

白い花．の房をつけたアカシ

をいたづらに赤くぬって見せた︒

申して︑これを水につけると︑たち

十一773

やの並木路を︑叔父はステッキを思

まち海水が満ちて來て︑一面の大水

告げる

り越に出づ︒

ひ切り振って行く︒

十一875 もうくたる濃霧にとざさ

となります︒

して︑これを水につければ︑どんな

五旧2闘今一つは︑しほひる玉と申

れて︑網の綱の端に附けた目じるし
のランプも︑光がぼんやりと見える︒

す︒

ゲ︾

つ・げる

鹿子は主君に志を告げ︑許を
しやうがい

七難八苦の生涯は︑三十四

きました︒

今しがた三時を告げた時計 十一酩1 帽子の下から湧出る汗が︑

歳で終を告げた︒

九917

こうてわざと捕はれの身となった︒

九897

﹇告﹈︵下一︶3

大水でも︑たちまち引．いてしまひま

十一繊6 赤い境内に植込まれた木々
は︑内地で見られぬ新鮮な緑を着け
氣を つ け ろ よ ︒

て打ちそよいでみる︒
十一⁝田1圏

十一慨1 道端には︑笹が珍しく花を
つけてみた︒
ひでよし

十二611圏 それこそ氣を附けました︒

十二704 秀吉がこ＼に目を着けて城
を築き︑

十二9311 此の記章を附けた人々に封 十一772

l167
つたない一つち

いちご

なあたりに傳へる ︒
しょうよう

死についた船長久田佐助の高潔な心

かうけつ

十768 四十歳を一期として︑從容
事は︑忽ち世に傳へられ︑日本五二

つち

オヂイサンガ︑ソコヲ

です︒

董がうす赤で︑黄色い葉が重

おかあさんが︑冬こやしをか

油蝉の子は土の中に住んで居

前足が丈夫ですから︑けらや︑

此の小轟が︑やがて木を下り

土の中へもぐってから七年目

に︑やっと長い地下の生活が終るの

七958

ぐりこんでしまひます︒

て︑何時の間にか︑柔い土の中にも

七952

ぐつて行きます︒

もぐらのやうに︑土の中を自由にも

七934

ます︒

七933

少し砂をまぜて鉢に入れ︑

けて仕立てておいて下さった土に︑

七462

まだ土から噴きらないで居ます︒

なったま＼下を向いて︑其の先は︑

土 地3 七418

つち

ツチ

ワタクシバ︑ツチヤイシ

﹇土﹈︵名︶34

一39一

くろいつち

で︑萬世までも傳へようとした古人
の心を︑我々は讃むことが出來る︒
﹇拙﹈︵形︶2

ハコニツチヲイレマシタ︒

ハコビマシタ︒

一393

ニイサンバ︑ツチデ︑タカ

二854

イトコロヲツクリマシタ︒

一397

ヲ

つたない

つたな・い

お盆に白い雪を盛って︑つ

︽ーイ・ーク︾

たなくとも私の歌をそへまして︑献

十柵2園
上致したいと存じてをりましたのに︒

の人人をして涙をしぼらせた︒

き姿を其のま＼に今日に傳へて︑最

十一317 法隆寺が約一千三百年の古

十擢6園今さら︑どうして私のつた
ない歌をお目にかけることが出來ま

古最美の木造建築を世界に誇り得る
きせき
のは︑全く一つの奇蹟であって︑

ソットアゲ

ホッテミマスト︑土ノ中カラ︑
オカネヤタカラモノガ︑タクサ

た︒

て行くからすきのあとに︑掘返され

くつだらうと思はれるのに︑外國に

七251

は︑十何年も土の中にもぐつて居る

又旅客飛行機で朝立てば︑

た新しい土が︑暖い日光に照らされ

ります︒

ました︒

八566

ぱさくした赤っぽい土で

すれくにかすめて︑鼻先なる土に

九187図矢はあやまたず狐の頭上を

騎兵が土をけって走るのを見

すが︑高梁と大豆はゆたかにみの

かうりやう

八267囲

す︒

翌朝にはもう東京の土がふめるので

夕方には大阪へ︑それから汽車で︑

八228囲

蝉があるといふことです︒

かうして︑田の土は︑だん
くこまかく耕されて行く︒

七255

と︑田に水がなみなみと張られる︒

土が掘返され︑くれ打がすむ

る︒

方士な牛が︑いうくと引い 七柵1 ところで︑此の六年さへたい

だと言って︑田の土で園をこしらへ

弟は︑いなごを飼って置くの

タラ︑外ハ︑ソヨソヨ春ノ風︒

テ︑ツクシノバウヤガノゾイ

ドテノ土

ン出マシタ︒

せう︒

つたはる

つたわ・る

二佃1翻

﹇伝﹈︵四・五︶5

しになったかは︑夢に金人が現れて

十一341 其の如何に深く思をおこら
傳ハル

︽ーッ・ーリ︾

太子にさ＼やき奉ったと傳へられて

クモニハ︑ソレガ︑スグワカ

マシタガ︑ヤガテ︑ソレヲ親筆ツテ

ヲ引ツパツタリ︑動カシタリシテ居

ルモノト見エテ︑シキリニ︑コノ綜

五789

うはさがったはりました︒

傳はる

みるのでもわかる ︒

六247

十一493 ﹁もの言ふおもちゃ﹂は︑

四価3 なんせんして︑鬼が島へ
流れついたれふしが︑鬼を一ぴ
き連れてかへって來たといふ

遂に電線によって︑かすかながらも
音を傳へたのです ︒

十一観9 すると︑部隊長機から追つ
かけるやうに︑機上無線電話による
命令が傳へられた ︒
かねみつ

向カブへ渡り始メマシタ︒

十一湖6 波およぎ兼光といふ刀は︑

八395

其の作品は︑ひとり我が國

な刀を送ってよこしました︒

︿略﹀木曾の家に傳はつて居た大切

義仲からはすぐ返事があって︑ 七252

切られた人が其のま＼しばらくおよ
我が國へは︑アジヤ大陸か

いでから首が落ちたと傳へられる︒
十重ー211

ら青銅器を作ることが傳へられ︑

十522図

掘返した土のかたまりの間には︑も

十ニー61 古墳などから出る古代の遺

にもてはやさる㌦のみならず︑遠く

うひたひたと水がた＼へられて居る︒

こ＼の田も︑あそこの田も︑
西洋諸國に傳はりて︑名工のほまれ

七273

物も尊い材料となるのであるから︑

甚だ高し︒
やまとたけるのみこと

私たちはどこまでもこれを大切に保
かきのもとのひとまろ

護し︑後世に傳へなければならない︒

程︑行儀よく並べて︑其の上に土を

神武天皇や日本武尊の 七404 箱に土を入れ︑よい種を二十
御事蹟︑其の他古代のすべての事が

じせき

山部赤人の作も︑また萬葉集によつ

やまべの

十一一981 有名な歌人︑柿本人麿や︑ 十一678

其の上に土をふりかけました︒

ふりかけました︒

七405

古事記にのせられて︑今日に傳はつ
てるる︒

て傳へられてるる ︒

十二佃1 ﹁萬葉﹂とは﹁馬事﹂の意

つち一つつ

1168

ぶすと突立ち︑狐は其の場に倒れた

十二悩9

皆たまらなくなつかしい︒

つち

天と 地 と は に 幸 あ り ︒

の直穿なかった目には︑

る︒

九欄10
しば

つち

きりや︑ねぢ廻しや︑ピン

つち

ち岱めたりすることが出遷る︒

二つの筒を︑のばしたり︑

ちゴめたり︑かげんして居るうちに︑

六533

見給へ︑筒はボール紙だ

はっきりした︒

十一悩8園

つ﹂

馬をはげましつ︑︑なだれ

︵接助︶28

らう︒

つつ

八674図

御詠歌を唱へつ㌧下り來る

ごえいか

片端からボートに分乗せしめた︒

一志に引退新京に迫りつ㌧あ

に會ふ︒

十㎜6図

る︒

十柵8

をみかんなく映獲せしめつ㌧︑

＋︻36幽それぐのいみじき色彩

ちやつみをとめ

天地に新緑の香を満ちたゴよはしめ

る︒

土人に親しみつ〜︑其の

あわてふためきつ︑船に乗 十一3610圃 茶摘少女の手先を祝福し
きばう
つ㌧︑ 限りなき希望と榮光を田園

の如く下るさま︑

八678図

に投ずる︒

かすみ立つ長き春日を子 十一954図

新潟縣が近寄りつ㌧ある︒

りて︑
にひがた

八鵬7

九226図韻
つち

歩いてゐます︒

あんぴ

多言にて白首みつ〜︑或

語る所を聞けば︑

十一974図

十一槻8

かへし

漁夫をはげましつ〜白洲

下關海峡西口に託りて明

滅する燈光を望みつ㌧︑かの助左衛

十一一冊10図

に向かふ︒

十二桝6図

てのみ︑ベニスは陸と青いてるる︒

十一一㎜10 今渡りつ〜ある長橋によつ

し人をしのびつ〜︒

つのをだまきくりかへし︑

十二481図團若宮堂の舞の袖︑し

ば︑

思ひつ〜︑人々の群にまじりて行け

十二42図参詣にはよき日なりなど

飛んでみる︒

えんご
我々爆撃部隊を掩護しつ︑

流を右にし午下にしつ㌧進

は抱き或はふところを探る︒

この里に遊ぶ春日はくれずともよし

九228図圃

つ

供らと手まりつきつ㌧この厳くらし

の遠く響くを聞く︒

﹇土遊﹈︵名︶1

たい

神戸身にせまるをおぼえ
﹁︿略﹀︒﹂と叫びつ︑︑手工

づ㌧︑静かに歩みを移せば︑
十504図

り次第に物を運びて︑

胸ををどらせつ︑︑やをら
血走る眼に見つめつ〜︑窯
東海丸はしきりに汽笛を鳴ら

わめき叫ぶ船客をなだめつ㌧︑

十﹁矧7

むのだ︒

學校の道すがら︑

つ㌧行く此の家の庭︑
れん
静かに借間を閉ぢつ㌧︑聯
九価3図

九柵6図圃

見

子供らと手まりつきつ〜

十糊3図時に︑大工の振るふ槌の音

梯子や︑其の外何でも頭にのせて費

女たちが︑柴や︑すりこ木や︑槌や︑
はしご

四條通を歩いてみると︑大原

道旦ハも︑同じ墓の上に横たはってる

セットや︑小さな槌や︑さまぐの

九249

うちでのこづち・きつち︒ひとつち

つち

つち
﹇槌﹈︵名︶3 槌←あいつち・

此の三四箇月土を見ること

り︒

九701 やはらかい黒い土が︑むく
く盛上ったと思ふと︑四方へくつ
れる︒

い土の色などを見ると︑なるほど朝

九欄3垣根にかけた白い干し物︑赤
鮮だなといふ感じがする︒

十一624図圃 大神のみことのま㌦に︑
神の御子︑代々のみかどの しろ
あめ

しめす我が日の本は︑ 神と人和ら
ぎむつび︑

十二221 かうした楊柳の陰に︑農夫
はさ＼やかな土の家を構へる︒

何時の間にか向かふ側に行

十二949囹 今日はお参りなので︑皇
十二悩1

つちあそび

土遊び

后陛下から賜はつた義足をつけたが︑

つた弟は︑土遊びに題画がない︒

これで土を躇む．のは︑ほんたうにも
つたいない︒

十二㎜5 庭におり立つた私は︑荒な

ふち

名︺！

隊長・將兵の安否を次次に尋ね︑

筒εささげつつ

一日︑上萬土御門藤子は︑

じゃうらふ

はで枝を釣った松の根もとに︑そつ

十一一伽1

つちみかどふじこ ﹇土御門藤子﹈︹人
ふち
土御門藤子

と顔を出してみる黒い土を見つけた︒

十22図
﹇筒﹈︵名︶5

これで︑一本の筒が出塁上つ

十509図

十729

し︑警戒しつ〜進行を績けた︒

十714

より皿を取出しみたる彼は︑

十512図

さうして︑さっきの筒の中へ︑ 窯を開かんとすれば︑

かうして出置た二本の筒は︑
うまくくひ合って︑長くのばしたり︑

六523

りづけにしたQ

くらみの大きさに作って︑それをの

ちやうど︑それがするくとはいる

六516

た︒

六513

つつ

上った︒

宮の御文を奉持して︑東海道を西へ

握ってみた︒

十二欄6 私は︑其の土をしっかりと
十二欄7 さうして︑此の一握りの土
に︑ほのかな春の香を感ずるやうに
さへ思った︒

十二撹6 桑畠の雪も大分へつて︑あ
ちらこちらに黒ずんだ畠の土があら
はに出てみる︒

い土︑草の芽の緑︑此の三四箇月土

十二悩9 澄んだ水の色︑川べりの黒
を見ることの出來なかった目には︑

1169
つつおと一つつく

門の昔を思へば︑

せつ㌧ある︒

十二柵3 官軍は今や潮の如く東へ寄

つ︑長らへ居り候も残念に候ま＼︑
つも
つ＼音 砲
﹇筒音﹈︵名︶2

十二棚4囲国 私事も當家滅亡を見

音

おと

つつおと

つトおと

八穐5図囲 とゴろくつ〜音︑ 飛來
る弾丸︒

らめき立てり︑日の御隠︒

︵五︶一

ツ・

十932図圃 砲音絶えし砲墓に︑ ひ

﹇突回﹈

■Vてつづき・ひとつづき

︽ーッ︾

つつきまわ・る

つづき

キマハル

ヲッ・キマハッテ︑ピョコリト

三583サウシテ︑針ノ刀デ目玉

つづく・さきつづく・ならびつづく・

ヒロイ︑ヒロイ

ソノ

つづ

ウミ

ツヅクタンボノ

ニー6團タンボノツヅク村

ひきつづく・ふりつづく
ダッタ︒

二21圃
サキハ︑
ダッタ︒

三52圃五だんのなはも︑
いてとんだ︒

五954園

天皇の御恩は︑天地の着く

味方は︑後から後からと績い

かぎり︑いつまでもさかえるぞ︒

命からがら逃出した者も︑し

六599
た︒

六燭8

ばらくは︑績いて起る鯨震に驚いて︑

ちょくゆ

私も雪子さんも︑謂いて下り

た〜﹁︿略﹀︒﹂と言ふばかり︒

七103
ました︒

方にひろがって︑どこまでつ窟

奉讃して後︑班長殿から︑明日の

はんちやうどの

四52大きなしげった枝は︑四 七512団 績いて︑みんなで勅諭を
事について注意を受けます︒
ぱうはてい

大阪港は︑防波堤が遠く績き︑

七975

人々は︑互にハンケチや帽子

績いて足が出て來ます︒

みます︒

空く
かうして︑阿里山蕃だけは︑

﹁︿略﹀︒﹂とて︑眞先にかけ進めば︑

いたる所に椰子の木立がある︑

三千齢騎も難いて下る︒
や し

八伽3

並木が書く︒

八齪1右の窓に︑春の雪をいたゴい

あかぎ
て遠くすそを引くのは︑赤城山であ
はるな
り︑左の窓に績くのは︑榛名其の他

なほ︑やみのトンネルは績い

の山山である︒

八塀4

暖な春の日が一日か二日も績

て居る︒

九27

くと見れば︑櫻といふ櫻は︑ほとん

港から後方の高地へかけて︑

ど残らず咲きつくして︑野も花︑山

も花︒

市街は碁盤の目のやうに績いてるま

ごばん

九509国

すから︑いたる所︑町は急な坂にな

つてゐます︒

した︒

九555国軍の沙漠は翌日まで績きま

自動車は︑川瀬のやうに績

いて走ってゐます︒

九571国

果なき町︑なるほどアメリカ合衆國

九623国封岸のうすもやの中に重く

八153

どこまでも

を腕の績く限り振って︑別れを惜し

七難3

船が横附けにされます︒

港内の岸壁には︑一萬五千トンの大

七714

いてるるのか︑見きはめもつ
つgいて二

とんくか

一反︑

かないやうになりました︒
朝に

日には八反︑

四535圃

反︑
らり︒

四887私ガ︑大キナ聲デ︑﹁︿略﹀︒﹂

トイフト︑オトウサンモツぐイ

鋼重ンヘトビ下りマシタ︒
つつ・く﹇突﹈︵五︶3ツツクツ・

テ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒
ぎやうれつ

つ﹂く

︽ーイ・ーキ︾

ク

いて行きました︒

一694 キジ ハ︑スバヤクトビマ
五
1
1
5
ま
る
で
︑
あ
り
の
行
列
の
や
う
八
23圃青空は
よQ
ハッチ︑オニノ目ヲツツキマシ
に︑後から後から︑ぞろぞろとつ球
タ︒

しばらく奪取の事も止んで平和が績

田園のつ写く限りは︑

さはへ

ならやくぬぎを交へた松林が︑

見渡す限り水田が暴いて︑

青々とした稻が勢よくのびてみる︒

九字3

どこまでも績く︒

九佃5

植ゑわたす 早苗のみどり︒

九732図圃

何ともいへない外観です︒

の表門といはれるだけあって︑實に

いたが︑外の部落では︑毎年祭があ
る度に首を取って供へて居た︒

大根や菜種の葉の緑が︑生き
績いて歩兵が近づいて來まし

佐原十郎義連進み出で︑

さはらのじふらうよしっら

八673図

た︒

八528

くと畠に績いてるる︒

八502

く︒

遠くの方には︑山がうねく 八302圏 小僧さんの自韓車が後に績
私がさばくを歩いて居ます

美しい畠や︑田や︑静かな村
が績いて居ました︒

五718

のに︑人の足あとが見えません︒

と︑らくだの足あとがつ思いで居る

五499囹

とつごいてるました︒

五311

三572 一寸ボブシバ︑オニノオ 五306向かふを見渡すと︑ひろぐ
ナカノ中ヲ︑アチラコチラト
とたんぼがつ球いて︑あちこちに︑
カケマハッテ︑針ノ刀デ︑チク
家や森が見えました︒
リチクリトツ・キマシタ︒

ツヅク

あの木の梢をつ︑いてるた隣のを

十二776囲 かさこそと︑ 竹ざをで

﹇続﹈︵四 ︒ 五 ︶ 7 8

ぢさんは︑今みな い ︒
つづ︒く

ツ︑︑ク つづく つゴく績く︽一
イ ・ ー キ ︒ ー ク ︾ ﹇▽うちつづく・うねり

つつく一つづける

l170

九帽4 これが横濱かなと思ふ間もな
みぎは

く︑もう前には小山が肯いてみる︒

九欄6 長い汀が︑まるでかんなで面
をかざき

を取ったやうにきれいに績く︒

九腸9 岡崎を過ぎてから︑廣い平野
が績いた︒

九掴9 長い滑走の後離陸すると︑や
い せ
がて方向がきまって︑左に伊勢湾が

我は急に其の前路をさへ

く拝せられる︒

十一578図
ぎりて攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多
くちく
大の損害を受け︑績いて我が騙逐隊
より二回の水雷攻撃を受けて︑

そこから見下す針葉樹林の

海は︑たゴ黙々として訳なく績き︑

十一818

である︒

﹁しらかば﹂や﹁な＼かま

十二835 ﹁ダーン︑ダーン︒﹂といふ

ばつくと火柱が立つたと思ふと︑

誤射音に論いて︑敵戦車の機關部に

績いた︒

殆ど天まで績いてるるのを船窓から

職車群の猛進におくれじと︑

若しあれが佛の御言葉であ

こげつ

やがて長州征伐の大事が起

中佐すでに第二揮を左手に︑

とびつづける・なきつづける・ならし

あるきつづける・かんがえつづける・

績ケル 績ける ︽ーケ・ーケル︾﹇▽

つづ・ける ﹇続﹈︵下︸︶10 つづける

けたり︒

少しもひるむ主なく︑なほ奮戦を績

ふんせん

更に第三揮を腹部に受けたれども︑

九鵬2図

ケ︾

つづ・く ﹇続﹈︵下二︶1 績く ︽一

崩御ましくた︒

ほうぎょ

て杖柱とも頼み給ふ御兄孝明天皇が

つて︑家茂は其の陣中に莞じ︑績い

十二珊2

てのみ︑ベニスは陸と浮いてみる︒

十二㎜⁝10 今渡りつ＼ある長橋によつ

てはならない︒

れば︑其の後に何か浮く言葉がなく

十二鵬1

自動車群が黒く︒

すばやく歩兵・砲兵・工兵の乗移る

十二851

すぐ火えんを上げ始める︒

十一鵬9困見渡す限り濁った水が︑

岸に績く倉庫・洋館の列︑

見ました︒

十一㎜5囲

右の地平線上︑はるかに

野南の山が半日以上も績いて見えた

十﹇襯2囲

寄港しました︒

途中一度︑セイロン島のコロンボに

それから十日間も績いたのですが︑

十一8811 かうした作業が五時間も績
のも︑私たちには大きな慰でした︒
まんさい
萬尾に近い漁獲に船は漏載
十﹇幽5囲 波に明け波に暮れる日が︑
十一棚10

いて︑

九価8 山地は︑なほしばらく績いた︒

はるかに驚く︒

九欄5 田圃の間に︑平出の道路が縦
ど﹂の並木が美しく績いてるる︒

十一励5囲長い橋を渡って︑アカシ

に横に響く︒

十一佃6夜︑此の雲の績く果に︑半

やの並木の績く道を行くと︑やがて

しばふ

十49図 やがて木立遠ざかりて︑緑

月の淡くか＼るなどは︑殊にさうし

友人も混いてはいった︒

の芝生遠く無く績き︑道いとはるか

十一鵬4

又沙漠の一端に來ます︒

天候悪攣の兆といはれる雲

職翻機の活動は︑なほ績い
石器時代はずるぶん長く績

鐵器時代といへば︑かうし
時代まで導いてみるわけで︑從って

つづける・はしりつづける・はたらき

つづける・まちつづける

北海・中海・南海と績く池

は︑あたかも地上に鏡でもはめ込ん

早くつづけないと︑太郎

三127圏

クモハ︑コノ上ヲイソガシ

サウニ行ツタリ來タリシテ︑スヲ作

五802

さんのまけですよ︒
十が績いて下ったからとて︑少しも

だから︑こんな筏の十や二
じゃまになるわけではない︒

十二2710

だかと思はせる︒

十一一1711

其の遺物は殆ど無罪といへる︒

た古い時代から︑實に今日の我々の

十ニー35

いた︒

十ニー110

てるる︒

十﹁鵬7

二揮︑誓いて第三︑第四・⁝︒

一二︑

﹁それつ︒﹂とばかり︑

た感じを深くします︒

十一佃10

で︑それが龍のやうに長く績く場合

霧の間に﹁さうしかんば﹂

は︑殆ど雨の近いこと受合だといひ
ます︒

十一捌11

左端の穗盲虻に績いて︑槍岳

馬の背のやうに︑峯傳ひの

曲折した道は︑かなり長く

十﹇囑9

なる彼方に︑濯物殿を望む︒

十433 左右から枝を交へた櫻や楓の
トンネルが︑しばらくは績く︒

も︑若者の後を追ふやうにかけ出し

十561 績いて︑老人も︑女も︑子供
た︒

眼界が急に開けて︑山腹の

の林が穿く︒

十一齪5

斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が波

みたら︑自由自在に船も通れるでせ

十捌6 若しあそこが少しでも切れて

のやうに旨いて見えた︒

それから先は︑尾根傳ひに︑

うが︑如何に細いにしてもそれが績

十一麗1

道が綾いてるた︒

十一梛11

うに突立ってるる︒

が︑それこそ天を突く槍の穂先のや

十﹇鵬4

なだらかな道が績いた︒

十︻溜7

いてるたのでは︑

言笑5 幅が底の所で九十米︑爾岸に
は絶壁がそばだち︑其の長さが十五
粁も績くすばらしい大工事です︒
十伽4 ただ一直線に掘割が黒いて︑
ぎょゑん

其の果に大西洋が現れて來るのです︒
しばふ

十一了9 京都御所の御苑に入ると︑
ししんでん

門をへだてて︑檜皮葺の紫震殿が尊

ひはだぶき

松青く芝生遠く績く彼方︑正面建禮

1171
つっこむ一つつむ

シゴト

十35図

つ︑しみて︑御在世中の大

ル仕事ヲ績ケマシタ︒

と

こしへに民安かれと祈るなるわが世

御歌・御歌をしのびまつれば︑

を油けるせみか︑途中で死んで二つ

八107 たズあの小さい腔で長い旅行

並木の日かげに︑大きい包を

頭の上にのせた女が︑休んで汗をふ

富川3
いてるる︒

堤

つつみ

﹇堤﹈︵名︶1

を守れ伊勢の大神
九29

せ

十二柵5園謹んで佛の御言葉を承り

學校の運動場も︑神社・寺院の境内

い

て來ないつばめも︑かなり多いとい
ませう︒

けいだい

ふことです︒

十二川7園私は謹んで申し上げます︒

濃

みんなで︑つ球みの

﹇鼓﹈︵名︶1

も︑一時に花で埋まる︒

つづみ

四383圃園

つづみ

は︑

春のかすみに

包まれて︒

四備3覆いつの間にやら天人

む︽ーマ・ーミ・iム・ーン︾

つつ・む﹇包﹈︵四・五︶19つ＼む包

うちくらだ︒

つゴみ←はら

庭も︑軒端も︑川端の堤も︑

かな眠を績けてるるのであらう︒

九334 千年百人の乗員は︑なほ安ら

︽ール︾

さを張が︑満身の力をこめて

九487国 あれからなほ航海を欲けて︑ つつぱ・る ﹇突張﹈︵五︶1 突張る

五日目の五月二十一日︑サンフラン
八伽2

つ＼まし

姿を見せて︑

ふと見れば︑道のほとり

﹇慎﹈︵形︶1

さをを突張る︒

シスコに着きましたQ
十714 東海丸はしきりに汽笛を鳴ら
つつま・し
︽ーシキ︾

し︑警戒しつ＼進行を寒けた︒
十個8 スチーブンソンは︑其の後な
九741図圃

つ︑ましき

ほ研究を績けて︑一時間五十粁も走
り

に︑

漕出す船︑

る

る汽車を造り上げることに成功した︒
き瑠璃の

も帆も︑金色の光に包まれる︒

船は見るく遠く︑人
五十雨は黄色なきれに包み︑

やがて︑あたりはやみに包ま

ンが︑

九塒9

小熊座と北斗七星との間に尾

を入れて︑小熊座を包むやうに︑の

りよう

ろくと曲りくねって連なる十ばか

しめやかに︑夜の霧ち

りの星を龍座といひますが︑

十81図圏

またをつ〜み︑立ち並ぶ家々︑燈

つま先上りの廣い道をたどり

語うるむ︒

ながら進む前には︑こんもりと茂つ

十385

た山が見上げる程迫って︑其の頂は

窪むらの火は︑風にあふられ

霧に包まれてるる︒

て又もえ上り︑夕やみに包まれたあ

十597

たりを明かるくした︒

全山花の雲に包まれたる

吉野山の光景︑まのあたり見るが如

十一14図

し︒

三條の大橋が朝もやに包ま

れ︑其の単寧珠の一つく薄れて行

ぎぼうしゅ

十一119

く彼方には︑川沿ひの柳が夢のやう

に煙って見える︒

く︒

春は島山かすみに包まれ

方にはいろくあるが︑柔かい鐵を

十一鵬8

此の異なる二つの鐵の重ね

火に包まれた敵機が直下に落ちて行

十一四10 忽ち黒煙を吐くと見る間に︑

目ざむるばかり鮮かなり︒

て眠るが如く︑夏は山海皆緑にして

十一527図

細長き内海を瀬戸内海といふ︒

おばあさんは︑疲れないやう 十一519図工の四海峡に包まれたる

東の空が明かるくなると︑今
まで軍港のやみに包まれてるた軍艦

九327

に包んで上げられました︒

にと︑焼いたするめや氷砂糖を︑紙

八605

れて行く︒

八514

黒雨は小さな袋に入れてあります︒

七佃5園

こんじき

七28圏やがて︑かけ聲勇ましく

十一496 血の出るやうな苦心が︑又

のは露草の花︒

い

我等は此の歌を聲高くよんで︑

咲くも

寒けられました︒

色あざやかに︑

十一744 宣長は眞淵の志を受けつぎ︑ つつまし・い ﹇慎﹈︵形︶2 つ＼まし

三十五年の間努力に努力を剥げて︑

十柵3

︽ーイ・ーク︾

遂に古事記の研究を大成した︒

其の何ともいへぬ︑ほがらかな︑

えんご

十二817 我が自動車部隊では︑砲兵

恭しくぬかづけば︑

﹇包﹈︵名︶2

の壮大な姿が︑だんくにあらはれ

九614國川といふよりは海峡といつ

み

バ︑

イースト川とに包まれたマンハッタ

た方がよい程大きな︑ハドソン川と

ト︑オバアサン

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑オ受取リニ

スル

ナリマシタ︒

渡シ

て來る︒

包Oひとつつ

心もつ︑ましく︑さて拝所に立って

十一102

る︒

つ︑ましい心を味はひたいものであ

のもとに︑歩兵・工兵が散開して前
ツツコム

二百三十二段の石階を上る

がすでに放列を布き︑其の掩護射撃

﹇突込 ﹈ ︵ 五 ︶ 一

進を績けてるる︒
つつこ・む
︽ーン︾

︽ーミ・ーン︾

四493私ガ︑オハギノ包ヲオ

六202園 ソレヲ︑砂ノ中ヘツツコン つつみ
デゴラン︒
謹む

つつし・む﹇慎﹈︵四・五︶4つつしむ
つ＼しむ

でお受けになりま し た ︒

五961 に＼ぎのみことは︑つつしん

つづら一つなぐ

1172

もとをりのりなが

である︒

近代科學を家庭生活に鷹用

勤める

つな

綱がや＼ゆるんで︑鯨は二百米ばか

り先に浮上つた︒

網の綱をしっかりつない

十㎎10 綱は烈しく巻かれる︒

でおくんだぞQ

十一8611園

もうくたる濃霧にとざさ

れて︑網の綱の端に附けた目じるし

十一875

つながる

誰でもちよつと不思議に思ふ

﹇繋﹈ ︵五︶1

のランプも︑光がぼんやりと見える︒

つなが・る

十梱2

︽ーッ︾

のは︑北アメリカと南アメリカの二
ひも

大陸が︑まるで紐のやうに細長い地

峡でつながってみることです︒

つなぎ且vじゅずつなぎ

︽ーセ︾

﹇繋﹈︵五︶4

ギ・ーグ︾

つなぐ

︽一

船頭さんが︑さをを突立てて

あの細長い地峡は︑地圖で見

それに舟をつなぎました︒

七96

イ・

つな・ぐ

くさりで船をつなぎ合はせた︒

六579敵は︑此の勢に恐れて︑鐵の

つなぎ合はせる

綱 つなぎあわ・せる ﹇繋合﹈︵下一︶1

一かどの役目を勤めて世間

又︑陪審員になった場合に

勤めること︑
﹇綱﹈︵名︶10
←たけつな

つな

ツナ

は︑それを國民の義務として忠實に

十一一旧4

は無ささうである︒

の役に立つのに︑どれもこれも不足

九261園

︽ーメ・ーメル︾

つと・める

﹇勤﹈︵下一︶2

大地を慕ひ︑森林を慕って止まぬの

することに力める彼等が︑一面には

十二溜10

本居宣長は︑江戸時代の有名

十伽8

な學者で︑古事記傳を大成して︑我

に力むるとともに︑一歩々々其の困
ツトムサン

勤与おつ

ツトムサンノオウチノ前

︹人名︺一

難なる工事を進めたりき︒
つとむさん

ニ346

務

二︑ウマガヰマシタ︒
﹇勤﹈︵名︶4

キジガツナヲヒキマス︒

とめ

つとめ

十柵3

刀の中心として︑周團を堅い鐵で包
交互に開いたり閉ぢたりすると︑間

かういふ風に︑二つの水門を

むのが最も普通である︒

力

が國民精神の爽揚につとめた人︑

つとむ

門内の水面は︑其の都度高くなった
﹇努﹈︵下二︶2

これを戦の初として︑寄せ

つとめければ︑

翻る敵を射たふし射たふし︑防職に

十1710図

む︽ームル・ーメ︾

つと・む

り低くなったりして︑

十一棚3 そこには︑鐵壁をも貫ぬく
べき鋭さを︑かすみの如く包んだ一

たち︑三月堂・二月堂かすみにつ㌧

道の和氣がただよふ︒
しば
十一一脳8図 春は若草山の芝緑にもえ

ツヅラ

まれてさながら夢の如く︑

つゴら折

オミヤゲニツヅラヲアゲ 十二解4図 しかも彼屈せずして募集

﹇葛籠﹈︵ 名 ︶ 一

一366

つづら

マシタ︒

﹇葛折﹈︵名︶1

十一柵4 かうして︑つ毬ら折の明か

つづらおり
るい山道をあへぎあへぎ登った︒

つづ︒る ﹇綴﹈︵五︶1 つゴる
︽ーッ︾

一744

そこで︑神さまは︑その國

七悩5 見れば︑うす暗い小窓の下で︑

六㎎8

三318

一膿︑僕等ノ仲間ニハ︑魚雷

妻らしい人がぼろをつ毬って居り︑

デ敵ヲ攻撃スルコトヲ務トシテ居ル

神さまは︑その土地にも

れば何でもないやうに見えながら︑

十倣3

三346

きになりました︒

ありったけの力を出して︑おひ

に︑太い︑太いつなをかけて︑

土間では︑七十近い老人がわらちを

爾舷直といふのは︑特別の務

者が多イガ︑

とである︒

一ぽいおひきになりました︒

實は爾大陸をつなぐ火山地帯で︑至

つなをかけて︑﹁︿略V︒﹂と︑カ

十宙8

十㎎3

もりに附けた綱は︑ぐんく

砲手は︑へさきにうつ伏せに
今まで勢よく引出されてみた

なり︑綱の行手を見極めてみる︒

十稲8

のびて行く︒

十⁝⁝⁝5

すさまじい響と共にもりが飛

ないか︒

る所定だらけ山だらけなのです︒

めた︒

つてみる︒

水の第五門は︑大天守と西

の小天守とをつなぐ渡櫓の眞下にな

十二692

でおくんだぞ︒

十一8611回診の綱をしっかりつない

び︑綱は波打ってくり出された︒

元帥は︑家に残って居た人々

︽ーメ・ーメル︾

つとめる
力める

﹇努﹈︵下一︶3

六鵬9

つと・める

十一一即5圏子としての勤も致します︒

のが︑私に封ずるお干たちの務では

十752圏

一人でも多く助ってくれる

のある者をのぞいた外の水兵員のこ

九363

作って居た︒
って ︵終助︶1 つて
十二9010圏 出船たらいくらでも作つ
て届けて下さい っ て ︒

島隠5 これを聞いたコロンブスは︑

つと ︵副︶2 つと
しょくたく

つと立って︑食卓の上のゆで卵を
十一欄6 ひき終ると︑ベートーベン

取 り ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂と言ひました︒

は︑つと立上っ た ︒

つ ど
っど ﹇都度﹈︵名︶2 都度 都度
つ ど

つて行くやうで し た ︒

九166 さうして︑其の都度成績が上 をさしづしながら︑自ら防火につと

l173
つなみ一つばめ

つなみ

つなみ
﹇津波﹈︵名︶2 津波
津波

綱

角

九751

床の間には︑すばらしく煙き
ツバサ︒

一214圃

アヲイソラニ︑ ギンノ

つかまへようとして手をさし

八781

ツバキ

ニカ︑

マッシロ

燕

はと

八47

かうして大勢のつばめが並ん

で居るのを見ると︑何かしら︑彼等

やがて九月もなかばを過ぎる

は相談でもして居るやうに見えます︒

と︑つばめはそろそろ日本を去って

八54

つばめの行先は︑遠いく南

行きます︒

八61

東京から四千粁もあるフィリ

の海のかなたです︒

八64

ピンで︑或年の十月の末︑子供がつ

ドイツのリ・エンタールも︑

同じやうに鳥から思ひついて︑翼に

しかし︑つばめはもっともつ

つばめは︑鳥の中でも一番速

ヨーロッパの或國で︑約十萬

折から南へ飛行中だつたつば

羽のつばめが急に落ちて來ました︒

八84

く飛ぶ鳥です︒

八74

と南へ飛んで行くのです︒

八69

ばめをつかまへました︒
はと

それに︑野方の翼を廣げた所

八88

れになって︑もう身動きも出來なく

めは︑食にうゑ︑冷たい雨にずぶぬ

旅客機といふものは︑自動車

九価8

斑紋があざやかに見られます︒

はんもん

を下から見ると︑大きな白色の圓い

九647

を帯び︑口ばしと脚とは眞赤です︒

が黒く︑のどと翼と尾とは濃い紫色

きさですが︑全髄が濃い緑色で︑頭

九644

鳩より少し小さいくらみの大

似た物を作りました︒

九8一

の膿を研究して大きな翼をこしらへ︑

前︑岡山の幸吉といふ表具師が︑鳩

かうきち

我が國でも︑今から百敷十年

冑がかざってある︒

よってあまねく世人にう

﹇椿﹈︵名︶一

つたへて︑寄附を募らんとす︒

十二描6図
つばき

イツノマ

ニ782マドノ外ノツバキノハ
ガ︑

﹇燕﹈︹地名︺3

ニナリマシタ︒
つばくろ

つばめ

﹇燕﹈︵名︶19

五573圏

つばめ←おや

昔から︑つばめは同じ家に昂

す
つまり︑今年或家の軒下で巣

つて興るといはれて居ます︒

を作ったつばめが︑來年又同じ巣へ

八103

たゴあの小さい艦で長い旅行

もどって來るといふのです︒

日本からオーストラリヤまで

は︑一萬粁以上もありますが︑つば

八112

ふことです︒

て忍ないつばめも︑かなり多いとい

を績けるせみか︑途中で死んで編つ

となり近所や︑しんるみ仲 八108

つばめ・こつばめ

早も︑つばめのちう返り︒

間︑手つだひしあって︑植ゑるは
しから︑

夏の末頃︑つばめが︑電線や
居るのを︑よく見かけます︒

物干竿に五六羽ぐらゐ並んで止って

八36

なってしまったのです︒

を細長くして︑それに大きな翼を附
けたものと思へばよい︒

晴れてみれば︑こ＼から︑
やりがだけ

十一2910

燕

其の屋根は︑あたかも飛行 八101

今登らうとする燕の絶頂も︑槍岳

燕岳に登る

翼

てるる︒

其の他の山々も見えるさうだが︑今

第十九

燕岳に登る

つばくろだけ

十一目6

第十九

︹課名︺2

とうく燕の絶頂が來た︒

つばくろ

そこから右へ縦走して︑燕

機の翼のやうな落着きと輕さを見せ

だけ

つばくろだけにのぼる

十一伽7

の絶頂を目ざした︒

十一旧9

日は何も見えない︒

十一鵬2

九了7

のべると︑鳩は再びつばさを廣げて

募る

九787園鹿の角に三日月の前立は︑
つのる

飛上つた︒

﹇募﹈︵四︶2

︽ーラ・ール︾

つの・る

正しく山中鹿介であらう︒

十5310園 津波がやって來るに違ひな な鹿の角と三日月の前立との附いた

つなみ

い︒

十5710園 津波 だ ︒
つなよし
﹇綱吉﹈︹人名︺3 綱吉

っなよし
つなよし

を出版せんことを思ひ立ち︑︿略﹀︑

一代の事業として一切纒

早く各地を巡りて資金をつのること

十一悩10図

い人ではないが︑しかし理非にも明

十㎜10 綱吉は︑元享情に動かされな

常

つねる

ッノ

ことを得たり︒

数年︑やうやくにしてこれを調ふる

﹇常﹈︵名︶3

我が世た れ ぞ 常 な ら む ︒

﹇孤﹈︵五︶1

を︑我が世たれぞ常ならむ︒
つね・る
ル︾

﹇角﹈︵名︶4

十二矧1園 手をつねると痛い︒
つの

ツムリ︑ ツノダセ︑ ヤリダセ︑

といひ︑申分のない良い牛です︒

六654 角の形といひ︑燈のかっかう つばさ ﹇翼﹈︵名︶8 ツバサ つばさ

メダマダセ︒

十一価7

﹇274圏 デンデン ムシムシ カタ 岳に登る燕岳に登る

︽一

十二価4図圏 色はにほへど散りぬる

るを︑

十二研9老馬囹 色はにほへど散りぬ

けです︒

みな地球が︑天にか㌦つて見えるわ

ると︑我々が常に見る月の四倍ぐら

十一m7 夜︑月から地球を見るとす

つね

にも心ありげに申し上げた︒

をしたついでに︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ 如 何

十閥4 綱吉は︑法親王に種々御物語

かるい人であった ︒

件の始末に心を痛めた︒

等価7 將軍綱吉は︑さすがに此の事

吉

つばめはどこへいく一つまむ

1174

めは決して自分の國を忘れません︒

ご

へ

ゑ

︵五︶2

つぶる

今︑此の舟をおし出します

﹇瞑﹈

五兵衛は家から出て來た︒

五佃2囹

︽ーッ︾

八122 ちらりとつばめの姿を見た人 つぶ・る
は︑きっと﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 言 っ て 喜 び

これがもし目をつぶって居た

ら︑居眠をして居るといひたいとこ

八慨5

しゃいませ︒

から︑しばらく目をつぶっていらっ

ます︒

八124囹 今日︑始めてつばめを見た
よ︒

そと蹄って來たつばめを迎へる人の

八126 わけても︑自分の家へいそい

つぼみ

つぼみ
蕾

﹇蕾﹈︵名︶5

ツボミ

つぼみ

四梱8スルト︑草や木ガダン
くト芽ヲフキ︑花ノツボミ
ガフクランデ來マス︒
笑顔かはして︑

早い年には︑三月の末か四月

つぼみの数をよんでみる︒

八897圃母とまた︑
花の数︑

九18

つぼみ

のごく初に︑蕾のほころびることが

チューリップ
ぐんくふくらみさうな

アネモネや

ろですが︑圓い目を見張って居るの

七71園

あ＼︑我が妻よ︒

つま﹇妻﹈︵名︶13妻

十柵4有理おしなべて固し︒

つぼみ

の蕾が︑

つぼみ

九68圃

心は︑どんなに嬉しいことでせう︒
つぶれる

あるが︑

﹇潰﹈︵下一︶3

︽ーレ・ーレル︾

つぶ・れる

ですから︑

て︑二十米から三十米も飛ばれる姿

八957 つばめのやうに空中に舞上つ
は︑いかにも勇壮である︒

かたむく家︑めちゃめちゃに
まして︑けがをした者や︑つ

九4110図

妻は静かに答へぬ︒
しや
一豊は妻の深き志に謝せり︒

十203囹私には妻も子もありません︒

九427図

かねてから其の妻に言聞かせてるた

十774 又略﹀︒﹂とは︑久田船長が︑

東海丸遭難第一の電報を手に

言葉であった︒
さうなん

十776

見舞の客に封しても︑あへて取りみ

した時︑妻は早くも夫の死を察し︑

人々は此の事を聞いて︑今更

だした様子を見せなかった︒

十7710

のやうに久田船長のりっぱな心掛に

大きくなって︑藤原宣孝

ふちはらののぶたか

感動すると共に︑夫をはっかしめぬ
たいど
此の妻の態度をほめた＼へた︒

十一餌4

の妻となりましたが︑不幸にも早く

ながら進む前には︑こんもりと茂つ

つま先上りの遵い道をたどり

つまさきあがり ﹇爪先上﹈︵名︶1 つ

夫に死別れました︒

ぶれた家の下敷きになった者は︑ど

七耀5囹妻や子供に︑朝晩おねんぶ

十383

ま先上り

た山が見上げる程迫って︑其の頂は

見れば︑うす暗い小窓の下で︑

つの代りにとなへさせます︒

妻らしい人がぼろをつゴつて居り︑

七脳4

土間では︑七十近い老人がわらちを

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

﹇壺﹈︵名︶3

作って居た︒

四605

つぼ

んな氣持であったらう︒
つぼ
つぼ 壺

六燭1

つぶれる家も︑ずるぶん多かった︒

六燭5

九907 つばめが︑川水にすれくに 五438圏右の目がつぶれて居ませう︒ 晩だ︒
をしてみた︒

飛んでは︑白い腹を見せてちう返り
つばめはどこへいく ︹課名︺2 つば
めはどこへ行く

八目3 第二 つばめはどこへ行く

八35 第二 つばめはどこへ行く

て︑一つのつぼを渡しました︒
四606 頼光は喜んで︑そのつぼ

七悩8

つぶ ﹇粒﹈︵名︶1 粒←おおつぶ・

を受取りました︒

ごまつぶ・まめつぶ

十一佃7 ごく細かい氷の粒の集った

十ニー09

又壺や鉢など︑いろくの

金を出さうとすると︑老人は︑︿略﹀︑

すいと︑あっちへ

にげていった︒

としたら︑

三476圏ちょっと羽をつま㌧う

む︽ーマ・ーン︾

つま・む﹇撮﹈︵五︶4ツマムつま

テ︑ヒドクコロビマシタ︒

四235スルト︑何カニツマヅイ

︽ーイ︾

つまず・く ﹇蹟﹈︵五︶一 ツマヅク

霧に包まれてるる︒

もので︑雲の中でも一番高く︑八千

妻も︑﹁︿略V︒﹂と言って相手になら

旅人が︑わけを話してお禮の

米から一萬二千米の高さに浮かんで

形をした土器や︑其のかけらが獲見

ない︒

つぼ

ゐます︒

され︑其の表面になは目のやうな模

﹁︿略﹀︒﹂とひとり言のやう

つぶやく

幽豆の妻聞きて︑天略﹀︒﹂

﹇咳﹈ ︵ 四 ・ 五 ︶ 2

に言ふを︑

九405図

つぶや・く

様の附いたものなどがある︒

︽ーキ︾

︽ーッ︾

九411図

十485図 此の美しさに︑しばし見と つぼま・る ﹇窄﹈ ︵五︶− つぼまる

れたる喜三右衛門は︑ふと何思ひけ

り小さき一包を取出して︑夫の前に

と問ふ︒

ん︑﹁︿略V︒﹂とつぶやきて︑忽ち又

八麗8

差出す︒

﹁︿略﹀︒﹂とて︑妻は鏡箱よ

網船は︑僕等の乗ってみる船を呼ん

網がつぼまって來たところで︑

だ︒
﹁ ︿ 略 V︒﹂とつぶやきながら︑

窯場へ引きかへしぬ︒
十526

l175
つまめる一つむ

三565 オニ ハ︑一寸ボブシヲツ
マンデ︑ 一ロニノンデシマヒマ
シタ︒

九273 男の子は︑指先でそれをつ
ま㌧うとしたが︑判り小さいのでつ

るのです︒

外側を廻って居るものも︑

内側を廻って居るものも︑揃って同

八柵4園

時に進んで居るだらう︒つまり外側
に居るものは︑大急ぎで進んで居る︒

今どれか一つの星を︑東にさ

つまるやうな氣がしました︒

徒心を組んで天下を騒がすと

つみ ﹇罪﹈︵名︶1 罪
とたう

十六2

﹇積上﹈︵五︶1

積上る

﹇摘﹈﹇▽せりつみ・ちゃつみおと

いふことは︑重い罪である︒
つみ
め

つみあが・る

九欄2

し出た軒端にすれくに當てて︑下

まめなかった︒
九274 二度︑三度︑やっとつまんだ

︽ーッ︾

天氣のよい日︑底が平で︑

﹇積上﹈︵下一︶2

れる白い雲は積雲といひますが︑
つみあ・げる

積上

上は山の峯のやうに積上つた形に現

からじっと見てゐますと︑やがて其

て行くのです︒

それから先がクレブラの掘割

廣いお庭では︑大勢の男たち

︽ーゲ︾

十989

げる

が︑雪をかき集めては︑それを一箇

です︒つまり地峡の脊骨に回る高い
此の人がなくなったら︑我

十一励8囲

積荷

石で積上げた幾多の金字

所に積上げてゐます︒

の尊い歴史も文學も︑彼の死と共に

塔の中︑

﹇積荷﹈︵名︶1

そこで︑大阪の港に集って來

﹇摘﹈︵五︶2

摘む

︽ーム．一

て大阪の陰々に上げられます︒

る船の積荷は︑小船で川や堀を傳つ

七653

つみに

ほろびてしまふかも知れないのであ

が國の正しい古傳︑つまり神代以來

十一6310

岩山を切通した所で︑

十干2

せぼね

ります︒つまり星は︑西へく移つ

と思ふと︑すぐに落してしまった︒
つまめる

十一備11

﹇撮﹈︵下一︶1

の星は︑軒端にかくれて見えなくな

︽ーメ︾

つま・める

九274 男の子は︑指先でそれをつ

ツマラナ

ま＼うとしたが︑廃り小さいのでつ

﹇詰 ﹈ ︵ 形 ︶ 一

まめなかった︒

︽ーイ︾

つまらな・い
イ

ナア︒

ニー11園雨ガフッテツマラナイ
つまり

つた︒

﹇詰﹈︵副︶9

八102 昔から︑つばめは同じ家に蹄

つまり

十二欄3

かういふふうに︑二回まで

つて誤るといはれて居ます︒つまり︑

上訴し得るやうになってみるのは︑

す

今年或家の軒下で巣を作ったつばめ

つまり裁判を念入りにするためであ

つ・む
ン︾

る︒

十二価2

川の少し上手に︑よそのを

ツム つむ

母は時々弟の方を見ては︑

﹇積﹈︵四・五︶15

大キナ木ヲツンダ車ヤ︑

石ヲツンダ車ガ︑イクツモト

二欄4

ホリマシタ︒

そののち︑早鳥は︑たくさ

二欄5牛ノアトカラ︑大キナ木
ヲツンダ車ヤ︑石ヲツンダ

車ガ︑

んの米や変や豆やくだもの

四122

をつんで︑みやこの方へたび

く通ひました︒

に

ぱしや

役場の前から横道へはいりま

すと︑材木をたくさんつんだ荷馬車

ざいもく

五268

石炭を山程積んで︑

白い

荷物を積んだ舟が通ったので

が來ました︒

五735

した︒

八307圃

煙を橋の上に吹散らしながら︒

稻かけから運ばれた稻束の山
わら
が︑片端からへって︑後には藁の山

八491

こがね

が積まれ︑前にはかき出されたもみ

美しいのは果物屋で︑見る

が︑黄金の小山をきつく︒

からにおいしさうな果物が︑山のや

九539困

荷物を積んだ小さい朝鮮馬が

うに積まれてゐます︒

行く︒

九m2

を重ね︑工夫を積みて︑遂に柿右衛

十5110図彼は︑其の後いよく研究

野風と呼ばる＼精巧なる陶器を製作

するに至れり︒

なってみるたくさんの稻束が積んで

タカラモノヲツンダクル 十547 そこには︑取入れるばかりに
マヲ︑犬ガヒキマス︒

一742

︽i 積む ︽ーマ・ーミ・ーン︾

つ・む

またせりを摘む︒

十二悩2

ばさんもせっせとせりを摘んでみる︒

十二㈹6

つまる
ル︾←いきづまる・ゆきづまる

﹇詰﹈︵五︶1

五163水の中にみると︑何だか息が

つま・る

に無敷に輝く星の一つなのであるが︑

ふであらう︒つまり太陽は︑夜の空

る小さな星と同じものになってしま

の夜の空に銀の砂子をまいたと見え

と遠い所で見るとすれば︑結局はあ

かりに︑太陽をもつともつ

が︑來年又同じ巣へもどって亘ると
いふのです︒

八738 それは︑全くガリレオの此の
嚢見を磨用したものです︒つまり時
計の機械に振子を仕組んだもので︑
これが振子時計の始りです︒

八佃4 もうそれ以上高いねだんを附

ける人がないと︑其の品物は︑
す︒つまり其の品物は︑一番高いね

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 言った人の手にはいりま

だんを附けた人に責られることにな

つむ一つもる

1176

ある︒
はこだて

れんらく

其の間を︑がっしりした二

がつめかけてみる︒
十一一柳9

﹁︿略﹀︒﹂と︑兄うかしが申し

︽ーッ・ーリ︾

六85

ますと︑﹁︿略＞Q﹂と言ひながら︑ 一

十704 青森・函館間の連絡船東海丸
階附の乗合自動車が︑押すな押すな

ると︑

い㌧二心だ︒

入螢當時は︑寒風吹きすさ

七104水は︑思ったより冷たうござ
いました︒

七528囲
せんたく

ぶ螢庭で教練したり︑冷たい水で︑
食器を洗ったり洗濯したりするのに︑

折から南へ飛行中だつたつば

中々ほねが折れますが︑

八89

七575

つめる

︽一

義光は︑大汗に﹁︿略﹀︒﹂と

つめ寄った︒
﹇詰﹈︵下一︶2

メ．ーメル︾←おいつめる︒おもいつ

つ・める

める・のぼりつめる・はりつめる・み
つめる

通信紙をつめたアルミニウム
の管を鳩の右足に取附けた兵は︑

八758

朝かなり早く起きたつもりで

た事はないつもりです︒

明後二十五日にこ㌧を立つ

も︑もう太陽はうらくとのぼって

九39

みる︒

九5110囲

びんせん

て︑南のロスアンゼルスへ行くつも

りです︒

スのメナドから︑フィリピンのダバ

十3510国私は︑次の便船で︑セレベ

オまで行って見るつもりです︒

積る

十二柵2圏私は︑あなたを父上とし

て大切に致すつもりでございます︒

つも︒る ﹇積﹈ ︵五︶12 ツモル

︽ーッ・ーリ・ール・ーレ︾﹇▽ふりつも

周園に破裂する敵砲揮を物

センチ︑五センチ︒

二821圃ケサカラツモッテ︑四

十二832

つもり←おつ

る

﹇積﹈︵名︶10

ともせず︑ぐんく距離をつめる︒
つもり

三428圏

もり

7たい雨にずぶぬ

れになって︑もう身動きも出汐なく

さっきのやうなちやうしで

今夜は︑大分積るかも知れ

よい刀を千本あつめる 二824圃ドンドンツモレ︒

六836囹

ないそ︒

けれども︑春雄︑あんまり

降霜くと︑朝までには︑ずるぶん積

まだ早いつもりで學校へ行つ 六843園

つもりで︑九百九十九本は取っ
た︒

任務を果して氣がゆるんだの

五858

手中は︑毎朝︑涼しいうちに

五868

るよ︒

たら︑もう大ぜい來て居た︒

か︑鳩は取扱兵の手に抱かれたまま

月の初はまだ寒くて︑冷たい

六桝4園

に︒

六図6圏

おとうさん︑もう︑どのく

どんなに積っても︑僕は平

積ったら困るだらう︑學校へ行くの

勉強するつもりだ︒
弟は︑牛を飼って居るつもり

いよく無い時は︑川へ飛

なのである︒

7 六252

連絡船が大泊に着いた時は︑ 七冊9翻

明方の風はいやといふ程ム

ホームに出ると︑風が冷たい︒

十一998

たい︒

十﹁884

十旧一

雨の降りしきることもあるが︑

九13

冷たくなってしまった︒

八793

なってしまったのです︒

めは︑食にうゑ︑ム

いて︑つめ寄りました︒

は︑多数の船客を乗せ︑郵便物・貨

つめたい

︽ーイ・ーウ・ーカッ︒ーク︾

﹇冷﹈︵形︶10

物を積んで︑夜半に青森港を出航し
つめた・い

人は弓に矢をつがへ︑一人は劒を抜

つむじ風

五824ざあっと︑つめたい水をかけ

それは︑室蘭で石炭を積んで︑ 冷たい

むうらん

でつめかける︒

た︒

十7110

ウラヂボストックへ廻航するロシヤ
の汽船であった ︒

十㎜6 大きな構内には︑冬になると︑

﹇旋風﹈︵名︶1

﹇詰﹈︵下二︶5みつむ

大豆の山が積まれるのださうだ︒
つむ
つむじかぜ

十二悩7 黒黙は太陽の表面に生ずる
大きなつむじ風だといはれ︑其の敷

爪

や大きさは︑凡そ十一年を週期とし
て増減してみる ︒
﹇爪﹈︵名︶ 3

七967 木とか草とかに上って︑安心

つめ

だと思ふと︑前足の爪で︑しっかり
とそれにしがみつきます︒

十二783圃 あの時︑ざくつとおや指
を皮に突立てたら︑ しゅつと︑し
ぶきがほとばしって︑ 爪を卜いろ
不孝者の爪で︑わしの・い

く染めたものだ っ た ︒

十二爾4囹
をかきむしりを つ た ︒

つめ

氣です︒

﹇詰掛﹈︵下一︶2

つめ ﹇詰﹈3かんづめ

込んで死んでしまふつもりだったの

つめか・ける

港内一面の濃霧で︑甲板を過ぎる夕

六851圏

︽ーケ・ーケル︾

かける

です︒
しに困るやうなこともありますが︑

八917

六865

雪は﹁米も積ってみる︒

もう十糎も積ったらうか︒

らゐ積ったでせう︒

風が︑そっとする程冷たく感ぜられ

七旧5圏

心にすまないことは︑まだ一度もし

どうかすると︑其の日の暮
た︒

つめ寄る

7たかった︒

十二悩8

﹇詰寄﹈︵五︶2

水は思ったよりム

みながら︑船が岸壁に近づくと︑そ

つめよ・る

八備8 水ぎは近くそびえ立つ塔を望
こには︑もうぎっしりと出迎の人々

1177
つやつやする一つらい

八旧9 雪の積った山々の頂から上の
つゆくさ

いふ︒

︽ーシ︾

露

り

﹇露草﹈︵名︶1

露草

姿を見せて︑

濃

ふと見れば︑道のほとり

つ＼ましき

強い

咲くも

ツヨイ

色あざやかに︑

﹇強﹈︵形︶27

強い酒をたくさんつくれ︒

二人の強さうな大將が︑目を

五225園

六74

いからして立って居ます︒

六276底屈の國で︑自分より強い者
はない︒

これほどに強いあなたは︑

たゴの人ではない︒

六312園

いで見える︒

學の義務といふことを強く感じれば︑

学帽5囹あ㌧いふ風に︑みんなが選

選學は自然眞劒になる︒

かういふやうに︑小さい時

から研究心の強かった先生のことで

十一4311

すから︑

六322金箭の國では︑私より強い者 十一伽7 下から風が強く吹上げる︒

は︑毎日か＼さず食堂へ出る程元氣

十吻幽3囲しかし︑幸ひ船に強い私
はないので︑たけると申して居りま

若し裁判がなかったとした

十二旧11

非常な機械好きで︑しかも愛

光の強さに至っては︑殆ど

﹇強﹈︵形︶3

心ない︒

つよ・し

︽ーキ・

八996言詮に風強く波高ければ︑

ーク︾

強し

普通の言葉で言ひあらはすことが出

十二榴9

つよさ ﹇強﹈︵名︶1 強さ

う︒

い者がまぬがれることになるであら

て︑力の強い者が勝ち︑わるがしこ

子供の禮を丈夫にし︑氣を強くしな

風當りの最も強い高地であり

ら︑人々相互の孚が果しなく行はれ

八806

ながら︑陛下は外たうをも召されず︑

八572

ければならないと思った︒

でした︒

い・おこころつよい・ちからづよい

リマシタ︒

三452

牛若丸は︑その時︑あふぎ

國心の強い青年であった︒

ガソリン襲動機がよいとは思
ひましたが︑まだ其の頃は︑即くて

九13一

強い力の出るものがありませんでし

どう

ずっと色が黒くなって︑強さう

揺します︒

えう

九158風が強いので機は上へ下へ動

た︒

に見えました︒

四145にいさんは︑前よりも

た＼きました︒

でべんけいのうでを強く

三455

つかれて來ました︒

強いべんけいも︑だんく

した︒
一585モモタラウハ︑ダンダン大
キクナッテ︑タイソウツヨクナ
七粥9 將の父は︑︿略﹀︑どうかして

︽1・ーイ・ーカヅ・ーク︾←・おつよ

つよ・い

のは露草の花︒

き瑠璃の

る

に︑

九745図圏

空は︑ちやうど墨でくまどつたやう
に見える︒

十二㍑11園 年も積り︑悲しみも積つ
て︑

の果を︒

て︑見るかげもなくなった此の老い

十二㍑11圏 年も積り︑悲しみも積つ

る

つやつや・する ︵サ変︶1 つやくす
六鵬2 それこそ︑ほんたうのすみれ

色をした花が︑暖い日を受けて︑び

﹇露﹈︵名︶4

ろうどのやうに︑つやくして居ま
す︒
つゆ
するしやう

七㎜9 小川の水は銀の帯とも見え︑

きらく光る草葉の露は水晶の玉
のやうである︒

れて︑ うつぶした花の重さ︒

八623圃 今朝もしっとり 露に打た

やまぶし

そこで︑頼光は︑五人の

強いけらいをつれ︑山伏のす

四581

がたをして出かけました︒

十一価8 それは肉眼で見るのとすつ
かり感じが違って︑今に露でも滴り

﹁︿略V︒﹂といって︑雲太郎

は︑一番強い弓を渡しました︒

四㎜3

なる︑ふしぎな酒です︒

九⁝⁝5

強い太陽の光が︑山に畠に︑

ぎらくと照りつけてみる︒

心とは︑強く人々を感動せしめしに

矢車に朝風強きのぼり

や︑喜んで寄附する者意外に多く︑

十二伽4図囲

かな

四327園

イ・ーク︾

みなさんにお別れする

つら・い ﹇辛﹈︵形︶3 つらい ︽一

とも︑日光はかすかに黄色味を帯び

よし二間はどんなに暑からう
て︑壁や塀の強い反射が幾分やはら

九伽2

四602囹 この酒は︑鬼がのめば 九柵7 江岸の建物が︑強い夏の光を
弱くなり︑人間がのめば強く
受けてきらくと光ってみる︒

を渡ったりして︑

しい山道を上ったり︑深い谷

四587 しかし︑みんな強い人たち 九754園十歳の時︑軍に出て敵の首 十一柵6図 鐵眼の深大なる慈悲心と︑
あくまで初一念をひるがへさざる熱
を取った程強いお前のことだ︒
ですから︑びくともせず︑けは

さうな︑生々しい︑鮮かな美しさで

ある︒

つゆ

月かげは ぬれにけり︒

十一櫃8図圃 ぎんぎらと 露の玉
﹇露﹈︵副︶2

十222㈱困 母も人間なれば︑我が子

つゆ

にくしとはつゆ思ひ申さず︒

十櫛7囹 老母は︑そんなこととはつ
ゆ知らず︑風の日も雪の日も待って
みたが︑遂に山の上でなくなったと

つらつら一つりばし

1178

のがつらくて︑泣いてみるので
ございます︒

九旧4 一年半も嘉しほにかけた北斗

ル︾

列なる

もくくと大きくかたまつ
十一778

一面の芝生におほはれた校

庭を貫ぬく小さな流に︑小魚をすく

十一擢11
たり︑又時にそれが畠のうねのやう

あわてふためいて打出す敵

﹇連﹈︵下一︶1

道の和氣がただよふ︒

︽ーネ︾

つら・ねる

十一研7

連ねる

べき鋭さを︑かすみの如く包んだ一

そこには︑鐵壁をも貫ぬく

つて遊んでみる子供たちがあった︒

本丸の止る姫山︑西の丸の

に浮かぶやうな氣がする︒

十二722
びやうぶ

高射砲揮をしり目に掛けながら︑機

釣り﹇▽さ

翼を連ねていうく館途についた︒
つり

﹇▽きのつらゆき

﹇釣﹈︵名︶2

命は︑喜び勇んで︑海へ釣り
釣合

長さ・幅・厚さの釣合の取

﹇釣合﹈︵名︶1

れた形︑

どうたく

十︻鵬11

つりあい

にお出かけになりました︒

五星1

ります︒

と︑﹁︿略﹀︒﹂と︑呼ぶものがあ

三川1浦島が︑舟にのって︑い
つもの通りつりをしてみる

かなつり

つり

つらゆき

︑敷十の櫓は層々と重なり︑

接る鷺山は屏風の如く連なり︑
十二725

ゑんえんと連なって︑まさに飾磨平

野に浮かぶ一大戦艦を思はしめるも
眼下に横たはる奈良市街

︽ーイ・ーキ・ーク︾

一時は鳩の左足をうばひ︑一

十﹇棚2

に︑天の一方から他方へ幾十か連な
諸官が威儀を正して列なり︑

つたりすることがあります︒
十ニー92

と一しょに居るのも︑後幾日もない
と思ふと︑僕は泣きたい程つらい氣

奏樂の中に天子が恭しく祈られたと

リ・

いふ夜明前の神秘な儀式が︑目の前

がします︒

はございませぬ︒

十㎜6圏 政治を行ふ身程つらいもの

︽ーッ・

﹇連﹈︵四・五︶11

つ ら く思ふに︑﹁︿略﹀︒﹂

つらつら ﹇熟﹈︵副︶1 つらく
十一価5図
と︒

連なる

つらな・る

のがある︒

ひしゃく

九㎜9 さうしたら︑どこか其の邊の
十二鵬4図

の西︑遠く連なる田園の間に東西に

空に︑柄杓のやうな形に連なった︑
美しい七つの星を探すことにしませ

た
其の南に︑一きは高く多

走る三筋の路は︑
十二研4図

う︒

九価8 又北極星を柄の端にして︑北

武峯・吉野の山々連なるを見る︒
貫ぬく

つらぬ・く﹇貫﹈︵四・五︶7つらぬく

ふのみね

斗七星とどうやら似た︑小さい柄杓
形に連なるのを︑大熊座に宣して小

熊座といひ︑

八774

揮は其の腹部をつらぬいた︒

九塒10 小熊座と北斗七星との問に尾
を入れて︑小熊座を包むやうに︑の

るが︑

つりこ・む

又銅鐸といって釣鐘のやう

︽ーマ︾

﹇釣込﹈

︵五︶2

つり込む

な形をした器物が嚢見されるのであ

十ニー3！

デッキの上に︑ つりがね ﹇釣鐘﹈︵名︶1 釣鐘
中佐の叫び︒

ほっと一息つく折から︑飛
軍曹の胸をも貫ぬく︒

來る一揮︑又も中佐の胸を貫ぬき︑

九悩1図

やみを貫ぬく

荒波洗ふ

八備4図魎

りよう

ろくと曲りくねって連なる十ばか
りの星を龍座といひますが︑
す

九伽3 それよりも︑北極星の右下の
い

方に︑椅子の形に連なる五つばかり
の星はカシオペイア座で︑俗にいか

釣込む

其の矢︑はるかなる谷をへ 十一櫛11園私は音里家ですが︑おも

軍曹の胸をも貫ぬく︒

十二9411

たちも︑た〜ありがたい感じで一ぽ

いになった︒

下げる ︽

時計屋さんは︑仕上げた時計

ゲ︾

つりさ・げる ﹇釣下﹈︵下一︶1 つり

九317

をちよつと耳に當ててから︑ガラス

やすみや

︵サ変︶1 湿する

戸棚の中につり下げた︒

スル︾

つり・する ﹇釣﹈

︽

中山半島の西湖岸を休屋

に至る間は︑島あり︑岬あり︑入江

十一鵬11

もあって︑呈するによく︑遊ぶによ

い︒

うちの雀の宿といふのは︑横

つりどうろう ﹇釣灯籠﹈︵名︶1 つり

どうろう

に穴をあけた大きなへうたんや︑古

六888

いつりどうろうなどで︑

起床ラッパは勇ましくひゴき︑

つりどこ ﹇釣床﹈︵名︶3 つり床

傳令員は號笛を吹きながら︑﹁絡員

九349

起こし︒﹂と呼んで︑つり床の間を

すると︑乗員は一せいに飛起

縫って行く︒

九3410

それにつれて︑つり床は正し

・きて︑手早くつり床をく㌧る︒

九351

く︸定の場所に納められる︒

こん
リュックサック・水筒・金

つりばし ﹇釣橋﹈︵名︶1 釣橋

剛杖の身支度もかひぐしく︑僕等

がう

十一柵5

は︑小鳥のやうにをどる胸を押さへ

其の聲につり込まれて︑僕 ながら︑釣橋を渡った︒

しろさについ釣込まれて参りました︒

九悩1ロロ凶

だててひかへたる荒尾九郎が甲を通

十166図

して︑脇腹まで貫ぬきければ︑

り星とも山形星ともいひますが︑

すがくしき赤松の木立を負ひたる

十25図 玉垣に連なる鳥居の奥に︑
櫻門は︑一幅の塁 壁 に 似 て ︑

ろう
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つりばり一つれる

つりばり

﹇釣針﹈︵ 名 ︶ 1 2
みこと

釣針

め に な る の で ︑ ﹁︿略﹀︒﹂とおつしや

五M8 けれども︑命があまりおす＼
つて︑釣針と弓矢をお取込へになり
ました︒

五価3 けれども︑魚は一匹も釣れず︑

甲骨で作った釣針などで魚を取り︑
﹇釣船﹈︵名︶1

釣舟

又︑貝を拾って生活してみた︒
つりぶね

﹇剣﹈︵名︶11

劒←あめのむ

らくものつるぎ・くさなぎのつるぎ・

つるぎ
みつるぎ

みことは︑劒を抜いて︑大蛇
尾をお切りになった時︑かち
ふしぎにお思ひになって︑尾

場︒

﹇吊﹈

︽ーシ︾

つる・す

す

︵五︶6 ツルス

つる

うちの雀の宿といふのは︑

ニツルシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トウタヒ

二9ーソレヲニハノ木ノエダ

マシタ︒

六891

︿略﹀へうたんや︑古いつりどうろ

うなどで︑それが︑三業りのよいの

六308

少女は︑すっくと立上って︑
﹁︿略﹀︒﹂と言ふが早いか︑ふところ

にかくして居た劒を抜いて︑たける
我が兵これを物ともせず︑

の胸を突きました︒

九捌3図

敵陣目がけて突撃すれば︑敵は劒の
林を以て我を迎ふ︒

青銅の劒や︑ほこや︑矢じ

八688天井からつるしてある此の

大きなランプが︑ふとガリレオの心

つるしたランプは︑静かに左

をとらへました︒

右へ動いてゐます︒

八695

綜におもりを附け︑それをつ

るして︑彼は同じやうなことを何べ

八718

おもりを綜でつるして︑それ

んとなくやってみました︒

八722

朝顔につるべ取られても

つるべ

を動かすと︑おもりは左右へ振りま

す︒

十362図圃

つるべ ﹇釣瓶﹈︵名︶1

つれだ・す ﹇連出﹈︵五︶1 連出す

らひ水
りや︑又銅鐸といって釣鐘のやうな

十二欄4園

︽ース︾且vおつれだしもうす

とはあんまりぢや︒

ツレル つ

墓場から︑わしを連出す

形をした器物が難路されるのである

死者と同時にはうむつた曲

︽ーレ︾εお

一651犬トサルヲツレテ︑マタ

つれする︒おつれる

連れる

つ・れる ﹇連﹈︵下一︶54

劒投ぜし古職

連レル

玉・管玉などの装飾品や︑鏡・劒・
かつちう

れる

稻村崎︑名將の

いなむらがさき

十二466図圏

七里が濱のいそ傳ひ︑

甲冑などが出た︒

十ニー52

が︑

どうたく

十ニー211

てんじゃう

をさいてごらんになると︑大さうり

そこで︑命は︑御自分の劒を

これは︑たふとい劒だ︒

き先に︑幾つもつるしてあるのです︒

五葡5

五248園

つばな劒が出て來ました︒

五248

つと音がして︑劒の刃がかけました︒

五245

をずたくにお切りになりました︒

敵は︑高いやぐらのある大船︑ 五241

つる

こっちは︑釣舟のやうな小舟であっ

六574

た︒

つる

ねらひ違はず︑上平が満月の

﹇弦﹈︵名︶1

その上︑大切な釣針まで︑魚に取ら

九802
ふつりと射切った︒

あしの生ひ茂ってみる向か

﹇鶴﹈︵名︶2

くだいて︑五百本の釣針をお作りに

十二995

つる

つる

如く引きしぼってみる弓のつるを︑

れておしまひになりました︒

五七1 命は︑兄弟の所へお出でにな
つて︑釣針をなくした事を申し上げ

て︑いろくおわびになりました︒

ふの方をさして︑つるが鳴きながら

なりました︒

五音6 そこで︑命は︑御自分の劒を
くだいて︑五百本の釣針をお作りに
飛んで行くことよ︒

つるがをか

鶴岡
はちまんぐう

︹地名︺2
つるがをか

は劒を抜いて︑つめ寄りました︒

ひたくと寄せる潮の静か 六84 一人は弓に矢をつがへ︑一人

︽ーッ︾

羽ばたきまでが聞かれるやうな感じ

な音︑鳴きながら飛んで行くつるの

十二997

なりました︒

五術2 今度は︑千本の釣針を作って︑
お上げになりまし た ︒

五佃4 命は︑兄者の釣針をなくして

のする歌である︒
釣る

荒なはで枝を釣った松の根

困って居る事をお話しになりました︒

る

つるがおか

みなもとのよりとも

鶴岡

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ

先づ鶴岡の八幡宮へ参って︑

めました︒

舞を奉納する事になって︑舞姫を集

八355

﹇鶴岡﹈

つる ﹇連﹈︵下二︶﹇▽ひきつる・めしつ

もとこ︑

十二㎜4

つ・る ﹇吊﹈︵五︶1

事を︑くはしくお話しになりました︒

穿下3 命は︑兄神の釣針をなくした
五伽1圓 誰か︑天の神様の釣針を持
つて居る者はない か ︒

五臓2 さっそく鯛を呼出して︑のど
をさがしてごらんになると︑はたし
て釣針がひっか＼つて居ました︒

五伽1 さうして︑兄神に釣針をお返
しになりました︒

十二97 世界のどこの地方でも︑人

八412

母の命を助け給へと祈り︑それから

智 の 開 け な か っ た大昔には︑︿略﹀︑

獣の骨で針や釣針などを作ったので

お仕へしたいと願ひ出ました︒

頼朝の御殿へ上って︑うばと二人で
かうい ふ 時 代 の 人 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑

あった︒

十ニー12

つれる一つれる

1180

曲の進むにつれて︑黒光は︑

信長は︑家來を連れてたか狩

そこで︑大將が四五歳の時か

ら︑私は嬉しくてたまりませんでし
た︒

七M4

せんがく

それが多重姫で︑木曾に住ん

萬壽は︑其の夜ひそかにうば

軍隊が今夜此の町を通るので︑

した︒

時︑

十97

せったいじよ

私たち女子の組も︑先生に連

きんしう

今日は朝から︑野田先生に山

山は︑奥へ進むにつれて高く

それにつれて︑つり床は正し

或日のこと︑鹿介は部下を連

日がたつにつれて︑だんく

長い夏も過ぎ︑秋が來て︑野

寒い冬の日でも︑一日に一度

九月に二歳駒の市が上るとい

去年︑先生に連れられて來た

回りました︒

ふので︑八月に北斗をうちへ連れて

九捌7

ました︒

は︑必ず北斗を連れて運動に出かけ

九㎜9

うちの馬屋へ連れて湿りました︒

山の草木が枯れる頃︑五箇月ぶりで

九柵4

僕になれて來ました︒

九章10

れて︑城外を見廻ってみた︒

九783

く一定の場所に納められる︒

九351

なった︒

八三1

た︒

のスキー場へ連れて行っていたゴい

八907

た軍用鳩であった︒

け出家した我が軍に連れられて二つ

番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向

八748

取扱兵がすぐ抱上げて︑足の

れられて︑大演習の拝観に出かけま

八549

私は︑おかあさんに連れられて︑夕

方から湯茶接待所へ手込ひに來たの

七743

吹きに吹いた︒

自分の笛の音に酔ったやうに︑たg

七352

が一度連れて行って上げよう︒

白歯6園大きくなったら︑をぢさん

があります︒

一度ここへ來た雀は︑次から

次と友だちを連れて來て︑時には︑

くト追ヒマクリマス︒

に出かけた︒

其の日の夕方︑信長は家來を
ふしんば

七813

東京のをばさんが︑春子ちや 七762園 誰か︑それを連れて繰れ︒

んを連れて︑お出でになった︒

五881

六898

流れついたれふしが︑鬼を一ぴ
き連れてかへって來たといふ

でした︒

スコシイクト︑コンドハキジ

一672モモタラウハ︑犬サルキ

ガキマシタ︒

何百羽ともわからないほど集ること

と︑

邑智6園

都へ連れて行ったら︑

四備6園すぐ連れて奪い︒
四備1 連れられて來たのを見る

うはさがったはりました︒

ジヲツレテ︑店下ガシマニツキ
マシタ︒

二333園 トシ子チャン︑チョット

ケンチャンヲツレテ︑ワンワン

そこで︑頼光は︑五人の

ミニイッテチャウダイ︒
人が珍しがって見るだらう︒
二336 ワタクシバ︑ケンチャンヲ 四伽2 南ノ國カラ大ゼイノ仲
ツレテ︑外へ出マシタ︒
間ヲ連レテ來テ︑北風ヲドシ

四581
やまぶし

強いけらいをつれ︑山伏のす
がたをして出かけました︒

弟うかしは︑兄の手下を連れ

しました︒

たかなわ

ら︑父はうす暗い中に大將を起して︑

往復四相もある高輪の泉岳寺へよく

そこで︑尊は︑わっかの供人

連れて行った︒

八523

を連れて︑石のらうをたつねました︒

八436

して上りました︒

事を聞いて︑うばを連れて鎌倉をさ

かまくら

で居りましたが︑風のたよりに此の

八407

がせて︑頭から冷水を浴びせかけた︒

將を井戸端へ連れて行き︑着物をぬ

七矯2父は︑﹁︿略﹀︒﹂と言って︑大

を連れ︑東をさして御出嚢になりま

僕は︑おかあさんを引張るや
買った時は子牛で︑私も︑時

きのふ︑ばくらうが︑若い牝
ばくらうが牛を連れて祀りか
口に立って見送りました︒

けると︑うち中の者は︑みんな︑門

六684

牛を連れて來ました︒

六653

行ったこともありましたが︑

時引出して︑草をたべさせに連れて

六餌6

うにして︑連れて來た︒

六546

した︒

六337

みこと

て︑あらためて神武天皇に降参いた

六101

四654 鬼の番兵は︑︿略﹀︑頼光 五912国 をと＼ひから︑東京のをば
連れて普請場を見廻つた︒
たちを︑しゅてんどうじのみる
さんが︑春子ちゃんを連れて︑干て
単
価2 にいさんが連れて行って見せ
りっぱなごてんへっれて行きま
居ます︒
てやらうと言はれたので︑ゆふべか
した︒

四η8 そこで︑頼光は︑︿略﹀︑さ

らはれて來た女や子どもたち
をつれて︑めでたく都へかへり
ました︒

四933 わにざめは︑﹁︿略V︒﹂と

いって︑すぐに︑仲聞を大ぜい
連れて來ました︒

四灯7百合若は︑大きな鐵の弓
と鐵の矢を持ち︑大ぜいの
けらいを連れて出かけました︒

四佃7 百合若は︑けらいの雲太
郎雨太郎といふきゃうだいの
ものを連れて︑その島へ上っ
てみました︒

四価2 なんせんして︑鬼が島へ
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つれる一つんぼどうし

が別々に見え︑

も兵ども

つはもの

十318団近づくにつれて濃緑の島々 つわものども ﹇兵共﹈ ︵名︶4 兵ど
つはもの

さはらのじふらうよし

たゴあきれ居たるに︑佐原十郎義

八668図兵ども皆顔を見合はせ︑

ちゅうぶう

十帽1園中風で︑足もろくく立

陸には大將義纒を始め︑源

つはもの
源氏の兵ども︑﹁︿略﹀︒﹂

源氏の兵どもこれを聞きて︑

﹇壁刀﹈

︵五︶2

つんざく

時々︑耳をつんざくやうな大

つんぼどうし

十二柵5園

﹇聾同士﹈

つんぼ
︵名︶1 聾

雷よ︑天地をつんざけ︒

砲の音がします︒

八553

︽ーク・ーケ︾

つんざ・く

﹁︿略﹀︒﹂と︑皆感じ合へり︒

八悩5図

と口々に言ふ︒

八湿3図

喜びたり︒

氏の兵ども︑馬のくらをた＼きて

つはもの

八欄9図

かけ進めば︑

連進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑眞先に

つら

たないおちいさんが︑おばあさんや︑

若い人たちに連れられて行ってみる
のを見て︑

の入組んで見える屋根が︑一歩々々

十一263 中門と︑塔と︑金堂と︑其

へ寄って來る︒

進むにつれて︑ゆらぎながら私の方

ら陸奥湾へかけての展望が開ける︒

む つ

十﹁捌8 上るにつれて︑青森平野か

︿略﹀︑時代が進 む に つ れ て ︑ だ ん だ

十ニー03 同じ石器時代にしても︑
ん美しく磨いたものも作られるやう
になった︒
きやう

十二314 孔子が︑弟子たちを連れて
に圏まれたことが あ る ︒

匡といふ所を通った時︑突然軍兵

九樹5 聾同志のやうに︑やたらに

つんぼ

へくと進むにつれ︑姫路城は︑

大聲を嚢するだけだ︒

十二6511 ﹁ろの門﹂をくゴつて︑奥 同志
たゴ美しいといふだけではすまされ
予は今後百人だけの家來

なくなって來る︒

釣れる

︽一

をつれ︑月代りに姉娘・妹娘の許へ

十一一襯2囹

﹇釣﹈︵ 下 一 ︶ 2

参って︑飴生を送ることにする︒
つ・れる

五922 ずるぶん︑たくさん釣れた︒

レ︾

その上︑大切な釣針まで︑魚に取ら

五価2 けれども︑魚は一匹も釣れず︑
れておしまひになりました︒

後

記
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諸外国における大辞典︵千石喬・池上嘉彦・佐藤純一・田島
用例採集のための主要文学作品目録︵飛田良文・清水康行・湯
用例採集のための主要雑誌目録︵飛田良文・高梨信博・見坊豪

現代語用例辞典の構想

用例採集法を中心として

5 用例辞典編集作業のためにの口︵見坊豪紀︶

︵林

4 用例採集のためのベストセラー目録︵飛田良文・高梨信博・見
坊豪紀・村山昌俊・斎藤純子・瀧本典子︶

紀・荒尾禎秀・村山昌俊・斎藤純子︶

3

浅茂雄・柏木成章︶

2

宏・石綿敏雄ほか︶

1

0 国語辞典覚書︵林大︶

る作業と︑用例採集の方法についての実験を継続してきた︒その間に以
下の成果が国語辞典編集準備資料として完成した︒

なお︑昭和五十四年度に国語辞典編集準備室が開設されてから昭和六
十三年九月末日で幕を閉じるまで︑用例を採集する文献の目録を作成す

本書の解説は飛田良文が執筆した︒

教科書の書誌・底本の調査は飛田良文と貝美代子が担当した︒

作業を助けた︒

また︑佐藤裕美・杉山裕恵・南條文子・犬飼芳子・木村睦子が︑この

平・山田雅一

第四期に関する作業にたずさわったのは次の通りである︒
主幹 飛田良文 室長 木村睦子 研究員 藤原浩史
調査員 林大・貝美代子・服部隆・久池井紀子・高橋美佐・伊土耕

文脈の長さ指定の自動化など︑次第に効率化を進めてきた︒

第四期国定読本﹃小学国語読本﹄︵いわゆるサクラ読本︶の総索引作成
作業は︑平成元年五月から開始された︒第一期︑第二期はカードを利用
した手作業方式であったが︑第三期からは電算機利用方式に切り換え︑

記

大・飛田良文︶

6

︵平成三年五月十五日飛田良文記す︶

7 用語総索引作成のための電算機利用方式︵木村睦子︶
8 スカウト式用例採集の手引き︵見坊豪紀︶
9 スカウト方式による用例採集の実験的試行︵見坊豪紀︶
@外国のコンコーダンス一覧︵木村睦子︶
別冊 国語辞典編集準備室所蔵 見坊文庫目録
10

後

CONCORDANCE 6 TO KOKUTEI TOKUHON
'

1. CONCORDANCE 6 is the result of work done by the Section for Dictionary Research

of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 6 is published as part of the basic research materials to be used for
the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer‑aided concordance making was adopted from Vol. 4 in the series of concord‑
ances to Kohutei Tokuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kokutei Tbhuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry
of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years

from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 6 covers the fourth Koleutei Tbleuhon, called the Sy6galeu Kokugo
Toleuhon or elementary school reader. The original textbooks in twelve volumes were
used for the six grades of compulsory education from April 1933 to March 1941.
6. The Sy6galeu Koleugo Tbleuhon was revised several times. The texts chosen for CON‑

CORDANCE 6 are the earliest versions used in the years from 1933 to 1938, and are
now in the possession of four organs and one person separately.
7. CONCORDANCE 6 covers the first half of the vocabulary of the fourth Koleutei
7bleuhon or words from A (j5) to TU (')); the latter half of the words from 71E ('()

to N (A/) will be covered by CONCORDANCE 7.

8. The introduction explains the following; .
the transition from the third to the fourth Kohutei Tokuhon;
the editorial policy of the fourth Kokutei Tbleuhon;

the characteristics of the fourth Kokutei Toleuhon; and

the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 7.
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