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◎﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄昭和十六年度以降使用

◎﹃初等科国語﹄昭和十七年度以降使用

国立国語研究所編

第五期﹇あ〜つ﹈

刊行のことば

国立国語研究所は︑その事業項目として国語辞典の編集を掲げている︒その一つは歴史的辞典であるが︑日本語の展開
発達を記述する基礎をなすものとして︑我々は日本大語誌とも名づけるべきものを構想した︒文献の上にたどられる限り
の日本語の足跡を︑用例として収集し︑整理しようとするものである︒

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

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

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

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

﹃初等科国語﹄一〜八︵今日アサヒ読本と俗称︶

第一期国定読本については︑﹃国定読本用語総覧1﹄一冊にまとめ︑第二期国定読本から第六期国定読本まではそれぞれ

いこ読本と俗称︶

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

昭和十六年より使用﹃ヨ︑︑︑カタ﹄一〜二﹃よみかた﹄三〜四

昭和八年より使用﹃小学国語読本﹄︵今日サクラ読本と俗称︶巻一〜十二

大正七年より使用﹃鐸国語読本﹄︵今日ハナハト読本と俗称︶巻了＋二

明治四十三年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日ハタタコ読本と俗称︶巻一〜十二

第第第第第第
六五四三ニー
期二期期期期

二分冊とする方針で刊行を進めてきている︒・のたび刊行するのは第五期国定読本の用語総覧の篁分冊であり︑﹁あ〜
つ﹂の部を収める︒

この作業は︑もともと︑この時期の用語を採集する方法の検討のために︑国語辞典編集準備室において試験的に行って

きたものであるが・昭和六＋三年＋月に国語辞典編集室が新設され︑その室の事業として引き継がれた︒作業方法につい

ては・最初手作業で行っていたものを︑第三期からコンピュ多利用方式に切り換えるなどしたが︑結果はほぼ当初の内

容と体裁を踏馨てきた・今後も内容については青した方針を保持するつもりであるが︑第五期より体裁を部分的に改

めた・すなわち・約汚三千の見出しのうち︑特に使用頻度の高いもの︵度数二百以上︶五＋蓋叩についてのみ︑文脈を

加藤安彦︑藤原浩

固定長方式にした・いわゆるKWと方式である︒四段組を三段組に改めたのは︑右の変更に伴うものである︒文脈範囲

指定に費やす研究者の時間を節約するのが目的であり︑読者諸賢の御理解をお願いする︒
この﹃国定読本用語総覧8﹄の編集作業及び諸本の調査にあたったのは︑室長 木村睦子︑研究員

史︑調査員 林大︵名誉所員︶︑貝美代子︑久池井紀子︑山田雅一︑奥村大志である︒
国定読本の諸本の調査にあたっては次の機関及び諸氏のお世話になったことを記して謝意を表する︒

国立教育研究所教育情報資料センタ教育図書館︑重書文庫︑大分県立大分艮町︑館︑山形県立博物館教育資料館︑千

葉県総合教育センタk出島村郷土資料館︵茨城県︶︑茨城大学教育学部図乱軍室︑福岡教育大学付属図隔日館︑財団法人

教科書研究センタτ付属教科書図書館︑日本女子大学付盛萌小学校︑文化庁文化部国語課主任国語調書安︑水実︑

根本今朝男

修

教科書研究センター付属図書館長補佐中村紀久二︑山形大学教授石島庸男︑茨城大学教授佐野靖章︑福岡教
育 大学教授

また前七巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂にも謝意を表する︒

平成五年四月

谷

国立国語研究所長

水
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︵一︶はじめに
︵二︶国定読本第四期から第五期へ
︵三︶第五期国定読本について
︵三．一︶﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄編集の考え方
︵三．二︶﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄各巻の編集

︵三・三︶書誌・底本

j はじめに

昭和十六年三月一日勅令第百四十八号をもって小学校令の改正が行わ

童はいない︒

行されたものはない︒また︑この期の十二冊すべてを使用したという児

た︒このため各学年の後期用︵偶数巻︶については昭和二十年に翻刻発

ずつおこなわれたので三年で完了し︑昭和二十年の終戦時まで使われ

る︒第四期国定読本から第五期国定読本への切り替えは︑一年に二学年

のにたいし︑﹁アサヒ読本﹂または﹁ア・ウン読本﹂とよばれるものであ

八の合計十二冊である︒国定第四期の読本が﹁サクラ読本﹂とよばれる

た﹃初等科国語﹄一〜四︑同十八年から使用された﹃初等科国語﹄五〜

された﹃ヨ︑︑㌔カタ﹄一・二︑﹃よみかた﹄三・四︑同十七年から使用され

ここでいう第五期国定読本とは国民学校初等科で昭和十六年より使用

︵二︶ 国定読本第四期から第五期へ

訂の事情と︑今回の作業対象である第五期国定読本の概要について述べ

総覧6﹄の解説に記したので︑ここでは︑第四期から第五期への読本改

語総覧4﹄の解説に︑第四期国定読本の概要については﹃国定読本用語

用語総覧2﹄の解説に︑第三期国定読本の概要については﹃国定読本用

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

（一

れ︑国民学校令が公布された︒その第一条にはそれまでの﹁小学校ハ児

ル普通ノ知識技能ヲ授クルヲ以テ本旨トス﹂︵明治三十三年改正

小学

童身体ノ発達二留意シテ道徳教育及国民教育ノ基礎三三ノ生活二必須ナ
校令第一条︶に替わって

国民学校ハ皇国ノ道二則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ
為スヲ以テ目的トス
とある︒

第三条には

初等科ノ修業年限ハ六年トシ高等科ノ修業年限ハニ年トス
とある︒初等科はそれまでの尋常小学校にあたり︑高等科はそれまでの
高等小学校にあたる︒

第四条には

略︶

国民学校ノ教科ハ初等科及高等科ヲ通ジ国民科︑理数科︑体薬科及芸

能科トシ高等科二在リテハ実業科ヲ加フ
略︶

国民科下之ヲ分チテ修身︑国語︑国史及地理ノ科目トス
︵以下

とあり︑ここに国語は独立した教科の位置を失った︒
また︑おなじく第四条に
︵略︶

芸能科ハ之ヲ分チテ音楽︑習字︑図画及工作ノ科目トシ︵以下
とあり︑在来の﹁書き方﹂の習字は芸能科におかれた︒
教科書については第六条に

国民学校ノ教科用図書ハ文部省二審テ著作権ヲ有スルモノタルベシ但

シ郷土二関スル図書︑歌詞︑楽譜等二関シ文部大臣二選テ別段ノ規定
ヲ設ケタル場合ハ此ノ二二在ラズ

とあり︑国語教科書については﹁小学校ノ教科用図書ハ文部省二二テ著
作権ヲ有スルモノタルヘシ﹂︵明治三十六年四月十三日改正小学校令

第二十四条︶とされていた国定第四期までと変わりはない︒

説
解
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﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄編集の考え方

︵三︶ 第五期国定読本について
︵三・一︶
国民科の目的は︑教師用書には
国民学校は︑﹁皇国ノ道二則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬

成ヲ為スヲ以テ﹂その目的とする︒国民科はこの目的を全うするため
に設けられた教科の一つであって︑特に国体の精華を明らかにし︑国
民精神を酒養し︑皇国の使命を自覚せしめる点に於いて重要な任務を
有する︒

と書かれている︒︵﹃ヨミカタ一 教師用﹄七ページ︶

国民科国語指導の精神については同教師用書に
国民学校令施行規則第四条に
国民科国語ハ日常ノ国語ヲ習得セシメ其ノ理会力ト発表力トヲ養ヒ
国民的思考感動ヲ通ジテ国民精神ヲ玄翁スルモノトス
とある︒国民学校に於ける国語指導の範囲・方法・目的の三者がこの
中に要約されてある︒
とのべてある︒︵同 一九ページ︶

そして﹁国語指導の第一義諦は︑国語そのものと分かつべからざる国
民的思考感動を通じて国民精神を酒養することにある︒換言すれば︑国

語は国初以来国民がなし来った思考・感動の結晶体であり︑国語指導
ことにあるのである︒﹂としている︒︵同

二一〜二二ページ︶

は︑この思考・感動と一体たらしめることによって国民精神を啓培する

︵三・二︶ ﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄各巻の編集
国民学校の教科書は︑高等科までを段階を追って四つの期に分けて考

えられた︒すでに国語においてはこの考え方は国定第四期に井上赴に
よって実現されていたが︑国民学校の教科書全般にわたる編纂方針と
なったのである︒その分け方は

第四期

第三期

第二期

第一期

高等科第一︑二学年

初等科第四︑五︑六学年

初等科第三学年

初等科第一︑二学年

となっている︒この﹁第一期﹂﹁第二期﹂という表現は教師用書や教科書

編集に携わった人の発言に頻繁にあらわれる︒
国民科国語教科書の編纂方針について教師用書では次のようにのべて

国民科国語教科書は︑国民軍の教科書であり︑随って国民科全般に

いる︒

通ずる教科書の編纂方針に基づき︑これを国語の立場から具体化する

先づ国語教科書の教材は︑醇正なる国語を通じて国民精神を洒養

ことによって編纂される︒

し︑情操の醇化︑創造力の啓発に資し︑併せて国語愛護の念に培ふも

さうして︑これらの教材は第一期乃至第四期の段階に即して排列さ

のであることを期する︒

れるのであるが︑国語教材はその表現面たる文章と︑素材たる表現対

第一期は言語の発生系統を考慮して叫び声．独言．対

象と︑この二つの方面から排列を考慮し︑系統を樹立しなければなら
文章の系統

ない︒

話その他専ら主体的な叙述を按配し︑第二期に入って次第に客観的な

叙述に移り︑第三期に至って口語文・文語文に分化する︒第四期には

更に文語の書簡文や名家の作品をも採択する︒なほ韻文としては︑第

一期の叫び声から出発して︑第一期第二期を通じて童謡．童詩の類を
表現対象の系統

表現の対象は児童の生活から出発して国民生活の

排列し︑第三期に入って現代詩・和歌・俳句等に分化せしめる︒

諸相に分化展開させる︒即ち第一期は専ら遊戯・童話等を中心とする

児童生活を表現の対象とし︑これを以て第二期以降の教材の母胎たら

しめる︒童話は伝説・寓話等を経て︑第二期に於いて神話・英雄物語

に移行し︑第三・四期に於いて更に歴史物語・歴史的文化財に発展さ
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生活．文化の諸相に展開させる︒特に第一期第二期に於いては修身教

せる︒遊戯は︑模倣・作業・運動・観察等を経て︑次第に現代の国民

四つの指導の上に︑適当に教科書の運用を期することにあったのであり

教師用﹄ま

武蔵野書

した︒結局︑教科書の指導解説書に堕してしまったように思います︒﹂

昭和五十九年

ますが︑なかなかそういうものが一朝一夕に生まれそうにありませんで

とのべている︒︵﹃国定教科書編集二十五年﹄

科書と封侯ち︑国史及び地理の教材の萌芽を啓培して︑第三期にそれ
ぞれ科目を分ける母胎たらしめる︒

教師用﹄から﹃初等科国語八

院六四ページ︶
教師用書は﹃ヨミカタ一

以上は第一期乃至第四期の国語教科書の教材の体系であるが︑なほ
文字・語彙・語法の提出も亦右体系と相二って自ら基準が定まるので

籍・日本書籍などの教科書会社が翻刻印刷・翻刻出版した︒これらには

での十二冊で︑児童用の教科書同様︑文部省原本が作られそれを東京書

今その提出の基準を極めて概括的にいへば次のやうである︒

児童用の教科書と同じ形式の奥付がある︒一方︑国定第四期まで出され

ある︒

ω 簡単にして基本的なものから始め︑次第に複雑なものに及ぶ︒

コ﹂．掛図・付録がある︒また︑﹁国語﹂そのものに関する教材が収めら

国定第五期で新しく始められたものに教師用書・﹁コトバノオケイ

﹃初等科国語三

﹃初等科国語二

﹃初等科国語一

﹃よみかた四

﹃よみかた三

﹃ヨミカタニ

﹃ヨミカタ一

教師用﹄

教師用﹄

教師用﹄

教師用﹄

教師用﹄

教師用﹄

教師用﹄

教師用﹄

教師用﹄

昭和十八年四月十四日発行

昭和十七年八月十一日発行

昭和十七年四月九日発行

昭和十七年八月十日発行

昭和十七月四月二日発行

昭和十六年九月十一日発行

昭和十六年五月五日発行

昭和十六年九月十日発行

昭和十六年五月二日発行

現在確認している原本は︑次のとおりである︒

ていた﹁編纂趣意書﹂は国定第五期には出されなかった︒

具体的意義を有するものを先にし︑抽象的意義を有するものを後

② 児童の生活や心情に関係の深いものから始める︒

㈲

れた︒これらについて順に述べる︒

﹃初等科国語四

昭和十八年八月三十一日発行

にする︒

◎教師用書

﹃初等科国語五

昭和十八年四月十五日発行

教師用﹄三九〜四一ページ︶

国定第五期には︑児童用の教科書と対応する教師用書が文部省著作で
出された︒石森延男は﹁在来は︑国語には教師用書といふものは︑編纂

教師用﹄

教師用﹄

︵﹃ヨミ出置一

されてはみなかった︒それは教師自らの研究工夫によって︑国語教授が

﹃初等科国語七

昭和十八年八月三十一日発行

﹃初等科国語六

教師用﹄

参照︶は︑次の

現在確認している翻刻発行本のページ数・翻刻発行日・翻刻発行会

﹃初等科国語八

生かされていくやうに念じたためである︒しかし今度の国民学校が実施
されるにあたっては︑その正しい方向なり趣意なりをよく弁へていただ
かねばならないので︑新しくここに﹁教師用書﹂を編纂することになっ
たのである︒﹂︵﹁国民科国語﹃ヨミカタ﹄編纂趣旨︵二︶﹂﹃近代日本教

二六九頁

とおりである︒

教師用﹄

社・使用年度を示す符号︵﹃国定読本用語総覧4﹄解説
﹃ヨミカタ一

教師用﹄

二三二頁

昭和十六年五月十六日翻刻発行︑東京書籍る・を
﹃ヨミカタニ

科書教授法資料集成﹄第十一巻に収録︶とのべている︒また︑﹁私一個人

としては︑今更ら国語の教師用書を作ることに︑大きななやみを感じ﹂
ていたという井上赴は︑ふりかえって﹁私として当時の理想をいえば教
師用書は教科書の指導解説書でなく︑読み方︑話し方︑書き方︑綴り方︑

説
解
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国民科指導の精神﹂﹁二

国民科国語教科

書﹂から成る︒十二冊のすべての教師用書でおおきな部分をしめる﹁各

国民科国語指導の精神﹂﹁三

昭和十六年十月三十一日翻刻発行︑東京書籍る

教師用﹄を例にすると各教材ごとの﹁教材の趣旨﹂

という考え方を改め︑一︑二学年で﹃ヨミカタ﹄と﹃コトバノオケイ

この期の国語教科書の最大の特色は︑それまでの国語教科書11読本

◎﹃コトバノォケイコ﹄

すべての巻末に﹁新出読替文字一覧﹂がある︒

トバノオケイコ﹄についてはこの﹁取扱の要点﹂でふれている︒十二冊

﹁取扱の要点﹂﹁注意すべきことば文字語句語法等﹂から成り︑掛図と﹃コ

説﹂は︑﹃ヨミカタ一

昭和十六年九月三十日翻刻発行︑日本書籍31︑

昭和十六年五月十五日翻刻発行︑日本書籍31

﹃よみかた三 教師用﹄ 二九九頁

昭和十六年五月十九日翻刻発行︑東京書籍る
﹃よみかた四 教師用﹄ 二五八頁

昭和十六年九月三十日翻刻発行︑日本書籍31
昭和十六年十月二十八日翻刻発行︑東京書籍る

の二本立てにしたことであ

る︒教師用書によれば﹃ヨミ南丘﹄は﹁在来の国語読本に該当するも

コ﹄︵いずれも第二学年は書名ひらがな︶

﹃初等科国語一 教師用﹄ 三二三頁

昭和十七年四月二十二日翻刻発行︑日本書籍32

教師用﹄四二ページ︶で︑﹃コトバノオケイコ﹄

なさしめるための編纂物である︒﹁ヨミ言泉﹂と一体のものであり︑

﹁コトバノオケイコ﹂は﹁ヨミ船主﹂に相即して︑児童に国語活動を

については次のように記述されている︒

の﹂︵﹃ヨミカタ一

昭和十七年五月十二日翻刻発行︑東京書籍を
﹃初等科国語二 教師用﹄ 二六五頁

昭和十七年九月二十日翻刻発行︑日本書籍32
昭和十七年十月四日翻刻発行︑東京書籍を

の一編毎に﹁コトバノオケイコ﹂もこれに応じて課が設けられてある︒

﹁ヨミカタ﹂と同時にこれを使用せしめるものであるから︑﹁ヨミカタ﹂

﹃初等科国語三 教師用﹄ 三一四頁

昭和十七年五月十五日翻刻発行︑日本書籍32

が︑大体に於いて﹁ヨミカタ﹂の教材を話すことに発展させる部分︑

その内容は︑﹁ヨミカタ﹂の教材の特質に応じてそれぞれ変化はある

昭和十七年五月一日翻刻発行︑東京書籍を

発音・語法・カナヅカヒに注意せしめる部分︑綴り方へ橋渡しをする

﹃初等科国語四 教師用﹄ 二七八頁

昭和十七年十月十七日翻刻発行︑日本書籍32

児童にいろいろな言語活動をさせて︑言語・文字を身につけさせる

ければ︑授業の時間に影響を与へるものでもないのである︒

﹁コトバノオケイコ﹂の存在は︑別段児童の負担を重くするものでもな

へば︑読み方指導の指針となり︑その拡充ともなるのである︒随って

て︑自ら国語の道を実践するものである︒又これを指導する側からい

手がかりとなるものであるとともに︑これにすがって働くことによつ

要するに︑﹁コトバノオケイコ﹂は︑児童が﹁ヨミカタ﹂を理解する

補充的な教材を挿入した部分などもある︒

部分︑書き方を修練せしめる部分等から成立ち︑時に教材を劇化し︑

昭和十七年九月二日翻刻発行︑東京書籍を
﹃初等科国語五 教師用﹄ 三四七頁

昭和十八年五月十一日翻刻発行︑東京書籍わ．か
﹃初等科国語六 教師用﹄ 二八八頁

昭和十八年十一月一日翻刻発行︑東京書籍わ
﹃初等科国語七 教師用﹄ 三八○頁

昭和十八年五月二十六日翻刻発行︑東京書籍わ
﹃初等科国語八 教師用﹄ 三二八頁

昭和十八年十月三十日翻刻発行︑東京書籍わ
これらのうち奇数巻︵前期用︶には﹁総説﹂がある︒﹁総説﹂はコ

（7）

説
解

ことは︑低学年の国語指導として極めて大切なことであるが︑しかし

﹃よみかた掛図初等科第二学年後期用﹄

﹃よみかた掛図初等科第二学年前重用﹄

︵十九︶

︵二十四︶

文字が描き込まれているのは︑次のものだけである︒

図はすべて色刷りの絵のみで︑中に語句や文はない︒絵の一部として

これらには教科書と同じ形式の奥付がある︒

それは実際指導に於ける生きた問題によってこそ生きた指導が行はれ
るのであって︑これを予め教科書の上に規定することは︑ややもすれ
ば教材を死物たらしめ︑指導を固定せしめる結果に陥りがちである︒
随って﹁コトバノオケイコ﹂は︑問題を極めて重点的に選び︑取扱の

︵﹃ヨミカタ掛図初等科第一学年前装用上﹄第十六図﹁エ

﹁ホンダイサム﹂﹁スズキハナコ﹂﹁ワタナベマサヲ﹂﹁ハヤシハルエ﹂

﹁氷﹂︵﹃よみかた掛図初等科第二学年前期用﹄第十六図﹁お祭﹂︶

シタ﹂︶

カキマ

基準と方向を暗示することに止めた︒指導者はこの精神に鑑み︑つと
り︑特に煩珀に陥るが如きは絶対に戒むべきである︒︵﹃ヨミカタ一

ヲ

めて指導の実際に即して問題を生かすことにつとめることが大切であ
教師用﹄五一〜五霞ページ︶

山田﹂︹田は半分まで︺︵﹃よみかた掛図初等科第二学年後期
入営﹂︶

用﹄第十二図﹁にいさんの

﹁祝入営

に譲﹂つたこと︵同

そして﹁ひらがなの提出及び初歩練習は︑専ら﹁コトバノオケイコ﹂
五〇ページ︶が﹃ヨミカタ﹄の従来の読本と大い

に異なる点である︒またここで︑﹁鉛筆による硬筆習字をはじめて採用﹂

これら掛図の絵の中の字は︑本書﹃国定読本用語総覧﹄には収録して

﹁龍﹂︵﹃よみかた掛図初等科第二学年後期用﹄第十四図﹁たこあげ﹂︶

なほ巻五以降︑各巻に付録として数教材が掲げてある︒いはば国語

は教師用書でつぎのようにのべている︒

﹃初等科国語﹄五〜八には当初︑付録がつけられていた︒これについて

◎教科書の付録

いない︒

した︒︵﹃国定教科書編集二十五年目六三ページ︶

第三学年からは﹃ヨミカタ﹄と﹃コトバノオケイコ﹄の二本立てはな
くなり︑﹃初等科国語﹄一〜八となる︒国定第一期から国定第四期まで︑

いずれも︑第一学年から第六学年までが同じ書名であったこと︑その書
名には﹁読本﹂という語がふくまれていたことを考えあわせるときわめ
て特徴的である︒

於いて示されてみるが︑要はこれによって主教材を補ひ︑児童の読む

教科書として最初の試みであり︑その取扱に就いては各説のその場に

みかた﹄三・四︑﹃初等科国語﹄一〜八の計十二冊である︒

力を修練させようとするものである︒他面から見れば︑優秀な児童の

本書﹃国定読本用語総覧﹄で対象としたのは﹃ヨミカタ﹄一・二︑﹃よ
◎掛 図

語五

編纂し︑教科書会社が翻刻印刷したものを文部省が検査し︑教科書会社

材と相沖って︑読書に対する興味を喚起し︑読解力を養ふとともに︑

付録に収めた教材は︑主として東亜に関するものを集め︑本文の教

教師用﹄五五ページ︶

余力に対する補充教材たる性質を兼ねてもみるのである︒︵﹃初等科国

国定第五期は第一学年・第二学年については掛図が文部省発行で作ら
れた︒民間出版社の手によるものは︑以前にも例があったが︑文部省が
が翻刻発行するという教科書と同じかたちのものは︑はじめてである︒

大東亜建設の大精神を把握せしめ︑皇国の使命の自覚に培はうとする

他教科他科目の教材に連関して指導すれば更に意義が深いであらう︒

付録は︑時間に余裕を生じた場合︑随時適当に取扱ふものとする︒

ものである︒

刊行されたのは次の五種である︒︵︶内は図の枚数︒
﹃ヨミカタ掛図初等科第一学年前期用上﹄︵十八︶
︵十九︶

﹃ヨミカタ掛図初等科第一学年前期管下﹄︵十八︶
﹃ヨミカタ掛図初等科第一学年後期用﹄

説
解
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取扱は通読を主とし︑児童に自発的に読ませるやうにする︒なほ︑
付録には︑新出漢字が提出してないから︑これを取扱はないでも︑初
三〇四ページ︶

付録は初年度にあたる昭和十八年発行のものには﹃初等科国語﹄五〜

等科国語六へ移るのに差支ないやうにしてある︒︵同

八についている︒昭和十九年度発行のものについては﹃初等科国語﹄
七・八にはあるが﹃同﹄六にはない︒﹃同﹄五については︑その有無を判

別するのに十分な本を見ていない︒昭和二十年︵前期用のみ︶発行のも
のについては﹃同﹄五︑﹃同﹄七のいずれにも付録はない︒本書﹃国定読

本用語総覧﹄は﹃初等科国語﹄五〜八については昭和十八年度発行のも
のを底本に用いているので付録の文章を含む︒

◎教材の面では国定第五期からは新しく︑第五学年以上に一巻に一教
材︑﹁国語﹂そのものに関する教材を収めた︒﹁ことばと文字﹂﹁漢字の音
と訓﹂﹁敬語の使ひ方﹂﹁国語の力﹂がそれである︒﹁これらは低学年以来

修練し来たった正しき国語に基づき︑漸く国語そのものに対する知的な
教師用﹄五〇ページ︶

反省を促し︑以て国語意識の確立に培ひ︑国語の理会力．発表力の錬成
に資するものである︒﹂という︒︵﹃初等科国語五

名

次に︑国定第五期の文字の扱い・文語・候文・字体・墨画について述
べる︒

①仮

それまでの読本と同様の片仮名慣習である︒平仮名の文は﹃ヨミカタ
ニ﹄﹁十五 お正月﹂から提出される︒この時すでに︑平仮名の学習は︑
﹃コトバノオケイコ﹄ではじめられている︒
﹁平仮名の提出の時期を早め︑﹃ヨミカタニ﹄の後半より︑平仮名を出す

ことにしたのも︑国民学校の﹃ヨミカタ﹄に於ける新しい試みの一つで
ある︒﹂︵﹁国民科国語﹃ヨミカタ﹄編纂趣旨︵一︶﹂松田武夫︶という︒

②五十音図
﹃ヨミカタ＝の巻末に片仮名の五十音・濁音・半濁音・拗音・濁拗
音・半濁拗音の表が掲げてある︒

字

既に国定第四期から見られない変体仮名は︑国定第五期でも見られな

③変体仮名
い︒

④漢

国定第五期の漢字の取り扱いは︑教師用書で次のように説明してい

まず︑提出については︑在来の方法を改めた次の二点をあげている︒

る︒

教師用﹄四九ページ︶である︒同書では以下のようにのべて

一つは﹁新出読替の文字を児童用書の欄外に掲げなかったこと﹂︵﹃ヨ

ミカタ一

新出並びに読替の文字を児童用書の欄外に掲げることは︑国語読本

いる︒

の長い伝統であるが︑これがためにややもすれば国語指導即文字教授

の感を抱かしめ︑指導方針を誤る向がないでもなかった︒殊に音声言

語の重要性を認め︑音声言語・文字言語両面に亘っての理会力発表力

を修練する国民科国語の立場からすれば︑この方法は絶対に改める必

要がある︒よって在来の方法を変更し︑児童用書の欄外に文字を掲げ

ないこととしたのであるが︑しかし児童用書の巻末及び教師用書の各

課に於いて子細に指摘し︑以て指導上の手がかりとした︒もちろんか

くの如き方法の変更は︑決して文字の意義を軽く視たのでなく︑国民

科国語に於いては︑国語そのものの指導を徹底せしめる点からして︑

ことばとともに文字指導の任務は寧ろ一層重要であることを考ふべき

教師用﹄四九〜五〇ページ︶

もう一点は︑第一学年から第三学年までの提出を多くし︑第四学年以

である︒︵﹃ヨミカタ一

る︒

降を少なくしていることである︒教師用書では以下のようにのべてい

教材が単純で︑しかも児童の器械的記憶力の旺盛な時期に漢字を多く

提出することが適切であることは︑教育の実際に於いて意見の一致す

るところである︒小学国語読本が既にこれを或程度実行して来たので

あるが︑国民科国語教科書に於いては一層その程度を進め︑第一期及

解

び第二期に於ける漢字数を在来よりも多くし︑第三期第四期に於いて

⑤仮名つかい

期国定読本の新出漢字はすべてこの表に含まれている︒

し︑国語を漢字の面立から開放することにつとめたことである︒特に

留意したことは︑漢字はある程度提出してもその使ひ方を著しく制限

﹁ヨミカタ﹂以降︑文字の使用について在来と異なった観点から特に

教師用﹄五九ページ︶とのべている︒

語尾と︑その他極めて少数のものに限られることになる︒﹂︵﹃ヨミカタ一

でない︒故にカナヅカヒの指導に当って最も大切なのは︑助詞と用言の

ヅカヒと錐もカナ書にする習慣の少いものは︑強ひてこれを穿宣すべき

な字音ガナの如きは︑大部分読ませる程度に止むべきであり︑国語カナ

喰入ってみる部分であって︑児童にとって将来漢字の中にかくれるやう

それが我が国語の法則に関係し︑随って広く国民生活・国民感情にまで

仮名つかいについては﹁カナヅカヒの指導に際し特に重視すべきは︑

はこれを減少して︑専ら漢字使用の応用を自在ならしめることを期し
た︒︵同 五〇〜五一ページ︶

次に使用については︑それまでと違った考え方に基づき次のようにの

話しことばを尊重し︑国語の醇化を期する上から︑できるだけカナ文

⑥促音および拗音の表記は︑﹃初等科国語二﹄の最後までは右傍に小書

べている︒

字の使用を拡充し︑漢字の種々な訓みを制限し︑当て字・当て訓みを

出
新

読替

齊l三四一九九四三ニー一
O一五七〇七八八五四〇〇
営六八

一一一一一

≡

出

読替

一一
ｪ九二〇八六五六三四一
ｵ〇八六二八三五〇八八二
七七七

八五八六四一三一二四五四

昭和十七年十二月に文部省は﹁標準漢字表﹂を発表しているが︑第五

六二

一一一一一一一一
九〇〇〇四五七六四九六二
ｵ〇七八二六六〇一三一一

⑨文語文
文語文は﹃初等科国語三﹄﹁四

る︒

回しくんしゃう﹂からされなくなっ

するものである︒﹂︵﹃初等科国語三

くりから谷﹂

教師用﹄四四ページ︶とのべてい

って文語を直観的に了解せしめつつ︑次第に文語に親しませて行かうと

る韻文若しくは戦記物語の韻律的な叙述に出発し︑まつ素読的方法によ

これが提出方法は小学国語読本が試みたものを継承するもので︑興味あ

からであり︑教師用書では﹁更にこの期の巻四以降︑文語文を提出する︒

るが︑本格的に提出されるのは﹃初等科国語四﹄の﹁六

君が代少年﹂の中にも部分として現れ

書き︑長音は﹁1﹂を用いている︒

⑧外国の地名・人名及び外国語の表記は従来通りで︑促音・拗音は小

た︒

分かち書きは﹃よみかた四﹄﹁二十

にしたのである︒﹂︵﹁国民科国語﹃ヨミカタ﹄編纂趣旨︵一︶﹂松田武夫︶

詞は︑その上に来る言葉につけることを建前とする︑といふやうな仕方

﹁従来の分別書を改めて︑新しい形式にした︒例へば︑てにをは等の助

⑦分かち書き

された︒

整理し︑一部送りガナを在来より精しく付して︑全体として読みやす
からしめるとともに︑醇正な国語を生かすことにつとめてある︒︵﹃初
等科国語 一 教師用﹄五〇ページ︶

本

提出漢字数を国定第四期﹃小学国語読本﹄と比較すると︑次のように

十十巻巻巻二三巻巻巻巻巻
ニー十九八七六五四三ニー
≡

タ

た

ミ
カ
み
か
科
国

ヨ
よ
初等

なる︒

小

@
計

ｪ七六五四三ニー四三ニー
語

学
器巻巻
里
@

新

一一一一一一一一
○八一一九三三一四三八四

○
一
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説

説
解
（10）

れる︒﹁候﹂の語の初出は﹃初等科国語五﹄﹁十

武士のおもかげ﹂の

⑩候文は﹃初等科国語六﹄﹁二水兵の母﹂の書簡文ではじめて提出さ

もに改編されて教科用図書調査会となった︒教科用図書調査会も文部大

科書調査委員会・青年学校教科書協議会・日本語教科用図書調査会とと

調査するための文部大臣の諮問機関︶は︑昭和十六年五月に中等学校教

指導の目標が端的に現れてみるのであります︒読みに徹し︑読み抜くこ

て︑文自体の理会を深めようとしたもので︑そこに高学年に於ける国語

用﹄五四〜五五ページ︶︑松田武夫は﹁これは︑専ら文を読むことによっ

練をなさしめることを期すからである︒﹂とのべ︵﹃初等科国語五

教師

あり︑必要欠くべからざるものの外は︑寧ろ文によって情景をしのぶ修

た︒これは専ら文を読むことによって理会を深くさせようとするもので

初等科国語四

初等科国語三

初等科国語二

初等科国語一

よみかた四

よみかた三

ヨミカタニ

ヨミカター

昭和十八年七月十二日発行

昭和十七年十二月二十一日発行

昭和十七年七月七日発行

昭和十七年二月十六日発行

昭和十七年七月十日発行

昭和十七年二月十六日発行

昭和十六年八月四日発行

昭和十六年三月七日発行

昭和十六年八月十一日発行

昭和十六年二月十日発行

現在︑確認できた原本は奥付に次の日付のあるものである︒

第五期国定読本はそれまでの国定読本同様︑文部省原本が作られた︒

事項を調査審議した︒

臣の諮問機関であり︑文部省が著作権を持つ教科用図書の編纂に関する

中のはなしことばの﹁矢は當たらぬに︑死にて候︒﹂である︒

⑪字体は第四期国定教科書と同じ教科書体活字である︒ただし付録は
明朝体活字である︒

⑫括画については教師用書では

とによって文章理会に導かうとする方針の︑具体的なあらはれなのであ

初等科国語五

﹁巻五乃至巻筆に於いては︑挿画の数をできるだけ制限することとし

ります︒﹂︵﹁﹁初等科国語五︑六﹂の編纂趣旨﹂︶としている︒

初等科国語六

昭和十八年七月十七日発行

昭和十七年十二月二十一日発行

︵三・三︶ 書誌・底本

初等科国語七

第五期国定読本の使用期間は巻によりことなり︑ 最長のものは昭和十

初等科国語八

六年から昭和二十年迄の五年間︵﹃ヨミカタ＝・﹃よみかた三﹄︶︑最短

﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄の編集は︑図書局編修課で井上

一は︑図書局編修課に石森延男・倉野憲司・松田武夫の英俊が集めら

赴を中心として昭和十五年四月目はじめられた︒担当者について西原慶
れ︑嘱託陣には西尾実・東条操が迎えられ︑百田宗治・田中豊太郎．村

この間︑本文・描画に訂正が行われたが︑それを

この用語総覧の底本には︑奥付に印刷された使用年度を示す符号︵﹃国

のの中でもあまり多くない︒

が行われた︒このため︑翻刻発行されたままの形のものは︑現存するも

れる部分について墨を塗る︑切りとる︑紙を貼る等のいわゆる﹁墨塗り﹂

これら国定第五期の国語教科書は︑終戦後早い時期に︑不適切と思わ

示す通牒類は今のところ見ることができない︒

等科国語八﹄︶である︒

のものは昭和十八年から昭和十九年迄の二年間︵﹃初等科国語六﹄ ・﹃初

当時の国定教科書の編纂事情は︑戦後井上赴が記した一連の﹁国定読

重嘉勝・西原慶一が招かれたと記している︒
本の編集﹂︵﹃実践国語教育﹄に昭和三十四年五月から連載︑﹃国定教科書

編集二十五年﹄に再録︶にくわしく︑軍部の干渉の中にあっての苦悩や
二十三年続いた図書局は昭和十八年十一月一日に廃止となり︑そのの

実現できる事の限界がかたられている︒

一方︑教科書調査会︵大正九年から続いていた小学校の教科用図書を

ち国民教育局で行われるようになった︒

（ll）

説
解

定読本用語総覧4﹄解説
ヨミカ六一

参照︶により判断し︑それぞれの初年度使用

東京書籍る

昭和十六年三月十

初等科国語八

書館蔵本

十八日翻刻発行

東京書籍わ

昭和十八年七月十九日翻刻印刷
蔵本

昭和十八年八月二

大分県立大分図書館

解説の執筆にあたっては以下の文献を参考にした︒
武蔵野書院

講談社

第八巻

第六巻

第十一巻

東京書籍株式会社

第九

東京

一九七四

昭和五十六年四月

第五巻

昭和三十九年六月

昭和五十五年

ほるぷ出版

昭

井上赴著・古田東朔編﹃国定教科書編集二十五年﹄昭和五十九年五月

秋田喜三郎著﹃劒龍国語教科書発達史﹄昭和五十二年十月

昭和五十八年二月

文化評論出版

西原慶一著﹃近代国語教育史﹄昭和四十年十一月穂波出版社
第十二巻

昭和五十八年二月

昭和十六年三月三十

和五十七年九月

｣教科書教授法資料集成﹄第六巻

大分県立大分図書館蔵

昭和十六年十月四日

講談社

﹃複刻国定教科書︵国民学校期︶解説﹄昭和五十七年二月

﹃教科教育百年史﹄昭和六十年九月 建吊社

文部省

昭和十七年三月二

﹃学制百年史﹄昭和四十七年十月

東京書籍株式会社
昭和三十九年十一月

第五巻

財団法人教育研究振興会
法令出版株式会社

﹃国語教育史資料﹄第二巻

年八月

国立教育研究所編集﹃日本近代教育百年史﹄第一巻

巻

海後宗室﹃日本教科書大系﹄近代編

九月

東京書籍株式会社社史編集委員会﹃近代教科書の変遷﹄

昭和三十一年

﹃学制八十年史﹄昭和二十九年三月 文部省

昭和十七年八月二十

昭和十七年三月十
大分県立大分図書館蔵

﹃近代日本教育制度資料﹄第一巻

大分県立大分図書館

東書文庫蔵本

東京書籍を

東京書籍を

昭和十七年八月三日
大分県立大分図書館蔵本

昭和十七年七月八日翻刻印刷
東京書籍を

昭和十六年九月五

大分県立大分図書館蔵

昭和十六年二月十三日翻刻印刷

本を使用した︒その奥付の年月日・符号・所蔵者は以下の通りである︒
五日翻刻発行

東京書籍る

十七日翻刻本行

東京書籍を

昭和十七年七月十日翻刻印刷

蔵本

五日翻刻発行

六日翻刻発行

昭和十七年二月十六日翻刻印刷

大分県立大分図書館蔵

昭和十七年二月十六日翻刻印刷

翻刻発行

昭和十六年八月四日翻刻印刷

東京書籍る

大分県立大分図書館蔵本

昭和十六年八月十二日翻刻印刷

一日翻刻発行

東京書籍る

ヨミカタニ

昭和十六年三月七日翻刻印刷

日翻刻発行
よみかた三

よみかた四
初等科国語一

初等科国語二

初等科国語三

初等科国語四

翻刻発行

昭和十七年十二月二十一日翻刻印刷

昭和十八年一

初等科国語五

大分県立大分図

昭和十八年二

大分県立大分図書館蔵本

月二十三日翻刻発行 東京書籍わ 東書文庫蔵本
昭和十八年七月十三日翻刻印刷 昭和十八年八月四
東京書籍わ

東京書籍わ

昭和十七年十二月二十一日翻刻印刷

日翻刻発行

初等科国語六
初等科国語七

月二十八日翻刻発行

『既

本
本
本
本

例

凡
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凡

例
j内容

︵三︶用語採集の範囲

︵四︶見

︵五︶見出し

︵二︶底本
︵四・一︶単位 ︵四・二︶読み

︵五・三︶品詞
︵七︶用例と所在

︵七・三︶層別

︵六︶見出し語の排列
︵七・二︶所在

︵五・六︶表記

︵五・二︶漢字

︵五・一︶見出し

j 内 容

︵七・一︶用例文

︵五・七︶活用形

︵五・四︶人名・地名などの注記 ︵五・五︶度数

語の注記

出し語の立て方

（一

る︒

︵二︶

底

本

各種機関の所蔵本を底本として用いた︒
照︒

︵三︶ 用語採集の範囲
底本のうち︑

①目録
②本文

詳しくは本書所収の解説参

十音順に排列し︑その全用語のうちアからツの部までを収めたものであ

みかた﹄﹃初等科国語﹄︵いわゆるアサヒ読本︒全十二冊︒︶の全用語を五

本書は︑昭和十六年度から用いられた第五期国定読本﹃ヨミカタ﹄﹃よ

（一

③図版

の部分を用語採集の対象とした︒ただし︑③のうち︑判読しがたい語は

除いた︒表紙・扉・ページを示す数字・奥付などの部分は︑用語採集の

なお︑教師用書に示された漢字の新出と読み替えの表示は︑テの部以

対象としない︒

位

見出し語の立て方

下の用例を収める﹃国定読本用語総覧9﹄の巻末にまとめて付録とする︒

︵四︶

単

自立語は原則として文節から助詞・助動詞を切り離したものを一単位

︵四・一︶

とし︑助詞・助動詞は︑﹃現代語の助詞・助動詞lI用法と実例﹄︵国立

①形容動詞は立てない︒形容動詞の語幹にあたる部分を﹁形状詞﹂

国語研究所報告3︶を参考にして単位を決定した︒ただし︑

として一単位とし︑語尾にあたる部分を助動詞とする︒

②サ変動詞﹁する﹂︑および﹁いたす・くださる・なさる・もうし

または体言相当のものにじかに接続している場合は切り離さな

あげる﹂など意味上ほぼサ変動詞﹁する﹂にあたるものが︑体言
い︒

③助詞・助動詞を構成要素に持つ副詞・接続詞等の処理は別に行
う︒

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

⑤同語形であっても品詞の異なるもの︑口語・文語などで活用の

語五段活用と文語四段活用の終止形が同形で併存するものは︑一

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

複A呈阻などの後部にあらわれる要素については︑次のように切り出し

例
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凡

5おあいていたす・そうだんあいて

見出し

いつくしま

漢字

注記 度数

﹇厳島﹈︹地名︺
いつくしま

層別

そふ

活用形

︽ーウ・ーッ・ーヒ︾

東の方は此の橋のたもとから︑川にそって電車が

沿ふ

十一348図嚴島は古より日本三景の一に敷へられて殊

品詞

度数

に名高く︑︿略﹀︒

漢字

見出し

︵五・一︶

漢

字

代名詞︵代名︶ 形状詞︵形状︶

詞と動詞は︑さらに︑細分類を行った︒
名詞︵名︶

副詞︵副︶

連体詞︵連

品詞は次の通りとし︑後に示すような略号を用いて示した︒なお︑助

︵五・三︶品詞

語の識別のため︑必要に応じて︑ 見出し語にあたる漢字を注記した︒

︵五・二︶

に・︵中点︶を入れた︒

活用語は終止形を見出しとし︑活用しない部分と活用する部分との間

た︒

現代仮名遣いによって︑和語・漢語は平仮名︑外来語は片仮名で記し

各見出し語ごとに︑次のような事項を記した︒

︵五︶ 見出し語の注記

代って教師用書に新出および読替の漢字とその読みが示してある︒

五期の国定読本では︑欄外に漢字を掲げていないが︑編纂趣意書に

いし﹂ではなくて﹁タイセキ﹂だということになる︒

︵磁石︶︑最後に巻六の95ページに読替が立つ︵大石︶︒ここで﹁大石﹂の

出ます︒

六722

そ・う﹇沿﹈︵四・五︶4

見出し

所在︵巻・ページ・行︶

用例

表
記

島髪

て見出しに立て︑ ■で︑主となる見出しを参照させて検索できるように
した︒

あいて
︵四・二︶ 読 み

漢字表記の読みを決定するにあたっては︑教師用書に新出または読み
替えとして提示されている漢字を参考にした︒

四期までの国定読本では︑ある漢字がその読本中で初めて使われる時
には︑新出漢字として上欄に掲げ︑その後別の音訓で使われる時には︑

傍線を付して読替漢字として掲げている︒その漢字を提出順または代表
音訓順に示したのが︑各面の第二分冊に添える付録の﹃漢字一覧︵提出
順︶﹄及び﹃漢字一覧︵五十音順︶﹄である︒巻・頁が進むにしたがって

提出音訓が増えるので︑そのいずれに該当するのか確定できない場合も
生じるが︑これによって編者の意図の推定できる場合も多い︒例えば︑

﹃用語総覧5﹄の付録6によると︑﹁石﹂という字は五三の26ページが初

い

嚴で

﹁石﹂の読みは︑前の二つと同じであってはならないので︑これは﹁おお

出で﹁いし﹂︵石がき︶︑つぎに︑巻六の64ページに読替が立ち﹁シャク﹂

1

王藷

三

例

凡
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体︶ 接続詞︵接︶ 感動詞︵感︶
詞︵助動︶

助詞

動詞

形容詞︵形︶

五段︵五︶上二段︵上二︶

助動

間投助詞︵間

接続助詞︵接助︶

終助詞︵終助︶

係助詞︵係助︶

助詞は次のように分類し︑後に記すような略号を用いて示した︒
格助詞︵格助︶ 副助詞︵副助︶
並立助詞︵並助︶ 準体助詞︵酢煎︶
助︶

四段︵四︶

上一段︵上一︶下二段︵下

また︑動詞は活用の種類によって分かち︑次のように示した︒

二︶下一段︵下一︶力行変格︵力変︶サ行変格︵サ変︶ナ行変

人名・地名などの注記

格︵ナ変︶ ラ行変格︵ラ変︶

︵五・四︶

見出し語の意味・用法について︑必要に応じて︑﹁人名・地名・課名・

数
︵用例の数︶を記した︒

話し手名﹂などの注記を加えた︒なおその場合には品詞は省略した︒

︵五・五︶度
見出し語ごとに︑その使用度数

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

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

①片仮名
②平仮名
③変体仮名
④漢字︵片仮名の振り仮名つき︶

活用形

⑧ローマ字
︵五・七︶

活用のある見出し語の用例について︑活用形の異なるものを列挙し

た︒ただし︑ここでいう活用形の異なりとは︑未然形・連用形などの別

活用形を列挙する際︑活用しない部分︵見出しで︑中点・より前の部

ではなく︑語形上の異なりをさす︒

て示した︒

分︶は一で記し︑活用する部分を︑原文通りの仮名遣いで︑片仮名によっ

見出し語の排列

また︑二つ以上の活用形がある場合は︑五十音順に並べた︒

︵六︶

つやゆよ︶は普

見出し語の排列は現代仮名遣いの五十音順とする︒ただし︑片仮名は

平仮名に︑濁音・半濁音は清音に︑小字︵アイゥェォ

通の仮名に︑長音符号﹁1﹂は直前の仮名の母音に︑それぞれ置き換え

同じ仮名の連なりとなった見出しは︑次の各項を一字目から順に適用

たものとみなして︑一字目から順次︑五十音順に排列する︒
して排列する︒

①清音←濁音←半濁音
②小文字←大文字すなわち︑拗音←直音︑促音←直音
③普通の仮名←長音符号

以上によっても排列の決まらないものは︑次の各項を順に適用して排
列する︒

名詞←代名詞←形状詞←副詞←連体詞←接続詞←感動詞←助詞←

①次の品詞順とする︒

a名詞のなかでは次の順とする︒

動詞←形容詞←助動詞

⑤漢字︵平仮名の振り仮名つき︶

⑦アラビア数字

⑥漢字︵振り仮名なし︶

例

（15）

凡

課名←話し手名←人名←地名←それ以外の名詞
b助詞のなかでは次の順とする︒
格助詞←副助詞←係助詞←接続助詞←並立助詞←準体助詞←終
助詞←間投助詞

︵七・二︶

所

在

用例は︑見出しにあたる語のはじまる位置によって︑底本の巻・ペー
ジ・行の順で所在を示した︒第五期国定読本は︑学年によって書名が

数える︒すなわち︑﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄一〜四が巻一〜四に︑﹃初等

﹃ヨミカタ﹂﹃よみかた﹄と﹃初等科国語﹄に分れるが︑巻番号は通しで

四段←五段←上二段←上一段←下二段←下一段←力変←サ変←

c動詞のなかでは次の活用順とする︒

科国語﹄一〜八が巻五〜十二にあたる︒また頁番号が二百を超える場合

い︒

文語文

候文

なお︑目録と図版中の語については︑原則として層別の表示を行わな

た︒

上記の分類の第一字目によって︑謹呈圃要望のように区分を示し

以上のうち︑口語文・散文・地の文については注記せず︑それ以外は︑

③地の文会話文

②散文韻文手紙文

①口語文

用例文の文体上の性格を次の三類八種に分類した︒

︵七・三︶層別

のように記し︑図版中の語であることが分かるようにした︒

五36図

なお︑図版中の語は︑

頁番号である︒

は﹁付録﹂中の用例であり︑その頁番号から二百を引いたものが正しい

ナ変←ラ変
②漢字表記の付けられるもの︑付けられないものの順とする︒

ら多いものの順とする︒字数が同じ場合は︑一字目の画数順と

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

用例と所在

平仮名←片仮名︵外来語︶の順とする︒

b漢字表記の付けられないものについては︑

︵七︶

用例は︑仮名遣い・分かち書きなどまで︑できるだけ原文通りとした︒

︵七・一︶ 用例文

用例の長さおよび体裁は︑今回から見出し語により二通りに分けた︒

漢字字体は︑対応する普通の明朝活字体とした︒

とし︑それ以外のものは︑従来通り可変長とした︒用例文の中間の一部

すなわち出現頻度の高い語︵主として助詞・助動詞︶はKWIC形式
を省略する場合は︑︿略﹀のように示した︒

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

あ

1

あいき

︵感︶15 ア

あ

一92圏 コマイヌサンアコマイヌサンウン

あけ
︑たたましいどらの音がします︒
あ︑とうとうかくれてしまひました︒

九279園﹁あ︑日本人がみる︒﹂
十962圏あ︑さうですか︒
2 ああ
︵副︶

アア

ああ

んなかつかうに見えるが︑
︵感︶23

一一151園アア︑イイキモチダッタ︒

ああ

三佃4園 ああ︑見える︒
日 本 の 旗は︒

四柵7圃囹 青空高く 日の丸あげて︑
しい︑

四二1園 ああ︑これは︑はっかしいことを申しま

ああ︑美

八解1囹 歩く時︑ああいふふうに頭が傾いて︑へ

よく下へ出る︒

八七8園 ああしてからだをしぼると︑中の水が勢

ああ

七研5

七529

六鵬−圏園 あ︑梅だ︒

一605囲ア︑ミンナガ ワットニグテッタ︒
三861園あ︑舟が沈む︑沈む︒
四174囹 ﹁あ︑わかった︑大日本帝國海軍︒﹂
五372園あ︑それですよ︒
五悩8園 あ︑井戸がある︒
五欄7園 あ︑それだ︒
五襯3園 あ︑これで︑すっかりらくになりました︒
五備2園 あ︑これだ︒
六673囹あ︑人がこっちを見てみる︒

あ

あ

した︒﹂

ああ︑うまい水だ︒

五伽6囹困ったな︒ああ︑しかたがない︒
五搦3囹

うちの赤ちゃん大ごゑで︑

︵感︶1

ああん

ああああ︑ お話します︒

三391圏
ああん

ました︒

ああああ︑

六548囹ああ︑あのいつも︑たきぎをせおって歩 六137園弟が︑たいくつして︑﹁ああん︒﹂といひ

天皇旗︑ああ︑天皇旗︒

あい

﹇相﹈nVいりあい

あい・ぐあい・ばあい・わりあい

﹁ああ︑たうぶん︑やっかいになります あい ﹇合﹈ δいいあい・うけあい・おきあい・かけ

く子どものことでせう︒

マストに仰ぐ

よ︒﹂といって涙をこぼされました︒

六751園
八277圏

﹁ああ︑さうだった︒﹂といひながら︑目

あいうえお
一88図

深い藍色が頭の上にかぶさったころには︑

相打つ

一 アイウエオ︿略﹀

アイウエオ︿略﹀

両々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し

﹇相打﹈︵五︶1

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒

十一一佃8

あいう・つ

︽ーチ︾

もう太陽は没して残光は見られなかった︒

十二㎜12

ああ︑はる あいいろ ﹇藍色﹈︵名︶1 藍色

日ざしもさすがに強くなった︒

十一一矧4

八401 ああ︑母はもうこの世の人ではないのかと︑ あい ﹇間﹈与たにあい
あみ
力を落してゐました︒
あい ﹇藍﹈︵名︶1 藍
あみ
潮の色は︑濃い藍から少しつつ緑に創り︑
八伽8園

朝日︑いまあらはれて︑

をこすって起きた︒

九703唾壷

光さし來ぬ︒

ああ︑よくやってくれたなといひながら︑

けくもこの峯に

九M10園

ああ︑多年の苦心は︑つひに報いられた

翼をなでてやったりしますよ︒

十473図

ああ︑りつぽだ︒

り︒

十697囹

みゃくはく

ああ︑自然の大きな脈搏︒

ああああ︑ああああ

ところどころに白雲がただよって︑中腹

他の一隊は遠く後方から爆撃して來たが︑

﹇愛機﹈︵名︶4 愛機

きょだん

十1610事事

あります︒

巨揮を投じたる一瞬︑敵高射砲弾は︑

いっしゆん

九M6園愛機のプロペラにだきついて喜ぶ人さへ

あいき

相愛らず︑とはうもない高度爆撃だ︒

十一一圏6

あいかわらず ﹇相変﹈︵副︶1 相愛らず

山々を奥深く見せる︒

をおほひ︑峯をかくし︑谷々の雪渓と相映じて︑

十一941

ジ︾

十一354園﹁ああ︑この子が男であったら︑りつ あいえい・ずる ﹇相映﹈ ︵サ変︶ 1 相映ずる ︽一

十一55圏

﹁ああ︑いいお嫁さんができました︒﹂

ばな學者になるであらうに︒﹂

十一483園

といって︑ほめてゐます︒

﹁ああ︑あなたはベートーベン先生で

十一鵬3園ああ︑あれはぼくの作った曲だ︒
十一側8囹

よ

すか︒﹂きやうだいは思はず叫んだ︒

十二248園ああ︑天は予をほろぼした︒

︵感︶1

ああ︑今日もとうとう敵は影を見せなか

十二257園ああ︑天は予をほろぼした︒
十二肥11
つた︒

ああああああああ

あいきょう一あいだ
2

汝が愛機の胴膿を貫ぬきつ︒

十186図魍 一もとは︑すでになき汝の部隊長機へ︑
一もとは︑汝の愛機へ︒

十809 かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ︑更に
新しい工夫をこらして行った︒

あいきょう ﹇愛敬﹈︵名︶1 あいきやう

︵サ変︶

は︑めったにないものだ︒
﹇ 相激﹈

1

相激する ︽

九鵬9 このくらみあいきやうのある氣のきいた虫
あいげき・する
シ︾

十二佃8 爾々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し

あいこう

七絶

ある日︑魯の哀公が孔子に︑﹁︿略﹀︒﹂と

ろ

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒
あいこう
﹇哀公﹈︹人名︺1 哀公

あいこう
十二358

﹇愛国﹈︵名︶1

たつねた︒

あいこく
ここち

愛

十二M3 たまたまなつかしい日本語を聞くと︑ま
ちごく

るで地獄で佛にあった心地がし︑愛国の心が泉の
やうに湧き起るのを感じるのである︒
あいこくこうしんきょく ﹇愛国行進曲﹈︵名︶2

國行進曲

いさつ

四224

十脚2園﹁おいしい︑おいしいアイスクリーム︒
十別2

アイスクリーム論りがやって來る︒

うんてんしゅさんがおたがひに手をあ アイスクリームうり ︵名︶一 アイスクリーム費り

愛路村といふのは︑交通路を愛し︑これを

孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑

國語を愛せよ︒

﹇間﹈︵名︶91 間δこのあいだ

みなさんのっかってみる机もこしか

おちいさんのげんきな間に︑おとうさ

おとうさんのげんきな間に︑おまへた

何百人といふ木こりが︑長い間かかっ
四209

かうしてみる間に︑何年かたちました︒

山と山との間に︑海が光ってゐました︒

四365園長い間おせわになりましたが︑
四581 おかあさんが︑長い間病氣でねてゐま

四354

て︑やっと切りたふすことができました︒

四94

した︒

三637もの間をおよぎぬけたり︑
三佃4囹長い間︑ほんたうにおせわになりま

ちが生まれる︑

三505囹

んが生まれる︑

三504園

落葉の間にたまったり︑

三499囹雨がふると︑水は︑木の根や︑草や︑

うしく見えます︒

三166間しげった松の間に︑おやねがかうが

車のかずがわからなくなりました︒

二念4 ﹁おや︒﹂と思ってみる間に︑ぼくは︑

けも︑長い間はたらいてるます︒

二967囹

あいだ

十二衛9

ある者には﹁人を愛することだ︒﹂といひ︑

十二315園

守る村のことで︑

十㎜9

ーセヨ︾

にいさんは︑ここでみんなにあいさつを あい・する ﹇愛﹈︵サ変︶3 愛する ︽ーシ・ースル・

げて︑元氣よくあいさつをしました︒

四727
して︑門の中へはいりました︒

六302国軍港を出て行く時︑港内にみる軍艦と︑
宗治と検使とは︑ことばずくなに挨拶を取

たがひにあいさつのラッパを吹きかはして︑
あいさつ

十齪3
りかはした︒

︽

シ・ースル︾

挨拶する

あいさつ

あいさつ・する﹇挨拶﹈︵サ変︶4あいさつする
町の男や女たちが︑この果たいさんに︑て

いねいにあいさつします︒

四価4

乃木將軍が︑﹁︿略﹀︒﹂とあいさつすると︑

合圖

ぼんぼこあ

トラックの上の兵士たちは︑高く手を振

出饗に際し︑事務所の係員が︑﹁︿略﹀︒﹂

ステッセル將軍は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

十894

あいさつ

十二87

と挨拶する︒
あいさつ

十一一233

あひつ

お山の上では親だぬき︑

﹇合図﹈︵名︶7

つて挨拶しながら︑︿略﹀前進した︒
あいず

四425圏

見送りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑

﹁ドン︒﹂と出襲のあひつです︒

ひつの腹つづみ︒
七531

五908

これを合圖に︑船からおりて行くのです︒
﹁さあ︑おりるよ︒﹂といふ合圖をされた︒

七5410

愛

五194 まだ上手には歌へませんが︑兵たいさんに
教へてもらった﹁愛國行進曲﹂です︒
七534 愛國行進曲が聞えます︒

八829

あいこくてきねつじょう ︹愛国的熱情﹈︵名︶1

國的熱情

それでも︑みんな合圖をしてゐます︒

十827 流れ出る綿布を見てみると︑あたかも豊田

それを合圖に︑︿略﹀奉仕員たちは︑︿略﹀︑

︵名︶一

アイスクリーム

これを黒髪に︑今まで眠ってみた港の船が︑
アイスクリーム

急に目をさまし始める︒

九469

定めの場所へ集って來た︒

九155

アヒコデショ

佐吉の愛國的熱情が︑ほとばしってみるやうにさ
︵感︶一

へ感じられる︒
あいこでしょ

アヒコデショ︒
あいさつ

一334圏ジャンケンポンヨ︑

あいさつ ﹇挨拶﹈︵名︶4 あいさつ 挨拶﹇▽ごあ

3

あいだ一あいだ

したので︑

四674 その間に︑一郎さんは︑かばんを取りに
行きました︒

四麗7 冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹
きまはって︑雪やあられを降らせたり︑水をこほ
らせたりします︒

五487 流れが急で︑白い波が︑石と石との間にわ
き返ってゐました ︒

五価7囹 ﹁ここに立って︑お月様を︑枝の間から
見たまへ︒﹂と︑その子どもがいひました︒

五鵬1 すると︑月は枝の間にじっとしてゐますが︑
雲はさっさと走って行きます︒

五聖5 りかうな利根は︑︿略﹀︑隊と隊との間のお
使ひをしたり︑

五冊4 みかたはそのままで︑一週間もがんばりつ
づけましたが︑その間︑第一線と本部との間をお
使ひするものは︑軍犬利根でありました︒

五備4 第一線と本部との間をお使ひするものは︑

五柵6 利根は︑毎日︑五回も六回も︑この間を
行ったり來たりしました︒
間に︑利根の元号な姿が見えました︒

五七6 すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ道の
六288 長い間かはいがって育てたみかんが︑

六585囹 ふしぎなことだと思って︑あたりを見ま
すと︑石の間から︑水が流れ出てをります︒

六657 おや︑だれかが︑しゃうじの間から顔を出
してみる︒

運脚5
した︒

た︒

六搦1
六欄2

網船二さうの間へ︑まっすぐに乗り入れま
花と花との間から︑大きな鳥居が見えまし
山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ

七131

魚が︑からだをくねらせて︑岩に生えた海

岩の間のすきとほつた水の中で︑

るうちに︑字がすられ︑給がすられ︑

七132

藻の間を上手に泳いでゐました︒

したが︑

ほり返した土のかたまりの間には︑もうひ

七334園私は︑おなかの病氣で︑長い間寝てゐま
七388

たひたと︑水がたたへられてるます︒

みる間に︑ぼくのせいの高さと同じ長さになる時

七687園待てよ︑かげがのびたりちぢんだりして

手紙を書いてみる間に︑いつのまにか九

が︑．あるにちがひない︒

七846團

かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋

時前になりました︒

七価5

の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒

かういふかけ合ひをしてみる間に︑むなし
それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあげた

く月日が過ぎて行きました︒

七M7
七㎜8

ままで︑長い間だんぼんをつづけました︒
﹁ヤヒヨーエドノ﹂といふ名が︑そののち︑
オランダ人の間に響き渡りました︒

七捌6

まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本の
萬壽は︑格子の間から手を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂

軸が出ます︒

ちく

八169
八426

かうし

じっとしてみる間に︑雪舟は︑いろいろと考へつ

おやと思ってみる間に︑動いてみた鐵の火

六棚7 さびしい本堂の柱にくくりつけられて︑

八991
八描4

二つの目だけを砂の間から出して︑︿略﹀︑

柱が︑静かに止ります︒

づけました︒

はって︑ずんずんもえて行きました︒

六捌1 ただその間にも︑無心の火は︑火なはを傳

長い間︑閉ぢ込められてみた人たちにとつ

外を眺めてゐます︒

ては︑春は︑うれしいだけではありません︑

八悩6

九146 みそまはじめ祭の盛儀を拝観する人々の列

木の間からもれる初夏の光に︑

が︑林の間の細道傳ひに次から次へ績いて行く︒
九149

九182 神代さながらの山中は︑しばらくの間︑打

その間にまじって︑帯のやうなたち魚が︑

ち入れるをのの響きのこだまで滞たされる︒

いくつもいくつも横たはってるるのは︑

九497

九503 魚の行列の間を︑市場の人たちと魚問屋の

﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり床の間をぬつ

若者たちが︑いそがしさうに右往左往してみる︒
て行く︒

九542

九604図殺さんもふびんと思ひて︑左右の耳の間

をねらひてひようと射る︒

九935 小熊座と北斗七星との間に尾を入れて︑小

りよう

熊座を包むやうにのろのろと曲りくねって連なる

十ばかりの星を龍座といひますが︑

九991 さうなると︑先頭からかけ離れて︑間をつ

暑い日がやっと暮れても︑よひの間は家の

めようとしてもなかなか思ふやうにはいかない︒

九価8

その間に︑毛利の大軍がやって來た︒

中がむっとして︑

九慨3

夕日とぼくとの間には︑さへぎるもの一つ
ない︒

九㎜5

たりしてくれたのは︑母であった︒

十746 この間に立って︑佐吉を働ましたり︑慰め

十755 佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑

長い間篭城してみた將士たちに︑このお

ろうじゃう

たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

くり物がどれほど喜ばれたことか︒

十875

あいだ一あいて
4

ほうわうぼく

木立の間を流れる空氣はひえびえと澄み

と︑︿略﹀公園地帯の間を走ってみる︒

十一盟3
きって︑

大きな石が︑おもしろいほど思ひ通りに

割れる腕前になるには︑長い問の汗みどろの努力

十ニー88

部隊長の訓示が終ると︑︿略﹀邦人の間

がひそんでみる︒

十二243
おほとものやかもち

から︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒

もろやす

その間々に︑白い﹁はくさんいちげ﹂や︑

﹇間間﹈︵名︶1 間々

師直・師泰の軍に立ち向かひ︑

もろなほ

あいだあいだ

深紅の﹁べにばないちご﹂などが︑主軸と入り齪

十一922
れてるた︒

屋島の合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平

あいたい・す ﹇相対﹈︵サ変︶1 相田す ︽ーセ︾

家は海に船を浮かべて︑相封せり︒

八713図

汚名をすすぎ︑家名山立ち候やう︑

魚雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦を始め︑

﹇相次﹈︵五︶1相つぐ︽ーイ︾

その他の曲面も多く相ついで沈没せり︒

十一547図

あいつ・ぐ

私身命に代へ願ひあげまみらせ候︒

十二佃3囲團

大伴家持が長歌の中によみ入れた次の あいた・つ ﹇相立﹈︵四︶1 相立つ ︽ーチ︾

長い間の難行苦行に︑身も心も疲れきつ

ことばは︑今日農民の間に廣く歌はれてるる︒

十二414
十二483

た一人の修行者が︑ふとこのことばに耳を傾けた︒

一族のうち︑一人も生き残りてあら

﹁きれいだらう︒﹂と︑あひっちを打つやう

行ってごらんになると︑なるほど相手は恐

﹇相手﹈︵名︶23 相手

相手は︑急にやうすをかへて︑天略﹀︒﹂と

相手をにらみつけながら︑おちつきはらつ

相手の陣地に︑﹁わあっ︒﹂と大聲をあげ

話しかける相手が目の前にみる時は︑こと

て︑はげしく突撃したりします︒

七794国

て︑その場をたち去った義光は︑

七652

相手に︑はげしく戦ふ時が來ました︒

五備8 利根のついてみる部隊は︑何倍といふ敵を

いひました︒

五柵4

しさうな男です︒

五991

あいて

にいふ︒

十373

正成・正季︑取って返してこの勢にか あいつち ﹇相槌﹈︵名︶1 あひっち

ん間は︑金剛山のほとりにたてこもり︑

こんがうざん

十二898図國
十二923図

かり︑打ち違へ︑かけ入り︑三時が間に十六度ま
で戦ひけるに︑その卜しだいに亡びて︑

この間にも︑︿略﹀關東方の使者は︑櫛
一だんと大きなはんの木の間に︑かぶつ

の歯を引くやうに京都へ向かったが︑

十二皿6
十二儲10

た白い手拭が見える︒

草の芽の間から︑立ちあがる水前半のか
げもなつかしい︒

十二即3

わっか四五分の間に︑すっかり海面を暗
くしてしまった︒

十二脳12

艦長は漕望鏡を出したまま突進し︑その
間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

十二珊6

間

自分の思ってみることを︑話したり書いた

りして︑すっかり相手にわかってもらった時ほど︑

九409

ばを口に出して︑思ってみることを傳へますが︑

逆臣心配より攻めのぼり候間︑︿略﹀︑ 九396

︵接助︶2

早世仕ることも候はば︑︿略﹀父の
ためには不孝の子ともなるべきにて直間︑今こそ

十二988二種

つひに湊川にて討死仕り候︒

十二979図國

あいだ

十895囹私も︑十一箇月の間旅順を守りましたが︑
十川9図 佐々木︑その間につとはせぬいて︑川へ
さっと打ち入れたり︒

十川9 それまでの間︑どうとでもして看護の手を
書くし︑無事に送り届けてあげなければ
十帽3 その間にも︑水かさはずんずん増して︑城
の石垣はすでに水に没した︒

十加11 だから︑車の動いてみる間︑絶え間なく
﹁︿略V︒﹂が響く︒

十一43圃 五尺もある厚い氷︑遠い両岸の間をぎ
つしりと張りつめてみた氷︑

十一747 ところどころに青空が見え︑雲の端々が
白く見えて︑その間から日光がもれたりします︒

十一756 雨の降ったあげく︑山の間などから流れ
るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑
の聲がころがるやうに績いて走る︒

十一808 その間を際立ってくっきりと︑うぐひす
十一8510 木の間では︑うぐひすが鳴いてみる︒
十一892 霧の間に︑﹁さうしかんば﹂の林が績く︒
十一912 ふと﹁はひまつ﹂の間に︑︿略﹀﹁たかね
ざくら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒
山脈との間は︑千丈の谷となって︑

十一943 ぼくらが今立ってるるところと向かふの
十一952 ややもするとくつれようとする砂と岩と
や し

の間を︑﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ︒

に︑眞赤な佛桑華の花が咲き齪れてるる︒

ぶつさうげ

十一川5 椰子の木や︑鳳鳳木などが茂り︑その間

草原が︑ふと変縞のやうに感じられる︒

十一筋5 森や林の間にひろびうとひろがってみる

い光を見せ始めると︑

十︻㎜5 木々の間に無心のほたるが群がって青白
十一劉1 敷本の鋪装道路は︑︿略﹀美しい傾斜面
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あいなる一あう

うれしいことはありません︒

九伽9 かれは︑鹿野をよい相手とつけねらった︒
十331 息子を相手に︑父がかますを織ってみる︒
十337 母が︑娘を相手にきぬたを打ってるる︒
相手にさへしなくなる︒

十779 世間からは︑ますます笑はれて︑だれ一人
十一7雲母 さては汝のためにはよき相手ぞ︒
めに︑

十一258 まつ相手の人に乱して尊敬の意を表すた
十一261 相手を﹁あなた﹂といふのが︑すでに敬
語である︒

を︑

十二佃5圓国是非是非官軍さし向けられ︑御取り
あいにく

愛馬■にいさんのあいば

あいにくこの地方に戦乱があって︑道は

﹇生憎﹈︵副︶1

つぶしに相成り候はば︑
あいにく

十二2710
﹇愛馬﹈︵名︶5

はかどらず︑

あいば

にいさんの愛馬安友も︑﹁やす︑やす︒﹂

といってやると︑いかにもうれしさうに前足をあ

五687團

いっか國男にも︑にいさんの愛馬を︑ぜ

げて︑かるく地面をたたく︒

五698團
九槻3図圏

﹇画竜青年隊﹈︵名︶1

愛鳥青

三型少年隊には︑次のやうな美談がある︒

少年がみて︑

十㎜8
年隊

ちみき

そん
月食村

愛煙村

愛路村に住んでみる青年は︑愛路青年隊を

あいうせいねんたい

そしき

十㎜11
組織し︑

そん

﹇愛路村﹈︹地名︺3

愛国村に住んでみる青年は︑走路青年隊を

組織し︑女子は婦女隊を組織し︑

そしき

十㎜10

ところを︑これに當ててるる︒

守る村のことで︑道の爾側おのおの十キロ以内の

十㎜9 愛路村といふのは︑交通路を愛し︑これを

けも︑ここにある︒

十㎜7 北支那に愛路村といふ地域が設けられたわ

あいうそん

今度も︑やはり愛馬が弾で堅守しました︒

幾山河愛馬と越えて月の秋

ひ見せたいと思ってみるが︑

に︑﹁いらっしゃる﹂とか︑﹁めしあがる﹂とかい

十一261 また︑相手や目上の人の動作を述べるの
十9510囹

愛養いたす

もしおかあさんにあひたかったら︑こ

あらしにあってはみないだらうか︑︿略﹀
九川11囹

意外にも︑信長は本能寺の攣にあった︒

だらう︒

ここち

日本語を聞くと︑まるで地獄で佛にあった心地が

ちごく

十二M3 かういふところで︑たまたまなつかしい

聲をあげて泣いた︒

十一一249 七十歳の孔子は︑弟子顔回の死にあって︑

ゆる時にあへらく思へば

十一槻3図圃御民われ生けるしるしあり天地の榮

十粥4

ほんのう

と︑絶えず飛行機の身の上を案じてゐます︒
こんなん
諸君は︑これからいろいろな困難にあふ

九掴2囹

ない災難に︑あはないともかぎりません︒

八96 また︑時にあらしや︑そのほかの思ひがけ

さんは︑まもなくなくなってしまひました︒

れをあけてごらんなさい︒﹂といって︑おかあ

四587囹

フ・1へ︾δおあいする

ステッセル隠里は愛馬にまたがり︑はや足 あ・う﹇会﹈︵四五︶9あふ︽！ッ・ーハ・ーヒ・一
をさせたり︑かけ足をさせたりして見せたが︑

十976

ふのも︑それである︒

十一264 相手を尊敬するためには︑自分のことを
謙遜していふのがわが國語のいき方で︑

﹇愛養﹈︵五︶1

だいすきなにんじんがはいってみるのだ︒

シ︾

関路

閣下から馬をいただけば︑いつまでも愛

あいよういた・す

十961囹

血路少年隊

Oニューアイルランドとう

養いたしたいと思ひます︒

アイルランド

︹課名︺2

愛路少年隊
﹇愛路少年隊﹈︵名︶3

愛路少年隊

二
二

十311
十㎜5

愛路村に住んでみる青年は︑︿略﹀︑少年た

あいうしょうねんたい
少年隊
十㎜12

愛路少年隊には︑十一歳から十七歳までの

ちは︑愛路少年隊を組織してみるのである︒

十餉1

︽一

五695国愛馬ぷくろといって︑その中には︑馬の

十﹁275 自分の動作であっても︑それが相手のた あいばぶくろ ﹇愛馬袋﹈︵名︶1 愛馬ぶくろ
めにする場合は︑

十一2710 相手のすることに︑﹁御﹂や﹁お﹂をつ
けて敬ふのは︑いふまでもない︒

十一284父・母・兄・姉・をぢ・をば等は︑目上
の人であるから︑それを相手とする時︑

十一2910 ︿略﹀といふのが︑相手に聾して禮儀の
あるいひ方である︒

山のからだである︒

十ニー74 けれども︑仕事の相手は大きな岩であり︑ あいうしょうねんたい
十二507囹 相手は羅刹にもせよ︑悪魔にもせよ︑
佛のみことばとあれば聞かなければならない︒

相成る

雷爆撃を相手に︑敢然と職ひぬき︑
﹇相成﹈︵ 四 ︶ 2

︽ーリ︾

十二珊5 沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の
あいな・る

十二9710図圓 その時︑正行十一歳に相成り候ひし

あう一あおい
6

あえて

あへて

あへる

︽

ヘル︾

その勢決然として︑あへて攻むべきや

﹇敢﹈︵副︶1

十一184図

し︑

十二㎜5 沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の

︽ーギ︾

梢には赤・黄︒青などの美しい羽をした
青

いつのころからか︑北斗は︑清くんのうち

﹇青﹈︵名︶2

五93團

ぼくのみない時は︑いつでも青と遊んでゐ

ち

宇治橋を渡ると︑青々としたしばふがつ
五229

ときどき︑流れがゆるやかになって︑青々

草が︑青々と茂ってゐました︒

水草が青々とのび︑

づいて︑鶏が遊んでゐました︒

五501

五249

と水をたたへてゐました︒

空は︑今︑窮眞で見た南洋の海のやうに︑

青々と植ゑつけられた夏の稻田を︑思ひ浮

青々とすみきってゐました︒

六478

八121

かべてるるでせう︒

青々と大空をおほふ檜の大木が︑美しい柱
のやうに立ってるる中立神宮備林の朝である︒

九142

青々と茂ったみどりの梢に︑煙がなびいて
青々とした木が︑鏡のやうに静かな海面に

澄みきった大空のもとに︑ナチブ山が

はうれん草の畠が︑青々としてみる︒

影を投げかけてみる︒

九鵬2

青々とそびえてみる︒

十﹁梱9

ク︾呂うすあおい

イ

ヒカウキ︑

ヒカウキ︑

以

青イ海

アヲイソラニ

ニツ三ツ︑

金の星︒

一郎さんは喜んで︑青い紙を小さく

も一どかはって

一どにかはっ

シマヒニ︑青イ柿ヲカニニナゲツケテ︑

ウイテヰタ︑

七917

あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こん

やなぎが︑すっかり青くなりました︒

川の水は︑すんではみませんが︑青い空を

きらきらと光って笑ったり︑青くすんで︑

その花が散ったあとには︑かはいらしい青

青い海に︑静かにかげをうつしてみるやし

青い波はきらきらと光って︑目が痛いやう

の木の窮眞がうつりました︒

六385

い實が生ります︒

六262

浮かんでゐます︒

五885青い波の上に︑赤・白・黄・みどりの旗が

じっと考へこんだりします︒

五561

うつしながら︑ゆっくりと流れて行きます︒

五535

な白い糸が出て來るものですね︒

五402園

五142

切って︑切手をこしらへました︒

四661

て 青い星︑

三664圃何十︑何百︑赤い星︑

イッテシマヒマシタ︒

二275

ニ

一一63圏小サイシラホガ

二55圏青イ︑青イ海ダッタ︒
二55圃青イ︑青イ海ダッタ︒

ギンノツバサ︒

一273圃

︽ーイ・

ア ヲ
この子を今手ばなして︑またいつあへるで あお・い ﹇青﹈︵形︶30 アヲイ 青イ 青い 阿遠

﹇会﹈︵下一︶1

うもなし︒
あ・える

雷爆撃を相手に︑敢然と職ひぬき︑不幸にも今こ
九3110

の厄にあったのである︒

あ・う﹇合﹈︵四五︶5合ふ︽ーッ・ーヒ・ーフ︾n▽

あお ﹇青﹈︵名︶2 青εうすあお
ざらさ
いはゆるジャワ更紗で︑赤や青や緑など

せう︒

あへぐ

う

るやうでした︒

九849

の子馬の青と︑大そう仲よしになりました︒

九848

あお

いろいろな小鳥が︑︿略﹀飛びまはってみる︒

十一η8

で︑花鳥を染め出したはなやかなものが︑

くわてう

十一脳6

かけあう・かさなりあう・かみあう・かわりあう・

かんじあう・くみあう・ささやきあう︒しげりあ
う・しんこうしあう・すれあう・だきあう・つうじ
あう・つなぎあう・であう・とけあう・とりあう・

ふれあう・まにあう・むかいあう・もみあう・より

にあう・はげましあう・はなしあう・はまりあう・

八232団 やがて日本語を通して︑たがひにお話が

あう
でき︑心持が合ふやうになりませう︒

十一柵4国 それとも︑大陸の一十が私に合ふのか
も知れません︒

て︑それに合ったらば買ひませう︒

十二808囹 ここに御主人の書きつけがあるによつ あおあお ﹇青青﹈︵副︶11 青々
十二8110囹書きつけに合ってうれしうござる︒

︽iへ︾←とりあえず

正成と正季と︑七たび合ひて七たび分

あふ

爲朝聞きもあへず︑﹁︿略﹀︒﹂と答ふ︒

﹇敢﹈︵下二︶2

十二914ロ薗凶
る︒

あ・う
十一628図

十二994図 今生にて今ひとたび︑玉顔を遇し奉ら
んために参内仕りて候︒﹂と申しもあへず︑はら
﹇ 喘 ﹈ ︵ 五︶3

はらと涙を甲の袖に落しつつ︑
あえ・ぐ

八788 みんなだまって︑あへぎながらのぼって行
つた︒

九廻4

みる︒

十一844 かうして︑つづら折りの明かるい山道を︑ 九724
あへぎあへぎ登った︒

十一844 山道を︑あへぎあへぎ登った︒

7

あおぎねがう一あおそら

です︒

あおぎ・みる

四55團

見る

﹇仰見﹈︵上一︶4

あふぎ見る

仰ぎ

世界の人があ

最敬禮をしてから仰ぎ見ますと︑風當りの

日本一のこの山を︑

︽ーミ・ーミル︾

七㎜1圃 どこまでも 青い空だ︒

八613

ふぎ見る︒

八18一 バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ
め︑船に積んで遠方へ送ります︒

八184 青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑四五

あふぎ見るマストの上をゆるやかに流

強い高地であるのに︑陛下は外たうをも召されず︑

九365図圃

日のうちに︑皮が黄色になり︑

八494 私の心に浮かぶものは︑青い空に飛んでゐ
十498圃

あふぐ

︽ーイ・一

仰げば庭前の柿の梢は︑大空に国玉をゑ
かんとさえた冬空︑太陽が︑まぶしく仰

がれる︒
ちやう

ん し

十川4 張は︑うらめしさうに天を仰いだ︒

十二67図心言前に玉串とりてうねび山たかきみ
十二344囹

先生は︑仰げば仰ぐほど高く︑接すれ

先生は︑仰げば仰ぐほど高く︑

いつをあふぐ今日かな

十二344園

家名のところ御乳慰あらせられ候は

ば接するほど奥深いお方だ︒

かぼく
ば︑私は申すまでもなく︑一門家僕の者ども︑深

十二M1國田

﹇青﹈︵名︶1 青さ

く朝恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒
あおさ

たいせう
が︑あざやかに封照して︑

︽ーシ︾

十二川8 雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と

あお・し ﹇青﹈︵形︶一 アヲシ

アヲシ﹂と讃むこともできる︒

十一㎜4 しかし︑これでは︑漢文流に﹁サウモク

い光を見せ始めると︑

ああ︑美

秋風はさわや

日の丸あげて︑

と歌ひだしました︒

一人の子どもが︑大きな聲で︑

﹇青空﹈︵名︶12 青空

青空高く

日の丸あげて︑

四⁝⁝1團園

あおそら

高く

青空ははてもなく澄み︑

日本の旗は︒

四佃5圏圓
しい︑

八288圏

青空

十一珊6 木々の間に無敷のほたるが群がって青白

れわれに大きな慰めを與へるからです︒

十423 その青白い︑しみじみと親しめる光が︑わ

はりつぼな親蝉です︒

七892 色はまだ青白くて︑弱々しさうですが︑形

んすきとほって見えるやうになりました︒

五389 そのうちに︑青白かったからだが︑だんだ

カッ・ーク︾

樹齢二百二十年に及ぶ二もとの御神木を仰 あおじろ・い ﹇青白﹈ ︵形︶ 4 青白い ︽ーイ・一

じゅれい

すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ
軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗
空を仰ぐと︑たくさんの星が︑まるで寳石
さうして︑山の端にかかる三日月を仰いで
仲介は︑この小僧さんを主君と仰いだ︒

十485圏

がき︑

十437図

花の御紋章を拝するかしこさ︒

十43図神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊

九梱3

は︑﹁︿略﹀︒﹂と祈った︒

九悩10

をちりばめたやうに美しくかがやいてゐます︒

九875

員は︑これから訓練に取りかかるのである︒

九575

れ御軍の一人となりぬ

九361図魍

げば︑天を指してすくすくと生ひ立つ幹は長く︑

九173

仰ぐ

わたしは︑じっと梢を仰ぎ見た︑

﹇仰﹈︵四五︶17

またたく星を仰ぎながら︑おとうさんにつ

天皇旗︑ああ︑天皇旗︒

ひろせ
表出塔を仰いだり︑廣瀬中佐で名高い旅

ガ・ーギ・ーグ・ーゲ︾

あお・ぐ

るる雲は白く光れり

る野島なグライダーであった︒
ふち
九127 切りそいだやうながけの下の青い淵や︑

がもえて來た︒

九脳7 枯草におほはれてみた野原に︑青い草の芽

仰ぎ願ふ ︽ーバ

マストに仰ぐ

順港口を眺めたりすると︑

八254團
八276圃

だしたこのむらさきの花は︑

九川10 青いものはまったくなかった野原に︑咲き
十627 青い海原が︑はてしなく績くだけである︒

八636

1

いて︑私も町角まで見送りました︒

十727 直下には︑何事もなかったやうに︑青い波
頭がかがやいてみた︒

十一柳8 薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い
元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一伽2 ﹁クサキハアヲイ﹂といふのを漢字だけ
ク サ キ ハ ア ヲ イ

で書けば︑

十一伽6 ﹁久佐幾波阿遠以﹂とでも書かなければ
ならなくなる︒

青いパパイヤが︑︿略﹀︑千なりべうたん

のやうにぶらさがってみる︒

十一川12

るさをいひ表したらよいだらう︒

十ニー44 太陽の輝く青い空︑何といってあの明か

どの近さに見える ︒
﹇ 仰 願﹈

︵四︶

十二川4 どの星も大きく︑青く︑呼べば答へるほ

ク︾

あおぎねが・う

まへ︒﹂と︑しばし祈念をこらしつつ︑

十一238図國 仰ぎ願はくは︑臣が心をあはれみた

あおによし一あかい
8

かに海をわたる ︒

八鵬7 きれいな青空が︑光るやうに︑地のはてま
でひろがります ︒

十一706 澄んだ青空に︑はけで輕くはいたやうな︑
︿略﹀白い雲の出るのを︑巻雲といひます︒
はんてん

︵形︶

ら

1

あをによし ︽一

︽ーケ︾

﹇青﹈︵五︶1

やさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑
あおみがか・る

青みがかる ︽ーッ︾
なんきん

やま

青山にこもる大

青みがかった明かるい夜空に︑南京玉のや
青山

海原に敷島の國︑

﹇青山﹈︵名︶1

うな星がばらまかれて︑

十劉4
あおやま

春秋のながめっきせず︒
︽ーラ︾

﹇煽﹈︵五︶4

あふる

．あお・る

一機が風にあふられて︑上へ向かったかと

十一川8赤・黄・青などの美しい羽をしたいろい

もやう
赤や黄色のあざやかな花模様を散らした

ろな小鳥が︑
さ

更紗地と︑

さら

十一㎜5

その店先は︑︿略﹀︑すきとほるやうな水

あかあか 赤々

色や︑赤や︑緑の薄いきれ地などがいっぽいにか

十﹁別6

﹇赤赤﹈︵副︶2

ざられ︑

あかあか

見渡すかぎり平な地平線に︑大きな夕日が

赤々とはいって行きます︒

八鵬8

潜望鏡に︑あかあかと燈火をともした二

﹇赤﹈ ︵形︶ 40

アサヒ

アサヒ

アサヒ

アカイ 赤イ 赤い ︽一

アサヒ

イ・ーク︾

あか・い

本煙突の大きな客船の姿が寓つた︒

十二旧2

稻むらの火は︑風にあふられてまたもえあ あかあか ﹇明明﹈︵副︶1 あかあか

か
がっきあたり︑噛みあひ︑

アカイ

あか﹇赤﹈︵名︶14アカ赤3うすあか

アカイ

シロカテ

アカイ
ハシレ

一61圏
ハシレ

オ漁猟ノソバノハギハ︑アカイ花ガニ

アカイ

一154圃

一467

一62圃

二204圃西ハタヤケ赤イクモ︑
ォ月サマ︒

赤い星︑

東口マル

一どにかはっ

赤いのを字びき︑赤白のぶちを二ひき

何十︑何百︑

目を赤くぬりました︒

黄色や︑赤い木の葉で︑車の中が明か

るいほどでした︒

四204

三925圏夕日が赤い︑森の上︒

三817

て青い星︑も一どかはって金の星︒

三662圃

すくって︑ガラスばちに入れました︒

三612

イォ月サマ︒

二215魚粉西ハタヤケ赤イクモ︑

東山マルイ

水色が二つに︑赤が一つ︒

五839

五851赤一つ︑白一つ︒
五885青い波の上に︑赤・白・黄・みどりの旗が
浮かんでゐます︒

みどりの葉が生き生きして︑赤や︑白や︑

六967園今日は赤の勝ち︒
六下7

金の矢が︑夕空を染めて︑空は赤から金に︑

むらさきの花が︑美しく咲いてゐます︒

七柵8

赤や︑黄や︑みどりの︑何ともいへないほ

金からうす青に︑ぼかしあげたやうです︒

ツ三ツサイテヰマシタ︒

三脚4園赤や︑黄でぬった門が見えるね︒

アカカテ

十一61圃暗黒色の流れにあふられ︑氷塊と氷塊

がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるくした︒

十265

風にあふられて︑火の手がぱっとあがった︒ 九513 太陽があかあかと四方の山々を照らし︑

思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒

八557

樽︑

十一722 青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑ 九58図圃
さばの斑駝に似てみるのでさば雲といひ︑

十一733 青空に綿を大きくちぎって︑あとからあ
とから投げ出したやうで︑なかなか盛んな感じの
する雲です︒

ます︒

十一744 青空に︑薄黒い雲がみなぎることがあり 十227

ふところ

十一746 雨雲に似てゐますが︑ところどころに青
空が見え︑雲の端々が白く見えて︑
らぼつかり顔を出しては︑

十二価4 濃い青空には︑︿略﹀白雲が︑山の懐か
十二川12 幾重にも輪を重ねて湧きあがったと思ふ
うちに︑太陽をさへぎり︑青空を埋めて行った︒

﹇ 青 丹良﹈

十二㎜11 再び行く手に︑青空が細く割れ目を見せ
だした︒
あおによ・し

な

あふのく

十二449團 あをによし奈良の都は咲く花のにほ 六907園 前列は赤︑後列は白︒

シ︾

﹇仰﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

ふがごとく今さかりなり
あおの・く

あふのけて見れ ば ︑

青葉

十欄5図取って押さへて首を取らんと︑かぶとを
﹇青葉﹈︵名︶1

くわてう

赤や青や緑などで︑花鳥を染め出したは
なやかなものが︑いっぱんに用ひられてるる︒

十一脳6

ど美しいものが︑その中にはいってゐました︒

五489 岸は︑青葉でおほはれてゐますが︑ところ 八㎜8

あおば

青光

どころに︑つつじの赤い花が咲いてゐました︒
﹇青光﹈︵名︶1

九4910 四角な箱の中には︑近くの海で取れたあぢ

あおびかり

9

あかいとおどし一あかす

四533 ほっぺたをつめたい風に赤くしながら︑
む中になってまはします︒

四723 青年學校の服を着て︑赤いたすきをか
けたにいさんは︑

四772 にいさんの赤いえりしゃうには︑星が
一つついてるました︒
四脳3 せまい通には︑赤いらふそくや︑︿略﹀な
どを︑戸口に並べてみる店があります︒

四棚3圃赤いはかまの官女さん︑ 三人並んで次

飛び去ったあとの木の枝には︑かはいさう

満人の子どもにたつねますと︑

八675

飛んでみた︒

秋來たときは

すすき原︑赤いとんぼ

にも︑赤い血がついてみた︒
が

八699圏
大きな赤い夕日が沈むところだ︒

になって自爆した︒

へきごどう

赤い椿白い椿と落ちにけり

妹の顔は︑さっと赤くなった︒

十985図魍
十一佃4

虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山から
密林が切れて︑白い壁に赤い屋根の建物
すると︑白い船髄の舷側に︑十字のしる
日の出などは︑よく船火事と見まちがへ

赤糸をどし

その歌聲につれて︑太陽はいよいよ赤く︑
﹇赤糸絨﹈︵名︶1

やあ︑それなる赤糸をどしの甲は︑尼子
赤色

その日より︑喜三右衛門は︑赤色の焼き

つけに熱中し始めたり︒

﹇赤坂離宮﹈︵名︶3

﹁赤坂離宮へ︒﹂と答へた︒

りきゅう

あかさかりきゅう
赤坂離宮

赤坂離宮

りきゅう

七996 地はゆれ︑市民があわてふためいてみる中

七993園

元帥は︑赤坂離宮に︑圧政殿下をお見ま

せっしやう

を︑七十七歳の老元帥は︑赤坂離宮へと急いだ︒

七998

﹇赤﹈︵形︶2 赤し ︽ーキ︾

ひ申しあげたのである︒
あか・し

をとりつけ︑一人の官女︑その下に立ちて︑陸に

八714図見れば︑へさきに長き竿を立て︑赤き扇

仰げば庭前の柿の梢は︑大空に墨客をゑ

向かひてさしまねく︒

からあや

がき︑すずなりの赤き實︑夕日を浴びて︑

十438図

﹇赤地﹈︵名︶1 赤地

十㎜5図 赤地の錦のひたたれに︑唐綾をどしの甲

あかじ

﹇赤地錦﹈︵名︶1 赤地錦

を
着て︑鍬形打つたるかぶとの緒をしめ︑

あかじにしき

大身源義朝は︑赤地錦のひたたれ

みなもとの

十一622図

アカシヤ

に︑黒糸をどしの甲着て︑

それから︑アカシヤの並木の給はがきも

︵名︶2

八213団

アカシヤ

茂ったアカシヤは︑あざやかな黄色︒

あったでせう︒

十294

赤いのを三びき︑赤白のぶちを二ひき

﹇赤白﹈︵名︶2 赤白

三612

あかしろ

牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白

すくって︑ガラスばちに入れました︒

のたづなを引いて通るのは︑

六156団

涙のうちに明かしました︒

︑4
21
0やがて︑うばも呼んで︑三人は︑その夜を
ノ

大きさだけは︑親燕と同じですが︑まだ口 あか・す ﹇明﹈︵五︶1 明かす ︽ーシ︾

﹇赤色﹈︵名︶2

十445図

ばしの下の赤色が︑親燕ほどこくありません︒

八67

あかいろ

方の大將と見た︒

九鵬4囹

あかいとおどし

大きくなる︒

十二鵬12

静かな海面に窺るのである︒

られるほど︑ぼうっと赤く︑大きくもえあがって︑

十二㎜12

しが赤く描かれてみる︒

十二伽9

がずらりと川岸に立ち並んで見える︒

十一㎜9

立ちのぼる赤い火を眺めた︒

十一㎜4

碧梧桐

機はばっと赤い火を吐きながら︑火だるま

櫻も紅葉して︑みんな赤い夕日を受けてゐ

みんなの顔が︑赤くなってみる︒

赤い花も少しまじって咲く︒

。51145

6

の段︒

四箭6園わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑
野山をかざって見せよう︒

なくつづいてゐま す ︒

五199 むらさきがかった赤いれんげ草が︑はても

どころに︑つつじの赤い花が咲いてゐました︒

五491 岸は︑青葉でおほはれてゐますが︑ところ

咲いた︒﹂と︑に こ に こ 顔 ︒

五827園 ﹁ほうら︑こんな大きな︑赤い花が二つ
六916 みかたの城には︑赤い旗がひるがへり︑敵
の城には︑白い旗がなびいた︒
赤い旗も︑まだ立ってみる︒

六952 みかたはと思って︑ちょっとふり返ると︑

お堂が︑あちらこちらに見えてゐました︒

七324 奈良の都には︑赤くぬった宮殿や︑お寺の

ではありませんか ︒

七551 だれか女の人が︑赤い日がさを振ってみる
七779団 すばやく寝床をかたづけて︑かわいた手
拭で︑からだが赤くなるほどこすります︒

七鵬2 赤い大きな夕日が︑今︑西の遠い︑遠い地
平線に落ちて行くところです︒

八234團赤い布ぎれのふさをつるしたものですが︑
何のかんばんだらうと思って︑そばで遊んでみた

十
十九九九
67る2921了216208

あかちゃん一あがる
10

あかちゃん ﹇赤﹈︵名︶9赤チャン 赤ちゃん
ちゃん

赤
赤帽

列車がいくつも止ってをり︑満人の赤帽が

﹇赤帽﹈︵名︶1

作った歌である︒

あかぼう

赤松

いそがしさうに荷物を運んでみる︒

九天12
﹇赤松﹈︵名︶1

玉垣に連なる鳥居の奥に︑すがすがしき

ろうもん
赤松の木立を負ひたる櫻門は︑

十56図

あかまつ

ああああ︑

二656 ネズミノ赤チャンが生マレマシタ︒
お話します︒

三387圃 うちの赤ちゃん大ごゑで︑
ああああ︑

三804團 からだは大きくても︑おまへはまだ
赤ちゃんだね︒

冬が叢るころには︑この黄色にだんだん赤

みが増して來て︑おいしさうなみかんが︑

六274

三967 おかあさんは︑赤ちゃんをおんぶしたまあかみ ﹇赤﹈︵名︶1 赤み

ま︑もうすっかりおぜんのしたくをしてい
らっしゃいました︒

八1610 それが花の軸で︑その先に︑赤むらさき色
はす
の︑大きな蓮のつぼみのやうなものがっきます︒

んと︑赤ちゃんをおぶったをばさんとでした︒

五738 はいって來たのは︑七十ぐらみのおばあさ あかむらさきいろ ﹇赤紫色﹈︵名︶2 歪むらさき色

九佃4園丁ちゃんの泣き聲はみんな同じやうだが︑

くわんげん

赤とんぼ

赤屋根

おちいさま︑

あがめる

ゴスチンを︑眞二つに割ってたべる︒

天皇陛下の

﹇崇﹈︵下一︶1

﹇赤屋根﹈︵名︶1

あがめませう︒

四269圃

あが・める

どを

あかやね

明治のみか

明かり5うすあか

さうして︑赤屋根の住宅が︑あちらこち

あかり

らの緑の中に嵩在してみる︒

十一別2

﹇明﹈︵名︶2
り・つきあかり

夕方︑神だなにあかりをあげて︑みんな

かう

障子をもれて濁る窓際の明かりで︑職人が︑

で辞みました︒

四627

やく

白木の盆のところどころへ︑黒い︑やはらかな膏

ぼん

十佃2

︽ーメ︾

おとうさんたちは︑黒むらさき色のマン

九236團

聲がすぐわかるやうなものです︒

九佃5園 おかあさんには︑うちの赤ちゃんの泣き
十一409園 あなたはまるで赤ちゃんですね︒
あかつき

十一419園 いつまでも赤ちゃんでは困りますよ︒
﹇暁﹈︵名︶1

十㎜6図園 このあかつき︑城の内にて管絃した

あかつき

﹇赤蜻蛉﹈︵名︶1

まひつるは︑この人々にておはしけり︒
あかとんぼ

あかね色

六127 赤とんぼが︑すいすいと︑空を飛んでゐま あかり
す︒

﹇茜色﹈︵名︶2

十二㎜4 左舷にまはった入道雲の頭が︑そろそろ

あかねいろ

あかね色に染まりかけて來た︒

十二脳8 頂を︑あかね色に染めかけてみた入道雲

﹇上﹈︵四五︶4一

与できあがり
アガル

あがる

︽ーッ・

藥のやうなものを︑細い竹べらでつめてみる︒
あが・る

あがり

の足もとから︑

あかひこ Oしまぎあかひこ

る・おどりあがる・かけあがる・たちあがりかけ

つみあがる・できあがる・とびあがる・のびあが

る・たちあがる・ちぢみあがる・つったちあがる・

ヒバリガアガル

がる・まいあがる・めしあがる・もえあがる・わき

る・はいあがる・はねあがる・ひあがる・ふくれあ

テンマデアガル

ピイチク

ピイチク

一193囲

あがる

一194團

あがって︑お

三月サマハ︑スッカリ森ノ上ニアガリ

にいさんは︑︿略﹀ざしきへ

一692
マシタ︒

金の牛は︑小高い岩の上にあがって︑

とうさんにごあいさつをしました︒

四141

四448

次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ

四方を見わたしました︒

四459

もう一足で陸へあがらうといふ時︑

て︑みどりの島を眺めました︒

四836

ほんたうによくあがりました︒

白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒

四884團

三度めにあげた時は︑たこはまつす

今度はあがりました︒

四897国君 こんなものがあがるものか︒
四904国たこはすっとあがりました︒
三富1團

ぐにあがりました︒

四916團

四918国ちゃうどよい風が吹いて來て︑糸を

四五十メートルのばした時は︑だれの

のばすとぐんぐんあがります︒

たこよりも高くあがってゐました︒

四919国

四933團ほかのたこは︑下の方であがったり

四938国囹

このよくあがったところを︑をぢさ

よくあがってみるな︒

落ちたりしてゐますが︑

四944團

あかひと ﹇赤人﹈︹人名︺1 赤人 与やまべのあか

ちあがる︒おあがりくださる・おあがる・おきあが

い

ーラ・ーリ・ール︾﹇▽うかびあがる︒うきあがる・う
き

十二437 紀伊の國へ行幸の御供をした時︑赤人が

ひと

ll
あかるい
あかるい

んに見せてあげたいと思ひました︒
ねのけようとするものもあります︒

五172 先にあがった子どもの足を引っぱって︑は
五175囹 ﹁仲よくあがって來い︒﹂大きな聲で︑兵
たいさんがしかるやうにいひます︒

五254 陸へあがったたくさんの子蛙は︑

五471 はっと思って引きあげようとすると︑重く
てなかなかあがりません︒

六702 向かふの空に︑ぱっと火の粉があがったり︑
また︑少し暗くなったりします︒

六伽4 文治と︑へさきにすわって︑船があがると︑

十667

みごとにウェールズに命中して︑胴乱から︑

マストの二倍ほどある水柱があがった︒

十一171図 つづら折りなる道をあがること十八町︑
へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒
堂々と接近して行くと︑汽船からは︑す

十二㎜1

どっとあがる歓呼︒

思はず歓聲があがる︒

るするとギリシャの馬指があがった︒

十一一伽8

十二㎜12

アカルイ

明かるい

︽一

大きな水柱が︑遠い海面にあがっては消
﹇明﹈︵形︶45

えて行く︒

十二㎜7
あかる・い

一522

イ・ーカッ・ーク︾

光は空から若葉から︑

明かるい︑明か

が︑もとのやうに明かるくなりました︒

五85 天照大神が外へお出ましになると︑世の中
五123圃

明かるい︑明かるい若葉から︒

るい若葉から︒

その上︑からだ中から光を出して︑天も

静かな︑明かるい︑支那の春です︒

五123圃
五206

五983園

南洋の海は︑明かるくてまつさをですか

地も︑明かるいほどでございます︒

ら︑

六388園

屋が︑ぱっと明かるくなりました︒

六477 黒い紙を取りのけると︑今まで暗かった部

六冊4

六899

學校の窓も︑廊下も︑雪で明かるい︒

らうか

六888 あたりが明かるくなって︑氣がはればれと

森ノ上ガ︑アカルクナリマシタ︒

アタリガアカルクナッテ︑日ガサシテ

からだを浮かすやうに︑船がさがると︑からだを

アカルイ︑アカルイ山月サマデス︒

する︒

一683

い雨が降る︒

六悩2圃 もえて明かるい若草に︑

急に明かるくなって來ました︒

しとしと︑細

すると︑今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑

一696

おほりの水はしっかに明かるく︑白

アカルイ︑アカルイ山月サマデス︒

三959

黄色や︑赤い木の葉で︑車の中が明か

ちがへるやうに︑明かるくなりました︒

四205

光るやうに美しいので︑家の中も明か

るいほどでした︒

四342

るまい︒

七767圃

夏ほど明かるくて︑

さかんなものはあ

八田6圃 冬がすんで︑また︑明かるい春が來まし
た︒

葉が出ないうちに咲くのですから︑花の色

で︑その邊が︑ぱっと明かるくなるほどです︒

八悩10

子どものほほに降り注ぎます︒

急にお月さまが十も出たかと思ふほど︑ 八悩4 明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑

るいほどでした︒

四393

明かるかった世の中が︑急にまっくらにな

あたりが明かるくなりました︒
りました︒

五43

にぎやかに見えました︒

三567 でも︑ときどき雨がやんで︑空が明か 七46圃 明かるい海だ︑どこまでも︒
七51圃 地平線は銀色で︑ 空と海とがとけあっ
るくなり︑かっと強い日がさして來ます︒
て︑ 明かるい海だ︑どこまでも︒
枯れかかったかきねの朝顔を︑きれいに
さいだん
七423 明かるい日光をあびて︑祭壇が︑美しく︑
取っておしまひになったので︑そのへんが見

いやぐらはくっきりとそびえ︑

三164圃

一696

キマシダ︒

沈めるやうにしてゐました︒

六餅1 ふんするが︑勢よくあがってゐます︒
二人ともとびこみの練習をしましたが︑

七906 とびこみ垂の中段へあがって︑そこから︑

八395 頼朝の御殿へあがって︑うばと二人でお仕
へしたいと願ひ出ました︒
お湯からあがって︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる

兵隊さん︑

八624

八826 みんなが急停止をすると︑雪煙が一度にあ
がった︒

九㎜4 警備船へあがらうか︒
九価10 二階へあがってみても︑さして涼しい風は
なささうである︒

九捌7図團 秋晴れや旗艦にあがる信號二
九枷9 狼介は︑︿略﹀︑洲にあがるが早いか︑四尺
の大太刀を抜いて切ってかかった︒

九鉗4 するするとあがって行く日の丸の旗が︑風
に大きくゆれてみる︒

十227 風にあふられて︑火の手がぱっとあがった︒
十639 機内に︑どっと喜びの聲があがる︒

あかるさ一あき
12

明かるくふるはせて︑いつまでも響き渡った︒

九188 木やり歌は︑中立神宮備林の森嚴な空氣を
九522 東の空が明かるくなると︑

九764 これだ︑これが病氣のもとだと︑源作ちい
しょくたく

さんの心は急に明かるくなった︒

九㎜10 食卓には︑電燈が明かるくついてみる︒

太陽の輝く青い空︑何といってあの明か

日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒
十二ー44

明かるし

明かるきこずゑ︑

︽ーキ︾

向かひ合って話してみる船長の後の空と

るさをいひ表したらよいだらう︒

十二㎜5
﹇明﹈︵形︶1

波とが︑明かるさを増して來た︒
あかる・し

八443図書葉は落ちて
二十三
二十三

秋

︹題名︶1

五慨3
あき

十271

秋來たときは

すすき原︑

赤いとんぼ

長い夏も過ぎ秋が來て︑野山の草木が枯れ

飛んでみた︒

八697圏
が

九832

秋は虫の聲から始る︒

るころ︑

九塒4 八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

九価1

ものが見えてもよささうなものである︒

九柳1園さうして︑それが︑しきりに﹁秋だ︑秋

﹁秋だ︑秋だ︒﹂と鳴きたてるやうに

だ︒﹂と鳴きたてるやうに思はれる︒

もう何といっても秋である︒
わ せ
何よりも︑たんぼに早稻の穂が出そろって

九柳1園
九研2

九三8

敵前に上陸すなり秋の雨

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒

幾山河愛馬と越えて月の秋

﹇秋﹈︵名︶31 秋5こうべがわのあき・はる

九伽3図閣

九桝8図圃

秋の日をまともに受けた駐在所の庭で︑

秋の空は︑實に高い︒
ちゅうざい

山門をぎいととざすや秋の暮 子規
や な
汽車の売る重き力の地ひびきに家鳴り

十型ぬと目にはさやかに見えねども

秋には︑なつめ謬りもやって來る︒

十一㎜2

白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの敷

紫の君は︑その年の秋おばあさんに死な

この炎天のもとのはるかな草原に︑大き

えんてん

十﹁伽2図誓事から物のこぼるる音や秋の風

れて︑

十一4210

さへ見ゆる秋の夜の月

十一338図圃

風の音にぞおどろかれぬる

十一335図魍

十加4

とよもす秋の書すぎ

十梛5図工

十988図魍

一郎と雪避が遊んでみる︒

ていどう

十276

十272

しい日光が︑じりじりと照りつけてみる︒

空鵬6 天正六年七月十七日︑秋とはいへ︑まだ烈

あき

タンボへ

︐

秋のお祭のたいこが︑村村に鳴りひびくこ
秋が終りに近づき︑そろそろ冬が盛るころ

せき

秋の遠足には︑旅順へ行きました︒

昭和六年の秋のことでした︒
ながと

林の

さんさんと秋
しばし聞きいる

今日︑おごそかに観艦式︒

旗艦長門以下百敷十隻︑
たたずみて︑
奥の秋の静けさ︒

八451図魍

の日をあび︑

八268圏

八2410国

八97

には︑

六272

ろになると︑

六268

隊さんから︑次のやうな手紙が來ました︒

五冊3 文子さんが︑四年生になった秋のころ︑兵

利根は︑ もう子犬ではありませんでした︒

五柵8 その年の秋も過ぎ︑冬の初めになりますと︑

ました︒

四357秋になって︑月がだんだん美しくなり

急ギマス︒

二232團キレイニハレタ 秋ノ日二︑ トホイ

あき

百
三

九㎜5 窓がほのぼのと明かるくなった︒

明かるさ

五312

十266 稻むらの火は︑風にあふられてまたもえあ あき ︹課名︺2
がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるくした︒
た︒

十349 夕方︑まだ明かるい空に︑半月が光り始め
十572 私は︑すっかり明かるい心になって︑學校
から鯖つた︒
だんうん

なんきん

十623 進むに從って空は明かるく︑眼下に賑々と︑
白い噺雲がかかる ︒

十手4 青みがかった明かるい夜空に︑南京玉のや
うな星がばらまかれて︑

十一844 かうして︑つづら折りの明かるい山道を︑
あへぎあへぎ登った︒

十﹁907 ただ︑天地がいかにも明かるかった︒

十一佃7 折からともし火がぱっと明かるくなった
と思ふと︑ゆらゆらと動いて消えてしまった︒

太陽は︑︿略﹀︑われわれに近いために︑

いが︑しかし理非にも明かるい人であった︒

十二608 綱吉は︑元來情に動かされない人ではな
十二悌5

特に大きく︑明かるく見えるに過ぎない︒

﹇明﹈︵名︶4

たりから︑はずんで來た︒

十二儲5 たいそう明かるい聲が︑納屋のかげのあ
あかるさ

十一悩2 窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊さ
んの顔もやっとわかるほどであった︒

十一脳2 海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑

秋秋殊秋

13
あきあげいおりのすけ一あぐ

なすすきの穗が波のやうに揺れ︑とんぼが飛びか

九脳8

秋男サン

十七
秋の空

秋のおとつれ

︹課名︺2

秋の空⁝⁝⁝百八
秋の空

二十三
二十三
﹇安芸太郎﹈︹人名︺2

安藝の太郎

豊艶これを見て︑まつ眞先に進みたる安

藝の太郎が家運を︑どうとけて海へ落す︒

十備7図

あきのたろう

七鵬3

七312

あきのそら

上伊織介

あげいおりのすけ

ふのを見てみると︑これが夏なのか秋なのかと
あき
あきあげいおりのすけ ﹇秋上伊織介﹈︹人名︺1 秋
あきあげいおりのすけ

九桝3 尼子方の秋上伊織介がそれを見て︑︿略﹀︑
﹇秋男﹈︹人名︺1

これも手早く矢をつがへてひようと射る︒
あきおさん

﹇秋風﹈︵名︶3

秋風

持ッテ︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ト イ ヒ マ シ タ ︒
き

さねみつ

き

秋空

︽ーフ︾

に︑

秋晴れや旗艦にあがる信號旗
商人

これは東國第一の名馬とて︑商人の引

﹇商人﹈︵名︶1

﹇飽﹈︵上一︶1

あきる

︽ーキ︾

1

あきれるる

︽一

はらんを︑何度も何度もいけるのは︑
︵上一︶

皆々︑顔を見合はせ︑ただあきれるたる

﹇呆居﹈

八3310図

ヰ︾

あきれ・いる

あきてしまひました︒

十一田4国

あ・きる

きてまみりしを︑一豊が求め得たるものに候︒

九695図圖

あきゅうど

さねみつ

﹇安芸太郎実光﹈︹人名︺1
あ

土佐の國の住人︑安藝の太郎乙光とて︑

およそ二三十人が力ある大力の者︑

十皿8図

安藝の太郎實光

あ

あきのたろうさねみつ

さしはさみ︑︿略﹀︑海へつっとそ入りにける︒

一一613 秋男サンバ︑ヲリガミノグライダーヲ 十備8図績いてかかる安藝の太郎を︑左のわきに
あきかぜ

八291圏 青空ははてもなく澄み︑ 秋風はさわや
かに海をわたる︒

十275 もろこしの葉を︑かさかさと秋風がゆする︒

﹇秋空﹈︵名︶1

商なふ

九梱7図星

十一347図魍秋風にたなびく雲の絶え間よりもれあきばれ ﹇秋晴﹈︵名︶1 秋晴れ
いつる月のかげのさやけさ
あきそら

あきすけ εふじわらのあきすけ

あき地

四262圃秋空高くはれわたり︑菊の花咲く
明治節︒

﹇空地﹈︵名︶1

七447 歌ひながら︑このあき地に︑講堂がりっぱ

あきち
に立つた時のことを思ひ︑

あきつしま ﹇秋津島﹈︵名︶1 あきつ島
﹇ 商 ︺ ︵四︶1

十二462図録 うまし國ぞ︑ あきつ島大和の國は︒
あきな・う

一同は︑波にゑぐり取られてあとかたもな

あく

︽ーイ・ーキ・ーク︾

いやいや︑あきれたやつめ︒
﹇開﹈︵五︶8

タイヤの中のチューブにあながあい
て︑空氣がぬけてしまったのです︒

三894園

あ・く

十二872囹

くなった村を︑ただあきれて見おろしてみた︒

十263

あっち
九661図 東國第一の名馬なりとて︑安土に引き來 あき・れる ﹇呆﹈︵下一︶2 あきれる ︽ーレ︾

もんむ

て商なふものあり ︒
あ き
﹇安騎野﹈︹地名︺1 亭亭野

あきの

あ き

ろ︑大和の安騎野で狩をなさった︒

やまと

十二429 文武天皇がまだ皇子でいらっしゃったこ
あきのおとずれ ︹課名︺2 秋のおとつれ

九37 十七 秋のおとつれ⁝⁝⁝百千

四399 すると︑しめきった一間の戸が︑ひとり

人がいっぱい乗ってみて︑あいてみる席は︑

でにあきました︒

二つ三つ停留場を過ぎて︑表町まで澄ます

一つもありませんでした︒

五704

五727

八幡檬のお引合はせか︑門の戸は細めにあ

と︑人がたくさんおりて︑席があきました︒

ふすまがすうとあいて︑着かざったねえ

やがて︑櫨のとびらがあいて︑

いてるました︒

八419
八989

さんがはいって來ました︒

十一491

明く

︽ークレ・ーケ︾

一センチ︑ニセンチ︑石に穴があく︒

﹇明﹈︵下二︶2

十ニー58
あ・く

いまだ天の明けざる前に勝負を決す

十一551図明くれば二十八日︑天よく晴れて海上

波静かなり︒

あく

︽ーケ︾

ること︑何のうたがひも候はず︒

十一607図國

﹇開﹈︵下二︶1

︽ーゲ︾与うち

十二62図魍高殿の窓てふまどをあけさせてよも

あ・く

﹇上﹈︵下二︶10 あぐ 墨ぐ

の櫻のさかりをぞみる
あ・ぐ

あぐ・なげあぐ・ねがいあげまいらす・ひろいあ

ひそかにみかたの兵を敵の後にまはらせ︑

ぐ・ほめあぐ・まきあぐ・みあぐ・もうしあぐ

くだるやいなや︑三千連理︑一度にどつ

前後より︑どっとときの聲をあげさせたり︒

八303図

八345図

景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ

とときをあげて︑平家の城に火を放つ︒

九6210図

佐々木︑あぶみふんばり立ちあがり︑大

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

十皿9図

太刀を抜いて額に當て︑大音聲あげて︑

音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒

十餌6図

あくしゅ一あげもの
14

大音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑

あふぎ
熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂と︑扇をあげてさし招く︒

﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒

十麗4図

十鵬1図

寄る者一人もなかりけり︒

十㍑7

宗治は︑あくまでも戦ひぬく決心であった︒

あくまで徳川を討たなければ︑武家政治

明くる

を土窯からくつがへして︑新日本を打ち立てるこ

十二㎜2

﹇明﹈︵連体︶8

あくる

とができないとする硬論がある︒

あくる

十一517図 露國が︿略﹀海軍のほとんど全勢力を あぐむ δせめあぐむ
學げて編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑

﹇明切﹈︵五︶2

明け方

明けきる

︽ーラ︾

ほほ

朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒

雨の降ったあげく︑山の間などから流れ

﹇挙句﹈︵名︶1 あげく

十一756

あげく

﹇明暮﹈︵名︶1 明け暮れ

るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑
あけくれ

しば北緯一度半の熱帯にみることを忘れてしまふ︒

十一盟5 ここの住宅地に明け暮れを送ると︑しば

この夜︑陛下のおやすみになったのは︑

午前二時とうけたまはる︒あけて二月十六日︑

メ︾

あけはじ・める ﹇明始﹈︵下一︶1 明け始める ︽一

﹇開放﹈︵五︶2

き

開けば

四季のないセレベスのみなかでは︑窓を

あけはなす

嚢の各機は︑もう洋上遥かに飛び出して行った︒

十二㎜10まだやっと明け始めたばかりなのに︑先
あけはな・す
し

なす ︽ーサ・ーシ︾

開けはなし︑かやをつって︑

十一畑11

︵下二︶ 1

明けばなる ︽一

︵下一︶ 1 明けはなれる

夜は︑やうやく明けはなれたり︒

﹇明離﹈

十二鵬3 家々の窓も障子も︑いっせいにあけはな
されて︑

レ︾

あけはな・る

十466図

あけはな・れる ﹇明離﹈

いつのまにか︑夜は明けはなれてみた︒

︽ーレ︾

十旧1

あげまつ

野中の一夜は明けて︑東には今あけぼの

﹇曙﹈︵名︶1 あけぼの

十二4210

あけぼの

の光が美しく輝き︑

九125 中央線の上松騨で汽車をおり︑

まだ明けきらない空に︑またたく星を仰ぎ あげまつえき ﹇上松町﹈︵名︶1 上松騨

あたりはまだほの暗く︑明けきらない港の あげもの ﹇揚物﹈︵名︶1 あげもの

あげまつ

八636
九458

ながら︑

あけき・る

十二冊1圏

少年は︑あくる日の書ごろ︑︿略﹀︑遠くの あけて ﹇明﹈︵接︶1 あけて
いみん

町にある醤院へ送られて行きました︒

七273

十一558図工將ネボカトフ少將︑今は逃れぬとこ 五359 そのあくる日の朝︑箱をのぞいて見ると︑
ろと畳悟したりけん︑にはかに戦艦ニコライ一世
以下四隻を學げて︑その部下とともに降服せり︒

明くる日︑頼朝は萬壽を呼び出して︑
さうして︑その明くる年の春︑舞姫に出る
明くる朝は早く起きて︑出嚢の支度をして
明くる日になって︑やっと︑大石橋の自分

あくる朝になって︑始めて目をさました︒
あけ方

﹇明﹈5しらじらあけ・よあけ・よあけまえ
﹇開方﹈︵名︶1

ほんの少しでも︑あけ方がくるふと︑大砲
﹇明方﹈︵名︶2

の役目を果すことができないので︑

八皿1

あけかた

あけ

十㎜4

の鳩舎にたどり着いたのである︒

八677

あげました︒

八633

ことになったのでした︒

八433

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八365

夏かへるのですが︑

十一624図あぶみふんばり突つ立ちあがり︑大音 七863 卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の
あくしゅ
﹇握手﹈︵名︶1 握手
あくしゅ

あげて︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と い ふ ︒

あくしゅ

悪習

九鵬3圃 本州と九州の握手だ︑日本最初の海底ト
﹇悪習﹈︵名︶1

ンネルだ︒

あくしゅう

十一脳8 性質が荒つぼく︑海賊を働いたり︑今で
あくび

も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒
﹇欠伸﹈︵名︶1

十一45圏五尺もある厚い氷︑︿略﹀︑その下で︑

あくび

眠ってみた黒龍江が︑ひとつ大きなあくびをして

悪魔

から︑春のいぶきをいっぱいに吸ひ込んだ︒
あくへん 呂てんこうあくへん
あくま
﹇悪魔﹈︵名︶4 悪魔

あくま
黒馬5 敵の下戸機の群が︑海面すれすれに︑悪魔

あくま

あけがた

明け方の風は︑いやといふほどつめたい︒

のやうな翼をひるがへして︑掃射する︒

十一鵬10

それは︑明け方になるにつれて激しく︑

あくま

十佃2 海はますますしけて全て︑波や風の音が︑

十一盟11

あくまで

夜明け前の一時間ぐらみに最高潮に達する︒

悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くなって來ました︒
あくま
十二499 ただ︑ふとそば近く︑恐しい悪魔の姿を
した羅刹のみるのに氣がついた︒
十二507囹 相手は羅刹にもせよ︑悪魔にもせよ︑
﹇飽迄﹈︵副︶2

佛のみことばとあれば聞かなければならない︒
あくまで

15

あけやすし一あげる

や

ぎ

明けやすし

︽ーキ︾

十一川12 ばせうの葉に包んだ御飯や︑バナナのあ
﹇明易 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

げものや︑山羊の焼肉などがある︒
あけやす・し

﹇ 明 行 ﹈︵四︶2

明け行く ︽ーク・ーケ︾
かはぎり

九梱6二黒動員の第一夜なり明けやすき
あけゆ・く

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

十996図夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ

﹇明﹈︵下 一 ︶ 7

あける

明ける

︽ーケ・

十一228図 明け行く月に敵の方を見渡せば︑
あ・ける

三585園 つゆがあけると︑からりとした夏が

ーケル︾

來るよ︒

八591 夜の明けないうちから︑北の方で︑旦夕が
聞えました︒

ター班だ︒

九踊2 夜が明けて︑最初に出かける班は︑トラク
九劉3 夜が明けて朝日ののぼるころには︑もう儀
式は終ってみる︒

い︒

十514團明けて行く朝︑窓ガラス越しに︑林が黒

る基地で︑出撃の訓示をする司令の目は︑

十613 ほんのりと夜のとばりが明けて行かうとす

の光が美しく輝き ︑
アケル

あける

︽ーケ・

十二4210 野中の一夜は明けて︑東には今あけぼの
﹇開﹈︵下 一 ︶ 2 2

ーケル︾n▽おあけなさる・おあける

あ・ける

ラ門ノ戸ヲアケマシタ︒
あけて

﹁818 サルハ︑スルスルト門ヲノボッテ︑中カ

見ました︑玉手箱 ︒

三皿7圃 とはうにくれてうらしまは︑

四232 私がわきへよって席をあけると︑
四543 すると︑そのしゃうじをあけて︑中から

ねえさんがのぞきました︒

あ・ける

﹇開﹈︵下一︶1

あける ︽ーケ︾

の岩戸があけたやうな氣がしますね︒

あめ

十577囹ありがたいおことばを聞いて︑まるで天

る・はりあげる・ひきあげる・ひろいあげる︒ふき

きあげる︒つくりあげる・はたあげする・はねあげ

げる・しあげる︒しばりあげる・すくいあげる・だ

る︒ごあんないもうしあげる・こみあげる・さしあ

かいあげる・かきあげる・かりあげる・きずきあげ

しあげる・おひきあげる・おみまいもうしあげる・

︽ーゲ・ーグル︾5おあげなさる・おあげる・おさ

そっと一間へはいって︑包をあけて見 あ・げる ﹇上﹈︵下一︶鵬 アゲル あげる 墨げる

れをあけてごらんなさい︒

四588囹もしおかあさんにあひたかったら︑こ
四596

ますと︑中から出たのは︑一枚の鏡でした︒
春枝さんがあけて見ますと︑﹁︿略﹀︒﹂と

せっかく︑あけてくださったのだ︒おま

私は︑あわてて窓をあけました︒

書いてありました︒

四712

五376

五722囹

窓をあけて見ると︑

へ︑お掛け︒

六684

あげる・ふりあげる・ぼかしあげる・まきあげる・

三夏ー11

あけてはそこへ法主をつめる︒

いくつもあける︒

﹁ダ︑ダ︑ダ︑ダ︒﹂と鑛石に穴をあける︒

ソレナラ︑トホシテアゲマセウ︒

デハ︑オイシイオベンタウヲコシラヘ
二267囹

オ日サマノトコロヘオヨメニアゲルコ

ボクガトッテアゲヨウ︒

目当イ中デ︑一バンェライカタノト

セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑

セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑

かけ

つくしの

セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑

そっとあげて︑

三65圃小さなひしゃくでお茶くんで︑

ばうやが のぞいたら︑

二佃2圃土手の土

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

二748園

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

一一725園

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

二703囹

コロへ︑アゲタイト思ヒマス︒

一一677園

トニシマシタ︒

一一672

テアゲマスヨ︒

ニー17園

一668 オミヤゲニツヅラヲアゲマシタ︒

一426圃

る︒もりあげる・ゆりあげる・よみあげる

まくりあげる・みあげる・もうしあげる・もちあげ

急いであけて見ますと︑いっか送ったゐも
つかれて︑うとうとしてるた徳坤が︑夜明

ん袋のお禮の手紙でした︒

六848
七276

たんすをあけて︑みつから軍服を取り出し︑

近くなって︑ぱっちりと目をあけました︒

七988

一センチ︑ニセンチと︑固い砲身に穴があ

手早く着かへた︒

八棚10

罵眞機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ

けられて行きます︒

九919

そばへ行くと︑ぱっちり目をあける人があ

たをあけておくと︑

十鵬8

友人がそっと立って窓の戸をあけると︑

ベートーベンは︑急に戸をあけてはいつ

つて︑時々はつとします︒

十一研6

て行った︒

十一㎜10

十ニー12

清い月の光が流れるやうに入り込んで︑

十ニー12

きっすゐ

わが占拠艦から撃ち出した砲弾は︑船腹
にみごと命中して︑吃水線に穴をあけた︒

十一一梱5

あげる一あげる
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てあげましょ︑おしゃかさま︒

ぐにあがりました︒

三103 それをおもりにつけかへてから︑勇さん 四945團 このよくあがったところを︑をぢさ
んに見せてあげたいと思ひました︒
があげてみました︒

日の丸あげて︑

青空

ああ︑美

と歌ひだしました︒

一人の子どもが︑大きな聲で︑

日の丸あげて︑

青空高く

日本の旗は︒

頭をちゃんとあげて眠ります︒

五689團

いかにもうれしさうに前足をあげて︑か

てあげよう︒

五473園
五郎︑おちついてあげるんだよ︒
五658團
國男︑今日は︑軍隊の馬のことを知らせ

は︑

四佃3圃 さあさ︑かざってあげませう︒
さあ︑お菓子をあげよう︒
五182園
氷砂糖をあげよう︒
五184園
五345私たちなら︑横になってねるのに︑ かひご

しい︑

四㎜6圃囹

高く

四⁝⁝2圏園

や︑支那の子どものお話をしてあげませう︒

三107 ﹁うまい︑うまい︒﹂こんどは︑二人で 四三8国 この次におあひする時には︑蘭曲のこと
いっしょにあげました︒
三108 コ︑二の︑三︒﹂で︑たかくあげると︑
どちらもぱっと開きました︒
んで︑やねよりもたかく尾をあげます︒

三187 鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風をの
三614園 ﹁これを少しあげませう︒﹂金魚やさん

おかあさんに見せてあげると︑﹁︿略﹀︒﹂

は︑もをガラスばちの中へ入れてくれまし
た︒

三777

とおっしゃいました︒

三㎜2囹 責ってあげよう︒

三802圃 おつむをそっとなでてあげませう︒

四224 うんてんしゅさんがおたがひに手をあ
げて︑元氣よくあいさつをしました︒

五慨7直上が︑いいことを教へてあげませう︒

樂しみだと書いてあった︒

るく地面をたたく︒
四586囹 これをおまへにあげるから︑だいじに
五864 送ってあげたつりだうぐで︑魚をつるのが
しまっておおきなさい︒

四615 新しいしめなはをはったり︑さかきを
あげたりなさいました︒

六297團

おみやげに︑わたしの作ったお人形さん
重水艦のことを話してあげよう︒

を︑持って行ってあげたいと思ひます︒

六176團

五悩1園押してあげますから︒

ばらく︑目をつぶっていらっしゃい︒

四627 夕方︑神だなにあかりをあげて︑みんな 五麗9受壷が︑その舟を押してあげますから︑し
で葬みました︒

四884團をぢさん︑この間作っていただいた
たこを︑今日あげてみました︒
あげられなかったのですが︑

四886團毎日雪が降ったり雨が降ったりして︑

六803園

六801園

おかあさん︑うち中で︑みもん袋を作っ

兵隊さんに︑このみかんをあげたいなあ︒

してあげませう︒

四887国 日曜なので︑朝からあげて遊びました︒ 六363囹今日は︑おもしろい南洋の鴬眞を︑うつ

四902国 みんな︑めいめいのたこをあげてゐ
ます︒

四916團 三度めにあげた時は︑たこはまつす

さあ︑どんな品物を送ってあげるかな︒

て送ってあげませうよ︒

六809園

六822園別にこれといって︑送ってあげるやうな

子どもが︑手をあげてけい禮をしてみる給

ものもないが︑

でした︒

六832

﹁萬歳︒﹂と︑みんなが︑喜びの聲をあげた︒

六885国私も︑斜地のやうすを知らせてあげませ
う︒

六964

ぼくらの船へあげます︒

爾手をあげ

六伽8 大きなたもで︑網から︑いわしをどんどん

七63圃風に向かってぼくたちは︑

﹁オi︒﹂と聲を高くあげて︑神様のおいで

て息を吸ふ︒

校長先生が︑先生がたを代表して︑玉ぐし

になる先走ひをなさいました︒

七417

七432

次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表し

をあげて辞まれました︒

ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出

て玉ぐしをあげて拝みました︒

七434
七599
七788團

﹁わあっ︒﹂と大島をあげて︑はげしく突

くわつばつに手をあげて言色をしたり︑

て︑どっとときの聲をあげた︒

七795團

撃したりします︒

八197團私の送ってあげた大連の糟はがきや︑地

在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團の人々

圖が︑教室に張ってあるさうですね︒

私も︑兵隊さんの靴下を火にあぶって︑か

が並んで︑変湯をついであげてゐます︒

八584
八627

明くる朝は早く起きて︑出登の支度をして

わかしてあげました︒

あげました︒

八633
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あけわたす一あこがれる

八635 おばあさんは︑つかれないやうにと︑嶢い
たするめや氷砂糖を︑紙に包んであげました︒

十148

水兵は︑頭をさげて聞いてみたが︑やがて
﹁あげようか︒﹂と︑投げてくれたをぢ

手をあげて敬禮し︑

さんは︑よい人だつた︒

八638 ﹁萬歳︑萬歳︒﹂と︑ちやうちんをあげるの 十492圏園
に答へて︑

それと同時に︑魚雷はウェールズの舷側で︑
﹁わあっ︒﹂とときの聲をあげ︑砂をけ立て

毛布を脱いでみる人に︑そっと掛けてあげ
それまでの間︑どうとでもして看護の手を
西側はみすがあげられ︑

十二81

朝の光を受けて︑元氣よく腕をのばし︑

七十歳の孔子は︑弟子顔回の死にあって︑

足を下げ︑胸を張る︒

十二249

聲をあげて泣いた︒

甲板からは︑一時にさっと右手を學げて︑

十二831囚回 二ってあげませう︒

一旦緩急ある時︑國を曲げて國難に赴く

こちらを見てみた母が︑左手をあげた︒

沈んで行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

十二慨7

十二衛3

皇國のよろこびに︑國を學げて萬歳を唱

十二鵬4
のも︑

十二備3

艦長は︑また漕望鏡をあげて︑くまなく

へるのも︑

十二㎜8
十一一鵬1

時はよし︑艦長は再び観望鏡をあげた︒

四方を偵察してみたが︑

に賑しても申しわけのないことだと︑ふだんから

魚雷は︑みごと敵艦の火藥庫か何かにく

戦艦カリフォルニや型と︑ウォースパイ
しゅくん
ト型を血祭にあげた︑認否輝く海の荒鷲が︑

明け渡す ︽ース︾

がいか
海の荒鷲が︑大空高らかに︑凱歌をあげ

﹇開渡﹈︵五︶1

徳川の恩義を思ふ愚臣たちが︑おめおめ

らうし

くらのすけ

赤馬の浪士︑大石内藏之助を始め四十齢

あこがれてみた大陸に︑第一日を迎へるの

﹇憧﹈︵下一︶1 あこがれる ︽ーレ︾

一種のあこがれに似たなつかしさを論え

﹇憧﹈︵名︶1 あこがれ

十二582
人が︑

九㎜5

あこが・れる

させる︒

十一996

あこがれ

あかほ

と江戸城を明け渡すはずはない︒
あかほ
﹇赤穂﹈︹地名︺1 赤穂

十二川8

あけわた・す

て基地へ得るところである︒

十二別1

十二加12

ひ入り︑大爆音をあげて轟沈させたのであらう︒

教へてあげてあるでせう︒

あとで︑りっぱにつくろはせてあげよ
お正月だから︑きれいな着物を着せてあ
このおにいさんにも︑いい着物を着せ
どうぞ私に代って︑おとうさんやおか
あさんを︑だいじにしてあげてくださいね︒

十一503園

てあげなければ︒

十一458囹

げた︒

十一457

う︒

十一453園

十二㎜4

十一414園生き物をいじめるといふことは︑二様

十一381

番くし︑無事に送り届けてあげなければ

十川10

る︒

直轄4

て︑いっせいに立ちあがった︒

十悩1

みごとに大きな水柱と火焔をあげた︒

八828 先生は︿略﹀︑杖をあげて︑﹁さあ︑おりる 十678
よ︒﹂といふ合圖 を さ れ た ︒

川や堀を傳はつて︑大阪の暫定にあげられます︒

八903 港に集って來る船の積荷は︑小船で︑この
八衡7 私が︑自分でこしらへた前掛をあげた︒
ビールや︑みんな出してあげてください︒

九326園戸だなの中にあるお米や︑かんづめや︑
九338 しばらくして顔をあげると︑巡査のあとに
ついて出て行く母の後姿がちらと見えたきり︑
九5610 艦尾の旗竿に軍艦旗があげられる︒

九805園 こまかいことはだんだん話してあげよう
が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒

九854 足をあげさせてひづめの裏をさうちしたり
しても︑じっとおとなしくしてゐます︒

九榴7囹どうかりつぽな武士になり︑家の名をあ
げてくれ︒

九悩10 毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑
みかたは一時県勢をあげた︒

九矧6 ぼくが手をあげると︑母もあげた︒
九川6 ぼくが手をあげると︑母もあげた︒
九㎜10 あの山の傳説を話してあげようといへば︑

みんなが︑わいわい歓聲をあげた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑後の方でいつしか悲鳴をあ あこう

十一897

げる︒

十一855

十一㎜8園

九平10園 車内の温度をあげてくれたまへ︒
り︑手製のチーズやバタなどを供へたりする︒

九加9 参拝するものは︑子ひつじの料理をあげた

運河には︑いろいろな模様をかいた小さ
大粒の雨が︑ものすごい音をたててゴム
の葉をたたき︑しぶきをあげ︑

十一圏7

な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる︒

十一川7

おい︑網をあげるんだ︒
もやう

十144囹 その時には︑おたがひにめざましい働き
をして︑わが高千穂艦の名をあげよう︒
て︑安心なさるやうにするがよい︒

十145園 このわけをよくおかあさんにいってあげ

あさ一あさ
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﹇朝﹈

だ︒

あさ

︵名︶

63

朝

←ぐんかんせいかつのあ

三395 朝になっても︑まだ痛いのがなほりま

さ・にちようびのあさ・まいあさ・やまのあさ

せん︒

三942朝早く起きて︑にいさんと下血を立て
ました︒

うが︑美しくあらはれます︒

四496 次の朝には︑また新しいちがったもや

七42圖朝の潮風あびながら︑
をかける︒

新しい︒

弟と二人︑海べ
みんな樂しい︑

たいわん

昭和十年四月二十一日中朝︑毫湾で大きな

その日は︑朝から︑大勢の人が出はいりし

七64早朝の海べはもう春で︑
七152
ました︒

七235

まもなく朝の御飯になるので︑

地震がありました︒

七242

じ

やすらかに長い眠りにつきました︒
も

朝︑起床ラッパが鳴ると︑いっせいには

ほほ

大きなさめ

その白い腹が朝の太陽に光

朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒

新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の

り︑ひれが力強くぴんと左右に張ってみる︒

九487
九508

魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑また

朝は︑見るからにきびきびとして︑威勢がよい︒

あすの朝を待つのである︒

九516

ちまち破られ︑

九5310 ﹁総員起し︒﹂この號令で︑朝の静かさがた

﹁きみたちの班は︑朝が早くてたいへん

十514圃

明けて行く朝︑窓ガラス越しに︑林が黒

分を新たにする︒

十506圃かめば︑さくさくと歯切れよく︑朝の氣

さしくお世話なしくだされ︑

十123國團村の方々は︑朝に夕に︑いろいろとや

だな︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へる︒

九踊6園

四714国論さそってください︒﹂と書いてあ 七299 君が代を歌ひ終った徳坤は︑その朝︑︿略﹀︑ 九㎜4 この北満の土地に來て︑始めての朝だ︒
りました︒

四718團あしたの朝きっとおさそひしますか 七566 この船は︑あすの朝門司へ着いて︑正午ご

七778国

て︑どっとときの聲をあげた︒

ろ門司を出航します︒
ら︑待ってみてください︒
四887團 日曜なので︑朝からあげて遊びました︒ 七598 ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出
かしはらじんぐう

五113團 あすは︑朝早く起きて日の出を辞み︑そ
れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒

きれいな朝の墨銀を黒いっぽい吸って︑

ね起きます︒

青々と大空をおほふ檜の大木が︑美しい柱
あたりはまだほの暗く︑明けきらない港の

しも
會見の當日は︑霜が深かったが︑朝からよ

あくる朝になって︑始めて目をさました︒

元日の朝︑源氏は︑ちよつと紫の君のゐ
十一785

思ひきり深く朝の山の空病を吸ふ︒

まだ︑朝の太陽はのぼってみない︒

十一819

丸木橋に立って︑朝の太陽の前に身じま

十一816 いつのまにのぼったのか︑朝の日の光が︑
か
石を噛んで流れる水の上にをどつてみる︒

十一798

る部屋へ行ってみた︒

十一441

來る︒

十珊8 朝早く大きな聲で叫びながら︑ふれ歩いて

十⁝⁝⁝4

く晴れてみた︒

十877

を聞いた︒

い︒

七782国

五335 ある朝︑大雨が降りました︒
五359 そのあくる日の朝︑箱をのぞいて見ると︑

七792團時には︑朝早くから︑遠くへ演習に出か 十526 この朝︑私は︑ラジオのいつもと違った聲
旅客機で朝だてば︑夕方には大阪に着き

けることもあります︒

五825 朝起きると︑おとうさんは︑もう庭の朝顔
のせわをしてゐられた︒

明くる朝は早く起きて︑出爽の支度をして

みんなが︑いっしよに働いたので︑朝の支

朝︑目がさめたのは︑五時過ぎであった︒

あげました︒

八633

ます︒

五849 くもってみたせみか︑朝からむし暑かった︒ 八226国
五859 朝起きると︑すぐすず虫を見た︒
五襯5 寒い日の朝︑おかあさんといっしょに︑停

八梱5

八湘3

車場まで見送ってやりました︒

五囲6囹朝から︑一匹もつれない︒

九459

のやうに立ってるる中立神宮備林の朝である︒

九143

うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝1

八伽3黒雨の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくや

度はすぐできあがった︒

六65園 朝になったら︑きっとこの劒を︑天皇に
さしあげるやうに︒

六71 朝早く起きて︑倉へ行って見ますと︑
から聞える笛たいこ︒

六186間どんどんひやらら︑どんひやらら︑朝
六716 朝︑おかあさんに呼び起されて︑目をさま
すと︑
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みやま

ひを正し始めた高い山々の針葉樹林を見あげる︒
ここまでのぼって來たのだ︒

十一824 この深山の朝の監獄にふれるため︑私は
十一川7 朝日の出前から︑うつそうと茂った林の
中では︑︿略﹀鳥 の 聲 が す る ︒

十一卸10朝の涼しさは︑その鳥の聲とともに内地
の春を思はせるのであるが︑
かうきやうがく

十一圏1 よく晴れた朝など︑この一大交響樂に
しばしば目をさまされることがある︒

十二81 朝の光を受けて︑元氣よく腕をのばし︑
足を墨げ︑胸を張る︒

十二325 朝起きるから夜寝るまで︑

十二佃5圏圖 あす朝早く︑打電の手暗きをしても
らひたい︒

十二旧4 ギリシャの國旗が︑朝の太陽に照らされ
ながら︑緑の波の上に光ってみる︒

淺い

︽ーイ︾

十二㎜9 基地の朝は︑まだやっと明け始めたばか
﹇ 浅 ﹈ ︵ 形 ︶6

りなのに︑
あさ・い

三774 ぼくは︑まだおよげないので︑愛いとこ
ろで水をとばして遊びました︒
みるのかなと思ひながら︑

七710 あさりは︑こんな淺いところに︑もぐって

アサガホ

アサガホガサイタヨ︒

﹇朝顔︺︵名︶7

一442園

あさがお

朝顔

けさは︑朝顔が三つ咲いてみた︒

﹁ゴーン︒﹂と︑かねがひびいて︑淺草の大

きなお寺があらはれました︒

六㎜3

あざける ︽ーラ・ーリ︾

弱き弓を取られて︑これが義纒の弓な

いってあざけられた︒

十734

下血ひとののしる︒
とよだ
﹁︿略﹀︒﹂豊田佐吉は︑村の人々から︑かう

十454図人はこの様を見て︑たはけとあざけり︑

りと︑あざけらるるは︑源氏一門の恥ならずや︒

八768三三

﹇嘲﹈︵四五︶3

ながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒

九518 漁船からは︑朝げの煙が波の上に影を落し

イッテミルト︑ハチウエノアサガホガ︑ あさげ ﹇朝餉﹈︵名︶1 朝げ

ニツサイテヰマシタ︒

一444

朝顔は︑二つ咲いてみた︒

あざけ・る

おとうさんが︑枯れかかったかきねの朝
朝起きると︑おとうさんは︑もう庭の朝顔

顔を︑きれいに取っておしまひになったので︑

三956
五826
五838

のせわをしてゐられた︒

五849

朝顔雲

まき場の

ちやうちん

下男淺吉の提燈にみちびかれながら︑

﹇浅草﹈︹地名︺1

夏草

﹇朝御飯﹈︵名︶3

朝ごはん

朝御飯

﹁︿略﹀︒﹂と︑朝ごはんの時︑ねえさんから

﹇浅﹈︵名︶1 淺さ

淺き夢見

有爲の奥山今日越えて︑

ゐ

有爲の奥山今日越えて︑

淺き夢

一豊は仕へて日なほ淺く︑家も貧しか

う

十二565図圏

ゑ
長じ酔ひもせず︒

十二548図圏國

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

九698図圏

淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三 あさ・し ﹇浅﹈︵形︶3 怪し ︽ーキ・ーク︾

方の淺さがはっきりわかって︑

九418 今まで氣つかなかった考への不足や︑感じ

あささ

の知らないうちに︑すっかりしてくれたのですよ︒

八榴3園朝御飯の支度からお庭のさうちまで︑私

できて︒

早く起きて一⁝それに︑朝御飯の支度もちゃんと

八槻7囹 まあ︑けさはどうしたのです︑こんなに

聞いたことをお答へした︒

五875

あさごはん

まほしきは心なりけり

十一一65図魍朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあら

その頂が開いたのは︑朝顔雲とか︑かな あさごと ﹇朝毎﹈︵名︶1 朝ごと

﹇朝顔雲﹈︵名︶1

十一協1図團朝顔につるべ取られてもらひ水
あさがおぐも
十一7610

朝顔に⁝⁝⁝百二十五

朝顔に

十九

朝顔に

︹課名︺2

とこ雲とかいって︑

十一38

十九

あさがおに

十一伽8

朝風

あすからうれしい夏やすみ︑

﹇朝風﹈︵名︶3

五952圃

あさかぜ

いななきながら呼んでみる︒

軍艦旗を朝風になびかせながら︑

こまが朝風に︑

六298団

苗が︑二十センチぐらみにのびて︑葉先が︑
朝風にかるくゆれるやうになると︑

七383

十二689

聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ吊る途中︑

十一一663

七377 淺い水の上に︑ニセンチか三センチぐらゐ あさきち ﹇浅吉﹈︹人名︺2 淺吉
の︑若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

につれて︑だんだん深いところへはいって行きま

七867 最初は︑淺いところにるますが︑年を取る
す︒

七872

朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草

あさぎり

郎は︑押つ取り刀でその場へかけつけたが︑
あさぎり
﹇朝霧﹈︵名︶1 朝霧

あさくさ

をおいしさうにたべてみる︒

九鵬6

そこで︑油蝉の子は︑深いところがら︑だ あさぎり

んだん淺いところへ移って︑
さんごせう

十一踊1 船は︑淺い珊瑚礁を警戒していかりをお
ろした︒

あさせ一あさり
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﹇浅瀬﹈︵名︶1

じ酔ひもせず︒

あさせ
にはいった︒

遣瀬

朝つゆ

十二柵9 ぼくも︑長靴をはいたまま︑下手の淺瀬
﹇朝露﹈︵名︶1

朝の海べ

五485 朝つゆにしめった小道を通って行くと︑川

あさつゆ

︹課題︺2

の岸へ出ました︒
あさのうみべ

のすけ

淺野

いろいろお聞

﹇浅野内匠﹈︹人名︺1 淺野内匠

七22 一 朝の海べ⁝⁝⁝四
七41 一 聖の海べ
あさのたくみ
き及びでございませうが︑

淺野 内 匠 の 家 業 の こ と ︑
十二621園

ら

あさのたくみのかみ ﹇浅野内匠頭﹈︹人名︺1
たくみのかみ

く

き らかうづけのすけ

十二582 大石内藏之助を始め四十田遊が︑亡君淺

内匠頭

たくみのかみ

﹇浅﹈︵形状︶1

淺はか

野内匠頭の仇︑吉良上野介を討って︑

あさはか

朝日

十二555 生死を超越してしまへば︑もう淺はかな
夢も迷ひもない︒
アサヒ

アサヒ

﹇朝日﹈︵名︶13

一71囲 アカイ アカイ アサヒ

アサヒ

あさひ

一72圃 アカイ アカイ アサヒ

一一844囲 朝日をうつした 日の丸のはた︒

四505 このじゅ氷に朝日がさすと︑きらきら
と光って︑みごとなものです︒

にじ

朝日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼっとか

かることもある︒

九購8

やをらかまを開かんとすれば︑今しも朝

夜が明けて朝日ののぼるころには︑

十468図

九泌3
日︑はなやかにさし出でて︑かま場を照らせり︒

十一悩3図圃敷島のやまとごころを人とはば朝日
さしのぼる朝日の光に輝いて︑らんまん

ににほふやまざくら花

十一悩5

さしのぼる朝日のごとくさわやかに

と咲きにほふ山櫻の花は︑

十二510三下

もたまほしきは心なりけり
淺間
しろうま

︽ーイ︾

富士・淺間・白馬・立山等の姿を見ない

﹇浅間﹈︹地名︺1

十一9610

あさま

あさましい

再び家に取って返すと︑今農夫たちにか

﹇浅﹈︵形︶1

のが︑まったく残念であった︒

十二692

あさまし・い

あさみどり

海−

夏の初め︑草原があざやかなみどりにおほ

にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒

九別2

古同くのびたポプラや︑茂ったアカシヤは︑

はれるころ︑オボの祭がもよほされる︒
十295

色あざやかに︑

咲く

今に露でもしたたりさうな︑なまなましい︑

あざやかな黄色︒

十369

濃きるりの

あざやかな美しさである︒

十一703図顧

飛騨山脈が︑︿略﹀︑紫紺のはだあざやか

だ

すき通るほどあざやかな色であった︒

ものは露草の花︒
ひ

十一911

海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑

にそそり立ち︑うねり動く雄大荘嚴な姿︒

十一939

十一川3

赤や黄色のあざやかな花模様を散らした
さ

たいせう

雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と

更紗地と︑

さら

日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒
もやう

十一脚5

十二川8

が︑あざやかに封照して︑

ぼくらが︑朝夕寝起きする室の壁ぎはに

朝夕ひえびえとして︑空がほんたうにき

朝夕︑武運長久を祈ってくれるおまへた

ちの眞心が︑

九209團

れいに澄むころになりました︒

八239国

は︑銃を立て掛けておくところがあって︑

七822團

だをふいてやったりしました︒

五鵬4

あさみどり澄みわたりたる大空の廣 あさゆう ﹇朝タ﹈︵名︶6 朝夕
朝夕︑からだの毛をすいたり︑きれでから

﹇浅緑﹈︵名︶1

つがれて蹄つた弟のあさましい姿︒
あさみどり

十二56悪阻

朝飯

きをおのが心ともがな

朝飯

︹題名︺1

朝飯

朝もや

そろって健康に働く家族の︑樂しい朝飯

﹇朝飯﹈︵名︶1

十502

あさめし
あさめし

十511圃

だと思へば︑

﹇朝窯﹈︵名︶1

八262圃朝もやが晴れて行く

あさもや

十﹇㎜3

七894 夜風に當り︑朝日に當ると︑すっかり色が

﹇鮮﹈︵形状︶12

朝夕︑部落のほとりを流れる清流にはい

せいりう

朝夕︑町の姿をうつすこの廣い湾は︑
あざやか

十一圏12

あざやか

愛って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒

ただ晴れた夜空に星がきらきらとさえ︑銀

地上のみどりのあざやかなこと︑

遠く平筆院や︑關東軍司令部の建物が夕日

三センチぐらみのあさりでした︒

﹇浅鮒﹈︵名︶4 あさり

七79

あさり

つて︑部落の人たちがそろって水浴する眺めは

九三1
九川10

河があざやかに中天にかかってみる︒

七柵7

ながらしづしっとのぼって行くさまは︑

ああ︑はる

九573 朝日にかがやく軍艦旗が︑海風にひらめき

けくもこの峯に 光さし來ぬ︒

九702図魍 朝日︑いまあらはれて︑
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七710 あさりは︑こんな害いところに︑もぐって
みるのかなと思ひながら︑むちゅうになってほっ
て行きました︒

ろにるることがわかりました︒

七88 はまぐりは︑あさりよりも︑少し深いとこ

足﹇▽あとあし・あまあし・い

七139 あのあさりをほったところも︑海藻を拾つ
た波うちぎはも︑

﹇足﹈︵名︶52

雪舟は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑板

親指で︑板の間に落ちた涙をいちってみました︒

六指5

近所の人たちがかけつけた時︑少年は︑頭

ひやりと︑足にさはるものがありました︒

の間に糟をかき始めたのでした︒

七107
七2410

ちよつと下を見ると︑足がぴったり板につ

つづいて足が出て來ます︒

と足に大けがをして︑道ばたに倒れてゐました︒
七882

いて︑離れないやうな氣がします︒

七925

今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑

くもは︑やがて後の方の足を動かして︑

そぎあし・いっぼんあし︒かけあし・かたあし・さ

あし

んぼんあし・しほんあし・すあし・てあし・はやあ
七価2

七鵬6

足をもう一つの椅子の背にのせたままで︑

八本の足を一つにそろへ︑胴を先頭に︑ま

頭は足のつけ根のところにあるのださうです︒

八柳5

左右の足をいっぱいに延したら︑三メート

るで矢のやうに進みます︒

八柵8

足の長い割合に︑甲は小さいのですが︑お

ルぐらゐはあるでせう︒

もしろいのは︑その口のところです︒

八道10

九343 一たび占領地へはいれば︑ことばが通じな

いかでか︑生きながら足にて顔をふま

いかぎり︑手も足も出ません︒

るることあらん︒

九635団囹

ひよう長い足で元氣よく︑草原の上をはね

ひよう長く見えます︒

九815 大きな犬ぐらみの大きさで︑足は︑ばかに
九8110

まはることもありました︒

試みに敷詰の馬を追ひ落したるに︑ころ
取扱兵が︑すぐだきあげて足の番號を見る
通信紙をつめたアルミニュームの管を︑鳩
一揮は︑鳩の左の足をうばひ︑一弾は︑そ

岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上
﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑︿略﹀︑

ぼくは︑むちゅうで腕と足を動かした︒

鶴りとなると足が重い︒

なかなか足が早い︒

十一鵬5

きのふの雨でじめじめして︑うっかりす

かれは︑突然かういって足を止めた︒

ると足がすべる︒

十一868

大綱どもを︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑

十槌4図 佐々木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる

十607

九㎜6

い砂濱をめがけて︑元亨よく泳いで行った︒

九梱9 ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠

九995

と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九957 立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける

たい海の水が氣持よく感じられる︒

九949 熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ

しても︑じっとおとなしくしてゐます︒

足もしっかりして來ました︒

九831

オランダ人の足が︑日本人の頭の上にある

九854 足をあげさせてひづめの裏をさうちしたり

その右の足に︑日本の文字を記した︑小さ

といふことが︑どれほど彌兵衛たちを怒らせたか

八668

の右の足にとりつけた兵は︑

八653

と︑︿略﹀わが軍が︑つれて行った鳩であった︒

八645

びて詣るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒

八331図

な金屡の板がついてゐました︒

八83

わかりません︒

七衡2

彌兵衛に面會したこともありました︒

七掴10

この糸を自分の方へたぐり始めました︒

し︒ひとあし・ひとあしごと・ふたあし・まえあ
三776 何か足にさはるので︑つかんでみると︑

し・みあし・りょうあし
はまぐりでした︒

五172 先にあがった子どもの足を引っぱって︑は
ねのけようとするものもあります︒

五215 おたまじゃくしは︑手も足もなくて泳げる
のですから︑

五235 だんだんふくれ出して︑とうとう︑それが
二本のかはいらしい足になりました︒
二本の足が噛まし た ︒

五242 今度は︑胸の雨わきが破れて︑そこからも

五669青馬の足をかかへて︑ひづめを水で洗って
やるのには︑なかなか勇氣がいった︒

五799 井戸ばたへ行って︑足を洗った︒

五梱3国 利根は︑足をやられただけですから︑ま
もなく︑よくなることと思ひます︒

の腹部をつらぬいた︒

八沢9

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

八稲7

このこ歩くのにはおどろきました︒

六113 そっと近づくと︑くるりと葉のうらへま 八備6 胸のところに足のやうなものがあって︑の
はって︑足の先だけ見せてゐます︒

すと︑つい︑足がすべってころびました︒

六582園 この間︑私が︑山でたきぎを拾ってゐま
六備2 足もとを見てみた雪舟は︑何氣なく︑足の

あし一あしなみ
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十一伽8図魍やれ打つなはへが手をする足をする
十二81 朝の光を受けて︑元氣よく腕をのばし︑
足を墨げ︑胸を 張 る ︒

十二209 足も手も顔も︑ほこりにまみれ︑目だけ
が異檬に光って み る ︒

十二騰10 その鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行
くスコールの足が︑はっきり見える︒

十二㎜11 このスコールの足は︑まるでかけるやう
に右舷の海を渡って來る︒

十二㎜11 くちをしさが︑足の先から頭のてっぺん
あし

まで突き抜けて走る︒
﹇葦﹈︵名︶1

悪し

︽iシカリ・ーシキ・ーシ

十二438 あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑鶴

あし

﹇悪﹈︵形 ︶ 4

が鳴きながら飛んで行く︒
あ・し
ク︾

て︑手に汗をにぎりけり︒

九619図圓 もし︑宗任に悪しき心もあらば︒﹂と
十榴4 折悪しく月明かりだったので︑海岸を防備
する敵軍は︑いち早くわが船團の近づくのを感知
した︒

味

八M6

﹇紫陽花﹈︵名︶1

あしがら

あぢさる

δしろあしげ・れんぜんあしげ

時︑相模の足柄山を越えたまふ︒

あしがら

九93図東宝の賊を平げて︑尊︑西へ配りたまふ

﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかなか氣 あしがらやま ﹇足柄山﹈︹地名︺1 足柄山
四角な箱の中には︑近くの海で取れたあぢ

のきいた魚です︒

あしげ

九4910
やさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑

あじさい

三人が︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足

﹁あじあ﹂に乗りて

前の人の足あとをふみしめるやうに︑↓
︹課名︺2

﹁あじあ﹂に乗りて
﹁あじあ﹂に乗りて

一
一

﹇朝﹈︵名︶1 あした

アシタ

テルバウズ︑

アシ

テンキニ

寒風はだへをさす漏洲のあした︑皇帝

しんぺう

ユフヤケコヤケ

﹇明日﹈︵名︶8 アシタ あした

シテオクレ︒

あしたから學校が始りますが︑また

工芸アサン︑アシタバオ天キデス︒

あしたの朝きっとおさそひしますか

さよ子︑おまへは︑あした︑學校がある

アシタハウンドウクワイ⁝⁝⁝七

アシタハウンド

あした天心になあれ︒

ニ

︹課名︺2

ニ23

足取り

アシタハウンドウクワイ

かう思った私は︑もう船の動揺にもよろめ

n足取﹈︵名︶1

ニ

あしなみ

﹇足並﹈︵名︶2 足並み

かない足取りで︑病室へ向かってゐました︒

十襯1

あしどり

二71

ウクワイ

あしたはうんどうかい

ふり返って︑足あとを見ると︑くねくねと︑ 六田9囲囹夕やけ小やけ︑

のだから︑しんぱいしないで︑もうおやすみ︒

六711園

ら︑待ってみてください︒

四717團

いっしょに行きませう︒

四713団

テルテルバウズ︑

アシタハウンドウクワイデス︒

一202圃

あした

陛下は︑建國神廟に御参進︑

十二佃2圃

あした

いです︒

三568 庭のあぢさるの花が︑ほんたうにきれ

あじあ

大連から︑特別急行列車の﹁あじあ﹂が

︵名︶9

八223国

アジア

九時大連理の﹁あじあ﹂に︑ぼくは乗った︒

だいれん

出ます︒

九矧3

﹁あじあ﹂は流れるやうに動きだした︒
さうち

﹁あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵

九川8

九勘4

ボーイがさういって來たので︑ぼくは︑て

橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えない︒

九鋤9

ナアレ

ニ74

二86圏圓

ちやうに﹁あじあ﹂のスタンプを二つ押してもら
つた︒

﹁あじあ﹂は︑︿略﹀︑漏洲の大平野をまつ

ニー13園

タ天キニ
一骨に面谷新京へせまって

﹁あじあ﹂のしるしのはいった用紙に手紙

﹁あじあ﹂は︑

しぐらに突進す︒

九㎜5

行く︒

九川8

九㎜1

﹁あじあ﹂はいつのまにか町へはいってゐ

を書いて︑

九㎜4
た︒

九川2

九311

アジアにのりて

歩一歩登って行く︒

十一837

あとも︑並んでついた︒

六898

曲ってついてみた︒

六893

十一641図 敵は大勢なり︑かけへだてられては父 あしあと ﹇足跡﹈︵名︶3 足あと

十節5 折悪しくあらしになって來た︒

﹇味﹈︵名︶3

のために悪しかりなんと思ひて︑門の内へ引く︒
あじ

六867団國郷土の味がする︒
八185 青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑四五
日のうちに︑︿略﹀︑おいしい味が出て來ます︒

柿そっくりのマンゴーがある︒

十一脱11 形は︑まくはうりのやうで︑味は︑熟し
あぢ
﹁あぢ﹂もみました︒

﹇鰺﹈︵名︶3

八佃7

あじ
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あしば一あすけどの

六欄5 次から次へ︑大勢の生徒さんたちが︑足並
みをそろへて行進して來ます︒

﹇足場﹈︵名︶1

足場

とく︑足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒

十46図参拝の人々︑あたかもいひ合はせたるご
あしば

あし

十ニー21 岩石がくつれないやうに︑働く人の足場
が落ちないやうにと念じながら︒

大神授けたまひし︑稻の穗のそよ

あしはらのなかつくに ﹇葦原中国﹈︹地名︺1

九64図圏

おほみかみ

原の中つ國

ぐかぎりは︑あし原の江つ國なり︒

しべをさしてたつ鳴きわたる
あし間

あし間の舟

あしべ ﹇葦辺﹈︵名︶1 あしべ
かた
十一一435図圃 和歌の浦に阻みち來れば潟をなみあ
﹇葦間﹈︵名︶1

足もと

八709圃 ひたひたひたと︑川の波︑

あしま

﹇足元﹈︵ 名 ︶ 1 0

に寄って曲る︒
あしもと

足もとからむくむくとにごって湧きあが

とにひれ伏しながら︑心から禮虚した︒

十二柵9

3

味はふ

︽ーッ・ーヒ・一

入道雲の足もとから︑むくむくと二つ三

つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

十二川8
︵五︶

子どもたちは︑その新鮮なかざりに正月氣

﹇味﹈

つ︑灰色の雲が湧きあがって來た︒
あじわ・う

十目8

フ︾

大宮人たちは︑かうした心持を心ゆくま

分を味はふ︒

十一榴6

アス

あす

明日

その何ともいへないほがらかな︑つつま

で味はつて︑都の春を表しんだのでした︒

十一慨8

﹇明日﹈︵名︶19

しい心を味はひたいものです︒
あす

ニナリマス︒
拝み︑そ

じ

さうだ︑明日こそlIこの時であった︒

あすまた︑お日様︑ごきげんよう︒

十591

九㎜6

勾留2園明日︑私の首を進ぜよう︒

十伽1園 明日御切腹なさる由︑定めて秀吉方から

石にささ

あす朝早く︑打電の手績きをしても

明日のお客の引出物に︑末廣がりを出

前線への出讃を明日に控へながら︑

検使が参るでございませう︒

十一桝8

さうと思ふ︒

十二781園

らひたい︒

十二佃5圃國

﹇槌﹈︵下二︶1 あす ︽ーセ︾

十一一鯉3 明日は昭南に入港する︒
あ・す

やく音静か︒

十一一387図圏佐保の川原は水あせて︑

あっかる ︽ーッ・ール︾

かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

﹇与﹈︵四五︶2

といはなければならない︒

のも︑︿略﹀︑一つには國語の力があづかってみる

十二衛4 一旦緩急ある時︑國を扇げて國難に赴く

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒

九668図圓

あずか・る

りたまへ︒

九687図圖良き馬にめして︑主君の御感にあっか

︽1へ︾

ニー05園コンヤハ雨デスガ︑アスハヨイ天キ あずかりたま・う ﹇与給﹈︵四︶1 あっかりたまふ
あすは︑朝早く起きて日の出を
かしはらじんぐう

五113團

れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒

も

細川越中守を始め︑浪士を預った大名も

﹇足助﹈︹人名︺1 足助

あすけどの

﹇足助殿﹈︹人名︺1 足助殿

あずけ 5おあずけ

て︑︿略﹀︑手答へ高くはたと射る︒

十一205図 足助これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と思案し

あすけ

残念とは思ひながら︑

十二616

この船は︑あすの朝門司へ着いて︑正午ご あずか・る ﹇預﹈︵五︶1 預る ︽ーッ︾
あすからは︑また新しい戦闘の準備にか
魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑また
秀吉の援軍が今日來るかあす労るか︑それ
を頼みに勝久は城を守った︒

九悩8

あすの朝を待つのである︒

九516

かるのだ︒

九251国

ろ門司を出航します︒

七566

経を習はう︒

四932国だれのたこだって︑ぼくのたこの足 五942圃あすからうれしい夏やすみ︑
もとにもよりつけません︒
五945囲あすからうれしい夏やすみ︑
六㎎1 少し泣きつかれて︑ぼんやり︑足もとを見
五951團あすからうれしい夏やすみ︑
てるた雪舟は︑
五954團あすからうれしい夏やすみ︑
器質1園 あすからは︑きっと︑一生けんめいにお

六桝4 大きなねずみが一匹︑雪舟の足もとにるて︑

今にもとびつきさうなやうすです︒

九456 波が足もとで輕く音をたててみる︒

せっけい

九伽5 狼介の大きなからだは︑もう鹿介の足もと
にぐったりとしてみた︒

された︒

十一929 足もとには︑かなり大きな雪渓が見おろ
十二349囹 結局︑足もとにも寄りつけないと感じ
ながら︑ついて行くのである︒

十二577 多くの天人たちが現れて︑修行者の足も

あすけのじろうしげのり一あそばす
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十一202図圓 足助殿の御弓勢︑日ごろ承り候ひし
ほどはなかりけり︒
あすけ

しげのり

あすけ

しげのり

あすけのじろうしげのり ﹇足助次郎重範﹈︹人名︺1
みかは

足助の次郎重範

十一給8図國 三河の國の住人︑足助の次郎重範︑

あづま

せまいところで修理をしてみると︑まる

のこぎりを持ち出した︒

九柵7圓
九㎜1
全身から汗がにじみ出ます︒

敵もみかたも︑思はず手に汗をにぎる︒

で汗と油でぐっしょりになってしまひますよ︒

十㎜1

いくら汗が流れても︑樂しい汗であった︒

あぜ

アセチレン燈をたよりに︑ほら穴を奥へ
奥へもぐって行く︒

あせば・む﹇汗﹈︵五︶3汗ばむ︽ーム・ーン︾

あぜ道
急ギマス︒

思ひ通りに割れる腕前になるには︑長い

﹇汗﹈︵名︶1 汗みどろ

問に︑利根の元氣な姿が見えました︒
あせみどう

汗も

はだ
からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫

﹇汗疹﹈︵名︶1

間の汗みどろの努力がひそんでみる︒

十ニー88
あせも

と汗もが一面の花畠をゑがいてるる︒

十二鵬6

残敵は︑今やまったく袋の中のねずみと

なって︑逃げようとどうあせっても︑逃げられる

あそこの畠に︑桑の木があることを思ひ出

﹇彼処﹈︵代名︶6 あそこ

ものではない︒

あそこ

五326

ここの田も︑あそこの田も︑︿略﹀︑もうひ

したからです︒

そら︑あそこに見えるだらう︑あの砂濱

たひたと︑水がたたへられてるます︒

七387

九剛8園

﹁おかあさんは︑あそこ︒﹂と指さしたと

が︑到着匙だ︒

ころに︑

九㎜6園

こうしゅれい

九㎜10囹 あそこの岡を知ってみるかね︒

あれは公主嶺で︑昔︑ロシヤのコサック

兵は︑あそこで教練したのだが︑

九㎜11囹

十二宙1圃

王は︑母宮殿下にじっと御注目になり︑

母宮殿下も︑︿略﹀︑心もち御頭をおさげ

ここを遊ばし候へ︒弓矢一筋受けて︑

満洲國皇帝陛下は︑大本螢の歴史的な

甲をためし候はん︒

十一203図圖

になって︑御答禮をあそばされた︒

十一115

敬禮をあそばされた︒

十一113

サ・ーシ︾呂おむかえあそばす

そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け あそば・す ﹇遊﹈︵四五︶5 あそばす 遊ばす ︽一
ふもとへ重て急停止すると︑ばっと雪煙が

て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒

七385
八819

立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒
アゼミチ

額も︑せなかも︑汗ばんで來た︒
﹇畦道﹈︵名︶2

十一842
あぜみち

十二劉8

帽子の下からわき出る汗が︑顔を傳って あせ・る ﹇焦﹈︵五︶1 あせる ︽ーッ︾
みんなは待ってるたやうに︑そこらへ腰
みんな︑汗でびしょぬれである︒

兵隊の顔から︑手先から︑胸から︑汗の
工兵隊は︑齢つた材料をトラックに積み︑

﹇畦﹈︵名︶1

田のあぜに︑むしろを敷いてもらって遊ん
でるた弟が︑遠くから私を見つけて︑

六91

あぜ

汗を拭ふまもなく︑︿略﹀︑前進する︒

十二鵬8

しっくが︑スコールのやうな勢ではね落ちる︒

十二燗4

十一一悩7

をおろして汗をふく︒

十一859

流れ落ちる︒

十一852

いくら汗が流れても︑旨しい汗であった︒

十㎜12

︽ーケ︾

かたじけなくも一天の君に命をささげまみらせて︑
あづける

果断1

﹇預﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

この城の一の木戸を堅めたり︒
あず・ける

づけてしまった ︒

十745 父は︑とうとう佐吉をよその大工の家にあ
あずさゆみ ﹇梓弓﹈︵名︶1 あつさ弓

﹇東﹈︹地名︺1

き激にいる名をぞとどむる

十二棚1図圃 かへらじとかねて思へばあつさ弓な
あずま

九96図 これよりのち︑このわたりを曳く﹁あづ
ま﹂といふとそ︒

あずまはや ︵感︶1 あづまはや
汗nVひやあせ

九95図圖 ﹁あづまはや︒﹂とのたまひぬ︒
﹇汗﹈︵名︶18

一中隊ばかり︒

十二98

五852 三時間めの合同盟操の時は︑汗でべとべと アセチレンとう ︵名︶一 アセチレン燈

あせ
した︒

六梱2だれもかれも︑日に僥けたからだから︑玉

六鵬5囹 お人形さんが︑汗をかくだらう︒
の汗を流してゐます︒
兵隊さんが通る︑

七762圃 びっしょりと︑ 軍服を汗ににじませて︑

八584 ほこりと汗で︑眞黒になった兵隊さんが︑
八788 だんだんのぼり坂になると︑からだがほて
つて汗が出る︒

トホイタンボへ

すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ道の

アゼミチヲ︑

九6110図他の家來どもこのさまを見て︑﹁危きこ 二225圃 カマキリヂイサン イネカリニ︑︿略﹀
とかな︒︿略﹀︒﹂とて︑手に汗をにぎりけり︒

九771 汗をふきふき︑ちいさんは小屋へはいって︑ 五榴6

25
あそび一あだ

登表を聞し召し︑︿略﹀最敬禮をあそばされた︒
しんぺう

十二㎜6圏皇帝陛下は︑建國神廟に御参進︑天照
大神の大前に︑︿略﹀御拝をあそばされた︒

ちあそび・にんぎょうあそび・ひあそび︒ふなあそ

あそび ﹇遊﹈︵名︶1 遊び←スケートあそび︒つ

竹馬にむちを當てて︑﹁︿略﹀︒﹂などい

び・みずあそび
十二968図

﹇遊 給 ﹈

︵五︶

2

︽1

遊び

ゆくて

︽ーレ︾

遊びたまふ

ひて︑はかなき遊びにも︑ただこのことのみを思
ひけり︒

あそびたま・う
へ︾

五183囹向かふで遊びたまへ︒
遊びなる

五184園橋の上で仲よく遊びたまへ︒
﹇遊慣 ﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

ももひろちひろ海の底︑

十一皿1図圃 丈鯨のろかいあやつりて︑

あそびな・る

定めぬ波まくら︑
なれたる庭早し︒

あそびばしょ ﹇遊場所﹈︵名︶1 遊び場所
十篇2 ここに住んでみる子どもたちにとっては︑
かけがへのない正しい遊び場所であり︑

あそびまわ・る ﹇遊回﹈︵五︶1 遊びまはる
︽ーッ︾

︽一

同じやうな子馬がたくさん來てるて︑︿略﹀︑

遊ぶ

廣い野原を浮しさうに遊びまはってゐました︒

九828

あそぶ

た︒

三454

正男さんは︑この川で池を作ったり︑

魚をすくったりして遊びます︒

ぼくは︑まだおよげないので︑淺いとこ

ろで水をとばして遊びました︒

三775

勇さんと太郎さんは︑ぐわようしでめん

を作って遊びました︒

三814

正男さんのうちへ遊びに行かうと思っ
四人の子どもが︑一びきのかめをとり

て︑外へ出ました︒

三872
三978

どうぞ︑ゆっくり遊んでいってくだ

まいて遊んでゐます︒
さいませ︒

三脳9囹

子どもたちは︑この氷の上に︑指で字

を書いたり︑人の顔をかいたりして遊びます︒

四494

滞洲人の子どもは︑木でこしらへたこ
まを︑氷の上でまはして遊びます︒

四529

勇さんが︑えんがはで︑鏡を持って遊ん

宇治橋を渡ると︑青々としたしばふがつ

ぢ

そこで遊んでみる支那の子どもたちが︑

子どもたちは遊ぶことをやめて︑しばらく

田のあぜに︑むしろを敷いてもらって遊ん

でるた弟が︑遠くから私を見つけて︑

六136 一人ぼっちになって遊んでみた弟が︑たい

おまへ︑行って遊んでおやり︒

くっして︑﹁ああん︒﹂といひました︒

夕方まで︑弟といっしょに遊びました︒

六139囹
六142

葉のさしわたしが一メートルもあって︑

ある日︑太子は︑御兄弟のかたがたと︑お

南洋の小さな子どもが︑よく葉の上に乗って遊び

六434園
ます︒

六504

ここで︑滞人の子どもや︑ロシヤの子ど

庭で遊んでいらっしゃいました︒

もたちが︑よく遊んでゐます︒

八211團

八235團何のかんばんだらうと思って︑そばで遊

んでみた満人の子どもにたつねますと︑

九847 北斗はいつまでもおとなしく草をたべなが

ていどう

ぼくのみない時は︑いつでも青と遊んでゐ

ら︑ぼくのそばで遊んでゐます︒

九8410
ちゅうざい

るやうでした︒

十277 駐在所の庭で︑一郎と貞童が遊んでみる︒

遊ぶといっても︑別におもちゃや給食など

別におもちゃや給本などを持って︑遊ぶわ

時々︑女の子たちが出たりはいったりし

のすけ

﹇仇﹈︵名︶3 仇

鳴き聲が聞かれるのも︑のどかな風景である︒

ら

き

らかうづけのすけ

大石内藏之助を始め四十鯨人が︑亡君淺

く

野内匠頭の仇︑吉良上野介を討って︑

たくみのかみ

十二583

あだ

十一㎜3 木かげで豚が遊び︑あちらこちらに鶏の

て遊んでみる中に︑
ぶた

十一388

けではない︒

十踊7

を持って︑遊ぶわけではない︒

十矯7

選んで︑風の通り道で遊んでみる︒

日曜なので︑朝からあげて遊びました︒ 十舗6 夏は夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを

でるました︒

四552

四柵2

四887団
う

五94團

また︑めだかや︑どぢゃうなどといっしょ

づいて︑鶏が遊んでゐました︒

五227

に︑遊ばなくてもよいのでした︒

ある日︑竹田さんが遊びに來ました︒

アンブ

五411

﹇遊﹈︵五 ︶ 3 7

バ・ービ・ーブ・ーン ︾

あそ・ぶ

月夜の晩︑子どもたちが五六人集って︑か

川で︑だれか遊んでみるらしい︒

六91

月を見てゐました︒

五皿7

げふみをして遊んでゐました︒

五皿3

五814

ンカ︒

一302園 アナタモ︑アソビニイラッシャイマセ

三95 そこへ︑春枝さんが︑犬をつれてあそび

二266 サルガアソビニ來マシタ︒
に來ました︒

三278 蛙の子どもが︑川ばたで遊んでゐまし

あたい一あたま
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いが︑

十二604囹 亡君の仇を報いたのは︑義には相違な

償

十二悩6園 今こそ︑われわれに仇を討たせてくだ
さい︒

﹇価﹈︵名︶4

九662図 されど債あまりに高くして︑遵ふもの一

あたい
人もなく︑空しく引き蹄らんとす︒

九6610図國 その馬の債は︑いかばかりにや︒
て︑鏡の箱の底より黄金十雨を取り出す︒

九673図幽 債をば︑みつからまるらすべし︒﹂と

與ふ

︽

フ・ へ︾

十二8110園 して︑債はいかほどでござらうか︒﹂

ためとも

﹇ 与 ﹈ ︵下二︶2

わ る 者 ﹁ 高 う ご ざるぞ︒﹂
あた・う

しても與ふべし︒

びつちゆう

びんご

墨画は喜んで︑それぞれ刀を與へた︒

高間5更に秀吉から︑備中・備後の二箇國を與

十爾1

よゆう

へるから︑みかたになってくれないかとすすめら
れた時︑

敵に立ちなほる長大を與へないのである︒

十二珊11更に英の戦艦ウォースバイト型にも︑大

十二佃2

あたかも

損害を與へたことがわかる︒
﹇恰﹈︵副︶3

見おろせば︑いく百丈の谷は︑あたかも

流れ出る綿布を見てみると︑あたかも豊田

へ感じられる︒

佐吉の愛心的熱情が︑ほとばしってみるやうにさ

十827

とく︑足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒

十45鳥影辞の人々︑あたかもいひ合はせたるご

屏風を立てたるがごとし︒

びやうぶ

八329図

あたかも

八767図國をぢ王朝の弓のやうならば︑わざと落

與へたまふ

︽1へ︾

與へる

︽一へ・ ヘル︾

︽1・ーイ・ーク︾

春の日が︑あたたかく野原の草をてら
北風が少しゆだんをしてみると︑暖い南風
弱い光を出してみたお日檬が︑目をさまし
雪でも氷でも︑かたはしからとかして︑野
暖い雨を︑何べんか降らせます︒

六292

だすと︑

六256

寒い冬の風が吹くころは︑︿略﹀木に︑む

あたたかい毛糸のくつ下を見て︑

せつな手で︑荷作りされたみかんは︑

六875團

すみれ色をした花が︑暖い日を受けて︑

六梱3園中は暖い春ですもの︒

六斯8

この風呂には︑いつもあたたかい藥の湯が︑

から︑夜もぽかぽか暖いよ︒

六㎜1囹地の下には︑枯れた葉などが入れてある
七347

春の少し暖い晩︑﹁くく︑くく︒﹂と︑蛙の

あふれでるました︒

からすきのあとには︑ほり返された新しい

鳴く聲がします︒

七363

七369

その國の人人は︑このつかれはてた鳥を拾

土が︑暖い日光に照らされます︒

八104

つかれのなほるのを待って︑南の暖い國へ

ひ集めて︑暖い家に入れてやり︑

八106

送ってやりました︒

十512團

あたたかいみそ汁から︑

あたたかい御飯の湯氣が︑

日一日と暖くなって來た︒
十518圃

かうした温かい心は︑アメリカの軍隊

九川6

十二協2園

雪にうまって冬を越した人形が︑それで

には決してありません︒

﹇暖﹈︵名︶1 温かさ

も暖さうな顔をして︑

十二衙2
あたたかさ

たり︑人情の温かさを吸って︑

十魍1 子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ

ル︾

あたた・める ﹇暖﹈︵下一︶2 温める ︽ メ・ーメ

めてやるのに苦心をします︒

九帯2園寒いと爽動機もうまく動かないので︑温

十一909 薄口﹈がぽかぽかとせなかを温める︒

かうして︑あたたかい心で育てられ︑しん あたま ﹇頭﹈︵名︶48 頭与おんあたま

春になって︑暖い太陽が山︼面にかがやき

しろやこもの着物を着せて︑暖くしてやります︒

六253

五677国︸あたたかい馬のからだや︑

四備1

や山を暖くします︒

四備1

て︑暖い光を送るやうになります︒

四桝3

が︑そっとやって來ます︒

四佃5

してゐます︒

三237

暖い

十二901図 かたみに菊水の刀を與へて︑おのおの あたたか・い ﹇暖﹈︵形︶23 あたたかい 温かい
東西へ別れけり︒
﹇与﹈︵五︶1

﹇ 与 ﹈︵下一︶10

九櫛1園願はくは︑われに七難八苦を與へたまへ︒

あたえたま・う

あた・える

八105 その國の人人は︑このつかれはてた鳥を拾
ひ集めて︑︿略﹀︑食物を與へてやりました︒

八439 頼朝は︑唐糸を許した上に︑島隠には︑た
くさんのはうびを與へました︒

かいたくしや

九335 母は︑戸だなから二本の日の丸を取り出し︑
一本を娘に與へて︑
よい試練を與へてくれた︒

九㎝10園 諸君をりっぱな開拓者にしょうとして︑

十423 昔から月ほどやさしい︑平和な氣持を與へ
てくれるものはありません︒

れわれに大きな慰めを與へるからです︒

十424 その青白い︑しみじみと親しめる光が︑わ
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あたまでっかち一あたらし

うらの畠にみたおかあさんもかけて

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさ

來て︑頭から手ぬぐひを取りながら︑

四143
四164

んはぼくの頭をなでてくれました︒
さがりました︒

五108團 まことにかうがうしくて︑しぜんと頭が
五204 冷たいさんのかたの上にも︑子どもたちの
頭の上にも︑そっと止ります︒
をふって︑元氣よく泳いでゐました︒

五213 どれも︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾
五285園 ︼つのからだに頭が八つ︑尾が八つ︒
れて︑がぶがぶと飲みました︒

五296 酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入

は︑頭をちゃんとあげて眠ります︒

五345 私たちなら︑横になってねるのに︑かひご
五547 頭のすぐ上を︑かもめが︑五六羽とんで行
きました︒

頭をなでてほめてやりました︒

五m3 子犬ですから︑︿略﹀︑少しでもできると︑

をふんばって︑逃げさうにしました︒

六115 左の手で︑頭のあたりをつかむと︑あと足

しろくま

くんが︑ひょいとしゃがんだので︑それてしまつ

六934 うまく頭のところへ飛んで行ったが︑友田
た︒

六梛9 白熊が︑頭をふってゐました︒
と足に大けがをして︑道ばたに倒れてゐました︒

七2410 近所の人たちがかけつけた時︑少年は︑頭
七881 すぐにせなかが出る︒頭が出る︒

七885 ぐっとそりかへるやうにして︑頭を後へさ
げます︒

てるます︒

七917 頭の上では︑夏の太陽が︑かんかんと照つ

オランダ人の足が︑日本人の頭の上にある

といふことが︑どれほど彌兵衛たちを怒らせたか

七価2

岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

わかりません︒

八備7

﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑あの頭

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

八描9

頭は足のつけ根のところにあるのださうで

といってみる部分が實は胴で︑

二心9
す︒

八皿1園歩く時︑ああいふふうに頭が傾いて︑へ
んなかつかうに見えるが︑

洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲板を

こすりながら頭を並べて進んで行く︒

九561

地平線からしだいに見あげて︑頭の眞上ま
水の中を歩きながら︑顔を洗ひ頭を水でひ

で行く途中︑

九886
九951
たす︒

九悩1

﹁︿略﹀︒﹂といって頭をさげた︒

九973囹時々頭を水にひたせ︒
急いで上着を着たり︑ズボンをはいたりし
てるると︑思はず頭を柱にぶっつける︒

九㎜11

水兵は︑頭をさげて聞いてみたが︑やがて
女の頭の上の水がめが︑ゆれて鳴る音だ︒

手をあげて敬禮し︑

十148
十314

手捌6そのくぼみに頭をかくし︑肩をかくし︑全
この勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑

身を埋めた︒

十柵10

とたんに︑私の頭の中には︑．病室で苦しん

︿略﹀︑尊い母の姿であったのでせう︒

十川3

でるる患者の顔が浮かんで來ました︒

どこかの子どもが︑もう頭をつるつるにそ
られてるるのである︒

十筋6

空一帯が灰色になって︑何だか頭を押さ

生き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静

へっけられさうになります︒

十一737
十一7810

かへで・ぶな・くりなどの木々が茂り合

けさをふるはせて︑頭の上から降り注いで來る︒

林を出はつれて︑頭の上の緑のおほひが

てんがい
つて︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれる︒

十一801

十一814

せまい道の両側には︑大きなささが︑ぼ

書きてしまった時︑

くらの頭をおほふくらゐ高く茂ってみた︒

十一838

十一㎜4 砂糖のやうにあまいサオ︑一面にとげの

かごを頭に載せた敵たちが︑

生えた鬼の頭のやうなドリヤン︒
十一脳11

こんと頭をもたげてすわってみたり︑

十一川2 家の中の机の上に︑大きなとかげがちよ

十一別4 サラワク特産のオランウータンの子ども

工兵隊の欝苦︑思へばただ頭がさがる︒

が︑大きな頭を振りながら時々現れて來ては︑

十二研3

十二㎜4 左舷にまはった入道雲の頭が︑そろそろ

深い藍色が頭の上にかぶさったころには︑

あかね色に染まりかけて來た︒
十二㎜12

こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の

もう太陽は没して残光は見られなかった︒

十二餌4

くちをしさが︑足の先から頭のてっぺん

警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

まで突き抜けて走る︒

十二㎜11

あたまでっかち ﹇頭﹈︵形状︶1 頭でっかち

九柳6 畠のにらの花に︑頭でっかちないちもじせ

︽ーシク︾

尼も︑のちには新しく張りかへんとは

﹇新﹈︵形︶1 新し

せりが飛びちがふ︒
あたら・し

思へど︑

九655図圓

あたらしい一あたり
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あたらし・い

﹇ 新 ﹈︵形︶25

新しい

︽ーイ・ーク︾

二984園 みなさんが二年生になったら︑新しい
一年生がはいって來て︑またつかひます︒

三674新しいゆかたをきた人が︑おほぜい歩
いてるました︒

四496 次の朝には︑また新しいちがったもや
うが︑美しくあらはれます︒

四614 新しいしめなはをはったり︑さかきを
あげたりなさいました︒

四633 新しいしめなは︑白い紙︑
たいさんが︑私たちのところへ來ました︒

四758 まもなく︑新しい軍服を着た一人の兵
五365囹 いいえ︑新しいのをたくさんやっておき
ました︒

﹁新しい國を開きに︒﹂

九品10

遠く國務院や︑關東軍司令部の建物が夕日

にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒

九二12園諸君は︑新しい東亜のために︑ここで大

私たち國民は︑︿略V︑今こそ新しい國生み

新しい木の香が︑ぼくたちを喜ばした︒

地を開くのだ︒

九銅3
十568

しかし︑佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑新しい勇氣

のみわざに︑はせ参じてみるのである︒
十781

十809

かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ︑更に

︑をふるって立ちあがった︒

よこ糸がなくなれば︑新しい仔が代ってと

新しい工夫をこらして行った︒

十816

び出して行くなど︑

私たちは︑この歌を口ずさんで︑更に新

しい喜びを感じるのであります︒

十一麗9

アタリガアカルクナッテ︑日ガサシテ
うらしまは︑あたりの美しさにおどろき

六584囹

六545園

ふしぎなことだと思って︑あたりを見ま

たきのあたりは︑ずるぶんみごとでせう︒

あたりが明かるくなって︑氣がはればれと

すと︑石の間から︑水が流れ出てをります︒
する︒

六888

六川3 あたりはしんとして︑せき一つするものも

﹁ダーン︑ダーン︒﹂ものすごい大砲の音と

ありません︒

六備3

急に病人のからだから光がさし出て︑あた

天叢雲劒を抜いて︑手早くあたりの草をな

ともに︑あたりの土が︑高くはねあがります︒

七222
ぎ彿ひ︑

七3510

ふついん

りが金色にかがやき渡ったといふことです︒

彌兵衛は︑ノノーツの首に刀を突きつけたま

ワ・スマトラあたりまで進出して︑

七柵9 今のフィリピンや︑佛印や︑タイや︑ジャ
七並3

ある日のこと︑面素が御殿のうらへ出て︑

ま︑︿略﹀︑きっとあたりをにらみました︒

何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

八403

ときどき︑あたりをふるはすやうな︑大砲

の音がします︒

八595

たい

こ

午前十時︑最初の太鼓が︑あたりの静けさ

この手紙を書いてみると︑あたりが急に

十232 あたりがだんだん薄暗くなって來た︒

九527 銃を手にした番兵があたりを警戒してみる︒

九458 あたりはまだほの暗く︑

暗くなった︒

九229團

を破って鳴らされる︒

九154

と空色に光るのが︑

八胴3 光線のぐあひで︑せなかのあたりが︑鮎々

いよあたりにしげし︒

急にお月さまが十も出たかと思ふほど︑ 八878出置船はしだいに波間に沈み︑ 敵揮いよ
あたりは︑うれしさうな小鳥の聲でいっぱ
あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋
午前五時︑まだ︑あたりはうす暗いころ︑

左の手で︑頭のあたりをつかむと︑あと足
まつ白な花が咲いて︑何ともいへない︑よ
いかをりがあたりに満ちあふれます︒

六258

をふんばって︑逃げさうにしました︒

六115

五能8

の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて志ます︒

五457

いです︒

五145

あたりが明かるくなりました︒

四393

ながら︑りっぽないすにこしをかけます︒

三餌2

キマシタ︒

一522

たり・ここらあたり・ましたあたり

七65圃朝の海べはもう春で︑ みんな温しい︑ あたり ﹇辺﹈︵名︶50 アタリ あたり﹇▽くちんあ

五632園

新しい︒

土が︑暖い日光に照らされます︒

七368 からすきのあとには︑ほり返された新しい

になりました︒

七399 私たちの學校では︑新しい講堂が立つこと
七404 新しく家が立つ土地の神様に申しあげて︑
七447 新しいその講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑
いっしよに集って並んだ時のことを思って︑

七557 今︑新しい船を何ざうか︑こしらへてみる
のが見えるでせう︒

八628 夕食後︑兵隊さんから︑新しい兵器につい
て︑おもしろいお話を聞きました︒

八衙5 かささぎは︑毎年新しい巣を作って︑ひな
鳥を育てるのです︒

九251團 あすからは︑また新しい戦闘の準備にか
かるのだ︒

29
あたり一あたる

あたりは眞のやみである︒

いはず︑今のことばを書きつけた︒

十二677

十266 稻むらの火は︑風にあふられてまたもえあ
がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるくした︒
このあたりの大名でござる︒

弟が︑せなかのあたりまで泥をはねあげ
たいそう明かるい聲が︑納屋のかげのあ
ぼくは︑もうちき訪れる春を考へながら︑
南支那海の潮の色と︑インド洋の色とは

このあたりは︑時に雄蘂悪いほど静かな
﹇当﹈

与かぜあたり・さしあたり・たいあた

り・てあたりしだい

あたり

なぎが訪れる︒

十二㎜7

はっきり愛りかけてるるのもおもしろい︒

全く違ふと聞いてみたが︑もうこのあたりから︑

十一一蹴6

あたりを見まはした︒

十二側6

たりから︑はずんで來た︒

十二髄5

て︑垣に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒

十二髄1

妹に︑ほほ笑みながら私はかういった一i

ふしぎさうに︑あたりを見まはしてみる

十二776園

かんとん

十二観7

十槻5 そのとたん︑天地にとどろくやうな爆音と
いっしよに︑砂煙が︑あたりをおほひ包んだ︒

十一1110王は︑︿略﹀︑あたりのさわがしさで︑目
をおさましになった︒

十一7810 生き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静
けさをふるはせて︑頭の上から降り注いで量る︒

十一881 あたりにだんだん霧がわいて來て︑大木
の幹を︑かなたへかなたへと薄く見せた︒

十一旧3 こんなところに猫がみるはずはないと思
つて︑あたりを見まはすと︑

十一獅6 このあたりがいちばんジャワらしい風習
の残ってみるところだといふことを思ふ︒
さんごせう
十一川11 このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ
るせみか︑井戸をほっても水は出て來ない︒

十一騰4 あたりには︑まだたそがれのかすかな光
しゃんはい

がただよってみて ︑

あたり一面に︑ぱっと白い花をまき散らし

波が︑ざぶんざぷんとむねにあたりま

した︒

六794

たまが飛んで來て︑ぼくの胸にあたった︒

火ばちにあたってみかんをたべながら︑

な鏡を持って出ました︒

四537 花子さんは︑日のあたるところへ︑小さ

六941

たき火にあたってみる人もありました︒

夜風に睡り︑朝日に當ると︑

愛って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒

七894 夜風に當り︑朝日に迂ると︑すっかり色が

八599

七894

るが實に一千二百有鯨年の歴史を重ねてみる︒

九105 昭和二十四年は︑第五十九回の正遷宮に當

りました︒

九346 その隊は︑この地方の宵居の復奮工事に當

弓矢に當りて死するは︑つはものの望

九608図園矢は當らぬに︑死にて候︒

北斗七星が見つかったら︑その七つの中の︑

むところなり︒

九634図圏
九899

波が︑目の前の水面に︑小さな三角の小山

下の端に當る二つの星に注意しませう︒

をこしらへ︑それが顔に當って︑

九9510

祖國のために職っては來たが︑今開城に

九佃7圓當番にあたった私が司卜者になりませう︒

船腹に當る波の音がものすごく聞え︑

たかかげ

東郷司令長官は︑六隻の主職艦隊を率

みて︑上村艦隊とともに先頭なる敵の主力に當り︑

十一535図

らに當る︒

十川4 歩いて行くと荷が揺れて︑自然に分銅がど

片が︑楊少年の肩や背にあたった︒

ぢ小早川隆景は︑七城の城主を集めて︑
はれつ
爆彌は︑大きな音をたてて破裂し︑その破
十躍11

十幽4 羽柴秀吉と軍を交へるにあたり︑輝元のを

十柵7

當って閣下と魚見することは︑喜びにたへません︒

あたり一面油の海に︑南の太陽が︑きらき 十892園
さくれつ
敵の砲弾が兵士の目の前で炸裂し︑あたり

あたりまへ

あたり一面が虫の聲に満たされ︑
﹇差前﹈︵名︶1

だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒

四124囹あの勢のよいくすの木で︑作った舟

あたりまえ

十一㎜5

一面に︑砂ぼこりがたちこめた︒

十柵10

らと光ってみた︒

十7110

たやうです︒

六395

十一加10 上海や廣東あたりの支那街の︑あのご あたりいちめん ﹇辺一面﹈︵名︶4 あたり一面
つた返したやかましさは見られない︒

振りながら時々現れて來ては︑日本の兵隊さんた

十一劉6 オランウータンの子どもが︑大きな頭を
ちを喜ばすのもこのあたりである︒

十一盟4 パイナップルのにほひがあたりに滞ちて
みる︒

十二92 一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩
石に︑軌道車の響きがごうごうと反響する︒
十ニー48 山の肩のあたりから︑刃物でそいだやう
に突つ立ってるて ︑

三772

ラ・ーリ・ール︾﹇▽つきあたる・のりあたる

十二496 修行者は︑座を立ってあたりを見まはし あた・る ﹇当﹈︵四五︶24 あたる 當る ︽ーッ・一
たが︑佛の御蚕も人影もない︒

十二5510 かれは︑あたりの石といはず︑木の幹と

あちこち一あつい

30

ひとつ當ってみませう

一なうなう︑

そなたは何をわいわいわめいてゐられるぞ︒

十一一793園

十二矧3 地球から太陽への距離は︑凡そ↓億五千
萬キロで︑月への距離の約四百倍に當る︒
ほうたいび

あちこち

十二圏6 とはうもない高度爆撃だ︒あたるもので

十二別4 くしくも第五回大詔奉戴日に當る︒

﹇彼方此方﹈︵代名︶7

はない︒

あちこち

二人は︑よささうな石をあちこちとさ

がしました︒

三94
五538 あみを干してあるのが︑あちこちに見えま

あちらの山でも︑こちらの山でも︑三四
アチラコチラ

人つつ一かたまりになって︑石の上で働いてみる︒

十ニー410

あちら︑こちら

﹇彼方此方﹈︵代名︶18

あちらこちら

あちらこちら

アチラコチラニオチテヰル木ノ枝ヤ︑

カレ草ナドヲ︑ヒトトコ亡ニアツメマシタ︒

二337

おなかがすいたので︑草をたべようと

思って︑あちらこちら歩きましたが︑

四445

たくさんの子蛙は︑草のかげのあちらこち
奈良の都には︑赤くぬった宮殿や︑お寺の

らを︑うれしさうにとびまはりました︒

五254
七325

らは︑

月の光にすかして︑あちらこちらさがしま
あちらこちらの︑スケート場の氷もとけて︑

かささぎは︑巣を作らうとして︑あちらこ
九517

港のあちらこちらにもやひしてみる漁船か

ちら飛びまはります︒

八面4

もうすべることはできなくなります︒
す

八餅4

すと︑松林の中に石のらうがありました︒

八421

雲が︑金色に︑くれなみに︑色づき始めます︒

あちらこちらに︑眞綿を引き延したやうな

正男さんは︑あちらこちらと歩きながら考

お堂が︑あちらこちらに見えてゐました︒

七686

した︒

七292 あちこちに︑すすり泣きの聲が起りました︒

あちら

七重10

へる︒

子馬がたくさん來てるて︑

九826 牧場には︑村のあちこちから︑同じやうな

九㎜2 蒙古の大草原を旅する者は︑あちこちにあ

もロつ こ

言路6囹 あちこちに油をさしてやったり︑
るオボを目當てに歩いて行く︒

アチラ

十963園 ロシヤ軍の職死者の墓は︑あちこちに散
在してみるやうですが︑
﹇彼方﹈︵代名︶7

二411囹 アチラニネテヲリマス︒

あちら

いって︑この大木を見あげました︒

四81 あちらの村でもこちらの村でも︑かう

される︒
や

ぎ

あちらこちらに鶏の鳴き聲が聞かれるの

野原には︑山羊の群があちらこちらにる

十一54圃
十一川9
る︒

十一泌2

さうして︑赤屋根の住宅が︑あちらこち

も︑のどかな風景である︒

十一㎜3

あちら︑こちらに川波が光りだした︒

四955 だんだんうすぐらくなると︑あちらでも 九565 あちらこちらで︑﹁おはやう︒﹂がいひかは
﹁︿略﹀︒﹂と︑あちらでおかあさんの聲がし

こちらでも︑豆まきの聲が聞えます︒
た︒

五819

六87 よいお天氣で︑あちらでもこちらでも︑稻
を刈ってゐます︒
こちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒

五更3 水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑

平地は益々として︑かまどの煙があちら

らの緑の中に鮎在してみる︒

十二467

海のやうに見渡される池には︑かもめが

こちらに立ちのぼり︑

十一一469

桑畠の雪もだいぶ減って︑あちらこちら

あちらこちらに飛び立ってるる︒

十二儒8

あっ

に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒

あっ ︵感︶4あっ

ざう
あっ︑象が出た︒

六398園あっ︑らくかさん部隊だ︒
六447園

﹁あっ︒﹂とさけんで︑たけるは倒れまし
た︒

七168園

七934園 ﹁あっ︒﹂と思ったその時︑空と水がひつ

﹇当﹈︵下二︶2 當つ ︽ーテ︾

くり返って︑
あ・つ

﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒

十脳5図太刀を抜いて額に當て︑大音言あげて︑

あつい紙で︑舟を二つ作りました︒

厚い ︽ーイ・一

戦車の厚い鋼鐵の板を射抜く封戦車砲︑

あつい

竹馬にむちを當てて︑

﹇厚﹈ ︵形︶ 7

十二967図
あっ・い

三831

カッ・ーク︾与てあつい

八966

どうぞ︑乃木大將にお願ひして︑陛下に

手袋をはめてみては︑しめられません︒

九佃7囹指の先でしめるのですから︑厚い大きな
十868園
十一42圏

↓天にはかに墨を流したやうに曇って︑

五尺もある厚い氷︑

厚く御禮を申しあげてください︒

十一773

天地も暗くなるのは︑かうしたすばらしく厚い雲

八十一歳の光盲ある長壽を終るまで︑功

によって︑日光がさへぎられるからです︒

績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

十二739

31

あつい一あつまる

あっ・い

﹇ 暑 ﹈ ︵ 形︶15

アツイ

暑い

︽1・ーイ・一

一543圃 アツイ日ナカノ 小ミチヲトホル︒

カラ・ーク︾与むしあつい

五803 なすも︑きうりも︑みんな暑さうにぐつた
りしてみる︒

五807日まはりは︑暑い日をいっぱい受けて︑
五813暑い︑暑い︒
五813暑い︑暑い︒
五833暑い夏の日が︑かんかんてりつける中で︑
七385汗ばむくらみ暑い日ざしを受けて︑
﹁暑いなあ︒﹂ だれもがさういふ︒
七765圏國

九価2 暑い暑いの歎聲が口をついて出て來る︒
九価2 暑い暑いの歎聲が口をついて出て逼る︒

十556

︽ーイ・ーク︾

夜はその反封に︑ひどい寒さであらうと思はれま
す︒

はや夏の暑さをおぼゆ︒

焼けつくやうな尊書の暑さは︑緑色の涼

通す日影に︑

十一683図圃野に立てば野はかがやきて︑白
雲を

十一盟7

夏の日の暑さから考へてみてもわかるや

しい木かげでさへぎられ︑

やっと層雲を抜けたので︑少し高度を取

機内は︑むれるやうな暑さである︒

うに︑太陽から出る熱量は︑すばらしいものであ

十一一梱6
る︒

十二㎜1

十一一㎜11

﹇熱﹈︵形︶1

熱し

︽ーシ︾

つたが︑やつばり暑さに重りはない︒
あっ・し

父母の國よさらばと手を振ればまなぶ
た熱しますら男の子も

九363図圃

り︒

あったかい日に︑

つくし

がたとん︑がた

をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑あっ

﹇彼方﹈︵代名︶3 あっち あっち

あっちへ︑こっちへ︑

やまうちかつとよ

あっばれ

お

だ

あっばれ

八幡様に日参致し候も︑そなたが︑あ

はちまん

﹇天晴﹈︵感︶6 あっばれ

十塒4図國

あっばれ︑大鳥かな︒

あっばれ︑よき大宰に組まん︒

のすけ

あっばれ武士の手本︒

き

らかうづけのすけ

大石内追山助を始め四十舞人が︑亡君淺

ら

十鵬1至宝

く

あっま・る ﹇集﹈

︵四五︶
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本望をとげたといふので︑

集る ︽ーッ・ーリ・ー

野内匠頭の仇︑吉良上野介を討って︑あっばれ

たくみのかみ

十一一583

十旧10囹

なった︒

つばれ綿布工業國として︑世界に乗り出すやうに

十824 この自動織機の出現によって︑日本は︑あ

九693図國あっばれ︑名馬︒

あっばれ

つばれなるてがらを立て候やうとの心願に候︒

十129正業

﹇天晴﹈︵形状︶1

あっち
一の名馬なりとて︑安土に引き來て商なふものあ

九661図山内一豊︑織田家に仕へし初め︑東出第

あっち

ぢごく
十282圃國 とんぼ︑とんぼ︑あっちへ行けば地獄︑
ごくらく
こっちへ由れば極樂︒
あっち
︹安土﹈︹地名︺1 安土

とん︒

七493圏

ちへ行きがけました︒

五716

あっち

劒であります︒

七232 熱田神宮におまつりしてあるのが︑この御

あったじんぐう
あった

のばうやは 目がさめた︒
あった
﹇熱田神宮﹈︵名︶1 熱田神宮

二麗3圃 ぽかぽかと

そのうちに︑私は︑目も︑心も︑熱くなつ あったか・い ﹇暖﹈︵形︶1 あったかい ︽ーイ︾
三四百メートルも走ったので︑熱くてた

て行くのを感じた︒

十一一髄8
まらない︒

扱ひ■じゃまあつかい・

目がしらが︑じいんと熱くなって痴る︒

﹇扱﹈︵名︶1

十一一㎜1

あつかい

︽ーフ︾

切腹といふのは︑どこまでも武士の名讐

とりあつかい・とりあつかいへい
十一一613

扱ふ

それも馬が悪いのではない︑扱ふ人がい

﹇扱﹈︵五︶1

を重んじた扱ひであった︒
あっか・う

けないから︑馬に悪いくせがついてしまふのだ︒

九808園

暑さ

暑さや寒さにうち勝って︑

﹇暑﹈︵名︶9

八㎜4

眞夏の暑さはだれも畳悟をしてみるが︑

あつさ

九価3

暑さは︑もうたくさんだといひたくなる︒

九価8 暑い日がやっと暮れても︑よひの間は家の
九価5

中がむっとして︑

九柵3園寒い時もたいへんでせうが︑暑い時も苦

九研2 よし書間はどんなに暑からうとも︑

熱い

月の世界では︑書はこげつくやうな暑さ︑

十407

しいでせうね︒

けられると︑いっそう暑くなります︒

九二5園機禮の中は︑︿略﹀︑南洋の日光に照りつ

アツイ

十一一910 地熱のために暑くなり︑温度が高いので
﹇ 熱 ﹈ ︵ 形 ︶8

むしむしする︒
あっ・い

﹁アツイ︑アツイ︒﹂トイッテ︑

ケニイキマシタ︒

二293園﹁アツイ︑アツイ︒﹂トイッテ︑水ヲカ
二293園

がら︑熱くして曲げる︒

八504 それで︑紙でひごを︑ごしごしとしごきな
八988 鐵の柱は︑熱い燈の中で︑じっとがまんを
してみるのです︒

たい海の水が氣持よく感じられる︒

九949 熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ

あつみ一あっもり
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ル・ーレ︾
まる

δおあつまる・はせあつまる・よりあつ

ぼくたちは︑︿略﹀︑スキーをつけ︑二本の

んなそちらへ走って行った︒

八781

八鵬2

多くの品物が︑自由自在に集ったり︑散ら
その夜︑みんなが集ってみる時︑一郎さん
れんげうの咲いたそばに︑子どもがよく集

が︑︿略﹀︑綴り方を讃んだ︒

八伽9

ばったりするので︑

八905

杖をつきながら︑そこへ集った︒
四422國圏 さあさあ︑集れ︑月が出た︒
四431囲木かげから︑ ぬつくりぬつくり︑子だ 八902 大阪の港に集って弄る船の積荷は︑

ぬきが︑ 出て來てお山へ集って︑
五聖2 月夜の晩︑子どもたちが五⊥ハ人集って︑か
げふみをして遊んでゐました︒

六361 太郎さんも︑次郎さんも︑花子さんも︑春
枝さんも︑ゆり子さんも︑みんな集りました︒

奉仕煮たちは︑目にしみるばかりの眞白な

つて來ます︒

九691図

いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑一

齋服を着て︑定めの場所へ集って着た︒

さいふく

﹁何だ︑何だ︒﹂といひながら︑まはりに︑ 九157

六861国圓 みんな集れ︒
六863国
大勢集って來ました︒

六901 外に集るやうにと︑先生がいはれた︒

尼子の奮臣がおひおひ京都に集って來た︒

きは目だちてたくましきを信長うち見て︑

九㎜9

管玉が︑績々と勝久のところへ集った︒

﹁集れ︒﹂先生の大きな聲がする︒

九纈10

六904囹

六905 みんなは︑雪の上に集って並んだ︒

この時は︑遠いところがらたくさんの人が

はと

六988 若い人たちが︑大勢その家に集って︑

九脚4
十244

集って來た人々は︑もえてみる稻むらと五

村中の人は︑おひおひ集って來た︒

黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと

四時間めに︑みんなは講堂へ集った︒

すると︑どこからともなく女の人たちが集

先生の目が︑みんなの笑った顔が︑私に

これを聞きつけて︑子どもが大勢集る︒

十﹁708

かれらは︑二三百戸ほどつつ集って生活

雲の中でもいちばん高く︑

十一脳12

初めは︑うすい︑うすい紙のやうなまゆで

﹇厚﹈︵名︶1 あつみ

してみる︒

あつみ

︽ーメ・ーメル︾皿vおあつめる・かきあつめ

﹇集﹈︵下一︶10 アツメル あつめる

したが︑それが︑だんだんあつみをもって來て︑

五408

集める

あっ・める

アチラコチラニオチテヰル木ノ枝ヤ︑

る・ひろいあつめる・よぴあつめる

カレ草ナドヲ︑ヒトトコロニアツメマシタ︒

二34一

よい刀を千本あつめるつもりで︑九

百九十九本は取った︒

三211園

まったくさんの鶏を集めて︑しきりにお鳴

ることになりました︒

四102 そこで︑大勢の大工を集めて︑舟を作
五53

つるがをか

はちまんぐう

それを集めて︑かためると︑ゴムができ

かせになりました︒

六419園
るのです︒

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納す

みなもとのよりとも

八351

コンドラテンコ少將は︑︿略V︑部下の將士

ることになって︑舞姫を集めました︒

職死者の墓は︑︿略﹀なるべく一箇所に

を集めて︑激解してみたさなかであった︒

十915

十964囹

集めて墓標を立て︑
たかかげ

十幽5小早川隆景は︑七城の城主を集めて︑

あもり
梅雨のために︑城近く流れてみる足守川は︑

﹁︿略V︒﹂とたつねたことがあった︒

十柵7

長良川の水を集めてあふれるばかりであった︒

ながら

生年十七にぞなりにける︒

十柵1図

わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑ あっもり ﹇敦盛﹈︹人名︺1 敦盛
つねもり
のちに聞けば︑平の纒盛の子︑敦盛とて︑
ごくこまかな氷の結晶の集ったもので︑

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

うつりよう

十一552図

集ってゐます︒

十一475

十㎜3

つて來て︑糸屋さんを取り毬く︒

十騰10

に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒

十7810

十546

兵衛の顔とを︑代る代る見くらべた︒

十245

集って來て︑たいへんなにぎはひである︒

六髄9 鳩が︑何十羽となく集って起て︑

七154 手下の者はいふまでもなく︑手傳ひのため
に︑たくさんの男や女が集って來ました︒
七448 新しいその講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑
いっしよに集って並んだ時のことを思って︑
と︑春枝さんの三人が集ってみる︒

七659 國旗掲揚墓のそばに︑勇さんと︑正男さん
七696 三盛掲揚墓の前に︑みんな集ってみる︒

七撹3 元帥の指骨と︑集って來た人々の働きによ

七831国囹武装して︑兵舎の前に集れ︒
つて︑消しとめられた︒
て︑みんな篤しく働いてゐます︒

八228團 満洲國には︑いろいろな民族が集ってゐ
八359 奉納の當日は︑頼朝を始め舞見物の人々が︑
何千人ともなく集りました︒

八541囹 ﹁集れ︒﹂といはれたので︑私たちは︑み
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あっもりのさいご一あと

あっもり

あっもり

あてる

當てる

あっもりのさいご ︹題名︺1 敦盛の最期

﹇当﹈︵下 一 ︶ 1 5

皿﹀しりあて・ て あ て ・ め あ て

十鵬1 敦盛の最期
あて
あ・てる

︽ーテ︾

四542 花子さんは︑その光を︑二かいの窓の

8おあてる・さがしあてる
しゃうじにあててみました︒

四545 花子さんは︑ねえさんの顔へ光をあて
ました︒

五693国 お正月には︑馬にあてて︑年賀状をよこ
す兵隊さんもあるさうだ︒

六441園何がうつるか︑あててごらんなさい︒
六938 今度こそうまくあててやらうと︑力いっぱ
い投げてやった︒

です︒

七672園 あの國旗掲揚塁の高さを︑あててみるの
八505 曲げては設計圖に覧てて見て︑形を整へる︒
に當てて︑下からじっと見てゐますと︑

九911 一つの星を︑東へさし出た軒端にすれすれ

九川5囹襲動機のおほひをはっして︑機械に手を
當ててやうすを調べます︒

九川9園 母が額に手を歴てて︑熱のかげんをみた
りなんかするのと似てゐますね︒

十841 會見室に當てられた部屋には︑大きな机を
用意し︑眞白な布を掛けた︒

十備4 ﹁くに﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるも
のですが︑これこそわが國の昔からのことばで︑
﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂と

それを漢字に當てて盗んだものです︒
十備5

いったわが國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當てて
忌んだもので︑

十㎜10 愛路村といふのは︑交通路を愛し︑これを

守る村のことで︑道の爾側おのおの十キロ以内の
ところを︑これに當ててるる︒

いろいろな野菜がありますから︑何だ

かあててごらんなさい︒

十一備1国
後δおあと

デンシャノオ客︒

あと

今︑三眠ですから︑もうあと一度眠った

あとからあとから︑ぞろぞろとつづいて行

とから︑ぞろぞろとつづいて行きました︒

五212

きました︒

五353園

ら︑まゆを作りますよ︒

刈ったあとには︑くくった稻の束が︑田の

半分を︑皇后にけん上しました︒あとの半

その花が散ったあとには︑かはいらしい青

あとで聞けば︑この火事には︑焼け死んだ

夕飯のあとで︑︿略﹀︑みんなで︑下地の兵

あと十四五メートルで鐵條網といふ時︑

みさき

黒い牛が︑ゆっくりと引いて行くからすき
七522

あとからあとから︑乗客が乗ります︒

あとしばらくで︑かげが百二十四センチ

あとからあとから︑乗客が乗ります︒

にちぢんで︑ぼくのせいと同じ長さになります︒

七712囹

七522

のあとには︑ほり返された新しい土が︑

七368

七83 ほったあとに水がしみ出て︑

せん︒

さらさ 六伽8 あとをふり返ると︑もう矢島の岬も見えま

から押して行きました︒

六悩5 破壊筒に力を入れて︑進めとばかり︑あと

六佃7

といふせつばつまった場合でありました︒

六帽5 しかもその突撃まで︑時間は︑あと三十分

隊さんの話をしました︒

六794

人もあったさうです︒

六753

い實が生ります︒

六261

分を持って︑天皇のみささぎにお参りしました︒

六233

上に並べてあります︒

六131

とからっいて到るのには困りました︒

いちばんあとからはいって來たのは︑

五736

アト

アトノ四人ガ︑

﹇後﹈︵名︶90

二444圃

あと

五㎜7 學校へ行く時︑何べん追ひかへしても︑あ

雪ハ︑アトカラアトカラフッテ來マス︒

二531雪ハ︑アトカラアトカラフッテ來マス︒
二531

くろいはこの車が︑あとからあとから
あとからあとからやって來ます︒

やって來ます︒

一一価8
一一鵬8

牛のあとから︑大きな木をつんだ車や︑

石をつんだ車が︑︿略﹀通りました︒

一一価6

勇さんも正男さんも︑そのあとをおっ

て行きました︒

三121

三335﹁︿略﹀︒﹂かういったあとで︑きっと︑

あとからあとからよせて來ます︒

波は︑あとからあとからよせて來ます︒

﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

三789

おかあさんのあとをおっかけて行っ

三789

三805圏

ねたあとは︑

方々のへやをまいて歩くと︑妹や弟が

雪の音︒

すずめ親子の

その後から︑おとひめさまがあらはれま

て︑ときどき︑おちぢをさがすのでせう︒

三脳4
す︒

らさらと

四802圃

四965

その後は︑がやがや何かわからぬことをい

後からついて來て︑
四柳8

あとから來た子どもは︑兵たいさんのけん

ひながら︑三四人は︑車のかち棒にとりつきます︒

五179

まるで︑ありの行列のやうに︑あとからあ

にっかまったり︑くつにとりついたりします︒

五212

あと一あと
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七柳6 日が落ちたあとの空は︑なんといふ美しさ
天略﹀︒﹂と吐き出すやうにいったあとで︑

でせう︒

七佃1
﹁︿略﹀︒﹂とつ け 加 へ ま し た ︒

八352 十二人のうち︑十一人遅ではありましたが︑
あとの一人がありません︒

八588 あとからあとから下る兵隊さんを迎へて︑
とうとう︑夜の十一時ごろまで働きました︒
八588 あとからあとから來る兵隊さんを迎へて︑
にも︑赤い血がついてみた︒

八674 飛び去ったあとの木の枝には︑かはいさう

んなのあとから來られた︒

八784 野田先生が先頭に立たれ︑石井先生が︑み
八923 堀ばたの町には︑映畜館や劇場があって︑
人の波が︑あとからあとから押し寄せます︒
八923 あとからあとから押し寄せます︒

九117 植林によって︑あとからあとから育てて行
くやうにしなければならない︒

九117 あとからあとから育てて行くやうに
九213国 ひげをそったあとのさっぱりした氣持で︑
持物をせいとんしてみると︑

九233團 スコールの通り過ぎたあとには︑
ついて出て行く母の後姿がちらと見えたきり︑

九338 しばらくして顔をあげると︑巡査のあとに

同じやうな子馬がたくさん來てるて︑早馬
一年半も手しほにかけた北斗といっしよに

の草をたべるあとを追ひながら︑

九827
九868

島の端をまはってしまへば︑あとはらく

みるのも︑あといく日もないと思ふと︑

九981囹
新手はあとからあとから現れる︒

だ︒

九鵬2

あとで︑﹁おきな草﹂といふ草花であるこ

新手はあとからあとから現れる︒

星川12

九儒2

績いて︑老人も︑女も︑子どもも︑若者の

とがわかった︒

十237

五兵衛は︑あとからあとからのぼって干る

あとを追ふやうにかけ出した︒

十244

あとからあとからのぼって誤る老幼男女を︑

老幼男女を︑一人一人敷へた︒

十244

十306圃園大きな雁はさきに︑小さな雁はあとに︑
十713

早く乾かし過ぎると︑あとでちぢんで︑

そのすぐあとから︑駆逐艦がついて行く︒

仲よくわたれ︒

十三4囹

しわができたり︑干割れがしたりします︒
み
宗治は︑巳の刻を期して︑城をあとに︑秀
五人の者も︑皆そのあとを追った︒
くら

大事にしまっておいた倉の物も︑あと︑い

吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒

十捌4

十鵬8

十蹴7

あとで︑りつぽにつくろはせてあげよ

﹁ビューン︒﹂とあとを引くやうな響きがす

すると︑三人もあとを追ひかけた︒

くらもなくなってしまったQ
十躍9

う︒

とから投げ出したやうで︑なかなか盛んな感じの

十一733

青空に綿を大きくちぎって︑あとからあ

十一453囹

る︒

﹁ブッブー︒﹂と︑けたたましい警笛の音を 十重4

として︑何が何やらわかりませんでした︒

九339 後姿がちらと見えたきり︑あとは涙にぼつ
九5010
あとに残して︑

九568 一時間罵りも活動したあとであるから︑食
父もあとから転たので︑ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂

事のうまいこと︒
九792

とたつねますと︑

あとからあとから投げ出したやうで︑

する雲です︒

十一734

猶動機船が︑本島をあとに︑六百海里の

頂上まであとニキロだ︒

﹁あと四キロだ︒﹂と先頭で叫ぶ︒

十一903

十一8610園

十一979

ニューアイルランド島をあとにして︑更

北を望んで︑績々と出て行く姿を見るであらう︒
十一㎜10

鑛石を運んでしまったあとの坑内に︑支

に南へ航海を績けると︑

十ニー18

もしあれが佛のみことばであれば︑その

柱を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒

十一一493

それも前半分で︑まだあとの半分があ

あとに何か績くことばがなくてはならない︒

十二511囹

みしん

あと四年で明治維新の幕が切って落され

るに違ひない︒

十二653

かう

吉良・石堂・高・上杉の者ども六千絵

いしだう

ようといふ時だ︒

きら

母あやしと思ひ︑あとより行きてやう

騎にて︑湊川の東へかけ出で︑あとを突かんと取

十二921図

り巻きけり︒

すを見れば︑

十二944図

十二952図幽汝を櫻井より返されしは︑父のあと

退くべきを見て退くは︑後を全うせ

をとぶらはせんためにもあらず︑

十二㎜3図園

橋梁材料をぎっしり積んだトラックが︑

んがためなり︒

十二鵬2
十二鵬3

﹁汽船だ︒﹂わが漕水艦は︑全速力で煙の

あとから︑あとから追ひかける︒

あとから︑あとから追ひかける︒

十二伽4
十二儲3

ぼくも︑弟のあとを追ふ︒

そのあとを追っかけるやうに︑

あとを追った︒

十二㎜4
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あと ﹇跡﹈︵名︶4 あと 跡δあしあと
きながら︑小鳥のやうにおりて煙る︒

八822 思ひ思ひに︑スキーのあとを雪の上にゑが

くも新聞紙で張り︑

十8310 前日︑壁に残ってみる弾のあとを︑ともか
左に高き大

鏡のやうな海面をすべって行く船の跡が︑

問はばや遠き世々の跡︒

十一一757図魍 登るや石のきざはしの
いちやう︑
十一一㎜8
﹇後足﹈︵名︶3

あと足

いつまでたっても二本のしわを描いて︑
あとあし

あとかた

十二6810
あな

穴5ほらあな

あなた

︵感︶1

あな

﹇貴方﹈︵代名︶43 アナタ あなた

十㎜6圏 あないとほし︒

聞多の兄︑五郎三郎は︑押つ取り刀でそ あな

﹇穴﹈︵名︶16

の場へかけつけたが︑もう何もあとの祭︑

せん︒

七854

天氣のよい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こ
先生が︑小さな穴で︑しるしをつけてくだ
穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと︑

八492

一センチ︑ニセンチと︑固い砲身に穴があ

穴と穴とを結びつけて︑

壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴から︑

ふんくわ

あのあばたのやうに見えるのは︑大部分が
しり
その邊を走ったり︑地べたに尻もちをつい

二678園

セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑

一バンエライ上客ハ︑アナタデス︒

ンカ︒

二702園

セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

今日はあ

傷心イ中デ︑一バンエライアナタニ︑

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

一一725囹

二747園

てふも小鳥もたのしさう︑

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

花子さん︑あなたははをみがきます

なたの花まつり︒

三71圃

か︒

三416囹

いますか︒

あなたは︑おなさけ深いおかたですか

三脳6園 あなたが︑うらしまさんでいらっしゃ

ら︑

四876囹

が痛んでゐましたが︑

四麗1團 あなたのいらっしゃつた時は︑少しきず

四慨2国 あなたのお話がおもしろかったので︑痛

あなたは一番上の段︒

みも忘れるほどでした︒

四柵2圃

五587囹

つち

﹁ダ︑ダ︑ダ︑ダ︒﹂と三石に穴をあける︒

四梱7圏 といって︑羽衣をお返ししたら︑あなた

のみ

十ニー11

盤を持つ人︑それを槌で打つ人︑その穴
一センチ︑ニセンチ︑石に穴があく︒

五㎜1囹皇孫ににぎのみことのお通りになる道を︑

に水をさす人︒

十ニー58

十分深く穴を掘ってしまふと︑欲望を固

に見せてやります︒

ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれです︒

あなたは︑どなたですか︒

十ニー63

五M3団 あなたから手紙が來ると︑それを︑利根

くつめる︒

十一一梱5

にみごと命中して︑吃水線に穴をあけた︒

きっすゐ

わが占拠艦から撃ち出した砲弾は︑船腹

は︑まはずにかへっておしまひになるでせう︒

十ニー52

て︑穴をほったり︑

十舗8

火山で︑穴は噴火口です︒

十382

ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒

九735

けられて行きます︒

八川10

いつのまにか︑りっぱな設計圖ができる︒

八492

さった紙に︑かくことにした︒

八491

そと穴から地上へはひ出します︒

七874

るい穴をほり︑その中にはいってゐます︒

たいていは︑木の細い根をぢくにして︑ま

六533園穴をほって︑地にかくれることもできま

て︑空氣がぬけてしまったのです︒

三894園タイヤの中のチューブにあながあい 一302園 アナタモ︑アソビニイラッシャイマセ

あな

五252 あと足を曲げて︑前足をついてすわった
かっかうは︑

をふんばって︑逃げさうにしました︒

六115 左の手で︑頭のあたりをつかむと︑あと足

取れてしまひました︒

後

六117 あわてて︑ぎゅっとつかんだら︑あと足が

押し

あとおし ﹇後押﹈︵名︶3 アトオシ あと押し

一864 サルガアトオシヲシマス︒
四佃2 おくれて來た二三人は︑車の後押しをしま
す︒

﹇跡形﹈︵名︶1

五766間くに子も︑ひさ子も︑ あと押し頼むぞ︒
あとかた

十263 一同は︑波にゑぐり取られてあとかたもな
くなった村を︑ただあきれて見おろしてみた︒

あとつぎ

十削9 静かに筆を取って︑城中のあと始末を一々

あとしまつ ﹇後始末﹈︵名︶1 あと始末

﹇跡継﹈︵名︶1

書き記した︒

あとつぎ

ぎなのだ一iといふことを︑しみじみと感じる︒

九258團 おまへたちは︑おとうさんたちのあとつ

あとのまつり ﹇後祭﹈︵名︶1 あとの祭

あと一あなた

あなたがた一あに
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五悩5團 あなたが︑かはいがってゐられたのと同
じ退園で︑

五翌3園 もしもし︑あなたは︑どうしてそんなに
泣いていらっしゃるのですか︒

五五6園 あなたは︑その大きな木にのぼって︑
待っていらっしやい︒
しかったことが思ひ出されます︒

六145 去年︑あなたといっしょにお参りして︑樂
六526囹 なぜ︑あなたは逃げないのですか︒

六546園 ときに︑あなたは︑あの感心な子どもの
うはさを︑お聞きですか︒
いふことですが︑ほんたうですか︒

六578園 聞けば︑あなたは︑山で酒を見つけたと
六588囹 あなたの孝行のせみですよ︒
しょに︑いろいろな品物が出て來ました︒

六857国 開いてみると︑あなたのみもん文といっ

中なんですか︒

た同志

あなたたち

あなたがた同志の友情のうるはしさに︑

﹇貴方達﹈︵代名︶1

十二桝10園

うち中でついたかき餅と︑あなたたちが

手傳って作った干柿と︑それに︑栗もあるから︑

六824園

あなたたち

もうあなたぐらみになれば︑もっとも

つとおとなしいはずです︒

十一4110園
なくなられたあなたのおかあさんは︑

た︒

四月十日

兄から

それは︑兄のだいじなつりばりで︑私も

親も落つればその子も落ち︑弟も落つれ

甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷へ行った︒

じんじらう

兄は︑五つた口調でいった︒

十一352

兄が史記を讃んでみるのを︑そばでじつ

十一632図圖

ただ兄にて候義朝などこそ︑かけ出

汝︑兄に向かひて弓を引くことある

兄に向かって弓引かんことあるべか

汝負けばわれをたのめ︑われ負けば

兄にておはす上に︑思ふところあり

てわざとかく仕りて候︒

十一669図圓

別れおはすらんか︒

汝をたのまんなど︑父と兄と約束して︑敵御方に

十一649図圖

らずとは︑道理なり︒

べからず︒

あなたがたが使ふ消しゴムや︑ゴムまり

十一635図園

で候はめ︒

十一603図圏

兄より先に畳えてしまふほどでした︒
よしとも

と聞いてみて︑兄より先に畳えてしまふほどでし

十一351

の人であるから︑

十一284父・母・兄・姉・をぢ・をば等は︑目上

動かしてみる︒

十507回忌父も︑母も︑兄も︑妹も︑だまって箸を

九旧1

九慨7

ば兄も落ち︑

八313図

困ってしまひました︒

五儒4園

五117国

このおばあさんがみなくなったら︑い あに ﹇兄﹈︵名︶25 兄n▽おんあに

十二の時おとうさんをおなくしでしたが︑

十一421園

十一424園

お正月が來たから︑あなたも少しはお

つたいあなたはどうなさらうといふのでせう︒

十一443園
とならしくなったでせうね︒

十一㎜8園門口で聞いたのですが一iあなたは︑
いったい︑あなたはどういふお方でご

演奏會へ行ってみたいとかいふことでしたね︒

十一川4囹

﹁ああ︑あなたはベートーベン先生で

ざいますか︒

十一相8園

﹁あなたの名前は︒﹂とたつねても︑

すか︒﹂きやうだいは思はず叫んだ︒

十一伽4園

あなたがたのやうな子どもさんが︑ゐも
あなたがたが重て︑お話をしてくださる
のが︑何よりもうれしいのです︒

四塒2團

んに來てくださると︑

四川7團

六881團 あなたのお人形は︑私のポケットにしあなたがた ﹇貴方方﹈︵代名︶7 あなたがた
まってあります ︒

六㎜2囹 あなたも︑弓をおやりになりませんか︒

やまと

七172園 これほどに強いあなたは︑ただの人では
ない︒
たけるのみ こ

も︑

六422園
六439園

あなたがたが︑私に示されたしんせつ

﹁︿略﹀︒﹂と︑あなたがたは思ふでせう︒

十二御10囹

八三3圃

をうつしませう︒

さあ︑次には︑あなたがたのすきな動物

たがたにはご用のない物でございます︒

七181園 日本でいちばんお強いあなたは︑日本 四佃8囹 それは︑天人の羽衣と申しまして︑あな
武 皇子と仰せられますやうに︒

九285囹 日本人は︑あなた一人か︒

あなたの子なら︑﹇ロ本人ではないか︒

子どもに笑はれますよ︒

九296園 あなたもお行儀をよくしないと︑日本の
九307園

十一261 相手を﹁あなた﹂といふのが︑すでに敬
語である︒

あなたが

と︑あなたがた同志の友情のうるはしさに︑しみ
﹇貴方方同士﹈︵名︶1

十一409園 あなたはまるで赤ちゃんですね︒

あなたがたどうし

じみ感じて泣いてみるのです︒

れない身になってみるのに︑あなたは雀の子に夢

十一411園 わたしがこんなに病氣で︑いっとも知
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あにうえ一あの

十一塀4

﹁︿略﹀︒﹂と︑兄の聲︒

たうわく

十一佃5 兄は︑むっつりとして︑やや當惑のやう
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と︑兄がいふ︒

すである︒
十一柵5

﹁︿略﹀︒﹂

十一棚2 しばらくして︑兄は掌る恐る近寄って︑

十二689 淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三
郎は︑押つ取り刀でその場へかけつけたが︑

十二697 母・兄・肖者の顔も︑ぼっとして見分け
がっかない︒

＋二6910
兄の目は︑涙でいっぱいである︒

十二705兄は︑涙ながらにうなついた︒
十二707決然として︑兄は刀を抜いた︒
十二717兄は︑刀を振りあげた︒
十二722どこまでも助けようとする母の一念に︑
兄上

﹁兄上︒﹂とかすかにいった︒

﹇兄上﹈︵名︶1

さすが張りつめた兄の心もゆるんでしまった︒
あにうえ
十二699園

あにがみさま ﹇兄神様﹈︵名︶1 あに神さま

五脳5翻あに神さまはつりのため︑ おとうと神
はかりのため︑ 毎日まいにち海と山︑ おいで
になってをりました︒

四859

兄様がたの重いふくろをせおってい

あにさまがた ﹇兄様方﹈︵名︶1 兄様がた
らっしゃつたので︑

あね ︹課名︺2 姉

十一466

七姉

﹇姉﹈︵名︶3

姉

十一28 七 姉⁝⁝⁝四十六
あね

六165團 お手紙のことを姉に申しましたら︑たい
へん喜んで︑ぜひ参りたいといってゐます︒

アノ

あの

姉は︑仕事をしてゐます︒

の人であるから︑

十一299
﹇彼﹈︵連体︶98

ニー33園ケッショウテンハ︑アノ山ノ上ダヨ︒

あの

ねえさんは︑あの橋の上でしんばん

二392圃アノ山コエテ︑里へ行ッタ︒
三247園
をしてください︒

あの︑左がはの後の車をごらんなさ

すると︑あのちゑのあるおちいさんが︑

三887囹
い︒

すると︑あのちゑのあるおちいさんが︑

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四97
四121

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四123園あの勢のよいくすの木で︑作った舟
このすばらしい舟になるために︑あ

だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒

四126囹

の木は︑ぐんぐんのびたのかもしれない︒

私も︑あの月の世界から︑お二人を
拝んでをりませう︒

四414囹

どんなにおいしいだらう︒

四471園あの島の草をほんたうにたべたら︑

四885團あの日から︑毎日雪が降ったり雨が
あのたこを︑次郎と二人で外へ持つ

降ったりして︑あげられなかったのですが︑

四891團

て出た時は︑
昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと
びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑

四994團

四皿6團あの花が︑私の枕もとで︑今もまだ咲い
自分たちの親が︑あの四本足の蛙だらうと

てるます︒

五216

は︑思ってゐませんでした︒

十一284父・母・兄・姉・をぢ・をば等は︑目上 五295 まもなく︑あの恐しい大蛇が出て來ました︒

てるるでございませう︒

五602園きっと︑あのもの知りのかかしが︑知っ

﹁ザ︑ザ︑ザー︒﹂と︑力強く水をかきます

と︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒

五905

いのです︒

五枷3園私も︑一度︑あの大きな鯛をつってみた

六81 すると︑あの熊になって出て來たわる者た

田道間守は︑あの國この島と︑たつねてま

ちは︑この劒で︑みんな殺されてしまひました︒
はりました︒

六212

うはさを︑お聞きですか︒

六546園ときに︑あなたは︑あの感心な子どもの

く子どものことでせう︒

六548園ああ︑あのいつも︑たきぎをせおって歩

おや︑うはさをすればかげとやら︑向か

ふから︑あの子がやって來ましたよ︒

六566囹

事を消しとめたのは︑えらいてがらです︒

六739園それよりも︑あの風に︑四つつじで︑火

六993園あの人は學問はできるが︑弓はどうだら
う︒

六燭5 あの子どもたちのやうに︑お参りしたいも

私は︑これがあの︑おわんの中に浮いてゐ

のだと思ひました︒

七111

婦る時には︑あのあさりをほったところも︑

るわかめかと思ひました︒

七139

その時︑あの白い着物が︑ほんたうに美し

︿略V︑海の水でかくされてるました︒

七439

あの笛を聞いたら︑わるいことなんかで

いと思ひました︒

七481囹

あの︑うなるやうに大きな汽笛の音を︑お

きなくなった︒

聞きなさい︒

七536

あの一あの
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七543 船が港を出る時は︑途中まで︑あの小さな
汽船に︑引っぱられて行くのです︒

七672園 あの三七掲揚皇の高さを︑あててみるの
です︒

七703園 あの國旗掲揚垂の高さを計るんだよ︒

七718園 正男くんのせいと︑かげの長さと同じに
なった時刻は︑あの國旗掲揚垂の高さと︑かげの
長さが同じになるといふわけだらう︒

七721囹 それで︑その時刻に︑あの國旗掲揚毫の
かげの長さを計るのですね︒

八114 あの小さなからだで︑長い旅行を績けるせ
みか︑

八122 何よりも︑あの家の軒下に作った古巣が︑
なつかしいでせう︒

八133 あの黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔か
な實の出て來るバナナは︑

わん

八135 あのバナナが︑どこでできるか︑
たい
八137 私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑垂
湾のゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

八144 いくら垂湾でも︑あの美しいバナナが︑野
生でできるのではありません︒
花が咲いてから三四箇月たつうちに︑︿略﹀︑

八154 あの大きな︑ばせうに似た植物が︑
八179

八㎜1

さうしなければ︑あの力の強い火藥を一時

に呑込させて︑大きな砲弾を撃ち出すやうな︑が

表面が︑しだいにはぎ取られて行くと︑始

んじような大砲にはならないのです︒

八伽8

﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑あの頭

めて︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき始めます︒

八幡8
といってみる部分が實は胴で︑

おかあさんは︑あの人といっしよに行か

がたは思ふでせう︒

八桝2菊園﹁あの山の上の人かげは︒﹂と︑あなた
九321園
なければなりません︒

おかあさん︑あの人は︑えらいことをし
ちいさんがのぞいた︑あのかまから火氣を

たものですね︒

九389園
九739

そら︑あそこに見えるだらう︑あの砂濱

一本一本の丸太を︑あの炭焼がまへ入れて︑

送って︑

九棚8園

九777

九麗6圏圖

おかあさん︑あの下を通って來たのね︒

おかあさん︑あの海峡をくぐるのね︒

が︑到着鮎だ︒

九順7圏圓

あの事しもの洲こそよき場所︒

甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

九搦10園

九衙9

今もいういうと流れてみる一1月ごとに︑あのあ
あのかささぎの巣を見てみるのさ︒

はい三日月の影を浮かべながら︒
九㎜2園

みなさんのたべる︑あのバナナが生るのです︒
八198国 あの地細を見てもわかるでせうが︑

九㎜9

おばけが︑あのけやきにるた︒

あのあばたのやうに見えるのは︑大部分が
ふんくわ

火山で︑穴は噴火口です︒

十382

あの山の重工を話してあげようといへば︑

八214團 あの下を何度も通りました︒

十321囹

であったのです︒

八363 その五番めの舞を舞ったのが︑あの萬壽姫
八406園 あの門の中へ︑はいってはなりません︒

十494圃

あの時︑ざくつとおや指を皮に突き立て

てるた隣りのをぢさんは︑今みない︒

八408園あの中には︑石のらうがあって︑唐糸様 十487圃 かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい
が押し込められてゐます︒
八734図國 あの扇の眞中を︑射させたまへ︒

たら︑しゅつと︑しぶきがほとばしって︑

十726 それから三日め︑われわれの一隊は︑もう

一度あの戦場の上空を飛んだ︒

さすがの要塞も︑あの書証にはかなひま

あの新聞紙を︑白くぬっておくやうに︒

えうさい

十846園

せんでした︒

十911園

私も満足ですが︑あの子どもたちも︑さ

ぞ喜んで地下に眠ってみることでせう︒

十934園

十⁝⁝⁝6囹 ﹁悪者が三人︑あの墓地に一i﹂と叫ぶ

あの音は︑おもちゃ屋さんだ︒

やうにいった︒

十川8園

十一433

あの乳母や犬きも︑紫の君といっしよに

十一398囹雀の子を︑あの犬きが逃したの︒

あの雀は︑のんきでいいなあ︒

引き移った︒

十一471

ほんたうに︑あのねえさんが︑よその人

になってしまふのかしら︒

十一472

だぞ︒

あの絶頂へ登る傾斜は︑少くとも四十五

十一849園今日は︑あの山よりもつと高く登るの
十一963

さうして何年かののちに︑きっとあの槍

度以上はあらう︒

十一974

あの強い日本の兵隊さんが︑こんなも

に登らうといふ希望をいだきながら︑

十一湘4團

のやさしい心を持ってるられるのかと︑

は︑どんな動物がみるのか想像がつかない︒

十一川5 あの内地の山によく似た山脈の森の中に

十一㎜2 南洋のどこの町にも見られるあの支那風

かんとん

はへ

上海や廣東あたりの支那街の︑あのご

しゃんはい

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

十一加11

か

つた返したやかましさは見られない︒

十一盟6 あの不愉快な蚊もみなければ︑蝿もみな
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あばた一あぶらぜみ

い︒

十一一144 太陽の輝く青い空︑何といってあの明か
よく︑あの爾腕で石が割れるものだ︒

るさをいひ表したらよいだらう︒
十一一178

十二544 あの恐しい形相から︑どうしてこんな聲

十二533園 あのことばの残りを聞かう︒
が出るかと思はれるほど美しい聲である︒
たいしゃくてん

十二574 と見れば︑あの恐しい羅刹は︑たちまち
端嚴な帝繹天の姿となって︑

︽⁝レ・ーレ

五輪2

のちには︑敵が利根の姿を見つけて︑揮を

あびせかけます︒

と見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛び越
浴びせる

︽ーセ︾

上陸開始後︑まもなく海岸一帯の敵陣から︑

﹇浴﹈︵下一︶2

えながら︑激しい掃射を浴びせかける︒

十668

十旧8

あび・せる

﹇浴﹈︵上一︶8

あびる

ヨチヨチ
ヨチヨチ

浴びる

︽ービ︾

あひるが︑﹁があがあ︒﹂とさわいで行く︒

をハ戸口に並べてみる店があります︒
十圏9

六摺6園

今まで左手を流れてみた川が︑右手を流れ

朝の潮風あびながら︑

せき

弟と二人︑海べ

さんさんと秋

さいだん
明かるい日光をあびて︑祭壇が︑美しく︑
ながと

旗艦長門以下百数十隻︑

今日︑おごそかに観艦式︒

はだかの兵隊さんたちが外へとび出して︑

︽⁝イ・ーウ︾

すずなりの赤き實︑タ日を浴びて︑
あぶない

あぶないから︑よく氣をおつけなさい︒

﹇危﹈︵形︶3

﹁あぶない︒﹂といひました︒

五818園

あぶな・い

十438図

うれしさうに雨水を浴びてみる︒

九232国

の日をあび︑

八268團

にぎやかに見えました︒

七423

をかける︒

七42圏

て︑日の光をあびて︑まぶしいほど光りました︒

五517

四852園海の水をあびて︑ねてみるがよい︒
四854 白兎はすぐ海の水をあびました︒

あ・びる

アヒル
アヒル

ほとんどあらゆるほめことばが︑かれら

雨のやうな猛射を浴びせて來る︒

十二588
に浴びせられた︒

アヒル
アヒル

十二639園あの話を︑添上から聞いた時ほど苦しあひる ﹇家鴨﹈︵名︶4 アヒル あひる
あの書きつけに合はせてみたか︒

一142圃ガアガア
﹇144圏ガアガア

いことはなかった︒
十一一849囹

四脳4

で見るとすれば︑結局は︑あの︑︿略V小さな星

あばた

あばれる

あひるの卵や︑にんにくや︑はすの實など

十一一㎜2 かりに︑太陽をもつともっと遠いところ
と︑同じものになってしまふであらう︒
さつき見た時︿略﹀︑あの愛にだだつぴ

十二刎7 あの雲の眞下あたりが赤道であらうか
十一一川12

﹇痘痕﹈︵名︶2

ろい艦橋の上の方と︑マストだけが見えたので︑
あばた

十377囹月の顔には︑ずるぶんあばたがあるね︒
ふんく わ

十382 あのあばたのやうに見えるのは︑大部分が
火山で︑穴は噴火口です︒

あははは ︵感︶1 あははは
﹇暴﹈︵ 下 一 ︶ 2

四839囹あははは︒﹂といって︑笑ひました︒
あば・れる

く

十603 雲はますますこくなり︑雲の下では︑もの

ル︾

くぢら

すごくスコールがあばれてみる︒

十6610 爾職艦は︑ちやうど大きな鯨がもりを食つ
てあばれるやうにもがきながら︑

︽ ー ケ・ーケル︾

あびせか・ける ﹇浴掛﹈︵下一︶2 あびせかける
浴びせかける

あぶみ

あぶなうございます︒

﹇鐙﹈︵名︶2

七捌5園
あぶみ

音聲あげて︑﹁︿略V︒﹂と名のりたり︒

十観9図佐々木︑あぶみふんばり立ちあがり︑大

﹇油﹈︵名︶11

油

あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

十一624図あぶみふんばり突つ立ちあがり︑大音
あぶら

油を煮るやうに鳴きたてる︒

さうして︑その上へ油を注がせた︒
せみ

七758圃蝉が︑

七612

八993 深さが十メートルもあるやうな︑深い油の
桶の中へ︑

をけ

八996 黒々と光ってみた油の表面からは︑一時に︑

若い職工さんもみて︑油をさしたり︑

ぱっとほのほがもえあがり︑
八柵10

である︒

九454 日の出前の海は︑油でも流したやうに静か

九柵7園 せまいところで修理をしてみると︑まる

焦心6園 あちこちに油をさしてやったり︑

あたり一面油の海に︑南の太陽が︑きらき

で汗と油でぐっしょりになってしまひますよ︒

らと光ってみた︒

十7110

マッチを持つた︒

十川10 二人の子どもは︑茶わんや︑紙や︑油や︑

あぶらぜみ

油蝉

十二㎜2 見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑

﹇油蝉﹈︵名︶9

油を流したやうな静かさ︑口調さだ︒

五791 一メートル半ぐらみの高さのところに︑あ

あぶらぜみ

ぶらぜみが一匹止ってみる︒

七852 油蝉の子は︑土の中に住んでゐます︒

すから︑その管を木の根にさしこんで︑汁を吸つ

七855 油蝉の子の口には︑針のやうな管がありま

て生きてゐます︒

あぶらぜみのいっしょう一あまごぜい

40

七859 この油蝉の子は︑いつ︑どこで生まれたの
でせうか︒

んだん淺いところへ移って︑地上へ出る日の來る

七871 そこで︑油蝉の子は︑深いところがら︑だ

そと穴から地上へはひ出します︒

九齪1

九燭9

九㎜5

宮城は︑片端から尼子の手に返った︒

尼子の奮臣がおひおひ京都に集って來た︒

尼子の奮臣は︑涙のうちに四散した︒

あたりは︑海のやうになってしまふ︒
あ ぺ
﹇安倍宗任等﹈︹人名︺1 安倍の

宗任ら

むねたふ

あべのむねとうら
むねたふ

尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの

ぺ

九価9

あ

あま
﹁その男︑尼が細工にはよもまさり候

尼も︑のちには新しく張りかへんとは

視界は急にせまくなって︑のちには︑雨

︽ーイ︾

船の人々は︑ほっとした端野で︑その雨
あまい

じゃがいものやうなかつかうで砂糖のや

﹇甘﹈︵形︶1

雨落ち

崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け

﹇雨落﹈︵名︶1

﹇雨雲﹈︵名︶3

雨雲

と

尼子
だ

九個7

雨ごひ

もう︑何度雨ごひをしたか知れない︒

﹇雨乞﹈︵名︶1

﹇尼子方﹈︵名︶4 尼子方

あきあげいおりのすけ

尼子方の秋上伊織介がそれを見て︑︿略﹀︑

敵も︑この一城をもてあましたが︑前後七

ひでよし

尼子勝久

尼子方は秀吉の軍勢に加って︑毛利攻めの

﹇尼子勝久﹈︹人名︺1

﹁︿略﹀︒﹂小僧さんは︑ををしくもかういつ

﹇尼子家再興﹈︵名︶1

尼子家再

それが尼子家の子孫であることがわかった︒

﹇尼子勢﹈︵名︶3 尼子勢

永禄十二年六月のある夜︑勝久を奉じる尼

えいろく

あまごぜい

である︒﹂小僧さんは︑ををしくもかういって︑

九梱4園 ﹁尼子家再興のことは︑わが年占の望み

興

あまごけさいこう

九梱2

がだんだん攻め寄せて來る︒

九悩2囹 尼子家の御威光は︑昔にひきかへておと
まロつり
ろへるばかり︑それをよいことにして︑敵の毛利

を忘れまいそ︒

あまご
あまごけ ﹇尼子家﹈︹人名︺3 尼子家 尼子家
あまご
九悩2囹 それにつけても︑御主君︑尼子家の御恩

て︑衣を脱ぎ捨て︑尼子勝久と名のった︒

九梱5

あまごかつひさ

先がけとなった︒

九桝3

年にわたる長い戦に︑尼子方は多く討死し︑

九㎜10

これも手早く矢をつがへてひようと射る︒

九梛3

方の大將と見た︒

九伽4囹 やあ︑それなる赤糸をどしの甲は︑尼子

あまごがた

十矧5

あまごい

元春を︑おのれそのままにして置けようか︒

九5910図書家︑．ある日安倍の宗任らをつれて︑廣

あまぐも

込んで︑︿略﹀︑ちょうちょうと流れて行く︒

十二燭9

あまおち

うにあまいサオ︑

十一㎜2

あま・い

足をじっと見送ってみる︒

十二㎜10

足も︑雲も︑何もかも見えなくなってしまった︒

十二描1

やうな雨足が︑さっとたれさがって來た︒

なは
その雲の中央から︑縄のすだれを掛けた

思へど︑︿略﹀︑と若き人に見ならはせんとて︑

九655m脂玉

はじ︒﹂とて︑なほ一間つつ張りみたり︒

九6410図園

き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒
のを待ってるます ︒
あま
七874 天氣のよい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こ あま ﹇尼﹈︵名︶2 尼 尼

でも油蝉の子は用心して︑急いで安全な場所をさ

七876 もう鳥などはたいてい寝てゐますが︑それ
がします︒

︽ーッ︾

︽ーレ・ーレ

十二川3

七895 夜風に重り︑朝日に点ると︑すっかり色が あまあし ﹇雨脚﹈︵名︶3 雨足
愛って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒
七898

油蝉は︑それから二三週間生きてゐます︒
あぶらぜみ

あぶらぜみのいっしょう ︹課名︺2 油蝉の一生

油光

七36 十七 油蝉の一生⁝⁝⁝八十五

油蝉の一生
あぶらぜみ

﹇油光﹈︵名︶1

七851 十七 油蝉の一生
あぶらびかり

あぶる

と汗もが一面の地心をゑがいてるる︒

はだ
十二鵬5 からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫

﹇ 災 ﹈ ︵ 五︶1

あふれる

八627 私も︑兵隊さんの靴下を火にあぶって︑か

あぶ・る

﹇溢﹈︵ 下 一 ︶ 4

わかしてあげました︒
あふ・れる

十川5

雨雲はきまった形がなく︑弔いっぽいに

いつも

﹇尼子﹈︹人名︺5

尼子の本城である出雲の富田城は︑そのこ
ろ毛利軍に園まれてるた︒

九伽4

あまご

薄黒くおほふもので︑齪雲と呼ばれてゐます︒

十一752

空が見え︑雲の端々が白く見えて︑

雨雲に似てゐますが︑ところどころに青

雨雲一つ浮かんでは來なかった︒

ル︾Oみちあふれる

十一745

あふれでるました︒

七347 この風呂には︑いつもあたたかい藥の湯が︑

九鵬4 勝ちほこった敵の大軍は︑やがて出雲一町
にあふれた︒

ながら

あもり
十備7 梅雨のために︑城近く流れてみる足守川は︑
長良川の水を集めてあふれるばかりであった︒

十川5 一たび︑この川があふれたが最後︑ここら
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あまごよしひさ一あまり

子勢は出雲に入り︑一城を築いて

九榴2 さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く
の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒
はりま

九悩6 播磨の上月城を占領して︑ここにたてこも
つた二千五百の尼子勢は︑ほどなく︑元春・隆景
の率みる七萬の大軍にひしひしと取り類まれた︒

あまごよしひさ ﹇尼子義久﹈︹人名︺1 尼子義久
あまさ

九㎜2 城主尼子義久は︑涙をのんで敵に降った︒
﹇甘︺︵名︶1

ぶつだん

尼さん

九238團白い實を舌の上にのせると︑すっととけ

あまさ

あま

て︑上品なあまさが口に残る︒
あま
﹇尼﹈︵名︶5 尼さん

あまさん
て︑静かにお経を膨んでみる︒

十一382 年とった上品な尼さんが佛壇に花を供へ
十一393 どうしたのか︑その子が尼さんのそばへ

尼さんは︑子どもの髪をなでながら︑

尼さんは も の 静 か に ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

、

來て︑立つたまましくしく泣きだした︒
ｪ﹀︒﹂といひながら︑見あげた尼さん
「〈

この子とどこか似たところがある︒

?U8は6

﹇甘茶﹈︵名︶1

あまてらすおおみかみ

あまずっぱい

あま茶

︽一

天

あま
﹇天照大御神﹈︹人名︺12

になったか︑おしゃかさま︒

三57圃 あま茶の中からひょっこりと︑ お出

あまちゃ

のどへ︑あまずっぱい汁が流れ込む︒

十一㎜6 かすかすと歯ごたへがして︑乾ききった

イ︾

﹇甘 酸 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

のごちそうに供へてやる︒

十二㈱2囹 敵艦隊を一隻も蝕さず︑珊瑚海の海神

﹇余﹈︵五︶1 齢す ︽ーサ︾δもてあます

L

あまずつぱ・い

あ

ナ奮冷熱
一＼
ム

十
十十
ま

てらすおほみかみ

天照大神は︑天の岩屋へおはいりになつ

あまてらすおほみかみ

照大神天照大神

五42

あまりおもしろさうなので︑天照大神は︑

て︑岩戸をおしめになりました︒

五74

天照大神が外へお出ましになると︑世の中

少しばかり岩戸をおあけになって︑

五84

天照大神の御強に︑すさのをのみことと

あまてらすおほみかみ

が︑もとのやうに明かるくなりました︒

五257

申して︑たいそう勇氣のある神様が︑いらっしゃ

みことは︑その劒を︑天照大神におさしあ

いました︒

五311

天照大神は︑ににぎのみことに︑﹁︿略﹀︒﹂

あまてらすおほみかみ

げになりました︒

天照大神は︑このことをお聞きになって︑

と仰せになりました︒

五962

五985

ににぎのみことは︑天照大神に︑おいとま

﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけになりました︒

定事2

さうして︑天照大神のおことばどほりに︑

ごひをなさって︑︿略﹀おくだりになりました︒

五棚7

アマド

雨戸

かって元氣よくまきますと︑おかあさんが雨

戸をぴしゃりとおしめになりました︒

雨戸をしめてから︑始めてほっとするほどです︒

七395 静かだといふみなかの夜も︑このころは︑

﹇雨樋﹈︵名︶2 雨どひ

夜具をかたづけ︑雨戸をくるのと愛りはないが︑

九546 これらの仕事は︑家で毎朝起きると︑まつ
あまどい

を引いておりて來たのです︒

直写1 見ると︑くもは︑雨どひのところがら︑糸

七鵬4 かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋

あまねし ︽ーク︾

の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒

アマノ川︒

天

この喜びをあまねく世に分って︑人間を

﹇遍﹈︵形︶1

十二559

あまね・し

救はなければならないと︑かれは思った︒
あま
アマノ川 天の川

タナバタノ

あまのがわ ﹇天川﹈︵名︶3

の川

九88図天の川

一392圏

あま
九942 天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくま

き散らしてみるのが見られます︒
あまみ

はだかの兵隊さんたちが外へとび出して︑

﹇雨水﹈︵名︶2 雨水

十一川12

とひ
屋根に落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶

うれしさうに雨水を浴びてみる︒

九232国

あまみず

うまい︒

九川6 甘味は少いが︑働いたぼくたちには︑實に

あまみ

天照大神が︑たけみかつちの神といふ強 あまみ ﹇甘﹈︵名︶1 甘味

あまてらすおほみかみ

日本の國をお治めになりました︒

六55

にぎのみこと

天照大神が︑重重二尊にくだしたまうた

に

い神檬に︑かう仰せになってゐます︒

十564

しんぺう

皇帝陛下は︑耳当神廟に御参進︑天照

神勅を思った︒

十二佃5圃

﹇雨戸﹈︵名︶5

大神の大前に︑︿略﹀御拝をあそばされた︒
あまど

にたくはへておくやうにする︒

あまり Oいちじかんあまり・くまんにんあまり・こ

オカアサンバ︑イソイデアマドヲオシメ

り・とおかあまり・にちようあまり・はんとしあま

ふんあまり・しょうがつはっかあまり・とおあま

ワタクシバ︑オカァサントイッショニア せんにんあまり︒しちじゅうねんあまり・じゅうご

ニナリマシタ︒

一506
一516

マドヲシメマシタ︒

四982﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑豆を庭へ向

あまり一あみもろとも
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水温は紅ますに適度︑潮の流れは饒り

あまり道幅もない労組の土塀の上から︑

十脳7

ベートーベンも︑われながら古りだしぬ

けだと思ったらしく︑口ごもりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

十一佃6

速くないやうです︒

十一9910園
蝕り

り・ひとつきあまり・ひゃくねんあまり・ふたつき
あまり

あまり
﹇余﹈︵形状︶8

九662図 されど債あまりに高くして︑買ふもの一

あまり
人もなく︑空しく引き編らんとす︒

鯨り

東の方のとほい︑とほいところに︑あ
こんどは︑西の方のとほい︑とほいと
身の丈にもあまる草を分けて︑だんだん奥
いはんや正すでに十歳に録りぬ︒
網δかなあみ・ながし
金魚やさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑小さ

あみ

工兵隊は︑鯨つた材料をトラックに積み︑

﹇網﹈︵名︶17

した︒

六㎜3

あみを干してあるのが︑あちこちに見えま

六伽1

六協5

網が︑せばまって來た時︑網船は︑ぼくら

﹁やつさ︑やつさ︒﹂と網をたぐります︒

網船は︑もう網をたぐり始めました︒

七価10

大きなたもで︑網から︑いわしをどんどん
ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ
晩になって︑また行って見ますと︑そこに

れながら︑しだいに網の外へ出ます︒

六㎜3

ぼくらの船へあげます︒

六㎜7

の乗ってみる船を呼びました︒

六伽3

張ってみるところです︒

何十さうといふ船が︑今︑思ひ思ひに網を

五537

なあみをかしてくれました︒

三604

あみしゅつぎょせん

あみ

十一一鵬7

十二892秘匿

へはいっていらっしゃいました︒

七209

ころに︑あまった土地のあるのが見えました︒

三151

まった土地のあるのが見えました︒

三134

リ・ール︾

十101 ふと︑通りかかったある大尉がこれを見て︑ あま・る ﹇余﹈︵四五︶5 あまる 鯨る ︽ーッ・一
認りにめめしいふるまひと思って︑

十111園 それは鯨りなおことばです︒
押し流され︑これまでたどり着きて候︒﹂と申す︒

十鵬10帝室 あまりに水が論うて︑馬をば川中より
十㎜2図 熊谷︑あまりにいとほしく思ひけれど︑
︿略﹀︑泣く泣く 首 を 打 ち に け り ︒

十一柵7 だが︑これではまたあまりに言過ぎて︑
讃むのにかへって不便である︒

十二295園 先生の道は隠りに黒き過ぎます︒

あまり

動としては鹸りに大言すぎると思って︑

十二旧8 潜望鏡をのぞいてみた艦長は︑敵船の行
﹇余﹈︵副︶ 1 0

三746團海はあまり誓いので︑びっくりしまし

あまり

た︒

三佃7園 あまり長くなりますので︑もうおい
とまいたします︒

五73 あまりおもしろさうなので︑天照大神は︑
少しばかり岩戸をおあけになって︑

五357 ある夜︑私が本を讃んでゐますと︑あまり
かが多いので︑かとり線香をつけました︒
い少女が︑日の丸の旗を振りながら︑﹁萬歳︒

九273 色のあまり黒くない︑十歳ぐらみのかはい

よく氣をつけて見ないとはっきりしません︒

九937 どちらも星があまり大きくありませんから︑

のを引っぱり出したのです︒

十909園 あまり旅順の守りが堅いので︑あんなも

は︑もうりつぼな網ができてゐました︒

十齪2 突然︑網を切るはさみを持ってるる兵士が

一直線に進む船のともから︑網がしだい

襲動機の調子をしらべたり︑網の支度を

一人︑︿略﹀︑敵陣地へ突進する︒

十一985
したり︑

十一991

網の綱をしっかりつないでおくんだぞ︒

にくり出されて︑その長さが約五千メートル︒

十一998囹

おい︑網をあげるんだ︒

光がぼんやりと見える︒

十一㎜2 網の綱の端につけた目じるしのランプも︑
十一㎜8園
が起る︒

十一川2 網を引きあげる片端から︑海面にさざ波

さけがかかってみるのだ︒

十一川3 網の糸も切れるばかり︑大きなますや︑

川と堀とは︑まるで網の目のやうに︑組み

﹇網目﹈︵名︶2 網の目

八8910

あみのめ

べきん

合ってゐます︒

網場

十脳2 北京の町には︑胡同が網の目のやうに通じ
てるる︒

やがて網場へ來ました︒

﹇網場﹈︵名︶1

﹇網船﹈︵名︶4 網船

あみば

六伽2

六伽5 ぼくらの網船は︑もう網をたぐり始めまし

あみぶね

た︒

の乗ってみる船を呼びました︒

六伽3 網が︑せばまって來た時︑網船は︑ぼくら

六四5 網船二さうの聞へ︑まっすぐに乗り入れま
した︒

六伽2 ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ

﹇網諸共﹈︵名︶1

網もろとも

れながら︑しだいに網の外へ出ます︒

あみもろとも
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十一㎜4 船は嚢動機を止めたまま︑網もろともに︑
﹇編﹈︵五︶3

あむ

︽ーン︾

夜明けまで潮のまにまに任せるのである︒
あ・む

四柵1

暖い雨を︑何べんか降らせます︒

六桝3圏もえて明かるい若草に︑しとしと︑細
い雨が降る︒

八101

六悩4圖雨はこぬかか︑糸のやう︒

をりから南へ飛行中だつた燕は︑食にうゑ︑

つめたい雨にずぶぬれになって︑

八102

寒くなり︑雨が降り起きました︒

その年は氣候が不順で︑九月の中ごろ急に

六815 くつ下をあんでみたねえさんがいひました︒
あんでみたのですけれど︑

六817園 このくつ下は︑おとうさんのにと思って︑

買物袋をさしあげた︒

八伽2 最後にねえさんは︑ひもであんだきれいな

八伽1圃雨の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくや

九梱8図魍敵前に上陸すなり秋の雨

うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝一1

一36一 アメガヤミマシタ︒

南参道に入れば︑等差の雨に清められし

十44図

雲や︑雨や︑あらしや︑さういった︑この

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑

十401

地球上に見られる氣象現象は︑一つもありません︒
てみたが︑敵艦の影はなく︑

上陸開始後︑まもなく海岸一帯の敵陣から︑
水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑

いなごの群は︑雨のやうに︑ざあっと畠に
今まで晴れてみた空が急に暗くなって︑

御軍帽のひさしからは︑雨のしっくがし

十一98園

雨で︑殿下には︑さぞお困りになった
二月鯨りも雨が降らなかったから︑こ

ことでありませう︒

十一96園

たたり落ち︑

十一94

大粒の雨が降りだした︒

十一91

降った︒

十㎜7

こちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒

十踊3

雨のやうな猛射を浴びせて來る︒

古礼7

その乾き具合ですぐわかるほどです︒

この雨で︑農家はさぞ喜ぶことでせう︒

の雨で︑農家はさぞ喜ぶことでせう︒

十一98園

するしやう

十﹇99園ほんたうによい雨です︒

かさの中に星が見えれば天氣︑さうでな

る雨を︑いかにも氣持よささうにお眺めになった︒

十一101水晶のすだれを掛けたやうに降りしき
十﹇7110

天候悪憂の兆といはれる雲で︑︿略﹀︑雨

ければ雨だなどといひます︒
十一7210

雨の降ったあげく︑山の間などから流れ

の近いことほとんど受合ひだといひます︒

十一756

きのふの雨でじめじめして︑うっかりす

きのふの雨はからりと晴れて︑

るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑

十一829

大粒の雨が︑ものすごい音をたててゴム

ると足がすべる︒

十一867
十一圏6

こんな太い雨を見たことはなかった︒

の葉をたたき︑しぶきをあげ︑

十二㎜6

十川2

弾は雨あられのやうに飛んで來ます︒

﹇天地﹈︵名︶4

くはしほこ

ちたる

山遠く

あめつち
アメツチ 天地

天地

天地の訪い

天地ときは

あめつち

心はるばる︑

細父千足の國は︒

ク

ラ ゲ

﹁アメツチ﹂といふのを﹁天地﹂と書き︑

﹇雨隠﹈︵名︶1

伊野き

ある年は︑雨靴きであった︒

あめつづき

ゆる時にあへらく思へば

十一麗3図魍御民われ生けるしるしあり天地の榮

﹁クラゲ﹂といふのを﹁久輩下﹂と書いた︒

十一伽9

なるかな︒

十一696図圃

みはあらず︑

九72図圖浦安の安らかにして︑

あめつち

ます︒

六備4 機關銃の揮が︑雨あられのやうに飛んで來

五柵2

ゆうべの雨がはれて︑日が二黒よく 十榴10園 漆はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑ あめあられ ﹇雨霰﹈︵名︶2 雨あられ

降ったりして︑あげられなかったのですが︑

四885團 あの日から︑毎日雪が降ったり雨が

るのだ︒

三577囹 つゆの雨がふるので︑田うゑができ

三566 でも︑ときどき雨がやんで︑空が明か
るくなり︑かっと強い日がさして來ます︒

ます︒

三562 つゆになって︑毎日のやうに雨がふり

次の雨がふる︒

三503園 その水がまだなくならないうちに︑

落葉の間にたまったり︑

三498圏雨がふると︑水は︑木の根や︑草や︑

三467園 ときどき︑雨がふるからさ︒

てってゐます︒

三182

ニナリマス︒

一一104囹 コンヤハ雨デスガ︑アスハヨイ天キ 十603めざす地貼に干て︑雨をついて雲の下へ出

二97囹雨ガフッテツマラナイナア︒

一一92 トウトウ雨ガプリダシマシタ︒

一518 雨ガ︑ザアットフッテキマシタ︒

一504大ツブノアメガ︑オチテキマシタ︒

あめ

あめ ﹇雨﹈︵名︶42 アメ 雨尋おおあめ・はるの

あむ一あめつづき

あめのいわと一あやまち
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あめ
十577園 ありがたいおことばを聞いて︑まるで天

あめ
あめのいわと ﹇天岩戸﹈︵名︶1 天の岩戸

あめ

︹課名︺2 天の岩屋 天の岩屋

の岩戸があけたやうな氣がしますね︒
あめのいわや

天の岩屋

天の岩屋へおはいりになつ

﹇天岩屋﹈︵名︶2

あめ

五22 一 天の岩屋⁝⁝⁝四
五41 一 天の岩屋
あめのいわや
あまてらすおほみかみ

五42 天照大神は︑
やまた

て︑ 岩 戸 を お し め に な り ま し た ︒

天の岩屋︑八岐のをうち︑大國主神︑︿略﹀
十一梱2

あめ

天の

等の神代の尊い物語を始め︑
あめ
あめのうずめ ﹇天鋼女﹈︹人名︺1 天のうずめ

五986園 天のうずめ︑たつねてまみれ︒
うずめのみこと

あめのうずめのみこと ﹇天鋼召命﹈︹人名︺2

五65 天のうずめのみことは︑まひをおまひにな
りました︒

ぐ

か

ぐ

五988 天のうずめのみことは︑しっかりした︑し

むらやま

かもおもしろいお方でありました︒
あめ

か

天の

やまとひめのみこと

危く

あめ屋さん

あめの

思へば︑まことに危いことであった︒
﹇危﹈︵副︶−

﹇危﹈︵形状︶1 危ふげ

危ふげにかけ渡された一本の丸木橋の上

危さ

わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若

﹇危﹈︵名︶1

3 危し ︽ーカラ・ーキ・一

かくては御命も危からん︒

あやし

︽ーシ︾

危きことかな︒．

あやしい ︽ーイ︾

母あやしと思ひ︑あとより行きてやう

﹇怪﹈︵形︶1

﹇怪﹈︵形︶2

﹇怪﹈︵四︶−

あやしむ ︽ーミ︾

かくれてみたあやしい者が︑三人現れた︒

﹇操﹈︵四五︶3

過ち

あやつる

三重のろかいあやつりて︑

をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒

十一佃6図圃

﹇過﹈︵名︶1

定めぬ波まくら︑

操る

十二362園學を好み︑過ちも二度とはしない男で

あやまち

ゆくて

を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒
ぶたい
十㎜12 日暮れ時の王寺の弓場などに︑影給の舞嘉

十794 この日︑佐吉の織機を操って︑りっぱに布

︽ーッ・ーリ・ール︾

あやつ・る

かつて三方より畏む︒

九593図義家あやしみて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑手をわ

あやし・む

十躍7

に近づいたと思ふと︑

七455 どこからかあやしい船が現れて︑用手の船

あやし・い

すを見れば︑

十二944図

あや・し

九618等号

九83図國

七609 今度こそは︑千早城も危く見えた︒

ク︾

あやう・し ﹇危﹈ ︵形︶

い顔回をひたすらに案じ︑

十二275

あやうさ

を︑静かに渡る︒

十一818

あやうげ

尊の御をば倭姫命は︑︿略﹀︑大切な天 九儲5 勝久は危くのがれて︑再び京都へ走った︒

﹇飴屋﹈︵名︶1

天叢雲劒を抜いて︑手早くあたりの草をな

叢雲劒を尊にお授けになりました︒

むらくものつるぎ

七194
七221
ぎ佛ひ︑

あめやさん

アメリカ
がうしう

アメリカから︑濠洲へ向かふ敵船に違ひ

︹地名︺5

十川9園今のはあめ屋さんだ︒
アメリカ
ない︒

十一一旧3

バリ島の敵の野戦病院には︑アメリカの
かれは︑アメリカから賢聖へ派遣された

航空將校が︑白い寝床の上に横たはってるた︒

十二伽7
十二衡9

四十名の航空將校の一人で︑

かうした温かい心は︑アメリカの軍隊
かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑

には決してありません︒

十二伽2囹
十一一幣5圏

わが大日本の磯を洗ひながら︑北上し︑東へ輔じ
アメリカ大陸

南極海の氷原に連なり︑アメリカ大陸

︹地名︺一

て︑遥かにアメリカの大陸をつく︒

十二備8圃

アメリカたいりく

︽ーイ︾

爾軍は︑足守川をさしはさんで封陣した︒
危い

毛利方は︑高松城の危いことを知り︑二十

あやふい酔いのちをお助りになった尊は︑

﹇危﹈︵形︶3あやふい

与からあやおどし

あやうく

十二備9

の援軍を送ってよこした︒

十二1

七229

あやう・い

あや

十椰2

長良川の水を集めてあふれるばかりであった︒

ながら

十備6

に沿うてひろがる﹁太平洋﹂一1
とりょうふ
あもり
あもりがわ ﹇足守川﹈︹地名︺2 足守川 足守川
あもり
梅雨のために︑城近く流れてみる足守川は︑

あめのかぐやま ﹇天香具山﹈︹地名︺1 天の香具山
あめ

登り立ち國見をすれば︑

十二457出帆 大和には群山あれど︑
天の香具山︑

こやねのみこと

あめのこやねのみこと ﹇天冠高命﹈︹人名︺1

のりとをおよみになりました︒

五63 天のこやねのみことは︑岩屋の前へ進んで︑

あめのたちからをの

あめのたじからおのかみ ﹇天手力愚論﹈︹人名︺1

天手力男神
あめのたちからをの
五82そばにいらっしゃった天手力男神は︑こ

叢雲動天叢雲劒

むらくものつるぎ

の時とばかり︑さっと岩戸をおあけになりました︒
あめの
あめのむらくものつるぎ ﹇天叢雲剣﹈ ︵名︶2 天
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あやまつ一あらかじめ

ございましたが︑不幸にも短命でございました︒
五413囹

あらい

あやまる

︽一

だが︑

あら︑きれいなまゆができましたね︒

︽ーイ︾

貼かんばんあらい・うてんかんぱんあ

荒い

洗ひばけ

日本の馬は︑氣が荒いとかいはれるさう

︵四五︶

23

アラフ

あらふ

オハカノマハリノ草ヲトッタリ︑オハ

洗ふ

洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲板を

﹇洗﹈

一466

︽ーッ・ーハ・ーヒ・！フ・1へ︾5ふきあらう

あら・う

こすりながら頭を並べて進んで行く︒

九5510

あらいばけ

﹇洗刷毛﹈︵名︶1

九807園

﹇荒﹈︵形︶1

﹇洗﹈

﹇過﹈︵四︶2 あやまつ ︽ータ︾
六837園あら︑いやだ︑しっけいなんて︒
九605図矢は︑あやまたず頭上をすれすれにかす 七676囹 あら︑みんなちがひますね︒

あやま・つ

めて︑きつねの前なる土に立ち︑

アヤマル

あら・い

十一664図思ふねらひをあやまたず︑矢はかぶと らい
の星を射けつつて︑後なる門の柱にぐざと突き立
つたり︒

やまり

あやま
あやまり ﹇誤﹈︵名︶2 あやまり 誤りδおんあ

十一313 敬語を使ひさへすれば禮儀になると考へ
たりするのは︑大きなあやまりである︒
あやま

﹇謝﹈︵ 五 ︶ 2

十二姫5 この測定に寸分の誤りがあってはならな
い︒

あやま・る

あゆむ

︽！ム︾

︽ーデ︾

い

すず

八864図團荒波あらふ

デッキの上に︑

やみを

スコールの通り過ぎたあとには︑︿略﹀

水で︑じゃぶじやぶ顔を洗ってから︑

貫ぬく中佐の叫び︑
八㎜10

九234團

﹁顔洗へ︒﹂﹁たばこぼん出せ︒﹂の號令が

露天甲板洗へ︒

みどりがすっかり洗はれて︑

九556園
くだる︒

九563園

九951 水の中を歩きながら︑顔を洗ひ頭を水でひ

九564 そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑

たす︒

九川1

少し氣分が悪いので︑水で顔を洗ってから︑

病室の中をまはりました︒

十価2

焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせ

この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑

せうちう

十二726

十一797

の小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒

わが大日本の磯を洗ひながら︑北上し︑

北︑ベーリングの荒海を巻き︑南︑南

がる﹁太平洋﹂

極海の氷原に連なり︑アメリカ大陸に沿うてひろ

十二備6圖

五十鈴川のきれいな水で手を洗ひ︑口を あらうみ ﹇荒海﹈︵名︶1 荒海
ひづめを洗ひ︑鐵で作ったくしとはけで︑

目がさめると︑顔を洗ってから︑うやうや

必殺のねらひなれば︑荒尾馬より逆さ

荒尾の九郎

二町中りのかなたに控へたる荒尾の九

﹇荒尾九郎﹈︹人名︺1

敵を近海に迎へ撃つの計を定め︑あら

﹇予﹈︵副︶1 あらかじめ

かじめ全力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒

十一522図

あらかじめ

わきばら
郎が甲を通して︑右の脇腹までぐざと射込む︒

十一197図

あらおのくろう

まに落ちて︑起きも直らず死しけり︒

十一198図

それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを あらお ﹇荒尾﹈︹人名︺1 荒尾
井戸ばたへ行って︑足を洗った︒

女は︑つりばりを水で洗って︑海の神様に
七238

さしあげる︒

五襯5

五799

水で洗ってやるのには︑なかなか南風がいった︒

五672團

馬のからだをこすって︑きれいにしてやる︒

五664團

すすぎました︒

五94團

のほをしいて︑その上にころがるがよい︒

四871囹早く川の水でからだを洗って︑がま 十二粥2圃 かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑

くすりをつけたりしてくださいました︒

カノ石ヲ水デアラッタリシマシタ︒
二307 サルハ︑ジブンガワルカッタトアヤマリ 三403﹁︿略﹀︒﹂といって︑くすりで洗ったり︑

ラ・ーリ︾

マシタ︒

歩み

五㎜7園 にいさんにあやまらう︒
﹇歩﹈︵名︶2

十52図 大鳥居を過ぎ︑神氣身にせまるをおぼえ

あゆみ

つつ︑静かに歩みを移せば︑参道はまた右折す︒

﹇歩出﹈︵下二︶1歩み出づ

それが蟻の歩みのやうにもどかしく思はれた︒

あり

十238 高垂から見おろしてみる五兵衛の目には︑
あゆみい・ず

さま︑

﹇ 歩 ﹈ ︵ 四︶1
そしう

十一587図 かぶとを郎等に持たせて歩み出でたる
あゆ・む

るとかすみ水牛あゆむ

九373図圃蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば

あ ら ︵ 感 ︶ 5 アラあら

つめたい水で食器を洗ったり︑

しく神だなに向かって︑拝禮をしました︒

七835国

靴下を洗ったり︑

八622

アラ︑ ウ グ ヒ ス ヨ ︒

四691園 あら︑おんなじですね︒

一一㎜9囹

あらきづくり一あらわし

46

あらきづくり ﹇粗木造﹈︵名︶1 あら木造り
御神木の前に南面して作られてみる︒

九147 祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮・外宮の

あらし

あらし ︹題名︺1 あらし
﹇嵐﹈︵名︶7

十柵3 あらし
あらし

︽ーヒ︾

︽

ッ︾

あらた・む

めたり︒

企む

﹇改﹈︵下一︶3

︽

メ︾

あらためる

改める

喜三右衛門は︑やがて名を柿右衛門と改

﹇改﹈︵下二︶1

十475図
あらた・める
︽ーメ︾←おあらためる

やがてステッセル將軍は︑口調を改めて︑

性質が荒つぼく︑海賊を働いたり︑今で

﹇新手﹈︵名︶2

新手

新手はあとからあとから現れる︒

荒波あらふ

﹇荒波﹈︵名︶4

八864図囲

あらなみ

荒波

デッキの上に︑

あら波

やみを

はたして荒波おのつから静まりて︑御船

貫ぬく中佐の叫び︑

九89図

は進むことを得たり︒

荒なは
アラビヤ馬

十945囹今日乗ってまみりました馬も︑その中の

だいぜん

﹇荒武者﹈︵名︶1

アラフラ海

荒武者

︹地名︺一 アラフラ海

一頭で︑すぐれたアラビヤ馬です︒
アラフラかい

十一η図
あらむしゃ

あらゆる

あらゆる欲望にうちかって︑禮を實行せ

︵連体︶6

十二321

ほとんどあらゆる身分の人々の作︑約四

よといふのである︒

十二408

ほとんどあらゆるほめことばが︑かれら

千五百首を二十巻に霞めたのが︑萬葉集である︒

に浴びせられた︒

十二588

十二掘2 地上のあらゆる生物は︑この熱︑この光

のおかげで生きてみるのである︒

ある︒

十二伽4 太陽こそは︑あらゆる生命の源泉なので

十二伽5 あらゆる生命の源泉であるだけに︑それ

あられ

3間あられ︑ひし餅︑桃の花︑なたねの花

﹇霰﹈︵名︶1

はまた實に偉大な存在である︒
あられ

も供へませう︒

四

あられOあめあら

アラレヤコンコ︑

アラレ

雪ヤコンコ︑

あられ ﹇霰﹈︵名︶2
れ

冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹

二523圏

きまはって︑雪やあられを降らせたり︑

四⁝⁝1

荒鷲 荒鷲
あらわし

あらわし

わが勇猛果敢な海の荒鷲が︑米のカリ

﹇荒鷲﹈︵名︶3

十二㎜9

あらわし

に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒

十二儒9

しの
いそ崎にたゆまずよするあら波を凌 あらわ ﹇露﹈︵形状︶1 あらは
桑畠の雪もだいぶ減って︑あちらこちら

砕けるやうな調べに︑

十二43図魍

︵名︶一

荒なはで枝をつった松の根もとに︑

﹇荒縄﹈︵名︶1

ぐいはほの力をぞおもふ
あらなわ

十二鵬5

アラビヤうま

あらゆる

六378囹名も︑昭南島とあらためられて︑このや 九価8 敵方に︑品川大膳といふ荒武者がみた︒
うに日の丸の旗が︑南の空にひるがへってみるの

九柵2

あらて

事をしてみるやうで︑決してさうではない︒

十ニー95石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい仕

も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒

十一脳7

あらっぽ・い﹇荒﹈︵形︶2荒っぽい︽ーイ・ク︾

﹁︿略﹀︒﹂とていねいに悔みをのべた︒

十927

鹿介を討ち取らうと思った︒

たらぎおほかみのすけかつもり

五915 はく手が︑あらしのやうに起りました︒

︽ーケレ︾δてあらし

名を黒木狼介勝盛と改め︑折もあらば

です︒

荒し

九三9

八95 また︑時にあらしや︑そのほかの思ひがけ
ない災難に︑あはないともかぎりません︒

九M2園 あらしにあってはみないだらうか︑︿略V
と︑絶えず飛行機の身の上を案じてゐます︒

十401 雲や︑雨や︑あらしや︑さういった︑この
地球上に見られる氣象現象は︑一つもありません︒
全員の胸を走りまはるのであった︒

十724 押さへきれない︑あらしのやうな感動が︑
感発1 灰色のトーチカが築かれてみて︑あらしの
やうに撃ちまくって來る︒

﹇荒﹈︵形 ︶ 1

十㎝6 折悪しくあらしになって來た︒
あら・し

孚ふ

十一667図圓汝は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ︒ 十二919図書 新手を入れかへて︑直義討たすな︒
あらす 5くいあらす
﹇ 争 ﹈ ︵四︶−

十梱5図 内々先を箏ひけん︑梶原は︑佐々木に四

あらそ・う

五間ばかり進みたり︒

あらた ﹇新﹈︵形状︶3 あらた 新た
を御造螢になり︑

九101 皇大神宮は︑二十年ごとにあらたに御殿舎 十﹁佃1 最後はまた急流の岩に激し︑荒波の岩に
九107 あらたに御殿舎を御造螢になる用材は︑
分を新たにする︒
改る

十506圃 かめば︑さくさくと歯切れよく︑朝の氣
﹇ 改 ﹈︵五︶1

九三1 兄は︑改つた口調でいった︒

あらたま・る
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あらわしぶたい一あらわれる

フォルニや型を撃沈したのだ︒

荒鷲︑よくぞやってくれた︒

しゅくん
ト型を血祭にあげた︑立動輝く海の荒鷲が︑

十二別12 戦艦カリフォルニや型と︑ウォースパイ
十二盟12

十二別11
︵五︶

11

あらはす

表す

現す

わが勇敢無比な荒鷲部隊は︑︿略﹀︑敵航

あらわしぶたい ﹇荒鷲部隊﹈︵名︶1 荒鷲部隊

﹇現﹈

空母眺めがけて雷爆撃に向かってみた︒
あらわ・す

︽ーシ・ース︾5いいあらわす・かきあらわす

あらわ・る

﹇現﹈

九702図面

ル・ーレ︾

︵下二︶

4

あらはる

光さし來ぬ︒

現る

︽一

ああ︑はる

きょだん

朝日︑いまあらはれて︑

けくもこの峯に

更にラングーンの上空に現れ︑巨弾を

投じたる一瞬︑

いっしゆん

十167図魍

めざす色はたやすく慮るべくもあらず︑
義心その血色にあらはれければ︑

いたづらに焼きてはくだき︑くだきては焼き︑

十447図
十二995図

九伽6囹

デ︾

あらはれる

現れる

現れ出た狼を︑鹿介が討ち取った︒

四997團 昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと あらわれ・でる ﹇現出﹈ ︵下一︶ 1 現れ出る ︽一
びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑りっぱな

﹇現﹈︵下一︶33

その後から︑おとひめさまがあらはれま

次の朝には︑また新しいちがったもや
六慨2

東京騨の前にある大きな建物が︑じゅん

大きな貨物船が︑目の前にあらはれました︒
じゅんにあらはれ︑馬場先門の廣場があらはれま

六鵬9

うが︑美しくあらはれます︒

四497

す︒

寒紅4

︽ーレ・ーレル︾

あらわれる

てがらをあらはしてみるのです︒

七631 日月を金銀で現した錦の御仁を︑

八938 堀ばたの廣場に︑教育面がそびえて︑白い
姿を︑くっきりと大空に現してゐます︒

特別なことばを︑われわれは常に用ひてみる

十一258 相手の人に着して尊敬の意を表すために︑

をこまやかに表すことのできるのは︑

十一317 敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心

用ひることをならはしとしてみる︒

十一3110 至誠の心を表すためには︑最上の敬語を

六悩1

馬場先門の廣場があらはれました︒

した︒

簡軍にして︑それを今日のことばで表したもので

さくらの花が︑いっぱいに咲いてみるとこ

十一374 次にかかげる文章は︑源氏物語の一節を

六事8

その後に︑りっぱな建物があらはれました︒

ろがあらはれました︒

すが︑

六摺2

﹁ゴーン︒﹂と︑かねがひびいて︑淺草の大

十一伽7 兵隊さんは︑俳句を並んでもらった満足
を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒

六柵4

どこからかあやしい船が現れて︑用光の船
そのうちに︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑
中からみつみつしいからだが現れます︒

七881

に近づいたと思ふと︑

七455

きなお寺があらはれました︒

十一悩6 らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑いか
にもわがやまと魂をよく表してゐます︒

十二405 まことによく國民の本分︑軍人としての
りっぱな畳悟を表した歌である︒
しよく く わ う

三の次に零を二十七つけたものになる︒

十一一槻1 これを燭光であらはすと︑その敷は︑

七川10

ところで︑そのころ︑ひょっこりと垂心へ

現れた時刻︑方向︑敵か︑みかたか︒

現れたのが︑オランダ人です︒

八伽1圃

九184 一打ちごとに︑三つの切口から清らかな木

かみそりの音が意趣よく響くたびに︑ひ

のはだが現れる︒

九1910国

おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れて︑

げの中からおとうさんの顔が現れて來る︒

九204国

﹁︿略﹀︒﹂とはげましてくれた︒

九524 今まで軍港のやみに包まれてるた軍艦の肚
九榴2

どんどん野原を進んで行くと︑向かふのく

新手はあとからあとから現れる︒

大な姿が︑だんだん現れて坐る︒

九㎜4

波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海岸には︑

ぼ地から︑二匹ののろが現れた︒

第二・第三の雷撃機隊が︑次々に現れて攻

わが雷撃機の第一隊が敢然と現れた︒

短い砂原や︑黒い岩底が現れて來た︒

十216
十656

撃にかかる︒

十6710

敬語の使用は︑︿略﹀敬ふ眞心がことば

かくれてみたあやしい者が︑三人現れた︒

もかぎらないからである︒

十㎜6 いつ心得違ひのらんばう者が︑現れないと
多趣7

十一315

底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが

に現れることが︑最も大切である︒

十一761

いけ花ほど︑いける人の氣持のよく現

そろそろ︑針葉樹が現れて來た︒

つた形に現れる白い雲は︑積雲といひますが︑
十一863

れるものはないと︑

十一柵10團

さうして︑できあがったものにも︑そ

の時︑その人の血石が︑そっくりそのまま現れる

十一佃6團

やうに思はれます︒

あり
あり
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十一獅11 その時︑ジャワの英雄ジポ・ヌガラが現
れて︑五年間も守り飽けた︒

十一㎜10 四目の前に現れて來た陸地の姿や︑木々
の色が︑

が︑大きな頭を振りながら時々現れて來ては︑

十一劉5 サラワク特産のオランウータンの子ども

て︑修行者の足もとにひれ伏しながら︑

十二577 もろもろの尊者︑多くの天人たちが現れ
十二齪7 太陽の型名と呼ばれるもので︑︿略﹀︑時

一541圏 アリガナランデ︑ セッセトトホル︒

には地球の十型倍もあるのが現れることがある︒
あり
あり ﹇蟻﹈︵名︶3 アリ あり 蟻

五211 まるで︑ありの行列のやうに︑あとからあ
とから︑ぞろぞろとつづいて行きました︒

﹇在﹈

︵ラ変︶8一

アリ

あり

在り

︽ーラ・

それが蟻の歩みのやうにもどかしく思はれた︒

あり

十238 高垂から見おろしてみる五兵衛の目には︑

あ・り

八309図 後向きに乗るもあれば︑一匹の馬に二人

ーリ・ール・ーレ︾5こころありげ︒とある
乗るもあり︒

八3010図 一匹の馬に二人乗るもあり︒

八325図圖 敵はけはしき山をたのみ︑後のぞなへ
を怠りてあらん︒

びて架るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒

八331図 試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑ころ

なすのよいち

八331図 足ををりて死ぬるもあり︒

八721図書那須鯨一と申す者あり︒
弓を惜しみたるにはあらず︒
八766図圏

日の本と

九46図圃大いなる島八つあれば︑ 國の名は
大八洲國︒

九51図魍嚴として東海にあり︒
九52図國日の出つる國にしあれば︑

ちたる

天地ときは

あめつち

器量ある武装なれども︑なほ軍の道を

細父千足の國は︒

くはしほこ

浦安の安らかにして︑

ほめたたへたり︒

九72図圏
みはあらず︑

義家︑定めてしさいあるべしと思ひ︑

知りたまはず︒

九582図圓
九588図

時評を招くことありけるに︑
あっち
東國第一の名馬なりとて︑安土に引き來

るることあらん︒

九594聖主かつて師の教へたまふことあり︒
九594図國野に伏兵ある時︑雁︑列をみだる︒
九595黒鼠この野にかならず伏兵あらん︒
九619窯業もし︑宗任に悪しき心もあらば︒
九635倉番いかでか︑生きながら足にて顔をふま
九642図

九661図

この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か

て商なふものあり︒

九677図國

汝の夫の一大事あらん時にまみらせよ

りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

九684図説

とて︑たまひき︒
したん

こくたん

都にて御馬そろへあるべしなど聞ゆ︒

御言は紫檀にも黒檀にもあらずして︑た

九686図幽

十78図

だ黒きぬり机なり︒

十88図御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑
御茶屋ありて隔愚亭といふ︒

かくうんてい

行幸ありし時の玉座︑今もそのままに拝せらる︒

十91図

この御苑は︑明治天皇警みつから︑森の
下道・下草まで何くれと御仰せありて︑自然のま

十93図

昭憲皇太后かぎりなくめでさせたまひて︑

まに作らせたまひ︑

十94図

一人の子が︑御嵩のため軍に出でしこ

しばしば行啓あらせられたりとそ︒

十125圓囹

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

十447図めざす色はたやすく挙るべくもあらず︑

苦心は︑それのみにあらざりき︒
＋4410図

この人﹈人助け奉りたりとも︑勝つべ

見知りたる者もあるべし︒

つと引くものあり︒

十464図鶏の聲を聞きては︑はや心も心にあらず︒
十471図 ﹁おお︒﹂と力ある聲に叫びて︑
十562図皇祖皇宗ノ神霞上二在リ︒
十皿2図圓 水の底には大綱あるらん︒
十鵬7図 打ちあがらんとするところに︑後よりむ

十畑2図國

十佃8図國

き軍に負くることあらじ︒

十㎜2図 いとほしく思ひけれど︑さてもあるべき

源氏の方にわれと思はん者あらば︑教

ことならねば︑泣く泣く首を打ちにけり︒

十麗5管制

およそ二三十人が力ある大力の者︑

纒組んで生け捕りにせよ︒

十麗9図

されども城中鳴りを静めて︑人ありと

のことかあるべき︒

十榴2図國能登殿いかに強くおはすとも︑何ほど

十一174図

しばらくありて︑木戸の上なるやぐら

も見えざりければ︑

十一187図

ら

ろく
萬乗の君のおはします城なれば︑六

より︑名のりけるは︑
は

十一192園園

もし甲の上を射ば︑矢じり砕け折れ

波羅殿や御向かひあらんと心得て︑

十一207図無

その志︑ひとへに皇化をたすけ奉つ

て︑通らぬこともあらん︒

十一238図國

十一527図

皇臣の興宮此の一戦にあり︒

わが哨艦信濃丸より︑無線電信にて

せうかんしなの

て︑民生を安んぜんとするにあり︒

十一532図心

敵の艦列たちまち群れ︑早くも職列を

﹁敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒
こうはい

十一5310図

離るるものあり︒
ジンヰ

ミ

イ

ツ

十一572図圖 一二天皇陛下ノ御稜威ノ致ス所ニシ
モト

よりなが
左大臣台長︑設計に向かひ︑﹁︿略﹀︒﹂

テ︑固ヨリ人証ノ能クスベキニアラズ︒
十一592図
とあれば︑

十一613図國 源平敷を書くして勝負を決せんこと︑
決してしかるべきにあらず︒

朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあら

いそしむ民のあればなりけり

十一一48図南としどしにわが日の本のさかゆくも
十二65図圃
十二456図圃

その子︑まことに獅子の脂性あれば︑

大和には群山あれど︑

むらやま

まほしきは心なりけり
十二891図圓
はね返りて死せずといへり︒

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

その心︑ひとへに直義に近づき︑組ん

かくては父の名も失ひ︑君の御用に

心中御憐察あらせられ︑願ひの通り︑

家名のところ御忌慰あらせられ候は

ありあり

はなやかな奈良の都を︑ありありと見る

焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせ

﹇有合﹈︵名︶1 あり合はせ

やうな氣がする︒

ありあわせ

せうちう

十一一726

﹇在処﹈︵名︶1 ありか

の小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒

十一一川4 北斗七星は北のはつれにるて︑内地のあ

ありか

りかをささやき顔にまたたいてみる︒

います︒

四三6團

ありがたいうた︑

君が代のうた︒

はい︑この間は︑お助けくださいまして︑

お手紙をくださって︑ありがたうござ

八悩5園 これはありがたう︒

八192二みなさん︑たびたびお手紙をありがたう︒

六883團いろいろとありがたうございました︒
七772国武男くん︑お手紙ありがたう︒

六163團お手紙︑ありがたうございます︒

五717ど
園うも︑ありがたう︒
五747囹どうも︑ありがたうございます︒

た︒

五101團何ともいへない︑ありがたい氣がしまし

四捌1園それは︑ありがたうございます︒

さって︑ありがたう︒

四撹5團 きれいな花を︑わざわざ持って來てくだ

お見まひくださってありがたう︒

四717国

たうございます︒

三㎜7囹 おみやげまでいただきまして︑ありが

てありがたうございます︒

三脳8囹 この間は︑かめをお助けくださいまし

ほんたうにありがたうございます︒

三醜2囹

二855圏

二684園 アリガタイガ︑オコトワリシマセウ︒

たい ︽ーイ・ーウ・ーカッ・ーク︾

十一615圏 合戦の事は武士にこそ任せらるべき 十二897図面 一旦の身命を助らんために︑多年の ありがた・い ﹇有難﹈︵形︶30 アリガタイ ありが
に︑道にもあらぬ御計らひ︑いかがあらん︒

ば︑

つい向かふに︑ぐっと見あげるほどそぴ
︵副︶2

古事記を讃んで︑︿略﹀︑古代日本人の精

十二452

神を︑ありありと讃むことができるのである︒

十一麗1

ありあり

ありあけ
え立ってるるのが︑有明山である︒

十一847

ありあけさん

ありあけ
﹇有明山﹈︹地名︺1 有明山

十二佃10圏谷

家名のところ御捻懸あらせられ候はば︑

十二⁝⁝9囲團

十二982図園生きてあらん一族を助け養ひ︑

も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒

十二962図國

らず︑腹を切れと残されしにもあらず︒

十二954図圓父のあとをとぶらはせんためにもあ

をとぶらはせんためにもあらず︑

十二953図極右を櫻井より返されしは︑父のあと

一むらありけるに走り入り︑

十二925図今はこれまでと︑湊川の北に︑民家の

で討たんと思ふにあり︒

十二915図

十一616図入道にもあらぬ御言らひ︑いかがあら 十二898図國 一人も生き残りてあらん間は︑
ん︒

十一618図圖 ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ
たらんには︑職ふともいかで利あらんや︒
十一632図国 さては︑遥かの弟にこそあれ︒

十一633図国汝︑兄に向かひて弓を引くことある
べからず︒

十一635図園 兄に向かって弓引かんことあるべか
らずとは︑道理なり︒

十一661図國何とてさることのあらん︒
候︒

十一669図圓思ふところありてわざとかく仕りて

ふだん

鐵より

不断の花

＋一6610図國
まことに御許しあらば︑二の矢仕ら
ん︒

十一欄3図圃 高く鼻つくいその香に︑
のかをりあり

を祝はんふたもとある松

十一燭1図圃 ひとつもて君を祝はんひとつもて親

ゆる時にあへらく思へば

十一麗3図圃御民われ生けるしるしあり天地の榮

十一伽7m凶圏 やせ蛙まけるな一茶これにあり

堅きかひなあり︒

十一脳3図魍 いくとせここにきたへたる

O

49
ありあけさん一ありがたい

ありがたがる一ある

50

ては︑春は︑うれしいだけではありません︑あり

八悩7 長い間︑閉ぢ込められてみた人たちにとつ

十一497園

五719園

四235囹

一304囹︺

﹁ありがたう︒﹂と︑私もいひました︒

ありがたう︑ぼっちゃんはどこまで︒

ハイ︑アリガタウ︒

ありがたう︒

がたいのです︒

︽

ありがたうございます︒

十脱11園︺ありがたうございます︒

十一㎜3園

ありさま

軍人となって︑軍に出たのを男子の面目

﹇有様﹈︵名︶2

﹇在﹈︵連体︶1

十一5410図
ありし

ありつける

︽一

﹇有丈﹈︵名︶2

ありったけ

あり場所

さうして︑ありったけの力を出して︑南風
﹇在場所﹈︵名︶1

ところで︑大空の他の星は︑時刻によって

ムカシムカシ︑アルトコ卜占︑オヂイサ

﹇或﹈︵連体︶65 アル ある

かなりあり場所が攣って行きます︒

九909
ある

一71一

アル日︑モモタラウハ︑オヂイサントオ

ントオバアサンガアリマシタ︒

バアサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

一745

ムカシムカシ︑アルトコロニ︑オヂイサ

ンガアリマシタ︒

二862

二865 アル日︑犬が畠ノスミデ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ある日︑にいさんにこのことを聞いて

ナキマシタ︒

三462

みました︒

三餅2 ある日︑うらしまは︑父や母のことを

昔︑あるところに︑一本のくすの木が生

思ひ出して︑急に家へかへりたくなりました︒

四62

ある日︑根もとのたいそう光ってみる

あるちゑのあるおちいさんがいひまし

えました︒

四83
た︒

四脳2

ところで︑ある日のこと︑金の牛は︑ふ

ある日︑おかあさんは娘をそばへ呼ん

ある日︑はまべへ出て見ると︑

ここは︑支那のある町です︒

四811

で︑何か包んだ物をわたしました︒

四584

とこんなことを考へました︒

四467

ぐやひめは聲をたてて泣きました︒

竹を︑一本見つけました︒

四327
︵下一︶

﹇有付﹈

八月の十五夜も近くなったある夜︑か

ある年の春のころから︑

せうかい

四358

四354

1

柿右衛門は︑今より三百鯨年前︑肥前の

十二5710 この修行者こそ︑ただ一すぢに道を求め
しゃか
て止まなかった︑ありし日のお繹落様であった︒
ありた
﹇有田﹈︹地名︺1 有田

ありつ・ける
ケ︾

ありばしょ

を追ひたてます︒

四価2

ました︒

三136 神さまは︑その土地に太いつなをかけ
て︑ありったけの力を出して︑お引きになり

ありったけ

は︑今日も獲物にありつけず︑

十二㎜3

ハワイの西方海面を哨戒中のわが潜水艦

有田に出でし陶工なり︒

ありた

十476図

ありた

ありし

三524 ある日︑おひめさまのおともをして︑た
とも思はず︑そのありさまは何事だ︒
れつ
敵艦隊は四分五裂のありさまとなれり︒ びに出かけました︒

十106園

ありさま

ありが

九995 先生の聲援がありがたかった︒
﹇有難御座﹈︵感︶5

たうございます

ありがとうございます
五伽1園

ありがたうございます︒

九樹1圃國 ありがたいぢやありませんか︒

九梱4園 ためになるお話をたくさんお聞かせくだ
六592園

ありがたうございます︒

ありがたがる

ありがたうございます︒

さいまして︑ありがたうございました︒
十932園

の山石戸があけ た や う な 氣 が し ま す ね ︒

九旧10囹 ありがたくちやうだいいたします︒
あめ
十577囹 ありがたいおことばを聞いて︑まるで天
十865 ありがたく葬受したステッセル將軍は︑
ったらう︒

十㎜10 五風十雨︑今年は︑何とありがたい年であ
十一283 お志︑ありがたう存じます︒
がたうございました︒

十一掘6團 まさえさん︑この間は︑お手紙をあり

十二742 まことにありがたく尊いのは︑母の力で

十二216園 ありがたうございました︒
あった︒

十二伽9 人類にとって︑否︑すべての生物にとつ
﹇有難﹈︵五︶1

て︑太陽ほどありがたいものがあるだらうか︒
ありがたが・る
ル︾

ありがたさ

﹁︿略﹀︒﹂と涙をこぼして︑ありがたがるお

ばあさんもありました︒

七338

﹇有難﹈︵名︶2

九423 そんな人は︑まだまだことばや文字のあり

ありがたさ

がたさを知らない人です︒

十二幽1 ことばの通じないところへ行くと︑だれ
ありがた

でも國語のありがたさをしみじみと感じる︒

う

ありがとう ﹇有難﹈︵感︶4 アリガタウ

五55 ある神様は︑大きな鏡をお作りになりまし
た︒

五55 ある神様は︑きれいな玉をたくさん作って︑
ついたままほって︑持っていらっしゃいました︒

五57 ある神様は︑山へ行って︑さか木を︑根の
五248 ある日︑岸の草につかまって︑池の外へ出
てみました︒

生ってみるのを見つけました︒

五335ある朝︑大雨が降りました︒
五357ある夜︑私が本を讃んでゐますと︑
五411ある日︑竹田さんが遊びに晦ました︒
五621ある日︑少彦名神は︑おっしゃいました︒
五伽3 ところで︑ある日のことです︒
六217やっと︑あるところで︑美しいたちばなが
六504 ある日︑太子は︑御兄弟のかたがたと︑お
庭で遊んでいらっしゃいました︒

六754 ある家の子どもが︑マッチをすって︑その
もえがらを捨てたのが︑もとだといふことです︒

六847ある日のこと︑知らない兵隊さんから︑手
みやこ の よ し か

紙が來ました︒

六987 ある時︑都良香といふ人の家で︑弓の會
がありました︒

六柵5 お寺の小僧になってまもないころ︑ある日︑
をしやう

和尚さんにたいそうしかられました︒

と

さ

七149 いよいよ︑家もできあがったので︑ある日︑
お祝ひをすることになりました︒
もちみつ

七452 笛の名人三光は︑ある年の夏︑土佐の國か
ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒

七454 船が︑ある港にとまった夜のことであった︒
て︑どっとときの聲をあげた︒

フィリピンで︑ある年の十月の末︑子ども

さんが︑自分のかげを見ながら考へこんでみる︒

八82

埼玉縣のあるところで︑︿略﹀︑はなしたも

さいたま

が燕をつかまへました︒

ヨーロッパのある國で︑約十萬羽の燕が︑

のだといふことがわかりました︒

八85

八98
急に落ちて來たことがあります︒

す
今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑來年

ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑

また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

八111
八403

ある日︑今日はお花見といふので︑御殿は

何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

八413

ある日︑突然インド人の巡査が來て︑母に

人ずくなでした︒

九301

同行を求めました︒

むねたふ

この少女は︑その後︑皇軍のある隊の通課
ぺ

義心︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣

あ

を命じられました︒

九345

九5910図

するとある日の午後︑裏山の森で︑﹁︿略﹀︒﹂

き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒
九鵬6

ある日のこと︑鹿介は部下をつれて︑城外

の聲を聞いた︒

九伽1

を見まはってみた︒

そのころ︑京都のある寺に︑ひんのよい小

ほ

永禄十二年六月のある夜︑勝久を奉じる尼

えいろく

僧さんがみた︒

九梱1
九梱7

たかち

ある日︑わが軍艦高千穂の一水兵が︑手紙

子勢は出雲に入り︑

十98

通りかかったある大尉がこれを見て︑

を讃みながら泣いてみた︒

十101

十457図ある日のタベ︑あわただしくかま場より
走り出でたるかれは︑

十㎜9

ある少年が︑鐵道のこはれてみるのを見つ

ある年は︑雨惹きであった︒

ある少年は︑自動車道路の見張りを受け持

十川2
けた︒

十川2

ある夜︑これも七道線路がこはされてみる

つてみたが︑急病で寝込んでしまった︒

十川9

軍務のおつかれで︑王は︑ある干しばし

ある日の夕方︑かれは村の墓地を通ってゐ

のを襲見し︑地だんだふんでくやしがった︒

た︒

十η6

十一119

今日では︑男も混用したり︑あるものは

かり寝のゆめをお結びになってみたが︑

いつぼんに使用されたりするが︑

十一309

しい家の前まで選ると︑

十一鵬1 薄暗い小路を通り︑ある小さなみすぼら

孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑あ

第一線のある夜のことであった︒

十二315

十一伽9

る者には﹁︿略﹀︒﹂といひ︑ある者には﹁︿略﹀︒﹂

ある者には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑

と説き︑ある者には﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

十二316

ある者には﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

アリマス︒カゼヲゥ

アル ある ︽ーッ・ーラ・1

あいこう

十二317

ある日︑魯の哀公が孔子に︑﹁︿略﹀︒﹂と

ろ

十二358
たつねた︒

一

﹇在﹈ ︵五︶ m

リ・ール・fレ︾

あ・る

一37O
3 フネニハ︑ホガ

一598エナクナルコトガ アリマス︒メダカサン

ントオバアサンガ アリマシタ︒オヂイサ
一712

ギノヤウナウタガ アリマシタ︒西ハタ
︑フッテ來ルノモ アリマス︒オッカケッ

ニー94 イコトガ︑カイテ アリマシタ︒ソレカラ
二201ルコトガ︑カイテ アリマシタ︒ヨンデ

R
S

一一

一一

七598 ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出
七6710 それから︑三日ばかりたったある日︑正男

T3 Q0

51

ある一ある

ある一ある

52

二847圏

ニ843囲

るしに うたがある︒ありがたいう

しるしに 山がある︒すがたのりっ

るしに はたがある︒朝日をうつし

四121

金で字が書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂

五103團根がかやでふいてありました︒むねには

けようとするものもあります︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

ころげ落ちるものもあります︒先にあがっ

五107團は︑何のかざりもありません︒まことに
五173

五172

五231

五225

五224

かげをうつすことがありました︒このころ

ちっともさびしくはありませんでした︒ま

︑たくさんの兄弟があるのですから︑親の

ると︑あのちゑのあるおちいさんが︑﹁ 五218いかと思ったことがありました︒また︑小
ると︑あのちゑのあるおちいさんが︑﹁ 五221 かと︑思ったこともありました︒しかし︑

三899 ︑自動車につけてあったほかの車を
二536 ︑フッテ來ルノモアリマス︒トンボガへ
三跡9園 ︑どんなことがあっても︑おあけに
W ︑フッテ來ルノモアリマス︒三
二675園
ヨイムスメガアリマス︒セカイ中デ 四83 した︒あるちゑのあるおちいさんがい
四88園
ほかにみちがあるまい︒﹂といひま
四97
二854圃

ス︒オヂイサンモアリマス︒ケレドモ︑

ハ︑オトウサンモアリマス︒オヂイサン

ナッタニチガピアリマセン︒ソレハ︑

三299園

三289園

そんなものではありません︒﹂﹁︿略﹀︒

︑このくらみもあったかね︒﹂﹁︿略﹀︒

わたしくらみもあったかね︒﹂といひ

三451

家の前に︑川があります︒いつも︑き

三439園 とにしようではありませんか︒﹂﹁︿略

三432園 れないくふうはあるまいか︒﹂と︑年

三354囹一とかはったのはありませんか︒﹂と聞

三332囹 大砲がいくつもあって︑てきの軍か

三318 んを見たことはありませんが︑をぢさ

三301園

三203 ︒﹂といふものがあります︒見ると︑大

三151 ︑あまった土地のあるのが見えました︒

三134 ︑あまった土地のあるのが見えました︒

学研2園 みんなで四十八あった︒﹂といひまし

二型6囹 ました︒﹁いくつあるか︑かぞへてみ

I2園 ヂキニ年生デハアリマセンカ︒サア︑

ニ978園 机もこしかけもあったのです︒﹂ここ

二948 ︑ドンナオ誹言デアッタデセウ︒コン

V

ニ943

てるる席は︑一つもありませんでした︒私

五694国

X4

二943

みる人も︑たくさんありました︒いちばん

て︑たいそう勇氣のある神様が︑いらっし

五704

うりにそへて立ててある竹に︑とんぼが止

おたまじゃくしではありませんでした︒か

五735

五253

四309
ってみるものもあるやうでした︒き
四322いふおちいさんがありました︒毎日竹
四349 ふ人が︑たくさんありました︒何ごとに
四381園 れはざんねんであらう︒よし︑その
四443 中に︑小さな島がありました︒その島
四466 困るといふことはありませんでした︒
四476
のからだが金であったことを︑すっ
四484 して同じものがありません︒人がか
四487 うったやうなのもあります︒白くじゃく
四491 ろげたやうなのもあります︒星が並ん
四492 てるるやうなのもあります︒子どもたち
四579
昔︑孝行な娘がありました︒おかあさ
四592 したが︑しかたがありません︒それから
四599 には︑それが何であるかわかりません
略﹀︒﹂と書いてありました︒又略﹀︒﹂
四688国
四694園な聲で︑﹁もうありませんか︒あった
四694園 ありませんか︒あったら早く出して
四715 ︿略﹀︒﹂と書いてありました︒春枝さん
四734 も立札が立ててありました︒にいさん
四脳6 口に並べてみる店があります︒のき先に︑
四価1 て︑費ってみる店もあります︒今︑日本の

五804

生以上の合同艦操があった︒暑い夏の日が

わかめの野原が

︒こんぶの林が

あるでせう︒皿のおさ

あるでせう︒わかめの

くれてみるにちがひありません︒私たちは

五427圃
五445

もなく︑川の近くにある停車場に着きまし

ころどころに中洲があって︑小さな木が生

た︒茂った竹やぶがあって︑しばらく川が

ゐました︒渡し場がありました︒船頭さん

五507
五513

︑いろいろな心持があるやうに思ひました

五522

た︒しかし︑虫ではありませんでした︒虫

した︒あみを干してあるのが︑あちこちに
五563

やる︑小さな神様でありました︒大國主神

向かふ側に︑工場があって︑高いえんとつ

五577

のは︑ひきがへるでありました︒大國主神

五538

五579

よこす兵隊さんもあるさうだ︒にいさん

五612園︑たいそうちゑのあるお方でございます

五592

五533

五494

五432團

この畠に︑桑の木があることを討ひ出した

三498園 た︒山には木があるね︑草もあるね︒

四価6 んを見てみるものもあります︒このせまい

五833

五258

三498囹 があるね︑草もあるね︒雨がふると︑

四期1 いってみるにちがひありません︒門を過ぎ
四柳2 を過ぎると︑廣場があります︒そこで遊ん

んな弱ってみるではありませんか︒私はお

三596 ︑大きな水をけがあって︑その中に︑

五48ねの神といふちゑのある神詣が︑たいそう

五326

三683 しいちゃうちんがありました︒大きな

五362

三764国 のや︑いろいろあります︒その中で︑

四171

T3

二862 二︑オヂイサンガアリマシタ︒犬ヲ一

一一
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ぐらや︑すまふがあります︒それに今年

來てください︒毎年ある花火は︑今度はや

六654

六628

柱だ︒針金が︑六本あることまでわかる︒

向かふの家の屋根であった︒﹁︿略﹀︒﹂かう

六152
六154團

は︑焼け死んだ人もあったさうです︒さう

六711園 ︑あした︑學校があるのだから︑しんぱ
六753

は︑五年めに一度ある牛行列が通るさう

柿もある︒栗もある︒みんな集れ︒﹂

來たぞ︒干柿もある︒栗もある︒みん

りの高いくだものがあることを︑天皇は︑

と︑それに︑栗もあるから︑それを入れ

六859国囹

六859團囹

ケットにしまってあります︒職擁する時

六206

六155国

六826園

に︑旗を立てるのである︒山は︑たちまち

六881團

それが︑どこの國であるかは︑わかりませ

へて︑引っぱる者がある︒見ると︑小野く

六211

︑浮かないことがありはしないかと︑思

おそくて︑しかたがありませんでした︒日

六913

くの肩をたたく者がある︒友田くんだ︒﹁︿

︑クレヨンで書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂

かと︑思ふものもあるやうだが︑今の漕

六948

生まれつき賢い人でありました︒その上︑

六836

六308團

いだらうと思ふであらうが︑細長い望遠

六972

ていらっしゃるであらう︒﹂さう思ふと︑

六309團

鏡のやうなものがあって︑海の上を︑す

六983

六224園

六316團

聞きわける機械もあって︑敵艦の進んで

vといふ子どもがありました︒しばらく

六226

六316團

信思しあふ機械がある︒海の深さが︑ど

五843うのびた草がだいぶある︒ 一本一本きれい
五864ので︑そのへんじであった︒送ってあげた
五865が訂しみだと書いてあった︒七月二十日
五867日は︑海の記念日である︒朝禮の時間に︑
五868オでも︑そのお話があった︒教室で︑先生
五877音樂で︑にぎやかであった︒十八 カッタ
五882のカッターの競畢がありました︒夏の空は
五964園
お治めになる國であります︒みことよ︑
あめ
五986囹
︑﹁それは何者であらう︒天のうずめ︑

六318国

︼々はかる機械がある︒だから︑巨水艦

六川3

人の家で︑弓の會がありました︒若い人た

ぱうゑん

六327團

さが︑どのくらみあるか︑敵艦までどの

もおもしろいお方でありました︒行ってこ

はなれて︑前の方にある木のそばへ行きま

みた一人の子どもがありました︒その子ど

六328團

水艦には︑大砲もある︑機黙坐もある︒

五柵3園 ﹁いや︑たしかにあるはずだ︒だれか︑

五備9国 ︑遠くにかくしてある手ぶくろを︑すぼ
五備5 ものは︑軍犬利根でありました︒利根は︑
五伽2 かし︑もう走る力がありません︒かかりの
五梱6国 いただくにちがひありません︒と書いて
五梱7 りません︒と書いてありました︒この手紙
五伽4園 いさん︑ お願ひがあります︒﹂ほでりの
五二2園 そこで︑お願ひがあるのですがね︒﹂ほ
五捌6囹 うに︑申しわけがありません︒どうぞ︑
五撹8園 う︒そこに︑舟があるでせう︒あれに︑
五榴5囹 のそばに︑井戸があって︑井戸のそばに
五悩8囹 なる︒あ︑井戸がある︒きれいな水だな

六539

六513

六502

四歳の近時のことであったと申します︒十

と申しあげるお方であります︒尊は︑お子

たいそう賢いお方でありました︒ある日︑

六469園

六433園

六431園

六416園

もしろいことではありませんか︒これか

しが一メートルもあって︑南洋の小さな

ジャワの植物園にある鬼ばすといふ遅き

幹にすちがつけてあるでせう︒そのみぞ

七107 ︑足にさはるものがありました︒拾って見

七91 んが︑六七センチもある細長い貝を︑みん

七79 ちりとさはるものがあります︒三センチぐ

山陰8 した︒東京騨の前にある大きな建物が︑じ

六捌3ところどころに林があって︑どこかで︑小

ちで︑げんとう會がありました︒正男さん

丁銀6

六M8 ︑生きたねずみではありませんでした︒雪

七197園

へました︒﹁何もありません︒成功しま

﹁もしものことがあったら︑忘れずに︑

七177園 ︑ここへ來たのである︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

七143 川上たけるは︑力のあるにまかせて︑四方

六獅6とに︑金網の張ってある池が出ました︒水

六榴2園

六槻1 す︒もう︑死も生もありませんでした︒三

六梱1 筒をはなしたものはありません︒ただその

っばつまった場合でありました︒工兵は︑

六357

って︑つい︑そこにあるやうに見えるでは

二﹁それにちがひありますまい︒﹂村の

てはならないものであることを︑お話しに

︒﹁どんなことがあっても落ちないと︑

は︑白い布がはってあって︑それに︑南洋

六626

六563園

六407

六372園

六367

六338團 もある︑機業銃もある︒中には︑飛行機 六観7め息をつくばかりでありました︒十八梅
六339国持ってみるものもあるが︑やはり︑いち 六㎜9園 た葉などが入れてあるから︑夜もぽかぽ

三冠5 つれる矢は︑一本もありませんでした︒み

六57囹さわがしいやうである︒わがみこたちも
六58囹をしてゐられるであらう︒﹂すると︑た
六103二
の中に︑おいもがあるから︑二人でおあ
六132が︑田の上に並べてあります︒おかあさん

六555囹ろ︑ふしぎな話があるのです︒﹂村の人

せき一つするものもありません︒﹁ひゆう︒

六337團

六333團

きやう

をかってみたことがあるので︑文子さんは

六987

〉。

根は︑もう子犬ではありませんでした︒近

927629

六73様の劒が︑ちゃんとありました︒高倉下は

五五五五五五
1冊 108 104 104 104 98
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七633

は︑大塔宮の御嵩である︒もしや︑宮の御

七価2 衛に面労したこともありました︒オランダ

七M3 ぶん苦しんだことがあります︒しかしノイ

は︑一萬キロ以上もありますが︑燕は︑決

七2110ると︑中に火打石がありました︒尊は︑す

すきな果物にちがひありません︒ところで

﹁百二十八センチあるよ︒﹂花子﹁正男さ

い︒いや︑きっとあるはずだ︒﹂

七擢3園

七備9囹

ん︒﹁風の都合もありますし︑どうか三

ら︑今日は 覚悟がありますそ︒﹂と︑彌

七804團

七792国

七786団

七768圃

︒爾側には書痙があって︑寝刃の後には

けておくところがあって︑手入れのよく

には︑夜の鮎呼があるので︑めいめいの

は︑午前と午後にあります︒﹁氣をつけ︒
せきこう
に出かけることもあります︒斥候になつ

︑さかんなものはあるまい︒十⊥ハ

八89 ラリヤまで行くのがあるといふことです︒

八82 京から︑四千キロもあるフィリピンで︑あ

八68

八65

色が︑雨燕ほどこくありません︒口ばしの

と並んでみることがあります︒その中には

八92

︑決してふしぎではありません︒しかし︑

八1410

八145

野生でできるのではありません︒ちやうど

くだもの

七856

︒もう︑蝉の子ではありません︒色はまだ

八159

ど全部︑バナナ畠であることがあります︒

寺157 も︑たくさん植ゑてあるのです︒ところに

に︑バナナが植ゑてあります︒ちよつと遠

七891

關東大震災の時であった︒﹁ドドッ︒﹂と

にもぐってみる蝉があるといふことです︒
七972

八159 ナナ畠であることがあります︒これほどた
素な︑古い木造建であった︒はげしい震動

者は︑どんな氣持であったらう︒東郷元帥

八161

七983

まひ申しあげたのである︒継手殿下の御無

ど︑お書の食事中であった元帥は︑家の人

だん

ほどたくさん植ゑてあるバナナが︑一本一

七999

七986

家は最後まで無事であった︒二十一

ふのが︑元帥の心であった︒火は前後二回

八204團と深いつながりがあったわけです︒こち

八208国いくつかの廣場がありますが︑私は︑給

活をしてみるだけでありました︒その以前

きれいな植込みのある乾場です︒ここで
八2010国

私は︑給はがきにある大証場がすきです
八209團

七里7

のは︑それがためであります︒しかし︑彌

日本人も︑たくさんありました︒濱田彌兵
しょうといふのではありませんから︑でき

がって︑その途中にある毫漕へも︑早くか
七三4

七棚5
七佃6

七川1

くも

七槻5

二撹2

の壇に︑かざってあった菊の花を見て︑
八194團
八198團が︑教室に張ってあるさうですね︒あの
八199国がたの名が取ってあります︒大山通とか
八202團す︒このほかまだありますから︑さがし

七981

七901

くせいとんがしてありますから︑いざと

八99 に落ちて來たことがあります︒その年は氣
七825團持物を置くたながあります︒その上に︑
七826国︑きちんと置いてあります︒室のすみか 八113 すと︑やはりさうであることがわかりまし

再三

七823團

八69 黄色に見えるのさへあります︒かうして︑

七824團

七711園︑百二十八センチあるでせう︒ところが 七⁝⁝5 もう︑がまんも何もあったものではないと

七709園

七689囹

七688園長さになる時が︑あるにちがひない︒い 七価6を塁湾にさらしたくありませんでした︒三

七百2 ︑日本人の頭の上にあるといふことが︑ど

八117

ナの木がどこにでもあって︑黄色なのを︑

正男﹁どのくらみあると思ふ︒﹂勇﹁さあ

八134

七662園

七827團

八142

﹁十一メートルはあると思ひます︒﹂春

七232神宮におまつりしてあるのが︑この御劒で
七232るのが︑この御忌であります︒四 君が代
たいわん
七235毫湾で大きな地震がありました︒公命校の
とくこん
七237 ︒公學校の三年間であった徳坤といふ少年
七241大麻がおまつりしてあるのです︒それから
七271い傷ではどうなるであらうかと︑先生は︑
いみん
七274られて︑遠くの町にある醤院へ送られて行
居︑かねの鳥居がありました︒とびらは
七305圃
な
ら
七323のころ︑都は奈良にありました︒野も︑山
七333しさうにいふ母親もありました︒﹁︿略﹀︒﹂
七338たがるおばあさんもありました︒光明皇后
七341 ︑たまはることさへありました︒このやう
七401日は︑その地鎭祭がありました︒講堂は︑
七407高い竹が四本立ててあって︑それにしめな
七408にしめなはが張ってありました︒そこへ神
は︑針のやうな管がありますから︑その管

七832團令がくだることがあります︒その時は︑

七675囹

七4210して︑うがちぞめがありました︒うがちぞ

七431鍬で土をほる儀式であります︒校長先生が
七454とまった夜のことであった︒どこからかあ
七461ただ︑自分は隙人であるから︑一生の思ひ
した︒私は隙人である︒今ここで︑命を
七464園
て︑こんなこともあったと︑世の中に傳
七466園
七535 つしょに歌はうではありませんか︒いよい
七551さを振ってみるではありませんか︒いよい
七559がみますね︒何ざうあるでせう︒ちよつと
七565に美しく見えるではありませんか︒この船
こんがうざん
七572 ︑けはしい金剛山にあるが︑まことに小さ
七576 つ︑何ほどのことがあるものかと︑賊が城
七586壕分水の用意がしてあった︒二日たっても
七605 ︑みんなわら人形であった︒もうこの上は
七623は︑わっかに九人であった︒途中には︑敵
七631おし立ててみる者がある︒義光は︑ふしん

︑つれて行った鳩であった︒信書管は血に

八249團氣持になることがあります︒秋の遠足に

どこで休んだことであらう︒明くる日にな

て︑息もたえだえであった︒一州へ向かつ

八404 ますと︑小さな門がありました︒そこへ召

八401 ︑母の名をいふ者はありません︒ああ︑母

八389 時︑十二になる娘がありました︒それが萬

八353 うと︑申し出た者がありました︒頼朝は一

八408園 には︑石のらうがあって︑唐糸様が押し

八
90

ノ天 八 八 八 八 八 八 八 八
89 85 84 84 84 82 82 79 了了

仲からはすぐ返事があって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

八495 眞白なグライダーであった︒二

八551まき散らしたやうであった︒その中を︑私
八613 風當りの強い高地であるのに︑陛下は外た

とうかん
八5910 にあたってみる人もありました︒野外統監

八515 に︑紙をはることである︒もし︑しわでも

八501 これは重さに關係があるからだ︒次に翼を

八4910 ︑ちゃんときまりがある︒これは重さに關

八485園 ︑できないことはありません︒しかし︑

八481 ︑少しでもくるひがあると︑決してうまく

八479 翼・垂直尾翼などである︒見たところ︑そ

八465 さし・分度器などである︒最初に︑先生か

八437 ひ泣きをしない者はありませんでした︒頼

八422 林の中に石のらうがありました︒萬壽がか

八385 その刀に見おぼえがあった頼朝は︑さあ︑

八384 たが︑少しもすきがありません︒かへって

八381

八376 これには深い事情があったのです︒それよ

八371園 かせて取らせるであらう︒﹂といひまし

八368園︑日本一のできであった︒お前の國はど

八364 のが︑あの萬転置であったのです︒明くる

八411 と喜びは︑どんなであったでせう︒それか

八
90

八617 てるる者は︑一人もありませんでした︒た

れの一本杉のそばであった︒ぼくたちは︑

それは︑淀川の中にある細長い島ですが︑

以上の工場がここにあって︑林のやうに立

先生がとばれる番である︒先生は鉢巻をし
ひろ廣
せ瀬中
︑ほんたうに愉快であった︒十七

んといふ勇ましさであらう︒みんなは︑思

すべられるところである︒たちまち先生の

顔でやって來る者もある︒みんなが急停止

つて起きあがる者もある︒にこにこ笑ひな

とび込んだところであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

小千何百といふ橋があります︒大阪騨から
ばかりでも︑二十もあって︑まるで中之島
には︑中之島公園があります︒公園は︑さ
公園は︑さう廣くはありませんが︑大川を
は︑映壼館や劇場があって︑人の波が︑あ
とよとみひでよし

かうつのみや

ては︑まつ大阪城があります︒豊臣秀吉の
いくだま

天皇をおまつりしてある高津宮や︑その近
づのみや

だま

すみよし

津宮や︑その近くにある生面魂神社︑ずつ
魂神社︑ずっと南にある住吉神社︑また︑
みんな古いいはれのある神社やお寺です︒
︑美術館や動物園があり︑また︑木立や︑
くわだん

や︑詠い花壇などがあります︒大阪港は︑

ることも︑飛行場のあることも︑大阪のほ
とに︑尊いいはれがあるといはなければな
︑考へてみたことがありますか︒大砲を作
深さが十メートルもあるやうな︑深い油の
︒天井からつるしてある︑この大きなラン
が︑どうやら同じであるやうに思はれてな

九九九九九九九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
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とです︒この頑童があってから︑七十年鯨
︒入口のそばに池があって︑そこに︑甲の

つしと打ち込むのである︒しはぶきの聲一

料林中︑最良の檜である︒午後になって︑

中立神宮備林の朝である︒やまがら・こま
︑かくて終ったのである︒しめなはでかざ

の行はれたところである︒みそまはじめ祭

いったばかりなのである︒このやうにして

ふ森林のつらなりであらうとおどろくころ

目をうばはれるのであるが︑やがて︑左右

配がなくなったのである︒この神宮青林は
あげ
曾谷の左右の山々にある︒今︑中央線の上

ぐつた良質のものである︒かうした檜は︑

べて檜の白木造りであるから︑御三皇に要

ひのき

延して奉ったことがあり︑その後百年鯨り

うか︑ふたかかへもありさうな大きな夕日

防ぐために︑しめてあった二重窓が開かれ
︑うれしいだけではありません︑ありがた

あさん﹂といふのであった︒私は國語の﹁

んも起きるところであった︒ねえさんが︑

たのは︑五時過ぎであった︒ねえさんも起

ろに︑小さな五角があって︑それが︑ちや

しよくかく

三メートルぐらゐはあるでせう︒足の長い

のっけ根のところにあるのださうです︒﹁︿

に足のやうなものがあって︑のこのこ歩く

す︒五六十センチもあるのが︑いういうと

の方向へ進むものはありません︒﹁︿略﹀︒﹂

らみの︑まるい池があって︑中に︑たくさ

は︑﹁いぼやぎ﹂でありました︒﹁くらげ﹂

は︑﹁いそばな﹂でありました︒小さなき

いそぎんちゃく﹂でありました︒ひのきの

長さが一メートルもある﹁うみがめ﹂が泳

17131042842539779443391071512108335

八213国並木の給はがきもあったでせう︒あの下
八251團 んなはげしい職があったとは︑どうして
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にたどり着いたのである︒大石橋守備隊で

八
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八352 たが︑あとの一人がありません︒困ってゐ

八351 うち︑十一人まではありましたが︑あとの
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九286と︑聞く兵隊さんもありました︒二
九291本人は陛下の赤子であること︑日本には富
九292いふりっぱなお山があることなどを︑いつ
九753

九743

九725

九576

をはねまはることもありました︒六月にな

れば︑うす暗くしてある馬屋の奥の方で︑

けたかが氣がかりである︒うまく焼けた時

わたしニメートルもある︑土で固めた中形

から立ちのぼる煙である︒源作ちいさんは

練に取りかかるのである︒十

武士のおも

ると︑母は日本人であるといふので︑敵の
九2910

九821

九789

にも︑名前や番號があり︑位置もきまって

ないやうだ︒幅もあるし︑骨組も丈夫に

にもたくさんの星がありますが︑その中で
で一つだいじな星があります︒地平線から

九862園
九878
九885

つ見てもほぼ悪罵にある星ですから︑夜︑

ひあげられるに違ひありません︒さうして

九884

じ合ふやうなことはありません︒日本人で
九905

九937

九931

も星があまり大きくありませんから︑よく

斗七星とその附近にあるいくつかの星を加

するやうな樂しさである︒この調子なら︑

めは︑みんな元氣であった︒薄青く見えて
︿略﹀︒﹂先生の聲である︒﹁︿略﹀︒﹂と話さ

もがいてみるやうである︒顔を水にひたし

しい風はなささうである︒ただ晴れた夜空

もよささうなものである︒それだのに︑寒
草原で鳴く虫の聲である︒それがはたして

れも同じやうではありませんか︒﹂をぢ﹁

︑困ることはよくあります︒ことに寒い

けたら︑いいぢやありませんか︒﹂をぢ﹁

ついて喜ぶ人さへあります︒﹂春枝﹁ほん
︒﹂をぢ﹁さうではありません︒機上勤務

何とかすることがあります︒しるしで思

枝﹁いくつかいてありますか︒﹂をぢ﹁四

しをつけることもあります︒﹂太郎﹁をぢ
わし
なしるしがつけてありますか︒﹂をぢ﹁鷲

三職も敵地爆撃もありませんよ︒そこで

かぶとが︑ かざってある︒兄は︑改つた口
いつも
と だ

すけかつもり

ぎた︒尼子の本城である出雲の富田城は︑

さしく山中鹿介であらう︒﹂鹿介は︑り

介勝盛と改め︑折もあらば鹿介を討ち取ら

も山中鹿介幸盛である︒﹂狼介は喜んで

めようと思ったのである︒二人置むずと組

幾たびか激しい戦があった︒さしもの敵も

わが年來の望みである︒﹂小僧さんは︑

れが尼子家の子孫であることがわかった︒

し︑富田城は名城であるだけに︑なかなか

に死物ぐるひの戦であった︒敵の前軍はし

かたの軍は約七千であった︒まことに死物

なが

ても二倍以上の敵である︒新手はあとから

誘客4

くらみあいきやうのある氣のきいた虫は︑

ただうるさいだけであるのに︑どこからか

なりたくさんの聲であることを感じる︒夜

九鵬−o園 加り︑もし気功がありましたら︑主人勝

長に毛利攻めの志があることを知って︑か

九平9

九二7

やま

あすの朝を待つのである︒ちやうどそのこ
みやま
りを績けてるるのであらう︒艦内は深山の

九衙2

一人河村新左衛門であると知るや︑身をか
いろいろな仕事がありますが︑一口にい

九矧9 のところへ行くのである︒一度乗ってみた
すけちゆうゐ
きねんひ
九㎜6園 典中尉の記念碑があるのです︒左には︑
いと︑氣が氣ではありません︒それはち

いてみて︑順調であるか︑その震動の具

ゑもん

九斯2

591 7
囹園園園

は五時︑冬は六時である︒間もなく︑甲板

こで五分間の休みがあって︑露天甲板洗ひ

れは水兵員の受持である︒﹁爾舷直︑整列︒

りも活動したあとであるから︑食事のうま

かはむらしんざ

山のやうな静かさである︒人の顔がやっと

れがはたして何虫であるか︑はっきりはし

8110914295759419632973537
囹
園囹
囹園園園園園園囹園園
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歯髄6園 たくおまへの力であった︒﹂勝久は︑か
五礼1 とより望むところである︒鹿野は主君に志
九鵬5 の國甲部川の渡しである︒天正六年七月十
九観1 から切りつけた者がある︒二二は︑それが

九三3

九鵬3

九鵬10

九塒4

九掴1圏園ありがたいぢやありませんか︒命がけ

九9910

九981

九9610

九963

いろいろの星の列があります︒まつ︑北斗

りません︒日本人である私たちは︑いつも

やうないそがしさである︒新鮮をたっとぶ

水を吹き出しさうである︒この魚の行列の

めづらしい見ものである︒四角な箱の中に

な︑六七十センチもある鯛が︑つやつやし

流したやうに静かである︒ばさつばさっと

いことばで書かれてあれば︑その文を讃む

を持つことが大切であります︒いくら美し

遇したりするひまがありません︒それで︑

の中を養し出す鏡であります︒ただ︑こと

く略﹀︒﹂といふ人がありますが︑そんな人

九9210

九8610

わからない外蔵人であったら︑いくら話し

九305囹子は︑日本人ではありません︒﹂といひ
九308囹ます︒私の子ではありません︒この子は
九326園ら︑戸だなの中にあるお米や︑かんづめ
九327囹の丸の旗が作ってあるから︑あれを振つ
九354囹るから︑さびしくありません︒兵隊さん
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う何といっても秋である︒よし寸間はどん
︑ 聞きたいことがあれば︑何でもおたつ

れから敷分ののちである︒太陽があかあか

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

133

ど︑うれしいことはありません︒また︑い
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まことにおごそかである︒軍艦旗を仰いで

九九九九
112110110109
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さんの一束が積んである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑五

あざやかな美しさである︒﹁きれいだなあ︒

十608 な氣持でいっぱいであった︒二

日こそlIこの時であった︒哨戒中のわが

せうかい

十224

みる屋根に︑志してあるたうがらしが眞赤

十583 二月九日の曳過ぎである︒飛行基地の兵舎

九㎜1 から聲を掛けた者がある︒ロシヤ人の女の
十294
十369

千載一遇の好機である︒全力をつくせ︒

み込みに大わらはである︒全員整列︒ほん

十592

九型1囹 と二人暮しの家があった︒むすごは︑十

十321園古いけやきの木があるだらう︒おばけが 十5910 ︑のぼっても︑雲である︒時時︑その切れ
十612

か

十616囹

たいし

九脳4囹 に苦學したかひがあって︑りつぼな身分

らしたやうな感じである︒殊に︑半月のか

九晒3 着いた︑美しい形である︒太子河を渡る︒
さうち

十375

てしなく績くだけである︒止むなく反轄す

せんざいいちぐう

十377園ずるぶんあばたがあるね︒﹂と︑ぼくが

わが偵察機の報告である︒反轄しつつあっ

十632 である︒反製しつつあったわが隊は︑この

十627

十636

十631

斑鮎のやうなものがあるでせう︒あれは海

二倍以上もあるのがあります︒もちろん︑

富士山の二倍以上もあるのがあります︒も

十391

学659 防空砲火は︑必死である︒ざあっ︑ざあっ

十649

︑直角が二百キロもあるといはれてゐます

十395

には水が一しっくもありませんから︑海と

十3810

十386

九獅5 ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵橋を渡る
んで︑所長の訓示があった︒﹁︿略﹀︒﹂

九蹴3 小高く見えるだけである︒雲が切れて︑日
くんじ
九節8

九⁝⁝⁝12

氣象現象は︑一つもありません︒月は︑い

しか
九㎜12 んでみる鹿の一種である︒皮は着物にした
九筋9囹 でも些しいことがあるんだよ︒﹂と答へ

十396

封に︑ひどい寒さであらうと思はれます︒

九㎜10 天と地が生命の父であり︑母である︒おの

九㎜8 旗を結びつけたのがある︒文字通り大自然

九㎜7 ろを積み重ねたのがあり︑柱を立てて︑そ

九鎚6 ねて突きさしたのがあり︑石ころを積み重

十429

十427

十423

十418

十416

の友であり︑慰めであります︒七柿の色 十735 てるたが︑ひまさへあれば︑織機のことを

久に人間の心の友であり︑慰めであります

︑それが死の世界であると知っても︑やは

か︒月の世界に都があって︑そこで天人が

與へてくれるものはありません︒その青白

直脛は︑月の約四倍ありますから︑夜︑月

もちろん︑草も木もありませんよ︒その代

十731

十725 胸を走りまはるのであった︒それから三日

十701 をおほってみる兵もあった︒大きくめぐつ

十693 と命中といっしよである︒それを見るたび

十6810

十687 こるだけのねばりがあると思はせる︒レパ

十409だおもしろいことがあります︒かりに︑私 十666 ︑マストの二倍ほどある水柱があがった︒

十662 まことに死の突撃である︒だが︑わが機は

つ込め︒﹂の命令である︒高度をさげて行

︒績いて︑第二報があった︒﹁︿略﹀︒﹂機内

九鵬8 ぼっとかかることもある︒四
十407

十402

弾傷10 命の父であり︑母である︒おのつからこれ

十432

はんてん

九川1 れた小高い岡の上である︒なれない手つき

九㎜4 に大きななぐさめであり︑また心強い目じ

十433

な草﹂といふ草花であることがわかった︒

九㎜2 る者は︑あちこちにあるオボを目當てに十

九㎜5 た心強い目じるしである︒草原を海にたと

世界一

てくれたのは︑母であった︒佐吉は︑﹁︿略

調べ解けてみたのである︒﹁︿略﹀︒﹂村中に

十754 ならないといふのである︒佐吉が︑最初目
ひ
十756 縫って行くよこ糸であった︒よこ糸は︑仔

十736

十757右へと往復するのであるが︑これを人の手

十747

われわれの心やりであった︒十一

百メートルの海上にある︒艦はすでに火災

九㎜6 はまさにその燈毫である︒旅に出かけて十

十504圃

ふみつみつしさであらう︒かめば︑さく

九㎜5 いへんなにぎはひである︒きのふまで木一

い空想になりがちであった︒たまたま︑そ

十761 行くやうにもなるであらう︒次から次へと

ことのできない日である︒この朝︑私は︑

十534 ︑何か不安な雪持があることを知って︑﹁︿
十539 ことについてお話があった︒﹁︿略﹀︒﹂
十549 ︑矢つぎ早の勝報である︒みんな︑胸にご

のでなかったからである︒又略﹀︒﹂佐吉は

十525

十559命をささげ奉るのである︒さう思ったとた

十769

十763

ビナン

やうなことが書いてあった︒﹁︿略﹀︒﹂大尉

十571代に生きてみるのである︒私は︑すっかり

れもまんまと失敗であった︒世間からは︑

みんな大切なものであるから︑布を織る仕

十779

十7410

十749 吉の考へは︑かうであった︒人間の衣食住

九鯉2 つんと残されるのである︒タイ

十568はせ参じてみるのである︒勇ましい皇軍は

十112園私には︑妻も子もありません︒私も︑日 十561さうして︑心の底にあった不安は︑まるで

十98 十七八年戦役の時であった︒ある日︑わが

＋5610
丸となって進む時である︒私たち少暴民も

九型12 と引いて行くやうである︒さうして︑また

十118

＋5610
贋書民も︑この光榮ある大きな時代に生き

九二1 らえらばれたものである︒僧は︑この家畜
けいば
九尊9 て︑勇ましい競馬があり︑いかにも大陸的

十208 い︑無芸味なものであった︒五兵衛は︑自

十143囹なばなしい戦畢もあるだらう︒その時に
惚213 かないもののやうである︒村から海へ移し

る自動織機の始祖である︒明治三十八年は

現しようといふのである︒そこで︑更に七

十四歳の時のことである︒翌年︑特許を得

人こそ︑佐吉の母であった︒明治二十三年

十㎜2

十m1

十⁝⁝3

十柵9

十柵8

十桁7

が︑うつ高く積んである︒そのかげで︑職

︑薄暗い土藏の中である︒障子をもれて二

このやうに音と訓があり︑中には︑音訓に

る場Aロも︑まれにはあります︒漢字には︑

と外國との腕比べである︒英國製のものを
十慨6

十槻6

まださび色のままである︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

内側ばかりが塗ってあって︑外側はまださ

おの特別な讃み方があります︒私たちが二

訓にいろいろ種類があって︑意味の違ひや

ったのが︑この年であった︒いはば︑日本

ことに佐吉の負けであった︒かれは︑愛機

にはわくが仕掛けてある︒﹁︿略﹀︒﹂

欝血7

分銅のついた仕掛があって︑時計が時を刻

ふんどう

十旧1

にして巧みなものであった︒機械の取扱ひ
︑見るからに壮観である︒流れ出る綿布を

︑水師螢の一民屋である︒附近の家屋とい

十伽7

は︑どんな塗り物があるか氣をつけてこら
ため火を重したのであった︒兵士は︑銃を
その後には︑とげのある鐵線が張りめぐら
しゅんかん

く︑ふしぎな銃劒である︒鐵條網が︑手の
一つ︑二つ︑

つてからは︑とげのある島上網も︑屋根型

かった︒この瞬間であった︒

ちり目をあける人があって︑時々はつとし
きり
した︒三本足の錐であったのが︑二本は折
はもう口をきく力もありません︒ふいても

ころどころに置いてある吸ひがら入れに︑

て︑出したことばでありませう︒それと同

ことでーーかぎりある身の力ためさん︒

︑だれもみるのではありません︒とたんに

れた︑尊い母の姿であったのでせう︒あら
十川3

しになるのも︑間はあるまい︒押し寄せて
十幽8

やうにいったこともあった︒かうした宗治

﹂とたつねたことがあった︒その時︑七人

ある年は︑雨績きであった︒來る日も︑來

十王8 氣に流し込んだのであるから︑城の周圃の
十宙6 略﹀︒﹂といふことであったが︑そんなこと
お だ
十槻7 でも職ひぬく決心であった︒そこへ︑織田
十帽9 煙るといふ知らせがあった︒輝元はこれを
はるよし
十糊5 井治嘉といふ老臣があった︒その日の夕方
十幽7昼 しあげたいことがあります︒恐れ入りま
鳶旧3 ︑嚴かな舞ひ納めであった︒舞が終ると︑
十㎜4囹 とうさん︑御飯のあるところへ行きませ

思ひ出した︒たこがあった︒笛があった︒

たこがあった︒笛があった︒なつめの砂糖

を見てみるばかりである︒いなごの群は︑
あは
何とありがたい年であったらう︒粟も︑大

なつめの砂糖づけもあった︒こんなことを

れても︑虚しい汗であった︒いくら︑腰や

あり︑自動車道路があり︑水路があって︑

しい重字にのぼるであらう︒この長い長い

績けてるるばかりであった︒あくる朝にな

のは︑非常に困難であり︑みんなは︑何の

もかぎらないからである︒愛路少年隊には
︑次のやうな美談がある︒ある少年が︑鐵

ど謡い支那のことであるから︑今でも日本

を組織してみるのである︒愛路少年隊には

れたわけも︑ここにある︒愛路村といふの

道路があり︑水路があって︑北支那だけで

交通路には︑鐵道があり︑自動車道路があ

路が何よりも大切である︒交通路には︑鐵

しでもさしさはりがあれば︑からだの働き

血管のやうなものである︒もし︑血管に少

けつくわん

ない静かな月の出である︒二人置子どもは

ちゅうしう

︒仲秋明月の夕暮である︒畠から大きな月

こころよいつかれであった︒天一﹀︒﹂長い

205

十悩6園池で乾かす必要があるのです︒﹂
十四3
落話7
十齪1
十三4

十能2
十価9
群馬2
十僻6

十柵1
十柵8

十帽5園

十柵2

してそんなことはありません︒私も︑馬

十重1

十衛8

の計を申し出た者があったので︑秀吉はさ

206

がへしてみたからである︒前日︑壁に残つ

んだが︑壁に張ってある新聞紙に︑ふと目

たされてみたからである︒さきに一月一日
やまがた
談判をすましたのであった︒その夜︑山縣

︑次のやうな電報があった︒﹁︿略﹀︒﹂そこ

の上もない光榮であります︒どうぞ︑乃

しくんしやう

んだのは︑この時である︒四日に︑乃木將

鶉動章が掛けられてあった︒静かに手をさ

には︑敬服のほかありません︒﹂といふ︒

職ひぬいた両將軍である︒乃木出軍が︑﹁︿

罰してみたさなかであった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

うに思ったことがあります︒今度も︑や

く及ぶ と こ ろ で は あ り ま せ ん ︒ ﹂

いて何か御希望はありませんか︒﹂﹁︿略

十幽6園

のとぼしいものではあったが︑みんなの談

十衛10

てようと思ふ者があったら︑すぐに行く

︑お禮のことばもありません︒ただ︑先

いろいろな讃み方があります︒例へば︑﹁

十幡2

てあふれるばかりであった︒それを一十に

205

206

205

20了

20了

20了

208

208

208

208

208

208

208

209

209

209

210

210

210

212

勢をさし向けたのであるが︑智勇すぐれた
二つ以上ある場合があります︒音と訓を持

音のやうに二つ以上ある場合があります︒

十柵7

204
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ことのできない年である︒そのころ︑わが

4778496971056106373284957896531954
園囹囹囹園 園
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こうち

一見︑何の曲も

のは︑小路のことである︒どこの家も︑高
ながってみる感じである︒

やうなこの胡同ではあるが︑ここに住んで
い記しい遊び場所であり︑大きくなってか

思ひ出となる天地である︒冬は冬で︑風當
けたりしてみるのである︒物音には︑いろ
︑いろいろなものがある︒まつ︑物蘇りが
にそられてるるのである︒糸屋が來る︒荷
にも大小さまざまがあって︑音色も違ふし
︑猿まはしのどらであらう︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

︑このほかに影給がある︒日暮れ時の漏斗
︒たとへ鳴りものであらうと︑呼び聲であ
あらうと︑呼び聲であらうと︑管のやうな
ふべん
を運ぶ一輪車の音であらう︒水に不便な北

には︑聯が書かれてある︒めでたい文句で

で美しく︑星の夜であれば︑また更に美し

もわからないほどである︒それだけに︑空

る︒めでたい文句であったり︑詩の一節で

れん

つたり︑詩の一節であったりするが︑いつ

ぼな文字で書かれてある︒小さな子どもは

大きくなって文字であることがわかり︑そ

びつけて飛ばすのである︒飛ぶと︑風を受

勇氣百倍したのであった︒量
りになさったのであらう︒御ひつぎは︑

御旗の影

この同じ櫻の間であった︒その御居間で

はしになったのであった︒三

教養の高い國民にあっては︑禮儀を重ん

敬語といふものがあって︑その使ひ方が

ることに氣つくであらう︒相手を﹁あな

が︑すでに敬語である︒また︑相手や占

いふのも︑それである︒相手を尊敬する

謙遜したことばであり︑﹁行く﹂﹁食ふ﹂

ては︑もの笑ひである︒しかし︑自分の

どいふのが普通である︒私もまみりませ

し︑自分の動作であっても︑それが相手
て敬語にするのである︒相手のすること

手に角して禮儀のあるいひ方である︒た

謙遜していふのである︒だから︑おとう

と敬っていふのである︒しかし︑

一たび

等は︑目上の人であるから︑それを相手

國語のならはしである︒したがって︑女

儀のあるいひ方である︒ただ自分の身内

いふのがその例である︒﹁行く﹂﹁來る﹂

やや特殊のものがある︒多くは家庭で用

大きなあやまりである︒敬語の使用は︑

女らしいことばである︒今日では︑男も

とが︑最も大切である︒敬語の使ひ方に

もに︑常に適正であることと︑眞の敬意
葦舟の一大特色であり︑世界三笠の言語
ほかならないのである︒五

見わたせば

を見ないところである︒古來わが御民は

︑この子が男であったら︑りっぱな學
な學者になるであらうに︒﹂といって

に圓満な︑深みのある人でした︒父爲時

もし紫式部が男であったら︑源氏物語の

しかし︑かな文であればこそ︑三時の國

を書くのが普通であったからです︒しか

國の偉大な小説であるばかりでなく︑今

中に︑十ばかりであらうか︑白い着物の

こか似たところがある︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女

かはいらしい子であらう︒切りそろへた

さもくやしさうである︒そばにるた女の
ば
︑この子う
の乳
母であるらしい︒尼さんは

しては泣くことがある︒この不幸な子を

ら教へてあげてあるでせう︒さあ︑こ
十一414園

やうなつめたさである︒まだ︑朝の太陽

みやま

ばに腰掛が何皇かある︒中須温泉から四

三角貼を示す石があった︒そばに腰掛が

けるのが早しみであった︒あたりにだん

に︑憂つたものがあるやうになった︒葉

るのが︑有明山である︒又略﹀︒﹂と︑石

ありあけ

つた︒午前七時である︒きのふの雨はか

ひのき

てるるのは︑檜である︒この深山の朝の

は︑かうやまきである︒ふさふさした枝

どこかやさしさのある小鳥の聲に混って

ずんでみるやうである︒一々の鳴き聲を

千メートル以下にある雲です︒雨の降つ

ことはいふまでもありません︒曇り雲と

いやな感じの雲であることはいふまでも

つたりすることがあります︒曇り雲とか

がみなぎることがあります︒雨雲に似て

群生する白い雲があります︒俗にむら雲

といわしの大漁があるといふので︑いわ

大愛なことででもあるやうに︑紫の君は

家や︑車が並べてある︒紫の君は︑それ

2110389317555441424169

4
鳴る︒笛には大小があるから︑鳩が群にな

ころのやうなものである︒子どもたちは︑

れこそ天上の音樂である︒中庭のあんずが
やなぎ
るのも︑このころである︒楊のわたが︑ど

五尺もある厚い氷︑遠い爾岸
になったことでありませう︒﹂と︑中

いらっしゃるのであった︒﹁︿略﹀︒﹂王は

蒙古の住民の家である︒軍務のおつかれ

144598643875410101084105486319425274
園医】
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一9010 がみ﹂の花盛りであった︒小さなすみれ
眞夏に櫻の漏開である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑石

十一911 どあざやかな色であった︒ふと﹁はひま
十一914

十一921 まきんぼうげ﹂であった︒その間々に︑

十一935 に見渡したことであらう︒左端の穂高に

十一926うどころに残雪があった︒みんなが︑う
十一947 奮を感じるほどであった︒そこから右へ
十一959 つ御影石の岩塊である︒そこは︑十人と
十一964

も四十五度以上はあらう︒﹁︿略﹀︒﹂とい

十一981 て行く姿を見るであらう︒幸ひにしてこ
十一984 出動準備の最中である︒爽動機の調子を
十一986 午後の静かな海である︒やがて︑船は爆
十一996 沿岸へ行く汽船であらうか︒一種のあご
十一伽5 にまに任せるのである︒かうして︑北洋
十一梱7 漁獲に船は満載である︒濃霧がだんだん
十一価8 だ若い時のことであった︒月のさえた夜
十一研1は︑若い女の聲である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑兄

十一研9 みる︒そのそばにある奮式のピヤノによ
十一佃1

たらしいやうすである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑べ

十一研10 てるるのは︑妹であらう︒二人は︑不意
たうわく

くりすることがあります︒例へば︑何

略﹀︒﹂と書いてありましたが︑あれは

にさはることがあって心の落ち着かな

十一佃9論 ができるに違ひありません︒それにつ
のある夜のことであった︒ラジオを敵の

た︒長唄の調べである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑み

敵の砲兵観測所があるが︑山全燈が熱帯

い︒まして平原にある友軍陣地からは︑
︑それがどの邊にあるか︑ほとんど見當

いがってみる猫であった︒俳句

てるた時のことであった︒すぐ隣りの宿
といふ警句であった︒四十近いこの

つとわかるほどであった︒兵隊さんがさ

峯

ざやって來たのである︒﹁︿略﹀︒﹂とすす

十界年前のことである︒當時二十八歳の

憶力の非凡な人であった︒かれが天武天

十八歳の若盛りであった阿禮が︑今では
かも知れないのであった︒勅命のくだつ
ものぼるここちであったらう︒さうして
げ蓋くしたことであらう︒ところで︑こ
して大きいものであった︒そのころは︑

ば︑漢文が普通であった︒しかるに︑阿
國の古いことばである︒わが國の古語を
ての大きな苦心であった︒試みに︑今日
たら︑どうなるであらう︒﹁クサキハア

にかへって不便である︒安萬侶は︑いう
と書くのと同じであり︑後者は﹁久佐幾
と書くのと同じである︒﹁ハヤスサノヲ

つしょにしたのである︒これらは名前で
︒これらは名前であるから︑割合ひ簡軍

以來の尊い歴史であり︑文學である︒殊

︑割合ひ簡軍でもあらうが︑長い文章に
やまた
豊年の昔のことである︒天の岩屋︑八岐
史であり︑文學である︒殊に大切なこと
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135

202

十一961 高嵩に立つたのである︒さっきの槍岳が

十一965園山へ登れる人があるのかなあ︒﹂とい
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十一9610 ︑まったく残念であった︒午後二時︑下 十一伽2囹 ︑そんな氣持はありません︒﹂と答へ
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十一儒5 や悪留のやうすである︒ベートーベンも
十一梱7 さうに妹は盲人である︒ズ略﹀︒﹂といひ

ろいうな野菜がありますから︑何だか

いけ花

十一柵4 わからないやうである︒きやうだいは︑

215410

209

2コ0

210

210

211

211

とが書きそへてありました︒私のおい

国国国学團

131

御民わ

まに残ったことである︒古語には︑わが

ぎ

ジャワは

樫一メートル半もある︑トタンで作った

をよくするためである︒家の軒下には︑

としてはりっぱであるが︑戸敷は五六百

はこのラバウルである︒港がよければ︑

いふりっぱな町がある︒朝夕︑町の姿を

たたへた廣い湾があって︑その湾の奥に

ユーブリテン島である︒島の北の端に︑

るやうな静かさである︒住民はパプア族

けの十倍二十倍もある樹木のかげを行く

れでもその北端にあるカビエングといふ
ろく
いふ港をえらぶであらう︒そこには︑緑

アイルランド島である︒汽船をこの島へ

は商店街の書中である︒その夜は︑高原

のが︑この地方である︒まもなく︑汽車

ダと職つたことがある︒その時︑ジャワ

山羊の三聖などがある︒葉に包んだ御飯

や

央ジャワの高原にあるマゲランといふ町

となものばかりである︒バナナに至って

れるノンコの實もある︒そのほか︑パイ
︑パパイヤなどもあって︑それが︑みん

くりのマンゴーがある︒じゃがいものや

るマンゴスチンがある︒形は︑まくはう

ヤワの少年たちであった︒ニ

者であり︑歌人であった落合直文が︑元

おちあひなほぶみ

にふさはしい歌であります︒ひとつもて
おち
明治時代の學者であり︑歌人であった落

のすぐれた歌人でありました︒箱根山か

で︑優美の極みであります︒平安時代の

喜びを感じるのであります︒ひさかたの

思ふと︑一臣民である自分も︑しみじみ

ことができるのである︒二十一
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十一餌4 したのはこの曲である︒十七

十十十十十
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

てんすみをけ

みんなパプア族である︒パンの實︑バナ

取ることも上手である︒子どもが︑椰子

取ってみることがある︒椰子の實からコ
ぶた
プラを取るためである︒その木かげで豚
︑のどかな風景である︒三 セレベスの

らしくあざやかである︒南にウォウォニ
さん
といふ小さな町があった︒船は︑計い珊
︑費りに來るのである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑以

ベスのみなか道であった︒耕されてみな

の手のひらほどもある︑黒と黄色のだん

春を思はせるのであるが︑やがてぎらぎ

想像もつかないであらう︒今は二月︑内
し き
風が吹いてみるであらうに︑四季のない

がら寝につくのである︒四 サラワクの

に春寒のよい町があったのかと驚かされ

れるのがクチンである︒クチンは︑ボル

くわけう

ワク口々の首都である︒サラワク川の川
︒これがクチンである︒川にそって作ら
せいけつ

はほとんど華僑である︒その店先は︑赤
しゃんはい

かんとん

氣持になることがある︒それほど日本人

んでみて︑勢力もある︒男女ともサロン

する眺めは壮観である︒その他︑マライ

らは水浴がすきである︒朝夕︑部落のほ

きねとそっくりである︒女たちは︑すわ

十二268園︒お前は無事であったか︒死んだので

十二266

十二263

十二259

を取り園んだのである︒この時︑おくれ

叫びでなくて何であらう︒二 十敷年前
やうこ
に團まれたことがある︒かつて陽虎とい

十一一256 てなくなったのである︒﹁︿略﹀︒﹂まさに

日本人に似た姿である︒そればかりでは

十二276

十二274

て︑陳・票の厄があった︒孔子は楚の國

を慕ってみたのであった︒三

︑顔回は一青年であった︒わが身の上の

不平をもらす者があった︒き一本な子中

心がわかるものである︒弟子たちの中に

この地方に戦齪があって︑道ははかどら

そ

それから

がっかないほどである︒マライ人も水浴

十二2710

十二278

さい

人も水浴がすきである︒かれらは︑これ

十二283

十二282

ちん

イ人でいっぱいである︒支那人は︑どこ
ジャ

へ行ってもさうであるやうに︑ここへも

十二287

十一一285園 困られることがあるのですか︒﹂徳の

満ちた生活ぶりである︒スマトラ

いったいでたちである︒嚴かな皇民雪年

いふのが小人である︒君子はそこが違

て︑困る場合はある︒ただ︑困り方が

た︒﹁︿略﹀︒﹂徳のある者なら︑天が助け

は︑大きな神棚があって︑その下を通過

十二291囹

ま

許されない︒もしあれば︑危険といふ魔

十二292園

十一一327 なへよといふのである︒ここに︑﹁仁﹂

行ぜよといふのである︒その實行方法と

てくれることがある︒しかし︑顔回は

ことができたのである︒五

十二322

十二319 方面を述べたのである︒ところで顔回に
かへ
十二3110囹 に復るのが仁である︒﹂と教へた︒あ

十一一306園 ことは︑何でもありません︒今の齪れ

らつて來るからである︒鑛員同志に﹁申
に﹁申し送り﹂があり︑﹁申し受け﹂が
︑﹁申し受け﹂があって︑たがひに堅く

るのもそのためである︒これはちやうど
︒疲れた五髄ではあるが︑働きぬいた満

十一一329

ない︒私が力のあらん限り修養しても

孔子は顔回

十二338園

足で心は輕やかである︒ごうごうと響く
くれる山の歓聲である︒清風一陣︑坑内

十二348圓

て打ってるる音である︒一センチ︑二十
トルにもなるのである︒日の出から日の

十二405

たのが︑萬葉集である︒かく上下を問は

畳悟を表した歌である︒かういふ兵士や

十二404 つて出爽するのである︒﹂といふ意味で︑

﹁︿略﹀︒﹂

ついて行くのである︒﹂といってみる︒

り︑山のからだである︒それで︑石工の

十二409

ことができたのである︒六

目のやうなものである︒小さな雲母や︑

見畳えて行くのである︒大きな石が︑お

十二352

十二3410園

相手は大きな岩であり︑山のからだであ

7

ともに︑家ほどもある御影石が︑ごろん

1

9

つたよりも清潔であり︑きちんと整って

整ってみることである︒上海や廣東あた

き

のもこのあたりである︒これはたいてい
ロつ

護してみたものである︒二 住宅の周團

ほど猛烈なものである︒大粒の雨が︑も

さまされることがある︒ボルネオの雨季

ボルネオの住民であるダイヤ族は︑クチ

すさまじい光景である︒三 ボルネオの

イヤとの二種族がある︒海ダイヤ族は︑

1110

1

3

7

7

121010

1

8

6

9
6

7
8
8
9
10
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4
5

5
7

十二428

十二窮2

に調子の高い歌である︒人麻呂は︑特に

ぬ

十一一411 特色といふべきである︒武門の家である

ある︒武門の家である大伴氏・佐伯氏が
もんむ
人麻呂の歌である︒文武天皇がまだ

さへぎ

もちろん日本人であった︒その人々の顔

心なき岩石も意志あるかのやうに思はれ

十二433

おほとも

これを迎へたのであった︒トラックの上

んもくり返すのであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

エ

8

3
7

中に小さな通路があり︑廊下へ出なくて
ぶた

はば部落の大通である︒女たちは︑勤勉

豚や︑鶏が飼ってある︒廊下は︑いはば
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十二599園忠義の者どもである︒もしこれがお仕
ます道がないであらう︒﹂といふのが︑

赤人が作った歌である︒﹁︿略﹀︒﹂といふ
けんたうし

たくさんの山々があるが︑中でもりっぱ

短いものの一つである︒﹁︿略﹀︒﹂といふ

る︒小野老の歌である︒萬葉集には短歌

略﹀︒﹂といふのであって︑後人を奮起さ
な ら
奮起させるものがある︒あをによし奈良

那へ渡ったこともある︒この歌は︑﹁︿略

十二643囹

十二642囹

十二627

十二627

十一一613

賢一一612

十二608

ま退出したのである︒﹂と仰せられた︒

︑佛の大慈悲であると思って︑自分は

てかれらの心であるまい︒散ればこそ

たいのは山々であるが︑それはかへっ

らばといふ下心であったらう︒すると法

て︑助ける道でもあらばといふ下心であ

を重んじた扱ひであった︒だが︑世間は

通ならば打ち首である︒切腹といふのは

十二605蝕法を破ったのである︒これを許せば︑

せっせん

くくひ込む重傷であった︒氣丈にも聞多

かまくら

鎌倉

七

80

人の書きつけがあるによって︑それに

んのよいこともあり︑悪いこともある

かし何事も時勢であった︒朝臣のうちに

かれに︑逆心などあるべきではないが︑

静寛院宮

ろくも敗れたのである︒たとへ︑慶喜に

慶

宮の御文

述べて残るところあらせられぬ宮の御文

々血涙の御文章であった︒﹁︿略﹀︒﹂徳川

宮の御使ひだけであった︒四

風前のともし火であった︒この間にも︑

したまふところがあった︒↓日︑上膓

じゃうらふ

市民を救ふことであるlI宮は︑御心に

ひまもない御身であらせられた︒三

んの束の間の夢であった︒やがて長州征

ら七年前のことである︒しかも︑この御

は︑けだし當然であった︒慶喜は︑事の

ないとする硬論がある︒幕臣にはまた︑

へ感じられるのである︒十四

裕を與へないのである︒この工兵隊の帥労

ゆう

が出てみるだけである︒まだできあがら

かしてのかけ足である︒めざす橋のもう

を指揮する隊長がある︒その上を︑熱帯

支へてるる兵隊がある︒シャツ一枚で︑

汗でびしょぬれである︒のどがかわくと

やうに重いものがある︒トラックから投

も地雷が埋設してある︒このじゃま物を

爆破して行くのである︒いかに快速を嚢

て爆藥が仕掛けてあり︑退却の際︑スイ

車輌隊の前進である︒敵は次々に敗軍

しやりやう

かけてみがいてあるによって︑すべす

︒﹂大名﹁大儀であった︒急いで見せい

り︑悪いこともある︒もし︑きげんが

かけてみがいてあるによって︑すべす

6210621832109421523221718441726568
囹園園園長園
83

十二5910園

やまのうへのおくら

りっぱなよい國である︒﹂といふのであ

十二646園

十二645囹

月二十五日の夜である︒あと四年で明治
ちやう
かった︒その夜である︒下男二念の提

の︼致した意見であった︒かうした天下

略﹀︒﹂といふのであって︑美しい光景を
︑まことに雄大であり明朗である︒それ

十二662

十二652

まはってみたのである︒それでも︑せ骨

受けてみる怪漢があった︒﹁だれだ︑き

十二601

雄大であり明朗である︒それは︑わが古

十二665
十一一673

たりは眞のやみである︒かれらは︑なほ
こはいも畠の中であった︒からだ中が︑

だらけ泥だらけである︒三者は︑ぼう然

農家のともし火であった︒﹁︿略﹀︒﹂驚く

︑涙でいっぱいである︒﹁︿略﹀︒﹂たつね

は︑もう虫の息であった︒母・兄・醤者

らんぱう

るやうな母の聲である︒母の手は︑堅く
かれは︑蘭方醤であった︒かれは︑刀の

くわじゃ

れにからかさがあるから︑これを費つ

や︑よいことがある︒これにからかさ

ざる︒太郎冠者あるか︒﹂冠者﹁お前に

いのは︑母の力であった︒十

の最期をとげたであらう︒まことにあり

︑八十一歳の光影ある長壽を終るまで︑

十二803囹

十二803園

十二776園

十二742

十二741

十二738

十二724

十二709

十二6910

十二697

十二695

十二685

十二681

十二678

て死ぬ︒無常は生ある者の免れない運命

の免れない運命である︒﹂といふ今のこ

が佛のみことばであれば︑そのあとに何

この羅刹の聲であったらうか︒﹂さう

佛のみことばとあれば聞かなければな

佛のみことばであらう︒それも前半分

だあとの半分があるに違ひない︒前半

どこまでも霊異であった︒﹁︿略﹀︒﹂かう

るほど美しい聲である︒﹁︿略﹀︒﹂と歌ふ

うの悟りの境地がある︒﹂といふ深い意

と︑かれは手近にある木に登った︒その
しゃか

し日のお繹迦様であった︒八 國法と大

ならうといふのである︒木は︑枝や葉を
んたう の 武 士 で あ る ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

ことは︑重い罪である︒かれらは︑罪人

にも明かるい人であった︒再三再四︑才

生きてみたからである︒﹁萬葉﹂とは﹁
ロり
ことができるのである︒七 修行者と羅

十二672

をののおゆ

て︑大きな喜びであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

は雪山の山の中である︒長い間の難行苦

山上憶測の作である︒憶良は︑遣唐使
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二価9 ことに危いことであった︒十五

十二価5 かがってみたのである︒現にフランスは

十一一佃7 ぬ宮の御文の力であった︒五

シンが
十二旧9

十二鵬8

十二偲4

十二鵬3

いものがあるのである︒十八

すばらしいものがあるのである︒十八

じ大きさのものもあるが︑また太陽の敷

く星の一つなのであるが︑われわれに近

になってしまふであらう︒つまり太陽は

十二麗10だ一つあるだけであらうか︒かりに︑太

七二が多いことであらう︒眞黒に空をお

れら最大の目標であった敵航空母艦サラ

空部隊との決戦である︒場所は︑パプア

た︒すは︑決戦である︒世界戦史上︑い

六時三十分ごろである︒この時すでに早

︒﹁︿略﹀︒﹂の報があった︒六時三十分ご

地へ錦るところである︒感極まり︑萬歳

の厄にあったのである︒すると︑今度は
︒みごとな編隊である︒高度をさげて︑

十一時の書食前である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑据

て轟沈させたのであらう︒それっきり︑

回にわたる爆音である︒魚雷二本が︑確

終ったと思ふ時である︒轟然たる爆音

ぐわうぜん

じるのである︒生あるもののやうに飛び

︑心は通じるのである︒生あるもののや

にもうれしさうである︒全艦これを潤い
てんいう
︒何とい
ふ天佑であらう︒すでに太陽は

ンに違ひないのである︒﹁︿略﹀︒﹂艦長は

夜艇と思ったのであるが︑今見ると︑そ

キシントンの姿であった︒さつき見た時

つったものは何であったか︒意外にも︑

うし︒﹂の報告があってから︑艦は西へ

定に寸分の誤りがあってはならない︒わ

あやま

五六千メートルもあらう︒これを避けて

くかうしたことがある︒波がひどくあわ

あれほど敵艦船であってくれと願ったの

見参したいものである︒しかし近づくに

めてはみないのである︒﹁船が見えます︒

れるやうな暑さである︒出嚢腫一時間ば

飛行を着けるのである︒雲が低いので︑

候だけはにが手である︒それに︑攻撃目
けん
りきれないものがある︒しかし︑制海椹

10321010146951エ91111153110865411973118431

朝敵の汚

十二宙8圏 ぎて︑お電話があり︑吉岡少女がふた
十二儒9

梅が香

十二伽9 ギリシャは敵國である︒敵船撃沈に遠慮

十二佃4圏発つたところである︒あす朝早く︑打

一

るのを感じるのである︒わが國は︑神代

へも考へない人がある︒しかし︑ひとた

うに大切な主語であるのに︑ともすれば

れる大恩人なのである︒このやうに大切

日本人となるのである︒國語こそは︑ま

ることばが國語である︒われわれは︑

なつかしい國語である︒君が代は千代に

ことを思ひ出すであらう︒このやさしい

十二備7

十二瑠6

十一一備3

十一一襯5

十二槻3

十二悩8囹 本には武士道がある︒武士道こそは︑

十二旧1 間もたったころであった︒よい獲物はな
十一一伽3 して負傷したのであった︒病院がわが軍

十二伽5 かりしたやうすであった︒しかし︑一日
十二備8
十二備10

十二幽4

に進んで來たのであるが︑わが國語もま
らしめてみるのである︒もし國語の力に

太平洋

熱

な晩ばかりではありません︒五月から
は波の美しさがあって︑非常な勢で船
勇ましい調べがあります︒﹂向かひ合
せうかい
洋上哨戒

月が出て來るのであった︒二

四9
⑳9
⑳9
⑳9
⑳9
210
210
210
210
211
212
214

十二面5 しくさし込む夜であった︒この敵の將校
十二桝9囹 いてるるのではありません︒あなたが
ありがたいものがあるだらうか︒太陽は

十一一幽6

一

下あたりが赤道であらうかII雲の白さ

平﹂の海なのである︒附録

また浦安の國であるやうに︑太平洋は

一の海洋の名である︒島々は︑大空の

魂の宿るところである︒二十︸

のできないものである︒急心を忘れた國

みると︑一旦緩急ある時︑國を哀げて國

ばらになることであらう︒してみると︑

十二幽10
十二備2

十二柵7

十二備2
十二衛10

十二僻2圏
十二㎜7圃
十二捌1圏

十二鋤8

やって重たからである︒船右回が︑むち

な海面に重るのである︒しかし︑今日は
十二㎜3

物にでも行くのであらう︒船の人々は︑

十二㎜1

すばらしいものである︒太陽そのものの

十一一η8

十一一㎜9

十一一㎜7

十一一㎜4園

十一一㎜2囹

十二川11囹

慰められたことであらう︒﹁︿略﹀︒﹂かう

っともっと高熱である︒光の強さに二つ

天禮は︑ただ一つあるだけであらうか︒

のが現れることがある︒黒鮎は︑太陽の

は地球の十王倍もあるのが現れることが

球より大きいのがあり︑時には地球の十

のが見えることがある︒それが太陽の黒

ほど遠いところにありながら︑太陽は︑

三年かかるわけである︒これほど遠いと

ころにあるからである︒地球から太陽へ

常に遠いところにあるからである︒地球

内部を廻るだけである︒地球と月との距

そ百四十萬キロもある一大火球だといふ

實に偉大な存在である︒直径凡そ百四十

ゆる生命の源泉であるだけに︑それはま

生命の源泉なのである︒あらゆる生命の

で生きてみるのである︒月は死の世界で
︒月は死の世界であるといふことを︑私

10776598541138754339

十二伽3園軍隊には決してありません︒私は︑日

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

214
214
215
215
215
216
216
216
21了
21了
218
218
219
加
221
221
221
222
222
222
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129

129

129

129

129

129

130

131

131

131

131

131

131

132

132

132

132

132
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ある一ある

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二拠2 ン型撃沈の勝報である︒全身が勝利の喜
﹇或﹈︵副︶1

あるひは

十二圏11 11大本螢月表である︒﹁航空母艦サラ
あるいは

日の美観をいひ表すに︑最もふさはしい文字かも

十二脳4 赤道といふ文字は︑あるひはかうした落

あるひは

﹁山川﹂﹁父母﹂のやうに︑﹁さんせん﹂﹁ふ

﹇或﹈︵接︶4

知れない︒

あるいは
十宙3
ぼ﹂︑あるひは﹁やまかは﹂﹁ちぢはは﹂と︑音で
﹁おなべ﹂﹁おさかな﹂﹁お召物﹂とか︑

も訓でも讃める場合があります︒

新しいゆかたをきた人が︑おほぜい歩

ゐました︒

三675
いてるました︒

かめは︑うらしまの手を取って︑そこら

をぐるぐる歩きます︒

三二9

おなかがすいたので︑草をたべようと

方々のへやをまいて歩くと︑妹や弟が

思って︑あちらこちら歩きましたが︑

四446

四964

けしきに見とれながら歩いてゐますと︑ど

後からついて來て︑
四佃4

こからか︑よいにほひがして來ます︒

ひの川にそって歩いていらっしゃると︑

十一306

五262

いつも

あるひは︑﹁汁﹂を﹁おみおつけ﹂などいふのが

大國主神が︑出雲の海岸を歩いていらっ

1

歩く

三年生の文子さんがつれて歩いてみるのに︑

いて︑へんなかっかうに見えるが︑

八田1園 だから︑歩く時︑ああいふふうに頭が傾

を乗せて堂々と歩くでせう︒

九871 さうして︑りっぱな乗馬になり︑軍人さん

蒙古の大草原を旅する者は︑あちこちにあ

こ

九951水の中を歩きながら︑顔を洗ひ頭を水でひ
たす︒
もロつ

九㎜2

さうした人々の目をさますまいと︑氣をつ

るオボを目今てに歩いて行く︒

荷車を引きながら︑ゆっくり歩いて理る︒

けて静かに歩いてみるのですが︑

十価7
十矯7

らに當る︒

十四3 歩いて行くと荷が樒れて︑自然に分銅がど
十圏7

ぶた
大通を︑豚がぞろぞろと歩いて行く︒
はいなう
みんな銃をかついで︑重さうな背嚢を

背負って歩いてゐました︒

十一稲10国

十一別9

あれ

﹇主﹈︵名︶1

あるじ

︵名︶2

アルミニューム

﹇阿礼﹈︹人名︺5 阿禮﹇Vひえだのあれ

の右の足にとりつけた兵は︑

八653 通信紙をつめたアルミニュームの管を︑鳩

にした御飯を︑見るまに平げてしまひます︒

七799国大きなアルミニュームの食器に︑山もり

アルミニューム

義家︑定めてしさいあるべしと思ひ︑

九585図家譜︑あるじを見て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

あるじ

くスコールの足が︑はっきり見える︒

十二㎜9 その鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行

その邊をあんまり歩いちやいけません

町を歩いてまつ感じることは︑
満帆へ行く時︑雪の上を歩いて行った︒

のみなかの村を歩いてみるやうな静かさである︒
六892

十二御4園
象が︑のそりのぞりと歩いてゐます︒

よ︒

三人が︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足
六㎜6

諸等には店が並んでみて︑人が︑すれあふ
波うちぎはを︑ばちやばちや歩きながら︑

歩くのをやめて︑立ち止まる︒
七6810

へる︒

七686正男さんは︑あちらこちらと歩きながら考

七105

ほどたくさん歩いてゐます︒

六㎜7

ざう

あとも︑並んでついた︒

六898

く子どものことでせう︒

六548園ああ︑あのいつも︑たきぎをせおって歩 十﹁㎜9 住民の家がところどころに鮎在し︑内地

︿略﹀︑大人でも︑遠くからよけて通るほど︑

五相2

しゃいますと︑

五565

シ︾

敵艦の大部分は︑わが艦隊のためにあ
ほくわく

その例である︒

十一564□畔塗
ほくわく

あるきだす

︽

るひは撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑

﹇歩出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十一565図 あるひは捕獲せられて︑
あるきだ・す

︵下一︶

歩き響ける

三62一 ガラスばちを︑両手にしっかり持って︑
﹇突起﹈

ぼくはそろそろとあるきだしました︒
あるきつづ・ける
︽ーケ︾

あるく

︽一

八392 野を過ぎ山を越え︑なれない道を一月鯨り
アルク

も歩き績けて︑やうやく鎌倉に着きました︒
﹇歩﹈︵五 ︶ 3 6

イ・ーキ・ーク︾δであるく・とびあるく・ふれある

ある・く

く・めぐりあるく

八価7 胸のところに足のやうなものがあって︑

一Z2圃 ワタシガ アルク
一214圃 オツキサマガ アルク

岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上
手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

左転6

このこ歩くのにはおどろきました︒

ニ316 アルクト︑カサカサ音ガシマス︒
二912 灰ヲザルニ入レテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑
アルキマシタ︒

三198 牛わか丸が︑ふえを吹きながらあるいて

の

あるいは一あれ
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あれ一あれる

十一衡3 阿禮は︑記憶力の非凡な人であった︒
今ではもう六十近い老人になった︒

十一桝6 七時二十八歳の若盛りであった阿禮が︑
十一枷10 勅命のくだったことを承った阿禮は︑そ
れこそ天にものぼるここちであったらう︒

十一伽7 しかるに︑阿禮の語るところは︑すべて
わが國の古いことばである︒

映豊の幕は︑

何十垂の戦車が通る︒
たったあれだけなのに︑

何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒

六495圏

六桝2囹子どもが︑船のまん中にゐます︒﹁あれ
汽船から︑たくさんの荷物がおろされま

は︑きっとはま屋の正治くんだよ︒

六斎5園
たいわん

と

まゆ
義光は︑ふしんの眉をひそめた︒あれこそ

頭が傾いて︑へんなかっかうに見えるが︑

あれがスキー場だ︒

あれは︑支那料理の店のかんばんです︒

日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振
あれほど活氣に満ちて生きもののやうに活
飛行機がたくさん並んで錦って重る時︑

はんてん

﹁いよいよ︑あれは氣違ひだ︒﹂村中にこ
しんぱう

あれほど守り績けた辛抱強さには︑敬服

のほかありません︒

十912園あの砲弾にはかなひませんでした︒コン

同じ人ですか︒短期間にあれほど進むと

ドラテンコ少壮も︑あれで職死をしたのです︒

十922園

職死者の墓は︑あちこちに散在してみる

は︑實にえらい︒

十964囹

やうですが︑あれはなるべく一箇所に集めて

あれほど廣い支那のことであるから︑

︵感︶1

十柵6

あれは︑いけ花のいちばんもとになる

もしあれが佛のみことばであれば︑その

おお︑さうちや︒あれをはやして︑ご

あれ

﹇荒狂﹈︵五︶−

荒れくるふ ︽ーッ︾

人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通

あれよ︑あれよ

しばらくは︑つづいて起る鯨震におどろ

︵感︶1

﹇荒﹈︵下一︶3 荒れる ︽ーレ・ーレル︾

海は︑ますます荒れてみるやうです︒

とともに沈んでしまった︒

九餅5園 ところが︑途中海が荒れて︑むすごは船

あ・れる

いて︑ただ﹁あれよ︑あれよ︒﹂といふばかり︒

七979園

あれよあれよ

る︑白い︑恐しい海を見た︒

十2510

あれくる・う

十佃6圏 あれ︑ごらん候へ︒

あれ

に︑やっぱり雲のいたづらだったのか︒

十二㎜8 あれほど敵艦船であってくれと願ったの

きげんをなほさう︒

十二866囚型

あとに何か績くことばがなくてはならない︒

十一一493

みんな﹁あれが十ニメートルの高さか 十一踊9園 あれは︑馬に食はせるバナナだ︒

ものですから︑

十一帯5圏

あれはぼくの作った曲だ︒

十一鵬3園中からピヤノの音が聞える︒﹁ああ︑

十㎜5

右の方に︑林のやうに見える起重機lIあ十鵬9図圏 熊谷︑﹁あれはいかに︒

す︒﹁あれは︑塁湾からのバナナです︒﹂

十一柵7 阿禮の語るところは︑ことばそのまま文

七556

しゅれい

九㎜10囹

主嶺で︑

十395

十905囹

んなうはさがひろがると︑

十737園

があるでせう︒あれは海といはれる部分ですが︑

月の中に薄黒い︑大きな斑鮎のやうなもの

あれは自分の飛行機だといふことがわかりますか︒
こロつ
あそこの岡を知ってみるかね︒あれは公

九術9園

動してみた魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑

九514

つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒

九328園

あれは胴なのだから仕方がない︒

八掘2園

八7910園

八237団国

な︒﹂

七741園

は︑大塔宮の御旗である︒

七632

越すと︑きれいな瀬戸内海へ出ます︒

せ

さあ︑港の口の防波堤へ來ました︒あれを

れは造船所です︒

七562

字に書き表された︒
あれ

﹇彼﹈︵代名︶ 3 9

三341圏巴 ぼくは︑あれにのって︑せかい中の海

あれ

をのりまはしてみたい︒

三鵬5園 かめ﹁あれが︑りゅうぐうのこ門でご
ざいます︒

ました︒

四三6国 あれから︑きずもだんだん痛まなくなり

四佃7青松の枝に︑きれいな物がかかってゐます︒
漁 夫 ﹁ あ れ は 何 だ らう︒﹂

らひですからね︒

五372囹 あ︑それですよ︒かひごは︑あれが愕き

五568囹 波の上に︑何か小さな物が浮かんで︑
こっちへ近寄って來ました︒﹁何だらう︑あれ
は︒﹂

雲が走ってみるのだらうか︒

五鵬2囹 あれは︑お月様が走ってみるのだらうか︑

五醜8園 そこに︑舟があるでせう︒あれに︑すぐ
お乗りなさい︒

六483圃 野駆の幕は︑ たったあれだけなのに︑
山がうつる︑川がうつる︒

六486圏 映書の幕は︑ たったあれだけなのに︑
五階︑六階︑家が出て來る︒

六492圃 洋書の幕は︑ たったあれだけなのに︑

あわ一あんじる
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スコールの荒れる夜など︑︿略﹀︑實にす

﹇泡﹈︵名︶1

あわ

さまじい光景である︒

十一圏10

あわ
がら︑どの箱にも注いでゐます︒
あは
あは 粟
﹇粟﹈︵名︶3

八極7 きれいな海の水が︑こまかいあわをたてな
あわ
すると︑おのぼりになりました︒

五633 少彦名神は︑あはの董につかまって︑する

あは

五635 一度しなったあはの董が︑はね返るひやう
しに︑

あはい

︽ーイ︾

にいさんは︑あわてて引きあげました︒

私は︑あわてて窓をあけました︒

ててやめました︒
五376

よくこれまで職ってくれた︑︿略﹀と︑

五462

九㎎10園

二人の子どもは︑笛を合はせて吹いてみる︒

手を合はせて拝みたい迫持にさへなります︒

十㎜3

六116 あわてて︑ぎゅっとつかんだら︑あと足が

波がひどくあわ立ってるるので︑即言艦

そよしなか

あわつ

︽ーテ︾

木曾義仲︑都へ攻めのぼると聞きて︑平

あわてないで︑よく調べてごらん︒

あわてたのは︑わる者どもです︒

ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわてて

傳へた︒

十術10

あはや

﹇下給﹈︵四五︶2

あはれみたま

いかにしたりけん︑義経の船に乗り當り︑

へ︾

宮は︿略﹀︑慶喜の言上するところを

あんこくじ ﹇安国寺﹈︵名︶1 安國寺
ゑけい
安逸寺の僧恵覆を招き︑秀吉方にその意を

たかれの心中をあはれみたまうた︒

一々お聞きになるに及んで︑事情止むを得なかつ

十二川3

まへ︒﹂と︑しばし祈念をこらしつつ︑

十一238早撃仰ぎ願はくは︑臣が心をあはれみた

ふ ︽ ウ・

あわれみたま・う

あはやとばかり飛んでかかれば︑

十相8図

たん︑ふしぎにもむくむくと起き直った︒

十684 四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふと

︵副︶2

家にもどって行ったりする︒

十㎜4

八524園

七226

取れてしまひました︒

更に︑中支那・南支那のものを合はせたら︑

實におびただしい敷字にのぼるであらう︒

十㎜3

︽ーシク︾

十二8410園あの書きつけに合はせてみたか︒
あわただし

合はせましたとも︒

﹇慌﹈︵形︶1

十二851園
あわただ・し

き

﹇慌﹈︵下二︶1

の漕望鏡かと︑近づいて見れば︑
あわ・つ

八293図

家は︑あわてて討手をさし向けたり︒

あわてふため・く﹇慌﹈︵四五︶3あわてふためく
ひきつづき起る群星に︑家は震ひ︑地はゆ

︽ーイ・ーキ︾

七995

︽ーテ︾

九踊1

暗黒色の流れにあふられ︑氷塊と氷塊

鞍山の製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑

あんざん

あんざん

か
がっきあたり︑噛みあひ︑
あんざん
﹇鞍山﹈︹地名︺1 鞍山

十一61圃

敵ははたして不意を討たれ︑あわてふた あんこくしょく ﹇暗黒色﹈︵名︶1 暗黒色

れ︑市民があわてふためいてみる中を︑

八346図

かんばん

めきつつ船に乗りて︑皆ちりぢりに逃げ行きたり︒

甲板で船員たちがあわてふためいてみる
あわてる

それはちやうど︑遠足に行った子どもの

漁りを案じる母親の心と参りません︒

九平7囹

おには︑おなかも︑のども︑鼻も︑目も あん・じる﹇案﹈︵上︼︶4案じる︽iジ・ージル︾

﹇慌﹈︵下一︶8

のが︑手に取るやうに見える距離まで

十二侶1
あわ・てる

三547

勇さんも太郎さんも氣がついて︑あわ

痛いので︑あわてて逃げだしました︒

三865

あわや

十457図ある日の夕べ︑あわただしくかま場より
走り出でたるかれは︑

のどかな春の日の光の中に︑あわただし

く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

十一鵬4

ク︾

十㎜10 粟も︑大豆も︑かうりやんも︑これ以上實 あわただし・い ﹇慌﹈ ︵形︶ 1 あわただしい ︽一
﹇ 淡 ﹈ ︵ 形︶1

のれないといふほど︑ゆたかにみのった︒
あわ・い

九宙9 甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

﹇合﹈︵五︶むつぎあわす・ぬいあわす

︽ーセ︾5い

十二㎜11

今もいういうと流れてみるll月ごとに︑あのあ あわだ・つ ﹇泡立﹈︵五︶1 あわ立つ ︽ーッ︾
あわす
﹇合﹈︵下二︶δいいあわす・みあわす

はい三日月の影を浮かべながら︒

あわす
合はせる

あわせ Oありあわせ・おひきあわせ・せなかあわせ
﹇合﹈︵ 下 一 ︶ 1 0

あわせる・うまれあわせる︒くみあわせる・ねりあ

あわ・せる

わせる・まぜあわせる・みあわせる・もちあわせる
たり︑道をつけたり︑

五616 心を合はせて︑野や山を開いて田や畠にし
五894囹 みんな心を合はせて︑ 一生けんめい︑た
﹁さあ︑のう︒﹂と︑一人がおんどを取ると︑

ふれるまでこぐのだぞ︒
六囲8

大勢の船方が︑みんなこれに合はせて︑﹁やつさ︑
やつさ︒﹂と網をたぐります︒

七789團 歩調を合はせて勇ましく行進したり︑
八431 電器は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の
らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒
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あんしん一あんまり

九桝4園 うまく弾幕をくぐり抜けたかしらと︑絶
えず飛行機の身の上を案じてゐます︒

十閑2 押し寄せて塗る波を見ながら︑宗治は︑主
てるもと

家毛利輝元を案じた︒

十一一275 わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若
い顔回をひたすらに案じ︑

あんしん ﹇安心﹈︵形状︶2 安心与ごあんしんく
ださる・ひとあんしんする

七877 木とか︑草とかにのぼって︑安心だと思ふ
と︑前足のつめで︑しっかりとそれにしがみつき
ます︒

十川4囹 こんどこそ安心︒﹂長い萎の一うねを刈
﹇ 安心﹈

︵サ変︶

6

安心する ︽一

りあげるたびに︑こんなひとりごとをいった︒
あんしん・する

十圏1

中庭のあんずが咲いて︑花びらが胡同へち
﹇安全﹈︵形状︶3

安全

らちらと降って來るのも︑このころである︒
あんぜん

油蝉の子は用心して︑急いで安全な場所を

さがします︒

七876

︽ーサ・

この長い長い交通路を︑りつぽに整へ︑安

千の命は助る︒

望粥10囹自分一人が承知すれば︑主家は安全︑五

たも

十㎜5

安置する

全に保つことができないうちは︑
﹇安置﹈︵サ変︶2

お窺眞は︑庭の中央に安置された︒

あんち・する

七㎜7

ーシ︾

せいの高さに攣りはないのに︑かげだけ

な白い糸が出て來るものですね︒

が︑あんなにのびたりちぢんだりするのだな︒

七684園

ここであんなはげしい戦があったとは︑

どうしても思はれません︒

八251團

あまり旅順の守りが堅いので︑あんなも

なほうれしくなった︒

八474 私たちも︑あんなのを作るのかと思ったら︑

十909園

あんな山へ登れる人があるのかなあ︒

のを引っぽり出したのです︒

呂ごあんない・ごあんないいたす・ごあん

十一965園

ないもうしあげる・ごあんないもうす

あんない

と見れば︑あの恐しい羅刹は︑たちまち あんない・する ﹇案内﹈︵サ変︶3 あんないする

案内する ︽ーサ・ーシ︾

たいしゃくてん

十二576

端嚴な帝繹天の姿となって︑修行者を空中にさ

三鵬8

アンナ

せいのびをしてゐ

あんな

あんなに元氣のよかったかひごが︑みんな

出て志ます︒

て︑そちらへ行きました︒

四736 にいさんは︑兵たいさんにあんないされ

土藏の中である︒

安南・

十佃1 主人に案内された塗り物の工場は︑薄暗い

心にかかる︑

﹇安南﹈︹地名︺1 安南

八53圖とまり重ねて

あんなん

安否

大敵︑今勢を書くして來たるなれば︑

今度の合職︑天下の安否と思へば︑

﹇安否﹈︵名︶2

シャムはまだはるか︒
あんぴ

十二893図圓
十二㎜1図國

あんぷ
先頭は︑もう山小屋の右下の鞍部にたど

﹇余﹈︵形状︶1 あんまり

五矧5園 おまへからいひ出しておいて︑だいじな

あんまり

り着いた︒

十一931

アンナニオクレテシマッタ︒
今度の合戦は天下の安否たるべし︒
あんぷ
ここで︑あんなにはげしい職孚をしたの あんぶ ﹇鞍部﹈︵名︶1 鞍部

︵形状︶9

五361

あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こん

弱ってみるではありませんか︒

五402囚囚

かめが︑うらしまをあんないしながら︑
さげ︑さうしてうやうやしく地上に安置した︒

煙突やアンテナが︑

放送局のアンテナが︑空高くうつりました︒

七㎜6圃

六襯5

四373園 だが︑迎へに來てもけっしてわたさ アンテナ ︵名︶2 アンテナ

シ︾

ないから︑安心して︑泣くことはおやめ︒
五859 元氣なので︑安心した︒

る︒

べきん

ここから安東・吉林・北京へ︑貫道が分れ

きつりん

安東

あんど
﹇安堵﹈︵名︶1 安堵
あんど
蕾臣たちは︑ほっと安堵の胸をなでおろ
した︒

あんな

るので︑列車がいくつも止ってをり︑

九㎜11

あんとう

﹇安東﹈︹地名︺1

十一一掴10

九268 附近の密林やゴム園の中にかくれてみた住 あんど

五榊7国 どうぞ︑安心してください︒
民たちも︑安心して町へ蹄って來ました︒

九858 手のひらで輕く首やせなかをなでてやると︑
すぐ安心して静まってしまひます︒

︽一

十一佃7團 おとうさんも︑おかあさんも︑お元氣
ださうで安心しました︒
安心なさる

ニー37園

﹇安心﹈︵五︶1

五148園

あんしんなさ・る

十145園 このわけをよくおかあさんにいってあげ
あんず

も︑うそのやうな氣がするね︒

ル︾

﹇杏子﹈︵名︶2

て︑安心なさるやうにするがよい︒
あんず

春の日ざしとなりぬ

九376図閣白々とあんずの花の咲き出でて今年も

つりばりをなくしてしまふなんて︑あんまりだ︒
あんまり ﹇余﹈︵副︶3 アンマリ あんまり

二424 正男サンガ︑アンマリジャウズニ︑オイ
シャサマノマネヲスルノデ︑
十二517園 あんまりへったので︑つい︑うは言が
出たかも知れないが︑

十二慨4園 その邊をあんまり歩いちやいけません
よ︒

﹇ 居 ﹈ n ▽ た ち いふるまい

い ﹇位﹈5じゅいちい
い

﹇意貝︵名︶4

意
ゑけい

い

十三1 安國寺の僧恵環を招き︑秀吉方にその意を
傳へた︒

﹁萬葉﹂とは﹁萬世﹂の意で︑

十一258 相手の人に丸して尊敬の意を表すために︑
十二475

い

モウイイカイ︒
︻343魍

モウイイヨ︒

マアダダヨ︒

モウイイカイ︒ マアダダヨ︒
一341圃

︵終助︶9

すらに謹愼の意を表した︒

十一一柵6 身は寛永寺の一院に閉ちこもって︑ひた
い

モウイイカイ︒
一345圏
︑

︑

︑

O

十二儲4囹
いあわ・せる
セ︾

︵下一︶

もういいかい︒
﹇居合﹈

1

居あはせる

︽

頼朝を始め居あはせた者に︑だれ一人︑も
︵形︶56

イイ

いい

︽ーイ︾

らひ泣きをしない者はありませんでした︒

八436

﹇良﹈

﹁341圃モウイイカイ︒

い・い

五伽7園

では︑つりをしてみるがいいさ︒

たった︑一日だけでいいのです︒

と思った︒

五衡6園

五麗7囹私が︑いいことを教へてあげませう︒

五竜9黒海の神様が︑きっといいことを教へてく

これは︑いいものが見つかった︒

ださるでせう︒

六615囹

六806園

﹁︿略﹀︒﹂﹁何でもいいから︑來てください︒﹂

六665園おかあさんは︑目をまるくして︑

六819圓いいとも︑送っておあげ︒

一345圏モウイイカイ︒

一343圃モウイイカイ︒

一346圏モウイイヨ︒

これは︑いいものを見つけましたね︒

花もきれいだけれど︑にほひがいいの

なかなかいい思ひつきだ︒

それはいいね︒

ニー35園 イイトモ︒

六841園

ね︒

イイガ 六餌7圏圖

ニー51園 アア︑イイキモチダッタ︒

ナ︒

二796蘭長シ
楽ャシンニ︑コエモウツルト

七101囹

これなら︑ちゃうどいいかもしれない︒ 七117園 いいかい︒

二798国園手ガミヲヤレバイイサ︒
三102園

お正月が調てもい

八搦4園

今日はいい日だったね︒

これは︑いいものをもらひました︒

つめたい水をかけると︑いい氣
ざあっと︑

九421囹

九295囹
です︒

夏は︑かんかんとてった方が︑早馬がいい

わかってみるから︑話さなくてもいいよ︒

日本の子どもは︑みんなお行儀がいいの

か︑ふたかかへもありさうな大きな夕日です︒

八鵬6 その大きなこと︑何といったらいいでせう

八櫛9園

どいいでせう︒

かうすればいいんだ︒
七692園
七692園いい考へが浮かんだ︒
七699園どうずればいいのですか︒
八512園これはいい︒
八812園先生︑もういいでせう︒
八槻2無 おかあさんのおすきな花だから︑ ちやう

です︒

七524 船の出る前は︑ほんたうに景氣のいいもの

夜ねる前にも︑みがくといいのです
﹁チョンギース︒﹂と︑いいこゑでまた

三421園
がね︒

三721

いいおみやげができました︒

こんな大きな木を︑切っていいもの

なきました︒

三778園

四86園

でせうか︒
︑園︑
四157
四162園
四625囹

いそ︒

五853

持だ︒

五318囹でも︑桑の葉をどうしたらいいかしら︒
五石2囹 いいんです︒

すかい︒

十二536囹取りかへっこをしてもよいといふので

義男くんは︑何年生かい︒
九2110宿望

︑

七118園しし・カし
七939園ぼくのとび方は︑どうだったい︒

つ
尊発
五801

2は子
藝1諜

い
十一999園水温や潮の流れはどうだい︒

さそい
あれい

あんまり一いい
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九梱7園 潮の流れもいいし︒

九三7園何か目じるしをつけたら︑いいぢやあり
ませんか︒

九枷6囹 をぢさんは︑やはり飛行機に乗って敵地

十二川5

赤道といふ文字は︑あるひはかうした落

﹇言合﹈

︵下二︶

1

いひ合はす

︽一

日の美観をいひ表すに︑最もふさはしい文字かも
知れない︒
いいあわ・す

九565

︽ーセ︾

﹇言聞﹈ ︵下一︶ 1

いひ聞かせる

﹁おはやう︒﹂がいひかはされる︒
いいきか・せる

十147 わけをよくおかあさんにいってあげて︑安

イイエ︑コレハ︑オ月サマが雲カラ出

イイエ︑チガヒマス︒

いいえ︵感︶6イイエいいえ
二837園

二835囹

テ來ルトコロデス︒

ました︒

︽ーカ︾

三347園いいえ︑それはくちくかんです︒
五365園いいえ︑新しいのをたくさんやっておき
九308園いいえ︑違ひます︒
いひおく

＋9110園
いいえ︑代ってはみません︒
﹇言置﹈︵四︶1

いひ終る

︽ーッ・一

十二958図國
汝︑︿略﹀︑朝敵を滅して︑御代を安

いいお・く

﹇言終﹈︵五︶2

んじ奉れといひおかれしところなり︒
いいおわ・る
ル︾

﹁︿略﹀︒し

と歌ふやうにいひ終ると︑

﹁︿略﹀︒﹂といひ終って︑たけるは息が絶え
ました︒

七侶3

十一一549

いひかはす

︽ーサ︾

﹁え︑樂譜がない︒﹂といひさしてふと見

﹇言知﹈

︵下一︶

1 いひ知れる ︽一

︽ーシ︾

いひ知れぬ喜びが︑かれの胸にわきあが

いひ出す

おまへからいひ出しておいて︑だいじな

﹇言出﹈︵五︶2

みんなは︑何の手がかりもないこの調査を︑

﹇言付﹈︵五︶一 イヒツカル ︽ーッ︾

少シタッテカラ︑勇サンバ︑オカアサン

﹇言付﹈

︵下一︶ 3

δおいいつけどおり

いひつける

︽一

車掌さんが︑ボーイに︑﹁︿略﹀︒﹂といひつ

ステッセル上士は︑副官にいひつけて︑軍

それがしの主人は︑立板に水を流すや

﹇言伝﹈︵名︶2 いひ傳へ

かれが天武天皇の仰せによって︑︿略﹀︑

古いいひ傳へをそらんじ始めたのは︑

十一枷4

いいつたえ

うに︑ものをいひつけられるお方ぢや︒

十二786囹

刀と︑帽子と︑手袋とを持って來させ︑

十86一

けてるた︒

九脳10

ケ︾呂おいいつける

いいつ・ける

いいつけ

ニイヒツカッテ︑ハガキヲ出シニイキマシタ︒

二95

いいつか・る

打ち切らうといひ出した︒

十躍3

つりばりをなくしてしまふなんて︑あんまりだ︒

五梱4囹

いいだ・す

つて來た︒

十二486

レ︾

いいし・れる

ると︑かはいさうに妹は盲人である︒

十一柵7

心なさるやうにするがよい︒﹂といひ聞かせた︒

十45図参拝の人々︑あたかもいひ合はせたるご いいさ・す ﹇言止﹈︵五︶1 いひさす ︽ーシ︾

セ︾

いひ合ひ

とく︑足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒

を爆撃したり︑空中職をやったりした方がいいと
こんなことでいいのか︒

は思はれませんか ︒

十7610囹

十梱6囹 下塗りは下の部屋でしますが︑中塗りと
上塗りは︑二階の方がいいのです︒

十一458園 このおにいさんにも︑いい着物を着せ
てあげなければ︒

十一472 あの雀は︑のんきでいいなあ︒
十一483園 ああ︑いいお嫁さんができました︒
せう︒

十一鵬8園 にいさん︑まあ何といふいい曲なんで
十一鵬9園 ほんたうに一度でもいいから︑演奏會
へ行って聞いてみたい︒

十二㎜4園 もういいかい︒
﹇言合﹈︵名︶1

十二川9圏 いい星ですね︒
いいあい

い

十一394園 子どもたちと︑いひ合ひでもしたので
すか︒

︽ーシ・ース︾

いいあらわ・す ﹇言表﹈︵五︶5 いひあらはす
ひ表す

いいかげんにやったのでは︑決して飛び
いひ方

﹇言交﹈︵五︶1

そのいひ方がいかにもをかしかったので︑

といふのが︑相手に賞して禮儀のあるい

﹇言方﹈︵名︶2

いいかわ・す

十一欄1

ひ方である︒

十一2910

いいかた

ません︒

八487圓

六279 みかんを作った人たちの喜びとは︑ことば いいかげん ﹇好加減﹈︵形状︶1 いいかげん
では︑とてもいひあらはすことができません︒

九427 ことばは︑思ったことを聲でいひ表すので
すから︑それは聞いてみる人の心にだけ残ります︒
十ニー44 太陽の輝く青い空︑何といってあの明か
るさをいひ表したらよいだらう︒

十二矧10 光の強さに至っては︑ほとんど普通のこ
とばでいひあらはすことができない︒

今日に傳はつてみる︒
﹇言伝﹈︵下一︶1
さへぎ

いひ傳へる

︽1

十﹁梱4 古代のいひ傳へが︑古事記に載せられて
いいった・える
おほとも

いひ残す

︽ーッ︾

︽ース︾

十二412 武門の家である大伴氏・佐伯氏が︑上代

へ︾

﹇言 残 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

からいひ傳へて來たのを︑
いいのこ・す

いひはる

六慨9園 いひ残すことはないか︒
﹇言張 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

いひまはし

﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂と︑たがひにい

いいは・る
五膳3

ひはってゐました︒
﹇言回﹈︵名︶1

いふ

言フ

︽

ッ・

一496ハイラシイネ︒﹂ト イヒマシタ︒

フタリハ

ワタクシ

イッテ︑木ニノボリ

二︑カウリャント イッテ︑日本ノキビ
︒サルハ︑カニニイッテ︑柿ノタネト

シタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

ガラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

イヒマシタ︒花子サン

ツイ︑アツイ︒﹂ト イッテ︑水ヲカケニ

イッテ︑ヨロコビマシ

ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト イヒマシタ︒小トリガ

弟ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

﹁︿略﹀︒﹂ト︑弟ガイヒマシタ︒ボクハ︑

イッテ︑弟ト︑オトナ

メナカホヲシテ イヒマシタ︒花子サン

クハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ンマ︑オンマ︒﹂ト イヒマシタ︒馬ハ︑ヲ

ト イヒマスト︑妹ハ︑﹁︿

トシンパイサウニ イヒマシタ︒私ガ︑﹁︿
トイヒマシタ︒ニ

トイッテ︑二人デ外ヘ
トイヒマシタ︒正男サン
トイヒマシタ︒太郎サン
トイヒマシタ︒太郎サン
トイヒマシタ︒ユリ子サ

トイヒマシタ︒勇サンノ
トイヒマシタ︒花子サン
トイヒマシタ︒花子サン
トイヒマシタ︒カタカタ

トイヒマシタ︒雲モコ
トイヒマシタ︒ネズミノ
トイヒマシタ︒ネズミノ
トイヒマシタ︒ネズミノ

トイヒマシタ︒風モコ
トイヒマシタ︒ネズミノ
トイヒマシタ︒カベモ
トイヒマシタ︒ネズミノ
トイヒマシタ︒ネズミノ

︑﹁オ早ウ︒﹂ヲ イヒマス︒十九

した︒﹁︿略﹀︒﹂と

カゲ

イッテ︑ニコニコナ

イッテ︑シャウジノ

いひました︒汽車は

すと︑﹁待て︒﹂と

廣くなさったと

した︒﹁︿略﹀︒﹂と

いひました︒﹁︿略﹀︒﹂

いふものがあります

いふことです︒四

いって︑春枝さんも

げて︑﹁︿略﹀︒﹂と

いひました︒﹁︿略﹀︒﹂

いひました︒﹁︿略﹀︒﹂

いひました︒しかし︑

いって︑大蛙はいっ

いひました︒子蛙は︑

いひました︒きんじょ

蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂と

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

いて︑﹁︿略﹀︒﹂と

蛙に︑﹁︿略﹀︒﹂と

と︑みよ子さんが いひました︒八蛙

さんと次郎さんが

︒﹂と︑三郎さんが いひました︒みよ子さ

︒﹂と︑太郎さんが いひました︒次郎さん

せん︒﹁︿略V︒﹂と いひました︒べんけい

丸は︑﹁︿略﹀︒﹂と

に大きなこゑで いふと︑犬もわんわ

いって︑春枝さんは

vと︑勇さんが いひました︒﹁︿略﹀︒﹂

︒﹂と︑正男さんが いひました︒二人は︑

いって︑正男さんが︑

vと︑勇さんが いひました︒﹁︿略﹀︒﹂

した︒﹁︿略﹀︒﹂と

︒﹂と︑にいさんが いひました︒くろい

︒﹂と︑にいさんが いひました︒﹁︿略﹀︒﹂

ガラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト イヒマシタ︒勇サンバ
︒﹂と︑にいさんが いひました︒ぼくたち

ンハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

モ大キナコエデ イヒマシタ︒勇サンハ

︒﹂ト︑ネエサンガ イヒマシタ︒﹁ハイ︒﹂

タハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

﹁オヂイサン︒﹂ト イヒマスト︑ソノカ

レテ︑ズ略﹀︒﹂ト イッテ︑アルキマシタ

93276317918386318397372541223125團

した︒﹁︿略﹀︒﹂と

〉。

いいまわし

九436 話す時には︑一々ことばを深く考へたり︑
いみん

いひまはしを工夫したりするひまがありません︒

イフ

いいん ﹇医院﹈︵名︶1 署院
いみん
七274 少年は︑︿略﹀︑遠くの町にある署院へ送ら

﹇言﹈︵四 五 ︶ 鵬

れて行きました︒
い・う

へ︾5といって

一576ト︑イサムサンガ イヒマシタ︒

ｪ﹀︒﹂

一417 ンハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ホメテクダ

ーハ・ーヒ・ーフ・

一583ト︑マサヲサンガ イヒマシタ︒

一587ト︑イサムサンガ イヒマシタ︒ イケヘ
トビハ

L

L

L
L

L

L＿

v﹁︿略﹀︒﹂カウ イッテカラ︑

O

L

一624

ム

O

L

シマシタ

ム

O

L

一688カデ︑﹁︿略﹀︒﹂ト イフコエガ

ム

O

L

フタリハ

L

L
L

L

L

L

L−
ム

O

L

ォバアサ

ム

O

ム

ム

O

O

ム

モモタラ

オカアサ

L
ム

O

ム

ム

O

O

O

O

ム

ム

ム

ム

O

ム

ム

O

O

、

一「

ム

O
O

一733ンハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト イヒマシタ︒

イヒマスト︑

Q

O

L

ム

略二二二二略略略言略略言略略略略略略略略
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞
＞ ＞ ＞
＞ ＞ ＞ ＞
＞

＞

一753ンニ︑﹁︿略﹀︒﹂ト イヒマシタ︒

シタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

一一「一
、

一

一

、
、
、
、
、
、
、

一一

一

一「

一

一

、
、
、
O
、

一

一「一

一

一「

、
O
、
、
O

一853シタ︒又略﹀︒﹂ト イヒマシタ︒

ニー15

ベシッ風シッ雲シッンッッッツッッッン妹私
ハタテ一入テハタテハテテテテテテテニハガ

、

㎜「

一

ム

二98 ンハ︑ズ略V︒﹂ト イヒナガラ︑ カサヲ
ニー14囹 ︒ラジオガサウ イヒマシタヨ︒﹂ トイ

65143718412226234474725535144817
51

51

55

58

59

60

60

61

〉。

19

24

26

29

32

33

35

36

36

50

49

43

一

「〈

62

63

64

了0

了0

了2

72

了3

74

75

75

了6

〉。

いいつたえる一いう

70

30302928272了27262422202015121210998810了1051051041011011009996969180

71
いつ
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三343

三335
つと︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒﹁︿略﹀︒﹂と

いったあとで︑きつ
す︒﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ か う

三403

した︒﹁︿略﹀︒﹂と いって︑くすりで洗

いってゐます︒十
三371 軍人さんになると
いひました︒ 一びきの
三434 ︑なかまのものに

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんなはか

いひました︒﹁︿略﹀︒﹂
三436 ずみが︑前へ出て

三443

んは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂

いひました︒﹁︿略﹀︒﹂
三444 年よりのねずみが

三465
略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と いって︑にいさんは

は︑にいさんのいふとほりだよ︒こ

三473

三477園
三538 ﹁痛い︑痛い︒﹂といひました︒四
んが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑小さなあみ

三602 ︒﹂と︑ねえさんがいひますと︑金魚やさ
三604

三608 ︒﹂と︑ねえさんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂
三626

んが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑だいを持つ

三611 略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑金魚やさ

んが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒

いふやうに︑しばらく
三635 つとおちついたと
三644

三786

見て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑たぬきの顔

した︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑砂をど

いって︑それを買つ
三691 たいこがほしいと
三822

三829 ︒﹂と︑太郎さんがいひました︒それから
三836 ＞︒﹂と︑勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂
いひました︒うさぎ﹁
三838 ︑少し考へてから

三888

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と いひました︒うんてん

んが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒見ると︑

んは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おほめにな

三896

ちに︑﹁︿略﹀︒﹂と いひました︒をぢさん

三868

三904

﹁さやうなら︒﹂といひました︒私も正

人は︑﹁︿略﹀︒﹂といつて︑自動車に請

んは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂

三906

三884

三913

3了3534343231242120181818161615131212121110998888771009691

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四三三三

いって︑お喜びにな

して︑﹁︿略﹀︒﹂と

あるおちいさんが

いひました︒そこで︑

いひますと︑おちいさ

いひました︒﹁︿略﹀︒﹂

いひました︒﹁︿略﹀︒﹂

いひました︒おとうさ

んで︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑ほめてくだ

いひました︒道のま

いって︑手をふりま

いふ人が︑たくさん
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んに︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑天人の用意

ですが︑じゅ氷と

いふのはもっときれ

いふことはありませ

お︑まぶしい︒﹂と

いって︑笑ひました︒

いって︑手で顔をか

いって︑おかあさんは

いひました︒新しい

した︒﹁︿略﹀︒﹂と

た︒﹁林さん︒﹂と

いひました︒花子さん

いって︑二人とも笑

いって︑一枚を春枝

いひました︒一郎さん

いって︑手紙を書き

いって︑ふろしき包を

いひました︒わにざめ

いって︑すぐに仲間

いひました︒わにざめ

めは︑﹁︿略﹀︒﹂と

兎は︑﹁︿略﹀︒﹂と

陸へあがらうと

いふ神様がおいでに

いって︑笑ひました︒

いふ時︑白兎は︑﹁︿

四928團

四908国
四923團

︑﹁わあっ︒﹂と いひました︒とうとう

﹁ばんざい︒﹂と いひました︒ぼくは

︒﹁やあい︒﹂と いったのは︑やはり

︐︾ ︑
四892国
カ﹁︿略＞o﹂と いって︑笑ひました︒
四899團 は︑﹁︿略﹀︒﹂と いひました︒ぼくは

大國主のみことと

にざめは︑白兎の いふとほりに並びま

見て︑﹁︿略﹀︒﹂と

って︑﹁︿略﹀︒﹂と

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と

て︑﹁林さん︒﹂と いって︑わたしました
︒﹂と元氣な聲で いって︑立ちあがって

って︑﹁︿略﹀︒﹂と

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と

聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹁すず木さん︒﹂と いって︑一枚を花子

弟が︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹁おかあさん︒﹂と いって︑鏡をだきし

した︒まだ︑鏡と いふものが︑めった

した︒﹁︿略﹀︒﹂と

して︑﹁︿略﹀︒﹂と

これは︑木の枝と いふ枝が︑すっかり

がすいて困ると

は︑ひとりごとを いひました︒すると︑

717187516141623127899798566

﹁さやうなら︒﹂と いひました︒自動車は
んは︑﹁︿略﹀︒﹂と

いひながら︑行って

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と

いふ木こりが︑長い
いひました︒そこで︑

ります︒﹁なんといふ早い舟だらう︒
だから︑早事といふ名をつけよう︒

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と

いふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

いふことです︒三

いひました︒そののち

した︒﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑お笑ひにな

いひながら︑かんしん

です︒﹁軍かんといっても︑加賀などは
︒﹂と︑にいさんは

すと︑﹁︿略﹀︒﹂と

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと

いって︑ことわって

と︑おちいさんが いひました︒おちいさ

んに︑﹁︿略﹀︒﹂と

子にかぐやひめと いふ名をつけました

︑竹取のおきなと いふおちいさんがあ

して︑﹁︿略﹀︒﹂と

と大きなこゑで いひました︒山と請

﹁ほう︑ほう︒﹂と

四184囹

んが︑﹁︿略﹀︒﹂と

なっていったと

んが︑﹁︿略﹀︒﹂と

四127園

見てみる人人も いひました︒すると︑

四117囹

んが︑﹁︿略﹀︒﹂と

を︑どうするかと いふことになりまし

何十人︑何百人と

らの村でも︑かう いって︑この大木を

西がはは︑何事と いふ這々が︑日かげ
︑東がはの何事と いふ黒々が︑日かげ

は︑﹁わあ︑わあ︒﹂

53932976876491849717163973164655

いつ一いつ
72

四977 して︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんなが

四942團 ﹁︿略﹀︒﹂などといひます︒ぼくも次

五711ながら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑立ってくださ

五696痴る︒愛馬ぶくろといって︑その中には︑

五688團

五668團
やす︑やす︒﹂といってやると︑いかに

ラ︑オーラ︒﹂といひながら︑こはこは

六55 たけみかつちの神といふ強い神様に︑かう

六53 この村に︑高倉下といふ人がゐました︒二

六44 って︑紀伊の熊野といふ村にお着きになり

五協3囹

い

くまの

︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂といひましたが︑をぢさ

六105

六96

六63園

いなごを飼ふのだといって︑土でかこひを

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒ふかし

たかくらじ

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑あっちへ

六119

き

ほでりの命﹁どういふことだ︒﹂ほをり

四981
五713

＞︒﹂と︑にいさんがいひました︒﹁ありが

出て︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑豆を庭

四㎜8 まひにまみりますといって︑かへりました
五716

がたう︒﹂と︑私もいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

の村に︑高倉下といふ者がをりますから

四鵬7 禮をします︒口にはいひませんが︑おたが

四重1 きどき︑ズ略﹀︒﹂といひます︒すると︑み

五721

五718

聲で︑﹁立たう︒﹂といひました︒おばあさ

＞︒﹂と︑にいさんがいひましたから︑私は

六141

六138

六124

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑私は︑

して︑﹁ああん︒﹂といひました︒おかあさ

で弟がひとりごとをいひます︒弟は︑牛を

た︒﹁ただいま︒﹂といって︑私はかばんを

四研6 ﹂﹁兵たいさん︒﹂といって︑やって來まし

四期1 ま︒﹂と︑心の中でいってみるにちがひあ
五723

喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑ていねい

︑﹁兵たいさん﹂といふ日本語を︑おぼえ

四極7
五748

五743

︿略﹀︒﹂と︑南風がいひます︒すると︑二

四坐9 何かわからぬことをいひながら︑三四人は
四M7

六211

六205

ろは︑みかんの木といふ木に︑むしろやこ

つのまにか︑十年といふ長い月日が︑たっ

のです︒遠い外國といふだけで︑それが︑

外國に︑たちばなといって︑みかんに似た

六166団︑ぜひ参りたいといってゐます︒久しぶ

五873園

六215

うなみかんが︑山といふ山︑谷といふ谷を

五355

五342

五332

さんは︑﹁︿略V︒﹂といひました︒ねえさん

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒小刀で︑

五322 て來ましたが︑さういはれてみると︑うち

五悩5

五鵬7

五鵬1

五柵8

﹂と︑その子どもがいひました︒そのとほ

したが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒みんなは

︒みんながわいわいいふのを︑初めからだ

聞くと︑﹁︿略V︒﹂といひました︒むしあっ 五悩2 えます︒﹁︿略﹀︒﹂といふ子どもがありまし

＞︒﹂と︑ねえさんにいはれたので︑私は︑

五竜6

略V︒﹂と︑みんながいひました︒二十二

と︑一人の子どもがいひました︒しかし︑

と︑一人の子どもがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

かへて︑軍略﹀︒﹂といひました︒うずめの

六442

六436

六432園

六429

六404

六401

六365

六275

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒﹁わに

＞︒﹂と︑次郎さんがいったので︑みんなが

さんが︑大きな聲でいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

した︒﹁︿略﹀︒﹂かういって︑勇さんのおと

子さんがいっしょにいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

こして︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒黒い二

︑山といふ山︑谷といふ谷を︑うづめつく

天皇が︑明治丸といふ帆前船で︑北海道

いです︒﹁︿略﹀︒﹂といふ艦長のことばには

六252

んが﹁きゃっ︒﹂といったので︑見ると大

最後の百メートルといふところで︑白が︑

六275

五844

四梱9囹
五896

︒いよいよおたちといふ時︑先襲の者が︑

四備4 んで來ます︒南風はいひます︒天略﹀︒﹂二

五48 た︒思ひかねの神といふちゑのある神様が
五931

と︑その恐しい男がいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

﹁天人は︑うそといふものを知りません

五176 さんがしかるやうにいひます︒しかし︑に

五993

五976

五393

て立て︑﹁︿略﹀︒﹂といふやうなやうすをし

五鵬8

︒子犬には︑利根といふ名をつけました︒

だいじゃ

せると︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒私は︑か

五396

五鵬4

五321

五274園 ︑八岐のをうちといふ大蛇に︑毎年一人

五404 と︑ふしぎに思っていひますと︑ねえさん

五研6

みる部隊は︑何倍といふ敵を相手に︑はげ

われ︒﹂﹁待て︒﹂といひますと︑行儀よく

六475

六463

六453

六446

六444

︒﹂と︑春枝さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

な︒﹂と︑まつ先にいったのは勇さんでし

園にある鬼ばすといふ大きなはすです︒

五406 ほんたうにね︒﹂といひました︒初めは︑

虚血6

つか五十メートルといふところまでせまつ

おさ

五443 小川をのぞきこんでいひました︒水草が︑

五価7

らって︑﹁行け︒﹂といはれるが早いか︑ど

五414 と︑感心したやうにいひました︒八

五五9
五湘2

まあ︑利根が︒﹂といったまま︑つっぷし

百メートルで本部といふところへさしかか

六556園︒﹂村の人望﹁どういふ話ですか︒﹂村の

六553遵いろ買って曇るといふことですね︒﹂村

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒黒い二

﹂と︑ゆり子さんがいひました︒勇さんの

︿略﹀︒﹂正男さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

五474 ＞︒﹂と︑にいさんがいひました︒にいさん

五備9

五582園

五梱9

︒いったい︑何といふお方だらう︒﹂と︑

五496 ︑ド︑ド︑ド︒﹂といふ水の音が聞えて來

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑少量名神

五633

五611囹 れは︑少彦名神といふ神様でございます

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私がいふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

﹂と︑おちいさんがいはれました︒﹁︿略﹀

ごとのやうに︑かういはれました︒十四

てたのが︑もとだといふことです︒﹁︿略﹀

さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって涙をこぼされま

えます︒﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑をばさん

さんに︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒すると

さうに︒﹂と︑私はいひました︒やがて︑

六柳2

六鵬3

六餌2圃

六鵬3圃

が︑外から窓ごしにいったので︑私は︑急

六鵬4圏﹂と︑正男さんがいひました︒みんなは

六脳5圃

︒﹂と︑私は思はずいひました︒ふっくら

六型6間なは︑正男さんのいったことが︑おもし

六価1圃

ごとのやうに︑私はいひました︒﹁どうし

﹂と︑春枝さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

と︑ゆり子さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

﹂と︑花子さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

﹀︒﹂と︑勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

六伽4 み出て︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑弓と矢を

六943爾軍は︑﹁わあ︒﹂といって︑かけて進んだ
六966置に並んだ︒先生はいはれた︒﹁︿略﹀︒﹂ど
六972て來た︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぼくの肩をた
六974 vと︑小野くんがいふ︒いつのまにか︑
六982れてるる菅原道眞といふかたは︑生まれつ
みやこのよしか
六987 ︒ある時︑都良香といふ人の家で︑弓の會

七178囹

七173園︒いったい︑どういふお方ですか︒﹂と︑

七165

七159

七153

略﹀︒﹂と︑勇さんがいったので︑私たちは

＞︒﹂と︑花子さんがいひました︒私は︑こ

七102囹たね︒まてがひといふ貝ですよ︒持って

七95

ました︒手下の者はいふまでもなく︑手傳

七133でゐました︒べらといふ魚ださうです︒何

七119

るは︑もうねようといふので︑酒によって

七127園 ︒﹁ほんだはらといふものです︒こんぶ

七111

たける︑待て︒﹂といふが早いか︑ふとこ

﹂と︑おばあさんにいはれて︑私は︑ねど

ました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑弟が︑たべか

れいか

は︑零下二十度といふ寒さです︒午後の

私は思はず大聲でいひました︒友だちの

何だ︑何だ︒﹂といひながら︑まはりに

雪

になるから︑春といふよりは夏だよ︒﹂﹁

みるのか︒いくらいっても︑給ばかりか

＞︒﹂と︑にいさんはいひました︒二十

六㎜7園

戦をするのだらうといって︑みんなは喜ん

るやうにと︑先生がいはれた︒きっと︑雪

六伽2 ました︒何十さうといふ船が︑今︑思ひ思
六梱1
今日︑東京といふ映壼を見せてもら

六枷7 が︑﹁あぶない︒﹂といひました︒あとをふ

六旧9

﹂﹁︿略﹀︒﹂などといひながら︑みんなで

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑みんな

六捌8 ました︒﹁︿略﹀︒﹂といふ説明の聲がしまし

萬歳︒﹂作江はかういって︑静かに目をつ

った︒﹁ようし︒﹂といひながら︑たまをつ

鳴った︒﹁わあ︒﹂といひながら︑たまを昇

六襯5

ました︒﹁︿略﹀︒﹂といふ元氣な子どもの聲

みんなは︑﹁何といふ貝だらう︒﹂とい

はって︑﹁ザー︒﹂といふ機械の動く音にな

七279た父に︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒これつき
七281ばらくして︑少年はいひました︒﹁︿略﹀︒﹂
七326なった︑せやく院といふ病院が立ってるま
七333 ﹂と︑うれしさうにいふ母親もありました
七343も︑きっとなほるといふうはさが︑いつの
七349園
のせわをなさるといふことだが︑ほんた
七354園
のせわをなさるといふ大願を︑お立てに

七2610
生もはげますやうにいはれましたが︑しか

七262學校には︑何百人といふけが人が運ばれて
七268 ︿略﹀︒﹂と︑玉戸はいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

七2510
きりに學校のことをいひました︒先生の名

七189のわる者を平げよといふ勅をお受けになり
とくこん
七237年生であった手事といふ少年は︑けさも目
ねんど
七249て來ました︒宇角といふのは︑粘土を固め
七252苦しいことは一口もいはないで︑﹁︿略﹀︒﹂
七254ないで︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒少年の早

﹁なるほど︑さういふお方でいらっしや

んなは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑いろいろ︑貝

七94囹

六柵9

六器3 私は︑すぐ宮城だといふことがわかりまし

通る時︑﹁ゴー︒﹂といふ電車のひびきがし

﹂と︑おかあさんがいはれました︒﹁︿略﹀

六尺1

は︑﹁別にこれといって︑送ってあげる

追川1園︒おまへは︑口でいって聞かせるだけで
六川2 した︒﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑和尚さん
六価6 ながら︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒雪舟は︑
六稲7 つか五十メートルといふ地鮎です︒今︑わ
六柵4 突撃の道を作らうといふのです︒しかもそ
六帽5 間は︑あと三十分といふせっぱつまった場
六佃7 メートルで鐵條網といふ時︑頼みにする煙

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私がいひますと︑﹁︿略﹀︒﹂

って︑﹁︿略﹀︒﹂といったりします︒あた

六㎜6 から︑火をつけるといったやり方では︑と

した︒﹁︿略﹀︒﹂さういひながら︑弟が持つ

〉。

﹂﹁ぼくにも︒﹂といって︑かはるがはる

さんは︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い は れ ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀

園

六儒1

﹂と︑おとうさんがいはれました︒私は︑

六欄7囹

ろを︑見つけたといふのです︒﹂村の人
六558園
らうと︑みんながいってゐます︒﹂村の
六562囹
で酒を見つけたといふことですが︑ほん
六579園

んでみたねえさんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂
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七361にかがやき渡ったといふことです︒七二
七393自分たちの世界だといふやうに︑さわぎた
七395ぼいです︒静かだといふみなかの夜も︑こ
七404長先生が︑地鎭祭といふのは︑新しく家が
七415先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒神主さ
七431した︒うがちぞめといふのは︑鍬で土をほ
七445先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒私たち
七468かつて︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笛を取り出し
七4610はせて︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒これが︑名人

七471た︒これが︑名人といはれた自分の最後の
七542 ︿略﹀︒﹂応諾﹀︒﹂といっておあげなさい︒
七574園んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附近
七592ざんに賊のわる口をいはせた︒賊が︑これ
七606攻め落してしまへといふので︑賊は︑大き
七616げして︑初め百萬といった賊も︑しまひに
ひこしらうよしてる
七628 ︑村上彦四郎義光といふ人がみた︒このへ
七705園待ちたまへ︒かういふわけなんだ︒正男

園

った︒﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響

した︒﹁えいつ︒﹂といひながら︑思ひきつ

八248團ふことを︑昔からいひますが︑ほんたう

八248團 です︒﹁︿略﹀︒﹂といふことを︑昔からい

八188

八182

八158

す︒北海道や樺太はいふまでもなく︑干支

︑東京へ通ふ汽船といふ汽船は︑いつもバ

と︑何百メートルといふ高い山の斜面が︑

あとの空は︑なんといふ美しさでせう︒今

なければならないといふのが︑元帥の心で

元帥は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑聞き入れなか

八401

八387

八386

八372

たっても︑母の名をいふ者はありません︒

まひました︒唐糸といふのは︑この女のこ

ゆだんができないといふので︑石のらうへ

出して︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒萬壽は恐

vと︑山本くんがいったので︑今度は︑

れよ︑あれよ︒﹂といふばかり︒まして︑

た︒今日︑高砂族といってみる島の人が︑

︿略V︒﹂と︑先生がいはれたので︑みんな

日︑今日はお花見といふので︑御殿は人ず

からふと

つけた︒﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に狂して

げるために︑

八463

八414

﹂と吐き出すやうにいったあとで︑﹁︿略﹀

は︑少しつめ寄っていひました︒このやう

しても許さないといはれるなら︑今日は

人の頭の上にあるといふことが︑どれほど

といひません︒かういふかけA口ひをしてゐ

て︑武器を返さうといひません︒かういふ

八523

八521

八513

八488

八483

八482

八473

れかが︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁早いなあ︒﹂

のせて︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒三

︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれた︒きちんと二

ふ注意が︑大切だといはれた︒﹁︿略﹀︒﹂と

正確に作りあげるといふ注意が︑大切だと

てるる︒﹁︿略﹀︒﹂といはれたのには︑おど

一割といふ高い別個を彿ふこ

たかさご

けんくわをしょうといふのではありません

たまま︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑きっとあたり

八525

八5210 ︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれた︒私たちは︑

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒それで︑ま

と︑﹁早いなあ︒﹂といふ者もみた︒すると
撃つな︒撃つなといへ︒﹂目を白黒させ

八562

がって︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる兵隊さん︑

八6110

私の家にもとまるといふので︑急いで學二

1に︑﹁日本號﹂といふ名をつけることに

の上で︑﹁集れ︒﹂といはれたので︑私たち
おうゑん
八554 なが︑﹁わあっ︒﹂といって︑雪面をする︒

八624

心して︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒明くる三

八542

八107した︒何しろ十萬といふ敷ですから︑これ
八109 ︑何回にも送ったといふことです︒昔から

八632

ちは︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ふ 心 持 で ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

七843團 ︑やがては︑かういふ兵螢生活をするや

八1010じ家に鋸って來るといはれてゐます︒つま

八769図 ひて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒源氏の者ども︑

七904

﹁︿略﹀︒﹂といって︑本田くんとい

七901 つてみる蝉があるといふことです︒十八

七828国 ますから︑いざといふ場合には︑暗がり

八112巣へもどって來るといふのです︒近年にな
八116燕も︑かなり多いといふことです︒日本か

八813

八8010

八808

八餅5

先生が︑天工﹀︒﹂といはれた︒ぼくたち三

ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑野田

︑追ひたてるやうにいはれた︒百五十メi

略﹀︒﹂と︑みんながいふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

︿略﹀︒﹂と口々にいふ︒されども再三は

七898 てるます︒滞六年忌いふ長い地下生活にく

つと﹁︿略V︒﹂といって喜びます︒わけ
八127囹
八135こでできるか︑どういふ植物に生るか︑み

七914 V︒﹂と︑本田くんがいひましたので︑いち
V︒﹂と︑本田くんがいひました︒﹁よし︒﹂

八7510︹図

七899 にくらべて︑なんといふ短い地上の命でせ

八138 ちが︑﹁ばせう﹂といってみるものに︑よ

︑
86 ︑はなしたものだといふことがわかりまし
ノ
八89 まで行くのがあるといふことです︒燕は︑

ルの高さかな︒﹂といって︑國旗掲揚垂の 七伽6 て來たオランダ人にいひました︒兵士は︑
七梱6 ヤヒヨーエドノ﹂といふ名が︑そののち︑

が﹃ようし︒﹄といったら︑國旗掲揚口

七719囹 さが同じになるといふわけだらう︒﹂正
七727囹

〉。

八141生る果物です︒かういふと︑みなさんは︑

つて︑﹁番號︒﹂といはれます︒ぼくたち

七766圃 ︒﹂だれもがさういふ︒しかし︑夏ほど

重742

43153376636629．293310
園

七924 ました︒﹁よし︒﹂といって︑ちよつと下を

七8010国

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
120 118 11了 11了 115 114 114 113 112 110 10了 102 m1 99 9了 97 93 92

七921

七811国

120

75
いう
いう

八954 ︑川や堀に︑何千といふ船が通ってみるの

八942 た︑日本最初の寺といはれる四天王寺など

粗玉6 の大きなこと︑何といったらいいでせうか

八鵬−o

八捌4
八剛9
八擢3
八旧1
八悩3
八悩3
八悩6
八桝8
八梱6
八麗5
が開かれます︒窓といふ窓が︑すっかり開

りません︒蒙古風といふのは︑蒙古の奥か

たちは︑﹁︿略﹀︒﹂といふ氣持で︑スケート

九787

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒それを聞く

九672図園 黄金十雨とこそいひつれ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九669図 ﹀︒﹂とひとりごといひしに︑妻つくづく

九658口a凶

九654図

︑そのことを祖父にいひますと︑祖父も︑

うに︑﹁をすさ︒﹂といひます︒﹁︿略﹀︒﹂父

九688図

九641図

歳ごまの市が漏るといふので︑八月に北斗

︿略﹀︒﹂と重ねていへば︑﹁︿略﹀︒﹂とい

ぜんに
母を︑松下暉尼といへり︒時弊を招くこ

八891 阪は︑煙の都とさへいはれ︑大小一萬以上
八899 水は︑市内の何十といふ堀から堀へ通じ︑
八901 大阪は︑水の都ともいはれてみるのです︒

八907 には︑大小千何百といふ橋があります︒大
なかのしま

八909 を渡って︑中之島といふところへ來ます︒

八908 から南へ︑御堂筋といふ大通を進むと︑や

思はず︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ ま す と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

八931 ︑横十一メートルといふすばらしく大きな

八柵2

＞︒﹂と︑にいさんがいひました︒この室の

八m5 ＞︒﹂と︑にいさんがいひました︒すきとほ
八棚10

九622図譜の権五郎景正といふもの︑先祖より名

九612図 義家︑ズ略﹀︒﹂といふ︒宗任︑すなはち

九588図

見て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑義家︑定めて

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

手を負ひぬ︒﹂といひて︑のけざまに伏

一りんざしに

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑おかあさ

浦の平太郎爲次といふつはもの︑景正が

ためつぐ

へば︑﹁︿略﹀︒﹂といひけり︒馬そろへ

は︑氣が荒いとかいはれるさうだが︑そ

へが世話をするといふのか︒よからう︒

︒妻︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒一豊︑すなはち

九804囹

り星とも山形星ともいひますが︑これはは

九重2 思はれる︒もう何といっても秋である︒よ

九価6 ︑もうたくさんだといひたくなる︒すると

九9310

九937 ばかりの星を龍座といひますが︑どちら

りよう

九935 座に生して小熊座といひ︑小熊座と北斗七

九931 を加へて︑大熊座といひますが︑それは昔

おほぐま

九926 のやうに星が動くといふのも︑實はわれわ

九917 て動いてみるのだといふことがわかります

九904 がこれで︑北極星といふ星です︒北極星は

九807園

うら

ごんこらうかげまさ

立って︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑綴り方を讃ん

九627図

景正︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒爲次︑ことばな

そ

木曾の

くら

くのおかあさん﹂といふのであった︒私は

九637図

九628図

き

立って︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑おかあさ

えさんは︑﹁母﹂といふ唱歌を歌った︒

一

けしかることをいふ人かな︒﹂と心の

八964 尊いいはれがあるといはなければなりませ

九97図廣く﹁あづま﹂といふとそ︒三

九796

す︒この間も祖父がいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

八撒3 らうと︑にいさんがいひました︒このたく

︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいふと︑にいさんは︑

とりごとのやうにいふ︒義家の家來︑こ

八968 いうな大砲は︑どういふふうにして︑こし

九131ることがない︒何といふ森林のつらなりで

九803

ます︒しかし︑かういっただけでは︑まだ

八柵10 ︒﹁鯛﹂は︑なんといっても堂々としてゐ

んは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いったので︑二人とも

九583図

八個8 でした︒ガリレオといふ學生が︑この町の

雨だ︒スコールといって︑こんな大雨が
九2210團

九859

九851

つの星を北斗七星といひます︒北斗七星が

せんとう

八佃9

な︒﹂そんなことをいって︑庭をはき始め

八面3 はり脈は二つ打つといふぐあひでした︒ガ

九892

八829 あ︑おりるよ︒﹂といふ合評をされた︒ぼ

八佃6 ンダのホイヘンスといふ人が︑今までにな

な植物のみどりといふみどりがすっかり
九234国
本語が習ひたいといって︑おとうさんた
九256團
九259團つぎなのだllといふことを︑しみじみ
九277 ︑コ国里︒萬歳︒﹂といってみるのが︑兵隊
九284 ︑﹁萬歳︒萬歳︒﹂といひました︒﹁︿略V︒﹂
九291 ︑日本には富士山といふりつぽなお山があ
九298 ﹂と︑母はよくかういひました︒三

九898

八㎜1

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑私は︑音

九584図圓

八M2 は︑目もくれないといったふうです︒光線

盛は日本人であるといふので︑敵の官憲か
九2910

八重9 なもので︑あの頭といってみる部分が實は
八摺1園 ら︑歩く時︑ああいふふうに頭が傾いて

八㎜7

いふと︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑目をこす

出した︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂とい

八柵8 ﹁たかあしがに﹂といふ︑大きなかにがゐ

八伽7

略﹀︒﹂とねえさんがいった︒庭へ出て見る

八掴10 す︒輕歪な戦闘機といったやうすです︒そ

八842 ばれる姿は︑なんといふ勇ましさであらう

八備8 よると︑﹁たこ﹂といふものは妙なもので

九304巡査は︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒母は︑きっ
九306ぱりと︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂
九315 ︒又略﹀︒﹂母はさういひながら︑巡査を拝
つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ
九328囹
九329 ︒﹁︿略﹀︒﹂ここまでいふと︑母はこみあげ
九357たくと︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒﹁︿略﹀︒﹂と
九358 や︑孝行です︒﹂といって︑なかなか聞か
九395 ︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑自分の氣持を
九422 ︒よく︑﹁︿略﹀︒﹂といふ人がありますが︑
八伽9

九佃1囹 ︑飛行機の整備といふことについてよく
九踊7

九川12

九佃3園 せう︒﹂をぢ﹁何といっても︑時間通りに

九柵2園 りますが︑一口にいふと︑飛行機がいつ

九佃1園

十91図

十83図

九㎜4

窯業12

みたが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑その手紙をさ

屋ありて隔雲︷苧といふ︒ほのかに承れば

おそれ多き極みといふべし︒奮御殿奮御

かくうんてい

十145囹

震は︑別に激しいといふほどのものではな

て君恩に報いよといってゐられるが︑ま

兄は︑改つた口調でいった︒﹁︿略﹀︒﹂甚次

十206

︒五兵衛は︑大子にいった︒﹁︿略﹀︒﹂村中

よくおかあさんにいってあげて︑安心な

龍眼2
かった︒﹁︿略﹀︒﹂といって頭をさげた︒母
十241

九脳8園

十3910

や︑あらしや︑さういった︑この地球上に

うして︑﹁︿略﹀︒﹂といふ臨時の知らせを聞

十504圏
づけの白菜︑何といふみつみつしさであ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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で︑﹁おきな草﹂といふ草花であることが

だちに︑賢酒﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂と答

九佃8園 ︒初めに︑整備といふことについて︑を

九価1園 やってくれたなといひながら︑翼をなで
十116

ちの手で建てようといふので︑大工の仕事

九備2囹 ︒﹂正男﹁整備兵といふのは︑みんな地上

十126入国もゑんりよなくいへと︑しんせつに仰

﹁飛行機の整備といっても︑いろいろな

学帽10囹 自分の飛行機だといふことがわかります
十1310園

歩いて行く︒オボといふのは︑地の神をま
ぎょ

九梱1囹整備は戦闘なりといふことを︑私たちは
九悩1
げた︒母はそばからいった︒﹁︿略﹀︒﹂甚次
だいぜん

︒ぽこん︑ぽこんといふ音が通って行く︒

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁さういはないと取れないよ

苦悩1

十313

引くんがぼくにかういった︒﹁どうして︒﹂

九二8 略﹀︒﹂ボーイがさういって來たので︑ぼく

十401

なものでせう︒今もいふやうに︑光を調節

︑母も︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑目に涙をため

てるた︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑母も︑又略﹀

ぶ︒いよいよ出典といふ時は︑日没までわ

員のまなざしがかういってみる︒死といふ

ういってみる︒死といふものが︑この時ほ

消えて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ感じに照る︒直立

落した︒﹁︿略﹀︒﹂といふ︑われわれの心や

村の人々から︑かういってあざけられた︒

た︒人間の衣食住といふものは︑みんな大

へぬき︑これならといふ＝塁の織機を作り

なければならないといふのである︒佐吉が

vみんなは︑かういってほめたたへた︒
ゆの
め夢を實現
︑機械の力に移すといふ︑多年

したね︒愛つたといふよりは︑すばらし
しげ

將軍・は︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

図像が︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑乃木諸軍は︑

至善は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑うやうやしく

注いで︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒新聞紙は︑露

ある︒附近の家屋といふ家屋は︑爾軍の砲

になった︒何千垂といふ自動織機が勢そろ

﹁世界一の織機﹂といふ光榮が︑かれの上

いられた︒何千本といふたて糸のうち︑一

の夢を實現しようといふのである︒そこで

ゆめ

〉。

十288圓

九衡8 敵方に︑品川大膳といふ荒武者がみた︒か
いはみ
九伽9囹 あがった︒﹁かくいふは石見の國の住人
十344

がった︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑弓をこわ

九枷1

＞︒﹂と︑正男くんにいはれて︑ぼくは望遠

︒おかあさんにさういって︑夕飯がすむと

ひっちを打つやうにいふ︒だが︑よく見る

十351

︿略V︒﹂と︑ぼくがいったので︑にいさん

九欄7 つた︒戦國の世とはいへ︑京都では花が咲

常に大きなものだといふことが考へられま

︑ぼくがにいさんにいふと︑正男くんは︑

十378

十373

が二百キロもあるといはれてゐます︒かう

十357

十384

髄ですから︑火山といっても︑みんな死火

九個5 は︑ををしくもかういって︑衣を脱ぎ捨て

九矧7 いらしい︒母も何かいってみるやうだが︑

九番6 七月十七日︑秋とはいへ︑まだ烈しい日光

十386

でせう︒あれは海といはれる部分ですが︑

十366

九㎜3

十392

りませんから︑海といふより︑平原といつ

十363つたやうな口振りでいふ︒にいさんは︑初

九㎜3 しい︒﹁鳥の巣︒﹂といったら︑すぐわかつ

十395

といふより︑平原といった方がよいかも知

九価7 略﹀︒﹂勝久は︑かういって鹿卜に感謝した

九㎜5 ところで︑マルタといふ名ださうだ︒﹁︿略

十396

黒雲1 れた︒しかし︑何といっても二倍以上の敵

九㎜10 を話してあげようといへば︑マルタはお書

十397

九川6 略﹀︒﹂と︑マルタがいふ︒汽車のかげだけ

十411

上でなくなったといふ︒﹂

し︑﹁かささぎ﹂といふ日本語がわからな

勝鵬11 つしょに聞きたいといふ︒三人は食堂車へ

つかりやらう︒﹂といひながら︑手をにぎ

えるわけです︒かういふふうに︑月の世界
の木かげの月︑さういふものがないとした

︒月には水がないといひましたが︑水ばか

九姫9

十421
十431

九㎜11 狩をやった︒のろといふのは︑争議に住ん
九戸4 略﹀︒﹂こんなことをいって︑笑った︒三

104

46549377410755239938394189871061

十柵1図國 ば︑﹁まっかういふ汝はたぞ︒﹂又略

畠山︑﹁︿略﹀︒﹂といふまま︑大串をつか

いへども︑生食といふ日本一の馬に乗り

いけずき

り︑宇治川速しといへども︑生食といふ

いけずき

梶原︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑佐々木︑

々木︑ズ略﹀︒﹂といひければ︑梶原︑腹

けん︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑畠山の次郎重

図図図図図勤学

いつ
いつ
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十柳10図

のる︒﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ふ ︒ 熊 谷 ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

立て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑教纒︑﹁︿略﹀

ば︑﹁︿略﹀︒﹂とそいひける︒熊谷︑あま

十栩2図

げて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑寄る者

十柵1ロロ凶

十皿7図

十榊8 ﹂の﹁國﹂﹁民﹂といふ漢字は︑﹁こく﹂﹁
十価1 ︒﹁こく﹂﹁みん﹂といふ辛み方は︑漢字本
いきる﹂﹁なる﹂といったわが國のことば

十目2 ︑これを漢字の音といひます︒﹁くに﹂﹁た
十備5
十柵6園 略﹀︒﹂﹁こくそといふものですよ︒米の

さういへば︑そばに積まれ

﹁これはさび漆といふものです︒さび土

十慨5
︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑主人は戸

十㎜4園
十撚10

十伽8 できあがったのだといふことを︑よく考へ
十柵8 るといってみるとはいへ︑この水で見殺し

十備8 と生死を共にするといってみるとはいへ︑
十衛3囹 を枕に討死せよといふお心と思ひます︒
十衛4 ＞︒﹂と︑きっぱりといった︒更に秀吉から

はした︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑検使は︑酒さ

てるた︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑涙ながらに介
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209
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211

211
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213
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215

218

218

218

220

220

十衛8 しかりつけるやうにいったこともあった︒
が來て︑﹁︿略﹀︒﹂といふことであったが︑

十柵7

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
こんなひとりごとをいった︒子どもたちと
けっ
︑ちやうど︑人間でい
へく
ばわ
血ん
管のやうな

れ以上實のれないといふほど︑ゆたかにみ

十一274

十一267

十一266

十一264

やいました︒などいっては︑もの笑ひで

﹂﹁いたす﹂などいふのが普通である︒

を﹁わたくし﹂といふのが︑すでに謙遜

のことを謙遜していふのがわが國語のい

314554941146
図図図図図図図図図ぎ物心使國ξる遊通聞楊1少調代こ。六、これ
楊少年は︑また何かいはうとして口を動か

ll﹂と叫ぶやうにいった︒さうして︑ま

少年は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑止めなかった

調べ始めた︒悪者といっても︑村の良民と

こにある︒愛路村といふのは︑交通路を愛
やう
代りとなった︒楊といふ少年がみた︒ある

十一307

十一303

十一302

十一2910

十一295

十一2810

十一289

十一288

十一281

おみおつけ﹂などいふのがその例である

ていねいにものをいふのが︑わが國語の

でもやはり敬っていはなければならない

のことを謙遜していふのと同じく︑自分

います︒と敬っていふのである︒しかし

つけて敬ふのは︑いふまでもない︒決し

をしてゐます︒といふのが︑相手に細し

ておいでです︒といふよりは︑父がよう

ともまた謙遜していふのである︒だから

こうち
通じてみる︒胡同といふのは︑小路のこと

時は︑﹁︿略﹀︒﹂といって歎息しました︒

十一308 いらっしゃる﹂といふなども︑女らしい
とき

した︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑見あげた

十一3810

十一356

は︑﹁︿略﹀︒﹂かういって︑雀をさがしに

十一412園

ては︑まあ何といふよい髪でせう︒で

物をいじめるといふことは︑佛様に封

た女の子は︑何といふかはいらしい子で

るので︑﹁︿略﹀︒﹂といふやうに聞える︒こ

十一396

十一418園

さいいうき

國志とか︑西遊記といった支那の昔物語を

十一406

物音が響くが︑何といってもいちばん耳に

は︑﹁︿略﹀︒﹂といふままに︑三人張り

十﹇455

十一451

つた︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑源氏は出て行

︑紫の君は源氏にいった︒﹁︿略﹀︒﹂とい

十一425園 どうなさらうといふのでせう︒﹂
しょだな
十一445 して︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒りっぱな書棚

︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂といふままに︑十三束三

十一4510 た︒﹁︿略﹀︒﹂さういって︑今一つの人形

十一4910

んが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ほめてゐます

十一484

雲霞のごとしといへども︑城を攻めん

十一512

十一506等親ぶんわがままをいってすみませんでし

十一513 々おどけたことをいって︑みんなを笑は
タダ
十一575十七 唯々感激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノ

うに﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑話はとだ

さういへば︑よくねえさん
︑城を攻めんといふ者なく︑ただ四方

手を﹁あなた﹂といふのが︑すでに敬語

十一588図

いかなる鬼神といへども恐れずといふ

めしあがる﹂とかいふのも︑それである

が國語には敬語といふものがあって︑そ

へり︒ふしぎといふも類なし︒義貞こ

ほんじやうばう

こに本性房といふ大力の僧︑衣の袖

れば︑二言ともいはず︑兄弟同じ枕に

立ちふさがりていひけるは︑﹁︿略﹀︒﹂

堀・がけともいはず︑かづらに取り

ぎははせる︒鳩笛といふのは︑鳩に笛を結

ごくし

略﹀︒﹂こんなことをいって通る︒アイスク

使ったり︑せりふをいったり︑はやしを入

遊んでみる︒遊ぶといっても︑別におもち

聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒それつき

六千キロにもなるといはれる︒更に︑中支
ちみき
︒北支那そ
にん飯事村といふ
地域が設けられた

262625242222212121201917107184273118741299726611
222

十術6

恵覆に︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒宗治はこれを
はるよし

十㍑9 れて︑攻めて覧るといふ知らせがあった︒
十幣8

以って︑﹁︿略﹀︒﹂といって來た︒宗治がた

十糊5 治には︑向井治嘉といふ老臣があった︒そ
十糊9

十齪6

宗治は︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑立ちあが

かい

で迎へながら︑かういった︒﹁︿略﹀︒﹂腹巻

十旧1

すゑて︑﹁︿略﹀︒﹂といってほめそやした︒

十柵10

十島10

十㎜1 口々にそんなことをいった︒畠の土が︑ぽ
十㎜2 人の子どもは︑かういってせがんだ︒けれ
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁何をいってみる︒水さへ引

﹁どこへ行かうといふのだ︒干ぼしにな
十踊2園

十㎜10園

いう

77
いう

十一588図 へども恐れずといふことなし︒左大臣
十一614図
て︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒爲朝聞きもあへ

臣︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑爲朝まか

十一611図譜 か︒夜討などいふこと︑汝らが同士
十一628図

て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑九郎︑﹁︿略﹀

朝︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑道

十一634図︑﹁︿略﹀︒﹂とそいひける︒爲朝︑﹁︿略
十一637図
十一658図

十一707 出るのを︑巻雲といひます︒ごくこまか

十一668図ひ︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑爲朝︑﹁︿略﹀

十一718 から︑俗に薄雲といひます︒太陽や月が
十一7110 ければ雨だなどといひます︒とにかく︑

十一723 みるのでさば雲といひ︑またこの雲が出
十一724 しの大漁があるといふので︑いわし雲と
十一725 で︑いわし雲ともいひますが︑見たとこ
十一728 ︒天候悪攣の兆といはれる雲で︑そばに
十一732 す︒俗にむら雲といってゐますが︑西洋

十一7210 とんど受合ひだといひます︒いわし雲よ

十一739 ぼろ月とは︑かういふ雲のかかった場合
十一741 よいよ悪い方だといひます︒むら雲・お
十一751 雲とか︑ね雲とかいはれる雲です︒雨雲
十一754 の雲であることはいふまでもありません
十一757 白い雲は︑層雲といって︑雲の中でもい
十一761 白い雲は︑積雲といひますが︑夏の日な
十一763 がったのは︑俗にいふ入道雲です︒強烈
十一766 ると︑雲の王者といひたい感じがします
十一768 句で﹁雲の峯﹂といふのも︑この入道雲
十一771 ︑かなとこ雲とかいって︑雷雨を起した
十一782 ︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒は
十一8410 ﹂と︑石川先生がいはれた︒まばらな
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十一8810 ﹂と︑先生たちにいってみた︒それから
た︒﹁三角鮎︒﹂といふ聲がする︒ぼくら

十一916 ﹂と︑石川先生がいはれた︒みつばちが

十一8910

たぼくらは︑何といふすばらしい景色を
までお出で︒﹂といふやうに︑しかしい

らう︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑民謡な山田先

あの槍に登らうといふ希望をいだきなが

生は︑天資﹀︒﹂といはれた︒東も北も一

かれは︑突然かういって足を止めた︒二

方の風は︑いやといふほどつめたい︒天

さん︑まあ何といふいい曲なんでせう

さも情なささうにいってみるのは︑若い

﹁そんなことをいったつて仕方がない
︑ベートーベンがいった︒妹の顔は︑さ

つてみたいとかいふことでしたね︒ま

かしかったので︑いった者も聞いた者も
︿略﹀︒﹂と︑兄がいふ︒ベートーベンは

︑あなたはどういふお方でございます

ある︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑べートー

ートーベンはかういって︑さつき娘がひ
來る︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれはしばら

の﹁月光の曲﹂といって︑不朽の名聲を

は︑口をそろへていった︒﹁まみりませ

ひます︒もとといっても︑形ばかりで
思っても︑花はいふことをききません
といふ二月であった︒四

たから見てくれといって︑夜中にやって
は進む雲の峯

なかった︒文字といへば漢字ばかりで︑

ばかりで︑文章といへば︑漢文が普通で

ク

ラ

ゲ

サキハアヲイ﹂といふのを漢字だけで書
︑﹁アメツチ﹂といふのを﹁天地﹂と書
ハヤ

ス

サ

ノヲノ

き︑﹁クラゲ﹂といふのを﹁久羅下﹂と

ノヲノミコト﹂といふのを﹁速須佐之男
みるのが見えるといふ︑絶のやうな歌で

奉った︒古事記といって︑わが國でも最

3029292929282826262622191918181412722221721621521421020920820了205205204203135

の長壽を祈らうといふ意味で︑新年に持

ヒ

び

ロつ

しり

こう

ダバオへ

られないからといって︑手かげんする

子貢といふ弟子がいつた︒﹁︿略﹀︒﹂孔子

し

︒﹁︿略﹀︒﹂子貢といふ弟子がいつた︒﹁︿

し

も何でもするといふのが小人である︒

つとすると︑さういふ考へがわいたのか

とがり聲で孔子にいった︒﹁︿略﹀︒﹂徳の

がら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると顔回は

る︒かつて野帰といふ者が︑この地でら

やうこ

ちをつれて︑匡といふところを通った時

ねた︒﹁︿略﹀︒﹂といふ答へを聞くが早い
きやう

やうな氣がするといふ︒三

石はかう割れるといふことが判噺される

は︑ちやうど板でいへば︑木目のやうな

らない︒石の目といふのは︑ちやうど板

輝く青い空︑何といってあの明かるさを

足袋に︑尻あてといったいでたちである
ま
しあれば︑危険といふ魔が︑すぐねらっ

た

する︒何千重百といふ敷知れない小鳥た

獣毒蛇がみないといふ︒だが︑家の中の

じうどくじゃ

こんな旨い原野といふものになじみのな

ナ︑バナナ︒﹂といひながら︑太いバナ

そこにケンダリといふ小さな町があった

奥に︑ラバウルといふりつばな町がある

にラップラップといふ短い腰巻を着けて

たべてくださいといはんばかりに︑往來

あるカビエングといふ港をえらぶであら

てるるところだといふことを思ふ︒百年

みる︒スチャンといふ騨で乗りかへた時

にあるマゲランといふ町へ行く︒さわや

ばん大きな果物といはれるノンコの實も

410442941043110310104671214712215174965
囹

どうでもよいといふことになりはしな

囹園
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一一305

十二316

師を慰めるやうにいった︒﹁︿略﹀︒﹂この

﹁人のわる口をいはないことだ︒﹂と

には﹁︿略﹀︒﹂といひ︑ある者には﹁︿

十一一306園容れられないといふことは︑何でもあ
十二316園

十二321 ︑禮を實行ぜよといふのである︒その實
こと︑聞くこと︑いふこと︑行ふこと︑

十一一323囹 聞くな︒非禮はいふな︒非禮に動くな
十一一325

十二336

た︑﹁︿略﹀︒﹂ともいってみる︒孔子がよ

めて︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒また︑﹁︿

十二326 ︑禮にかなへよといふのである︒ここに
十二341
へて︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒顔面なれ
六

﹁︿略V︒﹂といった顔回が︑先生よ

十二35一
十一一356

子は︑﹁直島といふ者がをりました︒
といふ歌をよんでみる︒

十一一362園
で立つわれは

みる︒﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑まことに

十一一402
十二404

十十十十十十十十十十十十十十十十
の餌食にならうといふのである︒木は︑

いはず︑木の幹といはず︑今のことばを

は︑あたりの石といはず︑木の幹といは

十二伽8

十二伽3

十二伽5

ある一大火球だといふ︒もちろん︑かう

死の世界であるといふことを︑私たちは

ると︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人の衛生兵

ると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの人々

の大名にお預けといふことになった︒﹁︿

で天下を騒がすといふことは︑重い罪で

れ本望をとげたといふので︑江戸市中は

略﹀︒﹂と高らかにいって︑ひらりと樹上

十二僻8

十二欄8

十二撹8

十二伽9

た太陽の敷百倍といふすばらしいものが

きなつむじ風だといはれ︑その敷や大き

十一一㎜10 さに見えるのは︑いふまでもなく︑太陽

十二糊6

おかあさん︒﹂といった︒三四百メート

みながら私はかういったllはちきれる

脛十三メートルといふ大きなものになつ

︒もちろん︑かういっただけでは︑ほと

そらい

だ一人荻生狙挾のいふところは違ってゐ

十二柵7

ず︑中には國語といふことさへも考へな

︒清水の流れだといふこの川べりは︑も

をぎふ

首である︒切腹といふのは︑どこまでも

十二備9

十二柵2

しみつ

にいよいよ切腹といふことがきまった︒

みと感じる︒かういふところで︑たまた

十二備4 あづかってみるといはなければならない

間にもれて︑だれいふとなく︑﹁︿略﹀︒﹂

つて落されようといふ時だ︒天下の雲行

十二備7 民ではないとさへいはれてみる︒國語を

十二備6

十二4310

十一一421

歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑後人

十二864囹

ある︒﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑ひたひた 十二854囹

せじ︒﹁︿略﹀︒﹂といった意味で︑まこと

十二891図圓

十二835囹

りて死せずといへり︒いはんや汝す

だされ一−さういはれれば︑なるほど

に︑こんこんといふほど︑よく張って

十一一8210園

し︒しかりといへども︑一旦の身命

わる者﹁主人といふ者は︑きげんのよ

くださらぬかといふのでござる︒﹂わ

こんこんといふほど︑よく張って

十二㎜3搭乗員は︑

十二川10

十二脳10

十二川4

十二㎜8

十二柵5圃

がって來た︒何といふ延びの早い雲だら

して進む︒赤道といふ文字は︑あるひは

立ってるた船長がいった︒まったく熱帯

十二柵4圃

う︒﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑船長はう

といふ海︑水といふ水に號令して︑二

ツク海ll海といふ海︑水といふ水に

十二㎜7

いふともなくさういってから︑﹁饗射用

﹂艦長は︑だれにいふともなくさういつ

長は︑ひとり言をいった︒だれもだまつ

十二4010 が國民性の特色といふべきである︒武門

十二448

ある︒﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑美し

十二896図國

いて︑涙を流しいひけるは︑﹁︿略﹀︒﹂

つそう謙遜な心でいった︒﹁︿略﹀︒﹂羅刹 十二907図 は︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑正季︑﹁︿

十一一脳3

十二脳3

一瞬といへども氣をゆるめて

十二471

かし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ今のことばだけで

十二948図

て︑﹁︿略﹀︒﹂といひ︑竹馬にむちを當

十二5110

十二527園 わしのたべ物といふのはね︑行者さん

十二967図

鏡をあげた︒何といふ天佑であらう︒す

てんいう

はおたがひに物をいって︑全員白鉢巻を

十二528囹 れから飲み物といふのが︑人間の生き

十一一齢1

十二踊8
︑﹁︿略﹀︒﹂などいひて︑はかなき遊び

はしなくも朝敵といふ汚名をかうむつた

したがって︑橋といふ橋を片端から破壊

十二5210

十一一麗3

vとおもむろにいった︒漕水艦は︑思

三451 正男さんの家の前に︑川があります︒

﹇家﹈︵名︶92 家

むんだぞと︑毎日いって聞かせてみる魚

十二鵬9 た魚雷だ︒行けといった時には︑敵艦の
十一一柵8

いん

十二珊10

十一一536園

十一一伽1

十二悩4 を離しながらかういった︒﹁︿略﹀︒﹂涙を

いえ

胤に生まれたとはいへ︑ひとたび嫁して

十一一539囹 の命を得ようといふのだ︒何でこの身
十一一5310

ると︑﹁︿略﹀︒﹂といふ深い意味が︑かれ

ると︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぎようりと目

た︒﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑かれはそ

をしてもよいといふのですかい︒﹂

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といふそばから︑さも食 十二968図

たふじょうゐん

十二492

い︒國語は︑かういふやうに︑竜前・國
︒ただ︑手まねがいふ︒﹁︿略﹀︒﹂兄は︑

上︒﹂とかすかにいった︒兄の目は︑涙

十二襯2

る道でもあらばといふ下心であったらう

ゑじき

310417522129327110

十二4010 感じて歌をよむといふのは︑わが國民性 十二813園こ︑一

十二405 た歌である︒かういふ兵士やその家族た

55
56
56
5了
58
58
59
60
60
61
61
62
63
65

69

70

十一一川4

十一一552

十二557

〉。

79
いえ
いえ

いえ．
いえ．

80

﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響きとと

傾く家︑めちゃめちゃにつぶれる家もずる

七975

まして︑けがをした者や︑つぶれた家の下

つぶれる家もずるぶん多かった︒

七欄4

東郷元帥の家は︑質素な︑古い木造建であ
はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は
ちやうど︑お書の食事中であった元帥は︑

ひきつづき起る鯨震に︑家は震ひ︑地はゆ
謬るとすぐ︑元帥は家の人に︑ズ略﹀︒﹂と

れ︑市民があわてふためいてみる中を︑

七995

家の人々といっしよに庭へ出たが︑

七986

くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒

七984

つた︒

七983

敷きになった者は︑どんな氣持であったらう︒

七981

ぶん多かった︒

七975

もに︑東京の何比量の家は︑一度に震動した︒

七974

三874 と中まで干て︑ふと見ると︑正男さんの 七405 その家を︑いつまでも守っていただくやう
に︑
家の前に︑自動車が止ってゐました︒

三研3 ある日︑うらしまは︑父や母のことを
思ひ出して︑急に家へかへりたくなりました︒

︿略﹀けら

四342 光るやうに美しいので︑家の中も明か
るいほどでした︒

四385 おちいさんの家のまはりを︑
いたちが︑いくへにもとりかこみました︒

五心7 をぢさんの家のそばを流れてみる︑大きな
川の名を取って ︑

六487圏 映書の幕は︑ たったあれだけなのに︑
五階︑六階︑家が出て埋る︒

六628 それは︑ここから百メートルもはなれてゐ
る︑向かふの家の屋根であった︒

六672園向かふの家のせんたく物が見えます︒
くをして︑家を出られました︒

六687 おとうさんは︑夜業をやめて︑急いでした
六698 家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを引

七㎜8

元帥の家の人々は︑手傳ひに︑その方へか

やがて︑火は近くの家に起つた︒

命じた︒

七㎜8

いて︑勢よくかけて行きました︒

六755 ある家の子どもが︑マッチをすって︑その
みや こ の よ し か

火はたちまち元帥の家をおそった︒

元帥は︑家に残ってみた人々を指識しなが
自分の家を焼くのは︑近所の家々へ︑めい
七皿4

遠くの木立や︑家や︑煙突が︑くっきりと

かうして︑家は最後まで無事であった︒

その國の人人は︑このつかれはてた鳥を拾
ひ集めて︑暖い家に入れてやり︑

八104

夕空に浮き出してゐます︒

七柵8

わくをかけることになる︒

七川10

ら︑みつから防火につとめた︒

七梱2

七㎜10

けつけて行った︒

もえがらを捨てたのが︑もとだといふことです︒
がありました︒

六987 ある時︑都良香といふ人の家で︑弓の會
六988 若い人たちが︑大勢その家に集って︑
七149 いよいよ︑家もできあがったので︑ある日︑
お祝ひをすることになりました︒
七245 家を出て少し行った時︑
七246 ﹁ゴー︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まは
りの家も︑ぐらぐらと動きました︒

七393 家の前も︑後も︑横も︑まるで留立の降る
やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒
七404 新しく家が立つ土地の神様に申しあげて︑

八1010

昔から︑燕は︑同じ家に蹄って來るといは

れてるます︒

す
八111 今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑三年

何よりも︑あの家の軒下に作った古巣が︑

また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

自分の家へ︑いそいそと錦って來た燕を

なつかしいでせう︒

八122

八127囹

義仲からはく略﹀︑木曾の家に傳はつてゐ

迎へる人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒

今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまると

た︑大切な刀を送ってよこしました︒

八381
八6110

どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

いふので︑急いで鴬野から錦って來ました︒

る す
おとうさんの留守中︑おかあさんを助け

ばいえんが空をよごしてゐました︒

出窓3

九225国

家のお手傳ひをしながら︑一生けんめい

て︑家の仕事に精を出したり︑

九261團

これらの仕事は︑家で毎朝起きると︑まつ

に勉強することだ︒

九545

夜具をかたづけ︑雨戸をくるのと攣りはないが︑

わらはこの家にまみりし時︑この鏡の

九665屯家に錦りて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとりごといひ
しに︑

九682図國

されば︑家貧しくして苦しむなどは︑

下に父の入れたまひて︑

九684図圖

一豊は仕へて日なほ淺く︑家も貧しか

世のつねのことなり︒

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

九698図圓

後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑

人も家も︑小さく見える︒

九965

九価8 暑い日がやっと暮れても︑よひの間は家の

中がむっとして︑

81
いえいえ一いえる

九柵1 夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ
て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒
げてくれ︒

九伽7園 どうかりつぼな武士になり︑家の名をあ

九川1囹昔︑母と子と二人暮しの家があった︒
九備11 自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう
﹁︿略﹀︒﹂とつぶやきながら︑五兵衛は家か

といふので︑大工の仕事に取りかかった︒
十205
ら出て來た︒

下の村を見おろした︒

十211 五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに
十222 ﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五兵衛
しやうや

は︑大きなたいまつを持ってとび出して來た︒

十235園 荘屋さんの家だ︒
紫色の煙が村中にただよってみる︒

十291 どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて︑

十一502園生まれた家を出て行くのです︒
ある小さなみすぼらしい家の前まで肖る

十一梱1

附近には︑わっかな住民の家がところど

かれは︑急いで家へ蹄つた︒

と︑中からピヤノの音が聞える︒

十一鵬1

十一㎜8

ゑんとう

てんすみをけ

家の軒下には︑直径一メートル半もある︑

西洋人の残して行った家は床が高く︑

ころに貼在し︑

十︸節6
十一囲10

トタンで作った圓筒形の天水桶が並べてある︒
や し
だが︑想像してみたココ椰子の林も︑船
家らしい家さへも見えない︒

着き場も︑家らしい家さへも見えない︒

十一脳7
十一川8

だが︑家の中の机の上に︑大きなとかげ
家のまはりのゴム林には︑名も知れない

がちよこんと頭をもたげてすわってみたり︑

十一川1
十一盟10

十一晒4

その通路をくぐれば︑部落全燈の家をた

家の中に小さな通路があり︑

ぺう

張の家では︑変刈をやってみた︒

爆音とともに︑家ほどもある御影石が︑

女たちは︑勤勉に働いて家を守ってみる︒

武門の家である大伴氏・佐伯氏が︑

さへぎ

十一一412

再び家に取って返すと︑今農夫たちにか

十一一川5
ない︒

十二棚10

皇胤に生まれたとはいへ︑ひとたび嫁

市民を救ふことであるll
つた︒

自分の家を焼くのは︑近所の家々へ︑めい

﹇家家﹈︵名︶5 家々

十二皿5 徳川の家は︑まさに風前のともし火であ

七梱10

いえいえ

北支那から︑北滞洲の雪の夜の家々にも行

わくをかけることになる︒

八189

だん
ラバウルの町も︑︿略﹀︑ひな壇のやうに

れん
胡同に面した家々の門には︑聯が書かれて

つて︑みんなを喜ばしてゐます︒

十國7
ある︒

十一矧4

家々が山の中腹に並んでみる︒

いへもち
﹇家茂﹈︹人名︺2 家茂 家茂
いへもち

されて︑

十二柵2 家々の窓も障子も︑いっせいにあけはな
いえもち

は︑當時から七年前のことである︒

十二m1 宮が︑︿略﹀︑將軍家茂に嫁ぎたまうたの

その陣中に莞じ︑

こう

十二m4 やがて長州征伐の大事が起って︑家茂は

古人いへらく︑

古人いへらく︑

古人いへらく︑

大佛を見かけて遠

仲麻呂の魂祭せん

虫干しやをひの僧

がらん
奈良七重七堂伽藍

いへる

︽1へ︾

なかま ろ

古人いへらく︑

﹇言﹈︵名︶4 いへらく

十二372図團

いえらく

八重櫻︒

十二378図圃
とふ東大寺︒

十二385図圏
今日の月︒

き冬野かな︒

十二393図圏

﹇言﹈︵下一︶11

五101團何ともいへない︑ありがたい氣がしまし

い・える

徳川の家は何とかして護らなければなら

六258 まつ白な花が咲いて︑何ともいへない︑よ

た︒

徳川の家を救ふことは︑結局江戸百萬の

しては徳川の家を離れないのが女の道︑

十二川5

くわういん

つがれて鯖つた弟のあさましい姿︒

十一一691

おほとも

ごろんごろんと︑倒れ落ちる︒

十一一164

十一泌8

つねることができる仕組みになってみる︒

路があり︑

どの家も同じ作りで︑家の中に小さな通
十一泌4

鳥が來て鳴き始める︒

十744 父は︑とうとう佐吉をよその大工の家にあ

十一泌6

じゅもく

づけてしまった︒

樹木でも︑廟でも︑みんな水びたしになって︑

どべい
十脳6 畠はもちろんのこと︑家でも︑土塀でも︑
十㎜12

どべい
十川5 どこの家も︑高い土塀を立てめぐらしてゐ
るので︑

十㎜5 ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわてて
家にもどって行ったりする︒

十盟4 隣りの家の聯がわかるやうになり︑
の家の聯もわかるやうになって行く︒

十盟4 隣りの家の聯がわかるやうになり︑向かふ
十一118 廣々とした蒙彊の原野︑第一線における
しょだな

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒
や︑車が並べてあ る ︒

十一446 りつぼな書棚に︑たくさんの人形や︑家

いおとす一いかに
82

いかをりがあたり に 湛 ⁝ ち あ ふ れ ま す ︒

六304團 ラッパを吹きかはして︑海の上を進んで
行くのは︑何ともいへないゆくわいなものだ︒

か・まさつらまさときいか
せき

九501

八柵6

まるいをけの中には︑いかが折り重なって︑

今目の前に現れて來た陸地の姿や︑木々

﹁獲射止め︒﹂Il魚雷爽射の持ち場につ

いかが

合戦の事は武士にこそ任せらるべき

十298園

生かしておかうや︒

いかで

ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ

﹇争﹈︵副︶1

いかでか︑生きながら足にて顔をふま

﹇争﹈︵副︶1 いかでか

いかなる弓の名人も︑ただ一矢にて射落

﹇如何﹈︵連体︶5 いかなる

いかな

いかなるはずみにか︑わきにはさみ持ち

皇御午のもののふは︑︿略﹀︑

いかなる鬼神といへども恐れずといふ

そもそも︑いかなる人にておはすらん︒

﹇如何﹈︵副︶12 いかに

十価9図圏

十伽2図圏

あれはいかに︒

いかにせん︒

られしか︒

十77図 日常の御生活のいかに御倹素にわたらせ

いかに

ことなし︒

十一587図

十鵬8図國

ることをか務むべき︒

九243図魍

すめらみくに

たる弓を︑海中にとり落したり︒

八747図

すことは︑むつかしと見えたり︒

八731図

いかなる

るることあらん︒

九634図國

いかでか

たらんには︑職ふともいかで利あらんや︒

十一618愚臣

いかで

まりは︑もう一度眞赤に焼かれます︒

八976 いがたから取り出された︑大きな鐵のかた

いがたへ流し込みます︒

八974 その鐵を︑大砲の形とは似ても似つかない︑

さんさんと秋 いがた ﹇鋳型﹈︵名︶2 いがた

今日︑おごそかに観艦式︒

旗艦長門以下百敷十隻︑

ながと

八267圃
の日をあび︑

七785團掛聲勇ましく髄操をしますが︑その時は︑いか ﹇烏賊﹈︵名︶2 いか
何ともいへないよい氣持です︒

﹁いか﹂だともっとすばらしいさうです︒

八527 何ともいへない︑かはいい氣持がして閉る︒

意外

今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである︒

﹇意外﹈︵形状︶5

﹇以外﹈■みちいがい

八615 それを舞した時︑私たちは︑何ともいへな
いがい

いがい

ほんのう

これは意外のおことば︒

い感じがして︑目が涙でいっぱいになりました︒

十襯9園

八皿10 しかし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大

砲がすっかりできあがったとはいへません︒

つた︒

十二脳9

て走って來るレキシントンの姿であった︒
みかいゑい
﹇威海衛攻撃﹈︵名︶1 威海衛

攻撃
十1110囲囲

﹇如何﹈︵副︶3

十川1

いかけや

﹇鋳掛屋﹈︵名︶1

生かす

いかけ屋が來る︒
﹇生﹈︵五︶1

︽

シ︾

いかけ屋

のことかあるべき︒

十柵2図圏能登謡いかに強くおはすとも︑何ほど

十拍7図 いかにしたりけん︑義纒の船に乗り當り︑

も︑

十二297園先生は︑少し手かげんをなさったらい 十㎜6図圏 いかにもして助けまみらせんと思へど

に︑道にもあらぬ御台らひ︑いかがあらん︒

十一616図圖

七207園狩をなさってはいかがでございます︒

いかが

撃とやらにも︑かくべつの働きなかりし由︑

みかいゑい
そなたはく略﹀︑八月十日の威海衛攻

いかいえいこうげき

意外にも︑︿略﹀︑斜めにこっちへ向かつ

いてるた勇士たちは︑艦長のこの命令を意外に思

十二悩2

近いものを感じさせるのは︑意外だつた︒

の色が︑フィリピンの島々よりもかへって日本に

十一脳1

意外にも︑信長は本能寺の攣にあった︒

十酩3

ど美しいものが︑その中にはいってゐました︒

落差8 赤や︑黄や︑みどりの︑何ともいへないほ
十768 その精巧な機械を見て感心するとともに︑
何ともいへない肩身のせまい思ひがした︒
とうとういへないでしまひました︒

十一507 それがのどまで出てみるのですけれど︑

十一価7 その何ともいへないほがらかな︑つつま
しい心を味はひたいものです︒

いおと・す ﹇射落﹈︵四︶4射落す︽ーサ・iス︾

八722図面 空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑かならず

八718図圏 かの扇を︑射落す者はなきか︒
射落すほどの上手なり︒

八732図 扇は風にひらめきて︑いかなる弓の名人
も︑ただ一矢にて射落すことは︑むつかしと見え
たり︒

射落さんとしけるが︑

十一647図例の大矢を打ちつがひ︑ただ一矢にて
いおりのすけ 5あきあげいおりのすけ
か・じょんようかんいか・しれいちょうかんいか・

いか・す

かがでせう︒

せんかんニコライいっせいいか・たいちょういか．

いか ﹇以下﹈︵名︶1 以下5ごひゃくメートルい

にせんメートルいか・ほそかわえっちゅうのかみい
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いかに一いかる

十一375 源氏物語が︑いかによく人間を生き生き
と︑美しく︑こまやかに窺し出してみるかが

十一636図圏 まさしく父に向かって弓引きたまふ
は︑いかに︒

十一657図圓 いざさらば︑大將に矢風を負はせ︑
引き退けんと思ふは︑いかに︒

おのがをさむる國はいかにと

十一一55図魍 いにしへのふみ見るたびに思ふかな

十二髄6 いかに快速を嚢揮する機械化部隊も︑橋
が落ちれば立ち往生になる︒
﹇如何﹈︵感︶2

いかに

十二描10 いかに機械でも︑心は通じるのである︒
いかに

十棚7図圖 いかに梶原殿︑この川は西國一の大川
そや︒

﹇如何﹈︵ 副 ︶ 2 7

いかにも

十撹2図圖 いかに佐々木殿︒水の底には大綱ある
らん︒

いかにも

いかにも大陸的な蒙古ずまふが行はれたり

いかにも山中鹿介幸盛である︒

いかにもかなふべからず︒

九㎜7園

九別9

聞けば︑そなたはく略﹀︑かくべつの

して︑祭の氣分は高まって行く︒

十121國国

夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬

りやうみ

働きなかりし由︑母はいかにも残念に思ひ候︒

十加12

王は︑︿略﹀降りしきる雨を︑いかにも

の日は︑いかにもさむざむとした規正を起させる︒

十一101

積雲や︑入道雲や︑かなとこ雲は︑いか

氣持よささうにお眺めになった︒

十一775

ただ︑天地がいかにも明かるかった︒

にも壮大で︑強烈で︑男性的です︒

十一907

﹁ここまでお出で︒﹂といふやうに︑しか
そのいひ方がいかにもをかしかったので︑

しいかにも嚴然とそびえてみる︒

十一963
十一㎜1

いった者も聞いた者も︑思はずにっこりした︒

らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑いか

綱吉は︑法親王に種々御物語をしたつい

いかにも丈夫さうだ︒

槌の音は︑いかにものんびりと響いてゐ
十ニー72

た︒

十二7910園
にも︒﹂

十二834園

や︑それが末廣がりでござるか︒﹂わ
そなたは定めて主人持ちでござらう︒﹂

る者﹁いかにも︒﹂

十二806囹

末廣がりはござらうか︒﹂わる者﹁いか

でに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いかにも心ありげに申しあげ

十二626

るが︑

直土ー56

にもわがやまと魂をよく表してゐます︒

十一悩6

五688團 ﹁やす︑やす︒﹂といってやると︑いかに 十一 10 今度はいかにもものすごい︑いはば奇怪
しばふ
な物の精が寄り集って︑夜の芝生にをどるやう︑
もうれしさうに前足をあげて︑

七169 ふり返ると︑少女は︑いかにも尊いるげん
に 温 ⁝ ち て ︑ 立 っ てをります︒

て行くのは︑いかにも愉快さうでした︒

七911 まっさかさまに︑水の中へずぶりとはいつ
八468 白い紙をはった︑いかにも飛びさうなかつ
かうをしてみる︒

いてるる︒

八804 いかにもすべりよささうな傾斜が︑長く績

しいけしきです︒

八919 大川をめぐらした眺めは︑いかにも大阪ら

活動するさまは︑いかにも目ざましい︒

九548 乾鱈百人の乗員が號令に從って規律正しく
九664図 一豊もこの馬ほしく思へど︑求むること

いかにも大きな末廣がりぢや︒

冠者﹁いかにも︒﹂

十一一849囹

いかばかり

十一一筋5 艦長は︑いかにもうれしさうである︒

その馬の贋は︑いかばかりにや︒

﹇如何許﹈︵副︶2

九6610図圓

いかばかり

いかばかりの思ひにて︑この手紙をし

たためしか︑よくよくお察しくだされたく候︒

十131囲團

いかめしい ︽ーク︾
ぎぢやう

して︑償はいかほどでござらうか︒

﹇如何程﹈︵副︶1 いかほど

たかなわ

御ひつぎの車は︑儀杖隊の護りもいか

﹇厳﹈︵形︶1

十二821囹

いかほど

いかめし・い

十一148

﹇如何物作﹈︵名︶1 いか物作り

めしく︑︿略﹀高輪の御殿へお進みになってみた︒

能登守教経は︑今日を最期とや思ひけん︑

いかものづくり

十㎜7図

﹇如何様﹈︵形状︶1

いかやう

︿略﹀︑いか物作りの太刀をはき︑

いかよう

﹇怒﹈︵名︶1

怒り

十鵬10︹図園 ただいかやうにも︒

いかり

一時に怒りがこみあげる︒

﹇碇﹈︵名︶1 いかり
さんごせう

十696
いかり

ろした︒

﹇碇星﹈︵名︶1 いかり星
い す
北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五

十一茄1 船は︑淺い珊瑚礁を警戒していかりをお
いかりぼし

つばかりの星はカシオペヤ座で︑俗にいかり星と

九9310

怒る ︽ーッ・ーラ・ーリ︾

も山形星ともいひますが︑

義光は︑かっと怒った︒

いか・る ﹇怒﹈︵四五︶5

七645

といふことが︑どれほど彌兵衛たちを怒らせたか

七価3 オランダ人の足が︑日本人の頭の上にある

狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑︿略﹀︑

わかりません︒

九二9

いき一いきごむ
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四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒

十衛9 かうした宗治の態度に︑秀吉はいよいよ怒
つて︑軍勢をさし向けたのであるが︑

ども︑

十一541図風叫び海怒りて︑波は山のごとくなれ

ひといき︒むしのいき

いき ﹇息﹈︵名︶12 イキ いき 息呂ためいき．

イキヲイッパイスピコミマシタ︒

二212 勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑

三297 大きなのがじまんの大州は︑うんとい
きを吸ひごんで︑おなかをふくらましました︒
三311 しかし︑大嘘は︑こんどこそと︑力いっぱ
いいきを吸ひこみました︒
五245 水の中にみると︑何だか息がつまるやうな
氣がしました︒

伝手をあげ

たけるは︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑苦しい息の

て息を吸ふ︒

七63圏 風に向かってぼくたちは︑
七174

生き生き

﹇生生﹈

︵サ変︶

1

生き生きする

けさをふるはせて︑頭の上から降り注いで駈る︒
いきいき・する
︽ーシ︾

みどりの葉が生き生きして︑赤や︑白や︑
勢

たいへんな勢で︑ひるも夜も︑ぐんぐん

﹇勢﹈︵名︶17

むらさきの花が︑美しく咲いてゐます︒

六白7

四63

いきおい

とのびていきました︒

四123囹あの勢のよいくすの木で︑作った舟

こまは勢よくぐんぐんまはります︒

勢のよいのがあたりまへさ︒

だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒
四124園

四532

﹁行け︒﹂といはれるが早いか︑︿略﹀︑勢よ

家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを引

くかけ出しました︒

五一1

六698

しかも︑敷秒ののちには︑その破壊筒が︑

いて︑勢よくかけて行きました︒

六梱9

ふんするが︑勢よくあがってゐます︒

恐しい勢で爆嚢するのです︒

六僻1

さあ︑指で勢よくつぶすのだよ︒

ね落ちる︒

は︑

十二㎜2園

どたう
非常な勢で船首に砕け散る怒涛の申に

勢こむ ︽ーン︾

ふち
九127 がけの下の青い淵や︑勢こんで流れる水の

いきおいこ・む ﹇勢込﹈︵五︶1

﹇生甲斐﹈︵名︶2 生きがひ

清さに︑目をうばはれるのであるが︑
いきがい

ら︑ほとんど生きがひがないと思ふでせう︒

十431 峯の月︑︿略﹀︑さういふものがないとした

たのを思ふと︑一臣民である自分も︑しみじみと

十一麗6 天地の榮えるこの大御代に生まれ合はせ

︵四五︶2

生き返る ︽ーッ．

︵下一︶ 1

行きがける ︽一

捨ておかば︑ほどなく生き返るべし︒

生き返ったやうだ︒

﹇生返﹈

生きがひを感じるとよんでゐます︒

ール︾

いきかえ・る

八624園

九6010図圏

﹇行掛﹈

をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑あっ

いきか・ける
ケ︾

ちへ行きがけました︒

五716

息苦しい

︽ーイ・

天下の雲行きは︑ほとんど息苦しいまで
いきご・む

ぼくは︑まだ見たこともないが︑どうかし

﹇意気込﹈︵五︶1 意氣ごむ ︽ーン︾

てっかまへてやらうと意氣ごんで行った︒

九㎜2

に切迫してみる︒

十二655

は︑息苦しくさへなって來る︒

十一圏8 一間先も見えなくなるくらゐ降り績く時

iク︾

いきぐるし・い ﹇息苦﹈︵形︶2

謙遜していふのがわが套語のいき方で︑

先生にお願ひしますと︑先生は︑たもで勢 いきかた ﹇行方﹈︵名︶1 いき方
十一265 相手を尊敬するためには︑自分のことを
火は︑ものすごい勢でもえて來ます︒

だくりう

見渡すと︑廣い城下町のたんぼへ︑濁流が
時々︑毛抜きを鐵棒で勢よくしごく︒
露国が連敗の勢を回復せんため︑本國
における海軍のほとんど全勢力を墨げて編成せる

十一516図

十描4

ものすごい勢で流れ込んで來る︒

十襯6

よく下へ出る︒

八川8囹ああしてからだをしぼると︑中の水が勢

七214

よく︑さっとおすくひになりました︒

七135

﹁︿略﹀︒﹂といひ終って︑たけるは息が絶え 七118園

下からたつねました︒
七183
ました︒

七284 息を深く吸って︑静かに歌ひだしました︒
て︑息もたえだえであった︒

八647 信書管は血にまみれ︑身には重い傷を負つ

人︑あの墓地に11﹂と叫ぶやうにいった︒

十㎜4 楊少年は︑苦しい息の下から︑﹁悪者が三
十㎜11 それっきり︑少年の息は絶えてしまった︒
﹇生生﹈︵副︶2

十一853 息が苦しいほどはずむ︒
いきいき

十一376 源氏物語が︑いかによく人間を生き生き

太平洋第二・第三艦隊は︑
と︑美しく︑こまやかに噛し出してみるかが
十一789 生き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静 十二鵬5 汗のしっくが︑スコールのやうな勢では
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いきち一いく

いきち

﹇生血﹈︵名︶1

生き血

﹇息遣﹈︵名︶1

息づかひ

十二529園 それから飲み物といふのが︑人間の生
き血さ︒

九襯2園 飛行機の熱を計ったり︑息づかひを高い

いきづかい

たり︑痛いところをさすってやったりするのです︒
﹇行成﹈︵副︶6

いきなり

いきどおり 5おんいきどおり

四475 いきなり海をめがけて︑どぶんととび

いきなり

こみました︒

五169 子どもたちは︑いきなりどなうの上にかけ
あがらうとして︑ころげ落ちるものもあります︒

六榴2 乗客が乗ってしまふと︑いきなり爆音がし
﹁︿略﹀︒﹂と︑五兵衛は︑いきなりその稻む

て︑みるみる︑鳥のやうに小さくなります︒
十226

らの一つに火を移した︒

十躍10 追ひつけないと思った一人が︑いきなり手
投げ爆弾を投げつけた︒

生き残る

︽ーッ・

︵上一︶

1

生き延びる ︽一

いきまく

︽ーク︾

生き物

かれは﹁慶喜討つべし︒﹂と叫び︑これ

は﹁君側清むべし︒﹂といきまく︒

十一一⁝⁝7

生きもの

でも︑かめは生きものだ︒

﹇生物﹈︵名︶6

さうして︑海には︑どんな生きものがゐ

三996園

いきもの

七75園

るかを︑よく氣をつけて見るやうになさい︒

あれほど活氣に滞ちて生きもののやうに活

動してみた魚市場も︑

九515

銀色に光ったたくさんの機械は︑まるで生

九佃8園何か生きもののやうに思はれます︒
十766

生き物をいじめるといふことは︑二上

き物のやうに動いてみた︒

イギリス

どんなことがあっても落ちないと︑イギ

︹地名︺2

に封しても申しわけのないことだと︑

十一412園
イギリス

六373囹

フランスは徳川方を結果し︑イギリスは︑

リスがいばってみたシンガポールも︑

十二価6

︿略﹀官軍に好意を見せようとしてみた︒

扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く
ねらひ違はず︑狼介が満月のごとく引きし
生きる

︽ーキ・

七977

七898

私たち少國民も︑この光榮ある大きな時代

市民は︑まったく生きた氣持もなかった︒

油蝉は︑それから二三週間生きてゐます︒

て生きてゐます︒

十571

﹁生まれる﹂﹁生える﹂﹁生きる﹂﹁生る﹂の

に生きてみるのである︒

やうに︑

十三2

十備3﹁生﹂を﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂

﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂と

﹁なる﹂と︑いろいろに望みます︒
十描4

先生が生きていらっしゃる限り︑どう

日本を守ってくれる寳が︑この中に生き

いったわが國のことばを︑

十ニー08

てるるのだ︒

十二271園

﹁先生が生きていらっしゃる限り︑ど

して私が死ねませう︒

十二354園

わが古代の人々が︑雄大明朗の氣性を持

うして私が死ねませう︒﹂といった顔回が︑

十二475

地上のあらゆる生物は︑この熱︑この光

ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

のおかげで生きてみるのである︒

十二伽2

生く ︽ーケ︾

御民われ生けるしるしあり天地の榮

﹇生﹈︵四︶1

十一撹3図團

い・く

息つばめはどこへ

﹇行﹈︵五︶魏 イク いく 行ク 行く ︽一

ゆる時にあへらく思へば
い・く

カ・ーキ・ーク・ーケ・iッ・ーツ︾

いきる

海は︑生きてみると思ひました︒

﹇生﹈︵上一︶15

三761團

ロへ︑オツカヒニイキマス︒シロモ︑ヨ

いく

一464

一462園

フタリデ︑ツイテイキマシタ︒オハカノ

バカノサウヂニイキマセウ︒﹂ト︑オ

一444 オッシャイマシタ︒イッテミルト︑ハチ

一285 罰則コンデツイテイキマス︒モシモシ︑

一283

魚雷をうち出すと︑生きた魚のやうに︑

近づいて見ると︑それは︑生きたねずみで
油蝉の子の口には︑針のやうな管がありま
すから︑その管を木の根にさしこんで︑汁を吸つ

七858

はありませんでした︒

六M7

水の中をくぐりながら︑

六341團

ーキル︾

い・きる

ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

九枷8

舞ひあがり︑

八739図

十二669 後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞 いき・る ﹇射切﹈︵四五︶2 射切る ︽ーッ・ーラ︾
﹇生残 ﹈ ︵ 四 五 ︶ 3

多の雨足をつかんで︑前へのめらせた︒
いきのこ・る
ーリ︾

七229 尊は︑生き残ったわる者どもを平げて︑な
ほも東へお進みになりました︒

十二898図圖 一族のうち︑一人も生き残りてあら
こんがうざん

ん間は︑金剛山のほとりにたてこもり︑

十二955図國 われ︑たとへ戦場にて命を失ふとも︑
﹇ 生 延﹈

汝︑生き残りたらん一族どもを助け養ひ︑

ビ︾

いきの・びる

﹇ 息 巻 ﹈︵五︶1

十脱11園 これで︑子どもたちは︑生き延びませう︒
いきま・く

ー572

一48一
キレイニスンデイキマシタ︒ズ略﹀︒﹂

ラへ花ヲツミニイキマシタ︒ハジメニ

三81囹︒﹁さあ︑野原へ行ってとばさう︒﹂二

二研5 て︑とほくの方へ行ってしまひました︒

どこまで行っても︑長い道︒
三923圃
の上︒どこまで行っても︑長い道︒
三927圃
なる︒どこまで行っても︑長い道︒
三934圏
三967よ︒﹂と呼ばれて︑行ってみると︑おか
三期5囹 かった︒﹂みんな﹁行かう︑行かう︒﹂子
三柵5園 みんな﹁行かう︑．行かう︒﹂子どもたち
三柵6 あ︒﹂いひながら︑行ってしまひます︒
三剛4 ながら︑どこかへ行きます︒二
三慨7園 はおもしろい︒行ってみませう︒﹂か
三悩9園 ゆっくり遊んでいってくださいませ︒
手を取って出て行きます︒雪

ｧ2

四134 ゆたかになっていったといふことで
四183 勇ましくとんで行くさうです︒三略
四193ばさんのところへ行きました︒松並木を
四195 ました︒しばらく行くと︑牛の引いて
四239囹さんのところへ行くのです︒﹂と答
たしもホ町まで行きますよ︒出征する
四243園
四245囹でね︑見送りに行くところなんです
四338 お金持になっていきました︒この子
四405 りでに外へ出て行きました︒もう︑だ
四418 に天へのぼって行きました︒八たぬ
みって︑學校へ行って︑﹁君が代﹂歌
四642圃
四674 かばんを取りに行きました︒一郎さん

四63ぐんぐんとのびていきました︒何年か

四702 ところへ持って行って︑﹁︿略﹀︒﹂と

ら︑川をのぼって行きました︒二

の方へ浮かんで行ったり︑下の方へ

一597 スイスイオヨイデイクウチニ︑ドコへ 三115 方へとばされて行きました︒勇さんも
三121 のあとをおって行きました︒﹁︿略﹀︒﹂
一597 クウチニ︑ドコヘイッタカ︑見直ナク
一627圖
カフヘ フネガイク︑ピイヒョロロ︒ 三124まっさきに走って行きました︒﹁︿略﹀︒﹂
春枝さんもついて行きました︒らくかさ
一716︑川ヘセンタクニイキマシタ︒川里ミカ 三126
一748囹 ヘオニタイヂニイキマスカラ︑キビダ 三238のしさうに流れて行きます︒小鳥が︑木
三259べるやうに流れて行きます︒三人は︑舟
一76一 カケマシタ︒少シイクト︑ムカフカラ
三261 のふちを走って行きます︒草の葉に
ニナッテ︑ツイテイキマシタ︒マタ少
一775
三397のおいしゃさまへ行きました︒おいしゃ
マシタ︒マタ少シイクト︑ムカフカラ
一777
三445園 すずをつけに行くのかね︒﹂みんな
マシタ︒マタ少シイクト︑コンドハキ
一794
ら來て︑どこへ行くのだらう︒これ
三457園
︒キジガ︑トンデイッテ︑上カラテキ
一812
三464園れて來て︑海へ行くんだ︒﹂といひ
︑ハガキヲ出シニイキマシタ︒勇サンバ
二96
ずっとのぼって行くと︑山と山が近
三479囹
ニー01 カケマシタ︒少シイクト︑トケイヤノ
んだんくだって行くと︑大川になって
三485囹
二202リマシタ︒ヨンデイクウチニ︑ツギノ
三487囹その山や海へ行ってみると︑よく
うちがつづいていくのと同じこと
三506囹
三513寸ぼふしは︑都へ行って︑りっぱなさ
二208シウへ︑勇サンバ イッテ見タクナリマ
ニ ニナゲツケテ︑ イッテシマヒマシタ︒
二276

R13ロヒニ︑林ノ中へ 行キマシタ︒キイロナ

二294ッテ︑水ヲカケニ イキマシタ︒水ガメノ

二366サギノ子ヲ見ニ 行キマシタ︒ウサギノ
二371テ︑マタハタケヘ 行キマシタ︒オイモノ

ニ391圏モリハ︑ドコへ 行ツタ︒アノ山コエ
二鵠3圏山コエテ︑里へ 行ッタ︒里ノミヤゲ
行ッテ︑ハリバコニ
二465 ンチャンガソバヘ

おまるりをしに行きました︒町はに

年は海へつれて行ってもらへる︒海︑

つちをおき忘れて行きました︒五

海︑海︑早く海へ行きたいと思ひまし
で︑金魚を買ひに行きました︒店には︑

四708 ところへ持って行って︑﹁林さん︒﹂と

へにいさんたちは行きました︒おとうさ

だんだん呼んでいって︑﹁山田武︒﹂
︒

海

四741

うと︑草を分けて行きました︒二十

四749

シロ︒

三745團 っしょに︑海へ行きました︒海はあ
三774 い方へおよいで行きました︒ぼくは︑
とをおっかけて行って︑ときどき︑お
三805圏

四806 ら向かふの陸へ行ってみたいと思ひ

﹁シロ︑

三872 のうちへ遊びに行かうと思って︑外

四737 されて︑そちらへ行きました︒にいさん

四714團またいつしょに行きませう︒朝さそ

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
二723 ハ︑風ノトコロへ

三877 って︑私は急いで行って見ました︒正

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
二698 ハ︑雲ノトコロへ

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
二745 ︑カベノトコロへ

四825囹 へながらとんで行くから︑向かふの

bテ︑

一一

三918 ﹂自動車は走って行きます︒私たちは︑

二477 ︑オトナリノ前へ

行ッテチャウダイ︒﹂
ニ474園ワンワンヲ見二

11851999

田下4園 正ちゃん︑見に行かう︒﹂と︑にいさ

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト
二674 日サマノトコロへ

、

51

54

58

59

59

63

二梱7 て︑せんろの方へ 行きました︒汽車は

一二

67

了4

一一

いく
いく

86

87
いく一いく

四835 へながら︑渡って行きました︒もう一
四㎜2 の病院へ︑みもんに行きました︒職孚でき
四鵬7 にこして車を引いて行きます︒すると︑と
四宙6圃 すいすい とんで行く︑空にかすんだ
四佃2 物を取って︑持って行かうとします︒松の
四旧3 んだん天へのぼって行きます︒右に︑左に
四伽3圃 すいすい とんで行く︑空にほんのり

六141 私は︑また弟の方へ行きました︒それから

六204 ︑遠い︑遠い外國へ行きました︒遠い外國

六176国形さんを︑持って行ってあげたいと思ひ

漕水艦

せんする

六208 は︑それをさがしに行くことになったので

がら︑軍港を出て行く時︑港内にみる軍

六294 ふるさとを出平して行きます︒七
六301團

六935

仲よく教室へ錦って行った︒十七菅原道

頭のところへ飛んで行ったが︑友田くんが

うに︑どこへでも行くことができる︒漕

六304国︑海の上を進んで行くのは︑何ともいへ

六978

︑敵艦をめがけて行って︑つきあたる︒

い︑わたしは山へ行かう︒﹂ほをりの命﹁

六342團

五言4園

のつり竿を持って行け︒﹂ほをりの命﹁あ

六336團

五桝7園

六佃9 思って︑また本堂へ行きました︒夕方に近

六芸3引っぱって︑本堂へ行きました︒ぶるぶる

五58たある神様は︑山へ行って︑さか木を︑根

五五9園

ほでりの命﹁山へ行っても︑小鳥一羽取

六393園

ろですね︒ぼく︑行ってみたくなりまし

は︑南洋のどこへ行っても見ることがで

りと手をつないで行く日本も南洋も︑み

ら︑地上へおりて行くところです︒﹂か

でせう︒毎日山へ行って働いて︑鋸りに

六403園

六471囹

五備8園

信を首にして︑﹁行け︒﹂の命令ととも

れてもらって︑﹁行け︒﹂といはれるが

六814

六699

六695

時︑雪の上を歩いて行った︒ふり返って︑

ばれとする︒學校へ行く時︑雪の上を順い

は︑自分の机の前へ行って︑何かさがし始

いて︑勢よくかけて行きました︒遠く走る

V︒﹂といって︑出て行かれました︒をぢさ

わたしは見まひに行きます︒おとうさん

かあさんのところへ行った︒﹁︿略﹀︒﹂おか

五佃1園

六892

すがはらのみち

六892

りばりを︑取って行ったものはないか︒

日だけ︑私に海へ行かせてくださいませ

五柵1園

五伽7園︒私は︑毎日山へ行って︑鳥や︑けもの

六693園

六661

六551園

六455囹

六368 から次へとうつって行きました︒いちばん

五胎1園

五799行った︒井戸ばたへ行って︑足を洗った︒
五802はいて︑うらの畠へ行ってみる︒なすも︑
五815る︒さうだ︑ぼくも行ってみよう︒﹁︿略﹀
五816園
おかあさん︑川へ行ってもようございま
五821ちもくさんに走って行った︒十七 日記
五856と三人で︑えん日へ行って︑すず虫を買っ
五885を︑すいすいとんで行きます︒青い波の上
五964園
ます︒みことよ︑行ってお治めなさい︒
五978園
て出て︑﹁下界へ行く途中に︑恐しい男
五989お方でありました︒行ってごらんになると
五柵4 ︑大急ぎではなれて行きます︒さうして︑
五欄5 へ︑どんどん走って行きます︒﹁︿略﹀︒﹂と
五欄9 雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒
五餌7 方にある木のそばへ行きました︒さうして
五鵬1 雲はさっさと走って行きます︒﹁︿略﹀︒﹂と
五柵6 したが︑ただ學校へ行く時︑何べん追ひか
五柵4 ︑文子さんが學校へ行く時︑とんで來ても
五描6 も六回も︑この間を行ったり來たりしまし

五205すっかり︑どこかへ行ってしまひました︒
五212ぞろぞろとつづいて行きました︒どれも︑
五228は︑だんだん過ぎて行きました︒水草が青
五244だんだん短くなって行きました︒さうして
五325んのところへ走って行きました︒あそこの
五376した︒桑をもらひに行く途中も︑心の中で
五384ち︑だんだんやせて行って︑三日めには︑
五401だのまはりを包んで行きました︒﹁︿略﹀︒﹂
五466を︑ゆっくり流れて行きます︒ぐぐ︑ぐぐ
五481川にそって川口まで行ってみたいと思って
五485めった小道を通って行くと︑川の岸へ出ま
五503みました︒しばらく行くと︑向かふの岸か
五528 って︑川口の町まで行くことにしました︒
五531 ︑川岸の道を走って行きました︒そのへん
五535 ︑ゆっくりと流れて行きます︒町の入口で
五539 ︑みせいよく引いて行くのに出あひました
五548めが︑五六羽とんで行きました︒いその香
︒﹂﹁遠いところへ行きます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

五佃6園私に︑海の御殿へ行くやうに教へてくれ

五629園

五624園 こにるるわけにはいきません︒これで︑

六㎜1

人と︑次々に倒れて行きます︒第一班は︑

六餌2 うと思って︑急いで行って見ると︑ぴっく

月旧6園

六梱2

うから︑突撃して行ってみるぞ︒﹂とさ

て︑ずんずんもえて行きました︒北川は︑

六118

六湘5 は︑破牢筒を持って行って︑鐵條網にさし

五663團 るからだ︒馬屋へ行って︑馬をねどこか

六129︑おかあさんの方へ行きました︒刈ったあ 六梱5 り︑あとから押して行きました︒三人の心

ので︑地面をはって行きます︒弟は︑いな

五788 鳴いてみる︒そっと行って見ると︑一高ー

六139囹 んが︑﹁おまへ︑行って遊んでおやり︒

五631園
﹁︿略﹀︒﹂﹁何しに行くのです︒﹂﹁︿略﹀︒
六72 朝早く起きて︑倉へ行って見ますと︑屋根
五661團は︑きっと馬屋へ行く︒馬屋には︑それ 六86 と︑すぐ︑たんぼへ行きました︒今日は︑

五798 聲をたてて︑とんで行った︒井戸ばたへ行

いく一いく
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七84 ︑少しつつくつれて行くので︑手ですくつ

七81 ゆうになってほって行きました︒おもしろ

庭上7 ︒川をさかのぼって行くと︑りっぱな橋が

六囲4 白波を立てながら︑行ったり來たりして︑

六価3圃 に︑少しにごって行く水よ︒卵のからを

七853

七812團

七729

七569

七568

中を上手にもぐって行きます︒たいていは

七842團

こみ毫へ︑泳いで行かう︒﹂といって︑

いところへはいって行きます︒からだも大

ぱな精神を養って行くのです︒武男くん

々に番號を送って行きます︒鮎並が終る

皇のかげのところへ行って︑しるしをつけ

みなさんは︑どこへ行きたいと思ひますか

れから先は︑どこへ行くのでせうか︒みな

八2410團︒手順は︑どこへ行っても静かな美しい

八2410團 遠足には︑旅順へ行きました︒旅順は︑

八247團 でるます︒日本へ行くのです︒﹁︿略﹀︒﹂

八246団

八224團

八217團

は︑十二時間半で行くことができます︒

並木道をのぼって行くと︑忠勤塔が立つ

ちゅうれいたふ

七98園︒﹁先生に聞きに行きませう︒﹂と︑花
七903囹

七868

七1510 しながら︑奥の間へ行かうとしました︒こ

七158 も︑しだいに蹄って行きました︒たけるは

七1210 しょに︑岩のそばへ行きました︒岩の間の

七967圏柳のかげが暮れて行く︒二十東郷元帥

七943

七915

七911

七904

こみ垂の方へ泳いで行きました︒十九

母

ん上の段へのぼって行きました︒とばうと

へずぶりとはいって行くのは︑いかにも愉

︑肩を並べて泳いで行きました︒とびこみ

八537

八518

八516

八493

んなそちらへ走って行った︒﹁︿略﹀︒﹂私た

ら︑少しつっぱって行った︒その時︑もう
はく
トルも一塁に飛んで行った︒私は自分で拍

風の受け方がうまく行かないので︑水平に

つけて︑線を引いて行くと︑いつのまにか

八486園

拍手をした︒走って行ってグライダーを拾

八471園ばすと︑ニキロは行くはずです︒﹂とい

海ll見わたす

七225 ふへと︑もえ移って行きました︒あわてた

その方へかけつけて行った︒ところが︑火

八543

八538

1は︑乱吟に飛んで行く︒ちう返りをして

朝もやが晴れて行く

七244 出てみた父を呼びに行きました︒家を出て
七欄9

を︑いそがしさうに行ったり來たりして︑

もの︑横へすべって行くもの︑見るまに︑

八262圃

八233團 だ︑支那町を見に行った時︑おもしろい
がん
ころは︑雁も北へ行きましたが︑今は︑

七106 みるやうな岩の方へ行きました︒ひやりと

七910 生のところへ走って行きました︒先生は︑

七245 した︒家を出て少し行った時︑﹁ゴi︒﹂と
七七6

︒晩になって︑また行って見ますと︑そこ

八552

する︒二機が並んで行くのを見てみると︑

八775

八662

へぎながらのぼって行った︒スキーの雪を

て︑山のスキー場へ行った︒前の日に︑こ

︑矢のやうに飛んで行った︒寒い夕空をも

になると︑さうはいきません︒いいかげ

七267囹 なほつて︑學校へ行きたいのです︒﹂と︑

七鵬9

遠い地平線に落ちて行くところです︒焼け

八553

︒私のがまだ飛んで行く︒涙が出て來た︒

︒いったい︑どこへ行くのでせうか︒燕の

八789

けんめいにのぼって行った︒松林の中を通

とうがうげんすみ

七274 ある醤院へ送られて行きました︒その夜︑

七鵬2

︑ぐんぐんと落ちて行きます︒一センチ︑

八556

もっと︑南へ飛んで行くのです︒南洋の島

︒松林の中を通って行く時︑だれかが︑﹁

はくしゅ

七279 分は︑遠いところへ行くのだと感じたのか

七鵬9

八559

オーストラリヤまで行くのがあるといふご

八796

八795

八74

八72

うそろ日本を去って行きます︒十月には︑

れません︒これから行かうとする遠い國の

︒まもなく︑去って行かなければならない

八646たわが軍が︑つれて行った鳩であった︒信

八639

八6210囹

八606

八596

土手のかげをかけて行くのを見ました︒騎

たびに︑早く飛んで行って︑見たいやうな

八809園︒もう少し上まで行かう︒﹂と︑石井先

歳︒﹂と叫びながら行きました︒私たちは

心して︑﹁自分の行ってみたころとは︑

八77

には︑再々と去って行きます︒十一月の初
八710

八77

七研3

八87

さんは︑結髪にさへ行けば︑バナナの木が

いみん

七292 きりと歌はつづいて行きます︒あちこちに

︒ずんずん︑沈んで行きます︒圓は︑しだ

七307魍章︑御門を通って行きました︒かしは手 七伽1 ︑ニセンチと刻んで行くやうに︑動くのが

八89

と︑何段かに咲いて行って︑ふさのやうに

八5510 ︑静かに下へおりて行って︑地に着いた︒

八141

の雪の夜の家々にも行って︑みんなを喜ば

荷物は全部置いて行くのだぞ︒﹂とつけ

八174

なしく月日が過ぎて行きました︒ノイツは

八189

七佃2園

︑ ゆっくりと引いて行くからすきのあとに
七367
七372いて︑泥水の中を︑行ったり來たりします
七374んこまかく耕されて行きます︒夜︑遠くの
七379りの苗が出そろって行くのは︑見ただけで
七483 ︑船をこいで蹄って行った︒十 機械
七531圖に︑船からおりて行くのです︒勇ましい
がんぺき
七538かに岸壁をはなれて行きます︒上屋の人た
︑﹁おとうさん︑行ってまみります︒﹂﹁
七541園
︒﹂﹁おかあさん︑行ってまみります︒﹂
七541園
七544船に︑引っぱられて行くのです︒ちよつと
ざう
七547 ︑象でも引つぼつて行くやうですね︒もう
七555は︑たいてい騙って行きました︒右の方に

七M8

七561支那や︑南洋などへ行く船です︒みんな︑

八 八 八 八 ノ、 八 八 八 八 八 八 ノ、 八 八 八 八 八 八 ノ天 八 八

上へ上へとのぼって行かれたが︑二百五十

んだ︒みんなそこへ行くと︑今︑石井先生

美しくちうをとんで行く︒﹁萬歳︒﹂と︑だ
けんいん

︒大砲を作る工場へ行ってみると︑大きな

はしくし︑深くして行くことができます︒

九136がら谷間をのぼって行くと︑やがて標高千
九146に次から次へ近いて行く︒しめなは・まん
九161静かに祭場へ進んで行く︒祭場には︑中央
九179によって︑伐られて行った︒伐り方は古式
九186道を静かに運ばれて行く︒運材夫が聲高く
九204團とになって進んで行く時にも︑おまへた
九312囹
母親に︑﹁さあ︑行かう︒﹂とせきたて
の人といっしよに行かなければなりませ
九321囹
九339のあとについて出て行く母の後姿がちらと
九387園く︑みんなで海へ行って︑ほんたうに愉

九棚−o

海底を

ざあっとすべって行く車輪の響き︒﹁︿略

て︑元請よく泳いで行った︒十六

羊986が︑だんだん齪れて行った︒おくれる者︑
九992かなか思ふやうにはいかない︒並んで泳い
九㎜4 ︑どんどんおくれて行く︒もう︑だめだ︒
九捌2 前の方へ輕く進んで行った︒がけの下をぐ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
213 213 213 213 211 208 208 20了 206 206 204 201 201 128 122 113 112 102
足ごとに深くなって行く︒思ひきって︑か

順々に海へはいって行った︒熱い海岸の早

十279 ︑豆畠の方へ飛んで行ってしまった︒﹁︿略

九型12

九別−〇

九㎜7 ある︒旅に出かけて行く人が︑オボの前を
九㎜1 しつつ大きくなって行く︒夏の初め︑草原

祭の金分は高まって行く︒属しいにぎやか
︑潮がさっと引いて行くやうである︒さう
とすれすれに飛んで行くっゆっくりと︑自

郵亭1園 ︒それを毎朝見に行くのが︑ほんたうに
身魂3 ボを目篭てに歩いて行く︒オボといふのは
九㎜9 まれ︑そこで死んで行く蒙古人たちにとつ

︑谷を渡り︑走って行く︒ぼくたちは︑だ

く略﹀︒﹂また進んで行くと︑やぶのところ

んどん野原を進んで行くと︑向かふのくぼ

にのろを追ひ出して行く︒どんどん野原を

やらうと意氣ごんで行った︒散兵の隊形を

するするとあがって行く日の丸の旗が︑風

と思って︑食堂車へ行った︒食卓には︑

しょくたく

といつしょにおりて行った︒急に車内がさ

國都新京へせまって行く︒遠く國務院や︑

︑そのかげがはって行く︒﹁あじあ﹂は︑

は︑馬車や自動車が行ったり來たりしてゐ

ため山東へ渡って行った︒何年かたって

ンのをちのところへ行くのである︒ 一度乗

︒﹁おかあさん︑行ってまみります︒﹂

際に追ひつめられて行った︒﹁︿略﹀︒﹂かう

兄に呼ばれて座敷へ行った︒見れば︑母も

を堂々と出志して行く時です︒﹂太郎﹁さ

ちやうど︑遠足に行った子どもの青りを

11943249295129527468
囹 園
囹園圃

馬や牽引車で引いて行く野砲や︑重砲ll

︑下へ下へと沈んで行きます︒このやうに

らだや心をきたへて行くのと︑同じことな

をまるくけづられて行きます︒黒くて︑ざ

したり︑けづられて行く砲身のまるみを計

213

松を目當てに進んで行く︒いつもそばを子

りあり場所が墜って行きます︒今どれか一
︑西へ西へと移って行くのです︒日や月が

げて︑頭の早上まで行く途中︑眞中坐より

年と違って︑ぼくが行くと︑北斗は︑うれ

蹄ると︑すぐ牧場へ行って見ました︒牧場

むらさき色に憂って行くのを心に念じた︒

の中へ吸ひ込まれて行く︒そのかまには︑

しづしっとのぼって行くさまは︑まことに

ら頭を並べて進んで行く︒甲板洗ひがすむ

つり床の聞をぬって行く︒すると︑乗員は

車が︑魚市場を出て行くのは︑それから敷

よく右へ左へ運んで行く︒見る見るまぐろ

めざしてこぎ闘って行く︒魚市場の廣いた

んの小舟が近づいて行く︒漁船のかたはら

白いもやが︑薄れて行って︑山の頂に横た

く尾を引いて消えて行く︒左手の山の頂が

すりっぱにみがいて行くことになるのです

164831064676412129101519

だいにはぎ取られて行くと︑始めて︑あの

いぐいとくひ入って行きます︒一センチ︑

身に穴があけられて行きます︒ほんの少し

だん組み立てられて行きます︒しあげを終
︑日が静かに落ちて行くころでした︒ガリ

右へ︑右から左へ︑行ったり來たりするの

つしょに︑水族館へ行きました︒入口のぞ

したまま︑くねって行きます︒おもしろい

な同じ方向へ泳いで行きます︒一匹として

ら一郎さんを起しに行くと︑﹁ねむいな︒﹂

を持って︑外へ出て行った︒﹁ずるぶん寒

がしい仕事が始って行きます︒雁の群が︑

がん

八協5囹 日の買物に持って行きませう︒﹂と︑う
八二7 ら太平洋まで吹いて行く大きな風です︒黄
八悩1 にごつた風早が出て行って︑きれいな空氣
八描5 の空を︑日が落ちて行くのは︑みごとなも
八櫛8 日が赤々とはいって行きます︒かうして︑
八柵9 のどかな春になって行くとともに︑春のい
八柵−o

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
96 95 94 91 90 88 84 82 了4 了3 5了 56 54 51 49 48 4了 47 46 45 41

くたちは︑のぼって行ってはすべり︑おり

31042374109187491711057

85

八専2 さかんに空を渡って行きます︒日本から來
八研3 をめざして︑飛んで行きます︒かささぎは
九判7 からあとから育てて行くやうにしなければ
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九126ながらさかのぼって行くとする︒しばらく
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いく

いく一いく
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＋梱−〇

を引きずって動いて行く︒砂の上を︑ひと

十梱9 二十センチと進んで行く︒ぎらぎらと太陽

十一871

十一846

がしだいにへって行くのが︑力と頼まれ

だん小さくなって行く︒谷川が︑下で遠

ぢごく

十289 ︑豆畠の方へ走って行く︒豆が︑かさかさ

十㎜1園

んも︑いっしよに行きませうね︒﹂

飯のあるところへ行きませう︒﹂﹁1

うさん︑どこかへ行きませう︒﹂二人の

十一988

十一981

地へと波を切って行く︒十五

ムチャッカ沿岸へ行く汽船であらうか︒

高く根擦地を出て行く︒底ひ思ひに沖へ

んで︑憎々と出て行く姿を見るであらう

われは海

十一995

たは︑演奏會へ行ってみたいとかいふ

をあけてはいって行った︒友人も怪いて

から︑演奏會へ行って聞いてみたい︒

十一柳6

て︑部屋から出て行った︒十九

野原へ花摘みに行った時のことが︑な

わただしく散って行く櫻の花をよんだ歌

十一帽3團

十一鵬9囹

十一鵬10圓

十一棚10

十一918花へ飛んでみた︒行くにしたがって︑花

十282圏國んぼ︑あっちへ行けば地獄︑こっちへ
十313 んといふ音が通って行く︒水汲みに來た二 測深1 ひとりでにすべって行く︑ふしぎな銃劒で
十352 むとすぐ出かけた︒行ってみると︑正男く 十価8 るのですが︑そばへ行くと︑ぱっちり目を
十4010 私たちが月の世界へ行ったとすると︑その 十鵬8 眠いのも︑さらって行ってしまひました︒
十501圃 になって︑戦地へ行ってみるをぢさんを 十柵5 に着かへて︑病室へ行かなければと思ひな
十514圏顔を打つ︒明けて行く朝︑窓ガラス越し 十幽7囹 あったら︑すぐに行くがよい︒どうだ︒
十柵9 た︒宗治がたつねて行くと︑治嘉は喜んで
十㎜4囹

テン
十556 ︑心も︑熱くなって行くのを感じた︒﹁天

盛589 こっちから出かけて行って︑軍港内の主力
十㎜7囹

﹂

十613 夜のとばりが明けて行かうとする基地で︑

十601 輸送船が︑南下して行くのが見えた︒雲は

十一伽7

ら伊豆山へ越えて行くと︑向かふの沖の

iス映蚕を見に行きました︒品書の中

十一鵬4

十一佃7團

十㎜10園

ようと思って走って行くと︑向かふから列

十一悩1

なった︒﹁どこへ行かうといふのだ︒干

十649 ある︒高度をさげて行くと︑敵艦は︑いつ

十矯3

たか︑どこへ逃げて行ったか︑官名來たか

十761 吉の考へは高まって行ったが︑わっか小學

十7510 がずんずん織られて行くやうにもなるであ

十窟5

各論9

十㎜5

がぞろぞろと歩いて行く︒その鳴き聲が胡

わかるやうになって行く︒正月には︑門の

軒一軒︑水を運んで行かなければならない

わてて家にもどって行ったりする︒鳴り物

十一㎜7

十一烈6

十一川8

十一㎜8

十﹁脳9

十一矧5

支那人は︑どこへ行ってもさうであるや

と九州のみなかへ行ったやうな氣持にな

さの中へはいって行く︒住民のまばらな

︒西洋人の残して行った家は床が高く︑

ある樹木のかげを行くと︑梢には赤・黄

︑眞南へくだって行くと︑一日半ぐらゐ

ゲランといふ町へ行く︒さわやかな山道

タの町へ向かって行く︒道は運河にそつ

朝顔に

十㎜10

るしておく︒歩いて行くと荷が揺れて︑自

つて︑進軍して行くところが論りまし

十707 機隊は︑引きあげて行った︒六
十川11

十一佃9国

十713 ら︑騙逐艦がついて行く︒まもなくウェー
十川3

水を逃げて行く農夫の群が︑あち

十756 たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

十719 ライの海へのまれて行った︒あたり一面油

十784 ころまで作り直して行った︒今までの失敗

があ︒﹂とさわいで行く︒花嫁行列のラッ

十一欝6

十817 が代ってとび出して行くなど︑まことに簡

十泌11

けん

十7810 布をみごとに織って行くふしぎな機械に目 十圏7

そちらの方へ走って行く︒胡同は︑子ども

十一剛1

十8010 しい工夫をこらして行った︒それから四年 十圏9

︑おほらかにのびて行く︒帝國魚苗に宣職

十952園 いただくわけにはいきません︒一慮軍で

十一307

十一267

に立って向かふへ行った︒それは︑この

その例である︒﹁行く﹂﹁來る﹂を﹁い

ことばであり︑﹁行く﹂﹁食ふ﹂﹁する﹂

十二91

十二85囹︒では︑元氣で行っていらっしゃい︒

十8510 セル旨旨のところへ行った︒ステッセル將 十脳2
十978 ので︑思ふやうには行かなかった︒やがて

十﹁406

らに坑道へ進んで行く︒↓歩坑内へはい

十㎜10 へ︑こくそをつめて行く︒次の部屋へはい
けでさび色に塗って行く︒﹁︿略﹀︒﹂職人は

十一442 の君のみる部屋へ行ってみた︒さうして 十二95 坑内深くはいって行く︒やがて軌道車か
十一455つて︑源氏は出て行った︒紫の君は︑人 十二97 坑を一氣におりて行く︒そこから︑各自

十㎜3

十伽8 段をのぼって二階へ行くと︑そこにも︑だ

坑外へ運搬されて行く︒まさに山の幸を

十一502囹 まれた家を出て行くのです︒どうぞ私
ほほ
の小道をくだって行くと︑そよ風が頬に

奥へ奥へもぐって行く︒地熱のために暑

十一813奥へ奥へと進んで行くにしたがって︑小 十ニー53 い墾を打ち込んで行くこの仕事は︑生や

十一7910

十二ー17

十字一 へ︑黒い漆を塗って行く︒さうして︑時々
むろ
十搬8園 ︑さうたやすくはいきません︒この室の

十一837︑一歩一歩登って行く︒せまい道の下側 十二ー62 じりと績けられて行く︒十分深く穴を掘

十二99

十囲3 ルをめざして進んで行った︒折悪しく月明
十伽9 に海中へ突つ込んで行く︒海岸からの敵の

︑やはりついて行かないではゐられな

人を引つばつて行かれる︒とても先生

十二279 ︒孔子は楚の國へ行かうとして︑弟子た

十二222央部へ突き進んで行った︒ダバオ攻撃部

十ニー86 の仕事を見世えて行くのである︒大きな

＋濫淫610 るやうに運ばれて行く︒日がな一日︑露

十一一166 にも小さく割って行く︒堅い︑大きな石

十二脳1

十一一㎜6園

十一一魏4

十一一躍3

十一一㎜8

十二㎜8

海圖に書き込んで行く︒右へ左へ廻りな

十一一㎜11

十二㎜9

好機で豫定線上を行かなければならない

く空へひろがって行く︒あれほど敵艦船

遥かに飛び出して行った︒今日も︑基地

ルネオ見物にでも行くのであらう︒船の

は東の方へ去って行った︒たぶん季節風

十105園

強いおまへのことだ︒

九伽5園 十歳の時︑軍に出て敵の首を取ったほど

九582図面

面しける時︑

を知りたまはず︒﹂とひとりごとのやうにいふ︒

軍人となって︑軍に出たのを男子の面目

122

121

120

106

106

104

102

68

44

3

10

7

10

7

5

4

4

1

9

10
た小路を︑とんで行くのが見えた︒と︑

んだんなくなって行った︒上半身にやけ

を學げて︑沈んで行くギリシャ國旗に︑

が波間にかくれて行った︒横倒しになつ

まま静かに沈んで行く︒わが菊水艦の甲

て堂々と接近して行くと︑汽船からは︑

が次々に爆破して行く橋梁を︑わが工兵

と橋を乗り切って行く︒工兵隊は︑鯨つ

十二圏7

十二川5

十二川2

十二珊9

十二㈱9

十二脳7

あがっては消えて行く︒三

ど頭の上を通って行った︒その氣味悪い

は急速に潜没して行く︒こっちの所在を

にかけた魚雷だ︒行けといった時には︑

を生じて突進して行く︒多年手しほにか

少しつつ減らして行って︑艦長は︑潜望

つて︑突つ込んで行った︒﹁︿略﹀︒﹂艦長

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

十124圖団

十122図田何のために軍には出で候ぞ︒

とも思はず︑そのありさまは何事だ︒

122

8

鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきまで
︑そこまではって行った︒それは農家の
チ一つで爆破して行くのである︒いかに
はく
り梁にのぼって︑釘
︑組み立てられて行

面を廻るわけにはいかない︒また︑月を
ぶ飛行機に乗って行くとしても︑ざっと
︑輕さうに浮いて行く︒やはらかな日ざ

まにか向かふ側へ行った弟は︑土遊びに

らしながら飛んで行く︒明日は昭南に入

通じないところへ行くと︑だれでも母語
な海面をすべって行く船の跡が︑いつま
めきにもえ立って行く︒その時︑船もま

り︑青空を埋めて行った︒わっか四五分
︑右に左に歩いて行くスコールの足が︑

い・く

生く

︽iキ︾

この夜感激
いかでか︑生きながら足にて顔をふま

﹇生﹈︵上二︶4

九635軸足

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒

十価2障q凶圓 一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ

き軍に厳くることあらじ︒

十二2図圓

羽柴秀吉と軍を交へるにあたり︑面面のを

の前に火も水もなし

十枷9図魍國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ
函南4

十一215図

これを軍の初めとして︑大手・からめ

たかかげ
ぢ小早川隆景は︑

それより七十六日︑汝は︑母の心に生

るることあらん︒

十181図圃

十一645図

幾重

軍5すめらみいく

幾山河

﹇幾十台﹈︵名︶1 幾十皇
きだうしや

室員たちの乗るのを待ってるる︒

十二74 坑口の前の線路には︑幾十壁の軌道車が︑

いくじゅうだい

九擢3商圏幾山河愛馬と越えて月の食

いくさんが ﹇幾山河﹈︵名︶1

とたち

いくさびと ﹇軍﹈︵名︶5みいくさびと・みいくさび

御代を安んじ奉れといひおかれしところなり︒

十二957図國今ひとたび軍を起し︑朝敵を滅して︑

内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒

軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる

手︑城の内︑をめき叫んで攻め戦ふ︒
みたて
汝︑ますらをなれば︑大君の御楯と起

きて︑今日の入城を待てり︒

十195図圏

生きてあらん一族を助け養ひ︑朝敵

ちて︑たくましく︑ををしく生きぬ︒

十二981図國

いくへ

家のまはりを︑弓矢を持ったとのさま

﹇幾重﹈︵名︶2

を滅して御代を安んじまみらせよと申しおきて
いくえ

四387

幾重にも輪を重ねて湧きあがったと思ふ

のけらいたちが︑いくへにもとりかこみました︒
十二川11

いくさ
よりみち

八幡太郎義家︑關白磁通の館にて軍の物 いくじゆうにち ﹇幾十日﹈︵名︶1 幾十日

﹇軍﹈︵名︶13

うちに︑太陽をさへぎり︑青空を埋めて行った︒

いくさ

はちまん

九579図

さ・みいくさ

一人の子が︑御國のため軍に出でしこ

126

6

鳴きながら飛んで行く︒﹂といふ意味で︑

130

4

やうに飛び出して行った魚雷のうなりを

131

3

十二描12

135

6

うちようと流れて行く︒風はまだうら寒

三園園

﹁器量ある武器なれども︑なほ軍の道

ながら︑ついて行くのである︒﹂とい

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

そ

5

34
34
136

1

た太陽が沈んで行く︒﹂断口鏡をおろ

7

1認

2
5

34
43
140
144
202
202

1
2
8
2
1012

204
204
205

91

いく一いくじゆうにち

いくじょう一いくら

92

を取り止めた聞多が︑
﹇幾条﹈︵名︶1

幾條

十二731それから幾十日︑︿略﹀︑ふしぎにも一命
いくじょう

﹇幾筋﹈︵名︶1

いく筋

他方へ幾條か連なったりすることがあります︒

三364圏
白帆が︑いくつも浮かんでゐます︒

いくつもいくつもとばします︒

﹁たまを作れ︒﹂みんなは︑雪のたまを︑い

三748團
六922
いくつもいくつもこしらへた︒

いくつも

町には︑いくつかの廣場がありますが︑

まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑いく
帯のやうなたち魚が︑いくつもいくつも横
たち魚が︑いくつもいくつも横たはってる
壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴から︑

おほぐま

まつ︑北斗七星とその附近にあるいくつか

やなぎ

いくつかいてありますか︒
えんせん

九佃6囹

す

の星を加へて︑大熊座といひますが︑

九931

ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒

九735

るのは︑

九498

たはってるるのは︑めづらしい見ものである︒

九498

つか並んでみるガラスの箱でした︒

八梱5

私は︑給はがきにある大鵬場がすきです︒

八208国

出ては消えるたび︑

七961圏まるくひろがる水の輪が︑

六922

十一7410 それが畠のうねのやうに︑天の一方から くつもいくつもこしらへた︒
いくすじ

いくたび

幾たび

よど
八897 市を貫ぬいて流れる淀川は︑いく筋にも分
﹇幾度﹈︵名︶2

れて︑西の大阪漕に注いでゐます︒
いくたび

許されず︒

八726図 飴一は︑いくたびかことわりたれども︑

いくだま

九伽9 そののち︑幾たびか激しい職があった︒
い くだま
いくだまじんじゃ ﹇生国魂神社﹈︵名︶1 生國半神
かうつのみ や

八941 高津宮や︑その近くにある日量魂神社︑

社

イクツ

いくつ

︿略﹀など︑みんな古いいはれのある神社やお寺
です︒

﹇幾﹈︵名 ︶ 2 4

いくたろう 与ところいくたろう
いくつ

二271 長イ手ヲノバシテ︑柿ヲイクツモイク

べきん

沿線の楊の木に︑かささぎが巣をいくつも
きつりん

九㎜10

掛けてみる︒

ツモトリマシタ︒

二272 柿ヲイクツモイクツモトリマシタ︒

九川12

﹇幾年﹈︵名︶1 幾年

﹇幾百丈﹈︵名︶1

それからまた幾年か過ぎた︒

見おろせば︑いく百丈の谷は︑あたかも

いく百丈

みるのも︑あといく日もないと思ふと︑
いくねん

九榴7

八328図

いくひゃくじょう

屏風を立てたるがごとし︒

びやうぶ

日が沈んだばかりのところがら︑さし出た

いくひやくすじ ﹇幾百筋﹈︵名︶1 いく百筋

いく百筋のこまかい金の矢が︑夕空を染めて︑

七田7

﹇幾分﹈︵副︶4 いくぶん

八68 口ばしの爾わきが︑いくぶん︑黄色に見え

いくぶん

もっともその高さは︑見る場所によってい

るのさへあります︒

日光はかすかに黄色味を帯びて︑壁やへい

くぶん違ひます︒

九889
九獅4

道はいくぶんなだらかになったり︑また

の強い反射がいくぶんやはらいで見える︒

ぐっと急になったりする︒

十一866

イクラ私ガテッテヰテモ︑雲サンガ

﹇幾﹈︵名︶19 イクラ いくら

二694園

いくら

イクラ私が空デイバッテヰテモ︑風

來ルト︑カクサレテシマヒマス︒

二715園

しかし︑いくらさがしても︑そのすがた

イクラマイテモ︑花ハ咲キマセン︒

カベサンバ

一一738園

イクラ私ガチカライッパイ吹イテモ︑
るので︑列車がいくつも止ってをり︑

二932

サンが來ルト︑吹キトバサレテシマヒマス︒
いくつもあける︒

三708

一年半も籍しほにかけた北斗といっしよに

子どもたちは︑いくら寒くても︑元三よ

六柵7園

五伽8園

いくらいっても︑給ばかりかいて︑ちつ

いくら一日でも︑いやだ︒

くスケートをします︒

四512

が見えません︒

ヘイキデヰマス︒
十ニー11

大きな石を二つに割り︑四つに割り︑用

長868

鐵より

途によっては更にいくつにも小さく割って行く︒
いくとせ

いくとせここにきたへたる

﹇幾歳﹈︵名︶1

堅きかひなあり︒

十一皿2二尊

いくとせ

十島ー66

ここから安東・吉林・北京へ︑鐵道が分れ

一一価6囹 いくつあるか︑かぞへてみよう︒

二鵬3 牛のたくさんのってみる車が︑いくつ

大きな木をつんだ車や︑石をつんだ

か通りました︒

二燗7

車が︑いくつもいくつも通りました︒

三331囹 大きな大砲がいくつもあって︑てき

二鵬7 いくつもいくつも通りました︒
の軍かんをどしどしうちます︒
ひかうきをいくつもいくつもとばします︒

三364囹 かうくうぼかんは︑廣いかんばんから︑ いくにち ﹇幾日﹈︵名︶1 いく日

93
いける
いけ

ともお経をおぼえ な い ︒

八144 いくら皇湾でも︑あの美しいバナナが︑野
生でできるのではありません︒

九403 いくら話してみても︑︿略﹀︑決して心持が
通じ合ふやうなことはありません︒

九441 いくら美しい文字で文を書いても︑うそい
つはりの心持を書いたのでは︑

九978 海が︑いくら力を出して泳いでも︑なかな
か前へ出してくれ な い ︒

九989 潮の流れはますます急になるのか︑いくら
手足に力を入れても︑進みはにぶい︒
くロリ

十蹴7 大事にしまっておいた倉の物も︑あと︑い
いくら汗が流れても︑細しい汗であった︒

くらもなくなってしまった︒
毛描12

十盟1 いくら︑腰や腕がつかれても︑こころよい
つかれであった︒

十一⁝⁝2心心の落ち着かない時には︑いくらいけ
ようと思っても︑花はいふことをききません︒

十ニー35 いくら働いても働いても︑なほ足りない
やうな氣がする︒

﹇池﹈︵名︶19

イケ

池←ふるいけ

十二823園 いくらほどでござるぞ︒
いけ

一565 イサムサントマサヲサンバ︑スナヲホッ

一37一 イケニ︑フネヲウカベマシタ︒
テ︑イケヲツクリマシタ︒

一59一 イケヘ ハナスト︑メダカハゲンキヨク
直挿ギマス︒

一613 イケニヰルカメガキキマシタ︒
一618園 コノイケヨリヒロイノデスカ︒
二503 ケサ︑ハジメテ池ノ水ガコホリマシタ︒

三453 正男さんは︑この川で池を作ったり︑
魚をすくったりして遊びます︒

さうして︑北風の作った雪の山や︑氷の池

を︑少しでもとかさうとします︒

四柵6

︹課名︺2

いけ花

経組んで生け捕りにせよ︒

いけばな

十一36 十七

いけ花⁝⁝⁝百十四

十一⁝⁝5 十七 いけ花

おたまじゃくしは︑毎日︑大勢の兄弟や仲

間といっしょに︑池の中を泳いでゐました︒

このごろまさえさんは︑熱心にいけ花

私もいけ花がすきなので︑いそがしい

あれは︑いけ花のいちばんもとになる

いけ花ほど︑いける人の氣持のよく現

どうかまさえさんも︑いけ花をみっし

︽ーケ・ーケル︾

四五日前も︑野原でききやうの花を見

﹇生﹈︵下一︶5 いける

十一柵2團

﹁はらんを︑何度も何度もいけるのは︑

野の草花をいけたりすると︑

ませんね︒

いけ花ほど︑いける人の氣持のよく現

いける

︽ーケ︾

ぬれた葉を︑かひごにやってはいけませ

けんくわをしてはいけない︒

三989園
五174園
んよ︒

五341囹

そんなことをしてはいけない︒

三413園 それが︑かうむしばになってはいけ

い・ける ﹇行﹈︵下一︶11

ようと思っても︑花はいふことをききません︒

十一佃2團心の落ち着かない時には︑いくらいけ

れるものはないと︑

十一柵10国

あきてしまひました︒﹂と書いてありましたが︑

十一摺4団

つけたので︑それを摘んで來ていけてみました︒

十一柵1国

い・ける

りけいこして︑

十一伽2團

れるものはないと︑

十一柵10團

ものですから︑

十一柵5国

中にも︑ずっと績けてやってゐます︒

十一描8團

のおけいこをしてみるさうですね︒

十一描2団

ときどき池の中で見かける鯉やふなが︑親 いけばな ﹇生花﹈︵名︶5 いけ花

五211
五217

ではないかと思ったことがありました︒

ある日︑岸の草につかまって︑池の外へ出

大きな木が立ってみて︑その根もとに︑金

てみました︒

五248
六三6

網の張ってある池が出ました︒
くわだん

天王寺公園には︑︿略﹀︑木立や︑池や︑運

入口のそばに池があって︑そこに︑︿略﹀

動場や︑廣い花壇などがあります︒

八947

余響3

この室の中央に︑直遊出メートルぐらみの︑

﹁うみがめ﹂が泳いでみるのには︑

八麗1

このたくさんの﹁いわし﹂が︑池のふちに

まるい池があって︑

八専4

み

池の水の面に浮

も

奮御苑に入れば︑木立深く︑道めぐり︑

そって︑みんな同じ方向へ泳いで行きます︒

十810図

さるさは

池の眺あ廣きところに︑御茶屋ありて

満月はやく猿澤の

海のやうに見渡される池には︑かもめが

十二384図圃
かびたり︒

十二469

宇治川速しといへども︑生食といふ日本

あちらこちらに飛び立ってるる︒
いけずき
﹇生食﹈︵名︶1 生食
いけずき

十日6図

いけずき

︽ーッ︾

一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと渡り︑
射けつる

あやまたず︑矢はかぶとの星を即けつ

﹇射削﹈︵四︶1

十一664図

いけず・る

生け捕り

つて︑聖なる門の柱にぐざと突き立つたり︒
﹇生捕﹈︵名︶1

十皿5図圏源氏の方にわれと思はん者あらば︑教

いけどり

いけん一いさましい

94

ぷさう

三141

かけごゑ勇ましくお引きになりました︒

カケゴエ勇マシクカヘッテ來マシタ︒

いざ︑進め︒

一87一

八334図圖

私たちの立てた國旗が︑風にひらひら

武装することができます︒

六817園 これを送ってはいけないでせうか︒

三945

六757園 子どもの火あそびが︑いちばんいけない︒
いざ︑汝も勇ましく入城せよ︑姿なく︑

射殺す

︽ーサ︾

いざ︑今日よりは母のふところに錦り

いざ︑親鷲を先頭に︑績け︑若鷲︒

いざ︑おのれら︑死出の旅の供せよ︒
いざさらば︑大將に矢風を負はせ︑

いさぎよい

︽ーク︾

いざさらば︑同じく生をかへて︑こ

引き退けんと思ふは︑いかに︒

十二935図國
ほんくわい

﹇潔﹈︵形︶2

の本懐を達せん︒
いさぎょ・い

弓折れ矢醜きて︑勝久はいさぎよく切腹す

ることになった︒

九価3

︽ーシ︾

大石内馬之助ら一味の者は︑いさぎよく
いさぎよし

主君の馬前に討死しなければ︑いさぎょ

﹇潔﹈︵形︶1

切腹して︑名を後世に輝かした︒

十二648

十二佃6

いさぎょ・し

﹇誘寄﹈

︵下二︶

1

いざなひ寄す

しとしないやたけ心がみなぎってみる︒

セ︾

いざないよ・す
︽

十一529図東郷司令長官は︑︿略﹀小巡洋艦をし
おきのしま

いざなふ

勇まし

︽ーフ︾

︽ーシク︾

西神門を出でて行く道は︑しばし森林の

﹇誘﹈︵四︶1

て︑敵艦隊を沖島附近にいざなひ寄せしむ︒

十73図

いざな・う

﹇勇﹈︵形︶1

奥に人をいざなふ︒
いさま・し

勇ましい

いざ︑汝も勇ましく入城せよ︑
勇マシイ

モモタラウハ︑勇マシク出世ケマシタ︒

﹇勇﹈︵形︶33

十155図魍
いさまし・い

一757

︽ーイ・ーク︾

たくさんのひかうきが︑廣いかんばんか

勇ましくふるひ立って︑大和へ進軍しまし

シンガポールも︑わが陸海軍の勇ましい

勇ましい日本のらくかさん部隊が︑スマ

尊の御をば霜雪命は︑尊が二度の大任を

やまとひめのみこと

勇ましい音樂が始りました︒

勇ましい樂隊の音樂が聞えますね︒

﹁一︑二︑三︑四︒﹂と︑掛聲勇ましく髄

背嚢と銃を肩に︑歩調を合はせて勇まし

く行進したり︑

七789團

はいなう

操をしますが︑

七784国

七533

しくお思ひになったのでせう︑

お受けになったのを︑勇ましくも︑また︑いたは

七193

六襯2

トラの空から︑地上へおりて行くところです︒

六402囹

た︒

兵隊さんたちによって︑攻め落されてしまひまし

六375園

た︒

六83

うとう︑その陣地をせんりゃうしました︒

五伽6 わが軍は︑勇ましく敵にとつげきして︑と

利根は︑勇ましく北支那へ出征しました︒

五価1 ちゃうど︑文子さんが五年生になったころ︑

られた︑勇ましい軍犬です︒

五鵬7 利根は︑小さい時︑文子さんのうちで育て

分けながら︑勇ましくおくだりになりました︒

霊棚3 ににぎのみことは︑︿略﹀︑大空の雲をかき

いに水にひたします︒

五904 ﹁オー︒﹂と︑掛聲勇ましく︑かいをいっせ

ら勇ましくとんで行くさうです︒

四182

して︑いつもより勇ましく見えました︒

十154図魍

十196園圃

十187図題

聲なき汝なれども︒

八806囹 先生︑まだすべってはいけませんか︒

九808園 馬が悪いのではない︑扱ふ人がいけない
から︑馬に悪いくせがついてしまふのだ︒

十一454囹 今日はお正月だから︑泣いてはいけま
て︑安らかに眠れ︑

十榊1図國

せんよ︒

十二527園びっくりしちやいけませんよ︒

意見

十一656図國

﹇意見﹈︵名︶2

十二衙4囹 その邊をあんまり歩いちやいけません
よ︒

いけん

十一一597 まつ役人たちに評議をさせ︑また三者の
意見をも徴した ︒

るげん

人々の一致した意見であった︒

十二601 すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの
﹇威厳﹈︵名︶1

︽ーミ・ーム︾

七1610 ふり返ると︑少女は︑いかにも尊いるげん

いげん

射込む

﹇以後﹈︵名 ︶ δ こ ん に ち い こ

に満ちて︑立ってをります︒
いご

﹇射込﹈．︵四︶3

いこう 3こいこう
いこ・む

わきばら
郎が甲を通して︑右の脇腹までぐざと射込む︒

十一197図 二町直りのかなたに控へたる荒尾の九
みけん
十一213図 彌五郎がかぶとの斜向砕きて︑眉間の
命中をぐざと射込みたりければ︑

十一674図 かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ
﹇ 射 殺﹈︵四︶1

ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑
いころ・す

しげどう

十㎜8図 重籐の弓持って︑敵を散々に射れば︑源
氏のものども多く手を負ひ︑射殺さる︒

七828国 いざといふ場合には︑暗がりでも︑すぐ

いざ ︵感︶8 いざ

95
いさましさ一いさむさん

八567 騎兵の一隊が︑勇ましく私たちの前を通り
過ぎました︒

六201圏どんどんひやらら︑どんひやらら︑聞
いても心が勇みたつ︒

勇﹁さあ︑十四メートルぐらみかな︒﹂

勇﹁ずるぶん︑高いなあ︒﹂

さむ

育てたみかんが︑︿略﹀支那へも︑滞洲へ

も︑旅だつのだと思ふと︑心が勇んで︑

六291

六佃5 待ちに待った第一班の工兵は︑勇んで鐵條

いさむ ︽ーメ︾

母︑急ぎ走り寄り︑︿略﹀泣く泣くい

﹇諌﹈︵下二︶1

網へ突進しました︒
いさ・む

たら︑

さ︑勇くん︑ぼくが﹃ようし︒﹄といつ

﹇勇君﹈︹人名︺1 勇くん

七727園

いさむくん

さめて︑抜きたる刀をうばひ取る︒

勇﹁正男くん︑わかったつて︑ほんたうに 十二963図

勇﹁春枝さんは︑どのくらみ︒﹂

七663

七697

七665

七661

八594 飛行機が勇ましい音をたてて︑飛んで來ま いさむ ﹇勇﹈︹話手︺17 勇
した︒

八6310 私たちは︑その勇ましい姿を︑いつまでも
見送ってゐました︒

九269 マライ人・支那人・インド人たちは︑勇ま

勇﹁きみのかげを計るんぢやないよ︒

わかったのか︒﹂

勇﹁わかった︑やっとわかった︒﹂

勇﹁百二十八センチあるよ︒﹂

勇﹁敵揮でも受けて蹄つた時は︑どんな氣
勇﹁︿略﹀︑あれは自分の飛行機だといふこ

がしますか︒﹂

運搬8
九柵9

とがわかりますか︒﹂

勇﹁何か目じるしをつけたら︑いいぢやあ
勇﹁もっといろいろお聞きしたいのですが︑

りませんか︒﹂

九章7
九伽1

﹇勇﹈︹人名︺1

勇

εほんだいさむ︒ほん

勇﹁よくわかりました︒

をぢさんのお蹄りになる時間になりました︒
九梱3
いさむ

勇む

︽ーン︾■よろこびい

勇︑大きくなったね︒
﹇勇﹈︵五︶2

四157園

だいさむさん

いさ・む

一587

一576

勇サンバ︑天キガシンパイデタマリマセ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑イサムサンガイヒマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂ト︑イサムサンガイヒマシタ︒

ン︒

二82

少シタッテカラ︑勇サンバ︑オカアサン

勇サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガラ︑カサ

二208

勇サンバ︑

マンシウノヲヂサンカラ︑本

ヒロビロトシタマンシウへ︑勇サンバ

ヲオクッテイタダキマシタ︒

一一182

タ︒

ニー07 勇サンバ︑ウレシクテタマリマセンデシ

ヲサシテ出山ケマシタ︒

二97

ニイヒツカッテ︑ハガキヲ出シニイキマシタ︒

二95

リマシタ︒

勇サンバ︑カミデテルテルバウズヲツク

二75

テ︑イケヲツクリマシタ︒

一563 イサムサントマサヲサンバ︑スナヲホッ

ツカヒニイキマス︒

一28一 イサムサンガ︑ヲヂサンノトコロへ︑オ

勇さん

勇﹁正男くんのせいと︑かげの長さと同じ いさむさん ﹇勇﹈︹人名︺54 イサムサン 勇サン

七709

う︒﹂

七724勇﹁うまいところに氣がついたな︒﹂
七736勇﹁さ︑ みんなで︑ いっしよに計ってみよ

になった時刻は︑︿略﹀︒﹂

七717

七715

﹁総員起し︒﹂この號令で︑朝の静かさがた 七703

しい日本の兵隊さんを喜んで迎へました︒
九5310
ちまち破られ︑起床ラッパは勇ましく響き︑

九871 その勇ましいやうすを思ひ浮かべると︑ぼ
くは北斗のために喜んでやりたいのです︒
機と︑頭上を堂々と出臥して行く時です︒

九備4園 整備ができて︑爆音勇ましく五十機七十
あんざん

九獅2 鞍山の製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑
けいば

七7310
勇﹁ちやうど十ニメートル︒﹂

よきょう

ほのほが勇ましく見える︒

勇ましさ

︽ーツ︾

來ていただきました︒

九別9 鯨興として︑勇ましい競馬があり︑
一

十533 勇ましいやうな︑ほこらしいやうな︑
勇ましい皇軍はもとより︑國民全髄が︑

九㎜4 勇﹁今日の子ども常會は︑︿略﹀ をぢさんに

十568
つの火の丸となって進む時である︒

なかぶさ

十901囹私のいちばん感じたことは︑日本の軍人
が實に勇ましいことです︒

十一828 ﹁出嚢︒﹂山田先生の聲が︑中房温泉旅館
の庭に勇ましく響き渡った︒

十一㎜6團 ほんたうに勇ましい人の心の中には︑
かうしたやさしい情がこもってみるのだと
どたう

十二㎜4園怒涛の中には︑︿略﹀私たちの血潮を
﹇勇﹈︵名︶1

湧き立たせる︑勇ましい調べがあります︒
いさましさ

いふ勇ましさであらう︒
﹇勇立 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

勇みたつ

八843 爾手をひろげて高くとばれる姿は︑なんと
いさみた・つ

いさむさんたち一いし

96

イッテ見タクナリマシタ︒

Q12 勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑

三87

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひました︒

三836

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひました︒

かきました︒

三815 勇さんは︑ぐわようしにうさぎの顔を

を作って遊びました︒

三813 勇さんと太郎さんは︑ぐわようしでめん

て行きました︒

三115 勇さんも正男さんも︑そのあとをおっ

があげてみました︒

三103 それをおもりにつけかへてから︑勇さん

三98

空へ向かって力いっぱいなげました︒

三83 勇さんが︑らくかさんをたたんで︑︿略﹀

をこしらへました︒

三73 勇さんと正男さんが︑かみでらくかさん

二梱5 勇サンハトビオキマシタ︒

カ︒

ｫ2囹 勇サンモ︑ヂキニ年生デハアリマセン

二色3 勇サンバ︑スグオキヨウト思ヒマシタ︒

二998囹 勇サン︑勇サン︑

校ガオクレマスヨ︒

﹁︿略﹀︒﹂うさぎの勇さんは︑少し考へて

からいひました︒

三838

勇さんも太郎さんも氣がついて︑あわ

七114

天略﹀︒﹂とうれしさうに笑ひながら︑勇さ

んが走って來ました︒

國旗掲揚奎のそばに︑勇さんと︑正男さん

と︑春枝さんの三人が集ってみる︒

七658

三863 となりのへやに︑勇さんのおかあさんと 七119 天略﹀︒﹂と︑勇さんがいったので︑私たち
は︑みんな指先に力を入れました︒
ねえさんが︑來て見ていらっしゃいました︒

三865

勇さんが︑えんがはで︑鏡を持って遊ん 七706 正男さんは︑巻尺を勇さんに手渡して︑

ててやめました︒

四552

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんは思ひました︒

七708

勇さんたちは︑正男さんのかげを計る︒

十一一905m凶圓

いざや︑まつ前なる敵を一散らし追

勇さんは︑かはいさうになって︑鏡を いざや ︵感︶1 いざや
勇さんのうちで︑げんとう會がありました︒

ひまくって︑主なる敵と職はん︒

六356

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんのおとうさんが説明さ

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんと︑花子さん

勇さんのおとうさんは︑︿略﹀を︑お話し

﹁わにかな︒﹂と︑まつ先にいったのは勇さ
勇さんのおとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひました︒

げいし

五502

した︒

五487

大きな木をつんだ車や︑石をつんだ

二人は︑よささうな石をあちこちとさ

流れが急で︑白い波が︑石と石との間にわ

川原の石の上を︑せきれいがとんでゐまし

白い波が︑石と石との間にわき返ってゐま

き返ってゐました︒

五487

みるのです︒

三97囹 らくかさんにつける石を︑さがして

がしました︒

三94

車が︑いくつもいくつも通りました︒

二鵬7

カノ石ヲ水デアラッタリシマシタ︒

一466 オハカノマハリノ草ヲトッタリ︑オハ

一407

川ノフチニ︑イシヲナラベマシタ︒

し・こいしまじり・さざれいし・ひうちいし・みか

勇さんのおとうさんは︑にこにこして︑ いし ﹇石﹈ ︵名︶ 46 イシ 石 δおおいし・こい

六鵬3圏

四人が一組になって︑ほり始めました︒

七77

勇さんと︑正男さんと︑花子さんと︑私と︑

ました︒

六464

んでした︒

六444

﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

六438勇さんのおとうさんも笑ひながら︑

になりました︒

六404

がいっしょにいひました︒

六401

れたので︑

六382

﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

六362

ひっこめました︒

四573

四567

七729 勇さんは︑國旗掲揚毫のかげのところへ行
でるました︒
二988園 勇サン︑モウ七時スギマシタ︒
つて︑しるしをつける用意をする︒
二995 ﹁ハイ︒﹂ト︑勇サンバ ヘンジヲシマシタ 四553 勇さんによくなれたをんどりが︑ゑさ
七735 勇さんはしるしをつける︒
でももらへるのかと思って︑やって來ました︒
ガ︑マタネテシマヒマシタ︒
二998園 勇サン︑勇サン︑早クオキナイト︑學 四555 勇さんは︑をんどりに鏡を見せました︒ いさむさんたち ﹇白身﹈︹人名︺1 勇さんたち

ノ ッ チ ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二607 勇サンノ弟ノ正次サンバ︑三リンシャニ

﹁︿略﹀︒﹂トイ ヒ マ シ タ ︒

二582 勇サンバ︑オモチャノテッパウヲ持ッテ︑

イキヲイッパイスピコミマシタ︒

一一

一一
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いし一いしかわせんせい

た︒

六585園 ふしぎなことだと思って︑あたりを見ま
すと︑石の間から︑水が流れ出てをります︒

七52圖ぼくらは石を投げてみた︑
七54圃弟の石が海に落ち︑ つづいてぼくのが
海に落ち︒

七577 城のやぐらから大きな石を投げ落して︑賊
のさわぐところを︑さんざんに射た︒

七603 城から大きな石を四五十︑一度に落したの
で︑また何百人か殺された︒
石のらうへ入れてしまひました︒

八387 この女にはゆだんができないといふので︑

十一901
があった︒

やや廣く平なところに︑三角鮎を示す石
三四人つつ一かたまりになって︑石の上
堅い石に︑長い竪を打ち込んで行くこの

で働いてみる︒

十一一151
十ニー53

一センチ︑ニセンチ︑石に穴があく︒

仕事は︑生やさしいものではない︒

十ニー57

堅い︑大きな石が︑小さな馨と槌で︑思

途によっては更にいくつにも小さく割って行く︒

十ニー65大きな石を二つに割り︑四つに割り︑用
十ニー67

よく︑あの爾腕で石が割れるものだ︒

ひ通りにばくんばくんと割れる︒

十ニー79

大きな石が︑おもしろいほど思ひ通りに
たとへば石を割るには︑石の目を見わけ
石の目を見わけなければならない︒
石の目といふのは︑ちやうど板でいへば︑

小さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こ
ちやこちやに入り混ってみる石の面を見て︑

十一一192

木目のやうなものである︒

十ニー810

十ニー89

なければならない︒

十型ー89

割れる腕前になるには︑

十国里87

は︑石工の仕事を見畳えて行くのである︒

八408囹あの中には︑石のらうがあって︑唐糸様 十ニー86 かうして︑三年も五年も石の山に通って
が押し込められてゐます︒

八417 萬壽は︑その夜ひそかに︑うばをつれて︑
石のらうをたつねました︒

八421 月の光にすかして︑あちらこちらさがしま
すと︑松林の中に石のらうがありました︒

八431 萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の
らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒
石のらうから唐糸を出してやりました︒

八434 親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑
八929 石垣の石の大きいのは有名ですが︑

その目を見わけ︑それによってこの石は

意志

石にささ

左に高き大

かれは︑あたりの石といはず︑木の幹と

十一一388図圃佐保の川原は水あせて︑

やく音静か︒

いはず︑今のことばを書きつけた︒

十二5510

十二755図圃登るや石のきざはしの

﹇意志﹈︵名︶1

いちやう︑ 問はばや遠き世々の跡︒

十ニー98 一生を石の中で暮してみる石工たちには︑

いし

﹇石井先生﹈︹人名︺6

石井先生

心なき岩石も意志あるかのやうに思はれ︑
いしいせんせい

つれられて︑山のスキー場へ行った︒

八774 ぼくたち四十人は︑野田先生と石井先生に

﹁︿略﹀︒﹂と︑野田先生が先頭に立たれ︑石

井先生が︑みんなのあとから來られた︒

八783

八792 石井先生も︑ずっと後の方から︑﹁しっか

﹁︿略﹀︒﹂と︑石井先生が︑後の方から︑追

りのぼれ︒﹂と叫ばれた︒
八8010

ひたてるやうにいはれた︒

みんなそこへ行くと︑今︑石井先生がすべ

八831 野田先生が先に︑すぐ早いて石井先生がす
べられる︒

八8310

かはら

﹇石垣﹈︵名︶3 石垣

られるところである︒

いしがき

もし石の目を見まちがへれば︑

八929 石垣の石の大きいのは有名ですが︑

つれる︒

七974 瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑石垣がく
十ニー93

かう割れるといふことが判断される︒

十二ー93

九期3 手足が︑石のやうにごはばつて早る︒

ふすばらしく大きな石には︑

八932 中でも縦六メートル︑横十一メートルとい

九柵8 川端の石に腰掛けて︑堅し方行く末を思ひ

十帽3 その間にも︑水かさはずんずん増して︑城

十一8410

長くひげのやうにぶらさがる﹁さるをが

﹁︿略﹀︒﹂と︑石川先生がいはれた︒

せ﹂などを︑石川先生に教へてもらった︒

十一876

いしかわせんせい ﹇石川先生﹈︹人名︺3 石川先生

の石垣はすでに水に没した︒

もし石の目を見まちがへれば︑石は︑と
石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい仕
一生を石の中で暮してみる石工たちには︑
心なき岩石も意志あるかのやうに思はれ︑

十ニー97

事をしてみるやうで︑決してさうではないQ

十ニー95

んでもない方向にひびが入り︑

十ニー94

ながら︑鹿介はじっと水のおもてを眺めた︒
十一171図 つづら折りなる道をあがること十八町︑
へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒
か
十一816 朝の日の光が︑石を噛んで流れる水の上
にをどつてみる︒

いしき一いず
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十一916
石工

只略﹀︒﹂と︑石川先生がいはれた︒

﹇石工﹈︵名︶3

いしき 5むいしき
いしく

十ニー76 それで︑石工の姿は︑山の中で見かける
と至って小さく︑たよりなく見える︒
弟子入りをしなければならない︒

十ニー82 一人前の石工になるためには︑早くから

石くつ

は︑石工の仕事を見畳えて行くのである︒

十ニー86 かうして︑三年も五年も石の山に通って
﹇石屑﹈︵名︶1

十ニー84 弟子たちは︑石くつをかたづけたり︑

いしくず

十重ー71 日がな一日︑露天で働く石工たちは︑み

いしくたち ﹇石工達﹈︵名︶2石工たち

一生を石の中で暮してみる石工たちには︑

んな日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒
十一一197

石ころ

心なき岩石も意志あるかのやうに思はれ︑
﹇石塊﹈︵名︶2
やなぎ

九㎜6 その上に︑楊の枝をたばねて突きさしたの

いしころ

十ニー46
いじ・める

六999

石の山
﹇苛﹈︵下一︶2

いじめる

いぢめる

學問では︑とてもかなはない道眞を︑今日

︽ーメ・ーメル︾

はひとつ︑弓でいぢめてやらうと思ったのでせう︑

﹇医者﹈

︵名︶

5

醤者

δおいしゃ・おい

雪舟は︑何氣なく︑足の親指で︑板の間に

しやったが︑

落ちた涙をいちってみました︒

六⁝⁝2

←めいじいしん

い

す

十733囹機ばかりいじってみて︑をかしなやつだ︒
いしん

す

足をもう一つの椅子の背にのせたままで︑

す

い

す

だまって椅子に腰をおろしてみると︑

つ

十悩8

い

つばかりの星はカシオペヤ座で︑

九939 北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五

彌兵衛に面弔したこともありました︒
い す

七備1

一つの椅子の背にのせたままで︑

七M10 高い椅子にふんぞり返りながら︑足をもう

い

ながら︑りっぱないすにこしをかけます︒

十一412園生き物をいじめるといふことは︑佛様いす ﹇椅子﹈︵名︶6 いす 椅子 椅子
三脳3 うらしまは︑あたりの美しさにおどろき
に封しても申しわけのないことだと︑
いしゃ

讐者は︑ぼう然としてほとんど手のくだ

とりあへず︑署者が二人來た︒

しゃさま

十二695

十二694

母・兄・富者の顔も︑ぼっとして見分け

しやうも知らない︒

十二697

ほかの二者二人も︑何くれとこの手術を

い

客の腰掛ける朱塗りの椅子や︑

しゅぬ

十筋1

い つ
箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

沖の小島に波のよる直ゆ

十一鵬8図圃

母の必死の看護と︑漁者の手工てとによ いず ﹇伊豆﹈︹地名︺1 伊豆

がっかない︒

十一一728
手傳つた︒

十二731

以上←いちまんいじょ

つて︑ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑

﹇以上﹈︵名︶2

ここの橋が完成しない以上︑トラックは

立てないで︑どうして空しく死なれようか︒
十二価10

衣食住

出づ

︽ーヅ・ーヅル・ーデ︾

大弐源義戦︑︿略﹀︑ひそかに三千鯨

日の出つる國にしあれば︑

日の本と

匡房︑關白の館を出で︑義家も出でぬ︒

やがて匡房︑關白の館を出で︑画家も出
九585図

西神門を出でて行く道は︑しばし森林の

奥に人をいざなふ︒

十72図

でぬ︒

九585図

ほめたたへたり︒

九52図圃

騎を引きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越に出づ︒

八328図

みなもとのよしっね

3あゆみいず・うちいず・かけいず・さきいず・さ

﹇出﹈︵下二︶10

う・いちまんキロいじょう・これいじょう・さんね

しいず・すすみいず・たちいず・はしりいず・もえ

いじょう

んせいいじょう・しごセンチいじょう・しじゅうご

があり︑石ころを積み重ねたのがあり︑

九㎜11 そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み

どいじょう・にじいじょう・にばいいじょう・ふた

石積み車

﹇衣食住﹈︵名︶1

通じないから︑

いしょくじゅう

人間の衣食住といふものは︑みんな大切な
ものであるから︑

十749

い・ず

重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑オボは︑

かう

男と生まれた以上︑萬代に傳ふべき名も

いっとはなしに少しつつ大きくなって行く︒

いしだう

十二446

いず・もれいず・わきいず

石ダン

ついじょう︒よねんいじょう

﹇石段﹈︵名︶1

一431圏 オミヤノ石ダン︑一二三︑ 四五六七︑

いしだん

﹇石積車﹈︵名︶1

八九十︑ 二十五ダンデゴシンゼン︒
いしづみぐるま

十ニー69 割られた石材は︑石積み車に載せられて︑

き ら

山の道をすべるやうに運ばれて行く︒
いしだう
﹇石堂﹈︹人名︺1 石堂

いしどう

五伽4残念さうに︑つり糸をいちっていらっ

いじ・る﹇弄﹈︵五︶3いじるいちる︽ーッ︾

十一一9110図吉良・石堂・高・上杉の者ども六千齢
騎にて︑湊川の東へかけ出で︑

いしのやま ︹題名︺1 石の山
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いずく一いそがしい

ほうたう

さ

ゑ

いつく
きり

もん

勝久を奉じる尼子勢は出雲に入り︑一城を

勝ちほこった敵の大軍は︑やがて出雲一國

﹇出雲一国﹈︵名︶2

その領主となったのは︑

九二4

いずもいっこく

にあふれた︒

毛利攻めのお先手に加り︑もし戦功があ

うございます︒

りましたら︑主人勝久に︑出雲一國をいただきた

九悩1囹

出雲一國

九価4園わたしが︑出雲に旗あげして︑一時でも

築いて三度ときの聲を作った︒

十1110國團 聞けば︑そなたは豊島沖の海職にも出 九捌8
でず︑

十122國国何のために軍には出で候ぞ︒
十125國團 一人の子が︑御着のため軍に出でしこ
き

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

十435図 かま場より出でし喜三右衛門は︑しばし
縁先にやすらひぬ ︒

有田に出でし陶工なり︒

ありた

﹇何処﹈︵代名︶1

伊豆山

いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑

その時︑七人の城主は︑いつれも︑
文句であったり︑詩の一節であったりする
いつれも﹁仁﹂の一部の説明で︑その行
關東方の使者は︑櫛の歯を引くやうに京

せ

て︑目的を達しない︒
い

い

﹇伊勢﹈︹地名︺4

せ

伊勢

せ

かみち

伊勢

たかくら

途中︑まつ伊勢の皇大神宮に参って︑御武
い

せ

大れふを知らせるまっかな吹流しが二本︑

引いて行くのに出あひました︒

威勢よく風にひるがへってゐました︒

六㎜6

九491 鉢巻をした若者が︑大きな魚を︿略﹀︑威

勢よく右へ左へ運んで行く︒

九509 新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の

當直將校から威勢のよい濡濡がかかる︒

朝は︑見るからにきびきびとして︑威勢がよい︒

﹇以前﹈︵名︶3 以前

九555
いぜん

七柵8 その以前から︑日本人は︑さかんに南方へ

以前はここにニューギニヤ州の総督が住

ぼうえき
船で出かけ︑︿略﹀︑貿易をしてゐました︒
そうとく

んでみた︒

十一鋤11

磯

十一筋11 ﹁︿略﹀︒﹂と︑以前セレベスにみた人が笑

つて教へてくれた︒

不断の花

ふだん

いその香をふくんだ風が︑そよそよと吹い

﹇磯﹈︵名︶4 いそ

五548

いそ

てるました︒

十一鵬2図工高く鼻つくいその香に︑

しほ

のかをりあり︒

十一一51図魍汐風のからきにたへて枝ぶりのみな

たくましき磯の松原

本の磯を洗ひながら︑北上し︑

十二酩2圃熱帯の海から流れ起る黒潮︑わが大日

﹇忙﹈︵形︶13 いそがしい ︽1・ーイ・

目がまはるほどいそがしいのです︒

は︑目がまはるほどいそがしかったのですが︑

七263 何百人といふけが人が運ばれて︑先生たち

六287

ーカッ・ーク︾

いそがし・い

迎へる人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒

八127園自分の家へ︑いそいそと蹄って來た燕を

用材は︑もと伊勢の神路山・高倉山などか いそいそ ︵副︶1 いそいそ

い

とこしへに民やすかれといのるなるわ

ら伐り出されてみたが︑

九107

運をお祈りになりました︒

七191

いせ

都へ向かったが︑いつれも途中官軍に押さへられ

十二麗9

ひやすい方面を述べたのである︒

十二318

が︑いつれもりっぱな文字で書かれてある︒

十徳9

﹁︿略﹀︒﹂と誓ったQ

十幽8

九6810図

風のまに いずれ ﹇何﹈︵代名︶5 いつれ

十476図 柿右衛門は︑今より三百鯨年前︑肥前の
いずく

九714図團 いつくともなく霧わきて︑
いっこ

ただよひのぼる︒

﹇何処﹈︵代名︶2

まに谷間より
いずこ

八452苗圃 鳴くはいつこ︑ ちぢちぢと︑鳥の聲︒
﹇伊豆山﹈︹地名︺1

八872図韻囹 杉野はいっこ︑杉野はみずや︒
十一悩1

いずさん

すず

箱根山から伊豆山へ越えて行くと︑
い
すず
﹇五十鈴川﹈︹地名︺1 五十鈴川

泉

五94團 五十鈴川のきれいな水で手を洗ひ︑口を

い

いすずがわ

いづみ
﹇泉﹈︵名︶2 泉

すすぎました︒

いずみ
いつみ

九㎜5 オボといふのは︑︿略﹀︑小高い岡に作られ
たり︑泉のそばにまうけられたりする︒

るのである︒

﹇出雲﹈︹地名︺5
いつも

いつも
出雲 出雲

十一一幽3 愛國の心が泉のやうに湧き起るのを感じ
いずも

十64苗圃

をなほ祈るかな
威勢

車にかつををたくさんつんで︑みせいよく

﹇威勢﹈︵名︶5

五539

いせい

みせい

神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世

がよをまもれ伊勢のおほかみ

五261 出雲におくだりになって浅ひの川にそって
歩いていらっしゃ る と ︑
いつも

だ

十66図魍
いつも

と

五565 大國主神が︑出雲の海岸を歩いていらっ
しゃいますと︑

ろ毛利軍に緊まれてるた︒

九偽4 尼子の本城である出雲の富田城は︑そのこ

いそがしさ一いそぐ
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り來たりして︑すを作る仕事をつづけました︒

七価6 くもは︑この上を︑いそがしさうに行った
八柵7

﹇磯巾着﹈︵名︶1
イソグ

急ぐ

︽一

いそぎんちゃく
急グ

﹁いそぎんちゃく﹂でありました︒

いそぎんちゃく

ゲ︾

﹇急﹈︵四五︶43

イ・ーギ・ーグ・

﹁これにも︒﹂﹁これにも︒﹂と出されるので︑ いそ・ぐ

私たちは︑いそがしくて目がまはるやうです︒

八586

一505
ニナリマシタ︒
急ゲ︑急ゲ︒

急いで袋の口をおあけになると︑中に火打

海岸へ急ぎました︒

七219

急いで近寄ると︑直販の荘司が︑家來の大

石がありました︒

七635

油蝉の子は用心して︑急いで安全な場所を

男に宮の御船を持たせて︑

七876

市民があわてふためいてみる中を︑七十七

さがします︒

今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまると

歳の老元帥は︑赤坂離宮へと急いだ︒

七996
八6110
八事4

ぼくが急いでおりると︑突然︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

ガリレオは︑急いでうちへ守りました︒

いふので︑急いで學校から蹄って來ました︒
九㎜8

急いで︑おかあさんのところへ行った︒

のろはびっくりして︑急いで逃げ出した︒

私は︑學校へ急ぎながらも︑胸は大波のや

十二786囹

十二784囹

まつ急いでまみらう︒

急げ︒

汝は大儀ながら京へのぼり︑急いで求

各自受持の採鑛現場へと急ぐ︒

出ると︑機械をいっぱいに掛けて︑もとの

急いでなはを解いてやりながら︑

めてまみれ︒

十二782囹

十二98

十一掴1 かれは︑急いで家へ撃つた︒

り出した︒

十 8 急いで報告しようと決心し︑いっさんに走

くと︑向かふから列車が進んで來る︒

十和9 急いで本隊に報告しようと思って走って行

ぼった︒

十襯5 高松の城主清水宗治は︑急いで天守閣への

しみつむねはる

うにゆれてみた︒

十532

十236 村の若い者は︑急いで山手へかけ出した︒

九㎜5

てるると︑思はず頭を柱にぶっつける︒

九㎜10 急いで上着を着たり︑ズボンをはいたりし

をちの聲︒

急ギマス︒

かへったよ︒

﹁なんだらう︒﹂と思って︑私は急いで

二234囲キレイニハレタ秋ノ日二︑
タンボへ

三877

行って見ました︒

急いで︑かへらう︒

私たちは︑急いでつりのしたくをしました︒

四786圏囹烏が急いで
五445
五782圏

いよいよおたちといふ時︑先嚢の者が︑急
いでかへって來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五977

高倉下は︑急いで︑天皇のおやすみになつ
六659

おとうさんは︑夜業をやめて︑急いでした
急いであけて見ますと︑いっか送ったゐも
又略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外から窓ごしに

和尚さんは︑どんなに︑さびしかったらう

六柵4

六価1

と思って︑急いで行って見ると︑

六脳2

いったので︑私は︑急いで庭へ出ました︒．

六二3

ん袋のお禮の手紙でした︒

六848

くをして︑家を出られました︒

六687

ていらっしゃるところへ︑かけつけました︒

六74

トホイ

イネカリニ︑︿略﹀︑

オカアサンバ︑イソイデアマドヲオシメ

八626 夕飯の支度にいそがしいおかあさん︒
ニー48囹

カマキリヂイサン

急ゲ︑急ゲ︒

八搦10 一日一日と︑のどかな春になって行くとと

もに︑春のいそがしい仕事が始って行きます︒
二227圏

ニー48囹

︽ーク︾

急ギマス︒

九503 魚の行列の間を︑市場の人たちと魚問屋の

いそがしさ

急ぎ行く

トホイタンボへ

若者たちが︑いそがしさうに右往左往してみる︒
九836 ぼくの仕事がおひおひいそがしくなったの
は︑そのころか ら で す ︒

いそがしさうに船が動いてみる︒

九桝5圃 ふり返ると︑雷門海峡はさざ波をたたへ︑

いそがしさうに荷物を運んでみる︒

九㎜12 列車がいくつも止ってをり︑漏人の赤帽が

た り ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ なかなかいそがしい︒

十㎜9 猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいつ

て︑人形遊びにいそがしい︒

十一447 紫の君は︑それを部屋いっぱいにひろげ
十一冊8国 私もいけ花がすきなので︑いそがしい
﹇忙﹈︵名︶1

中にも︑ずっと績けてやってゐます︒
いそがしさ
いそがしさであ る ︒

﹇急足﹈︵名︶2

急ぎ足

九507 荷作り場では︑︿略﹀︑まるで職場のやうな

いそぎあし

いそぎ δおおいそぎ
七6210 やうすを探るために︑思はず時を過して︑
宮のおあとから急ぎ足に道をたどって來たが︑

なほざね

﹇急 行 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

十一477 午後︑急ぎ足で學校の門を出ました︒
いそぎゆ・く
くまがい

熊谷の次郎直實は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ︑細

道にかかりて︑みぎはの方へ急ぎ行く︒

十鵬5図
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いそくしょう一いたす

た︑小さな金属の板がついてゐました︒

八966

十二801園急いで見せてくだされ︒
九川3

遺族章

イタイ

いたい

痛い

︽一

劒投ぜし古職場︒

磯傳ひ

押し寄せて來る︒

九㎜8 日本では感じられないやうな︑痛い寒さが

つて見えるでせうが︑

十412 太陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光

いだい ﹇偉大﹈︵形状︶3 偉大
でふ
源氏物語五十四帖は︑わが國の偉大な小

十二351

顔回なればこそ︑偉大な孔子の全面を︑

射倒す

︽ーシ︾

あらゆる生命の源泉であるだけに︑それ

よく認めることができたのである︒

﹁イタイ︑イタイ︒﹂トナイテ︑戸グチ 十一一伽6

ノ方ヘニゲマシタ︒

﹇射倒﹈︵四︶1

はまた實に偉大な存在である︒
いたお・す

り︒

九626図矢を折り捨てて︑その場に敵を射倒しけ

いた・す

つみ
いたく罪作りたまふな︒

イタス

いたす

致ス

何年かののちに︑きっとあの槍に登らう

﹇致﹈︵四五︶17

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

十一974

れわれ爆撃機隊は︑引きあげて行った︒

十707 この歓喜を想いつぼいにいだきながら︑わ

花子さんは︑痛いのが少しなほったやう いだ・く ﹇抱﹈︵五︶2 いだく ︽ーキ︾

十伽1図圓

朝になっても︑まだ痛いのがなほりま いたく ﹇痛﹈︵副︶1 いたく

苦しみました︒

三395
せん︒

三406

﹁痛い︑痛い︒﹂といひました︒

﹁痛い︑痛い︒﹂といひました︒

に思ひました︒
三537囹

おには︑おなかも︑のども︑鼻も︑目も

三537園

三547

︽ーサ・ーシ・ース︾ εあいよういたす・おい

きいたす・おさつしいたす・おさまたげいたす・お

とまいたす・おうけいたす・おかえしいたす・おき

致す

鯛もよ

す・おわびいたす・かくこいたす・かんしゃいた

コレカラハ︑人ヲクルシ遠田リ︑モノ

ヲトッタリイタシマセン︒

一848園

にっさんいたす

すべいたす・すまいいたす・ちょうだいいたす・

す・ごあんないいたす・しんつういたしおり・すべ

なぐさめいたす・おねがいいたす・おはなしいた
鯛もよ

白兎は痛くてたまりません︑はまべで

痛いので︑あわてて逃げだしました︒

四845

しくしく泣いてゐました︒
いたい︑いたいと泣いてみた︑

いたい︑いたいと泣いてみた︑

ろこびおめでたい︒

五⁝⁝7圃

五粥7圃

青い波はきらきらと光って︑目が痛いやう

ろこびおめでたい︒

です︒

七918

飛行機の熱を計ったり︑息づかひを担い
たり︑痛いところをさすってやったりするのです︒

九皿3園

説であるばかりでなく︑

石の目といふのは︑ちやうど板でいへば︑ 十一3610

﹇痛﹈︵形︶15

イ・ーク︾

いた・い

木目のやうなものである︒

十ニー810

ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑

かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ

柱ができる︑板ができる︒

職車の厚い鋼鐵の板を射抜く畳職車砲︑

十二842囹急いで見せい︒

十二838園 まつ御主人に急いでお目にかけよう︒

十一673図

りついて︑︿略﹀︑抜きたる刀をうばひ取る︒

十二947図 母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取

で︑前線の橋へと急いでみる︒

十二鵬9 もう他の︸隊は︑橋梁材料を肩にかつい

﹇遺族章﹈︵名︶1

十二伽5 急いで魚雷嚢射の準備がなされた︒
いそくしょう

一一296園

いそ崎

﹁イタイ︑イタイ︒﹂トナイテ︑

﹇磯崎﹈︵名︶1

七313圏 櫻の花の遺族章︑ 女の人も見えました︒

二297園

いそざき

しの
十二43図圏 いそ崎にたゆまずよするあら波を凌

花子さんは︑はが痛いので︑ひとばん中

いそしむ

︽ーム︾

三394

﹇ 勤 ﹈ ︵四︶1

ぐいはほの力をぞおもふ

十二48図幽 としどしにわが日の本のさかゆくも

いそし・む

﹇磯伝﹈︵名︶1

いそしむ民のあればなりけり
いそづたい

將の
﹇磯花﹈︵名︶1

いそばな

十二744図魍 七里が濱の磯傳ひ︑ 稻村が崎︑名
いそばな

いそべ

﹁いそば な ﹂ で あ り ま し た ︒

﹇磯辺﹈︵名 ︶ 1

八柵10
いそべ

煙たなびくとまやこそ︑

︽ーズル︾

十一撹3図圏 われは海の子︑白波の さわぐいそ
べの松原に︑

﹇射損﹈︵サ変︶1射そんず

八728図 萬一射そんずるならば︑弓切り折りて自

いそん・ず

害せんとて︑

いた﹇板﹈︵名︶6板塁かべいた・たていた・は
めいた

七926 ちよつと下を見ると︑足がぴったり板につ
いて︑離れないやうな氣がします︒

八84 すると︑その右の足に︑日本の文字を記し

いだす一いただく
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三951 戦地ではたらいていらっしゃる兵たい
さんのために︑もくたうをいたしました︒

三相5園私が︑またおともをいたしませう︒
四伽3園 この國のたからにいたします︒

六62囹 この劒を︑天皇にさしあげることにいた

に︑やっぱり雲のいたづらだったのか︒
いたづら

いたづらに朽ち果てたかも知れないわた

﹇徒﹈︵形状︶2

九型4囹

いたずら

めざす色はたやすく穿るべくもあらず︑

しが︑出雲に旗あげして︑

十448図

いたづらに焼きてはくだき︑くだきては焼き︑
しませう︒
六531囹 おとう様のお心にそむいて︑けんくわを いたずら ﹇悪戯﹈︵形状︶1 いたづら

いただき

し

頂

雪残る頂一つ國ざかひ

き

一413

マンシウノヲヂサンカラ︑本

スッカリデキテカラ︑オヂイサンニミテ

勇サンバ︑

イタダキマシタ︒
ニー84

一郎は︑おもちゃのたいこがほしいと

私は人形を買っていただきました︒

ヲオクッテイタダキマシタ︒

三689

いって︑それを買っていただきました︒

三692

おみやげまでいただきまして︑ありが

いつまでも︑そのままにしておいて

花子さんは︑おかあさんから大きな紙の

をぢさんに教へていただいたやうに︑

かへりに︑たいまをいただき︑宇治橋の

四梱1囹 では︑こちらへいただきませう︒

たこの糸めをなほして︑

四909團

たこを︑今日あげてみました︒

四883囲をぢさん︑この間作っていただいた

箱をいただいて來て︑

四666

四177 みんなでごはんをいただきました︒

いただきたうございます︒

三柵2園

たうございます︒

三柵7園

から︑かへらしていただきます︒

でも︑うちのことも氣にかかります

三柳6園 いや︑もう十分いただきました︒

いたづらな花子さんね︒

三者2園

四548園

十983図工

入道雲の頂になると︑六千メートルから
その頂が開いたのは︑朝顔雲とか︑かな

八千メートルの高さになります︒

十一769
十一7610

ナチブ山の頂には敵の砲兵観測所がある

とこ雲とかいって︑

十一槻一
が︑

鳥居のそばで︑しゃしんをとりました︒

五109團

おちいさんにいただいた︑古いめがねの玉

おとうさんに買っていただいた︑小さな虫

んなで︑おいしくいただきました︒

六868国﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などといひながら︑み

めがねが出て來た︒

六614

と︑

六613

いただくにちがひありません︒

山のいた 五条5国 利根は︑そのうち︑きっと引詰功章を︑

みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列
かつらぎ

かへりみすれば葛城の

イタダキマス

いただく

︽一

頂を︑あかね色に染めかけてみた入道雲
﹇頂﹈︵感︶一

イタダク

イタダキマス︒
ク・ーケ︾

﹇頂﹈︵五︶5一

一222園
イ・ーキ・

いただ・く

いただきます

の足もとから︑

十二川8

だき雪白し︒

十二392図圏

をしいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒

十一旧1

子規

山の頂に横たはる雲が︑黄にくれなみにか

左手の山の頂が︑銀のやうに白く光り始め

﹇頂﹈︵名︶9

いたづらずきのおばけだからさ︒

いたしました私たちでございます︒

いただき

十327園

六584園起きようとすると︑そのへんに︑酒の香 いたずらずき ﹇悪戯好﹈︵形状︶1 いたづらずき
がいたします︒
八悩1囹 ただ今から︑母の日のお祝ひをいたしま
ると︑

九466
九472

す︒
九戸10園 さあ︑一騎討の勝負をいたさう︒

ツ

いたづら

がやき渡ると︑

十伽3園私は︑お先に切腹をいたしました︒
十一267 ﹁まみる﹂﹁いただく﹂﹁いたす﹂などい

イ

一二天皇陛下ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑

ミ

ふのが普通である︒
キセキ
十一571図国 前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑
十一611図圏 年の若きが致すところか︒
けれども︑さやう致しては政道が立ちませず︑

十二624園何とか助ける道はないかと思ひました
十二788園 や︑うかと致した︒

十二789園 それがしは末廣がり屋を存ぜぬが︑何
と致さう︒

十二848囹 かう致しますと︑ぐっと廣がります︒

いだす n▽おおせいだす・おもいいだす・こぎいだ
﹇悪戯﹈︵名︶4

す・さしいだす・とりいだす・めしいだす
いたずら

十324園 そばを通る子どもに︑いたづらをした︒
十328園 どんないたづらをしたの︒

十326園 どうして︑いたづらをしたの︒

十二㎜9 あれほど敵艦船であってくれと願ったの
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いただける一いたむ

七328 せやく院には︑大勢の病人がおしかけて︑

病氣をみてもらったり︑藥をいただいたりしてゐ
ました︒

げで︑たいそうよくなりました︒

七331園 毎日︑かうして藥をいただいてみるおか

いないおことばをいただき︑

ただ︑軍馬も武器の一つですから︑私が

すぐいただくわけにはいきません︒

十952囹

コンドラテンコ少將の墓は︑どうか保存

さういへば︑よくねえさんにいろいろ教

もう十分にいただきました︒

船は︑︿略﹀︑残雪をいただく島山の峯を

どうか︑残りを教へていただきたい︒

わが國は︑神代このかた萬世一系の天皇
﹇頂﹈︵下一︶1

いただける

︽ーケ︾

天人のまひを︑まって見せていただけま

いたって

﹇至﹈︵副︶1

至って

それで︑石工の姿は︑山の中で見かける

と至って小さく︑たよりなく見える︒

十ニー77

﹇板橋﹈︵名︶1 板橋

﹇痛﹈︵形︶1 痛ましい

﹇痛﹈︵名︶5 痛み

9園痛ましいと思ひます︒

︽ーイ︾

花子さんは︑もうはの痛みを忘れて

痛む ︽ーマ・ーム・ーン︾

聞多は︑痛みも感じないかのやうに︑こ

傷の痛みがなほらないやうな者のために︑

﹇痛﹈︵五︶4

きずもだんだん痛まなくなりました︒

七345 光明皇后は︑手足の痛む病人や︑︿略﹀の

四鵬6團

が痛んでゐましたが︑

四撹2国 あなたのいらっしゃつた時は︑少しきず

いた・む

んこんと眠ってみる︒

十二727

七345

みも忘れるほどでした︒

四皿3国 あなたのお話がおもしろかったので︑痛

どうにもたまらなくなりました︒

四854 すると︑痛みがいっそうひどくなって︑

にこにこしてゐました︒

三425

いたみ

九

いたまし・い

の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒

五458 あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋

いたばし

た︒

六桝8 雪舟が︑板の間に︑涙でかいたねずみでし

の間に給をかき始めたのでした︒

六国6雪舟は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑板

落ちた涙をいちってみました︒

静黙2 雪舟は︑米点なく︑足の親指で︑板の間に

ぬらしました︒

六麗9 ぽたり︑ぽたりと落ちて︑本堂の板の間を

一志軍で受け取って︑その上︑正式の手 いたのま ﹇板間﹈︵名︶4板の間

績きをしてからいただきませう︒

十953囹
十9510園

閣下から馬をいただけば︑いつまでも愛

七342 しんせつにしていただくので︑

養いたしたいと思ひます︒

十9610園

まして︑お禮のことばもありません︒

十968園職死者のことまで︑深いお情をいただき

七351園 こんなにしんせつにしていただいてるれ
ば︑

七352園 皇后様におせわをしていただくのと︑同
じことではないか︒

していただきたいと思ひます︒

工場を見せていただきたいのですが︒

七405 新しく家が立つ土地の神様に申しあげて︑
十佃8園

これから︑製品陳列室で︑できあがった
ゑんりよなくいただきませう︒﹂主從六
﹁まみる﹂﹁いただく﹂﹁いたす﹂などい

十一4910

ふさふさした枝の冠をいただいて立つ

へていただいたものでした︒
かんむり

せんか︒

四五3園

いただ・ける

をいただき︑世界にたぐひなき國艦を成して︑

十二幽5

十二522囹

十一佃10囹まあ︑一曲ひかせていただきませう︒

目當てに︑直披地へと波を切って行く︒

十一訓9

ひのき
てるるのは︑檜である︒

十一822

十一2610

ふのが普通である︒

十一267

人︑心おきなく酒もりをした︒

十齪7囹

品物を見ていただきたいと思ひます︒

ちんれつ

その家を︑いつまでも守っていただくやうに︑

十伽3園

航を許可していただきたうございます︒

七佃4園 日本へ蹄らうと思ひますから︑ぜひ︑出

ダーを見せていただいた︒

八466 最初に︑先生から︑できあがりのグライ

教へていただいた ︒

八477 それから︑グライダーの部分部分の名を︑

とりかかった︒

八497 機業の材料をいただいて︑いよいよ製作に

すべり方を教へていただいた︒
かんむり

八857 午後は︑先生について︑一人一人︑正しい
八桝9囹 何をいただくのでせう︒

九175 御神木を仰げば︑︿略﹀︑はるかに冠のや
うな梢をいただいてみるのが見られる︒
ひとつ一生けんめいにやって見るかな︒

九799園 おちいさんによく指干していただいて︑

るをぢさんに來ていただきました︒

九⁝⁝5園 お約束通り︑飛行機の整備をしてゐられ

出雲一國をいただきたうございます︒

九悩1園 もし職功がありましたら︑主人勝久に︑

十867囹 日本の天皇陛下より︑このやうなもった

いためる一いち
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ふ

ろ

ために︑藥の風呂を作っておやりになりました︒

む︒

つなよ し

﹇痛﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

痛める

︽ーメ︾

十二682 からだ中が︑なぐりつけられるやうに痛
いた・める

心を痛めた︒

イタリヤ

十一一596 將軍綱吉は︑さすがにこの事件の始末に
︹地名︺一

いたる

至る

︽ーッ・一

八梱6 イタりやのピサの町に︑夕もやがこめて︑

イタリヤ

﹇至﹈︵ 四 五 ︶ 5

日が静かに落ちて行くころでした︒
いた・る
リ・ーレ︾

夫を積みて︑つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧

十478図 かれは︑その乏いよいよ研究を重ね︑工
なる陶器を製作するにいたれり︒

さざなみ

かげろふ

十一538図 距離六千メートルに至りて始めて慮職
し︑

られ︑つひに捕らへらるるに至れり︒

十一562図 わが騙逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せ

だけでもびっくりさせられる︒

十一川2 バナナに至っては︑その種類の多いこと
十二梱10 光の強さに至っては︑ほとんど普通のこ
到る

お受けになったのを︑勇ましくも︑また︑いたは
いたはり

部隊長は︑︿略﹀︑やさしい︑いたはりの

﹇労﹈︵名︶1

しくお思ひになったのでせう︑
いたわり

十二239
﹇労﹈︵五︶1

いたはる

あめ

天の岩屋⁝⁝⁝四
天の岩屋
神の劒⁝⁝⁝四
朝の海べ⁝⁝⁝四

神の劒
朝の海べ
船は帆船よ・・⁝⁝・四

一

一 大八洲

おほやしま

九矧2

九41

一 明治神宮⁝⁝⁝四
一 明治神宮

一 土とともに

﹁あじあ﹂に乗りて

十22
十41

一

一

黒龍江の解氷⁝⁝⁝闘

土とともに

十川2

十311

︽ーリ︾

心のこもったことばで訓示をした︒
いたわ・る

﹁︿略﹀︒﹂といたはりながら︑︿略﹀︑萎湯を

一

一 山ノ上⁝⁝⁝四
一 山ノ上
一 春⁝⁝⁝四
一
一 富士山⁝⁝⁝四
一 富士山

︹課名︺30

ついであげてゐます︒

八583

いち

二22
二41
三22
三41
四22
四41

五22一
五41一
六22一
六41一
七22一
七41一
八22一

八41 ︻ 船は帆船よ
九22 ﹇ 大八洲⁝⁝⁝四

とばでいひあらはすことができない︒
ところ

九311

︽ーク︾

﹁ ﹁あじあ﹂に乗りて

七㎜3 そのころ︑東京市中は︑いたるところに火

て︑

いたはしい
やまとひめのみこと

七194 尊の御をば倭姫命は︑尊が二度の大任を 十一22

いたわし・い

﹇労 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

十414 ごつごつした火山が︑到るところにそびえ

なき木立となりて︑

十48図 参道の左右を始め︑到るところすき間も

災が起ってるた︒

いたるところ ﹇至所﹈︵名︶3 いたるところ

春

ち十十十十十十十

黒龍江の解氷

こくりゆう

一 ジャワ風景

一 ジャワ風景

一

一 熱帯の海

一 玉のひびき⁝⁝⁝四

一 玉のひびき

一〇こどもいち・さいごくい

一 熱帯の海

︵名︶30

＝211122111
一20143220143

一

三593

三512

一

一

一

一
一
一

一

九723

九264

八565

八462

一

一

一

一

海へ來て

コ︑二︑三︑四︒﹂と︑掛聲勇ましく

コ︑二︑三︑四︑五︑六︒﹂と︑大き

な聲で︑次々に番號を送って行きます︒

七811團圖

禮操をしますが︑

七783蓋置

七657

五悩2

五櫛6

三977

三743

かぞへて︑十八まで來た時︑

二鵬1園 ﹁一︑二︑三︑四︑五︑六︑七︑八︒﹂と

二502

八九十︑ 二十五ダンデゴシンゼン︒

一431團 オミヤノ石ダン︑一二一二︑ 四五六七︑

一355囹 一︑二︑三︑四︑五︑六︒

といち

しょっき・だいいったい・にっぽんいち・むらのひ

ち・さんぶんのいち・せかいいち・せかいいちの

い
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いちじいちじ
いち

九ち十十十十十十十十十十十十九
二二 ニ ニ ニニ 一 一 一 一 一 一 142 58 210

い

1量響1野騨騨讐駆422
＿＿＿＿＿＿＿

一一一

九月に二歳ごまの市が至るといふので︑八

︵名︶2市

かれは︑一を聞いて十を知る男だ︒

九（
園
日夕．＿＿

﹇位置﹈︵名︶4

位置

九922 夜九時に北斗七星を見てその位置を畳え︑
ぢやうぎ

城中のあと始末を一々書き記した︒

いひまはしを工夫したりするひまがありません︒

十削9

一慮

εせんざいいちぐう

つひに旅順開城を申し出て來た︒

いちぐう

した︒

ロジェストウェンスキー中將は︑︿略﹀︑

﹇一群﹈︵名︶1 一群

南東をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑

一言耳にとどまらば︑わが教へにた

﹇一言﹈︵名︶1 一言

一言一句

十555 おことばの一言一句も︑聞きもらすまいと

いちげんいつく ﹇一言一句﹈︵名︶1

がふことなかれ︒

十一一892図國

いちげん

たかの一群を見たので︑すばやく低空に移った︒

八665

いちぐん

幕僚とともに一駆逐艦に移りしが︑

十一561図

一々の鳴き聲を聞きわけることができな いちくちくかん ﹇一駆逐艦﹈︵名︶1 一駆逐艦

いやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞えて來る︒

十一805

慶喜の言上するところを一々お聞きにな

るに及んで︑

十二川1

はう
食事は子どものやうに一々たべさせ︑繍
一院

身は寛永寺の一院に閉ちこもって︑ひた

﹇一院﹈︵名︶1

帯は日に何回となく取り代へ︑

たい

十二俗10

十二鵬5

いちいん

□応﹈︵副︶2

すらに謹愼の意を表した︒

いちおう

一朦の儀禮がすむと︑一同は机を取り團ん

地球から太陽への距離は︑凡そ一億五千

いちおくどうはう

大職果は︑一億同胞に︑いな大東亜十二

いちご・バナナなどを︑それぞれ三方にの

一言半句の教へのために︑この身を捨

一言半句︑不平もぐちもこぼさず︑

﹇一時﹈︵名︶5 一時

毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑

その領主となったのは︑

九価5囹 わたしが︑出雲に旗あげして︑一時でも

みかたは一時氣勢をあげた︒

九悩10

させ︑一時︑彌兵衛を一室にとちこめておいて︑

七佃2 ノイツは︑すぐ役人に命じてその船を調べ

いちじ

十二柳3

てるわれを見よ︒

十一一571園

いちごんはんく ﹇一言半句﹈︵名︶2 一言半句

せて供へられました︒

七4110

一麿軍で受け取って︑その上︑正式の手 いちご ﹇苺﹈︵名︶1 いちごδべにばないちご

で着席した︒

十898
十952圓

績きをしてからいただきませう︒

十二梱2

いちおくどうはう

萬キロで︑月への距離の約四百こ口當る︒

十二脳2

一音

その最初の一音が︑すでにきやうだいの

﹇一音﹈︵名︶3

の民族に︑全世界に︑かく放送されてるる︒
いちおん

十一鵬10

一音は一音より妙を加へ神に入って︑

耳にはふしぎに響いた︒

一音は一音より妙を加へ神に入って︑
一家族

意字一字﹈︵名︶1

一字一字

一時︑秀吉の軍に降り︑時機を待て︒

は︑一時何物も見えなかった︒

十259 雲のやうに山手へ突進して來た水煙のほか
十椰5園

さきに一月一日︑ステッセル將軍は︑︿略﹀︑ いちじいちじ

一月一日

スチャンといふ騨で乗りかへた時︑ジャ

﹇一家族﹈︵名︶1

十一㎜3

十849

いちがっついたち﹇一月一日目︵名︶1

ワ人の品のよい一家族が乗って得た︒

十一獅5

いちかぞく

十一㎜3
一々

﹇一位﹈︵名︶Oじゅいちい

いちい
いちいち

九436 話す時には︑一々ことばを深く考へたり︑

一々はかる機械がある︒

でどのくらみはなれてみるか︑︿略﹀︑それらを

六333團 海の深さが︑どのくらみあるか︑敵艦ま

﹇一一﹈︵副︶6

ず現在の位置を海圖に書き込んで行く︒

十二㎜2 コンパス・定木を手にしながら︑絶え

前や番號があり︑位置もきまってみるのですが︑

九878ほとんど無敷と見えるこれらの星にも︑名

んだ︒

六965 笛が鳴ったので︑爾軍は︑もとの位置に並 いちおくどうほう ﹇一億同胞﹈︵名︶1 一億同胞

いち

れなければなりません︒

九866 二歳ごまの市が始れば︑いよいよ北斗と別 いちおくこせんまんキロ ︵名︶1 一億五千萬キロ

月に北斗をうちへっれて臨りました︒
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いちじかん一いちだいとくしょく
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﹇一時間﹈︵名︶5

↓時間

一字一字薄あかりにすかしながら讃んだ︒

十一悩3 兵隊さんがさし出す紙切れを手に取って︑
いちじかん

五伽6 一時間ばかりののち︑
たをあけておく と ︑

九918 窮眞機を北極星に向けて︑﹁時間ぐらるふ

夜明け前の一時間ぐらみに最高潮に達する︒

十一盟11 それは︑明け方になるにつれて激しく︑
十一一梱3 一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗
つて行くとして も ︑

一時間鯨り

十二㎜12 出登後一時間ばかり︑やっと層雲を抜け
たので︑少し高度を取ったが︑

いちじかんあまり ﹇一時間余﹈︵名︶2
事のうまいこと ︒

九568 一時間経りも活動したあとであるから︑食

﹇一日﹈︵名︶1
ふち

一日

十598 日没までわっか一時間鯨りしかなかったが︑
いちじつ
じゃうらふ

十二皿3 一日︑上膓土御門藤子は︑宮の御文を
﹇一時﹈︵副︶8

一時に

奉持して︑東海道を西へのぼった︒
いちじに
ぽっとほのほがもえあがり︑

八997 黒々と光ってみた油の表面からは︑一時に︑

きな砲弾を撃ち出すやうな︑

八欄1 あの力の強い火器を一時に爆獲させて︑大

﹁おのれ︒﹂と︑一時に怒りがこみあげる︒

十256 百雷の一時に落ちたやうなとどろきとで︑
十696

十備6図 かれら三人寄り合ひて︑︿略﹀︑太刀先そ
ろへて一時に打ってかかる︒

十搦7 強い潮風が︻時に吹きつけて來て︑
十一一搦6 橋がひとたび完成するが早いか︑一時に
爆音が起り︑戦車・大砲・トラックが︑窪々と橋
を乗り切って行く︒

甲板からは︑一時にさっと右手を墨げて︑
一丈

部落全膿は︑高さ一漕ぐらみの竹で作つ

﹇一丈﹈︵名︶1

沈んで行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

十二倣7
いちじょう

十一晒1
一城

六月のある夜︑勝久を奉じる尼子勢は出雲

敵も︑この一城をもてあましたが︑

﹇一城﹈︵名︶2

た床の上にできてみる︒
いちじょう
九伽10

九梱8

一陣
はうぐわん

一翼五尺

一族ども

佐吉は︑︿略﹀；至の織機を作りあげたが︑

﹇一台﹈︵名︶2 ＝塁

十二956図國生き残りたらん一族どもを助け養ひ︑

いちぞくども ﹇一族共﹈︵名︶1
いちだい

これもまんまと失敗であった︒

十778

十ニー16 たちまち鑛石満載のトロッコが︑；屋︑

二選︑三皇とできあがる︒

いちだいいちだい ﹇一台一台﹈︵名︶1 ＝塁＝塁

射撃にみまはれる︒

十﹁搬6 わが軍の貨物自動車は︑一翼一憂正確な

そのとたん︑ウェールズから爆襲の一大音

響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあがった︒

十717

幅が一丈五尺︑長さが二十丈︑その上を賊 いちだいおんきょう ﹇一大音響﹈︵名︶1 一大音響

﹇一斗五尺﹈︵名︶1

に入り︑一城を築いて三度ときの聲を作った︒

七608

いちじょうごしゃく

﹇一陣﹈︵名︶2

はわれ先にと渡った︒

いちじん

十二梱8

直脛凡そ百四十萬キロもある一大火球だ

御方の大將たる父判官の代官とし いちだいかきゅう ﹇一大火球﹈︵名︶1 一大火球

て︑芸西八郎爲朝︑﹇陣を承って堅めたり︒

十一629図園

かうきやうがく

よく晴れた朝など︑この一大交響樂に

しばしば目をさまされることがある︒

十一圏1

大交響樂

かうきやうがく

いちだいこうきょうがく ﹇一大交響楽﹈︵名︶1 一

といふ︒

一臣民

天地の榮えるこの大御代に生まれ合はせ

﹇一臣民﹈︵名︶1

清風一陣︑坑内から坑外へ出る︒

十ニー43
いちしんみん

十一齪6

一臣民である自分も︑

﹇一水兵﹈︵名︶1 一水兵
たかち ほ

たのを思ふと︑

いちすいへい

一青年

さ

み

しぜん大阪が︑一大商業都市として獲達し

︼大商業都市
たのです︒

八906

﹇一大商業都市﹈︵名︶1

夫の一大事あらん時にまみらせよとて︑

九683図國世のつねのことに用ふべからず︒汝の

ある日︑わが軍艦高千穂の一水兵が︑手紙 いちだいじ ﹇一大事﹈︵名︶1 一大事
を讃みながら泣いてみた︒

十99

﹇一青年﹈︵名︶1

一族

孔子は五十齢歳︑差回は；雪年であった︒ いちだいしょうぎょうとし

う

に乗ってやって來た︒

十二盟7 と︑豫期にたがはず︑一大勝報が︑電波

橋本正員・宇佐美正安・神宮寺正師・ いちだいしょうほう ﹇一大勝報﹈︵名︶1 一大勝報

まさもろ

一族のうち︑一人も生き残りてあら

霊族﹈︵名︶4

十二274

いちせいねん

いちぞく

十二897図圓
こんがうざん

まさかず

ん間は︑金剛山のほとりにたてこもり︑
まさたか

十二939図

和田正隆を始めとして︑一族十六人︑
十二972眉騎馬楠木正行︑弟正時ら一族をうちつれて︑

を滅して御代を安んじまみらせよと申しおきて

十一318

敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心

十二982図幽生きてあらん一族を助け養ひ︑朝敵 いちだいとくしょく ﹇一大特色﹈︵名︶1 一大特色
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いちだん一いちどに

をこまやかに表すことのできるのは︑實にわが國

六721

が通るさうです︒

いがたから取り出された︑大きな鐵のかた

もう一度︑先生におあひしたいなあ︒

荷物まで嶢けてしまったのださうです︒

越しもになってみたので︑一度運び出した

語の一大特色であ り ︑

一團

七277園

﹇一団﹈︵名︶1

一度

八皿4

一度蒙古風が吹き通ると︑すっかりよごれ

かうした仕事がもう一度くり返されると︑

寒い冬の日でも︑一日に一度はかならず︑

子は︑もう一度母を呼びました︒

指さす方を一同は見た︒

一同︑思はず纏立ちとなった︒

くなった村を︑ただあきれて見おろしてみた︒

十262 一同は︑波にゑぐり取られてあとかたもな
十593

で着席した︒

十898 一鷹の儀禮がすむと︑一同は机を取り間ん

一同夢に夢見るここち︒

一どに

一度に

十一㎜6 ベートーベンの友人も︑まったくわれを

x﹈︵副︶14

一ドニ

□動﹈5いっきょいちどう

忘れて︑

いちどう

フト︑

一ドニパット花が咲キマシタ︒

二905ソレガ︑カレ木ノ枝ニカカッタカト思

花ザカリニ ナリマシタ︒

二919スルト︑カレ木二花が咲イテ︑ 一ドニ

て

青い 星︑

も一どかはって

金の星︒

何十︑何回︑ 赤い星︑ 一どにかはっ
三663圃

した︒

﹁おうい︒﹂兵たいさんがへんじをすると︑

三711風がさっと吹いて︑草が一どに動きま
五166

今まで︑おさへにおさへてみた悲しさが︑

みんな一度に走り出しました︒

一度にこみあげて︑

六242

この野原をかこんで待ちかまへてみたわる

城から大きな石を四五十︑一度に落したの

﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響きとと

くだるやいなや︑三千回折︑一度にどつ

八825 みんなが急停止をすると︑雪煙が一度にあ

とときをあげて︑平家の城に火を放つ︒

八345図

もに︑東京の何十萬の家は︑一度に震動した︒

七974

で︑また何百人か殺された︒

七603

者どもは︑一度に草に火をつけました︒

今飛んでおいでになったはるかかなたの 七212

一度あの戦場の上空を飛んだ︒

十一1310

空を︑もう一度ふり返って御覧になった︒
ほんたうに一度でもいいから︑演奏會
へ行って聞いてみたい︒

十一櫛9園

一同5かんちゅういち

﹁︿略﹀︒﹂と︑一度は否定してみたが︑

﹇一同﹈︵名︶6

十二505

いちどう

たそがれの薄明かりをすかして︑五兵衛の

宿舎の前に︑一同が整列する︒

しゅくしゃ

どう・じょういんいちどう・しょうへいいちどう

九刎3

十2410

いちどに

よくもなくならなかったものだと思ひな いちどく δこいちどく

九838

一度乗ってみたいと思ってみたこの汽車に
一度かうしてオボの祭にえらばれた家畜は︑

乗れて︑ほんたうにうれしい︒

九㎜1

北斗をつれて運動に出かけました︒

九332

がら︑もう一度讃み返してみる︒

九216團

が彿はれてしまって︑

八儒5

まりは︑もう一度眞赤に僥かれます︒

七掴3 南支那の海上に海賊の一揖がみて︑彌兵衛

いちだん

一弾

八977

﹇一弾﹈︵名︶2

も︑これまでずるぶん苦しんだことがあります︒
いちだん

八668 一弾は︑鳩の左の足をうばひ︑一弾は︑そ
の腹部をつらぬい た ︒

一だん

八668 一弾は︑その腹部をつらぬいた︒
﹇一段﹈︵副︶1

一段落

十二儲10 一だんと大きなはんの木の間に︑かぶつ

いちだん

﹇一段落﹈︵名︶1

た白い手拭が見え る ︒

いちだんらく

りの休養だ︒

一ど

九196団職闘が一段落ついたので︑今日は久しぶ
一ド

九國6

﹇一度﹈︵名︶24

二929園 モウード︑花ヲ咲カセテゴラン︒

いちど

決して責つたり︑殺したり︑乗用にしたりするこ
績いてもう一度爆隠するとともに︑不沈艦
は︑︿略﹀マライの海へのまれて行った︒

十718

とができないことになってみる︒

三665團 何十︑何百︑ 赤い星︑ 一どにかはっ
て 青い星︑ も一どかはって 金の星︒

四M9囹 わたしは︑もう一度おまへを追ひはらっ
て︑野や山をまつ白にしてやる︒

泳ぐところ

五353園今︑三眠ですから︑もうあと一度眠った 十726 それから三日め︑われわれの一隊は︑もう
ら︑まゆを作りますよ︒

見たいなあ︒

五434圃 皿のおさかな︑ もう一度︑
が

五481 私は︑一度︑川にそって重心まで行ってみ
たいと思ってゐました︒

五634 一度しなったあはの董が︑はね返るひやう
しに︑

五桝3囹 私も︑一度︑あの大きな鯛をつってみた
いのです︒

六155團 それに今年は︑五年めに一度ある牛行列

［一

いちにち一いちばがえり
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がった︒

つり床をくくる ︒

一度にどつ

九542 すると︑乗員は一度にとび起きて︑手早く
十悩9図 敵もみかたもこれを聞きて︑
とそ笑ひける︒

ひに並みみて︑一度に腹をぞ切ったりける︒

十二939図 一族十六人︑從ふ兵五十芸人︑思ひ思

十二㎜7

早朝から飛び出して︑一日中︑島影一つ
↓日済

南洋のトラック島を出語し︑眞南へくだ

﹇一日半﹈︵名︶2

見えない洋上に哨戒飛行を績けるのである︒
いちにちはん

十一㎜8

それからまた一日半ぐらゐ南へ航海を績

つて行くと︑一日半ぐらゐで赤道に達する︒
けると︑一つの島が見えて來る︒

十﹁描8

一人前

ぼくらは石を投げてみた︑コニの
﹇一人前﹈︵名︶2

これらの計器が一目で見分けられるやう
一人前ではないのです︒

一人前の石工になるためには︑早くから

一年

いちねんせい

二984園

﹇一年生﹈︵名︶2 一年生

みなさんが二年生になったら︑新しい

︽一

一年生の旗取がすんで︑いよいよぼく

一年生がはいって來て︑またつかひます︒

四282

たちのかけっこになりました︒

私も︑こちらへ來てからもう一年近く

いちねんちか・い ﹇一年近﹈︵形︶1 一年近い

十一価1團

ク︾

早くて十箇月︑おそくても一年二箇月たつ

しげのり

一年半も養しほにかけた北斗といっしよに

の木戸

三河の國の住人︑足助の次郎重量︑

あすけ

□木戸﹈︵名︶1

みかは

︿略V︑この城の一の木戸を堅めたり︒

十一189図圏

いちのきど

みるのも︑あといく日もないと思ふと︑

九867

いちねんはん ﹇一年半﹈︵名︶1 ︸年半

と︑敷メートルの高さに成長して︑

八165

月

なりますが︑これまで病氣一つしませんでした︒
コ︑二の︑三︒﹂で︑たかくあげると︑ いちねんにかげつ □年二箇月﹈︵名︶1 一年二箇

いちにのさん﹇一二三﹈︵感︶2一︑二の︑三一
二の三

いちにち ﹇一日﹈︵名︶8 一日δひいちにち・ひ
がないちにち

一日だけでいいのです︒

八243團

一年にわたる乱しい比較試験が行はれた︒

それより一年ばかり前のことです︒
一念

八377

﹇一念﹈︵名︶2

されど︑喜三右衛門は︑動かざること山

どこまでも助けようとする母の一念に︑
﹇一年間﹈︵名︶1

一年間

この一年間は︑何を見ても︑何をして
も︑始めてのものばかりで︑

十一価5国

いちねんかん

さすが張りつめた兄の心もゆるんでしまった︒

十二721

止まざりき︒

のごとく︑一念ただ夕日に映ゆる柿の色を求めて

十456図

いちねん

十807

りだと︑つくづく思ひました︒

賊の寄せ手七萬五千飴騎︑︿略﹀︑一の

一の谷に城をかま

﹇一谷﹈︹地名︺2 一の谷

平家の軍勢十萬鯨騎︑

一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

﹇市場﹈︵名︶1 市場n▽うおいちば

市場の人たちと魚問屋の若者たちが︑いそ

十301 市場蹄りの朝鮮馬が︑けたたましく鳴いて

いちばがえり ﹇市場帰﹈︵名︶1 市場餓り

がしさうに右往左往してみる︒

九503

いちば

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒

十価2諸縁

へて︑源氏の大軍を防ぐ︒

八318図

いちのたに

木戸ロの邊まで寄せたりけり︒

十一176図

﹁年の時に︑みなさんが讃んだ歌のとほ いちのきどぐち ﹇一木戸口﹈︵名︶1 一の木戸口

いちねん□年﹈︵名︶3

弟子入りをしなければならない︒

十ニー82

にならないと︑

芸備1園

いちにんまえ

三︒﹂で投げてみた︒

七53圏囹

どちらもぱっと開きました︒

三108園

たった︑

いませんか︑にいさんは︑山へいらっしゃって︒

五二4園今日︻日だけ︑私に海へ行かせてくださ
五三7園

五伽8園 いくら一日でも︑いやだ︒
九838 寒い冬の日でも︑一日に一度はかならず︑
北斗をつれて運動に出かけました︒

九桝5園成人したら︑一日も早く毛利を討って︑
御威光を昔に返しておくれ︒

十一圏4 北東の季節風が吹き始め︑一日に何回と
なく激しいスコールがおとつれる︒

十二幡5 しかし︑一日︑二日とたつうちに︑その
氣持はだんだんなくなって行った︒
かりずに生活する日はない︒

十二備3 われわれは︑ 一日たりとも︑目語の力を
一日一日

八鵬9 ﹇日一日と︑のどかな春になって行くとと

いちにちいちにち ﹇一日一日﹈︵名︶1

↓日中

もに︑春のいそがしい仕事が始って行きます︒
﹇一日中﹈︵名︶4

五346 それも︑一日中︑そのまま眠りとほすので︑

いちにちじゅう

首がつかれないだらうかと思ひました︒

五877 ラジオは︑一日中︑海のお話や︑音樂で︑
にぎやかであっ た ︒

七796團 野原や山を一日中かけまはって︑
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いちはやく一いちばんき

過ぎる︒

いちはやく
はりま

﹇逸早﹈︵副︶3

いち早く

たてこもった二千五百の尼子勢は︑

隠蟹5 いち早く播磨の上月城を占領して︑ここに
十伽5 月明かりだったので︑海岸を防備する敵軍
はんぎ ゃ く

は︑いち早くわが船團の近づくのを感知した︒

一番

十二柵10 慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達した
時︑

﹇一番﹈︵名︶1

いちばん

一バン

一ば

八359 一番︑二番︑三番目︑十二番の舞がめでた

いちばん

﹇一番﹈︵副︶44

くすみましたが︑

一番

いちばん
ん

一一191 ﹇バンハジメニ︑マンシウノ空ノウツ
クシイコトガ︑カイテアリマシタ︒

二665囹 セカイ中デーバンエライカタノオヨ
メサンニシタイ︒

二676園 セカイ中デ︑一バンエラノーカタノト
コロへ︑アゲタイト思ヒマス︒

二677園 一バンエライカタハ︑アナタデス︒
二702園 セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑
ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒
ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

二724囹 セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑
二747園．セカイ中デ︑﹁バンエライアナタニ︑
ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒
ハ︑ネズミダ︒

二768園ナルホド︑セカイ中デーバンエライノ
三328囹 せんかんは︑一ばん大きくて︑一ばん
がっしりした軍かんです︒

三328園 一ばんがっしりした軍かんです︒
三344園 一ばん早いのは︑じゅんやうかんです

か︒

一番しまひにるたわにざめが︑白兎を

一ばんすきでした︒

三766国つやつやとさくら色に光ってみるの
が︑

四843
四川2圃

いちばんあとからはいって來たのは︑

あなたは一番上の段︒

つかまへて︑

五736

くう

げくう

九139

ない

神宮御造螢用材中いちばんだいじな︑内

どんな時がいちばんうれしいでせう︒

いちばん注意して調べるのは︑爽動機で

宮・外宮の御神木を

九柵8園

いちばん大きなのは︑直脛が二百キロもあ

す︒

九m2園

るといはれてゐます︒

十385

私のいちばん感じたことは︑日本の軍人

何といってもいちばん耳に親しいものは︑
十一708

いちばん陰氣で︑いやな感じの雲である

雲の中でもいちばん高く︑

ことはいふまでもありません︒

十一753

水を運ぶ一輪車の音であらう︒

十脚7

音をたてるのは︑猿まはしのどらであらう︒

十川11 その中で︑いちばんさわがしくて︑大きな

が實に勇ましいことです︒

六339里中には︑飛行機を持ってみるものもある 十901園
いちばん初めに︑美しい日の丸の旗のひら

が︑やはり︑いちばんだいじな武器は魚雷だ︒

六369

平生は元氣なをばさんが︑今日は︑いちば

めいてるる昭南島のけしきがうつりました︒

六744

んしょんぼりとして︑さびしさうに見えます︒

子どもの火あそびが︑いちばんいけない︒

ここで︑いちばん初めに出たむさし野がま

六757囹

六網5

やまと

いちばん大きな主翼︑

あれは︑いけ花のいちばんもとになる
十一伽4国

世界でいちばん大きな果物といはれるノ

今︑こちらはいちばんよい時候で︑

十665

いちばんき

﹇一番艦﹈︵名︶1 一番艦

英國が最新鋭をほこるプリンスーオブー

一番機が海面すれすれにおりて爽射した魚

﹇一番機﹈︵名︶2 一番機

ウェールズを一番艦に︑レパルスがこれに績き︑

十643

いちばんかん

ある︒

十一泌2 マライ人はいちばん進んでみて︑勢力も

の残ってみるところだといふことを思ふ︒

十一獅6 このあたりがいちばんジャワらしい風習

ンコの實もある︒

十一㎜6

ものですから︑

十一柵5国

雲です︒

日本でいちばんお強いあなたは︑日本 十一757 層雲といって︑雲の中でもいちばん低い

たうつりました︒
こ

上のいちばん高い段からは︑五年生の山本

だれが︑いちばん正しいでせう︒

皇子と仰せられますやうに︒

たけるのみ

七181囹
武

七676囹

七908

﹁︿略﹀︒﹂と︑本田くんがいひましたので︑

くんがとんでゐました︒
七914

萬壽は︑當年やうやく十三︑舞姫の中では

燕は︑鳥の中でも︑いちばん早く飛ぶ鳥で

いちばん上の段へのぼって行きました︒

八810
す︒

八356
八478

いちばんにぎやかな場所は︑市の中央の︑

いちばん年若でした︒

八921

いちばん早く花をつけるのは︑れんげうで

道頓堀附近の町町です︒

だうとん

す︒

八桝8

いちメートル
いちぶ

llO

雷が︑みごとにウェールズに命中して︑

一分

十669 レパルスへ襲ひかかった一番機の魚雷も︑
﹇一分﹈︵名︶1

命中する︒

いちぶ
一部

一分のすきも許されない︒

﹇一部﹈︵名︶2

十ニー26
いちぶ

私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいにふいて︑

に︑目でさがしました︒
五342

﹇一万以上﹈︵名︶1

一萬以上

その手は︑盆を一枚一枚︑はけでさび色に

かわかしてから︑かひこにやりました︒

僧伽3
塗って行く︒

いちまんいじょう
上の工場がここにあって︑

七366そのころから︑書間は︑廣いたんぼの一部 八891 大阪は︑煙の都とさへいはれ︑大小一萬以
で︑もう苗代の仕事が始ります︒

0

﹇ 一 枚 ﹈ ︵名︶一

一部分

一マイ

一枚

千本

一層トン級

この這い湾は︑ラバウルの生命で︑一萬

1

一肩二

一萬二千メート

一萬二千本に近

﹇一万二千本﹈︵名︶1

︵名︶

一萬八千名の在留邦人を︑一刻も早く救

かうした作業が五時間も績いて︑一萬尾

﹇一万尾﹈︵名︶1 一萬尾

ひ出したいと︑

十二203

十一梱7

いちまんび

﹇一万六百余人﹈︵名︶1

に近い漁獲に船は苛立である︒

りよ

敵の死傷及び捕虜は︑司令長官以下一

ほ

いちまんろっぴやくよにん

一萬六百蝕人

萬六百請人︒

十﹇567図

大石内藏之助ら一味の者は︑いさぎよく

切腹して︑名を後世に輝かした︒

會見所は︑旅順から北西四キロばかりの地

いちみんおく ﹇一民屋﹈︵名︶2 一民屋

鮎︑水師螢の一民屋である︒

十834

この一民屋だけが残ってみたのは︑︿略﹀

野戦病院として使用し︑屋根に大きな赤十字旗を

十836

ひるがへしてみたからである︒

一命を捨てて君恩に報い

一命を捨てて︑君の御恩に報ゆるため

おかあさんは︑

母の必死の看護と︑醤者の手當てとによ

十二佃7國團私一命は惜しみ申さず候へども︑

つて︑ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑

十二732

心でございます︒

十幽9園私どもは︑一命をささげて國境を守る決

よといってゐられるが︑

十139園

には候はずや︒

十122圏田

大阪港は︑防波堤が遠く績き︑港内の岸壁 いちめい ﹇一命﹈︵名︶5 一命

︵名︶2

十二648

日本からオーストラリヤまでは︑一再キロ いちみ ﹇一味﹈︵名︶1 一味
一行五千

﹇萬トンの汽船に乗つ

一山五千の精兵が

﹇一万五千﹈︵名︶1

︵名︶1

今日︑みなさんは︑

一萬トン

輝元を大落とし︑︿略﹀︑

九114
く︑

ル

十一709

いちまんはっせんめい

﹇一万八千名﹈︵名︶1

一萬

から一癖二千メートルの高さに︑浮かんでゐます︒

そのうちに

なるのです︒

一メートル︑五メートル︑二

十メートルと︑だんだんうまくすべれるやうに

四518

雲の中でもいちばん高く︑八千メートル いちメートル ︵名︶10 一メートル

いちまんにせんメートル

御造螢に要する檜の敷は︑

いちまんにせんぼん

トン級の船が百五十隻ぐらゐはらくにはいれる︒

十一㎜4

には︑一意トン級の汽船が横づけになります︒

八9410

いちまんトンきゅう

て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒

かうぺ

七516

いちまんトン

堂々と進軍して來た︒

九廻4

てるもと

いちまんこせん

以上もありますが︑

八117

十二318 いつれも﹁仁﹂の一部の説明で︑その行 いちまんキロいじょう ︵名︶1 一萬キロ以上
﹇一等分﹈︵名︶2

ひやすい方面を述べたのである︒
いちぶぶん

九柵9園 自分のからだの一部分のやうにさへ︑感
じられるのです︒

︑

よくできて︑この間一部屋だけ牧穫しました︒

十一価9團 この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう

︑

しちまし

二317 キイロナハヲ 一マイヒロッテ︑
四597 中から出たのは︑一枚の鏡でした︒
﹁すず木さん︒﹂といって︑一枚を花子さ
﹁林さん︒﹂といって︑﹇枚を春枝さんに

んにわたしました︒

四681

四683

わたしました︒
一枚ください︒
四703囹 四銭の切手を

そ︑
の一枚をぐるぐると巻いた︒
六633 さうして

六63も
9う一枚の書用紙を︑ぐるぐると巻いた︒
八伽1 一郎さんが︑︻枚の給をさしあげた︒
ばしかま場にこをどりしぬ︒

一枚の皿を貿手にささげて︑し
十473図 かれは︑
十二価一 シャツ一枚で︑作業を指揮する隊長があ
る︒

一枚一枚

三705私は︑草の葉を一枚一枚かぞへるやう 八千名

いちまいいちまい ﹇一枚一枚﹈︵名︶3

lll
いちメートルしほう一いちろう

六432囹 葉のさしわたしが一メートルもあって︑
ル︒﹂と聲を出し て 敷 へ る ︒

七737園 ﹁一メートル︑ニメートル︑三身ート
八研9 しかし︑糸の長さを︑一メートルなら一
一メートルにきめておくと︑

メートルにきめておくと︑
八塀10
が泳いでみるのに は ︑

八鵬3 甲の長さが一メートルもある﹁うみがめ﹂

に僥けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

九756 源作ちいさんは︑一メートルばかりの長さ
九774 切って來たばかりの木を︑一メートルばか
りの長さにそろへて︑溶しさうにひき始めた︒
きやく

十354 長さ一メートルばかりの望遠鏡が︑三脚
の上にのってみる ︒

くら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒

十一912 高さ一メートルにも足らない﹁たかねざ
いちメートルしほう ︵名︶1 一メートル四方
六佃4 たった一メートル四方ぐらみの廣さですが︑

五788 一メートル半ぐらみの高さのところに︑あ

いちメートルはん ︵名︶3 一メートル半
ぶらぜみが一匹止ってみる︒

六912 高さ一メートル半ばかりの山を作って︑そ
の上に︑旗を立てるのである︒
てんすみをけ

13

一メン

一めん

一面

えてゐました︒

そのへんは変畠で︑変のほが出そろって︑

一めん黄色くなってゐました︒

五532

海岸は︑一面に潮が引いてみて︑もう大勢

おほはれてゐます︒

﹇一両﹈︵名︶2

一爾

十二4210 野中の一夜は明けて︑
いちりょう

いちょう←おおいちょう

いや︑十爾のうち︑一雨ばかりも引い

﹇一輪﹈︵名︶1 一りん

﹇一輪挿﹈︵名︶1 一りんざし

つばきが一りん咲きさうになってみた︒

それを折って由ると︑ねえさんが︑︿略﹀︑

﹇一輪車﹈︵名︶2 一輪車

何といってもいちばん耳に親しいものは︑

すみさう
大きな水槽をのせた一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂と

一列にお並びなさい︒

﹇一列﹈︵名︶2 一列

﹇一路﹈︵副︶1 一路

一郎

私は︑弟の一郎といっしょに︑おかあさ

﹇一郎﹈︹人名︺8

んについておまるりをしに行きました︒

三668

いちろう

八十キロメートルの洋上へ︑まっしぐら︒

へて一路機首を北へ向け︑めざすクワンタン東方

十633 笹津しつつあったわが隊は︑この報をとら

いちろ

なったので︑ずるぶん列が長かった︒

八785 初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列に

八545園

いちれつ

きしみながら︑かん高い響きをたてる︒

十型10

水を運ぶ一輪車の音であらう︒

十二8

いちりんしゃ

﹇りんざしにさして︑飯皇の上にかざった︒

八搬3

いちりんざし

八梱9

いちりん

てくださらぬかといふのでござる︒

十二829囹

六852国支那の廣い野原は︑今︑白い雪で一面に 十二825囹 一爾ばかりになりますまいか︒
七67

日没のおそい北洋にも夕暮がだんだんせ

一面にざらざらしたやうな感じである︒

大東亜戦孚は︑一面にことばの職です︒

の人たちが︑潮干狩をしてゐました︒

九342
十374

十一994

はだ
からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫

一面マングローブの林のやうに見える岸

一面にとげの生えた鬼の頭のやうなドリ

まって︑濃霧が一面に立ちこめる︒

十一㎜3
ヤン︒

十一川9
べから︑

十二価6

川べりは︑もうほとんど雪がなくなって︑

と汗もが一面の地圖をゑがいてるる︒

十二襯3

いちもくさん

いちもじせせり

ぼくは︑帽子をかぶって︑いちもくさんに

﹇一目散﹈︵名︶1

今日も︑基地の上空は一面の層雲で︑

雑草が一面に芽ぐんでみる︒
十二㎜11
いちもくさん

五821

︵名︶1

走って行った︒

一門δげんじいちもん

畠のにらの花に︑頭でっかちないちもじせ
﹇一門﹈︵名︶1

三686 おかあさんも︑私も︑一郎も︑いっしょに

三693

一郎は大よろこびでした︒

いって︑それを買っていただきました︒

一郎は︑おもちゃのたいこがほしいと

舞みました︒

家名のところ御尋慰あらせられ候は
かぼく
ば︑私は申すまでもなく︑一門家僕の者ども︑深

十二掴1國團

5まいちもんじ

三691
いちもんじ

く朝恩を仰ぎ芸事と存じまみらせ候︒

いちもん

せりが飛びちがふ︒

九梛7

十一湘10 家の軒下には︑直脛一メートル半もある︑ いちもじせせり
ゑんとう

︵名︶

トタンで作った圓筒形の天水桶が並べてある︒
﹇一面﹈

nVあたりいちめん・えだいちめん・かいじょういち

いちめん

めん・てきぜんいちめん・まどガラスいちめん・や
まいちめん

一一954 花が一匹ンニ咲イテ︑テフテフガトン
デヰマシタ︒

四452 その島には︑みどりの草が一めんに生 いちや ﹇一夜﹈︵名︶1 一夜

いちろうさん一いっ
l12

ちゅうざい

ていどう

一郎さ

十277駐在所の庭で︑一郎と貞童が遊んでみる︒
十284貞童が歌ふと︑一郎は︑﹁︿略﹀︒﹂
十297 一郎と貞童は︑とんぼ取りをやめて蹄って
端た︒

十308一郎と貞童が︑空に向かって歌った︒
いちろうさん 二郎﹈︹人名︺20 一郎サン

二623 花子サンノ弟ノ 一郎サンバ︑オモチャノ

ん

ジドウシャヲ持ッテ︑

一郎さんは喜んで︑青い紙を小さく

四657 花子さんは︑弟の一郎さんを呼んで來
ました︒

四657
切って︑切手をこしらへました︒

四669 一郎さんは︑まん中にポストをおいて︑
そのそばにすわりました︒
行きました︒

四674 その間に︑一郎さんは︑かばんを取りに
四675 一郎さんが︑もとのところへかへって
來ますと︑

ばりに出ました︒

四677 一郎さんは︑それをかばんに入れて︑く
四693 一郎さんが大きな聲で︑﹁︿略﹀︒﹂とい
ひました︒

四701 さうして︑一郎さんのところへ持って
行 っ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といひました︒

いな︒﹂と大きな聲を出した︒

一郎さん︑ゆうべのお約束よ︒

一郎さんは︑はうきを持って︑外へ出て行
一郎さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑おか

八伽6囹

八梱2
つた︒

八槻8

あさんも︑やっとおわかりになった︒

一郎さんが︑お座敷の屓中に立って︑

一羽

これはありがたう︒

一郎さん︒

一郎さんが︑一枚の糟をさしあげた︒

一郎さんがまた立って︑﹁︿略V︒﹂といった

﹁︿略﹀︒﹂といって︑綴り方を讃んだ︒

義心9

ので︑

八桝6

八偽1

﹇一羽﹈︵名︶2

八伽5園

いちわ

山へ行っても︑小鳥一羽取れなかった︒
きうしや

五㎜1囹

大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染まった一羽

はと

八644

一割
貿易するのをさまたげるために︑一割とい

□割﹈︵名︶1

﹇一和﹈与こうぶいちわ

の鳩が︑飛んで來た︒

いちわ

いちわり
七皿3

﹇何時﹈︵代名︶46

イツ

いっ

ふ高い關税を梯ふことを命じました︒
いつ

コンナコトヲ考ヘテヰルウチニ︑イツ
おちいさん︑つゆはいつまでつづくの

ノマニカネムッテシマヒマシタ︒

二95一
三584園
ですか︒

どこから見ても︑いつ見ても︑

四625園

富士

さあ︑これでいつお正月が來てもい

もすっかり消えますが︑

いそ︒

に

いつのまにやら

つつまれて︑

四悩5圃

天人は︑春のかすみ

にか︑草がたくさん生えました︒

五143 つみ重ねたどなうの根もとにも︑いつのま

小さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑

いつのまにか大きくなります︒

五558

六51 いつのまにか︑天皇は︑おやすみになって

いつのまにか︑十年といふ長い月日が︑

いらっしゃいます︒

六214

たってしまひました︒

六248 田道間守は︑みささぎの前にひれふしたま

もぐりたいと思へば︑いつでも︑潜水艦

ま︑いつのまにか︑つめたくなってゐました︒

わが陸軍の

みいくさに︑

いつでも

の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒

六312国

天皇陛下の

勝っててがらをたてる︑

六785圏

に降りだして來た︒

六975 いつのまにか︑空がくもって︑雪がさかん

ふを知らせるまっかな吹流しが二本︑

六糊5 いつのまに立てたのか︑へさきには︑計れ

ました︒

すると︑正成は︑いつのまに用意しておい

七343 うはさが︑いつのまにか日本中にひろがり
七6010

手紙を書いてみる間に︑いつのまにか九

たものか︑たくさんのたいまつを出して︑

時球になりました︒

七846国

それにしても︑この油蝉の子は︑いつ︑ど

こで生まれたのでせうか︒

七859

八493

穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと︑

土の中にもぐりこんでしまひます︒

四495書になると︑いつのまにか︑ガラスの氷 七865 やがて木をおりて︑いつのまにか︑柔かい

のお山は美しい︒

四42圃

四705 一郎さんが切手をわたしますと︑花子さ 三863 いつのまにか︑となりのへやに︑勇さん
のおかあさんとねえさんが︑來て
んはそれをはってポストへ入れました︒
ころへ持って行って︑

四707 一郎さんは︑その手紙を春枝さんのと
八佃5囹 ﹇郎さんは︑もう少したってから起しま
せう︒

八口3 それから一郎さんを起しに行くと︑﹁ねむ

l13
いっか一いっかそうで

いつのまにか︑りつぽな設計圖ができる︒
八618 たき火も︑いつのまにか消えてゐました︒
横たへて︑さあ︑いつでもお役にたつぞと︑

八 1 野砲も︑重砲も︑ずらりと大きなからだを
八口9 ﹁かれひ﹂は︑いつでもからだを横にした
まま︑くねって行きます︒
ここに︑かうして立ってるるのです︒

八伽3圃雨の日︑風の夜︑︿略﹀一1いつでも︑
九3110 この子を今手ばなして︑またいつあへるで
せう︒

の子馬の青と︑大そう仲よしになりました︒

九848 いつのころからか︑北斗は︑清くんのうち
九849 ぼくのみない時は︑いつでも青と遊んでゐ
るやうでした︒

九905 北極星は︑いつ見てもほぼ眞北にある星で
すから︑

わたしがこんなに上長で︑いっとも知

もかぎらないからである︒

十一4010園

いつのまにのぼったのか︑朝の日の光が︑

れない身になってみるのに︑

十一815
か

いつのまにか大木が少くなって︑せいの

石を噛んで流れる水の上にをどつてみる︒

十一894

低い細い木が目につくやうになった︒

十二348当選が力のあらん限り修養しても︑先生
は︑いつでも更に高いところに立っておいでにな
る︒

息めいじさんじゅうはちねんいちが
いっか

六848

急いであけて見ますと︑いっか送ったゐも

いっか︑にいさんが作った小さな温床に︑

ん袋のお禮の手紙でした︒

自分のめざしてみる織機を仕あげて︑いつ

︿略﹀冬の日が︑いっぱいにさしこんでゐます︒

避寒5

十772

いっか隣りのお子さんをつれて︑

かは︑外國を見返してやらうと固く決心した︒

ニュース映壼を見に行きました︒

十一佃7国

十一描1圏園 ﹁この道はいっか來た道︒﹂と歌ひた

﹇一回﹈︵名︶4

一回5だいいっかい

くなるのが︑セレベスのみなか道であった︒

左から右へ︑右から左へ︑行ったり來たり

八宗4

ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

その一回一回の時間が︑

飛行機の爆音︑

たちま

それでも一回の動きに︑やはり脈は二つ打

大空の一角に︑

﹇一角﹈︵名︶3 一角

それは︑大空の一角にそそり立つ御影石

ここ北千島の一角を根接地とする二百隻

職死者の墓は︑あちこちに散在してみる

﹇一箇所﹈︵名︶1 一箇所

に分けて︑きちんと︑箱につめて送り出します︒

六285 みかんは︑一家そう出で︑いろいろな種類

いっかそうで ﹇一家総出﹈︵名︶1 一家そう出

やうですが︑あれはなるべく一箇所に集めて

十964園

いっかしょ

の流し網出漁船は︑いま出動準備の最中である︒

十一983

の岩塊である︒

十一959

ち敷百機が︑ 空をおほうて分列式︑分列式︒

八282國

いっかく

つといふぐあひでした︒

八柳2

次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

八鵬9

であるやうに思はれてなりません︒

するのに︑その一回一回の時間が︑どうやら同じ

八鵬4

その遺言をつぶさに聞きて︑この母 いっかい

いつのまにか向かふ側へ行った弟は︑土

にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒

十二9510図國

十二糊5

船の跡が︑いつまでたっても二本のしわ

遊びに鯨念がない︒

十二脱9

下

を描いて︑消えずに残ってみる︒

隊長の命令一下︑工兵隊は︑きほひかか
一家5いっしんいっか
もし一家の氏族ならば︑すみやかに

﹇一家﹈︵名︶1

﹇五日﹈

﹇何時﹈︵副︶8

いっか國男にも︑にいさんの愛馬を︑ぜ
机の引出しを︑かたづけてみると︑いっか︑

これで︑いっか︑おとうさんのお話に聞
いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

六629園

︿略﹀が出て來た︒

おちいさんにいただいた︑古いめがねの玉と︑

六612

ひ見せたいと思ってみるが︑

五698團

いっか

ついつかごぜんじゅういちじ

いっか

陣を開いて退散すべし︒

十一626図圓

いっか

るやうに前進する︒

十二鯉9

九964 薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか いっか﹇一下﹈︵名︶1
こいみどり色に治る︒

九m2園 一口にいふと︑飛行機がいつでも飛び出
せるやうに︑準備をしておくことなのです︒

九柵3圓 また︑いつ飛び出しても︑十分働けるや
うに手入れをしておくことなのです︒

九悩7 甚次郎の目は︑いつのまにか涙で光ってゐ
た︒

九星1 いつのまにか狼介は切りたてられて︑しだ
いに水際に追ひつめられて行った︒

九㎜4 ﹁あじあ﹂はいつのまにか町へはいってゐ
た︒

十535園 いつ︑米国の飛行機が飛んで掌るかも知
れないのに︑こんなことでどうするか︒

十棚1 いつのまにか︑夜は明けはなれてみた︒

十㎜6 いつ心得違ひのらんばう者が︑現れないと

いっかそうどういん一いっこく
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たかつな

四郎高綱なり︒

一騎は佐々木の四郎高綱なり︒

たかつな

十棚3図

一家そ

う動ゐん

いっかそうどういん ﹇一家総動員﹈︵名︶1

一機

いっきうち

九伽3

もし矢書きて打物にならば︑﹁騎が

︹題名︺1

一騎討

一騎討

﹇一騎討﹈︵名︶2

いつくし・む

﹇慈﹈︵五︶1

いつくしむ ︽ーミ︾

十柵1 最後にひらめいたのが︑二十何年いつくし

じ

めいせつ

一系δばんせいいつけ

み育ててくれた︑尊い母の姿であったのでせう︒

ふ

いっけい□系﹈︵名︶1
い

﹇一軒﹈︵名︶2

一軒

十982図魍．元日や一系の天子不二の山鳴雪

演習が終って︑王は︑一軒の農家の軒先

佐吉は︑﹁軒の納屋に閉ちこもって︑

いっけん

十777

にお立ちになった︒

﹇一見﹈︵副︶2

一見︑何の曲もないやうなこの胡同ではあ

艦橋の上の方と︑マストだけが見えたの

運んで行かなければならない︒

けん

十加9 水に不便な北京城内では︑一軒一軒︑水を

ふべん

いっけんいっけん

で︑艦長は一見掃海艇と思ったのであるが︑
けん
﹇一軒一軒﹈︵名︶1 一軒一軒

十二踊1

るが︑

一見

十一93

さあ︑一騎討の勝負をいたさう︒

十踊1

いっけん

いっきうち

九伽9囹

一畢

一騎討に︑飛び道具とはひけふ千萬︒

□挙﹈︵名︶1
しゆう

雌雄をこの一十に決する最後の決職は︑

いっきょいちどう ﹇一挙一動﹈︵名︶1 一事一動
さる
オランウータンは猿の一種で︑その一學
一動がをかしいほど人間に似てをり︑

十一剛10

刻々にせまる︒

十一一別6

いっきょ

九伍5園

一騎討

百騎に向かふとも︑つひにはかなふべからず︒

十一653図圓

なる船をめがけて︑海へさっと打ち入れ︑

連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑沖

一氣

十鵬7図

ね︒

﹇一気﹈︵名︶6

三971園 今朝は︑ ﹇家そう動ゐんではたらいた
いっき

一一十メートルも一転に飛んで行った︒

てふしぎではありません︒

八91 何心キロの海を︑一章に飛ぶことも︑決し
八537

潮面8圏 だいじな物資や︑郵便物や︑私たちを一
氣に運んでくれる︒

九川8 ﹁あじあ﹂は︑ 一六に國都新京へせまって
行く︒

の周團のたんぼは︑たちまち湖のやうになった︒

十備8 それを一氣に流し込んだのであるから︑城
十一一97 やがて軌道車からおり︑昇降機に分乗し
﹇一機﹈︵名︶7

て︑敷百メートルのたて坑を一氣におりて行く︒
いっき

どうかもう一曲︒

大粒の雨が︑︿略﹀︑しぶきをあげ︑一間

一行

たまたま一行の雁︑刈田におりんとして︑

舎がせまくなった︒

九矯10ぼくたちの一行が大勢やつて來たので︑宿

にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九59ーロ下愚

いっこう ＝行﹈︵名︶2

先も見えなくなるくらゐ降り績く時は︑

十一圏7

今ここで︑命を取られるのだから︑この いっけんさき ﹇一間先﹈︵名︶1 一間先

さうして一曲ひいてやらう︒﹂べ一
トーベンは︑急に戸をあけてはいって行った︒

十一柵5園

世の別れに︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒

七465園

八557 ﹇機が風にあふられて︑上へ向かったかと いっきょく ﹇一曲﹈︵名︶5 一曲
思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒
十691 襲ひかかるわが一機が︑火だるまになる︒

くわえん

十693 績いてまた一機︑これも自爆と命中といつ
しょである︒

十一

1園

十一鵬10囹まあ︑一曲ひかせていただきませう︒

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

十界8 一機また一機︑黒い翼がぱっと紅の火焔を

それでは︑この月の光を題に一曲︒

一句3いちげんいつく

十一椛4園

射つく

この歌の一句一句が︑

にしみ入るやうに思はれる︒

九249團

﹇射付﹈︵下二︶1

ば︑たやすく抜けず︒

九625図矢は︑首を貫ぬきてかぶとに射つけたれ

いつ・く

︽ーケ︾

八609

六574囹

村では︑︿略﹀︑さっきの地震には︑一向氣

職のやうすは︑一向わかりませんでした︒

いや︑まだいっかう役にたちません︒

いっこく 瞬刻﹈︵名︶2

一刻

がっかないもののやうである︒

十213

九249團さうして︑この歌の一句一句が︑腹の底 いっこう ﹇一向﹈︵副︶3 いっかう 一向

句﹈︵名︶2

いつく

﹇

十旧8 一機また一機︑
けん
十二㎜5 制海構・制空権ともにわが手に握られて
みる大東亜海へ︑一機も敵を寄せつけないために
は︑

かげすゑ

一騎

十二惣6 八時四十分︑敵の一機が偵察に來たが︑
わけもなく撃退される︒
かちはら

﹇一騎﹈︵名︶4

十棚3図 一騎は梶原の源太零丁︑一騎は佐々木の

いっき

115
いっこく一いっしょ

十219 もう︑一刻もぐつぐつしてはみられない︒

﹇一国﹈︵名︶δいずもいっこく

いっさい

十一946

景観に打たれて︑ぼくらは︑ほとんど一

さる
オランウータンは猿の一種で︑

一種のあこがれに似たなつかしさを畳え

種の興奮を感じるほどであった︒

十一996
させる︒

十一劉10

一週間

一週間もがんばりつ

﹇一週間﹈︵名︶3

みかたはそのままで︑

すみれも︑一週間ばかり前から咲きだしま

一瞬

一週間ばかりたって︑親子とも馬屋の外へ
一瞬

いっしゆん

巨螺を投じたる一瞬︑敵高射砲揮は︑

いっしゆん

﹇一瞬﹈︵名︶3
きょだん

なまり

いっしょ

い

一瞬といへども氣を

緑の地平線は︑一瞬のうちに鉛色に攣
たふじょうゐん

しかも搭乗員は︑

イッショ

ワタクシバ︑底冷アサントイッショニア

﹇一緒﹈︵名︶66

一822
マシタ︒

三107

私は︑弟の一郎といっしょに︑おかあさ

のおうちを出た時︑

んについておまるりをしに行きました︒

三671

三687 おかあさんも︑私も︑一郎も︑いっしょに

おかあさん︑私は︑きのふをばさんと

葬みました︒

いっしょに︑海へ行きました︒

三744国

三747国遠いところで︑水と空がいっしょに

あしたから學校が始りますが︑また

にいさんといっしょに︑おふろにはいり

いっしょに舟遊びをしよう︒

なってゐます︒

四176

三839園
ました︒

四713国

いっしょに行きませう︒

とったひつじが二三匹走って來ます︒

五167 子どもたちといっしょに︑黒いぶたや︑ふ

五188 ぶたもひつじも︑いっしょになって大さわ
ぎです︒

間といっしょに︑池の中を泳いでゐました︒

五208 おたまじゃくしは︑毎日︑大勢の兄弟や仲

五227 また︑めだかや︑どぢゃうなどといっしょ

にいさんといっしょに︑唱歌を歌ひました︒

に︑遊ばなくてもよいのでした︒
五擢5

花子さんは︑おかあさんといっしょに︑

三人用︑いっしょに舟を出しました︒

六142

夕方まで︑弟といっしょに遊びました︒

まへました︒

六114 右の手で︑すばやく︑葉といっしょにっか

といっしょにたべました︒

に︑停車場まで見送ってやりました︒

文子さんは︑︿略﹀︑おかあさんといっしょ

モモタラウハ︑犬トイッショニセメコミ

五491

﹁うまい︑うまい︒﹂こんどは︑二人で

三257

はのおいしゃさまへ行きました︒
六145 去年︑あなたといっしょにお参りして︑樂
三424 おかあさんといっしょに︑おいしゃさま
しかったことが思ひ出されます︒

三396

三176圏私たちも︑いっしょに歌ひました︒

いっしょにあげました︒

六106ふかしたさつまいもをかごから出して︑弟

マドヲシメマシタ︒

一516

つしょ

いっしょ

ゆるめてはみないのである︒

十一一㎜2

り︑

十二鋤8

汝が愛機の胴髄を貫ぬきつ︒

十168図題

いっしゅん

出しますと︑

九812

した︒

六柵7

づけましたが︑

五典3

いっしゅうかん

十二203 一萬八千名の在留邦人を︑一刻も早く救

﹇何時頃﹈︵名︶1

ひ出したいと︑

いっこく
いつごろ

いつごろ

いつさ

五351囹 いつごろまゆを作るでせう︒
いっさ
﹇一茶﹈︹人名︺2 一茶 ︸茶

いっさ

る

十一伽5 一茶雀の子そこのけそこのけお馬が通

﹇一切﹈︵副︶1

十一伽7図閣 やせ蛙まけるな一茶これにあり
いっさい
と︑いっさい禮に從ひ︑
﹇︼散﹈︵副︶1

いっさんに

十一一326 見ること︑聞くこと︑いふこと︑行ふこ
いっさんに

十麗8 急いで報告しようと決心し︑いっさんに走
いつしか

一室

﹁︿略﹀︒﹂と︑後の方でいつしか悲鳴をあ

﹇何時﹈︵副︶1

り出した︒

いつしか

げる︒

﹇一室﹈︵名︶1

十一855

いっしつ

軍備2 彌兵衛を一室にとちこめておいて︑

いっしゅ﹇一首﹈︵名︶2 一首
十二432 東西の美しさを一首の中によみ入れた︑
まことに調子の高い歌である︒

敷にいる名をぞとどむる と︑一首の歌を書きと

十二剛3図 かへらじとかねて思へばあつさ弓なき
どめ︑

種である︒

いっしゅ ﹇一種﹈︵名︶5 一種
しか
九蹴12 のろといふのは︑北満に住んでみる鹿の一

九㎜4 オボといふのは︑地の神をまつるために︑
蒙古人が供へた一種の土まんぢゆうで︑

いっしょう一いっしょうけんめい
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六167團 みなさんといっしょに︑氏神様へお参り
﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんと︑花子さん

をしたり︑
六401

がいっしょにいひました︒

六857国 開いてみると︑あなたのみもん文といっ
しょに︑いろいろな品物が出て來ました︒

六882国 職孚する時も︑お人形さんは︑私といっ
しょです︒

七127囹 こんぶといつしょに︑お正月のおかざり
にするでせう︒

七1210 私たちは︑先生といっしよに︑岩のそばへ
行きました︒

七448 新しいその講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑
いっしよに集って並んだ時のことを思って︑
七522 みなさんといつしょに︑あとからあとから︑
乗客が乗ります︒
りませんか︒

七534 さあ︑私たちも︑いっしよに歌はうではあ

七904

八鵬2
た︒

八梱5

にいさんといつしょに︑水族館へ行きまし
みんなが︑いっしよに働いたので︑朝の支
おとうさんは︑いつも︑おまへたちとい

度はすぐできあがった︒

九211団

さうして︑毎朝母といっしよに︑お罵眞を

つしょに︑戦孚をしてみるのだと思ってみる︒

九293
九303囹

おかあさんは︑あの人といっしよに行か

﹁この子もいっしよだ︒﹂といひます︒

舞むことにしてるました︒

九321囹
なければなりません︒

兵隊さんといつしょに仕事をすることは︑

お國のために孝行です︒

九355園

ぼりをして︑ほんたうにおもしろかったよ︒

ひさうです︒

ねえさんは︑山田のをぢさん・をばさん

あの乳母や犬きも︑紫の君といっしよに

おかあさんも︑いっしよに行きませうね︒

十﹁433

十㎜7園

引き移った︒

十一5010

といつしょに︑車に乗りました︒

十一欄4 ﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二つの方法をい

巨石を掘る人︑鑛石を運ぶ人︑支柱を立

つしょにしたのである︒

てる人IIこれらがいつしょになって︑

妙義ー24

これはちやうど︑かまをたく人︑運心す

る人︑方向を見定める人などが︑いっしよになつ

十暁雲210

て艦船を走らせるのと攣りはない︒

か駆逐艦らしい推進器の音も混って掛る︒

十一一騰10 それといつしょに︑もっと払い︑巡洋艦

宮城を遥舞しよう︒

九393囹本田くん︑おとうさんといつしょに山の 十二冊7圏園吉岡︑おまへもいっしよに︑日本の
木箱にぎっしり氷といっしよにつめて︑荷

そのとたん︑天地にとどろくやうな爆音と
兵士たちは︑砂の底で︑砂といっしよに堅
つひ患者といっしよになって︑吐いてしま

自分は樂人であるから︑一生の思ひ出に︑

ようとは︒

一生を石の中で暮してみる石工たちには︑

いっしょうけんめい

一生けんめいに走りました︒

ぼくは

んめい

﹁︿略V︒﹂と︑おっしゃったのを思ひ出し

一生けんめいに走りました︒

四294
て︑また

四307

﹇一生懸命﹈︵形状︶16 一生け

十二召5囹今母上の力によって︑萬死に一生を得

心なき岩石も意志あるかのやうに思はれ︑

十ニー97

心残りなく笛を吹いてから死にたいと思った︒

七461

です︒

三412囹おくの方のは︑一生使ふだいじなは

いっしょう

一年半も篤しほにかけた北斗といっしよに いっしょう ﹇一生﹈︵名︶4 一生﹇▽あぶらぜみの

作りする者や︑

九506
九867

自分は地上に居残っても︑自分の魂は︑

みるのも︑あといく日もないと思ふと︑

マルタはお書御飯をたべながら︑母といつ

績いてまた一機︑これも自爆と命中といつ

マルタも︑おかあさんといつしょにおりて

客観10

く銃身をにぎりしめた︒

十儒8

いっしよに︑砂煙が︑あたりをおほひ包んだ︒

十慨5

しょである︒

十693

行った︒

九㎜一

しょに聞きたいといふ︒

九㎜10

飛行機といっしよに空をかけめぐってゐます︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑本田くんといつしょに︑ 九M1園

七736園 さ︑みんなで︑いっしよに計ってみよう︒
肩を並べて泳いで行きました︒
七986 ちやうど︑お書の食事中であった元帥は︑
家の人々といっしよに庭へ出たが︑
に最後の避暑を求めました︒

七価9 彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノノーツ

八362 この時には︑頼朝もおもしろくなって︑い
つしょに舞ひました︒

八439 親子は︑うばといつしょに︑喜び勇んで木
曾へ錦りました︒

八544園 ここからいつしょに飛ばしませう︒
﹁えいつ︒﹂丁零といっしよに︑先生のから

だは︑美しくちうをとんで行く︒

八8410
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いっしんいっか一いっせき

四佃2 みんな一生けんめいです︒

五894園 みんな心を合はせて︑一生けんめい︑た
ふれるまでこぐのだぞ︒

五M6團 私も︑利根を一生けんめいで育ててゐま
す︒

しらへては︑それを積み重ねた︒

六911 雨軍は︑一生けんめい︑雪のかたまりをこ

纒を習はう︒

六皿2囹 あすからは︑きっと︑一生けんめいにお

チや帽子を振ってゐます︒

七539 上屋の人たちが︑一生けんめいで︑ハンケ

めいにおぼえようとしてゐます︒

八229国 これらの人たちは︑日本語を︑一生けん
八498 みんなは︑一生けんめいだ︒
けんめいにのぼって行った︒

﹇一新﹈

︵サ変︶

1

一新する

︽一

今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて︑

いっしん・する
シ︾

一心に

一心にかいはうしましたが︑

﹇一心﹈︵副︶6

面目を一新した設計圖ができあがった︒

十785
いっしんに

書も夜も︑

曲の進むにつれて︑黒光は︑自分の笛の音

雪舟は︑一心に絶を習ひました︒

病氣はわるくなるばかりでした︒

四581
六価7

七473

今度こそは︑上できの炭に焼いてみようと

によったやうに︑ただ一心に吹いた︒

九779

考へながら︑ちいさんは一心に木をひいてみる︒

ただ一心にやってゐますので︑苦しいと

は別に思ひませんが︑困ることはよくあります︒

九備4囹

に考へぬき︑

一寸ぼふし

八794この聲にはげまされて︑ぼくたちは︑一生 十777 佐吉は︑一軒の納屋に閉ちこもって︑一心

一寸ぼふし⁝⁝⁝五十一
一寸ぼふし

一寸ぼふしは︑都へ行って︑りっぱなさ

﹇一寸法師﹈︹人名︺6

十四

十四

三553

た︒

一寸ぼふしは︑針の刀をぬいて︑おに
おには︑一寸ぼふしをつまんで︑一口に

せいがだんだん高くなりました︒

そののち上東門院に仕へて︑紫式部の名

﹇一世﹈︵名︶2 一世

十一3510

いっせい

﹇一斉射撃﹈︵名︶1

一せい射撃

昔の聞多は井上馨として︑一世に時め

は一世に古同くなりました︒
かをる

十二737

く人となった︒

いっせいしゃげき

﹁オー︒﹂と︑掛聲勇ましく︑かいをいっせ

﹇一斉﹈︵副︶10 いっせいに いっせい

い射撃を受けた︒

八667 すると︑今度は敵軍に見つけられて︑一せ

に

いっせいに

五904

カッターは︑いっせいにこぎ出しました︒

いに水にひたします︒

五909

せいに立ちあがりました︒

五937 白のカッターからは︑さっと︑かいがいっ

朝︑起床ラッパが鳴ると︑いっせいには
ね起きます︒

七778團

何千丁といふ自動織機が勢そろひをして︑

防空砲火を撃ち出す︒

十649 高度をさげて行くと︑敵艦は︑いっせいに
十825

﹁わあっ︒﹂とときの聲をあげ︑砂をけ立て

いっせいに活動し︑

て︑いっせいに立ちあがった︒

十悩1

何千何百といふ敷知れない小鳥たちが︑

いっせいに歌を奏する︒

十一避12

に燈操をする︒

一寸ぼふしは︑おにのおなかの中を︑針 十二79 嚴かな國名儀禮を行ったのち︑いっせい
一寸ぼふしは︑おにのおなかの中から

されて︑

十二柵2 家々の窓も障子も︑いっせいにあけはな

いっせき □夕﹈δいっちょういっせき

うち出の小づちをふると︑一寸ぼふしは︑いっせき ﹇一隻﹈︵名︶5 一隻

のどへのぼり︑鼻を通って目へ出て來まし

三542

の刀でちくりちくりとっつきました︒

三533

のんでしまひました︒

三532

に向かひました︒

三527

むらひにならうと考へました︒

三513

いっすんぼうし

三511

三32

九261團 家のお手鑑ひをしながら︑一生けんめい いっすんぼうし ︹課名︺2 一寸ぼふし
に勉強することだ ︒

いて︑ひとつ一生けんめいにやって見るかな︒

九799園 うん︑おちいさんによく指甚していただ
九988 ぼくは︑先頭におくれないやうに︑一生け
んめいで水をけった︒
があって︑りっぱな身分になり︑

九尊4囹 むすごは︑一生けんめいに苦學したかひ
十﹁479 髪結ひさんが︑一生けんめいに︑ねえさ
んのお支度をしてみるところでした︒

いっしんいっか﹇一身一家﹈︵名︶1 一身一家
十二402 一身一家をかへりみることなく︑
わが國語には︑︿略﹀︑それがまた今日の

いっしんいったい﹇一身一体﹈︵名︶1 一身一膿
十二幽10

われわれを結びつけて︑建直として一身一己のや
うにならしめてみるのである︒

いっせつ一いったい
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十伽2 わが輸送船の一隻が︑敵揮のため火を獲し
たのであった︒

十二㎜2園 敵艦隊を一隻も鯨さず︑珊瑚海の海神
のごちそうに供へてやる︒

十二㎜8囹 職艦一隻撃沈︒

十二脳1囹職寒心リフォルニや型一隻撃沈︑
﹇一節﹈︵名︶2

一節

十二脳1園 職事ウォースバイト型︻隻に大損害⁝
いっせつ

十剛8 めでたい文句であったり︑詩の一節であっ
たりするが︑

十一373 次にかかげる文章は︑源氏物語の一節を

﹇一戦﹈︵名︶2 一癖
こうはい

相殿にして︑それを今日のことばで表したもので
すが︑

いっせん
と ば

ふしみ

よしのぶ

十﹇532図圓 皇國の興屡此の一戦にあり︒

十二佃8 鳥羽・伏見の一戦に︑徳川慶喜は︑はし
なくも朝敵といふ汚名をかうむつた︒

七佃7 糸は︑一センチ︑ニセンチと︑見るまに延

いっセンチ ︵名︶4 一センチ
びて︑ニメートルぐらみになりました︒

七櫛9 一センチ︑ニセンチと刻んで行くやうに︑
動くのがはっきりと見えます︒

八棚9 一センチ︑ニセンチと︑固い砲身に穴があ
けられて行きます︒

十二朽7 一センチ︑ニセンチ︑石に穴があく︒

いっせんにひゃくゆうよねん □千二百有余年﹈
︵名︶1 一千二百有心年

九105 昭和二十四年は︑第五十九回の正遷宮に當
るが實に﹇千二百有夕凪の歴史を重ねてみる︒

いっせんにひゃくよねん □千二百余年﹈︵名︶1

いっそ

一さうの舟が

﹇一帯﹈︵名︶2

いったい

一帯■うが

﹇一体﹈︵名︶←いっしんいったい

澄んで︑せりの葉並みがいっそう美しく見える︒
いったい

東も北も﹁帯に雲がとざして︑

﹇一隊﹈︵名︶8 一隊

わが歩兵の一隊は︑突撃に移りました︒

隊が︑勇ましく私たちの前を通り過ぎました︒

八567 ひづめの音がして來たと思ふと︑騎兵の一

六槻6

いったい

十一969

いは︑すっかり人や馬でうづまった︒

七574 賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附近いつた

んいったい・かいがんいったい・そらいったい

いっそのこと︑こっちから出かけて行って︑ いったい

︵副︶1

鯨年の昔のことである︒

いっそ
十588

一さう

何年かたって︑とうとう

□艘﹈︵名︶4

軍港内の主力艦をたたきつけるか︒

いっそう

四104
できあがりました︒

文治が指さしたので︑見ると︑船が一さう

走ってゐます︒

六櫛7

彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑

︿略﹀オランダ船一さうを引きつれて︑

七捌4

一

いつ
いっそう

かはいさもいっそう深くなって來ました︒

いったい

いったい︑この川の水はどこから來

﹇一体﹈︵副︶12 いったい

五582囹

五281囹

いったい︑どういふお方ですか︒

いったい︑何といふお方だらう︒

いったい︑どんな大蛇か︒

八710 いったい︑どこへ行くのでせうか︒

かと思ふと︑

七佃4 これから︑いったい︑何をしょうとするの

七173園

て︑どこへ行くのだらう︒

三455園

いったい

相攣らず︑とはうもない高度爆撃だ︒

十二圏5 他の一隊は遠く後方から爆撃して來たが︑

ら爆撃して來たが︑

十二圏5 一隊は左舷から︑他の一隊は遠く後方か

で︑前線の橋へと急いでみる︒

十二鵬8 もう他の一隊は︑橋梁材料を肩にかつい

一度あの戦場の上空を飛んだ︒

十726 それから三日め︑われわれの一隊は︑もう

らレパルスへ襲ひかかる︒

十658 一隊は右からウェールズへ他の一隊は左か

らレパルスへ襲ひかかる︒

八713図折しも︑美しくかざりたる二一さう︑平 十657 一隊は右からウェールズへ他の一隊は左か
いっそう

﹁︿略﹀︒﹂といって︑大凶はいっそうふ

＝層﹈︵副︶10

家の方よりこぎ出す︒

層

そう

いっそう

三303

くらましました︒

すると︑痛みがいっそうひどくなって︑
ことばで話したことを文字で書き表します

どうにもたまらなくなりました︒

四855
九419

と︑︿略﹀︑自分の考へや感じを︑いっそうくはし

九837

かなり温度が高い上に︑南洋の日光に照

くし︑深くして行くことができます︒

九柵5囹

その文字の意味がわかって留ると︑いっそ

りつけられると︑いっそう暑くなります︒

十避3

女は男よりもいっそうていねいにものを

うその聯の美しさが心に刻まれて來る︒

十一303

いっそうふんれい

いふのが︑わが単語のならはしである︒

各員一層奮働努力せよ︒
修行者は︑いっそう謙遜な心でいった︒

十一532図國

十二川1

十二5110

にごって湧きあがった水が︑すぐに流れ

一千二百鯨年
わどう

十一個1 和銅五年正月二十八日︑今から一千二百

119
いったん一いっぱい

がどうなのか︑さっぱり見當がつきません︒

九879 ぼんやり見てみるだけでは︑いったいどれ
十一424園 このおばあさんがみなくなったら︑い
つたいあなたはどうなさらうといふのでせう︒﹂

十一川4園 いったい︑あなたはどういふお方でご
ざいますか︒

︽ーシ︾

一ちゃく
一中隊

一直線

一定

つばかりの星はカシオペヤ座で︑

つり床は正しく一定の場所に納められる︒

いってい﹇一定﹈︵名︶1
九544
一滴

︽ース

イ

ツ

キセキ
前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑

﹇一﹈︵副︶1 一日

いっとはなしに少しつつ大きくなって行く︒
いつに

ミ

十一571図圖

＝一天皇陛下ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑

た︒

﹇一杯﹈ ︵形状︶

三678

いつ

27 いっぱい いつぽい

すると︑ふしぎに今まですいてみたお

お宮に近くなると︑人がいっぱいでし

て︑こぼれませんか︒

三468囹そんなら︑海は水でいっぱいになつ

い・へやいっぱい・まどいっぱい・むねいっぱい

δそらいっぱい・たんぼいっぱい・ちからいっぱ

いっぱい

五価3園水を一ばいください︒

聞多のからだには︑もう一滴の血も残 いっぱい ﹇一杯﹈︵名︶1 一ぽい

﹇一滴﹈︵名︶1

十一一715園

いってき

つてゐませぬぞ︒

一天

﹇一転﹈︵サ変︶1

天地も暗くなるのは︑
いってん・する
ル︾

四457

一刀

﹇何時﹈︵副︶2

喜びの歌を歌ふ︒

いっとはなしに

おのつからこれにたよる心がわき︑いっと
しんかう

九二11

はなしに信仰となって︑このやうなオボを作り︑

そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み
重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑オボは︑

九㎜12

金の牛は︑おなかがすくと︑みどりの

ここから見るだけでも︑おなかがいっ

軍人さんの胸は︑くんしゃうでいっぱい

いっぱいです︒

そこにあるやうに見えるではないか︒

六芸6 小さな温床に︑今日も︑おだやかな冬の日

つい︑

六625屋根が︑めがねの玉いっぱいにひろがって︑

ちで︑

五888 海岸も軍艦の上も︑おうゑんの水兵さんた

いです︒

五146 あたりは︑うれしさうな小鳥の聲でいっぱ

です︒

四987囲

やうなのもあります︒

四488 白くじゃくが︑羽をいっぱいにひろげた

ぱいになるのだから︑

四469園

島を眺めては︑おなかをいっぱいにしました︒

四464

い氣持になりました︒

なかが︑急にいっぱいになりました︒

一叢すると︑今度はいかにもものすごい︑
しばふ
いはば奇怪な物の精が寄り集って︑夜の芝生にを

十一麗9

一天の君

四461 やはり︑おなかがいっぱいになって︑よ
しげのり

﹇一天君﹈︵名︶1

足助の次郎重範︑かたじけなくも一
﹇一刀﹈︵名︶1

一頭

すると︑一刀がまた後頭部をみまった︒
﹇一頭﹈︵名︶1

﹇一頭一頭﹈︵名︶1

一頭で︑すぐれたアラビヤ馬です︒

いっとういっとう

一頭一頭

十944囹今日乗ってまみりました馬も︑その中の

いっとう

十二675

いっとう

天の君に命をささげまみらせて︑

あすけ

いってんのきみ

どるやう︑

＝轄する

一天にはかに墨を流したやうに曇って︑

﹇一天﹈︵名︶1

一223囚巴イッテマヰリマス︒

十二285囹 いったい︑徳の修つた君子でも困られ いってまいります ︵感︶一 イッテマヰリマス

一旦

一致する

十一772

いったいおまへは︑だれに今のことば いってん

ることがあるのですか︒
十一一5010圓
を教へられたのか ︒

﹇一旦﹈︵副︶2

十二526囹 いったい︑おまへは何をたべるのか︒
いったん

十二896図圖 一旦の身命を助らんために︑多年の
忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

□致﹈︵サ変︶1

十二衛2 一旦緩急ある時︑國を學げて國難に赴く
のも︑

いっち・する

﹇一着﹈︵名︶1

人々の一致した意見であった︒

十二601 すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの 十一188若久
いっちゃく
﹇一中隊﹈︵名︶1

三269園三郎さん︑一ちゃく︒
いっちゅうたい

一朝一夕

軍服を汗ににじませて︑

一中隊ばかり︒

びっしょりと︑

兵隊さんが通る ︑

七764圏

いっちょういっせき ﹇一朝一夕﹈︵名︶1

﹇一直線﹈︵名︶1

九115かうした檜は︑一朝一夕に得られるもので 九別1 僧は︑この家畜の一頭一頭に祈りをささげ︑
なく︑

いっちょくせん

十一991 ぐっと速度を落しながら一直線に進む船
五つ

のともから︑網がしだいにくり出されて︑
﹇五﹈︵名︶ 1

い す
九939 北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五

いつつ

いっぱい一いっぺん
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が︑いっぱいにさしこんでゐます︒
五704

物をつんで︑この通にさしかかりました︒

七526

六225

見送りの人が︑いつばい並んでゐます︒

風を帆にいっぱいはらんで走る船が︑

畠のすみの日まはりは︑暑い日をいっぱい

ろがあらはれました︒

日本船は︑受け取った荷物をいつぽい積み︑

受けて︑

五807

一つもありませんでした︒

人がいっぱい乗ってみて︑あいてみる席は︑

六用6 初めは︑ただ恐しさでいっぱいでしたが︑

六㎜3 出ると︑機械をいっぱいに掛けて︑もとの
海岸へ急ぎました︒

七394 家の前も︑後も︑横も︑まるで夕立の降る
十3010

七梱4

六燭8 さくらの花が︑いっぱいに咲いてみるとこ

やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

シ︾

九169

︵サ変︶

1

一十する

︽一

涼風に吹き洗はれた空には︑みごとな

﹇一拝﹈

て静かに祭場を退出した︒

戦線に揮丸を一護でも多く送ってやりた

﹇一発﹈︵名︶2

十ニー35

いっぱつ

︵名︶

3

いっぱん

5こくみん

いっぱんに︑女は男よりもいっそうてい

﹇一般﹈

砲揮は︑一畿も目標をはつれない︒

いと思へば︑

十二梱6
いっぱん

る︒

十一309

いつばんに使用されたりするが︑
くわてう

赤や青や緑などで︑花鳥を染め出したは
なやかなものが︑いつばんに用ひられてるる︒

十一川7

今日では︑男も混用したり︑あるものは

ねいにものをいふのが︑わが國語のならはしであ

十一303

いっぱん

一嚢

をの入れを終って︑奉仕の人々は︑一嚇し

いっぱい・する

星がいつばいまき散らされてみる︒

十二川2

りやうふう

にして︑またたいてみる︒

その空に︑星がいつばいこはりついたやう

七449 講堂がりつばに立つた時のことを思ひ︑
︿略﹀︑うれしさでいっぱいになりました︒

八616 それを澄した時︑私たちは︑何ともいへな
い感じがして︑目が涙でいっぱいになりました︒

八柵9 左右の足をいっぱいに延したら︑三野ート
ルぐらゐはある で せ う ︒

十608 妙に︑つかれたやうな︑腹立たしいやうな
氣持でいっぱいであった︒

十島8囹何年ぶりかで︑倉がいっぱいになるな︒
から︑春のいぶきをいっぱいに吸ひ込んだ︒

十一46圏黒龍江が︑ひとつ大きなあくびをして
十一冊2 三人の心は︑驚きと感激でいっぱいにな
つて︑

いきれ地などがいつばいにかざられ︑

十一脚6 すきとほるやうな水色や︑赤や︑緑の薄

をするマライ人でいっぱいである︒

いっぱい

い

十一泌12 夕方小川などは︑サロンのままマンデー
十二558 心は喜びでいっぱいになった︒
イッパイ

兄の目は︑涙でいっぱいである︒

﹇一杯﹈︵副︶9

十二6910
いっぱい
っぽい

三435
ました︒

三978

一びきの若いねずみが︑前へ出ていひ

四人の子どもが︑一びきのかめをとり

その島に︑﹁匹の金の牛がゐました︒

まいて遊んでゐます︒

四443

一メートル半ぐらみの高さのところに︑あ

ぶらぜみが一匹止ってみる︒

五792

五伽6園

大きなのが一匹︑すぐそばの稻の葉に止り

朝から︑ 一匹もつれない︒

うちから︑子犬を一匹もらって來ました︒

五餅2 三年生になったばかりのころ︑をぢさんの

六112

大きなねずみが一匹︑雪舟の足もとにるて︑

ました︒

今にもとびつきさうなやうすです︒

六三3

七皿7 大きなくもが一匹︑すうつと︑私の目の前

後向きに乗るもあれば︑一匹の馬に二人

へぶらさがって來ました︒

乗るもあり︒

八3010図

ぺ

むねたふ

義家︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣

あ

八麗5 一匹として︑反封の方向へ進むものはあり
ません︒

き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒

九601図

九㎜9 また進んで行くと︑やぶのところがら︑二

一服

匹の親のろと一匹の子のろが出て覧た︒

いっぷく □服﹈︵名︶1

赤松の木立を負ひたる櫻門は︑一幅の給

﹇一幅﹈︵名︶1 一幅
ろうもん

の藥をお取り出しになった︒

十一1210 又略﹀︒﹂王は︑かうおっしゃって︑一服
いっぷく

壼に似て︑しかも尊卑のおもむきをそへたり︒

十56図

十一168嵐山高くして一片の白雲峯を埋め︑

犬ヲーピキカッテ︑タイソウカハイ いっぺん ﹇一片﹈︵名︶1 一片
ガッテヰマシタ︒

二863

二213勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑ いっぴき ﹇一匹﹈︵名︶14 一ピキ 一びき 一匹
イキヲイッパイスピコミマシタ︒
四鵬2 今︑日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷
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いっぺん一いつまでも

いっぺん

﹇一遍﹈︵名︶1

﹇ 一変﹈

1

一ぺん

︵サ変︶

七121囹 もう一ぺんやらう︒
いっぺん・する

一歩

一愛する ︽一

徳川に封ずる朝議は︑この時から一愛し

﹇一歩﹈︵名︶1

十一一佃5

シ︾

た︒

いっぽ
石に︑軌道車の響きがごうごうと反響する︒

十二92 一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩

一方

十一837 前の人の足あとをふみしめるやうに︑一

いっぽいっぽ﹇一歩一歩﹈︵名︶1 一歩一歩

﹇一方﹈︵名︶3

歩一歩登って行く ︒

いっぽう

六635 めがねの玉が︑はまるくらみの大きさに巻
いて︑その一方のはしに︑めがねの玉をはめた︒

十一601図國 敵方に押し寄せ︑三方に火をかけ︑
一方にて支へ候は ん に ︑

十一749 畠のうねのやうに︑天の一方から他方へ
﹇一本﹈︵名︶20

一本δきいっぽん

幾條か連なったりすることがあります︒
いっぼん

松ヲ一本ウエマシタ︒

二887 犬ノオハカヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ

四62 昔︑あるところに︑一本のくすの木が生

三213囹 もう 一本で千本だ︒
えました︒

六皿4
三人の心は︑持った一本の破壊筒を通じて︑

はつれる矢は︑一本もありませんでした︒

一つになってゐました︒

六梱7

そのうちに︑このたくさんの糸の中の一本

九777

八778

一本一本の丸太を︑あの炭焼がまへ入れて︑

集合地は︑村はつれの一本目のそばであっ

いっぽんすぎ ﹇一本杉﹈︵名︶1 一本杉

た︒

いっぼんまつ ﹇一本松﹈︵名︶6 一本松

遠くに見えた一本松が︑だんだん近づいて

一本松を目當てに進んで行く︒

が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました︒

七観3

九975

九971

まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本の

九976
から︑

潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜

一本松が︑右手の海岸のがけの上に︑大き

いつまでも︑そのままにしておいて

﹇何時迄﹈︵副︶14 いつまでも

天皇の立位は︑天地のつづくかぎり︑い

新しく家が立つ土地の神様に申しあげて︑

私たちは︑その勇ましい姿を︑いつまでも

その聲に聞きとれて︑そばにしやがんだり︑

九188

木やり歌は︑中立神宮備林の森嚴な空氣を

腰掛けたりして︑いつまでも聞いてゐます︒

八面9

見送ってゐました︒

八6310

その家を︑いつまでも守っていただくやうに︑

七405

つまでもさかえませうそ︒

五966囹

でも忘れられないで︑

五692團自分のかはいがつた馬のことは︑いつま

いきません︒

五623園私は︑いつまでも︑ここにるるわけには

いただきたうございます︒

三唱1園

いつまでも

く立ってるるのが見えた︒

九㎜10

手招きをしてみるやうだ︒

九糊1 一本松を見たが︑まだかなり遠いところで

けるかどうかが成否の分れめだ︒

九982囹

一本松がはっきり見えるやうになったころ

軸が出ます︒

ちく

一本一本

吊る︒

八169

このやうに︑いろいろな仕事を重ねて︑や

つと一本の砲身ができあがるのです︒

八二7

母は︑戸だなから二本の日の丸を取り出し︑

一本を娘に與へて︑

九335

火なは一本のたばこぼんのまはりには︑人

きのふまで木一本もなかったやうな草原に︑

の山ができて︑いろいろの話が出る︒

九566
九四5

何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ

たちまち町ができる︒

十814

いはば︑胡同は一本の管になって︑どこか

ると織機はおのつから止り︑

十川10

危ふげにかけ渡された一本の丸木橋の上

らどこまでも︑つながってみる感じである︒

十一818

二本の門松のうち︑その一本を以て高手

を︑静かに渡る︒

十一価3

二本の門松のうち︑︿略﹀︑その一本を以

の萬歳を祝し奉り︑

十一価4

て親の長壽を祈らうといふ意味で︑

きり
三本足の錐であったのが︑二本は折れて一
﹇一本一本﹈︵名︶3
一本一本きれいに抜いた︒

これほどたくさん植ゑてあるバナナが︑一
本一本だいじにされてゐます︒

八161

五843

いっぼんいっぼん

本足になってみるので︑なかなかくだけません︒

十搦2

四331ある日︑根もとのたいそう光ってみる いっぼんあし ﹇一本足﹈︵名︶1 一本足
竹を︑一本見つけました︒
んでした︒

四446 この島には︑ 一本の草も生えてゐませ
五911 十二本のかいは︑まるで一本のかいのやう
に︑きちんとそろひます︒
つつ
六637 これで︑一本の筒ができあがった︒

いつも一いと
122

明かるくふるはせて︑いつまでも響き渡った︒

九429 文字に書き表したものは︑どこへでも傳は
り︑いつまでも残りますから︑

は︑喜んでいつまでもその話に耳を傾けます︒

九447 眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち
九846 唱歌を歌ふと︑北斗はいつまでもおとなし
く草をたべながら︑ぼくのそばで遊んでゐます︒
養いたしたいと思ひます︒

十961園 閣下から馬をいただけば︑いつまでも愛

このやうな話をしながら︑藥の風呂にはい

あふれでるました︒

七356
る病人が︑いつも絶えませんでした︒

濱田彌兵衛は︑︿略﹀船長として︑いつも
するとノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いつものや

皇湾から南支那へ通ってゐました︒

七口7
七宙2

うにわうへいに答へました︒
かうぺ

三軍から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ

汽船は︑いつもバナナを積んでゐます︒

八183

十402

それが︑いつも︑ここに︑かうして立つ
おとうさんは︑いつも︑おまへたちとい
母親から日本語を教へられ︑︿略﹀などを︑

短い腰巻を着けてみるばかりで︑いつも

はだか︑はだしで暮してみる︒

十﹁㎜2

射手

いつわり δうそいつわり

射手とおぼしき者ども︑弓のつるをく

﹇射手﹈︵名︶1

十一182図

いて

ひしめし︑矢束ね解いて待ちかけたり︒

いで 5おいで・もうしいで

十一価2図圃

いで大船を乗り出して︑

われは拾

たちばな

︽ーキ︾

われは護

出で来

いで軍艦に乗り組みて︑

いで︵感︶2いで

はん海の富︒

か

ここに平等院のうしとら︑橘の小島が

びやうどう

﹇出来﹈︵力変︶2

らん海の國︒

十︻価4図圃
いで・く
さき

十川3図

熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑後をかへりみけれ

崎より︑武者二騎︑引つ駈け引つ駈け出で來たり︒

ば︑土肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒

十㎜3ロ藺凶

び

しり

鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑作業服・

今日よりはかへりみなくて大君のし

﹇出立﹈︵四︶1出で立つ ︽ーツ︾

いと

糸Oあかいとおどし・

呂おいでる・おいでくださる

﹇糸﹈︵名︶30

勇さんが︑らくかさんをたたんで︑

四912国

いと

十メートルばかり糸を出して︑かげん

しのばして︑風に向かって走りました︒

四903圃次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少

をくるくるまいて︑

三83

ヘ
へ
りしと・よこし
と

くろいとおどし・けいと・したいと︒たていと・つ

いと

いでる

この御楯と出で立つわれは

みたて

十二398図圏

いでた・つ

ちか足袋に︑尻あてといったいでたちである︒

た

十二77

私たちは︑いつもこのやうに︑わが國のこ いでたち ﹇出立﹈︵名︶1 いでたち
いつも話すことばに注意して︑文字で書く

いつも嚢動機の調子に氣をつけてみたり︑
月は︑いつも晴天なのです︒．

燃料や︑電力を調節したりします︒

九価5園

生が︑﹁︿略﹀︒﹂と注意される︒

九971いつもそばを離れない警備船の上から︑先

のと同じやうな心がけを持つことが

九438

とばと文字のおかげをかうむつてるるのです︒

九406

いつも聞かされてゐました︒

九292

つしょに︑戦孚をしてみるのだと思ってみる︒

九211国

てるる私たちなのです︒

八雲4圃

思はれた︒

十一409圏どうして︑いつまでもかうなんでせう︒ 八葉9 部屋の中が︑いつもとは違ってみるやうに
りますよ︒

﹇何時﹈︵ 副 ︶ 2 8

いつも

十一419園 でも︑かういつまでも赤ちゃんでは困
いつも

三451 いつも︑きれいな水が流れてゐます︒
三493 けれども︑考へてみると︑水がいつも
流れてなくならないのがふしぎでした︒

三944 私たちの立てた軍旗が︑風にひらひら

三761国 海は︑いつも動いてゐます︒
して︑いつもより勇ましく見えました︒

四351 何ごとにもすなほなかぐやひめでした
が︑いつもおちいさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

ことわってもらひました︒

五336 風も吹いてゐましたが︑私は︑いつものや
うに︑桑をもらってかへって膨ました︒
てるる︒

五695国 にいさんは︑いつも︑腰にふくろをさげ

もとといっても︑形ばかりでなく︑い
つも自分の心がこもってみなければなりません︒

十一柵9国

助けられんずれ︒

十悩3図工汝がやうなる者は︑いつも重忠にこそ

を聞いた︒

六548囹ああ︑あのいつも︑たきぎをせおって歩 十526 この朝︑私は︑ラジオのいつもと違った聲
く子どものことでせう︒

六川9囹 いつも︑お纒を讃まうと思ふのだけれど︑
仲よく貝をお取りなさい︒

七73囹 いつものやうに︑四人つつ一組になって︑
七347 この風呂には︑いつもあたたかい藥の湯が︑

123
いと一いとまごい

を見てゐますと︑
んまつ直になりました︒

四917團ちゃうどよい風が吹いて來て︑糸を 品題5 かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋
結ぶ糸の敷にも︑ちゃんときまりがある︒

の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒
八4910

のばすとぐんぐんあがります︒
四924團 ぼくは糸をどんどんくり出しました︒

おもりを糸でつるして︑それを動かすと︑

その糸を短くすれば︑振り方が早く︑長く
糸の長さを︑一メートルなら一メートルに
網の糸も切れるばかり︑大きなますや︑

崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け
﹇最﹈︵副︶2

いと
しばふ

木立遠ざかりてみどりの芝生遠く窪く績
むさしの

井戸の水をくまうとして︑女﹁まあ︑りっ
女は︑井戸から水をくんで︑ほをりの命に
井戸の水も︑かれて干る︒

さんごせう

このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ

るせみか︑井戸をほっても水は出て來ない︒

十一鮒12

いとふ ︽ーハ︾

緯度は北緯三度だ︒

﹇緯度﹈︵名︶1 緯度

十二㎜6

いど

﹇厭﹈︵五︶1

いへもち

十二m1 國のため民のたあには︑水火の中をもい

いと・う

を

伊藤左千夫

ち

を

伊藤左千夫

いとうさ ち

汽車の來る重き力の地ひびき

﹇伊藤左千夫﹈︹人名︺1

とはない七二悟で︑將軍家茂に嫁ぎたまうたのは︑

な

いとうさ

いとうさちお
や

十日4

いとほし

︽ーシ・ーシク︾

熊谷︑あまりにいとほしく思ひけれど︑

︵形︶2

に家鳴りとよもす秋の書すぎ
十鵬2図

いとお・し

︿略﹀︑泣く泣く首を打ちにけり︒

︽ーシ︾

一矢にて︑夢中を射通し候はん︒

﹇射通﹈︵四︶1 射通す

十鵬6図國 あないとほし︒
いとお・す

﹇従兄弟﹈︵名︶1 いとこ

十一604図國
いとこ

き取られることになった︒

十一432紫の君は︑いとこの源氏の君のうちへ引

十152図圃

いとし子よ︑汝︑ますらをなれば︑大

いとし子よ︑ラングーンは落ちたり︒

る︒

いとまごい

いとま

黄色や︑紅白の糸たばがくりひろげられて︑

﹇糸束﹈︵名︶1 糸たば

井戸ばたへ行って︑足を洗った︒

﹇井戸端﹈︵名︶2 井戸ばた 井戸端

﹇暇乞﹈︵名︶εおいとまごい

εおいとま・おんいとま・おいとまいたす

十311 井戸端のうるしの木が︑ぬうっと立ってる

五799

いどばた

しばらくは話がにぎやかに績く︒

十珊11

いとたば

君の御楯と起ちて︑たくましく︑ををしく生きぬ︒

みたて

十191図圃

昔の武甲野の面影︑そのまま今に残りて︑ いとしご ﹇愛子﹈︵名︶2 いとし子

井戸

その御殿の門のそばに︑井戸があって︑

﹇井戸﹈︵名︶7

す︒

十㎜12

さしあげる︒

五節1

ぱな神様が︑水にうつっていらっしゃる︒﹂

五言9

五悩8園

あ︑井戸がある︒

五榴5園井戸のそばには︑大きな木が立ってゐま

五榴4囹

いど

しや︒

とこしへに大御心をしのびまつるも︑いとかしこ

十96図

き︑道いとはるかなるかなたに︑嵩物殿を望む︒

十74図

いと

込んで︑銀の糸のやうにまぶしく輝きながら︑

十二価9

さけがかかってみるのだ︒

十一梱3

きめておくと︑

八柳9

すれば︑振り方がおそくなります︒

八柳8

おもりは左右へ振ります︒

八柳7

うなことを︑何べんとなくやってみました︒

さうして︑糸でおもりをつるして︑同じや

八町4

な出しました︒

四929国 とうとう︑百五十メートルの糸をみん

五398 かひこは︑糸をはき出しました︒

四939団國 ちょっと糸を持たせてくれたまへ︒
五399 目に見えないやうな細い糸を︑さかんに口
から出して︑

な白い糸が出て起るものですね︒

五402園 あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こん
五伽7 その時︑何かが糸を引く︒
五旧1 糸がぶつりと切れて︑魚が逃げる︒

六636 きちんとはまった時︑巻いた紙を︑糸でき
りきりと巻いて︑動かないやうにした︒

六悩4圃雨はこぬかか︑糸のやう︒
七佃1 見ると︑くもは︑雨どひのところがら︑糸
を引いておりて來たのです︒

さんの細い糸を引き出し始めました︒

七鵬7 くもは︑︿略﹀︑おしりのところがら︑たく

七十7 糸は︑一センチ︑ニセンチと︑見るまに延
びて︑ニメートルぐらみになりました︒

はふはと空中にただよってみるのは︑

七㎜9 細い︑白い糸が︑夕風にゆられながら︑ふ
七脳2 そのうちに︑このたくさんの糸の中の一本
が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました︒

七 6 しきりにこの糸を︑討つぼったり動かした
りしてゐましたが︑やがてそれを傳って︑

七価2 今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑
この糸を自分の方へたぐり始めました︒

七塒3 すると︑今までたるんでみた糸が︑だんだ

いどみかかる一いならぶ
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いどみかか・る
︽ーッ︾

﹇挑掛﹈

︵五︶

君命網へいどみかかった︒

2

いどみかかる

十拳3 兵士は︑はさみを手に手に持って︑次々に

糸め

十二㎜2 眞黒に空をおほふ弾幕や︑いどみかかつ
﹇糸目﹈︵名︶1

うみわし
て青る敵機をものともしないわが型押にも︑

いとめ

糸屋
糸屋さん

十二804園

これにからかさがあるから︑これを責
みなか道

﹁︿略﹀︒﹂と歌ひたくなるのが︑セレベス

﹇田舎道﹈︵名︶1

つてやらうIlなうなう︑田舎の人︑これぢや︒
十一恥2

いなかみち

いなご

︹題名︺1

いなご

のみなか道であった︒

十矯5

いなご

稻がだんだん刈られて來るせみか︑いなご
弟は︑いなごを飼ふのだといって︑土でか
いなごは︑せまいかこひの中から︑外へは

十㎜2園

十㎜2園

いなごだぞう︒

いなごだ︑いなごの大群だ︒

いなごだ︑いなごの大群だ︒

ひ出さうとします︒

六121

こひをこしらへました︒

六119

が︑たくさんこちらへ飛んで來ます︒

六108

四909團たこの泊めをなほして︑早糸を少し いなご ﹇稲子﹈︵名︶8 いなご
つめました︒

﹇糸屋﹈︵名︶1
﹇糸屋﹈︵名︶1

十筋7 糸屋が曇る︒

いとや
いとやさん
つて填て︑糸屋さんを取り巻く︒

十肪10 すると︑どこからともなく女の人たちが集

十㎜3園

いな﹇否﹈︵感︶2いな否δやいなや
十二協8 人類にとって︑否︑すべての生物にとつ

いなごだぞう︒

いちおくどうはう

て︑太陽ほどありがたいものがあるだらうか︒

十㎜4囹

みなさる

︽ーイ︾

いなごの群は︑雨のやうに︑ざあっと畠に
﹇居﹈︵五︶1

いなづま

稻妻

虫の群のやうに︑飛行機が見えたら︑私

﹇稲妻﹈︵名︶2

八三8圃

いなずま

ゴムの木の根へ︑耳をつんざくやうな雷

たちの全神経が︑いなづまのやうに動きます︒

十一圏1一

﹇稲田﹈︵名︶1

稻田

鳴とともに︑急劇い諸事が鋭く切り込む時など︑
いなだ

たくさんの稻束が積んである︒

いななく

︽ーキ︾

あすからうれしい夏やすみ︑

﹇噺﹈︵五︶1

五953圃

いなな・く

みまさか

まき場の

いなば

こまが朝風に︑ いななきながら呼んでみる︒
いなぱ
﹇因幡﹈︹地名︺1 因幡
いなば

﹁︿略﹀︒﹂と︑五兵衛は︑いきなりその稻む

﹇稲叢﹈︵名︶5 稻むら

伯書の五箇國をゆづらうと申し出た︒

はうき

十柵2 毛利方の領地︑備中・備後・美作・因幡・

十226

いなむら

かうして︑自分の田のすべての稻むらに火

らの↓つに火を移した︒

十229
十233

集って來た人々は︑もえてみる稻むらと五

膨むらの火は︑天をこがした︒

をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒

十246

稻むらの火は︑風にあふられてまたもえあ

兵衛の顔とを︑代る代る見くらべた︒

がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるくした︒

十265

ぎ

南は稻村が崎にて砂上道せまきに︑波

いなむらがさき ﹇稲村崎﹈︹地名︺4 稻村が崎

さかも

十﹁229図

その夜の月の入り方に︑稻村が崎︑に

打際まで逆茂木を仕掛け︑

はかに二十鯨町干あがりて︑平砂はるかに連なり︑

十︻242図

軍勢六萬鯨騎︑稻村が崎の遠干がたを︑
かまくら
眞一文字にかけ通りて︑鎌倉へ齪れ入る︒

十﹁249図

將の

劒投ぜし古戦場︒

︹題名︺1
さき

稻村が崎

さき
稻村が崎

十二745雑言七里が濱の磯傳ひ︑稻村が崎︑名

十一227

四

稻むらの火⁝⁝⁝二十

稻むらの這

そこには︑取り入れるばかりになってみる︑ いなら・ぶ ﹇居並﹈︵五︶1 居並ぶ ︽ーブ︾

十203

十25 四

青々と植ゑつけられた夏の西田を︑思ひ浮 いなむらのひ ︹課名︺2 稻むらの火
かべてるるでせう︒

八121

十224

いなむらがさき

九322圏甘露をしないで︑元氣で待ってるなさい︒

いなさ・る

降った︒

十㎜7

十二泌2 大戦果は︑一億回線に︑いな大東亜十四
﹇以内﹈←じつキロいない
みなか

田舎δセ

の民族に︑全世界に︑かく放送されてるる︒
いない

いなか ﹇田舎﹈︵名︶6 みなか 田舎
レベスのいなか・ちょうせんのいなか

雨戸をしめてから︑始めてほっとするほどです︒

七395 静かだといふみなかの夜も︑このころは︑

十一㎜9 住民の家がところどころに嵩在し︑内地
き

のみなかの村を歩いてみるやうな静かさである︒
し

開けはなし︑かやをつって︑

十一㎜11 四季のないセレベスのみなかでは︑窓を

なることがある︒

みなか

十一泌6 ふと九州のみなかへ行ったやうな氣持に

ざる︒

十二796園 それがしは︑田舎からまみつた者でご いなたば ﹇稲束﹈︵名︶1 稻束
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いにしえ一いね

ほほ
十二244 校庭に居並ぶ邦人も︑頬を傳ふ涙を彿ひ
いにしへ

もせず︑泣きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒
﹇古﹈︵名︶1

十二54図魍 いにしへのふみ見るたびに思ふかな

いにしえ

おのがをさむる國はいかにと
一76少
2シイクト︑ムカフカラ犬が來マシタ︒

いぬ ﹇犬﹈︵名︶27 犬5こいぬ

シタ︒

一774
モモタラウハ︑犬ニキビダンゴヲヤリマ
一775
犬ハ︑ケライニナッテ︑ツイテイキマシ
タ︒

レテ︑

オニガシマヘワタリマシタ︒

一807
モモタラウハ︑犬ト︑サルト︑キジヲツ

犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑

松ヲ一本ウエマシタ︒

二899

そこへ︑春枝さんが︑犬をつれてあそび

ソノ灰ヲモラッテ來マシタ︒

三95
に來ました︒

大きなこゑでいふと︑犬もわんわんと

ほえて︑まっさきに走って行きました︒

三123

うちの犬を︑﹁しろ︑しろ︒﹂と呼ぶと︑

利根の來るずっと前にも︑犬をかってみた

文子さんのうちでは︑みんな犬がすきでし

しろが尾をふってとんで塗るやうに︑

五686国

五柳9
た︒

利根はかしこい犬でしたから︑文子さんに

ことがあるので︑

影響1
五鵬3

教へられると︑﹁おあづけ︒﹂でも︑﹁おすわり︒﹂

モモタラウハ︑犬トイッショニセメコミ
一822
マシタ︒

近所の︑どの犬よりも大きく見えました︒

でも︑すぐおぼえました︒

五川1

一826サルト犬上︑ヒッカイタリカミツイタリ
シマシタ︒

自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬になるの
もう︑軍犬のすることは︑どの犬にも負
大きな犬ぐらみの大きさで︑足は︑ばかに
ひよう長く見えます︒

九815

けないで︑りっぱにやりとげます︒

五嗣1国

だと思ふと︑うれしくてたまりませんが︑

五麗1

よけて通るほど︑強さうな犬になりました︒

一862 タカラモノヲツンダクルマヲ︑犬ガヒ 五m4 向かふから來る人は︑大人でも︑遠くから
キマス︒

犬ヲーピキカッテ︑タイソウカハイ

二814園サア︑犬デス︒

二863
ガッテヰマシタ︒

二865 アル日︑犬が畠ノスミデ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

V コノ話ヲキイテ︑犬ヲカリニ來マシタ︒

ナキマシタ︒
一一

二886 犬ノオハカヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ

タイソウカナシミマシタ︒

二884 犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑

シマヒマシタ︒

二882 オヂイサンバ︑オコッテ犬ヲコロシテ

スト︑キタナイモノバカリ出マシタ︒

十一461園暴きや︑おまへはおにいさんのお供を

︽ーイ・ーキ・一

﹁はい︒﹂と答へて次の間から出て來た犬

するのですよ︒

︵五︶ 3 射抜く

きが︑その車を引いた︒

十一463

いぬ・︿ ﹇射抜﹈

﹁ぼん︒﹂と︑的のまん中の星を︑射抜いて

ク︾εめをいぬかれて
六二7

これも︑みごとに︑ちゃうど第一の矢とす

立ちました︒

六撹2

﹇犬死﹈︵名︶1 犬死

職車の厚い鋼鐵の板を射抜く封戦車砲︑

れすれに並んで︑まん中を射抜きました︒

八966
いぬじに

いね 稻

おまへには︑決して犬死をさせないそ︒

二十センチぐらみにのびたいねの苗を︑

﹇稲﹈︵名︶11

十伽6囹
いね

田にきちんとうゑるのです︒

三575

四櫓4 松並木を通りぬけると︑たんぼでは︑稻

をさかんにかり取ってみました︒

を刈ってゐます︒

六88 よいお天氣で︑あちらでもこちらでも︑稻

六98 稻を刈ってゐられたおとうさんと︑おかあ

さんは︑腰をのばしながら︑

六108 稻がだんだん刈られて來るせみか︑いなご

さうして︑稻の葉や董に止ります︒

が︑たくさんこちらへ飛んで來ます︒

六109

六112 大きなのが一匹︑すぐそばの稻の葉に止り
ました︒

まとめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒

上に並べてあります︒

ざくざくと︑稻を刈る音が聞えます︒

まあ︑しやうのない響きですこと︒

六131 刈ったあとには︑くくった稻の束が︑田の

六128

十一402囹

あの乳母や憂きも︑紫の君といっしよに

六133 おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を
犬きがこはしました︒

十一449囹

引き移った︒

十一433

豆まきをするつて︑このお人形さんを

十一398囹雀の子を︑あの無きが逃したの︒

二878 ムリニ犬ヲナカセテ︑畠ヲホッテミマ いぬき ﹇犬君﹈︹人名︺6 甘き

W7

いねかけ一いのる
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おほみかみ

稻かけ

あし原の絶つ國なり︒

大神授けたまひし︑稻の穂のそよ

﹇稲掛﹈︵名︶1

ぐかぎりは︑

九63図魍
いねかけ

六134 おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を
まとめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒

滞六年といふ長い地下生活にくらべて︑な

世の別れに︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒

十六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を捨て
命が惜しくなったか︒

て職ふ折から︑敵の矢にて右の目を射られぬ︒

九623図
十103圏囲

十113園何で命を惜しみませう︒
もろとも一のみにやられてしまふ︒

十218このままにしておいたら︑四百の命が︑村
もったいないが︑これで村中の命が救へ
この天皇の御ためなればこそ︑われわれ國

十225園
るのだ︒

十559

もし今日中に和睦するなら︑城兵の命は︑

民は︑命をささげ奉るのである︒

十柵6園

しげのり

足助の次郎師範︑かたじけなくも一

自分一人が承知すれば︑主家は安全︑五

宗治の首に代へて助けよう︒

十悪10囹

あすけ

千の命は助る︒

十一189図國

天の君に命をささげまみらせて︑

十一一538園どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑

われ︑たとへ戦場にて命を失ふとも︑

敵寄せ來たらば︑命にかけて忠を全

永久の命を得ようといふのだ︒

十二899園園
うすべし︒

十二955図園
九掴2圃國

命がけでほつたおかげですよ︒

命からがら逃げ出した者も︑しばらくは︑

大豊維盛は︑命からがら加賀の國へ逃げ

旅に出かけて行く人が︑︿略﹀その錦りに

﹇祈﹈︵名︶3 祈り

こ

祈り奉る ︽一

僧は︑この家畜の一頭一頭に祈りをささげ︑

﹇祈﹈︵四五︶15 いのる

祈る ︽ーッ・一

まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助

兵は︑しばらく鳩のからだにほほをすりつ

朝夕︑武運長久を祈ってくれるおまへた

は︑ズ略﹀︒﹂と祈った︒

九伽2 さうして︑山の端にかかる三日月を仰いで

ちの心心が︑

九209国

に祈りて見開けば︑

八735図齢一︑目を閉ぢ︑﹁︿略V︒﹂と︑しばし神

けて︑途中の無事を祈った︒

八656

けくださいと祈り︑

八395

﹁︿略V︒﹂といのりました︒

五378桑をもらひに行く途中も︑心の中で︑

きりぎりすのからだに近づけました︒

三731 ﹁︿略﹀︒﹂心の中でいのりながら︑ねぎを︑

ラ・ーリ・ール・ーレ︾Oおいのる

いの・る

榮えますわが皇室の萬歳を心から祈り奉る︒

えり
十一一襯9 われわれ日本人は︑思はず襟を正して︑

ル︾

いのりたてまつ・る ﹇祈奉﹈︵五︶1

士暑びの歌を歌ふ︒

垂氷1

り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒

たい

九別7 まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた

は︑﹁︿略﹀︒﹂と感謝の祈りをささげる︒

九㎜10

いのり

のびたり︒

八316図

つづいて起る鯨震におどろいて︑

七977

七464丘疹ここで︑命を取られるのだから︑この いのちからがら ﹇命辛辛﹈︵副︶2 命からがら
七899

その代り︑長官の命はないそ︒﹂といつ

んといふ短い地上の命でせう︒
七伽2園

まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助

すきをねらって︑頼朝の命を取れ︒

て︑きっとあたりをにらみました︒

八381園

いねかり ︹課名︺2 稻刈

八394

井上

けくださいと祈り︑

六85 二 稻刈
カマ

六23 二 稻刈⁝⁝⁝八
いねかり ﹇稲刈﹈︵名︶2 イネカリ 稻刈

ヲカツイデ アゼミチヲ︑ トホイタンボへ

二223圃 カマキリヂイサン イネカリニ︑
急ギマス︒

﹇井上﹈︹人名︺1

六87 今日は︑うちの稻刈です︒
いのうえ

十二686園 おお︑井上の若旦那様︒
かをる
いのうえかおる ﹇井上馨﹈︹人名︺1 井上馨
かをる
ぶんた
井上聞多

十二736 昔の聞多は井上馨として︑一世に占め

く人となった︒

いのうえぶんた ﹇井上聞多﹈︹人名︺3

井上聞多
ぶんた
十二657 毛利侯の御前會議で︑氣鋭の井上聞多が︑
﹁井上聞多︒﹂と答へるが早いか︑

︿略﹀︑幕府に 封 ず る 武 備 を 主 張 し た ︒

十二668園

十二741 母の慈愛によらなかったら︑三十歳の井
上聞多は︑山口在に非命の最期をとげたであらう︒
いのこ・る ﹇居残﹈︵五︶1居残る︽ーッ︾
九餌1園 自分は地上に居残っても︑自分の魂は︑
飛行機といっしよに空をかけめぐってゐます︒
いのすけ δさくえいのすけ

わが陸軍のいのちの軍旗︒

心にきざん いのちがけ ﹇命懸﹈︵形状︶1 命がけ

いのち ﹇命﹈︵名︶18 いのち 命5おんいのち
でみ國を守る︑

六774圏 天皇陛下の おことばを︑

127
いま
いばる

には︑﹁︿略﹀︒﹂ と 祈 り ︑

九㎜9 旅に出かけて行く人が︑オボの前を通る時

い

せ

がよをまもれ伊勢のおほかみ
いぼやぎ

濃い色ガラス︑または黒くいぶしたガラ

スを通して太陽を見ると︑

十二湿3

﹇疵海楊﹈︵名︶1

十64図閣 とこしへに民やすかれといのるなるわ いぶつ δこいぶつ
いぼやぎ
いま

今■ただいま

ハルエサンガ︑キテイラッシャ

イマ

﹁いぼやぎ﹂でありました︒

イマ︑

﹇今﹈︵名︶醜

八川2
いま

一295囹

をなほ祈るかな

十66図魍 神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世

なほ祈るかな と︑神かけて祈らせたまへるを︑

十67図神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世を
イマス︒

よしさだ

いびき

いぶき

︽ーシ︾

今ハ︑オイデニナラナイガ︑前ニハ︑オ

どうしてどうして︑今まで見たこと

くすの木は︑今まで見たことも聞いた

白兎が今までのことを申しますと︑神

今まで︑羽をついてみた花子さんと春

なかが︑急にいっぱいになりました︒

四655
枝さんは︑

檬は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

四849

白兎は泣きながら︑また今までのこと
を申しました︒

四868

今は重いふくろをせおっていらっ

こんなたこは︑今までだれも見たこ

しゃつても︑のちにはきっとおしあはせにお

四877園
なりでせう︒

四893團

昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと

とがないのでせう︒
四995圃

びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑

四撹6団あの花が︑私の枕もとで︑今もまだ咲い
てるます︒

物をつんで︑この通にさしかかりました︒

四価2 今︑日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷

四掴1 今までは︑うとうと眠って︑弱い光を出し

てるたお日様が︑目をさまして︑

ら︑まゆを作りますよ︒

五353囹今︑三眠ですから︑もうあと一度眠った

五516 汽車が等橋を渡ると︑今まで左手を流れて

もう︑今では︑なれてしまって︑そんな

みた川が︑右手を流れて︑

五674團

今では︑ぼくよりもずっとせいが高いが︑

ことは何でもなくなってしまった︒

五809

五鵬4 月は︑今︑雲から出て︑大急ぎではなれて
行きます︒

今から謝しみにしてゐます︒

今まで︑おさへにおさへてみた悲しさが︑

今の漕水艦は︑うまくできてみるから︑

今のうちから︑いろいろな音が︑聞きわ

青々とすみきってゐました︒

六477 空は︑今︑寓眞で見た南洋の海のやうに︑

屋が︑ぱっと明かるくなりました︒

六476 黒い紙を取りのけると︑今まで暗かった部

トルの深さに沈んでみるか︑

六331国自分の乗ってみる渇水艦が︑今︑何メー

けられるやうにしておくことがだいじだよ︒

六323国

そんなしんぽいは︑まったくない︒

六309国

一度にこみあげて︑

六241

六172團

四106 海に浮かべてみると︑今まで見たこと 五悌7囹 それで今ここへやって來たのです︒
も聞いたこともない︑大きな舟でした︒
六57園 日本の國は︑今︑たいそうさわがしいや
四457 すると︑ふしぎに今まですいてみたお
うである︒

こともないほど︑大きな木になりました︒

四65

三573今︑田うゑのさい中です︒

もないほど大きいのです︒

三294園

イデニナッタニチガピアリマセン︒

二946

十一235図義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上 ニー47囹 イマノウチニオヒコサウ︒
をはるばると伏し拝み︑祈りけるやう︑

十一価4 その一本を以て親の長壽を祈らうといふ
意味で︑

十二45図魍西ひがしむつみかはして榮ゆかむ世
をこそいのれとしのはじめに

十二91 大きな神棚があって︑その下を通過する
時︑鑛員たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から祈る︒

いば・る﹇威張﹈︵五︶3イバルいばる︽ーッ︾
サンが來ルト︑吹キトバサレテシマヒマス︒

二716囹 イクラ私が空デイバッテヰテモ︑風
六373園 どんなことがあっても落ちないと︑イギ
リスがいばってみたシンガポールも︑

七147園 ひとつ︑りっぱな宮殿を建て︑たくさん
﹇軒﹈︵名︶1

の兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒
いびき

十鵬5 いびきをたててみる人︑歯ぎしりをしてゐ
﹇息吹﹈︵名︶2

る人︑さうした人々の目をさますまいと︑
いぶき

から︑春のいぶきをいっぱいに吸ひ込んだ︒

十一46圃 黒龍江が︑ひとつ大きなあくびをして

いぶす

十一盟8 夜になると︑窓から山のいぶきが水のや
﹇煙⁝﹈︵五︶1

うに流れ込んで早 る ︒
いぶ・す

いま
いま
128

おほはれてゐます ︒

武男くんたちも︑︿略﹀︑今のうちから︑

すると︑今までたるんでみた糸が︑だんだ
赤い大きな夕日が︑今︑西の遠い︑遠い地

今から三百六十年ばかり昔のことです︒

ばかりのところでした︒

八佃4

にない正確な時計を襲明しました︒

あげまつ

ばいえんが空をよごしてゐました︒

九125 今︑中央線の上松騨で汽車をおり︑森林鐵

道に乗りかへて︑木曾川の支流にそひながらさか

のぼって行くとする︒

た激職の敷数の場面が︑

九247團今まで︑おとうさんたちが勝ちぬいて來

九417 今まで氣つかなかった考への不足や︑感じ

せう︒

九319 この子を今手ばなして︑またいつあへるで

今︑日が沈んだばかりのところがら︑

九469

今はいって來たばかりの漁船をめがけて︑

︿略V︑たくさんの小舟が近づいて行く︒

九478

急に目をさまし始める︒

これを合圖に︑今まで眠ってみた港の船が︑

方の淺さがはっきりわかって︑

七衙6

今から三百二十年ぐらゐ前までは︑
ふついん
南支那から︑今のフィリピンや︑佛印や︑

七柵9

がん

タイや︑ジャワ・スマトラあたりまで進出して︑
ちんれつ

八212團

なし︒

八α7

八価1

今は先へも進まれず︑後へひかんやうも

今は枯草︑

川土手を︑

寒い北風

移れる中佐︑

いまあらはれて︑

ああ︑はる

されば︑今この馬︑ゆめにも求め得べ

大な姿が︑だんだん現れて盗る︒

九678図国

朝日︑

しとは思はざりき︒

けくもこの峯に 光さし來ぬ︒

九702図上

そのかはいいやうすは︑今でも忘れません︒

今までからだを浮かしてみてくれた海が︑

︿略﹀︑なかなか前へ出してくれない︒

九977

せう︒

九928 今の場合︑それを考へに入れないでおきま

すれすれに當てて︑下からじっと見てゐますと︑

九9010今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に

吹き 九817

飛び

みんなそこへ行くと︑今︑石井先生がすべ

今はとボートに
たちまち失せて︑

ちやうど今︑番人が︑ランプに火をつけた

來る弾に

八881図團

られるところである︒

八8310

まくり︑

八704圃

一人もありませんでした︒

舞観の人々も︑今は外たうを着てみる者は︑

八339図

ましたが︑今は︑南へ南へと飛んでゐます︒

八247夢野がこちらへ來たころは︑雁も北へ行き 九522 今まで軍港のやみに包まれてるた軍艦の壮

れてるます︒

今はちやうど︑菊の花がたくさん陳列さ

七佃4

平線に落ちて行くところです︒

七鵬2

んまつ直になりました︒

七声3

しっかりやるやうにしてください︒

七844国

七734筆管︑百二十四センチになりました︒

でせう︒

七711園今︑ぼくのかげが︑百二十八センチある 八糊3 どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

てるたのに︑今見ると︑こんなに短くなってみる︒

七682囹けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのび 八㎜6 オランダのホイヘンスといふ人が︑今まで

のが見えるでせう︒

六852国支那の廣い野原は︑今︑白い雪で一面に 七557 今︑新しい船を何ざうか︑こしらへてみる
六954囹 ﹁今のうちだ︒﹂と元氣を出して︑みかた
三人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒

六㎜9 すると︑今まで︑やさしさうに見えた道眞
が︑急に︿略﹀︑強さうに見えだしました︒

六備4 すると︑今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑
急に明かるくなって來ました︒

六価4囹 これほど︑おまへが上手だとは︑今まで
知らなかった︒

六備8 今︑わが工兵は︑三人つつ組になって︑
︿略﹀︑敵の陣地 を ︑ に ら ん で ゐ ま す ︒

六宙7 工兵は︑今か今かと︑命令のくだるのを
待ってゐます︒
待ってゐます︒

六宙7 工兵は︑今か今かと︑命令のくだるのを
六㎜5 今となっては︑︿略﹀といったやり方では︑
とてもまにあひません︒
張ってみるところです︒

六伽2 何十さうといふ船が︑今︑思ひ思ひに網を
六襯4囹 今︑音樂を放送してみるところです︒

七転1 今︑飛び出さうとする飛行機に︑乗客が
乗ってしまふと︑

七161 今まで︑やさしくお給仕をしてみた少女は︑
すっくと立ちあがって︑

七223 すると︑ふしぎにも︑今までもえせまって
來た火は︑急に方向をかへて︑

七414園今から︑地道祭が始ります︒

七464囹今ここで︑命を取られるのだから︑この
世の別れに︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒
を動かして︑荷物を積んでゐます︒

七518 みなさんを乗せる船は︑今さかんに起重機
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九梱3 がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え
なかった島の裏側の海岸が︑見えて來た︒

九鵬2圏囹 おかあさん︑今︑海の底を走ってみる
のね︒

大切なことはよくわかりましたが︑

九伽4囹今︑お話をうかがって︑飛行機の整備の
九樹9 今まで敵についてみた蕾臣が︑績々と勝久
のところへ集った︒

今もいういうと流れてみるll

九研8 甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

しけんぢやう

九㎜11園昔︑ロシヤのコサック兵は︑あそこで教
練したのだが︑今は農事試験場のひつじや牛が︑
かけっこをしてみる︒

九川5 かうした光景は︑今までに何度も見たが︑
十67図 ︿略﹀と︑神かけて祈らせたまへるを︑今
しんれい

とこしへに神霰としづまりまして︑

行幸ありし時の玉座︑今もそのままに拝せらる︒

十89図御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑
む さ しの

十95図 昔の武藏野の面影︑そのまま今に残りて︑

十135囹しかし︑今の職孚は昔と違って︑一人で
さいだん

進んで功を立てるやうなことはできない︒

十488圃

かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい

てるた隣りのをぢさんは︑今みない︒

じっと梢を仰ぎ見た︑今は部隊長になつ

て︑砂地へ行ってみるをぢさんを思ひながら︒

十499圃

私たち國民は︑︿略﹀︑今こそ新しい國生み

今のやうな仕方では︑みんながきっと困る

のみわざに︑はせ参じてみるのである︒

十567

十751
時が來るに違ひない︒

今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて︑

祖國のために職っては來たが︑今開城に

面目を一新した設計圖ができあがった︒

十784

十892囹

當って閣下と會見することは︑喜びにたへません︒

今まで︑船よひに苦しんだことのなかった

投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

十麗1図今はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ
十㎜10
私は︑

七城のうち︑六城がすでに落ちてしまった
浮世をば今こそわたれもののふの名を

今︑せめてこの城だけでも︑持ちこたへなければ

十備5

こけ

十旧5図圏

と常世の歌を残して︑
今でも日本の眞意がわからないで︑

高松の苔にのこして
十㎜5

ったら︑

半年も地面のやうに動かなかった川が︑

今飛んでおいでになったはるかかなたの

今まで晴れてみた空が急に暗くなって︑

十﹇423園
十一557図

義貞道面たるの道を書くさんため︑

うと覧寒したりけん︑

十一904 今登らうとする燕の絶頂も︑

みるのを見た︒

十一913 ﹁たかねざくら﹂が︑今を盛りと咲いて

十一942 ぼくらが今立ってるるところと向かふの

十一915囹山は︑今春なのだ︒

山脈との間は︑千丈の谷となって︑

鮎に立つたのである︒

十一961 今こそ︑二千七百六十三メートルの最高

十一984 ここ北千島の一角を根寒地とする二百隻

の流し重出漁船は︑いま出動準備の最中である︒
いか︒

十﹇伽3園家賃さへも梯へない今の身の上ではな

十一㎜8園實はその︑今ちよつと門口で聞いたの
ですがーー

十一伽4團 今︑こちらはいちばんよい時候で︑空

當時二十八歳の若盛りであった阿魔が︑

がどこまでも高く澄んでゐます︒

十一御6

わどう

今ではもう六十近い老人になった︒

齢年の昔のことである︒

十一梱1 和銅五年正月二十八日︑今から一千二百

十一㎜12 しかし今では︑日本軍がここにどっかり
腰をすゑて︑

の色が︑

十一m10 今目の前に現れて來た陸地の姿や︑木々

十一川8 今まで聞いたこともない笛を吹くやうな

調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒

十一脳8 性質が荒つぼく︑海賊を働いたり︑今で

みるであらうに︑

十一㎜10 今は二月︑内地ではまだ寒い風が吹いて

今にでも︑このおばあさんがみなくな

十二235 今までしんと静まり返って︑死んだやう

も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒

敵將ネボカトフ少將︑今は逃れぬとこ

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十一236図國

空を︑もう一度ふり返って御寛になった︒

十一139

十一91

今︑動きだした︒

十一53團

十183図圓今し︑母は齋壇をしつらへ︑日の丸の 十川9園今のはあめ屋さんだ︒
小旗二もとをかかげつ︒

十205 今の地震は︑別に激しいといふほどのもの
ではなかった︒

十208 長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなるや
うな地鳴りとは︑年取つた五兵衛に︑今まで経験
したことのない︑無氣味なものであった︒

十411 今もいふやうに︑光を調節するものがない
から︑

十476図 柿右衛門は︑今より三百鯨年前︑肥前の
有田に出でし陶工なり︒

ありた

いまにも
いま
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になってみた校舎の中から︑

ほんたうに先生の大きいことがわかります︒
正倉院は天平の

むかしを固く封じたり︒

十二旧6

今か今かと護憲の命令を待ってるた︒

養ひ︑今ひとたび軍を起し︑朝敵を滅して︑

十二956図國汝︑生き残りたらん一族どもを助け

多の両足をつかんで︑前へのめらせた︒

さい︒

ぬき︑不幸にも今この厄にあったのである︒
しゅくん

﹇居間﹈︵名︶1

殊動輝く海の荒鷲が︑

いま

九327囹

去年の今ごろ︑學校園の菊の花を窺生し

﹇今頃﹈︵名︶1 今ごろ

八196團

いまごろ

今しがた

それは︑つい今しがた︑番人が火をつける

﹇今方﹈︵名︶1

ましたね︒

いましがた

ために︑手でさはったからです︒

八鵬1

やをらかまを開かんとすれば︑今しも朝

﹇今﹈︵副︶！ 今しも

十468図

いましも

いまだ天の明けざる前に勝負を決す

﹇未﹈︵副︶3 いまだ

日︑はなやかにさし出でて︑かま場を照らせり︒
いまだ

十一607図國

中納言︑いまだ奏し奉らざる先に︑ま

ること︑何のうたがひも候はず︒

づ直衣の袖をぞぬらされける︒

なほし

十二995図

十二盟2 世界職史上︑いまだかってなかった航空

おまへも︑いまにその山や海へ行っ

﹇今﹈︵副︶4 いまに 今に

部隊と航空部隊との決戦である︒
いまに

てみると︑よくわかるだらう︒

三487囹

今に露でもしたたりさうな︑なまなましい︑

あざやかな美しさである︒

十368

十747園今にきっと成功してみせます︒

利根のかかりの兵隊さんが︑今にも︑利根

﹇今﹈︵副︶7 今にも

いま一つIl日の丸の旗が作ってあるか 十二㎜1園今に見ろ︒
いまにも

六M4 大きなねずみが一匹︑雪舟の足もとにるて︑

が來るだらうと思って︑待ってゐました︒

﹁︿略﹀︒﹂さういって︑今一つの人形にも 五⁝⁝4

ら︑あれを振って︑︿略﹀迎へるのですよ︒
十一4510

後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞

美しい着物を着せた︒

十二668

らんために参内仕りて候︒

十二992幽幽今生にて今ひとたび︑玉顔を帯し奉

のではありません︒

十二梛9園私の今の身の上を悲しんで泣いてみる

十二307園今の量れた世に容れられなければこそ︑ 十二桝5皇帝こそ︑われわれに仇を討たせてくだ

て︑

しやうさう

十二375図圏 大佛殿に佛燈の 光は今もかがやき

球を太陽の中心に置くとしても︑

十二㎜1

今︑かりにそのままそっくり移して︑地

十二4210 野中の一夜は明けて︑東には今あけぼの

地球と月との距離が︑今の約二倍なくて
大自然は︑今︑春の喜びと活動に︑よみ
雲が低いので︑今︑機は五百メートル以
漕望鏡でのぞく海面は︑今落ちかかる太
なな

艦長は一見掃海艇と思ったのであるが︑

それっきり︑今まで聞えてみたレキシン
トンの推進器の音は︑聞えなくなってしまった︒

十二㎜5

今見ると︑その下の飛行甲板がはっきり見えて︑

十二珊1

陽の残光を斜めに受けて︑

十二㎜4

下の低空を飛んでみる︒

十二㎜9

がへらうとしてるるのだ︒

十二欄4

は︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

十二㎜3

十二396 今を去る千二百年の昔︑
の光が美しく輝き︑

な ら
十二449図魍 あをによし奈良の都は咲く花のにほ

ふがごとく今さかりなり

十二489園今のは佛の御燈でなかったらうか︒
しかし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ今のことばだけ

では︑まだ十分でない︒

十二492

十二5010園 いったいおまへは︑だれに今のことば
を教へられたのか︒

十二561 かれは︑あたりの石といはず︑木の幹と
いはず︑今のことばを書きつけた︒

十二691 再び家に取って返すと︑今農夫たちにか
つがれて錦つた弟のあさましい姿︒
ようとは︒

十二735即今母上の力によって︑萬死に一生を得 十二㎜5 敵五十機の雷爆撃を相手に︑敢然と戦ひ

もろやす

はげしい震動がひとまつ過ぎると︑すぐに
居間へとって返した︒

七988

居間nVおんいま

十二904図旧邸は︑のがれぬところとおぼゆるぞ︒ 十二加11 たった今︑戦艦︿略﹀を血祭にあげた︑

十二925図今はこれまでと︑湊川の北に︑民家の
もろなほ

一むらありけるに走り入り︑
十二988図國 今こそ亭亭・師泰の軍に立ち向かひ︑
身命を蓋くして合戦仕り︑
今度の合職は天下の安否たるべし︒

いま ﹇今﹈︵副︶5 いま 今
十二9910図書 大敵︑今勢を書くして來たるなれば︑

十二佃2囲園 今︑日本皇室に畏し奉り︑慶祝の親
電を︑書き終ったところである︒
待ってるた︒

十二偽5 乗組員たちは︑今か今かと嚢射の命令を
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今にもとびつきさうなやうすです︒
さうなかっかうになります︒

八佃7 高射砲は︑︿略﹀︑今にも飛行機を撃ち落し

八伽5圃 今にも︑もし︑空のどこかに︑かすかな
うなり聲が聞え︑︿略﹀︑飛行機が見えたら︑

︽ージキ︾

れにはっきりと浮かんだ︒
いみじ

なぎさの松に吹く風を︑

︵形︶1

十﹁鵬5図圃

いみ・じ

イモウト

いみじき

妹nVおんいも

5おいも・さつまいも・じゃがいも・たろいも

樂とわれは聞く︒

いも
﹇妹﹈︵名︶13

イモウトヲツレテ︑ノハラへ花ヲツミ
イモウトハ︑キキャウノツボミヲソット
妹ガ︑﹁︿略﹀︒﹂トシンパイサウニイヒマ

妹ハウタヒナガラ︑前張ケヲヒロゲテ︑

父も︑母も︑兄も︑妹も︑だまって箸を
源氏は︑小さな妹でもできたやうに︑い
そのそばにある歯式のピヤノによりかか
十一佃4

﹁え︑樂譜がない︒﹂といひさしてふと見

妹の顔は︑さっと赤くなった︒

雪にうまって冬を越した人形が︑︿略﹀︑

いもうとたち

ふしぎさうに︑あたりを見まはしてみる
﹇星野﹈︵名︶1

妹たち

妹に︑ほほ笑みながら私はかういったll

十二衙7

妹の小さな手にだかれてみた︒

十二慨2

ると︑かはいさうに妹は盲人である︒

十一柵7

つてみるのは︑妹であらう︒

十一観10

ろいろと紫の君のめんだうを見てやった︒

十一435

動かしてみる︒

十507圃

フッテ來ル雪ヲウケテヰマス︒
四964 妹や弟が後からついて來て︑

二527

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二514私ガ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマスト︑妹ハ︑

シタ︒

二504

ツマンデ︑

一493

ニイキマシタ︒

一48一

うと

九502 まるいをけの中には︑いかが折り重なって︑ いもうと
今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである︒
さうだと申してみるのでございます︒

十一128囹 この附近の住民が病氣で︑今にも死に
十一㎜9 今にも頭上に落ちかかるかと思はれるや
今や

太平洋第二・第三艦隊は︑今や朝鮮海

﹇今﹈︵副︶4

うな︑激しい雷が鳴り響く︒
いまや
十一518俸ロ凶

峡を経て︑ウラジオストックに向かはんとす︒
の餌食にならうといふのである︒

ゑじき

十一一567 そのてっぺんから身を投じて︑今や羅刹
十二麗5 官軍は︑今や潮のやうに東へ寄せて論る︒

意味

十二踏7 残敵は︑今やまったく袋の中のねずみと
﹇意味﹈︵名︶8

なって︑

いみ

おちついた聲で︑うやうやしく讃まれました︒

七426 私たちに︑その意味はよくわかりませんが︑

十宙9 音訓にいろいろ種類があって︑意味の違ひ
や︑文のおもしろみを出してみるのです︒

十盟2 その文字の意味がわかって干ると︑いっそ
うその聯の美しさが心に刻まれて來る︒

十一価5 二本の門松のうち︑︿略﹀︑その一本を以

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い っ た 意 味 で ︑

﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑

て親の長壽を祈らうといふ意味で︑

十一一421

十二404

﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふ深い意味が︑か

十一一4310

十二557

十一273 妹たちも︑きのふの祝賀式にいらっしや

しやうじ

芋瀬の

中にも︑芋瀬の荘司は︑宮のお通りにな

いもせ

﹇芋瀬荘司﹈︹人名︺2

いました︒などいっては︑もの笑ひである︒
いもせ

いもせのしょうじ

しやうじ

荘司芋瀬の荘司
七624

芋瀬の荘司が︑家來の大男に宮の御盛を持

ることを知って︑道に手下の者を配ってみた︒

たせて︑

七635

十二681 しばらくは氣を失ってみた聞多が︑ふと

いもばたけ ﹇芋畑﹈︵名︶1 いも畠

︹課名︺2

イモヤキ

見まはすと︑そこはいも畠の中であった︒

いもやき

ニ210九イモヤキ⁝⁝⁝三十三

みもん

この前の日曜日に︑煮たいさんの病院へ︑

﹇慰問﹈︵名︶2

二333九イモヤキ
四㎜2

いもん

子どもさんが︑みもんに煽てくださると︑

みもんに行きました︒

四梱8国

﹇慰問品﹈︵名︶1 みもんひん

私たちは︑ほんたうにうれしいのです︒

四撹9国 この次には︑何か︑みもんひんを持って

いもんひん

みもん袋

みもん添

みもんぶくろ ゐ

みもん袋⁝⁝⁝七十九

︹浜名︺2

來てくださるとのことでしたが︑

いもんぶくろ

六34 十五

六791 十五
もん袋

いもんぷくろ ﹇慰問袋﹈︵名︶4

たので︑そのへんじであった︒

五863 この前︑みもんぶくろと︑みもん文を送っ

て送ってあげませうよ︒

六803﹇n国 おかあさん︑うち中で︑みもん袋を作っ

六848 急いであけて見ますと︑いっか送ったゐも

いもんぶん一いやしくも
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ん袋のお禮の手紙でした︒

六855国 午後の演習をすまして︑兵舎へ鋸って來
﹇慰問文﹈︵名︶4

みもん文

ると︑みもん袋が來てるました︒
いもんぶん

に︑みもん文をかきました︒

三974 ごはんがすんでから︑職地の兵たいさん

たので︑そのへんじであった︒

五863 この前︑みもんぶくろと︑みもん文を送っ
六844 私は︑私のだいすきな︑かはいい人形と︑
みもん文を入れました︒

六857團開いてみると︑あなたのみもん文といっ
しょに︑いろいろな品物が出て來ました︒

が︑﹁いや︑ふしぎでも何でもない︒
四348園かぐやひめのことを聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂
﹁いや︑うちへもらひたい︒﹂

尼さんはもの静かに︑﹁いやもう︑あ

いや︑これでたくさんです︒

なたはまるで赤ちゃんですね︒

十一409園
十一柵8園

十一伽2圏 ﹁︿略﹀︒﹂とすすめると︑﹁いや︑そん

すると法親王は︑﹁いや︑御苦心のほ

な氣持はありません︒﹂と答へた︒

冠者﹁いや︑十爾のうち︑ 一蹴ばかり

いやいや︑かれとても︑昔の御弾に教

いやいや︑決してそんなことはありませ

いやいや︑兵隊さんは︑きっと喜ばれる

﹇否否﹈︵感︶4 いやいや

いやがうえに

いやいや︑あきれたやつめ︒

﹇弥上﹈︵副︶1 いやが上に

十二872囹

へを聞かなかったとは限らない︒

十二506囹

ん︒

十957園

だらう︒

六839囹

いやいや

も引いてくださらぬかといふのでござる︒﹂

十二829園

どお察し申します︒﹂と仰せられただけで︑

ひきがへるは︑目をぱちくりさせながら︑ 十二629園

漁夫﹁いや︑返されません︒﹂

四㎜6園漁夫﹁いや︑これは私が拾ったのです︒
四伽6園

五602囹

﹁︿略﹀︒﹂といひましたが︑をぢさんは︑

﹁いや︑ぞんじません︒
五714園

﹁いや︑わたしは︑もうちきおりますから︑

いや︑私は︑皇孫がおいでになると承っ

て︑ここへお迎へに出てみる者です︒

五㎜5囹

五捌8園ほでりの命﹁いや︑許すことはできな

いや︑手傳ひは︑ねえさんに十分しても

子ども﹁いや︑まだいっかう役にたちま

海の神様﹁いや︑たしかにあるはずだ︒

五言3園

い︒﹂

六574園

いや ﹇嫌﹈︵形状︶10 いや3おいや

三565園 いやだなあ︒
せん︒﹂

五244 水の中にみるのが︑いやになって來ました︒
五伽6囹 そんなことは︑いやだよ︒

六738園

いや︑撃つな︒
﹁︿略﹀︒﹂と教へても︑﹁いや︑孝行で
いや︑︿略﹀︑おかあさんには︑うちの赤

いや初めはつらかったが︑もうなれてし
乃木將軍は︑﹁いや︑ねばり強いのは︑
いや︑さうたやすくはいきません︒

何か起つたのか︒﹂とやさしくお問ひ
になった︒﹁いや︑ほかでもございません︒

十一127囹

十四8園

ロシヤ兵です︒

十905園

まった︒

九型8囹

ちゃんの泣き聲がすぐわかるやうなものです︒

九佃4園

す︒﹂といって︑なかなか聞かないさうです︒

九357園

七伽4園

あるにちがひない︒いや︑きっとあるはずだ︒

る︒

いやしくも

うか︒

﹇嫌﹈︵名︶1 いやがらせ

ほつしう

そこで︑オランダの長官は︑たびたび日本

一身一家をかへりみることなく︑いやし

いやしくも男と生まれた以上︑萬代に傳

ふべき名も立てないで︑どうして空しく死なれよ

十二446

﹇萄﹈︵副︶1 いやしくも

い身ながら︑大君の御楯となって出襲するのであ

十二403

いやし・い ﹇卑﹈︵形︶1 いやしい ︽iイ︾

んいやがらせをしました︒

船を取り調べたり荷物を没牧したりして︑さんざ

七二8

いやがらせ

いやが上にも死に重なって職ふと聞く︒

七689園ぼくのせいの高さと同じ長さになる時が︑ 十一656浄財 親死に子覧たるるともかへりみず︑

らひました︒

五伽8園 いくら一日でも︑いやだ︒

六837囹あら︑いやだ︑しっけいなんて︒
八梱8 スケート遊びと別れるのはいやですが︑
とからはなすのがいやでしたが︑

九824 ぼくは︑せっかくなれて來た北斗を︑手も
十島1囹 おとうさん︑わたしも︑こんなところは
いやだよ︒

十一753 いちばん運筆で︑いやな感じの雲である
明け方の風は︑いやといふほどつめたい︒

ことはいふまでもありません︒
十一掴10

いや

うらしま﹁いや︑ もう十分いただきま

﹇ 否 ﹈ ︵ 感 ︶26

三研6園

いや

した︒﹂

三佃3囹 うらしま﹁いや︑おとひめさま︑何もか
も︑もう十分で ございます︒

四123園すると︑あのちゑのあるおちいさん
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いよいよ一いらっしゃる

いよいよ

﹇愈﹈︵副 ︶ 3 1

いよいよ

四282 一年生の旗取がすんで︑いよいよぼく
たちのかけっこになりました︒

四385 いよいよ十五夜になりました︒
五976 いよいよおたちといふ時︑先爽の者が︑急
いでかへって來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

だと思ふと︑うれしくてたまりませんが︑

五麗1 自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬になるの
五重6 いよいよ︑わが軍が︑敵の陣地にとつげき
する日が來ました ︒

は︑いよいよせまって來ました︒

六㎜4 敵の揮は︑ますますはげしく︑突撃の時間
七149 いよいよ︑家もできあがったので︑ある日︑

お祝ひをすることになりました︒
七553 いよいよ︑小さな汽船からはなれて︑私た

七536 いよいよ出航です︒

ちの船は︑ひとりで走り始めました︒
八497 機髄の材料をいただいて︑いよいよ製作に
とりかかった︒
八804 いよいよ︑スキー場に着いた︒

風やや静まり︑扇も少しくおちつきて︑

軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる

射よげに見えたり︒

八736図

かれは︑その妬いよいよ研究を重ね︑工 いよげ ﹇射良気﹈︵形状︶2 射よげ

夫を積みて︑

十477図
いよいよ︑來るものが來たのです︒

いよいよ出嚢といふ時は︑︿略V︑各部隊は︑十一646図

十542園
十597

﹇以来﹈︵名︶1

以來与かみよいらい・こ

内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒

以來︑神宮御造意の用材は︑永久につきる

なと感じた︒

九745 源作ちいさんは︑かまがいらいらしてるる

︽ーシ︾

いらいら・する ﹇苛苛﹈︵サ変︶1 いらいらする

心配がなくなったのである︒

九121

かいしいらい・にゅうえいいらい・めいじいらい

くしょいらい・そせんいらい・だいとうあせんそう

﹁いよいよ︑あれは氣違ひだ︒﹂村中にこ いらい

こをどりして基地を飛び立つた︒

十737園

船の勤めば話に聞くほど苦しいものでない

んなうはさがひろがると︑

十衙2

と思ってゐましたが︑今度は︑いよいよやって來
たやうです︒

かうした宗治の態度に︑秀吉はいよいよ怒

つて︑軍勢をさし向けたのであるが︑

十備9

まで攻め來たる︒

十一Z8図寄せ手いよいよ重なって︑木戸口の邊

七998

當時︑大正天皇は︑日光にいらせられた︒

このおぼろ雲は︑天候の前兆としてはい いらせら・れる ︵下一︶1 いらせられる ︽ーレ︾

いらっしゃる

イマス︒

一303園

ハルエサンガ︑キテイラッシャ

︽ーイ・ーッ・ーラ・ール︾

一313園

オカアサンガ︑キモノヲヌッテイラッ

ヨクイラッシャイマシタ︒

アナタモ︑アソビニイラッシャイマセ

一301園イマ︑

る

正月が過ぎて︑二月にいよいよ切腹とい いらっしゃ・る ︵五︶62 イラッシャル いらっしゃ

よいよ悪い方だといひます︒

十一7310

十二615

ふことがきまった︒

船は︑南支那海を眞直に南下して︑いよ
いよ赤道に近づいた︒

十二鋤3

八878図閣船はしだいに波間に沈み︑ 敵弾いよ 十一一㎜4 そこから針路を北西に取って︑スマトラ
いよあたりにしげし︒
太陽はいよいよ赤く︑大きくなる︒

ンカ︒

十一一㎜12

島の北端を廻ると︑いよいよインド洋だ︒

九165 いよいよ︑御神木伐り始めの御三に移った︒

二463

天上天下をゆびさして︑

シャイマシタ︒

いよいよ︑命令された哨戒線の果てまで
來た︒

十一一η10

した︒

三63圃

となりのへやに︑勇さんのおかあさんと

何をさがしていらっしゃるの︒

なっていらっしゃる︒

三96園

乗地ではたらいていらっしゃる兵たい

さんのために︑

三948

ねえさんが︑來て見ていらっしゃいました︒

三864

お立ちに

九834 いよいよ北斗は︑乳を離れるやうになりま

ベートーベンの玉眼は異檬にかがやいて︑
足も手も顔も︑ほこりにまみれ︑目だけ
なな
海面は︑今落ちかかる太陽の残光を斜め
に受けて︑異様に輝き渡ってみる︒

十二㎜4

が異檬に光ってみる︒

十一一211

その身には︑にはかに何者かが乗り移ったやう︒

十一柵1

九866 二歳ごまの市が始れば︑いよいよ北斗と別 いよう ﹇異様﹈︵形状︶3 異様
れなければなりません︒
九956 いよいよ︑ぼくの番になった︒

なり︑いよいよ故郷へ録ることになった︒

巨川5園 苦學したかひがあって︑りつばな身分に
十48図 到るところすき間もなき木立となりて︑
神域いよいよ嚴かならんとす︒

しんみき

いらっしゃる一いらっしゃる
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いらっしゃい︒

しゃつたが︑ふと︑つりばりのないのに氣がつい

五伽4残念さうに︑つり糸をいちっていらっ
て︑

三969 おかあさんは︑︿略﹀︑もうすっかりおぜ
んのしたくをしていらっしゃいました︒
いますか︒

もしもし︑あなたは︑どうしてそんなに

あなたは︑その大きな木にのぼって︑
まあ︑りっぱな神様が︑水にうつってい

門の前の木に︑りっぱな神様がいらっ

正面に︑海の神様が腰を掛けていらっしゃ

六514

いつのまにか︑天皇は︑おやすみになって
高倉下は︑急いで︑天皇のおやすみになつ
かをりの高いくだものがあることを︑天皇
さだめて︑お待ちになっていらっしゃる
思ひがけなく︑その前の年に︑天皇は︑お
ある日︑太子は︑御兄弟のかたがたと︑お
みんな︑お小さいかたがたのことですから︑
尊は︑お子着たちが︑何か大きな聲をして︑

初めは︑仲よくしていらっしゃいましたが︑

六506

庭で遊んでいらっしゃいました︒

六505

かくれになっていらっしゃいました︒

六229

であらう︒

六224囹

は︑お聞きになっていらっしゃいました︒

六207

ていらっしゃるところへ︑かけつけました︒

六74

いらっしゃいます︒

六51

しゃいます︒

五塒9園

る︒

五三5

らっしゃる︒

五心1園

待っていらっしゃい︒

五鵬7園

ばらく︑目をつぶっていらっしゃい︒

五儒1園私が︑その舟を押してあげますから︑し

泣いていらっしゃるのですか︒

五麗3園

五槻1

ほをりの命は︑海べで泣いていらっしゃる︒

三餌6囹 あなたが︑うらしまさんでいらっしゃ

して聞いていらっしゃいました︒

四188 ﹁ほう︑ほう︒﹂といひながら︑かんしん

四861 重いふくろをせおっていらっしゃった

今は重いふくろをせおっていらっ

ので︑おそくおなりになったのです︒
しやっても︑

四878囹
四㎜4 戦孚できずを受けたり︑病氣になったりし
た兵たいさんが︑大勢いらっしゃいました︒
が痛んでゐましたが︑

四皿1團 あなたのいらっしゃつた時は︑少しきず

五58 ある神霊は︑山へ行って︑さか木を︑根の
あめのたちからをの

ついたままほって︑持っていらっしゃいました︒

あまてらすおほみかみ

五82 岩戸のそばにいらっしゃった天手力男神
は︑

五258 天照大神の御宿に︑すさのをのみことと
申して︑たいそう勇氣のある神様が︑いらっしゃ
いました︒
いつも

も

五262 出雲におくだりになって︑ひの川にそって
いつ

歩いていらっしゃると︑

五565 大國主神が︑出雲の海岸を歩いていらっ
しゃいますと︑

さな神様でありました︒

五578 虫の皮を着物にして着ていらっしゃる︑小
五伽6囹 にいさんは︑毎日海へ出て︑魚を取って
いらっしゃる︒

五搦5園今日一日だけ︑私に海へ行かせてくださ
いませんか︑にいさんは︑山へいらっしゃって︒

五囲3囹 にいさんは︑この弓と矢を持って︑山へ

をばさん︑これから︑ずっと私のうちに

さわいでいらっしゃるのをお聞きになって︑

身の丈にもあまる草を分けて︑だんだん奥

なるほど︑さういふお方でいらっしゃい

いらっしゃいね︒

六748園
七178囹
ましたか︒

七2010

囁政殿下の御無事でいらっしゃるのを辞し

おとうさん︑先生はいらっしやらないの︒

尊はしばらく考へていらっしやいましたが︑

へはいっていらっしゃいました︒

七277園

七216

七9910

陛下は外たうをも召されず︑熱心に職況を

た元帥は︑胸をなでおろしながら︑

ごらんになっていらっしゃいます︒

八614

八槻4 そこへ︑おかあさんが起きていらっしやつ

日本には天皇陛下がいらっしゃること︑

て︑︿略﹀︑びっくりなさった︒

九2810

天皇陛下がいらっしゃるから︑さびしく

ありません︒

九354園

九㎜4園 をぢさんは︑もう五年間もこの方の仕事

閣下は︑最愛のお子檬を二人とも失はれ

をしていらっしやいます︒

十937囹

ごあいさつ

その最後のお別れに︑母宮殿下に御挨拶

て︑平氣でいらっしゃる︒

十一109

を申していらっしゃるのであった︒
みちひさ
お四つでいらっしゃる若宮道久王殿下が︑
十一151

王が幼年學校の生徒でいらっしゃった時︑

﹁いらっしゃる﹂とか︑﹁めしあがる﹂と

十﹇1510
十一262

妹たちも︑きのふの祝賀式にいらっしや

かいふのも︑それである︒

いました︒などいっては︑もの笑ひである︒

十一273

﹁行く﹂﹁來る﹂を﹁いらっしゃる﹂とい

ふなども︑女らしいことばである︒

十一307

135
いり一いる

十一一85園

では︑元氣で行っていらっしゃい︒

して私が死ねませ う ︒

十一一271園 先生が生きていらっしゃる限り︑どう

十二354園 ﹁先生が生きていらっしゃる限り︑ど
うして私が死ねませう︒﹂といった顔回が︑
もんむ

やまと

あ き

入口

いりこ・む

﹇入込﹈︵五︶2

入り込む

︽ーミ・ーン︾

友人がそっと立って窓の戸をあけると︑

清い月の光が流れるやうに入り込んで︑

十一柵10
ろくしやう

そこには︑緑青を薄くとかして流した

やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十一川3

る

︽ーッ︾

れてるた︒

入り齪れる

︽一

小さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こ
﹇入乱﹈︵下一︶1

その間々に︑白い﹁はくさんいちげ﹂や︑

深紅の﹁べにばないちご﹂などが︑鮎々と入り乱

十一924

レ︾

いりみだ・れる

ちやこちやに入り混ってみる石の面を見て︑

十ニー92

りまじって︑遠くの方で聞えます︒

六705

半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入

十二428 文武天皇がまだ皇子でいらっしゃったこ いりまじ・る ﹇入交﹈︵五︶2 入りまじる 入り混
ろ︑大和の安騎野で狩をなさった︒

のよめいり・ひのいり
﹇入相﹈︵名︶1

いりあひ

いり 5およめいり・でいりぐち・でしいり・ねずみ
いりあい

入り方

十﹇341図圏山里の春の夕ぐれ來て見ればいりあ
ひの鐘に花ぞ散りける
﹇入方﹈︵名︶1

十一242図 その夜の月の入り方に︑稻村が崎︑に

いりがた

﹇入口﹈︵名︶9

はかに二十基町干あがりて︑
いりぐち

中潮校の生徒さんが︑二人乗りこみました︒

十529囹

帝國陸海軍は︑本八日未明︑西太平洋に

我か陸海軍今曉遂に英米軍と職圖状態に入

おいて︑三雲軍と職闘状態に入れり︒

どべい

十52図
る

十881 土塀で園まれた會見所に入り︑片すみに生

﹁︿略﹀︒﹂とて︑生年二十六にて︑．海へつ

梶原も著いて入る︒

えてみたなつめの木に︑その馬をつないだ︒

十麗1図

つとそ入りにける︒

音譜2図

夜に入りて︑わが駆逐隊・水雷艇隊は︑

もし石の目を見まちがへれば︑石は︑と

一音は一音より妙を加へ神に入って︑

砲火をくぐって敵艦にせまり︑

十一548図
十一柵3

んでもない方向にひびが入り︑

十ニー94

かへらじとかねて思へばあつさ弓な

き数にいる名をぞとどむる

十二川1図圏

四952 おかあさんは︑豆をたくさんいってま

すに入れ︑神だなにお供へになりました︒
五673団

それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを

い・る ﹇要﹈︵五︶6 いる ︽ーッ・ーラ・⁝リ・ール︾

夜に入りて︑義仲︑ひそかにみかたの兵

八489

奮御苑に入れば︑木立深く︑噛めぐり︑

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑

十810図

池の眺め廣きところに︑御茶屋ありて

さう思ったとたん︑私は︑もう何もいらな

第一︑並み並みならぬ根氣がいる︒

みる ︽ヰ・ヰル・ヰレ︾

敵船撃沈に遠慮はいらない︒

1

﹇居﹈︵上一︶姐 ヰル

りだしいる・なみいる・ならびいる・はりいる

■あきれいる・さしいる・しいる・それでいて・と

いる

十二伽9

十ニー55

いと思った︒

十5510

ます︒

聖天1 この砲身をのせる︑鋼鐵で作った嘉もいり

きちんと作るためには︑設計圖がいる︒

水で洗ってやるのには︑なかなか勇氣がいった︒

八301図

われ︑皇子に代りて海に入り︑海神の
ある夜︑勝久を奉じる尼子勢は出雲に入り︑
一城を築いて三度ときの聲を作った︒

九捌8

心をなだめん︒

を敵の後にまはらせ︑
み こ

九85図圓

る・はしりいる・みだれいる

きいる・くいいる・こみいる・しみいる・なきい

ル・ーレ︾息おそれいる・おちいる・かけいる・き

四196 サ村の入口で︑ルックサックをせおった い・る ﹇入﹈︵四五︶16 いる 入る ︽ーッ・ーリ・！ い・る ﹇妙﹈︵五︶1 いる ︽ーッ︾

四391おちいさんは︑その入口に立って番を
してをります︒

ますと︑

四鵬3 通をぬけて︑町の入口の門のところまで來

いうしうくわん

五537 町の入口で︑私たちは馬車をおりました︒

七315國 並並館の入ロに︑人が並んでをりまし
た︒

八柵2 入口のそばに池があって︑

九133 まだ御料林のほんの入ロへはいったばかり

十44図

水屋の水に口すすぎて︑この門を入れば︑

南参道に入れば︑夜來の雨に清められし
十59図

殿内に入りて御遺物を拝観す︒

なのである︒

げ た
十一477 編ってみると︑誤断に下駄が客足も並ん

十76図
でるて︑奥では︑がやがや人平がします︒

十一蹴2 船がラバウルの湾の入口にさしかかった

時︑

ソヨソヨウゴイテヰマス︒イケニ︑フネ

ニツ三ツサイテヰマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

ドッカリスワッテヰマシタ︒十五

お正

シタ︒月が光ッテヰマシタ︒雪ダルマハ

二512園 コカニカクレテヰルノダラウ︒﹂ト
ニ528 來ル雪ヲウケテヰマス︒雪ハ︑アトカ
W

ニ556

とはよく知ってゐます︒をぢさんは
三325 とをよく知ってゐます︒春雄さんに

になるといってゐます︒十

がすっきりしてみて︒ぼくは︑あれに

三322

三339園

ねず

いな水が流れてゐます︒正男さんは︑

れてにこにこしてゐました︒十二

むしばができてみる︒おくわしをた

お話

三371
三426

三401園

T囹
トエライ人ガヰマスカラ︒﹂トォッ
ニ695園
ラ私ガテッテヰテモ︑雲サンが來

たくさんおよいでゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と

二水ガニゴッテヰマシタガ︑ダンダン
ビガ︑空ヲトンデヰマシタ︒イケニヰ

三598

二707囹

︑タクサンオチテヰマス︒アルクト︑カ

ノ中華カクレテヰ名栗ガ︑サルニポ
ノ中ニカクレテヰタハチガ︑サルノ

ノ上ニダレカヰルゾ︒﹂カメ﹁バンザ

︑ヒルネヲシテヰルゾ︒イマノウチニ

カチニキマッテヰルナ︒﹂カメ﹁ソンナ

ニナッテ︑ナイテヰマス︒少シタッテ

テ︑空バカリ見テヰマス︒勇サンバ︑カ

ノ輩出 ウイテヰタ︒ニ アシタバ

三97園

二鵬4

二丁3

ニ928

二926

二899

二884

間はたらいてるます︒二年生も︑こ

さんのっかってみる机もこしかけも

ナコトヲ考ヘテヰルウチニ︑イツノ

オカヘリヲマッテヰマシタ︒ソコへ︑ト

サンバ︑ノコッテヰタ灰ヲカキアツメ

犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑

犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑

二864ソウ二一イガッテヰマシタ︒アル日︑犬

ニ832園

たくさんのってみる車が︑いくつか

二966園

ニ95一

おや︒﹂と思ってみる間に︑ぼくは︑

二967園

石を︑さがしてみるのです︒﹂と︑勇
心持よくてってゐます︒さをの先の

ムマリヲノセテヰルネ︒﹂﹁サウデス︒

トエライ人ガヰマスカラ︒﹂トイヒ

三698に︑じっと立ってゐます︒ときどき吹
ヨンギース︒﹂﹁みるぞ︒﹂と思ひなが
三703囹
三705トルとははなれてみないやうです︒私
が見えました︒﹁みた︒﹂私は︑手に持
三714園
三71私
5は︑手に持ってみた竹を︑そっとき
三715つときりぎりすのみる方へさし出しま
三71︑
7まだじっとしてみるやうです︒風が
三723竹の先についてみる白いねぎが︑葉
三748團っしょになってゐます︒白帆が︑いく
三748團くつも浮かんでゐます︒汽船も通っ
三751国︒汽船も通ってゐます︒沖の方から︑
三761国︑いつも動いてゐます︒海は︑生きて
三761國︒海は︑生きてみると思ひました︒

三685

三677

三675

三674

なものを費ってゐました︒氷やと金

︑おほぜい歩いてゐました︒爾がはに

︑きれいに並んでゐました︒新しいゆ

らめっこをしてみるのね︒﹂といって

三452

ニ716園

トエライ人ガヰマスカラ︒﹂トイヒ

空デイバッテヰテモ︑風サンが來

二732園

チチチトナイテヰマス︒九イモヤキ
コチラ警戒チテヰル木ノ枝ヤ︑カレ

三183

た大男が立ってゐます︒牛わか丸は︑

きながらあるいてゐました︒五でうの

ヘイキデヰマス︒カベサンニハ

ギノ聖血︑五ヒキヰテ︑ヒトカタマリニ

三198

の草をてらしてゐます︒小川の水が︑

サンバ

カタマリニナッテヰマシタ︒オイモノ

三204

草の葉に止ってみたてふてふが︑お

きますと︑そばにるたどこかのをぢさ

した︒正男さんがゐましたので︑﹁︿略﹀

が四五人立ってゐました︒﹁なんだら

三766国くら色に光ってみるのが︑一ばんす
︑自動車が止ってゐました︒そばに︑人

のもんがついてゐました︒おかあさん

オイシサウニシテヰマシタ︒オトウサン

三237

上で歌を歌ってゐます︒太郎さんは︑

した︒きんじょにるた大蛙が︑それを

︑川ばたで遊んでゐました︒そこへ牛

87

87

8

6

5

一

ジットガマンシテヰマシタ︒正男サンハ

三241

乳288

三278

8了

6

テフテフガトンデヰマシタ︒ソコへ︑

マシタガ︑シロバヰマセンデシタ︒ツ

三262
ヒバ︑ドウシテヰルデセウネ︒﹂ト

ニコニコシテ見テヰマシタ︒十四冬

88

ニ954

シッポヲフッテヰマシタ︒ケンチャン

ウチノ前二︑馬ガヰマシタ︒ケンチャン
︑カヒバヲタベテヰマシタ︒タベナガラ

三643囹

トエライ人ガヰマスカラ︒﹂トイヒ

ヰマシタ︒イケニヰルカメガキキマシ

ニ742囹

ばらくじっとしてゐましたが︑そのうち

イデオイデヲシテヰマス︒オ月サマガ︑
レシサウニナイテヰマス︒ウサギ︑ウサ

ニ754園

三636

イ空晶 ウイテヰタ︑トホクノ方ニ

ウノ花モサイテヰマシタ︒イモウトハ
一一
一一

シメテ︑マモッテヰマシタ︒キジガ︑ト

U8 T5

ホガ︑ニツサイテヰマシタ︒ムラサキノ
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圃圃
囹囹囹
園
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四363 はじめはだまって
みましたが︑しまひに

るました︒﹁よさうか︒
四303すっかりおくれて

四231

みる車をおひこしま
四195 くと︑牛の引いて

るました︒しばらく
四194 かんにかり取って

みる加賀は︑かうく
四181 にいさんの乗って

みたおかあさんもか
四143 した︒うらの畠に

三梱6
まがつりをして みます︒そこへ︑かめ
四72 どこまでつづいてるるのか︑わからない

三987囹 めをころがして
みるのです︒﹂うらし

ゐます︒子ども一﹁こ
三979 とりまいて遊んで

みたごみ箱のふたを
さんは︑こはれて

みました︒二十四長
三919 くなるまで︑見て

三889

みると︑くつの音が
くが本を讃んで

みた些々は︑だんだ
になって困って

みる人人もいひまし
四119 どうたちも︑見て

三961

みました︒私がわき
の旗がのぞいて

みました︒たうげを
四211間に︑海が光って

四136

みましたので︑うんて
ゑさをひろって

ゐましたが︑結びめか
四228 きつつみをさげて

四133

ゐませんでした︒金
本の草も生えて

四403 りとすがりついて
るたかぐやひめのか

四249

ゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と
一めんに生えて

四913團︑かげんを見て ゐますと︑たこは左
四919團 高くあがって ゐました︒次郎は喜
四934團り落ちたりして ゐますが︑ぼくのた

四902国 たこをあげて ゐます︒次郎にたこ

四899国ぼくはだまって みました︒みんな︑め

四768囹にいさんが着て
四773星が一つついて
四811ると︑わにざめが
た︒ 一番しまひに
四843
四846 しくしく泣いて
四848園へ︑なぜ泣いて
四852園をあびて︑ねて
四864園 へ︑なぜ泣いて

四764

四753

四752

四748

四738

四733

四718国

四676

四655

四602

四594

四552

四511

四492

に兵舎が立って
ゐます︒そこへ

な人が︑たくさん
ゐました︒金すちの

八人腰をかけて
みました︒廣い庭の

すから︑待って
みてください︒﹂と

まで︑羽をついて
みた花子さんと春枝

の顔がうつって
るます︒子どものやう

ゐました︒娘は︑ふと
さびしくくらして

四58辛い間病氣でねてみましたので︑書も

四562

ると︑ゑい兵所に
みる兵たいさんが︑﹁

ゐました︒一郎さんは
はがきがはいって

四565囹

みたので︑私はびっ
たいさんになって

みます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
毛をさか立てて

みました︒そこへ︑勇
を持って遊んで

みる日本の子どもた
す︒満洲に住んで

みるやうなのもあり
が並んで︑光って

みたのです︒そのま
四477︑すっかり忘れて

五垢6

五154んが二人︑話をしてゐます︒兵たいさんは

五106国
︑きらきらとしてゐますが︑そのほかに

ゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と
ヤが︑ひしゃげて

四447

みたおなかが︑急に
に今まですいて

四332
四337

四331

四325

ました︒かうして
みる間に︑何年かた

みました︒おちいさん
小さな女の子が
ゐました︒おちいさん
び金がはいって

みる竹を︑一本見つ
たいそう光って

みました︒ある日︑根
やかごを作って

みました︒おなかが
一匹の金の牛が

四354

四444

みました︒その時︑大

い

すず

五105団
木が高くそびえてゐました︒みんな白木

五94團いて︑鶏が遊んでゐました︒五十鈴川の
五96国すいすいおよいでゐました︒道の爾がは
五98團木が︑立ち並んでゐました︒さくさくと
みるのか︒﹂とおたつ

みるがよい︒﹂とお

みるな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

五197ほど︑静かに流れてゐます︒川の向かふは

五196水は︑静かに流れてゐます︒どっちから︑

つかぶともかぶってゐません︒二人とも︑

五155 ︑今日は銃を持ってゐません︒てつかぶと

みるのか︒﹂とおたつ

みたわにざめが︑白

ゐましたので︑これは

るました︒おとうさん

みた服だ︒おまへ

ところで待って
みました︒馬に乗っ

にい

みるのだな︒﹂と︑勇
んどりと思って

四453

四938国園よくあがって

みるものもあるやう
四309 たたいて︑笑って

四457

もう︑じっとしてゐられなくなりまし

四941国囹く引っぱってみるな︒﹂などといひ
四997圃がらをあらはしてみるのです︒二十一
四皿2団 少しきずが痛んでゐましたが︑あなたの
四槌6国 ︑今もまだ咲いてゐます︒枯らしてはた
四皿8国 ︑水をとりかへてゐます︒この次には︑
四脳6 どを︑戸口に並べてみる店があります︒の
四価1 れ切取って︑費ってみる店もあります︒今
四価6 ︑兵たいさんを見てみるものもあります︒
四価7 る人たちがたくさんみるので︑兵たいさん
四鵬4 銃を持って番をしてゐます︒車を引いてゐ
四鵬5 ゐます︒車を引いてみる平たいさんが︑け
四鵬6 をします︒番をしてみる兵たいさんも︑け
四柳1 と︑心の中でいってみるにちがひありませ
四柳2 ます︒そこで遊んでみる支那の子どもたち
四観3 たちが︑車を引いてみる兵たいさんを見る
四伽8 日本語を︑おぼえてみるのです︒でも︑そ
四佃4 が少しゆだんをしてみると︑暖い南風が︑
四桝1 べんもくりかへしてみるうちに︑冬が終に
四網2 て︑弱い光を出してみたお日様が︑目をさ
四桝5 うに負けてばかりはみません︒﹁︿略﹀︒﹂と
四佃4 見とれながら歩いてゐますと︑どこからか
四佃6 れいな物がかかってゐます︒漁夫﹁あれは

四473
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五498たきになって落ちてみるのでした︒ときど
五501青々と水をたたへてゐました︒川原の石の

五201はてもなくつづいてゐます︒どこからとも
五211に︑池の中を泳いでゐました︒まるで︑あ
五214て︑画定よく泳いでゐました︒おたまじゃ
五217だらうとは︑思ってゐませんでした︒それ
五224すから︑親のそばにるなくても︑ちっとも
五238 ︑わいわいさわいでゐました︒さうして︑
五244さうして︑水の中にみるのが︑いやになつ
五245來ました︒水の中にみると︑何だか息がつ
五249草が︑青々と茂ってゐました︒空には︑お
五251が︑ぎらぎら光ってゐました︒あと足を曲
かみに人が住んでみるな︒﹂とお思ひに
五265囹
五269中において︑泣いてゐました︒﹁なぜ泣く
悲しくて︑泣いてみるのでございます︒
五277園
五325さうにして︑動いてゐます︒私は︑竹田さ
五336ました︒風も吹いてゐましたが︑私は︑い
五357夜︑私が本を讃んでゐますと︑あまりかが
五362こが︑みんな弱ってみるではありませんか
五367 ﹂ねえさんも考へてるましたが︑﹁︿略﹀︒﹂
五384としないのが︑五匹ゐました︒そののち︑
たひやかつをが みたでせう︒こんぶの
五425圃
五444が︑たくさん生えてゐました︒きっと︑魚
五445 つと︑魚がかくれてみるにちがひありませ
五472に︑しきりに動いてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
五482 ってみたいと思ってゐました︒おとうさん
五487との間にわき返ってゐました︒岸は︑青葉
五489 ︑青葉でおほはれてゐますが︑ところどこ
五491じの赤い花が咲いてゐました︒にいさんと
五493 ︑同じ唱歌を歌ってみるやうに聞えました

五704

五704

あいてみる席は︑一つもあり
乗ってみて︑

人がいっぱい乗ってみてあ
︑いてみる席は

見せたいと思ってみるが︑その時は︑き
五699国

五511高いところを走ってみるので︑川は︑ずつ
五513 ︑小さな木が生えてゐました︒川はおだや
五514て︑音もなく流れてゐます︒汽車が鐵橋を
五516今まで左手を流れてみた川が︑右手を流れ
五521て︑ばんざいをしてゐましたQ渡し場があ
五523さんが︑舟をこいでゐました︒舟には︑子
五524には︑子牛も乗ってゐました︒汽車が止っ
五532 一めん黄色くなってゐました︒川の向かふ
五534ら︑茶色な煙が出てゐました︒川の水は︑
五534川の水は︑すんではみませんが︑青い空を
五544何ざうもつながれでるました︒川の水は︑
五546こで海へ流れこんでゐます︒頭のすぐ上を
五551 ︑そよそよと吹いてゐました︒その夜︑私
五554 ︑初め走って流れてゐました︒白い波をた
五555波をたてて︑走ってゐました︒つかれると
五574 ︑それに何か乗ってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と
やに︑虫が乗ってゐます︒﹂と︑お供の
五575園
何でもよく知ってみるが︑この小さなお
五597圏
かかしが︑知ってみるでございませう︒
五603園
五605立って︑四方を見てみるので︑何でもよく
五606 ︑何でもよく知ってゐました︒大國主神は
さなお方を知ってみるか︒﹂すると︑か
五608園
五623園つまでも︑ここにるるわけにはいきませ
五662国︑ちゃんと待ってみるからだ︒馬屋へ行
五666国なしくじっとしてみる︒氣持がよくて︑
五669團︑おとなしくしてみる︒それでも︑馬の
入れをしないではゐられない︒自分の馬
五678團
五695團にふくろをさげてみる︒愛馬ぶくろとい

五皿7

五皿3

︑ しばらく月を見てゐました︒すると︑一

げふみをして遊んでゐました︒そのうちに

す︒ぼく︑立ってゐますから︒﹂といひ

五803

さうにぐったりしてみる︒きうりにそへて

らぜみが一匹止ってみる︒せいのびして︑

り︑はなれたりしてみる︒畠のすみの日ま

五826

︑朝顔が三つ咲いてみた︒水色が二つに︑

の朝顔のせわをしてゐられた︒﹁︿略﹀︒﹂と

くもってみたせみか︑朝からむ．

ていちやう

木

きをしっかりしめてゐます︒艇長が︑﹁か
五921

︑力いっぱいこいでゐます︒艇長は︑葺き

りにおうゑんをしてゐます︒沖の旗をまは

五㎜1囹 ︑ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれ
五柵6囹 こへお迎へに出てみる者です︒私が御案

五944圏
ま白な雲が浮いてみる︒あすからうれし
五947圏
見るやうに咲いてみる︒あすからうれし
五953圏なきながら呼んでみる︒あすからうれし
五956圃がわたしを待ってみる︒二十 ににぎの

五929 ︑選手をはげましてゐます︒最後の百メー

五927

五921 船が︑たくさん出てみて︑しきりにおうゑ

五898

五886 どりの旗が浮かんでゐます︒カッターの競

五863 から︑はがきが來てるた︒この前︑みもん

五857 しさうな聲で鳴いてみた︒七月十九日

五851朝顔は︑二つ咲いてみた︒赤一つ︑白一つ

五849

五845 ると大きなみみずがみる︒先生が︑﹁︿略﹀

五838

五814 川で︑だれか遊んでみるらしい︒樂しさう

五814 んがはに腰を掛けてみると︑川で︑だれか

五809 なのが︑三つ咲いてみる︒今では︑ぼくよ

五805

五793

五788 は︑桐の木で鳴いてみる︒そっと行って見

五734 がつた上に︑立ってみる人も︑たくさんあ

五712園

五706 と︑すぐ前に掛けてみたよそのをぢさんが

五705 さんと並んで立ってゐますと︑すぐ前に下

五502 ︑せきれいがとんでゐました︒しばらく行

五697團んじんがはいってみるのだ︒いっか國男

五504小川がそそぎこんでゐます︒ちゃうど親の
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五備7圃
みいくさびと

いたいと泣いてみた︑鯛もよろこび

は︑見はりをしてみる大きな敵艦にごっ

六88

六58園

ました︒稻を刈ってゐられたおとうさんと

いてもらって遊んでみた弟が︑遠くから私

らでも︑稻を刈ってゐます︒田のあぜに︑

も︑なんぎをしてゐられるであらう︒﹂

六454園

六451園

六428囹

躍386

洋って︑かはってみて︑おもしろいとこ

な材木を︑運んでみるところです︒﹂正

なおぼんが浮いてみるやうだなあ︒﹂と︑

かにかげをうつしてみるやしの木の窺眞が

丸の旗のひらめいてみる昭南島のけしきが

六346團
六369

五佃2囹 ︑お月様が走ってみるのだらうか︑雲が

ました︒お供をしてみた大勢の御軍人た

六381囚型 空にひるがへってみるのです︒﹂と︑勇

六374園ギリスがいばってみたシンガポールも︑

五悩1囹ではない︒走ってみるのは雲だ︒﹂とい
六91

六465園

六459

たかくらじ

︑高倉下といふ人がゐました︒夜︑ふしぎ

五悩4 たがひにいひはってゐました︒みんながわ

六98

︑足の先だけ見せてゐます︒右の手で︑す

六48

︑かう仰せになってゐます︒﹁︿略﹀︒﹂する

うか︑雲が走ってみるのだらうか︒﹂
六56

六53

︿枝こしに月を見てゐましたが︑ズ略﹀︒﹂

︒弟は︑牛を飼ってみるつもりなのです︒

五欄3囹
五鵬6園

五脳8

五悩6 からだまって聞いてみた一人置子どもがあ

六125

六114

すいと︑空を飛んでゐます︒ざくざくと︑

﹁お月様が走ってみるのだよ︒﹂と︑一

五鵬8 じっと月を見つめてゐますと︑月は動かな

五鵬1 枝の間にじっとしてゐますが︑雲はさっさ
六127

五研7 の家のそばを流れてみる︑大きな川の名を

五衙3 ︑戦地ではたらいてみると聞いた文子さん

六144

六136

六134

山で︑もずが鳴いてゐます︒氏神様のお祭

つちになって遊んでみた弟が︑たいくつし

稻かけの方へ運んでゐられます︒私も︑少

六543

六478︑青々とすみきってゐました︒九映書

六468囹

でもお米を作ってみるのは︑おもしろい

︑日本によく似てゐますね︒しかし︑こ

はって︑田植をしてみるところがうつりま

五鵬3囹わかった︒走ってみるのは雲だ︑雲だ︒

五雲1 前にも︑犬をかってみたことがあるので︑

六335團みても︑海の上にみるのと同じやうに︑
六338團 ︑飛行機を持ってみるものもあるが︑や

六172團 から樂しみにしてるます︒二十四日の平 六596の後姿をじっと見てみる︒そののち︑この
筆218 いたちばなが生ってみるのを見つけました 六612出しを︑かたづけてみると︑いっか︑おち
六241 ︑おさへにおさへてみた悲しさが︑ 一度に 六617を︑のぞいたりしてみた︒そのうちに︑ふ
六246 い忠義の心を持ってゐました︒泣いて固い 六627メートルもはなれてみる︑向かふの家の屋
六248 か︑つめたくなってゐました︒六 みかん 六632 ︑もう︑じっとしてゐられなくなった︒ぼ
六653めたり︑かげんしてみるうちに︑はっきり
六255 へて︑静かに眠ってゐます︒春になって︑
六658の間から顔を出してみる︒ぼくは︑もう︑
たがひに
六302團
て
行
く
時
︑
港
内
に
み
る
軍
艦
と
︑
人がこっちを見てみる︒森の木がきれい
六673囹
六311国は︑うまくできてみるから︑そんなしん
六674略﹀︒﹂しばらく見てゐられたおかあさんは
六322團けるやうな人が︑みなくてはならない︒
六685 ︑まっかにそまってゐます︒火事は︑少し
六329團のくらゐはなれてみるか︑自分の乗って
六708る人が︑話し合ってゐました︒火事は︑な
六329団か︑自分の乗ってみる早計艦が︑今︑何
六717さんが︑うちへ來てるられます︒私はびっ
六331国ルの深さに沈んでみるか︑どれほどの早
六719は︑だいぶはなれてゐましたが︑均しもに
六332團どの早さで走ってみるか︑それらを一々
六721が︑黒しもになってみたので︑一度運び出
六334團
水の中にもぐってみても︑海の上にみる
ける時︑どこにもみませんでした︑何べ
六727園
防にばかり働いてみて︑手傳ひもできず
六736園

六562園︑みんながいってゐます︒﹂村の人言﹁そ
六159国子も︑お待ちしてゐます︒十月十八日
六166團参りたいといってゐます︒久しぶりでお 六582囹 でたきぎを拾ってゐますと︑つい︑足が

六557園︑山で酒の流れてみるところを︑見つけ

が︑二人で話をしてみる︒村の人一﹁もみ

五心2 さんがつれて歩いてみるのに︑向かふから
五二7 文子さんがねがってみたやうに︑利根は︑

五畜6團 が︑かはいがってゐられたのと同じ氣持
五二7團 けんめいで育ててゐます︒どうぞ︑安心
五価3 根は︑職場で︑敵のみるところをさがしあ
五柵7 ちに︑利根のついてみる部隊は︑何倍とい
五佃5 うと思って︑待ってゐました︒すると︑向
五伽8囹 ︑けものを取ってみますね︒﹂ほでりの
五槻6囹 取られて︑困ってみるところです︒﹂神
五欄5園 大きな木が立ってゐます︒あなたは︑そ
五型4 ︑大きな木が立ってみる︒ほをりの命は木
五悩6園 とだな︒のぼってみよう︒木にのぼって
五㎜1圓 ︑海でつりをしてみたら︑つりばりがな
五鵬7園 だけは病氣でねてゐますので︑ここへま
五㎜8囹 ︑ここへまみってゐません︒﹂海の神様﹁
五柵3囹 ︒だれか︑知ってみるものはみないか︒
五柵4園 知ってみるものはみないか︒﹂魚たち﹁少
五川3園 つりばりを知ってみないか︒﹂鯛﹁じつは
五川6園 たいへん苦しんでみるところでございま

いる一いる
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六802 ︑弟が︑たべかけてみたみかんを見せまし

六793 は︑寒い風が吹いてゐます︒夕飯のあとで

六743 んな︑つかれきってゐます︒平生は元氣な

六桁1

六掴4

六M1

六榴7

六型1

の陣地を︑にらんでゐます︒見れば︑敵の

匹︑雪舟の足もとにるて︑今にもとびつき

は︑少し暗くなってゐました︒和尚さんは

自分の部屋へ蹄ってみた和尚さんは︑しば

やり︑足もとを見てみた雪舟は︑工期なく

定昇1 うなかっかうをしてゐました︒ライオンが
とら
六m6 そりのそりと歩いてゐます︒虎が︑じっと
はと
六儲7 らを向いてすわってゐます︒鳩が︑何十羽

六槻9

六研8 手にぶらんこをしてゐました︒白熊が︑頭

しろくま

六813 にしようかと思ってみると︑弟は︑自分の
六柵3

のくだるのを待ってゐます︒しかし︑この

が張りめぐらされてゐます︒この鐵條網に

六㎜7 ほどたくさん歩いてゐます︒電車や︑自動

六㎜6 両側には店が並んでみて︑人が︑すれあふ

六㎜1

白熊が︑頭をふってゐました︒きりんが︑

しろくま

六815 と︑くつ下をあんでみたねえさんがいひま
六817圏 と思って︑あんでみたのですけれど︑こ
六田7

れにつづいて走ってゐます︒すると︑どう

をきれいにかざってゐました︒にはかに︑

來て︑ゑさを拾ってみるところが出ました

六832 あげてけい禮をしてみる給でした︒そのぞ
じて︑

六柵1

六咽8

六伽4

六槻1 の旗がひるがへってゐます︒勇ましい音樂

一つになってゐました︒しかも︑敷

六852團 一面におほはれてゐます︒川の水も︑堅
れいか
六853團 い氷の下で眠ってゐます︒外は︑零下二

六856團︑みもん袋が來てるました︒私は︑とび 六慨8 こに︑作画が倒れてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂作

六襯3

六919

六桝1

六俗7

もが︑船のまん中にゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と大

︑船が一さう走ってゐます︒二二を染めぬ

出汐5を沈めるやうにしてゐました︒ズ略﹀︒﹂文

七75園 どんな生きものがみるかを︑よく氣をつ

七68 ちが︑潮干狩をしてゐました︒先生は︑私

七67 ︑一面に潮が引いてみて︑もう大勢の人た

六襯7

七89

七710 ところに︑もぐってみるのかなと思ひなが

がむらがって飛んでゐましたが︑今度は︑

︑音画を放送してみるところです︒﹂放

六944 しかし︑城を守ってみる隊もみるから︑す

ひ思ひに網を張ってみるところです︒白波

りかけると︑ともにみた船方が︑﹁あぶな

が︑並んで演奏してゐます︒﹁︿略﹀︒﹂放送

六893ねと︑曲ってついてみた︒向かふから︑三 六旧6囹 ︑突撃して行ってみるぞ︒﹂とさけびま

六944 城を守ってみる隊もみるから︑すぐには二
六枷5

六襯4園

六946 の前にひらひらしてみるが︑手がとどかな
六法3

ら︑玉の汗を流してゐます︒網が︑せばま

こしてこちらを見てみる︒﹁たまを作れ︒﹂

六951 い旗がひらひらしてみる︒みかたはと思っ

は︑ぼくらの乗ってみる船を呼びました︒

原が︑ひろがってゐます︒﹂といふ説明

七115 のやうな袋のついてみる︑茶色な海藻を二

七112 おわんの中に浮いてみるわかめかと思ひま

︑少し深いところにるることがわかりまし
六梱3

六柵2

い旗も︑まだ立ってみる︒﹁今のうちだ︒﹂

六953

六国6く風にひるがへってゐました︒二十四東
六梱4

から次へとかかってゐました︒橋の下をく

ものやうな形をしてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

六梱7園

に︑松の木が茂ってみて︑白いやぐらが二
︑いっぱいに咲いてみるところがあらはれ

︑子どももまじってゐました︒あの子ども

七125園

七124園

は︑何だか知ってゐますか︒﹂とおたつ

しろいことをしてゐますね︒その海藻は

七109

六991 めがけて弓を引いてみるところへ︑道石も

六瀧9

六986 人はないと思はれてるました︒ある時︑

六982 天神様にまつられてるる菅原道眞といふか

七106 ながら︑子牛がねてみるやうな岩の方へ二

六鵬2圃圖 だ︒梅が咲いてみる︒﹂と︑勇さんが

六戸2
六価5

茶色な海藻を持ってるました︒﹁︿略﹀︒﹂と

色心8

小鳥の鳴く聲がしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と

三夕8 笑ったやうに咲いてゐます︒﹁まあ︑きれ

六柵6 っぽいにさしこんでゐます︒見ると︑まん

七116

六柳5 に︑こい紅をさしてゐます︒ほんたうに︑

べに

六柳9 うに︑つやつやしてゐます︒すみせんの花

七133 の間を上手に泳いでゐました︒べらといふ
やまと
七1310 海の水でかくされてるました︒三 日本

ました︒風が吹いてみるらしく︑さくらの

七156 かひがひしく働いてゐました︒酒もりが二

さくらの枝がゆれてゐます︒花と花との間

七162 さしくお給仕をしてみた少女は︑すっくと

六価9

んの菊の鉢が並んでゐます︒目のさめるや

ん幕が︑風にゆれてゐました︒たくさんの

六気1
六鵬7

六鵬6

花が︑美しく咲いてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

︑また給をかいてみるのか︒いくらいっ

が︑勢よくあがってゐます︒その後に︑り

七201

七166

りました︒この國にみたわる者のかしらは

ふところにかくしてみた劒を抜いて︑たけ

六佃8

六柵7圏剛

六㎜2 ひなぎくも︑咲いてゐます︒きうりの芽生

六相4 ぶるぶる︑ふるへてみた雪舟は︑大きな柱

六衙1

一通り

六田7 られて︑じっとしてみる間に︑雪舟は︑い

七202 を聞き傳へて知ってゐましたので︑

六麗3囹 んなにしかられてるようなどとは︑おと

六餅7

六七5 ﹂大きな木が立ってみて︑その根もとに︑
さる
が︑たくさん泳いでゐました︒猿が︑上手

六皿6 こんなことを考へてるると︑雪舟は︑何だ

141
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七212 こんで待ちかまへてみたわる者どもは︑一
七244は︑その時外へ出てみた父を呼びに行きま
七251て︑道ばたに倒れてゐました︒それでも父
七275れて︑うとうとしてるた徳坤が︑夜明近く
七276 ︒さうして︑そばにるた父に︑﹁︿略﹀︒﹂と
七283ぶって︑何か考へてるるやうでしたが︑や
七288ふ聲は︑同じ病室にみる人たちの心に︑し
七325ちらこちらに見えてゐました︒その中に︑
七326といふ病院が立ってるました︒せやく院に
七328をいただいたりしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と
て藥をいただいてみるおかげで︑たいそ
七331園
氣で︑長い間寝てゐましたが︑このごろ
七334園
七347藥の湯が︑あふれでるました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
七351園にしていただいてるれば︑皇后様におせ
七389 ︑水がたたへられてるます︒蛙のすみかが
七392うに︑聲をひそめてゐますが︑夕方から夜
七411 ︑木のくつをはいてゐられました︒﹁氣を
七475が美しくかがやいてみた︒笛の音は︑古川く
七479には涙さへ浮かべてみた︒やがて曲は終つ
七521して︑荷物を積んでゐます︒みなさんとい
七527が︑いつぼい並んでゐます︒みなさんのお
七528や︑おかあさんも︑ゐられるはずです︒あ
七531の人や︑積荷をしてみた人たちは︑これを
ケチや帽子を振ってゐます︒さあ︑みなさ
七5310
七5410︑みんな合圖をしてゐます︒ごらんなさい

七551赤い日がさを振ってみるではありませんか
七557ざうか︑こしらへてみるのが見えるでせう
七559には︑ずるぶん船がゐますね︒何ざうある
七588番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切りこ
七604た︒ふみとどまってみたのは︑みんなわら
七614 一つをもてあましてみると︑方々で︑官軍
七625に手下の者を配ってみた︒宮は︑どうして

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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しらうよしてる

四郎義光といふ人がみた︒このへんの敵の

七996

七938

があわてふためいてみる中を︑七十七歳の

が︑垂の上で笑ってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と

旗竿の先を見あげてみる︒勇﹁ずるぶん︑

さんの三人が集ってみる︒三人とも︑旗竿

七脳7 たり動かしたりしてゐましたが︑やがてそ

七鵬10

七皿7

と空中にただよってみるのは︑ほんたうに

二階の窓から見てみると︑大きなくもが

七梱2 元帥は︑家に残ってみた人々を指閉しなが

七㎜3 ころに火災が起ってるた︒捲るとすぐ︑元

︑ここで何をしてみるのですか︒﹂春枝﹁

七価3 と︑今までたるんでみた糸が︑だんだんま
七塒5

七価10りっぱな網ができてゐました︒二十二夕

︑とけた物が動いてみるやうに見えます︒

んなに短くなってみる︒ぼくのせいの高

尺を張って見つめてみる︒まもなく︑豆粥

前に︑みんな集ってみる︒勇﹁正男くん︑

七竈6 日︑高砂族といってみる島の人が︑未開の

島柵6 のものともきまってゐませんでした︒今日

七三7囲︑せいのびをしてみる︒どこまでも

ぼうえき

出して︑貿易をしてゐました︒したがって

青

日まはりが咲いてみる︒くろぐうと︑茂

七m7 ︑未開の生活をしてみるだけでありました

七三8 と夕空に浮き出してゐます︒日は︑ぐんぐ

幽しい日を送ってゐます︒朝︑起床ラッ

七棚4 支那へ渡ったりしてゐました︒垂湾に住ん

七去10

たかさご

︑行儀よく並んでゐます︒帯側には寝毫

七柑8

から南支那へ通ってゐました︒ところで︑

七曲4 した︒毫湾に住んでみる日本人も︑たくさ

日の干るのを待ってるます︒天氣のよい夏

初は︑淺いところにるますが︑年を取るに

配備5

七箭1

ノイツは︑だまってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂ノ

七価10

か老人の者がそばにるました︒彌兵衛は︑

七脳7 いふかけ合ひをしてみる間に︑むなしく月

のへんに︑海賊はみないはずだ︒﹂とし

七桝3 海上に海賊の一業がみて︑彌兵衛も︑これ

などはたいてい寝てゐますが︑それでも油
︑じっと動かないでるますが︑やがて起き

七帽6 うすを見て︑そばにるたオランダ人たちが

七M5園

しわくちゃになってみた羽が︑みるみる延

七柵1 きました︒その室にみたオランダ人が︑逃

きな入道雲が笑ってゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

の山本くんがとんでゐました︒からだをぴ
︑かんかんと照ってゐます︒青い波はきら

八66 ︑たくさんまじってゐます︒もう大きさだ

八65 その中には︑親燕もゐますが︑今年生まれ

八64

七島10

ぐらゐ並んで止ってみるのを︑よく見かけ

でたびたび没託してみた荷物や︑武器・船

八65 も︑ずらりと並んでみることがあります︒
う水の中へもぐってゐました︒水の上へ顔

つうやく
イツは城外の別館にゐましたが︑通課や︑

から二三週間生きてゐます︒満六年といふ
︑土の中にもぐつてみる蝉があるといふこ

︑汁を吸って生きてゐます︒それにしても

は︑土の中に住んでゐます︒前足が丈夫で
︑その中にはいってゐます︒油蝉の子の口

い︒手紙を書いてみる間に︑いつのまに

すやすやと眠ってみると︑夜中に︑﹁︿略

りちぢんだりしてみる間に︑ぼくのせい

ずっと長くのびてみたのに︑今見ると︑

見ながら考へこんでみる︒正男﹁けさは︑

の高さを︑あててみるのです︒﹂花子さ

御旗を︑おし立ててみる者がある︒義光は
︑何か聲高く話してみるのに出あった︒義

687918975278526104743673212199618
里言国團圃
囹官話 囹高

八1010って來るといはれてゐます︒つまり︑今年

八71 ︑大勢の燕が並んでみるのを見ると︑何か
八72 しら︑相談でもしてみるやうに見えます︒
八73 ︑なごりを惜しんでみるのかも知れません
八75 ことを︑話し合ってみるのかも知れません
八84な金属の板がついてゐました︒それによる
八94 れた子燕がたくさんゐます︒また︑時にあ
八121さを︑思ひ浮かべてみるでせう︒青々と植
八122田を︑思ひ浮かべてみるでせう︒何よりも
八125のを︑待ちこがれてゐます︒ちらりと燕の
八136さんはそれを知ってゐますか︒私たちのた
八138 ﹁ばせう﹂といってみるものに︑よく似た
八162 一本だいじにされてゐます︒まはりの草を
八183 つもバナナを積んでゐます︒青いバナナは
だいれん
八189 みんなを喜ばしてゐます︒四 大連から
八193国
毎日淫しく暮してゐます︒きのふは︑明
八211團ちが︑よく遊んでゐます︒今はちやうど
ちんれつ
八212国くさん陳列されてゐます︒それから︑ア
ちゅうれいたふ
八218團 ︑忠塞塔が立ってるます︒高いところ
八218團ところにそびえてみるので︑町からよく
八228国ろな民族が集ってみて︑みんな黒しく働
八229團んな樂しく働いてゐます︒これらの人た
八2210国
おぼえようとしてゐます︒たとへ︑これ

八231国ことばがちがってみても︑やがて日本語
八235国て︑そばで遊んでみた満人の子どもにた
八247国
南へ南へと飛んでゐます︒日本へ行くの
賊352ありません︒ 困ってみるところへ︑御殿に
八353ろへ︑御殿に仕へてるる萬壽がよからうと

八384だ身はなさず持ってるた刀を︑見つけられ

が押し込められてゐます︒﹂と答へまし

く︑あたりを眺めてゐますと︑小さな門が

のかと︑力を落してゐました︒ある日のこ

いかと︑氣をつけてゐましたが︑十日たつ

八675

八672

八671

も︑赤い血がついてみた︒弱りきったこの

うどその時︑附近にみたわが兵が︑これを

しばらく飛び績けてるたが︑とうとうたま

回664 をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑たか

は︑母をなぐさめてゐました︒さうして︑

の戸は細めにあいてるました︒うばを門の

八703圃

八701圏

八686圏

水は底まで澄んでみた︒今は枯草︑川土

とんぼが

れの花が

飛んでみた︒さやさやさやと

咲いてみた︒ゆらりゆらゆ

べりぶりに見とれてみると︑先生たちは︑

うなかつかうをしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂といは

八832

八818で︑空中滑走をしてみるやうだ︒ふもとへ

野805 傾斜が︑長く誘いてみる︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀
くわつそう

いだ︒話などをしてみるものは一人もみな

は︑青い空に飛んでみる眞白なグライダー

てるるものは一人もみない︒私は︑四号に

はるジャンプをしてみる︒﹁︿略V︒﹂と︑だ

なあ︒﹂といふ者もみた︒すると︑先生は

八901水の都ともいはれてみるのです︒大阪の港

八898西の大阪湾に注いでゐます︒その川水は︑

八893黒い煙を吐き出してみるのです︒大阪は︑

づこ︑杉野はみずや︒﹂船内くまな

八838

あげた︒少しぬれてみるけれども︑できあ

八913通したやうになってゐます︒中之島や︑そ

八872図闘園

北の風が少し吹いてみた︒ほんたうによい
︑見るまに︑飛んでみる敷は少くなって︑

八939きりと大空に現してゐます︒仁徳天皇をお

折ってしまった者もみたやうだ︒私は︑ち

並んで行くのを見てみると︑胸がわくわく

自分ながら見とれてみると︑先生が來られ

萎湯をついであげてゐます︒ほこりと汗で

八953 ︑地下鐵道も通じてゐますが︑川や堀に︑
りに︑首をうづめてるました︒中には︑た
︑たき火にあたってみる人もありました︒
︑私たちは舞観してゐましたが︑どこで大
どこで大砲を撃ってるるのか︑わかりませ
︑今は外たうを着てみる者は︑一人もあり
いつのまにか消えてゐました︒三
もう兵隊さんは來てるて︑兵器の手入れを
靴をみがいたりしてゐました︒お湯からあ
︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる兵隊さん︑そのぞ

︑﹁自分の行ってみたころとは︑すつか
小さ
い目で空を見あげてみた︒職の眞最中に︑

いつまでも見送ってゐました︒十二

こりの一つになってゐます︒昔︑仁徳天皇
︑どろどろにとけてゐます︒その鐵を︑大

八956郊外電車の嚢達してみることも飛
︑行場の

かうぐわい

八954千といふ船が通ってみるのは︑大阪でなく

にんとく

八901やうに︑組み合ってゐます︒それで︑大阪

うすい氷さへ張ってゐます︒舞観に來た人

．．．

輪をゑがいて飛んでみたが︑すぐ方向を見
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八
八
八

95

鐵の棒の先についてみる︑するどい刃物が

がら︑熱心に働いてゐます︒外側がきれい

の︑若い職工さんもみて︑油をさしたり︑

くて︑ざらざらしてみる表面が︑しだいに

ます︒黒々と光ってみた油の表面からは︑

てみる間に︑動いてみた鐵の火柱が︑静か

ます︒おやと思ってみる間に︑動いてみた

じっとがまんをしてみるのです︒やがて︑

まりを手玉に取ってみるのです︒かうして

86118237
10
2
6

八378娘が︑頼朝に仕へてるました︒この娘は︑
八382木曾の家に傳はつてみた︑大切な刀を送つ

園、
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．

．

八八八
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八3810
姫で︑木曾に住んでゐましたが︑風のたよ
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八皿3 を︑じっと見つめてゐます︒かうした仕事
八皿9 う︑うす暗くなってゐました︒ちやうど黒
＞︒﹂しばらく考へてるたガリレオは︑やが

八価10 静かに左右へ動いてゐます︒それは︑つい
八鵬7

八㎜4 うみがめ﹂が泳いでみるのには︑ちよつと
八柵6 に︑いくつか並んでみるガラスの箱でした

八柵7︑どの箱にも注いでゐます︒さうして︑赤

色やえび茶色をしてみるのは︑﹁いそばな﹂

ない︒みんな海にみる動物だよ︒﹂と︑

八佃9 ︑その中にはいってゐました︒ぼくは思は
八㎜10

八㎜4囹

乱用2 ︑むらがって咲いてみるやうなのは︑﹁い

八相4．した︒﹁くらげ﹂もみました︒すきとほつ
八川6 ら︑腕が雄蕊も出てゐます︒ときどき︑か
八皿2 ﹁いわし﹂が泳いでゐました︒二千匹はゐ
八麗3 ゐました︒二千匹はみるだらうと︑にいさ

八 7園 へ向かって泳いでゐますね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
八麗9園 ︒外側をまはってみるものも︑内側をま
八備1囹 ︑内側をまはってみるものも︑そろって
八柵1園 つて同時に進んでみるだらう︒つまり︑
八景2囹 ︑大急ぎで進んでみる︑内側のものは︑
戦備3園 ︑ゆっくり動いてみる︒それで︑ちやう
八佃6 のが︑順順に並んでみて︑そのガラス越し
八佃6 に︑いろいろの魚のみるのが見られました
八備7 れました︒﹁鯛﹂もみました︒﹁あぢ﹂も

八佃−o

ん咲きさうになってみた︒それを折って縛

︑いつもとは違ってみるやうに思はれた︒

うに︑絶えず動いてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

入った道具がついてゐますが︑その上のと

いふ︑大きなかにがゐました︒左右の足を

九232国 うに雨水を浴びてみる︒スコールの通り

九229国 この手紙を書いてみると︑あたりが急に

九218団 略﹀︒﹂と︑そばにるた戦友が︑おまへの
る
九223團 やましさうに見てみた︒おとうさんの留

九214団 物をせいとんしてみると︑背嚢からおま

九212團 みるのだと思ってみる︒ひげをそったあ

︑かうして立ってるるのです︒冬がすん

ム園の中にかくれてみた住民たちも︑安心

九261團をひろげて待ってるる︒家のお手傳ひを

九256團 に協力してくれてみる︒日本語が習ひた

だれ一人かかつてみない︒住民たちも︑

はいなう

しやって︑みんなのみるのをごらんになつ

九253国 生も行きとどいてみるから︑おまへたち

したやうに飛んでゐます︒この大空のは

九268

︒萬歳︒﹂といってみるのが︑兵隊さんた

九254国

夜︑みんなが集ってみる時︑一郎さんが︑

と︑にらみ渡してみるのです︒今にも︑

九277

︑かうして立ってるる私たちなのです︒

が何十機︒飛んでみる高さは︑方向は︒

九279囹

︑いつも聞かされてゐました︒さうして︑

土地の學校へ通ってみるかたはら︑母親か

︒﹁あ︑日本人がみる︒﹂﹁日本の女の世
冬中おせわになってみただんろや︑ペチカ

九292

話289

眞を辞むことにしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と

一

えんが空をよごしてゐました︒それが︑

九294

を求めました︒娘のみるのを見て︑巡査は

間︑閉ぢ込められてみた人たちにとっては
︑いつまでも聞いてゐます︒やなぎの木が

九302

︑いろいろ考へてるたのですが︑とうと

歌ををそはりてみる

洲の春が深くなってゐます︒目録

九375三斜
だのぶなが

九391囹

お

どから伐り出されてみたが︑織田信長が︑

鯨年の歴史を重ねてみる︒あらたに御殿舎

うな梢をいただいてみるのが見られる︒十

がうしく立てられてみる︒大麻を振って祭

たすら今日を待ってるた奉仕着たちは︑目

典の始るのを待ってるる︒午前十時︑最初

に南面して作られてみる︒木の間からもれ
やま
き
︑うづめつくされてみみる
︒深山れ
のい塞
氣に打

い柱のやうに立ってるる中立神宮戸冠の朝

を奉ることになってみる︒神宮の御殿舎は

九396ける相手が目の前にみる時は︑ことばを口
九397口に出して︑思ってみることを傳へますが
九397傳へますが︑離れてみて直接話ができない
九407おかげをかうむつてるるのです︒自分の思
九408です︒自分の思ってみることを︑話したり
九414 へたり感じたりしてみることを︑ことばで
九415が︑心の中で思ってみた時よりも︑はっき
九421囹よく︑﹁わかってみるから︑話さなくて
九423い人です︒わかってみると思ったことでも
九428から︑それは聞いてみる人の心にだけ残り
九2010国
さんの心に通ってみるのだ︒おとうさん

九4410が︑昔から傳はつてみるだいじな私たちの

九431 ︑時代がへだたってみても︑ちゃんと心持

九4210
ちに︑場所が違ってみても︑時代がへだた

九212團よに︑画面をしてみるのだと思ってみる

九195国うとひげが延びてみる︒職闘が一段落つ
九198国むちゆうになってみる︒しゃりしゃりと
九203團らがからみついてるる密林を︑へとへと

八備3 から見ても︑どこにるるのか見當がつきま
八備5 ながら︑外を眺めてゐます︒﹁たこ﹂は︑

あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかなか氣の
︑砂の中にもぐつてみるやうすです︒その

いっても堂々としてゐます︒五六十センチ

八m7 ました︒﹁あぢ﹂もみました︒﹁かれひ﹂﹁
八m8聞く魚が︑たくさんゐました︒﹁鯛﹂は︑
八⁝⁝6

6363183285996413484594109728
圃圏圃圃圃

八備9 で︑あの頭といってみる部分が實は胴で︑

八幡1

九九九九九九九九九九八八八八八八八八八八八八八八八八八
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さうに右往左往してみる︒荷作り場では︑

いくつも横たはってるるのは︑めづらしい

の星をきらめかしてみる︒その間にまじつ

でぴちぴちとはねてみたやうな︑六七十セ

ぴんと左右に張ってみる︒このまぐろや︑

な海の上をおほうてるたもやも消えてなく

面から立ちのぼってみた白いもやが︑薄れ

圖に︑今まで眠ってみた港の船が︑急に目

るやうに取り團んでみる裏の山々にこだま

とで融く音をたててみる︒あたりはまだほ

九898

九879

九878

九876

九867

九8410

九849

九847

九828

九827

なかつかうになってゐます︒この七つの星

︑ただぼんやり見てみるだけでは︑いった

り︑位置もきまってみるのですが︑ただぼ

に美しくかがやいてゐます︒ちよつと見た

た北斗といっしよにるるのも︑あといく日

なりました︒ぼくのみない時は︑いつでも

ぼくのそばで遊んでゐます︒いつのころか

さうに遊びまはってゐました︒放牧に出し

子馬がたくさん來てるて︑母馬の草をたべ

九備8園 きな手袋をはめてみては︑しめられませ

九備4園ただ一心にやってゐますので︑苦しいと

九備10園

九価5園 調子に氣をつけてみたり︑燃料や︑電力

九柵3囹

九桝5囹 こんな心配をしてみる時に︑無事錦って

九861園歳ごまもたくさんみるが︑北斗ほどみご 九餌4囹 の身の上を案じてゐます︒こんな心配を

九856

︑下からじっと見てゐますと︑やがてその

九二10園 んかするのと似てゐますね︒﹂をぢ﹁さう

九㎜2園

九二9園 たいへん感激してみるのですが︑それに

九㎜5園 行機の整備をしてゐられるをぢさんに來

つとおとなしくしてゐます︒物に驚いてか

んの計器が並んでゐます︒これらの計器

上勤務をする人もゐます︒﹂正男﹁機上で

九M2園 あらしにあってはみないだらうか︑うま

立証2園 空をかけめぐってゐます︒あらしにあっ

知りたいと思ってみたのです︒をぢさん

ののやうに活動してみた魚市場も︑ひつそ

九911

いつでも青と遊んでみるやうでした︒九月

こちらにもやひしてみる漁船からは︑朝げ

をかくことにしてゐます︒﹂春枝﹁いくつ

港のやみに包まれてるた軍艦の牡大な姿が

九柵5園

九916

九重7園 ころで修理をしてみると︑まるで汗と油

九927

のまにか涙で光ってみた︒甚次郎は︑この

見れば︑母もそこにるた︒床の間には︑す

圓をゑがいて動いてみるのだといふことが

兵が遠くを見張ってみる︒舷門には︑銃を

これははっきりしてゐますから︑だれでも

はわれわれの住んでみる地球がまはるから

があたりを警戒してみる︒千何百人の乗員

九941

ちはかたく信じてゐます︒﹂勇﹁よくわか

らかな眠りを分けてみるのであらう︒艦内

九梱2園

どうかと空を眺めてみる︒やがて午前五時

だいぜん

ろ毛利軍に志まれてるた︒鹿介は︑戦って
だい
敵方にも知れ渡ってみた︒敵方に︑品川大

大膳といふ荒武者がみた︒かれは︑鹿野を
︑城外を見まはってみた︒川をへだてた封

ごとく引きしぼってみる弓のつるを︑ふつ

ひに呼吸をはかってみたが︑やがて狼介は

まった短刀が光ってみる︒狼介の大きなか
てふ

とにぐったりとしてみた︒﹁︿略V︒﹂鹿介の

蝶のやうに浮かれてみた︒そのうちに︑尼
九餌5圏

うやら熱氣を吐いてみる︒二階へあがって

はだれも畳悟をしてみるが︑八月もなかば

さうに船が動いてみる︒﹁︿略﹀︒﹂

九鵬−〇

九髄7 りじりと照りつけてみる︒川端の石に腰掛

んのよい小僧さんがみた︒さうして︑それ
︑今まで敵についてみた曹臣が︑昏々と勝

九章3

かに中天にかかってみる︒その時ふと耳に

九佃2圏國海の底を走ってみるのね︒﹂

は︸心に木をひいてみる︒十三

九価9

九塀9 もいういうと流れてみる11月ごとに︑あ

九捌−〇

きりになめてやってゐました︒父もあとか

九鵬2

ぼくの旧

︑しばらくだまってゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂

せてちう返りをしてみた︒突然︑後から切
︑乳を吸ってばかりゐます︒そのかはいい

やうな腰皮をさげてみる︒面皮の上に腰を

山の奥の方へ如いてみる︒そりの形をした

煙の出口をふさいでみる︒これだ︑これが

くて︑うまく焼けてみない︒火のまはりが

三十何年炭を焼いてみても︑かまから取り

かまがいらいらしてるるなと感じた︒どつ

しりとつめ込まれてみるのだ︒ちいさんが

のほが立ちのぼってみる︒壁にくり抜かれ

︒かまが病氣をしてみるなIlと︑ちいさ

梢に︑煙がなびいてみる︒炭焼がまから立
︑白い煙がまじってみる︒どうもをかしい

九943 美しくまき散らしてみるのが見られます︒
九慨8
九949 い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめた 九悩7
九959 かんだ︒風は吹いてみないが︑波が︑目の 九伽5
九963 つた︒薄青く見えてみた海の水が︑いつの 九伽7
九977 でからだを浮かしてみてくれた海が︑いく 九伽8
九986 んとそろって進んでみた列が︑だんだん三 九撚1
九992 ない︒並んで泳いでみた小島くんも︑だん 九衡7
九9910 水の中で︑もがいてみるやうである︒顔を 九伽7
九㎜2 ころで手招きをしてみるやうだ︒手足が︑
九伽4
九糊10 上に︑大きく立ってるるのが見えた︒もう
九旧5
九剛5 面に影を投げかけてみる︒その向かふに︑
九㎜8
九梱1

782937371584974698637548757311047
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にして︑またたいてみる︒井戸端のうるし

水兵が甲板に倒れてみる姿が︑はっきり見
＋6910

十331父がかますを織ってみる︒ズ略﹀︒﹂﹁︿略﹀
九踊4 が出爽の用意をしてみる︒ほかの班のもの
十337手にきぬたを打ってるる︒又略﹀︒﹂母が棒
九矯5 は︑まだ床についてみる︒ぼくが︑農耕班
十353代る代る観測をしてみる︒長さ一メートル
九鵬2 の畠が︑青々としてみる︒ゑんどうが大き
きやく
十355 ︑三脚の上にのってみる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
九鵠3 つて︑つるを延してみる︒このころになる
十364こしながらだまってみた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正
九星7 おいしさうにたべてみる︒朝日の光をうけ
さうげん
十387 ロもあるといはれてゐます︒かうした火山
半川11 の顔が︑赤くなってみる︒三 草原のオボ
十415な大空に突つ立ってるるとしたら︑どんな
九別4 ︑もう儀式は終ってみる︒式後︑神に供へ
十426れないものになってゐます︒ごらんなさい
九別5 後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひつ
よきょう
十428そこで天人が舞ってみるなどは︑實に美し
九別8 きないことになってみる︒鯨興として︑
十487圃木の梢をつついてみた隣りのをぢさんは
十99 を讃みながら泣いてみた︒ふと︑通りかか
のをぢさんは︑今みない︒からたちの垣
十1010 大尉の顔を見つめてみたが︑﹁︿略﹀︒﹂とい 十488圃
て︑戦地へ行ってみるをぢさんを思ひな
十1310園 に報いよといってゐられるが︑まだその 十501圃
十142園 一同残念に思ってみる︒しかし︑これも 十508圃つて箸を動かしてみる︒そろって健康に
十148 ︑頭をさげて聞いてみたが︑やがて手をあ 十532大波のやうにゆれてみた︒勇ましいやうな
十543囹︑畳悟がきまってみたはずです︒﹂
十219 刻もぐつぐつしてはみられない︒﹁よし︒﹂
十224 れるばかりになってみる︑たくさんの稻束 十545て教室にさし込んでみた︒四時間めに︑み
十231 ま︑沖の方を眺めてみた︒日はすでに没し 十563略﹀︒﹂と仰せられてみる︒私は︑神武天皇
十568わざに︑はせ参じてみるのである︒勇まし
十238 高運から見おろしてみる五兵衛の目には︑
十246 來た人々は︑もえてみる稻むらと五兵衛の 十571大きな時代に生きてみるのである︒私は︑
十573で三吟に聞き入ってみた︒﹁︿略V︒﹂といふ
十264 あきれて見おろしてみた︒稻むらの火は︑
十274 日は西へ傾きかけてみる︒もろこしの葉を 十585きりに作職をねってみる︒シンガポール軍
ていどう
はぎ
十277 一郎と慶雲が遊んでみる︒貞童が︑萩のは 十585シンガポール軍港にみる英國東洋艦隊旗艦
十603 スコールがあばれてみる︒めざす上鮎に來
十292 が村中にただよってみる︒その煙の中に︑
十293 ︒まだ西日を受けてみる屋根に︑干してあ 十615 ︑ぎらぎらと光ってみる︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀
十618なざしがかういってみる︒死といふものが
十644逐艦三隻が先行してみるではないか︒戦艦

九川7 い︒母も何かいってみるやうだが︑こちら

十303

が︑ぬうっと立ってるる︒ぽこん︑ぽこん

十701右手で顔をおほってみる兵もあった︒大き
十712らみの速力で走ってみた︒船長は︑ぐっと

ると︑﹁何を見てみるの︒﹂と︑後から

︑給佳をして働いてみた︒﹁︿略﹀︒﹂

略﹀︒﹂といひつけてるた︒北の方では︑二

て︑こちらを眺めてみる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑マ

ゆ

り

大地を開く

九㎜5 なった︒あこがれてみた大陸に︑第一日を

九㎜12 半月がさえかへってみた︒二

九㎜11 つしりとにぎられてるた︒眞冬のやうに寒

九㎜5 まにか町へはいってみた︒さうして︑時間

九㎜12 木の上に星が光ってみる︒﹁あじあ﹂のし

九㎜11 ぼくの顔を見幸えてみて︑にこにこしなが

九㎜10 燈が明かるくついてみる︒ロシヤ少女の給

九㎜8 びいた︒それを見てみたら︑母を思ひ出し

重美4

九川3 洲國旗がひらめいてみる︒そばで︑工人た

九㎜12園 ︑かけっこをしてみる︒﹂と︑元氣よく

九㎜1 行ったり來たりしてみる︒ここで︑兵隊さ
こうしゅ
九㎜10園 そこの岡を知ってみるかね︒あれは公主

九㎜1 さうに荷物を運んでみる︒騨前には︑馬車

九踊1 山の峯が白くなってみる︒何だか空がくも

九型11

上奏7囹 も雪の日も待ってるたが︑とうとう山の

九㎜12

九㎜8 ヤ婦人が本を重んでるる︒熊岳城に近づ

ゆうがくじゃう

九㎜2園 ささぎの巣を見てみるのさ︒﹂しかし︑﹁

九㎜12園

九㎜11 ︒ぼくがそれを見てみると︑﹁何を見てゐ

す
九㎜10 巣をいくつも掛けてみる︒ぼくがそれを十

九㎜1 つてみたいと思ってみたこの汽車に乗れて

九㎜1一 ボンをはいたりしてみると︑思はず頭を柱

十311

火が︑心細くゆれてみる︒おちいさんが︑

十713 ︑ぐっと左へ傾いてみる︒そのすぐあとか

がん
を︑雁の群が渡ってみる︒﹁︿略﹀︒し

一郎と

じっととんぼを見てみる︒市場与りの朝鮮

九鋤3 つて︑粉雪が降ってみる︒旗竿に高く國旗

十318

十312

が︑あのけやきにるた︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ようとして話をしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

な赤い夕日を受けてみる︒一郎と六欲は︑

九矧5 ︑風に大きくゆれてみる︒かうした光景は
しか
九η12 のは︑北満に住んでみる鹿の一種である︒

十3110

十301

九千7 ︒枯草におほはれてみた野原に︑青い草の

十322園

十296

九脳8 らさきの花が咲いてみる︒百合のつぼみの

すでに火災を起してみたが︑砲火はほとん
＋6810

十661面にしぶきを立ててみる︒まことに死の干

野川9 も︑うぶ毛が生えてみる︒青いものはまつ

いる一いる
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ると︑司令は泣いてみた︒大任を果したわ

︑きらきらと光ってみた︒七

図佃4

十帽9

船価10

いうな音が行はれてるたのが︑自然わが國

十川2 やうですが︑だれもみるのではありません

十柵7 は︑ますます荒れてみるやうです︒よろめ

右側7 がって︑白衣を着てゐました︒内地に着き

十川4 は︑病室で苦しんでみる患者の顔が浮かん

おもしろみを出してみるのです︒漢字を音
る︒﹁何をつめてみるのですか︒﹂﹁︿略

十㎜9

十㎜2

じつたごみを取ってみる︒天略﹀︒﹂主人の

塗ってみる人たちがみた︒この人たちは︑

つて塗り物を塗ってみる人たちがみた︒こ

︑職人の手が動いてみる︒その手は︑盆を

十⁝⁝⁝8囚団

影備9 には︑女も子どももみる︒このまま︑じつ

十備8 を共にするといってみるとはいへ︑この水

十柵7 城下にたてこもってみる五千の生命をも二

十襯2 で︑病室へ向かってゐました︒二十

十冊5園

仕事を助けて働いてみたが︑ひまさへあれ

十伽9

十瑠10

ながら

字旗をひるがへしてみたからである︒前日
︒前日︑壁に残ってみる揮のあとを︑とも

影も形もなくなってみた︒この一民屋だけ

情が︑ほとばしってみるやうにさへ感じら

流れ出る綿布を見てみると︑あたかも豊田

十慨3

十捌7

十倒一

十欄9

十柵7

椅子に腰をおろしてみると︑機關の響きと

切るはさみを持ってるる兵士が一人︑むつ
い す
は︑よく寝静まつてゐます︒だまって椅子

︑銃劒だけが残ってみる︒兵士は︑もぐら

トーチカが築かれてみて︑あらしのやうに

︑七重に設けられてみる︒そこから五十メ

行く手をさへぎつてみる︒その後には︑と

要心1加へて來た︒泳いでみる兵士の鐵かぶとが

十描6 のそらで︑天を見てみるばかりである︒い

十獅2囹

十脳4 張は︑遠くを流れてみる川の音に︑耳をす

十㎜3

車掌8囹

十㎜2 こぼこに乾ききってみる︒黄色な土が︑す

十川7囹

ろを︑これに當ててるる︒愛路村に住んで

十㎜3 笛を合はせて吹いてみる︒張は︑しみじみ

十㎜12

る︒愛甲村に住んでみる青年は︑園路青年

十棚2 ︑夜は明けはなれてみた︒身を清め︑姿を

文字にかき切られてみた︒﹁︿略﹀︒﹂といつ

の記事で満たされてみたからである︒さき

十悩9

した︒毛布を脱いでみる人に︑そっと掛け

十㎜10

路少年隊を組織してみるのである︒千路少

十二5

十目6 めに︑城近く流れてみる足守川は︑長良川

あもり

まま︑じっとしてはみられないと思った︒

ひと

のことを調べ績けてるたのである︒﹁︿略﹀
︑父も︑だまってはみなかった︒ズ略﹀︒﹂

十梱3

で︑わくが回越してみる︒天略﹀︒﹂

の患者たちを待ってるる︒それまでの間︑

き物のやうに動いてみた︒かれは︑その精

十旧10囹

十鵬9

うな塗り物の並んでみるのを見ましたが︑

工程がくり返されてみる︒又略﹀︒﹂さて︑

十欄9

は︑もうじっとしてゐられなくなった︒せ

十伽1

︑かうしてつめてみるのです︒﹂

めて自分のめざしてみる織機を仕あげて︑
︑わが國で使はれてるた外國製の自動織機

十価6

た︒長い間篭城してみた將士たちに︑この
︑朝からよく晴れてみた︒十⁝時十分前に

下心4

る︒いびきをたててみる人︑歯ぎしりをし

十㎜11

くロり

ろうじゃう

い

では︑変刈をやってみた︒いくら汗が流れ

十篇4 雨に打たれて動いてみた︒いなご

V︒﹂﹁何をいってみる︒水さへ引けば︑

ども︑張はだまってみた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁ll﹂

子どもが︑うゑてるます︒﹂張は︑自分

きっと不信心者がみるんだ︒﹂﹁だれだ︒

い鞍を置いて乗ってみた︒その後に︑水色

十塒5

人︑歯ぎしりをしてみる人︑さうした人々

期㎜12

一民屋だけが残ってみたのは︑日本軍がこ

り︑片すみに生えてみたなつめの木に︑そ

十価6

い患者の氷が解けてみるので︑冷藏庫から

つけて静かに歩いてみるのですが︑そばへ
十燭10

す

のやうにしたはれてみた將軍・で︑その日も

十価7
農期2

れて一本足になってみるので︑なかなかく

十㎜1 十七歳までの少年がみて︑みんな元氣のよ

やう

なり︑持ち合はせてるた布を振って︑やつ

十㎜12

十㎜9 が︑鐵道のこはれてみるのを見つけた︒急

十川2 見張りを受け持ってるたが︑急病で寝込ん
十摺10

海原をけって進んでゐます︒強い潮風が一

十川9 た︒楊といふ少年がみた︒ある夜︑これも

ものでないと思ってゐましたが︑今度は︑
て胸をなでおろしてみないと︑つひ患者と

十川9 道線路がこはされてみるのを襲重し︑地だ

十搦6

するやうにもがいてみるのが︑患者の何で

をして脈に注意してゐましたが︑やがて呼

十田2

十㎜3

十拳8
ざっし

十M4 聞や︑雑誌を讃んでゐます︒時には綴り方

十935園んで地下に眠ってみることでせう︒﹂と︑
十938園かへって満足してゐられる︒閣下は︑實
十942園四頭の馬を飼ってゐます︒今日乗ってま
戦孚の時︑乗ってみた馬が揮でたふれ︑
十958園
十963園ちこちに散在してみるやうですが︑あれ

＋9110い
園いえ︑ 代ってはみません︒初めから終

十⁝⁝8

を集めて︑激甘してるたさなかであった︒

よく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑そ

︑どちらがすぐれてみるかを験すことにな

機ばかりいじってみて︑をかしなやつだ

細い竹べらでつめてみる︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

い波頭がかがやいてみた︒この波頭へ向け

541975710866874321786538210
園

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
一 一 一 一 一

と違った着物を着てみるわけでもなければ

︑演習をなさってみた︒今まで晴れてゐ

＋一4710んのお支度をしてみるところでした︒き

十一478駄が鳶足も並んでみて︑奥では︑がやが

ば︑ことばが攣ってみるわけでもない︒こ
十一1110

をお結びになってみたが︑あたりのさわ 十一485 こしながら眺めてゐます︒お座敷では︑

十一95ぼるやうにぬれてみた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑中

十一91

さうだと申してみるのでございます︒

聲でやって曲る者もみる︒まんぢゆう屋が

する︒それが︑見てみる人に．はかへってお

入れた荷をかついでみる︒前の荷の上に︑

十一386

十一384

十一383

十一376

うである︒そばにるた女の一人は︑﹁︿略

つたりして遊んでみる中に︑十ばかりで

人の女がすわってみる︒時々︑女の子た

はふつくらとしてみるが︑目もとはさも

かにお経を讃んでみる︒顔はふっくらと

やかに画し出してみるかがわかるでせう

りと張りつめてみた氷︑その下で︑眠

十一456

十一441

十一426

ゆうちゆう鳴いてゐます︒あの雀は︑の

ばあさんと呼んでみる︒お正月だから︑

ちよつと紫の君のみる部屋へ行ってみた

ながら目を伏せてみたが︑とうとううつ

りがたう︒私がみなくなっても︑さび

十一487んなどと話をしてゐます︒何だかさびし

十一484といって︑ほめてゐます︒おかあさんも

は村の墓地を通ってみた︒すると︑そこに
十一128園

十一810

た︒今まで晴れてみた空が急に暗くなつ

と︑そこにかくれてみたあやしい者が︑三

は︑ただ眠り転けてみるばかりであった︒

やみにとざされてるた︒その中を︑王の

住民たちが並んでみた︒王のお情に︑心

切なことになってみる︒特に︑わが國語

迎へあそばされてみた︒﹁︿略﹀︒﹂とおつ

へお進みになってみた︒午後八時ごろ︑

十一147

十一254

十一153

十一149

十一133

︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒それっきり︑少

の目のやうに通じてみる︒胡弓といふのは

べい

塀を立てめぐらしてみるので︑小路は︑お

が特別に獲達してみるから︑ことばつか

をならはしとしてみる︒さうして︑また

十一255

ひが重んじられてみる︒わが國語に︑敬

い土塀績きになってみる︒あまり道幅もな
︑ずっと延び出してみる︒いはば︑画工は

十一321

兄が史記を重んでるるのを︑そばでじつ

われは常に用ひてみることに二つくであ

十一323

ばでじっと聞いてみて︑兄より先に畳え

姉は︑仕事をしてゐます︒といふのが︑

十一352

ほめたたへられてるます︒次にかかげる

十一299

までも︑つながってみる感じである︒一見

十一352

十一259

るが︑ここに住んでみる子どもたちにとつ

十一372

だから︑車の動いてみる間︑絶え間なく﹁

十一401

十一388

風の通り道で遊んでみる︒遊ぶといっても
︑耳を傾けたりしてみるのである︒物音に

つるつるにそられてるるのである︒糸屋が

には石棒をにぎってみて︑時々︑毛抜きを

が美しい︒月が出てみれば︑出てみたで美

かはいくなってみたのに︒鳥にでも取

十一411園ない身になってみるのに︑あなたは雀

十一404園

が出てみれば︑出てみたで美しく︑星の夜

一つが︑かがやいてみる︒胡同に面した家

の門柱の聯を眺めてみる︒ただ美しいかざ

の下で︑眠ってみた黒龍江が︑ひとつ

十一471

やうな氣持で眺めてみる︒それが︑だんだ

かうして持ってるると︑永久に手を引

顔が︑私に集ってゐます︒先生が︑私に

のおばあさんがみなくなったら︑いつ

に手を引かれてみるやうです︒﹂と仰

十一475

49

高さに︑浮かんでゐます︒どこまでもこ

れがのどまで出てみるのですけれど︑と

した道標が立ってるる︒頂上まであと二

らしく花をつけてみた︒いつのまにか大

先生たちにいってみた︒それからも︑し

ずるぶんつかれてみた︒ここで辮當をた

うぐひすが鳴いてみる︒谷底から吹きあ

ほどそびえ立ってるるのが︑有明山であ
︒みんなは待ってるたやうに︑そこらへ

ありあけ

の根が横たはってるる︒﹁氣をつけろよ︒
︑下で遠く鳴ってみる︒つい向かふに︑

くらみ高く茂ってみた︒岩角が出︑木の

の谷間を照らしてみる︒ルックサック・

水の上にをどつてみる︒危ふげにかけ渡
ひのき
いただいて立ってるるのは︑檜である︒

てを忘れて立ってるた︒林の中を︑奥へ

中に︑たたずんでみるやうである︒一々

︑だまって眠ってみる︒山小屋の重い戸

の太陽はのぼってみない︒薄明の．天地の

ます︒雨雲に似てゐますが︑ところどこ
︑齪雲と呼ばれてゐます︒いちばん陰氣

ところに浮かんでゐます︒青空に︑薄黒

にむら雲といってゐますが︑西洋ではよ

龍のやうに績いてるる場合には︑雨の近

りゆう

つすらとかかってみるのは︑殊にさうし

はんてん

50

さばの斑貼に似てみるのでさば雲といひ
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おほひかぶさってみる︒陸軍士官學二上
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として口を動かしてみる︒耳を寄せて聞く
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と︑楊少年が倒れてみる︒さっそく病院へ
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147
いる
いる

に霧の中に薄れてみる︒ただ︑天地がい

うどころに咲いてみる︒どれもこれも︑

今を盛りと咲いてみるのを見た︒眞夏に

花から花へ飛んでみた︒行くにしたがつ

瀦々と入り齪れてるた︒お花畠は︑まる
︑ぼくらに叫んでみる︒やがてそこへ登

やうに突き立ってるる︒更に右へ右へと

に高瀬川の鳴ってみるのが︑かすかに聞

たかせ

ぼくらが今立ってるるところと向かふの

どはっきりとしてみた︒左は︑急な斜面

傳ひの道が導いてみた︒ややもするとく

も嚴然とそびえてみる︒あの絶頂へ登る

へ深く落ち込んでみる︒とうとう︑燕の

を熱心に見比べてみる︒見渡す限りは︑

すの泳ぎまはってみさうな場所をさがし
︑さけがかかってみるのだ︒力強くたぐ

らく耳を澄ましてみたが︑やがてピヤノ

なささうにいってみるのは︑若い女の聲

男が︑靴を縫ってみる︒そのそばにある

ノによりかかってみるのは︑妹であらう

って︑何をひいてみるか︑かれ自身にも

して感に打たれてみる︒ベートーベンの

さつき娘がひいてみた曲をまたひき始め

まってうなだれてみる︒しばらくして︑

なに遠く離れてみると︑うちのことが

きった空を眺めてみたが︑やがて指がピ

畠へ出て働いてみることが︑私をこん
おけいこをしてみるさうですね︒せん
かはいがられてるると臓ふと︑たいそ
の心がこもってみなければなりません

119

118

聲器の里馬をしてみた︒そのうち偶然に

でも高く澄んでゐます︒では︑おとう

い情がこもってみるのだと考へさせら

しい心を持ってるられるのかと︑ふと

何人も︑つけてゐました︒あの強い日

みる兵隊さんがゐました︒それも一人

菊の枝をつけてみる兵隊さんがゐまし

背負って歩いてゐました︒よく見ると

119

わどう

もとをりのりなが

や

ぎ

があちらこちらにるる︒眞青な空には︑

て静かに浮かんでみる︒野原には︑山羊

道は運河にそってみる︒運河には︑いろ

よくよみ出されてゐます︒私たちはこの

と魂をよく表してゐます︒本居宣長は︑

い波が打ち寄せてみるのが見えるといふ

喜びがみなぎってゐます︒昭和の聖代に

を感じるとよんでゐます︒その大きな︑

精神がとけ込んでみる︒われわれは今日

て今日に傳はつてみる︒それは︑要する

物の一つになってみる︒和銅五年正月二

まったまま笑ってみた︒兵隊さんは︑俳

は堅く禁じられてみるので︑窓から流れ

すぐ隣りの宿管にみた一人の兵隊さんが

周壁に︑待機してみた時のことであった

て︑かはいがってみる猫であった︒俳句

猫がうずくまってみる︒兵隊さんが︑ど

んなところに猫がみるはずはないと思つ

山の頂をにらんでみる︒このはりつめた

なることを避けてみる︒みかたの砲兵は

森林におほはれてみるので︑飛行機から

の音に耳を傾けてみた︒猫

119

が青々とそびえてみる︒ナチブ山の頂に

119

光を帯びて流れてみる︒自動車の運千手
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

羊の群がたくさんみる︒白い山羊もみれ

中央ジャワ

だと思はないではみられないが︑今目の
や し
︒だが︑想像してみたココ椰子の林も︑

ぼって實を取ってみることがある︒椰子

などを常食としてみる︒魚を取ることも

作ることになってみる︒この島の住民の

に立ちふさがってみる火山が︑白い煙を
︑白い煙を吐いてみたが︑時々この火山

珊瑚礁からできてみるせみか︑井戸をほ

さんごせう

て壁の代りにしてるるが︑これらはみん

山の中腹に並んでみる︒ラバウルは︑南

うな山脈が走ってみる︒ラバウルの町も

つとにらみつけてみるのだ︒この島の中

州の三里が住んでみた︒しかし今では︑

そうとく

短い腰巻を着けてみるばかりで︑いつも
︑はだしで暮してみる︒せいは日本人よ

なかの村を歩いてみるやうな静かさであ

で枝をさしのべてみる︒もぎ取ってロへ

きさの實の生ってみる木が︑早くたべて

こした顔を見せてみるし︑南洋りんごと

うにぶらさがってみる︒パイナップルも

が鈴なりになってみる畠の向かふには︑

すず

して飛びまはってみる︒黄色に熟したレ

の花が咲き齪れてるる︒空は紺青に澄

こんじやう

しい風習の残ってみるところだといふこ

も牛や羊や水牛がみる︒スチャンといふ

ひつじ

ばんに用ひられてるる︒四

ロンを腰に巻いてみる︒いはゆるジャワ

る︒これを追ってみるのは︑みんなジャ

みれば︑黒いのもみる︒まだらの山羊も
︒まだらの山羊もみる︒これを追ってみ

みる︒白い山羊もみれば︑黒いのもみる

610211033128421・112110543212116737555544

215

びうとひろがってみる草原が︑ふと変畠

あった︒耕されてみないこんな廣い原野

十一欝3はいちばん進んでみて︑勢力もある︒男

十一泌2

十一晒8

十一晒6

がたくさん住んでみる︒マライ人はいち

働いて家を守ってみる︒廊下にもみを干

がずらりと並んでみる︒どの家も同じ作
ぶた
る仕組みになってみる︒床下には︑豚や

十一一327

十二302園

十二265

十二254

十二242

るとはさまってみない︒といって手か

十一一2910園 るときまってはみない︒ほめられない

十二276

の全髄が説かれてみる︒さうして︑顔回

でその師を慕ってみたのであった︒三

の顔が陽虎に似てみたところがら︑里人

から深く信頼してみた︒その顔回が︑年

うに静かになってみた邦人の間から︑嚴

十一泌1一

十一．泌8

る︒それは︑見てみると自信に満ちた生

のまま持ち込んでみる︒團無力の強いか

マンデーと呼んでみる︒夕方小川などは

の日本人も住んでみる︒この地に住みつ

いて門口に立つ．てるるのを見ると︑ふと

十一一341 略﹀︒﹂ともいってみる︒孔子がよく顔回

十一一335園

十一一334囹

十一一332園

工夫をこらしてみる︒決してぼんやり

し退いて一人でみる時は︑師の教へに

︑ただだまってみるので︑何だかぼん

十一泌4

びんらうが生えてみるけれども︑ここが

十一欝4 のじゆばんを着てみる︒髪も束髪のやう
はつ
十一泌4 髪のやうに結ってみる︒マライ人の女た

な光がただよってみて︑空と海とが︑刻
︑以前セレベスにみた人が笑って教へて

の風景によく似てみる︒三 セレベスに

壁に止ったりしてみるのを見ると︑あの

十一別2

十一一342

そくはつ

には︑猛獣毒蛇がみないといふ︒だが︑

十一描6

は︑どんな動物がみるのか想像がつかな

十一別6

十二343

まうじうどくじゃ

もたげてすわってみたり︑大男の手のひ

飛びかふのを見てみると︑これが夏なの
し き
だ寒い風が吹いてみるであらうに︑四季

鑛石の中に眠ってみるのだ︒日本を守つ

の乗るのを待ってるる︒集合した鑛員は

か合はせに績いてるる美しい傾斜面と︑

十ニー48

十三二32

廃園ー24

十広田08

やうに突つ立ってるて︑眞書の日光が︑
のみ
︑石の上で働いてみる︒墾を持つ人︑そ

ちは︑だれも見てみない眞暗なところで

て︑坑内で働いてみる︒めいめい勝手な

︑この中に生きてみるのだ︒さう思ふと

十一一414

十一一406

葉集に多く見えてみる︒御代御代の天皇

十一一402 といふ歌をよんでみる︒﹁︿略﹀︒﹂といふ

十一一351

間に廣く歌はれてるる︒進行かば水つく

十一一347囹 て行かないではゐられない︒私が力の

くその師を知ってみた︒顔回は孔子をた

よく顔回を知ってみたやうに︑顔回もま

十一一336 ︿略﹀︒﹂といってみる︒また︑﹁︿略﹀︒﹂

しりと軒を並べてみる︒さうして︑この

十八ー07

地帯の間を走ってみる︒さうして︑赤字

十ニー51

み

︿略﹀︒﹂といってみる︒月回なればこそ

を禁じて保護してみたものである︒二

の心がみなぎってみる︒萬葉集の歌には

ひむがし

よって傳へられてるる︒東の野にかぎ

十二422

ば︑残月が傾いてみる︒東西の美しさを

のんびりと響いてみるが︑一半ごとに心

歌の道にすぐれてみたので︑後世歌聖と

十二ー56

十二431

があたりに漏ちてるる︒ここの住宅地に

十二433

心をこめて打ってるる音である︒一二ン

の努力がひそんでみる︒たとへば石を割

腕も︑黒々としてみる︒いかにも丈夫さ

十ニー57
はへ

十ニー72

緯一度半の熱帯にみることを忘れてしま
か

十ニー88

あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑鶴

むらやま

十二439

純な感情に生きてみたからである︒﹁萬

にお歌ひになってみる︒萬葉集の歌は︑

っぽい仕事をしてみるやうで︑決してさ

ちやに入り混ってみる石の面を見て︑そ

十一一472

十一一196

を石の中で暮してみる石工たちには︑心

十一一475

十ニー92
十ニー97

年もだきかかへてみる母のやうな山の心

十一一499
十二5310

十二525囹

人の腹のへってみることを考へてくれ
しか

の姿をした羅刹のみるのに氣がついた︒

ちらに飛び立ってるる︒大和は︑ほんた
十ニー99

ですか︒どこにるますか︒﹂と︑トラ

けが異様に光ってみる︒﹁日本人か︒﹂ト

んの入れ墨をしてみる︒主として転べに

つの特色となってみる︒大和には群山あ

などりを業としてみるが︑性質が荒つぼ

十二211

十二2110園校に監禁されてるます︒﹂といふ答へ

十二603

十二4610

する悪習が残ってみる︒陸ダイヤ族は︑

十二218囹

んだやうになってみた校舎の中から︑ど

工高に監禁されてるた約八千の邦人が︑

にうわ

で柔和な顔をしてみる︒かれらは︑二三

十二231

ふところは違ってみた︒﹁︿略﹀︒﹂

はその身に着けてみる鹿の皮を取って︑

十二235

ロリヒワ

しっき

つ集って生活してみる︒毒虫と濾氣から

どくむし

た床の上にできてみる︒言い竹張りの廊

のうかう

ンあたりに住んでみるのは︑入れ墨も少

込み︑農耕をしてみる︒クチンあたりに

あの不愉快な蚊もみなければ︑蝿もみな
はへ
るなければ︑蝿もみない︒焼けつくやう
し
も大部分を占めてみる︒ダイヤ族には︑

十二455

十二425

緑の中に貼在してみる︒サラワク特産の

りをただよはしてみる︒町を歩いてまつ
︑きちんと整ってみることであし
るゃ
︒ん
上

十二75

21121111976376641132110831016521111063114
215
216
216
216
216
21了
217
21了
21了
218
218
220
220
220
221
221
221
221
222
222
222
222
224
224
224
224
224
224

224

225

225

149
いる
いる

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二633圏 いお方と承ってみたのに︑將軍家のな
十二641園 はよくわかってみた︒自分とても︑か
すはう
十二655 いまでに切迫してみる︒周防の山口では
十二664 の中に待ち受けてみる怪漢があった︒﹁
十二671 にも聞多のさしてみた刀が防いだ︒うつ
十二6710 らくは氣を失ってみた聞多が︑ふと見ま

十二672 せなかへまはってみたのである︒それで

郎の袖にすがってみた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

十二701囹 はだれだ︒何人みたか︒﹂たつねられ
十二7010

十二711囹 お導者もここにるられる︒たとへ治療
十二715園 滴の血も残ってゐませぬぞ︒手當てを

潜望鏡をのぞいてみた艦長は︑敵船の行

の持ち場についてみた勇士たちは︑艦長

しが赤く描かれてみる︒﹁獲射止め︒﹂1

の上に横たはってるた︒顔から腕︑腕か

ほとんど失はれてるた︒かれは︑アメリ

悲しんで泣いてみるのではありません

さめざめと泣いてみた︒英語の少し話せ

み感じて泣いてみるのです︒かうした

のおかげで生きてみるのである︒月は死
︑ぐるぐる廻ってみる︒今︑かりにその

期として増減してみる︒太陽のやうな天

そっと顔を出してみる黒い土を見つけた

さな手にだかれてみた︒﹁︿略﹀︒﹂ふしぎ

う︑じっとしてはみられない︒私は︑そ

のび出ようとしてみる物の溌刺たる力を

はつらつ

たりを見まはしてみる妹に︑ほほ笑みな
土があらはに出てみる︒ずっと向かふに
せとせりを摘んでみる︒ぼくらを見てに

らくこちらを見てみた母が︑左手をあげ
が一面に芽ぐんでみる︒草の芽の間から
國語の力

みがへらうとしてるるのだ︒ぼくは︑も
とびが高く鳴いてみた︒二十

しい歌に歌はれてるることばこそ︑わが
の國歌に歌はれてるることばも︑またわ
して現在に及んでみる︒だから︑わが國
やうにならしめてみるのである︒もし國
の力があづかってみるといはなければな
いとさへいはれてみる︒國語を尊べ︒國
ひうが
源泉が高鳴ってみるのだ︒日向を船出
げて︑船を招いてみる︒あの雲の眞下あ
焼の置物でも見てみるやうだ︒波もすつ

202
202
202
203
203
2皿3
203
2皿4
204
206
206
206

十一一728 こんこんと眠ってみる︒ほかの醤者二人
十二794囹 いわいわめいてゐられるぞ︒﹂冠者﹁そ

十二棚7北から南へ走ってみる︒この道路を︑わ
十二鵬7 てきぼりになってみる︒橋の土皇には︑

十二価1 ︑しっかり支へてるる兵隊がある︒シャ
十二価4 ンマーを振るってみる兵隊の顔から︑手
十二価6 の地霊をゑがいてるる︒ここの橋が三分
十二鵬9 線の橋へと急いでみる︒ここの橋が完成
十二鵬3 の徒歩部隊が出てみるだけである︒まだ
十二鵬5 して待ちかまへてみる︒そこで︑橋がひ
十二佃6 け心がみなぎってみる︒かれはコ慶喜討
十二備5 が國をうかがってみたのである︒現にフ
十二備6 を見せようとしてみた︒もし︑日本が官

十二m6 が︑三聖を掲げてみない︒國旗を掲げな
十二梱1 あわてふためいてみるのが︑手に取るや
十二槻1 動の姿勢で立ってるる︒煙突が波間にか
十二慨5 の波の上に光ってみる︒その國旗も︑吸
十二伽6 射の命令を待ってるた︒吸ひつけられる

十二旧2 ないかとさがしてみる渚望鏡に︑あかあ

97384107104753103997
圃

207

十二793園 いわいわめいてみる︒ひとつ當ってみ

376912エ97981107
園囹

十二9210図︒正成︑座上にみつつ︑弟正季に向か 十二獅5今 う目をさましてみるのですから︒﹂ふ
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十十十十十十十十＋十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

全く違ふと聞いてみたが︑もうこのあた

雷爆撃に向かってみた︒すは︑決戦であ

め︑ねらひ績けてるた高角砲の勇士たち

り︑今まで聞えてみたレキシントンの推

日いって聞かせてみる魚雷だ︒いかに機

だを浮かし出してみるではないか︒周園
︑もう暗くなってみる︒これなら︑野望

く四方を偵察してみたが︑西の方へ向か

︒だれもだまってみる︒艦長は︑また漕

異様に輝き渡ってみる︒﹁︿略﹀︒﹂漕望鏡

な龍巻さへ起ってるる︒海面から巻き起

ひどくあわ立ってるるので︑潜水艦の漕

も氣をゆるめてはみないのである︒﹁船

下の低空を飛んでみる︒機上の朝食を終

わが手に握られてみる大東亜海へ︑一機

かひ合って話してみる船長の後の空と波

にまたたき績けてるる星のおかげで︑昔

き顔にまたたいてみる︒どの星も大きく
︑じっと見つめてみると︑一つ一つの星

星は北のはつれにるて︑内地のありかを

いまき散らされてみる︒南十字星は手の

をじっと見送ってみる︒再び行く手に︑

が掛け並べられてみる︒こんな太い雨を

むちでたたかれてるるやうな音を立て︑

ね色に染めかけてみた入道雲の足もとか

美観を待ちわびてみるうちに︑不意に雲

を捧げて︑歌ってみるかに見える︒その

と︑そばに立ってるた船長がいった︒ま

︑二十時を過ぎてみる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑そ

ささやきを績けてるる︒南西の風に向か

つきり攣りかけてみるのもおもしろい︒
︑消えずに残ってみる︒風はぴたりと死

1951043885912395576432！0648611863965
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十一一泌3 ︑かく放送されてるる︒軍艦行進曲を聞
射る

︽イ・イヨ・イル・イレ︾

十二脳4 ︑静かに端坐してみた︒大成詠
﹇射﹈︵上一︶16

七578 城のやぐらから大きな石を投げ落して︑賊

いる

のさわぐところを︑さんざんに射た︒

十一663図﹁︿略﹀︒﹂とて︑例の大矢を打ちつがひ︑
ふかす

堅めてひようと射る︒

入る

︽ーレ︾δうちいる・

深巣の七郎︑つとかけ出でければ︑爲

﹇入﹈︵下二︶4

朝これをはたと射る︒

十一672図
い・る

なげいる・のりいる
かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒

九667ロ夢心圖

十梱4図

﹁︿略﹀︒﹂とて︑これを取って大忌義纏の

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒
十佃9図

三尺五寸の太刀に︑熊の皮のしりざや

見参に入れたれば︑見る人戸を流しけり︒

十一585図

﹇入替﹈︵下二︶3

入れかふ

︽1へ︾

﹇Vおのいれ︒かりいれ・すいがらいれ・ていれ

入れ︑

いれ

にうわ

︽ーヒ︾

クチンあたりに住んでみるのは︑入れ墨
入れたまふ

いれる

入レル

入れる

されどこれは︑わらはこの家にまみり

﹇入給﹈︵四︶1

﹇入﹈︵下一︶51

容れる

︽ーレ・ーレル︾δうけいれる・うちいれ

る・おいれる・ききいれる・さしいれる・とりいれ

一574囹サカナヲトッテ入レヨウヨ︒

る・のりいれる・よみいれる

二493馬ハ︑ヲケノ中ヘカホヲ入レテ︑カヒ
W

灰ヲザルニ入レテ︑天略﹀︒﹂トイッテ︑

バヲタベテヰマシタ︒

アルキマシタ︒

三613赤いのを三びき︑赤白のぶちを二ひき

金魚やさんは︑もをガラスばちの中へ

すくって︑ガラスばちに入れました︒

三615

では︑にぎやかなをどりをして︑ごら

入れてくれました︒

三柵7園

おかあさんはお茶を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂と

んにいれませう︒

おっしゃいました︒

四149

一郎さんは︑それをかばんに入れて︑く

一郎さんが切手をわたしますと︑花子さ

春枝さんは︑又略﹀︒﹂と書いて︑切手を

おかあさんは︑豆をたくさんいってま

それを︑八つのをけに入れて︑大蛇の來

それを箱に入れて︑ねえさんに見せると︑

五328 さっそく︑桑の葉をもらって來て︑箱の中

五315

れて︑がぶがぶと飲みました︒

五297 酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入

るところに並べておけ︒

五292園

すに入れ︑神だなにお供へになりました︒

四952

はってポストへ入れました︒

四721

んはそれをはってポストへ入れました︒

四706

ばりに勇ました︒

四677

さんと二人で育てました︒

十一643讐敵︿略﹀︑勝ちに乗って門の際まで攻 四334小さいので︑かごの中へ入れて︑おばあ

いれか・う

一一

七595 さうして︑これをよけようとして︑賊のさ
﹁あの扇の眞中を︑射させたまへ︒﹂と︑

わぐところを射させて︑五千人鯨りも殺した︒
八734図國
しばし神に祈りて見開けば︑

九604図 殺さんもふびんと思ひて︑左右の耳の間
をねらひてひよう と 射 る ︒

九624図 十六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を捨て
あきあげいおりのすけ

て職ふ折から︑敵の矢にて右の目を射られぬ︒

九桝6 尼子方の秋上伊織介がそれを見て︑︿略﹀︑
これも手早く矢をつがへてひようと射る︒

十鵬4図向かふの岸より敵の放つ矢に︑畠山︑馬
の額を射られ︑
しげどう

十m7図 重籐の弓持って︑敵を散々に射れば︑源

入れ代り

海ダイヤ族は︑男女ともに胸から雨手・

﹇入墨﹈︵名︶2

入れ墨

しかし︑入れ代りに︑大勢の人が︑どやど

﹇入代﹈︵名︶1

新手を入れかへて︑直義討たすな︒

入れかへ入れかへ︑もみ合ひけり︒

十一643図

め寄せ︑入れかへ入れかへ︑もみ合ひけり︒

氏のものども多く手を負ひ︑射殺さる︒

い・れる

し時︑この鏡の下に父の入れたまひて︑

九682露量

いれたま・う

も少く︑小がらで柔和な顔をしてみる︒

十一四1一

顔にかけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒

十一四5

いれずみ

やとはいって來ました︒

五731

いれかわり

十二919図録

ればこそ︑前の矢を見ながら︑ここを射よと胸を

十一206図圏 この者︑甲の下に腹巻を重ねて着た
たたくらん︒

十一207図幽 もし甲の上を射ば︑矢じり砕け折れ
て︑通らぬことも あ ら ん ︒

通らざるべき︒

十一208図圓 かぶとの眞向を射たらんに︑などか

十一212図十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼ
りて︑手答へ高くはたと射る︒
横矢を射んとかまへたり︒

十一231図 沖四五町がほどに大船どもを並べて︑
十一243図 横矢を射んとかまへたる敷千の兵船も︑

引き潮にさそはれて︑遠く沖の方にただよへり︒

X0

五395 ねえさんに︑こしらへてもらったわらのお

へ入れてやります と ︑

いろ

荷作り場では︑まぐろやさめの腹をさいて︑

ろ
せいの高い大きな櫨へ入れられて︑

九505

﹇色﹈︵名︶29

色呂あいいろ・あかいろ・あ

かねいろ・あかむらさきいろ・うすむらさきいろ・

いろ

九777

それを考へに入れないでおきませう︒

一本一本の丸太を︑あの炭焼がまへ入れて︑

れいろ・そらいろ・ちぢいろ・ちゃいろ・なまりい

ちゃいろ・さくらいろ・さびいろ︒しゅいろ・すみ

いろみ・きんいろ・ぎんいろ・ぎんねずいろ・こけ

えびちゃいろ・かおいろ・かきのいろ・きいろ・き

五冊7 首わのふくろに︑通信を入れてもらって︑
九928

氷を入れて送り出す者や︑

六313国 もぐりたいと思へば︑いつでも︑漕水艦

ろ・ねいろ・はいいろ・ばらいろ・ひいろ・まっき

す

せんめん

もぎ取ってロへ入れると︑かすかすと歯

がない︒

九728

にいさんは︑前よりもずっと色が黒く

利根は︑なつかしさうに︑にほひをかぎ

からだも大きくなり︑形も色も︑しだいに

夜風に睡り︑朝日に貼ると︑すっかり色が

花の色で︑その邊が︑ぽっと明かるくなる

その中にたった一人︑色のあまり黒くない︑

四角な箱の中には︑近くの海で取れたあぢ

煙の色もへんだが︑煙の出るやうすに活氣

やさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑

九501

十歳ぐらみのかはいい少女が︑

九272

ほどです︒

八悩10

攣って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒

七894

はりっぱな親身です︒

七891色はまだ青白くて︑弱々しさうですが︑形

攣って︑丈夫さうになります︒

七869

ながら目の色をかへて喜びます︒

五餌5国

なって︑強さうに見えました︒

四147

いろ・やまぶきいろ

いろ・みずいろ・みどりいろ・むらさきいろ︒もも

りよう

潮の流れはますます急になるのか︑いくら
その氣持を梯ひのけるやうに︑手足に力を
車輪に空氣を入れたり︑

手紙を書いて︑書間押してもらったスタン

い

貞童は︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑と
しゅぬ

客の腰掛ける朱塗りの椅子や︑洗面器や︑

これも︑いろいろな道具を入れた荷をかつ
猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいつ

十二欄1

います︒

手を入れる︒

じっと見た︒

十272

秋の空は︑實に高い︒さうして色が深い︒

とかすることがあります︒

十二309囹君子を容れないのは世の中の恥でござ 九佃9園尾翼にちよつと色をぬっておくとか︑何

ほんたうに先生の大きいことがわかります︒

十二307園今の坐れた世に容れられなければこそ︑ 九741 源作ちいさんは︑もえさかるほのほの色を

何でもありません︒

十二306圓世の中に容れられないといふことは︑

ごたへがして︑

十﹇㎜6

たり︑はやしを入れたりしなければならないので︑

十畑8

いでるる︒

十四1

道具を入れた︑これも朱塗りの箱を︑

十珊1

んぼを入れた︒

十299

プを入れて︑ボーイに頼んだ︒

九㎜2

九柵6囹

入れようとしたが︑力がはいらない︒

九999

手足に力を入れても︑進みはにぶい︒

九989

熊座を包むやうにのろのろと曲りくねって連なる

小熊座と北斗七星との間に尾を入れて︑小

の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒
あるから︑それを入れることにしませう︒

六827囹 かき餅と︑︿略V干柿と︑それに︑栗も

がら︑弟が持って來た圖壼を見ますと︑

六829園 ﹁ぼくは︑これを入れよう︒﹂さういひな

みもん文を入れました︒

六845 私は︑私のだいすきな︑かはいい人形と︑

六梱9園 わたしのお人形さんを︑ここへ入れてや
りたいなあ︒

六柵9園地の下には︑枯れた葉などが入れてある
から︑夜もぽかぽか暖いよ︒

て︑進めとばかり︑あとから押して行きました︒

六梱5 北川をはげますやうに︑破壊筒に力を入れ
七119 私たちは︑みんな指先に力を入れました︒

七639圓 見れば尊い錦の御忌︑どうしてそれを手
に入れたのか︒

七644園 大塔宮を御道筋に待ち受け申し︑この御
旗を︑この荘司が手に入れたのだ︒

八104 その國の人人は︑このつかれはてた鳥を拾
ひ集めて︑暖い家に入れてやり︑
日のうちに︑皮が黄色になり︑

八184 青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑四五
八387 頼朝は︑さあ︑この女にはゆだんができな
かうし

いといふので︑石のらうへ入れてしまひました︒
する と う

八426 萬壽は︑格子の間から手を入れて︑
八585園 この水筒にも入れてください︒
八987 この鐵が︑今度は起重機につられながら︑

十ばかりの星を龍座といひますが︑

九935

うちを︑箱の中へ入れてやると︑

いろ
152

153
いろいろ
いろいろ

いたづらに僥きてはくだき︑くだきては焼き︑

十447図 めざす色はたやすく掌るべくもあらず︑
十456図 されど︑喜三右衛門は︑︿略﹀︑一念ただ
夕日に映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒
かはぎり

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

咲く

十996図 夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ
十一703図團 濃きるりの 色あざやかに︑
ものは露草の花︒

十一911 どれもこれも︑すき通るほどあざやかな
色であった︒

十一柳8 薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い
元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒
こくたん
十一㎜11 住民はパプア族で︑色は黒檀のやうに黒
くてつやつやしてをり︑

十一㎜11 木々の色が︑フィリピンの島々よりもか
へって日本に近いものを感じさせるのは︑

十一川1 海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑
日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒

わが

古き都の

十ニー04 色が美しいのではない︑形が美しいので
もない︒

花はむかしの色に咲く︒

かすが
十二371図圏 若草山も春日野も︿略﹀︑
なごりとて

十二479図圏色はにほへど散りぬるを︑
よたれぞ常ならむ ︒

いろいろ

それによって︑神様がたは︑いろいろなこ

いろいろな魚が出て來ます︒

山から取って來たみかんは︑一家そう出で︑

いろいろな藥で︑害虫を何べんも除きます︒

が見られました︒

八佃6 そのガラス越しに︑いろいろの魚のみるの

どうぞ︑いろいろなお話をしてください︒

かなは︑だいたいきまった音で讃みますが︑

﹁きゆう﹂﹁ぐう﹂﹁く﹂などいろいろの音

十踊11

﹁生﹂を﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂

私は陳列室へはいって︑いろいろな塗り物

遠くの方から響いて贈るいろいろな物音に︑

物音には︑いろいろなものがある︒

耳を傾けたりしてみるのである︒

十薬10

の並んでみるのを見ましたが︑

十伽5

意して︑

十佃4 このやうにいろいろな漢字の音と訓とに注

﹁なる﹂と︑いろいろに讃みます︒

十備3

れてるたのが︑

十衡9 もともと支那各地で︑いろいろな音が行は

で讃みます︒

十価8

漢字にはいろいろな白み方があります︒

十掴7

だらう︒

こんなん
九刎11園 諸君は︑これからいろいろな困難にあふ

事がありますが︑

九㎜1囹飛行機の整備といっても︑いろいろな仕

九㎜5園

の附近を見ると︑いろいろの星の列があります︒

九9210 この北極星や北斗七星を目當てにして︑そ

の山ができて︑いろいろの話が出る︒

九567 火なは一本のたばこぼんのまはりには︑人

のをくり返し讃んで︑

九4010 いろいろなお話を静かに聞き︑書かれたも

り︑いろいろなことを話したりしてくれます︒

九3910 話しかけられた人たちも喜んで返事をした

儀式に使はれるいろいろな祭具が運ばれる︒

爾がはに店がつづいて︑いろいろなも 九159 やがて第二の太鼓が山全盤に響き渡って︑

﹇色色﹈︵形状︶40

ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑
いろいろ

三676
三脳3

のを費ってゐました︒

五52

川にも︑いろいろな心持があるやうに思ひ

とを︑なさることになりました︒

五563
ました︒

花火は︑今度はやめださうですが︑二十四

日の晩は︑いろいろな店が出てにぎはひます︒

六153

すると︑いろいろな害虫が︑葉や枝にとり

六267

ついて︑みかんの木を苦しめます︒

六264

六285

いろいろな種類に分けて︑

六324團今のうちから︑いろいろな音が︑聞きわ
けられるやうにしておくことがだいじだよ︒

六857国開いてみると︑あなたのみもん文といっ
勅諭の奉讃がすむと︑班長殿から︑いろ

しょに︑いろいろな品物が出て來ました︒

七817国

いろいろな方法で︑このことを調べてみま

いろな命令や注意などを受けます︒

八112

すと︑やはりさうであることがわかりました︒

高射砲︑︿略﹀封戦車砲︑︿略﹀野砲や︑重

このやうに︑いろいろな仕事を重ねて︑や
いろいろな大砲が︑どしどし作られて︑日
本の國をしっかり守ってくれるのです︒

八個3

つと一本の砲身ができあがるのです︒

八麗7

砲1一かうしたいろいろな大砲は︑

八968

て︑みんな樂しく働いてゐます︒

十二562図圃色はにほへど散りぬるを︑ わが世 八228国 滞洲國には︑いろいろな民族が集ってゐ
たれぞ常ならむ︒

十二川2 澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑
あみ
十二川4 潮の色は︑濃い藍から少しつつ緑に憂り︑
日ざしもさすがに強くなった︒

十二㎜5 太平洋に遠く南支那海の潮の色と︑イン
ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑

十二蹴5 太平洋に重く南支那海の潮の色と︑イン

いわ
いろいろ

154

十川1 これも︑いろいろな道具を入れた荷をかつ
いでるる︒

十加7 このやうに︑いろいろな物音が響くが︑
んで來ると︑笛の音がいろいろに鳴って︑

十勉12 笛には大小があるから︑鳩が群になって飛

かあててごらん な さ い ︒

十一備10團 いろいろな野菜がありますから︑何だ
十一伽9 安萬侶は︑いろいろの方法を用ひた︒
もやう
十一矧6 運河には︑いろいろな模様をかいた小さ
な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる︒
﹇色色﹈︵副︶22

イロイロ

いろいろ

十一川9 美しい羽をしたいろいろな小鳥が︑
いろいろ
ウヲシマシタ︒

一66一 スズメガ︑オヂイサンニイロイロゴチソ

シマシタ︒

一855 オニハ︑イロイロノタカラモノヲサシダ
三764国 おさらのやうなのや︑かたつむりのやう
なのや︑いろいろあります︒

の上に運ばれました︒

まはりの草を取ったり︑肥料をやったり︑

そのほか︑いろいろせわをしてやるのです︒

八163
そこには︑いろいろこみ入った道具がつい

てるますが︑

八⁝⁝1

っぽいにかざられ︑それが強烈な南洋の光線に照

﹇彩﹈︵四︶1

いうどる ︽ーリ︾

り映えて︑まぶしい色どりをただよはしてみる︒
いうど・る

大空の積齪雲をいうどりぬ︒

十177図魍 ﹁天皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑若き血潮に︑

とろとろもえる火︑ みうりの火︑ 栗が

金の牛は︑小高い岩の上にあがって︑

﹇岩﹈︵名︶14 岩

次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ

波うちぎはを︑ぼちやばちや歩きながら︑

私たちは︑先生といっしよに︑岩のそばへ

行きました︒

七1210

子牛がねてみるやうな岩の方へ行きました︒

七106

て︑みどりの島を眺めました︒

四459

四方を見わたしました︒

四448

いわ

はぜます︑ にほひます︒

五伽6團

先生︑この間から︑いろいろ考へてるた いろり ﹇囲炉裏﹈︵名︶1 みうり
をぢさんを園んで︑いろいろお話をお聞

のですが︑とうとうこんなものを作りました︒

九391園
九品6園
きしようと思ひます︒

もっといろいろお聞きしたいのですが︑

をぢさんのお蹄りになる時間になりました︒

九㎜1園

十123圏野村の方々は︑朝に夕に︑いろいろとや
音訓にいろいろ種類があって︑意味の違ひ

さしくお世話なしくだされ︑

十梛8

源氏は︑小さな妹でもできたやうに︑い

や︑文のおもしろみを出してみるのです︒

十一435

ほかの弟子は︑教へについていろいろ
淺野内匠の家來のこと︑いろいろお聞
︵名︶1

色ガラス

六七センチばかりの魚が︑︿略V︑岩に生え

岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

つづら折りなる道をあがること十八町︑
へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒

賊の寄せ手七萬五千饒騎︑堀・がけと
十一836

ややもするとくつれようとする砂と岩と

かちりかちりと︑杖が岩に鳴った︒

十一冊2

急流の岩に激し︑荒波の岩に砕けるやう

荒波の岩に砕けるやうな調べに︑三人の

な調べに︑

十一稲1

の間を︑﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ︒

十﹇952

もいはず︑かづらに取りつき岩の上を傳ひて︑

十一176図

十一171図

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

八二6

た海藻の間を上手に泳いでゐました︒

七132

さういへば︑よくねえさんにいろいろ教 七1210 岩の間のすきとほつた水の中で︑

ろいろと紫の君のめんだうを見てやった︒

十一4910

十二337園

へていただいたものでした︒

もしろい話を︑いろいろとしてくれました︒

四179 にいさんはく略﹀軍かんやひかうきのお

十二622園

質問もし︑

いろいろお話しました︒

四目6 それから︑學校のことや︑うちのことなど︑

いろガラス

き及びでございませうが︑

ものを︑いろいろ買って寝るといふことですね︒

六552園 詣りには︑年取ったおとうさんのすきな

色づき始

濃い色ガラス︑または黒くいぶしたガラ
﹇色付始﹈︵下一︶1

あちらこちらに︑髪型を引き延したやうな

︽ーメ︾

色どり

水色や︑赤や︑緑の薄いきれ地などがい

﹇彩﹈︵名︶1

十一加7

いうどり

雲が︑金色に︑くれなみに︑色づき始めます︒

七佃1

める

いろづきはじ・める

スを通して太陽を見ると︑

十二齪3

六斎8 柱にくくりつけられて︑じっとしてみる間

六883團 いろいろとありがたうございました︒
に︑雪舟は︑いろいろと考へつづけました︒
みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑いろいろ︑

貝の名前を思ひ出してみましたが︑

七95

七204 そこで︑尊をうやうやしく迎へて︑いろい
ろおもてなしをしながら申しました︒

七419 次に︑お供へものをいろいろと︑白木の机
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いわんや
いわい

心は︑驚きと感激でいっぱいになって︑

祝ふ

︽ーハ・ーフ︾

十ニー74 けれども︑仕事の相手は大きな岩であり︑
与おいわい

山のからだである ︒

いわい
﹇ 祝 ﹈ ︵ 四五︶3

十212 村では︑豊年を祝ふよひ祭の支度に心を取

いわ・う

られて︑

十一悩10図圃 ひとつもて君を祝はんひとつもて親
を祝はんふたもとある松

こけの

しの

むすまで

十一悩10図圃 ひとつもて君を祝はんひとつもて親
いはほ

いはほとなりて

﹇巌﹈︵名︶3

を祝はんふたもとある松
いわお
七294門馬凶韻園

ぐいはほの力をぞおもふ

十二43図圃 いそ崎にたゆまずよするあら波を凌

いはかがみ

いはほとなりてこけのむすまで

十二襯6図書 君が代は千代に八千代にさざれ石の
﹇岩鏡﹈︵名︶2

十一878 かはいい桃色の﹁いはかがみ﹂の花を︑

いわかがみ

岩角

﹁いはかがみ﹂の花盛りであった︒

道端に見つけるのが労しみであった︒
﹇岩角﹈︵名︶2

十一909
いわかど

十一8310 岩角が出︑木の根が横たはってるる︒

見るまに︑船の中には︑いわしの山が築か

ぼくらの船へあげます︒

馬主9

いわしの重みで︑船がぐっと傾くほどです︒

れます︒

六下1

まるい池があって︑中に︑たくさんの﹁い

わし﹂が泳いでゐました︒

八二2

みんな同じ方向へ泳いで行きます︒

このたくさんの﹁いわし﹂が︑池のふちに

そって︑

八麗3

ふので︑

いわし雲

いわし雲ともいひますが︑

十一724 この雲が出るといわしの大漁があるとい
﹇鰯雲﹈︵名︶4

いわし雲ともいひますが︑

十一724青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑

いわしぐも

︿略﹀︑

いわし雲よりぐっと大きな塊になって︑
十一731

﹇言﹈︵副︶8

もせず︑

いわば

いはば

兵管は︑いはば一つの大きな家庭で︑

いはば︑新参者のオランダ人が︑古参の日

七838国

本人をじゃまあっかひにしたのです︒

七皿5

九426 ことばと文字は︑いはば心の中を爲し出す

鏡であります︒

十421 かういふふうに︑月の世界は︑いはばまつ

いはば︑日本と干満との腕比べである︒

たく恐しい死の世界ですが︑

十805

いはば︑胡同は一本の管になって︑どこか

らどこまでも︑つながってみる感じである︒

十川10

10 今度はいかにもものすごい︑いはば奇怪
しばふ
な物の精が寄り集って︑夜の芝生にをどるやう︑

十一

いわんや

﹇岩屋﹈︵名︶2

岩屋δあめのいわや

太玉のみことは︑このさか木に︑鏡と玉を

いはゆるジャワ更紗で︑︿略﹀はなやか

﹇所謂﹈︵連体︶1 いはゆる
ざらさ

﹇謂﹈︵名︶2 いはれ

日本最初の寺といはれる四天王寺など︑み

大阪が︑︿略﹀︑今日のやうな大都市となつ

﹇況﹈︵副︶1 いはんや

たのは︑まことに︑尊いいはれがあると

八964

んな古いいはれのある神社やお寺です︒

八942

いわれ

なものが︑いっぱんに用ひられてるる︒

十一川5

いわゆる

のりとをおよみになりました︒

五63 天のこやねのみことは︑岩屋の前へ進んで︑

かざって︑岩屋の前にお立てになりました︒

五62

いわや

盛︒

九楢9園 かくいふは石見の國の住人︑若木狼介勝

いはみ

十一晒7 廊下は︑いはば部落の大通である︒
群生する白い雲があります︒
いはみ
いわし雲がぐんぐんふえて來ると︑空一 いわみのくに ﹇石見国﹈︹地名︺1 石見の國
帯が灰色になって︑

十一736

むら雲・おぼろ雲は︑巻雲や︑薄雲・い
岩底

波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海岸には︑

﹇岩底﹈︵名︶1

わし雲などより低く︑

十一742

十216

いわそこ

岩戸n▽あめのいわと

天照大神は︑天の岩屋へおはいりになつ

あまてらすおほみかみ

﹇岩戸﹈︵名︶4

廣い砂原や︑黒い心底が現れて來た︒
いわと

五42

少しばかり岩戸をおあけになって︑

さっと岩戸をおあけになりました︒
岩波

岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと

﹇岩波﹈︵名︶1

十鵬5図

いわなみ

五83

は︑︿略﹀︑さっと岩戸をおあけになりました︒

五82岩戸のそばにいらっしゃった天手力男神

あめのたちからをの

あまりおもしろさうなので︑天照大神は︑

て︑岩戸をおしめになりました︒

十一868 木の根︑岩角を敷へるやうに︑ふみしめ

五75

ふみしめ登った︒

いはく

﹇日﹈︵名︶2

十一531図 信號旗を以て令を各艦にくだせり︒い

いわく

はく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

いわし

にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

十一569図東郷司令長官の嚢せし職況報告の末尾
﹇鰯﹈︵名︶6

六伽7 大きなたもで︑網から︑いわしをどんどん

いわし

いん一う
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ニー33囹 サギ﹁デハ︑ヤラウ︒ケッショウテンハ

一804囹
イ︑オトモシマセウ︒﹂

インドよう
インド洋

インド洋

十二892図國 いはんや写すでに十歳に饒りぬ︒
十一矯図

︹地名︺5

与かかりいん・けいぼういん︒じょうり

ニー53園 マデ來ナノーダラウ︒ドレ︑出爪ケヨウ

ニー48園 ウチニオヒコサウ︒急ゲ︑急ゲ︒﹂ウ

﹇員﹈

そこから針路を北西に取って︑スマトラ

インド洋

いん

十二㎜4

十一川図

陰氣

う

太平洋に衝く南支那海の潮の色と︑イン

一つ

しかし︑インド洋へ出ると︑こんなお

﹇得﹈︵下二︶5

チン

︽ウル・エ︾■おさめう・き

はたして荒波おのつから静まりて︑御船
しかも工夫に心をうばはれては︑おのつ

ヨロコ

ヨ

朕ハ汝等ノ忠烈二重リ︑祖宗ノ神鑑
強陣を破るにも︑城を攻めて敵を滅

二802国園︑カイテヤラウ︒﹂トオッシャイマ

二826園ガヤッテミマセウ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

二831囹サア︑ナンダラウ︒手ノ上ニゴムマ

二836園ハ︑チキウダラウ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
二948

アッタデセウ︒コンナコトヲ考
カタデ

二911囹花ヲ丁霊セマセウ︒﹂トイッテ︑アル

二986囹がってやりませうね︒﹂二十四 ウグ

二心4園 やん︑見に行かう︒﹂と︑にいさんが

三81囹 へ行ってとばさう︒﹂二人は︑それを
三99園 これはどうでせう︒﹂といって︑春枝

三275園︑かったのでせう︒﹂と︑みよ子さん
三422囹くならないでせう︒﹂とおっしゃいま

三514

︽ウ︾

﹇426圏ホシテアゲマセウ︒オミヤノ石ダン︑

三601園︑どれにしませう︒﹂と︑ねえさんが
三614園
を少しあげませう︒﹂金魚やさんは︑

う

一734 ンガ︑モモヲキラウトシマシタ︒スル

一462囹ウヂニイキマセゥ︒﹂ト︑オカアサン

三802圏なでてあげませう︒からだは大きく

三739 りぎりすをさがさうと︑草を分けて行

ウ

一773イ
囹︑オトモシマセゥ︒﹂

︵助動︶娚

軍の氣を屈せしむ︒

一791イ
囹︑オトモシマセゥ︒﹂

さむらひにならうと考へました︒そ
な

十二999圏 汝︑二度の戦に勝つことを得て︑敵 三457園こへ行くのだらう︒これほどたくさ
三466園ならないのでせう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
三488園よくわかるだらう︒﹂とおっしゃいま

すにも︑利を得ること夜討にしくこと候はず︒

十一599図國

ニ封フルヲ得ルヲ澤フ︒

コタ

十一578図國

から家業もおろそかならざるを得ず︒

十452図

は進むことを得たり︒

九89図

りう・こころう・とびう・のがれう・もとめう

得

だやかな晩ばかりではありません︒

十二川11囹

ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑

十一一㎜5

島の北端を廻ると︑いよいよインド洋だ︒

くいん・すいへいいん・せいびいん・せんでんはん

δこくむいん・しょうそういん・じょう

インド語

う

二328園オシバニシマセウ︒﹂トイヒマシタ︒
ウシテヰルデセウネ︒﹂トシンパイサ
二506園
二513園レテヰルノダラウ︒﹂トイヒマスト︑
チハサムイデセウネ︒﹂トイヒマシタ
二516園
二553園マヲ見テ來マセウ︒﹂トイッテ︑二人
二634置
園ゴフニナリマセウ︒﹂トイヒマシタ︒
二684園
オコトワリシマセウ︒セカイ中二四︑私
二793国コ
園ブコトデセウ︒﹂ト︑オバアサン

いん・ていさついん・でんれいいん・とうじょうい
ん・のりくみいん・のりくみいんたち・はっしゃか
﹇院﹈

んいん・ほうしいん・ほうしいんたち
いん
﹇陰気﹈︵形状︶1

とうもんいん・せやくいん・びょうどういん

十一753 いちばん丁丁で︑いやな感じの雲である

いんき
ことはいふまでもありません︒
いんさつ
﹇印刷﹈︵名︶1 印刷

いんさつ

いんさつ

六二1 印刷の工場です︒
いんしょう 呂サラワクのいんしょう
ンドじんたち

インド ︹地名︺一 インド与マライじんしなじんイ

十二451 東大寺の大佛ができ︑インドから高僧が
︵名︶一

渡海して來たこうのはなやかな奈良の都を︑
インドご

九348 少女は︑たくみに日本語・英語・マライ
語・インド語を使ひわけながら︑

九288 少女は︑この町の雑貨商の娘で︑父はイン

インドじん ︵名︶6 インド人
ド人でしたが︑母は日本人でした︒

九301 ある日︑突然インド人の巡査が干て︑母に
同行を求めました︒

九309園 この子は︑父も母もインド人です︒
九3010 インド人の子と聞くと︑インド人の巡査は
やうすを愛へました︒

九3010 インド人の巡査はやうすを攣へました︒

九347 隊長以下三百の千兵と︑マライ人・インド
人の書道從業員たちの先頭に立って︑
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をさがすのでせう︒早く大きくなつ
四795圏圓
︒﹁やすみませう︒﹂と 子すずめが︑
四798圃園 つもるでせう︒﹂
四816園はおもしろからう︒﹂といって︑すぐ
四837 一足で陸へあがらうといふ時︑白兎は
せにおなりでせう︒﹂と申しました︒
四879囹
四895国とがないのでせう︒口わるの三ちゃ
四柵8國 話をしてあげませう︒二十二 支那の子
四柵3圏 かざってあげませう︒まあ︑お久しい︑
四襯4團 ねの花も供へませう︒二十四 北風と南
四冊7 を︑少しでもとかさうとします︒すると︑
四佃3園 ︑よいけしきだらう︒﹂
四佃7園 夫﹁あれは何だらう︒﹂
四佃2 取って︑持って行かうとします︒松の木の
四伽9園 お返しいたしませう︒﹂天人﹁それは︑あ
四梱2囹 らへいただきませう︒﹂漁夫﹁お待ちくだ
新京5園 ︑お禮にまひませう︒でも︑その羽衣が
四二8園 しまひになるでせう︒﹂天人﹁天人は︑う

五槻8囹 を教へてあげませう︒そこに︑舟がある

五㎜8園

五666團

︑うれしいのだらう︒入弄したてのころ

みるでございませう︒﹂と申しました︒

さな聲で︑﹁立たう︒﹂といひました︒

五966園

五871園

それは何者であらう︒天のうずめ︑たつ

までもさかえませうそ︒﹂と仰せになり

日になったのでせう︒﹂と聞かれた時︑﹁

わたしは山へ行かう︒﹂ほをりの命﹁ほん

ざんねんであらう︒よし︑その晩け

どを あがめませう︒菊はたふとい

した︒橋をわたらうとすると︑向かふ

ふ早い舟だらう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑せ

五361

蛇をたいぢてやらう︒強い酒をたくさん
五291園
きざんでやりませう︒﹂といひました︒
五331園
首がつかれないだらうかと思ひました︒私
五347
うまゆを作るでせう︒﹂と聞くと︑﹁︿略
五351園

五216

五171

︑
どうしたことでせう︑あんなに元氣のよ

あの四本足の蛙だらうとは思
︑ってゐませ

うの上にかけあがらうとしてこ
︑ろげ落ち

心川2囹

五柵9園 さがさせてみませう︒女に向かって︑魚

五鵬8園 困りでございませう︒さっそく︑さがさ

口榴2園

五麗8囹 に︑舟があるでせう︒あれに︑すぐお乗

おこりになるだらうな︒﹂

五伽7囹 いさんにあやまらう︒にいさんはおおこ

五伽9囹︒引きあげてやらう︒よいしょ︒ほをり

五七6園︑つれないのだらう︒朝から︑一匹もつ

五梛7囹

五爵5 も︑利根が來るだらうと思って︑待ってゐ

五畜4 ︑夜︑ふいに近寄らうとする敵の見はりを

五鵬3避走ってみるのだらうか︒﹂

五欄2囹走ってみるのだらうか︑雲が走ってみる

あめ

五986園

五782圏︒急いで︑かへらう︒押せ押せ︑車を︑

五742囹

五603園

五582雪平といふお方だらう︒﹂と︑おっしゃい

五46三うしたら︑よからうか︒﹂と︑ごさうだ

拝んでをりませう︒﹂といって︑天人

五366園
﹁どうしたのでせうね︒﹂ねえさんも考

い︒お迎へしませう︒﹂

る︒井戸の水をくまうとして︑女﹁まあ︑

五悩1園 へてくださるでせう︒さあ︑舟にお乗り
五悩9

五摺9囹御用でございませうか︒﹂ほをりの命﹁じ

五獅4囹

五396園
どこにまゆを作らうかな︒﹂といふやう

御用でございませうか︒﹂海の神檬﹁おま

にはかけないでせう︒白い菊の花が︑

六129

六122

私も︑何か手つだはうと思って︑おとうさ

から︑外へはひ出さうとします︒﹁︿略﹀︒﹂

六58園 てるられるであらう︒﹂すると︑たけみ

どういて︑逃げださうとしましたが︑急

六111 董に止ります︒取らうとしても︑なかなか

あ

六62園 ことにいたしませう︒熊野の村に︑高倉
みたでせう︒こんぶの林が

五425圏
つをが

四793圃囹う︒さ︑やすまうよ︒﹂と 卸すずめ︒

四792豊門ん太は 寒からう︒さ︑やすまうよ︒

しょに行きませう︒朝さそってくだ

五427圏
の林が あるでせう︒わかめの野原が
五432圃
野原が あるでせう︒皿のおさかな︑も
五568園
ました︒﹁何だらう︑あれは︒﹂と︑大

ゐました︒﹁よさうか︒﹂と思ひました

お着きになるでせう︒﹂ほをりの命﹁きれ

しさうな草だらう︒一口たべたいな

五374園
えさん︑助るでせうか︒﹂﹁さあ︒﹂

どに ささげませう︒六 かけっこ

においしいだらう︒﹂金の牛は︑もう

いいものでせうか︒﹂といひますと

もをいたしませう︒﹂

をさしあげませう︒﹂

さめいたしませう︒﹂うらしま﹁いや︑

らんにいれませう︒﹂うらしま﹁をどり

ってもらひませう︒﹂

ねが見えるでせう︒﹂うらしま﹁ああ︑

︒行ってみませう︒﹂かめ﹁では︑ごあ

な﹁行かう︑行かう︒﹂子どもたちは︑﹁

た︒﹂みんな﹁行かう︑行かう︒﹂子ども

んなでころがさうよ︒﹂みんな﹁よいし

道︒もうかへらうよ︑日がくれる︒

︒﹁破れたのでせうか︒﹂と聞きますと

した︒﹁なんだらう︒﹂と思って︑私は

うちへ遊びに行かうと思って︑外へ出

︒﹂たぬき﹁よからう︒﹂うさぎとたぬき

きか︒よし︑やらう︒﹂うさぎの勇さん

465245148997655283375526172276
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六224囹 らっしゃるであらう︒﹂さう思ふと︑田
六実9園

六柵8園

つも︑お経を讃まうと思ふのだけれど︑

も︑夜は寒いでせうね︒﹂

七711園

七677園

八センチあるでせう︒ところが︑ぼくの

ちばん正しいでせう︒﹂正男﹁何とかして

六437園 こはできないでせう︒﹂と︑勇さんのお

六431園

六427園
﹁めづらしいでせう︒これは︑ジャワの

ました︒﹁何だらう︒まるで︑大きなお

六416園 がつけてあるでせう︒そのみぞをつたは

六316團 らうと思ふであらうが︑細長い望遠鏡

七98囹

七94園

六柵1

六帽4

六穐5囹

に聞きに行きませう︒﹂と︑花子さんは︑

﹁何といふ貝だらう︒﹂といって︑いろ

今︑飛び出さうとする飛行機に︑乗

に︑突撃の道を作らうといふのです︒しか

六皿2園

︒もう一ぺんやらう︒﹂と︑みんなで︑﹁

六書9 た︒もう許してやらうと思って︑また本堂
六409園洋から出るのでせう︒﹂と︑正男さんが
六414囹 の木をうつしませう︒Il木の幹にすぢ六脳2 に︑さびしかったらうと思って︑急いで行

六364園 うつしてあげませう︒﹂といはれました︒

七121園

かざりにするでせう︒﹂と︑先生がおつ

りにならないだらう︒﹂こんなことを考

めいにお経を習はう︒わたしが︑ここで

七餌6 くれて︑武器を返さうといひません︒かう

七研6 んといふ美しさでせう︒今︑日が沈んだぼ

七982

七915

七903湿半へ︑泳いで行かう︒﹂といって︑本田

七861

七719園

て行きました︒とばうと思って下を見ると

七913園︑上の段からとばうよ︒﹂と︑本田くん

七899

んな氣持であったらう︒東郷元帥の家は︑

ふ短い地上の命でせう︒ところで︑この六

こで生まれたのでせうか︒夏の末になると

るといふわけだらう︒﹂正男﹁さう︑さう

六441園 動物をうつしませう︒何がうつるか︑あ
七128囹

ばうゑんきやう

六315團 上が見えないだらうと思ふであらうが︑

六474囹 おしまひにしませう︒﹂といはれました︒

七二3囹

八132

八129

八123

八122

つとしかられるでせう︒嘉湾のバナナにし

ナナのお話をしませう︒あの黄色な皮をむ

にうれしいことでせう︒三

が︑なつかしいでせう︒春になると︑だれ

ひ浮かべてみるでせう︒何よりも︑あの家

八121

七194思ひになったのでせう︑特に︑大切な天
れはおもしろからう︒﹂とおっしゃって︑
七208囹
んは︑大丈夫でせうね︒﹂といひました︒
七253園
七271ではどうなるであらうかと︑先生は︑徳坤

八148

バナナ
七3410園
が︑ほんたうだらうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

七1710園名をさしあげませう︒日本でいちばんお 八710 ︑どこへ行くのでせうか︒燕の行く先は︑
あめの
ひ浮かべてみるでせう︒青々と植ゑつけら

八74 せん︒これから行かうとする遠い國のこと

もは︑日本へ錦らうと思ひますから︑ぜ

七糊3 ま︑じっとして動かうともしません︒これ

六545園みぶんみごとでせう︒﹂村の人；ときに 七147囹 いにいばってやらう︒﹂と考へました︒
六551囹子どものことでせう︒毎日山へ行って働 七1510 がら︑奥の間へ行かうとしました︒この時
六561園 にとどいたのだらうと︑みんながいって
︑よく見えるでせう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂しばら

六797囹 さぞ︑お困りだらう︒﹂と︑おちいさん

六671囹

六804園 て送ってあげませうよ︒﹂と︑私がいふ
てはいけないでせうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おか

六807園 へることにしませう︒﹂と︑おかあさん
六818囹

八214團

何のかんばんだらうと思って︑そばで遊

ふやうになりませう︒このあひだ︑支那

がきもあったでせう︒あの下を何度も通

八198国見てもわかるでせうが︑町の名に︑日露
八232團

てるる萬壽がよからうと︑申し出た者があ

八235国
八353

どんなであったでせう︒それからまもなく

八371園 て取らせるであらう︒﹂といひました︒

八411

八582園

八545囹

で休んだことであらう︒明くる日になって

ま︒おつかれでせう︒﹂といたはりなが

しょに飛ばしませう︒一列にお並びなさ

が︑﹁さ︑飛ばさうかな︒﹂といふと︑﹁

八677

八5110園

六㎜7 ︑しりごみするだらうと思はれた道眞は︑

︑校歌を歌ひませう︒﹂といはれました︒
六827園 れることにしませう︒﹂といはれました︒ 七444園
六834国サン︑サムイデセウ︒ゲンキデ︑高聞ラ 七453國から京都へのぼらうとして︑船に乗った
六839囹 つと喜ばれるだらう︒なかなかいい思ひ 七458も逃げられず︑職はうにも武器がなかった
まあ︑ひとつ聞かうではないか︒﹂とい
六885團 知らせてあげませう︒みなさんに︑よう 七469囹
かんばん
うはや
六902 雪合職をするのだらうといって︑みんなは 七525甲板に出て並びませう︒向かふは上屋で︑
六938 そうまくあててやらうと︑力いっぱい投げ 七535も︑いっしよに歌はうではありませんか︒
七546 ︑妙なかっかうでせう︒ちやうど︑子犬が
六993囹 が︑弓はどうだらう︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒
七558みるのが見えるでせう︒港内には︑ずるぶ
六994囹
﹁さあ︑どうだらうな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂など
七559ね︒何ざうあるでせう︒ちよつと敷へきれ
六999 ︑弓でいぢめてやらうと思ったのでせう︑
七568 ︑どこへ行くのでせうか︒みなさんは︑ど
六999 らうと思ったのでせう︑一人の若い男が︑
やまと
と つ
七621 ︑兵をお集めにならうとして︑大和の十津
七633起つたのではなからうか︒義光は︑胸をと

六鵬5園 が︑汗をかくだらう︒このガラスのふた
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入れないでおきませう︒さて︑この北極星

九㎜4

九928

九㎜8までどうしても泳がうllそれからは︑何

う少し上まで行かう︒﹂と︑石井先生が︑

八812囹 生︑もういいでせう︒﹂といった︒する

九梱8園

八809園

八843 いふ勇ましさであらう︒みんなは︑思はず
九柳3

八柵1園 に進んでみるだらう︒つまり︑外側のも

八葉3 ︒二千匹はみるだらうと︑にいさんがいひ
九佃2園

九㎜7園

つてはみないだらうか︑うまく揮幕をく

九柵6囹︒﹂太郎﹁さうでせうね︒私たちが︑小さ

ばんうれしいでせう︒﹂をぢ﹁何といって

司二者になりませう︒日ごろ私たちは︑

間はどんなに暑からうとも︑日光はかすか

そこに見えるだらう︑あの砂濱が︑到着

だ︒警備船へあがらうか︒﹁︿略﹀︒﹂と︑船

八鵬6園 みる方法はなからうか︒﹂しばらく考へ

八969 こしらへられるでせう︒みなさん︑考へて

八柵9 ルぐらゐはあるでせう︒足の長い割合に︑

時もたいへんでせうが︑暑い時も苦しい
い時も苦しいでせうね︒﹂をぢ﹁なにしろ

九M2囹

ぢ﹁さう思ふでせう︒けれどもよく考へ

九柵3囹

八㎜6園

九柵3園

らば鹿笛を討ち取らうと思った︒ある日の

つてから起しませう︒﹂といったので︑

八㎜6園︑静かに起きませうね︒﹂といふと︑﹁︿
九m8園

く山中鹿介であらう︒﹂鹿介は︑りんと

八㎜5園 にお馬事をしませうね︒一郎さんは︑も

八櫻2園 ちやうどいいでせう︒﹂といって︑一り
九日10
九鼎10園

めんだうだ︒組まう︒﹂かう叫んで︑狼

九㎜5園

て︑母に手紙を書かうと思って︑食堂車へ

八桝9囹 をいただくのでせう︒﹂とにこにこなさ

九伽3園

八伽5園 に持って行きませう︒﹂と︑うれしさう
八重3圃 たがたは思ふでせう︒それが︑いつも︑

九㎜9

＋4010きはどんなものでせう︒今もいふやうに︑

十407 ︑ひどい寒さであらうと思はれます︒まだ

十919囹官が代ったのでせう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒

十412ど光って見えるでせうが︑陰になる部分は
十415に恐しいけしきでせう︒もちろん︑草も木
十432ひがないと遵ふでせう︒月は︑永久に人間
十504圏づみっしさであらう︒かめば︑さくさく
十541囹も横車を押し通さうとした米國︑及び英
十578園︑しっかりしませうよ︒﹂といって︑目
十613とばりが明けて行かうとする基地で︑出撃
十759な仕組みになるだらう︒更に進んでは︑ひ
十761やうにもなるであらう︒次から次へと︑佐
十773外國を見返してやらうと固く決心した︒そ

十935園

︑おいやなのでせうか︒それとも︑馬が

からいただきませう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

つてみることでせう︒﹂と︑乃木將軍は

十924園にも驚かれたでせうが︑海の魚雷が︑山
十954囹

十955囹

おきらひなのでせうか︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略

十悩3園 けません︒乾かさうと思へば︑半日ぐら

十956囹

十㎜8 たことばでありませう︒それと同時に︑全

な困難にあふだらう︒しかし︑負けては
と﹁しっかりやらう︒﹂といひながら︑

母川11囹

こんなん

討の勝負をいたさう︒あの罰しもの洲こ

八鵬6 といったらいいでせうか ︑ふたかかへもあ
八尋1

やの野山に卵を生まうとして︑ さかんに空
す

してつかまへてやらうと意氣ごんで行った

巣を作らうとして︑あちらこち

九躍9囹

十年2 の姿であったのでせう︒あらし

ささぎは︑

九㎜2

で命を惜しみませう︒どうぞ︑これをご

旧観4

九132林のつらなりであらうとおどろくころは︑
九312囹
に︑﹁さあ︑行かう︒﹂とせきたてまし

十114園

十重10

つかれのことでせう︒せめてものお慰み

十㎜2園参るでございませう︒どうぞりつぽに最

十粥2 書の五箇國をゆづらうと申し出た︒秀吉は

をして宗治らを救はうと思った︒安國寺の

九3110
またいつあへるでせう︒﹁︿略﹀︒﹂ここまで

い戦意もあるだらう︒その時には︑おた

︒﹁生かしておかうや︒﹂

んぼを取るんだらう︒﹂﹁うん︑取るんだ

十湿8園

十285園

きの木があるだらう︒おばけが︑あのけ

ひとさし舞ひませう︒﹂といひながら︑

が︑﹁きれいだらう︒﹂と︑あひっちを

筒はボール紙だらう︒三脚は︑やっとき

十㎜7園

十鵬5園

十㎜1園

つしょに行きませうね︒﹂

ところへ行きませう︒﹂﹁lI﹂﹁︿略﹀︒﹂

どこかへ行きませう︒﹂二人の子どもは︑

なくいただきませう︒﹂主從六人︑心お

十321囹

略﹀︒﹂﹁織りまぜう︑おとうさん︒﹂息

は︑生き延びませう︒﹂井戸の水も︑か

十齪4囚巴
十335囹

十湿10園

うなものがあるでせう︒あれは海といはれ

十㎜10囹

た︒﹁どこへ行かうといふのだ︒干ぼし

て固まったものでせう︒月には水がないと

つつ

十㎜11囹

十395

十338園︑たたいてしまはう︒﹂母が棒を取って︑

十298囹

き

十143園

十359園

みやま

九529績けてるるのであらう︒艦内は深山のやう
九754この調子で次も焼かうと思ふ︒失敗した時
九804園いふのか︒よからう︒ひとつやってこら
九856物に驚いてかけ出さうとするやうな時でも
九871せて堂々と歩くでせう︒その勇ましいやう
九883かって立って見ませう︒北の空にもたくさ
九893見當がつかないでせう︒さうしたら︑どこ
九895さがすことにしませう︒これはすぐ見つか

十372囹

ぐ火を消しにかからうとする︒五兵衛は︑

九8910つの星に注意しませう︒さうして︑かりに

十399

十241

九901の方へ延してみませう︒すると︑この二つ
九903ます︒さっきさがさうとしたのがこれで︑

十餅8園 はない︒立ちのかう︒﹂張は︑夜具をか
あは
十㎜10 がたい年であったらう︒粟も︑大豆も︑か

十一974

十一964

つとあの槍に登らうといふ希望をいだき

十五度以上はあらう︒﹁︿略﹀︒﹂といふと

十一柳5園

十一塒8園

十一996

るのは︑妹であらう︒二人は︑不意の來

一曲ひいてやらう︒﹂ベートーベンは︑

いい曲なんでせう︒私には︑もうとて

へ行く汽船であらうか︒一種のあこがれ

く姿を見るであらう︒幸ひにしてこのこ

十麗3 の調査を︑打ち切らうといひ出した︒楊少

十川7 て來た︒がけを曲らうとした時︑烈しい風

十一柵10

十一981

十㎜8 年は︑また何かいはうとして口を動かして
十一鵬10園

十㎜4 敷字にのぼるであらう︒この長い長い交通

十川12

︒﹁まみりませう︒﹂ベートーベンは︑

でくださいませうか︒﹂きやうだいは︑

十一価3團

てくれたのでせう︒それとも︑大陸の

ていただきませう︒﹂そのいひ方がい

添加5 とへ鳴りものであらうと︑呼び聲であらう
十一佃9囹

十一柵7園

ふべん

まはしのどらであらう︒﹁︿略﹀︒﹂と︑激し

十脚8 ぶ一輪車の音であらう︒水に不便な北京城

十㎜5 うと︑呼び聲であらうと︑管のやうな胡同
十圏6 ちは︑それをつかまうとして追ひかける︒

ここちであったらう︒さうして︑長い長
くしたことであらう︒ところで︑これを

ことばを書き表さうとしたら︑どうなる
︑どうなるであらう︒﹁クサキハアヲイ﹂
合ひ諸軍でもあらうが︑長い文章になる
ろくしやう

て親の長言を祈らうといふ意味で︑新年

き

港をえらぶであらう︒そこには︑緑青
し

もつかないであらう︒今は二月︑内地で
吹いてみるであらうに︑四季のないセレ
はだ
︑仕事にかからう︒﹂鑛石の肌が美し
表したらよいだらう︒石の山
︒たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑

十敷年前にさ
て私が死ねませう︒﹂と答へた︒孔子

でなくて何であらう︒二

らうが︑風が吹かうが︑じりじりと績け

子は楚の國へ行かうとして︑弟子たちと

そ

たらいかがでせう︒﹂孔子は答へた︒﹁

てよい大工だらうか︒君子も同じこと
から︑もうよさうと思っても︑やはり
て私が死ねませう︒﹂といった顔弓が︑

大君のお側で死なう︑この身はどうなつ

48

聲でなかったらうか︒﹂と︑かれは考

の身が惜しからう︒﹂かういひながら︑

生の弟子にならう︒どうか︑残りを教

がって︑刀を抜かうとした︒すると︑一

ふ下心であったらう︒すると法親王は︑

びでございませうが︑何とか助ける道

道がないであらう︒﹂といふのが︑多

羅刹の餌食にならうといふのである︒木

ゑじき

そうになりませうかな︒﹂といって︑

とばを承りませう︒﹂羅刹は座に着い

ばの残りを聞かう︒さうしたら︑私の

への弟子にならう︒終生の弟子になら

みことばであらう︒それも前半分で︑

の聲であったらうか︒﹂さう思ひなが

6373119494119711472107139311119
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二878圃園もかさをささうよ︒げにもさうよ︑

もかさをささうよ︒﹂大名﹁や︑おの
＋二8610圏國

きげんをなほさう︒えいえい︑かさを

る︒すさりをらう︒冠者﹁お許しく

はれたらよからう︒﹂冠者﹁さてさて︑

人持ちでござらう︒﹂冠者﹁いかにも︒

責ってあげませう︒﹂冠者﹁かたじけな

かほどでござらうか︒﹂わる者﹁高うご

たらば買ひませう︒﹂わる者﹁では︑お

れを費ってやらう一1なうなう︑田舎

廣がりはござらうか︒﹂わる者﹁いかに

つ當ってみませう一1なうなう︑そな

末廣がりを買はう︒﹂わる者﹁これは京

末廣がりを買はう︑末廣がりを買はう

ぬが︑何と致さう︒や︑物の欲しい時

つ急いでまみらう︒とかく申すうちに

末廣がりを出さうと思ふ︒汝は大儀な

期をとげたであらう︒まことにありがた

園園囹囹圓園園囹園囹園園財界園．．

十一96園 ことでありませう︒﹂と︑中隊長が申

十一99囹ぞ喜ぶことでせう︒ほんたうによい雨

げん
十一157 なさったのであらう︒御ひつぎは︑表玄
十一259 とに氣つくであらう︒相手を﹁あなた﹂

十一269 ︒私もまみりませう︒もう十分にいただ
十一277 が御案内申しませう︒御心配申しあげま
十一355囹 者になるであらうに︒﹂といって歎息

十一364 書かなかったでせう︒當時︑かな文は女
十一訂7 るかがわかるでせう︒一
十一389 ︑十ばかりであらうか︑白い着物の上に
十一403囹 て逃したのでせう︒せっかくなれて︑

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

56

59

62
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67

了4

了8

了8

78

79

了9

79

了9

80

十一3810 いらしい子であらう︒切りそろへた髪が
十一405園 たらどうしませう︒﹂かういって︑雀
十一4010囹 もかうなんでせう︒わたしがこんなに

十﹇414園 あげてあるでせう︒さあ︑ここへちよ
十一419囹 いふよい髪でせう︒でも︑かういつま
うといふのでせう︒﹂

十一424囹 たはどうなさらうといふのでせう︒﹂
十﹇425園

十一444園しくなったでせうね︒﹂といった︒り
十一904 ここから︑今登らうとする燕の絶頂も︑

十一935 渡したことであらう︒左端の穂高に績い
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83
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つ一つ
160
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うい一うえ

ヤウスヲ見マシタ︒

四459

次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ

ニー34園ケッショウテンハ︑アノ山ノ上ダヨ︒

十一一麗7 ︑主家の難を救はうと︑朝廷へ寛大の御

十二㎜9 いものがあるだらうか︒太陽は︑私たち

εあにうえ・いやがうえ

ノデ︑ハコノ上二立チマシタ︒

神さまは︑また海の上をお見わたしに

二831園手ノ上瓦ゴムマリヲノセテヰルネ︒
三133 神さまは︑海の上をお見わたしになり
ました︒

三147

なりました︒

三195 鯉のかげが地の上をおよぎます︒
三224 牛わか丸は︑ひらりとらんかんの上へ
とびあがりました︒

べんけいが上を切ると︑牛わか丸は下

みよ子さんは︑ささの小枝を持って︑橋

ぼくは︑そのだいの上に︑そっとガラ

森の上︒
ぼんぽこあ

もの間をおよぎぬけたり︑上の方へ
浮かんで行ったり︑

三637

スばちをのせました︒

三628

の上に立ちました︒

三255

をしてください︒

満洲人の子どもは︑木でこしらへたこ

も︑なかなかむつかしいのですが︑

まを︑氷の上でまはして遊びます︒

四529

四823園ぼくが︑君らのせなかの上を︑かぞへ

ながらとんで行くから︑

四872園早く川の水でからだを洗って︑がま
四m2圃

どなうの上に腰をかけて︑

あなたは一番上の段︒．

のほをしいて︑その上にころがるがよい︒
五152

あがらうとして︑ころげ落ちるものもあります︒

五171 子どもたちは︑いきなりどなうの上にかけ

五204 さうして︑兵たいさんのかたの上にも︑子

五184園橋の上で仲よく遊びたまへ︒

どもたちの頭の上にも︑そっと止ります︒

五547

た︒

五502

水の上へ顔を出すと︑氣がせいせいするや

ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる

あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋

頭のすぐ上を︑かもめが︑五六羽とんで行

川原の石の上を︑せきれいがとんでゐまし

の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒

五458

と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

五451

うに思ひました︒

五246

五239 水の上へ︑顔を出してみたりしました︒

かげをうつすことがありました︒

五229水の上には︑ときどきとんぼがとんで來て︑

三247園ねえさんは︑あの橋の上でしんばん 五204 子どもたちの頭の上にも︑

小鳥が︑木の上で歌を歌ってゐます︒

へとびおります︒

三226

画き夢

十二㎜5 沈させたのであらう︒それっきり︑今ま

ゐ

三241

うい
う

上

淺き夢見

十一一547図圏園 有爲の奥山今日越えて︑
ゑ
見じ酔ひもせず︒

︵名︶

じ酔ひもせず︒
﹇上﹈

捌

十二564図團 有要の奥山今日越えて︑
うえ

に・このうえは・そのうえ・ちぢうえ・ははうえ・
ははうえさま︒まうえ・みのうえ・めうえ・やまの

三926國夕日が赤い︑

うえ

一377 ミヅノ上ヲ︑ズンズンハシリマス︒

四424圃

金の牛は︑小高い岩の上にあがって︑
四方を見わたしました︒

四448

ひつの腹つづみ︒

お山の上では親だぬき︑

一683 森ノ上ガ︑アカルクナリマシタ︒
マシタ︒

一692 オ月サマハ︑スッカリ森ノ上ニアガリ
一812 キジガ︑トンデイッテ︑上カラチキノ

て︑みどりの島を眺めました︒

十二齪10 つあるだけであらうか︒かりに︑太陽を
十一一鵬3 つてしまふであらう︒つまり太陽は︑夜

一旦

P国富ハ︑セイガヒククテカホが出ナイ

タ︒

ニー35園山ノ上︒イイトモ︒
四493 子どもたちは︑この氷の上に︑指で字
ニー54園オヤ︑山ノ上ニダレカヰルゾ︒
を書いたり︑人の顔をかいたりして遊びます︒
二298 ウスガ︑上カラドシントオチテ來マシ 四516 スケートをつけて氷の上に立つこと

十二川5 動に︑よみがへらうとしてるるのだ︒ぼ
になることであらう︒してみると︑

十二襯3 を思ひ出すであらう︒このやさしい歌に
十一一衛2

十二川8 たりが赤道であらうかll雲の白さと︑
十二川10 延びの早い雲だらう︒幾重にも輪を重ね
られたことであらう︒﹁︿略﹀︒﹂かういひ

十二㎜9 でも行くのであらう︒船の人々は︑ほっ
十二川8

十二川9園 なく月も出ませう︒﹂かういひながら︑

十二㎜1 が多いことであらう︒野江に空をおほふ
十二㎜6 なに天候が悪からうと︑早朝から飛び出
十二川4 千メートルもあらう︒これを避けて北へ
てん い う

一一

十一一圏5 やって來たのだらう︒一隊は左舷から︑
う ゐ
﹇有為﹈︵名︶2 有爲 有爲

十二鵬1 といふ天佑であらう︒すでに太陽は没し

V9

つ兀一つえ，

162

きました︒

五566 波の上に︑何か小さな物が浮かんで︑
も︑たくさんありました︒

五734席はみんなふさがった上に︑立ってみる人

海の上を︑すいすいとんで行きます︒

五884 夏の空は︑からりと晴れて︑白いかもめが︑

浮かんでゐます︒

五885青い波の上に︑赤・白・黄・みどりの旗が
五888 海岸も軍艦の上も︑おうゑんの水兵さんた
ちで︑いっぱいです︒

五言2 木の上を見あげて︑女は︑うやうやしくお
じぎをする︒

上に並べてあります︒

六131 刈ったあとには︑くくった稻の束が︑田の
六303團 たがひにあいさつのラッパを吹きかはし
て︑海の上を進んで行くのは︑
くことができるのだ︒

六314国 その水を押し出せば︑自由に海の上へ浮
六白5團 水の中へもぐったら︑海の上が見えない
ばうゑんきやう

だらうと思ふであらうが︑

海の上を︑すっかり見渡すことができる︒

六317團 細長い望遠鏡のやうなものがあって︑

六913

六905

高さ一メートル半ばかりの山を作って︑そ

みんなは︑雪の上に集って並んだ︒

學問では︑道眞の上へ出る人はないと思は

ぼくは︑山の上に立ちあがって︑その旗を

の上に︑旗を立てるのである︒

六962
ふった︒

六985
れてるました︒

そのとたん︑少年のからだの上へ︑そばの

六995園机の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細
いんだ︒
どかく

七248

長い水の上に︑ニセンチか三センチぐらゐ

建物の土角がくつれて來ました︒

七377

次に︑お供へものをいろいろと︑白木の机

の︑若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

七419

賊が︑︿略﹀︑くやしがって攻め寄せると︑

の上に運ばれました︒
七593

幅が一斗五尺︑長さが二十丈︑その上を賊

正成は︑高いがけの上から大木を落させた︒

七608

正成は︑︿略﹀︑たくさんのたいまつを出し

はわれ先にと渡った︒

七611

さうして︑その上へ油を注がせた︒

て︑これに火をつけて︑橋の上に投げさせた︒
七612

七914

その上に︑ていねいにたたんだ軍服や︑

上のいちばん高い段からは︑五年生の山本
憂の上から︑まっさかさまに︑水の中へず

﹁︿略V︒﹂と︑本田くんがいひましたので︑

七913園わたなべくん︑上の段からとばうよ︒

ぶりとはいって行くのは︑

七909

くんがとんでゐました︒

七908

背嚢などが︑きちんと置いてあります︒

七825団

錦の御旗をけがしたてまつるとは︒

六335垂水の中にもぐってみても︑海の上にみる 七648囹 おそれ多くも宮の御道筋をふさいだ上に︑
のと同じやうに︑どこへでも行くことができる︒
六434囹 葉のさしわたしが一メートルもあって︑

南洋の小さな子どもが︑よく葉の上に乗って遊び
ます︒

たりして︑机の上を見たり︑

六616 ぼくは︑この二つを︑重ねたり︑別々にし
六892 三校へ行く時︑雪の上を歩いて行った︒
あとも︑並んでついた︒

六898 三人が︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足

いちばん上の段へのぼって行きました︒
てるます︒

七917 頭の上では︑夏の太陽が︑かんかんと照つ

七937水の上へ顔を出すと︑本田くんと山本くん

山本くんが︑垂の上で笑ってゐました︒

が︑墓の上で笑ってゐました︒

七937

︑七価6 くもは︑この上を︑いそがしさうに行った
り來たりして︑すを作る仕事をつづけました︒

といふことが︑どれほど彌兵衛たちを怒らせたか

七価2 オランダ人の足が︑日本人の頭の上にある

恥を毫海にさらしたくありませんでした︒

七六5 彌兵衛は︑もうこの上がまんして︑日本の

不意を討たれて︑平家の軍は︑上を下へ

の大さわぎ︒

八306図

なって︑さしもに深きくりから谷も︑平家の人馬

八314図馬の上には人︑人の上には馬︑重なり重

にてうづまれり︒

八314図馬の上には人︑人の上には馬︑

したが︑︿略﹀︑さっそく舞姫にきめました︒

八354 頼朝は一目見た上でと︑萬壽を呼び出しま

き受けるやうにしたので︑

八396 かげひなたなく働く上に︑人の仕事まで引

くさんのはうびを與へました︒

八438 頼朝は︑唐糸を許した上に︑萬壽には︑た

私たちは︑めいめいのグライダーを机の上

に置いて︑おべんたうをたべた︒

八531

八5310先生が︑運動場の向かふのがけの上で︑

一機が風にあふられて︑上へ向かったかと

﹁集れ︒﹂といはれたので︑

八557

思ひ思ひに︑スキーのあとを雪の上にゑが

もう少し上まで行かう︒

思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒
八809囹

八822
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きながら︑小鳥のやうにおりて來る︒
行かれたが︑

八827 先生は二人とも︑まだ上へ上へとのぼって
八827 まだ上へ上へとのぼって行かれたが︑

八856 お書になったので︑雪の上で︑帯しいおべ
んたうをたべた︒

貫ぬく中佐の叫び︑

ねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑一りんざ

九365図圃

あふぎ見るマストの上をゆるやかに流

はるかな海の上をおほうてるたもやも消え

るる雲は白く光れり

九473

魚市場の辛いたたきの上を︑鉢巻をした若

てなくなり︑

九4810

者が︑大きな魚を︿略﹀右へ左へ運んで行く︒

九773

九743

ひよう長い足で元三よく︑草原の上をはね

腰皮の上に腰をおろし︑

丸形のかまの上へそっと手を置いた︒

夜九時ごろ︑北より少し西へ寄った方に︑

立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける
いつもそばを離れない警備船の上から︑先
船の上から先生が叫ばれた︒
一本松が︑右手の海岸のがけの上に︑掃き

たちまち狼介の大きなからだが︑鹿介の上
母は︑︿略﹀︑風の日も雪の日も待ってる
たが︑とうとう山の上でなくなったといふ︒

九字7園

へのしかかった︒

九伽10

い上に︑南洋の日光に照りつけられると︑

九帽4園機髄の中は︑ふだんでもかなり温度が高

く立ってるるのが見えた︒

九欄10

九柳6

生が︑﹁︿略﹀︒﹂と注意される︒

九972

と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九958

やくを立てたやうなかつかうになってゐます︒

ますを下に︑少し曲った柄を上に︑ちやうどひし

九897

まはることもありました︒

九821

ながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒

八865図圃荒波あらふ デッキの上に︑ やみを 九518 漁船からは︑朝げの煙が波の上に影を落し
八丁6 高射砲は︑まるい鐵の垂の上で︑砲身を空
へ向け︑

の封戦車砲は︑

八鵬8 ゴムの車輪の上にとりつけられた︑小がた
八価9 ほかの魚は︑腹を下にし︑背を上にして泳
ぎますが︑

見ても︑どこにるるのか見當がつきません︒

八描2 からだに︑ちよつと砂をかぶると︑上から
八備6 岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上
しよくかく

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒
八槻3

八佃3 その上のところに︑小さな鯛角があって︑
しにさして︑飯垂の上にかざった︒
がたは思ふでせう︒

八梛2團圓﹁あの山の上の人かげは︒﹂と︑あなた

み八重︑きぬだたみ八重を波の上に敷きて︑その

九88図 弟橘媛︑︿略﹀︑すがだたみ八重︑皮だた
上におりたまへり ︒

上におりたまへり ︒

九88図 きぬだたみ八重を波の上に敷きて︑その

九四1
る︒

九㎜6

があり︑石ころを積み重ねたのがあり︑

十2510 人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通

二度三度︑村の上を︑海は進みまた退いた︒

る︑白い︑恐しい海を見た︒

十261

十314 水汲みに來た女の頭の上の水がめが︑ゆれ

きやく

長さ一メートルばかりの望遠鏡が︑三脚

て鳴る音だ︒

十354

搭乗員の目は一つになって︑海の上へ焼

たふじょう

の上にのってみる︒

きつくやうに注がれる︒

十6310

十823 押しも押されもしない﹁世界一の織機﹂と

このやうなもったいないおことばをいた

いふ光榮が︑かれの上にかがやいた︒

十867囹

一章軍で受け取って︑その上︑正式の手

だき︑この上もない光榮であります︒

十953園

畠山︑﹁︿略﹀︒﹂といふまま︑大串をつか

績きをしてからいただきませう︒
十悩4図

﹁重箱﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下を

んで岸の上へ投げあげたり︒

十帽5

﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を音

訓で工んだり︑

で讃んだりする場合も︑まれにはあります︒

十帯6

十梱9囹 下塗りができあがると︑その上へ︑この

やうに中塗りをします︒

砂の上を︑ひとりでにすべって行く︑ふし

砂の上には︑銃劒だけが残ってみる︒

どうやう
て最後の仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑

十三9 下塗りと中塗りができた上へ︑上漆をかけ
十三7
十個10
十捌10

ふなばた

二さうの舟は︑静かに近づいて︑滞滞とた

ぎな銃劒である︒

作業場は︑かなり離れた小高い岡の上であ

たへた水の上に︑舷を並べた︒
なし
庭へ出した机の上に︑梨やぶだうを供へた︒
十四12

やなぎ

その上に︑楊の枝をたばねて突きさしたの

九237團白い實を舌の上にのせると︑すっととけ 九㎜12 大きな木の上に星が光ってみる︒
て︑上品なあまさが口に残る︒

さにことばも止って︑机の上へつつぶしました︒

九3210 ここまでいふと︑母はこみあげて認る悲し

うえ一ウェールズ
164

十㎜12 少年は︑線路の上に二王立ちになり︑
やなぎ
十川8 土塀の上から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑
ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒
ふんどう

十川2 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお
き︑その爾側に分銅をつるしておく︒
むさしの

十一87 晴れた夏の空が︑武舞野の上におほひか
ぶさってみる︒

十一176図 賊の寄せ手七萬五千鯨騎︑堀・がけと
もいはず︑かづらに取りつき岩の上を傳ひて︑

十一182図 やぐらの上︑矢ざまのかげには︑射手
とおぼしき者ども︑︿略﹀待ちかけたり︒

十一187図 木戸の上なるやぐらより︑名のりける
は︑

十一207口a凶國もし甲の上を射ば︑矢じり砕け折れ

ごうごうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐ

を︑静かに渡る︒

十一834
あたりを見まはすと︑かたはらの貨物自

らぐら動くのが︑愉快でたまらなかった︒

十一旧4

セレベスの島影は︑︿略﹀︑地平線の上に

動車の上に︑三毛猫がうずくまってみる︒
十一㎜8

家の中の机の上に︑大きなとかげがちよ

浮かびあがって來た︒

十一川1

夜が來て︑山脈の上の黒水晶のやうにつ

こんと頭をもたげてすわってみたり︑

十一㎜4

部落全盤は︑高さ一漕ぐらみの竹で作つ

やつやした大陸に︑南十字星がかかって︑

十一泌2

三四人つつ一かたまりになって︑石の上

た床の上にできてみる︒

岩上ー51

﹁日本人か︒﹂トラックの上から勇士がど

で働いてみる︒

なった︒

十二213

て︑通らぬこともあらん︒

風が︑ことばの上に反映したのにほかならないの

﹁︿略﹀︒﹂と︑トラックの上の兵士たちは

十二239

十二233

トラックの上の勇士も︑

部隊長は︑トラックの上に立ちあがって︑

トラックの上の兵士たちは︑

爆破された橋の上には︑︿略﹀︑敵のト
その上を︑熱帯の太陽がかんかん照りつ
ギリシャの國旗が︑朝の太陽に照らされ
バリ島の敵の野職病院には︑アメリカの

十二桝6

十二伽9

この敵の將校は︑寝床の上に半身を起し

目が見えない上に︑手の自由もきかない︒

航空將校が︑白い寝床の上に横たはってるた︒

十二伽8

ながら︑緑の波の上に光ってみる︒

十二槻5

ける︒

十二塒2

ラックや職車がおいてきぼりになってみる︒

十二鵬6

十二244

口々にたつねた︒

十二219

十一325 つまりわが國がらの尊さ︑昔ながらの美
である︒

十一389 白い着物の上に山吹色の着物を重ねて︑
てわざとかく仕りて候︒

十一669図⁝国 兄にておはす上に︑思ふところあり

つた形に現れる白い雲は︑積雲といひますが︑

十一7510 底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが

けさをふるはせて︑頭の上から降り注いで來る︒

十一7810 生き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静

てんがい

十﹁802 かへで・ぶな・くりなどの木々が茂り合
つて︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれる︒
叢きてしまった時︑

十一815 林を出はつれて︑頭の上の緑のおほひが
か
十一816 朝の日の光が︑石を噛んで流れる水の上
にをどつてみる︒

十一818 危ふげにかけ渡された一本の丸木橋の上

とうとう︑スコールが船の上へやって來

て︑さめざめと泣いてみた︒

十二㎜2

たからである︒

十二㎜12 深い藍色が頭の上にかぶさったころには︑

下は海面すれすれまで︑上は五六千メー

もう太陽は没して残光は見られなかった︒

十二川4

甲板が見えず︑あの攣にだだっぴろい艦

かんばん

トルもあらう︒

十二脳12

こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の

橋の上の方と︑マストだけが見えたので︑

一隊は右からウェールズへ他の一隊は左か

︵名︶1一 ウェールズ

﹇植﹈εたうえ・はちうえ

警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

十二川4
うえ

十657

ウェールズ

一番機が海面すれすれにおりて嚢射した魚

らレパルスへ襲ひかかる︒

十666

ウエールズを襲った二番機が︑魚雷を放つ

ウエールズは右へ︑レパルスは左へ︒

雷が︑みごとにウェールズに命中して︑

十675

十67一

それと同時に︑魚雷はウェールズの舷側で︑

てその右舷前方にさしかかった時︑

十677

レパルスは︑速力がぐっと落ちてウェール

深手を負ったウェールズは︑見る見る傾き

みごとに大きな水柱と火焔をあげた︒

十681
始めた︒

十689

わが偵察機は︑なほも大空をめぐりながら︑

ズの後方︑二千五百メートルの海上にある︒

まもなくウェールズの速力は急に落ちて︑

旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒

十709
十714

駆逐艦が寄りそふやうに︑傾いたウェール

ほとんど停止したかと思はれた︒

ズにぴたりと横着けになった︒

十715
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響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあがった︒

十716 そのとたん︑ウェールズから爆嚢の一大音
植込み

植ゑよう︑植ゑましょ︑

植ゑ

み國のために︒

五647圃米はたからだ︑たからの草を︑

五644圃
りゃ︑こがねの花が咲く︒

み國のために︒

﹇植込﹈︵名︶1

植ゑよう︑植ゑましょ︑

うえこみ

八2010團 圓形で︑きれいな植込みのある高場です︒ 五653國

植ゑつける ︽一

予言では︑よく山ぞひの土地に︑バナナが
ばせうに似た植物が︑きちんと行儀よく︑

これほどたくさん植ゑてあるバナナが︑一

八165

苗を植ゑてから早くて十箇月︑

︽ース︾

ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎の庭
﹇植渡﹈︵五︶1

へ持って來て植ゑた︒
うえわた・す

植ゑわたす
魚5たちうお・とびうお

田園のつづく限りは︑
早苗のみどり︒

さなへ

十一692図圏

﹇魚﹈︵名︶28

いろいろな魚が出て來ます︒
すきとほった水の中に︑たくさんの魚が︑
魚がかくれてみるにちがひありません︒

すいすいおよいでゐました︒

五96團

三餌3

魚をすくったりして遊びます︒

三453正男さんは︑この川で池を作ったり︑

もぐります︒

三359囹せんするかんは︑魚のやうに海の中へ

うお

植ゑわたす

九脳12

本一本だいじにされてゐます︒

八161

しかも︑たくさん植ゑてあるのです︒

八157

植ゑてあります︒

八1410

これもぼくが植ゑたのだと思ふと︑

今では︑ぼくよりもずっとせいが高いが︑

み國のために︒

かう

植ゑ手
上野

︽ーエ︾

うゑる

五811

植ゑよう︑植ゑましょ︑

上杉

五653國

いしだう

尊氏これを見て︑﹁︿略V︒﹂と下知しけ

﹇上杉﹈︹人名︺1

十二田10図

うえすぎ
き ら

︵下一︶

2

れば︑吉良・石堂・高・上杉の者ども六千黒影に
﹇植付﹈

て︑湊川の東へかけ出で︑

ケ︾

うえつ・ける

八121 青々と植ゑつけられた夏の稻田を︑思ひ浮
かべてるるでせう︒

﹇植手﹈︵名︶1

よくできて︑この間一部分だけ牧繁しました︒

十一価8團 この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう
うえて
﹇上野﹈︹地名︺2

五652圃 そろた︑出そろた︑ 植ゑ手もそろた︒
うえの

うゑる

六榴4園 ここは︑みなさんに喜ばれる上野の動物

六餅4園 これは︑上野の帝室博物館です︒

﹇ 飢 ﹈ ︵ 下 一︶2

園です︒

う・える

つめたい雨にずぶぬれになって︑
ウエル

植ゑる

八102 をりから南へ飛行中だつた燕は︑食にうゑ︑

﹇植﹈︵下一︶14

十㎜8園うちの子どもが︑うゑてるます︒
う・える
︽ーエ・ーエル︾

一405 山二︑小サイ木ヲ五本ウエマシタ︒
二887

にいさんは︑毎日海へ出て︑魚を取って
いらっしゃる︒

五伽6囹

樂しみだと書いてあった︒

しめた︑大きな魚だ︒

糸がぶつりと切れて︑魚が逃げる︒

五伽9園

にいさんのだいじなつりばりを︑魚に取

つりばりを︑魚に取られてしまひました︒

五伽2
五柵8園

られて︑困ってみるところです︒

五槻5園

六341團魚雷をうち出すと︑生きた魚のやうに︑

水の中をくぐりながら︑敵艦をめがけて行って︑

七132 六七センチばかりの魚が︑からだをくねら

べらといふ魚ださうです︒

せて︑︿略﹀海藻の間を上手に泳いでゐました︒

七133

お米や︑お酒や︑お餅や︑魚・︿略﹀など

を︑それぞれ三方にのせて供へられました︒

七4110

が見られました︒

八丁6 そのガラス越しに︑いろいろの魚のみるの

﹁かれひ﹂﹁たこ﹂︑そのほか名前を始めて

聞く魚が︑たくさんゐました︒

八柵8

もくれないといったふうです︒

八M2いういうと泳いで︑ほかの魚などには︑目

八梱7 ﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかなか氣

のきいた魚です︒

鉢巻をした若者が︑大きな魚をてんびん棒

八柵9 ほかの魚は︑腹を下にし︑背を上にして泳
ぎますが︑

九4810

につるしたり︑手押車にのせたりして︑

かつをが置かれ︑

九494 大きな魚にまじって︑小型の爆揮のやうな

九503 この魚の行列の間を︑市場の人たちと魚問

屋の若者たちが︑︿略﹀右往左往してみる︒

荷作りされた魚の箱を山のやうに積んだ貨

物自動車が︑魚市場を出て行くのは︑

九5010

朝は︑見るからにきびきびとして︑威勢がよい︒

五865送ってあげたつりだうぐで︑魚をつるのが 九508 新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の

犬ノオハカヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ 五444

松ヲ一本ウエマシタ︒
田にきちんとうゑるのです︒

三576 二十センチぐらみにのびたいねの苗を︑
五644圏植ゑよう︑植ゑましょ︑ み國のために︒

うおいちば一うかぶ
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十一棚5 力強くたぐりながら︑なれた手つきで魚
をはっす︒

﹇魚心﹈︹話手︺2

魚たち

ウォースバイト型一隻に大損害⁝⁝⁝
うおたち

五柵5 魚たち﹁少しもぞんじません︒﹂

五柵2 魚たち﹁ぞんじません︒﹂
魚たち

十一㎜1 魚を取ることも上手である︒
﹇魚達﹈︵名︶4

みんなここへ呼び集めるやうに︒﹂

﹇魚問屋﹈︵名︶1

魚問屋

五鵬4 女は︑魚たちをたくさん呼んで來る︒

ちを︑

五柵2園 海の神様又請﹀︒ 女に向かって︑ 魚た

三描4 魚たちは︑そろってをどります︒

三価2 魚たちは︑ごちそうをはこんで來ます︒

うおたち

十二㎜12 潜水艦の潜望鏡かと︑近づいて見れば︑
魚の群だつたりする︒

うおいちば ﹇魚市場﹈︵名︶5 魚市場
ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ飾って行く︒

九488 このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急
九4810 魚市場の廣いたたきの上を︑鉢巻をした若
者が︑大きな魚を︿略﹀右へ左へ運んで行く︒

九503魚の行列の間を︑市場の人たちと魚問屋の
︽⁝ッ・ーヒ︾

朝は︑見るからにきびきびとして︑威勢がよい︒

九508 新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の うおどんや

うかがふ

若者たちが︑ いそがしさうに右往左往してみる︒
﹇伺﹈︵五︶2

今︑お話をうかがって︑飛行機の整備の
﹇窺﹈︵五︶2

うかがふ

︽ーッ・ーハ︾

おほひかぶさって挙る黒いかげでも︑彿ひ

おうべい

當時︑歌米の強意は︑ひそかにわが國を
うかがってみたのである︒

十一一備4

何でもない身振りにも︑うかがはれます︒

のけようとするやうにもがいてみるのが︑患者の

十鵬4

うかが・う

大切なことはよくわかりましたが︑

九伽4囹

ましたが︑

九柵2園 さっきは︑うれしい時のお話をうかがひ

ぐ・う
うへ
カカ

九511 魚の箱を山のやうに積んだ貨物自動車が︑
魚市場を出て行くのは︑

九515 活氣に滞ちて生きもののやうに活動してゐ
た魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑

ウォウォ一一海峡

ウォウォ＝かいきょう ︹地名︺一 ウォウォニ海峡
十一⁝⁝⁝図

ウォウォニとう ︹地名︺2ウォウォニ島

右往左

十一脳4 南にウォウォニ島を見ながら︑船は静か
にスタリン湾へはいる︒

十一川図 ウォウォニ島
︽ーシ︾

うおうさおう・する ﹇右往左往﹈︵サ変︶1
往する

太陽は没して︑西の方だけが眞赤に暮れ

文治と︑へさきにすわって︑船があがると︑
九977

今までからだを浮かしてみてくれた海が︑

からだを浮かすやうに︑

六楢4

うか・す﹇浮﹈︵五︶3浮かす︽ーシ・ース︾

きなからだを浮かし出してみるではないか︒

残り︑その町中にくっきりと︑レキシントンが大

十二鵬3

九504 魚の行列の間を︑市場の人たちと魚問屋の うかしだ・す ﹇浮出﹈︵五︶1 浮かし出す ︽ーシ︾
若者たちが︑いそがしさうに右往左往してみる︒
ウォースバイトがた ︵名︶3 ウォースバイト型
損害を與へたことがわかる︒

十二㎜11更に英の戦艦ウォースバイト型にも︑大

しゅくん

十二加11 戦艦カリフォルニや型と︑ウォースパイ
ト型を血祭にあげた︑殊動輝く海の荒鷲が︑

十二泌1園 戦艦カリフォルニや型一隻撃沈︑職艦

して泳いだ︒

九糊1 顔を水にひたして︑からだを浮かすやうに

うがちぞめ

それから︑地面のおはらひをして︑うがち

﹇穿初﹈︵名︶2

七4210

うがちぞめ

うかと

うがちぞめといふのは︑鍬で土をほる儀式

ぞめがありました︒

︵副︶1

であります︒

七4210
うかと

ッ︾

﹇浮上﹈ ︵五︶ 3 浮かびあがる

十一一788園 や︑うかと致した︒

︽

セレベスの島影は︑︿略﹀︑地平線の上に

うかびあが・る

十一㎜8

地平線から浮かびあがって借る星の光ま

大謄にも浮かびあがって堂々と接近して

だいたん

浮かびあがって來た︒

行くと︑

十二伽7

十二蹴10

うかぶ

浮かぶ ︽ービ・

もの間をおよぎぬけたり︑上の方へ

海にうかんだお城のやうです︒

﹇浮﹈︵四五︶25

でが︑︿略﹀船のともし火のやうに見える︒

ーブ・ーン︾

うか・ぶ

三329園

浮かんで行ったり︑

三637

ぽっかり浮

白帆が︑いくつも浮かんでゐます︒

四434圃空にはまるいお月さま︑

三748團

波の上に︑何か小さな物が浮かんで︑こつ

かんだ白い雲︒

ちへ近寄って來ました︒

五566

五886青い波の上に︑赤・白・黄・みどりの旗が

かもめが五六羽とんで來て︑

波にゆら

空には︑白い雲がぽっかり浮かんで︑

浮かんでゐます︒

六千9

れて浮かんでる︒

七57圃
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七61圃水にもぐってひょいと出て︑ ひょいと
浮かんでまたもぐる︒

七217 ふと御心に浮かんだのは︑御をば倭名命の
おことばです︒

七692園 いい考へが浮かんだ︒

八494 私の心に浮かぶものは︑青い空に飛んでゐ
る眞白なグライダーであった︒

も

﹇浮﹈︵下一︶7

ウカベル

家は海に船を浮かべて︑相封せり︒

うか・べる

うかれる

浮かべる

浮かれる

涙を浮かべてくやしがる乗組員をなだめ
﹇浮﹈︵下一︶2

ぼんぽこぼ
職國の世とはいへ︑京都では花が咲き︑人
右岸一帯

濁流をさかのぼること約三四時間︑右岸

だくりう

﹇浮﹈︵名︶5

うき

一帯に打ち説くうつそうとした密林が切れて︑

十一珊8
うき

ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる
と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

五448

き

き

ボルネオの雨季は︑十月に始って三月ご

つ

﹇雨季﹈︵名︶1 雨季

ロつ

中へ引きこまれました︒

うき

ろに終る︒

十一圏3

ニ

﹇浮出﹈︵五︶2

浮き出す

︽ーシ︾

望遠鏡の圓い視野に︑月がくっきりと浮き

浮世をば今こそわたれもののふの名を

﹇浮世﹈︵名︶1 浮世

﹇浮﹈

︵五︶

ウイテヰタ︑

10 ウク 浮く

まぶしく

青イ海

︽ーイ・⁝カ・一

ニツ三ツ︑

あすからうれしい夏やすみ︑

二66圏トホクノ方ニ

晴れた大空に︑ ま白な雲が浮いてみる︒

五944圏

六308團漕水艦が︑水の中へもぐるのだと聞くと︑

その水を押し出せば︑自由に海の上へ浮

沈んだきりで︑浮かないことがありはしないかと︑

まるで︑大きなおぼんが浮いてみるやう

くことができるのだ︒

六314国
六428囹

私は︑これがあの︑おわんの中に浮いてゐ

その煙の中に︑ぽかりぽかり︑わら屋根が

浮いて見える︒

十293

るわかめかと思ひました︒

七112

びく︑びく︑びくllにいさんのうきが動 だなあ︒
空の雲が水にうつって︑うきのそばを︑
ぐぐ︑ぐぐっと︑今度は私のうきが︑水の

ウイテヰタ︒

一一64圃小サイシラボガ

ク︾

う・く

高松の苔にのこして と僻世の歌を残して︑

こけ

十溜5図魍

うきよ

出して見える︒

十367

夕空に浮き出してゐます︒

七描8 遠くの木立や︑家や︑煙突が︑くっきりと

うきだ・す

いすいと浮きあがります︒

八丁7 ときどき︑からだをしぼるやうにして︑す

海に浮かべてみると︑今まで見たこと うきあが・る ﹇浮上﹈︵五︶1 浮きあがる ︽ーリ︾

イケニ︑フネヲウカベマシタ︒

︽ーベ︾5おもいうかべる

四105

一372

も聞いたこともない︑大きな舟でした︒
わらの切れば

わらの切れはし浮かべたり︑

えびやめだかも︑泳がせて︒

目には涙さへ浮かべてみた︒

し浮かべたり︑

六伽4圃卵のからを浮かべたり︑
六伽5圃

八834 雪煙が消えて︑先生の笑顔が浮かんだ︒
七479

虫部川の水は︑︿略﹀流れてみるll月ご

九958 立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける

み

﹇右岸一帯﹈︵名︶1

は蝶のやうに浮かれてみた︒

てふ

九㎜7

んぽこ打ちだした︒

四435臨月にうかれて腹つづみ︑

︽ーレ︾

うか・れる

ながら︑

十二桝7

とに︑あのあはい三日月の影を浮かべながら︒

九僻9

八842 先生のからだは︑ちうに浮かんだ︒
と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

十柵7 輸送船からも︑波間に浮かぶ舟艇からも︑
兵士が歯﹇を食ひ し ば っ て 鷹 戦 す る ︒

ふとまた浮かぶ︒

十欄1 泳いでみる兵士の鐵かぶとが︑沈むかと思
十川4 とたんに︑私の頭の中には︑病室で苦しん
でるる患者の顔が浮かんで來ました︒

十川5 雨雲一つ浮かんでは來なかった︒

十一709 雲の中でもいちばん高く︑八千メートル
から一萬二千メートルの高さに︑浮かんでゐます︒
トルのところに浮かんでゐます︒

十一743 むら雲・おぼろ雲は︑︿略﹀︑四五千メー うがんいったい

十一782 まだ︑なかば眠りからさめない心のうち
に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒

さるさは

な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる︒

もやう
十﹁川7 運河には︑いろいろな模様をかいた小さ

かびたり︒

五467

ゆっくり流れて行きます︒

五465

きました︒

五461

十二384図圃満月はやく猿澤の 池の水の面に浮 五455 二人は︑じっと︑うきを見つめました︒

浮かぶ

︽ーベ︾

十二557 すると︑又略﹀︒﹂といふ深い意味が︑か
﹇ 浮 ﹈ ︵ 下 二︶1

れにはっきりと浮かんだ︒
うか・ぶ

八712図 屋島の合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平

うく一うける
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ふところ

十二価6 白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し
ては︑︿略﹀︑輕 さ う に 浮 い て 行 く ︒

受く

︽ーク・ーケ︾

十二加6 銀翼に︑眞赤な日の丸がくっきりと浮い
﹇ 受 ﹈ ︵ 下 二︶4

て︑望遠鏡にうつって來た︒
う・く

﹇受入﹈

︵下一︶

1

受け容れる

の近いことほとんど受合ひだといひます︒
うけい・れる

る

︽ーッ・ーリ・ール・ーレ︾

︽一

ほのかに承れば︑この御苑は︑明治天皇

勧みつから︑森の下道・下草まで何くれと御仰せ

十91図

ありて︑自然のままに作らせたまひ︑

承りますと︑閣下のお子様が︑二人とも

はうぐわん

足助殿の御弓勢︑日ごろ承り候ひし

職死なさったさうですが︑

十928園

十一202図圓

ほどはなかりけり︒

うけと・る

﹇受取﹈ ︵五︶ 4

受け取る

受取る

春枝さんも︑受取ったはがきを凹んで

︽ーッ・ーリ︾■おうけとる

道中は︑その弓矢を静かに受け取り︑前へ

みますと︑

四686
六㎜8

彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑受

進んで︑きっと身がまへました︒

け取った荷物をいつぽい積み︑

七梱3

一覧軍で受け取って︑その上︑正式の手

績きをしてからいただきませう︒

十953園

馬屋には︑それぞれ受持の馬が︑ちゃん

﹇受持﹈︵名︶7 受持

少年は︑あくる日の書ごろ︑父と︑母と︑

と待ってみるからだ︒

五662團
七273

それらも︑やはり同じ工場で︑受持受持に

受持の先生にまもられて︑

これは水兵員の受持である︒

受持受持によって作られます︒

よって作られます︒

八鵬3
八鵬3
九551

うけも・つ

ある少年は︑自動車道路の見張りを受け持

﹇受持﹈︵五︶1 受け持つ ︽ーッ︾

十一一98 各自受持の採鑛現場へと急ぐ︒

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒

御方の大面たる父判官の代官とし 十㎜4 かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑
勅命のくだったことを承った阿禮は︑そ

て︑鎭西八郎爲朝︑一陣を承って堅めたり︒

十︻6210図面
十一枷10

れこそ天にものぼるここちであったらう︒

︽一

﹇受﹈︵下一︶28 ウケル うける 受ける

る・おうける・ひきうける・まちうけもうす・まち

︽ーケ・iケル︾Oおうけいたす・おうけくださ

う・ける

つてみたが︑急病で寝込んでしまった︒

つつしんで佛のみことばを承りませう︒ 十㎝2

十二632園法親王はおえらいお方と承ってみたの

十一一543園

に︑將軍家のなぞがお解けにならなかったとは︒

受けつける

この夜︑陛下のおやすみになったのは︑

1

フッテ來ル雪ヲウケテヰマス︒

妹ハウタヒナガラ︑前脚ケヲヒロゲテ︑

一375 カゼヲウケテ︑ハシリマス︒

うける
︵下一︶

﹇受付﹈

二528

午前二時とうけたまはる︒

十二⁝⁝10囲

うけつ・ける
ケ︾

漆が乾く時には水分を吸挿しますが︑乾
いてしまったら水分を受けつけません︒

十桝2囹

うけもち

十二296園だから︑世の中が先生を受け容れて用

レ︾

ひようとしません︒

もし︑しわでもできると︑風の受け方がう

まく行かないので︑水平に飛ばない︒

八516

十一193図園 一筋受けて御覧じ候へ︒﹂といふま うけかた ﹇受方﹈︵名︶1 受け方
まに︑三人張りの弓に十三束三伏せの矢をつがへ︑
十一203図圓 御矢一筋受けて︑甲をためし候はん︒
十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼりて︑

十一2010図國受けて御覧じ候へ︒﹂といふままに︑ うけたまわ・る﹇承﹈︵四五︶9うけたまはる承

ウグヒス

て︑ここへお迎へに出てみる者です︒

十二986図囹 手を墨くして合職仕り候はずば︑ 五㎜5園 いや︑私は︑皇孫がおいでになると承っ
︿略﹀︑かひなき世のそしりをも受くべく候︒

二十四

ニ312 二十四 ウグヒス⁝⁝⁝九十八

うぐいす ︹課名︺2 ウグヒス
一一987

うぐいす ﹇鴬﹈︵名︶7 ウグヒス うぐひす

二欄9園 ﹁アラ︑ウグヒスヨ︒﹂トイッテ︑シャ

ウジノガラスカラ外ヲ見ナガラ︑
二川6庭デハマタウグヒスガ︑﹁ホウホケキョ︒﹂
トナキマシタ︒

九143 やまがら・こまどり・うぐひすなどの鳴き
聲が︑谷川の音にまじって聞えて繋る中を︑

十一465 庭では︑うぐひすが︑美しい聲で﹁ほう
ほけきよ︒﹂と鳴 い た ︒

十一809 その間を際立ってくっきりと︑うぐひす
の聲がころがるやうに趣いて走る︒

十一川7 林の中では︑うぐひすそっくりな鳥の聲

十一8510 木の間では︑うぐひすが鳴いてみる︒

受合ひ

や︑︿略﹀奇妙な鳥の聲がする︒

うけ ﹇受﹈5もうしうけ
﹇請合﹈︵名︶1

十一7210天候悪愛の兆といはれる雲で︑︿略﹀︑雨

うけあい

169
うげん一うごき

四541 鏡で日の光を受けると︑きらきら光り
ます︒

四㎜3 職孚できずを受けたり︑病氣になったりし
た兵たいさんが︑大勢いらっしゃいました︒
五807 日まはりは︑暑い日をいっぱい受けて︑
すみにん

乗って︑遠い︑遠い外國へ行きました︒

六203 垂準天皇の仰せを受けた田道間守は︑船に

落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒

六419囹 そのみぞをつたはって︑ぽたりぼたりと
六伽8 すみれ色をした花が︑暖い日を受けて︑び

る︒

十㎜3

かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑
飛ぶと︑風を受けてその笛が鳴る︒

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒

七価2

今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑

おもりを糸でつるして︑それを動かすと︑

この糸を自分の方へたぐり始めました︒

おもりは左右へ振ります︒

八研7

十一547図魚雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦を始め︑ 八畑1 おもりそのものは重くても渇くても︑また︑

十盟11

ぎょうりきようりと目だまを動かしながら︑

大きく動かしても小さく動かしても︑

同じです︒

大きく動かしても小さく動かしても︑振る時間は

昭和の聖代に生をうけた私たちは︑

八備4

八㎜1

その他の諸艦も多く相ついで沈没せり︒

十一麗8

朝の光を受けて︑元氣よく腕をのばし︑

足を學げ︑胸を張る︒

顔回は︑予の前で教へを受ける時︑た

工兵隊は︑︿略﹀︑器材と人員の鮎検を受
なな
海面は︑今落ちかかる太陽の残光を斜め

16

︽ーサ・！シ・一

しきりにこの糸を︑引つぼつたり動かした

くもは︑やがて後の方の足を動かして︑

十王9

ぼくは︑むちゅうで腕と足を動かした︒

父も︑母も︑兄も︑妹も︑だまって箸を

よこ糸は︑︿略﹀︑これを人の手によらず︑

組み立てては︑それを動かしてみた︒

綱吉は︑元來情に動かされない人ではな

動き■みうごき

ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

﹇動﹈︵名︶4

ランプの動きがしだいに小さくなって︑の

それでも一回の動きに︑やはり脈は二つ打

目に見えないくらみゆっくりした動きで︑

つといふぐあひでした︒

八柵2

ちにはかすかにゆれるだけですが︑

八柳一

次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

八㎜10

うごき

いが︑しかし理非にも明かるい人であった︒

十二607

て口を動かしてみる︒

十㎜8 まもなく︑楊少年は︑また何かいはうとし

十775

な仕組みになるだらう︒

十758 機械で動かせば︑もっと早く往復するやう

機械の力で動かすやうに工夫したかった︒

十758

動かしてみる︒

十508圏

を動かした︒

九㎜9 何も考へないで︑まるで機械のやうに手足

九996

外を眺めてゐます︒

十二81
十二332園
十二鵬9

だだまってみるので︑

けて︑

ろうどのやうに︑つやつやしてゐます︒

七256 少年の傷は思ったよりも重く︑その日の午
十二㎜4

ちれうじよ

後︑かりに作られた治療所で手術を受けました︒

に受けて︑異様に輝き渡ってみる︒

七385 そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け
て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒

このスコールの足は︑まるでかけるやう

﹇動難﹈︵形︶1

動かしがたし

ウェールズを襲った二番機が︑魚雷を放つ
うこかしがた・し

てその右舷前方にさしかかった時︑

十675

に右舷の海を渡って來る︒

十二獅12

七781團兵舎の前に並んで︑鮎呼を受けるのです︒うげん ﹇右舷﹈︵名︶1 右舷
いろな命令や注意などを受けます︒

七818團勅諭の奉讃がすむと︑班長殿から︑いろ

湾のゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

わん

たい
八138 私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑皇 うげんぜんぽう ﹇右舷前方﹈︵名︶1 右舷前方

い射撃を受けた︒

八667 すると︑今度は敵軍に見つけられて︑一せ

︽ーキ︾

︵五︶

動かす

十一2110図百人にても動かしがたき大石を︑かる
﹇動﹈

がると脇にさしはさみ︑

みなさんを乗せる船は︑今さかんに起重機

七脳6

りしてゐましたが︑

七佃6

を動かして︑荷物を積んでゐます︒

七518

ス・ーセ︾5ゆりうごかす

うこか・す

九1510 最後の太鼓が打ち鳴らされると︑奉仕の
人々は︑はらひ所に並んでおはらひを受け︑
しますか︒

九麗8園敵弾でも受けて蹄つた時は︑どんな氣が

ちゅうざい

にじ
九鵬8 朝日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼっとか
かることもある︒

十276 秋の日をまともに受けた駐在所の庭で︑
たうがらしが眞赤だ︒

十293 まだ西日を受けてみる屋根に︑干してある
十296 櫻も紅葉して︑みんな赤い夕日を受けてゐ

わくが回轄してみる︒

うごきかた ﹇動方﹈︵名︶3 動き方
プの動き方でした︒

八鵬3 ガリレオがふしぎに思ったのは︑そのラン

すと︑

九915 星の動き方を︑もっとくはしく調べて見ま

大てい見當がつきます︒
﹇動出﹈︵五︶6

動きだす

︽ーシ・一

九923 更に十時︑十一時に見ると︑この動き方が

ス︾

うごきだ・す

三142 その土地が動きだして︑大きな舟のや
うに︑ぐんぐんとこっちへやって來ました︒
三916 自動車は動きだしました︒
五749 電車は︑また動きだしました︒
九鋤8 ﹁あじあ﹂は流れるやうに動きだした︒
今︑動きだした︒

十一53囲 半年も地面のやうに動かなかった川が︑

オノリハオ早ク︑ ウゴキマス︑チン

やって來ました︒

きりぎりすは︑ひょっこり動いて︑葉の

表へ出て來ました︒

三726

四184囹

軍かんといっても︑加賀などは︑動く

三761團海は︑いつも動いてゐます︒
ひかうちゃうのやうなものですよ︒

四935團ぼくのたこは︑高い空に小さく見え
二十匹のかひこは︑桑の葉をほしさうにし

て︑すわったやうに動きません︒

五324

大きな圓の中には︑何かとろとろと︑とけ

じっとして動かうともしません︒

動くのがはっきりと見えます︒

八484囹動かないものを作るなら︑少しくらゐ寸

おやと思ってみる間に︑動いてみた鐵の火

法がまちがっても︑できないことはありません︒

八991

つるしたランプは︑静かに左右へ動いてゐ

柱が︑静かに止ります︒

ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

八価10
ます︒

八鵬9

次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

しかも︑その手は︑ピヤノでもひくやうに︑

飛行機が見えたら︑私たちの全神経が︑

星が︑北極星をほぼ中心に︑圓をゑがいて

それに︑寒いと嚢動機もうまく動かない

波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海岸には︑

動かないよ︒

話しながらも︑二人の手が器用に動く︒

銀色に光ったたくさんの機械は︑まるで生

き物のやうに動いてみた︒

十766

のごとく︑

十455図されど︑喜三右衛門は︑動かざること山

十336

十2910園

廣い砂原や︑黒い岩底が現れて來た︒

十215

ので︑温めてやるのに苦心をします︒

九柵1園

いそがしさうに船が動いてみる︒

ふり返ると︑關門海峡はさざ波をたたへ︑

でるる地球がまはるから︑さう見えるだけのこと

星が動くといふのも︑實はわれわれの住ん

動いてみるのだといふことがわかります︒

九916

いなづまのやうに動きます︒

八梱8圃

絶えず動いてゐます︒

八⁝⁝6

みる︑内側のものは︑ゆっくり動いてみる︒

びく︑びく︑びくlIにいさんのうきが動八冊3園 つまり︑外側のものは︑大急ぎで進んで

て︑動いてゐます︒

五461

つり糸がぴんとはって︑つり竿の先が︑お

きました︒

じっと月を見つめてゐますと︑月は動かな

じぎをするやうに︑しきりに動いてゐます︒

五472
五型8

いで︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒

きちんとはまった時︑巻いた紙を︑糸でき
りきりと巻いて︑動かないやうにした︒

六637

ねずみは︑じっとして動きません︒

りの家も︑ぐらぐらと動きました︒

すると︑ふしぎにも︑前足は堅くその場所
にくつついて︑動かなくなります︒

七879

しばらくは︑そのままで︑じっと動かない
七鵬3

でるますが︑

七886

七櫛5

一センチ︑ニセンチと刻んで行くやうに︑

た物が動いてみるやうに見えます︒

七研1

九926
ですが︑

﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑ふしぎに︑

六M7

九悩5圃

行進曲が響いて挙る︒

十二87 軌道車が動きだすと︑接聲器から快活な

﹁ゴi︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まは

﹁ザi︒﹂といふ機械の動く音になりました︒

︽

六律9

動く

七246

ウゴク

イ・一

﹇動﹈︵四 五 ︶ 5 4

カ・ーキ・ーク︾

うご・く

一364 木ノハガ︑ソヨソヨウゴイテヰマス︒

チン︒

二456圃オオリハオ早ク︑ ウゴキマス︑チン

ちへ

一どに動きま

三157これも大きな舟のやうに 動いて︑こつ

した︒

三711風がさっと吹いて︑草が

がたとん︑どどどん︒

一594 ドヂャウハ︑ソコノハウヘシヅンデ︑ト 七511圏 動くよ︑ 音だよ︑ 鐵だよ︑ぐるぐる︑

V圃

キドキニョロリトウゴキマス︒
一一

チン︒

S4

うごきかた一うごく

170

171
うさぎ一うし

ニー5一

ニー37

一一136

ウサギ﹁アア︑イイキモチダッタ︒

ウサギ﹁オソイカメサンダナ︒

ウサギ﹁ヨウイ︑ドン︒﹂

まれて來なかった ︒

一一157

十776 だが︑思ふやうに動くものは︑なかなか生
十788 験してみると︑はたしてよく動いた︒

うさぎ

三839

うさぎ﹁たぬき君︑よいお天氣だね︒
た

兎δしろ

木のお舟︑

うさぎ﹁うさぎの舟は︑
どうの舟︒﹂

うさぎ

うさぎ﹁そんなことはないよ︒
ウサギ

おうい︑うさぎ君︑ぼくの舟は︑なん

﹇二君﹈︵名︶2 うさぎ君

三852囹

うさぎくん

うさぎ君︑助けてくれ︒

だか重くて進まないやうだ︒

﹇兎﹈︵名︶2 ウサギサン

三861園
うさぎさん

三

ウサギトカメ

うさぎとたぬき

ウサギトカ弔

ウサギトカメ⁝⁝⁝十二

︹課名︺2

オヤオヤ︑ウサギサン︑ヒルネヲシテ

一一123園 ウサギサン︑コンニチハ︒

ヰルゾ︒

ニー45園

ニ24

うさぎとかめ
一一121

﹇兎﹈︵名︶14

ナニ見テハネル︒

うさぎとたぬき⁝⁝⁝八十一

︹嘉名︺2

二十二

三

一701圃ウサギ︑ウサギ︑

うさぎとたぬき

三310

ナニ見テハネル︒

ボクハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑弟ト︑オト

安

まさかず

まさたか

十一一938図

う

さ

み

まさもろ

橋本正員・宇佐美正安・神宮寺野師・

和田正隆を始めとして︑一族十六人︑

モウトナク

牛のたくさんのってみる車が︑いくつ

牛のあとから︑大きな木を
つんだ車や︑

つんだ車が︑︿略﹀通りました︒

四444

金の牛は︑小高い
岩の上にあがって︑

その島に︑一匹の
金の牛がゐました︒

四方を見わたしました︒

四448

おひこしました︒

三281そこへ牛が穿て︑水をのみました︒
四195しばらく行くと︑牛の引いてみる車を

二欄6 さっき見た牛のことを考へて︑

石を

二鵬6

か通りました︒

ニ鵬2

一182圃ウシガナク

し

ぼくはうさぎ︑君はたぬきだうし ﹇牛﹈︵名︶27 ウシ 牛■きんのうし・こう

勇さんは︑ぐわようしにうさぎの顔を
さあ︑

﹁︿略﹀︒﹂うさぎの勇さんは︑少し考へて

たぬき

うさぎとたぬきは︑舟をこぎます︒
木のお舟︑

三843

うさぎの舟は︑

うさぎは歌ひます︒
どうの舟︒
やあ︑兎︑兎︒
見ると︑大きな兎が︑ちやうど小松の中へ︑

そのきねは︑月の世界の兎がつく餅つき
のきねとそっくりである︒

十一泌9

とび込んだところであった︒

八798

八797園

八797囹﹁やあ︑兎︑兎︒﹂と大聲に叫んだ︒

の舟は︑

三846圃囹

三845

からいひました︒

三838

よ︒﹂と︑勇さんがいひました︒

三834囹

かきました︒

三815

リニナッテヰマシタ︒

ナリノウサギノ子ヲ見二行キマシタ︒
三812 二十二 うさぎとたぬき
う さ み
二366ウサギノ子ハ︑五ヒキヰテ︑ヒトカタマ うさみまさやす ﹇宇佐美正安﹈︹人名︺1 宇佐美正

二365

一701圃

ウサギ︑ウサギ︑

うさき

うさぎ

三854

ぬきの舟は︑

三846

ウサギ﹁ヤア︑カメサンダ︒

十8110 故障が少く︑絶えず正確に動くことにおい
て︑佐吉のものに及ぶものはなかった︒

十伽2 そのかげで︑職人の手が動いてみる︒
かぶとが銃劒を引きずって動いて行く︒

十樹10 ぎらぎらと太陽の光を反射させながら︑鐵
﹁その場を動くな︒﹂部隊長の太い聲だ︒

十踊4 水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑

十榴1
こちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒

子ども心を引きつけて止まない︒

十㎜1 ほのぼのとした影が揺れながら動くのは︑

﹁︿略﹀︒﹂が響く︒

十別11 だから︑車の動いてみる間︑絶え間なく
十一52圃半年も地面のやうに動かなかった川が︑
今︑動きだした︒

らぐら動くのが︑愉快でたまらなかった︒

十一834 ごうごうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐ

と思ふと︑ゆらゆらと動いて消えてしまった︒

十一柵8 折からともし火がぱっと明かるくなった

十一佃4国晴れ晴れとして心の樂しい時には︑花
の方から︑進んで動いてくれます︒

ウサギ

非禮に動くな︒﹂と教へた︒

ウサギ﹁ カ メ サ ン ︑ コ ン ニ チ ハ ︒ ﹂

﹇兎﹈︹話手︺12

十二324囹
うさぎ
ニー22

カナ︒﹂

ニー24 ウサギ﹁ナ丁半︑オモシロイコトハナイ
ウサギ﹁カケッコヲシヨウカ︒﹂

ウサギ﹁ デ ハ ︑ ヤ ラ ウ ︒

ニー3一 ウサギ﹁デモ︑ボクノカチニキマッテヰ

ニー26

ルナ︒﹂

ニー33

うじ一うしろ
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四456 ﹁︿略﹀︒﹂と︑金の牛は︑ひとりごとをい
ひました︒

四459 次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ
て︑みどりの島を眺めました︒

島を眺めては︑おなかをいっぱいにしました︒

がつながれる︒

式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ
高原にも牛や羊や水牛がみる︒

ひつじ

つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒

九踏5
十一晒3
﹇蛆﹈︵名︶1

うじ

御軍うしほのごとし

こういん

宇多天皇九代の後胤︑近江の國の住人︑

が通るさうです︒

うですね︒

﹇丑寅﹈︵名︶1

うしとら

たちばな

六171團今年は︑めづらしい牛行列が見られるさ
うしとら

びやうどう

か

崎より︑武者二騎︑引つ駈け引つ駈け出で來たり︒

さき

十棚2図ここに平等院のうしとら︑橘の小島が

閣下は︑最愛のお子様を二人とも失はれ

まさに︑後記者を失った者の悲痛な叫び

少年は︑氣を失った︒

多量の出血に︑しばらくは氣を失ってゐ

一旦の身命を助らんために︑多年の

十二961図園

かくては父の名も失ひ︑君の御用に

われ︑たとへ戦場にて命を失ふとも︑

十二慨9

ち

宇治橋

顔から腕︑腕から胸へかけて焼けただれ︑

ざらんがためなり︒

十二㎜2図圓進むべきを知って進むは︑時を失は

も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒

十二955図圖

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

十二897図國

た聞多が︑ふと見まはすと︑

十二6710

でなくて何であらう︒

十二259

十η11

て︑平氣でいらっしゃる︒

十937園

ら谷に︑なだれを打って落ち入りたり︒

ヒ・ーフ︾

卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の うしな・う ﹇失﹈ ︵四五︶ 10 失ふ ︽ーッ・ーハ・一

潮

夏かへるのですが︑その時は︑ニミリぐらみの小

七864

うじ

四463 金の牛は︑おなかがすくと︑みどりの うじ ﹇氏﹈与おおともうじ

困るといふことはありませんでした︒

四465 おかげで︑金の牛は︑おなかがすいて

うしほ

八311図平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか

﹇潮﹈︵名︶2

さな︑白いうじのやうなものです︒

うしお

四467 ところで︑ある日のこと︑金の牛は︑ふ
とこんなことを考へました︒
なりました︒

四473 金の牛は︑もう︑じっとしてゐられなく 九367図圃 江南のしらじら明けを攻め進むすめら

のたづなを引いて通るのは︑

いっしょに︑氏神檬へお参りをしたり︑

氏神檬のお祭のころになりました︒

だ

う

視力もほとんど失はれてるた︒
う ち
﹇宇治橋﹈︵名︶2 宇治橋

かへりに︑たいまをいただき︑宇治橋の

鳥居のそばで︑しゃしんをとりました︒

五109国

づいて︑鶏が遊んでゐました︒

五93團宇治橋を渡ると︑青々としたしぼふがつ

うじばし

六156早牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白

四476 金の牛は︑自分のからだが金であった 十二麗5 官軍は︑今や潮のやうに東へ寄せて來る︒
うしかい ﹇牛飼﹈︵名︶1 牛飼
ことを︑すっかり忘れてみたのです︒
五618 人間や︑牛や︑馬の病氣も︑おなほしにな
りました︒

うじがわ

﹇宇治川﹈︹地名︺3 宇治川
いけずき

う

宇治川の先陣

ち

﹇牛行列﹈︵名︶2

それに今年は︑五年めに一度ある牛行列 うしろ ﹇後﹈︵名︶37 ウシロ うしろ 後

牛行列

治川のかち渡りの先陣そや︒
う ち
︹題名︺1 宇治川の先陣
う

六155国

うしぎょうれつ

十992

うじがわのせんじん

佐々木の四郎高綱︑宇治川の先陣そや︒
むさし
十型7ロロ凶國 武藏の國の住人︑大串の次郎重親︑宇

十m1図國

かふの岸に打ちあげたり︒

﹈の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと渡り︑向

十麗5図

宇治川速しといへども︑生食といふ日本

おかぐらや︑すまふを見たりしたいと思ひます︒

六167團

六144

六123囹 ﹁この牛は︑しやうがないそ︒﹂と︑大き うじがみさま ﹇氏神様﹈︵名︶2 氏神様
な聲で弟がひとりごとをいひます︒

六124 弟は︑牛を飼ってみるつもりなのです︒
のたづなを引いて通るのは︑

六155国 牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白

のあとには︑

七367 黒い牛が︑ゆっくりと引いて行くからすき

行ったり歴たりします︒

七372 今度は︑牛がまぐはを引いて︑泥水の中を︑

七386 そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け
て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒

七391 書間は︑働く人や︑牛にゑんりよをするや
しけんぢやう

うに︑聲をひそめてゐますが︑

九描12園 今は農事試験場のひつじや牛が︑かけ
つこをしてみる ︒

九加1一 オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひつじなど
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うしろすがた一うす

二785團オトウサントオカアサンガオカケニ
ナリ︑ウシロニ︑ネエサント私が立チマシタ︒

ふるたか

じゅんやう

加古・古鷹をうしろに從へて︒

じまん

ふくまひごゑ

もん

突然︑後から切りつけた者がある︒

人も家も︑小さく見える︒

九衙1

﹁何を見てみるの︒﹂と︑後から聲を掛けた

ぐわいたう

十二㎜5 向かひ合って話してみる船長の後の空と

波とが︑明かるさを増して來た︒

うしろすがた ﹇後姿﹈︵名︶2 後姿

てるる︒

六596 二人の村の人は︑子どもの後姿をじっと見

ついて出て行く母の後姿がちらと見えたきり︑

九339 しばらくして顔をあげると︑巡査のあとに

人々は︑われを忘れて後へとびのいた︒

後向きに乗るもあれば︑一匹の馬に二人

うしわかまる

︹課名︺2牛わか丸

牛わか丸

牛わか丸⁝⁝⁝十九

牛わか丸は︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

牛わか丸は︑ひらりとらんかんの上へ

三226べんけいが上を切ると︑牛わか丸は下

三234

うす

べんけいはかうさんして︑牛わか丸のけ

のうでをたたきました︒

へとびおります︒

はずむ呼吸が︑前にも後にもはっきり聞

ラバウルの町も︑その後にこの山脈を控

三231 その時︑牛わか丸は︑あふぎでべんけい

とびあがりました︒

三224

三216 牛わか丸はびくともしません︒

三206

ゐました︒

三198 牛わか丸が︑ふえを吹きながらあるいて

うしわかまる ﹇牛若丸﹈︹人名︺7 牛わか丸

三196 六

三27

六

乗るもあり︒

八309図

なぎあったりして︑思ふままにすべります︒

後向きにすべったり︑友だちと手をつ

十258

敵に後を見せたまふな︒

熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑後をかへりみけれ

その後には︑とげのある弦線が張りめぐら

矢はかぶとの星を導けつって︑後なる

四522

その後に︑水色の外套を着た將校が四騎うしろむき ﹇後向﹈︵名︶2 後向き

され︑

十糊7

ば︑土肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒

十柵3図

十価10図圓

つと引くものあり︒

十鵬7図打ちあがらんとするところに︑後よりむ

績いて來た︒

十879

者がある︒

九㎜1

後から鹿介のもとどりをつかんで引き倒した︒

三887園あの︑左がはの後の車をごらんなさ 九樹6 すると︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑
い︒

四柵3松の木の後から︑一人の女が出て來ます︒
六観2 その後に︑りっぱな建物があらはれました︒

七394 家の前も︑後も︑横も︑まるでタ立の降る
やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

七402 講堂は︑東側の教室の後に立ちます︒
めいめいの持物を置くたながあります︒

七824團 雨側には定定があって︑寝垂の後には︑

げます︒

七885 ぐっとそりかへるやうにして︑頭を後へさ

ひえい

七鵬6 くもは︑やがて後の方の足を動かして︑
に︑

八275圃 御召艦比叡は進む︑ 巡洋艦高雄を先導

そこから五十メートルほど後の方には︑

かれる︒

十一843

げる︒

十一855

十一烈3

らいになりました︒

タ︒

一一298

ウスガ︑上カラドシントオチテ來マシ

二283 ウスが來マシタ︒

後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞 うす ﹇臼﹈︵名︶6 ウス 臼与きうす
いざや︑まつ前なる敵を一散らし追
ひまくって︑後なる敵と戦はん︒

十二906図圖

多の爾足をつかんで︑前へのめらせた︒

十二668

へ︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑後の方でいつしか悲鳴をあ

門の柱にぐざと突き立つたり︒

十一664図

︿略﹀灰色のトーチカが築かれてみて︑

這這9

に設けられてみる︒

八302図夜に入りて︑義仲︑ひそかにみかたの兵 車塵8 更にその後には︑屋根型の鐵條網が︑嚴重
を敵の後にまはら せ ︑

八311図 平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか
ら谷に︑なだれを打って落ち入りたり︒
堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

八319図 後は山けはしく︑前は海近くして︑守り

を怠りてあらん︒

八325図工敵はけはしき山をたのみ︑後のぞなへ
八326図園 われ︑敵の後を突かん︒

八339図今は先へも進まれず︑後へひかんやうも
なし︒

八792 石井先生も︑ずっと後の方から︑﹁しっか
﹁︿略﹀︒﹂と︑石井先生が︑後の方から︑追

りのぼれ︒﹂と叫 ば れ た ︒
八8010

ひたてるやうにいはれた︒

九964 後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑

うす一うずまる
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二89一 オヂイサンバ︑ソノ松ノ木デ︑ウスヲ
コシラヘマシタ ︒

ヲカリニ來マシタ︒

薄い

︽ーイ・ ク︾

六梱9

むさし野が︑うすくなって消えると︑船の

汽笛が﹁ボー︒﹂とひびきました︒

にじ
朝日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼっとか

眞綿を薄く引き延したやうな白い雲の出
ごく薄い︑白い絹か何かで空をおほった
あたりにだんだん霧がわいて來て︑大木
ろくしやう

そこには︑緑青を薄くとかして流した

うずくまる

︽ーッ︾

すきとほるやうな水色や︑赤や︑緑の薄
﹇踵﹈︵五︶1

かたはらの貨物自動車の上に︑三毛猫が
薄雲

うすぐらい

うす暗

むら雲・おぼろ雲は︑巻雲や︑薄雲・い
﹇薄暗﹈︵形︶10
︽ーノー・ーク︾

十232

日はすでに没して︑あたりがだんだん薄暗

オンドル部屋の中では︑薄暗いランプの火

くなって來た︒

が︑心細くゆれてみる︒

十317

十掴1 主人に案内された塗り物の工場は︑薄暗い

﹁さうしかんば﹂のはだが︑梢からもれ

土藏の中である︒

薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い

町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通り︑

る太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒

十﹁866

十一研8

︽ーイ・

ク︾

十﹇鵬8

薄黒い

はんてん

月の中に薄黒い︑大きな極言のやうなもの

﹇薄黒﹈︵形︶4

元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒
うすぐろ・い

十394

雨雲はきまった形がなく︑空いっぱいに

青空に︑薄黒い雲がみなぎることがあり

があるでせう︒

十一744
ます︒

十一752

山々のひ

薄明の天地の中で︑山々の薄黒い姿が︑

薄黒くおほふもので︑齪雲と呼ばれてゐます︒

だまって眠ってみる︒

十一786

の盆が︑うつ高く積んである︒

十伽1 次の部屋へはいると︑こくそをつめた白木

うずたか・い ﹇堆﹈︵形︶1 うつ高い ︽ーク︾

だ縞なして︑ 見る目うるはし︒

しま

九705図圏薄きみどり︑こきみどり︑

ごく薄い︑白い絹か何かで空をおほった うす・し ﹇薄﹈︵形︶1 薄し ︽ キ︾

﹇薄雲﹈︵名︶2

薄暗い

午前五時︑まだ︑あたりはうす暗いころ︑

薄日がぽかぽかとせなかを温める︒

﹇渦巻﹈︵四︶1 うづまく ︽ーキ︾

土ぼこりうづまき立つや十あまり荷馬

うずま・る﹇埋﹈︵四五︶4うづまる埋まる埋

卜すぎ行く夏草の野路に

十梛2図魍

うずま・く

十﹇908

だんだんうすぐらくなると︑あちらでもうすび ﹇薄日﹈︵名︶1 薄日
五柵8

うす暗くしてある馬屋の奥の方で︑

寺院の中は︑もう︑うす暗くなってゐまし
九789

た︒

八皿9

こちらでも︑豆まきの聲が聞えます︒

四955

い

うすぐら・い

わし雲などより低く︑

十﹇742

やうになりますから︑俗に薄雲といひます︒

十一718

うすぐも

うずくまってみる︒

十一榴4

うずくま・る

いきれ地などがいつばいにかざられ︑

十一加6

やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十一川2

の幹を︑かなたへかなたへと薄く見せた︒

十一882

やうになりますから︑俗に薄雲といひます︒

十﹁716

るのを︑巻雲といひます︒

十一706

かることもある︒

九齢8

水たまりには︑うすい氷さへ張ってゐます︒

一一894 トナリノオヂイサンバ︑マタソノウス 八597 けさは︑寒い北風が吹きまくり︑たんぼの

うす

二897 マ虚蝉コッテ︑ウスヲコハシテ︑火ニ
つち

クベテシマヒマシタ︒

︽ーセ︾

つぶしたり︑棒のやうに延したりして︑
失す

飛び

八978 それを大きな鐵の槌が︑︿略﹀︑臼のやうに
﹇ 失 ﹈ ︵ 下二︶1

八884延享 今はとボートに 移れる中佐︑

う・す

うす青

たちまち失せて︑

﹇薄青﹈︵名︶1

來る弾に
うすあお

2 薄青い ︽ーイ・ーク︾

七柵8 空は赤から金に︑金からうす青に︑ぼかし
﹇ 薄青﹈︵形︶

あげたやうです ︒
うすあお・い

薄赤

夜になっても薄青い空︒

こいみどり色に薫る︒

九963 薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか
十3010
﹇薄赤﹈︵名︶1

しうかいだう

うすあか

薄明かり

九柳6 秋海巣がかはいらしい薄赤の花をつける︒
うすあかり ﹇薄明﹈︵名︶3 薄あかり
指さす方を一同は見た︒

十2410 たそがれの薄明かりをすかして︑五兵衛の

葉の層を通して落ちて來る︒

十一802 夜明けに近い薄あかりが︑重なり合った

十一悩4 兵隊さんがさし出す紙切れを手に取って︑
うすい

一字一字薄あかりにすかしながら息んだ︒
﹇ 薄 ﹈ ︵形︶11

五407 初めは︑うすい︑うすい紙のやうなまゆで

うす・い

したが︑

五407 うすい︑うすい紙のやうなまゆでしたが︑
六佃8 煙幕が︑だんだんうすくなって來ました︒
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うすみどり一うた

る

︽ーツ︒ーリ・ー レ ︾

いったいは︑すっかり人や馬でうづまった︒

七575 園んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附近

埋む

うすみどり

うつみ残す ︽一

︽ーメ︾

五欄3

﹁︿略﹀︒﹂と︑うずめのみことは︑お問ひ返

うづめる

薄むらさき

埋める

︽一

うずめのみことは︑かへってこのことを申

しになりました︒

出撃9
しあげました︒
﹇埋﹈︵下一︶4

辞観に來た人々は︑皆外たうのえりに︑首

兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑
幾重にも輪を重ねて湧きあがったと思ふ

うちに︑太陽をさへぎり︑青空を埋めて行った︒

十二脳12

十センチ︑二十センチと進んで行く︒

十梱8

身を埋めた︒

十個7そのくぼみに頭をかくし︑肩をかくし︑全

をうづめてるました︒

八599

メ︾

うず・める

八315図重なり重なって︑さしもに深きくりから
谷も︑平家の人馬にてうづまれり︒

﹇薄緑﹈︵名︶1

﹁萬歳︑萬歳︒﹂の聲で埋った︒

十一223図 深き事々︑死人にて埋まりけり︒
十二237
うすみどり

︵四︶

1

八髄3 遠くから︑やなぎの並木を見ると︑うすみ
﹇ 埋残﹈

どりにかすんで見えます︒
うずみのこ・す
シ︾

﹇ 埋 ﹈ ︵ 下二︶1

十二鵬1図圃 富士ひとつうつみ残して若葉かな
うず・む

﹇薄紫﹈︵名︶1

くして萬丈の青岩道をさへぎる︒

なごりを吐く︒
︽ーレ︾

白いもやが︑薄れて行って︑

﹇薄﹈︵下一︶3

行手の道も﹁はひまつ﹂も︑すべて夢の

︽ース︾

濃霧がだんだん薄れて︑太陽が洋上にに
ぶい光を投げかける︒

十一梱8

やうに霧の中に薄れてみる︒

十一906

九471

うす・れる

薄れる

るかオホーツクの海へ向かって︑﹁はあ︒﹂と冬の

十一57團松花江をのみ︑ウスリー江をのみ︑は

十一169図 山高くして一片の白雲峯を埋め︑谷深 ウスリーこう ︹地名︺一 ウスリー江
うすむらさき

九㎜7 薄むらさきの夕空には︑ばら色の雲がたな
びいた︒

うづめつくす

︽一

かまの前にすわって︑︿略﹀︑黄色な煙が︑

うすむらさきいろ ﹇薄紫色﹈︵名︶1 薄むらさき色
九747
﹇埋 尽 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

薄むらさき色に攣って行くのを心に念じた︒

サ・ーシ︾

うずめつく・す

六276

右折す

大鳥居を過ぎ︑神摺身にせまるをおぼえ

﹇右折﹈︵サ変︶1

﹇嘘﹈︵名︶3

うそ

つつ︑静かに歩みを移せば︑参道はまた右折す︒

ここで︑あんなにはげしい戦孚をしたの

天人は︑うそといふものを知りません︒

十一473

いくら美しい文字で文を書いても︑うそい

﹇嘘偽﹈︵名︶1 うそいつはり

はっとしました︒

九441

うそいつわり

︵名︶ 38 ウタ

うた

歌 皿vおおみう

つはりの心持を書いたのでは︑だれも感心して讃
﹇歌﹈

まないやうに︑

た・きやりうた・こもりうた・ながうた・みうた・

うた

二202 ヨンデイクウチニ︑ツギノヤウナウタ

みかんとりうた

うたがある︒

日本のしるしに

君が代のうた︒

ガアリマシタ︒

二854圃

君が代のうた︒

小鳥が︑木の上で歌を歌ってゐます︒

二855團ありがたいうた︑

お菓子をたべながら︑歌を歌ひ始めました︒

二856間ありがたいうた︑
三241

一年の時に︑みなさんが讃んだ歌のとほ

小さいながら︑はっきりと歌はつづいて行

こんな子どもの歌が︑聞えて來ました︒

五193
六幽1

七292
きます︒

さうして︑この歌の一句一句が︑腹の底

りだと︑つくづく思ひました︒

八244團
九249團

僧は︑この家畜の一頭一頭に祈りをささげ︑

にしみ入るやうに思はれる︒

喜びの歌を歌ふ︒

九劉2

ごらんなさい︑歌でも︑俳句でも︑詩でも︑

月に關するものがどんなに多いか︒

十426

の苔にのこして と僻世の歌を残して︑

こけ

置旧7 浮世をば今こそわたれもののふの名を高松

十一68圃黒龍江は︑やさしい手をひろげ︑わが

波を子

子のやうに満洲をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒

十一槻7図圏生まれて潮にゆあみして︑

何だかうそのやうだllと思ったとたん︑ 守の歌と聞き︑

も︑うそのやうな氣がするね︒

五151園

四捌9囹

うそ

十53図

おいしさうなみかんが︑山といふ山︑谷と うせつ・す

いふ谷を︑うづめつくしてしまひます︒

學校の生徒などで︑うづめつくされてみる︒

九151 林の傾斜面は︑拝観者や︑青年學校・國民
うずめのみこと ﹇雨女命﹈︹人名︺3 うずめのみこ
と

すをして︑お笑ひになりました︒

五991 うずめのみことは︑わざと︑おどけたやう

うたいおわる一うたう
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十一槻9 昭和の聖代に生をうけた私たちは︑この
歌を口ずさんで ︑

く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

十一鵬5 のどかな春の日の光の中に︑あわただし
十一悩2 ︿略﹀といふ︑給のやうな歌です︒

十一悩9 まことにこの人にふさはしい歌でありま
す︒

あひなほぶみ

おち
十一鵬3 明治時代の學者であり︑歌人であった落
合直文が︑元旦に門松をよんだ歌です︒

︿略﹀︑つつましい心を味はひたいものです︒

十一価6 私たちはこの歌を聲高く亡んで︑その

いっせいに歌を奏する︒

十一圏1 何千何百といふ敷知れない小鳥たちが︑
十二402 九州方面の守備に向かった兵士の一人が︑
︿略﹀といふ歌をよんでみる︒
りっぱな畳悟を表した歌である︒

十一一405 まことによく國民の本分︑軍人としての

十二406 かういふ兵士やその家族たちの歌が︑萬
葉集に多く見えてみる︒

い

十二446

この歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑

をののおゆ

後人を奮起させるものがある︒

萬葉集の歌は︑まことに雄大であり明朗

小野老の歌である︒

かへらじ

十二453

如意輪堂の壁板に︑︿略﹀︑

にょいりんだう

十二473
である︒

十二川3図
と︑

一首の歌を書きとどめ︑

とかねて思へばあつさ心なき敷にいる名をぞとど
むる

幼い時︑母や祖母にだかれて︑かうした

歌ひ終る

︽ーシ・一

︽ーッ︾

このやさしい歌に歌はれてるることばこ

歌を聞きながら︑快い夢路にはいったことを

十二襯2
十二襯4

﹇歌才﹈︵五︶1

そ︑わがなつかしい国語である︒

歌ひだす

君が代を歌ひ終った徳坤は︑

うたいおわ・る

七299

﹇歌出﹈︵五︶3

と歌ひだしました︒

︽ーシ︾

と︑一人の職友

何か考へてるるやうでしたが︑やがて息を

日の丸あげて︑

とつぜん一人の子どもが︑大きな聲で︑

うたいだ・す

四梱3

ス︾

青空高く

七284

皇御國のもののふは︑

すめらみくに

深く吸って︑静かに歌ひだしました︒

九241團

歌ひ通す

﹇歌始﹈︵下↓︶1

歌ひ始める

最後まで︑りっぱに歌ひ通しました︒

﹇歌通﹈︵五︶1

が突然歌ひだすと︑

︽ーメ︾

五193

﹇歌﹈

マシタ︒

二88

一625

︵五︶

4一

ウタフ

うたふ

アシタ天キニシテオクレ︒

歌ふ

トウタヒ

カウイッテカラ︑トビハウタヒマシタ︒

︽ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ︾這おうたう

うた・う

お菓子をたべながら︑歌を歌ひ始めました︒

うたいはじ・める

七298

うたいとお・す

十二4010 事に燭れ物に感じて歌をよむといふのは︑
わが國民性の特色といふべきである︒

十二422 萬葉集の歌には︑かうした三民的感激に
漏ちあふれたものが多い︒

十二428 人麻呂の歌である︒
まことに調子の高い歌である︒

十二432 東西の美しさを一首の中によみ入れた︑

十二433 人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの
き

で︑後世歌聖とたたへられた︒
作った歌である︒

十二437 紀伊の國へ行幸の御供をした時︑赤人が
十二442 鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきまで
が︑聞かれるやうな感じのする歌である︒

二527

二214

妹ハウタヒナガラ︑前カケヲヒロゲテ︑

サウシテ︑大キナコエデウタヒマシタ︒

フッテ來ル雪ヲウケテヰマス︒
三46圃春だ︑春だと︑ 小鳥がうたふ︒

﹁君が代﹂を歌ひました︒

きちんと並んで︑さいけいれいをして︑

こゑをそろへて

三175圏

三241

﹁こけこっこう︒﹂と聲高く歌ひました︒

うさぎは歌ひます︒

小鳥が︑木の上で歌を歌ってゐます︒

三176圃私たちも︑いっしょに歌ひました︒
三845

お宮へまみって︑學校へ行って︑

四577

四643圏

子どもたちは聲をそろへて歌ひました︒

﹁君が代﹂歌って︑

すると︑川の音も︑同じ唱歌を歌ってみる

にいさんといっしょに︑唱歌を歌ひました︒

四㎜4
五492

みんな

五493

めでた︑めでたとさかなたち︑

やうに聞えました︒

五襯3圏

みかんを取りながら︑みかん取り歌を歌ふ

まふやら歌ふやら︒

六283

徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にゐ

おとうさん︑ぼく︑君が代を歌ひます︒

人たちで︑急に︑山はにぎやかになります︒
七282園

る人たちの心に︑しみこむやうに聞えました︒

七288

歌ひながら︑このあき地に︑講堂がりっぱ

私たちは︑聲をそろへて校歌を歌ひました︒

みんなで元亀よく︑校歌を歌ひませう︒
七446

七443園

七446

さあ︑私たちも︑いっしよに歌はうではあ

に立つた時のことを思ひ︑

七535

聲をそろへて︿略﹀と歌ふ︒

運材夫が聲高く歌ふ木やり歌は︑

﹁母﹂といふ唱歌を歌った︒

りませんか︒

九187

八悩6

九246團
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うたえる一うち

九846 ぼくが唱歌を歌ふと︑
九踏2 僧は︑この家畜の一頭一頭に祈りをささげ︑
貞 童 が 歌 ふと︑一郎は︑﹁︿略﹀︒﹂

喜びの歌を歌ふ︒
十284
せいぐわんじ

くせまひ

十308 一郎と貞童が︑空に向かって歌った︒
﹁︿略﹀︒﹂と歌ふ︒

十旧2 誓願寺の曲舞を歌って︑討ひ始めた︒
十加3

十一68圏黒龍江は︑やさしい手をひろげ︑わが
子のやうに滞洲をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒

︽1へ︾

おとうさんは︑静かに目をつむって︑歌

︽ース︾

その感厚につれて︑太陽はいよいよ赤く︑

聲に耳を傾ける︒

九246団
十一一㎜11

討たす

宇多天皇九代の後胤︑近江の國の住人︑

こういん

新手を入れかへて︑直義討たすな︒
う だ
﹇宇多天皇﹈︹人名︺1 宇多天皇

﹇討﹈︵下二︶1

大きくなる︒
うた・す

だ

十二919餌壷
うだてんのう
う

十麗10滞留

ウチ

うち

内εおうち・そ

佐々木の四郎高綱︑宇治川の先陣そや︒

﹇内﹈︵名︶m

のうち・みうち

よろ うち

歌ふがごとく︑

こびを
﹁︿略﹀︒﹂と歌ひたくなるのが︑セレベス

十一688図圃 せせらぎの 音もまさりて︑
十一恥2

﹇498

と歌ふやうにいひ終ると︑

うたがひ

歌聲

一一202

サルガ︑カニノウチへ來テ︑ヒバチノ

ガアリマシタ︒

一一288

ツトムサンノウチノ前二︑馬ガヰマシ

前ニスワリマシタ︒

二485
タ︒

アリマス︒

二675国守ノウチニ︑タイヘンヨイムスメガ
コンナコトヲ考ヘテヰルウチニ︑イツ

ああああ︑

三387國

三503園

お話します︒

うちの赤ちゃん大ごゑで︑

ああああ︑

その水がまだなくならないうちに︑

おとうさんのげんきな間に︑おまへた

次の雨がふる︒

ちが生まれる︑それで︑このうちがつづいて

三506園

うちへかへると︑おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

いくのと同じことだ︒
三623

うちへかへると︑すぐたいこをならし

といって︑

ました︒

三693

正男さんのうちへ遊びに行かうと思っ

て︑外へ出ました︒

三872

でも︑うちのことも氣にかかります

三冠3園 早くうちへかへりなさい︒

三㎜1園

から︑かへらしていただきます︒

四348園

かぐやひめのことを聞いて︑﹁︿略V︒﹂

﹁いや︑うちへもらひたい︒﹂

四382園その晩けらいたちをたくさんやって︑
四957園

福は内︑鬼は外︒

うちでもそろそろ始めるかね︒

おまへのうちを守らせることにしよう︒
四962園

﹁鬼は内︑福は外︒﹂といったので︑

みんなが笑ひました︒

四977囹

いろいろお話しました︒

子蛙は︑びっくりしてうちへかへりまし 四欄6 それから︑學校のことや︑うちのことなど︑

ノマニカネムッテシマヒマシタ︒

二95一

た︒

三282

らにのせて︑うちへかへりました︒

ヘリマシタ︒
して︑だれかうちへはいって來ました︒
ニー47囹 イマノウチニオヒコサウ︒
四257 をばさんのうちの三郎さんが︑
ヨンデイクウチニ︑ツギノヤウナウタ 四334 おちいさんは喜んで︑その子を手のひ

一一111

チヘカヘリマシタ︒

四65 何年かたつうちに︑
大イソギデハガキヲ出シテ︑ウチヘカ 四137 ぼくが本を歪んでみると︑くつの音が

一724オバアサンバ︑ソノモモヲヒロッテ︑ウ

イッタカ︑見エナクナルコトガアリマス︒

スイスイオヨイデイクウチニ︑ドコヘ

ツンデ︑ウチヘカヘリマシタ︒

ワタクシタチハ︑手ニモチキレナイホド

一597

もせず︑泣きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒

のみなか道であった︒
ほほ
十一一245 校庭に居並ぶ邦人も︑頬を傳ふ涙を彿ひ

おほとものやかもち

十二245 泣きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒

十二414 大伴家持が長歌の中によみ入れた次の
﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂

ことばは︑今日國民の間に響く歌はれてるる︒

十二襯4 このやさしい歌に歌はれてるることばこ

十二549

そ︑わがなつかしい國語である︒
わが尊い國語にほかならない︒

十二鞭10 この國歌に歌はれてるることばも︑また

歌へる

十二㎜11 初めはみんな淡紅色の旗を捧げて︑歌つ
﹇歌﹈︵ 下 一 ︶ 1

てるるかに見える ︒
うた・える

﹇疑﹈︵名︶1

教へてもらった﹁愛書行進曲﹂です︒

五均4 まだ上手には歌へませんが︑兵たいさんに
うたがい

十一608図囹 いまだ天の明けざる前に勝負を決す
﹇歌声﹈︵名︶2

ること︑何のうたがひも候はず︒
うたこえ

うち一うち
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四掴1 こんなことを︑何べんもくりかへしてみる
うちに︑冬が終に近づきます︒

四掴1囹 持ってかへって︑うちのたからにしよう︒

四佃7園持ってかへって︑うちのたからにしよう
と思ひます︒

五314 をばさんのうちから︑二眠をすましたかひ
こを︑二十匹もらって來ました︒

五322 さういはれてみると︑うちには︑桑の木が
ないことに氣がつきました︒

六718

ゆうべの火事で︑をぢさんのうちも︑焼け

たさうです︒

六954園

三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの

﹁今のうちだ︒﹂と元三を出して︑

いらっしゃいね︒

六747園をばさん︑これから︑ずっと私のうちに

六956

もちろん︑三人のうち︑だれ一人︑破壊筒

ぼって︑旗を取るのだ︒

六伽9
をはなしたものはありません︒

そのうちに︑一人の美しい少女がまじって︑

八727図

ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出
武男くんたちも︑︿略﹀︑今のうちから︑

花が咲いてから三四箇月たつうちに︑この
バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑四五

八柳4

ガリレオは︑急いでうちへ臨りました︒

まだ葉が出ないうちに咲くのですから︑

ないうちに︑すっかりしてくれたのですよ︒

八伽4園けさは︑子どもたちがく略﹀︑私の知ら
八悩9

とんする︒

九548 何分かのうちに︑もう艦内はすっかりせい

九584図義家の家來︑これを聞きつけて︑﹁︿略﹀︒﹂

と心のうちに思へり︒

月ぶりでうちの馬屋へつれて錦りました︒

九832 秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑五箇

九848 いつのころからか︑北斗は︑清くんのうち

の子馬の青と︑大そう仲よしになりました︒

九851 九月に二歳ごまの市が乾るといふので︑八

おかあさんには︑うちの赤ちゃんの泣き

月に北斗をうちへっれて象りました︒

九伽5

儀式は︑夜明け前の暗いうちから行はれる︒
としま

尼子の薔臣は︑涙のうちに四散した︒

聲がすぐわかるやうなものです︒

九佃5園

九脚7

きみ︑今夜うちへ來ないか︒

内にて︑御二柱の神に御由緒深きところ︒

ゆるしよ

十86図 奮御殿・藷御苑は︑もと南豊島御料地の
十343囹

十352 行ってみると︑正男くんのうちでは︑もう

うちでも︑母は︑ラジオの前で戦況に聞き

縁先に望遠鏡をすゑつけて︑

十二人のうち︑十一人まではありましたが︑ 十573

何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ

入ってみた︒

十二番の舞がめでたくすみましたが︑その 十813

くわんげん

このあかつき︑城の内にて管絃した

ると織機はおのつから止り︑

十備4

その聲の終らないうちに︑またしても︑績

主家を守るべき七城のうち︑六城がすでに

けざまに二つの轟音がとどろいた︒

十撹7

まひつるは︑この人々にておはしけり︒

やがて︑うばも呼んで︑三人は︑その夜を 十㎜6図園

夜の明けないうちから︑北の方で︑幻覚が
心のうちに思ふやう︑︒

聞えました︒

八591

涙のうちに明かしました︒

八4210

うちで︑特に人のほめたのは︑

八3510

あとの一人がありません︒

八351

日のうちに︑皮が黄色になり︑

八184

め︑船に積んで遠方へ送ります︒

八18一

ふさがだんだん大きくなって︑

八177

しっかりやるやうにしてください︒

七844國

て︑どっとときの聲をあげた︒

七598

かひがひしく働いてゐました︒

七155

るうちに︑字がすられ︑給がすられ︑

五686国 國男のすきなうちの犬を︑﹁しろ︑し 思川2 山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ
ろ︒﹂と呼ぶと︑

ると︑川で︑だれか遊んでみるらしい︒

五813 うちへかへって︑えんがはに腰を掛けてゐ
五鵬7 利根は︑小さい時︑文子さんのうちで育て
られた︑勇ましい軍犬です︒

來ました︒

五帽2 をぢさんのうちから︑子犬を一匹もらって
塩鱒9 文子さんのうちでは︑みんな犬がすきでし
た︒

六87 今日は︑うちの纂輯です︒
けられるやうにしておくことがだいじだよ︒

六323團 今のうちから︑いろいろな音が︑聞きわ

六576園 どうやら︑うちで仕事をしてをります︒

六356 勇さんのうちで︑げんとう會がありました︒

んしてみるうちに︑はっきりした︒

六653 二つの筒を︑延したり︑ちぢめたり︑かげ
六692囹 火事は︑をぢさんのうちの方角だから︑
わたしは見まひに行きます︒
しくなりました︒

六696 をぢさんのうちの方角と聞いて︑私は︑恐

うちへ來てるられます︒

六717 目をさますと︑をぢさんや︑をばさんが︑
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落ちてしまった今︑

十㎜8囹 うちの子どもが︑うゑてるます︒
全に保つことができないうちは︑支那の活動も︑

たも

十㎜6 この長い長い交通路を︑りっぱに整へ︑安
嚢達も望めない︒

十︻215図 これを軍の初めとして︑大手・からめ
手︑城の内︑をめき叫んで攻め職ふ︒
のいき方で︑これも敬語のうちにはいる︒

十一265 自分のことを謙遜していふのがわが田干
十一332図圏 やどりして春の山べにねたる夜は夢
しば垣の内の僧庵に︑

そうあん

のうちにも花ぞ散りける
十一3710

十一432紫の君は︑いとこの源氏の君のうちへ引
き取られることになった︒

十一565図 三十八隻のうち逃れ得たるもの︑巡洋
艦以下数隻のみ︒

十一641図爲朝︑しばし支へて防ぎけるが︑︿略﹀
と思ひて︑門の内へ引く︒

十一651図 心のうちこそ神妙なれ︒
に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒

十一781 まだ︑なかば眠りからさめない心のうち

十一一898図圓
ん間は︑

一族のうち︑一人も生き残りてあら

かれらが首を正行が手に掛けて取り

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑二

十二991踏鍬

わっか二回の會見で︑しかも談笑のうち

朝臣のうちには︑︿略﹀とする硬論があ

つのうちに職を決すべきにて候︒

十二佃2
る︒

に開城の約が成立した︒

十一一価2

しかし︑一日︑二日とたつうちに︑その

氣持はだんだんなくなって行った︒

十二伽6

ところが︑その雄大な美観を待ちわびて
幾重にも輪を重ねて湧きあがったと思ふ

みるうちに︑不意に雲の表情が撃って來た︒

十二川6
十二川11

﹇撃﹈5ねらいうち

﹇討﹈5いっきうち・だましうち・ようち

うち出づ

打ち出づ

梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流

にさっと渡り︑向かふの岸に打ちあげたり︒
するすみ

十皿8図

よしっね

﹇打出﹈︵下二︶2

され︑はるかの下より打ちあげたり︒

うちい・ず
︽ーデ︾

おもてを見渡して︑

十998図表將軍九郎予選︑川端に打ち出で︑水の

撃ち出す ︽ース︾

十二川3図 その日吉野をうち出でて︑敵陣へとそ
向かひける︒

わが砲員の撃ち出す砲弾は︑よく敵艦

﹇打出﹈︵四︶1

十一542図

うちいだ・す

打ち入る ︽ーレ︾

佐々木︑その間につとはせぬいて︑川へ

﹇打入﹈︵下二︶2

に命中して績績火災を起し︑黒煙海をおほふ︒
うちい・る

十川10図

十価8図

連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑沖

さっと打ち入れたり︒

緑の地平線は︑一瞬のうちに鉛色に愛

うちい・れる

うち

宇治川速しといへども︑︿略﹀︑眞一文字

﹇打入﹈︵下一︶1 打ち入れる ︽ーレ

神代さながらの山中は︑しばらくの間︑打

撃ち落す ︽ーシ・：

人目には何とも見えざりけれど︑内々先

﹇内内﹈︵名︶1 内々

﹇打落﹈︵五︶4

飛行機を撃ち落す高射砲︑

高射砲は︑︿略﹀︑今にも飛行機を撃ち落し

九㎜8園

もう四十八機も撃ち落したのですね︒

しをつけることもあります︒

九冊1園撃ち落した敵機の数だけ︑どこかにしる

さうなかっかうになります︒

八期7

八966

ス︾

うちおと・す

を孚ひけん︑

十川5図

うちうち

ち入れるをのの響きのこだまで満たされる︒

九182

ル︾

なる船をめがけて︑海へさっと打ち入れ︑

耳食も終らないうちに︑ものすごい積齪

うちに︑太陽をさへぎり︑青空を埋めて行った︒
なまり
り︑

十二踊8

十一一川3

雲が前方に立ちふさがって來た︒

その笑顔がまだ終らないうちに︑またし
ても大爆音が二回︑はっきりと聴音された︒

十二㎜2

うち

うちぎわ・ふいうち

十一M8團 こんなに遠く離れてみると︑うちのこ うち ﹇打︺ 畢くれうち・しうち・つづけうち・なみ
とが何よりも知りたいのですよ︒

の萬歳を祝し奉り︑

十一価3 二本の門松のうち︑その一本を以て聖壽

らんとするところに︑

十鵬2図招かれて取って返し︑みぎはに打ちあが

つと引くものあり︒

十鵬6図打ちあがらんとするところに︑後よりむ

十二251 三千人の弟子のうち︑顔回ほどその師を うちあが・る ﹇打上﹈︵四︶2 打ちあがる ︽ーラ︾
知り︑︿略﹀に心掛けた者はなかった︒

十二359囹 おんみの弟子のうち︑最も學を好むも
のはだれか︒

十二787園 とかく申すうちに︑これはもう都ぢや︒

十撹7図

十二829囹 いや︑十爾のうち︑一覧ばかりも引い うちあ・ぐ ﹇打上﹈︵下二︶2 打ちあぐ ︽ーゲ︾
てくださらぬかといふのでござる︒

うちかく一うちだす

180

うちか・く

くまで

﹇打掛﹈ ︵ 下 二 ︶ 2

打ち響く

︽ーケ︾

八755図敵は︑船中より熊手をもつて︑義経のか
ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒
八755図 義経のかぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑
うちかた ﹇打方﹈︵名︶1 打ち方
て音が違ふ︒

十川7 同じ大きさのどらでも︑その打ち方によつ

︽ーッ︾

うちか・つ ﹇打勝﹈︵五︶2 うちかつ うち勝つ

八柵4 暑さや寒さにうち勝って︑からだや心をき
たへて行くのと︑同じことなのです︒

内かぶと

十二321 あらゆる欲望にうちかって︑禮を實回せ
よといふのである︒
﹇内兜﹈︵名︶1

十︻646図 軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる

うちかぶと

﹇内側﹈︵名︶6

内側

内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒
うちがわ

八麗10園 外側をまはってみるものも︑内側をまは
つてみるものも︑

八㎎2園 つまり︑外側のものは︑大急ぎで進んで
みる︑内側のものは︑ゆっくり動いてみる︒

八備3園 それで︑ちやうど内側も外側も︑そろつ
て進めるのだ︒

十㎜10 この人たちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑
黒い漆を塗って行く︒
乾かしてから外側を塗るのです︒

十慨2囹 まつ︑このやうに内側を塗って︑それを

打ちかはす

︽ーシ︾

十襯5 そばに積まれた中塗りの盆は︑内側ばかり
﹇打 交 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

が塗ってあって︑
うちかわ・す

さへ見ゆる秋の夜の月

うちき・る
リ︾

十繊5図

﹇打切﹈︵四五︶3

打ち切る

︽ーラ・一

佐々木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる
ふつふっと打ち切り打ち切り︑

大綱どもを︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑
十撹5図

みんなは︑何の手がかりもないこの調査を︑

打ち切らうといひ出した︒

十姫3
打ち首

天下を騒がした者は︑たとへ武士でも︑

﹇打首﹈︵名︶1

十二611

うちくび
普通ならば打ち首である︒

打ちくら

打ち込む

﹁ドドン︒﹂兵士たちは︑屋内へ向かって撃

撃ちこむ

みんなでつづみの打ちくらだ︒

﹇打比﹈︵名︶1

﹇打込﹈︵五︶8

四423圏國

うちくら

うちこ・む
七舶8

︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

1

討ち從ふ

正成すでに討死すと聞かば︑天下は

うちじに・す ﹇討死﹈︵サ変︶2 討死す ︽ース・一
セ︾
たかうち

十一一895図國

一つところにて討死せんと約束したり

尊氏がままなるべし︒

前後七年にわたる長い職に︑尼子方は多く

﹇討死﹈ ︵サ変︶ 4 討死する ︽一

ける者ども百四十三人︑

十二梱8図
うちじに・する

九欄1

シ・ーセヨ︾

さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く

討死し︑

九榴3

の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒

お心と思ひます︒

十衛2園 かなはぬ時は︑城を枕に討死せよといふ

討死仕る

十二鵬5 主君の馬前に討死しなければ︑いさぎょ

﹇討死仕﹈︵四︶1

しとしないやたけ心がみなぎってみる︒

﹇内評﹈︵名︶3 うち中

ぼり雲間︑︿略﹀︑つひに湊川にて討死仕り候︒

うちじゅう

新年おめでたうございます︒

門松立てて︑しめかざりして︑

おかあさん︑うち中で︑みもん袋を作っ

そろって︑

四638圃
六803園

うち中でついたかき餅と︑あなたたちが

て送ってあげませうよ︒

薮萬の寄せ手︑どうと打ちすゑられ︑

﹇打据﹈︵下二︶1 打ちすふ ︽ーエ︾

なだれを打って人馬落ち重なる︒

十一222図

うちす・う

手傳って作った干柿と︑それに︑栗もあるから︑

六823囹

うち中

十二9710図圓天下また齪れ︑逆臣西國より攻めの

︽ーリ︾

奉仕員は︑︿略﹀︑左右左と三たび︑御神木 うちじにつかまつ・る

ちこみました︒

九168

の根もとへ向かってをのを打ち込む︒

古式にしたがって︑御神木の根もとへとぎ
堅い石に︑長い墾を打ち込んで行くこの

すましたをのを︑はっしと打ち込むのである︒

九181
十ニー53

仕事は︑生やさしいものではない︒
つち

眞直に打ち込むのだ︒

大きな槌で橋柱を打ち込む兵隊︑

十ニー54

十二梱4

組み立てられて行く梁にのぼって︑釘や

はり

十二餌6

︵下二︶

︽i

肩まで濁流につかって︑打ち込まれる橋

だくりう

かすがひを打ち込む兵隊︒

十二悩10

﹇打従﹈

柱を︑しっかり支へてるる兵隊がある︒

へ︾

うちしたが・う

のものども討ち從へ候について︑

撃ち出す

︽ーシ・ース︾

十一338図圏白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの敷 十﹁594図國 製罐︑久しく鎭西に居住仕り︑九國 うちだ・す ﹇打出﹈︵五︶10 うち出す 打ちだす
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んぽこ打ちだした︒

四436圖月にうかれて腹つづみ︑
十一663図

うちつ・る

ひ

打ち響く

うちつる

︽ーク︾

︽ーレ︾

右岸一帯に打ち績くうつそうとした密林
﹇打連﹈︵下二︶1

うち出の小づ

楠木正行︑弟正時ら一族をうちつれて︑

吉野の皇居に参向し︑

十二972図

﹇打出小槌﹈︵名︶2

その時︑だいじなうち出の小づちをお

うちでのこづち

ケ︾

1

︽ーケ︾

︽i

︽ーッ・ーラ︾

す ま

最後の太鼓が打ち鳴らされると︑

︽ーサ︾

騎に打ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒
九159

︽ーッ・

波どものうち振る旗も︑また刻刻に濃さ

﹇打振﹈︵五︶1 うち振る ︽ール︾

十二㎜12

うちふ・る

を増して︑

三管車砲は︑どんなに早く走る戦車でも︑

うちまく・る ﹇打捲﹈︵五︶2 撃ちまくる

八月9

ール︾

どんどん撃ちまくるやうな身がまへになります︒

十個1 灰色のトーチカが築かれてみて︑あらしの

﹇打見﹈︵上一︶1 うち見る ︽ーミ︾

やうに撃ちまくって來る︒
うち・みる

もし矢書きて打物にならば︑一騎が

﹇打物﹈︵名︶1 打物

﹇打破﹈︵四五︶3

︵下二︶

1

打ちなびく

打ち破る

撃ち破

されば︑この堅陣を打ち破って攻め寄

父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打

ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒

十二976︹図國

せんこと︑たやすかるべしとは見えざりけり︒

十一232図

を向かせながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒

六旧3 班長は︑撃ち破られた鐵京詞の方へ︑作型

る︽ーツ・ーラ︒ーリ︾

うちやぶ・る

百騎に向かふとも︑つひにはかなふべからず︒

十一653図国

うちもの

きは目だちてたくましきを信長うち見て︑

うち出の小づちをふると︑一寸ぼふしは︑ 九691図 いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑一
内外

打ち解く

神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世

︵下一︶

うちとける

比良の高嶺の雪も消え︑浅々の氷打ち解

たかね

﹇打解﹈︵下二︶1
ら

﹇打解﹈

討ち取る

うちとけた爾將軍の話が︑次から次へと績

﹇打靡﹈

︽一

﹇打寄﹈︵下一︶3

寄せる ︽一士・ーセル︾

うちよ・せる

うち寄せる

禮が︑ほとんど敷へ切れないほど存在する︒

打ち

十二儒5 廣い廣い宇宙には︑太陽と同じやうな天

名を訳詩狼介勝盛と改め︑折もあらば うちゅう ﹇宇宙﹈︵名︶1 宇宙

たらぎおほかみのすけかつもり

十926
いた︒

ケ︾

うちなび・く

九伽6園現れ出た狼を︑鹿介が討ち取った︒

鹿介を討ち取らうと思った︒

九伽10

うちと・る

﹇撃取﹈︵五︶2

うちと・ける

けて︑川水折ふしかさ増したり︒

十994図

うちと・く

をなほ祈るかな

十66図書

﹇内外﹈︵名︶1

せいがだんだん高くなりました︒

三553

き忘れて行きました︒

三548

ち

﹁︿略﹀︒﹂とて︑例の大矢を打ちつがひ︑うちなら・す ﹇打鳴﹈︵五︶1 打ち鳴らす

つがひ︑ただ︸矢にて射落さんとしけるが︑

ぼんぽこぼ 十一647立願ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち 十二916図 かくて直義の五十萬騎︑楠木が七百鯨

六341国魚雷をうち出すと︑生きた魚のやうに︑

打ち立てる ︽一

﹇打続﹈︵五︶1

堅めてひようと射る︒
うちつづ・く

水の中をくぐりながら︑敵艦をめがけて行って︑

六帽8 しかし︑この時とばかり撃ち出す敵の弾に
十一酌8

2

が切れて︑

は︑ほとんど︑顔を向けることができません︒

六佃1 すると︑わが歩兵も︑さかんに機關銃を撃
ち出しました︒

に爆嚢させて︑大きな砲揮を撃ち出すやうな︑が

八柵2 さうしなければ︑あの力の強い火藥を一時
んじような大砲にはならないのです︒
れるのです︒

八剛5 次には︑砲弾を撃ち出す通路が︑切り扱か

固くふさぐものも必要です︒

八鵬1 砲弾を込めて撃ち出す時︑砲身の根もとを

防空砲火を撃ち出す︒

︵下一︶

︽1へ︾

︽ーヒ︾

うちと

十6410 高度をさげて行くと︑敵艦は︑いっせいに

にみごと命中して︑吃水線に穴をあけた︒

きっすゐ

十二捌4 わが漕水艦から撃ち出した砲弾は︑船腹

﹇打立﹈

十二捌6 撃ち出す砲弾は︑一丁も目標をはつれな
い︒

テ・ーテル︾

うちた・てる

がうしう

彿ひ︑日本領の標柱を打ち立てた當時から︑

十一㎜6 この土地に敵前上陸して︑濠洲兵を追ひ
十一一佃4 あくまで徳川を討たなければ︑武家政治

打ち違ふ

を土嘉からくつがへして︑新日本を打ち立てるこ
﹇打違﹈︵下二︶1

とができないとする硬論がある︒
うちちが．う

かり︑打ち違へ︑かけ入り︑
﹇打番﹈ ︵ 四 ︶ 2

打ちつがふ

十二922図 正成・正季︑取って返してこの勢にか
うちつが．う

うちわたる一うつ
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海がわたしを待ってみる︒
はっしま

五955圃 あすからうれしい夏やすみ︑
うち寄せて︑

大波小波

十一悩2 向かふの沖の初島に︑白い波が打ち寄せ
てるるのが見えるといふ︑給のやうな歌です︒

打ち渡る

︽ール︾

十二備5圃 遠くわが南洋の島々まで︑太平洋の波
﹇打渡 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

は︑ひたひたと打ち寄せる︒
うちわた・る

打ち笑ふ

ウツ

︽ーヒ︾

打つ

討つ

モ一

﹇Vあいうつ・きたえ

うつ

正季からからと打ち笑ひ︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹇打 笑 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

十鵬3図 畠山︑五百齢騎にて打ち渡る︒
うちわら・う

申す︒

十二932図

﹇打﹈︵四五︶34

︽ータ・ーチ・ーッ・ーツ・ーテ︾

う・つ

一434圃 ニドオジギシテ︑手ヲウッテ︑

うつ・なみうつ・ひとうちごと・みゃくうつ
ツウッテ︑オジギシテ︑

一435圃 モーツウッテ︑オジギシテ︑
した︒

心の底ま

五86 大勢の神様は︑手をうってお喜びになりま
七311圏 かしは手うてばごうごうと︑
でひびきます︒

七598 ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出
て︑どっとときの聲をあげた︒

七691 急に思ひついたらしく︑手をうつて︑正男
﹁さうだ︑さうだ ︒

八305図 不意を討たれて︑平家の軍は︑上を下へ
の大さわぎ︒

八312図 平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか
ら谷に︑なだれを打って落ち入りたり︒

八346図 敵ははたして不意を討たれ︑あわてふた
めきつつ船に乗りて︑皆ちりぢりに逃げ行きたり︒

ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

りして︑鐵の質を固くし︑強くします︒

八鵬10
次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

それでも一回の動きに︑やはり脈は二つ打

次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

八雲10

八柳3
れいき

深山の霰氣に打たれて︑だれ一人静けさを

みやま

つといふぐあひでした︒

九151

母が︑娘を相手にきぬたを打ってるる︒

かっとした火影が手のひらを打つ︒

破る者はない︒

十337

﹁きれいだらう︒﹂と︑あひっちを打つやう

九744

にいふ︒

十373

熊谷︑あまりにいとほしく思ひけれど︑

かい御飯の湯氣が︑幸福に︑私たちの顔を打つ︒

十513圃家族の︑罰しい朝飯だと思へば︑あたた
十㎜3図

からあや

︿略﹀︑泣く泣く首を打ちにけり︒

赤地の錦のひたたれに︑唐綾をどしの甲
かれら三人︿略﹀︑教範の船に並べて乗

を
着て︑鍬形打つたるかぶとの緒をしめ︑

十柵6図

馬柵6口騎凶

水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑

り移り︑太刀先そろへて一時に打ってかかる︒
十二3

錦の御昼に日月を金銀にて打って着け

こちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒

十一179図

敷萬の寄せ手︑どうと打ちすゑられ︑

たるが︑天日にかがやき渡り︑

十一222図

し

紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑

し

なだれを打って人馬落ち重なる︒
十一584図

さがみ

武藏・相模のつはものども︑まっしぐ

黒糸をどしの甲着て︑鍬形打つたるか

同じく獅子の金物打つたる甲を着︑

十一623図
むさし

ぶとをつけ︑

八9910 このやうに︑打つたり︑熱したり︑冷した 十一639図

一種の興奮を感じるほどであった︒

この大自然がくりひろげる景観に打たれ

らに打ってかかる︒

十一946

きやうだいは︑ただうっとりとして感に

て︑︿略﹀

十﹇柵5

繋を持つ人︑それを槌で打つ人︑その穴

つち

やれ打つなはへが手をする足をする

打たれてみる︒
のみ

十ニー51

十一伽8図圃

槌の音は︑いかにものんびりと響いてゐ

に水をさす人︒

十ニー57

黒山のやうな邦人の群が︑わあっとなだ

るが︑一当ごとに心をこめて打ってるる音である︒

十二2210

よき敵と見れば組み落して首を取り︑

れを打って道路へ押し出して來た︒

十二913図

︽ータ・ーチ・ ッ・一

一太刀打ってかけ散らす︒

討つ

汝︑おそれ多くも︑朝廷の仰せに從ひま

﹇討﹈︵四五︶13

取るに足らぬ敵どもは︑
う・つ

ツ・ーテ︾

それが前後から官軍に討たれて︑ちりぢり

熊襲を討って︑都へお錦りになった日本武

つらぬによって︑汝を討てとの勅をかうむり︑

七176園
七188
尊は︑

に逃げてしまった︒

七617

はたして︑敵︑三百鯨騎をかくしおきた

るを︑長家の軍さんざんに討ちて︑

九597図

阪東武者のならひとて︑大將の前に

御威光を昔に返しておくれ︒

九悩5園成人したら︑一日も早く毛利を討って︑

十︻655図國

く

の

き

すけ

らかうづけのすけ

大石内乱之助を始め四十齢人が︑亡君淺

ら

は親死に子討たるるともかへりみず︑
たくみのかみ

十二583

菊水の旗を見てよき敵なりと討ひ︑取

野内匠頭の仇︑吉良上野介を討って︑

十二911図

り込めてこれを討たんとしけれども︑

183
うつ一うつくしい

で討たんと思ふにあり︒

十二915図 その心︑ひとへに直義に近づき︑組ん
十二佃3 あくまで徳川を討たなければ︑武家政治
を土垂からくつがへして︑新日本を打ち立てるこ
とができないとする硬論がある︒
これは﹁君側清むべし︒﹂といきまく︒

十二佃7図圓 かれは﹁慶喜討つべし︒﹂と叫び︑

十二掴3 徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝
臣たちも︑この御文を拝見してひとしく泣いた︒

十二桝6園今こそ︑われわれに仇を討たせてくだ
さい︒

う・つ﹇撃﹈︵五︶9うつ撃つ︽iチ・ーッ・ーツ・

三333園 大きな大砲がいくつもあって︑てき

ーテ︾←ねらいうちする・むかえうつ

の軍かんをどしどしうちます︒
七791團 ﹁ふせ︒﹂の姿勢で︑小銃を撃つけいこを
小銃や機關銃を撃つたり︑

したりします︒

する

︽ーシ・ースル︾

うっかり・する ︵サ変︶3

うっかりする

十一868 きのふの雨でじめじめして︑うっかりす

塩からい海水を飲まされる︒

九961 うっかりすると︑呼吸の調子で︑がぶりと

いったので︑みんなが笑ひました︒

四976 そのうちにうっかりして︑﹁︿略﹀︒﹂と

うっかり

私 た ち は 拝 観 し て ゐ ま し た が ︑ どこで大砲

兵士は︑ 仕方なく撃つことをやめました︒

撃つなと い へ ︒

い や ︑撃つな︒

撃つなら 撃 て ︒

撃つなら 撃 て ︒

3744224
囹囹囹囹国

を撃ってるるのか ︑ わ か り ま せ ん ︒

八七七七七七七
60 120 120 120 120 120 了9

うっかり者

美し

︽！シウ・ーシク︾

うっかり者だから︑ついゆだんをして

︵名︶1

ると足がすべる︒

うっかりもの

十一402囹
﹇美﹈︵形︶2

逃したのでせう︒

生ってみるのを見つけました︒

たちばなを︑みささぎの前に供へて︑

六235 枝についたままの︑美しい︑かをりの高い

めいてるる昭南島のけしきがうつりました︒

六369 いちばん初めに︑美しい日の丸の旗のひら

と︒

みどりの葉が生き生きして︑赤や︑白や︑

けだかい︑美しい二重橋︒

そのうちに︑一人の美しい少女がまじって︑

その時︑あの白い着物が︑ほんたうに美し

空には︑月が美しくかがやいてみた︒

七鵬7 地上のみどりのあざやかなこと︑美しいこ

えるではありませんか︒

七564 神戸の市街が︑まるで給のやうに美しく見

七474

いと思ひました︒

七4310

にぎやかに見えました︒

七423

かひがひしく働いてゐました︒
さいだん
明かるい日光をあびて︑祭壇が︑美しく︑

七155

をしたり︑いうぎをしたりします︒

六欄6 それが美しいわになったかと思ふと︑禮操

六悩7圃

むらさきの花が︑美しく咲いてゐます︒

六㎜8

一つ︑にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒

八713図折しも︑美しくかざりたる船一さう︑平 六鵬7 まん中の鉢に︑美しいチューリップの花が

うつく・し

何着ても美しうなる月見かな

家の方よりこぎ出す︒

十一櫛3図圃

﹇美﹈︵形︶68ウツクシイ美しい︽一

一バンハジメニ︑マンシウノ空ノウツ

イ・ーカッ・ーク︾

うつくし・い

ニー92

クシイコトガ︑カイテアリマシタ︒

富士

はいでんの前には︑美しいちゃうちんが

けだかい︑美しい二重橋︒

やねが美しい︒

三56間すみれ︑たんぽぽ︑れんげ草︑花のお
三163圖

三682

ありました︒

四43間どこから見ても︑いつ見ても︑
のお山は美しい︒

光るやうに美しいので︑家の中も明か
るいほどでした︒

四342

世間では︑光るやうに美しいかぐやひめ

七半2

で︑

八355

私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑

夜は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか

旅順は︑どこへ行っても静かな美しい町

顔も姿も︑美しく上品に見えましたので︑

八251団

めさうに近く見えます︒

八2310団

生でできるのではありません︒

八137

美しい空です︒

秋になって︑月がだんだん美しくなり

のことを聞いて︑

四345

ました︒

四357

八144 いくら毫湾でも︑あの美しいバナナが︑野

ゆれるたも

ああ︑美

次の朝には︑また新しいちがったもや

ひらひらと︑

やっと︑あるところで︑美しいたちばなが

美しい︒

日の丸あげて︑

うが︑美しくあらはれます︒

四497

青空高く
日本の旗は︒

四㎜7圏國
しい︑

とが

四番7圃右に︑左に
六217

うつくしさ一うつしだす
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さっそく舞姫にきめました︒
だは︑美しくちうをとんで行く︒

八851 ﹁えいつ︒﹂掛聲といっしよに︑先生のから

八糊8 赤や︑黄や︑みどりの︑何ともいへないほ
ど美しいものが︑その中にはいってゐました︒

八型7 みどり色で︑菊の花のやうに美しい形をし
たのは︑﹁いそぎんちゃく﹂でありました︒

やうに立ってるる中立神宮備林の朝である︒

九142 青々と大空をおほ檜の大木が︑美しい柱の
九441 いくら美しい文字で文を書いても︑

九876 たくさんの星が︑まるで寳石をちりばめた
やうに美しくかがやいてゐます︒

九894 その邊の空に︑ひしゃくのやうな形に連な
あま

つた美しい七つの星を︑さがすことにしませう︒

十一4510

今一つの人形にも美しい着物を着せた︒

行くにしたがって︑花は美しかった︒

美しい聲︒

や

し

椰子の葉越しに︑窓から月の光が美しく
湧きあがった水が︑すぐに流れ澄んで︑

せりの葉並みがいっそう美しく見える︒

うらしまは︑あたりの美しさにおどろき

そのけしきの美しさと︑︿略﹀とは︑こと

南洋の海は︑︿略﹀︑着物でもひたしてそ

その小さな胸には︑若葉のもえる日本の春

十54図

それは肉眼で見るのとすっかり感じが違つ

遠く舞する南神門のけだかさ︑美しさ︒

この美しさに︑しばし見とれたる喜三右

巻雲のかぼそい女性的な美しさに比べる

かすかな光がただよってみて︑空と海と

東西の美しさを一首の中によみ入れた︑

しかし︑波には波の美しさがあって︑

ことばと文字は︑いはば心の中を鳥し出す

鏡であります︒

九426

ス︾

うつしだ・す ﹇映出﹈︵五︶3 諄し出す ︽ーシ・一

十二㎜2囹

まことに調子の高い歌である︒

十二432

が︑刻々に千計量化の美しさを見せる︒

十一筋5

と︑

十一775

たり︑人情の温かさを吸って︑

十脳1 子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ

うその聯の美しさが心に刻まれて写る︒

十躍3 その文字の意味がわかって來ると︑いっそ

衛門は︑

十439ロ覇凶

て︑︿略﹀︑あざやかな美しさである︒

十369

の美しさを︑思ひ浮かべてみるでせう︒

八1110

でせう︒

七柳6 日が落ちたあとの空は︑なんといふ美しさ

めたいと思ふほどの美しさです︒

六391園

ばでは︑とてもいひあらはすことができません︒

六277

ながら︑りっぱないすにこしをかけます︒

三桝2

庭では︑うぐひすが︑美しい聲で﹁ほう うつくしさ ﹇美﹈︵名︶14 美しさ
この美しい木々の緑と︑さわやかな鳥の

ほけきよ︒﹂と鳴いた︒

十一465
十﹁8010
十一918

お花畠は︑まるで満天の星のやうに美し

聲のごちそうを前にして︑

十一925
かった︒

十一m1團もつともっと心をやさしくし︑心を美
そこには︑緑青を薄くとかして流した

ろくしやう

しくしたいものだと︑つくづく思ひました︒

十一川3

やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十一川9赤・黄・青などの美しい羽をしたいろい
ろな小鳥が︑

はだ

﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑美しい光景

十二482

あの恐しい形相から︑どうしてこんな聲

十二傾1

さし込む夜であった︒

十二捌5

が出るかと思はれるほど美しい聲である︒

十二545

を目の前に見るやうにお歌ひになってみる︒

十二471

の光が美しく輝き︑

野中の一夜は明けて︑東には今あけぼの
＋二4210

度も︑重量感も︑ みな美しく見えて干るのだ︒

十ニー09 さう思ふと︑鑛石の光澤も︑ひだも︑硬

十ニー05 形が美しいのでもない︒

もない︒

十ニー04 色が美しいのではない︑形が美しいので

十ニー03 鑛石の肌が美しい︒

斜面と︑

九943天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくま 十一別1 町とせなか合はせに賢いてるる美しい傾
き散らしてみるのが見られます︒

美しい夕やけだ︒

九踊3 落ち着いた︑美しい形である︒
九川11

てるるなどは︑實に美しい想像ですね︒

十428 月の世界に都があって︑そこで天人が舞つ
十鵬2 美しくも︑嚴かな舞ひ納めであった︒
十型3 それだけに︑空が美しい︒
夜であれば︑また更に美しい︒

十刎4 月が出てみれば︑出てみたで美しく︑星の
十剛4 星の夜であれば︑また更に美しい︒
十盟1 美しいかざりのやうな氣持で眺めてみる︒

十一376 源氏物語が︑いかによく人間を生き生き
と︑美しく︑こまやかに溶し出してみるかが
十一392 髪が︑︿略﹀扇のやうに廣がつて︑肩の
邊にゆらゆら掛るのが︑目だつて美しく見える︒
ぼれかかる︒

十一428 とたんに美しい髪が︑はらはらと前へこ
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うつす一うつる

生活をこまやかに富し出すことができたのです︒

十一367 かな文であればこそ︑︿略﹀その時代の
十一376 源氏物語が︑いかによく人間を生き生き
移す

︽ーシ・ース・ーセ︾

と︑美しく︑こまやかに上し出してみるかが
﹇ 移 ﹈ ︵ 四五︶7

δおうつしもうす

うつ・す

われは目を移すやうになる︒

九129 やがて︑左右を取り巻く山の木々に︑われ

の海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

九484 漁夫たちが︑遠くの海から取って來た空々

うつす

︽ーシ・⁝ス︾

青い海に︑静かにかげをうつしてみるやし

してあげませう︒

六385

聞き︑それをくり返し口に唱へた︒

うつ伏す

十一一川10 ﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑船長はうつと

うつぶす

その海面にかげをうつすのがやしの木で︑ うつぶ・す

﹇確﹈︵四五︶2

八751図義経は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑

︽ーシ︾

りと空を見あげた︒

六392園

さあ︑次には︑あなたがたのすきな動物

では︑ゴムの木をうつしませう︒

の木の寓眞がうつりました︒

六439囹

うつぶせ

ものすごい砂つぶてが︑うつ伏した兵士た

﹇傭﹈︵名︶1 うつ伏せ

ちの全身をなぐりつけた︒

十齪9

流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑

六414囹

朝夕︑町の姿をうつすこの廣い湾は︑

をうつしませう︒

十一㎜3

波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を質し

て︑首を振り振り膿操をする︒

十二㎜10

夜︑この雲の輝く果に︑半月がうっすら
うつそうと

うつそうと茂った林の中では︑

﹇笹蒼﹈︵副︶2

十一卸7

︽1へ︾

上半身にやけどをした敵の下校は︑夜と

うったへる

右岸一帯に打ち甘くうつそうとした密林
が切れて︑

うった・える

き

﹇打遣﹈︵五︶1

うっちゃる

︽ーッ︾

かれらは︑すぐ火を消しにかからうとす
討手

木曾義仲︑都へ攻めのぼると聞きて︑平

そよしなか

﹇討手﹈︵名︶1

︵副︶3

うっとり

きやうだいは︑ただうっとりとして感に
打たれてみる︒

十一m4

うっとり

家は︑あわてて討手をさし向けたり︒

八293図

うって

る︒︿略﹀︒﹁うっちゃっておけll

十242園

うっちゃ・る

なく書となく︑しきりに苦痛をうったへた︒

十一一伽9

﹇訴﹈︵下一︶1

十一㎜9

うっそうと

とかかってみるのは︑

十一727

て︑日は西へ傾きかけてみる︒

りよう

うつぼ

義家︑背に負ひたるうつぼより︑かりま

﹇靱﹈︵名︶2

宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑

1 欝

うつ

うつ向けになった際︑刀がせなかへまは

﹇傭﹈︵名︶1 うつ向け

陵島附近

﹇移﹈︵四五︶9

移る ︽ーッ・ーリ・ール・

そこで︑油蝉の子は︑深いところがら︑だ

わが歩兵の一隊は︑突撃に移りました︒

南東をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑

たかの一群を見たので︑すばやく低空に移った︒

八665

んだん淺いところへ移って︑

七872

六擢6

えうつる

ーレ︾■とびうつる・のりうつる・ひきうつる・も

うつ・る

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

うつりよう

十一552図

わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑

うつりょうとうふきん ﹇欝陵島付近﹈ ︵名︶

つてみたのである︒

十二671

うつむけ

塗家︑背を向けてうつぼにささせけり︒

九614図

たの矢を抜きて弓につがへ︑

九601図

うつぼ

十一427 子どもは︑じっと聞きながらく略﹀︑と
十52図 大鳥居を過ぎ︑神氣身にせまるをおぼえ うっすら ﹇薄﹈︵副︶2 うっすら
こんじやう
．十2
73 紺青の大空には︑書の月がうっすらと出 うとううつ伏せになって︑泣き入ってしまった︒
つつ︑静かに歩みを移せば︑参道はまた右折す︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑五兵衛は︑いきなりその稻む

そこに吸ひつけられてしまった︒

十％4 村から海へ移した五兵衛の目は︑たちまち
十226

らの一つに火を移した︒
ゆめ

十799 人の力から︑機械の力に移すといふ︑多年
の夢を實現しようといふのである︒

ウツス

︽ーシ︾

十二柵2 今︑かりにそのままそっくり移して︑地
﹇写﹈︵五 ︶ 3

球を太陽の中心に置くとしても︑
うつ・す

日の丸のはた︒

二776国 ケフ︑ミンナデシャシンヲウツシマシ
タ︒

二844圃朝日をうつした

うつす

窮す

十一備9団 その時にうつした玉詞を同封しておき
﹇ 映 ﹈ ︵ 五︶9

ましたから︑見てください︒
うつ・す

五231 水の上には︑ときどきとんぼがとんで來て︑
かげをうつすことがありました︒

五535 川の水は︑すんではみませんが︑青い空を
うつしながら︑ゆっくりと流れて行きます︒

六363圏今日は︑おもしろい南洋の筆工を︑うつ 十一一553 修行者は︑うっとりとしてこのことばを

うつる一うでまえ
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八882図魍今はとボートに 移れる中佐︑
六459

六441園何がうつるか︑あててごらんなさい︒

たったあれだけなのに︑

山がうつる︑川がうつる︒

六484圃旅鼠の幕は︑

してみるところがうつりました︒

リ・
た︒

やすくに

十二脳8

銀翼に︑眞愚な日の丸がくっきりと浮い

その目にうつったものは何であったか︒

て︑望遠鏡にうつって來た︒

そのみぞをつたはって︑ぼたりぽたりと

﹇腕﹈︵名︶12

うで

腕5りょううで

﹁今のうちだ︒﹂と元氣を出して︑みかた三

ピストン︑

腕だよ︒

あっちへ︑こっち

すきとほつた寒天のやうなからだから︑腕

がたとん︑がたとん︒

九995

ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠

ぼくは︑むちゅうで腕と足を動かした︒

うでまえ

いくら︑腰や腕がつかれても︑こころよい

日がな一日︑露天で働く石工たちは︑み

顔から腕︑腕から胸へかけて焼けただれ︑

腕から胸へかけて焼けただれ︑

いはば︑日本と外國との腕比べである︒

﹇腕比﹈︵名︶2 腕比べ

﹇腕前﹈︵名︶1

べをする日が來た︒

腕前

十811 それから四年め︑再び外点製のものと腕比

十806

うでくらべ

十二伽8

視力もほとんど失はれてるた︒

十二伽8

んな日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒

十ニー72

足を學げ︑胸を張る︒

十二81 朝の光を受けて︑元氣よく腕をのばし︑

つかれであった︒

十川1

い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒

聖上9

が直垂も出てゐます︒

八川5

へ︑

七492圏

いんだ︒

六995囹机の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細

人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒

六955

のうでをたたきました︒

三231 その時︑牛わか丸は︑あふぎでべんけい

うで

落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒

六419園

すると︑その時︑窮眞がかはって︑田植を うつわ ﹇器﹈︵名︶1 器

九165 いよいよ︑御神木伐り始めの御首に移った︒
九913 星は︑西へ西へと移って行くのです︒
をめぐって︑二度めの爆撃に移る︒

十655 われわれ爆撃機隊は︑更に大きく弾幕の中

幕僚とともに一駆逐艦に移りしが︑

うつる

︽

かれは︑︿略﹀︑わがジャワ攻略に先立ち︑

ウツル

六梱2 初めに︑奇い野原がうつりました︒
六悩5 二重橋がうつりました︒
六搦2 ときは木の茂った清らかな道がうつりまし

十一561図 ロジェストウェンスキi中言は︑︿略﹀︑ 六484圏山がうつる︑川がうつる︒
十二櫛1

﹇写﹈︵五 ︶ 2

濠洲からジャワのバンドンへ移り︑
うつ・る

えたりかくれたり︒

六襯5 放送局のアンテナが︑空高くうつりました︒
六柵6 初めに出たむさし野がまたうつりました︒
七962圃
水にうつった 三日月が︑ ゆらゆら見

並んだお祭のちゃうちんが︑うつりました︒

六鵬3 ま正面に︑紅血神社がうつりました︒
ル︾
ぎんざ
二796国國 シャシンニ︑コエモウツルトイイガ 六鵬5 にぎやかな銀座通が︑うつりました︒
六柵4 笛とたいこの音がひびいて來て︑ずらりと
ナ︒

九921 砂粒機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ

︽ーッ・ーリ・

たをあけておくと︑この圓をゑがくやうすがわか
﹇映﹈︵五︶28うつる捻る

るやうに窮眞にうつります︒
うつ・る
ール︾

がうつってた︒

八688間ゆらりゆらゆら︑春の水︑白い帆かげ

映豊の中に︑日本の兵隊さんが︑︿略﹀︑

太平洋の夜明け︑遠い地平線上に︑黒煙
漕望鏡に︑あかあかと燈火をともした二

日の出などは︑︿略﹀ぼうっと赤く︑大

十二脚6

きくもえあがって︑静かな海面に罵るのである︒

十二㎜1

本煙突の大きな客船の姿が爲つた︒

十一一伽3

のなびくのが三道鏡に爲つた︒

十二伽2

進軍して行くところが葬りました︒

十一⁝⁝9團

やうな砂濱が︑目にしみるやうに爲つた︒

そっとのぞいて見ると︑女の顔がう 九捌6 その向かふに︑眞一文字に白い線を引いた

かげをめがけて︑とびついて來ます︒

四559 をんどりは︑︿略﹀︑鏡にうつる自分の

四602
つってゐます︒

五465 空の雲が水にうつって︑うきのそばを︑
ゆっくり流れて行きます︒

五塒1園まあ︑りっぱな神様が︑水にうつってい
らっしゃる︒

六368 白い布がはってあって︑それに︑南洋のけ
しきが︑次から次へとうつって行きました︒

六371 いちばん初めに︑美しい日の丸の旗のひら
めいてるる昭南島のけしきがうつりました︒
の木の寓眞がうつりました︒

六386 青い海に︑静かにかげをうつしてみるやし

187
うとうと一うばう

十ニー88 大きな石が︑おもしろいほど思ひ通りに
割れる腕前になるには︑

うとうとする

︽ーシ︾

十二珊8
十二㎜12

魚雷はうなりを生じて突進して行く︒
飛び出して行った魚雷のうなりを聞いて︑

爽射管員は︑ほっとため息をついた︒

空のどこかに︑かすかなうなり聲が聞え︑

飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見えたら︑

八伽6圏

四M1 今までは︑うとうと眠って︑弱い光を出し うなりこえ ﹇捻声﹈︵名︶1 うなり聲

うとうと ︵副︶1 うとうと

︵サ 変 ︶ 1

てるたお日様が︑目をさまして︑
うとうと・する

﹇饒鈍粉﹈︵名︶1

うどん粉

近くなって︑ぱっちりと目をあけました︒

︵下一︶

1

︽ーイ・ーキ︾

うなだれる ︽一

︽ール︾

自動車がうなりだしました︒
うなる

あの︑うなるやうに大きな汽笛の音を︑お

﹇喩﹈︵五︶3

九513

すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ
長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなるや
うね5ひとうね

うねり轟く

うねび山

︽ーク︾

波が静かなうねりに攣って沖から押し寄せ
︵五︶1

飛騨山脈が︑︿略﹀︑紫紺のはだあざやか

だ

るころになると︑
ひ

うねりつづ・く

十一939

うねる

︽ーッ︾

ば

乳母

乳母

かまくら

れて︑鎌倉をさしてくだりました︒

萬壽は︑その夜ひそかに︑うばをつれて︑

人でお仕へしたいと願ひ出ました︒

八395 それから頼朝の御殿へあがって︑うばと二
八417

うばを門のわきに立たせておいて︑姫は中

石のらうをたつねました︒

やがて︑うばも呼んで︑三人は︑その夜を

へはいりました︒

八419
八429

萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の

涙のうちに明かしました︒

らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒

八431

親子は︑うばといつしょに︑喜び勇んで木

あの乳母や尊きも︑紫の君といっしよに

う ば
それは︑この子の乳母であるらしい︒

曾へ錦りました︒

八439

十一433

うばひ取る

十一407

﹇奪取﹈︵四五︶3

引き移った︒

御旗をうばひ取るが早いか︑かの大男をひ

毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑

﹇奪﹈

母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取

︵四五︶ 4

うばふ ︽ーッ・ーハ・一

番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切りこ
八668

がけの下の青い淵や︑勢こんで流れる水の

一面は︑鳩の左の足をうばひ︑一弾は︑そ

清さに︑目をうばはれるのであるが︑

の腹部をつらぬいた︒
ふち

九128

んで來て︑旗をうばって引きあげた︒

七589

ヒ︾

うば・う

りついて︑︿略﹀︑抜きたる刀をうばひ取る︒

十二963図

みかたは一時氣勢をあげた︒

九悩9

つつかんで︑まりのやうに投げつけた︒

七6410

︽ーッ・ール︾

それが畠のうねのやうに︑天の一方から うばいと・る

﹇畝﹈︵名︶1

﹇畝傍山﹈︹地名︺1
ぐし

建前に玉串とりてうねび山たかきみ
いつをあふぐ今日かな

十二67図圏

うねびやま

他方へ画聖か連なったりすることがあります︒

十一749

うね

うな地鳴りとは︑

十207

になって︑びゆうとうなる︒

八818

聞きなさい︒

七536

うな・る

三909

七275 つかれて︑うとうとしてるた楽府が︑夜明 うなりだ・す ﹇捻出﹈︵五︶1 うなりだす ︽ーシ︾
うどんこ

うなつく

九川5 その時︑うどん粉をふかした大きなまんぢ
ゆうをたべる︒
﹇ 頷 ﹈ ︵五︶3

九悩2 鹿介の血を吐くことばに︑信長は大きくう

うなず・く

なついて見せた︒

十一505 私はだまってうなづきました︒

﹇ 項 垂﹈

十二705 兄は︑涙ながらにうなついた︒
うなだ・れる
レ︾

十一相2 しかし︑ベートーベンは︑ただだまって
うなだれてみる︒

うなばら ﹇海原﹈︵名︶5 海原呂おおうなばら
やま
と

春秋のながめっきせず︒

九57図圃 海原に敷島の國︑ 青山にこもる大 うねり ︵名︶1 うねり

和︑

九969 天氣のよい日︑おだやかな海原を航海する
やうな冷しさである︒
うるし

十627 青い海原が︑はてしなく績くだけである︒

︵五︶1

にそそり立ち︑うねり響く雄大荘嚴な姿︒
うね・る

う

うば

風のたよりにこのことを聞いて︑うばをつ

﹇乳母﹈︵名︶9

八391

うば

まべで︑どっと音をたててくだけます︒

國原はけ 三754国沖の方から︑波がうねって來て︑は

十描6 船は︑黒い漆を流したやうな海原をけって
進んでゐます︒

うなり

海原はかまめ立ち立つ︒

十二4510図圃登り立ち國見をすれば︑
ぶり立ち立つ︑

﹇捻﹈︵名︶3

五佃2 敵の弾が︑うなりをたてて飛んで來ます︒

うなり

うぶげ一うま
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﹇産毛﹈︵名︶1

うぶ毛

から家業もおろそかならざるを得ず︒

十451図 しかも工夫に心をうばはれては︑おのつ
うぶげ

九川9 花びらにも葉にも︑うぶ毛が生えてみる︒

五677團あたたかい馬のからだや︑すべすべした︑
自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し

やはらかい毛なみにさはると︑

五679団
ほかの馬にくらべて︑

でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒
五679團
五681團

うま ﹇馬﹈︵名︶81 馬Oアラビヤうま・おうま︒

きうま・きうまみち・くろうま・こうま・しろう

五683團毎日馬をかはいがってやると︑馬の方で

てしまふ︒

五691團

自分のかはいがつた馬のことは︑いつま
お正月には︑馬にあてて︑年賀状をよこ

す兵隊さんもあるさうだ︒

五693国

でも忘れられないで︑

五692團

まったくの友だちになってしまふ︒

かうなると︑もう馬ではなくなって︑

五683團馬の方でも︑ちゃんとにいさんをおぼえ

も︑ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒

何だか馬にすまない氣がする︒

ま・たけうま・ちょうせんうま・ははうま・ははう

二485 ツトムサンノウチノ前堂︑馬ガヰマシ

まこうま・ぼくのこうま
タ︒

二493馬ハ︑ヲケノ中ヘカホヲ入レテ︑カヒ
バヲタベテヰマシタ︒

四752 馬に乗った軍人さんが︑門をはいって
曇ると︑

五618 人間や︑牛や︑馬の病訴も︑おなほしにな
りました︒

だいすきなにんじんがはいってみるのだ︒

五658国國男︑今日は︑軍隊の馬のことを知らせ 五696国愛馬ぶくろといって︑その中には︑馬の
てあげよう︒

いったいは︑すっかり人や馬でうづまった︒

五662團馬屋には︑それぞれ受持の馬が︑ちゃん 七575 喜んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附近
と待ってみるからだ︒

出し︑

くり水を飲む︒

五663国馬屋へ行って︑馬をねどこから外へつれ 七955圃母が番して︑ 子の馬は︑ ゆっくりゆつ
五664里帰で作ったくしとはけで︑馬のからだを 八308図人の馬にはおのれ乗り︑おのれの馬には
人が乗り︑

八309図

こすって︑きれいにしてやる︒

八3010図後向きに乗るもあれば︑一匹の馬に二人

おのれの馬には人が乗り︑

五667團 入螢したてのころは︑馬のそばへ近寄る

馬の上には人︑人の上には馬︑

八333西園

乗手が用心するならば︑馬もけがはな

びて去るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒

かるべし︒

八335図

大將︑︿略﹀︑眞先にかけくだれば︑三千

聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ

飴騎︑馬を並べてかけくだる︒

八343図

ばかばかばかと︑馬のひづめの音がして來

れのごとくくだるさま︑人わざとも思はれず︒

八566

射そんずるならば︑弓切り折りて自害せ

たと思ふと︑

陸には大將義経を始め︑源氏の軍勢︑馬

んとて︑馬にまたがり︑海中に乗り入れたり︒

八728図
八742図

義纏︑馬を海中に乗り入れて︑はげしく

よしっね

のくらをたたきて喜びたり︒

職車の厚い鋼鐵の板を射抜く封蓋車砲︑馬

戦ふ折から︑

八746図

けんいん

八967

宗任︑馬よりおりてきつねを引きあげな

や牽引車で引いて行く野砲や︑重砲ll

信長の家臣らこれを見るに︑まことにな

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑

九607図
九662図

一豊もこの馬ほしく思へど︑求むること

らびなき馬なり︒

いかにもかなふべからず︒

九664図

されば︑今この馬︑ゆめにも求め得べ

さほどに思ひたまはば︑その馬求めた

九6610図幽 その馬の償は︑いかばかりにや︒

九673図幽
まへ︒

しとは思はざりき︒

九678学徳

︸豊︑すなはちその馬を求めたり︒

九687図圖良き馬にめして︑主君の御感にあっか
りたまへ︒

九689図

九693図鑑 たれの馬ぞ︒﹂と問へば︑

きは目だちてたくましきを信長うち見て︑

八3210図試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑ころ 九6810図 いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑一

八314図人の上には馬︑重なり重なって︑

八313図

乗るもあり︒

五665團 馬は︑おとなしくじっとしてみる︒
ことが︑こはかった︒

五668團 ﹁オーラ︑オーラ︒﹂といひながら︑こは
こは馬に近づく ︒

五669團 馬は︑おとなしくしてみる︒

五669團 それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを
水で洗ってやるのには︑なかなか勇氣がいった︒
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九806園 こまかいことはだんだん話してあげよう
が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒

九807園 日本の馬は︑氣が荒いとかいはれるさう

三834園

かはぎり

養いたしたいと思ひます︒

です︒

四519

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

十996図夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ

うまくできた︒

だんだんうまくすべれるやうになるの

五描3園

四838園君らはうまくだまされたな︒

六309団今の潜水艦は︑うまくできてみるから︑

ああ︑うまい水だ︒

十川エ図國

馬の腹帯の延びて見え候ぞ︒

十麗4図佐々木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる

だが︑それも馬が悪いのではない︑

九807園 それも馬が悪いのではない︑

大綱どもを︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑

二本の筒は︑うまくはまり合って︑長く延

そんなしんぽいは︑まったくない︒

したり︑ちぢめたりすることができる︒

六647

干柿はうまいなあ︒

うまく見えるか︑どうか︒

今度こそうまくあててやらうと︑力いっぱ

うまく頭のところへ飛んで行ったが︑

六649

︽1・ーイ・ーカッ・

八481

七724園

六971園

先生のお話では︑少しでもくるひがあると︑

うまかったよ︒﹂とほめてくれました︒

うまいところに氣がついたな︒

うまくやったなあ︒

一時間蝕りも活動したあとであるから︑食

まく行かないので︑水平に飛ばない︒

八516 もし︑しわでもできると︑風の受け方がう

決してうまく飛ばないさうだ︒

七941囹

い投げてやった︒

六934

六867国國

畠山︑馬の額を射られ︑馬はねあがれば︑

連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

うまい

うまく焼けたかな︒

堅くて︑うまく焼けてみない︒

何とかしてうまく焼きたいものだと思ふ︒

うまく焼けた時は︑とびあがるやうにうれ
九755

うまく揮幕をくぐり抜けたかしらと︑絶

えず飛行機の身の上を案じてゐます︒

九M3園

なめます︒

九845 手のひらに塩をのせてやると︑うまさうに

九757

しい︒

九753

九751囹

事のうまいこと︒

馬の背のやうに︑峯傳ひの道が恥いてる 九569

大婚義朝は︑大の男の︑大きなる馬に

六938

十鵬4図

十価7図

熊谷︑波打際にてむずと組んで︑馬より
一矢なれども必殺のねらひなれば︑荒

十鵬4図

押し流され︑これまでたどり着きて候︒

十鵬10図圓あまりに水が速うて︑馬をば川中より

十鵬4図画の放つ矢に︑畠山︑馬の額を射られ︑

一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと渡り︑

十麗6図宇治川速しといへども︑生食といふ日本

いけずき

九808園扱ふ人がいけないから︑馬に悪いくせが
ついてしまふのだ ︒

りこうなものはめったにないそ︒

九809囹 しんせつにしてやれば︑馬ほどすなほで︑

九842 二歳ごまになって︑北斗もめっきり馬らし
あさぎり

くなりました︒

をおいしさうにたべてみる︒

九購6 朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草
九別1一 オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひつじなど

どうと落ち︑

十一198図

がつながれる︒

九別5 三冠︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ

た︒

十一矯9囹

﹇甘﹈︵形︶32

いっしょにあげました︒

三106園﹁うまい︑うまい︒﹂こんどは︑二人で

ーク︾

うま・い

あれは︑馬に食はせるバナナだ︒

十一9410

は乗ったり︑

十一645図

をはるばると伏し舞み︑

義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上

よしさだ

尾馬より逆さまに落ちて︑起きも直らず死しけり︒

十一234図

どべい

つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒
くら
十879 白あし毛の馬に︑黒い鞍を置いて乗ってゐ
た︒

十．882 土塀で園まれた會見所に入り︑片すみに生
えてみたなつめの木に︑その馬をつないだ︒

十942園私は︑馬がすきで︑旅順に四頭の馬を飼
つてゐます︒

十942園私は︑馬がすきで︑旅順に四頭の馬を飼
つてゐます︒

十943園今日乗ってまみりました馬も︑その中の
一頭で︑すぐれたアラビヤ馬です︒

うまく取れますやうに︒

うまい︑うまい︒

十956囹 それとも︑馬がおきらひなのでせうか︒

三729囹

三106囹
にっしん

うまい︑うまい︒うまくできた︒

十958囹 日清職孚の時︑乗ってみた馬が弾でたふ

三834園

十957園私も︑馬は大すきです︒
れ︑大攣かはいさうに思ったことがあります︒

十9510囹 閣下から馬をいただけば︑いつまでも愛 三834園 うまい︑うまい︒

うましくに一うまれる
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九宙1囹それに︑寒いと嚢動機もうまく動かない
あまみ

ので︑温めてやるのに苦心をします︒

九川7 甘味は少いが︑働いたぼくたちには︑實に
うまい︒

十一鵬4園あれはぼくの作った曲だ︒聞きたまへ︒
なかなかうまいではないか︒

うま・る

うまる

︽ーッ︾

生まる

︽ーレ︾

波を子

のんきな主人に置き忘れられ︑雪にうま

﹇埋﹈︵五︶1

十二衙1
つて冬を越した人形が︑
﹇生﹈︵下二︶2

十﹁撹6下竜生まれて潮にゆあみして︑

うま・る

守の歌と聞き︑

滅さばやと存じ候︒

十二299囹細工のうまい大工が︑必ず人にほめら 十二933紅玉七たびまで人間に生まれて︑朝敵を
れるときまってはみない︒

馬屋

る

︽ーセ︾

たのを思ふと︑

十一槻5

﹇生故郷﹈︵名︶1

わかることなら︑三士の氏名や︑生まれ
﹇生年﹈︵副︶1

生まれつきδおうま

うまれる

天神様にまつられてるる菅原道眞といふか
ウマレル
レ・ーレル︾

﹇生﹈︵下一︶24
︽

スルト︑モモガニツニワレテ︑中カラ

生まれる

ネズミノ赤チャンが生マレマシタ︒

おちいさんのげんきな間に︑おとうさ

だれも知

おとうさんのげんきな間に︑おまへた

らない人ばかり︑

三把4圃生まれた村にかへったら︑

ちが生まれる︑

三505園

んが生まれる︑

三504園

もこしかけもあったのです︒

七861 それにしても︑この油蝉の子は︑いつ︑ど

こで生まれたのでせうか︒

た子燕が︑たくさんまじってゐます︒

八66 その中には︑親身もゐますが︑今年生まれ

八93 しかし︑その中には︑今年生まれた子燕が

たくさんゐます︒

九783 生まれたのは︑去年の春︑ちやうど櫻の花

新一︑子馬が生まれたよ︒

の咲くころでした︒

九786園

なめてやってゐました︒

九791 母馬が︑生まれたばかりの子馬をしきりに

九㎜9 文字通り大自然のふところに生まれ︑そこ

で死んで行く蒙古人たちにとっては︑
かちく
これらの家畜は︑︿略﹀︑その年の春に生ま
九泌12

れたものの中からえらばれたものである︒

十776 だが︑思ふやうに動くものは︑なかなか生

﹁生まれる﹂﹁生える﹂﹁生きる﹂﹁生る﹂の

まれて來なかった︒
十備2

﹁生﹂を﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂

やうに︑︿略﹀︑いろいろに讃みます︒

十備3

﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂と

﹁なる﹂と︑いろいろに讃みます︒
十備4

生まれた家を出て行くのです︒

いったわが國のことばを︑

十一502園

雲が︑

花は咲いてもたちまち散り︑人は生まれ

くわういん

われ︑かたじけなくも皇胤に生まれた

十二価4 春の國から生まれて來たかと思はれる白

のが女の道︑

とはいへ︑ひとたび嫁しては徳川の家を離れない

十二川4

てもやがて死ぬ︒

十二491

二976園みなさんの生まれる前から︑この机 十二446 いやしくも男と生まれた以上︑

二656

大キナ男ノ子ガウマレマシタ︒

一736

生マレル

うま・れる

たは︑生まれつき賢い人でありました︒

六982

れっき

うまれつき

故郷も書いておきたいと思ひますが︑

十965囹

うまれこきょう

生まれ故郷

天地の榮えるこの大御代に生まれ合はせ

十二677 ほとんど無意識に︑聞多はその場をうま うまれあわ・せる ﹇生合﹈︵下↓︶1 生まれ合はせ
くのがれた︒

十二461図魍 うまし國ぞ︑ あきつ島大和の國は︒

うましくに ﹇味国﹈︵名︶1 うまし國

九659 馬そろへ

うまぞろえ ︹題名︺1 馬そろへ

ぞろえ

うまぞろえ ﹇馬添﹈︵名︶1 馬そろへ 5おんうま

﹇馬屋﹈︵名︶7

九6810図 やがて馬そろへの日とはなれり︒
うまや
く︒

五661国 毎朝︑にいさんたちは︑きっと馬屋へ行

と待ってみるからだ︒

五661團 馬屋には︑それぞれ受持の馬が︑ちゃん

出し︑

五663團 馬屋へ行って︑馬をねどこから外へつれ

馬屋へかけ込みました︒

九788 それを聞くと︑ぼくは︑むちゅうになって
九789 馬屋の奥の方で︑母馬が︑生まれたばかり
の子馬をしきりになめてやってゐました︒

九813 一週間ばかりたって︑親子とも馬屋の外へ
出しますと︑

九833 秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑五箇
月ぶりでうちの馬屋へつれて錦りました︒
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十二㎜3七海國に生まれ︑海國に育つた私たちの

三38 二十 海⁝⁝⁝七十四

うみ ︹課名︺2 海

三742二十疑
うみ ﹇海﹈︵名︶㎜ ウミ 海暴あらうみ︒ねった

一616囹ヒロイ︑ヒロイウミが見エマス︒

いのうみ・みずうみ・われはうみのこ

ピ

ピイ

一622園 ドウシテドウシテ︑ウミハ︑空ノヤウ
ニヒロイノデス︒

一626圃 ウミノムカフヘ フネガイク︑
ヒョ丁丁︒

一632圃 ウミノムカフカラ フネガクル︑
イヒョ土山︒

一635圏 日本ハウミノクニ︑ ピイヒョロロ︒

イ︑ヒロイ海ダッタ︑
青イ海

二54圏 ツヅクタンボノ ソノサキハ︑ ヒロ

二56圃青イ︑青イ海ダッタ︒
ウイテヰタ︑

一一63二七サノーシラボガ ニツ三ツ︑
ニ

一一573圃 お正月來い︑海から來い︒

三133 神さまは︑海の上をお見わたしになり
ました︒

なりました︒

三147 神さまは︑また海の上をお見わたしに

三329園海にうかんだお城のやうです︒
三341囹ぼくは︑あれにのって︑せかい中の海
をのりまはしてみたい︒
もぐります︒

三361園せんするかんは︑魚のやうに海の中へ

三464園川は︑遠い山から流れて來て︑海へ

て︑こぼれませんか︒

川をだんだんくだって行くと︑大川

海は廣いよ︒

黷S86園

三471園

おまへも︑いまにその山や海へ行っ

になって︑おしまひには︑博い︑払い海へ出る︒

三487園

せみがなく︑水遊びができる︑それより

てみると︑よくわかるだらう︒
三589

海︑海︑早く海へ行きたいと

つれて行ってもらへる︒

三589

海︑海︑早く海へ行きたいと

も︑今年は海へ

三589

三744国おかあさん︑私は︑きのふをばさんと

三589早く海へ行きたいと思ひました︒

海はあまり構いので︑びっくりしまし

いっしょに︑海へ行きました︒

三746團
た︒

三761国海は︑いつも動いてゐます︒
にいさんとぼくが︑手をつないで︑海へ

三761團海は︑生きてみると思ひました︒
三771

はいりました︒

海が見える︒

四105 海に浮かべてみると︑今まで見たこと
も聞いたこともない︑大きな舟でした︒
四207園

みたでせう︒

たひやかつ

町を通りぬけて︑川口に近い岸に立つと︑

なみの底︑

五421圃 皿のおさかな︑ 海から來たの︒

をが

五422圃海はひろびう
五543
五545

ラジオは︑一日中︑海のお話や︑音響で︑

川の水は︑ここで海へ流れこんでゐます︒

海が見えました︒

五877

大波小波

夏の空は︑からりと晴れて︑白いかもめが︑

にぎやかであった︒

五884

毎日まいにち海と山︑

おとうと神

海がわたしを待ってみる︒

あすからうれしい夏やすみ︑

海の上を︑すいすいとんで行きます︒

五956圃

うち寄せて︑

はかりのため︑

五価1圏あに神さまはつりのため︑

いらっしゃる︒

五二6園 にいさんは︑毎日海へ出て︑魚を取って

五楢4園今日一日だけ︑私に海へ行かせてくださ

海の神檬の御殿です︒

いませんか︑にいさんは︑山へいらっしゃって︒
五鵬4囹

五柵9園海の神様が︑きっといいことを教へてく

ださるでせう︒

五悩4 海の御殿の門の前に︑大きな木が立ってゐ

海の神様が︑ほをりの命をおつれ申して︑

すると︑年取った神様が︑私に︑海の御

殿へ行くやうに教へてくれました︒

五糊6囹

りがなくなってしまひました︒

五儲1園 じつは︑海でつりをしてみたら︑つりば

出ておいでになる︒

五欄5

五搦7園女﹁海の神様︒﹂

四209 山と山との間に︑海が光ってゐました︒ る︒
四443海の中に︑小さな島がありました︒
五鵬5 正面に︑海の神様が腰を掛けていらっしゃ
る︒
四451海の向かふに︑もう一つ島が見えまし
た︒

四475いきなり海をめがけて︑どぶんととび

それなら︑海の水をあびて︑ねて
ゐ

そのまま海に沈んでしまひました︒

こみました︒

四477

四852園
るがよい︒

三468園そんなら︑海は水でいっぱいになつ 四854 白兎はすぐ海の水をあびました︒

行くんだ︒

一一

うみ一うみ
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五柵7 海の神様は︑しばらくお考へになって︑
さしあげる︒

五槻6 女は︑つりばりを水で洗って︑海の神檬に
五襯8 海の神檬は︑ほをりの命の前にひざまつい
き

い

くま

の

て︑海の神様﹁このつりばりでございますか︒﹂

村にお着きになりますと︑

六44 はるばると海を渡って︑紀伊の熊野といふ
六263 夏が來て︑海の方から︑そよそよと風が吹
いて來ると︑

て︑海の上を進んで行くのは︑

六303国 たがひにあいさつのラッパを吹きかはし

くことができるのだ︒

六314團 その水を押し出せば︑自由に海の上へ浮

六315雲水の中へもぐったら︑海の上が見えない
ばうゑんきやう

だらうと思ふであらうが︑

海の上を︑すっかり見渡すことができる︒

六316国 細長い望遠鏡のやうなものがあって︑
六328團 海の深さが︑どのくらみあるか︑

六335團 漕水艦は︑水の中にもぐってみても︑海
の上にみるのと同じやうに︑

六347国遠く海を乗りこえて︑敵の港の中へしの
びこんだりして︑ふいうちをする︒

六385 青い海に︑静かにかげをうつしてみるやし
の木の寓眞がうつりました︒

六388園 南洋の海は︑明かるくてまつさをですか
ら︑

六423囹 消しゴムや︑ゴムまりも︑はるばる南洋
から海を渡って來たゴムで作ったものです︒
青々とすみきってゐました︒

六477 空は︑今︑窮眞で見た南洋の海のやうに︑
六伽3 おだやかな海です︒

七46團 明かるい海だ︑どこまでも︒

地平線は銀色で︑

空と海とがとけあっ

明かるい海だ︑どこまでも︒

七48圃
て︑

七51圃明かるい海だ︑どこまでも︒
七54圏弟の石が海に落ち︑ つづいてぼくのが
七55圃

さうして︑海には︑どんな生きものがゐ

つづいてぼくのが海に落ち︒

海に落ち︒

七74囹

三本マスト︑

千里の海も

九55図圏

島なれば山うるはしく︑

こ

島なれば

われ︑皇子に代りて海に入り︑海神の

み

海めぐらせり︑ 山の幸海幸多く︒

九85図圖

はるかに海を望みたまひて︑﹁あづまは

心をなだめん︒

おとうさん︑ぼく︑みんなで海へ行って︑

や︒﹂とのたまひぬ︒

九94図
九387園

日の出前の海は︑油でも流したやうに静か

ほんたうに愉快でした︒

漁夫たちが︑遠くの海から取って來た敷々
九484

海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

先生の激働のことばをしっかり心にだいて︑

近くの海で取れたあぢやさばが︑

のね︒

熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ

ひざから腰︑腰から腹へと︑海は一足ごと

薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか

今までからだを浮かしてみてくれた海が︑

おかあさん︑今︑海の底を走ってみる

燈皇である︒

九鯛5 草原を海にたとへれば︑オボはまさにその

とともに沈んでしまった︒

九脳5囹

ところが︑途中海が荒れて︑むすごは船

九鵬2囲園

︿略﹀︑なかなか前へ出してくれない︒

九977

こいみどり色に診る︒

九963

に深くなって行く︒

九953

たい海の水が氣持よく感じられる︒

九949

先頭から順々に海へはいって行った︒

九948

九4910

の海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

九483

てなくなり︑

九473 はるかな海の上をおほうてるたもやも消え

である︒

海藻を拾った波うちぎはも︑もうすっかり︑ 九454

るかを︑よく氣をつけて見るやうになさい︒
七1310
船は帆船よ︑

海の水でかくされてるました︒

八44團

中には︑さらに海を越えて︑遠いオースト

燕の行く先は︑遠い︑遠い南の海のかなた

なんのその︒

八81
です︒

八88

秋風はさわや

海ll

何百キロの海を︑一氣に飛ぶことも︑決し

ラリヤまで行くのがあるといふことです︒

八91

てふしぎではありません︒

八263圃朝もやが晴れて行く
青空ははてもなく澄み︑

後は山けはしく︑前は海近くして︑守り

かに海をわたる︒

八291圏
八319図

堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

海には平家︑ふなばたをたたきて︑どつ

家は海に船を浮かべて︑相訂せり︒

八712置屋島の合職に︑源氏は陸に陣を取り︑平
八743図

きれいな海の水が︑こまかいあわをたてな

とほめあげたり︒

八㎜6

みんな海にみる動物だよ︒

がら︑どの箱にも注いでゐます︒
八㎜4囹

蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き起つ
て大陸を吹き渡り︑海を越えて︑

八撹6
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そこに吸ひつけられてしまった︒

十214 村から海へ移した五兵衛の目は︑たちまち
十251 遠く海の端に︑細い︑暗い︑一筋の線が見
えた︒

る︑白い︑恐しい海を見た︒

十261 人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通
十261 二度三度︑村の上を︑海は進みまた退いた︒

十395 あれは海といはれる部分ですが︑月には水
が一しっくもありませんから︑海といふより︑平
原といった方がよいかも知れません︒

十396 海といふより︑平原といった方がよいかも
知れません︒
たふじょう

十601 時時︑その切れめから海が見える︒

十6310 搭乗員の目は一つになって︑海の上へ焼
きつくやうに注がれる︒

十719 もう一度爆襲するとともに︑不沈艦は︑艦
尾からするするとマライの海へのまれて行った︒
らと光ってみた︒

十7110 あたり一面油の海に︑南の太陽が︑きらき
十924園 海の魚雷が︑山上から泳いで來るのには︑
面くらひましたよ︒
ひ

十塒8図 連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑沖

十984図圏島々に灯をともしけり春の海 子規
なる船をめがけて︑海へさっと打ち入れ︑

十擢2図今はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ
投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

十麗2図 かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

十二8図 教纏これを見て︑まつ眞先に進みたる安
藝の太郎が家並を︑どうとけて海へ落す︒

十梱2図生年二十六にて︑海へつっとそ入りにけ
る︒

十髄2 夕方になると︑海はますますしけて覧て︑

十二5

十柵6

一たび︑この川があふれたが最後︑ここら

海は︑ますます荒れてみるやうです︒

あたりは︑海のやうになってしまふ︒

十一58圏はるかオホーツクの海へ向かって︑
﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒

わが砲員の撃ち出す砲弾は︑よく敵艦

十一541島風叫び海怒りて︑波は山のごとくなれ
ども︑

十一543図

われは海の子︑白波の

さわぐいそ

見渡す限りは︑午後の静かな海である︒

に命中して績績火災を起し︑黒煙海をおほふ︒

十一986

十一撹2図魍
べの松原に︑

る海の氣を

吸ひて童となりにけり︒

十一撹8図圏 波を子守の歌と聞き︑ 千里寄せく
十一佃8図圃 ももひろちひろ海の底︑ 遊びなれ
たる庭廣し︒

十一脳8図題 海巻きあぐる龍巻も 起らば起れ︑
おどろかじ︒

十一価3図圏 いで大船を乗り出して︑ われは拾
はん海の富︒

い

つ

十一価5図圏 いで軍艦に乗り組みて︑ われは護
らん海の國︒

十一儒8図圏 箱根路をわが越えくれば伊豆の海や
ろくしやう

沖の小島に波のよる見ゆ

そこには︑緑青を薄くとかして流した
海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑

やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十一川3
十一脳1

空と海とが︑刻々に千攣萬化の美しさを

日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒
見せる︒

十一矯5

クチンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面
して細長くのびた蕾サラワク王國の首都である︒

十一㎜5

山行かば

海のやうに見渡される池には︑かもめが

海を進むなら︑水にひたるかばねともな

草むすかばね︑ 大君の邊にこそ具なめ︑

み
十二415図圃海行かば水つくかばね︑
へ

十二419
れ︑

その國旗も︑吸ひ込まれるやうに海の中

あちらこちらに飛び立ってるる︒

十二468
十一一槻6

春の海ひねもすのたりのたりかな

へ姿を没してしまった︒

十二悩7図画

十一一帽8圖 かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑

脆風は︑太平洋︑南支那海︑東支那海︑

たいふう

わが大日本の磯を洗ひながら︑北上し︑

日本海︑オホーツク海ll海といふ海︑水といふ

十二柵4圃

水に號令して︑世界最大の波紋を描く︒

十二柵4圃海といふ海︑水といふ水に號令して︑

とこしへに﹁太平﹂の海なのである︒

十二捌1圃太平洋は︑皇國の鎭めによってのみ︑

十二川1 見渡す限りの海が︑眞紅のきらめきにも

十二㎜9 熱帯の海の落日は︑すばらしい︒

え立って行く︒

に右舷の海を渡って來る︒

十一一獅12 このスコールの足は︑まるでかけるやう

十二㎜6 スコールの去った東の海から︑やがて月

が出て重るのであった︒

十二㎜9 わが勇猛果敢な海の荒鷲が︑米のカリ

十二㎜2 南方の海は︑割合ひおだやかな日が績く︒
あらわし

がい

衝動輝く海の荒鷲が︑大空高らかに︑凱

フォルニや型を撃沈したのだ︒
しゅくん

歌をあげて基地へ憤るところである︒

か

十二加12

十二惣4 場所は︑パプアの東端から敷十海里の海

﹇産﹈δくにうみ

と空だ︒

うみ

うみがめ一うやうやしい
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﹇海亀﹈︵名︶1

うみがめ

八佃3 一メートルもある﹁うみがめ﹂が泳いでゐ

うみがめ

﹇海幸﹈︵名︶1

海幸

るのには︑ちよつとびっくりしました︒
うみさち

辱めぐらせり︑山の幸海幸多く︒

九56図圃 島なれば山うるはしく︑ 島なれば
うみダイヤ ︵名︶1 海ダイヤ

十一剛4 ダイヤ族には︑陸ダイヤと海ダイヤとの
二種族がある︒

十一泌4 海ダイヤ族は︑男女ともに胸から十手・

うみダイヤぞく ︵名︶2 海ダイヤ族
顔にかけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒

十一泌10 陸ダイヤ族は︑これに反し性質が從順な
﹇産 給 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

生みたまふ

︽iヒ︾

ので︑海ダイヤ族に追はれて陸地深く逃げ込み︑
うみたま・う

海の神様

神しろしめし︑ この國を神まもります︒

九42図鴎 この國を神生みたまひ︑ この國を

海の神檬﹁ 何 だ ︒ ﹂

﹇海神様﹈︹話手︺15

五鵬8

海の神檬﹁りっぱな庭回が︒﹂

うみのかみさま
五餅1

五研3 海の神様﹁それは︑きっと日の神のお子様
にちがひない︒
海の神榛﹁つりばりが︒﹂

五塀6 海の神幸﹁どうぞこちらへ︒
五㎜3
ざいませう︒

五佃8 海の神檬﹁それは︑ほんたうにお困りでご

りばりを知って み な い か ︒ ﹂

五鵬6海の神檬﹁これでみんなか︒﹂
五柵9 海の神様﹁さうか︒
五柵3 海の神檬﹁いや︑たしかにあるはずだ︒
五襯6 海の神様﹁をかしいな︒
五川3 海の神語﹁おまへは︑日の神のお子様のつ

海の神智﹁なるほどつりばりだ︒﹂

海の神檬﹁あ︑それだ︒

五襯7

海の神檬﹁見つかって︑ほんたうによろし

海の神檬﹁このつりばりでございますか︒﹂

五⁝川7

五玉4

海の記念日

五備1

うございました︒﹂

﹇海記念日﹈︵名︶3

今日が︑どうして海の記念日になったの

今日は︑海の記念日である︒

うみのきねんぴ
五867
でせう︒

海の幸

今日は︑海の記念日で︑海軍のカッターの

五871園
五882
競孚がありました︒

︹課名︺2

海の幸⁝⁝⁝四十五

うみのさち

八海の幸

八

海べ与あさのうみべ

九452

﹇海辺﹈︵名︶5

九29
うみべ

うみわし

敵機をものともしないわが海鷲にも︑攣

うみわし
﹇海鷲﹈︵名︶1 海鷲

十二㎜3

うみわし

﹇産﹈︵四五︶5 生む 産む

︽ーマ・ーミ・一

りやすい天候だけはにが手である︒
う・む

七863夏の末になると︑親蝉は︑木の皮にきずを

ン︾むおうむ

雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと

がん

つけて︑その中に卵を生みます︒

して︑さかんに空を渡って行きます︒

八佃1

おほや

﹁獅子は子を産み︑三日にして︑数

し

その英雄を生んだのが︑この地方である︒

し

十二889図圖

十﹇鋤11

千丈の谷に投ず︒

梅

梅⁝⁝⁝藍島

十八言

十八

︹課名︺2

洲を生み︑皇祖皇宗は國を肇めたまふ︒

しま

十二柵9圃黒潮と麗風と︑その焦貼に︑神は大八
うめ

六醜8

六37

梅の實が︑黄色くなりました︒

﹇梅﹈︵名︶5 梅

あ︑梅だ︒

梅が香

梅が香⁝⁝⁝百三十四

梅が香

十八

︹課名︺2

十八

うやうやしい ︽一

梅ばちのもんがついてゐました︒

﹇梅鉢﹈︵名︶1 梅ばち

十二37
うめばち

十二悩1

うめがか

十二⁝⁝3図魍梅が香にのっと日の出る山路かな

六価2圃園梅は︑花よりもにほひが咲くのです︒

六芸2圏置型が咲いてみる︒

六佃1圏國

三571

うめ

弟と二人︑海べ

朝の潮風あびながら︑

みんな著しい︑

ほをりの命は︑海べで泣いていらっしゃる︒

七43圃

五麗1

おんくし

海へ來て
海山

海へ來て

主として海べに住み︑すなどりを業とし

七日ののち︑后の御櫛ただよひて海べに

朝の延べはもう春で︑

をかける︒

七64圏
新しい︒

九91図
寄りぬ︒

十一脳6

てるるが︑

一

︹題名︺1

﹇海山﹈︵名︶1

三743

うみへきて
うみやま

︵形︶ 12

五価2 木の上を見あげて︑女は︑うやうやしくお

五99團さうして︑うやうやしく辞みました︒

ク︾

うやうやし・い ﹇恭﹈

おまへたちの眞心が︑敷千キロの海山を 三684
海ゆかば

越えて︑おとうさんの心に通ってみるのだ︒

九2010團

︹題名︺1

﹁海ゆかば﹂の音樂が︑おごそかにひびき

うみゆかば

六鵬3

始めました︒

195
うやまう一うらしま

じぎをする︒

ろおもてなしをしながら申しました︒

七204 そこで︑尊をうやうやしく迎へて︑いろい
七238 顔を洗ってから︑うやうやしく神だなに向
かつて︑辞禮をしました︒

おちついた聲で︑うやうやしく集まれました︒
くんしやう

七427 私たちに︑その意味はよくわかりませんが︑

君が代のラッパ︒

七989 胸には︑うやうやしく三章をつけた︒
とうげん
八278圖 すべての艦艇はうやうやしく︑ 登舷禮︑

柱の神の御前に︑うやうやしくぬかつく︒

十61図舞殿に進み︑明治天皇・昭憲皇太后御二

れるのを︑私たちは︑かしこまって聞いた︒

十553 君が代の戸々ののち︑うやうやしく奉讃さ

敬ふ

︽ーッ・ーフ︾

うら

﹇裏﹈︵名︶14

うら

裏

すると︑草の葉のうらに︑ちらときり
葉のうらに︑きりぎりすは︑まだじっと

ぎりすのすがたが見えました︒

三712
三717
してみるやうです︒

げたをはいて︑うらの畠へ行ってみる︒

うらの畠にみたおかあさんもかけて

五801

そっと近づくと︑くるりと葉のうらへま

ぼくたちは︑校舎のうらの草をむしった︒

來て︑

四142

六113

五842

十一518図太平洋第二・第三艦隊は︑今や朝鮮海

﹇浦島﹈︹話手︺19 うらしま

峡を纒て︑ ウラジオストックに向かはんとす︒

うらしま

三986うらしま﹁これ︑これ︑どうしたのだ︒﹂

三989うらしま﹁そんなことをしてはいけない︒

三996うらしま﹁でも︑かめは生きものだQ

三㎜8 うらしま﹁かめさん︑しっかりなさい︒﹂

三棚2 うらしま﹁ちゃうどここを通りかかって

うらしま﹁おや︑だれかと思ったら︑この

よかった︒

三棚9

三皿7

三皿4

うらしま﹁ああ︑見える︒

うらしま﹁それはおもしろい︒

うらしま﹁りゅうぐうへ︒﹂

間のかめさんだね︒﹂

うらの山で︑もずが鳴いてゐます︒

三欄4

はって︑足の先だけ見せてゐます︒

六144

ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑

何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

﹇心寒﹈︵形︶1

うら寒い

︽ーイ︾

ウラジオストック

うらしま﹁おもしろい︑おもしろい︒﹂

三柳9

うらしま﹁いや︑おとひめさま︑何もかも︑

うらしま﹁をどりもたくさんです︒﹂

うらしま﹁おみやげまでいただきまして︑
三栩1

うらしま﹁よくわかりました︒

﹇浦島﹈︹人名︺9 うらしま

うらしま﹁さやうなら︒﹂

三㎜3 うらしまは︑お金を子どもたちにやりま

うらしま

三㎎1

ありがたうございます︒﹂

三梱7

りますから︑かへらしていただきます︒﹂

三㎜1 うらしま﹁でも︑うちのことも氣にかか

うおいとまいたします︒﹂

三柵7 うらしま﹁あまり長くなりますので︑も

もう十分でございます︒

三佃3

た︒﹂

三柳6 うらしま﹁いや︑もう十分いただきまし

三鵬6

ます︒﹂

三下4 うらしま﹁どうもごちそうさまでござい

八403

その音が︑港を堅手でだきかかへるやうに
炭焼がまの裏の山道には︑丸太を並べた木
足をあげさせてひづめの裏をさうちしたり
熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ
せきばん

昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤

裏側

がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え

﹇裏側﹈︵名︶1

うらさむ・い

︹地名︺一

風はまだうら寒い︒
ウラジオストック

十二搦2

なかった島の裏側の海岸が︑見えて來た︒

美川3

うらがわ

時に塗ることはできません︒

十槻1囹盆のやうに簡軍なものでも︑表と裏と同

をはめ︑石筆はちびてわっかに寸鯨を残すのみ︒

十81図

たい海の水が氣持よく感じられる︒

九949

しても︑じっとおとなしくしてゐます︒

九855

馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ即いてみる︒

九766

取り呼んでみる裏の山々にこだましながら︑

辞愛したステッセル將軍は︑﹁︿略﹀︒﹂とい 九464

つて︑うやうやしく墾手の禮をした︒

十8610
たいしゃくてん

ささげ︑さうしてうやうやしく地上に安置した︒

十二575 帝繹天の姿となって︑修行者を空中に
滞洲國皇帝陛下は︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹇ 敬 ﹈ ︵五︶5

仰せられ︑うやうやしく最敬禮をあそばされた︒

十二摺1圏

うやま・う

十一281 ﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬ふのは︑いふ
までもない︒

十一288 をばさんは︑どうなさいます︒と敬って
いふのである︒

十一302 身内でない目上の人のこととなると︑他
人の前でもやはり敬っていはなければならない︒

十一315 眞の敬意︑すなはち敬ふ眞心がことばに
現れることが︑最も大切である︒

﹇浦﹈δだんのうら・わかのうら

ていねいなことばつかひが重んじられてみる︒

十一322 また長上を敬ふ家族制度の美風からも︑
うら

す︒

三梱6 うらしまがつりをしてゐます︒
をぐるぐる歩きます︒

三三9 かめは︑うらしまの手を取って︑そこら

出て來ます︒

三鵬8 かめが︑うらしまをあんないしながら︑
三 2 うらしまは︑あたりの美しさにおどろき
ながら︑りっぱないすにこしをかけます︒

三柳2 ある日︑うらしまは︑父や母のことを
思ひ出して︑急に家へかへりたくなりました︒

みるみる

あけて

三皿2 かめが︑うらしまの手を取って出て行
きます︒

三代6圃 とはうにくれてうらしまは︑
見ました︑玉手箱 ︒

三備1圃 げんきで若いうらしまは︑
しらがのおちいさん︑
うらしまさん ﹇浦島﹈ハ人名︺4 うらしまさん

三川8囹 うらしまさん︑うらしまさん︒
三棚8園 うらしまさん︑うらしまさん︒
三脳5囹 このおかたが︑うらしまさんで ござい
ます︒

︹課名︺2 うらしま太郎

三悩6囹 あなたが︑うらしまさんでいらっしゃ
いますか
うらしまたろう

﹇裏白﹈

﹇浦島太郎﹈︹人名︺1

うらしま太

︵名︶3 うらじろ うら白

うらじろ持って來い︒
二563圏山の
三方に︑白い紙とうら白を しい
四616 小さい

うらじろ

三985 そこへうらしま太郎が來ます︒

郎

うらしまたろう

三314 二十六うらしま太郎⁝⁝⁝九十七
三田6 二十六 うらしま太郎

O

うらしまさん一うるさい
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︽ーム︾

十︻469

教室のぞとは︑うららかな初夏です︒

﹇売﹈■アイスクリームうり︒きんぎょうり・

絶ちて︑

十一555図

は

うりふ

片岡・出羽・瓜生・東郷︵正路︶の諸

で

片岡・瓜生・東郷の諸隊はその退路を

隊は︑敵の後尾をつく︒

十一535図

なえうり・なつめうり・ぶどううり・ものうり
うりふ
旅 うりゅう ﹇瓜生﹈︹人名︺2 瓜生 瓜生

うり

新しいしめなは︑白い紙︑うら白の葉︑ うり ﹇瓜﹈δまくわうり

て︑鏡餅をのせてお供へになりました︒
四633

たちまち失せて︑

うらみ呂みうらみ

飛び狩る弾に

﹇恨﹈︵名︶2

何もかもさっぱりときれいに見えて︑
うらみ

八885図圏

甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

順港外うらみぞ深き︑
九窟8

うらむ

うらめしい

︽1︾

浦安

︽−・

爾がはに店がつづいて︑いろいろなも

大きなはうちゃうで︑一きれ一きれ切取っ

えらばれた家畜は︑決して責つたり︑殺し

日本人のバナナがすきなことを知って︑

十二802園

これにからかさがあるから︑これを

はて︑何を責ってくれようか︒

費ってやらうlI

責ってあげませう︒

うるほふ

たむかひしかたきも今日は大君の悪み

﹇潤﹈︵四︶1

十二831囹

十二828囹 世買りますまい︒

うるお・う

の露にうるほひにけり

十871図魍

︽ーヒ︾

十二803園

費りに來るのである︒

十﹁筋8

たり︑乗用にしたりすることができない

九劉7

て︑責ってみる店もあります︒

四価1

三㎜2園 費ってあげよう︒

ね︒

三㎜1山霊に︑このかめを費ってくれないか

のを由買ってゐました︒

三676

一豊︑大きにおどろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と喜う・る ﹇売﹈︵五︶10 費る ︽ーッ・ーリ︾

﹇恨﹈︵四︶1

今もいういうと流れてみるーー
うら・む

九6710図

﹇恨﹈︵形︶1

び︑またうらむ︒

うらやす
﹇浦安﹈︵名︶3 浦安

黒潮のたぎるただなか︑
うらやす

浦安の國そこの國︒
あめつち

天地ときは

大船の通

張は︑うらめしさうに天を仰いだ︒

ちやう

うらめし・い

十鋤4
うらやす

九67図圏

ひもしげく︑

細父千足の國は︒

ちたる

浦安の安らかにして︑

くはしほこ

みはあらず︑

九71図圏

わが大日本はおほやまと︑また浦安の
裏山

うらやましい

するとある日の午後︑裏山の森で︑ズ略V︒﹂

﹇裏山﹈︵名︶1

國であるやうに︑

十一一㎜7圃

盗聴6

うらやま

﹇羨﹈︵形︶3

の聲を聞いた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑心から感心して︑おとうさ

うらやまし・い

九223團

ーイ・ーク︾

んをうらやましさうに見てみた︒

その代り︑一つうらやましいと思ふのは︑
月から見た地球の美観です︒

十416

しくてならないのです︒
﹇麗﹈︵形状︶1

うららか

蛾や︑こがね虫など︑どれもこれもただう

が

るさいだけであるのに︑

九鵬7

十二協3心心は︑日本の軍隊がつくづくうらやま うるさ・い ﹇煩﹈︵形︶1 うるさい ︽ーイ︾
うららか
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うるし一うれしい

うるし

うるし ﹇漆﹈︵名︶9 うるし 漆 漆5うわうる
し・さびうるし

うるし

十311 井戸端のうるしの木が︑ぬうっと立ってる
る︒

せたもので︑

十柵6囹米の粉と︑おがくつとを︑漆でねり合は
十二4園さび土と漆と︑まぜ合はせて作ったもの
です︒

黒い漆を塗って行く︒

十伽10 この人たちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑

で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

十梱2 時々︑くじゃくの羽で穗先を作った細い筆
十儒3囹 時計仕掛で静かに回轄させながら︑漆が
まんべんなく行き渡るやうにして乾かします︒
その乾き具A口ですぐわかるほどです︒

十旧10園漆はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑

うるし

いてしまったら水分を受けつけません︒

十餌1園 漆が乾く時には水分を吸戯しますが︑乾

うな海原をけって進んでゐます︒
うるはし

︽ーシ・ーシク︾

十重6 星がかがやいて︑船は︑黒い漆を流したや
﹇ 麗 ﹈ ︵ 形︶3

九54図團 島なれば山うるはしく︑ 島なれば

うるわ・し

海めぐらせり︑山の幸海幸多く︒
しま

見る 目 う る は し ︒

うるはしさ

68

ウレシイ

一524

セミガ︑ウレシサウニナキダシマシタ︒

氣持がよくて︑うれしいのだらう︒

﹁やす︑やす︒﹂といってやると︑いかに

あすからうれしい夏やすみ︑

まぶしく

五938 十三人の選手の顔は︑にこにことうれしさ

もうれしさうに前足をあげて︑

五688團

らを︑うれしさうにとびまはりました︒

一698

二年生︑

勇サンバ︑ウレシクテタマリマセンデシ

コホロギガ︑ウレシサウニナイテヰマス︒ 五666国

ニー07

二年生︑

タ︒

うれしい︑うれしい︑

うでした︒

うれしい︑うれしい︑

二年生︑

三43圏
うれしい︑うれしい︑

三43囮
三47圃

晴れた大空に︑ ま白な雲が浮いてみる︒

五942圏

二年生︑

あすからうれしい夏やすみ︑

まき場の

べに白ゆりが︑ ゆめ見るやうに咲いてみる︒

﹁夏﹂と聞くと︑太郎さんは︑急にうれ 五945圃 あすからうれしい夏やすみ︑ 山べに野

三47圏うれしい︑うれしい︑
しくなりました︒

三587

天長節はうれしいな︒

七333

大波小波

勇さんのおとうさんが説明されたので︑み

﹁︿略﹀︒﹂次郎さんは︑うれしさうな聲でさ

さあ︑できたぞと思ふと︑うれしくてたま

まあ︑うれしい︒

﹁︿略V︒﹂とうれしさうに笑ひながら︑勇さ

いい考へが浮かんだ︒﹂さもうれしさうに︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにいふ母親もあり

んが走って來ました︒

七114

六佃4圃圓

らない︒

六649

けびました︒

六448

んなはうれしくてたまりませんでした︒

六383

だと思ふと︑うれしくてたまりませんが︑

五麗2 自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬になるの

海がわたしを待ってみる︒

あすからうれしい夏やすみ︑

こまが朝風に︑ いななきながら呼んでみる︒

四146おかあさんもかけて來て︑︿略V︑﹁︿略﹀︒﹂ 五951圓

天長節はうれしいな︒

うち寄せて︑

ぼくはうれしくて︑にいさんのまはりを 五954圃

とうれしさうにおっしゃいました︒
．四154

ぼくも次郎も︑うれしくてうれしくて

ぼくはうれしくてたまりません︒

とび歩きました︒

四166

四943国

うれしくてうれしくてたまりません︒

たまりません︒

四943團

四倣1国子どもさんが︑みもんに來てくださると︑
私たちは︑ほんたうにうれしいのです︒

あなたがたが來て︑お話をしてくださる
天長節はうれしいな︒

のが︑何よりもうれしいのです︒

四柵3国
五124圖
五133圃

あたりは︑うれしさうな小鳥の聲でいっぱ

五145

たくさんの子蛙は︑草のかげのあちらこち

八128

自分の家へ︑いそいそと蹄って來た燕を迎

渡された時は︑ほんたうにうれしく思ひました︒

七773国 班長殿に呼ばれて︑きみから來た手紙を

にこにこする︒

ました︒

おたまじゃくしは︑何だかおそろしいやう

にこにこして︑うれしさうな顔です︒

七694
五177

五255

な︑うれしいやうな氣がして︑

五237

いです︒

五136圃

九707図圏薄きみどり︑こきみどり︑ 山々のひ 五桧7圃 天長節はうれしいな︒
だ縞なして︑

﹇麗﹈︵名︶1

卒をみそなはし︑正行を近く召したまふ︒

十二997図 主上︑︿略﹀︑玉顔殊にうるはしく︑諸
うるわしさ

︵形︶

うれしい

十二伽1園 あなたがた同志の友情のうるはしさに︑
﹇嬉﹈

しみじみ感じて泣いてみるのです︒
うれし・い

︽ 一 ・ ー イ ・ ー ウ ・ ーカッ・ーク︾εおうれしい

うれしがる一うわさ
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へる人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒
八475 私たちも︑あんなのを作るのかと思ったら︑
なほうれしくなっ た ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにおっしゃって︑

ちの前へ押しかけて來ました︒

八5710 兵隊さんは︑やれうれしやとばかり︑私た
八伽6

おとうさんにお見せになった︒

八悩7 長い間︑閉ぢ込められてみた人たちにとつ

八悩5 みんなは︑ただうれしいのです︒

ては︑春は︑うれしいだけではありません︑あり
がたいのです︒

ばりは︑さもうれしさうにさへづります︒

八価7 廣い空を見︑澄んだ空薫を吸って︑満洲ひ
九227国︿略﹀を︑おかあさんからの手紙で知って︑
おとうさんはうれしくてたまらない︒
九231国 はだかの兵隊さんたちが外へとび出して︑
うれしさうに雨水を浴びてみる︒

九281 兵隊さんたちはさう思ふと︑これもうれし
さうに︑にこにこしながら︑﹁萬歳︒

九382 私たちが︑うれしいなと感じたり︑
うれしいことはありません︒

九409 すっかり相手にわかってもらった時ほど︑

九M6園

こんな心配をしてみる時に︑無事競って
さっきは︑うれしい時のお話をうかがひ

來るのですから︑うれしくてなりません︒
九描2園

一度乗ってみたいと思ってみたこの汽車に

甚次郎は︑胸がこみあげるやうにうれしか

ましたが︑

九悌9
つた︒

九㎜2

野に

子どもたちとの約束が︑果せると思っただ

乗れて︑ほんたうにうれしい︒

十川8

さみだれの晴れ間うれしく︑

けでも︑張はうれしくてならなかった︒
十一677ロ繭凶圏

ぴりぴりとうれしい笛が鳴った︒

立てば野はかがやきて︑
十一858

十一備6国忌のおいて干た花ばさみや花器などが︑
そっくりまさえさんの手で︑かはいがられてるる

フィリピンのざんがうの中で︑日本の

と思ふと︑たいそううれしい氣がします︒

十一梱6園

長唄を聞くなんて︑うれしいことだね︒

うれしがる

︽ーッ︾

みんなが︑うれしがって雪をすくった︒

﹇嬉﹈︵五︶1

艦長は︑いかにもうれしさうである︒

十二8110囹書きつけに合ってうれしうござる︒
十二踊5
十一926

うれしが・る

十二934図正成︑げにもうれしげなる氣．色にて︑

九753 うまく嶢けた時は︑とびあがるやうにうれ うれしげ ﹇嬉﹈︵形状︶1 うれしげ
しい︒

八435

うれしなき

講堂がりつばに立つた時のことを思ひ︑
みんな︑胸にこみあげるうれしさを押さへ
うれし泣き

二人がたがひに取りすがって︑うれし泣き

﹇嬉泣﹈︵名︶1

ながら︑熱心に聞き入った︒

十549

︿略﹀︑うれしさでいっぱいになりました︒

七449

﹁︿略V︒﹂とちぎり︑
九802 ぼくは︑うれしくてたまりません︒
九844 ぼくが行くと︑北斗は︑うれしさうにすぐ うれしさ ﹇嬉﹈︵名︶2 うれしさ

ぼくのところへとんで來て︑鼻をすりつけます︒

九864 ぼくは︑祖父のこのことばを聞いて︑ほん
たうにうれしいと思ひました︒
九柵2園 どんな時がいちばんうれしいでせう︒
ばしただけでも︑うれしいのですから︒

九柵7園私たちが︑小さなグライダーを作って飛

に泣いた時には︑

うれしなみだ ﹇嬉涙﹈︵名︶1 うれし涙
ほほ
十二㎜12 うれし涙が頬を傳って流れる︒

うろこ

大きなふなが︑水ぎはでぴちぴちはねて︑

﹇鱗﹈︵名︶2

五476

うろこ

青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑

うろこがきらきらと光りました︒

さばの斑鮎に似てみるのでさば雲といひ︑

はんてん

十一722

うわうるし ﹇上漆﹈︵名︶1 銘肝

どうやう

下塗りと中塗りができた上へ︑上漆をかけ

﹁︿略﹀︒﹂と指さしたところに︑みどり色の

﹇上着﹈︵名︶5 上着

て最後の仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑

十悩9

九㎜7

うわぎ

急いで上着を着たり︑ズボンをはいたりし

上着を着たロシヤ婦人が本を酌んでみる︒

てるると︑思はず頭を柱にぶっつける︒

九㎜10

きんしくんしやう

十885 乃木二軍は︑黒の上着に白のズボン︑胸に

上着などは脱いでしまふ︒

は︑金鶏三章が掛けられてあった︒
十二910

十二㎜8 上着を取って︑はんの木の下枝に掛けた︒

うはさ

あんまりへったので︑つい︑うは言が

﹇譜言﹈︵名︶1 うは言

十二517園

うわごと

出たかも知れないが︑

ときに︑あなたは︑あの感心な子どもの

﹇噂﹈︵名︶7

六546囹

うわさ

おや︑うはさをすればかげとやら︑向か

うはさを︑お聞きですか︒

ふから︑あの子がやって來ましたよ︒

六564園

が︑いつのまにか日本中にひろがりました︒

七343 重い病氣でも︑きっとなほるといふうはさ

うはさに聞けば︑皇后様は︑︿略﹀︑とい

ふ大願を︑お立てになったさうだ︒

七353園
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うわぬり一うんぱんする

ないかと︑氣をつけてゐましたが︑

八399 さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者は

だまってはみなかった︒

十738 村中にこんなうはさがひろがると︑父も︑

﹇上塗﹈︵名︶2

上塗り

なく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎じる者が多かった︒

十二631 このうはさが世間にもれて︑だれいふと
うわぬり

十梱5園 下塗りは下の部屋でしますが︑中塗りと
上塗りは︑二階の方がいいのです︒

﹇上空﹈︵名︶1

うはのそら

十悩8 主人の話に感心しながら︑上塗りの部屋へ
はいる︒

うわのそら
てるるばかりである︒
う はや

﹇上屋﹈︵名︶4

上屋

うはや

上屋

十㎜5 農夫たちは︑︿略﹀︑うはのそらで︑天を見
うわや
並んでゐます︒

七526 向かふは上屋で︑見送りの人が︑いつぽい

チや帽子を振ってゐます︒

七539 上屋の人たちが︑一生けんめいで︑ハンケ

きりわからなくなりました︒

運河

道は運河にそってみる︒
もやう
運河には︑いろいろな模様をかいた小さ

﹇運河﹈︵名︶2

攻めんといふ者なく︑

うんが

十一川6

十一川5

運材夫

う

伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら

﹇運美粧﹈︵名︶2

な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる︒
うんざいふ

九185

与しうんてん
ウンテンシュ

運任夫が聲高く歌ふ木やり歌は︑

れ︑六十名の運材夫によって木馬に乗せられ︑

九187
うんてん

﹇運転手﹈︵名︶6
運轄手

うんてんしゅ
んてんしゅ

ウンテンシュハキミダ︒

二451圃ウンテンシュハジャウズ︒

二442圃

うんと

大きなのがじまんの大蛙は︑うんとい

︵副︶2

三297

うんと

きを吸ひごんで︑おなかをふくらましました︒

九762木のやにがうんとこびりついて︑煙の出口

毎日︑きまったやうに︑運動をさせてやり

﹇運動﹈︵名︶4 運動

をふさいでみる︒

うんどう

五佃8

九835

七884

寒い冬の日でも︑一日に一度はかならず︑

からだの手入れをしたり︑運動をさせたり︑

そこで︑おもしろい運動を始めます︒

ました︒

九838

︵名︶

一 ウンドウクワイ

北斗をつれて運動に出かけました︒

与あしたはうんどうかい

うんどうかい ﹇運動会﹈

うんてんしゅは︑その車をはっしました︒ 二74

うんてんしゅも乗りました︒

アシタハウンドウクワイデス︒

三897

自動車の運賃手は︑若いジャワ人で︑

や︑運動場や︑廣い花壇などがあります︒

くわだん

八947 四天王寺に近い天王寺公園には︑︿略﹀︑池

﹁集れ︒﹂といはれたので︑

八5310先生が︑運動場の向かふのがけの上で︑

八534 運動場に出ると︑北の風が少し吹いてみた︒

しごとがすむと︑うんてんしゅはをぢさうんどうじょう ﹇運動場﹈︵名︶4 運動場
三907

んたちに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三902

十一蹴2
さん

し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒

十544 初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を照ら

うんてんしゅさんが︑﹁ブウブウ︒﹂と︑ うんどう・する ﹇運動﹈ ︵サ変︶ 2 運動する ︽一

げて︑元氣よくあいさつをしました︒

四223

うんてんしゅさんがおたがひに手をあ

七548 もう︑上屋の人は︑だれがだれだか︑はつ うんてんしゅさん ﹇運転手﹈︵名︶2 うんてんしゅ

﹇雲﹈与せきらんうん

七555 上屋の人は︑たいてい鋸って行きました︒
うん

四251

ラッパをならしました︒

シ・ースル︾

ウン

一94圃 コマイヌサン ア コマイヌサン

う ん ︵ 感 ︶ 3 ウ ンうん

職工さんは︑張りつめた槍持で︑機械が運

ル︾δしうんてんする

八齪3

轄するのを︑じっと見つめてゐます︒
これはちやうど︑かまをたく人︑運宣す

る人︑方向を見定める人などが︑いっしよになつ

十一一紐10

て艦船を走らせるのと覆りはない︒

■こうせきうんぱん

1 運搬する

たりしながら︑樂しく運動しました︒
うんぱん
サ︾

やがて︑十皇︑二十垂と長くつながって︑

うんぱん・する ﹇運搬﹈ ︵サ変︶

十ニー17

︽一

九841 ぼくが止れば北斗も止り︑追ったり追はれ

八川9園 その反動で︑くらげは運動するのだ︒

雲霞

つて見るかな︒﹂と許してくれました︒

九799囹 ﹁うん︑︿略﹀︑ひとつ一生けんめいにや うんてん・する ﹇運転﹈︵サ変︶2 運轄する ︽ース

雲霞

うんか

﹇雲霞﹈︵名︶2

十286囹 うん︑取るんだ︒
うんか

かし︑甲の袖を連ねて︑雲霞のごとく並びみたり︒

うんか

十一181図 甲武者三千詠人︑かぶとの星をかがや

十一224心寄せ手雲霞のごとしといへども︑城を

うんめい一えいきゅう
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﹇運命﹈︵名︶1

坑外へ運搬されて行く︒
うんめい

運命

雲母

十二491 無常は生ある者の免れない運命である︒
﹇雲母﹈︵名︶1

え

﹇柄﹈︵名︶3

九897 ますを下に︑少し曲った柄を上に︑ちやう

柄

ちやこちやに入り混ってみる石の面を見て︑

十ニー91 小さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こ

うんも

え

どひしやくを立てたやうなかつかうになって

九933 北極星を柄の端にして︑北斗七星とどうや
ら似た小さなひしゃく形に連なるのを︑

十299 貞童は︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑と
んぼを入れた︒

え ﹇重﹈3いくえ・ななえ・やえ
え ﹇絵﹈︵名︶20 エ ゑ 糟5かげえ・すみえ
タ︒

︻242 ホンダサンガ︑ラッパノエヲカキマシ

マシタ︒

一245 ワタナベサンガ︑グンカンノエヲカキ
一252 スズキサンガ︑サクラノエヲカキマシ
タ︒

六157團

がかさをさすならば︑ おれもかさをささうよ︒

十二867圏圏えいえい︑かさをさすならば︑人

牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白 えいえい ︵感︶1 えいえい

のたづなを引いて通るのは︑まるで檜のやうださ
うです︒

いくらいっても︑紬ばかりかいて︑ちつ

おまへは︑また檜をかいてみるのか︒

雪舟は︑一心に給を習ひました︒

このやさしい目を見張って︑永遠にまた

︹課名︺2

映書

六481九映圭里

﹇映画﹈︵名︶6

たったあれだけなのに︑

たったあれだけなのに︑

たったあれだけなのに︑

たったあれだけなのに︑

今日︑東京といふ血書を見せてもらひまし

映圭里の中に︑日本の兵隊さんが︑︿略﹀︑

進軍して行くところが寓りました︒

十一佃8團

た︒

六個1

何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒

六494圏 映垂の幕は︑

何十塁の職車が通る︒

六491圃 映垂の幕は︑

五階︑六階︑家が出て陰る︒

六485國 映書あ幕は︑

山がうつる︑川がうつる︒

六482圏 映豊の幕は︑

えいが

映壼与ニュースえいが

六210九映聖旦⁝⁝⁝四十八

えいが

たき貫けてみる星のおかげで︑

十二川7

弟が持って看た圖書を見ますと︑子どもが︑ えいえん ﹇永遠﹈︵名︶1 永遠

六m7園

手をあげてけい禮をしてみる給でした︒

六832

六柵8園
ともお纏をおぼえない︒

六麗1園お纏を讃まうと思ふのだけれど︑机に向
雪舟は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑板

かふと︑つい︑絵がかきたくてたまらなくなる︒

六備6
六踊7

山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ

の間に給をかき始めたのでした︒

六川2

神戸の市街が︑まるで給のやうに美しく見

るうちに︑字がすられ︑紬がすられ︑

七564

一郎さんが︑一枚の給をさしあげた︒

えるではありませんか︒

八伽1

小さな子どもは︑給も字もわからないころ
から︑この門柱の聯を眺めてみる︒

十㎜11

この不幸な子を慰めるために︑源氏は給

英

堀ばたの町には︑映垂館や劇場があって︑

以來︑神宮御造螢の用材は︑永久につきる

﹇永久﹈︵名︶4 永久

月は︑永久に人間の心の友であり︑慰めで

昭和十六年のこの日こそ︑われわれ日本人

が︑永久に忘れることのできない日である︒

十524

あります︒

十432

心配がなくなったのである︒

九122

えいきゅう

人の波が︑あとからあとから押し寄せます︒

八923

心を無理にしづめようとして雑誌を開き えいがかん ﹇映画館﹈︵名︶1 等等館

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十一4310
十一4810

向かふの沖の初島に︑白い波が打ち寄せ

ましたが︑字も繕も︑てんで目にはいりません︒
はっしま

十一悩2

てるるのが見えるといふ︑給のやうな歌です︒

﹁え︑樂譜がない︒﹂といひさしてふと
﹇英﹈︹地名︺1

損害を與へたことがわかる︒

十二㎜10更に英の職艦ウォースバイト型にも︑大

えい

見ると︑かはいさうに妹は盲人である︒

十一柵6園

一255 ハヤシサンガ︑ーフジサンノエヲカキマ え ︵感︶− え
シタ︒

三321 ほんたうの軍かんを見たことはありま
せんが︑をぢさんにもらったゑを見たり︑
んを作りました︒

三825 二人は︑はさみでゑを切りぬいて︑め

201
えいぐん一えかき

衛生兵

しかし︑二人のわが衛生兵は︑代る代る

﹇衛生兵﹈︵名︶3

隊が︑しびれを切らして待ちかまへてみる︒
えいせいへい

十二538園 どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑
永久の命を得ようといふのだ︒

英語の少し話せる衛生兵の一人が︑片言
﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人の衛生兵の手を︑

自由のきかない爾方の手で︑堅く握った︒

十二伽5

の英語で慰めてやると︑

十二梛7

徹夜して︑心からしんせつに看護をしてやった︒

てつや

十一一桝3

﹇英軍﹈︵名︶2

英軍

えいぐん

ら南下する皇軍が ︑

九265 マライの英軍を急追し︑所在に撃破しなが

英語

けちらしながら︑寸時の休みなく追撃する︒

十二棚8 この道路を︑わが機械化部隊が︑英軍を
﹇英語﹈︵名︶3

三冠

えいてい

﹁えいつ︒﹂といひながら︑思ひきって︑

﹁えいつ︒﹂掛聲といっしよに︑先生のか

﹇営庭﹈︵名︶1

螢庭

らだは︑美しくちうをとんで行く︒

八849園

雨足で垂をけりました︒

七932囹

九348 少女は︑たくみに日本語・英語・マラノー えいっ ︵感︶2 えいつ

えいご
語・インド語を使ひわけながら︑

十二枷7 英語の少し話せる衛生兵の一人が︑片言
の英語で慰めてやると︑
﹇英国﹈︹地名︺2

十二田8 片言の英語で慰めてやると︑
えいこく

に毒して︑日本は敢然と立ちあがったのです︒

り︑

我か陸海軍書置遂に英米軍と戦報状態に入

えい︑やあ

衛兵隊

九川7園﹁えい︑やあ︒﹂と︑力いつぼい掛聲を掛

えいや︑えいや

けると︑心が引きしまる︒

えいやえいや ︵感︶1

﹇英雄﹈︵名︶3 英雄

四111園 ﹁えいや︑えいや︒﹂とこぎました︒
えいゆう

れて︑五年間も守り績けた︒

十一鋤10 その時︑ジャワの英雄ジポ・ヌガラが現

歴史は長し七百年︑

興亡すべて夢

﹇永禄十二年六月﹈

英雄墓はこけむしぬ︒

十二771図圏

十一踊11 その英雄を生んだのが︑この地方である︒
に似て︑

永禄十二年六月

えいろく

えいろくじゆうにねんろくがつ

︵感︶1

笑顔

淺き夢見

笹身の奥山今日越えて︑

歯応の奥山今日越えて︑

ええ

﹇笑顔﹈︵名︶4

わらべらはちひさき笑顔ならべつつ兵

雪煙が消えて︑先生の笑顔が浮かんだ︒

九374図圏

八834

﹁神様﹂﹁笑顔﹂﹁物干竿﹂などは︑訓ばか

に唱歌ををそはりてみる

﹇絵描﹈︵名︶2

給かき

六塵9 雪舟は︑とうとう︑日本一の給かきになり

六価3囹 おまへは︑絶かきになるがよい︒

えかき

ても大爆音が二回︑はっきりと聴音された︒

十二㎜2 その笑顔がまだ終らないうちに︑またし

りで讃む場合です︒

十柵1

淺き夢

九個7 永禄十二年六月のある夜︑勝久を奉じる尼

えいろく

︵名︶1

ゑ

子勢は出雲に入り︑

ええ

じ酔ひもせず︒

十二565図圏

見じ酔ひもせず︒

十二548面影園

う ゐ

十541囹横車を押し通さうとした米國︑及び英國 七834團 寒い風が吹きまくる襲爵で︑教練をした え・う ﹇酔﹈︵四︶2 酔ふ 酔ふ ︽ーヒ︾

る

十52図

十642 英國が最新鋭をほこるプリンスーオブーえいべいぐん ﹇英米軍﹈︵名︶1 英米軍
英國製

ウェールズを一番艦に︑レパルスがこれに涌き︑
﹇英国製﹈︵名︶1

︵感︶1

えがお

門をはいると︑ゑい兵所に︑兵たいさん 五371園 ええ︑ゆうべ︑つけました︒
馬に乗った軍人さんが︑門をはいって

﹇衛兵隊﹈︵名︶1

禮︒﹂と元氣な聲でいって︑

來ると︑ゑい兵所にみる兵たいさんが︑﹁けい

四753

が七八人腰をかけてゐました︒

四732

十806 英國製のものを五十塁︑三葉製のものを十 えいへいじょ ﹇衛兵所﹈︵名︶2 ゑい兵所

えいこくせい
嘉︑佐吉のものを五十回すゑつけて︑

えいこくとうようかんたいきかん ﹇英国東洋艦隊旗

映ずる

﹁君が代﹂のラッパが奏され︑衛兵隊はさ
英砲艦
﹁英砲艦撃沈︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑矢

﹇英砲艦﹈︵名︶1

さげ銃の敬禮を行ひ︑

つつ

九571

︽ージ︾5あい えいへいたい

十585 シンガポール軍港にみる画論東洋艦隊旗艦

艦﹈︵名︶1 英國東洋艦隊旗艦

﹇映﹈︵サ変︶1

プ リ ン ス ー オ ブ ー ウェールズと︑

えい・ずる

十一866 ﹁さうしかんば﹂ のはだが︑梢からもれ

えいずる

十548囹

えいほうかん

えいやあ

つぎ早の勝報である︒

﹇衛生﹈︵名︶Oせんじんえいせい
衛生隊

る太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒
えいせい

﹇衛生隊﹈︵名︶1

十二鵬4 橋のたもとには︑戦車隊・野砲隊・衛生

えいせいたい

えがく一えだ
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ました︒
﹇ 描 ﹈ ︵ 五︶12

ーキ・ーク︾

えが・く

ゑがく

描く

騨前

ゑぐり取る

︽ーラ︾

言前には︑馬車や自動車が行ったり來たり

﹇駅前﹈︵名︶1

ワ人の品のよい一家族が乗って來た︒

九㎜1

︽ーイ・ーカ・ えきまえ

﹇塩竃﹈︵五︶1

一同は︑波にゑぐり取られてあとかたもな

してみる︒

十263

えぐりと・る

五448 にいさんが︑ひゅつと︑つり竿をふると︑
つり糸が︑空に大きなわをゑがきました︒

えけい

恵覆

安國寺の重安環を招き︑秀吉方にその意を

ゑさ

さうして恵環に︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

﹇餌﹈︵名︶4

道のまん中で︑にはとりがたくさんゑ
勇さんによくなれたをんどりが︑ゑさ
なんだ︑ゑさを取られたのか︒

鳩が︑何十羽となく集って來て︑ゑさを

五463園

六儲9

そのてっぺんから身を投じて︑今や羅刹

拾ってみるところが勇ました︒
ゑじき
﹇餌食﹈︵名︶1 餌食

江下

北川が先頭に立ち︑江下︑作江が︑これに

﹇江下﹈︹人名︺2

さくえ

江下︑長江は︑北川をはげますやうに︑破

たけじ

じよう

︵サ変︶

−

ゑしやくす

ころに進み寄りて︑ゑしやくす︒
え だ
﹇江田﹈︹人名︺1 江田

九589図義家︑︿略﹀︑匡房が車に乗らんとすると
えだ

だ

おほだち

十一248図 義貞これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下知しけ
え

かうづけ

むさし

さがみ

れば︑江田・大館・︿略Vの面面を始めとして︑

枝Oかれえだ・こえだ・した

越後・上野・武藏・相模の軍勢六萬蝕騎︑︿略﹀︑

ゑちこ

鎌倉へ護れ入る︒

ソレヲニハノ木ノ聾心ツルシテ︑
アチラコチラ目垢チテヰル木ノ枝ヤ︑

えだ ﹇枝﹈︵名︶28
えだ

二83

カレ草ナドヲ︑ヒトトコロニアツメマシタ︒

二34一

ソレガ︑カレ木ノ枝流カカッタカト思

大きな枝は四方にひろがって︑
爾がはからさし出た木の枝が︑まどに

フト︑一ドニパット花が咲キマシタ︒

二904
四71

とどきさうでした︒

四203

これは︑木の枝といふ枝が︑すっかり

木の枝といふ枝が︑
風が吹いて謬ると︑木の枝がふれあっ

氷に包まれてしまふのです︒

四499

四499
四508

見ると︑向かふの松の枝に︑きれいな物が

て︑からからとかはいらしい音をたてます︒
四佃5

ここに立って︑お月檬を︑枝の間から見

かかってゐます︒

五価7園

すると︑月は枝の間にじっとしてゐますが︑

たまへ︒

五櫛1

たちばなを︑みささぎの前に供へて︑

枝についたままの︑美しい︑かをりの高い

枝についたままで︑たくさん船に積みまし

雲はさっさと走って行きます︒

六221

のすけ

﹇江下武二﹈︹人名︺1

作業伊之助︑江下武二︑北川丞︑三人の

六234
﹇会釈﹈

た︒

︽一

い

壌筒に力を入れて︑︿略﹀押して行きました︒
たけじ
江下武二

ス︾

えしゃく・す

工兵は︑︿略﹀︑鐵條網めがけて突進しました︒

六佃9

えしたたけじ

六境4

つづいて走ってゐます︒

六㎜3

えした

の餌食にならうといふのである︒

ゑじき

十二567

えじき

はと

でももらへるのかと思って︑やって來ました︒

四553

さをひろってゐましたので︑

四249

えさ

十嘲5

傳へた︒

十型10

ゑけい
﹇恵竣﹈︹人名︺2 恵顔
ゑけい

くなった村を︑ただあきれて見おろしてみた︒

八661 上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑
きながら︑小鳥のやうにおりて要る︒

八822 思ひ思ひに︑スキーのあとを雪の上にゑが

九916北の空では︑星が︑北極星をほぼ中心に︑
圓をゑがいて動いてみるのだといふことが
たをあけておくと︑この圓をゑがくやうすがわか

九9110 罵眞機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ
るやうに窺眞にうつります︒

九924 北極星の近くに見える星ほど小さな圓をゑ
がき︑

九925 遠くに見える星ほど大きな圓をゑがきます︒

十438図庭前の柿の梢は︑大空に墨給をゑがき︑

と汗もが一面の地圖をゑがいてるる︒

はだ
十一一価6 からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫
十二伽9 すると︑白い船膿の舷側に︑十字のしる
たいふ う

しが赤く描かれてみる︒

水に號令して︑世界最大の波紋を描く︒

十二期6圃 魔風は︑︿略﹀海といふ海︑水といふ

を描いて︑消えずに残ってみる︒

十一一脱9 船の跡が︑いつまでたっても二本のしわ

えき・さくらいのえき・とうきょうえき・ハルビン

えき ﹇駅﹈︵名︶3 騨δあげまつえき・おおさか
えき
九㎜12 どこか知らない罪に停車した︒

十一脳10 山の騨に着くたびに︑かごを頭に載せた
女たちが︑窓のところへ物為りにやって曲る︒

十一晒4 スチャンといふ騨で乗りかへた時︑ジャ
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えだいちめん一えび

六265 すると︑いろいろな害虫が︑葉や枝にとり
ついて︑みかんの木を苦しめます︒

六燭9 風が吹いてみるらしく︑さくらの枝がゆれ
てるます︒

七皿3 そのうちに︑このたくさんの糸の中の一本
が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました︒

八147 桃畠へはいって︑枝のままもぎ取ってたべ
たら︑みなさんはきっとしかられるでせう︒

八671 鳩はなほしばらく飛び績けてるたが︑とう
とうたまりかねて︑とある木の枝に止った︒

ます︒

五樹8

えだこし

枝こし

さうして︑しばらく枝こしに月を見てゐま

﹇枝越﹈︵名︶1

﹇枝振﹈︵名︶1
しほ

枝ぶり

したが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

えだぶり

かうづけ

むさし

さがみ

十二51図圃汐止のからきにたへて枝ぶりのみな

ゑちこ

たくましき磯の松原
ゑちこ
﹇越後﹈︹地名︺1 越後

えちこ

江戸

江戸表

徳川の家を救ふことは︑結局江戸百萬の
﹇江戸表﹈︵名︶1

︽ーシ︾

追討の官軍がたちまち江戸表に押し寄せ
會得する

﹇江戸時代﹈︵名︶1

本居宣長は︑江戸時代の有名な溢者で︑

江戸時代

十二584

き

ら

四十誰人が︑亡君淺野内匠頭の仇︑吉良

たくみのかみ

えどしちゅう ﹇江戸市中﹈︵名︶2 江戸市中

上野介を討って︑あっぼれ本望をとげたといふ

かうづけのすけ

その結果︑江戸市中が兵火にかかれば︑

ので︑江戸市中はすっかり興奮してしまった︒

江戸市民

江戸市民は︑兵火を免れた︒

﹇江戸市民﹈︵名︶1

百萬の市民はどうなることか︒

十二柑9

十二価3

えどしみん

二月一日に︑輪王寺宮公言法親王が江戸

城へおいでになった︒

十二川8 徳川の恩義を思ふ蕾臣たちが︑おめおめ

さいがうたかもり

と江戸城を明け渡すはずはない︒

十二価1 江戸城は︑官軍方の西郷隆盛︑徳川方の

勝安芳のわっか二回の會見で︑しかも談笑のうち

かつやすよし

﹇絵葉書﹈︵名︶4 給はがき

に開城の約が成立した︒
えはがき

町には︑いくつかの廣場がありますが︑

圖が︑教室に張ってあるさうですね︒

八197団私の送ってあげた大連の給はがきや︑地
八209団

それから︑アカシヤの並木の給はがきも

私は︑給はがきにある大野場がすきです︒

あったでせう︒

八213国

みんなでごらんなさい︒

八256團旅順の給はがきを別に送りましたから︑

えび﹁では︑にぎやかなをどりをして︑

﹇蝦﹈︹話手︺1 えび

三柳7

えび

ごらんにいれませう︒﹂

一595

エビハスキトホッテ︑目ダマダケガ︑ク

ボクハ︑エビトドヂャウヲトッタ︒

ロク見エマス︒

一585囹

しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ會 えび ﹇蝦﹈︵名︶3 エビ えび

﹇会得﹈︵サ変︶1

十二619

越後・上野・武藏・相模の軍勢六萬蝕 えどじょう ﹇江戸城﹈︵名︶3 江戸城

かまくら

十一249図

騎︑︿略﹀︑鎌倉へ齪れ入る︒

えつ︒たった二文句ですよ︒
且vほそかわえっちゅうのかみ・ほ

ゑつ

越中の國

ゑつちゆう

﹇越中国﹈︹地名︺1
たひらのこれもり

大底平維盛は︑十萬騎を引きつれ︑越
﹇江戸﹈︹地名︺3

慶喜は︑事のすこぶる重大なのを知って︑
はんぎゃく

大阪から海路江戸へ蹄つた︒

十二欄2

えど

中の國︑となみ山に陣を取る︒

ちゆう

八295図

えっちゅうのくに

そかわえっちゅうのかみいか

えっちゅうのかみ

十二535囹

八674 飛び去ったあとの木の枝には︑かはいさう えっ ︵感︶1 えつ
にも︑赤い血がついてみた︒
やなぎ

九㎜6 その上に︑楊の枝をたばねて突きさしたの
があり︑石ころを積み重ねたのがあり︑

九珊12 そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み
重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑
やな ぎ

十川8 あまり道幅もない爾側の土塀の上から︑ゑ

かんむり

んじゅの枝や︑楊の木や︑ねむの枝などが︑ずつ
と延び出してみる ︒
やなぎ

十川9 楊の木や︑ねむの枝などが︑

十一悩7

もとをりのりなが

えどじだい

得して實行にかかる︒

十二339囹

えとく・する

るとすれば︑

十二川7

えどおもて

市民を救ふことであるll

十二川10

時︑宮はさすがに御憤りをお感じになったが︑

十一822 ふさふさした枝の冠をいただいて立つ 十二㎜10 慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達した
ひのき
てるるのは︑檜で あ る ︒

十一冊1国 よく見ると肩のところに︑野菊の枝を
つけてみる兵隊さんがゐました︒

十一㎜5 實の生ってみる木が︑︿略﹀︑往事まで枝
をさしのべてみる ︒

心に感動するかのやうに見えた︒

十二569 木は︑枝や葉を震はせながら︑修行者の
十二搦5 私は︑荒なはで枝をつった松の根もとに︑
そっと顔を出してみる黒い土を見つけた︒

八悩9 れんげうの花は︑眞黄色で︑枝一面につき

えだいちめん ﹇枝一面﹈︵名︶1 枝一面

えびちゃいろ一える
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えびやめだかも︑泳がせて︒

六伽6圃卵のからを浮かべたり︑ わらの切れば
し浮かべたり︑

えびちゃいろ ﹇葡萄茶色﹈︵名︶1 えび茶色

早業9 ひのきの葉のやうな形で︑黄色やえび茶色
えぼし

をしてみるのは︑﹁いそばな﹂でありました︒
﹇烏帽子﹈︵名︶1

七4010 三人ともまつ白な着物を着て︑えぼしをか

えぼし

﹇絵本﹈︵名︶1

謡本

ぶって︑しやくを持って︑
えほん

十踊7 遊ぶといっても︑別におもちゃや謡本など

獲物

を持って︑遊ぶわけではない︒
﹇獲物﹈︵名︶4

えむ 5ほおえむ
えもの

十二伽2 よい獲物はないかとさがしてみる才望鏡
に︑︿略﹀二本煙突の大きな客船の姿が窺った︒
せうかい

十二㎜3 ハワイの西方海面を哨戒中のわが漕水艦
は︑今日も獲物にありつけず︑

︽ イ︾﹇V

一一706囹

胸倉イ中ニハ︑私ヨリモットエライ
セカイ中デ︑︸バンエライアナタニ︑

人ガヰマスカラ︒

二724囹

出島イ中ニハ︑中級リモットエライ

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒
一一732囹

セカノー中デ︑一バンエライアナタニ︑

人ガヰマスカラ︒
一一747圓

出鉱イ中ニハ︑中風リモットエライ

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

二753園

都銀1

かちく

これらの家畜は︑神にささげるものとして︑

かうしてオボの祭にえらばれた家畜は︑

︿略﹀の中からえらばれたものである︒

九刎6
しつど

十悩6園だから︑夏でも冬でも︑できるだけ温度

夏は夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを

と濾度に攣りのない土藏が選ばれ︑

選んで︑風の通り道で遊んでみる︒

十踊5

汽船をこの島へ寄せるとしたならば︑だ

えり

れでもその北端にあるカビエングといふ港をえら

十一断1

ぶであらう︒

えり

この國歌を奉唱する時︑われわれ日本人

は︑思はず襟を正して︑

十二襯8

をうづめてるました︒

八599拝観に來た人々は︑皆外たうのえりに︑首

ナルホド︑セカイ中デーバンエライノ えり ﹇襟﹈︵名︶2 えり 襟

人ガヰマスカラ︒
ハ︑ネズミダ︒

二768囹

太郎君︑えらいそ︒
おまへはえらいね︒

利根はえらい︒

四317園
五槻1園

えらい子だ︒﹂と︑心から感心して︑

私たちが︑うれしいなと感じたり︑えらい
おかあさん︑あの人は︑えらいことをし

なと感心したり︑

九389囹

にいさんの赤いえりしゃうには︑星が

んが來て︑名を覚始めました︒

一つついてるました︒

四772

︽ーッ︾

御造螢に要する檜の敷は︑一萬二千本に近

えりすぐ・る ﹇選﹈︵五︶1 えりすぐる

く︑しかもすべてえりすぐった良質のものである︒

九114

御神木は︑さらに白衣を着た十四名のえり

得る

︽エ︾nVこころえたま

かうした檜は︑一朝一夕に得られるもので

がいせん
まさに山の幸を得ての凱旋だ︒

翌年︑特許を得た︒
十一一118

十796

なく︑

九115

ふ・こころえる・つたええる

﹇得﹈︵下一︶8

抜きのぞま夫たちによって︑伐られて行った︒

九179

おかあさん︑私は︑今日ほんたうに日本 えりぬき ﹇選抜﹈︵名︶1 えり抜き

たものですね︒

十574園

の國のえらいことがわかりました︒

ーン︾

四739 金すちのえりしゃうをつけた兵たいさ

六741園それよりも︑あの風に︑四つつじで︑火えりしょう ﹇襟章﹈︵名︶2 えりしゃう

六675囹

事を消しとめたのは︑えらいてがらです︒

八偽7園

えらい

それは︑えらい︒

十二鵬6園 今日も獲物はないか︒

九222団國

エライ

九382

十二矯4園 獲物は大きいそ︒
えもんかけ ﹇衣紋掛﹈︵名︶1 衣紋掛
﹇ 偉 ﹈ ︵ 形︶22

十襯7 衣紋掛から白衣を取りはっすと︑
えら・い

二665園 セカイ中デーバンエライカタノオヨ

おえらい

メサンニシタイ︒

えらさ

短期間にあれほど進むとは︑實にえらい︒ える
﹇偉﹈︵名︶1

任務を果すまでは︑決して持ち場を離れ
ないえらさに︑すっかり感心しました︒

十903園

えらさ

十922囹

二676園セカイ中デ︑一バンエライカタノト 十792園 よくやった︒えらいものだ︒
コロへ︑アゲタイト思ヒマス︒

二678囚回 一バンエライカタハ︑アナタデス︒

二685園 セカイ中開ハ︑私ヨリモットエライ
人ガヰマスカラ︒

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

二702園 セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑ えら・ぶ﹇選﹈︵五︶5えらぶ選ぶ︽ーバ・ーブ・
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十二487 病人が艶紅を得︑渇者が清冷な水を得た
のにもまして︑大きな喜びであった︒
十二487 渇者が清冷な水を得たのにもまして︑
永久の命を得ようといふのだ︒

十二538園どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑
十一一735囹 何一つ孝行も盛くさないのに︑今母上
の力によって︑萬死に一生を得ようとは︒
一々お聞きになるに及んで︑事情止むを得なかつ

十二棚2 宮はく略V︑慶喜の言上するところを

﹇円﹈︵名︶7

圓

たかれの心中をあはれみたまうた︒
えん

七櫛5 たらひほどに見える大きな圓の中には︑
七研1 圓の下の端は︑地平線にかかりました︒
七梛4 圓は︑しだいに半盲となりました︒

九916 星が︑北極星をほぼ中心に︑圓をゑがいて
動いてみるのだといふことがわかります︒
九9110 この圓をゑがくやうすがわかるやうに寓眞
にうつります︒

九924 北極星の近くに見える星ほど小さな圓をゑ
がき︑

﹇園﹈

与がっこうえん・ゴムえん・しょくぶつ

九925 遠くに見える星ほど大きな圓をゑがきます︒
えん

えん・どうぶつえん
えんえい ︹階名︺2 遠泳

﹇縁側﹈︵名︶4

昔の音やこもるらん︒
えんがわ

えんがは

て崩れる︒

十一一価7

えんさらほい

縁先の雪が︑かさりかさりと︑音をたて

勇さんが︑えんがはで︑鏡を持って遊ん えんさらほいえんさらほい ︵感︶1 えんさらほい︑

でるました︒

四552

にぎやかに︑

花子さんと春枝さんは︑えんがはで︑爾 九482園 ﹁えんさらほい︑えんさらほい︒﹂と掛聲

やなぎ
土塀の上から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑

えんしゅう

﹇演習﹈︵名︶5

わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち

王は︑士官候補生として︑︿略﹀︑演習を

にお立ちになった︒

十一93 演習が終って︑王は︑一軒の農家の軒先

なさってみた︒

十一89

着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒

十662

けることもあります︒

七792国時には︑朝早くから︑遠くへ湊習に出か

ると︑みもん袋が來てるました︒

午後の演習をすまして︑兵舎へ飼って來

演習尋だいえんしゅ

ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒

十川8

出て︑︿略﹀︑豆を庭へ向えんじゅ ﹇椀﹈︵名︶1 ゑんじゅ

方に分れてすわりました︒

四668
えんがはへ

かって元氣よくまきますと︑

四979

えんがはに腰を掛けてみると︑

5カムチャッカえんがん

う・ぼうくうえんしゅう

五813

えんがん

﹇援軍﹈︵名︶4

六855團

援軍

えんぐん

秀吉の援軍が今日來るかあす早るか︑それ
しかし︑援軍は敵にはばまれて近づくこと

を頼みに勝久は城を守った︒

九悩8
九二1

ができなかった︒

毛利方は︑高松城の危いことを知り︑二十
の援軍を送ってよこした︒

十㍑1

援軍から使者が來て︑﹁︿略﹀︒しといふこと
であったが︑

十㍑4

圓形

圓形で︑きれいな植込みのある廣場です︒

﹇円形﹈︵名︶2

﹇延元元年

縁先

さ

ゑ

もん

やなぎ

す

沿線の楊の木に︑かささぎが巣をいくつも

ほんたうに一度でもいいから︑演奏會

﹇演奏会﹈︵名︶2 演奏會

演奏會へ行ってみたいとかいふことでしたね︒

十一鵬9園門口で聞いたのですが11あなたは︑

へ行って聞いてみたい︒

十一鵬9園

えんそうかい

掛けてみる︒

えんせん

えんせん

たり︑とんでもない別のことを演じたりする︒
えんせん
﹇沿線﹈︵名︶1 沿線

十㎜6 猿は途中で︑きょとんとして止めてしまつ

さしわたし小戸ートルもある︑土で固めた えん・ずる ﹇演﹈︵サ変︶1 演ずる ︽ージ︾

八2010国

えんけい

九743

圓形のかまの上へそっと手を置いた︒

くすのきまさしげ

延元元年五月十六日

えんげんがんねんごがつじゅうろくにち
五月十六日﹈︵名︶1

﹇縁先﹈︵名︶3

もう縁先に望遠鏡をすゑつけて︑にいさん
き

かま場より出でし喜三右衛門は︑しばし
縁先にやすらひぬ︒

十435図

と正男くんが︑代る代る観測をしてみる︒

十352

えんさき

たち︑五百齢騎にて兵庫へくだる︒

延元元年五月十六日︑楠木正成都を 九鯉10
ひやうご

九35 十五 遠泳⁝⁝⁝九十四
遠泳

十二883図

﹇遠泳﹈︵名︶2

九945 十五 遠泳
えんえい

九946園 これから遠泳をする︒

圓畳

九9610 この調子なら︑わけもなく遠泳ができさう
﹇円覚﹈︵名︶1

だと︑ぼくは喜んだ︒
えんがく

十二772図心 建長︑圓畳古寺の 山門高き松風に︑

えんそうする一お
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︵サ変︶

1

演奏する ︽一

ふと見たとたん︑おやと思った︒

えん日

ゑんりよ

お

波が︑目の前の水面に︑小さな三角の小山

﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬ふのは︑いふ

﹇御﹈3 お

十一2710
ある︒

十一281

何でも﹁御﹂や﹁お﹂をつけさへすれば

までもない︒

十一311

尾

敬語になると思ったり︑

鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風をの

﹇尾﹈︵名︶11

どれも︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾

尾をおろして來てさをにつけるかと

んで︑やねよりもたかく尾をあげます︒

三187

三188
思ふと︑

お

﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬語にするので

十二伽9 敵船撃沈に遠慮はいらない︒

十醜7園 ゑんりよなくいただきませう︒

つに仰せくだされ候︒

十126豊国何にてもゑんりよなくいへと︑しんせ

よなくはいって來る︒

をこしらへ︑それが顔に當って︑日﹈や鼻へゑんり

九9510

遠慮呂こえ

書芸は︑働く人や︑牛にゑんりよをするや

えんりょ ﹇遠慮﹈︵名︶5
七391

んりょ

﹇ 演奏﹈

煙突が波間にかくれて行った︒

えんそう・する

その艦首のかっかうから︑煙突の形から︑

﹇縁日﹈︵名︶1

おかあさんと︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑
鉛筆

十79図御硯箱は何のかざりもなく︑筆・鉛筆等︑
遠方

國若盛校生徒の用ふる物と異なるところなし︒

煙幕

バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

﹇遠方﹈︵名︶1

八182

えんぽう

エンマク

め︑船に積んで遠方へ送ります︒

エンマクダ︑エンマクダ︒

﹇煙幕﹈︵名︶4

二353園

えんまく

エンマクダ︑エンマクダ︒
さうして︑敵前一面に︑もうもうと︑煙幕

二353園
六佃2

を張りました︒

あと十四五メートルで土古網といふ時︑頼
圓漏

式部は︑︿略﹀︑婦人としてもまことに圓

﹇円満﹈︵形状︶1

みにする煙幕が︑だんだんうすくなって來ました︒

六器7
えんまん

十一362

満な︑深みのある人でした︒

﹁エンヤラヤ︒エンヤラヤ︒﹂

うに︑聲をひそめてゐますが︑

十二槻3

ゑんどう

てんすみをけ

﹇鉛筆﹈︵名︶1

えん日へ行って︑すず虫を買ってかへった︒

五855

えんにち

まさしくレキシントンに違ひないのである︒

十二箔2

遠足

六字2 大勢の人が︑並んで演奏してゐます︒
﹇遠足﹈︵名︶3

シ︾

えんそく

八2410團秋の遠足には︑旅順へ行きました︒

延長

﹁先生﹂﹁遠足﹂﹁飛行機﹂﹁高射砲﹂などは︑ えんぴつ

錦りを案じる母親の心と愛りません︒

九麗6園 それはちやうど︑遠足に行った子どもの
十備10

﹇延長﹈︵名︶1

音ばかりで讃む例で︑
えんちょう

り︑水路があって︑北支那だけでも︑これらの延

十㎜1 交通路には︑鐵道があり︑自動車道路があ

えん て ん

長は︑約二萬六千キロにもなるといはれる︒
えんてん
﹇炎天﹈︵名︶1 炎天
﹇碗豆﹈︵名︶1

十一川12 この炎天のもとのはるかな草原に︑

えんてん
えんどう
る︒

ゑんとう
﹇円筒形﹈︵名︶1 圓筒形

九備2 ゑんどうが大きくなって︑つるを延してゐ
えんとうけい
ゑんとう

十一鉗10 家の軒下には︑直脛一メートル半もある︑

煙突5にほ

トタンで作った圓筒形の天水桶が並べてある︒

えんとつ ﹇煙突﹈︵名︶7 えんとつ
んえんとつ

一867囚囚

﹁エンヤラヤ︒エンヤラヤ︒﹂ト︑カケゴ

三138園こっちへ來い︑えんやらや︒

このころになると︑おたまじゃくしは︑尾

のっけ根のところが︑少しふくれて來ました︒

五232

をふって︑元氣よく泳いでゐました︒

五213

ばいお引きになりました︒

三155園こっちへ來い︑えんやらや︒﹂と︑力いっ

三154園こっちへ來い︑えんやらや︒

三139囹こっちへ來い︑えんやらや︒

エ勇マシクカヘッテ來マシタ︒

一868園

五533 川の向かふ側に︑工場があって︑高いえん えんやらや ︵感︶6 エンヤラヤ えんやらや
とっから︑茶色な煙が出てゐました︒
夕空に浮き出してゐます︒

七一8 遠くの木立や︑家や︑煙突が︑くっきりと
七鵬6圃 煙突やアンテナが︑ せいのびをしてゐ
る︒

八892 林のやうに立ち並ぶ煙突から︑絶えず黒い
煙を吐き出してみるのです︒

九761 をかしいなと思って︑煙突へ通じる口を︑

お
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おいいつける
お

だんだん短くなって行きました︒

五243 四本足になったおたまじゃくしは︑尾が︑

五304 みことが︑尾をお切りになった時︑かちつ

五285囹 一つのからだに頭が八つ︑尾が八つ︒
と音がして︑劒の刃がかけました︒

五305 尾をさいてごらんになると︑たいそうりっ
ぱな劒が出て望ました︒

五687團 ﹁しろ︑しろ︒﹂と呼ぶと︑しろが尾を
ふってとんで來るやうに︑
ら︑長く尾を引いて消えて行く︒

︵サ変︶

4

おあひする ︽一

イ︾

おあけなさ・る

﹇御開﹈︵五︶1

おあけなさる

おあげなさる

︽一

︽一

この玉手箱は︑どんなことがあって

天照大神は︑少しばかり岩戸をおあけに

大勢の神様が︑お集りになって︑﹁︿略﹀︒﹂

と︑ごさうだんなさいました︒

五45

ほうでう

﹇御当﹈︵下一︶1

おあげる

︽ーゲ︾

急いで袋の口をおあけになると︑中に火打
﹇御上﹈︵下一︶3

神様がたは︑︿略﹀︑鏡を大神に見せておあ

お當てる ︽ーテ︾

やうすを探るために︑思はず時を過して︑

﹇御後﹈︵名︶1 おあと

六604

メ︾

﹇御向﹈ ︵下一︶ 1 お改める ︽一

とふ東大寺︒

十一一379図翻

六859国囹

古人いへらく︑

おい︑網をあげるんだ︒

おい︑早くとびたまへ︒

おいひつけ

おい︑きみたち︑このまるい玉を︑みん

おい︑かき餅が來たぞ︒

おい︵感︶4おい
七117囹

虫干しやをひの僧

年號を︑﹁養老﹂とお改めになりました︒

おあらた・める

宮のおあとから急ぎ足に道をたどって來たが︑

七629

おあと

つて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

八伽8 おかあさんは︑それをちよつとお當てにな

おあ・てる

集めにならうとして︑

七621 大塔宮は︑北條高屋征伐のため︑兵をお

だいたふのみや

もしものことがあったら︑忘れずに︑こ おあっ・める ﹇御集﹈︵下一︶1 お集める ︽ーメ︾
﹇御上﹈︵五︶2

の袋の口をおあけなさい︒

七197園

イ︾

おあげなさ・る

おとうさんをだいじにしておあげなさい︒

大きな聲で︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といってお

六589園
七542

あげなさい︒

五79

おあ・げる

石がありました︒

七219

の時とばかり︑さっと岩戸をおあけになりました︒

五83そばにいらっしゃった天手力男神は︑こ おい ﹇甥﹈︵名︶1 をひ

あめのたちからをの

なって︑おのぞきになりました︒

五75

も︑おあけになってはなりません︒

三㎜9園

九464 その音が︑︿略﹀裏の山々にこだましなが おあ・ける ﹇御開﹈︵下一︶4 おあける ︽ーケ︾

を

九935 小熊座と北斗七星との間に尾を入れて︑小

﹇ 御 会﹈

十㎜6図 鍬形打つたるかぶとの緒をしめ︑

熊座を包むやうに
を
お ﹇緒﹈︵名︶1 緒与さげお

シ・ースル︾

おあい・する

や︑支那の子どものお話をしてあげませう︒

四鵬7團 この次におあひする時には︑戦畢のこと
六167国 久しぶりでおあひして︑みなさんといっ

七919園

なで持ちたまへ︒

十一伽8園

﹇御言付通﹈︵名︶1

﹁︿略V︒﹂とおっしゃった祖母宮殿下のお

おいいつけどおり
通り
お預け

﹇御預﹈︵名︶3

おあづけ

王は︑お持ち騰りになった杖を︑母宮殿

いいとも︑送っておあげ︒

げになりました︒

十一79

六819囹

しょに︑︿略﹀し た い と 思 ひ ま す ︒

十896園 ここに閣下と親しくおあひするのは︑ま

おあずけ

下におあげになった︒

七278園 もう一度︑先生におあひしたいなあ︒
ことに喜ばしい次第です︒

おあがりくださ・る ﹇御上下﹈︵五︶2 オアガリク

︽ーリ︾

五987

みことは︑この話をお聞きになって︑

天照大神は︑このことをお聞きになって︑

﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけになりました︒

五294

︽ーケ︾

おいいつ・ける ﹇御言付﹈︵下一︶．2 おいひつける

いひつけ通りになさったのであらう︒

十一156

﹇御集﹈︵五︶1

お集る

お預けになっても︑きっとそのうち助

︿略﹀︑

﹁おあづけ︒﹂でも︑﹁おすわり︒﹂でも︑す

おあっま・る

命になるに違ひない︒

十二593園

四人の大名にお預けといふことになった︒

かれらは︑罪人としてひとまつ

ぐおぼえました︒

五山4

︽ーイ︾

︽ーリ︾

ダサル

おあがる

十一一592
﹇ 御 上﹈︵五︶2

ドウゾ︑オアガリクダサイ︒
一315囹
一653園サア︑ドウゾオアガリクダサイ︒
おあが・る

二人でおあがり︒

四151囹まあ︑ 一つおあがり︒
六103園そこのかごの中に︑おいもがあるから︑

おいおい一おいだす
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﹇追追﹈︵副︶3

おひおひ

﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけになりました︒

おいおい
は︑そのころからです︒

九835 ぼくの仕事がおひおひいそがしくなったの
九㎜9 尼子の遠若がおひおひ京都に集って來た︒
追ひ落す

︽ーシ︾

十244 村中の人は︑おひおひ集って來た︒
﹇追 落 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

︽ーシ︾

︵下一︶

4

追ひかける ︽一

十別2園

十別2圓

おいしい︑おいしいアイスクリーム︒

おいしい︑おいしいアイスクリーム︒

﹁あじあ﹂は︑雲のかげを追ひ越したり追

ひ越されたりして︑満洲の大平野をまっしぐらに

九㎜5

オイシイ

おいしい

デハ︑オイシイオベンタウヲコシラヘ

シテ

ニ212

おいしゃさま

あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑鶴

お讐者もここにるられる︒

オイシャサマ

オイシャサマ⁝⁝⁝四十

︹課名︺2

十一

十二711園

サルハ︑ニギリメシヲオイシサウニタベ おいしゃ ﹇御医者﹈︵名︶1 お署者

が鳴きながら飛んで行く︒

十二439

つきることがない︒

九1210 山から山へ績く生ひ茂ったみどりの森林は︑

おいしげ・る ﹇生茂﹈︵五︶2 生ひ茂る ︽ーッ︾

ここで辮當をたべる︑そのおいしいこと︒

十一886
﹇美味﹈︵形︶18

追ひ越したり追ひ越されたりして︑

突進す︒

九㎜6

マシタ︒

二37一

ワタクシタチハオイシクタベマシタ︒

二403

花子サンバ︑人置ャウが病身ニナツタノ

おいしゃさま

一一401 十一 オイシャサマ

二378

きりぎりすは︑︿略﹀︑ねぎをおいしさう おいしゃさま ﹇御医者様﹈︵名︶8 オイシャサマ

これは︑まださしあげたことのない︑

二404

正男サンガ︑アンマリジャウズニ︑オイ

オイシャサマハ正男サンデス︒

デ︑オイシャサマヲヨビマシタ︒

二424

なんとおいしさうな草だらう︒

みんなで︑おいしくいただきました︒

すみみったう

九㎜3

おいだ・す

花子さんは︑おかあさんといっしょに︑

おいしゃさまは︑すぐ見てくださいまし

おいしゃさまは︑おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂

おいしゃさまは︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃい

おかあさんといっしょに︑おいしゃさま

散兵の隊形をとって︑遠巻きにのろを追ひ

﹇追出﹈︵五︶1 追ひ出す ︽ーシ︾

のおうちを出た時︑

三424

ました︒

三419

とおっしゃいました︒

三408

た︒

三398

はのおいしゃさまへ行きました︒

三396

シャサマノマネヲスルノデ︑

四472囹あの島の草をほんたうにたべたら︑
かひこは︑︿略﹀︑桑の葉を︑おいしさうに︑

兵器の手入れをして︑夕飯をたべますが︑

おいしさうなみかんが︑
六868国

なし

おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに
青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑︿略﹀︑

朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草
をおいしさうにたべてみる︒

九齢6

あさぎり

皮が黄色になり︑おいしい味が出て來ます︒

八185

育てられた木に生るのと同じことです︒

八145

そのおいしいことは︑またかくべつです︒

七798国

六274

たくさんだべました︒

五387

どんなにおいしいだらう︒

四454園

おいしいごちそうでございます︒

三柵4園

にたべはじめました︒

三734

ヰマシタ︒

オイモノニホヒガ︑オイシサウニ

一一245

テアゲマスヨ︒

ニー16園

︽1・ーイ・ーク︾

おいし・い

八3210図 大將︑試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑

おいおと・す

﹇追返﹈︵五︶1追ひかへす

ころびて辿るるもあり︑
おいかえ・す

追ひかく

︽ークル・

五梱7 ただ學校へ行く時︑何べん追ひかへしても︑
﹇追掛 ﹈ ︵ 下 二 ︶ 2

あとからついて來るのには困りました︒
おいか・く
ーケ︾

つがへ︑きつねを追ひかけしが︑

九603図 義家︑︿略﹀︑かりまたの矢を抜きて弓に

はぎ

﹇ 追掛﹈

十二967図國 これは尊氏を追ひかくるなり︒
おいか・ける
ケ・ーケル︾

と︑

十278 貞童が︑萩のはうきでとんぼを追ひかける
十η9 すると︑三人もあとを追ひかけた︒

十圏6 子どもたちは︑それをつかまうとして追ひ
かける︒

おひこす

十二欄3 橋梁材料をぎっしり積んだトラックが︑
あとから︑あとから追ひかける︒

︽ーサ・ーシ︾

おいこ・す ﹇追越﹈︵五︶5 オヒコス
追ひ越 す

ニー47囹 イマノウチニオヒコサウ︒

追ひこす

四195 しばらく行くと︑牛の引いてみる車を
おひこしました︒

四292 二人がぼくを追ひこしました︒
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出して行く︒
﹇ 生 立 ﹈︵五︶1

生ひ立つ

︽ーツ︾

九174 樹齢二百敷十年に及ぶこもとの御神木を仰

じゅれい

おいた・つ

﹇ 追 立﹈

︵下一︶

2

追ひたてる ︽一

げば︑天を指してすくすくと生ひ立つ幹は長く︑
おいた・てる

四価3 さうして︑ありったけの力を出して︑南風

テ・ーテル︾

を追ひたてます︒

追ひつき

天8
01
0﹁︿略﹀︒﹂と︑石井先生が︑後の方から︑追
ノ
ひたてるやうにいはれた︒

︽ ー ッ︾

おいっきたてまつ・る ﹇追付奉﹈︵五︶1
たてまつる

3

追ひつける ︽一

追ひつめる ︽一

おいてきぼり

﹇置﹈︵名︶1

おいてきぼり

橋の上には︑やっかいにも︑敵のトラッ

クや戦車がおいてきぼりになってみる︒

十一一鵬6

オイデクダサ

マア︑ヨクオイデクダサ

﹇御出下﹈︵五︶6
︽ーイ︾

オヂイサン︑

おいでくださる

おいでくださ・る
ル

イマシタ︒

一651囹

ドウゾ︑マタオイデクダサイ︒

よくおいでくださいました︒

一677園
五榔8園

どうぞ︑ぜひおいでください︒
先生︑またおいでくださいませうか︒

さあ︑どうぞこちらへおいでください︒

六158団
十佃9園
十一稲7囹

一162囲

ココマデ

ココマデ

オイデ

オイデ

ソロソロ

ソロソロ

オイデ

オイデ

︽ーデ︾

一164圃

モモタラウサン︑モモタラウサン︑ドコ
モモタラウサン︑モモタラウサン︑ドコ

オカァサンガ︑カンナクヅヲモッテオイ
ケレドモ︑オヂイサンノオトウサンバ︑
一一946

今ハ︑オイデニナラナイガ︑前ニハ︑オ

今ハ︑オイデニナラナイガ︑

五116團

そこへ︑大國主のみことといふ神様が
またやうすを知らせますから︑たのしみ

おいでになりました︒

四857

イデニナッ至心チガピアリマセン︒

一一946

オイデニナリマセン︒

二944

デニナリマシタ︒

二344

ヘオイデニナリマスカ︒

一797囹モモタラウサン︑モモタラウサン︑ドコ

ヘオイデニナリマスカ︒

一783囹

ヘオイデニナリマスカ︒

一766囹

お出でる

七653 おちつきはらって︑その場をたち去った義 おい・でる ﹇御出﹈︵下一︶28 オイデル おいでる
︵下一︶

ぼくたちは︑だれも追ひつけなかった︒

﹇ 追 付﹈

光は︑やがて宮に追ひつきたてまつった︒

ケ︾

おいつ・ける

九鵬12

十躍9 追ひつけないと思った一人が︑いきなり手
投げ爆弾を投げつけた︒

︵下一︶

2

十二346園 とても先生には追ひつけないから︑も
﹇ 追 詰﹈

うよさうと思って も ︑
おいつ・める

新森2 いつのまにか狼介は切りたてられて︑しだ

メ︾

船員たちがあわてふためいてみるのが︑

いに水際に追ひつめられて行った︒
十一一捌2

﹇御出﹈︵名︶1

おいで

手に取るやうに見える距離まで追ひつめて︑
おいで

おいて Oにおいて

オイデオイデ

十柵7園恐れ入りますが︑ぜひおいでを︒
﹇御出御出﹈︵名︶一

一684 ススキガ︑オイデオイデヲシテヰマス︒

おいでおいで

どこへおいでになるのですか︒

にして待っておいで︒

毎日まいにち海と山︑

おいで

おとうと神

五㎜5園 いや︑私は︑皇孫がおいでになると承っ

五627園

て︑ここへお迎へに出てみる者です︒

はかりのため︑

五伽2圖あに神さまはつりのため︑

海の神様が︑ほをりの命をおつれ申して︑

そこへ︑一人の年取った神様がおいでにな

になってをりました︒

五慨2
る︒

出ておいでになる︒

五梛5

をば倭尊命は︑

やまとひめのみこと

七192 皇大神宮に仕へておいでになった︑尊の御

になって︑病人たちをお見まひになりました︒

七339 光明皇后は︑ときどき︑この病院へおいで

七358 光明皇后は︑この藥の風呂へもおいでにな

﹁オi︒﹂と聲を高くあげて︑神様のおいで

つて︑一人一人をおせわなさいました︒

になる先彿ひをなさいました︒

七417

王は︑︿略﹀︑今飛んでおいでになったは

十湿2園時をたがへずおいでになり︑御殊勝に存
じます︒

十一139
十一286

おかあさんは︑今日おいでになりません︒

おとうさん︑どこへおいでになりますか︒

るかかなたの空を︑

十一292

ねえさんは︑お仕事をしておいでです︒

︿略﹀︒といふよりは︑

といふよりは︑

十一294

かしいかにも嚴然とそびえてみる︒

十一962圏﹁ここまでお出で︒﹂といふやうに︑し

は︑いつでも更に高いところに立っておいでにな

十一一349囹私が力のあらん限り修養しても︑先生

おいとま一おう
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る︒

おいとま

十二619 二月一日に︑輪王寺宮公開法親王が江戸
﹇御暇﹈︵名︶1

城へおいでにな っ た ︒

おいとま

七柵1 撮政殿下の御無事でいらっしゃるのを拝し
た元帥は︑胸をなでおろしながら︑三時ごろおい
とまを申しあげて︑自宅へ錦つた︒

おいとまいた・す ﹇御暇﹈︵五︶3 おいとまいたす
︽ーシ︾

三佃7園 あまり長くなりますので︑もうおい
とまいたします︒

三川2囹 では︑おいとまいたします︒
五624囹 これで︑おいとまいたします︒
おいとまごい ﹇御暇乞﹈︵名︶1 おいとまごひ

つはもの

︵下二︶

1

追ひなびく ︽一

ごひをなさって︑︿略﹀おくだりになりました︒

五梱2 ににぎのみことは︑天照大神に︑おいとま
﹇ 追靡﹈

ただよし

おいなび・く
ケ︾

十二912図 直義の兵ども︑︿略﹀︑取り込めてこ

お祈る

︽

リ︾

れを討たんとしけれども︑正成・正油︑東より西
わ
へ破って通り︑北より南へ追ひなびけ︑
﹇御祈 ﹈ ︵ 五 ︶ 1
い せ

追ひ梯

七191 途中︑まつ伊勢の皇大神宮に参って︑御三

おいの・る

運をお祈りになりました︒

おいはら・う ﹇追払U︵五︶3 追ひはらふ
︽ーツ︒⁝ヒ︾

四柵8 北風は︑すぐ南風を追ひはらひます︒

ふ

四⁝⁝9園 わたしは︑もう一度おまへを追ひはらっ
て︑野や山をまつ白にしてやる︒
がうし う

追ひまくる

︽ーッ・

十一㎜6 わが海軍特別陸職隊が︑この土地に敵前
﹇追 捲 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

上陸して︑濠工兵を追ひ沸ひ︑
おいまく・る

四価8

ーリ︾

南の國から︑大勢の仲間をつれて來て︑北

おいも

いざや︑まつ前なる敵を一散らし追

風をどしどしと追ひまくります︒

十二906極圏
オイモ

オカアサンガ︑大キナオイモヲニツ

﹇里芋﹈︵名︶4

ひまくって︑後なる敵と戦はん︒
おいも

二357

ニホヒガ︑オイシサウニ

シテ

お祝ひ

豊科を御卒業になった王は︑士官候補生

なって︑にっこりお笑ひになった︒

十一88

演習が終って︑王は︑一軒の農家の軒先

として︑︿略﹀︑演習をなさってみた︒

十一93

ズ略﹀︒﹂と︑中隊長が申しあげると︑王

にお立ちになった︒

十一97

は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑

王は︑母宮殿下にじっと御注目になり︑

母宮殿下も︑御満足さうに王のお顔を御

嬉々とした蒙彊の原野︑第一線における

軍務のおつかれで︑王は︑ある正しばし

翌朝︑王の御宿舎の前には︑蒙古の住民

取り出しになった︒

十﹇1210 王は︑かうおっしゃって︑ 一服の藥をお

かり寝のゆめをお結びになってみたが︑

十一119

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

十一117

覧になり︑︿略﹀︑御器禮をあそばされた︒

十一114

敬禮をあそばされた︒

十一113

征になる︒

十一104 陸軍砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母宮殿
モッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入レニナリマシタ︒
下の御前に不動の姿勢でお立ちになった︒
二368 オイモノコトヲオモヒ出シテ︑マタハ
もうきやう
十一108 大命を舞されて︑王は蒙彊の地へ御出
タケへ行キマシタ︒
オイモノ

ヰマシタ︒

二37一

おいや

六103囹そこのかごの中に︑おいもがあるから︑
﹇御嫌﹈︵形状︶1

二人でおあがり︒

おいや

︽：レ︾

十955園閣下は︑私から物をお受けになるのが︑
おいやなのでせうか︒
オ入レル

オカアサンガ︑大キナオイモヲニツ

﹇御入﹈︵下一︶一

二358

おい・れる

﹇御祝﹈︵名︶3

モッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入レニナリマシタ︒
おいわい

十一1510

王のお情に︑心からお禮を申しあげるた

第一線から飛行機でお錦りになった王は︑

てい
砲煙揮雨の間︑王は︑彼我の青山を御三

王の御なきがらを奉安する御ひつぎの車

王が幼年學校の生徒でいらっしゃった時︑

は︑︿略﹀高輪の御殿へお進みになってみた︒

たかなわ

十一147

察になって︑作戦の御指導をなさったのである︒

さつ

十一141

武官のさし出すこの電報を御一箇ののち︑

十一138

めであった︒

十﹇134

たちが並んでみた︒

いよいよ︑家もできあがったので︑ある日︑ 十一133
お祝ひをすることになりました︒

七149

八梱7園今日はお祝ひの日ですから︑何か花をか
ざりたいものですね︒

王5きたしらかわのみやなが

ただ今から︑母の日のお祝ひをいたしま
﹇王﹈︵名︶19

す︒

八悩1囹
おう

王は︑お持ち錦りになった杖を︑母宮殿

ひさおう・ながひさおう・みちひさおうでんか

十﹇79

母宮殿下は︑︿略﹀︑やさしく王を御覧に

下におあげになった︒

十一84
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北海道からお婦りになって御挨拶をなさったのも︑

三121

ヒ・ーフ︾

︽ーッ・ーハ・ーヒ︾8

勇さんも正男さんも︑そのあとをおっ

﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑ふしぎに︑

火に追はれて︑逃げようとするまもなく︑

同じやうな子馬がたくさん來てるて︑母馬
ぼくがかけ出せば北斗もかけ出し︑ぼくが
追ったり追はれたりしながら︑

績いて︑老人も︑女も︑子どもも︑若者の

これを追ってみるのは︑みんなジャワの

五人の者も︑皆そのあとを追った︒

陸ダイヤ族は︑これに反し性質が從順な
﹁汽船だ︒﹂わが導水艦は︑全速力で煙の
あとを追った︒

十一一伽4

ので︑海ダイヤ族に追はれて陸地深く逃げ込み︑

十一脳10

少年たちであった︒

十一㎜5

十旧8

あとを追ふやうにかけ出した︒

十237

九8310

止れば北斗も止り︑追ったり追はれたりしながら︑

九8310

の草をたべるあとを追ひながら︑

九828

かたはしから焼きたてられ︑

七226

ねずみは︑じっとして動きません︒

六掴6

て行きましたQ

︿略﹀︑この同じ櫻 の 間 で あ っ た ︒

十一163 神におなりになった王に︑母宮殿下は︑
母君としての御慈愛に滞ちたお迎へのおことばを︑
負ふ

親しくおかはしになったのであった︒
﹇ 負 ﹈ ︵ 四 五 ︶12

せおう

お・う

八647 信書管は血にまみれ︑身には重い傷を負つ
て︑息もたえだえであった︒

九601図 義家︑背に負ひたるうつぼより︑かりま
たの矢を抜きて弓につがへ︑

九627図圖 景正︑蹄りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂と
いひて︑のけざまに伏したれば︑

九慨4 重手を負ひながらも︑鹿野は大力の新左衛
門を組み伏せてしまった︒
負ひたる櫻門は︑一幅の給壼に似て︑

ろうもん

十56図 鳥居の奥に︑すがすがしき赤松の木立を
十681 深手を負ったウェールズは︑見る見る傾き
始めた︒
しげどう

氏のものども多く手を負ひ︑射殺さる︒

十m8図 重籐の弓持って︑敵を散々に射れば︑源

毘

おふ

︽ーッ・ーハ・一

おうい︑うさぎ君︑ぼくの舟は︑なん

おうい︑ぼくのとび方は︑どうだったい︒

おういおうい ︵感︶1

おうい︑おうい

おうゑん
おうゑん 慮援

おうい︑おうい︒

﹇応援﹈︵名︶4

十㎜3囹
おうえん

おうゑんの聲も︑ごちゃごちゃになって
聞えます︒

四297

ちで︑いっぱいです︒

五888 海岸も軍艦の上も︑おうゑんの水兵さんた

五921 旗を立てた船が︑たくさん出てみて︑しき

︵サ変︶

1 磨遇する ︽一

りにおうゑんをしてゐます︒
おうゑん
﹁わあっ︒﹂といって︑鷹援をする︒
八555

シ︾

おうえん・する ﹇応援﹈

十一一柵5 現にフランスは徳川方を磨慨し︑イギリ

かけた下

その時︑牛わか丸は︑あふぎでべんけい

スは︑︿略﹀官軍に好意を見せようとしてみた︒
あふぎ
﹇扇﹈︵名︶12 あふぎ 扇 扇

三231

おうぎ

のうでをたたきました︒

から雲がわき︑

四44圃白いあふぎをさかさまに︑

八714図 へさきに長き竿を立て︑赤き扇をとりつ

かの扇を︑射落す者はなきか︒

け︑︿略﹀︑陸に向かひてさしまねく︒

八718図國

風にひらめきて︑いかなる弓の名人も︑ただ一矢

八731図船はゆりあげられ︑ゆりさげられ︑扇は

あの扇の眞中を︑射させたまへ︒

にて射落すことは︑むつかしと見えたり︒

の胸びれは扇のやうにひろがります︒

あふぎ

八価3 高いところがら低いところへおりる時︑そ

舞ひあがり︑

八739図 一扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

り︑扇も少しくおちつきて︑射よげに見えたり︒

八736図 しばし神に祈りて見開けば︑風やや静ま

﹁おうい︒﹂兵たいさんがへんじをすると︑ 八734図國

七939園

おうい︑先生も︑ジャンプをなさるさう
だ︒

八839園

知ってみるか︒

五608囹おうい︑おまへは︑この小さなお方を

みんな一度に走り出しました︒

五165園

だか重くて進まないやうだ︒

三852園

おうい︵感︶5おうい

十一561図 敵の司令長官ロジェストウェンスキ1 十二㎜5 ぼくも︑弟のあとを追ふ︒
中豊は︑きのふの戦闘に傷を負ひ︑
十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一587図 五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三
十一657図園 いざさらば︑大立に矢風を負はせ︑
引き退けんと思ふは︑いかに︒
甲を脱いでその身を見れば︑正成十一

箇所まで傷を負ひたり︒

十一一927図

︵五︶

追ふ

十二927図 七十二人の者ども︑皆五箇所︑三箇所︑
﹇追﹈

傷を負はぬはなかりけり︒
おこつ

おうぎのまと一おうみのくに
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十鵬1図

あふぎ
熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂と︑扇をあげてさし招く︒

︽一
る

りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒
もんむ

き

文武天皇がまだ皇子でいらっしゃったこ

あ

入道雲が︑︿略﹀銀鼠色にかがやくのを

﹇王者﹈︵名︶1 王者
ぎんねず

おうじょう

εたちおうじょう・たちおうじょうさせ

見ると︑雲の王者といひたい感じがします︒

十一766

おうじゃ

ろ︑大和の皆実野で狩をなさった︒

やまと

十二428

十一391 切りそろへた髪が︑ともすると扇のやう おうじ ﹇皇子﹈︵名︶1 皇子
に廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るのが︑
あふぎ

十二861囹末廣がりとは︑扇のことちや︒
おうぎのまと ︹課名︺2 扇の的 扇の的
あふぎ

お受けいたす

八33 十四 扇の的⁝⁝⁝七十一
﹇御受﹈︵五︶1

八711 十四 扇の的
おうけいた・す
ス︾

︽ーレ︾

︵五︶

2

お受け取る

︽i

使者が來て︑又略﹀︒﹂といふことであった

2

鷹汗する

︽一

孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才
︵サ変︶

能に磨じてわかる程度に教へた︒

十二313

が︑そんなことに慮じるやうな宗治ではない︒

十帽6

の場合に鷹じた︑正しい讃み方をするやうに

六534園 不孝のおとがめを︑つつしんでお受けい おう・じる ﹇応﹈︵上一︶3慮じる︽ージ・iジル︾
十佃5 いろいろな漢字の音と訓とに注意して︑そ
たすばかりでございます︒
る

おうけくださ・る ﹇御受下﹈︵五︶1 お受けくださ

﹇御受 取 ﹈

十948園 お受けくだされば光榮に存じます︒
おうけと・る
リ︾

﹇応戦﹈

護衛の騙逐艦からも︑輸送船からも︑︿略﹀︑

敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし

﹇御歌﹈︵五︶1

お歌ふ

メートルに至りて始めて磨職し︑
おうた・う

おうち

お移し申す

ときどき︑おうちのことや︑三校のこと

彦名神を︑おうちへおつれになりました︒

六883團

﹇御移申﹈︵五︶1

を知らせてください︒

﹇往復﹈︵サ変︶2 往復する

︽ース

陛下のお窟眞を︑庭へお移し申せ︒

おうつしもう・す
七㎜5囹

︽ーセ︾

ル︾

おうふく・する

右へと往復するのであるが︑

ひ
十757 よこ糸は︑仔によって︑右から左︑左から

わうへい

十759 機械で動かせば︑もっと早く往復するやう

﹇横柄﹈︵形状︶3

な仕組みになるだらう︒

荘司は︑わうへいに答へた︒

おうへい

七641

すこぶるわうへいで︑高い椅子にふんぞり

返りながら︑足をもう一つの椅子の背にのせたま

い す

七脳10

するとノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いつものや

まで︑彌兵衛に面柔したこともありました︒
七並2

おうべい

うにわうへいに答へました︒
おうべい
﹇欧米﹈︵名︶1 欧米
おうべい

﹇御髪﹈︵名︶1 お馬

うかがってみたのである︒

十二価4 當時︑欧米の強國は︑ひそかにわが國を
おうま

﹇御生付﹈︵名︶1

お生まれつき

十一伽6図圏雀の子そこのけそこのけお馬が通る

お方でありました︒

あふみ

六502 聖徳太子は︑お生まれつき︑たいそう賢い

﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑美しい光景 おうまれっき

﹇御内﹈︵名︶4

五394

わらのおうちを︑箱の中へ入れてやると︑

待つとも待つとも水ひまじ︒

三424 おかあさんといっしょに︑おいしゃさま おうみ ﹇近江﹈︹地名︺1 近江
あふみ
みつうみ
十㎜6図圏 この川︑近江の湖の末にて候へば︑
のおうちを出た時︑

おうち

を目の前に見るやうにお歌ひになってみる︒

十二472

︽ーヒ︾

が︑われは急にその前路をさへぎり︑距離六千

十一538図

兵士が歯を食ひしばって磨下する︒

壁間7

おうせん・する

︽ーケ︾

六79 さうして︑劒をお受け取りになりました︒
お受ける

シ・ースル︾

﹇御受﹈ ︵ 下 一 ︶ 4

十一81 それをお受け取りになった母宮殿下は︑
おう・ける

五974 ににぎのみことは︑つつしんでお受けにな
りました︒

平げよといふ勅をお受けになりました︒

七189 日本武尊は︑そののち︑東の國のわる者を
七193 尊が二度の大任をお受けになったのを︑
おいやなのでせうか︒

十955囹閣下は︑私から物をお受けになるのが︑

クおうこくじだい
黄金

おうこく 5きゅうサラワクおうこく・きゅうサラワ
﹇黄金﹈︵名︶3

九672図圓黄金十両とこそいひつれ︒

おうごん

おうみのくに ﹇近江国﹈︹地名︺1 近江の國
かひごは︑静かにはひあがって來て︑
九675図鏡の箱の底より黄金十雨を取り出す︒
うだ
こういん
九677図工 この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か 五615大國主神は︑たいそうお喜びになって︑少 十醜10図國 宇多天皇九代の後胤︑近江の國の住人︑
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おうむ一おおいかぶさる

﹇ 御 産 ﹈ ︵五︶1

お生む

︽ーミ︾

佐々木の四郎高綱︑宇治川の先陣そや︒
おう・む

十566 神様が︑この國土をお生みになったことを

ある朝︑大雨が降りました︒

傾く家︑めちゃめちゃにつぶれる家もずる

途中には︑敵方の者が多かった︒

八115 長い旅行を績けるせみか︑途中で死んで蹄

ぶん多かった︒

七976

﹁おお︑それよ︒﹂とつぶやきて︑直ち 七624

にまたかま場へ引き返しぬ︒

十442図國
かまより皿を取り出しみたるかれは︑

やがて﹁おお︒﹂と力ある聲に叫びて︑

十471図國
おお︑見よ︒

考へた︒

おお︑今年こそは豊年だ︒

五335

九備6園

ごらんなさい︑歌でも︑俳句でも︑詩でも︑

ことに寒い時に︑それが多いのです︒

十一圏9

かが多いので︑かとり線香をつけました︒

このころは︑割合ひなぎの日が多い︒

今日も雲が多い︒

バナナに至っては︑その種類の多いこと

いと思へば︑

かういふ兵士やその家族たちの歌が︑萬

萬葉集の歌には︑かうした國民的感激に
十二454

後世の歌集に比べて長歌の多いのが︑一

萬葉集には短歌が多いが︑

このうはさが世間にもれて︑だれいふと

おほひかぶさる

殊に地平線上の雲の影は︑容易に見わけ

﹇覆被﹈︵五︶2

おほひかぶさって怠る黒いかげでも︑彿ひ

のけようとするやうに

十㎜2

︽ーッ︾

おおいかぶさ・る

のつかないことが多い︒

十二川2

つと南海特有の積齪雲が多いことであらう︒

十二㎜1 基地の上空は一面の層雲で︑行く手はき

なく︑﹁︿略V︒﹂と︑歎じる者が多かった︒

十二635

つの特色となってみる︒

十二454

満ちあふれたものが多い︒

十二423

葉集に多く見えてみる︒

十二406

職線に弾丸を一獲でも多く送ってやりた

それに雷が多い︒

だけでもびっくりさせられる︒

十一川2

月に關するものがどんなに多いか︒

十427

つて來ない燕も︑かなり多いといふことです︒

十642

鷹臆する ︽一

十獅6囹

1

おお︑顔回︒

︵サ変︶

おお︑井上の若旦那様︒

﹇ 応用﹈

シ︾

十二268園

おうよう・する

八七7 それは︑まったくガリレオの︑この嚢見を
十二686園

十621

雁用したものです︒

おお︑聞多︒

﹇往来﹈︵名︶1

往來

十二701園

おうらい

往來する ︽一

大雨

十一982

1

﹇大雨︺︵名︶3

おお︑さうちや︒

︵サ変︶

おおあめ

十二865園

﹇ 往来﹈

木が︑︿略﹀︑往亡まで枝をさしのべてみる︒

十一㎜5 トマトぐらみの大きさの實の生ってみる
おうらい・する

﹇覆﹈︵名︶2

まったやうに降る︒

おおい

爽動機のおほひをはっして︑機械に手を

大い

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

天地の旨い

大いなる島八

林を出はつれて︑頭の上の緑のおほひが
﹇大﹈︵形状︶2

多い

心はるばる︑

國の名は大八洲國︒

﹇多﹈︵形︶20

四813国君の仲間とぼくの仲間と︑どっちが

■おそれおおい

おお・い

なるかな︒

十一696図三山遠く

つあれば︑

九46図圃島々かず多ければ︑

おおい

書きてしまった時︑

十一815

當ててやうすを調べます︒

九川4園

おほひ

スコールといって︑こんな大雨が毎日き 十一一135

九229團大雨だ︒

︽ーイ︾

おうれし

︽1︾

シ︾

おうれしい

九2210團

て︑

﹇御嬉 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

近川1 その途中にある塁湾へも︑早くから往要し
おうれし・い

おえらい

四皿2圃 かざればみんなにこにこと︑
﹇御偉﹈ ︵ 形 ︶ 1

さうなおひな様︒

十二632園法親王はおえらいお方と承ってみたの

おえら・い

に︑將軍家のなぞがお解けにならなかったとは︒
五903囹 ﹁オー︒﹂と︑掛錫勇ましく︑かいをいっ

お一︵感︶2オi
せいに水にひたします︒

七417園 ﹁オー︒﹂と聲を高くあげて︑神様のおい
おお

でになる先彿ひをなさいました︒
︵感︶12

四546園 おお︑まぶしい︒

おお

多いか︑くらべてみょうではないか︒

四819園君の仲間はずるぶん多いな︒

五594園 おお︑ひきがへる︑よいところへ來た︒

六77園 おお︑長くねたものだ︒

五357

ある夜︑私が本を重んでるますと︑あまり

八265圃 見わたすかぎり︑ くっきりと︑堂々と︑
てい
帝國の艦艇︑おお︑その雄姿︒

おおいし一おおがえる
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ぶさってみる︒

むさしの

十一87 晴れた夏の空が︑武豊野の上におほひか
おおいし ﹇大石﹈︵名︶1 大石

ら

のすけ

大

十一2110図 百人目ても動かしがたき大石を︑かる
がると脇にさしはさみ︑
く ら のすけ

く

おおいしくらのすけ ﹇大石内蔵之助﹈︹人名︺1

石内藏之助
たくみのかみ

き らかうづけのすけ

十二582 大石内旨之助を始め四十里人が︑亡君淺
野内匠頭の仇︑吉良上野介を討って︑

おおいしくらのすけら ﹇大石内蔵之助等﹈︵名︶1

大石内藏之助ら
十一一648 大石内藏之助ら一味の者は︑いさぎよく
切腹して︑名を後世に輝かした︒
おおいそぎ ﹇大急﹈︵名︶7 大イソギ 大急ぎ
ヘリマシタ︒

ニー11 大イソギデハガキヲ出シテ︑ウチヘカ
五鵬4 月は︑今︑雲から出て︑大急ぎではなれて
行きます︒

五鵬9 じっと月を見つめてゐますと︑月は動かな
いで︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒

六222 大急ぎで︑日本をさして蹄って來ました︒
七832團 その時は︑大急ぎで武装して︑まつ暗な
兵舎の前に整列します︒

八佃2園 つまり︑外側のものは︑大急ぎで進んで
みる︑内側のものは︑ゆっくり動いてみる︒

九488 このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急
ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ鋸って行く︒

︵五︶

1

おほひ包む ︽一

問はばや遠き世々の跡︒
﹇ 覆包﹈

そのとたん︑天地にとどろくやうな爆音と
大いに

ひとつ︑りつばな宮殿を建て︑たくさん

﹇大﹈︵副︶2

いっしよに︑砂煙が︑あたりをおほひ包んだ︒

十槻5
おおいに

七147囹

︵四五︶

16

おほふ

たちま

山全髄が熱帯の森林におほはれてみるの

をおほひ︑峯をかくし︑

十一慨2

眞黒に空をおほふ弾幕や︑いどみかかつ

緑濃いゴム林におほはれた公園地帯の

で︑飛行機からの偵察でもはっきりわからない︒

十一劉1

﹇大海原﹈︵名︶2 大海原
や し
峯の月︑大海原の月︑椰子の木かげの月︑

うみわし
て來る敵機をものともしないわが海鷲にも︑

十二㎜2

ふさ

房

ところどころに白雲がただよって︑中腹 三288

おほえ

大江の匡

まさ

見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑

よりみち

﹇大江軸重﹈︹人名︺1

まさふさ

おほえ
御堂筋といふ大通を進むと︑やがて大江橋

なかのしま

見ると︑大きななぎなたを持った大男

﹇大男﹈︵名︶5 大男

く

芋瀬の荘司が︑家來の大男に宮の玄馬を持

御旗をうばひ取るが早いか︑かの大男をひ

も

か

大男の手のひらほどもある︑黒と黄色の

きんじょにるた大蛙が︑それを聞いて︑

おおがえる ﹇大土﹈︵名︶5 大雪

だんだらの蜘蛛とも蚊とんぼともつかないものが︑

十一川2

つたのである︒

九㎜4 大男のかれは︑真字を力で仕とめようと思

つつかんで︑まりのやうに投げつけた︒

七651

たせて︑

七635

が立ってゐます︒

三204

おおおとこ

を渡って︑中之島といふところへ來ます︒

八908

おおえばし

とりごとのやうにいふ︒
おほえ
﹇大江橋﹈︵名︶1 大江橋

些しける時︑大江の乳房︑聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂とひ

おほえ

九579図八幡太郎義家︑關白身通の館にて軍の物

はちまん

おおえのまさふさ

油を流したやうな静かさ︑軍記さだ︒

十二㎜1

さういふものがないとしたら︑

十4210

︽ーウ・iッ・一 おおうなばら

わが軍の士氣大いに振るふ︒

の兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒
十一533図
﹇覆﹈

岸は︑青葉でおほはれてゐますが︑ところ

飛行機の爆音︑

支那の廣い野原は︑今︑白い雪で一面に
大空の一角に︑

はるかな海の上をおほうてるたもやも消え

青々と大空をおほふ檜の大木が︑

空をおほうて分列式︑分列式︒

九473

枯草におほはれてみた野原に︑青い草の芽
夏の初め︑草原があざやかなみどりにおほ
わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに右手で
わが駅員の撃ち出す砲弾は︑よく敵艦
ごく薄い︑白い絹か何かで空をおほった
雨雲はきまった形がなく︑言いっぽいに
せまい道の爾側には︑大きなささが︑ぼ
十一9310

くらの頭をおほふくらゐ高く茂ってみた︒

十一838

薄黒くおほふもので︑密雲と呼ばれてゐます︒

十﹁752

やうになりますから︑俗に薄雲といひます︒

十一717

に命中して績績火災を起し︑黒煙海をおほふ︒

十一543図

顔をおほってみる兵もあった︒

十701

はれるころ︑オボの祭がもよほされる︒

九加2

がもえて來た︒

九脳7

てなくなり︑

九142

ち敷百機が︑

八285圏

おほはれてゐます︒

六852團

どころに︑つつじの赤い花が咲いてゐました︒

五489

ハ・ーヒ・ーフ︾

おお・う

左に高き大

おおいちょう ﹇大銀杏﹈︵名︶1 大いちやう
いちやう︑

十二756図魍 登るや石のきざはしの

ン︾

おおいつつ・む
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﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

きを吸ひごんで︑おなかをふくらましました︒

三297 大きなのがじまんの大畠は︑うんとい

くらましました︒

三303 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑大賀はいっそうふ

いいきを吸ひこみました︒

三311 しかし︑大引は︑こんどこそと︑力いっぱ

せ

大火事

おほかみ

九囲7

やがて狼介は満身の力をこめて︑鹿介を投
たちまち狼介の大きなからだが︑鹿介の上

げつけようとした︒

九伽10

大川

甲介の大きなからだは︑もう鹿介の足もと

へのしかかった︒

九伽4
﹇大川﹈︹地名︺1

にぐったりとしてみた︒
おおかわ

﹇大川﹈︵名︶3

しいけしきです︒

おおかわ

川をだんだんくだって行くと︑大川
ちらとのぞいた大川に︑

驚き

モーターボー
梶原殿︑この川は急難一の大川そや︒

﹇大﹈︵形状︶1

大キイ

大きい

︽iイ・

大將義朝は︑大の男の︑大きなる馬に
﹇大﹈︵形︶59

は乗ったり︑

十一644図

おおき

十梱7図國

トが走ってた︒

八695圏

になって︑おしまひには︑聡い︑廣い海へ出る︒

三485囹

大川

三314 ﹁ぼん︒﹂と大きな音がして︑大蛙のお 八918 大川をめぐらした眺めは︑いかにも大阪ら
﹇大火事﹈︵名︶1

なかがやぶれてしまひました︒
おおかじ
とだといふことです︒

六754 こんな大火事の起ったのも︑︿略﹀が︑も

かんぱん

おおがたばくだん ﹇大型爆弾﹈︵名︶1 大型爆弾
狼

十651 大型爆弾が︑︿略﹀後部甲板に命中する︒
﹇狼﹈︵名︶1

﹇大神﹈︵名︶1

九号6囹現れ出た狼を︑鹿野が討ち取った︒

おおかみ

おおかみ
い

おおき・い

モモタラウハ︑ダンダン大キクナッテ︑
スルト︑ダンダン大キクナッテ︑コロガ
コンドハ︑少シ小サイノヲコシラヘテ︑
ダンダン大キクナッテ︑ヨイムスメニ
松ハ︑ズンズン大キクナリマシタ︒

どうしてどうして︑今まで見たこと

汽車はぐんぐん大きくなって︑こっち

三295囹

へ來ます︒

一一脳8

一一888

ナリマシタ︒

二66一

大キイノニカサネマシタ︒

二548

スコトガデキナクナリマシタ︒

二545

タイソウツヨクナリマシタ︒

一743

Oたらぎ ーク︾

十65図圃 とこしへに民やすかれといのるなるわ
がよをまもれ伊勢のおほかみ
おおかみのすけ ﹇狼介﹈︹人名︺10 狼介
おおかみのすけかつもり

九搦2 川をへだてた封岸から︑鹿介の姿をちらと
見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒

九伽8 狼介は喜んでをどりあがった︒
九伽3 狼介は︑弓に矢をつがへて鹿介をねらった︒

九桝7 ねらひ違はず︑軒下が満月のごとく引きし
ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒
狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑︿略﹀︑

四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒

九摺9

九伽1 いつのまにか定限は切りたてられて︑しだ
いに水際に追ひつめられて行った︒

九重4 かう叫んで︑狼介は太刀を投げ捨てた︒

せんかんは︑一ばん大きくて︑一ばん

もないほど大きいのです︒

がっしりした軍かんです︒

三328園

三639 花びらのやうにひろがって大きく見え

からだは大きくても︑おまへはまだ

たり︑ほそ長くなって見えたりしました︒

赤ちゃんだね︒

三803圃

ぼくも大きくなったら︑海軍だよ︑

勇︑大きくなったね︒

おなりなさい︒

三807圃早く大きくなって︑りっぱな軍馬に
四157囹
にいさん︒

四159囹

四339 この子は︑ずんずん大きくなりました︒

でやりませう︒

五331五葉が大きくて︑たべにくいから︑きざん

五387 四度めの眠りをすましたかひこは︑二日三

日すると︑からだもずっと大きくなって︑

五452 ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる

小さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑

と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

五559

海の方から︑そよそよと風が吹いて來ると︑

大きいのを逃した︒

近所の︑どの犬よりも大きく見えました︒

いつのまにか大きくなります︒

三川1
五旧3園
六264

どうだ春雄︑大きくなったら︑︿略﹀︑お

この實は︑日に日に大きくなります︒

六353国

火事

︿略﹀︒﹁だいぶ大きいらし

そのさかさまに見えるけしきを︑大きくし

國のために︑働きたくはないかね︒

六623

十三

て見ようと思って︑

いそ︒﹂と︑道を通る人が︑話し合ってゐました︒

六707囹

六㎜3 きうりの芽生えも︑目だって大きくなりま

おおきさ一おおきな
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した︒

七5510 大きいのは︑満洲や︑支那や︑南洋などへ
行く船です︒

攣って︑丈夫さうになります︒

七868 からだも大きくなり︑形も色も︑しだいに
八179 花が咲いてから三四箇月たつうちに︑この
ふさがだんだん大きくなって︑

くさんの船が出たり︑はいったりして︑

八2110團 大連の港は︑ずるぶん大きくて︑毎日た
八929 石垣の石の大きいのは有名ですが︑

八佃1 おもりそのものはく略﹀大きく動かしても
小さく動かしても︑振る時間は同じです︒

九259国 おまへたちが大きくなるのを︑拙い南洋
の天地と︑︿略﹀が︑手をひろげて待ってるる︒

九937 どちらも星があまり大きくありませんから︑
よく氣をつけて見ないとはっきりしません︒
九967 ゆっくりと︑自然に爾腕で水を大きくかき︑
雨足で水をけって進む︒
く立ってるるのが見えた︒

九㎜10 一本松が︑右手の海岸のがけの上に︑響き

なついて見せた︒

下名2 鹿介の血を吐くことばに︑信長は大きくう
九刎5 日の丸の旗が︑風に大きくゆれてみる︒
る︒

九欝2 ゑんどうが大きくなって︑つるを延してゐ
九㎜12 オボは︑いっとはなしに少しつつ大きくな
つて行く︒

十654 われわれ爆撃機隊は︑更に大きく弾幕の中
をめぐって︑二度めの爆撃に移る︒
しんろ
爾戦艦は︑︿略﹀︑大きく針路を攣へた︒

十671

スの最期が來た︒

十702 大きくめぐってふり返ると︑やがてレパル

しゅんかん

ちゃうど︑めがねの玉が︑はまるくらみの

さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑するすると

大きな犬ぐらみの大きさで︑足は︑ばかに

南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら

太陽が︑私たちの住む地球から見ると︑

さうして︑その中には︑太陽より小さい

大身

六箇所の大野が次々に縫ひ合はされた︒

﹇大﹈︵連体︶㎜

二265

大キナ

大きな

二214マシタ︒サウシテ︑大キナコエデウタヒ
大キナ柿ガ︑タクサ

一735ニワレテ︑中カラ大キナ男ノ子ガウ

ハ︑メヅラシイ大キナモモダ︒﹂ト
﹁732囹

シタ︒川カミカラ︑大キナモモガ︑ドン
﹇717

一527 ︒ムカフノ空二︑大キナニジガデマシ

一513トヒカリマシタ︒大キナカミナリガ︑

一446シタ︒ムラサキノ大キナハナデス︒ボ

おおきな

十二295園先生の道は蝕りに珍き過ぎます︒

ギ︾

おおきす・ぎる ﹇大過﹈︵上一︶1 大き過ぎる ︽一

十二729

﹇大鵬﹈︵名︶1

もの︑太陽とほぼ同じ大きさのものもあるが︑

十二柵8

十一年を週期として増減してみる︒

十一一撹8 野望は︑︿略﹀︑その敷や大きさは︑凡そ

だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑

十二欄10

みの大きさの實の生ってみる木が︑

十一㎜4

て音が違ふ︒

十四6 同じ大きさのどらでも︑その打ち方によつ

ひよう長く見えます︒

九815

八67 もう大きさだけは︑親燕と同じですが︑

はいるくらみの大きさに作って︑

六644

大きさに巻いて︑

六635

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもく おおきさ ﹇大﹈︵名︶9 大きさ
そのとたん︑ウェールズから爆嚢の一大音

と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒

十703
十717

子どもたちにとっては︑︿略﹀︑大きくなつ

響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあがった︒
十筋3

だんだん大きくなって文字であることがわ

てからのなつかしい思ひ出となる天地である︒

十勉2

ふちはらののぶたか

かり︑その文字の意味がわかって來ると︑

十﹁357大きくなって︑藤原宣孝の妻となりま
青空に綿を大きくちぎって︑あとからあ

したが︑不幸にも早く夫に死に別れました︒

十一733

もくもくと大きくかたまったり︑

とから投げ出したやうで︑

十一748

ところで︑これを文字に書き表す安萬侶

の苦心は︑それにも増して大きいものであった︒

十一伽4

く略V︑われわれに近いた

おおきず

十二308平炉の蘇れた世に容れられなければこそ︑
黒鮎と呼ばれるもので︑見たところごま

ほんたうに先生の大きいことがわかります︒

十二槻6

つまり太陽は

粒のやうだが︑實は地球より大きいのがあり︑
十二榴5

白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し

ふところ

めに︑特に大きく︑明かるく見えるに過ぎない︒

十二燭5

ては︑見るまに大きくふくらんで︑

日の出などは︑︿略﹀ぼうっと赤く︑大
その歌学につれて︑太陽はいよいよ赤く︑

きくもえあがって︑静かな海面に当るのである︒

十二㎜1
十二㎜12

どの星も大きく︑青く︑呼べば答へるほ

大きくなる︒

十一一川4

しかし近づくにつれて︑その黒い物は︑

どの近さに見える︒

十二㎜8

獲物は大きいそ︒

しだいに大きく空へひろがって行く︒
十二踊4囹

と︑きくわん車が大きな音をたてて
︒牛のあとから︑大きな木をつんだ

︒﹂﹁兵たいさん︒﹂大きな聲で呼びながら

した︒むねには︑大きなかつを木が並ん

つたかと思はれる大きな杉の木が︑立ち

五55した︒ある神檬は︑大きな鏡をお作りにな

V タ︒オカアサンガ︑大キナオイモヲニツ
四973 なって︑だんだん大きな聲を出しなが
ニ405 ウシヲカブッテ︑大キナカバンヲモッ 四桝7 ります︒のき先に︑大きなぶたの肉をぶら
四脳7 たの肉をぶらさげ︑大きなはうちゃうで︑
ニ欄2 サンバ︑前ヨリモ大キナコエデイヒマ
四佃9 ん一人の子どもが︑大きな聲で︑青空高く

ｿ4
ﾋ6

Q9 ると︑にいさんは︑大きなこゑを出して
三143 地が動きだして︑大きな舟のやうに︑

三123 ＞︒﹂と︑てんでに大きなこゑでいふと

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂大きな聲で︑兵たいさ

と︑つり糸が︑空に大きなわをゑがきまし

ン︒﹂とないて︑大きな目で︑じっとに

がら引きあげると︑大きなふなが︑水ぎは

つたやうになって︑大きなため息をつくば

だ︒﹁集れ︒﹂先生の大きな聲がする︒みん

るへてみた雪舟は︑大きな柱にくくりつけ

に乗り入れました︒大きなたもで︑網から

びっくりしました︒大きなねずみが一匹︑

ました︒さうして︑大きな貨物船が︑目の

て︑下垂もつづいた大きな電車が來る︑汽
︒東京騨の前にある大きな建物が︑じゅん

れました︒﹁︿略﹀︒﹂大きな木が立ってみて

花と花との間から︑大きな鳥居が見えまし

した︒ライオンが︑大きな聲を出しました

がひびいて︑淺草の大きなお寺があらはれ

彿ってよく見ると︑大きなはまぐりでした
しか

七5310んもお振りなさい︒大きな聲で︑﹁︿略﹀︒﹂

七206囹
の國の野原には︑大きな鹿がたくさんを
たいわん
七235十一日置朝︑三里で大きな地震がありまし
七536あの︑うなるやうに大きな汽笛の音を︑お
﹁ほうら︑こんな大きな︑赤い花が二つ
でるます︒艇長は︑大きな掛聲で︑選手を
私も︑一度︑あの大きな鯛をつってみた

七577と︑城のやぐらから大きな石を投げ落して
七603し寄せると︑城から大きな石を四五十︑一
七607といふので︑賊は︑大きなはしごを作り︑
きちんとしたり︑大きな目を見はって︑
七787国
たかくべつです︒大きなアルミニューム
七799團
で︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で︑次々に番
七811團
は︑いはば一つの大きな家庭で︑中隊長
七838團
七928がします︒空では︑大きな入道雲が笑って
七皿7 窓から見てみると︑大きなくもが一匹︑す
赤い大きな夕日が︑今︑西
七鵬2
七鵬5 たらひほどに見える大きな圓の中には︑何
八143れませんが︑それは大きなまちがひです︒

︑
60
ノ¶騨−

﹂と︑太郎さんが︑大きな聲でいひました

だらう︒まるで︑大きなおぼんが浮いて

見はりをしてみる大きな敵艦にこっそり

ます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で弟がひとり

かっかまりません︒大きなのが一匹︑すぐ

りますと︑ふいに︑大きな熊が山から出て

くま

の御殿の門の前に︑大きな木が立ってみる

︒あなたは︑その大きな木にのぼって︑

井戸のそばには︑大きな木が立ってゐま

引くそ︒しめた︑大きな魚だ︒引きあげ

ある鬼ばすといふ大きなはすです︒葉の

八155す︒それほど︑あの大きな︑ばせうに似た
お子様たちが︑何か大きな聲をして︑さわ
です︒正男さん︑大きな聲をして︒﹂﹁︿

八478ける鼻木︑いちばん大きな主翼︑それから

︑赤むらさき色の︑大きは
なす
蓮のつぼみのや

よくなれた象が︑大きな材木を︑運んで

いったので︑見ると大きなみみずがみる︒

そばを流れてみる︑大きな川の名を取って

みよう︒﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で聞いてみる

133
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137
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三156 りました︒これも大きな舟のやうに動
三185 となると︑鯉が︑大きな口で思ふぞん
三232 した︒べんけいは︑大きななぎなたをが

城のやうです︒大きな大砲がいくつ
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8

三204 あります︒見ると︑大きななぎなたを持

聞いて︑﹁その大きなばけものは︑

蛙に︑﹁大きな︑大きなぼけものが︑

かあさん蛙に︑﹁大きな︑大きなぼけ

三285囹

三285園

三289園

三297 ︒﹂と答へました︒大きなのがじまんの
三331園

にぎょらいで︑大きな軍かんをやつ

三314 ると︑﹁ぼん︒﹂と大きな音がして︑大
三351園

三437園 ていひました︒﹁大きなすずをねこの
三596 きました︒店には︑大きな水をけがあっ

三684 んがありました︒大きな梅ばちのもん
四66 こともないほど︑大きな木になりまし
四71 うになりました︒大きな枝は四方に

りました︒こんな大きな木のことで

四86園 りして︑﹁こんな大きな木を︑切って

四92

四107 いたこともない︑大きな舟でした︒大
四198 なって︑自動車は大きな音をたてて︑

四208 海が見える︒﹂と大きなこゑでいひま
四665 ︑おかあさんから大きな紙の箱をい

665145434242341211413413313312812了10了928482816847441716109

R5

四693 した︒一郎さんが大きな聲で︑﹁︿略V︒

六六六六六六六六六六五五五五五五五五五五五五五五五五五

一一

一一

一一

一一

四743 した︒にいさんは大きな聲で︑﹁はい︒

431297642546583784775586347
囹囹 園團
囹園動画． 園．国．＿一 團国
園

217
おおきな一おおきな

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲を掛けられる

八561んなが︑﹁萬歳︒﹂と大きな聲で叫んだ︒二
八792

八798 に叫んだ︒見ると︑大きな兎が︑ちやうど
八93一 ルといふすばらしく大きな石には︑だれで

八971 場へ行ってみると︑大きな電氣仕掛の釜の
八976 から取り出された︑大きな鐵のかたまりは
つち
八977 焼かれます︒それを大きな鐵の槌が︑ごと
八981 るのと同じやうに︑大きな機械が︑思ふま
ろ
八987 ながら︑せいの高い大きな櫨へ入れられて

︒冬になると︑この大きな停車場に大豆の
ながら手を振った︒大きな赤い夕日が沈む

ない騨に停車した︒大きな木の上に星が光

と地と﹈つになった大きな風景だ︒ここが

うどん粉をふかした大きなまんぢゆうをた

け込んだ五兵衛は︑大きなたいまつを持つ

旅をする者には實に大きななぐさめであり

十305圃國︑雁︑わたれ︒大きな雁はさきに︑小
十384 ︑噴火口は︑非常に大きなものだといふこ
十385られます︒いちばん大きなのは︑直樫が二
はんてん
十394 ︒月の中に薄黒い︑大きな斑黙のやうなも
十424る光が︑われわれに大きな慰めを與へるか

八二10 ︑重砲も︑ずらりと大きなからだを横たへ

八㎜2 一時に爆嚢させて︑大きな砲揮を撃ち出す
八価3 つるしてある︑この大きなランプが︑ふと

＋5610
民も︑この光榮ある大きな時代に生きてゐ

十川11 夕暮である︒畠から大きな月が出て來た︒

く

八尺5 ︑ガラスを張った︑大きな窓のやうなもの

＋6610
爾戦艦は︑ちやうど大きな鯨がもりを食つ

八伽5

八梱9 ︑子どもたちには︑大きな喜びです︒春が
八撹7 平洋まで吹いて行く大きな風です︒黄色な
八燭7 かかへもありさうな大きな夕日です︒見渡

い道の爾側には︑大きなささが︑ぼくら

せっけい

響く黄色な花は︑大きなのが﹁しなのき

もとには︑かなり大きな雪渓が見おろさ

も切れるばかり︑大きなますや︑さけが

安三等に取っての大きな苦心であった︒

んでゐます︒その大きな︑力強い調子に
︒世界でいちばん大きな果物といはれる

はるかな草原に︑大きなすすきの穂が波

の中の机の上に︑大きなとかげがちよこ

南へずっと連なる大きな島が見えて閉る

タンの子どもが︑大きな頭を振りながら

得る︒坑口には︑大きな神棚があって︑

も︑仕事の相手は大きな岩であり︑山の

つて行く︒堅い︑大きな石が︑小さな難

倒れ落ちる︒その大きな石を二つに割り

奥深いお方だ︒大きな力で︑ぐんぐん

て行くのである︒大きな石が︑おもしろ

三メートルといふ大きなものになって︑

るものではない︒大きな水柱が︑遠い海

の中では︑灰色の大きな木を押し立てた
︑レキシントンが大きなからだを浮かし

波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を寓し

封照して︑まるで大きな七寳焼の置物で

たいせう

かあさん︒﹂弟が大きな聲で呼んだ︒立

目立つ︒一だんと大きなはんの木の間に

太陽の表面に起る大きなつむじ風だとい

つからない︒この大きな太陽が︑私たち

もした二本煙突の大きな客船の姿が窺つ

大名﹁いかにも大きな末廣がりぢや︒
つち
ついで運ぶのだ︒大きな槌で橋柱を打ち

ほど︑廣げれば大きな末廣がりぢや︒

たのにもまして︑大きな喜びであった︒

16

くぢら

と︑﹁ねむいな︒﹂と大きな聲を出した︒﹁︿

八柵8 あしがに﹂といふ︑大きなかにがゐました

十678 の舷側で︑みごとに大きな水柱と火焔をあ
十728 この波頭へ向けて︑大きな花束を落した︒
十838して使用し︑屋根に大きな赤十字旗をひる
十841てられた部屋には︑大きな机を用意し︑眞
十㎜9
張は︑突然大きな聲でどなった︒

八鵬8 ぎり平な地平線に︑大きな夕日が赤々とは

八鵬6 となものです︒その大きなこと︑何といつ

九202国 る時にも︑熱帯の大きな木やかづらがか

て青る︒片手には︑大きな毛抜きのやうな

十㎜9 那のやうに︑善くて大きな國では︑交通路
はれつ
げつけた︒爆弾は︑大きな音をたてて破裂
−〇

九4810 鉢巻をした若者が︑大きな魚をてんびん棒 五茄3

＋鉗12 ばんさわがしくて︑大きな音をたてるのは

91

92
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132

203

21了

209

21了

221
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1了

16

18

34

48

80

84

123

104

130

130

九486 うなかじきまぐろ︑大きなさめllその白＋
九494 儀よく並べられる︒大きな魚にまじって︑

十㎜8 屋がさうだ︒朝早く大きな聲で叫びながら

わし雲よりぐっと大きな塊になって︑群

す︒太陽や月が︑大きなかさを着るのは

へたりするのは︑大きなあやまりである

︒ああ︑自然の大きな脈樽︒松花江

みゃくはく

龍江が︑ひとつ大きなあくびをしてか

なければならない︒大きな水槽をのせた一

すみさう

をお買ひなさい︒大きな金魚に︑小さな

九815 さうに眺めました︒大きな犬ぐらみの大き
九888 いところに︑かなり大きな星が一つ見える
九925 遠くに見える星ほど大きな圓をゑがきます
九932 ︑それらの星の列に大きな熊の形を考へた
九描7園 のですから︑厚い大きな手袋をはめてゐ
しか
九櫨8 間には︑すばらしく大きな鹿の角と三日月
九伽10 る︒たちまち狼介の大きなからだが︑鹿介

九椥4光ってみる︒狼介の大きなからだは︑もう

18355
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おおきなさる一おおごえ

おおきなさ・る
イ︾

﹇中 起 ﹈ ︵ 五 ︶ 一

﹇御 置 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

オオキナサル

おおきなさる

一一棚3囹サア︑早ク野里キナサイヨ︒
おおきなさ・る

︽一

︽一

て︑

十二601

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの

﹇多﹈︵副︶3

多く

人々の一致した意見であった︒
おおく

九柵1

長い職に︑尼子方は多く討死し︑

イ︾

源氏のものども多く手を負ひ︑射殺さる︒

その他の諸艦も多く相ついで沈没せり︒
おほぐし
﹇大串﹈︹人名︺2 大串 大串

十佃8図
おおぐし

大串か︒

畠山︑﹁︿略﹀︒﹂といふまま︑大串をつか

んで岸の上へ投げあげたり︒

十脳4図

十欄9図圓

おほぐし

十一547図

四587囹 これをおまへにあげるから︑だいじに
大きに

大君

一豊︑大きにおどろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と喜

﹇大﹈︵副︶1

しまっておおきなさい︒
おおきに
九676図
び︑またうらむ︒

﹇大君﹈︵名︶6

大串の次郎重親

むさし
﹁武藏の國の住人︑大串の次郎重親︑

宇治川のかち渡りの先陣そや︒﹂と名のりたり︒

三惑7図鑑

1

みたて
十193図魍 汝︑ますらをなれば︑大君の御楯と起 おおぐしのじろうしげちか ﹇大串次郎重親﹈︹人名︺

おおきみ
ちて︑たくましく︑ををしく生きぬ︒

十871図團 たむかひしかたきも今日は大君の恵み
の露にうるほひにけり

多く

いつも

﹇大国主命﹈︹人名︺4

大國

そこへ︑大國主のみことといふ神様が

おおくにぬしのみこと

四857

主のみこと

この大國主のみことも︑﹁︿略﹀︒﹂とおた

おいでになりました︒
四863

大國主のみことは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃ

つねになりました︒

大熊座

喜んで大國主のみことに︑﹁︿略﹀︒﹂と申

いました︒

四869
四875

大熊座

おほぐま

﹇大熊﹈︵名︶1 大熊

しました︒

おほぐま

まつ︑北斗七星とその附近にあるいくつか

﹇大熊座﹈︵名︶2

九88図大熊

おおぐま

おおぐまざ

九931

北斗七星とどうやら似た小さなひしゃく形

の星を加へて︑大熊座といひますが︑

九934

に連なるのを︑大熊座に封して小熊座といひ︑

近所の人たちがかけつけた時︑少年は︑頭

大ごゑ

大巾

ああああ︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑私は思はず大憲でいひまし

﹁︿略﹀︒﹂と大聲に呼びながら︑文治が立ち

八798

義光は大壷に︑﹁︿略﹀︒﹂とつめ寄った︒

﹁やあ︑兎︑兎︒﹂と大聲に叫んだ︒

撃したりします︒

七795国﹁わあっ︒﹂と大鳥をあげて︑はげしく突

七638

あがりかけると︑

六盟4

た︒

六862團

ああああ︑ お話します︒

うちの赤ちゃん大ごゑで︑

﹇大声﹈︵名︶8

と足に大けがをして︑道ばたに倒れてゐました︒

七2410

二278 カニハ大ケガヲシマシタ︒

大國主神が︑出雲の海岸を歩いていらっ おおけが ﹇大怪我﹈︵名︶2 大ケガ 画けが
﹁︿略﹀︒﹂と︑大國主神は︑お供の者におっ

大國主神は︑かかしに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

大國主神は︑﹁︿略﹀︒﹂

三387圃

大國主神は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっしゃいます おおごえ

﹁︿略﹀︒﹂と︑大國主神は︑その神様に︑お

五606

大國主神は︑たいそうお喜びになって︑少

やまた

天の岩屋︑八岐のをうち︑大國主神︑

大國主神は︑おどろいて︑﹁︿略﹀︒﹂

彦名神を︑おうちへおつれになりました︒

五614

五593

たつねになりましたが︑へんじをなさいません︒

五588

と︑

五581

しゃいましたが︑

五571

しゃいますと︑

五565

神

十二398図圏 今日よりはかへりみなくて大君のし おおくにぬしのかみ ﹇大国主神﹈︹人名︺9 大國主
みたて

この御楯と出で立つわれは

へ
大君の邊

十二403 いやしい身ながら︑大君の御楯となって
出嚢するのである ︒

かへりみはせじ︒

十一一417図魍 山行かば草むすかばね︑
にこそ死なめ︑

十二4110 山を進むなら︑草の生えるかばねともな
﹇多﹈︵名︶5

れ︑大君のお側で死なう︑
おおく

八904 かうして︑多くの品物が︑自由自在に集つ
たり︑散らばったりするので︑

九六3 さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く
の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒

五626

十一305 女の使ふ敬語には︑やや特殊のものがあ
る︒多くは家庭で用ひる物品などに封して︑﹁お

十一個2

︿略﹀等の神代の尊い物語を始め︑

なべ﹂﹁おさかな ﹂ ﹁ お 召 物 ﹂ と か ︑

十一一577 もろもろの尊者︑多くの天人たちが現れ

おおこる一おおす

220

十241 五兵衛は︑大手にいった︒
ものと見える︒
﹇御怒 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

おおこる

︽ーリ︾

十二789園や︑物の欲しい時は︑大事に呼ばはる
おおこ・る

五㎜8囹 にいさんはおおこりになるだらうな︒

八954

川や堀に︑何千といふ船が通ってみるのは︑

電車の焚達してみることも︑飛行場のある

大阪でなくては見られないけしきです︒

八957

大阪が︑水の都として饗達し︑また︑煙の

ことも︑大阪のほこりの一つになってゐます︒

八962
十一293

私のをぢは︑大阪にをります︒

私のをぢさんは︑大阪にをられます︒

都と呼ばれて︑今日のやうな大都市となったのは︑

八37 十八 大阪⁝⁝⁝八十八

慶喜は︑事のすこぶる重大なのを知って︑

おおさか ︹課名︺2 大阪
十一298
大阪

大阪騨

十一一㎜2

﹇大阪﹈ ︹ 地 名 ︺ 1 8

﹇大阪駅﹈︵名︶2

汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日でも︑

大阪騨から南へ︑御堂筋といふ大通を進む
なかのしま

﹇大阪港﹈︵名︶1

大阪湾

大阪港は︑防波堤が遠く績き︑港内の岸壁
﹇大阪城﹈︵名︶1

大阪城

大阪湾

名所としては︑まつ大阪城があります︒
よど

﹇大阪湾﹈︹地名︺1

︽ーイ︾

日本の國は︑わが子わが孫︑その子その
さうして︑天照大神のおことばどほりに︑
﹇大騒﹈︵名︶5

大さわぎ

四93

こんな大きな木のことですから︑それ

﹁きゃっ︑きゃっ︒﹂と大さわぎをして︑

おちいさんやおばあさんは︑大さわぎで

はそれは︑大さわぎでした︒

四361
す︒

四967

︵形︶

5 多し

島なれば

大いなる島八

︽ーカリ・ーク・ーケ

不意を討たれて︑平家の軍は︑上を下へ

ぶたもひつじも︑いっしょになって大さわ

豆を拾ひました︒

五189
ぎです︒

八306図

﹇多﹈

の大さわぎ︒
おお・し

九45図圃島々かず多ければ︑

レ・ーシ︾﹇▽おそれおおし

島なれば山うるはしく︑

つあれば︑ 國の名は大八洲國︒

九56図圃

この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か

海めぐらせり︑ 山の幸海幸多く︒

雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の

いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑

りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

九677図国

九6810図

ぞとにひねもす聞ゆ

十搦8図圓

やさしいやうでををしくて︑

たふとい

みたて

汝︑ますらをなれば︑大君の御楯と起

まことにををしい精神を傳へ︑忠勇の心

勝報上聞に達するや︑司令長官にたま

﹇仰﹈︵下二︶1 仰す ︽iセ︾

十一5710図

おお・す

がみなぎってみる︒

十二421

ちて︑たくましく︑ををしく生きぬ︒

十195図圃

脱ぎ捨て︑尼子勝久と名のった︒

九個5 小僧さんは︑ををしくもかういって︑衣を

お山︑神の山︒

四52圏

市を貫ぬいて流れる淀川は︑いく筋にも分 おおし・い﹇雄雄﹈︵形︶4ををしい︽ーイ・ーク︾
れて︑西の大阪潜に注いでゐます︒

八898

おおさかわん

八925

おおさかじょう

には︑一揖トン級の汽船が横づけになります︒

八949

おおさかこう

と︑︿略﹀︑中之島といふところへ來ます︒

八908

空がどんよりとくもったやうに見えます︒

八888

おおさかえき

大阪から海路江戸へ編つた︒

八887 十八 大阪
おおさか

ます︒

八227国旅客機で朝だてば︑夕方には大阪に着き

八893 大阪は︑實に日本第一の工業都市で︑各種

八889 大阪は︑煙の都とさへいはれ︑
の工業がさかんに行はれます︒

八896 大阪は︑また︑昔から商業のさかんなとこ
ろです︒

八901 大阪は︑水の都ともいはれてみるのです︒
八902 大阪の港に集って去る船の積荷は︑小船で︑
この川や堀を傳はつて︑大阪の満々にあげられま
す︒

八903 大阪の町々にあげられます︒

八903 また︑大阪の物産も︑堀や川を通って港へ
送られます︒

たり︑散らばったりするので︑しぜん大阪が︑一

五964盗みことよ︑行ってお治めなさい︒

八906 かうして︑多くの品物が︑自由自在に集つ おおさめなさ・る ﹇御治﹈︵五︶1 お治めなさる
大商業都市として焚達したのです︒

おおさわぎ

日本の國をお治めになりました︒

五梱8

孫の︑次々にお治めになる國であります︒

五964園

八907 水の都ですから︑大阪には︑大小必至百と おおさ・める ﹇御治﹈︵下↓︶2 お治める ︽ーメ︾
いふ橋があります︒

てん

八919 さう廣くはありませんが︑大川をめぐらし
とよとみひでよし

た眺めは︑いかにも大阪らしいけしきです︒
守閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒

しゅかく

八928 豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天
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へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

つらぬによって︑汝を討てとの勅をかうむり︑

オホゼイ

オホゼイ

おほぜい

かれが天武天皇の仰せによって︑︿略﹀︑

﹇大勢﹈︵名︶33

古いいひ傳へをそらんじ始めたのは︑

十一桝4

おおぜい

勢

にかこまれながら︑

四417 かぐやひめを乗せた車は︑大勢の天人

りて來ました︒

四398 その時︑大勢の天人が︑雲に乗ってお

えいや︒﹂とこぎました︒

四109 大勢のせんどうが乗りこんで︑﹁えいや︑

ることになりました︒

四102 そこで︑大勢の大工を集めて︑舟を作

いてるました︒

三674新しいゆかたをきた人が︑おほぜい歩

一663 オホゼイデ︑ニギや門門ヲドリマシタ︒

ヨッテ ナンノサウダン︒

一603團 メダカサン︑ メダカサン︑

大

七176園 汝︑おそれ多くも︑朝廷の仰せに從ひま

は︑朝廷の仰せにも從ひませんでした︒

七144 熊襲のかしら川上たけるは︑︿略﹀︑のちに

くまそ

て︑持ってまみりました︒

六238園遠い︑遠い國のたちばなを︑仰せによっ

乗って︑遠い︑遠い外國へ行きました︒

六203 垂仁天皇の仰せを受けた田道間守は︑船に

すみにん

おおせ ﹇仰﹈︵名︶5 仰せ5おんおおせ

以上もありますが ︑

八117 日本からオーストラリヤまでは︑一蓋キロ

ラリヤまで行くのがあるといふことです︒

八88 中には︑さらに海を越えて︑遠いオースト

オーストラリヤ ︹地名︺2 オーストラリヤ

オーストラリヤーおおせる

四817

わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに

その時︑大勢の神様がお通りになって︑

仲間を大勢つれて來ました︒
四846
﹁︿略﹀︒﹂とおたつねになりました︒

翌翌できずを受けたり︑病氣になったりし
南の國から︑大勢の仲間をつれて來て︑北

た兵たいさんが︑大勢いらっしゃいました︒

四㎜4
四価7

大勢の神様が︑お集りになって︑﹁︿略﹀︒﹂

風をどしどしと追ひまくります︒
五45

大勢の神様は︑どっとお笑ひになりました︒

と︑ごさうだんなさいました︒

五71

大勢の神様は︑手をうってお喜びになりま
おたまじゃくしは︑毎日︑大勢の兄弟や仲

五86
した︒

五208

間といっしょに︑池の中を泳いでゐました︒

しかし︑入れ代りに︑大勢の人が︑どやど

みいくさびと

お供をしてみた大勢の御軍人たちも︑ね

七327

せやく院には︑大勢の病人がおしかけて︑

ら︑相談でもしてみるやうに見えます︒

八71 大勢の燕が並んでみるのを見ると︑何かし

ぼくたちの一行が大勢やつて來たので︑宿

九矧3 見送りに來た母が︑大勢の人にまじって見
える︒

九鵬10

これを聞きつけて︑子どもが大勢集る︒

舎がせまくなった︒

十畑3

十一6310図爲朝︑しばし支へて防ぎけるが︑敵は

敵は大勢なり︑もし矢墨きて打物に

大勢なり︑︿略Vと思ひて︑門の内へ引く︒

ならば︑︿略﹀︑つひにはかなふべからず︒

十一653図國

正季︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑七百当路を前後

に立てて︑大勢の中へかけ入りけり︒

十二909図

十二㎜5図

﹁︿略﹀︒﹂と仰せ出されければ︑正行︑

おおせいだ・す ﹇仰出﹈︵四︶1 仰せ出す ︽ーサ︾

頭を地につけて︑とかくも申しあげず︑

つに仰せくだされ候︒

十126平坪何にてもゑんりよなくいへと︑しんせ

︽ーレ︾

大勢の神様が︑お供をなさることになりま おおせくださ・る ﹇仰言﹈︵下二︶1 仰せくださる

やとはいって來ました︒

五731
五975
した︒

六48

むくなりました︒

大勢の人が︑並んで演奏してゐます︒

武

御鏡に︑御玉と︑御書をおそへになって︑

天照大神が︑たけみかつちの神といふ強

日本でいちばんお強いあなたは︑日本

やまと

﹁︿略﹀︒﹂と仰せになって︑天皇はお目ざめ

こ

皇子と仰せられますやうに︒

たけるのみ

七181園

になりました︒

六78

い神様に︑かう仰せになってゐます︒

六56

あまてらすおほみかみ

︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになりました︒

五973

と仰せになりました︒

五967天照大神は︑ににぎのみことに︑﹁︿略﹀︒﹂

あまてらすおほみかみ

﹁何だ︑何だ︒﹂といひながら︑まはりに︑ おお・せる ﹇仰﹈︵下一︶12 仰せる ︽ーセ︾

大勢の船方が︑みんなこれに合はせて︑

若い人たちが︑大勢その家に集って︑

大勢集って來ました︒

六863團

六988

六伽7

次から次へ︑大勢の生徒さんたちが︑足並

﹁やつさ︑やつさ︒﹂と網をたぐります︒

六側4
六襯2

海岸は︑一面に潮が引いてみて︑もう大勢

みをそろへて行進して來ます︒

七67

朝から︑大勢の人が出はいりしました︒

の人たちが︑潮干狩をしてゐました︒
七152

おおそら一おおなみ
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テンイウ

クワウソ

フ

て︑それが眞黒な大空に突つ立ってるるとしたら︑

ごつごつした火山が︑到るところにそびえ

十437図庭前の柿の梢は︑大空に墨給をゑがき︑

十414

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と仰せられてみる︒

日本帝國天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒

十558 ﹁天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇酢ヲ要脚ル大
十563

大空

しゅくん

それは︑大空の一角にそそり立つ御影石

澄みきった大空のもとに︑ナチブ山が
あさみどり澄みわたりたる大空の廣

がい

島々は︑大空の星座のごとく並び︑

顛動輝く海の荒鷲が︑大空高らかに︑凱

歌をあげて基地へ蹄るところである︒

か

十二加12

十一一㍑3圃

きをおのが心ともがな

十二56図書

青々とそびえてみる︒

十一梱9

の岩塊である︒

十一958

旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒

わが偵察機は︑なほも大空をめぐりながら︑

十709

すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられた

﹁︿略﹀︒﹂と仰せられ︑

十一84 それをお受け取りになった母宮殿下は︑
十二6210

法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せら

だけで︑やがて御退出になった︒

れた︒

十二647

十二描9圃 満洲國皇帝陛下は︑︿略﹀︑御用掛吉岡
少將に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられ︑

十二佃7囲 お電話があり︑吉岡少將がふたたび参
﹇大空﹈ ︵ 名 ︶ 1 8

狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑︿略﹀︑

四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒
おほなぎなた

右に持って︑散々になぎ倒す︒
おほだち

だ

おほだち

はね

十㎜9図矢も皆書きければ︑大太刀︑大長刀を左

九衡10

まぶしく おおたち ﹇大太刀﹈︵名︶2 大太刀

進ずると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑陛下は仰せられた︒

おおそら

ま白な雲が浮いてみる︒

五943囲 あすからうれしい夏やすみ︑
晴れた大空に︑

分けながら︑勇ましくおくだりになりました︒

五梱3 ににぎのみことは︑︿略﹀︑大空の雲をかき

八282圃大空の一角に︑ 飛行機の爆音︑

え

江田・大館・里見・鳥山・田中・羽
もものみ

大綱

水の底には大綱あるらん︒

﹇大綱﹈︵名︶1

十齪2図國

おおつな

川・山名・桃井の面面を始めとして︑

がは

十一248図

八938 堀ばたの廣場に︑教育塔がそびえて︑白い おおだち ﹇大館﹈︹人名︺1 大館
姿を︑くっきりと大空に現してゐます︒
八㎜1圃 この大空のはてのはてまで︑私たちは︑
︿略﹀︑じっと︑にらみ渡してみるのです︒

九142 青々と大空をおほふ檜の大木が︑

おおつぶ

佐々木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる
﹇大粒﹈︵名︶3

大ツブ

大粒

大綱どもを︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑

十皿4図

九909 ところで︑大空の他の星は︑時刻によって おおつなども ﹇大綱共﹈︵名︶1 大綱ども
﹁天皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑若き血潮に︑

かなりあり場所が攣って行きます︒
十177図圏
こんじやう

大空の積齪雲をいうどりぬ︒

十一圏6

今まで晴れてみた空が急に暗くなって︑
大粒の雨が︑ものすごい音をたててゴム

大粒の雨が降りだした︒

十一91

十272 紺青の大空には︑書の月がうっすらと出 一504 大ツブノアメガ︑オチテキマシタ︒
て︑日は西へ傾きかけてみる︒

がん
十302 タベの光をかすかに残した大空を︑雁の群
が渡ってみる︒

の葉をたたき︑しぶきをあげ︑

これを軍の初めとして︑大手・からめ

﹇大手﹈︵名︶1 大手

十一215図

おおて

大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑大

﹇大手﹈︵名︶1 大手

手︑城の内︑をめき叫んで攻め戦ふ︒
おおで

十三3図

﹇大通﹈︵名︶3 大通

音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑

おおどおり

八908 御堂筋といふ大通を進むと︑
ぶた
大通を︑豚がぞろぞろと歩いて行く︒
十圏7

十一那7

さ

へぎ

武門の家である大伴氏・佐伯氏が︑上代

おほとも

廊下は︑いはば部落の大通である︒
おほとも
﹇大伴氏﹈︹人名︺1 大伴氏
おおともうじ

大伴

おほともの

﹇大伴家持﹈︹人名︺1

からいひ傳へて來たのを︑

十二412

やかもち

おほとものやか

上代からいひ傳へて來たのを︑大伴家

おおとものやかもち
家持

持が長歌の中によみ入れた次のことばは︑

もち

十一一413

拝するかしこさ︒

かねの鳥居がありま

神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊

日本一の大鳥居︑

﹇大鳥居﹈︵名︶3 大鳥居

七304圏

おおとりい

した︒

十43図

花の御紋章を

おほなぎなた

十51図左折して更に大鳥居を過ぎ︑

右に持って︑散々になぎ倒す︒

矢も皆書きければ︑大太刀︑大長刀を左

おおなぎなた ﹇大長刀﹈︵名︶1 大長刀
おほなぎなた

十柵9図

大波

大波小波

一かさ水をかくと︑舟は七つの大波を

﹇大波﹈︵名︶4

四114

おおなみ

あすからうれしい夏やすみ︑

乗りきって︑鳥のとぶやうに走ります︒
五955囲

うち寄せて︑ 海がわたしを待ってみる︒
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おおのやすまろ一おおやまどおり

うにゆれてみた︒
びや う ぶ

れんげ

わしは

十532 私は︑學校へ急ぎながらも︑胸は大波のや
ひ だ

おほのやすま ろ

十一938 飛騨山脈が︑蓮華・鷲羽・水晶・五郎と︑
大波のやうに︑屏風のやうに︑
ひえだのあ れ

おおのやすまろ ﹇太安万侶﹈︹人名︺1 甲唄萬侶
おほのやすま ち

十﹇帽1 比重萬侶は︑稗田阿禮がそらんじるわ
大廣場

が國の古傳を︑文字に書き表すことになった︒
﹇大広場﹈︵名︶1

八209團 町には︑いくつかの包子がありますが︑

おおひろば

﹇大船﹈︵名︶2

大船

大船の通
われは拾

私は︑給はがきにある大廣場がすきです︒
おおふね
うらやす

浦安の國そこの國︒

九66図圃 黒潮のたぎるただなか︑
ひもしげく︑

十一価2図圃 いで大船を乗り出して︑
はん海の富︒

おおふねども ﹇大船町﹈︵名︶1 大船ども
十一231図 沖四五町がほどに大船どもを並べて︑
横矢を射んとかまへたり︒
おおまえ

﹇大前﹈︵名︶1 大前
しんぺう

十二柵5圃 陛下は︑汐田神廟に御参進︑天照大神
﹇大﹈︵形状︶1

大まか

の大前に︑御心ゆくまで御拝をあそばされた︒

おほまけ

大祭

五79

神様がたは︑さか木を︑ずっと前へお出し

てらすおおみかみ
になって︑鏡を大神に見せておあげになりました︒

大神はふしぎにお思ひになって︑少し戸の

外へ出ようとなさいました︒

五79

大神授けたまひし︑稻の穗のそよ

おほみかみ

九62図團

大御心

明治天皇は︑特にこのことに大御心をかけ

﹇大御心﹈︵名︶3

ぐかぎりは︑あし原の中つ國なり︒
九119

おおみこころ

大御心のかたじけなさ︑そぞろに涙のわ

させられ︑

十69図

き出つるをおぼゆ︒
むさしの

昔の武藏野の面影︑そのまま今に残りて︑
︹題名︺1

大水

大水

﹁これでは大水だな︒﹂張は︑遠くを流れ

﹇大水﹈︵名︶1

大水

とこしへに大御心をしのびまつるも︑

十95図
おおみず

十脳1
おおみず

﹇大宮﹈︵名︶1 大宮
ひをけ

てるる川の音に︑耳をすました︒

十川3園
おおみや

は霜やふむらむ

十二69図圃大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人

大宮人たちは︑かうした心持を心ゆくま
大御代
明治の大御代から昭和の今日まで︑

﹇大御代﹈︵名︶2

天地の榮えるこの大御代に生まれ合はせ
大昔

大昔のことです︒

﹇大昔﹈︵名︶1

大神←あま おおむね ﹇大旨﹈︵副︶1 おほむね

三131

おおむかし

たのを思ふと︑

十一麗5

九1010

おおみよ

で味はつて︑都の春を讃しんだのでした︒

十一鵬5

十ニー95 石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい仕 おおみやびとたち ﹇大宮人達﹈︵名︶1 大宮人たち

おおまか

﹇大負﹈︵名︶1

事をしてみるやうで︑決してさうではない︒
おおまけ

﹇大祭 ﹈ ︵ 名 ︶ 1

十加3園 にほひも砂糖もおほまけだ︒
おおまつり

大御歌

六拍1間 としも豊年満作で︑ 村はそう出の大祭︒
おおみうた

﹇大御歌﹈︵名︶1

しのびまつれば︑

﹇大御神﹈︵名︶3 大神

おほみかみ

十63図 つつしみて︑御在世中の大御歌・御歌を
おおみかみ

わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑

うつりよう

十一552図

﹇御思﹈︵五︶6

お思ふ

︽ーヒ︾

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑
おおも・う

外へ出ようとなさいました︒

五79 大神はふしぎにお底ひになって︑少し戸の

みことは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑

五305 ふしぎにお思ひになって︑尾をさいてごら

五265

五309

お子様たちは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑みことはお思ひになりました︒

んになると︑

六518

尊の御をば七姫命は︑尊が二度の大任を

やまとひめのみこと

みんな逃げておしまひになりました︒

お受けになったのを︑勇ましくも︑また︑いたは

七194

﹇大矢﹈︵名︶2 大矢

しくお思ひになったのでせう︑
おおや

つがひ︑ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

十一647図願ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち

大八洲

大八洲

十一663図﹁︿略﹀︒﹂とて︑例の大矢を打ちつがひ︑

︹雷名︺2

おほやしま

堅めてひようと射る︒

大八洲

大八洲⁝⁝⁝四

おおやしま

一

一

やま

大いなる異事

大八洲國

おほや
黒潮と鵬風と︑その焦慮に︑神は大八

おほやしま
﹇大八洲﹈︹地名︺1 大八洲

おほやしま

九41

九22
おおやしま
しま

十二襯9圃

國の名は大八洲國︒

島々かず多ければ︑

﹇大八洲国﹈︹地名︺1

洲を生み︑皇祖皇宗は國を弘めたまふ︒

九47図圃

おおやしまぐに
つあれば︑

大山通

日向を船出して︑都したまうた國は大

﹇大大和﹈︹地名︺1 おほやまと
ひうが

おおやまと

稚︑わが大日本はおほやまと︑

十二捌6圓

おおやまどおり ﹇大山通﹈︵名︶1

おおゆき一おかあさん
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みなさうです︒

のぎ

﹇大雪﹈︵名︶1

大雪

とうがう

大よろ

八201国 大山通とか︑乃木町とか︑東郷町とか︑
おおゆき

四784圏國 山は大雪︑ 日はくれる︒
おおよろこび ﹇大喜﹈︵名︶6 大ヨロコビ
こび 大喜び

一654 スズメハ︑大ヨロコビデ︑オヂイサンヲ
オザシキヘトホシマシタ︒

オオリ

大わらは

九㎜10囹

九㎜11

あそこの岡を知ってみるかね︒

三匹ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑

おかあさん
オカアサン

おかあさん

﹇御母﹈︵名︶幡

オカアサンガオッシャイマ

おかあさ

オボといふのは︑︿略﹀︑小高い岡に作られ

作業場は︑かなり離れた小高い岡の上であ

谷を渡り︑走って行く︒

九卸1
る︒

いつみ

九㎜5
︹題名︺2

たり︑泉のそばにまうけられたりする︒

おかあさん

十備9
ん

おかあさん

﹁︿略﹀︒﹂ト︑

一263囹︸オカアサン︑タダイマ︒
シタ︒

︻463

﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカアサンガオッシャッテ︑

ソノネモトニ︑水ヲ主宰ケニナリマシタ︒

一474

オカアサンバ︑イソイデアマドヲオシメ

ワタクシバ︑オカアサントイッショニア

ニナリマシタ︒

一505

一516

V

オカアサンガ︑大キナオイモヲニツ

デニナリマシタ︒

オカアサンガ︑キモノヲヌッテイラッ

モッテ來テ︑灰ノ中へ零丁レニナリマシタ︒

二462

シャイマシタ︒

オトウサンモオカアサンモ︑大矩ロコビ

二472 オカアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマ
シタ︒

二662

デ︑﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒

アゲル

コト

オトウサントオカアサンバ︑サウダンシ

テ︑オ日サマノトコロヘオヨメニ

二668

ソノワキニ︑オトウサントオカアサン

ニシマシタ︒

S團

花子さんは︑おかあさんといっしょに︑

ガオカケニナリ︑
三396

おいしゃさまは︑おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂

はのおいしゃさまへ行きました︒
三408

とおっしゃいました︒

おかあさんが︑﹁︿略V︒﹂といって︑だい

三424 おかあさんといっしょに︑おいしゃさま
のおうちを出た時︑
三623
ワタクシバ︑オカアサンヲヨビマシタ︒

を持って來てくださいました︒
一53一

三671 私は︑弟の一郎といっしょに︑おかあさ
んについておまるりをしに行きました︒
オカアサンガオッシャイマ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑
シタ︒

一537

おかあさん︑私は︑きのふをばさんと

おかあさんに見せてあげると︑﹁︿略﹀︒﹂

とおっしゃいました︒

三777

いっしょに︑海へ行きました︒

三744国

舞みました︒

おかあさんも︑私も︑一郎も︑いっしょに

三679 おかあさんに手を引かれながら︑おされ
るやうにして︑はいでんの前へ出ました︒
二95

オカアサン︑アシタバオ天キデス︒

ニイヒツカッテ︑ハガキヲ出シニイキマシタ︒
﹁︿略﹀︒﹂トイヒマスト︑オカアサンバ︑

ニー13園
ニー15

墨壷アサンモ︑ボクモ︑弟モ︑ハタケニ

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

二335

オカアサンガ︑カンナクヅヲモッテオイ

出マシタ︒

二344

三686

少シタッテカラ︑勇サンバ︑オカアサン

マドヲシメマシタ︒

一一
一一

二662 オトウサンモオカアサンモ︑大一二コビ 四578 おかあさん

岡

きねん

R5

V8

デ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ト思ヒマシタ︒

三693 一郎は大よろこびでした︒
五188 ﹁わあっ︒﹂と︑子どもたちは大喜びです︒
六221田道間道は︑大喜びでそれを船に積みまし
た︒

﹇大﹈︵形状︶1

はこは馬に近づく︒
おおらか

﹇御冷﹈︵ 名 ︶ 一

チン︒
ねんれう

そしう

﹇丘﹈︵名︶6

のぎかつすけちゆうゐ

九㎜6園 その手前の岡に︑乃木勝典中尉の記念
ひ
碑があるのです︒

るとかすみ水牛あゆむ

九372図心蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば

おか

十612 整備員は︑燃料積み込みに大わらはである︒

おおわらわ

﹇大童﹈︵形状︶1

ニ455圏 オオリハオ早ク︑ ウゴキマス︑チン

おおり

たり︑︿略﹀︑ お ほ ら か に の び て 行 く ︒

十惣2 子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ

おほらか

五668団國 ﹁オーラ︑オーラ︒﹂といひながら︑こ

お一らお一ら ︵感︶一 オーラ︑オーラ

で︑銃や劒を見せてもらって大喜びの弟︑

八625 ｪ﹀︒﹂といってみる兵隊さん︑そのそば
「〈
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おかあさん一おかあさん

三805圃 おかあさんのあとをおっかけて行っ
て︑ときどき︑おちぢをさがすのでせう︒

三863 となりのへやに︑勇さんのおかあさんと
ねえさんが︑湿て見ていらっしゃいました︒
三866 おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おほ
めになりました︒
三963 おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑お喜
びになりました︒

んのしたくをしていらっしゃいました︒

三967 おかあさんは︑︿略﹀︑もうすっかりおぜ

とうれしさうにおっしゃいました︒

四143おかあさんもかけて來て︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

四149 おかあさんはお茶を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂と
おっしゃいました︒

四579 おかあさんが︑長い間病氣でねてゐま
したので︑

四584 ある日︑おかあさんは娘をそばへ呼ん
で︑何か包んだ物をわたしました︒

豆を庭へ向かって元氣よくまきますと︑

おかあさんと四人

おかあさんが雨戸をぴしゃりとおしめになり

四982
ました︒

おとうさんは出征︑
おかあさんが待ってる︒

八百屋だ︑毎日︒

五761圃
で︑

五777圃

おかあさんと︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑あちらでおかあさんの聲がし

五816園おかあさん︑川へ行ってもようございま
すか︒

た︒

五819

五854

寒い日の朝︑おかあさんといっしょに︑停

えん日へ行って︑すず虫を買ってかへった︒

日原5

稻を刈ってゐられたおとうさんと︑おかあ

車場まで見送ってやりました︒

六99

私も︑何か手つだはうと思って︑おとうさ

さんは︑腰をのばしながら︑

六129

んや︑おかあさんの方へ行きました︒

おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑

どうぞ︑おかあさんによろしくおっ
しゃつてください︒

六174団

私は︑また弟の方へ行きました︒

六138

まとめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒

四587囹 もしおかあさんにあひたかったら︑こ 六133 おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を
れをあけてごらんなさい︒
四589 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑おかあさんは︑まも

なくなくなってしまひました︒

四595娘は︑ふと︑おかあさんのくださった物
のことを思ひ出しました︒

おかあさんは︑目をまるくして︑﹁︿略﹀︒﹂

おかあさん︑來てごらんなさい︒
六663

ぼくは︑おかあさんを引っぱるやうにして︑

六691

﹁︿略﹀︒﹂しばらく見てゐられたおかあさん

おとうさんを送り出してから︑おかあさん

は︑おっしゃった︒

六674

つれて來た︒

六666

六662囹

四604 子どものやうですが︑なくなったおかあ 六659 急いで︑おかあさんのところへ行った︒
さんにそっくりでした︒
四606園 ﹁おかあさん︒﹂といって︑鏡をだきし
めました︒

四665 花子さんは︑おかあさんから大きな紙の

すに入れ︑神だなにお供へになりました︒

箱をいただいて來て︑
四952 おかあさんは︑豆をたくさんいってま

は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑出て行かれました︒

おかあさん︑うち中で︑みもん袋を作っ

六716 朝︑おかあさんに呼び起されて︑目をさま
すと︑

て送ってあげませうよ︒

六803園

六808 ﹁︿略﹀︒﹂と︑私がいふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑お

おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

かあさんがいはれました︒
六821

みようなどとは︑おとうさんも︑おかあさんも︑

六識4園 わたしが︑ここで︑こんなにしかられて

ゆめにもお知りにならないだらう︒

みなさんのおとうさんや︑おかあさんも︑

七253園 おかあさんは︑大丈夫でせうね︒

ゐられるはずです︒

七527

七541園 おかあさん︑行ってまみります︒

私は︑おかあさんにつれられて︑土方から︑
八626

おかあさんのおすきな花だから︑ちやう

夕飯の支度にいそがしいおかあさん︒

湯茶接待所へ手傳ひに來たのでした︒

八568

八慨1園

どいいでせう︒

て︑みんなのみるのをごらんになって︑びっくり

八二4 そこへ︑おかあさんが起きていらっしやつ
なさった︒

八槻9園今日は母の日ですから︑おかあさんのお

一郎さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑おか

手傳ひをしたのです︒

あさんも︑やっとおわかりになった︒

八窩1

御飯の時︑おかあさんが︑おとうさんに︑

﹁おしまひに︑おかあさんに記念品をさ

﹁ぼくのおかあさん﹂といふのであった︒

﹁︿略＞o﹂とおっしゃると︑

八伽2
八桝3

しあげます︒﹂といったので︑

山岳7園

八桝8
た︒

おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とにこにこなさつ

控壁3園 おやおや︑おかあさんをかいてくれまし
たね︒

八伽7 おかあさんは︑それをちよつとお重てにな

る

す

おとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんに

つて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

八楢10
おっしゃった︒

九225団 おとうさんの留守中︑おかあさんを助け
て︑家の仕事に精を出したり︑

九227国 ︿略﹀を︑おかあさんからの手紙で知つ
て︑おとうさんはうれしくてたまらない︒

直別8園﹁おかあさん︒﹂母は︑子にほほずりをし
ました︒

九321園 おかあさんは︑あの人といっしよに行か
なければなりません︒

九331園 ﹁おかあさん︒﹂子は︑もう一度母を呼び
ました︒

九352園 おかあさんに別れて︑さびしいかね︒
九384 そのことを︑おとうさんや︑おかあさんや︑
先生や︑お友だちに早く知らせたいと思ひます︒

九389圏 おかあさん︑あの人は︑えらいことをし

465ね15

おかあさん︑あの海峡をくぐるのね︒
おかあさん︑今︑海の底を走ってみる

あの下を通って來たのね︒

おかあさん︑ まるでおとぎ話のやうね︒
おかあさん︑

おかあさんには︑ うちの赤ちゃんの泣き

園圏圏．圏図

九㎜6園 おかあさんは︑あそこ︒

九鋤5園 おかあさん︑行ってまみります︒

聲がすぐわかるやうなものです︒

九九九

九九

たものですね︒

118104103の103102

おかあさんがえる一おかえる
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九㎜一

マルタも︑おかあさんといつしょにおりて
おかあさんの心は︑感心のほかはない︒

行った︒

十134園

おかあさんは︑一命を捨てて君恩に報い

よといってゐられるが︑

十139園

このわけをよくおかあさんにいってあげ

十二㎜6囹

﹇御母蛙﹈︵名︶1

﹁おかあさん︒﹂といった︒

おかあさん蛙

お返しいたす

どうぞ︑お返しくださいませ︒

﹇御返下﹈︵五︶2

︽一

お返しくだ

おきのどくですから︑羽衣をお返しいた

﹇御返﹈︵五︶1

天人の羽衣なら︑なほさらお返しはでき

︽一

おとうさん蛙とおかあさん蛙に︑﹁︿略﹀︒﹂

おかあさんがえる

といひました︒

三283

さあさあ︑金魚をお買ひなさい︒

おかいなさ・る ﹇御買﹈︵五︶1 お買ひなさる

野阜12囹

イ︾

四伽9園

︽ーシ︾

おかえしいた・す

ません︒

四伽2囹

おかあさんにさういって︑夕飯がすむとす おかえし ﹇御返﹈︵名︶1 お返し

て︑安心なさるやうにするがよい︒

十145園
十349
ぐ出かけた︒

おかあさん︑私は︑今日ほんたうに日本

﹁おかあさん︒﹂と︑かすかな叫びが聞か

の國のえらいことがわかりました︒

十574園
十欄6園

しませう︒

四湘9圏

どうぞ︑お返しくださいませ︒

といって︑羽衣をお返ししたら︑あなた

カレ木摺ノボッテ︑トノサマノ巳時ヘリ

﹇御帰﹈︵名︶一 オカヘリ

ヲマッテヰマシタ︒

ニ927

おかえり

は︑まはずにかへっておしまひになるでせう︒

四悪7圓

シ︾

おかえし・する ﹇御返﹈︵サ変︶1 お返しする

四伽5園

さる ︽ーイ︾

おかあさんは︑今日おいでになりません︒ おかえしくださ・る

おかあさんも︑いっしよに行きませうね︒

れました︒

十㎜7園
十一292

なくなられたあなたのおかあさんは︑
十二の時おとうさんをおなくしでしたが︑

十︻421囹

おかあさんも︑そばでにこにこしながら
どうぞ私に代って︑おとうさんやおか

眺めてゐます︒

十一484

十一503囹

おかあさんは︑さうお丈夫ではないん

あさんを︑だいじにしてあげてくださいね︒

十一504囹
ですから︒

その夜︑おとうさんも︑おかあさんも︑

七435

尊は︑

七188

明治天皇が︑明治丸といふ帆前船で︑北

お供へしたものをみんなさげてから︑神様

熊襲を討って︑都へお鰯りになった日本武

海道から︑横濱へおかへりになったからです︒

よこはま

五874園

リ︾

おとうさんも︑おかあさんも︑お元氣 おかえ・る ﹇御帰﹈︵五︶6 おかへる お蹄る ︽

口ぐせのやうに﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑

十一511

十一M7国

せんだって︑おかあさんからのお手紙

ださうで安心しました︒

十︻備3国

では︑おとうさんとおかあさんに︑よ

にも︑そのことが書きそへてありました︒

十一伽5團

﹁おかあさん︒﹂弟が大きな聲で呼んだ︒

ろしくお傳へください︒
十二㎜2園
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のお蹄りになる先述ひがとなへられました︒

九伽1囹 もっといろいろお聞きしたいのですが︑
をぢさんのお認りになる時間になりました︒

お顔

︵下一︶

1

おかくれる ︽一

げで︑たいそうよくなりました︒

七335囹おなかの病氣で︑長い間寝てゐましたが︑
このごろは︑おかげでだいぶよくなりました︒

七8010国圓今日も︑おかげで無事に終りました︒
私たちは︑いつもこのやうに︑わが國のこ

ほをりの命は︑腰をお掛けになる︒

ましたから︑私は掛けました︒

五縦7

﹇御飾﹈︵五︶2

おかざる

おかざりく

︽ーリ︾

お菓子

それから︑おざしきの床の間にも︑鏡餅

おくわし

おくわしをたべすぎましたね︒

﹇御菓子﹈︵名︶5

三401園

お菓子をもらふと︑子どもたちは︑おとな

さあ︑お菓子をあげよう︒

五193

さうして︑お菓子をたべながら︑歌を歌ひ

しく川のふちに腰をおろしたり︑

五191

五182囹

おかし

をおかざりになりました︒

四622

神だなをおかざりになりました︒

四613 もうすぐお正月なので︑おちいさんは︑

おかざ・る

﹇御飾下﹈︵五︶1

こんぶといつしょに︑お正月のおかざり

﹇御飾﹈︵名︶1 おかざり

七128囹

おかざり

にするでせう︒

ださる ︽ーイ︾

おかざりくださ・る

︽一

どうぞりっぱに最期をおかざりください︒

とばと文字のおかげをかうむつてるるのです︒

地上のあらゆる生物は︑この熱︑この光

おかげで︑錦ることができました︒

九
十二伽2

九㎜9園

星のおかげで︑昔から︑海員や船客たち

のおかげで生きてみるのである︒

十二川7

おかけくださ

は︑どんなにか慰められたことであらう︒

﹇御掛下﹈︵五︶1

どうぞ︑そこへおかけください︒

おかけくださ・る
︽ーイ︾

一一一餌1園

る

おかげさま

お掛けなさる

おかげさまで︑どうやら︑うちで仕事を

﹇御陰様﹈︵名︶1

六576囹

おかげさま

﹇御掛﹈︵五︶2

してをります︒
おかけなさ・る

紅をつけたお菓子もかざった︒

べに

始めました︒

十㎜1
ぼっちゃん︑ここへお掛けなさい︒

マン中二︑オヂイサントオバアサンガ
ソノワキニ︑オトウサントオカアサン
おまへ︑お掛け︒﹂と︑にいさんがいひ

正男サンガ︑アンマリジャウズニ︑オイ

六125

五柵6囹

私は︑をかしくなってふきだしました︒

をかしいな︒

をかしいなと思って︑煙突へ通じる口を︑

どうもをかしい︒

十一柵1

そのいひ方がいかにもをかしかったので︑

ふと見たとたん︑おやと思った︒

九7510

九727

ヲカシクナリマシタ︒

シャサマノマネヲスルノデ︑花子サンバ︑急ニ

二426

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

五708園

お掛ける

いや︑わたしは︑もうちきおりますから︑ おかし・い ﹇可笑﹈︵形︶7 ヲカシイ をかしい
﹇御掛﹈︵下一︶5

かまはずに︑お掛けなさい︒

︽ーケ︾

おか・ける

﹁︿略﹀︒﹂ト︑凶冷アサンガオッシャッテ︑

五722園

ガオカケニナリ︑

二785國

オカケニナリ︑

二782團

ソノネモトニ︑水ヲオカケニナリマシタ︒

一477

虚夢ケル

五715園

イ︾

十柵2園

2二葉命がけでほつたおかげですよ︒

王が幼年學校の生徒でいらっしゃった時︑ 九406

十一138 第一線から飛行機でお錦りになった王は︑
十﹁1510
﹇御顔﹈︵名︶1

北海道からお錦りになって御挨拶をなさったのも︑
おかお

覧になり︑

おがくづ
うるし

十一114 母宮殿下も︑御満足さうに王のお顔を御
﹇大鋸屑﹈︵名︶1

おかぐら

十㎜6囹米の粉と︑おがくつとを︑漆でねりAロは

おがくず

﹇御神楽﹈︵名︶2

せたもので︑

おかぐら

ます︒

六154団 お祭の日は︑おかぐらや︑すまふがあり

﹇ 御 隠﹈

すまふを見たりしたいと思ひます︒

六168團 氏神檬へお参りをしたり︑おかぐらや︑

レ︾

おかく・れる

おかげ

かくれになっていらっしゃいました︒

六229 思ひがけなく︑その前の年に︑天皇は︑お
﹇御陰﹈︵名 ︶ 1 3

四132 そのおかげで︑︿略﹀寒々は︑だんだん

おかげ

ゆたかになっていったといふことです︒
四464 おかげで︑金の牛は︑おなかがすいて
困るといふことはありませんでした︒
四876園 おかげですっかりなほりました︒
五梱1 おかげで︑利根は︑子犬のよくかかる病氣
にもならないで︑すくすくと育ちました︒

六742園 町のめぬきの場所が立ったのは︑まった
く警防團のかたがたのおかげです︒

七332囹毎日︑かうして藥をいただいてみるおか

おかしな一おがわ
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いった者も聞いた者も︑思はずにっこりした︒
さる
十一別10 オランウータンは猿の一種で︑その一畢
﹇可笑﹈︵連体︶1

をかしな

一動がをかしいほど人間に似てをり︑
おかしな

﹇ 冒 ﹈ ︵ 五︶1

をかす

︽ーシ︾

おかた

お方

十733園 機ばかりいじってみて︑をかしなやつだ︒
おか・す

勢子タ

砲火ををかしてのかけ足である︒

﹇御方﹈︵名︶16

十一一鵬1
おかた

ば接するほど奥深いお方だ︒

十二632園法親王はおえらいお方と承ってみたの
それがしの主人は︑立板に水を流すや

に︑將軍家のなぞがお解けにならなかったとは︒

十二786園
オカネ

お金

うに︑ものをいひつけられるお方ぢや︒
﹇御金﹈︵名︶3

オヂイサンガ︑ソコヲホッテミマスト︑

ソレデ米ヲツクト︑オカネヤタカラモ

お金持

おちいさんは︑だんだんお金持になって

﹇御金持﹈︵名︶1

うらしまは︑お金を子どもたちにやりま

ノガ︑タクサン出マシタ︒

二892

出マシタ︒

土ノ中カラ︑追送ネヤタカラモノガ︑タクサン

二872

おかね

二947 ソレハ︑ドンナオカタデアッタデセウ︒
三士5園 このおかたが︑うらしまさんでござい
ます︒

四338

おかねもち

す︒

四877園 あなたは︑おなさけ深いおかたですか 三梱3
ら︑

五582囹 いったい︑何といふお方だらう︒

五597囹 おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよく

おかまい

﹇御構﹈︵名︶1

おかまひ

稻の草取りから刈入れまでする︒

ぽ

十﹇泌11

いきました︒
知ってみるが︑この小さなお方の名を知らないか︒
をかぼ
五608囹 おうい︑おまへは︑この小さなお方を おかぼ ﹇陸稲﹈︵名︶1 陸稻
をか
女たちは︑すわって針仕事もすれば︑陸
知ってみるか︒

お方でございます︒

五612園 からだは小さいが︑たいそうちゑのある

お上

なんのおかまひもできませんでした︒
﹇御上﹈︵名︶1
たものですから︑

目の前にをがむ二重橋︑けだかい︑
おかあさんも︑私も︑一郎も︑いっしょに

みんな庭へ出て︑宮城の方を並みまし

私も︑あの月の世界から︑お二人を

舞んでをりませう︒

四414園

夕方︑神だなにあかりをあげて︑みんな

あすは︑朝早く起きて日の出を辞み︑そ

さうして︑うやうやしく拝みました︒

で秤みました︒

四627
五101團

かしはらじんぐう

五113團

目の前にをがむ二重橋︑けだかい︑美し

れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒

煩悩6圃

校長先生が︑先生がたを代表して︑玉ぐし

い二重橋︒

をあげて拝まれました︒

七432

次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表し

て玉ぐしをあげて痔みました︒

七434

八219團高いところにそびえてみるので︑町から

ことに住吉神社は︑境内が廣く︑社殿がお

けいだい

よく 拝むことができます︒

八945

さうして︑毎朝母といっしよに︑お窮眞を

ごそかに拝まれます︒

母はさういひながら︑巡査を望むやうにし

認むことにしてゐました︒

九293
九315

10囹 よくこれまで職ってくれた︑︿略﹀と︑

て︑娘を一間へ呼びました︒

手を合はせて拝みたい氣持にさへなります︒

九

茎が︑はね返るひやうしに︑小さな神門の

﹇御体﹈︵名︶1 おからだ

小川

小川の水が︑たのしさうに流れて行き

﹇小川﹈︵名︶10

三582

小川の水がふえて︑音をたてて流れま

に並びました︒

三253めいめいのささ舟を持って︑小川の岸

ます︒

三238

おがわ

おからだは︑ぽんと空へとびあがりました︒

五635

おからだ

十一106園永久のからだは︑お上におささげ申し

おかみ

五989天のうずめのみことは︑しっかりした︑し 三㎜3囹
かもおもしろいお方でありました︒

六502 聖徳太子は︑お生まれつき︑たいそう賢い
お方でありました︒

た︒

三946

舜みました︒

三687

美しい二重橋︒

三162圏

ーム・ーン︾﹇▽ふしおがむ

六512 のちに︑御書におつきになって︑詳明天皇 おが・む ﹇拝﹈︵五︶15 をがむ 辞む ︽ーマ・ーミ・
と申しあげるお方であります︒

七173園 いったい︑どういふお方ですか︒

七178園 なるほど︑さういふお方でいらっしゃい
ましたか︒

十一相4園 いったい︑あなたはどういふお方でご
ざいますか︒

十二345囹 先生は︑仰げば仰ぐほど高く︑接すれ
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す︒

すくひます︒

おきのかいせん

す︒

五922

ぼくらは︑はしけに乗って︑ぐんぐん沖へ
沖の方は︑白くもやでかすんで︑見通しが

きかない︒

九453

出ました︒

六伽2

だんだん︑こちらへ近づいて來ました︒

沖の旗をまはって︑四さうのカッターは︑

お感ずる

︽ージ︾

風とは反封に︑波が沖へ沖へと動いて︑見

るころになると︑

十215

波が沖へ沖へと動いて︑

る見る海岸には︑廣い砂原や︑黒い置忘が現れて
來た︒

十215
十2210

おきあい

沖あひ

潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜

﹇沖合﹈︵名︶1

けるかどうかが成否の分れめだ︒

九982園

六951

やっと起きあがる︒

網を切るはさみを持ってるる兵士が一人置

がる者もある︒

八823 途中でころんで︑雪だるまになって起きあ
十慨3

﹇御聞下﹈︵五︶1

お聞かせく

むっくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する︒

ださる ︽ーイ︾

おきかせくださ・る

﹇御聞及﹈︵名︶1 お聞き及び

終りに一つだけお聞きいたします︒

︽一

ときに︑あなたは︑あの感心な子どもの

﹇御聞﹈︵名︶1 お聞き

さいまして︑ありがたうございました︒

九捌3園 ためになるお話をたくさんお聞かせくだ
おきき

うはさを︑お聞きですか︒

六547園

九伽3囹

淺野内匠の家來のこと︑いろいろお聞

き及びでございませうが︑

十二622園

おききおよび

シ︾

まるで失神したやうに︑かれはそこに突つ おききいた・す ﹇御聞﹈︵五︶1 お聞きいたす
立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒

馬に乗りたる武者一騎︑沖なる船をめが
ぎ

波打際まで逆茂木を仕掛け︑沖四五町

さかも

けて︑海へさっと打ち入れ︑泳がせけり︒

十価7図

十一2210図

がほどに大船どもを並べて︑

シ︾

九佃6園

七537

イ︾

もっといろいろお聞きしたいのですが︑

﹇御達﹈︵五︶1 お聞きなさる ︽一

あの︑うなるやうに大きな汽笛の音を︑お

おききなさ・る

をぢさんのお蹄りになる時間になりました︒

九伽1園

きしようと思ひます︒

をぢさんを園んで︑いろいろお話をお聞

横矢を射んとかまへたる敷千の兵船も︑ おきき・する ﹇下聞﹈ ︵サ変︶ 2 お聞きする ︽！
思ひ思ひに沖へ快走してかれこれ三時間︑

引き潮にさそはれて︑遠く沖の方にただよへり︒

十一244図
十一988

つ

箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

い

ゆうべより少し沖へ出たな︒

十一榴8早足

十一㎜1園

向かふの沖の初島に︑白い波が打ち寄せ

はっしま

沖の小島に波のよる見ゆ

十一悩1

ール︾

五887沖の方にも︑同じやうな旗が小さく見えま おきあが・る ﹇起上﹈︵五︶3 起きあがる ︽ーッ・

まべで︑どっと音をたててくだけます︒

三583 太郎さんは︑はれまに小川でどぢゃうを 三753團沖の方から︑波がうねって來て︑は
﹁︿略V︒﹂と︑にいさんが︑小川をのぞきこ

んでいひました︒

五443

五503 しばらく行くと︑向かふの岸から︑小川が
流れこんで膨ました︒

五504 こちらの岸からも︑小川がそそぎこんでゐ
ます︒

十一792 どこからともなく︑つつましやかな小川
のせせらぎの音が︑かすかに聞えて直る︒
川のせせらぎはだんだん高く聞えて來る︒

十一813奥へ奥へと進んで行くにしたがって︑小 九514 波が静かなうねりに愛って沖から押し寄せ

︽ーシ︾

十一泌11 夕方小川などは︑サロンのままマンデー
おかはす

をするマライ人でいっぱいである︒
﹇御交﹈ ︵ 五 ︶ 1

十一164 神におなりになった王に︑母宮殿下は︑

おかわ・す

母君としての御慈愛に滞ちたお迎へのおことばを︑
お攣り

親しくおかはしになったのであった︒
﹇御変﹈︵名︶1

七775団をぢさんや︑をばさんも︑お減りないさ

おかわり

うで︑何よりです︒

おかんが・える ﹇御考﹈︵下一︶3お考へる︽1へ︾
なりました︒

三132 神さまが︑國を瞬くしたいとお考へに

いそうよいことをお考へになりました︒

五51 思ひかねの神といふちゑのある神檬が︑た

はんぎゃ く

﹇御感 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

五柵7 海の神檬は︑しばらくお考へになって︑
おかん・ずる

時︑宮はさすがに御憤りをお感じになったが︑

十一一川1 慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達した

てるるのが見えるといふ︑給のやうな歌です︒

おき ﹇沖﹈︵名︶16 沖5シドニーおき・ほうとう おき ︹置﹈δこころおきなく

おきく一おきる
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﹇ 開 聞 ﹈ ︵五︶8

聞きなさい︒
おき・く

お聞く

︽ーキ︾

イ︾

沖島附近

おきのしま

﹇沖島付近﹈︵名︶1

おきのしま

置物

まるで大きな七寳焼の置物でも見てみる

﹇置物﹈︵名︶1

三607園
おきもの
やうだ︒

十二川9

お客

デンシャノオ客︒

オ客

アトノ四人ガ︑

﹇御客﹈︵名︶4

お客も待ってる︒

おきゃく

二445圃

春になると︑だれもが︑このめづらしいお

五781圏

八124

明日のお客の引出物に︑末廣がりを出

客の錦って來るのを︑待ちこがれてゐます︒
さうと思ふ︒

十二781囹

をぎふ

そらい

荻生狙篠

今まで︑やさしくお給仕をしてみた少女は︑
すっくと立ちあがって︑
ようん

﹇荻生白鍵﹈︹人名︺1

かうした天下の輿論に黒して︑ただ一人

おぎゅうそらい
そらい

お纏

いくらいっても︑給ばかりかいて︑ちつ

﹇御経﹈︵名︶4

荻生祖練のいふところは違ってみた︒

をぎふ

十二602
おきよう

六佃8囹

ともお経をおぼえない︒

福川9園お経を讃まうと思ふのだけれど︑机に向

かふと︑つい︑絶がかきたくてたまらなくなる︒

あま

ぶつだん

年とった上品な尼さんが佛壇に花を供へ

日本の子どもは︑みんなお行儀がいいの

﹇御行儀﹈︵名︶2 お行儀

おきらひ

あなたもお行儀をよくしないと︑日本の

﹇御竃﹈︵形状︶2

櫛を使ふことをおきらひだが︑それに

それとも︑馬がおきらひなのでせうか︒

﹇御切﹈︵五︶2

お切る ︽ーリ︾

﹇起きる﹈︵上一︶23 オキル 起きる ︽一

二988囹

勇サン︑勇サン︑早クオキナイト︑學

早クオキナイト︑學校ガオクレマスヨ︒

五859

朝早く起きて︑にいさんと國旗を立て

朝起きると︑すぐすず虫を見た︒

のせわをしてゐられた︒

・五113團 あすは︑朝早く起きて日の出を舞み︑
五825 朝起きると︑おとうさんは︑もう庭の朝顔

ました︒

三943

二柵3 勇サンバ︑スグオキヨウト思ヒマシタ︒

校ガオクレマスヨ︒

二999園

する・はねおきる

キ・ーキル︾ ﹇▽おおきなさる・とびおきる・ねおき

お・きる

と音がして︑劒の刃がかけました︒

五304 みことが︑尾をお切りになった時︑かちつ

にお切りになりました︒

五301 みことは︑劒を抜いて︑大蛇を︑ずたずた

おき・る

しては︑まあ何といふよい髪でせう︒

十一418園

十956囹

おきらい

子どもに笑はれますよ︒

九296園

です︒

九295園

おぎょうぎ

て︑静かにお経を讃んでみる︒

十一383

纒を習はう︒

十一529図東郷司令長官は︑︿略﹀まつ小巡洋艦 六麗2囹 あすからは︑きっと︑ 一生けんめいにお

おきのしまふきん

﹁︿略﹀︒﹂とお聞きになりました︒

をして︑敵艦隊を沖島附近にいざなひ寄せしむ︒

三417

おきのどく

おきのどくですから︑羽衣をお返しいた

﹇御気毒﹈︵形状︶3

それは︑おきのどくな︒

閣下のお子様が︑二人とも二死なさった

さうですが︑おきのどくでなりません︒

十929園

五慨7園

しませう︒

四椥9園

みことは︑この話をお聞きになって︑﹁︿略﹀︒おきのどく

﹂とおいひつけになりました︒

五289

五985 天照大神は︑このことをお聞きになって︑
﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけになりました︒

しゃいました︒

六206 ︿略﹀を︑天皇は︑お聞きになっていらっ

さわいでいらっしゃるのをお聞きになって︑

︽ーッ︾

早くおきめなさいよ︒

六514 尊は︑お子様たちが︑何か大きな聲をして︑ おきめなさ・る ﹇御決﹈︵五︶1 おきめなさる ︽

きになって︑たいそうお喜びになりました︒

六537 橘豊玉尊は︑太子のこのおことばを︑お聞

わざ︑そのところへお出ましになりました︒

六601 時の天皇が︑それをお聞きになって︑わざ

お氣つかれ

十二川2 宮は︿略﹀︑慶喜の言上するところを

ろうじ ゃ う

﹇御気疲﹈︵名︶1

一々お聞きになるに及んで︑
おきつかれ

起き直る

十齪4園長い篭城に︑さぞお二つかれのことで
せう︒

﹇起 直 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

﹇Vたけとりのおきな

おきなお・る

おきな

おきな草

沖縄

おきなは

たいわん

七162

七887 じっと動かないでるますが︑やがて起き直 おきゅうじ ﹇御給仕﹈︵名︶1 お給仕
つたと思ふと︑からだは完全に抜け出します︒

十686 四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふと
﹇翁草﹈︵名︶1

たん︑ふしぎにもむくむくと起き直った︒
おきなぐさ

おきなは

﹇沖縄﹈︹地名︺1

九脳12 ﹁おきな草﹂といふ草花であることがわか
つた︒

おきなわ

くなります︒

九8810 反封に南の沖縄や皇湾でしたら︑ずっと低
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おきわすれる一おく

六71朝早く起きて︑倉へ行って見ますと︑
がいたします︒

おく

﹇奥﹈︵名︶16

です︒

オク

おく

奥

林の

身の丈にもあまる草を分けて︑だんだん奥

しばし聞きいる

蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き起つ
炭焼がまの裏の山道には︑丸太を並べた木
うす暗くしてある馬屋の奥の方で︑

西神門を出でて行く道は︑しばし森林の
げ た
錦ってみると︑入口に下駄が何足も並ん

キ・ーク・ーケ︾

三㎜2囹

Oいいおく・かくしおく︒すてお

いつまでも︑そのままにしておいて

く・もうしおく

いただきたうございます︒

そのそばにすわりました︒

四671 一郎さんは︑まん中にポストをおいて︑

五26博すると︑おちいさんとおばあさんが︑一人

それを︑八つのをけに入れて︑大蛇の來

の娘を中において︑泣いてゐました︒

五293園

おまへからいひ出しておいて︑だいじな

いいえ︑新しいのをたくさんやっておき

るところに並べておけ︒

五365園
ました︒

つりばりをなくしてしまふなんて︑あんまりだ︒

五樹4園

六118 下に置くと︑飛べないので︑地面をはって
行きます︒

六266 そのままにしておけば︑みかんの木は︑

今のうちから︑いろいろな音が︑聞きわ

弱ってしまひますから︑

けられるやうにしておくことがだいじだよ︒

六325團

いても︑日中は︑二十四五度ぐらみになるから︑

六㎜6囹 ガラスのふたをすると︑少しすかしてお

七3710 ちやうど︑たんざく形のみどりの敷物を︑

おく

置く

︽ーイ・ーカ・1

ほら穴を奥へ奥へもぐって行く︒

﹇置﹈︵四五︶55

﹇億﹈εいちおくどうほう

すると︑正成は︑いつのまに用意しておい

ぼくらが︑朝夕寝起きする室の壁ぎはに

雨側には寝垂があって︑寝皇の後には︑

めいめいの持物を置くたながあります︒

七825團

は︑銃を立て掛けておくところがあって︑

七823團

たものか︑たくさんのたいまつを出して︑

七6010

いて︑城兵が汲みに來られないやうにした︒

きちんと間を置いて︑敷き並べたやうです︒

林の中を︑奥へ奥へと進んで行くにした

七584 まつ︑谷川のほとりに︑三千人の番兵を置

がって︑

奥へ奥へと進んで行くにしたがって︑

十一813
十一813

その湾の奥に︑ラバウルといふりっぱな
町がある︒

十一一99

お・く

おく

十一一99

奥へもぐって行く︒

アセチレン燈をたよりに︑ほら穴を奥へ

十一㎜1

でるて︑奥では︑がやがや人身がします︒

十一478

奥に人をいざなふ︒

十73図

ろうもん
赤松の木立を負ひたる槙門は︑

十55図玉垣に連なる鳥居の奥に︑すがすがしき

九789

馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ績いてるる︒

九767

て大陸を吹き渡り︑

八散5

奥の秋の静けさ︒

八451図形たたずみて︑

へはいっていらっしゃいました︒

七2010

が︑そのへんでは︑小さな谷川だ︒

三481園

その谷のおくから︑流れて曲るのだ

三412囹おくの方のは︑一生使ふだいじなは

シタ︒

六583園起きようとすると︑そのへんに︑酒の香 一一414 ．花子サンバ︑正男サンヲオクヘトホシマ
八633 明くる朝は早く起きて︑出獲の支度をして
あげました︒

八柵3 ねえさんも起きるところであった︒
かへた︒

八柵7 私は︑音のしないやうに起きて︑着物を着
八柵8 こんなに早く起きることはめったにないの
で︑

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑

八伽6園 さ︑静かに起きませうね︒
八伽9

目をこすって起きた︒

て︑

八慨4 そこへ︑おかあさんが起きていらっしやつ
八槻6囹 まあ︑けさはどうしたのです︑こんなに
けさは︑子どもたちが早く起きて︑︿略﹀︑

早く起きてll
八旧3囹
すっかりしてくれたのですよ︒

九535 間もなく︑甲板士官や傳令員が起きて來る︒
夜具をかたづけ︑雨戸をくるのと攣りはないが︑

九546 これらの仕事は︑家で毎朝起きると︑まつ

︽ーレ︾

置

十窩5園 前は︑夜中でも起きて︑心棒を手でまは

九㎜8 ぼくたちは︑元氣よく起きた︒

朝起 き る か ら 夜 寝 る ま で ︑

さなければならなかったのです︒
十一一325

き忘れる

おきわす・れる ﹇置忘﹈︵下一︶2 おき忘れる

三549 その時︑だいじなうち出の小づちをお
き忘れて行きました︒
つて冬を越した人形が︑

十二偲1 のんきな主人に置き忘れられ︑雪にうま

おく一おくに
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背嚢などが︑きちんと置いてあります︒

七826團 その上に︑ていねいにたたんだ軍服や︑

七備2 彌兵衛を一室にとちこめておいて︑武器や
船具を没牧させてしまひました︒

八184 青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑四五

七佃2園 だが︑荷物は全部置いて行くのだぞ︒
日のうちに︑皮が黄色になり︑

八4110 うばを門のわきに立たせておいて︑姫は中
へはいりました ︒

八531 私たちは︑めいめいのグライダーを机の上
に置いて︑おべんたうをたべた︒

八柵10 糸の長さを︑一メートルなら一メートルに
きめておくと︑

して︑ちゃんとしまっておきます︒

八梱7 子どもたちは︑︿略﹀︑スケートの手入れを

九494 大きな魚にまじって︑小型の爆弾のやうな
かつをが置かれ ︑

九743 さしわたしニメートルもある︑土で固めた
圓形のかまの上へそっと手を置いた︒

九919 篤眞機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ
たをあけておくと︑︿略﹀罵眞にうつります︒

せう︒

九928 今の場合︑それを考へに入れないでおきま

せるやうに︑準備をしておくことなのです︒

九梱3園 一口にいふと︑飛行機がいつでも飛び出

九柵4園また︑いつ飛び出しても︑十分働けるや
うに手入れをしておくことなのです︒

九佃9圏 自分の飛行機を早く知りたいために︑尾
翼にちよつと色をぬっておくとか︑

十298園

十751

生かしておかうや︒

布を織る仕事も︑決してゆるがせにしては

おかれない︒

十846園 あの新聞紙を︑白くぬっておくやうに︒
くら
白あし毛の馬に︑黒い鞍を置いて乗ってゐ
た︒

十879

わかることなら︑魚島の氏名や︑生まれ

故郷も書いておきたいと思ひますが︑

十965囹

松の葉の葉ごとにむすぶ白露のおきて

はこぼれこぼれてはおく

十櫛5図魍

おきてはこぼれこぼれてはおく

患者は半敷ぐらみよって︑ところどころに

十伽6園圃
十樹6

くロリ

置いてある吸ひがら入れに︑吐く音が聞えます︒

大事にしまっておいた倉の物も︑あと︑い

くらもなくなってしまった︒

十短6

このままにしておけば︑列車は︑ひっくり

といって︑その任務は︑しばらくも捨てて

かへるばかりだ︒

十㎜11

十烈3

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお

おくことができない︒

盛夏2
十四3

激しくたたいておいて︑手のひらで︑どら

その爾側に分銅をつるしておく︒

ふんどう

ふんどう

き︑その雨側に分銅をつるしておく︒

十㎜1

ぜひとも敬語の使ひ方をよく心得ておか

を急に押さへるので︑

十一257
十﹇398園

黒馬に黒くら置いて乗ったりけり︒

かごに伏せておいたのに︒

なければならない︒

十﹁623図

あれは︑いけ花のいちばんもとになる

ものですから︑しっかりとおけいこをしておかな

十一帯6国

とひ
屋根に落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶

ければなりませんよ︒

十一麗1

地球を太陽の中心に置くとしても︑月は

にたくはへておくやうにする︒

十二㎜2

﹇起﹈︵上二︶1

起く

︽ーキ︾

太陽の内部を廻るだけである︒
お・く

必殺のねらひなれば︑荒尾馬より逆さ

まに落ちて︑起きも直らず死しけり︒

十一199図

義朝は武略の奥義を極めたるものな

﹇奥義﹈︵名︶1 奥義

十﹇616m凶圏

おくぎ

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

十二225

ダバオ州政廃・︿略﹀などの要所をまた

おくじょう ﹇屋上﹈︵名︶1 屋上

︽iシ︾

出雲におくだりになって︑ひの川にそって

おくだる ︽ーリ︾

今日おくだしになった宣職の大詔が︑ラジ

﹇御下﹈︵五︶1 おくだす

たく間に占領して︑屋上高く日章旗をかかげた︒
おくだ・す

十551

﹇御下﹈︵五︶3

ォを通して奉讃された︒

五261

いつも

おくだ・る

ににぎのみことは︑︿略V︑大空の雲をかき

歩いていらっしゃると︑

五川3

分けながら︑勇ましくおくだりになりました︒
ひうが
たかちほ
五川6 ににぎのみことは︑日向の高千穗の峯にお

オクニ

お國

﹁ドドン︒﹂兵士たちは︑屋内へ向かって撃

﹇屋内﹈︵名︶1 屋内

くだりになりました︒

七冊8

おくない

﹇御国﹈︵名︶5

ちこみました︒

ゲンキデ︑オクニノタ三七シッカリ

ハタラケト︑カイテヤラウ︒

二798団國

おくに

十一998圏網の綱をしっかりつないでおくんだぞ︒

十﹇描5団私のおいて來た花ばさみや花器などが︑

ましたから︑見てください︒

十218このままにしておいたら︑四百の命が︑村 十一価10團 その時にうつした罵眞を同封しておき
もろとも一のみにやられてしまふ︒

十242囹 うっちゃっておけlI
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おくにじまん一おくる

﹇群来﹈

︵四︶

1

送り來たる

︽一

︽ーシ・一

山から取って來たみかんは︑︿略﹀︑きちん

﹇送出﹈︵五︶3

て︑悲しみにたへず︑

ス︾

おくりだ・す

十拍10

おとうさんを送り出してから︑おかあさん

送りとどける

まぐろやさめの腹をさいて︑氷を入れて送
﹇送届﹈︵下一︶2
︽ーケ︾

四日に︑乃木將軍は︑ステッセル二軍に︑
それまでの間︑どうとでもして看護の手を

ぶだう酒や︑鶏や︑白菜などを送りとどけた︒

十875

送り届ける

おくりとど・ける

り出す者や︑

九505

は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑出て行かれました︒

六691

と︑箱につめて送り出します︒

六286

送り出す

十二942図正行︑敵より送り來たれる父の首を見

レ︾

おくりきた・る

三947 お國のためになくなられた兵たいさん おくり 5おみおくり・みおくり・もうしおくり
や︑

六354団 をぢさんのやうに︑導水艦に乗って︑お
國のために︑働きたくはないかね︒

九355園 兵隊さんといつしょに仕事をすることは︑

お國じまん

﹁お國のために忠義です︒﹂と教へても︑

お國のために孝行です︒
九357囹
﹇御国自慢﹈︵名︶1

﹁ い や ︑ 孝 行 で す︒﹂といって︑

おくにじまん

七802国 お汁粉や︑大福餅をたべながら︑お國じ
まんの話に花を咲かせたりします︒
奥の間

おくびやう

たけるは︑もうねようといふので︑︿略﹀︑

﹇奥間﹈︵名︶1

七1510

おくのま
奥の間へ行かうとしました︒
﹇臆病﹈︵形状︶1

︽ーイ・ーク︾

九813 北斗は︑おくびやうさうな目つきをして︑

おくびょう

奥深い

て︑暖い光を送るやうになります︒

四M3 弱い光を出してみたお日様が︑目をさまし

たので︑そのへんじであった︒

五863 この前︑みもんぶくろと︑みもん文を送っ

五864送ってあげたつりだうぐで︑魚をつるのが

おかあさん︑うち中で︑みもん袋を作っ

樂しみだと書いてあった︒

六803園
六809園

これを送ってはいけないでせうか︒

さあ︑どんな品物を送ってあげるかな︒

て送ってあげませうよ︒

六817園

別にこれといって︑送ってあげるやうな

六819園いいとも︑送っておあげ︒

急いであけて見ますと︑いっか送ったゐも

ものもないが︑

六822園
六848

いみん
少年は︑︿略﹀︑遠くの町にある寺院へ送ら

ん袋のお禮の手紙でした︒

七274

このごろは︑もうすっかり耳管生活にな

れて行きました︒

七777團

﹇ 奥 深﹈︵形︶3

送ル

デキタラ︑スグ送りマス︒

八257国

大きな聲で︑次々に番號を送って行きま

九月の末から︑十月の初めにかけて︑汽車

バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

旅順の給はがきを別に送りましたから︑

圖が︑教室に張ってあるさうですね︒

八197国私の送ってあげた大連の給はがきや︑地

め︑船に積んで遠方へ送ります︒

八182

や飛行機で︑何回にも送ったといふことです︒

八109

のはたいへんなことでした︒

八107 何しろ十萬といふ敷ですから︑これを送る

の暖い國へ送ってやりました︒

八106 さうして︑つかれのなほるのを待って︑南

す︒

れて︑毎日樂しい日を送ってゐます︒

十一941 白雲がただよって︑︿略﹀︑只々の雪渓と

おくふか・い

送りやう

オクル

勇サンバ︑マンシウノヲヂサンカラ︑本

送る

おまへにもぜひ一つと思ふのだが︑これ

﹇心様﹈︵名︶1

﹇送﹈︵五︶3一

二777團

ヲオクッテイタダキマシタ︒

一一184

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール︾δみおくる

おく・る

ばつかりは送りやうがないのが残念だ︒

九239国

おくりよう

くり物がどれほど喜ばれたことか︒

長い間篭城してみた焦思たちに︑このお

ろうじゃう

七812団

堅き夢

十876

相映じて︑山々を奥深く見せる︒
蓋くし︑無事に送り届けてあげなければlI
ろくしやう
十一川3 そこには︑緑青を薄くとかして流した おくりもの ﹇贈物﹈︵名︶1 おくり物
やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十二344園 先生は︑仰げば仰ぐほど高く︑接すれ
おくやま ﹇奥山﹈︵名︶2 奥山
う ゐ
十一一547図魍園 ﹁有爲の奥山今日越えて︑
ゑ
見じ酔ひもせず︒

結き夢見

ば接するほど奥深いお方だ︒

十二564図法 有爲の奥山今日越えて︑
じ酔ひもせず︒

おくら ﹇憶良﹈︹人名︺1 憶良 息やまのうえのお
けんたうし

くら

にいさんは︑しんるみの人たちに送られ
て︑兵螢の門まで來ました︒

四725
ともある︒

十二445 憶良は︑遣唐使に從って支那へ渡ったこ

おくればせ一おこさま
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みんなでごらんなさい︒

八382 義仲からはすぐ返事があって︑︿略﹀︑大切
な刀を送ってよこしました︒

八904 また︑大阪の物産も︑堀や川を通って港へ
送られます︒

九739 あのかまから火氣を送って︑このかまの中
の丸太をむし焼きにする仕掛なのだ︒

九鵬4 鹿介は西へ送られた︒
の援軍を送ってよこした︒

十帽1 毛利方は︑高松城の危いことを知り︑二萬
十一盟5 ここの住宅地に明け暮れを送ると︑
十ニー35 戦線に揮丸を一饗でも多く送ってやりた
いと思へば︑

十二盟8 甲板からは︑一時にさっと右手を貢げて︑
沈んで行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

十二憎1 太陽は︑私たちに絶えず熱と光とを送つ
てよこす︒

﹇後馳﹈︵名︶1

おくればせ

は︑私たちに十分な熱と光とを送ってくれる︒

十二梱6 これほど遠いところにありながら︑太陽
おくればせ

オクレル

おくれる

十二266 この時︑おくればせにかけつけた顔回を
﹇遅﹈︵下一︶12

見た孔子は︑ほっとしながら︑
おく・れる
︽ーレ・ーレル︾

ニー37園 アンナニオクレテシマッタ︒

二鵬1園 勇サン︑勇サン︑早クオキナイト︑學

四鵬1

おくれて來た二三人は︑車の後押しをしま

ぼくは︑先頭におくれないやうに︑↓生け

おくれる者︑列からはみ出る者︒

す︒

九987

九987

先頭からは︑どんどんおくれて行く︒

んめいで水をけった︒

九㎜3

アシ

おくれる

おくれたって︑ほかの人がやめたって︑ぼ

九㎜5園廣田︑おくれたってかまはない︒
九㎜7

一
オクレル

テルバウズ︑

おまへ持ってかへっておくれ︒

シテオクレ︒

テルテルバウズ︑

﹇御丸﹈︵下一︶6

くだけは︑最後までどうしても泳がう
おく・れる
︽ーレ︾

二87圏⁝国

タ天キニ

四769園

成人したら︑一日も早く毛利を討って︑
﹁待っておくれ︒﹂それは︑しぼるやう

御威光を昔に返しておくれ︒

九悩6園

十二708囹

な母の聲である︒

ヲケ

をけ
をけ 桶

桶﹇▽てんす

それを︑八つのをけに入れて︑大蛇の來

深さが十メートルもあるやうな︑深い油の

まるいをけの中には︑いかが折り重なって︑

桶の中へ︑

をけ

九501

下士官が︑甲板の吐水口からふき出る海水

今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである︒

九5510

屋根に落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶

を︑をけに汲んでどんどん流すと︑
とひ

十一 1

おけいこ

このごろまさえさんは︑熱心にいけ花

﹇御稽古﹈︵名︶2

にたくはへておくやうにする︒
おけいこ

のおけいこをしてみるさうですね︒

十一備3團

あれは︑いけ花のいちばんもとになる

ものですから︑しっかりとおけいこをしておかな

十一宙6国

ければなりませんよ︒

おける 3における

︽ーケ︾

尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの

﹇置﹈︵下一︶1 置ける

九価10

お・ける

オゲンキ

お元氣

元春を︑おのれそのままにして置けようか︒

おとう様のお心にそむいて︑けんくわを

﹇御心﹈︵名︶2

お心

おとうさんも︑おかあさんも︑お元三

センチノニイサン︑オゲンキデスカ︒

﹇御元気﹈︵形状︶2

二775国

おげんき

ない︒

五樹3園

かなはぬ時は︑城を枕に討死せよといふ

お志︑ありがたう存じます︒

これはこれは︑思ひがけないお志︒

それは︑きっと日の神のお子檬にちがひ

酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入 おこさま ﹇御子様﹈︵名︶5 お子様

十一283

十醜7園

おこころざし ﹇御志﹈︵名︶2 お志

お心と思ひます︒

十衛3囹

いたしました私たちでございます︒

六531囹

おこころ

ださうで安心しました︒

さあ︑切るなら︑この母もろともに切 十一網7團

十二711園待っておくれ︒
十一一7110園
つておくれ︒

﹇桶﹈︵名︶8

馬ハ︑ヲケノ中ヘカホヲ入レテ︑カヒ

いおけ・ひおけ・みずおけ

おけ

二493

ふせたをけをだいにして︑とんとんふみ鳴

バヲタベテヰマシタ︒

八993

れて︑がぶがぶと飲みました︒

五297

るところに並べておけ︒

五292園

らしながら︑おもしろくおまひになりました︒

二991園 早クオキナイト︑富貴ガオクレマスヨ︒ 五67
校ガオクレマスヨ︒

三851 たぬきの舟が︑少しおくれます︒
三857 たぬきはだんだんおくれます︒
ゐました︒

四303 が︑もうみんなから︑すっかりおくれて
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おこさまたち一おことばどおり

五圃1園だれか︑日の神のお子檬のつりばりを︑
取って行ったものはないか︒

五川3囹 おまへは︑日の神のお子様のつりばりを
知ってみないか︒

十928園 閣下のお子檬が︑二人とも職死なさった
さうですが︑おきのどくでなりません︒

十937囹 閣下は︑最愛のお子様を二人とも失はれ
て︑平氣でいらっしゃる︒

おこさまたち ﹇御子様達﹈︵名︶2 お子様たち
六513 尊は︑お子榛たちが︑何か大きな聲をして︑

お子さん

起す

興す

︽ーサ・⁝シ・

十劉1

りやうみ

夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬
わが砲員の撃ち出す砲弾は︑よく敵艦

の日は︑いかにもさむざむとした氣持を起させる︒

十一543図

朝顔雲とか︑かなとこ雲とかいって︑雷

に命中して績績火災を起し︑黒煙海をおほふ︒

十一771

みだりに騒動を起したのは︑結局私情

雨を起したり︑時にひようを降らしたりします︒

十二605園

今ひとたび軍を起し︑朝敵を滅して︑

を以って國法を破ったのである︒

嚴か
おごそかにひびき

おごそか

この敵の將校は︑寝床の上に半身を起し

十二957異朝
十一一盟6

﹇厳﹈︵形状︶12

て︑さめざめと泣いてみた︒

の音溝が︑

に燈操をする︒

部隊長の訓示が終ると︑︿略﹀邦人の間

から︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒

十二243

シ︾

おこたえ・する ﹇御答﹈︵サ変︶1 お答へする ︽一

﹁︿略﹀︒﹂と︑朝ごはんの時︑ねえさんから

聞いたことをお答へした︒

五875

おことば

敵はけはしき山をたのみ︑後のぞなへ

﹇怠﹈︵四︶1 怠る ︽ーリ︾

八325図國

おこた・る

﹇御言葉﹈︵名︶10

を怠りてあらん︒

六537 橘留日尊は︑太子のこのおことばを︑お聞

おことば

天皇陛下の

おことばを︑

心にきざん

きになって︑たいそうお喜びになりました︒

六772圃

﹁海ゆかば﹂

した︒

十577囹

五梱7

り

やさしいおことばを︑たまはることさへあ

それは蝕りなおことばです︒

日本の天皇陛下より︑このやうなもった

王に︑母宮殿下は︑︿略﹀お迎へのおこ

﹇御言葉通﹈︵名︶1

おことばどほ

さうして︑天照大神のおことばどほりに︑

おことばどおり

とばを︑親しくおかはしになったのであった︒

十一164

十幽9園 これは意外のおことば︒

いないおことばをいただき︑

十866園

の岩戸があけたやうな氣がしますね︒

あめ
ありがたいおことばを聞いて︑まるで天

十555 おことばの一言一句も︑聞きもらすまいと

十111園

りました︒

七3310

おことばです︒

でみ國を守る︑ わが陸軍のいのちの軍旗︒

始めました︒

七218 ふと御心に浮かんだのは︑御をば倭姫命の
﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に封して︑元帥は
せき

さんさんと秋
今日︑おごそかに観艦式︒
けいだい

ことに住吉神社は︑境内が赴く︑社殿がお
大麻を振って祭場が清められ︑おごそかに
軍艦旗が︑海風にひらめきながらしづしつ

しんみき

この門を入れば︑中央の辞殿︑左右の

嚴かな國民謡禮を行ったのち︑いっせい

美しくも︑嚴かな舞ひ納めであった︒

十二79

十旧3

廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らかに︑嚴かなり︒

くわいらう

十510図

なき木立となりて︑神域いよいよ嚴かならんとす︒

十49図参道の左右を始め︑到るところすき間も

とのぼって行くさまは︑まことにおごそかである︒

九574

祝詞が讃まれる︒

のりと

九163

ごそかに葬まれます︒

八944

の日をあび︑

八271圏旗艦長門以下百敷十隻︑

ながと

おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

七992

七813團

貼呼が終ると︑みんな聲をそろへて︑お
ちょくゆ
こそかな氣持で︑軍人勅諭を奉讃します︒

六鵬4

お子檬たちは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑おごそか

さわいでいらっしゃるのをお聞きになって︑
六516

﹇御子﹈︵名︶1

みんな逃げておしまひになりました︒
おこさん

﹇起﹈εそういんおこし

ニュース映壼を見に行きました︒

十一佃7團 いっか隣りのお子さんをつれて︑
おこし
﹇御腰﹈︵名︶3

オコシ

おこし

﹇ 起 ﹈ ︵ 四五︶11

一771園オコシニツケタモノハ︑ナンデスカ︒
一787囹オコシニツケタモノハ︑ナンデスカ︒
一802囹オコシニツケタモノハ︑ナンデスカ︒
おこ・す

ース︾■だきおこす・ふるいおこす・よびおこす
八㎜6園 一郎さんは︑もう少したってから起しま
せう︒

八拠3 それから一郎さんを起しに行くと︑﹁ねむ
いな︒﹂と大きな 聲 を 出 し た ︒
しかのすけゆきもり

三等9 甚次郎は︑この日から山中鹿介幸盛と名
のり︑心にかたく主家を興すことを誓った︒

十6810 艦はすでに火災を起してみたが︑砲火はほ
よひばん

とんど衰へない︒

十幽4 宵番の人が起しに來た聲を聞いて︑

おことわりする一おこる
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ル

﹇御断﹈︵サ変︶一

日本の國をお治めになりました︒
︽ーシ︾

おことわり・する

﹇行易﹈︵形︶1

オコトワリス

行ひやすい

︽一

二684囹 アリガタイガ︑オコトワリシマセウ︒
おこないやす・い

十二318 いつれも﹁仁﹂の一部の説明で︑その行

イ︾

﹇ 行 ﹈ ︵五︶12

行ふ

おこなわ・れる

﹇行﹈︵下一︶1

行はれる

︽ーレ︾

もともと支那各地で︑いろいろな音が行は
お困り

お困る

︽ーリ︾

めっきり寒くなって︑兵隊さんたちも︑

それは︑ほんたうにお困りでございませ

﹇御記﹈︵名︶2

れてるたのが︑自然わが國へもはいって︑

十重9
おこまり

竃馬β園
う︒

六796囹
さぞ︑お困りだらう︒
﹇御竃﹈︵五︶1

十一96園雨で︑殿下には︑さぞお困りになった

︽ーッ・ーハ・ーヒ・ おこま・る

ひやすい方面を述べたのである︒
おこな・う
ーフ︾

お米

日本と同じやうに︑南洋でもお米を作っ

お米が半分もできない︒

﹇御米﹈︵名︶5

ことでありませう︒
おこめ

四78園

の工業がさかんに行はれます︒

八895 大阪は︑實に日本第一の工業都市で︑各種

六468園

しやうせんぐう

を御造螢になり︑そのたびに正遷宮の御儀が行

これから︑しっかりと手をつないで行く
お米や︑お酒や︑お餅や︑︿略﹀などを︑

起る

︽ーッ・ーラ・ーリ・

←ながれおこる・ふきおこる・まきお

﹇起﹈︵四五︶26

五915

七995

七978

ひきつづき起る鯨震に︑家は震ひ︑

つづいて起る齢震におどろいて︑

な﹂
カらう︾
力O

五933はく手が︑さかんに起りました︒
六754こんな大火事の起ったのも︑︒
七293あちこちに︑すすり泣きの聲が起りました︒
七633もしや︑宮の御身に︑何事か起つたのでは

はく手が︑
あらしのやうに起りました︒

こる・わきおこる

ール・ーレ︾

おこ・る

ビールや︑みんな出してあげてください︒

九326園戸だなの中にあるお米や︑かんづめや︑

それぞれ三方にのせて供へられました︒

七4110

日本も南洋も︑みんなお米のできる國なのです︒

六472園

てるるのは︑おもしろいことではありませんか︒

九102 皇大神宮は︑二十年ごとにあらたに御殿舎
はれる︒

ぢとう

第一回の大典は︑持統天皇の御代に行はれた︒

九104 この御儀は︑天武天皇の御時に定められ︑
九1310 ここは︑昭和十六年六月三日︑︿略﹀みそ
つつ

まはじめ祭の行はれたところである︒
九571 衛兵隊はささげ銃の敬禮を行ひ︑
九加7 儀式は︑夜明け前の暗いうちから行はれる︒
九剛10 いかにも大陸的な蒙古ずまふが行はれたり
して︑祭の氣分は高まって行く︒

十二79 嚴かな國民儀禮を行ったのち︑いっせい

十808 一年置わたる齢しい比較試験が行はれた︒
に髄操をする︒

十二326 見ること︑聞くこと︑いふこと︑行ふこ
と︑いっさい禮に從ひ︑

十二621囹政治を行ふ身ほどつらいものはござい
ませぬ︒

が飛んで隠る中で︑平然と行はれる︒

十二鵬10 作業が︑砲弾が飛び︑ねらひ撃ちの銃丸

七柵3 そのころ︑東京市中は︑いたるところに火

飛行中に起つた故障は︑

笑ひ聲も起る︒

にはかに風起り波だちさわぎて︑御船進

やがて︑火は近くの家に起つた︒

災が起ってるた︒

七㎜8

九78図
九567

まず︒

九価6囹

そのとたん︑ウェールズから爆嚢の一大音

響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあがった︒

十717

まちとどこほることになる︒

十㎜8 交通路に故障が起れば︑國の活動は︑たち

何か起つたのか︒

十 3園自分の村に起つたことだ︒

起らば起れ︑

網を引きあげる片端から︑海面にさざ波

十一125園

十一川3

十一鵬1図画海巻きあぐる龍巻も

起らば起れ︑

が起る︒

海巻きあぐる龍巻も

部隊長の訓示が終ると︑︿略﹀邦人の間

おどろかじ︒

十一価1図魍

とたんに︑妙なる樂の音が起って︑朗か

から︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒

十二243
十二573

そこで︑橋がひとたび完成するが早いか︑

に天上に響き渡った︒

一時に爆音が起り︑職車・大砲・トラックが︑

十二描6

こロつ

やがて長州征伐の大事が起って︑家茂は

績々と橋を乗り切って行く︒

十二佃4

黒鮎は︑太陽の表面に起る大きなつむじ

その陣中に莞じ︑

スコールの中では︑灰色の大きな木を押

風だといはれ︑

十二麗8
十一一節9

さ

わっかな誤差から︑基地へ闘着すること

ご

し立てたやうな龍巻さへ起ってるる︒

十二蹴7
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おこる一おさつしいたす

﹇怒﹈︵五 ︶ 3

オコル

のできない危険さへ起る︒
おこ・る

リ︾←おおこる
シマヒマシタ︒

おこる

︽ーッ・一

二882 オヂイサンバ︑オコッテ犬ヲコロシテ

︽1へ︾

十一833

ぼくらは︑小鳥のやうにをどる胸を押さ
關東方の使者は︑櫛の歯を引くやうに京

へながら︑つり橋を渡った︒

9

都へ向かったが︑いつれも途中官軍に押さへられ

十二
て︑目的を達しない︒

﹇御差上﹈︵下一︶1

たものですから︑

︽ーゲ︾

おさしあ・げる

オザシキ

おさしあげる

おざしき

五311 みことは︑その劒を︑天照大神におさしあ

﹇御座敷﹈︵名︶4

げになりました︒

おざしき

一656 スズメハ︑大乱ロコビデ︑オヂイサンヲ

おさかな⁝⁝⁝四十一

お先

もう一度︑

お先手

泳ぐところ

さる

それから︑おざしきの床の間にも︑鏡餅

一郎さんが︑お座敷の眞中に立って︑

︽ール︾

六765圃

お座敷では︑山田のをぢさんとをばさん

﹇御授下﹈︵五︶1

みてつから︑

お授けくだ

お授けくだ

︽ーケ︾

あめのむらくものつるぎ

お授ける

倭学命は︑︿略﹀︑大切な天叢雲劒を

やまとひめのみこと

おさそひする

お定める

︽ーメ︾

あしたの朝きっとおさそひしますか

つて︑堀江をお開きになり︑

深くお察しいたします︒﹂とていねいに

おさつしいた・す ﹇御察﹈ ︵五︶ 1
︽ーシ︾

十929園

お察しいたす

八959 昔︑仁徳天皇は︑この地に都をお定めにな

おさだ・める ﹇御定﹈︵下一︶1

ら︑待ってみてください︒

四718国

﹇御玉﹈︵サ変︶1

尊にお授けになりました︒

七195

おさず・ける ﹇御授﹈︵下一︶1

さる尊い軍旗︑ わが陸軍のしるしの軍旗︒

天皇陛下の

おさずけくださ・る

が︑おとうさんやく略﹀などと話をしてゐます︒

十一486

﹁︿略﹀︒﹂といって︑綴り方を讃んだ︒

八旧9

をおかざりになりました︒

四622

オザシキヘトホシマシタ︒

お座敷

八

どこから來たの︒

おさかな

五415八おさかな
皿のおさかな︑

﹇御魚﹈︵名︶4

五416圏

おさかな

五29

一一896 マタオコッテ︑ウスヲコハシテ︑火ニ おさかな ︹課名︺2 おさかな
クベテシマヒマシタ︒
こりました︒
﹇押﹈︵下 二 ︶ 2

押さふ

四842 わにざめはそれを聞くと︑たいそうお
おさ・う

皿のおさかな︑

見たいなあ︒

﹁おなべ﹂﹁おさかな﹂﹁お召物﹂とか︑
﹇御先﹈︵名︶1

﹇御先手﹈︵名︶1

毛利攻めのお先手に加り︑もし営養があ
うございます︒

︽ーゲ︾

︽iシ︾

お米や︑お酒や︑お餅や︑︿略﹀などを︑ おさそい・する

﹇御酒﹈︵名︶2

おさげる

飛行機にお酒を供へたり︑しっかり頼む
﹇御下﹈︵下一︶1

﹇御念申﹈︵五︶1

永久のからだは︑お上におささげ申し

おささげ申す

母宮殿下も︑︿略﹀︑心もち御頭をおさげ

十一106園

︽iシ︾

おささげもう・す

になって︑御重禮をあそばされた︒

十一115

おさ・げる

ぞと願ったり︑

九掴9園

それぞれ三方にのせて供へられました︒

七4110

おさけ

お酒

りましたら︑主人勝久に︑出雲一丁をいただきた

九欄10園

おさきて

十柵3囹私は︑お先に切腹をいたしました︒

おさき

︿略﹀などいふのがその例である︒

十一306

が

五433圏

九638図爲次︑ことばなく︑ひざをかがめ顔を押 五418圖 皿のおさかな︑ 海から來たの︒
さへて︑矢を抜き取りけり︒

十鵬4図組んで︑馬よりどうと落ち︑取って押さ
へて首を取らんと︑かぶとをあふのけて見れば︑
おさえき・れる ﹇押切﹈︵下一︶1 押さへきれる
十724 押さへきれない︑あらしのやうな感動が︑

︽ーレ︾

全員の胸を走りまはるのであった︒

いわし雲がぐんぐんふえて肥ると︑︿略﹀︑

おさえつ・ける ﹇押付﹈︵下一︶1 押さへっける
十一737

︽ーケ︾

何だか頭を押さへっけられさうになります︒
おさ・える ﹇押﹈︵下一︶7 オサヘル おさへる
︽1へ・1ヘル︾

一一422 オナカヲオサヘテミマシタ︒

押さへる

六241 今まで︑おさへにおさへてみた悲しさが︑
一度にこみあげて ︑

六241 おさへにおさへてみた悲しさが︑

十549 みんな︑胸にこみあげるうれしさを押さへ
ながら︑熱心に聞き入った︒
を急に押さへるの で ︑

十㎜1 激しくたたいておいて︑手のひらで︑どら

おさつしくださる一おじ
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悔みをのべた︒

︽！レ︾

おさつしくださ・る ﹇御察下﹈︵下二︶1
ださる

﹇御察申﹈

︵五︶

1

お察しく

お察し申す

たためしか︑よくよくお察しくだされたく候︒

おさとる

幼い

︽ーリ︾

︽ーイ︾

︽ーカリ・ーク︾

︽ーシ︾

おさ・む

﹇収﹈︵下二︶1

をさむ

︽ーメ︾

九92図尊︑これををさめて︑后のみはかを作ら
せたまふ︒

ヨ

三田得

︽

エ︾

いにしへのふみ見るたびに思ふかな

εまいおさめ
レンガフ

﹇収得﹈︵下二︶1
キセキ

︵下一︶

2

納める

﹇治﹈︵下一︶1

治める

︽⁝メル︾5お

皇軍がこの島を治めるやうになってから︑

修める

︽ーメ︾

道を修めないのは君子の恥でございま

﹇修﹈︵下一︶1

十二308囹

おさ・める

作ることになってみる︒

火山灰の降らないところに︑新ラバウルの市街を

十一η6

︽

あらゆる身分の人々の作︑約四千五百首

つり床は正しく一定の場所に納められる︒

﹇収﹈

記ノ如キ奇績ヲ牛耳得タルモノハ︑
おさ・める
メ︾

おさ・める

を二十巻に牧めたのが︑萬葉集である︒

十二408

九544

牧める

﹇伯父﹈︹話手︺18

九佃1

ねんれう

をぢ﹁飛行機の整備といっても︑いろいろ

な仕事がありますが︑

をぢ﹁さうさう︑それですよ︒

をぢ﹁やはり︑焚動機の手入れを眞先にし

を積み込んだり︑

九m6 をぢ﹁車輪に空氣を入れたり︑燃料や爆揮
九川4

をぢ﹁痛ましいと思ひます︒

ます︒

九

1
九麗9

武備3

九掴9

をぢ﹁いつも襲動機の調子に氣をつけてゐ

をぢ﹁さうではありません︒

をぢ﹁かはいくてなりません︒

をぢ﹁︿略﹀︑苦しいとは別に思ひませんが︑

をぢ﹁︿略﹀︑おかあさんには︑うちの赤ち

九冊5

をぢ﹁さう思ふでせう︒

をぢ﹁四十八︒﹂

をぢ﹁さうです︒
わし
をぢ﹁鷲の顔をかくことにしてゐます︒﹂

九佃8

九㎜8

をぢ爲朝の弓のやうならば︑わざと落

ためとも

﹇伯父﹈︵名︶6 をぢ

九川9 ぼくは︑この春休みにハルビンのをちのと

しても與ふべし︒

八766図圖

おじ

九冊7

やんの泣き聲がすぐわかるやうなものです︒﹂

九佃4

せんが︑

九冊1 をぢ﹁機種の同じものはなかなかわかりま

かなり温度が高い上に︑

九柵4 をぢ﹁なにしろ︑機膿の中は︑ふだんでも

困ることはよくあります︒

九冊4

たり︑燃料や︑電力を調節したりします︒

九型5

せん︒

九備8 をぢ﹁飛行機はただの機械だとは思はれま

頭上を堂々と出嚢して行く時です︒﹂

十一5610図國我が聯合艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前 九佃3 をぢ﹁︿略﹀︑爆音勇ましく五十機七十機と︑

おさめ・う

おさめ

おのがをさむる國はいかにと

十二54図圃

十132國団 いかばかりの思ひにて︑この手紙をし おさ・む ﹇治﹈︵下二︶1 をさむ ︽ームル︾
おさつしもう・す
︽！シ︾

﹇御字 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十二629囹 いや︑御苦心のほどお察し申します︒
おさと・る

﹇ 幼 ﹈ ︵形︶1

七221 尊は︑すぐに︑おさとりになりました︒
おさな・い

十二襯2 幼い時︑母や祖母にだかれて︑かうした
幼し

歌を聞きながら︑快い夢路にはいったことを
﹇ 幼 ﹈ ︵形︶2

ちぶさ
十199図閣 安らかに眠れ︑幼かりし時わが乳房に

おさな・し

すがりて︑すやすやと眠りしごとく︒
ほどの道理に迷ふべしや︒
﹇ 御 覚 ﹈︵五︶1

王は︑︿略﹀︑あたりのさわがしさで︑目

おさます

十二949卑近汝︑幼くとも︑父の子ならば︑これ おさめなさる・おおさめる
おさま・す

十一1110
をおさましになった︒

おさまたげいた・す ﹇御妨﹈︵五︶1 おさまたげい

おさらのやうなのや︑かたつむりのやう

お皿

すが︑君子を容れないのは世の中の恥でございま
ごじゆくすみ

三763囲

おさら

す︒

︽ーシ︾

︽ール︾

﹇御皿﹈︵名︶2

十一122囚巴 せっかくの御熟睡をおさまたげいた
治る

おさら

たす

﹇ 治 ﹈ ︵五︶1

しまして︑申しわけもございません︒
おさま・る

日まはりは︑暑い日をいっぱい受けて︑金

なのや︑いろいろあります︒

五808

おじ

をぢ

﹇押﹈δあとおし・ておしぐるま

のお皿のやうなのが︑三つ咲いてみる︒
おし

六195圏 治る御代に︑神様の 恵みたたへる村祭︒

おさま・る﹇修﹈︵五︶2盗る︽ーッ︾
十二285園 いったい︑徳の修つた君子でも困られ
ることがあるのですか︒
とはさまってみない︒

十二301囹 道の修つた者が︑必ず人に用ひられる おし ﹇惜﹈δくちおし

ぼくが急いでおりると︑突然︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

ころへ行くのであ る ︒
九㎜11
をちの聲︒

十幽4 羽柴秀吉と軍を交へるにあたり︑貸元のを
たかかげ

ぢ小早川隆景は︑七城の城主を集めて︑

十一284父・母・兄・姉・をぢ・をば等は︑目上
の人であるから︑

おしあはせ

十一298 私のをぢは︑大阪にをります︒
﹇御幸﹈︵形状︶1

シタヨ︒

一651園
イマシタ︒

一655

オヂイサン︑

マア︑

ヨクオイデクダサ

スズメハ︑大ヨロコビデ︑オヂイサンヲ
スズメガ︑オヂイサンニイロイロゴチソ

オザシキヘトホシマシタ︒

一66一

オヂイサンバ︑タイソウヨロコビマシタ︒

ウヲシマシタQ
一67一

ムカシムカシ︑

ントオバアサンガアリマシタ︒

アルトコロニ︑オヂイサ

一71一

二875
人デシタ︒

トナリノオヂイサンバ︑ヨクノフカイ

オヂイサンバ︑オコッテ犬ヲコロシテ

犬ヲ野津イガッテヰタオヂイサンバ︑

シマヒマシタ︒

二882
二884

オヂイサンバ︑ソノ松ノ木デ︑ウスヲ

タイソウカナシミマシタ︒

コシラヘマシタ︒

二889

トナリノオヂイサンバ︑マタソノウス

ヲカリニ來マシタ︒

二893

サンバ︑川ヘセンタクニイキマシタ︒

一713

四878囹 あなたは︑おなさけ深いおかたですか

おしあわせ

ら︑︿略V︑のちにはきっとおしあはせにおな

ヲシイ︒

一737

トナリノオヂイサンバ︑ノコッテヰタ

オヂイサンバヨロコビマシタ︒

ソノ灰ヲモラッテ來マシタ︒

マシタ︒

灰ヲカキアツメテ︑

オヂイサンモオバアサンモ︑タイソウヨ 二926

オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

オヂイサンが山カラカヘッテクルト︑

オヂイサンバ︑山ヘシバカリニ︑オバア 二899 犬ヲカバノーガッテヰタオヂイサンバ︑

りでせう︒

二917 オヂイサンバ木ニノボッテ︑灰ヲマキ

二907

惜しい

オバアサンバ︑ソノモモヲ見目マシタ︒

ヲシイ

一726

スルノハ

一73一

︽ーイ・一

﹇惜﹈︵形 ︶ 4

カラ・ーク︾←くちおしさ

おし・い

ンニ

二664園 コンナヨイ子ヲ︑ネズミノオヨメサ

ロコビマシタ︒

アル日︑

モモタラウハ︑オヂイサントオ

オヂイサントオバアサンバ︑タイソウヨ
マン中二︑オヂイサントオバアサンガ
オヂイサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイ

アルトコロニ︑オヂイサ

見ルト︑私ノオヂイサンニヨクニタカ

ワタシバ︑オマヘノオヂイサンノオト

三495こんどは︑そのことをおちいさんに聞

ウサンダヨ︒

二962園

二959園﹁オヂイサン︒﹂トイヒマスト︑

タデシタ︒

二957

シタ︒

二956 ソコへ︑一人ノオヂイサンが出テ來マ

オイデニナリマセン︒

二944 ケレドモ︑オヂイサンノオトウサンバ︑

サンモアリマス︒

二943私ニハ︑オトウサンモアリマス︒オヂイ

ヒマシタ︒

二938 オヂイサンバ︑トウトウシバラレテシマ

オヂイサンバ︑モモタラウトナヲツケ 二932 オヂイサンバ︑灰ヲツカンデマキマシタ︒

十103囹命が惜しくなったか︒

V團

ォカケニナリ︑

二781團

ロコンデ︑モモタラウヲムカヘマシタ︒

一874

バアサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

一746

マシタ︒

一738

おちいさま

おちいさ

明治のみか

明治のみか

十808 だが︑その結果は︑惜しいことに佐吉の負
けであった︒

﹇御爺様﹈︵名︶2

十二539圓 何でこの身が惜しからう︒
おじいさま
あがめませ う ︒

四267圃 天皇陛下の おちいさま︑
どを

オヂイサン

四276圃 天皇陛下の おちいさま︑
ささげませ う ︒

﹇御爺﹈︵名︶69

ムカシムカシ︑

オヂイサンガ︑ソコヲホッテミマスト︑
出マシタ︒

土ノ中カラ︑オカネヤタカラモノガ︑タクサン

二87一

ンガアリマシタ︒

二862

マシタ︒

一一

どに

おじいさん
ん

イタダキマシタ︒

一412 スッカリデキテカラ︑オヂイサンニミテ
一414 オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ホメ
テクダサイマシタ︒

一471園ハギハ︑オヂイサンノオスキナ花デ

V9
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おしえ一おしえる
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いてみました︒

三503囹 それは︑ちゃうどおちいさんのげんき
﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑

おちいさんはおっしゃいま

な間に︑おとうさんが生まれる︑
した︒

三508

三579 おちいさんが︑よくかうおっしゃいます︒

みるみる

三584園 おちいさん︑つゆはいつまでつづくの
ですか︒

三世2圃 げんきで若いうらしまは︑

あるちゑのあるおちいさんがいひまし

しらがのおちいさん︑

四83
た︒

四87 びっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑
おちいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四97 すると︑あのちゑのあるおちいさんが︑
﹁︿略﹀︒﹂とい ひ ま し た ︒

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四121 すると︑あのちゑのあるおちいさんが︑

ありました︒

四322 昔︑竹取のおきなといふおちいさんが

らにのせて︑うちへかへりました︒

四333 おちいさんは喜んで︑その子を手のひ

す︒

このことばを聞いて︑おちいさんもお

おちいさんは︑なんとかしてかぐやひめ

﹁︿略﹀︒﹂と︑おちいさんがいひました︒

ばあさんもびっくりしました︒

四369

四376

四375

おちいさんは考へに考へたすゑ︑この

を引止めたいと思ひました︒

四378

おちいさんの家のまはりを︑︿略﹀けら

ことをとのさまに申しました︒

四385

おちいさんは︑その入口に立って番を

いたちが︑いくへにもとりかこみました︒

四389

かぐやひめは︑おちいさんとおばあさん

してをります︒

四408

に︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

もうすぐお正月なので︑おちいさんは︑
おちいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

神だなをおかざりになりました︒

四612

した︒

四624

の娘を中において︑泣いてゐました︒

五26旅すると︑おちいさんとおばあさんが︑一人

三千人の弟子のうち︑顔回ほどその師を

知り︑師の教へを守り︑師の教へを實行ずること

十二251

十二252

顔回なればこそ︑この最もむつかしい教

師の教へを並行することに

に心掛けた者はなかった︒

十二328

顔回は︑予の前で教へを受ける時︑た

へを︑そのまま實行ずることができたのである︒

十二332園

だだまってみるので︑

十二334園しかし退いて一人でみる時は︑師の教

いやいや︑かれとても︑昔の御三に教

ほかの弟子は︑教へについていろいろ

へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒

十二337囹
質問もし︑

十二506園

一言半句の教へのために︑この身を捨

へを聞かなかったとは限らない︒

てるわれを見よ︒

十一一571囹

一言耳にとどまらば︑わが教へにた

がふことなかれ︒

十二893図圏

にしみて忘れず︒

十二965図正行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心

フ︾

﹁なぜ泣くのか︒﹂と︑みことがおたつねに おしえたま・う ﹇教給﹈ ︵四︶ 1 教へたまふ ︽一
なると︑おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五272

うん︑おちいさんによく指圓していただ
おちいさんが︑孫を寝つかせようとして話
おちいさんは︑口をむにやむにやさせて︑
なかなか答へない︒

十329

をしてみる︒

十318

いて︑ひとつ一生けんめいにやって見るかな︒

九799園

まだ上手には歌へませんが︑兵たいさんに

文子さんは︑をぢさんに聞いて︑利根に

﹁待て︒﹂を教へました︒

五㎜9

教へられると︑︿略V︑すぐおぼえました︒

五趣3 利根はかしこい犬でしたから︑文子さんに

教へてもらった﹁愛國行進曲﹂です︒

五194

たこの糸めをなほして︑

六612 いっか︑おちいさんにいただいた︑古いめ 九594図圏 かつて師の教へたまふことあり︒
四336 この子を見つけてから︑おちいさんの
おし・える ﹇教﹈︵下一︶28 教へる ︽一へ・1ヘル︾
がねの玉と︑
切る竹には︑たびたび金がはいってゐました︒
四909團 をぢさんに教へていただいたやうに︑
四337 おちいさんは︑だんだんお金持になって 六798 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おちいさんがいはれました︒
いきました︒

四343 おちいさんは︑この子にかぐやひめと
いふ名をつけました︒

四351 何ごとにもすなほなかぐやひめでした
が︑いつもおちいさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

ことわってもらひました︒

四361 おちいさんやおばあさんは︑大さわぎで おしえ ﹇教﹈︵名︶10 教へδははのおしえ
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五麗7園私が︑いいことを教へてあげませう︒
ださるでせう︒

五欄9園海の神檬が︑きっといいことを教へてく

殿へ行くやうに教へてくれました︒

五㎜6囹 すると︑年取った神檬が︑私に︑海の御

押し

木の上を見あげて︑女は︑うやうやしくお
じぎをする︒

十二317孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑︿略﹀︑ 五価2

おしかける

私たちは︑きちんとすわりなほして︑おじ

六593 子どもは︑おじぎをして錦る︒

顔回には︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

ある者には﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

押しかかる

おじぎ

いねいにおじぎをして︑掛けました︒

﹇御辞儀﹈︵サ変︶3

オジギスル ︽一

モ一

ソ

ワタクシタチハゲン

オジギシテ︑

セッセトトホル︒

﹇御仕事﹈︵名︶2 お仕事

︵下一︶ 1

押し込める

︽一

ねえさんは︑お仕事をしておいでです︒

﹇押込﹈

あの中には︑石のらうがあって︑唐糸様

︹押下﹈︵下二︶1 押しさぐ ︽ーゲ︾
はかま

﹇伯父﹈︵名︶46 ヲヂサン をぢさん

マンシウノヲヂサンカラ︑本

ヲオクッテイタダキマシタ︒

ニー83 勇サンバ︑

ツカヒニイキマス︒

一28一 イサムサンガ︑ヲヂサンノトコロへ︑オ

おじさん

しさげ︑自害せんとそしみたりける︒

十二946図刀を右の手に抜き持ちて︑袴の腰を押

おしさ・ぐ

が押し込められてゐます︒

八408園

メ︾

おしこ・める

十一294

八柵5園 そうつと︑静かにお仕事をしませうね︒

おしごと

レカラダマッテ︑

一554圃デアフト︑チョット

一435圏モーツウッテ︑オジギシテ︑

キデス︒

ツウッテ︑オジギシテ︑

一434圃ニドオジギシテ︑手ヲウッテ︑

シ︾

おじぎ・する

帽子を取っておじぎをした︒

十二襯1 ぼくらを見てにっこりしたので︑ぼくは

手をする︒

しゅ

きよ
九餅12 ぼくがおじぎをすると︑みんな元氣よく學

ぎをしました︒

十二321

いったいおまへは︑だれに今のことば

その實行方法として︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒ 六器1

十二5010園

十二325

どうか︑残りを教へていただきたい︒

を教へられたのか︒

十二522園

六675囹 だれに教へてもらったの︒
六677囹 だれにも教へてもらはないのです︒
十一一粥7

お仕置き

われわれを教へてくれる大恩密なのである︒

國語こそは︑まことにわれわれを育て︑

七258 日本人は國語を使ふものだと︑學校で教へ
られてから︑

﹇押掛﹈︵四︶1

﹇押掛﹈︵下一︶2

岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと

︽ーレ︾

もしこれがお仕置きになれば︑今後忠

﹇御仕置﹈︵名︶1

もせず︑

十鵬5図

おしかか・る

義を働ます道がないであらう︒

十二599園

満人の子どもにたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂ おしおき

と︑日本語ではっきり教へてくれました︒

八238国

八477 それから︑グライダーの部分部分の名を︑
教へていただいた ︒

八857 午後は︑先生について︑一人一人︑正しい
すべり方を教へていただいた︒

せやく院には︑大勢の病人がおしかけて︑

︽ーケ︾

兵隊さんは︑やれうれしやとばかり︑私た
﹇御辞儀﹈︵名︶10

ていねい

おじぎをしたり︑小さい手をたたいた
かめは︑なみだをふきながら︑

かめは︑おじぎをしながら︑どこかへ行
つり糸がぴんとはって︑つり竿の先が︑お
じぎをするやうに︑しきりに動いてゐます︒

五472

きます︒

三日4

におじぎをします︒

三棚1

りしては︑たいこをならしました︒

三694

おじぎ

ちの前へ押しかけて來ました︒

八581

病氣をみてもらったり︑

七327

かける

九2810 土地の學校へ通ってみるかたはら︑母親か おしか・ける
﹁︿略﹀︒﹂と教へても︑﹁いや︑孝行です︒﹂

ら日本語を教へら れ ︑
九357

といって︑なかなか聞かないさうです︒

九811 さっそく︑そのことを祖父にいひますと︑
祖父も︑﹁︿略﹀︒﹂と教へてくれました︒

︿略﹀と︑ふだんから教へてあげてあ

九853 教へることは何でもよく畳えるし︑
るでせう︒

十一413園

﹁ななかまど﹂や︑︿略﹀﹁さるをがせ﹂

へていただいたものでした︒

十一4910 さういへば︑よくねえさんにいろいろ教
十︻876

﹁︿略﹀︒﹂と︑以前セレベスにみた人が笑

などを︑石川先生に教へてもらった︒
十一踊11

つて教へてくれた ︒

能に慮じてわかる程度に教へた︒

十二314孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才 五748 二人は喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑て

おじさんたち一おしたてる
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一一

V囹 ヲヂサン︑コンヤモマタ︑カゲエヲシ

をぢさん︑およしなさい︒

をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑あっ

文子さんが︑︿略﹀︑をぢさんのうちから︑

五佃9 文子さんは︑をぢさんに聞いて︑利根に

川の名を取って ︑

五川6 をぢさんの家のそばを流れてみる︑大きな

子犬を一匹もらって來ました︒

五柳2

五727 をぢさんも︑ここでおりました︒

おりるのかと思ったら︑おりませんでした︒

五724 次の停留場へ來た時︑をぢさんは︑そこで

ちへ行きがけま し た ︒

五713

五706 すぐ前に掛けてみたよそのをぢさんが︑

んに見せてあげたいと思ひました︒

四944團 このよくあがったところを︑をぢさ

たこの金めをなほして︑

四909團 をぢさんに教へていただいたやうに︑

たこを︑今日あげてみました︒

四883団をぢさん︑この間作っていただいた

﹁︿略﹀︒﹂とい ひ ま し た ︒

﹁待て︒﹂を教へました︒

をぢさんのやうに︑若水艦に乗って︑お

を命ぜられた︒

六296團春雄︑をぢさんは︑今度︑漕水艦の艦長
六353團

をぢさん︑ゴムも南洋から出るのでせう︒

國のために︑働きたくはないかね︒

六409園

をぢさんのうちの方角と聞いて︑私は︑恐

わたしは見まひに行きます︒

六696

目をさますと︑をぢさんや︑をばさんが︑

しくなりました︒

六716

ゆうべの火事で︑をぢさんのうちも︑焼け

うちへ來てるられます︒

九伽5囹

をぢさんは︑やはり︿略﹀︑空中戦をや

かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい

つたりした方がいいとは思はれませんか︒

十488圃

﹁あげようか︒﹂と︑投げてくれたをぢさ

てるた隣りのをぢさんは︑今みない︒

んは︑よい人だつた︒

十493圏

山田のをぢさんとをばさんが︑おとうさ

私のをぢさんは︑大阪にをられます︒

をぢさんを思ひながら︒

十501誤払は部隊長になって︑職地へ行ってみる

十一486

十一293

おとうさんや分家のをぢさんなどと話を

んや分家のをぢさんなどと話をしてゐます︒

十一487

ねえさんは︑山田のをぢさん︒をばさん

してゐます︒

十一509

といつしょに︑車に乗りました︒

しごとがすむと︑うんてんしゅはをぢさ

をぢさんたちは︑私たちに︑﹁さやうな

一生けんめいに︑ねえさ

﹇御支度﹈︵名︶1 お支度

髪結ひさんが︑

︽ーシ・ーセ︾

その水を押し出せば︑自由に海の上へ浮

﹇押出﹈︵五︶2 押し出す

おし立てる

押し

そばの學校から︑︿略﹀邦人の群が︑わ

﹇押立﹈︵下一︶2

立てる ︽ーテ︾

おした・てる

あっとなだれを打って道路へ押し出して來た︒

十二2210

くことができるのだ︒

六313国

おしだ・す

んのお支度をしてみるところでした︒

十一479

おしたく

ら︒﹂といひました︒

三911

自動車に乗りました︒

三904 をぢさんたち三人は︑﹁︿略V︒﹂といって︑

んたちに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三902

おとうさんは︑をぢさんやをばさんに︑ おじさんたち ﹇伯父達﹈︵名︶3 をぢさんたち
すると︑をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂

をぢさんや︑をばさんも︑お寄りないさ
お約束通り︑飛行機の整備をしてゐられ
をぢさんを園んで︑いろいろお話をお聞

をぢさんは︑もう五年間もこの方の仕事

をぢさんの飛行機には︑どんなしるしが
もっといろいろお聞きしたいのですが︑
をぢさんのお煽りになる時間になりました︒

九㎜1囹

つけてありますか︒

九冊3園

さんにお話をお願ひいたします︒

九㎜9園初めに︑整備といふことについて︑をぢ

をしていらっしやいます︒

九三2園

きしようと思ひます︒

九⁝⁝5園

るをぢさんに來ていただきました︒

九字5囹

うで︑何よりです︒

七775国

六B7

﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

六733

たさうです︒

三892 ﹁︿略﹀︒﹂と 聞きますと︑をぢさんは︑ 六718

といひました︒

三886そばにるたどこかのをぢさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

軍人さんになるといってゐます︒

三369 春雄さんは︑をぢさんのやうに︑海軍の

三322 をぢさんは海軍の軍人さんです︒

三321 をぢさんのお話を聞いたりして︑軍かん 六435園 をぢさん︑鬼ごっこはできませんか︒
六692囹 火事は︑をぢさんのうちの方角だから︑
のことはよく知ってゐます︒

さんのお話を聞いたりして︑

三318 をぢさんにもらったゑを見たり︑をぢ

三306囚囚

二828園 ヲヂサン︑コレハナンデスカ︒

テ見セテクダサイ︒

W0
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おしとおす一おしょうがつ

七631 ふと見ると︑向かふに︑日月を金銀で現し
た錦の御言を︑おし立ててみる者がある︒

押し通す

︽ーサ︾

十二川8 スコールの中では︑灰色の大きな木を押
﹇押通 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

し立てたやうな龍巻さへ起ってるる︒
おしとお・す

十541園 わが國の地位を認めず︑どこまでも横車
︽ーサ︾

を押し通さうとした米國︑及び英國に封して︑
﹇押流 ﹈ ︵ 四 ︶ 2 押 し 流 す
するすみ

十湿8図 梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流

おしなが・す

され︑はるかの下より打ちあげたり︒

﹇押葉﹈︵名 ︶ 一

オシバ

押し流され︑これまでたどり着きて候︒

十鵬10図國あまりに水が速うて︑馬をば川中より
おしば

︽ーキ︾

一一327囹 コレヲオシバニシマセウ︒
おしひら・く

﹇押開 ﹈ ︵ 四 ︶ 1 押 し 開 く
てんがい

﹇御仕舞﹈︵名︶7

おしまひ

二王立ちとなって僚機に別れを告げ︑

十173図圃 汝︑にっこりとして天蓋を押し開き︑
おしまい

三485園 だんだんくだって行くと︑大川になつ
て︑おしまひには︑廣い︑廣い海へ出る︒

四313 きまりがわるいと思ひながら︑ぼくは
おしまひに︑︿略﹀︒と書いてありました︒

おしまひまで走りつづけました︒
五梱1
おしまひにしませう︒

六473囹 それでは︑今日のげんとう會は︑これで

おしまふ

︽ーヒ︾

二子8おしまひごろになると︑にいさんは︑大
﹇御仕舞﹈︵五︶3

きなこゑを出してかぞへました︒
おしま・う

5

1

惜しむ

惜しみ申す

︽iマ・ーミ・一

になったか︑おしゃかさま︒

てあげましょ︑おしゃかさま︒

三65圃小さなひしゃくでお茶くんで︑

﹇御写真﹈︵名︶5 お窺眞

お爲眞は︑庭の中央に安置ざれた︒

かけ

母は︑戸だなから二本の日の丸を取り出し︑

てお罵眞の前に立ちました︒

九333 母は涙をふいて立ちあがり︑娘の手を取つ

辞むことにしてゐました︒

九293 さうして︑毎朝母といっしよに︑お罵眞を

七㎜7

七欄5囹陛下のお罵眞を︑庭へお移し申せ︒

おしゃしん

て止まなかった︑ありし日のお繹迦檬であった︒

しゃか

おとうさんが︑枯れかかったかきねの朝 十二5710 この修行者こそ︑ただ一すぢに道を求め
といって︑羽衣をお返ししたら︑あなた

顔を︑きれいに取っておしまひになったので︑

三957
四聖8園

︵四︶

︽一

お子様たちは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑

は︑まはずにかへっておしまひになるでせう︒

﹇惜申﹈

みんな逃げておしまひになりました︒

六518

おしみもう・す

︵四五︶

︿略﹀︑ふたたびお爲眞の前に立ちました︒

九335

十五

お正月

お正月⁝⁝⁝五十六

﹇御正月﹈︵名︶13

十五 お正月

一一573間お正月來い︑海から來い︒

一一571間お正月來い︑里から來い︒

一一562間お正月幽い︑山から苛い︒

おしょうがつ

一一561

一一33

まもなく︑去って行かなければならない日 おしょうがつ ︹恩名︺2 お正月

﹇惜﹈

十二備7囲国私一命は惜しみ申さず候へども︑

サ︾

おし・む
ン︾

八73

弓を惜しみたるにはあらず︒

本に︑なごりを惜しんでみるのかも知れません︒
八766図圓

十114園何で命を惜しみませう︒
やがて︑爾將軍は︑堅く手をにぎって︑な
ごりを惜しみながら別れを告げた︒

十979

おしめる

お出

いそ︒

お正月が煙るとまもなく︑

にするでせう︒

七128園 こんぶといつしょに︑お正月のおかざり

五一6

す兵隊さんもあるさうだ︒

五693圏 お正月には︑馬にあてて︑年賀状をよこ

もうお正月になったやうな氣がしました︒

四634

何もかもさっぱりときれいに見えて︑

神だなをおかざりになりました︒

もうすぐお正月なので︑おちいさんは︑

四612

オシメル

﹇御締﹈︵下一︶3

四625園さあ︑これでいつお正月が干てもい

十一一644園散ればこそ︑花は惜しまれるのだ︒
おし・める
︽ーメ︾

オカアサンバ︑イソイデアマドヲオシメ
ニナリマシタ︒

一507

おかあさんが雨戸をぴしゃりとおしめ

あま茶の中からひょっこりと︑

﹇御釈迦様﹈︹人名︺3

て︑岩戸をおしめになりました︒
しゃか

おしゃかさま
お繹迦様

三61圏

おしゃかさま

五42天照大神は︑天の岩屋へおはいりになつ

あまてらすおほみかみ

になりました︒

七4110 魚・大根・にんじん︑おしまひに︑いち 四982
ご・バナナなどを︑︿略﹀供へられました︒
あげます︒

八悩7園 おしまひに︑おかあさんに記念品をさし

終りに一つだけお聞きいたします︒

九伽2園 これでおしまひにしようと思ひますが︑
おしまいごろ ﹇御仕舞頃﹈︵名︶1 おしまひごろ

おしょうさん一おす
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十一441 お正月になった︒

七602

七601

九㎜9

賊が︑四方からこれをめがけて押し寄せる

賊は︑﹁︿略﹀︒﹂と押し寄せた︒

堀ばたの町には︑映蚕館や劇場があって︑

太平洋のかなたから押し寄せて掌るみどり
波が静かなうねりに攣って沖から押し寄せ
富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押
日本では感じられないやうな︑痛い寒さが

し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒

九槻6

るころになると︑

九514

の波が︑きらきらと光りだす︒

九474

人の波が︑あとからあとから押し寄せます︒

八923

と︑城から大きな石を四五十︑一度に落したので︑

十一443園 お正月が來たから︑あなたも少しはお
とならしくなったでせうね︒

せんよ︒

十一454園 今日はお正月だから︑泣いてはいけま

をしやう

和尚さ

十一456 お正月だから︑きれいな着物を着せてあ
げた︒

おしょうさん ﹇和尚﹈︵名︶6 和尚さん
ん
をしやう

六柵5 お寺の小僧になってまもないころ︑ある日︑
﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑和尚さんは︑雪

和尚さんにたいそうしかられました︒

六相2

非常な速さで押し寄せて來た︒

押し寄せて來る︒
十253

舟を引っぱって︑本堂へ行きました︒

六佃7 自分の部屋へ鯖ってみた和尚さんは︑しば
十柵1

︽ーセ︾

北方から疾風のやうに︑皇軍はダバオを

お調べる

︽1べ︾

追討の官軍がたちまち江戸表に押し寄せ
﹇御調﹈︵下一︶1

先生は︑私たち四年生の人員をお調べにな
﹇御尻﹈︵名︶1

おしり

くもは︑︿略﹀︑おしりのところがら︑たく
﹇御知﹈︵五︶1

お知る

︽ーリ︾

︿略﹀とは︑おとうさんも︑おかあさん
も︑ゆめにもお知りにならないだらう︒

六麗4園

おし・る

さんの細い糸を引き出し始めました︒

七一6

おしり

つてから︑次のやうにおっしゃいました︒

七71

おしら・べる

るとすれば︑

十二川7

めざして押し寄せた︒

十二204

押し寄せて浸る波を見ながら︑

らくすると︑雪舟がかはいさうになりました︒

六M1 和尚さんは︑どんなに︑さびしかったらう
と思って︑急いで行って見ると︑

六餌5 かまれては︑かはいさうだと思って︑和尚
さんは︑﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑

六備1 和尚さんはおどろきました︒
おじようぶ ﹇御丈夫﹈︵形状︶1 お丈夫
ですから︒
押し寄す

十一504囹 おかあさんは︑さうお丈夫ではないん
﹇押寄﹈ ︵ 下 二 ︶ 3

八298図雨軍たがひに押し寄せて︑その間わっか

おしよ・す

に三町ばかりとなれり︒

方に火をかけ︑一方にて支へ候はんに︑

十一601図國 されば︑ただ今敵方に押し寄せ︑三

﹇ 押 寄﹈

︵下一︶

11

押し寄せる ︽一

おしろ

﹇御城﹈︵名︶1

お城

まんの話に花を咲かせたりします︒

十一617図國 ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ おしるこ ﹇御汁粉﹈︵名︶1 お汁粉
七802囲 お汁粉や︑大福餅をたべながら︑お國じ
たらんには︑戦ふともいかで利あらんや︒
セ・ーセル︾

おしよ・せる

まるで︑海にうかんだお城のやうで

︵五︶ 20 おす

をすさ︒

押す

︽ーサ・ーシ．一

おとうさん︑子馬はをすですか︑めすで

﹇雄﹈︵名︶2 をす

す︒

三329園
おす

すか︒

九793園
九795園
お・す ﹇押﹈

三679 おかあさんに手を引かれながら︑おされ

セ︾

るやうにして︑はいでんの前へ出ました︒

ばらく︑ 目をつぶっていらっしゃい︒

五755圃
押せ押せ︑車を︑ よいしょ︑よいしょ︒
押せ押せ︑車を︑
五755圃
押せ押せ︑車を︑ よいしょ︑よいしょ︒
五763圃
押せ押せ︑車を︑
五763圖
押せ押せ︑車を︑ よいしょ︑よいしょ︒
五768團
押せ押せ︑車を︑
五768圃
押せ押せ︑車を︑ よいしょ︑よいしょ︒
五775圃
押せ押せ︑車を︑
五775圃
押せ押せ︑車を︑ よいしょ︑よいしょ︒
五783圃
押せ押せ︑車を︑
五783圏
五撹9園 私が︑その舟を押してあげますから︑し

から押して行きました︒

五悩1囹 押してあげますから︒
六梱5 破筆筒に力を入れて︑ 進めとばかり︑あと

スタンプを押しませんか︒

れながら︑しだいに網の外へ出ます︒

六㎜2 ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ
九騰7園

を二つ押してもらった︒

九騰9 ぼくは︑てちやうに﹁あじあ﹂のスタンプ

プを入れて︑ボーイに頼んだ︒

九㎜1 手紙を書いて︑書間押してもらったスタン
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おすがた一おそなえする

オスキ

︵五︶1

おすくふ

おすき

おすくひなさる

︽ーヒ︾

︽ーイ︾

︽ーイ︾

おすわりなさる

さあ︑これへおすわりください︒
﹇御座﹈︵五︶1

﹇御世話﹈︵名︶5

十一414囹
おせわ

長い間︑ほんたうにおせわになりま

こんなにしんせつにしていただいてるれ

七359

冬中おせわになってみただんろや︑ペチカ

千人めの病人のおせわをなさった時︑

や︑オンドルなどともお別れです︒

八榴1

とではないか︒

ば︑皇后様におせわをしていただくのと︑同じこ

七351園

四365囹長い間おせわになりましたが︑

した︒

三㎜4園

おせわ

さあ︑ここへちよつとおすわりなさい︒

おすわりなさ・る

十二542囹

ださる

十822 押しも押されもしない﹁世界一の織機﹂と おすわりくださ・る ﹇御座下﹈︵五︶1 おすわりく
いふ光榮が︑かれの上にかがやいた︒
お姿

十822 押しも押されもしない
﹇御要﹈︵名︶1

五638 一二おっしゃったまま︑少彦名神は︑もう

おすがた

﹇御好﹈︵形状︶2

お姿が見えなくなってしまひました︒
おすき

シタヨ︒

一472囹 ハギハ︑オヂイサンノオスキナ花デ

どいいでせう︒
﹇御亡﹈

八麗1圓 おかあさんのおすきな花だから︑ちやう
おすくいなさ・る
︽ーイ︾

﹇ 御 掬 ﹈︵五︶−

三603囹 さ︑ これですきなのを︑おすくひなさ
い︒

おすく・う

お進む

︽ーミ︾

よく︑さっとおすくひになりました︒
﹇ 御 里 ﹈︵五︶4

やまと

︽ーイ︾

七359

︽ーレ︾

﹇御世話下﹈︵下二︶1

つて︑一人一人をおせわなさいました︒

話なしくださる

おせわなしくださ・る

おぜん

﹇御膳﹈︵名︶1

おぜん

さしくお世話なしくだされ︑

︽ーメ︾

おそ・い

﹇遅﹈︵形︶8

オソイ

おそい

︽ーイ・一

くて︑しかたがありませんでした︒

六226 田道間守には︑︿略﹀船が︑おそくておそ

六226 風を帆にいっぱいはらんで走る船が︑おそ

くておそくて︑しかたがありませんでした︒

八165 苗を植ゑてから早くて十箇月︑おそくても

その糸を短くすれば︑振り方が早く︑長く

一年二箇月たつと︑

八宙9

飛行機のもどって來る時刻がおそいと︑

すれば︑振り方がおそくなります︒

九穐5園

日没のおそい北洋にも夕暮がだんだんせ

氣が氣ではありません︒

十一993

まって︑濃霧が一面に立ちこめる︒

らレパルスへ襲ひかかる︒

十658 一隊は右からウェールズへ他の一隊は左か

着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒

十663 わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち

命中する︒

十669 レパルスへ襲ひかかった一番機の魚雷も︑

おそふ

襲ふ ︽ーッ︾

十伽9 爆揮をかかへた敵の飛行機は︑輸送船團の

十691 襲ひかかるわが一機が︑火だるまになる︒

﹇襲﹈︵五︶3

頭上から襲ひかかった︒
おそ・う

火は前後二回おそったが︑

七柵10 火はたちまち元帥の家をおそった︒
七皿3

﹇御添﹈︵下一︶1 おそへる ︽一へ︾

十675 ウェールズを襲った二番機が︑
おそ・える

オソイカメサンダナ︒

みことにお渡しになりながら︑

五968 御鏡に︑御玉と︑御劒をおそへになって︑

ニー37園

シ︾

重いふくろをせおっていらっしゃった おそなえ・する ﹇御供﹈︵サ変︶1 お供へする ︽一
ので︑おそくおなりになったのです︒

四861

ク︾

ール︾

おそいかか・る﹇襲掛﹈︵五︶5襲ひかかる︽ーッ・

十124図国村の方々は︑朝にタに︑いろいろとや

お世

光明皇后は︑この藥の風呂へもおいでにな

七135 先生にお願ひしますと︑先生は︑たもで勢 おせわなさ・る ﹇御世話﹈ ︵五︶ 1 おせわなさる
おすす・む
ひうが

六42 神武天皇は︑日向をおたちになって︑大和
の方へお進みになりました︒

六523 お逃げにならないばかりか︑つつしんで御
父君の前へお進みになりました︒

七2210 尊は︑生き残ったわる者どもを平げて︑な
ほも東へお進みになりました︒
ぎぢやう

たかなわ

お進める

んのしたくをしていらっしゃいました︒

十一149 御ひつぎの車は︑四戒隊の護りもいか 三968 おかあさんは︑︿略﹀︑もうすっかりおぜ
﹇御進 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

めしく︑︿略V高輪の御殿へお進みになってみた︒
おすす・める

おすわり
﹁おすわり︒﹂でも︑すぐおぼえました︒

﹇御座﹈︵名︶1

御統監の大元帥陛下がお出ましになりました︒

八611 野外統監部へ︑天皇旗をお進めになって︑

五㎜4

おすわり

おそなえもの一おだいじ

246

七435 お供へしたものをみんなさげてから︑神様
のお為りになる先言ひがとなへられました︒
おそなえもの ﹇御供物﹈︵名︶2 お供へもの

七419 次に︑お供へものをいろいろと︑白木の机
の上に運ばれました︒

お供へる

︽1へ︾

九161 祭具やお供へものをささげて︑静かに祭場
﹇御供﹈︵下一︶3

へ進んで行く︒

おそな・える

て︑鏡餅をのせてお供へになりました︒

四617 小さい三方に︑白い紙とうら白をしい
四618 おみきもお供へになりました︒

四953 おかあさんは︑豆をたくさんいってま
﹇御側﹈︵名︶1

お側

すに入れ︑神だなにお供へになりました︒
おそば

おそらく

︽⁝レ︾

︽iリ︾

十二佃8富麗
︵形︶

5

おそれ多い

︽一

朝敵とともに身命を捨て候事は︑朝
﹇恐多﹈

廷へ恐れ入り馬事と︑誠に心痛致し居り候︒
おそれおお・い
ク︾

おそれ多くも︑皇孫ににぎのみことのお

通りになる道を︑ふさいで立ってみるあなたこそ︑

五998園

おそれ多くも︑時の天皇が︑それをお聞き

だれです︒

六601

になって︑わざわざ︑そのところへお出ましにな
りました︒

七175囹汝︑おそれ多くも︑朝廷の仰せに從ひま
つらぬによって︑

おそれ多くも宮の御道筋をふさいだ上に︑

錦の御旗をけがしたてまつるとは︒

七646囹

︵形︶

2

おそれ多し

︽一

おそれ多くも今日おくだしになった解職の
﹇恐多﹈

まことにおそれ多き極みといふべし︒
おそれ多くは候へども︑今生にて今
﹇恐伏﹈︵四︶1

︵形︶

おそれ伏す

17

︽iシ︾

おそろしい

恐しい

從者みな︑船底におそれ伏したり︒
﹇恐﹈

おたまじゃくしは︑何だかおそろしいやう

下界へ行く途中に︑恐しい男が︑道をふ

するとまもなく︑あの恐しい大蛇が出て來

五981園

く︑目は︑鏡のやうでございます︒

行ってごらんになると︑なるほど相手は恐

しさうな男です︒

五991

をぢさんのうちの方角と聞いて︑私は︑恐

五993 すると︑その恐しい男がいひました︒

しくなりました︒

六696

しかも︑敷秒ののちには︑その破壌筒が︑

恐しい勢で爆襲するのです︒

六梱9

りの家も︑ぐらぐらと動きました︒

七246 ﹁ゴー︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まは

七455 恐しい海賊が︑どやどやと乗り移って來て︑

人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通

用光をとり忍んでしまった︒

それが黒黒な大空に突つ立ってるるとした

る︑白い︑恐しい海を見た︒

十2510

十415

かういふふうに︑月の世界は︑いはばまつ

ら︑どんなに恐しいけしきでせう︒

十421

夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと

たく恐しい死の世界ですが︑

十一762

ただ︑ふとそば近く︑恐しい悪魔の姿を

ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲です︒
あくま

十二499

あの恐しい形相から︑どうしてこんな聲

した羅刹のみるのに氣がついた︒

十二544

と見れば︑あの恐しい羅刹は︑たちまち

が出るかと思はれるほど美しい聲である︒

たいしゃくてん

十二574

恐しさ

をそはる

︽ーリ︾

わらべらはちひさき笑顔ならべつつ兵

﹇教﹈︵四︶1

初めは︑ただ恐しさでいっぱいでしたが︑

﹇恐﹈︵名︶1

端嚴な帝繹天の姿となって︑
おそろしさ

六川6
おそわ・る

に唱歌ををそはりてみる

九374図圃

せいも斎うございますが︑鼻が恐しく高 おだいじ ﹇御大事﹈︵形状︶2 おだいじ

さいで立ってをります︒

五978囹

ました︒

五296

な︑うれしいやうな氣がして︑

五237

︽一︒ーイ︒rク︾

おそろし・い

九81図

おそれふ・す

ひとたび︑玉顔を辞し奉らんために参内仕りて候︒

十一一991諭告

十82図

キ・ーク︾

おそれおお・し

大詔が︑ラジオを通して奉讃された︒

十二4110 山を進むなら︑草の生えるかばねともな 十551
﹇恐﹈︵副︶1

れ︑大君のお側で死なう︑
おそらく

恐る

勘気は︑その弓矢を静かに受け取り︑

六㎜6 おそらく︑しりごみするだらうと思はれた
﹇ 恐 ﹈ ︵ 下二︶3

十一588図歩み出でたるさま︑いかなる鬼神とい

おそ・る

へども恐れずといふことなし︒

來たらば來

十一603図業火を逃れん者は矢を免るべからず︑
矢を恐れん者は火を逃るべからず︒

恐る恐る

十一梱7図圃 波にただよふ氷山も︑
たれ︑恐れんや︒
﹇恐恐﹈︵副︶3

萬壽は恐る恐る︑﹁︿略V︒﹂と申しました︒

おそるおそる
八372

恐れ入る

兄は恐る恐る近寄って︑﹁︿略﹀︒﹂

十一124 おつきの者が︑恐る恐る申しあげると︑
十一川2

﹇恐 入 ﹈ ︵ 四 五 ︶ 2

十櫓7囹 恐れ入りますが︑ぜひおいでを︒

おそれい・る
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おたがい一おたまじゃくし

五965園 おだいじに︒
﹇御互﹈︵名︶5

おたがひ

八258国 では︑みなさん︑おだいじに︒
おたがい

四223 うんてんしゅさんがおたがひに手をあ
げて︑元三よくあいさつをしました︒
おたがひに︑﹁ごくらうさま︒﹂︿略﹀と︑

心の中でいってみるにちがひありません︒

四鵬7

九401 それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり
することばや︑文字がよくわかるからです︒
をして︑わが高千穂艦の名をあげよう︒

十143園その時には︑おたがひにめざましい働き
十一一筋8 目と目はおたがひに物をいって︑全員白

やまうちかつとよ

お だ

鉢巻をきりつとしめた︒
お だ
﹇織田家﹈︵名︶1 織田家

おだけ

﹇ 御 出 ﹈ ︵ 五︶1

お出す

︽ーシ︾

九6510図山内一豊︑織田家に仕へし初め︑
おだ・す

﹇御助 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

お助る

︽ーリ︾

︽ーイ︾

おたず・ねる

四849

ネ︾

﹇御尋﹈

︵下一︶

6

おたつねる

︽一

その時︑大勢の神様がお通りになって︑
この大國主のみことも︑﹁︿略﹀︒﹂とおた

﹁︿略﹀︒﹂とおたつねになりました︒

四866

﹁︿略﹀︒﹂と︑大國主神は︑その神檬に︑お

﹁なぜ泣くのか︒﹂と︑みことがおたつねに

つねになりました︒
五272
なると︑

五588

六528

先生がごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつ

尊は︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつねになりました︒

たつねになりましたが︑

七126

﹇御立﹈︵名︶1

おたち

ねになりましたが︑だれも知りません︒
おたち

ひうが

︽ーチ︾

お立ちに
やまと

神武天皇は︑日向をおたちになって︑大和
幼年學校の制服をお召しになった北白川
演習が終って︑王は︑一軒の農家の軒先

お建てる

お立てる

陸軍砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母宮殿
﹇御立﹈︵下一︶3

︽ーテ︾

かざって︑岩屋の前にお立てになりました︒

五62 太玉のみことは︑このさか木に︑鏡と玉を

七326 その中に︑光明皇后のお建てになった︑せ

皇后様は︑千人の病人のせわをなさると

やく院といふ病院が立ってるました︒

七354園

だのぶなが

織田信長

用材は︑︿略V︑織田信長が︑木曾の森林か

お

﹇織田信長﹈︹人名︺3

いふ大願を︑お立てになったさうだ︒
お だのぶなが

九108

おだのぶなが

だのぶなが

二心は︑織田信長に毛利攻めの志があるこ

お

ら伐採して奉ったことがあり︑

九榴7

だのぶなが

そこへ︑織田信長が三萬五千の大軍を引き

お

とを知って︑かれをたよった︒

おたまじゃくし

つれて︑攻めて來るといふ知らせがあった︒

十帽8

︹課名︺2

おたまじゃく

おたまじゃくし⁝⁝⁝二十

﹇御玉杓子﹈︵名︶7

四本足になったおたまじゃくしは︑尾が︑

だんだん短くなって行きました︒

五243

な︑うれしいやうな氣がして︑

五237 おたまじゃくしは︑何だかおそろしいやう

のっけ根のところが︑少しふくれて來ました︒

五232 このころになると︑おたまじゃくしは︑尾

兄弟があるのですから︑

五223 しかし︑おたまじゃくしには︑たくさんの

のですから︑

五215 おたまじゃくしは︑手も足もなくて泳げる

間といっしょに︑池の中を泳いでゐました︒

五208 おたまじゃくしは︑毎日︑大勢の兄弟や仲

し

おたまじゃくし

五207五おたまじゃくし

五26 五

おたまじゃくし

いよいよおたちといふ時︑先糞の者が︑急 おだまき 与しずのおだまき
いでかへって來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五976

︽ーイ︾

お立つ

あぶなうございます︒どうぞ︑おたちの
おたつ

天上天下をゆびさして︑

﹇御立﹈︵五︶5

おた・てる

下の御前に不動の姿勢でお立ちになった︒

十一105

にお立ちになった︒

十一93

宮永久王は︑母宮殿下の御前にお立ちになった︒

十一75

の方へお進みになりました︒

六42

なっていらっしゃる︒

三63圃

おたろ

きください︒

七棚5園

のきくださる

五78 神様がたは︑さか木を︑ずっと前へお出し おたちのきくださ・る ﹇御立退下﹈︵五︶1 おたち
になって︑

おたすか・る

七229 あやふい御いのちをお助りになった尊は︑
︽ーイ︾

おたすけくださ・る ﹇御助下﹈︵五︶3 お助けくだ
さる

三五1園 はい︑この間は︑お助けくださいまして︑

ほんたうにありがたうございます︒

三 8囹 この間は︑かめをお助けくださいまし
てありがたうございます︒
けくださいと祈り ︑

八394 まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助

ださる

おたずねくださ・る ﹇御尋下﹈︵五︶1 おたつねく

何でもおたつねください︒

九㎜7園 またみなさんも︑聞きたいことがあれば︑

おだやか一おちる
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五253 前足をついてすわったかっかうは︑これま
﹇穏﹈︵形状︶9

おだやか

でのおたまじゃくしではありませんでした︒
おだやか

ます︒

五514 川はおだやかになって︑音もなく流れてゐ

が︑いっぱいにさしこんでゐます︒

六実5 小さな温床に︑今日も︑おだやかな冬の日
六搦3 おだやかな海です︒

七佃6 できるだけおだやかに出て︑武器や船具を
返してくれるやうに︑たびたびかけ合ひました︒
七描2 彌兵衛は︑まつおだやかに申し出ました︒

九969 天氣のよい日︑おだやかな海原を航海する
やうな樂しさである︒

十936 乃木將軍はおだやかに語った︒
だやかな晩ばかりではありません︒

十二川11囹 しかし︑インド洋へ出ると︑こんなお

﹇落﹈﹇▽あまおち

おちあひなほぶみ

十二㎜2 南方の海は︑割合ひおだやかな日が白く︒
おち

あひなほぶみ

おちあいなおぶみ ﹇落合直文﹈︹人名︺1 落合直文
おち
十一搦2 明治時代の學者であり︑歌人であった落
﹇御 小 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

お小さい

︽ーイ︾

合直文が︑元旦に門松をよんだ歌です︒

おちいさ・い

﹇ 陥 ﹈︵四︶2

落ち入る

︽ーリ︾

仲よくしていらっしゃいましたが︑

六505 お小さいかたがたのことですから︑初めは︑
おちい・る

八312図 平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか
ら谷に︑なだれを打って落ち入りたり︒
舞ひあがり︑︿略﹀海中に落ち入りたり︒

八μ1図 扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

おちかか・る﹇落掛﹈︵五︶2落ちかかる︽ール︾
うな︑激しい雷が鳴り響く︒

十一㎜9 今にも頭上に落ちかかるかと思はれるや

十二㎜4
1

落ち重なる

︽一

なな
海面は︑今落ちかかる太陽の残光を斜め
︵四︶

︽ーン︾

数萬の寄せ手︑どうと打ちすゑられ︑

﹇落重﹈

に受けて︑異様に輝き渡ってみる︒
おちかさな・る

十一222図

ル︾

落ち込む

左は︑急な斜面が神秘な谷底へ深く落ち

﹇落込﹈︵五︶1

なだれを打って人馬落ち重なる︒
おちこ・む

十一957
込んでみる︒

おちぢ

おかあさんのあとをおっかけて行っ

﹇御乳﹈︵名︶1

三806圏

おちぢ

て︑ときどき︑おちぢをさがすのでせう︒
おちつき

そのためには︑乗組員に︑勇氣とおちつ

﹇落着﹈︵名︶2

六349團

おちつき

かうした工期やおちつきは︑子どもの時

きがたいせつだ︒

六349團

﹇落着払﹈

︵五︶1

おちつきはら

から︑きたへるやうにしなければならない︒

おちつく

落ち着く

相手をにらみつけながら︑おちつきはらつ

おちつきはら・う
︽ーッ︾

七652

ふ

﹇落着︺︵四五︶10

て︑その場をたち去った義光は︑
おちつ・く

九騰3

わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち

落ち着いた︑美しい形である︒

十663

船内は︑何だかさうざうしく︑落ち着かな

着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒

何か氣にさはることがあって心の落ち

心がちっとも落ち着きませんでした︒

くなって來ました︒

十梛8

十一佃2團

オチバ

十一468

着かない時には︑

八 オチバ⁝⁝⁝三十一

︹単名︺2
一一29

おちば

キヌ子サント花子サンガ︑オチバヲヒロ

﹇落葉﹈︵名︶4 オチバ 落葉

二311八オチバ
おちば

ヒニ︑林ノ中へ行キマシタ︒

二312

ミンナデ︑カレ枝ヤオチバヲカブセルト︑

パチパチトモエアガリマシタ︒

一一347

落葉の間にたまったり︑

かけ

一足ごとに︑

三499鴬笛がふると︑水は︑木の根や︑草や︑

林の中の小道を行けば︑

﹇御茶﹈︵名︶2 お茶

かさこそと鳴る落葉︒

八446図圃
おちゃ

てあげましょ︑おしゃかさま︒

三64圃小さなひしゃくでお凹くんで︑

お・ちる

﹇御茶碗﹈︵名︶1 お茶わん

﹇落行﹈︵四︶1 落ち行く

︽ーク︾

﹇落﹈︵上一︶47 オチル 落ちる ︽ーチ・

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒

十鵬3図國一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

おちゆ・く

茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒

八伽2 私は︑古意を出してふいたり︑みんなのお

おちゃわん

おっしゃいました︒

金魚は︑やっとおちついたといふやうに︑ 四149 おかあさんはお茶を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂と

︽ーイ・ーカ・ーキ︾

三635

しばらくじっとしてゐましたが︑
五郎︑おちついてあげるんだよ︒
私たちに︑その意味はよくわかりませんが︑

五473園
七427

できるだけおちついて︑氣をつけながら︑

おちついた聲で︑うやうやしく讃まれました︒
八517

しばし神に祈りて見開けば︑風やや静ま

少しつっぱって行った︒

八736図

り︑扇も少しくおちつきて︑射よげに見えたり︒

249
おつ一おつ

ーチル・ーチレ︾几Vころげおちる・したたりおち
る・たおれおちる・ながれおちる・はねおちる

一504 大ツブノアメガ︑オチテキマシタ︒
タ︒

二298 ウスガ︑上筆ラドシントオチテ來マシ

ンオチテヰマス︒

つづいてぼくのが

ぬれて︑しっくが落ちるたび︑

親指で︑板の間に落ちた涙をいちってみました︒
六悩6團

七54圃弟の石が海に落ち︑
つづいてぼくのが海に落ち︒

海に落ち︒

七55圃

かはら

と落ちた︒

二315 キイロナハヤ︑マッカナハガ︑タクサ 七613 橋は︑まん中からもえ切れて︑谷底へどう

カレ草ナドヲ︑ヒトトコロニアツメマシタ︒
つれる︒

七984

日が落ちたあとの空は︑なんといふ美しさ

日は︑ぐんぐんと落ちて行きます︒

なほも南

七鵬9

でせう︒

八46圃萬里の波に
へ氣がはやる︒

ヨーロッパのある國で︑約十萬羽の燕が︑
ちう返りをして落ちるもの︑まっさかさま

一人落ち︑三人落ちして︑

しかし︑富田城は名城であるだけに︑なか

九9810

なか落ちさうにもなかった︒

九齪2

の一時に落ちたやうなとどろきとで︑

十257 山がのしかかって來たやうな重さと︑百雷

十714

まもなくウ︑エールズの速力は急に落ちて︑

十689 レパルスは︑速力がぐっと落ちて

はしばひでよし

ほとんど停止したかと思はれた︒

十備2 この城が落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑直ち

主家を守るべき七城のうち︑六城がすでに

に毛利方を攻めるに違ひない︒

智勇すぐれた城主︑これに從ふ五千の悔言︑

落ちてしまった今︑

十三4
守備1

夜明けに近い薄あかりが︑重なり合った

たやすくは落ちるはずがなかった︒

十一803

とひ

屋根に落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶

葉の層を通して落ちて來る︒

十一矧12

岩石がくつれないやうに︑働く人の足場

にたくはへておくやうにする︒

いかに快速を些些する機械化部隊も︑橋

が落ちないやうにと念じながら︒

十ニー21

十二齪6

眞赤な太陽が︑シドニー沖の海面に落ち

が落ちれば立ち往生になる︒

まっさかさまに落ちるもの︑

てから︑二時間もたったころであった︒

十二糎10
八552

親も落つればその子も落ち︑弟も落つれ
八313図

弟も落つれば兄も落ち︑

親も落つればその子も落ち︑

十153図法

明かるきこずゑ︑

いとし子よ︑ラングーンは落ちたり︒

八442図魍葉は落ちて

八313図弟も落つれば兄も落ち︑

八313図

ば兄も落ち︑

八313図

一機が風にあふられて︑上へ向かったかと お・つ ﹇落﹈︵上二︶10 落つ ︽ーチ・ーツレ︾
イタリヤのピサの町に︑夕もやがこめて︑

このころ︑夕やけの空を︑日が落ちて行く
一人落ち︑三人落ちして︑とうとう先頭か
ら三四人めになった︒

九9810

のは︑みごとなものです︒

八号5

日が静かに落ちて行くころでした︒

八悩6

思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒

八558

少くなって︑たった二機になった︒

に落ちるもの︑︿略﹀︑見るまに︑飛んでみる敷は

八552

急に落ちて來たことがあります︒

八99

夕日が落ちて︑

七観6

平線に落ちて行くところです︒

七鵬2赤い大きな夕日が︑今︑西の遠い︑遠い地

くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒

はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は

二337 アチラコチラニオチテヰル木ノ枝ヤ︑ 七974 瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑石垣がく
三85 開かないでそのまま落ちて來ました︒
三91 開くには開きましたが︑すぐに落ちて
來ました︒

三105 すると︑らくかさんはぱっと開いて︑ふ
はりふはりと落ちて來ました︒

三127 らくかさんは︑草の中へしっかに落ち
ました︒

四905導けれども︑空で二三べんまはって︑落
ちてしまひました︒

四934国ほかのたこは︑下の方であがったり
落ちたりしてゐますが︑

五451 ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる
と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒
五498 川が︑たきになって落ちてみるのでした︒

六68 この御零とともに︑劒が天から落ちて來ま
した︒

六372園 どんなことがあっても落ちないと︑イギ
リスがいばってみたシンガポールも︑

六418園 そのみぞをつたはって︑ぽたりぽたりと
落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒

六襯8 ぽたり︑ぽたりと落ちて︑本堂の板の間を
ぬらしました︒

六柵2 足もとを見てみた雪舟は︑四面なく︑足の

おっかい一おっしゃる
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碧梧桐

へきごどう

十985図魍 赤い椿白い椿と落ちにけり
十鵬4図 熊谷︑波打際にてむずと組んで︑馬より

軍務のおつかれで︑王は︑ある夜しばし
おつき

かり寝のゆめをお結びになってみたが︑

十一119
﹇御付﹈︵名︶2

五価7園

おつく

お着く ︽ーキ︾

ここに立って︑お月様を︑枝の間から見

﹇御着﹈︵五︶5

たまへ︒

おつ・く

五儒2囹

おつき

おつきの者が︑恐る恐る申しあげると︑

どうと落ち︑

十一124

六44 はるばると海を渡って︑紀伊の熊野といふ

オ月サマガ︑カホヲダシマシタ︒
ヤア︑オ月サマが出タ︒

西ハタヤケ赤イクモ︑

マル

マルイ

東ハ

東ハ

西ハタヤケ赤イクモ︑

た︒

い

くまの

のちに︑御亭におつきになって︑年明天皇

するが

午後八時ごろ︑御ひつぎの車は︑御殿に

﹇御作﹈︵五︶1 お作る ︽ リ︾

おつけ5おみおつけ
ノー︾

オツケル

おつける

ソレニ︑オトウサンが火ヲオツケニナ

﹇御付﹈︵下一︶3

あぶないから︑よく氣をおつけなさい︒

おつけなさ・る ﹇御付﹈︵五︶1 おつけなさる

五818園

リマシタ︒

二342

それは︑︿略﹀︑大きな川の名を取って︑お

手早くあたりの草をなぎ彿ひ︑火打石で火

をきって︑その草におつけになりました︒

七223

とうさんがおつけになったのです︒

五期8

︽一

五55 ある神様は︑大きな鏡をお作りになりまし

おつく・る

お着きになった︒

十一1410

きになりました︒

七1910尊は︑東へ東へと進んで︑駿河の國にお着

と申しあげるお方であります︒

六512

村にお着きになりますと︑

き

きれいな御殿へお着きになるでせう︒

十一175図 されども城中鳴りを静めて︑人ありと

又略﹀︒﹂と︑おつきの者にそれをお渡し

になった︒

一685
一687囹
マシタ︒

一69ーオ月サマハ︑スッカリ森ノ上ニアガリ

オ月サ

十一132

お月様

﹇御月様﹈︵名︶17

お月さま

おつきさま

マ

オツキサマ

も見えざりければ︑官軍はや落ちたりと思ひて︑

オツカヒ

お使ひ

十一199図 必殺のねらひなれば︑荒尾馬より逆さ
﹇御使﹈︵名︶2

まに落ちて︑起きも直らず死しけり︒
おつかい

ツカビニイキマス︒

一282 イサムサンガ︑ヲヂサンノトコロへ︑オ 一213圃 オツキサマガ アルク
五価5 りかうな利根は︑︿略﹀︑隊と隊との間のお
使ひをしたり︑

︽一

マルイ︑マルイオ月サマデス︒

お使ひする

一694

﹇御使﹈︵サ変︶1

一一205囲
ォ月サマ︒

一一216圏園

ぽっかり浮

︽ーケ︾

おつ・ける

イイエ︑コレハ︑オ月サマが雲カラ出

イォ月サマ︒

二837園

空にはまるいお月さま︑

あれは︑お月檬が走ってみるのだらうか︑

﹇仰﹈︵五︶59 オッシャル おっしゃ

一463 ﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカアサンガオッシャイマ

シタ︒

一443 オトウサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマ

るおっしゃる︽ーイ・ーッ・ーラ・ール︾

おっしゃ・る

急にお月さまが十も出たかと思ふほど︑

テ來ルトコロデス︒

五鵬2囹

かんだ白い雲︒

四433團

あたりが明かるくなりました︒

四392

見テハネル︒

スル︾

おつかい・する

オッカケッコ

一703三十五や五月サマ︑

アカルイ︑アカルイオ月サマデス︒

︽

一697

お仕へする

五佃4 その間︑第一線と本部との間をお使ひする
﹇御仕﹈︵サ変︶1

ものは︑軍犬利根でありました︒
おつかえ・する

八395 それから頼朝の御殿へあがって︑うばと二

シ︾

﹇追掛﹈︵名︶一

人でお仕へしたいと願ひ出ました︒
おっかけっこ

モアリマス︒
追つ

ニ535 オッカケッコヲシナガラ︑フッテ來ルノ

︽iケ・ ー ケ ル ︾

おっか・ける ﹇追掛﹈︵下一︶2 おっかける
かける

て︑ときどき︑おちぢをさがすのでせう︒

三805囲 おかあさんのあとをおっかけて行っ

お虚血が走ってみるのだよ︒

雲が走ってみるのだらうか︒

五鵬6園

雲が走るか︑お月様が走るか︑よくわか

お月檬ではない︒

十二佃3 と︑そのあとを追っかけるやうに︑﹁も
ういいかい︒﹂と︑これはまたたいそう明かるい

五価3囹
おつかれ

五脳1囹
﹇御疲﹈︵名︶2

るよ︒

聲が︑納屋のかげのあたりから︑はずんで來た︒
おつかれ

八582囹 おつかれでせう︒﹂といたはりながら︑

三508

三489﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

﹁︿略﹀︒﹂おちいさんが︑よくかうおっ

おかあさんに見せてあげると︑﹁︿略V︒﹂

おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

しゃいます︒

した︒

三634

した︒

おかあさんもかけて來て︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂

おかあさんはお茶を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂と

しかし︑おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっ

すると︑とのさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

白兎が今までのことを申しますと︑神

おっしゃいました︒

四853

大國主のみことは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃ

ある日︑少彦名神は︑おっしゃいました︒

大國主神は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっしゃいます

﹁さやうなら︒﹂と一聲おっしゃったまま︑

と︑

五583

五621

少彦名神は︑もうお姿が見えなくなってしまひま

五638

した︒

つりをさせてください︒

五寸9囹さうおっしゃらないで︑今日だけ︑私に

﹁︿略﹀︒﹂しばらく見てゐられたおかあさん

太子は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

しゃつてください︒

六174国 どうぞ︑おかあさんによろしくおっ
六536

は︑おっしゃった︒

六674

七104

また︑一つの小さな袋をお渡しになって︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃいました︒

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

つてから︑次のやうにおっしゃいました︒

七72 先生は︑私たち四年生の人員をお調べにな

七129

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

七199

御飯の時︑おかあさんが︑おとうさんに︑

おかあさんは︑それをちよつとお當てにな

﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにおっしゃって︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがおっしゃいま

十一910 ﹁︿略﹀︒﹂と︑中隊長が申しあげると︑王

八拠10

十一105

母宮殿下は静かにおっしゃった︒

は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑

おっしゃった︒

おとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんに

おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑

おとうさんにお見せになった︒

八搦6

つて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

八伽2

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃると︑

八二6

出になりました︒

おちいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま 七208 尊は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑野原へお

しゃいました︒

四384

しゃつたのを思ひ出して︑

四306

おっしゃいました︒

四153

とうれしさうにおっしゃいました︒

四146

りながらおっしゃいました︒

三972﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが︑おはしを取

とおっしゃいました︒

三779

おちいさんはおっしゃいま

一475﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカアサンガオッシャッテ︑

シタ︒

﹁︿略V︒﹂ト︑オトウサンオ
ガッシャイマ

オトウサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャル

﹁︿略﹀︒﹂と︑

一538ｪ﹀︒﹂ト︑性理アサンガオッシャイマ

二335

タ︒

S国

V国

黶@ソコへ︑トノサマが型通リニナッテ︑

四873

様は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

トノサマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシ

四951
四958

﹁︿略V︒﹂と︑大國主神は︑お供の者におっ
しゃいましたが︑

した︒

五571

いました︒

先生は︑つづ．けておっしゃいました︒

V

二983

おいしゃさまは︑おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂

ました︒

三423 おいしゃさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃい

とおっしゃいました︒

タ︒

三414

一一

﹁︿略﹀︒﹂トオッシ々イマシタ︒

一一

オッシャイマシタ︒

二916 トノサマガオ通リニナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト 四776 おとうさんはにこにこして︑﹁︿略﹀︒﹂と

マシタ︒

二803国 オヂイサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイ 四626

ト︑

﹁︿略﹀︒﹂ト︑オバアサンガオッシャイ

二697翌日サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシ

タ︒

二687翌日サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシ

オカアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマ

﹁ヤケタ︑ヤケタ︒﹂トオッシャイマシタ︒

シタノデ︑

V

T

マシタ︒

一一
一一

三581

した︒

P18 ｪ﹀︒﹂トイヒマスト︑オカァサンバ︑

シタ︒

「〈

「〈

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

一一

一一
一一

シタ︒

S7 R7
V9
V9
X3
X3
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おっしゃる一おっしゃる

おつたえくださる一おでんわ
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十一1210

﹁︿略﹀︒﹂王は︑かうおっしゃって︑一服

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった祖母宮殿下のお

の藥をお取り出しになった︒
十一156

いひつけ通りになさったのであらう︒

十一291 おとうさんがよろしくおっしゃいました︒
︿略﹀︒といふよりは︑

お強い

やまと

︽ーイ︾

1

三皿3園
おつれ申す

︽

今日は︑お禮にりゅうぐうへおつれし

ようと思ってまみりました︒
﹇御連申﹈︵五︶1

海の神様が︑ほをりの命をおつれ申して︑

おつれもう・す
シ︾

五衙5
出ておいでになる︒

お手紙

お手紙︑ありがたうございます︒

七772国

みなさん︑たびたびお手紙をありがたう︒

武男くん︑お手紙ありがたう︒

ひ

お手紙によると︑このごろまさえさん

それから︑おとうさんのお手つだひをし
て︑庭の草を取りました︒

三952

手傳ひをしたのです︒

八慨9園今日は母の日ですから︑おかあさんのお

九261国家のお手傳ひをしながら︑一生けんめい

天照大神が外へお澄ましになると︑世の中

﹇御出座﹈︵五︶3 お出ます ︽ーシ︾

に勉強することだ︒
おでま・す

が︑もとのやうに明かるくなりました︒

五84

わざ︑そのところへお出ましになりました︒

﹁ゴーン︒﹂と︑かねがひびいて︑当字の大

お寺の小僧になってまもないころ︑

かねがなる︒

御統監の大元帥陛下がお出ましになりました︒

八612 野外統監部へ︑天皇旗をお進めになって︑

﹇御寺﹈︵名︶5 お寺

六柵5

お・でる

奈良の都には︑赤くぬった宮殿や︑お寺の

あま茶の中からひょっこりと︑

﹇御出﹈︵下一︶2 お出る ︽ーデ︾

三61圃

お直読

尊は︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃって︑野原へお

になったか︑おしゃかさま︒

出になりました︒

七208

オ天キ

たぬき君︑よいお天氣だね︒

オカアサン︑アシタバ田翁キデス︒

﹇御天気﹈︵名︶5

ニー13囹

おでんわ

よいお天氣で︑あちらでもこちらでも︑稻

﹇御電話﹈︵名︶1 お電話

を刈ってゐます︒

六87

四佃2圏 今日は︑よいお天造だ︒

四886團今日はよいお天氣でした︒

三839園

おてんき

お出

八943 みんな古いいはれのある神社やお寺です︒

お堂が︑あちらこちらに見えてゐました︒

七324

きなお寺があらはれました︒

六二4

三932團こうんとお寺の

おてら

お手紙をくださって︑ありがたうござ

﹇御手紙﹈︵名︶9

四五日たって︑兵たいさんから︑お手紙が

六163国

お手紙のことを姉に申しましたら︑たい

八192團

まさえさん︑この間は︑お手紙をあり

ね︒

十一描4團

お手製

これでにいさんのお手製なんだ︒

﹇御手製﹈︵名︶1

十358圏

おてせい

にも︑そのことが書きそへてありました︒

せんだって︑おかあさんからのお手紙

は︑熱心にいけ花のおけいこをしてみるさうです

十一柵2團

がたうございました︒

十一餌6国

へん喜んで︑ぜひ参りたいといってゐます︒

六164團

まみりました︒

四梱3

います︒

四717團

おてがみ

彦名神を︑おうちへおつれになりました︒

五615大國主神は︑たいそうお喜びになって︑少 六602 時の天皇が︑それをお聞きになって︑わざ

十一468 先生のおっしゃることが︑つい私の耳を おつ・れる ﹇御連﹈︵下一︶1 おつれる ︽ーレ︾
す通りします︒

お傳へくだ

十一475 先生が︑私に何かおっしゃったやうです︒

︽ーイ︾

おつたえくださ・る ﹇御幸下﹈︵五︶1
さる

︽ーク︾

十一伽5團 では︑おとうさんとおかあさんに︑よ
追つつく

﹁天にとどく﹂などの形容では追つつく

﹇追付 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ろしくお傳へください︒
おっつ・く

十一一矧10

夫

ものでなく︑これに巻き込まれたら一たまりもな
﹇夫﹈︵名︶2

いのだ︒

おっと

ふちはらののぶたか

九683図國 汝の夫の一大事あらん時にまみらせよ
とて︑たまひき ︒

十一358 大きくなって︑藤原宣孝の妻となりま
したが︑不幸にも早く夫に死に別れました︒
おっとりがたな ﹇押取刀﹈︵名︶1 押つ取り刀
郎は︑押つ取り刀でその場へかけつけたが︑

十二689 淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三
おつむ ︵名︶1 おつむ
﹇ 御 強﹈︵形︶1

三802圏 おつむをそっとなでてあげませう︒
おつよ・い

︵サ変︶

武皇子と仰せられますやうに︒

たけるのみ こ

﹇ 御連﹈

おつれする ︽一

七181囹 日本でいちばんお強いあなたは︑日本 おてつだい ﹇御手伝﹈︵名︶3 お手つだひ お手傳

シ︾

おつれ・する
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おと一おと

十二柵8圃 深更を過ぎて︑お電話があり︑吉岡少

︵名︶

96

オト

音

﹇Vつつおと・はお

將がふたたび参進すると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑陛下は仰

﹇音﹈

せられた︒
おと

と・ものおと

一503 木ノハガ︑ザワザワトオトヲタテマシ

五492

すると︑川の音も︑同じ唱歌を歌ってみる
﹁ド︑ド︑ド︑ド︒﹂といふ水の音が聞えて

やうに聞えました︒

五496
來ました︒

ざくざくと︑稻を刈る音が聞えます︒

﹁ドン︒﹂決勝を知らせる銃の音がしました︒

川はおだやかになって︑音もなく流れてゐ

五935

ます︒

五514

六128

タ︒

二316 アルクト︑カサカサ音ガシマス︒

六鋭8團水の中で音を聞きわける機械もあって︑

吉水艦の乗組員の中には︑どんな音でも
今のうちから︑いろいろな音が︑聞きわ
遠く走るポンプ自動車のサイレンの音も聞
半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入

半鐘の音︑サイレンの音︑
﹁ひゆう︒﹂と︑音高くつるからはなれた矢
﹁ダーン︑ダーン︒﹂ものすごい大砲の音と
六陶2

﹁ザー︒﹂といふ機械の動く音になりました︒

笛とたいこの音がひびいて來て︑

音だよ︑

がたとん︑どどどん︒

あ︑けたたましいどらの音がします︒

七536 あの︑うなるやうに大きな汽笛の音を︑お

七529

音のする空だ︒

ばかばかばかと︑馬のひづめの音がして來

たたけば︑かんかん

聞きなさい︒

八566

七㎜7圃

やがて︑また︑ごうごうとすさまじい音を

たと思ふと︑

八572

ときどき︑あたりをふるはすやうな︑大砲

飛行機が勇ましい音をたてて︑飛んで來ま

たてて︑たくさんの戦車が來ました︒

八594
した︒

八595

スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よく聞

の音がします︒

える︒

八789

やまがら︒こまどり・うぐひすなどの鳴き

八㎜7 私は︑音のしないやうに起きて︑着物を着
かへた︒

しゃりしゃりと︑かみそりの音が氣持よ

聲が︑谷川の音にまじって聞えて詣る中を︑

九144
九199国

ばさつばさっと︑波が足もとで輕く音をた

く響くたびに︑

その音が︑︿略﹀裏の山々にこだましなが

ててるる︒

九456
九463

﹁ブッブi︒﹂と︑けたたましい警笛の音を

ら︑長く尾を引いて消えて行く︒
ろ
九479 ぎいぎいと櫓の音もすがすがしく︑

軍する︒

九矯2 襲動機の音をとどろかしながら︑開拓に進

音をたてる︒

九柳5 梢吹く風が︑思ひ出したやうにざわざわと

あとに残して︑

﹁パチン︒﹂と音がして︑まるい玉がはじけ 九5010

﹁ゴー︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まは

動くよ︑

七487圏鐵だよ︑音だよ︒
七512圃

鐵だよ︑ぐるぐる︑

りの家も︑ぐちぐらと動きました︒

七246

ました︒

七1110

六下9

ともに︑あたりの土が︑高くはねあがります︒

六備3

は︑

六梱5

六704

りまじって︑遠くの方で聞えます︒

六704

えます︒

六701

けられるやうにしておくことがだいじだよ︒

六324国

聞きわけるやうな人が︑みなぐてはならない︒

六321国

敵に近寄ることもできる︒

六318國敵艦の進んで來る音を聞きわけながら︑

二脳1 ﹁ゴー︒﹂と︑とほくの方で音がしまし
た︒

たてて富ました︒

二価4 ﹁︿略﹀︒﹂と︑きくわん車が大きな音を

三314 ﹁ぼん︒﹂と大きな音がして︑大聖のお
なかがやぶれてしまひました︒
の音が聞えたら︑

三438園 大きなすずをねこの首につけて︑そ
三582 小川の水がふえて︑音をたてて流れま
す︒

まべで︑どっと音をたててくだけます︒

三755国沖の方から︑波がうねって來て︑は
四136 ぼくが本を讃んでみると︑くつの音が
して︑だれかうちへはいって來ました︒
四201 自動車は大きな音をたてて︑ぐんぐん
のぼりました︒

四509 風が吹いて來ると︑木の枝がふれあっ
さらさ

て︑からからとかはいらしい音をたてます︒

らさらと雪の音︒

四804圃 すずめ親子の ねたあとは︑

五304 みことが︑尾をお切りになった時︑かちつ
と音がして︑劒の刃がかけました︒

五448 ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる
と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

おといかえす一おとうさん

254

豆が︑かさかさと音をたてる︒

花嫁行列のラッパの音が︑どこかで響く︒

の日は︑いかにもさむざむとした氣持を起させる︒
十圏10

十2810

十一216図矢叫びの音︑ときの聲︑しばし止む時
秋來ぬと目にはさやかに見えねども

十313 ぽこん︑ぽこんといふ音が通って行く︒
なかりけり︒

十314 水汲みに來た女の頭の上の水がめが︑ゆれ
て鳴る音だ︒

爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑

十一686園圃行く水は少しにごれど︑

ある小さなみすぼらしい家の前まで來る

縁先の雪が︑かさりかさりと︑音をたて

十二悩5図圏古池やかはっとびこむ水の音
十一一価8

船全艦が︑むちでたたかれてみるやうな

て崩れる︒

するしんき

話し聲も︑機關の音もかき消されて︑

音を立て︑話し聲も︑機關の音もかき消されて︑

十二㎜4
十二㎜5

近づくに五って︑敵艦の推進器の回輻す

る音がはっきりと聞えて至る︒

十二篇10

やがてピヤノの音がはたとやんで︑

五糊3

その氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑

それっきり︑今まで聞えてみたレキシン

﹇御要返﹈︵五︶1 お問ひ返す ︽一

︽ーヒ︾

天略﹀︒﹂と︑うずめのみことは︑お問ひ返

﹇御問﹈︵五︶1 お問ふ

﹁何か起つたのか︒﹂とやさしくお問ひに

奈良の都には︑赤くぬった宮殿や︑お寺の

﹇御堂﹈︵名︶1 お堂

﹇御父様﹈︵名︶2 おとう様

六531園

ない︒

おとう檬のお心にそむいて︑けんくわを

六517囹きっと︑おとう檬にしかられるにちがひ

おとうさま

お堂が︑あちらこちらに見えてゐました︒

七324

おどう

なった︒

十一126

おと・う

しになりました︒

シ︾

おといかえ・す

トンの推進器の音は︑聞えなくなってしまった︒

十一一㎜6

ちよつと張りの抜けた神里を引きしめさせる︒

十二川5

か騙逐艦らしい推進器の音も混って罵る︒

せせらぎ 十二騰11 それといつしょに︑もっと輕い︑巡洋艦

道理にやつまりけん︑そののちは音もせず︒

十一637図

風の音にぞおどろかれぬる

十3310 とんからとんから︑調子のよい音が流れ出 十一335図圃
した︒

十516圖 からからと︑どこかで荷車の音︒
さくれつ
の目の前で炸裂 し ︑

十鵬9 ﹁ダーン︒﹂と音をたてて︑敵の習業が兵士

山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑

音もまさりて︑

十一788

の

置いてある吸ひがら入れに︑吐く音が聞えます︒

十窟6 患者は半敷ぐらみよって︑ところどころに

どこからともなく︑つつましやかな小川

十一鵬7
十一梱7

大粒の雨が︑ものすごい音をたててゴム
ごうごうと響く車の音は︑見送ってくれ
槌の音は︑いかにものんびりと響いてゐ

石にささ

一斗ごとに心をこめて打ってるる音であ

佐保の川原は水あせて︑

オトウサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマ

﹇御父﹈︵名︶鵬 オトウサン おとうさ

いたしました私たちでございます︒
おとうさん
一44一

山門高き松風に︑ ん

ひたひたと寄せる潮の静かな音︑
昔の音やこもるらん︒

十二774開田建長︑圓畳古寺の

十二4310

やく音静か︒

十二388図圃

る︒

十ニー57

るが︑

卜居ー56

る山の歓聲である︒

十ニー41

の葉をたたき︑

十一圏6

十一搦2図書木から物のこぼるる音や秋の風

長唄の音に耳を傾けてみた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑みんなはにこにこしながら︑

と︑中からピヤノの音が聞える︒

十一鵬2

のせせらぎの音が︑かすかに聞えて來る︒

十一792

ものすごく聞え ︑

十縦7 機長の響きのほかに︑船腹に隠る波の音が

あくま

野田2 海はますますしけて來て︑波や風の音が︑
悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くなって來ました︒

十川4 張は︑遠くを流れてみる川の音に︑耳をす
ました︒

片が︑楊少年の肩や背にあたった︒

はれつ
十躍10 爆弾は︑大きな音をたてて破裂し︑その破
十踊12 まつ︑物費りが鳴らして阿る鳴り物の音が
おもしろい︒

十珊9 ﹁チャカチャン︑チャカチャン︒﹂と︑輕や
﹁ボーン︒﹂と︑かはいらしい音をたてる︒

かな︑はずむやうな音をたてる︒
十卸4

て音が違ふ︒

十η7 同じ大きさのどらでも︑その打ち方によつ
十川8園 あの音は︑おもちゃ屋さんだ︒
音をたてるのは︑猿まはしのどらであらう︒

十四12 その中で︑いちばんさわがしくて︑大きな
十脚8 何といってもいちばん耳に親しいものは︑
水を運ぶ一輪車の音であらう︒
りやうみ

十加12 夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬

T

シタ︒
一一

﹁︿略﹀︒﹂ト︑オトウサンガオッシャイマ

R ネズミノオトウサンバ︑オ日サマノトコ

Q ネズミノオトウサンバ︑風ノトコロへ

T ネズミノオトウサンバ︑カベノトコロへ

U ネズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ

V

キン

ネズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒ

ジョノネズミノオヨメサンニシマシタ︒

二772 ネズミノオトウサンバ︑ ムスメヲ︑

マシタ︒

一一

ネマシタ︒

一一

行 ッ テ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂トイヒマシタ︒

一一

ネマシタ︒

二734 ネズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

一一

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

二71一 ネズミノオトウサンバ︑ビックリシテ︑

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二698 ネズミノオトウサンバ︑雲ノトコロへ

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

二688 ネズミノオトウサンバ︑ビックリシテ︑

ロへ行ッテ︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト タ ノ ミ マ シ タ ︒

一一

ニシマシタ︒

テ︑オ日サマノトコロヘオ三男ニアゲルコト

二668 オトウサントオカアサンバ︑サウダンシ

デ︑﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒

二662 オトウサンモ顎髭アサンモ︑大ヨロコビ

﹁ヤケタ︑ヤケタ︒﹂トオッシャイマシタ︒

二373 オトウサンガ︑︿略﹀灰ノ中ヲサガシテ︑

リマシタ︒

二342 ソレニ︑オトウサンが火ヲオツケニナ

シタノデ︑

R3
U7
V2

V4
V5
V6
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二783團

ソノワキニ︑オトウサントオカアサン
オトウサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャル

ガオカケニナリ︑
ト︑

二795国

ケレドモ︑オヂイサンノオトウサンバ︑

二943私心ハ︑オトウサンモアリマス︒
二944

ワタシバ︑オマヘノオヂイサンノオト

オイデニナリマセン︒

二962園

おとうさんと私は︑つきそひの人たちの

おとうさんと私もはいりました︒

しくくらしてゐました︒

四731

おとうさんはにこにこして︑﹁︿略﹀︒﹂と

おとうさん︑お待たせしました︒

休むところで待ってゐました︒

四751

四773

四767園

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがおっしゃいま

おっしゃいました︒

四951
した︒

おろしてくださいました︒

四956 おとうさんが︑︿略﹀︑神だなから︑ますを

五552 その夜︑私は︑次のやうなことを書いて︑

のふの日曜日に︑にいさんと二人で出かけました︒

それは︑ちゃうどおちいさんのげんき 五483おとうさんが︑許してくださったので︑き

それで︑おとうさんに同じことを聞き

ウサンダヨ︒

三475
ました︒

三504囹

おとうさんのげんきな間に︑おまへた

な間に︑おとうさんが生まれる︑

三504園

八百屋だ︑毎日︒

おとうさんは出征︑

おかあさんと四人

五757圃

おとうさんにお目にかけました︒

おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいま

のせわをしてゐられた︒

で︑

それから︑おとうさんのお手つだひをし

ちが生まれる︑

三632
した︒

三952

五825 朝起きると︑おとうさんは︑もう庭の朝顔
て︑庭の草を取りました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんも涙を流しながら︑

六404

勇さんのおとうさんは︑にこにこして︑

ことを︑お

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんのおとうさんが説明さ

勇さんのおとうさんは︑︿略﹀

れたので︑

六382

﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

六362

んや︑おかあさんの方へ行きました︒

六129 私も︑何か二つだはうと思って︑おとうさ

さんは︑腰をのばしながら︑

六98 稻を刈ってゐられたおとうさんと︑おかあ

お喜びになりました︒

五慨2

とうさんがおつけになったのです︒

おとうさんが︑枯れかかったかきねの朝 五柳8 それは︑︿略﹀︑大きな川の名を取って︑お
﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが︑おはしを取

顔を︑きれいに取っておしまひになったので︑

三955
三972

りながらおっしゃいました︒

にいさんは︑︿略﹀ざしきへあがって︑お
とうさんにごあいさつをしました︒

四142

四167ばうしをかぶると︑おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

おとうさんは︑︿略﹀︑かんしんして聞い

といって︑お笑ひになりました︒
四187

しかし︑おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっ

ていらっしゃいました︒
四305

それからは︑おとうさんと二人で︑さび

しゃつたのを思ひ出して︑

四593

おとうさん一おとうさん
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話しになりました ︒

勇さんのおとうさんも笑ひながら︑

勇さんのおとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

﹁︿略﹀︒﹂とい は れ ま し た ︒

六438
六464
ました︒

いろいろ買って來るといふことですね︒

蹄りには︑年取ったおとうさんのすきな
六552園
ものを︑

なさい︒

六575囹おとうさんは︑元氣になられましたか︒
六589園まあ︑おとうさんをだいじにしておあげ
六613おとうさんに買っていただいた︑小さな虫
めがねが出て來 た ︒

いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

六629囹︸これで︑いっか︑おとうさんのお話に聞

くをして︑家を出られました︒

六686 おとうさんは︑夜業をやめて︑急いでした
六688 おとうさんは︑警防員なのです︒

六691 おとうさんを送り出してから︑おかあさん
は︑ズ略﹀︒﹂といって︑出て行かれました︒

六693囹 おとうさんは︑消防の役目でお働きにな
るのだから︒

た︒

六732 やがて︑おとうさんが︑蹄って來られまし

六842

︿略﹀を︑おかあさんからの手紙で二つ

おとうさんは︑静かに目をつむって︑歌

おとうさんを始め︑部隊の者はみんな元

おとうさん︑ぼく︑みんなで海へ行って︑

本田くん︑おとうさんといつしょに山の

おとうさん︑子馬はをすですか︑めすで

おとうさん︑御飯のあるところへ行きま

おとうさん︑どこかへ行きませう︒

織りまぜう︑おとうさん︒

十㎜4園

もう︑こんなところには粋ないね︒おと

十一286

だから︑おとうさんがよろしくおつしや

おとうさん︑どこへおいでになりますか︒

なくなられたあなたのおかあさんは︑

山田のをぢさんとをばさんが︑おとうさ

どうぞ私に代って︑おとうさんやおか

あさんを︑だいじにしてあげてくださいね︒

十一502囹

んや分家のをぢさんなどと話をしてゐます︒

十一486

十二の時おとうさんをおなくしでしたが︑

十一422囹

いました︒︿略﹀︒といふよりは︑

十一291

いやだよ︒

十踊1園︺おとうさん︑わたしも︑こんなところは

うさん︒

十川12園

せう︒

十㎜1囹

十335囹

すか︒

九793園

ぼりをして︑ほんたうにおもしろかったよ︒

九393囹

ほんたうに愉快でした︒

九387園

先生や︑お友だちに早く知らせたいと討ひます︒

は︑そのことを︑おとうさんや︑おかあさんや︑

九384 何かすばらしいことを思ひついた時などに

氣だ︒

九251團

聲に耳を傾ける︒

九246團

て︑おとうさんはうれしくてたまらない︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんにほめられたので︑ 九227国

︿略﹀とは︑おとうさんも︑おかあさん

弟はとくいになりました︒

六麗3園

おとうさん︑ぼく︑君が代を歌ひます︒

おとうさん︑先生はいらっしやらないの︒

も︑ゆめにもお知りにならないだらう︒

七282囹

みなさんのおとうさんや︑おかあさんも︑

七277園
七527

おとうさんも感心して︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

おとうさん︑行ってまみります︒

ゐられるはずです︒

八629

七5310園

した︒

またたく星を仰ぎながら︑おとうさんにつ

御飯の時︑おかあさんが︑おとうさんに︑

いて︑私も町角まで見送りました︒

八636
八伽2

﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにおっしゃって︑

﹁︿略V︒﹂とおっしゃると︑

八伽6

おとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんに

おとうさんにお見せになった︒
八櫛8

これでは︑義男たちが見ても︑おとう

おっしゃった︒

九192忠心

さんとは氣がつくまい︒

かみそりの音が氣持よく響くたびに︑ひ
げの中からおとうさんの顔が現れて彫る︒

九199国

おまへたちの関心が︑生野キロの海山を

おとうさんは︑いつも︑おまへたちとい

す

﹁︿略﹀︒﹂と︑心から感心して︑おとうさ
る

おとうさんの留守中︑おかあさんを助け
て︑家の仕事に精を出したり︑

九225團

んをうらやましさうに見てみた︒

九223団

つしょに︑需要をしてみるのだと思ってみる︒

九211国

越えて︑おとうさんの心に通ってみるのだ︒

九2010團

六733 おとうさんは︑をぢさんやをばさんに︑ 九205国園 おとうさん︑しっかり︒
﹁︿略﹀︒﹂とい は れ ま し た ︒

﹁︿略﹀︒﹂おとうさんは︑ひとりごとのやう

﹁︿略V︒﹂と︑おとうさんがいはれました︒

に︑かういはれました︒

六759

六812

六816囹 おとうさん︑このくつ下は︑おとうさん
のにと思って︑あんでみたのですけれど︑
あんでみたのですけれど︑

六816囹 このくつ下は︑おとうさんのにと思って︑

十﹇511 その夜︑おとうさんも︑おかあさんも︑
口ぐせのやうに﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑話はと
だえがちでした︒

ださうで安心しました︒

十﹁桝7團 おとうさんも︑おかあさんも︑お元号
十一伽5国 では︑おとうさんとおかあさんに︑よ
ろしくお傳へください︒

おとうさん蛙とおかあさん蛙に︑﹁︿略﹀︒﹂

おとうさんがえる ﹇御父蛙﹈︵名︶1 おとうさん蛙
三283

といひました︒
おとうさんたち ﹇御父達﹈︵名︶5 おとうさんたち

九196國 おとうさんたちは︑︿略﹀はしゃぎなが
ら︑ひげそりにむちゅうになってみる︒

九236国 おとうさんたちは︑赤むらさき色のマン
ゴスチンを︑眞二つに割ってたべる︒

九247団今まで︑おとうさんたちが勝ちぬいて來
た激職の敷敷の場面が︑

ノッチ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

花子サンノ弟ノ一郎サンバ︑オモチャノ
私は︑弟の一郎といっしょに︑おかあさ
小さい弟が︑．﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

花子さんは︑弟の一郎さんを呼んで來
妹や弟が後からついて來て︑︿略﹀大

弟が︑遠くから私を見つけて︑﹁ねえさん︒﹂

ふかしたさつまいもをかごから出して︑弟
弟は︑いなごを飼ふのだといって︑土でか

六124

弟は︑牛を飼ってみるつもりなのです︒

大きな聲で弟がひとりごとをいひます︒

T

ボクハ︑ ﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑弟ト︑オト

二363﹁︿略﹀︒﹂ト︑
弟ガイヒマシタ︒

太郎サンノ
弟ノ次郎サンバ︑小サイ

二607
勇サンノ弟ノ正次サンバ︑三リンシャニ

シャベルヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ニ603

ナリノウサギノ子ヲ 見二行キマシタ︒

一一

六842

おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑

夕方まで︑弟といっしょに遊びました︒
﹁︿略﹀︒﹂といって︑弟が︑たべかけてみた

何にしようかと思ってみると︑弟は︑自分
弟が持って來た圖垂を見ますと︑子どもが︑

おとうさんにほめられたので︑弟はとくい

手をあげてけい禮をしてみる給でした︒

六831

の机の前へ行って︑何かさがし始めました︒

六813

みかんを見せました︒

六802

六142

私は︑また弟の方へ行きました︒

六141

くっして︑﹁ああん︒﹂といひました︒

六124

弟﹇▽おんおとうと

九258団 おまへたちは︑おとうさんたちのあとつ
﹇弟﹈︵名 ︶ 4 6

一人ぼっちになって遊んでみた弟が︑たい

こひをこしらへました︒

六119

といっしょにたべました︒

六106

と喜んで呼びました︒

六91

さわぎをして︑豆を拾ひました︒

四965

ました︒

四657

四629

んについておまるりをしに行きました︒

三668

ジドウシャヲ持ッテ︑

R

U13 ユリ子サンノ弟ノ秋男サンバ︑ヲリガミ
ノグライダーヲ持ッテ︑
一一

一一

六136

たちのところへ︑毎日何人となくやって來る︒

九256團 日本語が習ひたいといって︑おとうさん

U2

ぎなのだllといふことを︑しみじみと感じる︒
おとうと

二336 オカアサンモ︑ボクモ︑
弟モ︑ハタケニ
Q弟ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト イッテ︑ヨロコビマシ

出マシタ︒
一一

タ︒

R5
R6
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になりました︒

弟と二人︑海べ

つづいてぼくのが

七43團朝の潮風あびながら︑
をかける︒

上官のかたがたは︑ぼくらを︑自分の弟

七54圃弟の石が海に落ち︑
海に落ち︒

七839團

か子のやうにしんせつにしてくださいます︒

八313図親も落つればその子も落ち︑弟も落つれ

﹁︿略﹀︒﹂といってみる兵隊さん︑そのそば

ば兄も落ち︑

八625

弟の次郎も︑すぐれたるつはものなり︒

で︑銃や劒を見せてもらって大喜びの弟︑

安藝の太郎を︑左のわきにさしはさみ︑

十麗10図
十穐9図

や こらう

弟の次郎を︑右のわきに取ってはさみ︑

十一1910図弟の孝五郎これを敵に見せじと︑矢面

さては︑遥かの弟にこそあれ︒

に立ちふさがりていひけるは︑

弟の姿も見えない︒

十一632図圖
十二691

十二692 再び家に取って返すと︑今農夫たちにか

つがれて蹄つた弟のあさましい姿︒

十二705 どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思

まさすゑ

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒

十二9210図

正成︑座上にみつつ︑弟正気に向かひ︑

十二903図正成︑弟正調に向かって申しけるは︑

楠木正行︑弟正時ら一族をうちつれて︑

﹁︿略﹀︒﹂と問ひければ︑

十二972図

泥まみれの長靴をはいた弟が︑︿略﹀︑垣

吉野の皇居に参向し︑

十二柵1

弟がかけ出した︒

﹁おかあさん︒﹂弟が大きな聲で呼んだ︒

に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒
十二㎜3

ぼくも︑弟のあとを追ふ︒

十二㎜4
十二㎜4

十二糊5

近づいてからまた弟が︑﹁おかあさん︒﹂

といった︒

遊びに鯨念がない ︒

十二柵5 いつのまにか向かふ側へ行った弟は︑土
十二柵6 母は時々弟の方を見ては︑またせりを摘
む︒

ほをりの命

おいで

五重6間あに神さまはつりのため︑ おとうと神

おとうとがみ ﹇弟神﹈︵名︶1 おとうと神

おとうとご

はかりのため︑ 毎日まいにち海と山︑
になってをりました︒
﹇弟御﹈︵名︶1
みこと

弟さん

五悩4圃 ほでりの命はおにいさま︑

おとうとこ

﹇弟﹈︵名︶1

はおとうとこ︒
おとうとさん

神檬がたの弟さんです︒
茂たち

五999園

皇孫ににぎのみことのお通りになる道を︑
いもせ

しやうじ

ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれです︒

中にも︑筒耳の荘司は︑宮のお通りにな
宮は︑どうしても︑そこをお通りにならな

ることを知って︑道に手下の者を配ってみた︒

七625
七626
ければならなかった︒
おとがめ

おとぎ話

不孝のおとがめを︑つつしんでお受けい

﹇御替﹈︵名︶1

六534囹

おとがめ
たすばかりでございます︒

﹇御伽話﹈︵名︶1

お解ける

︽ーケ︾

おかあさん︑まるでおとぎ話のやうね︒

﹇御解﹈︵下一︶1

九章6圏國

おとぎばなし
おと・ける

に︑將軍家のなぞがお解けにならなかったとは︒

十二633囹法親王はおえらいお方と承ってみたの

うずめのみことは︑わざと︑おどけたやう
すをして︑お笑ひになりました︒

五992

四859 このかたは︑さきほどお通りになった おど・ける ﹇戯﹈︵下一︶2 おどける ︽ーケ︾
﹇弟達﹈︵名︶1

7

︽ーシ︾

オ通ル

男δおおおとこ

スルト︑モモガニツニワレテ︑中カラ

﹇男﹈︵名︶24

町の男や女たちが︑この重たいさんに︑て
下界へ行く途中に︑恐しい男が︑道をふ
さいで立ってをります︒

五978囹

いねいにあいさつします︒

四鵬3

大キナ男ノ子ガウマレマシタ︒

一736

おとこ

つて︑みんなを笑はせました︒

三242 太郎さんは︑ねえさんや弟たちと︑ささ 十一513 にいさんだけが︑時々おどけたことをい

おとうとたち

お通す

の葉を取って︑ささ舟を作りました︒
﹇御通 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

︵五︶

お通る ︽一

五57 ある神様は︑きれいな玉をたくさん作って︑

おとお・す

﹇御通﹈

︿略﹀︑ひもにお 通 し に な り ま し た ︒

リ︾

おとお・る

二913 トノサマガオ通リニナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

オッシャイマシタ︒

しさうな男です︒

一一928 ソコへ︑トノサマガオ通りニナッテ︑ 五991 行ってごらんになると︑なるほど相手は恐
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト オッシャイマシタ︒

七153

手下の者はいふまでもなく︑手傳ひのため

︿略﹀︑弓と矢を︑道眞につきつけました︒

四846 その時︑大勢の神様がお通りになって︑ 五993 すると︑その恐しい男がいひました︒
六鵬1 一人の若い男が︑つかつかと進み出て︑
﹁︿略﹀︒﹂とお た つ ね に な り ま し た ︒

四858 このかたは︑さきほどお通りになった
神様がたの弟さんです︒

に︑たくさんの男や女が集って來ました︒

七386 そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け

て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒
あま
﹁その男︑尼が細工にはよもまさり候

九6410図園

機ばかりいじってみて︑をかしなやつだ︒

はじ︒﹂とて︑なほ一間つつ張りみたり︒

女は男よりもいっそうていねいにものを

男のくせに︒

十733囹

十一303

今日では︑男も混用したり︑あるものは

いふのが︑わが國語のならはしである︒

ああ︑この子が男であったら︑りっぱ

いつばんに使用されたりするが︑

十一309

十一354圏

もし紫式部が男であったら︑源氏物語の

な學者になるであらうに︒

十一363

當時︑かな文は女の書くもので︑男は︑

やうな︑かな文は書かなかったでせう︒
十一365

爲朝は︑七尺ばかりなる男の︑目角二

漢文を書くのが普通であったからです︒

十一583図

大前義朝は︑大の男の︑大きなる馬に

つに切れたるが︑︿略﹀金物打つたる甲を着︑

十一644図

は乗ったり︑

元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一研9 薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い

こんぼう

十一脳5 ジャワ人たちは︑男でも女でも︑サロン

を腰に巻いてみる︒

町の十字路にさしかかると︑棍棒を持つ

た二三年頃男がとび出して來た︒

十二206

十二3310囹 かれは︑ 一を聞いて十を知る男だ︒

學を好み︑過ちも二度とはしない男で

ございましたが︑不幸にも短命でございました︒

十二363園

も立てないで︑どうして空しく死なれようか︒

十二446いやしくも男と生まれた以上︑︿略﹀名

ヒ＼

おとうとがみ一おとこ
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おとこなき一おとひめさま

十一一6610
男泣き

︽ーサ・ーシ・ース︾

みしん

あと四年で明治維新の幕が切って落され

おとつれる

訪れる

はらはらと涙を甲の袖に落しつつ︑
﹇訪﹈︵下一︶3

εあきのおとずれ

北東の季節風が吹き始め︑一日に何回と
ぼくは︑もうちき訪れる春を考へながら︑

おとたちばなひめ

このあたりは︑時に氣味悪いほど静かな

なぎが訪れる︒

十二㎜7

あたりを見まはした︒

十二側6

なく激しいスコールがおとつれる︒

十一圏5

︽ーレル︾

おとず・れる

おとずれ

十二994図

ようといふ時だ︒

すかさず第三の男が︑大刀を振るって聞 十二653

﹇男泣﹈︵名︶1

多のせなかを眞二つ︒
おとこなき

た︒

九価8 鹿介は︑男泣きに泣いて主君におわびをし

落す

おどし δあかいとおどし・からあやおどし・くろい
﹇ 落 ﹈ ︵ 四五︶14

とおどし
おと・す

δいおとす・うちおとす・おいおとす・くみおと
す・せめおとす・とりおとす・なげおとす
落しました︒

三233 べんけいは︑大きななぎなたをがらりと

九23

二

弟橘媛⁝⁝⁝七

おとたちばなひめ
九74
二弟橘媛

﹇弟乙姫﹈︹人名︺1

尊に從ひたまへる后︑弟橘媛︑︿略﹀︑す

﹇大人﹈︵名︶3

オトナ

おとな

波の上に敷きて︑その上におりたまへり︒

おとな

大人

がだたみ八重︑皮だたみ八重︑きぬだたみ八重を

九82図

おとたちばなひめ

弟忙々

六64園高倉下といふ者がをりますから︑その者 おとたちばなひめ ︹課目︺2 弟橘媛 弟興言
くロリ

賊が︑︿略﹀︑くやしがって攻め寄せると︑

の倉を目あてに︑この劒を落します︒
七593
正成は︑高いがけの上から大木を落させた︒

七603 城から大きな石を四五十︑一度に落したの
で︑また何百人か殺された︒

八402 ああ︑母はもうこの世の人ではないのかと︑
力を落してゐまし た ︒
た めとも

向かふから來る人は︑大人でも︑遠くから

おとなしい

︽ーイ・

お正月が來たから︑あなたも少しはお
﹇温和﹈︵形︶7

五665團

馬は︑おとなしくしてみる︒

馬は︑おとなしくじっとしてみる︒

九847

北斗はいつまでもおとなしく草をたべなが

足をあげさせてひづめの裏をさうちしたり

ら︑ぼくのそばで遊んでゐます︒

もうあなたぐらみになれば︑もっとも

子どもは︑おとなしくすわった︒

しても︑じっとおとなしくしてゐます︒

九855
十一416

十一4110園

﹇御隣﹈︵名︶2 オトナリ

つとおとなしいはずです︒
おとなり

ボクハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑弟ト︑オト

ナリノウサギノ子ヲ見二行キマシタ︒

一一365

シロ︒﹂ト呼ビマシタガ︑

おとひめ﹁あなたが︑うらしまさんでい

﹇乙姫﹈︹話手︺9

おとひめ

二477私ハ︑オトナリノ前へ行ッテ︑﹁シロ︑

三餌6

おとひめ

おとひめ﹁さあ︑ごゑんりょなくめしあ

らっしゃいますか︒

おとひめ﹁では︑みんなにおもしろいを

がってください︒

三価3
三鵬1

おとひめ﹁それでは︑何かかはったこと

どりををどってもらひませう︒﹂

をして︑おなぐさめいたしませう︒﹂

三鵬1

おとひめ﹁どうかなさいましたか︒﹂

三曲9 おとひめ﹁まあ︑よろしいではございませ

三佃6

三㎜3

おとひめ﹁この玉手箱は︑どんなことが

おとひめ﹁さやうでございますか︒

んか︒﹂

三㎜9

おとひめ﹁ごきげんよう︑さやうなら︒﹂

あっても︑おあけになってはなりません︒
三栩6

おとひめさま

三脳4 その後から︑おとひめさまがあらはれま

おとひめさま ﹇乙姫様﹈︹人名︺2

三餌7園生は︑おとひめでございます︒

子どもたちは︑おとなしく川のふちに腰を おとひめ ﹇乙姫﹈︹人名︺1 おとひめ

五669国

おろしたり︑ねそべったりしました︒

五191

ーク︾

おとなし・い

とならしくなったでせうね︒

十一443囹

よけて通るほど︑強さうな犬になりました︒

五m3

バンヲモッテ︑ハイッテ來マシタ︒

八767図圖をぢ爲朝の弓のやうならば︑わざと落 一一404 オトナノバウシヲカブッテ︑大キナカ
しても與ふべし︒

九518 朝げの煙が波の上に影を落しながら︑ゆつ
くりと立ちのぼる ︒

十133 大尉は︑これを讃んで思はず涙を落し︑
十728 この波頭へ向けて︑大きな花束を落した︒

十佃8図 教経これを見て︑まつ虚血に進みたる安
藝の太郎が家子を︑どうとけて海へ落す︒
來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒

十湘8 がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて
十一991 ぐっと速度を落しながら一直線に進む船
のともから︑網がしだいにくり出されて︑

おとも一おどろき
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す︒

おとも

お供

三佃3囹 いや︑おとひめさま︑何もかも︑もう
十分でございます︒
﹇御供﹈︵名︶11

では︑みんなにおもしろいをどりを

をどりあがる

では︑にぎやかなをどりをして︑ごら

をどってもらひませう︒

三鵬2園
三研7園
んにいれませう︒

﹇躍上﹈︵五︶3

尾をおろして來てさをにつけるかと

思ふと︑またはらをふくらましてをどりあが

三192

︽ーッ・ーリ︾

おどりあが・る

三524 ある日︑おひめさまのおともをして︑た 三伽9園 をどりもたくさんです︒

おとも

びに出かけました︒

三柑5園 私が︑またおともをいたしませう︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑大國主神は︑お供の者におっ

しゃいましたが ︑

五571
ります︒

九偽8

五571 お供の者にもわかりませんでした︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑お供の者が申しました︒

十二踊5

﹇躍込﹈︵五︶1

をどり込む

︽ーン︾

全艦これを聞いてをどりあがった︒

狼介は喜んでをどりあがった︒

五576

大國主神は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっしゃいます

兵士は︑銃を持つたまま︑みんな水中へを

どり込んだ︒

十㎜4

おどりこ・む

五583
と︑お供の者は︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

みいくさびと

五975 大勢の神様が︑お供をなさることになりま
した︒

十一1210﹁︿略﹀︒﹂王は︑かうおっしゃって︑一服

六47 お供をしてみた大勢の御軍人たちも︑ね おとりだ・す﹇御取出﹈︵五︶1お取り出す︽ーシ︾
むくなりました︒

の藥をお取り出しになった︒

イ︾

七628 お供の中に︑村上彦四郎義光といふ人がゐ おとりなさ・る ﹇御取﹈︵五︶1 お取りなさる ︽一

ひこしらうよしてる

七622 お供の者は︑わっかに九人であった︒

た︒

︵サ変︶

3

オトモスル ︽一

お友だち

﹇御取成﹈︵名︶1

お取り成し

かれは︑静置院宮に事の次第を申しあげ

﹇踊﹈︵四五︶8

ヲドル

をどる ︽ーッ・

では︑みんなにおもしろいをどりを

オホゼイデ︑ニギヤカニヲドリマシタ︒

ーラ・ーリ・ール︾

おど・る

一665

をどってもらひませう︒

三鵬2囹

か
朝の日の光が︑石を噛んで流れる水の上

胸ををどらせつつ︑やをらかまを開かん

三鵬4 魚たちは︑そろってをどります︒
十467図
とすれば︑

十一816

ぼくらは︑小鳥のやうにをどる胸を押さ

にをどつてみる︒

へながら︑つり橋を渡った︒

十一833

︽1へ︾

いはば奇怪な物の精が寄り集って︑夜の

十一8910 ぼくらは︑胸がをどつた︒
しばふ

十一佃1

芝生にをどるやう︑

おとろへる

衰へる

はへ
おとろへし蝿の一つが力なく障子には

﹇衰﹈︵下二︶1 おとうふ

十皿7図魍

おとろ・う

﹇衰﹈︵下一︶2

ひて日はしっかなり
おとろ・える

尼子家の御威光は︑昔にひきかへておと

︽1へ・1ヘル︾

艦はすでに火災を起してみたが︑砲火はほ

ろへるばかり︑

九桝3園
十691

︽ーサ︾

ボルネオにも︑こんなに氣持のよい町が

﹇驚﹈︵五︶1 驚かす

とんど衰へない︒

十一㎜4

おどろか・す

これを聞いた萬壽のおどろきと喜びは︑ど

﹇驚﹈︵名︶2 おどろき 驚き

荒波の岩に砕けるやうな調べに︑三人の

心は︑驚きと感激でいっぱいになって︑

十一佃2

んなであったでせう︒

八4010

おどろき

あったのかと驚かされるのがクチンである︒

て︑切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑
おとる

いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑一

﹇劣﹈︵四︶3

およそ二三十人が力ある大力の者︑おの
れにおとらぬ家來一人ともなひたり︒

十麗9図

飛び得ず︒

十麗1図教纒︑早わざにはおとりけん︑績いても

きは目だちてたくましきを信長うち見て︑

九6810図

おと・る

︽ーラ・ーリ︾

十二佃5

おとりなし

仲よく貝をお取りなさい︒

十一462園招きや︑おまへはおにいさんのお供を 七74囹 いつものやうに︑四人つつ一組になって︑
﹇ 御供﹈

するのですよ︒
おとも・する
シ︾

一773囹 ﹁一ツクダサイ︑オトモシマセウ︒﹂
一791園 ﹁一ツクダサイ︑オトモシマセウ︒﹂
﹇御友達﹈︵名︶1

一804園 ﹁一ツクダサイ︑オトモシマセウ︒﹂
おともだち

九384 おとうさんや︑おかあさんや︑先生や︑お
友だちに早く知らせたいと思ひます︒

どりする

おどり ﹇踊﹈︵名︶3 をどり5こおどりす・こお

261
おどろく一おながめる

﹇驚﹈

︵四五︶

イ・ーカ・ーキ・ーク ︾

おどろ・く

ろいてとび立ちました︒

30

おどろく

驚く ︽一

水兵は驚いて立ちあがりしばらく大尉の顔

を見つめてみたが︑

十109

軍勢には︑ちっとも驚かない宗治も︑この

三262草の葉に止ってみたてふてふが︑おど 十924園 わが二十八サンチにも驚かれたでせうが︑
十幽1
これには︑さすがの秀吉も驚いた︒

水勢には︑はたと困ってしまった︒
十酩4

この物音に驚いて︑村の人たちがかけつけ

風の音にぞおどろかれぬる

十一鵬1図星海巻きあぐる龍巻も
おどろかじ︒

起らば起れ︑

おなほす

︽ーシ︾

三314

﹁ぼん︒﹂と大きな音がして︑大回のお

一寸ぼふしは︑おにのおなかの中を︑針

なかがやぶれてしまひました︒

三534

一寸ぼふしは︑おにのおなかの中から

の刀でちくりちくりとっつきました︒

のどへのぼり︑

三542

痛いので︑あわてて逃げだしました︒

三546 おには︑おなかも︑のども︑鼻も︑目も

おなかがすいたので︑

金の牛は︑おなかがすくと︑みどりの

おかげで︑金の牛は︑おなかがすいて

ここから見るだけでも︑おなかがいっ

七796団 夕方おなかをぺこぺこにして︑なつかし

したが︑

七334園私は︑おなかの病氣で︑長い間寝てゐま

ぱいになるのだから︑

四469園

困るといふことはありませんでした︒

四465

島を眺めては︑おなかをいっぱいにしました︒

四464

四463 金の牛は︑おなかがすくと︑

い氣持になりました︒

四461 やはり︑おなかがいっぱいになって︑よ

なかが︑急にいっぱいになりました︒

四457 すると︑ふしぎに今まですいてみたお

四445

はおなかのへんにかかります︒

十一335図圃秋夕ぬと目にはさやかに見えねども 三832長いひもをつけて︑首へかけると︑舟

てみると︑楊少年が倒れてみる︒

おどろいたのは︑その舟の早いことで 十㎜1

ながら︑りっぱないすにこしをかけます︒

三m2 うらしまは︑あたりの美しさにおどろき

四112
す︒

ました︒

四253 にはとりは︑おどろいて右と左へ逃げ

ださうとしましたが︑

四556 をんどりは︑ちょっとおどろいて︑逃げ
五363 私はおどろいて︑ねえさんを呼びました︒

二人は︑不意の來客に︑さも驚いたらし
しかし︑修行者は少しも驚かなかった︒

いやうすである︒

十一柵1
十二532

大國主神は︑おどろいて︑﹁︿略﹀︒﹂

六625 ぼくはおどろいた︒

五626

六柵1 和尚さんはおどろきました︒

驚く農夫に︑やっと手まねで水を飲ませ

お名

驚き悲しむ母親︒
﹇御名﹈︵名︶1

せう︒

人間や︑牛や︑馬の病氣も︑おなほしにな
おなか

かせになりました︒

五53 まったくさんの鶏を集めて︑しきりにお鳴

セ︾

い兵螢へ錦って來るのです︒

大きなのがじまんの大難は︑うんとい おなか・せる ﹇御鳴﹈ ︵下一︶ 1 お鳴かせる ︽一

オナカヲオサヘテミマシタ︒

オナカ

三298

どんなにおなかをふくらましても︑か

十一101

王は︑︿略﹀降りしきる雨を︑いかにも

おなかは︑まるでふうせん玉のやうにふ おなが．める ﹇御眺﹈︵下一︶1 お眺める ︽ーメ︾
くれました︒

三312

なひませんよ︒

三307囹

きを吸ひごんで︑おなかをふくらましました︒

二422

﹇御中﹈︵名︶18

りました︒

五619

おなお・す

﹇下直﹈︵五︶1

七1710園重事ながら︑ただ今︑お名をさしあげま

おな

十二692

てもらった聞多は︑

十二687

七978 しばらくは︑つづいて起る鯨震におどろい
て︑ただ﹁あれよ︑あれよ︒﹂といふばかり︒

ズ略﹀︒﹂といはれたのには︑おどろいた︒

八574 ものすごい地響きにおどろいて︑町の人々

八473

は︑皆とび出して來ました︒
おどろいたことには︑

八備7 胸のところに足のやうなものがあって︑の

八櫛10

このこ歩くのにはおどろきました︒
九132

おどろきて死にたるなり︒

何といふ森林のつらなりであらうとおどろ おなか

くころは︑
九6010図郭

一豊︑大きにおどろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と喜

爲 次 ︑ お ど ろ き て ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

九631図 景正︑︿略﹀下より突かんとしければ︑
九676図

び︑またうらむ︒
九856 物に驚いてかけ出さうとするやうな時でも︑

おなぐさみ一おなじ
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氣持よささうにお眺めになった︒

おなぐさみ ﹇御慰﹈︵名︶2 おなぐさみ
ございます︒

お慰み

七206園 おなぐさみに︑狩をなさってはいかがで
十重5囹 せめてものお慰みと思ひまして︒﹂とい
つて︑検使は︑酒さかなを宗治に供へた︒

たす

︽ーシ︾

おなぐさめいた・す ﹇御慰﹈︵五︶1 おなぐさめい

三㎜1園 それでは︑何かかはったことをして︑
﹇御亡﹈︵名︶1

おなくし

おなぐさめいたしませう︒
おなくし

﹇御情﹈︵名︶2

お情

十二の時おとうさんをおなくしでしたが︑

十一422囹 なくなられたあなたのおかあさんは︑
おなさけ

まして︑お禮のことばもありません︒

十968園 戦死者のことまで︑深いお情をいただき
十一134 王のお情に︑心からお禮を申しあげるた
めであった︒

イ︾

おなさけぶか・い ﹇御情深﹈︵形︶1 おなさけ深い
︽

ら︑

﹇同﹈︵形状︶8

同じ

四876囹 あなたは︑おなさけ深いおかたですか
おなじ

七717囹 正男くんのせいと︑かげの長さと同じに
なった時刻は︑

七718園 あの國旗掲揚垂の高さと︑かげの長さが
同じになるといふわけだらう︒

八67 もう大きさだけは︑親書と同じですが︑
るやうに思はれてなりません︒

八鵬4 その一回一回の時間が︑どうやら同じであ

時間は同じです︒

八㎜2 大きく動かしても小さく動かしても︑振る

九979

ぼく一人かと思って前の方を見ると︑みん

なも同じだ︒

前者は﹁クサキ﹂を﹁草木﹂と書くのと

後者は﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

同じであり︑後者は﹁久佐幾﹂と書くのと同じで

十一柵1
ある︒

十一柵2
同じ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑正男さんが︑同じや

﹇同﹈︵連体︶47

三89

おなじ

おとうさんのげんきな間に︑おまへた

おとうさんに同じことを聞きました︒

うに空へなげました︒

三475
三506園

ちが生まれる︑それで︑このうちがつづいて
いくのと同じことだ︒

この氷のもやうは︑どれ一つとして同

神殿は︑外宮と同じやうに︑お屋根がか

にいさんと同じやうな人が︑たくさん

じものがありません︒

四484
四737

ゐました︒

五103国

すると︑川の音も︑同じ唱歌を歌ってみる

やでふいてありました︒

五492

あなたが︑かはいがってゐられたのと同

沖の方にも︑同じやうな旗が小さく見えま

やうに聞えました︒

五887
す︒

五M6團

じ要理で︑私も︑利根を︿略﹀育ててゐます︒

六335国水の中にもぐってみても︑海の上にみる
日本と同じやうに︑南洋でもお米を作っ

のと同じやうに︑どこへでも行くことができる︒

六467囹

月比が心をこめて云ふ聲は︑同じ病室にゐ

てるるのは︑おもしろいことではありませんか︒

七288

皇后様におせわをしていただくのと︑同

る人たちの心に︑しみこむやうに聞えました︒

七352圏

かげがく略﹀︑ぼくのせいの高さと同じ

じことではないか︒

あとしばらくで︑かげが百二十四センチ

長さになる時が︑あるにちがひない︒

七688園
七714園

昔から︑燕は︑同じ家に錦って來るといは

にちぢんで︑ぼくのせいと同じ長さになります︒

れてるます︒

八1010

す
八111 今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑來年

なし

すみみったう

また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

育てられた木に生るのと同じことです︒

八146 おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに

のです︒

八149 垂湾のバナナにしても︑それと同じことな

掛けてやるのです︒

八164 實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで

八981 まるで︑つきたての餅を︑手でまるくした

みなさんが︑暑さや寒さにうち勝って︑か

り︑長くしたりするのと同じやうに︑

八㎜5

それらも︑やはり同じ工場で︑受持受持に

らだや心をきたへて行くのと︑同じことなのです︒

八鵬2

よって作られます︒

八柵5 さうして︑糸でおもりをつるして︑同じや

このたくさんの﹁いわし﹂が︑池のふちに

うなことを︑何べんとなくやってみました︒

ことがらや心持がよくわかった時は︑同じ

みんな︑同じ方へ向かって泳いでゐます

そって︑みんな同じ方向へ泳いで行きます︒

八 4

八麗6園
ね︒

話すことばに注意して︑文字で書くのと同

やうに喜ばしいものです︒

九411
九439

牧場には︑村のあちこちから︑同じやうな

じゃうな心がけを持つことが大切であります︒

九826
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子馬がたくさん來てるて︑

九佃1囹 機種の同じものはなかなかわかりません
が︑違ふものなら︑近づけばすぐわかります︒
せんか︒

九佃3園 でも爆音は︑どれも同じやうではありま

九佃4園赤ちゃんの泣き聲はみんな同じやうだが︑
十9110園初めから終りまで︑同じ司令官でした︒
十922園 同じ人ですか︒

十伽8 時計が時を刻むのと同じやうに︑目に見え
ないくらみゆっくりした動きで︑

る︒

十悩10 ここでも同じやうな工程がくり返されてゐ

十川6 同じ大きさのどらでも︑その打ち方によつ
て音が違ふ︒

十一162 蒙彊へ御出征の時︑最後の御封面をなさ
つたのも︑この同じ櫻の間であった︒

十一214図 二言ともいはず︑兄弟同じ枕に倒れ重
なって死にけり︒
くわけう
に︑商店の持主はほとんど華僑である︒

十一別3 さうして︑この町も他の忽々と同じやう
十一泌4 どの家も同じ作りで︑
十ニー510 日の出から日の入りまで︑同じやうな仕
事を︑くり返しくり返し績けてやる︒

十二301園 君子も同じことだ︒
ると︑だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑

十二柵10 大きな太陽が︑私たちの住む地球から見

すれば︑︿略﹀小さな星と︑同じものになってし

十二榴2 太陽をもつともっと遠いところで見ると
まふであらう︒

十一一鵬6廣い廣い宇宙には︑太陽と同じやうな天
太陽とほぼ同じ大きさのものもあるが︑

髄が︑ほとんど数へ切れないほど存在する︒
十一一儒8

﹇同﹈︵形︶6

同じ

︽ージ・ージク︾

八296図義仲は︑五萬騎を引きつれ︑これも同じ

おな・じ

われらには︑かかるところも平地に同

く︑となみ山のふもとに陣を取る︒
じ︒

八341図圓

同じくは直實が手にかけ奉って︑のち
し

のとぶらひをも仕らん︒

十佃7図心
し

紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑

同じく獅子の金物打つたる甲を着︑

十一584図

いざさらば︑同じく生をかへて︑ご
兄弟ともにさし違へて︑同じ枕に伏し

の本懐を達せん︒

ほんくわい

十二935漸落

こナり︒

十二937図

同じく

自分のことを謙遜していふのと同じく︑

﹇同﹈︵副︶3

十一289

おなじく

か

だん

かぼちゃも︑ト

神戸や横須賀などと同じく︑ひな壇のや

よこす

曇り雲と同じく︑二千メートル以下にあ

自分の身内の者のこともまた謙遜していふ

十一754
かうべ

る雲です︒

十一川3

うに家々が山の中腹に並んでみる︒
おなす

﹇御重﹈︵形︶1おなつかしい︽1︾

にこにこしてます︒

きうりも︑おなすも︑

﹇御茄子﹈︵名︶1

五772圃

おなす

マトも︑

おなつかし・い

おなべ

おなつかしや︑母上様︒
﹇御鍋﹈︵名︶1

八427園
おなべ

︵五︶

1

お並びなさる

﹁おなべ﹂﹁おさかな﹂﹁お召物﹂とか︑
﹇御並﹈

︿略﹀などいふのがその例である︒

十一306

︽ーイ︾

おならびなさ・る

おなり

一列にお並びなさい︒
﹇御成﹈︵名︶1

八545園
おなり

でせう︒

四879園
おなりなさ・る

三811圃

イ︾

のちにはきっとおしあはせにおなり

﹇御成﹈︵五︶1 おなりなさる ︽一

おなる

︽ーリ︾

早く大きくなって︑りっぱな軍馬に

﹇御成﹈︵五︶3

おなりなさい︒
おな・る

重いふくろをせおっていらっしゃった

ので︑おそくおなりになったのです︒

四861

した︒

六47 天皇は︑ふしぎに︑ねむくおなりになりま

おに 鬼

神におなりになった王に︑

﹇鬼﹈︵名︶19 オニ

十一163
おに

タ︒

一81一 オニハ︑モンヲシメテ︑マモッテヰマシ

ツキマシタ︒

﹇825 キジハ︑トビマハッテオ一一ノカホヲッ

シャウニムカヒマシタ︒

一833 モモタラウハ︑刀ヲヌイテ︑オニノタイ

タカヒマシタガ︑トウトウマケマシタ︒

一836 オ＝ノタイシャウハ︑チカライッパイタ

一842 オニハ︑ミンナカウサンシマシタ︒
タ︒

一854 モモタラウハ︑オニヲユルシテヤリマシ

シマシタ︒

一855 オニハ︑イロイロノタカラモノヲサシダ

たべようとしました︒

三526 すると︑おにが出て來て︑おひめさまを

一寸ぼふしは︑針の刀をぬいて︑おに

に向かひました︒

三528

のんでしまひました︒

三532 おには︑一寸ぼふしをつまんで︑一口に

おにいさま一おの
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しかし︑聖徳太子だけは︑お逃げになりま
お逃げにならないばかりか︑つつしんで御

父君の前へお進みになりました︒

六522

せんでした︒

六521

三534 一寸ぼふしは︑おにのおなかの中を︑針 おに・げる ﹇御逃﹈︵下一︶2 お逃げる ︽ーゲ︾
の刀でちくりちくりとっつきました︒
三536 おには︑﹁痛い︑痛い︒﹂といひました︒
のどへのぼり︑

三542 一寸ぼふしは︑おにのおなかの中から

六437園

六435囹

まさか︑鬼ごっこはできないでせう︒

をぢさん︑鬼ごっこはできませんか︒

三546 おには︑おなかも︑のども︑鼻も︑目も おにごっこ ﹇鬼﹈︵名︶2 鬼ごっこ
痛いので︑あわてて逃げだしました︒

四962園 福は内︑鬼は外︒

﹁オ＝ガシマヘオニタイヂニ︒﹂

﹁オ＝ガシマヘオニタイヂニ︒﹂

オニガシマヘオニタイヂニイキマスカ

﹁オニガシマへ小鮎タイヂニ︒﹂
鬼ばす

尊は︑︿略﹀お庭へ出てごらんになりまし
朝御飯の支度からお庭のさうちまで︑

まってあります︒

﹇御人形﹈︵名︶5

お人形さん

十二鵬10圏雪の中からお人形が出て來たの︒
おにんぎょうさん

を︑持って行ってあげたいと思ひます︒

六882宵立激する時も︑お人形さんは︑私といっ
しょです︒

わたしのお人形さんを︑ここへ入れてや

豆まきをするつて︑このお人形さんを

お人形さんが︑汗をかくだらう︒

りたいなあ︒

六佃9園
六㎜5囹

右下から吹きあげる風は︑もうもうと雲

﹇尾根﹈︵名︶1 尾根

犬きがこはしました︒

十一449囹
おね

を巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散する︒

十一954

にいさん︑お願ひがあります︒

﹇御願﹈︵名︶2 お願ひ

五価4園

おねがい

そこで︑お願ひがあるのですがね︒

シ︾

お願ひいたす

五伽2囹

︽

おねがいいた・す ﹇御願﹈ ︵五︶ 1

九鵬10園初めに︑整備といふことについて︑をぢ

さんにお話をお願ひいたします︒

績いた︒

先生にお願ひしますと︑先生は︑たもで勢

十一908

どうぞ︑乃木大山にお願ひして︑陛下に

奉仕員は︑をのを取って御神木の前方南寄

奉仕員は︑︿略﹀︑左右左と三たび︑御神木

りに進み︑

九166

九183

古式にしたがって︑御神木の根もとへとぎ

神代さながらの山中は︑しばらくの間︑打

すましたをのを︑はっしと打ち込むのである︒

九181

の根もとへ向かってをのを打ち込む︒

九168

尾根傳ひ

それからは尾根傳ひに︑なだらかな道が

おねづたい ﹇尾根伝﹈︵名︶1

厚く御古を申しあげてください︒

十868園

よく︑さっとおすくひになりました︒

七134

シ︾

これは︑ジャワの植物園にある鬼ばすと おねがい・する ﹇御願﹈︵サ変︶2 お願ひする ︽一

﹇鬼蓮﹈︵名︶1

お庭

ある日︑太子は︑御兄弟のかたがたと︑お

﹇御庭﹈︵名︶3

八旧3園

た︒

六514

庭で遊んでいらっしゃいました︒

六504

おにわ

いふ大きなはすです︒

六432園

おにばす

一801囹

一786園﹁オニガシマヘオニタイヂニ︒﹂

一768園﹁オニガシマヘオニタイヂニ︒﹂

ラ︑キビダンゴヲコシラヘテクダサイ︒

一748囹

四976園 ﹁鬼は内︑福は外︒﹂といったので︑ おにたいじ ﹇鬼退治﹈︵名︶4 オニタイヂ
みんなが笑ひました︒

おにいさま

一面にとげの生えた鬼の頭のやうなドリ

鬼は外︑鬼は外︒
四979園
鬼は外︑鬼は外︒
四979園
ヤン︒

十一圏4

みこと

﹇御兄様﹈︵名︶1

おにいさん

五悩3圏 ほでりの命はおにいさま︑ ほをりの命

おにいさま
は おとうとこ︒

おにいさん ﹇御兄﹈︵名︶2
てあげなければ ︒

十一458園 このおにいさんにも︑いい着物を着せ

オニガシマ

十一462囹拓きや︑おまへはおにいさんのお供を
するのですよ︒

﹇鬼島﹈︹地名︺6

一768園

六881団あなたのお人形は︑私のポケットにし おの ﹇斧﹈︵名︶5 をの

一748囹 オ＝ガシマヘオニタイヂニイキマスカ おにんぎょう ﹇御人形﹈︵名︶2 お人形

おにがしま

一785園

﹁オニガシマヘオニタイヂニ︒﹂

ラ︑キビダンゴヲコシラヘテクダサイ︒

一801園

レテ︑オニガシマヘワタリマシタ︒
オ

一808 モモタラウハ︑犬ト︑サルト︑キジヲツ 六175團おみやげに︑わたしの作ったお人形さん
一857 モモタラウハ︑ タカラモノヲモッテ︑
一一ガシマヲタ チ マ シ タ ︒
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ち入れるをのの響きのこだまで満たされる︒

﹇己﹈︵代名︶2

おの

をひき︑かんなを掛けた︒

九川2 なれない手つきでをのを振るひ︑のこぎり
おの

十二54図圏 いにしへのふみ見るたびに思ふかな
おのがをさむる國はいかにと

をの入れ

十二56図國あさみどり澄みわたりたる大空の廣
きをおのが心ともがな
﹇斧入﹈︵名︶1

九168 をの入れを終って︑奉仕の人々は︑一辞し

おのいれ

﹇各﹈︵名︶4

おのおの

て静かに祭場を退出した︒
おのおの
の特別な讃み方があります︒

十佃2 殊に︑人の姓名や︑地名などには︑おのお
愛路村といふのは︑︿略﹀︑道の爾側おのお

にょいりんだう

かたみに菊水の刀を與へて︑おのおの

の十キロ以内のところを︑これに當ててるる︒

十㎜10
十一一901図
東西へ別れけり︒

小野くん

十二㎜9図百四十三人︑︿略﹀︑如意輪堂の壁板に︑
おのおの名字を書き連ねて︑
﹇小野君﹈︹人名︺5

六894向かふから︑友田くんと小野くんがやって

おのくん

來た︒

﹇男子﹈︵名︶1

おのずから

をのこ

﹇自﹈︵副︶7

おのつから

つぐべき名は立てずして山上憶良の作である︒

やまのうへのおくら

十二443図魍 をのこやも空しかるべき萬代に語り

おのこ

よく教室へ蹄って行った︒

六918友田くんも︑小野くんも︑今日は敵だ︒
六948見ると︑小野くんだ︒
六974 ｪ﹀︒﹂と︑小野くんがいふ︒
六977小野くんと︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲
「〈

九89図

はたして荒波おのつから静まりて︑御船
おのつからこれにたよる心がわき︑いっと

は進むことを得たり︒

九㎜10

三903園

どうぞ︑お乗りください︒

さあ︑舟にお乗りなさい︒

あれに︑すぐお乗りなさい︒

イ︾

おのりなさ・る ﹇御乗﹈︵五︶2 お乗りなさる

五麗9園

しんかう

はなしに信仰となって︑このやうなオボを作り︑

おのれの馬には人が乗り︑

︽一

實光とて︑およそ二三十人が力ある大力

かへ

おのれは古がさを買うて來て︑やれ末

﹇己﹈︵代名︶1 おのれ

尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの

﹇己﹈︵感︶3 おのれ

一ハ4

や︑おのれ︑買物にはまんまとだまさ

﹁おのれ︒﹂と︑一時に怒りがこみあげる︒

﹇己等﹈︵代名︶1 おのれら

をばδおんおば・おんおば

いざ︑おのれら︑死出の旅の供せよ︒

﹇御婆﹈︵名︶29 オバアサン

おばあさ

ムカシムカシ︑アルトコロニ︑オヂイサ

オヂイサンバ︑山ヘシバカリニ︑オバア

ントオバアサンガアリマシタ︒

一712

ん

おばあさん

の人であるから︑

十一284父・母・兄・姉・をぢ・をば等は︑目上

ぎみ

おば ﹇伯母﹈︵名︶1

十脳1図圖

おのれら

れて︑申しわけに︑はやしものをするとは︒

十二871園

十695囹

元春を︑おのれそのままにして置けようか︒

九価10

おのれ

廣がりで候の︑企みがきで候のと申しをる︒

十二861園

おのれ

十二3110園己に克って禮に守るのが仁である︒

か

の者︑おのれにおとらぬ家中一人ともなひたり︒

十穐9図

さねみつ

八308図

人が乗り︑

八308図人の馬にはおのれ乗り︑おのれの馬には

﹇己﹈︵名︶4 おのれ 己

五悩1園

︽ーリ︾

︽ーミ︾

おのれ

十46図参拝の人々︑あたかもいひ合はせたるご
しかも工夫に心をうばはれては︑おのつ

とく︑足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒

十451図

何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ

から家業もおろそかならざるを得ず︒

十814

どこの家も︑高い土塀を立てめぐらしてゐ

ると織機はおのつから止り︑
どべい

十川6

︽ーキ︾

困難に際會すると︑おのつから人の心が

るので︑小路は︑おのつから高い土塀績きになつ
てるる︒

十一一282

おのぞく

天照大神は︑少しばかり岩戸をおあけに

n御字﹈︵五︶1

わかるものである︒
おのぞ・く

五75

おのぼる

奈良の都を︑ありありと見るやうな氣が

なって︑おのぞきになりました︒
をののおゆ
﹇小野老﹈︹人名︺1 小野老
おののおゆ

をののおゆ

十二453

﹇御登﹈︵五︶1

する︒小野老の歌である︒
おのぼ・る

少年名神は︑あはの董につかまって︑する
お飲む

オノリ

お乗りくださ

ウゴキマス︑チン

ほをりの命は︑ぐっとお飲みになって︑ほ

︹御三﹈︵五︶1

すると︑おのぼりになりました︒

五634

五描2

おの・む

︽iイ︾

﹇御乗下﹈︵五︶1

﹁オノリハオ早ク︑

﹇御乗﹈︵名︶一

をりの命﹁ああ︑うまい水だ︒
おのり

チン︒﹂

ニ446圃

る

おのりくださ・る

おはいる一おばさん
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サンバ︑川ヘセンタクニイキマシタ︒

一72ーオバアサンバ︑ソノモモヲヒロッテ︑ウ
一728 オヂイサンが山河ラカヘッテクルト︑

チヘカヘリマシタ︒

オバアサンバ︑ソノモモヲ見セマシタ︒

の娘を中において︑泣いてゐました︒

五268すると︑おちいさんとおばあさんが︑一人
はいって來たのは︑七十ぐらみのおばあさ

んと︑赤ちゃんをおぶったをばさんとでした︒

五738

おばあさんとをばさんが︑ちゃうど私たち

モウヂキオボンデスカラ︑オハカノ

オハカノマハリノ草ヲトッタリ︑オハ

カノ石ヲ水デアラッタリシマシタ︒

一465

オハカノソバノハギハ︑アカイ花ガニ

カノ石ヲ水デアラッタリシマシタ︒

一467

犬ノオハカヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ

ツ三ツサイテヰマシタ︒
二886

おばあさんもしんぱいさうです︒

の前へ來た時︑

五744

﹁︿略﹀︒﹂と︑おばあさんにいはれて︑私は︑おばけ

一734 オバアサンガ︑モモヲキラウトシマシタ︒
六697

﹇御化﹈︵名︶2 おばけ

松ヲ一本ウエマシタ︒

六713

このおばあさんがみなくなったら︑い

︽ーリ︾

みことは︑︿略﹀︑川について︑だんだん山

て︑岩戸をおしめになりました︒

五267

げんくわん

おくへおはいりになりました︒

御ひつぎは︑表玄關から︑母宮殿下の
御居間︑櫻の間にまつおはいりになった︒

十一159

﹁461園

オハカノマハリノ草ヲトッタリ︑オハ

サウヂニイキマセウ︒

一465

す︒

いたづらずきのおばけだからさ︒

﹇伯母﹈︵名︶20 をばさん

四257

六744

きのふ乗合自動車に乗って︑ホ町のを

ホ町のをばさんのところへ行くので

をばさんのうちから︑二眠をすましたかひ

はいって來たのは︑七十ぐらみのおばあさ

おばあさんとをばさんが︑ちゃうど私たち

目をさますと︑をぢさんや︑をばさんが︑

をばさん︑猫はどうしました︒

おとうさんは︑をぢさんやをばさんに︑

平生は元氣なをばさんが︑今日は︑いちば

﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

六733

六725 をばさんは︑﹁︿略﹀︒﹂

六724園

うちへ來てるられます︒

六717

の前へ來た時︑

五744

んと︑赤ちゃんをおぶったをばさんとでした︒

五739

こを︑二十匹もらって來ました︒

五314

りるのを見つけて︑

をばさんのうちの三郎さんが︑私のお

四238園

ばさんのところへ行きました︒

四192

いっしょに︑海へ行きました︒

三744團おかあさん︑私は︑きのふをばさんと

おばさん

十327園

十321園おばけが︑あのけやきにるた︒

一737 オヂイサンモオバアサンモ︑タノーソウヨ

﹁︿略﹀︒﹂と涙をこぼして︑ありがたがるお

おばあさんは︑つかれないやうにと︑焼い

十一424園

たするめや氷砂糖を︑紙に包んであげました︒

八634

ばあさんもありました︒

七338

ねどこの中へはいりましたが︑

ロコビマシタ︒

一746 アル日︑モモタラウハ︑オヂイサントオ
一874 オヂイサントオバアサンバ︑タイソウヨ

バ ア サ ン ニ ︑ ﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ロコンデ︑モモタラウヲムカヘマシタ︒

二782団 マン中二︑オヂイサントオバアサンガ
ォカケニナリ︑

しかし︑紫の君は︑やはりおばあさんの

紫の君は︑その年の秋おばあさんに死な

つたいあなたはどうなさらうといふのでせう︒

れて︑

十︻4210

十一438

おはいる

紫の君は︑人形の一つをおばあさんと呼

ことを思ひ出しては泣くことがある︒

んでみる︒

十﹇456

﹇御入﹈︵五︶3
あまてらすおほみかみ

おはい・る

二794團 ﹁︿略﹀︒﹂ト︑オバアサンガオッシャイ
マシタ︒

四227 ホ町に近いところで︑どこかのおばあ
さんが乗りました︒

四233 私がわきへよって席をあけると︑おば
あさんは腰をかげながら︑

四335 小さいので︑かごの中へ入れて︑おばあ
さんと二人で育てました︒

す︒

四361 おちいさんやおばあさんは︑大さわぎで 五42天照大神は︑天の岩屋へおはいりになつ

四369 このことばを聞いて︑おちいさんもお
ばあさんもびっくりしました︒

しっかりとかぐやひめをだいてをります︒

四388 おばあさんは︑しめきった一間の中で︑

いてるたかぐやひめのからだは︑

四401 おばあさんの手に︑しっかりとすがりつ おはか ﹇御墓﹈︵名︶5 オハカ

に︑﹁︿略﹀︒﹂ と い っ て ︑

四409 かぐやひめは︑おちいさんとおばあさん
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んしょんぼりとして︑さびしさうに見えます︒

いらっしゃいね︒

おはし

お働く

︽ーキ︾

のことはよく知ってゐます︒

あなたがたが棄て︑お話をしてくださる
この次におあひする時には︑職孚のこと

朝禮の時間に︑ラジオでも︑そのお話が
ラジオは︑一日中︑海のお話や︑三悪で︑

これで︑いっか︑おとうさんのお話に聞

やがて日本語を通して︑たがひにお話が

今日はバナナのお話をしませう︒

びかぴ

ぽたぽたぱた

お話する ︽一

おはなしく

︽一

十539 朝禮の時間に︑校長先生から︑戦乱の始つ

たことについてお話があった︒

﹇御放下﹈︵五︶1

では︑ 一通りお話いたします︒

おはなしいた・す ﹇御話﹈︵五︶− お話いたす

十一279

シ︾

ださる ︽ーイ︾

﹇御話﹈ ︵サ変︶ 6

さあ︑おはなしください︒

おはなしくださ・る
十二716囹
おはなし・する

水兵さんは旗持って︑

かうくうぼかんはでんとうで︑

お話します︒

三375圏

シ︾

ぱた︑

かちか

ああああ︑

でんしんたいの兵たいさんは︑

かびかびか︑ お話します︒

三383圃
三386魍

ちかちかち︑ お話します︒

お話します︒

うちの赤ちゃん大ごゑで︑

それから︑學校のことや︑うちのことなど︑

かった︒

﹇御話﹈︵五︶1 お話す ︽ーシ︾

十一924

おはなばたけ

お花畠は︑まるで満天の星のやうに美し

﹇御花畑﹈︵名︶1 お花畠

話しになりました︒

六407 勇さんのおとうさんは︑︿略﹀ことを︑お

おはな・す

いじな儀式だと︑お話なさいました︒

七406 校長先生が︑地虫祭といふのは︑︿略Vだ

イ︾

おはなしなさ・る ﹇御話﹈︵五︶1 お話なさる ︽一

ださいませんか︒

九幡3園 こんどは︑苦しい時のことをお話してく

いろいろお話しました︒

四㎜6

ああああ︑

先生のお話では︑少しでもくるひがあると︑ 三392圏

夕食後︑兵隊さんから︑新しい兵器につい
いろいろなお話を静かに聞き︑

をぢさんを園んで︑いろいろお話をお聞
どうぞ︑いろいろなお話をしてください︒

さっきは︑うれしい時のお話をうかがひ

ためになるお話をたくさんお聞かせくだ
さいまして︑ありがたうございました︒

九捌3園

大切なことはよくわかりましたが︑

聖遷4盤景︑お話をうかがって︑飛行機の整備の

ましたが︑

九柵2囹

さんにお話をお願ひいたします︒

九㎜9園初めに︑整備といふことについて︑をぢ

九㎜5園

きしようと思ひます︒

九佃6園

九4010

て︑おもしろいお話を聞きました︒

八628

決してうまく飛ばないさうだ︒

八481

でき︑心持が合ふやうになりませう︒

八231国

八132

いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

六629園

にぎやかであった︒

五877

あった︒

五868

や︑支那の子どものお話をしてあげませう︒

四声8団

のが︑何よりもうれしいのです︒

四鵬2團

みも忘れるほどでした︒

六747囹をばさん︑これから︑ずっと私のうちに 四皿3團 あなたのお話がおもしろかったので︑痛
六749﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑をばさんは︑
﹁︿略﹀︒﹂といって涙をこぼされました︒

うで︑何よりです ︒

七775国をぢさんや︑をばさんも︑お還りないさ

分家のをばさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

十一287 をばさんは︑どうなさいます︒
十一482
ほめてゐます︒

十一486 山田のをぢさんとをばさんが︑おとうさ
んや分家のをぢさんなどと話をしてゐます︒

十一5010 ねえさんは︑山田のをぢさん・をばさん
といつしょに︑車に乗りました︒

十二㎜10 川の少し上手に︑よそのをばさんも︑せ
﹇御三﹈︵名︶2

つせとせりを摘んでみる︒
おはし

三972 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが︑おはしを取
りながらおっしゃいました︒

八㎜2 私は︑飯皇を出してふいたり︑みんなのお
﹇御働 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒
おはたら・く

るのだから︒

六693園 おとうさんは︑消防の役目でお働きにな
おはなし ︹課名︺2 お託

三372 十 お話
お話

三211 十 お話⁝⁝⁝三十七
﹇御話﹈︵ 名 ︶ 2 1

二965 先生が︑こんなお話をなさいました︒

おはなし

二979ここまでお話をきいたとき︑ふと︑私
は︑ゆうべのゆめのことを思ひ出しました︒

三321 をぢさんのお話を聞いたりして︑軍かん

おはなみ一おびる
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おはなみ ﹇御花見﹈︵名︶1 お花見
人ずくなでした ︒
﹇ 御 早﹈︵形︶2

オ早イ

︽ーク︾
チン

八414 ある日︑今日はお花見といふので︑御殿は
おはや・い

二446國﹁オノリハオ早ク︑ ウゴキマス︑
チン︒﹂

﹇御早﹈︵感︶4おはやうオ早ウ

二455圃﹁オオリハオ早ク︑ ウゴキマス︑チン
チン︒﹂

おはよう

六896囹
﹁ お はやう︒﹂﹁おはやう︒﹂

﹁ お はやう︒﹂﹁おはやう︒﹂

ニ804国営 ﹁オ早ウ︒﹂ヲイヒマス︒
六897圏

おはらひ

オハヤウゴザ

﹁おはやう︒﹂がいひかはされる︒
﹇御早﹈︵感︶一

九565園
おはようございます
イマス
﹇御祓﹈︵名︶4

一221囹 オハヤウゴザイマス︒
おはらい

七416 神主さんは︑大麻をふって︑みんなのおは
らひをしてくださいました︒

ぞめがありまし た ︒

七429 それから︑地面のおはらひをして︑うがち

お引合はせ

八419
お引き渡し

八幡様のお引合はせか︑門の戸は細めにあ

お引く

︽ーキ︾

このさい︑船具や武器のお引き渡しを願

﹇御引渡﹈︵名︶1

いてるました︒

おひきわたし

七旙6園
﹇御引﹈︵五︶3

ひたいと思ひます︒
おひ・く

て︑︿略﹀︑お引きになりました︒

﹇御一人﹈︵名︶1

おびただしい

お一人

七185

み こ

おうれし

やまとをぐなの皇子は︑︿略﹀︑ただお一人

おひな様

おひな檬⁝⁝⁝百十

おひな檬

二十三

︹課名︺2

で︑熊襲をおほろぼしになりました︒
おひなさま

四311

﹇御雛様﹈︵名︶3 おひな様

四佃1 二十三
おひなさま

かざればみんなにこにこと︑

まだ十分咲ききらない花は︑ちゃうど︑お

﹇御姫様﹈︵名︶2 おひめさま

ある日︑おひめさまのおともをして︑た

お開く

︽ーキ︾

すると︑おにが出て來て︑おひめさまを

﹇御開﹈︵五︶1

昔︑仁徳天皇は︑この地に都をお定めにな

お豊の食事中であった元帥は︑

﹇御昼﹈︵名︶2 お書

七986

お豊になったので︑雪の上で︑屈しいおべ

かうして育てたみかんの實は︑︿略﹀︑ぼつ

日光はかすかに黄色味を帯びて︑壁やへい

かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑

本島でにしんの漁期の終る五月下旬から︑

そろそろ北千島の漁場が活氣を幣びて至る︒

十一978

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒

十㎜4

の強い反射がいくぶんやはらいで見える︒

九夏3

ぼつ︑黄色みをおびて來ます︒

六269

お・びる﹇帯﹈︵上↓︶5おびる帯びる︽ービ︾

んたうをたべた︒

八856

おひる

つて︑堀江をお開きになり︑

八9510

おひら・く

たべようとしました︒

三526

びに出かけました︒

三524

おひめさま

ひな檬のぼんぼりのやうなかっかうです︒

六帽3

さうなおひな檬︒

四麗2圃

三137神さまは︑その土地に太いつなをかけ 四柵2谷戸が來ました︑おひな檬︒
三141かけごゑ勇ましくお引きになりました︒

お日様

︽ーイ︾

三156神さまは︑それにつなをかけて︑ズ略﹀︒﹂
お久しい

オ日サマ

まあ︑お久しい︑だいり様︒

﹇御蓼﹈︵形︶1

と︑力いっぱいお引きになりました︒
おひさし・い

四川1圃

﹇御日様﹈︵名︶7

アゲルコトニシマシタ︒

二67一 サウダンシテ︑オ日サマノトコロヘォヨ

おひさま

メニ

ニ673ネズミノオトウサンバ︑オ日サマノトコ
ロヘ 行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノミマシタ︒

ニ683即日サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシ
タ︒

二693オ日サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシ
タ︒

四餌2 弱い光を出してみたお日様が︑目をさまし

1

︽一

空には︑お日様が︑ぎらぎら光ってゐまし

て︑暖い光を送るやうになります︒

た︒

︵形︶

更に︑中支那・南支那のものを合はせたら︑

﹇彩﹈

あすまた︑お日様︑ごきげんよう︒

五251
九㎜6

おひとり

實におびただしい鬼除にのぼるであらう︒

十㎜3

イ︾

おびただし・い

九1510 最後の太鼓が打ち鳴らされると︑奉仕の
人々は︑はらひ所に並んでおはらひを受け︑
九167 大麻でおはらひをする時のやうに︑

九497 帯のやうなたち魚が︑いくつもいくつも横

おび ﹇帯﹈︵名︶2 帯与かわおび・はらおび
たはってるるのは︑めづらしい見ものである︒
ざんがう
帯のやうな錘壕と︑

十柵10

︽ーゲ︾

おひきあ・げる ﹇御引上﹈︵下一︶1 お引きあげる

﹇御引合﹈︵名︶1

五㎜1 ほをりの命が︑つり竿をお引きあげになる︒
おひきあわせ
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おひるごはん一おぼし

てるる︒

﹇御昼御飯﹈︵名︶1

お書御飯

十﹇㎜1眞青な空には︑白い雲が光を帯びて流れ
おひるごはん
しょに聞きたいといふ︒
﹇御昼過﹈︵名︶1

お書過ぎ

九㎜10 マルタはお書面飯をたべながら︑母といつ
おひるすぎ

おぶふ

︽ーッ︾

ろ

お二人

七137

私たちは︑めいめいのグライダーを机の上

海岸で︑書のおべんたうをたべました︒

テアゲマスヨ︒

八531

お書になったので︑雪の上で︑樂しいおべ

に置いて︑おべんたうをたべた︒

八856
んたうをたべた︒
もう

こ

蒙古の大草原を旅する者は︑あちこちにあ

オボといふのは︑地の神をまつるために︑
しんかう

いっとはなしに信仰となって︑このやうな
たとへ小さなオボでも︑旅をする者には實
草原を海にたとへれば︑オボはまさにその
旅に出かけて行く人が︑オポの前を通る時
オボは︑いっとはなしに少しつつ大きくな

夏の初め︑草原があざやかなみどりにおほ
オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひつじなど
一度かうしてオボの祭にえらばれた家畜は︑

もとのひっそりとした大草原にたちもどり︑
具え囲みおぼえ
つい︑うは言が出たかも知れないが︑

﹇覚﹈︵名︶1
十二518囹

おぼえ

オボだけが大地にぽつんと残されるのである︒

九盟1

とができないことになってみる︒

決して費つたり︑殺したり︑乗用にしたりするこ

九劉6

がつながれる︒

九加1一

はれるころ︑オボの祭がもよほされる︒

修習2

つて行く︒

九㎜12

には︑﹁︿略﹀︒﹂と祈り︑

九珊7

燈皇である︒

九㎜6

に大きななぐさめであり︑

九酌3

オボを作り︑大地をまつるやうになった︒

九㎜1

蒙古人が供へた一種の土まんぢゆうで︑

九鎚4

るオボを目當てに歩いて行く︒

九㎜2

十551 お壷過ぎには︑︿略﹀宣職の大詔が︑ラジ オボ ︵名︶1一 オボ■そうげんのオボ
﹇ 負 ﹈ ︵ 五︶1

オを通して奉讃された︒
おぶ・う

五739 はいって來たのは︑七十ぐらみのおばあさ
﹇御二人﹈︵名︶3

んと︑赤ちゃんをおぶったをばさんとでした︒
おふたり

四367園私は︑お一一人にお別れするのが︑何よ
りも悲しうございます︒

四412囹 お二人のご恩はけっして忘れません︒

お舟

︽一

たぬき

四414園私も︑あの月の世界から︑お一一人を
拝んでをりませう︒
﹇御舟﹈︵名︶2

二574圃 たからのお舟にのって來い︒

おふね

お振りなさる

三847圏圓 うさぎの舟は︑ 木のお舟︑
﹇御 事 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

の舟は︑ どうの舟︒
おふりなさ・る

七5310

イ︾

さあ︑みなさんもお振りなさい︒
ふ ろ

おふろ ﹇御風呂﹈︵名︶2 おふろ お風呂

ふ

四176 にいさんといっしょに︑おふろにはいり
ました︒

おべん

七801團 お風呂へはいったり︑軍歌の練習をした
り︑

おべんとう ﹇御弁当﹈︵名︶4 オベンタウ

ニー16園 デハ︑オイシイオベンタウヲコシラへ

たう

﹇覚﹈︵下一︶12

おぼえる 畳える ︽一

わしには何も豊えがないのです︒
おぼ・える

エ・ーエル︾5みおぼえる
みるのです︒

四摺8 ﹁兵たいさん﹂といふ日本語を︑おぼえて

も︑ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒

五684團毎日馬をかはいがってやると︑馬の方で

いくらいっても︑給ばかりかいて︑ちつ

﹁おすわり︒﹂でも︑すぐおぼえました︒

六柵8園

五柵4

これらの人たちは︑日本語を︑一生けん

ともお経をおぼえない︒

八2210国

夜九時に北斗七星を見てその位置を準え︑

教へることは何でもよく畳えるし︑

めいにおぼえようとしてゐます︒

九854

更に十時︑十一時に見ると︑

九922

十52図左折して更に大鳥居を過ぎ︑神岡身にせ

兄が史記を讃んでみるのを︑︿略﹀聞い

まるをおぼえつつ︑静かに歩みを移せば︑

やがて針葉樹の密林へはいると︑急に快

てるて︑兄より先に払えてしまふほどでした︒

十一353
十一864

一種のあこがれに似たなつかしさを畳え

い涼しさを畳える︒

させる︒

十一996

はるかオホーツクの海へ向かって︑

︹地名︺一 オホーツク

こむことが大切だと思ひます︒

十一柵7国事を畳えるにしても︑そのもとをのみ
オホーツク

﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒

十一58圃

十二柵3囲碁風は︑太平洋︑︿略﹀︑オホーツク海

たいふう

オホーツクかい ︹地名︺一 オホーツク海

﹇思﹈︵形︶1

おぼし

︽ーシキ︾

ll海といふ海︑水といふ水に號令して︑
おぼ・し

おほしさま一おまえ
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十一182図 矢ざまのかげには︑射手とおぼしき者
﹇御星様﹈︵名︶3

オホシサマ

ども︑︿略﹀︑矢束ね解いて待ちかけたり︒

おほしさま

一394圏 ピカピカト オホシサマ︒

一682 オホシサマガ︑目ヲサマシマシタ︒

一396圏 ニコニコト オホシサマ︒

九1110 明治天皇は︑特にこのことに大御心をかけ

おぼしめし ﹇思召﹈︵名︶1 おぼしめし

させられ︑そのおぼしめしによって︑木曾の御料
林中に︑神宮備林が定められることになった︒

︵形︶

1

おぼつかない

﹇思召﹈︵四︶1 思し召す ︽ーサ︾
これんびん
何とぞ私への御守懸と思し召され︑

十一一備3圓團

おぼしめ・す

﹇覚束無﹈

汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑
おぼっかな・い
︽ーイ︾

九麗7 富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押
おほめる

し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒

メ︾

おほ・める ﹇御褒﹈︵下一︶4 オホメル
︽

しかるべくおぼえ候︒

今は︑のがれぬところとおぼゆるぞ︒ 八脳8 ガリレオといふ學生が︑この町の有名な大

︽

﹇御参﹈︵サ変︶3 お参りする ︽一

去年︑あなたといっしょにお参りして︑樂

あとの半分を持って︑天皇のみささぎにお

天のうずめのみことは︑まひをおまひにな

﹇御昼﹈︵五︶2 おまふ ︽iヒ︾

ふせたをけをだいにして︑とんとんふみ鳴

﹇御前﹈︵名︶1 お前
くわじゃ
太郎冠者あるか︒﹂冠者﹁お前に︒﹂
十二777園

おまえ

らしながら︑おもしろくおまひになりました︒

五69

りました︒

五65

おま・う

のだと思ひました︒

六燭6 あの子どもたちのやうに︑お参りしたいも

参りしました︒

六234

しかったことが思ひ出されます︒

六145

シ︾

おまいり・する

寺院へ︑お参りをしました︒

十二905圏
おほり

おほりの水はしっかに明かるく︑白

﹇御堀﹈︵名︶！

十二908圏
おほり

三164圏
おぼろ

太陽でも月でも︑おぼろにしか見えませ

﹇朧﹈︵形状︶1

いやぐらはくっきりとそびえ︑
おぼろ

ん︒

十一738

おぼろ雲

このおぼろ雲は︑天候の前兆としてはい

﹇朧雲﹈︵名︶2

十︻7310

おぼろぐも

むら雲・おぼろ雲は︑巻雲や︑薄雲・い

よいよ悪い方だといひます︒

十一742

わし雲などより低く︑
おぼろ月

おほろぼす

シ︾

照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

﹇朧月﹈︵名︶1

十一739

おぼろづき

﹇御事﹈︵五︶1
み こ

月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑
おほろぼ・す

お参りの人が︑たくさん通ります︒

ワタシバ︑オマヘノオヂイサンノオト

おまへも︑いまにその山や海へ行っ
三801圏

からだは大きくても︑おまへはまだ

子馬よ︑おまへはかはいいね︒

その導けらいたちをたくさんやって︑

これをおまへにあげるから︑だいじに

おまへ︑なぜ泣いてみるのか︒

四864園おまへ︑なぜ泣いてみるのか︒

四848園

四768園おまへ持ってかへっておくれ︒

しまっておおきなさい︒

四586囹

おまへのうちを守らせることにしよう︒

四382園

赤ちゃんだね︒

三804圃

てみると︑よくわかるだらう︒

三486園

ウサンダヨ︒

二962園

やまとをぐなの皇子は︑︿略﹀︑ただお一人 おまえ ﹇御前﹈︵代名︶47 オマへ おまへ お前
おぼん

で︑熊襲をおほろぼしになりました︒

七185

オボン

モウヂキオボンデスカラ︑オハカノ

﹇御盆﹈︵名︶2

お参り

まるで︑大きなおぼんが浮いてみるやう
おまるり

私は︑弟の一郎といっしょに︑おかあさ

﹇御参﹈︵名︶6

げくう

んについておまるりをしに行きました︒

三671

おまいり

だなあ︒

六427園

サウヂニイキマセウ︒

一461囹

トノサマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナッテ︑ おぼん

ゴハウビヲタクサンクダサイマシタ︒

二924

めになりました︒

三868 おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おほ
六603 さうして︑子どもの孝行をおほめになって︑

︽ーエ・ーユ・ーユ

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂とおほめになった︒

年號を︑﹁養老﹂とお改めになりました︒
八旧8

おぼゆ

まつ︑外宮のおまるりをすまして︑

﹇ 覚 ﹈ ︵下二︶4

五91國

おぼ・ゆ

それから︑内宮へおまるりをしました︒
氏神様へお参りをしたり︑おかぐらや︑

ないくう

五92国

六燭4

すまふを見たりしたいと思ひます︒

六168国

十610図 大御心のかたじけなさ︑そぞろに涙のわ

はや夏の暑さをおぼゆ︒

白

ル︾

き射つるをおぼゆ︒
通す日影に︑

十一683図竜野に立てば 野はかがやきて︑
雲を
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四M6囹 ﹁北風︑おまへは︑もう北の國へかへっ

四948囹 太郎︑今年からおまへがまくのだ︒
てしまへ︒﹂と︑ 南 風 が い ひ ま す ︒

四掴8園 なあに︑まだおまへの出て曇る時ではな
い︒

四掴9園 わたしは︑もう一度おまへを追ひはらっ
て︑野や山をまつ白にしてやる︒

五595囹 おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよく
知ってみるが︑この小さなお方の名を知らないか︒
知ってみるか︒

五608園 おうい︑おまへは︑この小さなお方を
五722囹 おまへ︑お掛け︒﹂と︑にいさんがいひ

おまへにもぜひ一つと思ふのだが︑これ

たくるやうにして止み始めた︒

九238團

ほう︑おまへが世話をするといふのか︒

ばつかりは送りやうがないのが残念だ︒

九804園

おまへがよくめんだうを見てやったから︑

北斗はりつばな二歳ごまになった︒

九8510園

甚次郎︑このかぶとは祖先傳來の寳︑こ

れをおまへにゆつる︒

九㎜4囹

十歳の時︑軍に出て敵の首を取ったほど

強いおまへのことだ︒

馬鐸6園

﹁いたづらに朽ち果てたかも知れないわ

たしが︑出雲に旗あげして︑一時でもその領主と

九戸5園

十135囹

おまへは大工のせがれだ︒

おまへの残念がるのも︑もっともだ︒

なったのは︑まったくおまへの力であった︒

十741囹

ましたから︑私は掛けました︒

五995園 おまへはだれだ︒

おまへには︑決して犬死をさせないそ︒

十一461圓行きや︑おまへはおにいさんのお供を

十重6園

五個4園 おまへからいひ出しておいて︑だいじな
つりばりをなくしてしまふなんて︑あんまりだ︒

五川3囹 おまへは︑日の神のお子様のつりばりを

つてもよい︒

おまへは自分のことばつかり考へて︑

いったい︑おまへは何をたべるのか︒

おまへたち

吉岡︑今夜︑おまへはねられるか︒

おまへたちは︑この軍艦を代表して︑競

ちが生まれる︑

五892園

孚するのだ︒

置旧5園 そら︑大隊は︑おまへたちの破ったとこ

かうなっては︑おまへたちには︑とても

ろから︑突撃して行ってみるぞ︒

七463園

おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れて︑

かなはない︒

九204團

おまへたちの眞心が︑敷千キロの海山を

﹁︿略﹀︒﹂とはげましてくれた︒

九209團

おとうさんは︑いつも︑おまへたちとい

越えて︑おとうさんの心に通ってみるのだ︒

九211團

おまへたちの心配するやうな病氣には︑

つしょに︑職孚をしてみるのだと思ってみる︒

おまへたちは︑おとうさんたちのあとつ

だれ一人かかつてみない︒

九253団

九258国

おまへたちが大きくなるのを︑患い南洋

ぎなのだliといふことを︑しみじみと感じる︒

の天地と︑︿略﹀が︑手をひろげて待ってるる︒

九259團

これはおまけですが︑タイ國の罵眞です︒

日本船は︑受け取った荷物をいつぽい積み︑

﹇御負﹈︵接︶1 おまけに

六449囹
七梱4

おまけに

﹇御待下﹈︵五︶2

お待たせする

お待ちくださ

おとうさん︑お待たせしました︒

﹇御待﹈ ︵サ変︶ 1

おまけにオランダ船一さうを引きつれて︑
おまたせ・する
︽！シ︾

四767園

る ︽ーイ︾

おまちくださ・る

お待ちください︒

四梱3囹 お待ちください︒
七172園

おとうさんのげんきな間に︑おまへた おまち・する ﹇御待﹈ ︵サ変︶ 1 お待ちする ︽1

﹇御前達﹈︵代名︶10

三505園

おまえたち

十二冊1圃國

宮城を遥葬しよう︒

十二備7圏國

吉岡︑おまへもいっしよに︑日本の

十二534園さうしたら︑私のからだをおまへにや

十二526囹

人の腹のへってみることを考へてくれない︒

十一一524囹

十二521園私はおまへの弟子にならう︒

を教へられたのか︒

いったいおまへは︑だれに今のことば おまけ ﹇御負﹈︵名︶1 おまけ

お前は無事であったか︒

十二268園

するのですよ︒

六139囹 おまへ︑行って遊んでおやり︒

十二5010圏

知ってみないか︒

六675囹 おまへはえらいね︒

六711園 さよ子︑おまへは︑あした︑學校がある
のだから︑しんぱいしないで︑もうおやすみ︒

六佃7園 おまへは︑また給をかいてみるのか︒
だめだ︒

六m8園 おまへは︑口でいって聞かせるだけでは︑
六価3囹 おまへは︑給かきになるがよい︒
六備4園 これほど︑おまへが上手だとは︑ 今まで
知らなかった︒
はいなう

八368囹 お前の國はどこ︑また親の名は何と申す︒

九214團 持物をせいとんしてみると︑背嚢からお
まへの手紙が出て來た︒

九218團 そばにるた職友が︑おまへの手紙をひつ

おまちどおさま一おみわたす
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六158国 母も︑みよ子も︑お待ちしてゐます︒

シ︾

おまちどおさま ﹇御待遠様﹈︵名︶1 お待ちどほさ

﹇ 御 待 ﹈ ︵五︶1

お待つ

︽ーチ︾

三903園 お待ちどほさまでした︒

ま

おま・つ

であらう︒

六224囹 さだめて︑お待ちになっていらっしゃる

お祭

お祭⁝⁝⁝六十六

︹課名︺2 お三

三36十八

おまつり

﹇御祭 ﹈ ︵ 名 ︶ 8

三667十八 お祭
おまつり

三668今夜は天神さまのお祭です︒
六144氏神様のお祭のころになりました︒
六147今年は︑二十五日のお祭の日が︑ちゃうど
日曜日になりま す ︒

にんとく

八9310

﹇御祭﹈︵五︶1

かうつのみや

おまつりなさる

仁徳天皇をおまつりしてある高津宮や︑

おまつりなさ・る
︽ーイ︾

五972囹﹁この鏡は︑わがみたまとして︑だいじ
﹇御祭日﹈︵名︶1

お祭日

今日は︑めで

におまつりなさい︒﹂と仰せになりました︒
おまつりび

たいお祭日︒

六183二村のちんじゅの神様の︑
お招き

︽ーエ︾

しんせつな山のお招きの席に︑しばらく

﹇御招﹈︵名︶1

十一811

おまねき

お見える

お見送り
﹁待て︒﹂といひますと︑行儀よくすわって︑

﹇御見送﹈︵名︶1

神主さんが︑三人お見えになりました︒

﹇御見﹈︵下一︶1

は︑すべてを忘れて立ってるた︒
おみ・える

七409
五柵6

おみおくり

お見送りをするやうになりました︒

の例である︒

お見せる

︽ーセ︾

おみきもお供へになりました︒

﹇御神酒﹈︵名︶1

四618

おみき

﹇御見﹈︵下一︶1

﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにおっしゃって︑

おとうさんにお見せになった︒

八二6

おみ・せる

おみき

十一307﹁汁﹂を﹁おみおつけ﹂などいふのがそ

六153 お祭の日は︑おかぐらや︑すまふがありま おみおつけ ﹇御味御付﹈︵名︶1 おみおつけ
す︒

六163團去年のお祭のことを思ひ出して︑急にな
つかしくなりました︒

六268 秋のお祭のたいこが︑村村に鳴りひびくこ
ろになると︑

六夢3 笛とたいこの音がひびいて干て︑ずらりと
並んだお祭のちゃうちんが︑うつりました︒

︵サ変︶

3

おまつりする

ヲミナヘシノ花ヲミツケマシタ︒
お見まひ

﹇御見舞下﹈︵五︶1

この間は︑お見まひくださってありがた

︽ーッ︾

お見まひ

私は︑また︑きっとお見まひにまみります

﹇御見舞﹈︵名︶1

四川5團

くださる

おみまいくださ・る

といって︑かへりました︒

四㎜8

おみまい

一485

七406 その家を︑いつまでも守っていただくやう おみなえし ﹇女郎花﹈︵名︶一 ヲミナヘシ
﹇御祭﹈

に︑お祭をするだいじな儀式だと︑
おまつり・する
︽ーシ︾
あった

七232 熱田神宮におまつりしてあるのが︑この御
劒であります︒

てあるのです︒

七239 神だなには︑皇大神宮の大麻がおまつりし

う︒

おみまいもうしあ・げる

﹇御見舞申上﹈︵下一︶1

お見まひ申しあげる ︽ーゲ︾
せっしやう

元帥は︑赤坂離宮に︑撮政殿下をお見ま

光明皇后は︑ときどき︑この病院へおいで

﹇御見舞﹈︵五︶1 お見まふ ︽ーヒ︾

ひ申しあげたのである︒

七999

おみま・う

になって︑病人たちをお見まひになりました︒

七3310

﹇御耳﹈︵名︶1 お耳

四五六七︑

十一一637 このことが法親王のお耳にはいった︒

おみみ

オミヤノ石ダン︑一二三︑

﹇御宮﹈︵名︶3 オミヤ お宮

﹁431圃

おみや

オミヤゲ

おみやげ

新年おめでたうございま

まみって︑富江へ行って︑

お宮に近くなると︑人がいっぱいでし

八九十︑ 二十五ダンデゴシンゼン︒

た︒

三678

お宮へ

﹁君が代﹂歌って︑

四642圃
す︒

おみやげ ﹇御土産﹈︵名︶6

いいおみやげができました︒

おみやげに玉手箱をさしあげませう︒

オミヤゲニツヅラヲアゲマシタ︒

おみやげまでいただきまして︑ありが

一666
三柵4囹

三778囹
二言7園

みよ子さんのおみやげに︑わたしの作っ

たうございます︒

六175団

これは︑おみやげにと思ひまして︑求

たお人形さんを︑持って行ってあげたいと思ひま
す︒

十一77囹

︵五︶

2 お見わたす ︽一

めてまみつた黒竹の杖でございます︒

神さまは︑海の上をお見わたしになり

おみわた・す ﹇御見渡﹈

三133

シ︾
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ました︒

やまと

︽ーヒ︾

と つがは

お向かふ
かうや

三147 神さまは︑また海の上をお見わたしに
なりました︒
﹇ 御 向 ﹈︵五︶1

お迎へ

︽ーサ︾

︽一

これんびん

朝敵の汚名はすすがれ︑徳川の家名は断

汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑

十二備3圏田何とぞ私への御事慰と思し召され︑
十二梱9
絶を免れた︒

︵五︶

1

をめき叫ぶ

︽一

徳川の恩義を思ふ肇国たちが︑おめおめ
﹇喚叫﹈

これを軍の初めとして︑大手・からめ
お恵み

お目ざめ

︽一

これも︑みんな皇后様のお恵みでござい

﹇御恵﹈︵名︶1

﹇御目覚﹈︵名︶1

御召艦

お召しくださ

艦列をぬって進

﹇御召﹈︵五︶1

お召す

︽ーシ︾

おめでたい

うち中

︽ーイ・⁝ウ︾

十一73 陸軍幼年學校の制服をお召しになった北

︵形︶8

白川宮永久王は︑
おめでた・い

新年おめでたうございます︒

門松立てて︑しめかざりして︑
そろって︑

四641圃

みん

新年おめでたうございま

お宮へまみって︑流記へ行って︑

﹁君が代﹂歌って︑

四644圃
す︒

新年おめでたうございます︒

﹁昭和の光﹂︑上手

新年おめでたうございます︒

四647間たこあげしたり︑羽つきしたり︑

なにこにこ︑
にできて︑

四653圃書きぞめの字は

新年おめでたうございます︒

四685国新年おめでたうございます︒
四687

五襯1圏︺ いたい︑いたいと泣いてみた︑ 鯛もよ

今日は︑學校として︑記念すべきおめで

ろこびおめでたい︒

たい日ですから︑

七443囹

おめでたう

﹁ねえさん︑おめでたう︒﹂やっとこれ

︵感︶1
十一495囹

思ひOひとおもい

だけが︑私の口から出ました︒

いかばかりの思ひにて︑この手紙をし

おうい︑うさぎ君︑ぼくの舟は︑なん

兄様がたの重いふくろをせおってい
四877園

今は重いふくろをせおっていらっ

らっしゃつたので︑

四859

だか重くて進まないやうだ︒

三852園

おも・い ﹇重﹈︵形︶19 重い ︽1・ーイ・ーク︾

ともに︑︿略﹀肩身のせまい思ひがした︒

十768 かれは︑その精巧な機械を見て感心すると

たためしか︑よくよくお察しくだされたく候︒

十131國国

巡洋艦高雄を先導 おもい ﹇思﹈︵名︶2

じゅんやう

御召艦比叡は進む︑

ひえい

﹇御召艦﹈︵名︶2

﹇御召下﹈︵五︶1

御召艦ははるばると︑

加古・古鷹をうしろに從へて︒

ふるたか

八273圖

おめしかん
に︑

八286圏
む︒

お召物
﹁おなべ﹂﹁おさかな﹂﹁お召物﹂とか︑

﹇御召物﹈︵名︶1

車にお召しください︒

おめしくださ・る
︽ーイ︾

おめ・す

︿略﹀などいふのがその例である︒

十一306

おめしもの

十一461園

る

お目ざめる

お目ざめでございますか︒
﹇御目覚﹈︵下一︶1

十一122囹

おめざめ

ます︒

七337囹

おめぐみ

手︑城の内︑をめき叫んで攻め戦ふ︒

十一215図

ン︾

おめきさけ・ぶ

と江戸城を明け渡すはずはない︒

十二側8

七622大塔宮は︑︿略﹀︑大和の十津川から高野 おめおめ ︵副︶1 おめおめ

だいたふのみや

おむか・う

﹇御迎﹈︵名︶2

の方へお向かひになった︒
おむかえ
て︑ここへお迎へに出てみる者です︒

五㎜5囹 いや︑私は︑皇孫がおいでになると承っ
十一164 母君としての御慈愛に満ちたお迎へのお
ことばを︑

ばす
がいせん

おむかえあそば・す ﹇御迎遊﹈︵五︶1 お迎へあそ
みちひさ

をお迎へあそばされてみた︒
﹇御 迎 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 2

お迎へする

十一153 若宮道久王殿下が︑︿略﹀︑父宮の御凱旋
おむかえ・する

︽ービ︾

高倉下が︑劒を天皇にさしあげると︑︿略﹀︑ おめでとう

おめざ・める
メ︾

シ・ースル︾

五衙3園 お迎へしませう︒

お目

よしのぶ

天皇はお目ざめになりました︒

六78

お結ぶ

の中で萬歳を唱へてお迎へするのです︒

十一155囹 名腎の御凱旋をなさるのですから︑心
﹇ 御 結 ﹈︵五︶1

十一119 軍務のおつかれで︑王は︑ある夜しばし

おむす・ぶ

﹇御目﹈︵名︶3

かり寝のゆめをお結びになってみたが︑
おめ

おとうさんにお目にかけました︒

五553 その夜︑私は︑次のやうなことを書いて︑

ふしみ

汚名

まつ御主人に急いでお目にかけよう︒

てみなさんのお目にかかります︒

八187 すくすくと育つた垂湾のバナナは︑かうし

と ば

﹇汚名﹈︵名︶3

十一一839園
おめい

なくも朝敵といふ汚名をかうむつた︒

十一一研8 鳥羽・伏見の一戦に︑徳川慶喜は︑はし

おもいいだす一おもいだす

274

しやっても︑

五469 はっと思って引きあげようとすると︑重く
てなかなかあがりません︒
ちれうじよ

七255 少年の傷は思ったよりも重く︑その日の午
後︑かりに作られた治療所で手術を受けました︒
七264 徳坤が重いけがをしたと聞かれて︑
この重い傷ではどうなるであらうかと︑．

七342 どんな重い淫乱でも︑きっとなほるといふ

七2610
うはさが︑

て︑息もたえだえであった︒

八647 信書管は血にまみれ︑身には重い傷を負つ

おもりそのものは重くても急くても︑

らく飛び績けてる た が ︑

八6610 この重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしば
油壷10

ふんどう

思ひ出す

︽

サ︾

その小さな胸には︑若葉のもえる日本の春

青々と植ゑつけられた夏の恩田を︑思ひ浮

の美しさを︑思ひ浮かべてみるでせう︒

八1110

五48

また︑時にあらしや︑そのほかの思ひがけ
思ひがけないきびしい寒さが︑二三度ぶり
これはこれは︑思ひがけないお志︒

思ひかねの神といふちゑのある二女が︑た
﹇思切﹈︵名︶1

思ひきり

いそうよいことをお考へになりました︒
おもいきり

思ひ切り

漕水艦は︑思ひきりよく攻撃態勢を捨て
て︑ぐるりと艦首を向けかへた︒

十二伽2

思ひきり

胸を張って︑思ひきり深く朝の山の空氣

﹇思切﹈︵副︶3

十一798

おもいきり

を吸ふ︒

きっすゐ

十一棚9 船は︑思ひ切り吃水深く︑

くれる基地の朝は︑

十二㎜9 整備員が思ひきり帽子を振って見送って

ぼくは︑少しきまりがわるかったが︑思

けると︑つめたさが身にしみわたる︒

九954 思ひきって︑からだをずぶりと水の中へつ

足で皇をけりました︒

七933 ﹁えいつ︒﹂といひながら︑思ひきって︑爾

ひきって︑﹁︿略﹀︒﹂と聲をはりあげて︑

四961

その勇ましいやうすを思ひ浮かべると︑ぼ おもいき・る ﹇思切﹈︵五︶3 思ひきる ︽ ッ︾

かべてるるでせう︒

八122
九872
思ひ思ひ

五十さうといふ船が︑今︑思ひ思ひに網を

﹇泣面﹈︵副︶4

くは北斗のために喜んでやりたいのです︒

六旧2

おもいおもい
張ってみるところです︒

思ひ思ひに︑スキーのあとを雪の上にゑが

きながら︑小鳥のやうにおりて吊る︒

八821

一族十六人︑從ふ兵五十歯噛︑思ひ思

しかるに︑ほどなく天下また齪れ︑

正行︑︿略﹀︑とかくも申しあげず︑た

思ひ出

オイモノコトヲオモヒ出シテ︑マタハ

ある日︑うらしまは︑父や母のことを

しかし︑おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっ

ひ出してください︒

四413園どうぞ︑月の夜には︑私のことを思

しゃつたのを思ひ出して︑

四306

思ひ出して︑急に家へかへりたくなりました︒

三塀2

は︑ゆうべのゆめのことを思ひ出しました︒

二981ここまでお話をきいたとき︑ふと︑私

タケへ行キマシタ︒

二368

す︽ーサ・ーシ・ース︾

おもいだ・す ﹇思出﹈︵五︶2一 オモヒ出ス

だこれを最後の参内と思ひ定めて退出す︒

十二㎜6図

ひけるか︑つひに湊川にて討死仕り候︒

逆臣西門より攻めのぼり候間︑かねて思ひ定め候

十二979図國

投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

十麗2図今はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ

メ︾

思ひ思ひに沖へ快走してかれこれ三時間︑ おもいさだ・む ﹇思定﹈ ︵下二︶ 3 思ひ定む ︽

十二939図

十一988

ひに並みみて︑一度に腹をぞ切ったりける︒

日本へ蹄って見ますと︑思ひがけなく︑そ

イ・ーク︾

十齪7園

返したり︑

八撹2

ない災難に︑あはないともかぎりません︒

八95

の前の年に︑天皇は︑おかくれになって

六228

︽

十607 むちゅうで飛んで來たのが︑罵りとなると おもいがけな・い ﹇思掛﹈ ︵形︶ 4 思ひがけない
足が重い︒

十王7 なるほど︑室の横側には︑重い分銅のつい
た仕掛があって︑

十㎜3 重い患者には︑船の動揺が禁物です︒
十柵4 ひとしきり︑重い静けさが潔きましたが︑
十一788 山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑
はいなう
十一佃10團 みんな銃をかついで︑重さうな背嚢を
背負って歩いてゐました︒

ベル︾

神

十二589 しかし︑徒黛を組んで天下を騒がすとい おもいかねのかみ ﹇思二神﹈︹人名︺1 思ひかねの
ふことは︑重い罪である︒

﹇思 出 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

十二 1 熱帯の木材には︑チークのやうに重いも
のがある︒

おもいいだ・す

なたのふがひなきことが思ひ出されて︑

十128閥国母は︑その方々の顔を見るごとに︑そ

︽ーベ・

おもいうか・べる ﹇思浮﹈︵下一︶3 思ひ浮かべる
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四596娘は︑ふと︑おかあさんのくださった物
のことを思ひ出しました︒
したからです︒

五326 あそこの畠に︑桑の木があることを思ひ出
六146 去年︑あなたといっしょにお参りして︑樂
しかったことが思ひ出されます︒
つかしくなりました︒

六164国 去年のお祭のことを思ひ出して︑急にな

た︒

六悩8 二年生の時に習った詩が︑思ひ出されまし
七95 みんなは︑︿略﹀︑いろいろ︑貝の名前を思
だん

ひ出してみましたが︑だれにもわかりません︒

八195国 講堂の壇に︑かざってあった菊の花を見
て︑ふと︑みなさんのことを思ひ出しました︒

九248團 激戦の敷敷の場面が︑走馬燈のやうに次
﹁︿略﹀︒﹂と話された先生のことばが︑思ひ

から次へ思ひ出される︒
九983
出された︒

九帽4 梢吹く風が︑思ひ出したやうにざわざわと
音をたてる︒

三碧1圓 しるしで思ひ出しましたが︑撃ち落した
敵機の激だけ︑どこかにしるしをつけることもあ
ります︒

九㎜8 それを見てみたら︑母を思ひ出した︒

十踊9 張は︑子どもたちと約束した物を︑ふと思
ひ出した︒

︵四︶

とを思ひ出すであらう︒
﹇思給﹈

2

思ひたまふ

︽一

尊に從ひたまへる后︑弟橘媛︑﹁︿略﹀︒﹂

おもいたま・う

九83図

ハ・ーヒ︾

思ひつき

︽ーイ・一

さほどに思ひたまはば︑その馬求めた

と思ひたまひて︑尊に申したまふやう︑

﹇思付﹈︵名︶1

九673図國
まへ︒

おもいつき

思ひつく

なかなかいい思ひつきだ︒
﹇思付﹈︵五︶3

かう思ひつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし

六841囚巴
おもいつ・く
ク︾

急に思ひついたらしく︑手をうつて︑正男

てるられなくなった︒

六631
七6810

﹇思続﹈

︵下一︶

1

思ひ績ける

何かすばらしいことを思ひついた時などに

﹁さうだ︑さうだ︒

は︑

九383

おもいつづ・ける
︽ーケ︾

よってはならないと︑絶えず思ひ績けて胸
思ひ出

自分は樂人であるから︑一生の思ひ出に︑

﹇思出﹈︵名︶2

をなでおろしてみないと︑

十研9
おもいで

七461

ここに住んでみる子どもたちにとっては︑

心残りなく笛を吹いてから死にたいと思った︒
十舗3

︿略﹀なつかしい思ひ出となる天地である︒

十ニー87

さっそく︑その組み立てに取りかかり︑苦
堅い︑大きな石が︑小さな馨と槌で︑思
大きな石が︑おもしろいほど思ひ通りに

ひ通りにばくんばくんと割れる︒

十ニー67

心の末︑やっと思ひ通りの織機ができあがった︒

十787

十一438 しかし︑紫の君は︑やはりおばあさんの おもいどおり ﹇思通﹈︵名︶3 思ひ通り
ことを思ひ出しては泣くことがある︒

十一術3国 二人で︑野原へ花摘みに行った時のこ
とが︑なつかしく思ひ出されました︒

十二襯3 だれでも︑幼い時︑母や祖母にだかれて︑
かうした歌を聞きながら︑快い夢路にはいったこ

﹇思倣﹈︵名︶1

割れる腕前になるには︑
おもいなし

思ひなし
や ねがはら

母も人間なれば︑わが子にくしとはつ

﹇思申﹈︵四︶1 思ひ申す ︽ーサ︾

しめって來る︒

九卿5 夜がふけると︑思ひなしか屋根瓦が少し

十131國田

おもいもう・す

﹇思﹈︵四五︶謝 おもふ 思フ 思ふ ︽一

ゆ思ひ申さず︒
おも・う

へ︑アゲタイト思ヒマス︒

一バンエ

ビデ︑﹁︿略V︒﹂ト思ヒマシタ︒オトウサ

ウ・ーッ・ーハ・ーヒ・ーフ・一へ︾■おおもう

二666

ンハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒ネズミノ

メヲアゲタイト思ヒマス︒﹂トイヒマ

メヲアゲタイト思ヒマス︒﹂トイヒマ

ニ703囹メヲアゲタイト思ヒマス︒﹂トイヒマ

ニ677囹

ニ726囹
一一748園

ニ905枝ニカカッタカト思フト︑一ドニパッ

一一768

三407

しわかったやうに思ひました︒けれども

しなほったやうに思ひました︒おいしゃ

さをにつけるかと思ふと︑またはらを

へて︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒もくろく

ニ鵬4 した︒﹁おや︒﹂と思ってみる間に︑ぼ

ニ⁝脚3 ︑スグオキヨウト思ヒマシタ︒ケレドモ
二川8

三492

海へ行きたいと思ひました︒十六

いやだなあ︒﹂と思ひます︒でも︑とき

三191

三566

ス︒﹂﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑私は︑そ

金

三591
三703

た︒﹁しめた︒﹂と思ふと︑むねがどき

砂の

遊びに行かうと思って︑外へ出まし

︑かへりたいと思ひます︒二

︑生きてみると思ひました︒波うちぎ

三735

三762團
三872

なんだらう︒﹂と思って︑私は急いで

三767團

三877

おつれしょうと思ってまみりました︒

三梱9園 ﹁おや︑だれかと思ったら︑この聞の
三二3囹

おもう一おもう
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四302 ︒﹁しまった︒﹂と思ひながら︑すぐは
四305 ︒﹁よさうか︒﹂と思ひました︒しかし︑

四523 なぎあったりして︑思ふままにすべりま

四312 きまりがわるいと思ひながら︑ぼくは
四377 めを引止めたいと思ひました︒おちいさ
四393
が十も出たかと思ふほど︑あたりが
四445 ︑草をたべようと思って︑あちらこち

四554ももらへるのかと思って︑やって來ま
四567 ＞︒﹂と︑勇さんは思ひました︒をんどり

四565囹 かのをんどりと思ってみるのだな︒

行ってみたいと思ひました︒ある日︑

四747 が呼ばれたやうに思ひました︒廣い庭
四806

五梱4国 ︑よくなることと思ひます︒利根は︑そ
六129 ︑何か手つだはうと思って︑おとうさんや
を見たりしたいと思ひます︒今年は︑め
六171團
行ってあげたいと思ひます︒さやうなら
六176團
六225した︒﹁︿略﹀︒﹂さう思ふと︑田道間守には
六289 へも︑旅だつのだと思ふと︑心が勇んで︑

利根が為るだらうと思って︑待ってゐまし

ほんたうにつらいと思ひました︒文子さん

よ軍犬になるのだと思ふと︑うれしくてた

軍犬にしてみたいと思ひました︒子犬には

︑すぐ出︑出たかと思ふと︑すぐまたはい

方が︑馬持がいいと思った︒夕はんがすん
︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑出た

5325553

六M2 さびしかったらうと思って︑急いで行って
六M5 は︑かはいさうだと思って︑和尚さんは︑

七4310ほんたうに美しいと思ひました︒山田先生

六価7 参りしたいものだと思ひました︒さくらの
六川6 しいわになったかと思ふと︑艦操をしたり
七710ぐつてみるのかなと思ひながら︑むちゅう
七112いてるるわかめかと思ひました︒﹁︿略﹀︒﹂
七134てべらを取りたいと思ひました︒先生にお
七145でした︒﹁︿略﹀︒﹂と思ふと︑たけるは︑だ
七203にするほかはないと思ひました︒そこで︑
七247 震だ︒﹂と︑少年は思ひました︒そのとた
七255ました︒少年の傷は思ったよりも重く︑そ

五347 かれないだらうかと思ひました︒私は︑早

五247 せいせいするやうに思ひました︒ある日︑

五221 仲間ではないかと︑思ったこともありまし

五218 が︑親ではないかと思ったことがありまし

五216 足の蛙だらうとは︑思ってゐませんでした

五97国 千年もたったかと思はれる大きな杉の木

四㎜7園 たからにしようと思ひます︒﹂女﹁それは

四槻7團 てはたいへんだと思って︑毎朝︑水をと

六816囹

六813

六649

六624

六615

六457

は︑何にしようかと思ってみると︑弟は︑

て來た︒﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑ぼくは︑

六391囹

六344国

六315團

︒さあ︑できたぞと思ふと︑うれしくてた

大きくして見ようと思って︑右の手に誉め

六584園

てるる︒みかたはと思って︑ちょっとふり

たしてそめたいと思ふほどの美しさです

ってしまふのだ︒思っただけでも︑ゆく

見えないだらうと思ふであらうが︑細長

七773園山

七675囹

七674園

七664園

七662園

メートルはあると思ひます︒﹂春枝﹁あら

は︑どのくらみと思ひますか︒﹂花子﹁十

三メートルないと思ふ︒﹂勇﹁春枝さんは

どのくらみあると思ふ︒﹂勇﹁さあ︑十四

七447に立つた時のことを思ひ︑新しいその講堂
七449て並んだ時のことを思って︑うれしさでい
七455光の船に近づいたと思ふと︑恐しい海賊が
七462いてから死にたいと思った︒それで︑海賊
七471自分の最後の曲だと思って︑用光は︑静か
七569 ︑どこへ行きたいと思ひますか︒十二千

五404 略﹀︒﹂と︑ふしぎに思っていひますと︑ね

六952

上へ出る人はないと思はれてるました︒あ

おとうさんのにと思って︑あんでみたの

ふしぎなことだと思って︑あたりを見ま

略﹀︒﹂みんなもさう思ひました︒すると︑

五469 て來ました︒はっと思って引きあげようと

六986

の六年でさへ長いと思はれるのに︑外出に

七915 きました︒とばうと思って下を見ると︑何

七8910

七887 やがて起き直ったと思ふと︑からだは完全

七877 のぼって︑安心だと思ふと︑前足のつめで

んたうにうれしく思ひました︒をぢさん

五481 まで行ってみたいと思ってゐました︒おと

六号9

相相9囹︑お纒を讃まうと思ふのだけれど︑机に

運725 そこでおりるのかと思ったら︑おりません

五796 も高い︒取れないと思ふと︑くやしくなつ

もう許してやらうと思って︑また本堂へ行
五812 ぼくが植ゑたのだと思ふと︑何だかかはい

七箭3園

七三8

︑日本へ蹄らうと思ひますから︑ぜひ︑

だ方がましだとさへ思ひました︒彌兵衛は

五563な心持があるやうに思ひました︒十一少 六999でいぢめてやらうと思ったのでせう︑一人 七935 ました︒﹁あっ︒﹂と思ったその時︑空と水
七鵬4 しょうとするのかと思ふと︑私は︑急にお
五699国︑ぜひ見せたいと思ってみるが︑その時 六㎜7 りごみするだらうと思はれた道眞は︑その
垂垂7 ︑日本へ写りたいと思ひました︒もし蹄れ
六鵬7圃が︑おもしろいと思ひました︒十九小

すくな

五556 休んだり︑さうかと思ふと︑急に高いとこ

四954

四945團 せてあげたいと思ひました︒十九 豆 六309団 りはしないかと︑思ふものもあるやうだ
になればよいと思ひました︒だんだん 六312團 い︒もぐりたいと思へば︑いつでも︑潜

四812 で︑これはよいと思って︑﹁︿略﹀︒﹂と
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七佃7園渡しを願ひたいと思ひます︒﹂ノイツは︑
九281兵隊さんたちはさう思ふと︑これもうれし
七重8 イツも︑氣味わるく思ったやうですが︑わ
九385に早く知らせたいと底ひます︒そんな時︑
七七5 つたものではないと思ひました︒﹁ようし︒
九397とばを口に出して︑思ってみることを傳へ
八119 ︒日本に春が來ると思へば︑もう矢もたて 九408みるのです︒自分の思ってみることを︑話
八143 つてたべるのだなと思ふかも知れませんが 九415や感じが︑心の中で思ってみた時よりも︑
八235團
かんばんだらうと思って︑そばで遊んで
九423す︒わかってみると思ったことでも︑話し
八244團
りだと︑つくづく思ひました︒この春︑
九427 ︒ただ︑ことばは︑思ったことを聲でいひ
八252團
とは︑どうしても思はれません︒しかし
九485す︒小型の陸水艦を思はせるやうな︑まる
八256国
まって配るやうに思ひました︒旅順の給
九584図
﹀︒﹂と心のうちに思へり︒やがて吉凶︑
みなもとのよしっね
八323図
︒大將源気柱︑思ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と
九588図しさいあるべしと思ひ︑匡房が車に乗ら
八344図
さま︑人わざとも思はれず︒くだるやい
九604図 さんもふびんと思ひて︑左右の耳の間
殺
八434 つたのでした︒親を思ふ孝行の心には︑頼 九655図囹
張りかへんとは思へど︑すべて物は破
八474 んなのを作るのかと思ったら︑なほうれし 九664図豊もこの馬ほしく思へど︑求むることい
八4710 なにむつかしいとは思はれないが︑先生の 九679図國
求め得べしとは思はざりき︒﹂と喜び︑
八557 ︑上へ向かったかと思ふと︑横へ傾いて落 九729llと︑ちいさんは思った︒源作ちいさん
八566 めの音がして來たと思ふと︑騎兵の一隊が 九754調子で次も焼かうと思ふ︒失敗した時は︑
八727図 れず︒心のうちに思ふやう︑萬一射そん 九756く嶢きたいものだと思ふ︒源作ちいさんは
八981こ︑大きな機械が︑思ふままに︑鐵のかた
九761ない︒をかしいなと思って︑煙突へ通じる
八991出て來ます︒ おやと思ってみる問に︑動い
九761見たとたん︑おやと思った︒木のやにがう
天056
﹁
お
や
︒
﹂
と
思
ひ
な
が
ら
︑
そ
こ
に
立
九
865んたうにうれしいと思ひました︒二歳ごま
ま
し
た
︒
ノー
九868あといく日もないと思ふと︑ぼくは泣きた
九979ない︒ぼく一人かと思って前の方を見ると
九992うとしてもなかなか思ふやうにはいかない
九衙1 と鳴きたてるやうに思はれる︒もう何とい
九佃6園 をお聞きしょうと思ひます︒二番にあた
九㎜1囹 てよく知りたいと思ってみたのです︒を
九槻9囹 をぢ﹁痛ましいと思ひます︒しかし︑よ
九佃8二 ただの機械だとは思はれません︒何か生
九佃9囹 生きもののやうに思はれます︒自分のか
九章4二 ︑苦しいとは別に思ひませんが︑困るこ
九伽3囹 しまひにしようと思ひますが︑終りに一
九軒7囹 した方がいいとは思はれませんか︒私な

八二2 ガリレオがふしぎに思ったのは︑ そのラン
八鵬5 ら同じであるやうに思はれてなりません︒
八桝5 んたうにきれいだと思ひました︒﹁あぢ﹂
八佃5 かはいらしい爾手を思はせます︒しかも︑
八湘9 は違ってみるやうに思はれた︒ねえさんは
八桝3圃 と︑あなたがたは思ふでせう︒それが︑
九194国した︒﹁︿略﹀︒﹂と思はれるほど日にやけ
九212團をしてみるのだと思ってみる︒ひげをそ
九216団なかったものだと思ひながら︑もう一度
九222菊園くは中學生かと思った︒えらい子だ︒
九238国へにもぜひ一つと思ふのだが︑こればつ
九249国にしみ入るやうに思はれる︒あすからは

たが︑今朝ほど尊く思ったことはなかった

母に手紙を書かうと思って︑食堂車へ行っ

一度乗ってみたいと思ってみたこの汽車に

て︑來し方行く末を思ひながら︑鹿介はじ

を力で仕とめようと思ったのである︒二人

鹿介を討ち取らうと思った︒ある日のこと

九伽7園 んか︒私ならさう思ひますが︒﹂をぢ﹁さ
九㎜8囹 すが︒﹂をぢ﹁さう思ふでせう︒けれども
九七−〇

上置5
九柵8
九㎜1
九㎜9
九節6

十46図からそろふも尊く思はる︒御造螢當時︑

＋1810図魍
に︑見せぼやと思ふ今日の御旗ぞ︒い

十102めめしいふるまひと思って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑
十105園を男子の面目とも思はず︑そのありさま
十121圏団いかにも残念に思ひ候︒何のために軍
十142囹
︑夢中一同残念に思ってみる︒しかし︑

＋5510
もう何もいらないと思った︒さうして︑心

十217略﹀︒﹂と︑五兵衛は思った︒このままにし
十239のやうにもどかしく思はれた︒やっと二十
十256目の前にせまったと思ふと︑山がのしかか
はち
す
十375分に近く︑蜂の巣を思はせるやうなでこぼ
十407どい寒さであらうと思はれます︒まだおも
十417 一つうらやましいと思ふのは︑月から見た
十432ど生きがひがないと思ふでせう︒月は︑永
右衛門は︑ふと何思ひけん︑﹁おお︑そ
十441図
十501圃てるるをぢさんを思ひながら︒朝飯
十511圃︑寒しい朝飯だと思へば︑あたたかい御
十559奉るのである︒さう思ったとたん︑私は︑

十564 の先に止ったことを思った︒天照大神が︑
十565だしたまうた神勅を思った︒神様が︑この
十619ほど容易で︑當然に思はれたことはなかつ
十652るやうに落下すると思ふと︑みごとに後部
十685いて︑あはや沈むと思ふとたん︑ふしぎに

十687けのねばりがあると思はせる︒レパルスは

十715とんど停止したかと思はれた︒騙逐艦が寄
十776かしてみた︒だが︑思ふやうに動くものは
十889手を堅くにぎった︒思へば︑しのぎをけづ
十948園にさしあげたいと思ひます︒お受けくだ
大嶺かはいさうに思ったことがあります
十959囹
十961園愛養いたしたいと思ひます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
十966園書いておきたいと思ひますが︑それにつ
ていただきたいと思ひます︒﹂﹁承知しま
＋9610園

時には︑さほどとも思はなかった一人の患

苦しいものでないと思ってゐましたが︑今
室へ行かなければと思ひながら︑どんなに
なければならないと思った︒宗治は︑城下

げなければilかう思った私は︑もう船の

た︒追ひつけないと思った一人が︑いきな

本隊に報告しようと思って走って行くと︑
︑てっきりこれだと思った︒急いで報告し

の約束が︑果せると思っただけでも︑張は

つた︒こんなことを思ひながら︑地平線を

十一㎜9

十一㎜7

十一踊8

十一㎜2

遠く來たものだと思はないではみられな

どこか日本の山を思はせるやうな姿で︑

うだといふことを思ふ︒百年ばかり前︑

日本のかしは餅を思はせる︒高原にも牛

十一撹5 まれ合はせたのを思ふと︑一臣民である

十一撹4図圃時にあへらく思へば

ゆめ

天地の植える

夢の中の聲のやうに思はれる︒春は︑苗費

ともに内地の春を思はせるのであるが︑
せいけつ

はほの力をぞおもふ

のやうな商店街が思ったよりも清潔であ

み見るたびに思ふかなおのがをさむ

十一川10

十二44図心

︑おみやげにと思ひまして︑求めてま

てるるのだ︒さう思ふと︑鑛石の光澤も

十二54図圃

に落ちかかるかと思はれるやうな︑激し

で︑なまけようと思へば︑なまけられな

十一別9

れば敬語になると思ったり︑敬語を使ひ

十ニー08

送ってやりたいと思へば︑いくら働いて

十一圏9

うのにいさんだと思ふほどなついて干た

下呂ー33

はや落ちたりと思ひて︑賊の寄せ手七

りをします︒さう思ふと︑心がちっとも

十油玉35

くはたと射る︒思ふねらひを違へず︑

一と思ったとたん︑はっと

悪しかりなんと思ひて︑門の内へ引く

十ニー95

十ニー81

向にひびが入り︑思はない倒れ方をする

で働けるものだと思ふ︒一人前の石工に

そのやうだ

引き退けんと思ふは︑いかに︒﹂と

かねて引くとや思ひけん︑勝ちに乗つ

志あるかのやうに思はれ︑その岩石を何

十二502

十二495

んな聲が出るかと思はれるほど美しい聲

たQ﹁︿略﹀︒﹂さう思ひながら︑修行者は

︒かれには︑さう思はれた︒修行者は︑

︑もうよさうと思っても︑やはりつい

十ニー98
女の輕い舞の袖を思はせるやうな雲です

十二545

た大名も志念とは思ひながら︑かうなつ

十二346園
氣がくつれるなと思はせるのが︑この雲

十二616

る道はないかと思ひましたけれども︑

おはす上に︑思ふところありてわざ

ひようと射る︒思ふねらひをあやまた

れもなくなったと思ふと︑眼界が急に開
︑ぼくはっくづく思った︒さうして何年

十二623園

聞いて︑ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂ と 思 っ た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 宗

せよといふお心と思ひます︒﹂と︑きつ
ゑ
て宗治らを救はうと思った︒安國寺の僧恵

十一㎜5團

十一佃6團

十一冊6国

るのかと︑ふと思ひました︒さうして

ま現れるやうに思はれます︒いっか隣

十一期3国くらいけようと思っても︑花はいふこ

十一柵8国

だと︑つくづく思ひました︒どうかま

ことが大切だと思ひます︒もとといつ

がられてるると思ふと︑たいそううれ

十二935圏

十二915図

十二9010図

十二894図國

十二886図

十二781囹

組んで討たんと思ふにあり︒かくて直

十二894図圓

れもさやうに思ふなり︒いざさらば

てよき敵なりと思ひ︑取り込めてこれ

これを限りと思ふなり︒正成すでに

天下の安否と思へば︑今生にて汝が

大慈悲であると思って︑自分はわざと

らないと︑かれは思った︒かれは︑あた
鯨りだしぬけだと思ったらしく︑口ごも

十一一645園

めてものお慰みと思ひまして︒﹂といつ

十一伽1團

十二5510

ピヤノにふれたと思ふと︑やさしい沈ん

明かるくなったと思ふと︑ゆらゆらと動

二人の息子のことを思ひ︑倉には︑ほとん

十一榴3

がりを出さうと思ふ︒汝は大儀ながら
まさ
を限りの合職と思ひければ︑その子正

んど物のないことも思った︒それでも︑張

みるはずはないと思って︑あたりを見ま
ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と思った︒張は︑子ども

て身を立てようと思ふ者があったら︑す

してはみられないと思った︒軍勢には︑ち

。囎・れ氣女参着圏図図そりうれ図野栄葬午該纒

7763512937214772258
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十978 中庭がせまいので思
︑ふやうには行かなか

ていただきたいと思ひます︒﹂さて︑み

せん︒乾かさうと思へば︑半日ぐらゐで

氏の方にわれと思はん者あらば︑教経

︑今日を最期とや思ひけん︑赤地の錦の

まりにいとほしく思ひけれど︑さてもあ

けまみらせんと思へども︑みかたの軍

十999図々の心を見んとや思ひけん︑﹁︿略﹀︒﹂と
ざね
十塒4図 實は︑又略V︒﹂と思ひ︑細道にかかりて

十指1
十假2
十柵4
十爾5
十襯1
十柵6
＋備−o

かぶとが︑沈むかと思ふとまた浮かぶ︒さ

335526

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一
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園
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94

94

96

96

101

10了

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

り︒母あやしと思ひ︑あとより行きて
や︒よくよく思ひても見よかし︒父
あるべしとも思はれず︒﹂と︑泣く

らじとかねて思へばあつさ弓なき敷

の工兵隊の勢苦︑思へばただ頭がさがる
︑三百年の奮恩を思って︑主君の馬前に

かもわからない︒思へば︑まことに危い

むさしの

重さ

昔の武藏野の面影︑そのまま今に残りて︑

﹇重﹈︵名︶2

十95図
おもさ

︽ーキ︾

や

な

山がのしかかって來たやうな重さと︑百雷

︑4
91
0これは重さに關係があるからだ︒
ノ

重し

の一時に落ちたやうなとどろきとで︑

十256
﹇重﹈︵形︶1

オモシロイ

おもし

十桝5図幽汽車の巡る重き力の地ひびきに家鳴り

おも・し

﹇面白﹈︵形︶47

とよもす秋の書すぎ
おもしろ・い

りに大謄すぎると思って︑しげしげと見

感じるやうにさへ思った︒﹁︿略﹀︒﹂のん

生まれて來たかと思はれる白雲が︑山の

ニー27園 ソレハオモシロイ︒

手を入れる︒水は思ったより冷たかった

て湧きあがったと思ふうちに︑太陽をさ

してしまった︒と思ふまもなく︑一際暗

長は一見掃海艇と思ったのであるが︑今
ぐわうぜん

雷が走り終ったと云ふ時である︒轟然
︒前沢日本の姿を思うて︑血の高鳴るの

では︑みんなにおもしろいをどりを

三皿7囹 うらしま﹁それはおもしろい︒行って
みませう︒

三陸1囹

みも忘れるほどでした︒

らしながら︑おもしろくおまひになりました︒

五68 ふせたをけをだいにして︑とんとんふみ鳴

五73 あまりおもしろさうなので︑天照大神は︑

天のうずめのみことは︑しっかりした︑し

少しばかり岩戸をおあけになって︑

今日は︑おもしろい南洋の窺眞を︑うつ

おもしろくもない︒

かもおもしろいお方でありました︒

五988
五㎜1園

六363園

してあげませう︒

六454園南洋って︑かはってみて︑おもしろいと

日本と同じやうに︑南洋でもお米を作っ

ころですね︒

六468囹

てるるのは︑おもしろいことではありませんか︒

おもしろい︒

ふと︑おもしろいことを嚢暮した︒
六629囹

六618

六鵬7圃 みんなは︑正男さんのいったことが︑お

もしろいと思ひました︒

七81 おもしろいほど︑たくさん出て來ました︒

おもしろいなあ︒もう一ぺんやらう︒

よ︒

七113園ぼく︑こんなおもしろいものを見つけた

おもしろいことをしてゐますね︒

おもしろい︑おもしろい︒

をどってもらひませう︒

七121園

おもしろくておもしろくてたまりません︒

おもしろい︒まあ︑ひとつ聞かうではな

だんだんなれて憤ると︑日々の仕事がお

もしろく︑ゆくわいになります︒

七836国

いか︒

七469囹

て︑野原へお出になりました︒

﹁それはおもしろからう︒﹂とおつしゃつ

かうなると︑おもしろくておもしろくて
四524

﹁それはおもしろからう︒﹂といって︑

幽草3團

あなたのお話がおもしろかったので︑痛

きな聲を出しながら︑豆をまきました︒

いったい︑何をしょうとするのかと思ふと︑

私は︑急におもしろくなって來ました︒

七鵬4

四971ぼくもおもしろくなって︑だんだん大 七884 そこで︑おもしろい運動を始めます︒

すぐに仲間を大勢つれて來ました︒

四816園

たまりません︒

四523

おもしろい話を︑いろいろとしてくれました︒

七124園

三鵬6園

思ふぞんぶん

︽1へ・ーヘル︾

にいさんは︑︿略﹀軍かんやひかうきの

三186 さをの先の矢車か
がらからとなると︑

思へる

四179

おもしろい︑おもしろい︒

思ふに

三鵬6園

おもうに ﹇思﹈ ︵ 副 ︶ 1

﹇思﹈︵ 下 一 ︶ 3

十二511囹
思ふに︑佛のみことばであらう︒
おも・える

してみた︒

十一955それは︑ふしぎに思へるほどはっきりと
十一珊10 ここがセレベスだとは思へないほど日本
内地の風景によく似てみる︒

十二504囹 まさか︑この無知非道な羅刹のことば
とは思へない︒

おもかげ ﹇面影﹈︵名︶1 面影←ぶしのおもかげ

七208園

鯉が︑大きな 口で思ふぞんぶん風をのんで︑

おもうぞんぶん ﹇思存分﹈︵副︶1

るの です︒

二914園コレハオモシロイ︒
三982園おもしろい︒みんなでころがさうよ︒
三987園おもしろいから︑かめをころがしてゐ

︽1・iイ・ーカッ・ーカラ・ーク︾

ニー24囹 ナニカ︑オモシロイコトハナイカナ︒

ろい

ば︑徳川の恩義を思ふ客臣たちが︑おめ

217

この命令を意外に思った︒﹁︿略﹀︒﹂艦長

111

215

205

204

141

136

135

124

123

115

108

このことのみを思ひけり︒吉野参内

581211294289853182104
．？雷長。て実感生．，かば・の團図圏圏図
221

おもしろさ一おもむろに
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八233團 このあひだ︑支那町を見に行った時︑お
もしろいかんばんが見つかりました︒
八361 この時には︑頼朝もおもしろくなって︑い
つしょに舞ひましたQ

八628 夕食後︑兵隊さんから︑新しい兵器につい
て︑おもしろいお話を聞きました︒

八価10 おもしろいのは︑﹁かれひ﹂が︑砂の中に

もぐってみるやうすです︒
八梛10 足の長い割合に︑甲は小さいのですが︑お
もしろいのは︑その口のところです︒

︵上一︶

1

重すぎる ︽！ギ

これは重すぎる︒
おもち

お餅

お持ち蹄る

︽一

お米や︑お酒や︑お餅や︑︿略﹀などを︑

おもちっきつきとんで來い︒

﹇御餅﹈︵名︶2

三92園
おもち

二572圏
七4110
﹇御持帰﹈︵五︶1

それぞれ三方にのせて供へられました︒

リ︾

おもちかえ・る

オモチャ

おもちゃ

お

十998図川端に打ち出で︑水のおもてを見渡して︑

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の新左衛

﹇重手﹈︵名︶1 重手

九摺4

おもで

表玄關

げんくわん

御ひつぎは︑表玄關から︑母宮殿下の

げんくわん

﹇表玄関﹈︵名︶1

門を組み伏せてしまった︒

おもてげんかん

御居間︑櫻の間にまつおはいりになった︒

十一158

おもてまち

そこで︑尊をうやうやしく迎へて︑いろい

﹇表町﹈︵名︶1

表町

ろおもてなしをしながら申しました︒

七204

王は︑お持ち鋸りになった杖を︑母宮殿 おもてなし ﹇御持成﹈︵名︶1 おもてなし

﹇玩具﹈︵名︶4

下におあげになった︒

十一79
おもちゃ

と︑人がたくさんおりて︑席があきました︒

勇サンバ︑オモチャノテッパウヲ持ッテ︑ 五726 二つ三つ停留場を過ぎて︑表町まで來ます

六柵1

いわしの重みで︑船がぐっと傾くほどです︒

花子サンノ弟ノ一郎サンバ︑オモチャノおもみ ﹇重﹈︵名︶1 重み

赴く ︽ーク︾

一旦緩急ある時︑國を墨げて國難に赴く

おもむろに立ちあがって︑︿略﹀︑土で固め

﹇徐﹈︵副︶4 おもむろに

せいぐわんじ

くせまひ

さうして︑おもむろに誓願寺の曲舞を歌

羅刹は座に着いて︑おもむろに口を開い

くやしがる乗組員をなだめながら︑艦長

は︑﹁︿略﹀︒﹂とおもむろにいった︒

十二価1

た︒

十二544

つて︑舞ひ始めた︒

十旧1

た圓形のかまの上へそっと手を置いた︒

九742

おもむろに

﹇赴﹈︵五︶1

なしたるおもむき伏奏せしところ︑

十854図団敵將ステッセルより開城の申し出でを

書に似て︑しかも尊嚴のおもむきをそへたり︒

十57図

一郎は︑おもちゃのたいこがほしいと おもむき ﹇趣﹈︵名︶2 おもむき
ろうもん
赤松の木立を負ひたる沙門は︑一幅の給
遊ぶといっても︑別におもちゃや謡本など
おもちゃ屋さん

おもむ・︿

﹇玩具屋﹈︵名︶1

十川8園あの音は︑おもちゃ屋さんだ︒

表口▽えどおもて

おもて与やおもて

のも︑

十二衛3
もしやう

お持つ

若宮道久王殿下が︑喪章をつけない日

みちひさ

﹇御持﹈︵五︶1

﹇表﹈︵名︶2

きりぎりすは︑ひょっこり動いて︑葉の

﹇面﹈︵名︶2

川端の石に腰掛けて︑來し方行く末を思ひ
ながら︑鹿寄はじっと水のおもてを眺めた︒

九鵬9

おもて

時に塗ることはできません︒

十号1園盆のやうに簡軍なものでも︑表と裏と同

表へ出て來ました︒

三727

おもて

の丸の小旗をお持ちになって︑

十一152

おも・つ

︽ーチ︾

おもちゃやさん

を持って︑遊ぶわけではない︒

十矯7

いって︑それを買っていただきました︒

三691

ジドウシャヲ持ッテ︑

二623

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二582

九394園本田くん︑おとうさんといつしょに山の もちや
ぼりをして︑ほんたうにおもしろかったよ︒
十379 それからも︑三人代る代るのぞきながら︑
にいさんからおもしろい説明を聞いた︒

十409 まだおもしろいことがあります︒
十踊12 まつ︑物責りが鳴らして來る鳴り物の音が
おもしろい︒

十㎜7 それが︑見てみる人にはかへっておもしろ
く︑笑ひ聲が絶えない︒

十ニー87 大きな石が︑おもしろいほど思ひ通りに
割れる腕前になるには︑

十二㎜6 もうこのあたりから︑はっきり愛りかけ

十二873園 や︑これはおもしろいそ︒
てるるのもおもしろい︒

おもしろさ ﹇面白﹈︵名︶1 おもしろさ
つり込まれてまみりました︒

十一㎜2囹私は音樂家ですが︑おもしろさについ

十帽9 音訓にいろいろ種類があって︑意味の違ひ

おもしろみ ﹇面白﹈︵名︶1 おもしろみ

﹇ 重過﹈

や︑文のおもしろみを出してみるのです︒

ル︾

おもす・ぎる
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おもり

八㎜1

オモリ

思はず

﹁おや︒﹂と思はず顔をなでまはした︒

二人とも思はずふきだしてしまひました︒

九191国

﹇重﹈︵名︶5

三86囹 おもりがかるいのだね︒

﹇御守﹈︵名 ︶ 一

思ハズ

おもりそのものは重くても輕くても︑︿略﹀︑

﹇思﹈︵副︶24

雨走の敵もみかたも︑思はず手に汗をにぎ
急いで上着を着たり︑ズボンをはいたりし

そのいひ方がいかにもをかしかったので︑
十一棚9

この謡歌を奉唱する時︑われわれ日本人

きやうだいは思はず叫んだ︒

十二㎜1

思はず歓聲があがる︒

は︑思はず襟を正して︑

えり

十二襯8

いった者も聞いた者も︑思はずにっこりした︒

十一㎜2

てしまふ︒

九㎜5 ﹁わあっ︒﹂と思はず聲をたてる︒
十133大尉は︑これを讃んで思はず涙を落し︑
十371 ﹁きれいだなあ︒﹂ぼくが思はず叫ぶと︑
十594 一同︑思はず総立ちとなった︒
十㎜2 思はず夜のふけるのも知らないで︑見とれ

てるると︑思はず頭を柱にぶっつける︒

九罰11

る︒

九伽1

よろとする︒

片足が洲の端にすべり込んで︑思はずよろ

九字9

八㎜9

ぼくは思はず︑﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑

八844 みんなは︑思はず手をたたいた︒

分ながら見とれてみると︑

︑5
01
0﹁︿略﹀︒﹂と︑思はずそれを持ちあげて︑自
ノ

ず時を過して︑

七629 このへんの敵のやうすを探るために︑思は

て︑

七171 たけるは︑思はずぶるぶると身ぶるひをし

した︒

六研2 ﹁まあ︑きれいね︒﹂と︑私は思はずいひま

た︒

禮儀を重んじ︑ことばつかひをていねい
また長上を敬ふ家族制度の美風からも︑

切腹といふのは︑どこまでも武士の名答
﹇親﹈︵名︶13

親εちぢおや・ははおや

自分たちの親が︑あの四本足の蛙だらうと
ときどき池の中で見かける鯉やふなが︑親
ではないかと思ったことがありました︒

五218

は︑思ってゐませんでした︒

五216

おや

を重んじた扱ひであった︒

十二612

ていねいなことばつかひが重んじられてみる︒

十一323

にすることが︑

十一252

六862国﹁︿略﹀︒﹂と︑私は思はず大魚でいひまし おもん・ずる ﹇重﹈︵サ変︶3 重んずる ︽ージ︾

五備3 ほをりの命は︑思はずにっこりなさる︒

鏡をだきしめました︒

四605 娘は思はず︑﹁おかあさん︒﹂といって︑

ト︑

二958私一思ハズ︑﹁オヂイサン︒﹂トイヒマス

おもわず

振る時間は同じです︒

八柳10

おもりそのもの ﹇重其物﹈︵名︶1 おもりそのもの

ニ386圃 バウヤノオモリハ︑ ドコへ行ッタ︒

おもり

八柳7 おもりは左右へ振ります︒

おもりは左右へ振ります︒

八観7 おもりを糸でつるして︑それを動かすと︑

うなことを︑何べんとなくやってみました︒

八柳4 さうして︑糸でおもりをつるして︑同じや

があげてみました︒

三103 それをおもりにつけかへてから︑勇さん

おもり

おもり一おや

はありませんでした︒

五224 親のそばにるなくても︑ちっともさびしく

うでした︒

五505 ちゃうど親の手に︑子どもがすがりつくや

みると聞いた文子さんは︑

五柳3 その親が︑軍犬として︑戦地ではたらいて

八313図親も落つればその子も落ち︑弟も起つれ

お前の國はどこ︑また親の名は何と申す︒

ば兄も落ち︑

君と親とに

八434 親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑

八369囹

ただ身にもてる眞心を︑

石のらうから唐糸を出してやりました︒

九245図星

阪東武者のならひとて︑大回の前に

親と子と﹁萬歳︒﹂の一こと︒

つくすまで︒

九337

十一655図圓

ひとつもて君を祝はんひとつもて親

は万死に子心たるるともかへりみず︑

十一悩10団圃

二本の門松のうち︑︿略﹀︑その一本を以

を祝はんふたもとある松
十一燭4

︵感︶13

オヤ おや

て親の長壽を祈らうといふ意味で︑

ニー54囹オヤ︑山ノ上ニダレカヰルゾ︒

おや

二鵬4囹﹁おや︒﹂と思ってみる間に︑ぼくは︑

車のかずがわからなくなりました︒

三棚9園 おや︑だれかと思ったら︑この間のか

おや︑自分のかげを︑ほかのをんどり

めさんだね︒

四563園

と思ってみるのだな︒

おや︑うはさをすればかげとやら︑

五榴8園 おや︑引く︑引く︒
六564囹
してみる︒

六657 おや︑だれかが︑しゃうじの間から顔を出

七810圓 おや︑こんな貝が出た︒
おやこうこう

﹇親孝行﹈︵形状︶1

親孝行

そののち︑この親孝行な子どもの話が︑都

にも傳はりました︒

七1010園 おや︑春枝さんは︑わかめを拾ひました 六597
ね︒

した︒

おやすずめ

﹁︿略﹀︒﹂と

お社

親すずめ︒

親すずめ

おやすみなさる

お山の上では親だぬき︑

おやだぬき ﹇親書﹈︵名︶1 親だぬき

ひつの腹つづみ︒

四424圃

おやつばめ ﹇親燕﹈︵名︶3 連柴

ぼんぽこあ

その中には︑親燕もゐますが︑今年生まれ

た七二が︑たくさんまじってゐます︒

八65

八67 もう大きさだけは︑親燕と同じですが︑

まだ口ばしの下の赤色が︑親燕ほどこくあ

オヤドハドコダ︒

オヤドハドコダ︒

﹇御宿﹈︵名︶2 オヤド

一642圃シタキリスズメ︑

おやど

﹁644圃シタキリスズメ︑

しげった松の間に︑おやねがかうが

神殿は︑外宮と同じやうに︑お屋根がか

やでふいてありました︒

五103團

うしく見えます︒

三171囲

やねが美しい︒

三56画すみれ︑たんぽぽ︑れんげ草︑花のお

二人とも︑ほんたうに久しぶりのお休みで︑ おやね ﹇御屋根﹈︵名︶3 おやね お屋根
︵五︶1

︽ーミ︾

﹁みんなおやすみなさい︒﹂と︑消燈

﹇御休﹈

村のはつれまでさんぽに來たところです︒

ノー︾

おやすみなさ・る
︽

七819團園

おやすむ

どこから見ても︑いつ見ても︑

﹇御山﹈︵名︶5 お山

匹の親のろと一匹の子のろが出て來た︒
おやま

たふとい

ぼんぽこあ

やさしいやうでををしくて︑

のお山は美しい︒

四43圃
四53圃

お山の上では親だぬき︑

お山︑神の山︒

ひつの腹つづみ︒

四424圏

ぬつくりぬつくり︑子だ

出て來てお山へ集って︑

四431圃木かげから︑

日本には富士山といふりつぽなお山がある

ぬきが︑
九292

富士

九㎜9 また進んで行くと︑やぶのところがら︑二

いつのまにか︑天皇は︑おやすみになって おやのろ ﹇親露﹈︵名︶1 親のろ

﹇御休﹈︵五︶4

ラッパが鳴り渡るので︑
おやす・む

いらっしゃいます︒

六51

高倉下は︑急いで︑天皇のおやすみになつ
ていらっしゃるところへ︑かけつけました︒

六74

りません︒

櫻が咲いてをりま 八68

一週間ばかりたって︑親子とも馬屋の外へ

﹇御社﹈︵名︶1

四794圏

﹇争論﹈︵名︶1

七302暖春は九段のお社に︑

おやしろ

出しますと︑

九813

八991 おやと思ってみる間に︑動いてみた鐵の火 おやことも ﹇親子共﹈︵名︶1 親子とも
柱が︑静かに止ります︒

﹁おや︒﹂と思はず顔をなでまはした︒

て︑じっと見つめました︒

八価5園 ﹁おや︒﹂と思ひながら︑そこに立ち止つ
九191団國

九761 をかしいなと思って︑煙突へ通じる口を︑
ふと見たとたん︑おやと思った︒

ヰルゾ︒

八伽3圓 おやおや︑おかあさんをかいてくれまし
たね︒

八脳1 野砲も︑重砲も︑︿略﹀︑いつでもお役にた

おやく ﹇御役﹈︵名︶1 お役
つぞと︑どっかり身がまへるやうになります︒
おやくそく ﹇御約束﹈︵名︶2 お約束

お約束通り

さよ子︑おまへは︑あした︑気前がある
この夜︑陛下のおやすみになったのは︑

のだから︑しんぱいしないで︑もうおやすみ︒

六712園
十二佃9囲

午前二時とうけたまはる︒
親蝉

夏の末になると︑鳶色は︑木の皮にきずを

﹇親蝉﹈︵名︶2

色はまだ青白くて︑弱々しさうですが︑形
はりっぱな親蝉です︒

七893

つけて︑その中に卵を生みます︒

七862

おやぜみ

十二5410園 でも︑お約束だから︑そろそろごちそ

八伽6囹 ︸郎さん︑ゆうべのお約束よ︒
うになりませうかな︒

おやくそくどおり ﹇御約束通﹈︵名︶1

機の整備をしてゐられるをぢさんに來ていただき

九佃4園今日の子ども常會は︑お約束通り︑飛行
ました︒

おやくめ ﹇御役目﹈︵名︶1 お役目
十齪1園 お役目ごくらうでした︒
おやこ ﹇親子﹈︵名︶2 親子εすずめおやこ
八429 親子は手を取りあって泣きました︒
曾へ蹄りました ︒

八439 親子は︑うばといつしょに︑喜び勇んで木

五157

ニー45囹 オヤオヤ︑ウサギサン︑ヒルネヲシテ おやすみ ﹇御休﹈︵名︶1 お休み

おやおや︵感︶2オヤオやおやおや

おやおや一おやま
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おやめる一およぐ

おやめる

︽ーメ︾

ことなどを︑いつも聞かされてゐました︒
﹇御情﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

おやる

お湯

親筆

︽ーリ︾

レ︾

十二864囹
およぎだす

泳ぎ着く

︵下一︶

1

︽ーイ︾

およぎぬける

泳ぎ抜ける

︽一

もの間をおよぎぬけたり︑上の方へ

﹇泳抜﹈

銃をはなした者はなかった︒
およぎぬ・ける
︽ーケ︾

三637

︵下一︶

2

泳ぎ始める

潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜

﹇泳抜﹈︵下一︶1

浮かんで行ったり︑
ケル︾

およぎぬ・ける

九982園

﹇泳始﹈

けるかどうかが成否の分れめだ︒
およぎはじ・める

﹁たこ﹂が泳ぎ始めました︒

︽⁝メ︾

八宙4

﹇泳回﹈︵五︶1泳ぎまはる︽ーッ︾

先頭から一人一人︑順に泳ぎ始めた︒
およぎまわ・る

34

書字グ

泳ぐ

もつぼらさけやますの泳ぎまはってみさ
︵四五︶

うな場所をさがして︑投網にかかる︒
﹇泳﹈

イケヘハナスト︑メダカハゲンキョク

︽ーイ・ーガ・ーギ・ーグ・ーゲ︾

およ・ぐ

一59一

スイスイオヨイデイクウチニ︑ドコヘ

オヨギマス︒

三598

ぎます︒

三195

店には︑大きな水をけがあって︑その

そのたびに︑鯉のかげが地の上をおよ

イッタカ︑見エナクナルコトガアリマス︒

一597

およぐ

十一989

九956

︽ーシ︾

お許しくだされ一！さういはれれば︑

﹇泳出﹈︵五︶1

なるほどこれは古がさちや︒

金魚は︑︿略﹀︑しばらくじっとしてゐま
﹇道書﹈︵五︶1

したが︑そのうちにおよぎだしました︒

三636

四374囹だが︑迎へに來てもけっしてわたさ およぎだ・す

おや・める

ないから︑安心して︑泣くことはおやめ︒
おやゆび ﹇親指﹈︵名︶3 おや指 親指

十柵4

およぎつ・く

ろ

﹇老﹈δおののおゆ

︽ーイ・

しかし海岸へ泳ぎ着いた兵士で︑だれ一人

親指で︑板の間に落ちた涙をいちってみました︒

六備2 足もとを見てみた雪舟は︑何氣なく︑足の
六備5 雪舟は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑板
の間に給をかき始めたのでした︒

﹇ 御 遣 ﹈ ︵五︶6

十494圃 ざくつとおや指を皮に突き立てたら︑
おや・る

三991園 かはいさうだから︑はなしておやり︒
三997園 ゆるしておやり︒
六139園 おまへ︑行って遊んでおやり︒
六糊3囹 あなたも︑弓をおやりになりませんか︒
ふ

七346 光明皇后は︑手足の痛む病人や︑︿略﹀の
ために︑藥の風呂を作っておやりになりました︒
﹇親鷲﹈︵名︶1

十一131園 これを飲ませておやり︒
おやわし

﹇御湯﹈︵名︶1

十187図圏 いざ︑親鷲を先頭に︑績け︑若鷲︒
おゆ

お弓

お湯からあがって︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる

おゆ
八624

﹇御蚕﹈︵名︶1

兵隊さん︑

おゆみ

四993囲 昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと
びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑
お許しくだ さ る

おゆるしくださ・る ﹇御許下﹈︵五︶4 オユルシク
ダサル

一852園 ドウゾ︑オユルシクダサイ︒
五梱6囹 どうぞ︑お許しください︒
十748園 しばらくお許しください︒

中に︑金魚がたくさんおよいでゐました︒

方へおよいで行きました︒

三773 にいさんは︑ぼくの手をはなして︑深い

すいすいおよいでゐました︒

五96團 すきとほった水の中に︑たくさんの魚が︑

間といっしょに︑池の中を泳いでゐました︒

五211 おたまじゃくしは︑毎日︑大勢の兄弟や仲

をふって︑元氣よく泳いでゐました︒

五214 どれも︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾

が

見たいなあ︒

五435圏 皿のおさかな︑ もう一度︑ 泳ぐところ

いで渡ったり︑

わらの切れば

五佃8団腹を地につけて︑ふせをしたり︑川を泳

六価6圏卵のからを浮かべたり︑

水鳥が︑たくさん泳いでゐました︒

し浮かべたり︑ えびやめだかも︑泳がせて︒

六観7

七133 魚が︑からだをくねらせて︑岩に生えた海

藻の間を上手に泳いでゐました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑本田くんといつしょに︑

七903園向かふのとびこみ毫へ︑泳いで行かう︒

肩を並べて泳いで行きました︒

七904

一揆ート

ぼくは︑とびこみ垂の方へ泳いで行きまし

入口のそばに池があって︑︿略﹀

七943
た︒

ルもある﹁うみがめ﹂が泳いでみるのには︑

八㎜4

わし﹂が泳いでゐました︒

至忠2 まるい池があって︑中に︑たくさんの﹁い

八擢4 このたくさんの﹁いわし﹂が︑池のふちに

みんな︑同じ方へ向かって泳いでゐます

そって︑みんな同じ方向へ泳いで行きます︒

八麗7囹
ね︒

八掴1 いういうと泳いで︑ほかの魚などには︑目

およげる一およろこび
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もくれないといったふうです︒

泳ぎます︒

八備8 ﹁かれひ﹂は︑平たいからだをくねらせて
八柵9 ほかの魚は︑腹を下にし︑背を上にして泳
ぎますが︑

九978 海が︑いくら力を出して泳いでも︑なかな
か前へ出してくれない︒
に力をこめて︑潮の流れと職ふ氣持で泳いだ︒

九985 負けてはならないと︑ぼくは一かさ一けり
九992 並んで泳いでみた小島くんも︑だんだん弱
つて來たやうだ ︒

九994園 小島︑廣田︑しっかり泳げ︒

九㎜1 顔を水にひたして︑からだを浮かすやうに
して泳いだ︒

叫ばれた︒

九柵5園 ゆっくり泳げ︒﹂と︑船の上から先生が
九柵8 おくれたって︑ほかの人がやめたって︑ぼ
くだけは︑最後までどうしても泳がうーー
い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒

九梱10 ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠
十925園 海の魚雷が︑山上から泳いで來るのには︑
良くらひましたよ︒

十価8図 馬に乗りたる武者一騎︑沖なる船をめが
けて︑海へさっと打ち入れ︑泳がせけり︒

およげる

泳げる

︽一

十欄1 泳いでみる兵士の鐵かぶとが︑沈むかと思
﹇泳﹈︵下一︶2

ふとまた浮かぶ ︒

およ・げる

三774 ぼくは︑まだおよげないので︑淺いとこ

ゲ・ーゲル︾

ろで水をとばして遊びました︒
のですから︑

五215 おたまじゃくしは︑手も足もなくて泳げる

およしなさ・る

﹇御辺﹈︵五︶1

およしなさる

凡そ
さねみつ

をぢさん︑およしなさい︒
き

およそ
あ

︽一

土佐の國の住人︑安藝の太郎支脈とて︑

﹇凡﹈︵副︶4

三306園

イ︾

およそ
十麗8口︒凶

地球から太陽への距離は︑凡そ一億五千

冷血凡そ百四十萬キロもある一大火球だ

およそ二三十人が力ある大力の者︑

といふ︒

十二㎜7
十二梱2

萬キロで︑月への距離の約四百倍に以る︒

黒鮎は︑︿略﹀︑その敷や大きさは︑凡そ

十一年を週期として増減してみる︒

十二槻8

およっつ ﹇御四﹈︵名︶1 お四つ
みちひさ
お四つでいらっしゃる若宮道久王殿下が︑

十﹇151

及び

横車を押し通さうとした米審︑及び英國

﹇及﹈︵接︶4

十541園

および

十一59墨凶圏

爲朝︑︿略﹀︑大小の合戦敷を知らず︑

聞多︑三十歳の壮年に及んで︑何一つ

中にもせっかくの合戦二十鯨箇度に及ぶ︒

十二734園

正行・正時︑すでに牡年に及び候︒

孝行も良くさないのに︑

宮は︿略﹀︑慶喜の言上するところを

十二984図幽

一々お聞きになるに及んで︑事情止むを得なかつ

十二m2

たかれの心中をあはれみたまうた︒

︽ーレ︾

﹇御読下﹈︵五︶2

お止みくださ

わが謎語もまた︑國初以來縫塾して現在

に及んでみる︒

十二襯7

る

およみくださ・る

︽ーミ︾

十二8010囹 では︑お歪みくだされ︒

お讃みくだされ︒

天のこやねのみことは︑岩屋の前へ進んで︑

﹇御船﹈︵五︶1 およむ

十二851囹

五64

およ・む

のりとをおよみになりました︒

額田サマノトコロヘオヨメニアゲルコ

トニシマシタ︒

ニ67一

わが血糖隊及び水雷艇隊の魚雷攻撃を およめ ﹇御嫁﹈︵名︶一 オヨメ

に面して︑日本は敢然と立ちあがったのです︒

十一546図
受けて︑

︽ービ・ーブ・

十一467
およめさん

オヨメサン

お嫁さん

今日︑ねえさんがお嫁入りをします︒

コンナヨイ子ヲ︑ネズミノオヨメサ

﹇御嫁﹈︵名︶4

ムスメヲ︑

キン

セカイ中デーバンエライカタノオヨ

ンニスルノハヲシイ︒

二664園

二666園

メサンニシタイ︒

シマシタ︒

ネズミノオトウサンバ︑

ああ︑いいお嫁さんができました︒

ジョノネズミノオヨメサンニ

二773

十一483園
四631囹

﹁神さま︑お喜びね︒﹂といひました︒

磨下番卒モ︑皆此ノ成果ヲ見ルニ及 およろこび ﹇御喜﹈︵名︶2 およろこび お喜び

カ

およめいり ﹇御嫁入﹈︵名︶1 お嫁入り

十一554図主職艦隊及び巡洋艦隊は︑直ちに東方

及ぶ

敵の死傷及び捕虜は︑司令長官以下一
及ブ

へ向かって敵の進路をふさぎ︑
ほりょ

十一566図

萬六百齢人︒
﹇及﹈︵四五︶9

じゅれい

しめなはでかざられた︑樹齢二百敷十年に

ーン︾←おききおよび

およ・ぶ

九172

及ぶ二もとの御神木を仰げば︑

故障が少く︑絶えず正確に動くことにおい

キ

私などの遠く及ぶところではありません︒

て︑佐吉のものに及ぶものはなかった︒

十821
十939園
タダ

ンデ︑唯々感激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

十一575図圖
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およろこぶ一おりしけ

來て神さまおよろこび︒
﹇御喜 ﹈ ︵ 五 ︶ 7

お喜ぶ

︽ービ︾

五備6圃 だいじな︑だいじなつりばりが︑
およろこ・ぶ

びになりました︒

出て

三965 おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑お喜

した︒

五86 大勢の神様は︑手をうってお喜びになりま

﹁︿略V︒﹂と︑おとうさんも涙を流しながら︑

彦名神を︑おうちへおつれになりました︒

五614 大國主神は︑たいそうお喜びになって︑少
五倣2

お喜びになりました︒
きになって︑たいそうお喜びになりました︒

六538 冷血皇尊は︑太子のこのおことばを︑お聞

つた︒

七655 大塔宮は︑義光の忠義を心からお喜びにな
仁徳天皇は︑︿略﹀︑六年間の税を免じて︑

民のかまどの煙の立つやうになったのを︑たいそ

八962
うお喜びになりました︒

オランウータン ︵名︶2 オランウータン

十一劉4 サラワク特産のオランウータンの子ども
が︑大きな頭を振りながら時々現れて來ては︑
さる
十一國9 オランウータンは猿の一種で︑その一墾・
一動がをかしいほど人間に似てをり︑
たいわん

オランダ ︹地名︺5 オランダ

七㎜1 皇湾のオランダの長官ノイツの不法な仕打
に︑

七擢7 そこで︑オランダの長官は︑たびたび日本
ぼつしう
船を取り調べたり荷物を没牧したりして︑

オランダの長官ノイツは︑

八佃5 オランダのホイヘンスといふ人が︑今まで

七欄一

にない正確な時計を嚢明しました︒

十一㎜9 百年ばかり前︑ジャワが︑オランダと戦

つたことがある︒

︵名︶8

オランダ人

ところで︑そのころ︑ひょっこりと垂湾へ

オランダじん
七川10

いはば︑新参者のオランダ人が︑古参の日

現れたのが︑オランダ人です︒

七穐5

彌兵衛は︑なにもオランダ人と︑けんくわ

本人をじゃまあっかひにしたのです︒

七佃5

オランダ人の足が︑日本人の頭の上にある

をしょうといふのではありませんから︑︒

七柵2

といふことが︑どれほど彌兵衛たちを怒らせたか
わかりません︒

もし蹄れないなら︑むしろオランダ人と職

つて︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒

七竃7

その室にみたオランダ人が︑逃げ出して急

を知らせました︒

七柵1

﹁︿略﹀︒﹂目を白黒させながら︑ノイツは︑

かけつけて來たオランダ人にいひました︒

七伽5

﹁ヤヒヨーエドノ﹂といふ名が︑そののち︑
︵名︶一

オランダ人たち

オランダ人の間に響き渡りました︒

七梱6

オランダじんたち

このやうすを見て︑そばにるたオランダ人
オランダ船

たちが︑びっくりしました︒

七柵6

︵名︶一

彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑

オランダせん

七捌4

オランダ兵士

︿略﹀オランダ船一さうを引きつれて︑
︵名︶一

オランダ兵士が︑揮をこめた銃を持ってか

オランダへいし

七㎜4

けつけて來ました︒

折■つづらおり

義脚︑馬を海中に乗り入れて︑はげしく

よしっね

﹇折﹈︵名︶7

八747図

おり

かなざは

たま一行の雁︑刈田におりんとして︑

九624図十六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を捨て

名を二男狼介勝盛と改め︑折もあらば

たらぎおほかみのすけかつもり

て戦ふ折から︑敵の矢にて右の目を射られぬ︒

鹿介を討ち取らうと思った︒

九重9

一命を捨てて君恩に報いよといってゐら

れるが︑まだその折に出あはないのだ︒

十1310囹

折悪しくあらしになって來た︒

は︑いち早くわが色好の近づくのを感知した︒

十伽4 折悪しく月明かりだったので︑︿略﹀敵軍
掻餅5

﹇居﹈︵ラ変︶δしんつういたしおり・ながらえ

おり﹇降﹈n▽おおり
おり

おり

﹇折折﹈︵副︶1 をりをり

八431 萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の

おりおり

﹇折重﹈︵五︶1折り重なる︽ーッ︾

らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒
おりかさな・る

まるいをけの中には︑いかが折り重なって︑

折から

ユリ子サンノ弟ノ秋男サンバ︑ヲリガミ

﹇折紙﹈︵名︶一 ヲリガミ

今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである︒

九501
おりがみ

をりから

折から︑︿略﹀︑乳色のもやを破って︑漁船

をりから南へ飛行中だつた燕は︑

﹇折﹈︵副︶5

ノグライダーヲ持ッテ︑

一一613
おりから
八101

折から降り善く梅雨のために︑
そうあん
きれいに作ったしば垣の内の僧庵に︑折

が眞直に近寄って來る︒

九468
準備6

から夕日がさして︑

十一3710

十一㎜7 折からともし火がぱっと明かるくなった

と思ふと︑ゆらゆらと動いて消えてしまった︒

義家︑金澤の城を攻めんとする折︑たま おりしけ ﹇折敷﹈︵感︶1 をりしけ

戦ふ折から︑︿略﹀弓を︑海中にとり落したり︒

九591図

おりしも一おる
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折しも

銃を撃つけいこをしたりします︒

七7810團﹁をりしけ︒﹂や︑﹁ふせ︒﹂の姿勢で︑小
﹇折﹈︵副︶1

折り捨つ

︽ーテ︾

︵四五︶

織り出す

3

︽ース︾

おり立つ ︽ーチ・

八価6下へおりると︑胸のところに足のやうなも

に︑手ぎはよく水を切って︑おりて來ます︒

汽車が止ったので︑私たちはおりました︒

のがあって︑のこのこ歩くのにはおどろきました︒

りて來ました︒
五525
町の入口で︑私たちは馬車をおりました︒

おりませんでした︒

をぢさんも︑ここでおりました︒

静かに下へおりて行って︑地に着いた︒

八824

それからぼくたちは︑のぼって行ってはす

さあ︑おりるよ︒

にこにこ笑ひながらおりて直る者︑
八828園

八835

べり︑おりてはまたのぼった︒

止ったとたん︑するすると下の方へおりて
高いところがら低いところへおりる時︑そ

八992
來て︑

八価2

あふぎ

ちやうど︑グライダーが空中をすべるやう

の胸びれは扇のやうにひろがります︒

八潮5

九125

そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積

中央線の上松騨で汽車をおり︑

マルタも︑おかあさんといつしょにおりて

ぼくが急いでおりると︑突然︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

δきりおる

一番機が海面すれすれにおりて襲射した魚

やがて軌道車からおり︑昇降機に分乗し

3 をる 折る

︽ーッ・ーリ︾

たて坑を一且におりて行く︒

八331図

曲げ過ぎて︑ひごを折ってしまった者もゐ

それを折って上ると︑ねえさんが︑︿略﹀︑

n居﹈︵五︶25

ヲル をる ︽ーラ・ーリ︾呂

アチラニネテヲリマス︒

おばあさんは︑しめきった一間の中で︑

おちいさんは︑その入口に立って番を

私も︑あの月の世界から︑お二人を

辞んでをりませう︒

四415囹

してをります︒

四391

しっかりとかぐやひめをだいてをります︒

四389

二411園

すさりおる・なりおる・もうしおる

お・る

一りんざしにさして︑飯台の上にかざった︒

八梱10

たやうだ︒

八506

びて穿るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒

試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑ころ

お・る ﹇折﹈ ︵四五︶

十二97

て︑盤景メートルのたて坑を一氣におりて行く︒

十二96

雷が︑みごとにウェールズに命中して︑

十665

をちの聲︒

九㎜8

行った︒

九㎜一

んで︑源作ちいさんが引いておりて來る︒

九769

あげまつ

五537

次の停留場へ來た時︑をぢさんは︑そこで

五725

二つ三つ停留場を過ぎて︑表町まで來ます

五728

日本のらくかさん部隊が︑スマトラの空

みかんをせおって山をおりて滞る人︑

見送りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑
この小さな虫が︑やがて木をおりて︑︿略﹀︑

七⁝⁝2見ると︑くもは︑雨どひのところがら︑糸

柔かい土の中にもぐりこんでしまひます︒

七865

これを合圖に︑船からおりて行くのです︒

七531

から︑地上へおりて行くところです︒

六403園

六282

と︑人がたくさんおりて︑席があきました︒

五727

おりるのかと思ったら︑おりませんでした︒

五724

かまはずに︑お掛けなさい︒

八713図折しも︑美しくかざりたる船一さう︑平 五714園 いや︑わたしは︑もうちきおりますから︑

おりしも

﹇折捨 ﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

家の方よりこぎ出す︒
おりす・つ

りQ
﹇織出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

九626図 矢を折り捨てて︑その場に敵を射倒しけ
おりだ・す

ツ︾

畠山︑馬の額を射られ︑馬はねあがれば︑

﹇降立﹈

志し︑すばらしい速さで織り出す光景は︑

十826 自動織機が勢そろひをして︑いっせいに活

ッ・

おりた・つ

十号4︹図
弓杖ついており立ちたり︒

ざうり

おりたまふ

庭に お り 立 つ た 私 は ︑
﹇降 給 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

︽一へ︾

足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒

あし

す
十一789 山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑素
十一一鵬5
おりたま・う

八5510

を引いておりて來たのです︒

がだたみ八重︑皮だたみ八重︑きぬだたみ八重を

九88図尊に從ひたまへる后︑弟橘媛︑︿略﹀︑す

思ひ思ひに︑スキーのあとを雪の上にゑが

おりる

きながら︑小鳥のやうにおりて來る︒

八822

たかね

折ふし

波の上に敷きて︑その上におりたまへり︒
ら

﹇折節﹈︵副︶1
ひ

31

︽ーリ・ーリル︾

十994図 比良の高嶺の雪も消え︑谷々の氷打ち解

おりふし

︵上一︶

けて︑川水折ふしかさ増したり︒
﹇降﹈

﹇Vすべりおりる・とびおりる

お・りる

四212 たうげをおりたところで︑また止りま
した︒

四258 をばさんのうちの三郎さんが︑私のお
りるのを見つけて︑

四398 その時︑大勢の天人が︑雲に乗ってお
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おる一おろす

五288園 からだは︑八つの山︑八つの谷につづく
ほどで︑せなかには︑こけも木も生えてをります︒

毎日まいに

五979園 下界へ行く途中に︑恐しい男が︑道をふ
さいで立ってをります︒

五伽2圃 おとうと神はかりのため︑
ち海と山︑ おいでになってをりました︒
から︑

六63園熊野の村に︑高倉下といふ者がをります

してをります︒

六576園 おかげさまで︑どうやら︑うちで仕事を

六585園石の間から︑水が流れ出てをります︒
七171 ふり返ると︑少女は︑いかにも尊いるげん
に満ちて︑立ってをります︒

わしは腹がへってをります︒

わが華語には︑祖先以來の感情・精神が

十二517園

十二幽8

南十字星は手の届きさうなところに二つ

とけ込んでをり︑

てをり︑北斗七星は北のはつれにるて︑

十一一川3

お・る﹇織﹈︵五︶7織る︽ーッ・iラ・ーリ・ール︾

別な部屋では︑息子を相手に︑父がかます

十335囹

布を織る仕事も︑決してゆるがせにしては

織りまぜう︑おとうさん︒

を織ってみる︒

十331

十7410

佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑

おかれない︒

十755

更に進んでは︑ひとりでに︑布がずんずん

たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

七179園西の國では︑私より強い者はないので︑

十7510

この日︑佐吉の織機を操って︑りつぼに布
を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

十794

に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒

黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと

織られて行くやうにもなるであらう︒

十7810

をります︒

たけると申してをりました︒

しか
七206園 この國の野原には︑大きな鹿がたくさん

いうしうくわん

七303圃 春は九段のお社に︑ 櫻が咲いてをりま
した︒

た︒
べきん

一行の雁︑刈田におりんとして︑にはか
宗任︑馬よりおりてきつねを引きあげな

折る

︽ーレ︾Oくだけおる

義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上

﹇折﹈︵下二︶1

人がかさをさ

弓折れ矢面きて︑勝久はいさぎよく切腹す
おれ

おれもかさをささうよ︒

かさをさすならば︑

﹇俺﹈︵代名︶2

すならば︑

十二8610圃國

おれ

ることになった︒

九価3

お・る

をはるばると伏し拝み︑

十一234吊目凶

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑
よしさだ

九607図

に列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九592図

七316圃遊就館の入口に︑ 人が並んでをりまし お・る ﹇降﹈︵上二︶3 おる ︽ーリ︾
きつりん

るので︑列車がいくつも止ってをり︑

九騰12 ここから安東・吉林・北京へ︑雪道が分れ
十一293 私のをぢさんは︑大阪にをられます︒

くてつやつやしてをり︑

十一298 私のをぢは︑大阪にをります︒
こくたん
十一㎜12 住民はパプア族で︑色は黒檀のやうに黒

一動がをかしいほど人間に似てをり︑

さる
十一別10 オランウータンは猿の一種で︑その＝拳

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑

十一盟3 住宅の周匝には︑すくすくとのびたゴム
十一一362囹顔回といふ者がをりました︒

十二878圏

かさをさすならば︑

﹇御礼﹈︵名︶7 お禮

すならば︑ おれもかさをささうよ︒

人がかさをさ

三撹2囹 今日は︑お禮にりゅうぐうへおつれし

おれい

それでは︑お禮にまひませう︒

ようと思ってまみりました︒
四梱5園

みなさんに︑よろしくお禮を申しあげて

ん袋のお禮の手紙でした︒

六849 急いであけて見ますと︑いっか送ったゐも
六886團

そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み

ください︒

戦死者のことまで︑深いお情をいただき

重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑

九㎜11

十968園

王のお情に︑心からお禮を申しあげるた

まして︑お禮のことばもありません︒

十一134

﹇折﹈︵下一︶3 をれる 折れる ︽ーレ︾

めであった︒
お・れる

つめたい水で食器を洗ったり︑せんたく

したり︑なかなか骨がをれましたが︑

七836団

きり
三本足の錐であったのが︑二本は折れて一

りと止った︒

九769右へ曲り︑左へ折れて︑かまの近くでぴた
十鵬2

織れる ︽ーレル︾

本足になってみるので︑なかなかくだけません︒

どうだ︑六枚織れるか︒

﹇織﹈︵下一︶1

﹇降﹈︵五︶13 おろす ︽ーサ・ーシ︾8な

十334園

お・れる

おろ・す

尾をおろして來てさをにつけるかと

でおろす・みおろす
思ふと︑

三188

四914團それでまたおろして︑たこの右のか

おとうさんが︑︿略﹀︑神だなから︑ますを

たへ︑紙のテープをつけました︒
四958

おろそか一おわり
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おろしてくださいました︒
五192 子どもたちは︑おとなしく川のふちに腰を
おろしたり︑ねそべったりしました︒

六96 ﹁ただいま︒﹂といって︑私はかばんをおろ
しました︒

六槻3 汽船から︑たくさんの荷物がおろされます︒
八221團 貨物が山のやうにおろされたり︑
す

九774 腰皮の上に腰をおろし︑
い

十悩9 だまって椅子に腰をおろしてみると︑機關
の響きと震動が︑からだに傳はつて來ます︒

十一859 みんなは待ってるたやうに︑そこらへ腰
をおろして汗を ふ く ︒
さんごせう

十一皿2 かれは︑再びピヤノの前に腰をおろした︒

ろした︒

十一矯1 船は︑濯い珊瑚礁を警戒していかりをお

言をいった︒

おろそか

十二㎜7 漕望鏡をおろしてから︑艦長は︑ひとり
﹇疎﹈︵形状︶2

九437 それで︑とかくことばがおろそかになりが

おろそか

ちです︒

十452図 しかも工夫に心をうばはれては︑おのつ

おわかり

から家業もおろそかならざるを得ず︒

﹇御分﹈︵名︶1

おろち 呂やまたのおろち
おわかり

おわかる

︽ーリ︾

十一423園 なくなられたあなたのおかあさんは︑

﹇御魂 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

︿略﹀︑よく物 が お わ か り で し た よ ︒

一郎さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑おか

おわか・る
八伽1

﹇御別﹈︵名︶2

お別れ

あさんも︑やっとおわかりになった︒
おわかれ

や︑オンドルなどともお別れです︒

八榴2 冬中おせわになってみただんろや︑ペチカ

ごあいさつ

お別れする

︽一

その最後のお別れに︑母宮殿下に御挨拶
﹇御別﹈︵サ変︶2

を申していらっしゃるのであった︒

十一109
おわかれ・する
シ・ースル︾

ろく

︽ース︾

て︑切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑

どんなことでもして︑おわびいたします︒

おわびいた・す ﹇御詫﹈︵五︶1 おわびいたす ︽一

五悩3園

シ︾

五847

五7エ

おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑お笑

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒

大勢の神様は︑どっとお笑ひになりました︒

ひになりました︒

四169

四367囹私は︑お二人にお別れするのが︑何よ おわら・う ﹇御笑﹈︵五︶5 お笑ふ ︽ーヒ︾

おはします

とうとうお別れしなければならない

りも悲しうございます︒

四411園
﹇御座﹈︵四︶2

時がまみりました︒
おわしま・す
は

ら

せ

長谷観音の

の

をはり

母宮殿下は︑︿略﹀︑やさしく王を御魔に

すをして︑お笑ひになりました︒

十一84

をはりつ

終り

終

前陣に進みたる旗は︑美濃．尾張の

み

なって︑にっこりお笑ひになった︒
をはり
﹇尾張﹈︹地名︺1 尾張

﹇終﹈︵名︶9

六272

終りに近くなると︑聲はだんだん細くなり

秋が終りに近づき︑
ました︒

五番︑春山監視哨︑︿略﹀︒をはりつ︒

これでおしまひにしようと思ひますが︑

しやうがい

七難八苦の生涯は︑三十四歳で終りを告

日本軍の砲撃の仕方が︑初めと終りとで

は︑ずるぶん攣って來ましたね︒

十916園

げた︒

九擢7

終りに一つだけお聞きいたします︒

九品3園

八鵬8圃圖

た︒

ら︑神檬のお蹄りになる先彿ひがとなへられまし

七435

終りに︑お供へしたものをみんなさげてか

七297

うちに︑冬が終に近づきます︒

四桝1 こんなことを︑何べんもくりかへしてみる

おわり

勢と見るはひが目か︒

十一1810図圖

︽ーシ・ース︾5 おわり

極樂寺坂越え行けば︑

は

十一191図圓萬乗の君のおはします城なれば︑六 五992 うずめのみことは︑わざと︑おどけたやう
ごくらく

波羅殿や御向かひあらんと心得て︑

おはす

露坐の大佛おはします︒

十二751価a凶團
堂近く︑

﹇御座﹈︵四︶4

そもそも︑いかなる人にておはすらん︒

わかれおわす

おわ・す

十鵬8図幽

このあかつき︑城の内にて管絃した

くわんげん

十欄7玉吟

まひつるは︑この人々にておはしけり︒

十稲2桑園能登殿いかに強くおはすとも︑何ほど

︽ーシ︾

兄にておはす上に︑思ふところあり

のことかあるべき︒

十一669図圓

お渡す

御鏡に︑御玉と︑御門をおそへになって︑

﹇御渡﹈︵五︶3

てわざとかく仕りて候︒

五968

おわた・す

みことにお渡しになりながら︑

また︑一つの小さな袋をお渡しになって︑
﹁︿略V︒﹂とおっしゃいました︒

七196

おつきの者にそれをお渡しになった︒
おわび

かれは︑静寛院宮に事の次第を申しあげ

鹿介は︑男泣きに泣いて主君におわびをし

﹇御詫﹈︵名︶2

十一132
おわび

九燭8
た︒

十二佃4
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﹇ 終 ﹈ ︵ 五 ︶21

終る

︽ーッ・ーラ・ーリ・一

十9110圏初めから終りまで︑同じ司令官でした︒
おわ・る

ル︾←いいおわる・うたいおわる・かきおわる・は

六㎜2 第一班は︑残念にも︑とうとう成功しない

しりおわる・ひきおわる

やがて曲は終った︒

で終りました︒

七4710

七8010直垂今日も︑おかげで無事に終りました︒

七813團貼呼が終ると︑みんな聲をそろへて︑お
ちょくゆ

こそかな氣持で︑軍人勅諭を奉讃します︒
い地下の生活が終るのです︒

七871 土の中へもぐってから七年忌に︑やっと長
八難6 しあげを終ると︑高射砲は︑︿略V︑今にも
飛行機を撃ち落しさうなかっかうになります︒

九裕8 をの入れを終って︑奉仕の人々は︑一辞し
て翻かに祭場を退出した︒

九171 内宮・外宮の御神髄を奉安する御神木伐り
始めの御儀は︑かくて終ったのである︒

九別4 まもなく夜が明けて朝日ののぼるころには︑
もう儀式は終ってみ る ︒

十伽2囹 これで︑一通り工場の御案内は終りまし
た︒

十撹7 その聲の終らないうちに︑またしても︑績
けざまに二つの轟音がとどろいた︒

十旧4 舞が終ると︑︿略﹀と僻世の歌を残して︑
みごとに切腹をした ︒

十一93 演習が終って︑王は︑一軒の農家の軒先
にお立ちになった︒

十一977 北海道本島でにしんの漁期の終る五月下
旬から︑
十一992 この作業が終るころは︑日没のおそい北
洋にも夕暮がだんだんせまって︑

う

き

ボルネオの雨季は︑十月に始って三月ご

ろに終る︒

十一圏3
部隊長の訓示が終ると︑︿略﹀邦人の間

朝食を終ったばかりなのに︑ガラス窓を

八十一歳の翌翌ある長壽を終るまで︑

から︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒

十一一242

十二㎜10

十一一738

査食も終らないうちに︑ものすごい積齪

しめきった機内は︑むれるやうな暑さである︒

その笑顔がまだ終らないうちに︑またし

雲が前方に立ちふさがって來た︒

十二川3
十二㎜2

おわん

針の刀をこしにさして︑おわんの舟に

﹇御椀﹈︵名︶3

ても大爆音が二回︑はっきりと聴音された︒
おわん

三517

私は︑これがあの︑おわんの中に浮いてゐ

のり︑はしのかいでこぎながら︑
七111

私は︑飯皇を出してふいたり︑みんなのお

るわかめかと思ひました︒

八拗2

﹇音﹈︵名︶16

音■かんじのおんとくん

茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒
おん

かなは︑だいたいきまった音で讃みますが︑
漢字にはいろいろな営み方があります︒

十掴7

﹁こく﹂﹁みん﹂といふ黒み方は︑漢字本甲
の爽音で︑これを漢字の音といひます︒

十価2

﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大部
﹁宮﹂は︑﹁きゆう﹂﹁ぐう﹂﹁く﹂などいろ

分の漢字は一つの音で讃みますが︑

十型5
十価8

いろの音で讃みます︒

もともと支那各地で︑いろいろな音が行は
このやうに︑訓にも︑音のやうに二つ以上

れてるたのが︑自然わが國へもはいって︑

十価9
十描7

音と訓を持つた漢字を︑二字以上組み合は

ある場合があります︒

十描8

せて︑ことばが書き表された場A口には︑

十佃9 どの漢字もすべて音で讃むか︑または訓で

﹁先生﹂﹁遠足﹂﹁飛行機﹂﹁高射砲﹂などは︑

讃むのが普通です︒
十宙1

﹁ふぼ﹂︑あるひはく略﹀﹁ちぢはは﹂と︑

音ばかりで讃む例で︑

十宙4

﹁重箱﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下を

音でも訓でも讃める場合があります︒

十宙5

﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を音

訓で讃んだり︑

十宙6

漢字には︑このやうに音と訓があり︑

で讃んだりする場合も︑まれにはあります︒

丁田8

漢字を音で讃むか訓で忌むか︑どの音で讃

み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑讃みならはしに

十帽10

いろいろな漢字の音と訓とに注意して︑

どの音で讃み︑どの訓で讃むかは︑

よってきまるのです︒

十柵5

恩←こおん

十耀10

﹇恩﹈︵名︶1

十二粥8 ともすれば単語の恩をわきまへず︑中に

おん

﹇御頭﹈︵名︶1 御頭

は國語といふことさへも考へない人がある︒
おんあたま

母宮殿下も︑︿略﹀︑心もち御頭をおさげ

になって︑筆答禮をあそばされた︒

十一115

御あやまり

ただし︑御あやまりも候はん︒

﹇御誤﹈︵名︶1

宮が︑御兄孝明天皇の御心を安んじ奉り︑

﹇御兄﹈︵名︶1 御兄

十二柵10

おんあに

おんあやまり

慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達した

はんぎゃく

﹇御憤﹈︵名︶1 御憤り

十一659図圓

十二川1

おんいきどおり

時︑宮はさすがに御憤りをお感じになったが︑

正行・正時以下︑︿略﹀百四十三人︑

﹇御暇﹈︵名︶1 悪いとま
十一一㎜9図

おんいとま

おんいのち一おんため
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みささぎ

先皇の陵に参って御いとまを申し︑
七229 あやふい御いのちをお重りになった尊は︑

おんいのち ﹇御命﹈︵名︶3 御いのち 御命

御命には代へがたし︒

八763図圓 たとへ︑金銀にて作りたる弓なりとも︑

九83図圖 かくては御命も危からん︒
げんくわん

おんいま ﹇御居間﹈︵名︶2 御居間

五131圏

小鳥のおんがくほうほけきょ︑

ちいち

ラジオは︑一日中︑海のお話や︑配餅で︑

い︑ぴびい︑ほうほけきょ︒

五877
﹁君が代﹂の鯖雲が始りました︒

にぎやかであった︒

六悩9

の音樂が︑おごそかにひびき

﹁海ゆかば﹂

始めました︒

六鵬4

十︻158 御ひつぎは︑表玄關から︑母宮殿下の 六襯2 勇ましい音樂が始りました︒

十盟12

七533

六襯4園

鳩が群になって飛んで仕ると︑笛の音がい

勇ましい樂隊の音感が聞えますね︒

今︑音樂を放送してみるところです︒

御居間︑櫻の間にまつおはいりになった︒

母宮殿下は︑︿略﹀お迎へのおことばを︑親しく

にんかう

ば

御馬そろへ

御仰せ

御をば

にんかう

﹇音楽家﹈︵名︶2

音響家

ドイツの有名な音樂家ベートーベンが︑

﹇御覚悟﹈︵名︶1

つり込まれてまみりました︒

おんかくご

いへもち

宮が︑︿略﹀︑水火の中をもいとはない御
﹇恩義﹈︵名︶1

恩義

徳川の恩義を思ふ蕾臣たちが︑おめおめ
﹇御儀﹈︵名︶4

御儀
しやうせんぐう

皇大神宮は︑二十年ごとにあらたに御殿舎

九103

この御儀は︑天武天皇の御時に定められ︑
内宮・外宮の御神髄を奉安する御神木伐り

御神木伐り始めの御儀に移った︒

おんきょう

﹇音響﹈︵名︶1

音響δいちだいおん

始めの薄儀は︑かくて終ったのである︒

九1610

九165

はれる︒

を御造螢になり︑そのたびに正遷宮の御儀が行

九102

おんぎ

と江戸城を明け渡すはずはない︒

十二川7

おんぎ

畳悟で︑將軍家茂に嫁ぎたまうたのは︑

十二m1

御畳悟

十一佃2囹私は音直家ですが︑おもしろさについ

まだ若い時のことであった︒

十一価7

おんがくか

ろいろに鳴って︑それこそ天上の音程である︒

十一163 その御居間で︑神におなりになった王に︑
おかはしになったのであった︒
ちかこ

おんいもうと ﹇御意﹈︵名︶1 御妹
を

十二㎜8 静寛院宮親子内親王は︑仁孝天皇の皇女︑
﹇御参揃﹈︵名︶1

孝明天皇の御妹︑明治天皇の御叔母君で︑
おんうまぞろえ
﹇御仰﹈︵名︶1

九686図國都にて御馬そろへあるべしなど聞ゆ︒
おんおおせ
で何くれと御仰せありて︑

十92図 明治天皇丸みつから︑森の下道・下草ま

あまてらすおほみかみ

おんおとうと ﹇御心﹈︵名︶1 御蓼

﹇御伯母﹈︵名︶2

申して︑たいそう勇氣のある神様が︑

五257天照大神の御弟に︑すさのをのみことと
おんおば
やまとひめのみこと

七192 皇大神宮に仕へておいでになった︑尊の御

をば倭姫命は︑
七218 ふと御心に浮かんだのは︑御をば倭姫命の

ちかこ

おことばです︒
を ば
おんおばぎみ ﹇御伯母君﹈︵名︶1 御叔母君

十二㎜9 静寛洋弓親子内親王は︑仁孝天皇の皇女︑
を ば
孝明天皇の御妹︑明治天皇の御叔母君で︑
おんがく ﹇音楽﹈︵名︶8 おんがく 音樂

ぐわうぜん

きょう

十伽1 轟然︑天地をゆするやうな音響とともに︑

黒煙は天に立ちのぼった︒
おんくし
﹇御櫛﹈︵名︶1 御櫛
おんくし

九91図七日ののち︑后の御櫛ただよひて海べに

おんくし

﹇音訓﹈︵名︶1 音訓

寄りぬ︒

おんくん

﹇温床﹈︵名︶1

温床﹇▽ちいさなおん

は︑音訓にいろいろ種類があって︑

十帯8 漢字には︑このやうに音と訓があり︑中に

しょう

おんしょう

が︑いっぱいにさしこんでゐます︒

呂だいおんじょう

御硯箱

六鵬5 小さな温床に︑今日も︑おだやかな冬の日
おんじょう

﹇御硯箱﹈︵名︶2

δだいおんじん

おんすずりばこ

おんじん

せきばん

十79図竹の御硯箱は何のかざりもなく︑

十81図 昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤

﹇温泉﹈︵名︶1

温泉﹇▽なかぶさおんせ

をはめ︑石筆はちびてわっかに寸鯨を残すのみ︒
おんせん

きのふの雨はからりと晴れて︑太陽は︑

ん・なかぶさおんせんりょかん
十一831

ほがらかにこの温泉の谷間を照らしてみる︒

時々見おろす谷底に︑さつき出忘した温

おんせんやど ﹇温泉宿﹈︵名︶1 温泉宿

﹇御為﹈︵名︶3 おんため 御ため

泉宿が︑だんだん小さくなって行く︒

十一845
おんため

民は︑命をささげ奉るのである︒

十558 この天皇の御ためなればこそ︑われわれ國

十一111園陛下のおんため︑力の臨くかぎり職ひ

もしまた病にかかり︑早世仕ること

ぬく畳悟でございます︒

十一一987図圖
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御父君

たちばなのとよひのみこと

﹇御父君﹈︵名︶2

も候はば︑君の御ためには不忠の身となり︑
おんちちぎみ

六田1 太子の御父君を︑橘豊日尊と申しあげ
ました︒

御茶屋

父君の前へお進みになりました︒

六523 お逃げにならないばかりか︑つつしんで御
﹇御茶屋﹈︵名︶1

十91図 木立深く︑道めぐり︑池の眺め導きとこ

おんちゃや
かくうんてい

﹇御使﹈︵名︶1

御使ひ

うに︑御茶屋あり て 隔 雲 古 宇 と い ふ ︒

おんつかい
御使ひだけであった︒
したん

こくたん

﹇書机﹈︵名︶1

署長

十二搬10 無事京都に着くことのできたのは︑宮の
おんつくえ

十78図 御机は紫檀にも黒檀にもあらずして︑た
おんど

﹁さあ︑のう︒﹂と︑一人がおんどを取ると︑

﹇音頭﹈︵名︶1

だ黒きぬり机なり ︒

六協7

おんど

﹇ 温 度 ﹈ ． ︵ 名︶6

温度

大勢の船方が︑︿略﹀網をたぐります︒

．八987 長い柱のやうに延されたこの鐵が︑︿略﹀

おんど

櫨へ入れられて︑高い温度で熱せられます︒

ろ

九宙4囹機盟の中は︑ふだんでもかなり温度が高
い上に︑

へ︒

九川10囹 もう少し︑車内の温度をあげてくれたま

しつど

十悩5囹だから︑夏でも冬でも︑できるだけ温度
と湿⁝度に攣りの な い 土 藏 が 選 ば れ ︑

太陽そのものの温度は︑表面で約六千度︑

むしむしする︒

十一一910 地熱のために暑くなり︑温度が高いので
十一一梱8

﹇御時﹈︵名︶2

御壷

内部はもっともっと高熱である︒
おんとき

これは︑聖徳太子が︑四歳の御時のことで

御年
み

こ

この御櫃は︑天武天皇の御時に定められ︑

あったと申します︒

六539
九103
﹇御年﹈︵名︶1

けいかう

おんとし

御供

愚行天皇の御子︑やまとをぐなの皇子は︑

御年十六︑

七184

い

人麻呂も御供に加つた︒

﹇御供﹈︵名︶2

十二429

おんとも
き

をんどり

紀伊の國へ行幸の御供をした時︑赤人が

作った歌である︒

十一一437

をんどり

︹題名︺1

をんどり

勇さんによくなれたをんどりが︑ゑさ

﹇雄鳥﹈︵名︶8

四551

おんどり
おんどり

四553

や︑オンドルなどともお別れです︒

八鵬2 冬中おせわになってみただんろや︑ペチカ

紫色の煙が村中にただよってみる︒

十291 どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて︑

女

十317 オンドル部屋の中では︑薄暗いランプの火

オンドルベや ︵名︶一 オン下ル部屋

﹇女﹈︹話手︺11

が︑心細くゆれてみる︒
おんな

女﹁もし︑それは私の着物でございますが︑

どうなさるのでございますか︒﹂

四㎜4

なたがたにはご用のない物でございます︒

四佃8 女﹁それは︑天人の羽衣と申しまして︑あ

五価1 井戸の水をくまうとして︑女﹁まあ︑りっ
五価4

女﹁海の神様︒﹂

女﹁かしこまりました︒﹂

ぱな神様が︑水にうつっていらっしゃる︒﹂

五柵7

勇さんは︑をんどりに鏡を見せました︒

でももらへるのかと思って︑やって澄ました︒
四555

しゃいます︒﹂

をんどりは︑ちょっとおどろいて︑逃げ 五鵬9 女﹁門の前の木に︑りっぱな神様がいらっ
ださうとしましたが︑

四556

ててるます︒

五悪9

おんな

女﹁はい︒﹂

﹇女﹈︵名︶42

おや︑自分のかげを︑ほかのをんどり 五襯1 女﹁はい︒﹂

女

四559 をんどりは︑首の毛をさか立てて︑鏡に 五愉2 女﹁さやうでございます︒﹂
五㎜3 女﹁はい︒
うつる自分のかげをめがけて︑
四562 鏡の中のをんどりも︑首の毛をさか立 五㎜7 女﹁はい︒
四564囹

オンドル

御取りつぶし

その竹を切って︑わって見ますと︑中

そっとのぞいて見ると︑女の顔がう

五価2

五悩9

四手3

木の上を見あげて︑女は︑うやうやしくお

女が出て來る︒

松の木の後から︑一人の女が出て來ます︒

つってゐます︒

四602

に小さな女の子がゐました︒

四332

をんどりは︑力いっぱい鏡をくちばしで 四213そこで女の子が一人乗りました︒

と思ってみるのだな︒
四569

をんどりは︑虫垂よく羽ばたきをしなが

つつきます︒

四574

﹇御取潰﹈︵名︶1

ら︑﹁こけごつこう︒﹂と聲高く歌ひました︒
おんとりつぶし

十二佃5細砂是非是非官軍さし向けられ︑御取り
︵名︶2

つぶしに相成り候はば︑

オンドル

おんなきがら一おんひつぎ
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じぎをする︒

五柵1 女は︑井戸から水をくんで︑ほをりの命に

水汲みに來た女の頭の上の水がめが︑ゆれ

あとを追ふやうにかけ出した︒

十313

すると︑どこからともなく女の人たちが集

中には︑女も子どももみる︒

て鳴る音だ︒

十柵9

さしあげる︒

五鵬5 そこへ︑女が出て來る︒
十筋10

女は男よりもいっそうていねいにものを
したがって︑女の使ふ敬語には︑やや特

當時︑かな文は女の書くもので︑男は︑

かう考へると︑紫式部は︑やっぱり女で
そばに︑二人の女がすわってみる︒
白い着物の上に山吹色の着物を重ねて︑

おんなじ

十一147王の御なきがらを奉安する御ひつぎの車
は︑

あら︑おんなじですね︒

﹇同﹈︵形状︶1

町の男や女たちが︑この兵たいさんに︑て

﹇女達﹈︵名︶6 女たち

四691囹

おんなじ
おんなたち

いねいにあいさつします︒

四価3

十一㎜10團日本の女たちは︑もっともっと心をや

山の騨に着くたびに︑かごを頭に載せた

さしくし︑心を美しくしたいものだと︑

をか
女たちは︑すわって針仕事もすれば︑陸

女たちは︑勤勉に働いて家を守ってみる︒

女たちが︑窓のところへ物品りにやって出る︒

十一川11
十一晒8
ぽ

十﹁晒10

マライ人の女たちが︑夕方など︑こんな

稻の草取りから刈入れまでする︒

十︻泌5

﹇女子達﹈︵名︶1

女の子たち

姿で子どもをだいて門ロに立ってるるのを見ると︑

おんなのこたち

時々︑女の子たちが出たりはいったりし

て遊んでみる中に︑

十一387

宮には︑この爾三年︑御涙の乾くひまも

﹇御涙﹈︵名︶1 御涙

合職の事は武士にこそ任せらるべき

﹇御旗﹈︵名︶2

御旗

芋瀬の蕪司が︑家來の大男に宮の御旗を持

あれこそは︑大塔宮の御旗である︒

王の御なきがらを奉安する御ひつぎの車

﹇御枢﹈︵名︶3 御ひつぎ

七635

は︑

十一147

おんひつぎ

たせて︑

七632

おんはた

に︑道にもあらぬ御門らひ︑いかがあらん︒

十一615図圖

おんはからい ﹇且々﹈︵名︶1 御器らひ

ない御身であらせられた︒

十二柵7

﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑さもくやしさうおんなみだ

かけ出して來た女の子は︑

十一3810

十一386

なくてはならなかったのです︒

十一368

漢文を書くのが普通であったからです︒

十一365

ふなども︑女らしいことばである︒

十一308﹁行く﹂﹁下る﹂を﹁いらっしゃる﹂とい

殊のものがある︒

十一304

いふのが︑わが落語のならはしである︒

十﹁303

つて來て︑糸屋さんを取り巻く︒

五柵1 女に向かって︑ 魚たちを︑みんなここへ
呼 び 集 め る や う に︒﹂

五爾7 海の神檬は︑しばらくお考へになって︑女

五鵬4 女は︑魚たちをたくさん呼んで來る︒
に︑ では︑鯛をちょっとここへ呼んで來てくれ
ないか︒﹂

五三1 女は︑鯛をつれて出て濁る︒

五霞8 女に向かって︑ 鯛ののどから︑そのつり
ば り を 取 っ て や れ︒﹂

さしあげる︒

五襯5 女は︑つりばりを水で洗って︑海の神檬に
六㎜2 小さな女の子が︑豆をまいてやりました︒

七153 手下の者はいふまでもなく︑手傳ひのため
に︑たくさんの男や女が集って來ました︒
七175囹 自分は女ではない︒

である︒

十一3910

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささうにいってゐ

ジャワ人たちは︑男でも女でも︑サロン
男女ともサロンをまとひ︑女は日本風の

皇胤に生まれたとはいへ︑ひとたび嫁
しては徳川の家を離れないのが女の道︑

十二川5

くわういん

じゅばんを着てみる︒

十一泌3

を腰に巻いてみる︒．

十一脳5

るのは︑若い女の聲である︒

十︸研1

つて︑雀をさがしに立って向かふへ行った︒

そばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀︒﹂かうい

七314圃櫻の花の遺族章︑ 女の人も見えました︒

そこへ召使の女が來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しま

十﹇401

七386 そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け
て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒
ではありませんか︒

七551 だれか女の人が︑赤い日がさを振ってみる

いといふので︑石のらうへ入れてしまひました︒

八386 頼朝は︑さあ︑この女にはゆだんができな

八405

八387 唐糸といふのは︑この女のことでした︒
した︒

日本の女の子だ︒
ロシヤ人の女の子だ︒

九2710囹
九㎜一

十237 績いて︑老人も︑女も︑子どもも︑若者の おんなきがら ﹇御亡骸﹈︵名︶1 御なきがら
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おんぶする一か

げんくわん

おんぶする

︽ーシ︾

もしや︑宮の御身に︑何事か起つたのでは
宮には︑この爾三年︑御涙の乾くひまも

ない御身であらせられた︒

十二㎜8

なからうか︒

七633

十一1410 午後八時ごろ︑御ひつぎの車は︑御殿におんみ ﹇御身﹈︵名︶2 御身
お着きになった︒

十一158 御ひつぎは︑表玄關から︑母宮殿下の
﹇負﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

御居間︑櫻の間にまつおはいりになった︒

しんれい

旨みつから

御道筋

明治天皇御みつから︑森の下道・下草ま
﹇御道筋﹈︵名︶2

ゆ

ひ

由比の偲べを右に見て︑

はちまん

十一一754博通

旧婚
たかくらじ

ろく

か

﹇化﹈呂きかいかぶたい

か

か

﹇花﹈■きんせんか

﹇処﹈且vありか・すみか

おそれ多くも宮の御道筋をふさいだ上に︑ か ﹇火﹈δじゅうほうか
御向かひ

か

﹇香﹈︵名︶6

﹇河﹈且vたいしか

香草うめがか

不運の花

新しい木の香が︑ぼくたちを喜ばした︒
ふだん

十二悩3盗笑梅が香にのっと日の出る山路かな

のかをりあり︒

十一鵬2図韻高く鼻つくいその香に︑

九雅3

がいたします︒

六583園起きようとすると︑そのへんに︑酒の香

てるました︒

五548 いその香をふくんだ風が︑そよそよと吹い

か

萬乗の君のおはします城なれば︑六 か ﹇科﹈■こうとうか

﹇御向﹈︵名︶1

御目

御やしろ

雪の下道

私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神劒を奉り︑

﹇御弓﹈︵名︶1

過ぎ行けば︑ 八幡宮の御やしろ︒

おんゆみ

まことに御許しあらば︑二の矢仕ら

﹇御許﹈︵名︶1 御許し

金のとびが御弓の先に止ったことを思った︒

十564
おんゆるし

ん︒

十一6610図國

どうぞ︑乃木大箱にお願ひして︑陛下に

厚く御禮を申しあげてください︒

十868園

この期において︑おんみの願ふとこおんれい ﹇御礼﹈︵名︶1 御幸

おんみの弟子のうち︑最も學を好むも

三968 おかあさんは︑赤ちゃんをおんぶしたま おんみ ﹇御身﹈︵代名︶2 おんみ

おんぶ・する

ま︑

十二359園
のはだれか︒

ら

﹇御目﹈︵名︶1

れた︒

十二宙2圃御目には︑御感涙の光るのさへ拝せら

おんめ

波羅殿や御向かひあらんと心得て︑

は

十一191圏

おんむかい

錦の御旗をけがしたてまつるとは︒

七647園

旗を︑この荘司が手に入れたのだ︒

七642囹大塔宮を御道筋に待ち受け申し︑この御 か ﹇下﹈δせきどうか

おんみちすじ

で何くれと御仰せありて︑

十92図

みつから世を守り︑國をしづめ︑

十68図今とこしへに神霞としづまりまして︑御

おんみずから

ろは何ぞ︒

十二931圏

ふち

御文

御前

わが陸軍のひかりの軍旗︒

﹇御自﹈︵名︶2

おんふたはしら ﹇御二柱﹈︵名︶1 御二柱n▽めい

ゆるしよ

じてんのうしょうけんこうだいこうおんふたはしら
としま
十86図 蕾御殿・奮御苑は︑もと南豊島御料地の

じゃうらふ

﹇御文﹈︵名︶4

内にて︑御二柱の神に御由緒深きところ︒
おんふみ

奉持して︑東海道を西へのぼった︒

十二麗3 一日︑上膓土御門藤子は︑宮の御文を
十二柵2 宮の御文は︑實に言々血涙の御文章であ
つた︒

臣たちも︑この御文を辞見してひとしく泣いた︒

十二梱4 徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝
十一一銅7 義を立て︑理を書くし︑情を述べて残る
ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒
おんま ︵名︶2 オンマ

ニ488囹﹁オンマ︑オンマ︒﹂トイヒマシタ︒
﹇御前﹈︵名︶4

二488囹﹁オンマ︑オンマ︒﹂トイヒマシタ︒
おんまえ

敵地に進む︑

六777圃 天皇陛下の 御前に︑ 死ぬるかくごで

綱吉は︑法親王に種々御物語をしたつい
福野
﹇御社﹈︵名︶1

御平一筋受けて︑甲をためし候はん︒

﹇御矢﹈︵名︶1
おんやしろ

十一203図圓

おんや

でに︑

十二6110

十61図 拝殿に進み︑明治天皇・昭憲皇太后御霊 おんものがたり ﹇御物語﹈︵名︶1 御物語
柱の神の御前に︑うやうやしくぬかつく︒
母宮殿下の御前にお立ちになった︒

十一75 制服をお召しになった北白川宮永心情は︑
十一104 陸軍砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母宮殿
下の御前に不動の姿勢でお立ちになった︒

か

か一か
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三886

︑そばにるたどこかのをぢさんが︑﹁︿

おとひめ﹁どうかなさいましたか︒﹂

め﹁それでは︑何かかはったことを

をしながら︑どこかへ行きます︒二

いきました︒何年かたつうちに︑この

三鵬1園
三色6園

三川4

か

んぐんのびたのかもしれない︒鳥の

なりました︒何年かたって︑とうとう

でつづいてみるのか︑わからないほどに

四137
四226

四126園

四104

四72

春の香を感じるやうにさへ思った︒

﹇蚊﹈︵名︶4

そう

四65

﹇家﹈nVおんがくか・すみか
か
蚊

十一一柵8 さうして︑この一握りの土に︑ほのかな
か
か
なりました︒

五356 むしあつい日がつづいて︑かが出るやうに

はへ

五849 くもってみたせみか︑朝からむし暑かっ

五描9 ﹂といはれるが早いか︑どんなにはげしく
五拠1 ︒この聲が通じたのか︑利根は︑むっくり
五伽7 れない︒その時︑何かが糸を引く︒おや︑
五欄4園 ︒﹂ほでりの命﹁何かつれたか︒﹂ほをり
五研8囹 ださいました︒何か御用でございませう
五㎜9園 たつねるが︑だれか︑日の神のお子様の
五幽3園 あるはずだ︒だれか︑知ってみるものは

六332團早さで走ってみるか︑それらを一々はか

漱

五357 ある夜︑私が本を讃んでゐますと︑あまり
か

かが多いので︑かとり線香をつけました︒

か

十987図魍 たたかれて書の蚊を吐く木魚かな
石

せき

出営2園 出て釣る︒鯛﹁何か御用でございませう
の音がして︑だれかうちへはいって
いところで︑どこかのおばあさんが乗 六5！ ました︒いつのまにか︑天皇は︑おやすみ
六108ん刈られて凝るせみか︑いなごが︑たくさ
六128聞えます︒私も︑何か手つだはうと思って

が︑そのうちに︑何か︑ちょっとしたこと

六441囹

︑お子様たちが︑何か大きな聲をして︑さ

聞くが早いか︑かけだしました︒

四299 ました︒すると︑何かにつまついてころ
四354 てるる間に︑何年かたちました︒ある
四495 なると︑いつのまにか︑ガラスの氷もす
四584 そばへ呼んで︑何か包んだ物をわた
四599 ︑それが何であるかわかりませんでし
四672 んは︑だまって何か書きはじめました︒
四813囹 ︑どっちが多いか︑くらべてみよう
四821園 らの方が負けるかもしれない︒ぼく

六507

げにならないばかりか︑つつしんで御父君

四291

四皿9團︒この次には︑何か︑みもんひんを持つ

六513

十一盟6 あの不愉快な蚊もみなければ︑蝿もみな

あいさつします︒何かわからぬことを︑が

六522

か︵副助︶獅力か呂いかでか・いっか・いっし

まへといふので︑

七606 もうこの上は︑何でもかでも攻め落してし

か ﹇彼﹈︵代名︶1 かむなにもかも

つ・にかこく

こく・さんしかげつ・じっかげつ・じゅういつかげ

←いちねんにかげつ・こかげつぶり・こか

の後は︑がやがや何かわからぬことをいひ

﹇箇﹈

四価4

︒暖い雨を︑何べんか降らせます︒すると

い︒

か・それどころか・どうにか・どころか・などか・

四望9

か

なんだか・なんとか

四冊1

六328團

らゐはなれてみるか︑自分の乗ってみる

︑どのくらみあるか︑敵艦までどのくら

六331團深さに沈んでみるか︑どれほどの早さで

六329国

せう︒何がうつるか︑あててごらんなさ

望遠鏡が︑できるかもしれない︒﹂かう

はおどろいた︒どこかの屋根が︑めがねの

ダシマシタ︒ドコカデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

六211が︑どこの國であるかは︑わかりません︒
六214ました︒いつのまにか︑十年といふ長い月
六248たまま︑いつのまにか︑つめたくなってゐ

一598 二︑ドコヘイッタカ︑見エナクナルコ
一686

六631園

三102囹 ︑ちゃうどいいかもしれない︒﹂それ

五814

五574

五566

みると︑川で︑だれか遊んでみるらしい︒

舟にして︑それに何か乗ってゐました︒﹁︿

すと︑波の上に︑何か小さな物が浮かんで

六975

六956

六939

︒三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの

︒そこへ︑どこからかたまが飛んで來て︑

机の前へ行って︑何かさがし始めました︒

ど︒焼け死んだのかも知れません︒﹂﹁か

んは︑﹁どうしたかわかりません︒荷物

うじだ︒おや︑だれかが︑しゃうじの間か

六625
とにも︑いつのまにか︑草がたくさん生え

六657

ゐますと︑どこからか︑よいにほひがして
︑どっちへ流れるのかわからないほど︑静

六726園

四佃4

五197

もうすっかり︑どこかへ行ってしまひまし

六814

六728囹

五143
五205

それから︑また何日かたちました︒今度は

ニー54囹︑山ノ上ニダレカヰルゾ︒﹂カメ﹁バ
ニ512園

五241

︑川は︑いつのまにか大きくなります︒き

ニー24囹 ハ︒﹂ウサギ﹁ナニカ︑オモシロイコト

ニ95一 ウチニ︑イツノマニカネムッテシマヒマ

五559

いつのまにか︑となりのへやに︑

て遊びました︒何か足にさはるので︑

タ︒私ガ︑﹁ドコカニカクレテヰルノ

二尊3 みる車が︑いくつか通りました︒﹁おや

ニ価6囹 た︒﹁いくつあるか︑かぞへてみよう︒

三776

がいふ︒いつのまにか︑空がくもって︑雪
三863

295
か
か

七549 人は︑だれがだれだか︑はっきりわからな

七343 はさが︑いつのまにか日本中にひろがりま

七283 と目をつぶって︑何か考へてるるやうでし

七2710 行くのだと感じたのかも知れません︒それ

六㎜5 いつのまに立てたのか︑へさきには︑大れ

六伽5 と︑どうしたはずみか︑北川が︑はたと倒

八8310︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが叫んだ︒みんなぞ

八726図鯨一は︑いくたびかことわりたれども︑
八748図
いかなるはずみにか︑わきにはさみ持ち
八796通って行く時︑だれかが︑﹁やあ︑兎︑兎︒

して氣がゆるんだのか︑鳩は︑取扱兵の手
八6710

八399 ︒さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者
八419八幡檬のお引合はせか︑門の戸は細めにあ
八493行くと︑いつのまにか︑りっぱな設計圖が
八519 ︒その時︑もうだれかが︑﹁︿略﹀︒﹂といふ
八604大砲を撃ってるるのか︑わかりません︒た
八618き火も︑いつのまにか消えてゐました︒冒

八208国︒町には︑いくつかの廣場がありますが

置旧1

九田9

かった︒いつのまにか狼介は切りたてられ

︑洲にあがるが早いか︑四尺の大太刀を抜

九悩7 勇名は︑みかたのみか︑もう敵方にも知れ

九佃7囹

吉の援軍が今日点るかあす看るか︑それを

九備8園思はれません︒何か生きもののやうに思

七75囹 な生きものがみるかを︑よく氣をつけて
七125囹 その海藻は︑何だか知ってゐますか︒﹂

七165 て︒﹂といふが早いか︑ふところにかくし

七454 であった︒どこからかあやしい船が現れて

七604 たので︑また何百人か殺された︒ふみとど
七6010 用意しておいたものか︑たくさんのたいま

等価4 かばを越せば︑どこかに秋らしいものが見

やねがはら

九鵬3 はたして嵩置であるか︑はっきりはしない

九度5 ふけると︑思ひなしか屋根瓦が少ししめつ

九㎜7囹械にくるひがないか︑ていねいに調べた

九鵬7 あるのに︑どこからかかすかに羽音がして

ものです︒﹂勇﹁何か目じるしをつけたら

九舶2囹 機の敷だけ︑どこかにしるしをつけるこ

九悩7 の目は︑いつのまにか涙で光ってみた︒甚

九㎜9 ︒そののち︑幾たびか激しい職があった︒
お
それからまた幾年か過ぎた︒甲介は︑織

十3910

十397

十255

原といった方がよいかも知れません︒たぶ

津波だ︒﹂と︑だれかが叫んだ︒海水が︑

九榴7

八備3 ても︑どこにるるのか見當がつきません︒
八悩7囹 の日ですから︑何か花をかざりたいもの
八伽5圏 ︑もし︑空のどこかに︑かすかなうなり
八描6 いったらいいでせうか︑ふたかかへもあり
九383なと感心したり︑何かすばらしいことを思
九548も目ざましい︒何分かのうちに︑もう艦内
九711図闘はし︒川の流れか︑さらさらと はる
九735くり抜かれたいくつかの小さな穴から︑ほ
九752は︑どんなに焼けたかが氣がかりである︒
九807囹馬は︑氣が荒いとかいはれるさうだが︑

十516圃

七651 をうばひ取るが早いか︑かの大男をひつつ
七846国 間に︑いつのまにか九時前になりました
七866 おりて︑いつのまにか︑柔かい土の中にも
七柵5 きな圓の中には︑何かとろとろと︑とけた

七M8 具を返さないばかりか︑日本船に水さへも
七⁝⁝7 し︒﹂と叫ぶが早いか︑すばやくノイツに

七価3 兵衛たちを怒らせたかわかりません︒彌兵

下川2囹

運んでくれる︒どこか知らない騨に停車し

つて行った︒何年かたって︑もう錦って

じあ﹂はいつのまにか町へはいってみた︒

紙をしたためしか︑よくよくお察しく

すむと︑みんなどこか遠いところへ散らば

ましたが︑水ばかりか空界もないのです︒

からからと︑どこかで荷車の音︒白い御

て︑底の底には︑何か不安な氣持があるこ

雲がかかる︒何時間か飛んで︑まさしく漕

十804 ちらがすぐれてみるかを験すことになった

十625

うん

十132真田

九別11

九㎜5

九㎜12

九矧7 ないらしい︒母も何かいってみるやうだが

づらに朽ち果てたかも知れないわたしが

九848す︒いつのころからか︑北斗は︑清くんの

影534

九931 の附近にあるいくつかの星を加へて︑大熊

九燭4園

八73 りを惜しんでみるのかも知れません︒これ

九879たいどれがどうなのか︑さつぽり客前がつ

七613 落ちた︒賊は何千人か死傷した︒賊が︑千

九989 ますます急になるのか︑いくら手足に力を

七551 ごらんなさい︒だれか女の人が︑赤い日が

九悩8

今日果るかあす來るか︑それを頼みに勝久

六芸3 に林があって︑どこかで︑小鳥の鳴く聲が

七557 ︑新しい船を何ざうか︑こしらへてみるの

八852 ︒﹁萬歳︒﹂と︑だれかが叫んだ︒﹁野田先
八853 田先生︒﹂と︑だれかが叫んだ︒四十メー
八塒6園 なりません︒﹁何かで︑験してみる方法
八佃6 の窓ぎはに︑いくつか並んでみるガラスの

九番8

八75 ︑話し合ってみるのかも知れません︒やが

九893 ︒さうしたら︑どこかその邊の空に︑ひし

七633 ︑宮の御身に︑何事か起つたのではなから

八115 い旅行を績けるせみか︑途中で死んで蹄つ

十535巡行機が飛んで足るかも知れないのに︑こ

七636 もとくいさうに︑何か聲高く話してみるの

八135 ナが︑どこでできるか︑どういふ植物に生

九9010て行きます︒今どれか一つの星を︑東へさ
おほぐま

八143 たべるのだなと思ふかも知れませんが︑そ

九964 の水が︑いつのまにかこいみどり色に登る

出136 どういふ植物に生るか︑みなさんはそれを
八173 次から次へと︑何段かに咲いて行って︑ふ

十966囹 ︑それについて何か御希望はありません

十一価4国候が私に合ふのかも知れません︒この

十一佃3

十一佃2

︑何をひいてみるか︑かれ自身にもわか

は︑にはかに何者かが乗り移ったやう︒

凝望2図圓能登殿いかに強くおはすとも︑何ほど

九243図圃

れがどの邊にあるか︑ほとんど見當がつ
か

まして清盛などがへろへろ矢︑何ほ

雲が走るか︑お月檬が走るか︑よくわか

五価3旗雲が走るか︑お月様が走るか︑よくわか

︵並助︶26 か

どのことか候べき︒

十一605図工

のことかあるべき︒
きよもり

いかなることをか悔むべき︒

︵係助︶3 か

十佃1 讃み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑讃みな

さんが︑どこからかつれて減て︑かはい

か

十撚7 どんな塗り物があるか氣をつけてごらんな

ますから︑何だかあててごらんなさい

十一備1團
十一盟4

十一稲1團す︒例へば︑何か氣にさはることがあ
十一旧5

はらないでしまふかも知れないのであっ

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが耳もとでささやく

十一桝9

十捕2

十幽6 ても︑どうしたことか︑からだがききませ

十矧5 ︑何度雨ごひをしたか知れない︒けれども

十棚1
た︒﹁張さん︑何か恵んでください︒う

るよ︒

るよ︒

壁隣4園

いつのまにか︑夜は明けはなれて

十脱8園

十一㎝12

んな動物がみるのか想像がつかない︒朝

スの島影は︑どこか日本の山を思はせる

らできてみるせみか︑井戸をほっても水

十㎜1園 おとうさん︑どこかへ行きませう︒﹂二

十一四6

うまく見えるか︑どうか︒

十一㎜7

がら︑﹁何年ぶりかで︑倉がいっぱいに

き岩石も意志あるかのやうに思はれ︑そ

十㎜7園
十型ー98

十川11 悪者がどこから來たか︑どこへ逃げて行つ
十川11 どこへ逃げて行ったか︑何名來たか︑それ

六梱1

うまく見えるか︑どうか︒

六日1 急にがっしりと二王様か何かのやうに︑強

六651

六悩4吉富はこぬかか︑糸のやう︒
十二569

﹂と答へるが早いか︑後に立つた今一人

者の心に感動するかのやうに見えた︒修

十二鵬6

かれらは何をしたかもわからない︒思へ

ない︒そればかりか︑追討の官軍がたち

び完成するが早いか︑

十二9710図圏定め候ひけるか︑つひに湊川にて討

のまにのぼったのか︑朝の日の光が︑石

十二蜘5

十二鵬3

しい︒いつのまにか向かふ側へ行った弟

されて︑どこからか︑カナリヤのさへづ

墨描9

上官のかたがたは︑ぼくらを︑自分の弟

バナナの畠は︑キャベツか︑それとも︑カ

潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜

どの漢字もすべて音で讃むか︑または訓で

けるかどうかが成否の分れめだ︒

九982囹潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜

けるかどうかが成否の分れめだ︒

九982囹

ンナでも作った畠のやうな感じがします︒

八152

か子のやうにしんせつにしてくださいます︒

七839團

の︑若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

淺い水の上に︑ニセンチか三センチぐらゐ

さうに見えだしました︒

二王檬か何かのやうに︑

十一一289

十二221

ならむ︒どこからか聞えて來る尊いこと

十二334園教へについて何か自分で工夫をこらし

七378

六651

十躍12 ちは︑そのままどこかへ姿をかくしてしま

十川11 行ったか︑何名來たか︑それらを調べ始め

十二482

ば︑そのあとに何か青くことばがなくて

十二668

︑痛みも感じないかのやうに︑こんこん

ふ考へがわいたのかも知れない︒孔子は

十篇8 ︑楊少年は︑また何かいはうとして口を動

十二493

答へを聞くが早いか︑トラックは︑市の

十珊6 と︑そこでは︑どこかの子どもが︑もう頭

十一一517園︑うは言が出たかも知れないが︑わし

十二727

あげると︑﹁何か起つたのか︒﹂とや

に乱し出してみるかがわかるでせう︒一

才であったばかりか︑ 婦人としてもまこ

十二792園

十二柑6

でござる︒何者かは知らぬが︑わいわ

える︒どうしたのか︑その子が尼さんの

十ばかりであらうか︑白い着物の上に山

は︑この子とどこか似たところがある︒
︒先生が︑私に何かおっしゃったやうで

十二価8

みた︒いつのまにか大木が少くなって︑

十二川5

︑漕望鏡を何埋墓かちよつと出して見た

たちは︑どんなにか慰められたことであ

もふさはしい文字かも知れない︒ところ

下心10

十宙10 漢字を音で讃むか訓で讃むか︑

讃むのが普通です︒

十二断8

み︑どの訓で讃むかは︑

漢字を音で讃むか訓で讃むか︑どの音で讃

十二餌8

げて︑歌ってみるかに見える︒その歌聲

十二㎜11
た︒さうして何年かののちに︑きっとあ

︿略﹀︒﹂と︑だれかが帽子を振りながら

そばに腰掛が何々かある︒中里温泉から

一時に爆音が起り

さの中にも︑どこかやさしさのある小鳥

方から他方へ幾條か連なったりすること

33246710562961

十一125園

十圏10 ラッパの音が︑どこかで響く︒子どもたち

36
3了
38
39
39
47
了4
80
81
89
90
93

9了

十﹇鵬9囹 行ってみたいとかいふことでしたね︒

十十十十十十十十十十十十十

か一か
296

297
か一か

十偽10囹 漆はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑
その乾き具合ですぐわかるほどです︒

十窩10園雨か晴かは︑その乾き具合ですぐわかる
ほどです︒

をおほったやうになりますから︑

十一717 のちには︑ごく薄い︑白い絹か何かで空
十一717 ごく薄い︑白い絹か何かで
十二9810図國 かれらが首を正行が手に掛けて取り
候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑

十一一991図國 正行・正時が首をかれらに取らせ候
か︑二つのうちに戟を決すべきにて候︒

十二踊11 それといつしょに︑もっと酬い︑巡洋艦

一787園

ノハ︑ナンデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

イデニナリマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ノハ︑ナンデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ロイコトハナイカナ︒﹂カメ﹁サウダ
ドレ︑出カケヨウカナ︒オヤ︑山ノ上

ニー26園 ケッコヲシヨウカ︒﹂カメ﹁ソレハ二

ニー24囹

一798囹

でつづくのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
三584囹
三609園︒﹁どれにしようか︒みんなきれいだ
三837囹︒﹁ぼくがたぬきか︒よし︑やらう︒﹂
三856圓だ︒﹂たぬき﹁さうかね︒﹂またしばらく
三891囹破れたのでせうか︒﹂と聞きますと︑
三柵1圏 責ってくれないかね︒﹂みんな﹁責って

一802園

丁ー53園

ｧ9囹しま﹁おや︑だれかと思ったら︑この

二691園

ソレハダレデスヵ︒﹂トタヅネマシタ

ソレハダレデスカ︒﹂トタヅネマシタ

ソレハダレデスカ︒﹂トタヅネマシタ

ニ407一人ハドチラデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ニ712園

ソレハダレデスカ︒﹂トタヅネマシタ

三聖6囹
三鵬6園
三鵬9園
三㎜3園

うでございますか︒なんのおかまひ

はございませんか︒﹂うらしま﹁でも︑

かなさいましたか︒﹂うらしま﹁あまり

いらっしゃいますか︒私は︑おとひめで

二362囹︒﹁早クヤケナイカナ︒﹂ト︑弟ガイヒ

ニ735園

四96 た木を︑どうするかといふことになり
ニ827囹
ウ︑ナニヲヤルカナ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
四242園すと︑﹁さうですか︑わたしもホ町ま
二828園 コレハナンデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁サウ
四304園ました︒﹁よさうか︒﹂と思ひました︒
S園 デス︒﹂﹁フウセンカナ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
四362園は︑﹁なぜ泣くのか︒﹂と聞かれて︑は
T 木ノ枝ニカカッタカト思フト︑一ドニ
違棚3囹
デハアリマセンカ︒サア︑早クオオ
四392月さまが十も出たかと思ふほど︑あた
三61圃 ︑お出になったか︑おしゃかさま︒三 四554 さでももらへるのかと思って︑やって
三191 來てさをにつけるかと思ふと︑または 四694囹もうありませんか︒あったら早く出
三207園だれだ︒何の用か︒﹂といひました︒
四814園みょうではないか︒﹂といひました︒
三218園 ん︒﹁刀がほしいか︒ほしければ取っ
四848園ぜ泣いてみるのか︒﹂とおたつねに
三289園
くらみもあったかね︒﹂といひました 四865囹ぜ泣いてみるのか︒﹂とおたつねに
三299園
くらみもあったかね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿三
四897団圓ないぢやないか︒こんなものがあ
そろそろ始めるかね︒﹂とおっしゃつ
三302園では︑このくらみかね︒﹂といって︑大 四957園
四佃5園 るのでございますか︒﹂漁夫﹁いや︑これ
四侶4園 ていただけませんか︒﹂天人﹁それでは︑

ニ757囹

五46囹したら︑よからうか︒﹂と︑ごさうだん
五97團は︑千年もたったかと思はれる大きな杉

四79園かならないものかなあ︒﹂あちらの村
四86園いいものでせうか︒﹂といひますと︑

ふうはあるまいか︒﹂と︑年よりのね

︑オゲンキデスカ︒ケフ︑ミンナデ

一345圏ヨ︒モウイイカイ︒モウイイヨ︒

三432園

三416囹はをみがきますか︒﹂とお聞きにな

五218ふなが︑親ではないかと思ったことがあり

ニ775團

一615囹ナニが見エマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

ではありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といっ

か駆逐艦らしい推進器の音も混って以る︒

一618リ
園ヒロイノデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂カウイ

三441園

をつけに行くのかね︒﹂みんなはだま 五221たちの仲間ではないかと︑思ったこともあ

一343圏ヨ︒モウイイカイ︒マアダダヨ︒

ショ︒モウイイカイ︒マアダダヨ︒
一341圃

一312園
キヌコサンデスカ︒ヨクイラッシャ

一303囹
ラッシャイマセンカ︒ハイ︑アリガタウ

一292囹
キヌコサンデスカ︒ハイ︑サウデス︒

か ︵終助︶鵬 力 か呂ものか

大爆音をあげて轟沈させたのであらう︒

十二㎜4 みごと敵艦の火活庫か何かにくひ入り︑

にくひ入り︑

十二㎜4 わが魚雷は︑みごと敵艦の火藥庫か何か

警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

十二川3 こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の

一767囹
イデニナリマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

三469囹

三446囹

三354園

三345園

のはありませんか︒﹂と聞きますと︑

んやうかんですか︒﹂とたつねますと

て︑こぼれませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といっ

た︒﹁なぜ泣くのか︒﹂と︑みことがお
五271園

一771園ノハ︑ナンデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

一一

一一

十二川3 こっちの所在を知ってか知らずか︑

一一

一784囹イデニナリマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
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五282園

五欄4園

五型2園
ばりでございますか︒﹂ほをりの命﹁あ︑

りを知ってみないか︒﹂鯛﹁じつは︑この

用でございませうか︒﹂海の神様﹁おまへ

たい︑どんな大蛇か︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みこと

五347 がっかれないだらうかと思ひました︒私は
五茄1園

七215園ては︑だましたのか︒﹂と︑尊はしばら
七271はどうなるであらうかと︑先生は︑徳坤が
七331園なくなりはしないかと心配しましたが︑

七3410︑
園ほんたうだらうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

五362 みるではありませんか︒私はおどろいて︑

ゆくわいではないか︒漕水艦は︑見はり

とがありはしないかと︑思ふものもある
︑働きたくはないかね︒八

う學校がすんだのか︒早かったな︒﹂天

六345国

っこはできませんか︒﹂と︑次郎さんが

六308團
六354国

れました︒﹁わにかな︒﹂と︑まつ先に

六102園

五374囹

六435園

忘れま せ ん で し た か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

五396園 こにまゆを作らうかな︒﹂といふやうな
六443園

とではありませんか︒これから︑しっか

五364園

五463囹 ゑさを取られたのか︒﹂と︑つまらなさ

は逃げないのですか︒﹂とおたつねにな

五368囹 つけませんでしたか︒﹂とたつねられて︑

五556 げに休んだり︑さうかと思ふと︑急に高い
六527園

六469園

南洋

五587園 たは︑どなたですか︒﹂と︑大國主神は︑

さん︑助るでせうか︒﹂﹁さあ︒﹂

五598古方の名を知らないか︒﹂

七352園同じことではないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂このや
七469園つ聞かうではないか︒﹂といった︒これ
七535はうではありませんか︒いよいよ出航です
七552みるではありませんか︒いよいよ︑小さな
七565えるではありませんか︒この船は︑あすの
七568どこへ行くのでせうか︒みなさんは︑どこ
七569行きたいと思ひますか︒十二 千早城
七634 つたのではなからうか︒義光は︑胸をとど

れを手に入れたのか︒﹂とつめ寄った︒

六547囹さを︑お聞きですか︒﹂村の人二﹁ああ︑

四メートルぐらみかな︒﹂正男﹁ぼくは︑

五608園 お方を知ってみるか︒﹂すると︑かかし

七663園

七639園
﹁どういふ話ですか︒﹂村の人一﹁なんで

六556園

いでに な る の で す か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒

をしてみるのですか︒﹂春枝﹁あの國旗掲

五628園

くらみと思ひますか︒﹂花子﹁十一メート

六575園主になられましたか︒﹂子ども﹁おかげさ

七671囹

五724 は︑そこでおりるのかと思ったら︑おりま

が︑ほんたうですか︒﹂子ども﹁はい︑ほ

さを計れないものかな︒﹂

六579園

もようございますか︒﹂．と大きな聲で聞

七674圏

たうにわかったのか︒﹂正男﹁わかった︑

五816囹

うに見えるではないか︒それは︑ここから

七678園

六627

七697囹

五997園︑そんなに笑ふのか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑う

物を送ってあげるかな︒ひとつ︑めいめ
︒私は︑何にしようかと思ってみると︑弟

﹁どうなるのですか︒﹂勇﹁正男くんのせ

六809囹

ニメートルの高さかな︒﹂といって︑國

六813

七716園

五槌5 月は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑

七741園

すればいいのですか︒﹂正男﹁まつ︑ぼく
やりになりませんか︒﹂といひながら︑

七861

五心5 ふと︑すぐ出︑出たかと思ふと︑すぐまた

糟をかいてみるのか︒いくらいっても︑

七699園
六㎜3園

ました︒工兵は︑今か今かと︑命令のくだ

はいけないでせうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂おかあ

六義7囹

六818囹

五佃3囹

六甲7

七9110圓

五鵬2園 ってみるのだらうか︑雲が走ってみるの
五楢5園 てくださいませんか︑にいさんは︑山へ

た︒工兵は︑今か今かと︑命令のくだるの
六擢9園

が美しいわになったかと思ふと︑髄操をし

ん︒成功しましたか︒﹂班長は︑撃ち破

ひ平すことはないか︒﹂袴下は答へまし

七鵬4 何をしょうとするのかと思ふと︑私は︑急

七991園るのでございますか︒﹂といふ家人の問

とべないぢやないか︒﹂と︑本田くんが
六旧2園

に︑もぐってみるのかなと思ひながら︑む

ってみるのだらうか︒﹂

予習2園︑つりがしたいのか︒﹂ほをりの命﹁さう

六柵7

で生まれたのでせうか︒夏の末になると︑

五梛8園 命﹁ほんたうですか︒﹂ほでりの命﹁ほん
器量4園

六川6

に浮いてみるわかめかと思ひました︒天略

八56圏

の人はどう見たか︒日本町に

ふけ行

七125園

どういふお方ですか︒﹂と︑苦しい息の

だか知ってゐますか︒﹂とおたつねにな

八402

八399

の世の人ではないのかと︑力を落してゐま

はさをする者はないかと︑氣をつけてゐま

七118受持ちたまへ︒いいかい︒さあ︑指で勢よ 八136 それを知ってゐますか︒私たちのたべる︑

どこへ行くのでせうか︒燕の行く先は︑遠

五㎜9園 ︒﹂海の神様﹁さうか︒みんなの者にたつ

七173囹

八710

五柵1園行ったものはないか︒﹂魚たち﹁ぞんじま

七178園らつしゃいましたか︒西の國では︑私よ 八424園 けますと︑﹁だれか︒﹂と︑らうの中か

の命﹁何かつれたか︒﹂ほをりの命﹁ちつ

五齪4園 らっしゃるのですか︒﹂ほをりの命﹁にい

七710

器を積んで來たのか︒﹂と彌兵衛を責め

五霞3囹 殿︒何の御殿ですか︒﹂神町﹁海の神様の

七112

七冊9囹

五鵬6園 様﹁これでみんなか︒﹂女﹁はい︒鯛だけ

五塀9囹用でございませうか︒﹂ほをりの命﹁じつ

五心8囹んで來てくれないか︒﹂女﹁はい︒﹂

五十4園 みるものはみないか︒﹂魚たち﹁少しもぞ

八428囹

萬壽︒木曾の逗子か︒﹂

︑﹁さ︑飛ばさうかな︒﹂といふと︑﹁早

八474 ︑あんなのを作るのかと思ったら︑なほう
八5110園

八557 れて︑上へ向かったかと思ふと︑横へ傾い
射落す者はなきか︒﹂

つてはいけませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑み

八718図像
八806園

八969 みたことがありますか︒大砲を作る工場へ
八鵬6囹 る方法はなからうか︒﹂しばらく考へて

八m1園なあ︒何の花ですか︑にいさん︒﹂とい
八珊2圃 た時刻︑方向︑敵か︑みかたか︒何型が
くんは︑何年生かい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

八㎜2圖 向︑敵か︑みかたか︒何型が何十機︒飛
九2110国⁝園

︑日本人ではないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂インド

九285園 人は︑あなた一人か︒﹂と︑聞く兵隊さ

九222国事︒ぼくは中學生かと思った︒えらい子
九307囹

おほぐし
と答ふ︒﹁大串か︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と申す︒

然に乾かすのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といひ

十佃5園 つめてみるのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十桐5図 よき武者を︑義臣かと目をかけてかけま

の鐵かぶとが︑沈むかと思ふとまた浮かぶ

十佃9図國

十慨7囹

めでございますか︒せっかくの御世

てくださいませんか︒﹂をぢ﹁ただ一心に

うではありませんか︒﹂をぢ﹁いや︑赤ち

ことがわかりますか︒﹂をぢ﹁機種の同じ

十柵1

たになってくれないかとすすめられた時︑
ごじゆく

仕事をするのですか︒﹂をぢ﹁いつも嚢動

いぢやありませんか︒﹂をぢ﹁さうです︒

十衛6

﹁何か起つたのか︒﹂とやさしくお問

わし

がつけてありますか︒﹂をぢ﹁鷲の顔をか

十一125園

十一122園

おいでになりますか︒をばさんは︑どう

見るはひが目か︒萬乗の君のおはし

とは思はれませんか︒私ならさう思ひま

十一286

十一191図國

つかいてありますか︒﹂をぢ﹁四十八︒﹂

ままにして置けようか︒七難八苦は︑もと

十一395囹 でもしたのですか︒﹂といひながら︑

こうしゅれい

の岡を知ってみるかね︒あれは公主嶺で

ンプを押しませんか︒︾﹂ボーイカさう︑し

十一412園

が致すところか︒夜討などいふこと

十一6410島国 れおはすらんか︒﹂と思案して︑つ

十一611図圖

に夢中なんですか︒生き物をいじめる
ろくないぢやないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こんな
したん
こく

命が惜しくなったか︒妻子がこひしくな

十一965囹

にわたらせられしか︒御机は紫檀にも黒

がこひしくなったか︒軍人となって︑軍

十一996

一種のあこがれに

うまいではないか︒﹂かれは︑突然か

行く汽船であらうか︒

れる人があるのかなあ︒﹂といふと︑
れば地獄ぢやないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

うだ︑六枚織れるか︒﹂﹁︿略V︒﹂息子が

今夜うちへ來ないか︒﹂學校の門を出る

ものがどんなに多いか︒月の世界に都があ

具してみるではないか各
︒艦のけたてる眞

十十十十十十十十十十十十十十十十

九352園 別れて︑さびしいかね︒﹂と︑兵隊さん
九536 ︑今日の天平はどうかと空を眺めてみる︒

九7910園 めいにやって見るかな︒﹂と許してくれ

十644

︒うだ︑明日こそ
九804囹話をするといふのか︒よからう︒ひとつ 十589 力艦をたたきつけるかさ

九979 くれない︒ぼく一人かと思って前の方を十

︑ほとんど停止したかと思はれた︒駆逐艦
十715

︒警備船へあがらうか︒﹁︿略﹀︒﹂と︑船の

九㎜4

んなことでいいのか︒日本の將來をどう
＋7610園
しも

九柵5園 んな準備をしますか︒﹂をぢ﹁車輪に空氣

十876れほど喜ばれたことか︒警急の當日は︑霜
十922園 v﹁同じ人ですか︒短期間にあれほど
十956園おいやなのでせうか︒それとも︑馬がお
十956園きらひなのでせうか︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒
十962園 ︒﹂﹁あ︑さうですか︒よくわかりました
希望はありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁承知し
十967園
十伽1芸園 くをば待つべきか︒いかにせん︒﹂と

身の上ではないか︒﹂と︑兄の聲︒﹁︿

ーベン先生ですか︒﹂きやうだいは思

方でございますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ベート

これが夏なのか秋なのかと考へてみ

んだのではないかと心配した︒﹂とい

は無事であったか︒死んだのではない

みんな無事ですか︒どこにるますか︒
︒どこにるますか︒﹂と︑トラックの

みる︒﹁日本人か︒﹂トラックの上か

頭上に落ちかかるかと思はれるやうな︑

よい町があったのかと驚かされるのがク

が夏なのか秋なのかと考へてみたくなる

と︑

してはどうですか︒﹂とすすめると︑﹁

つてゐられるのかと︑ふと思ひました

くださいませうか︒﹂きやうだいは︑

10了

九751園 ︒﹁うまく焼けたかな︒﹂と氣がせく︒

九793囹︑子馬はをすですか︑めすですか︒﹂と

7347438210710764731034
園園園囹園図園導通 園囹園囹園園霊園

九793囹 ですか︑めすですか︒﹂とたつねますと︑ 十492圏圓で︑﹁あげようか︒﹂と︑投げてくれ
十536囹なことでどうするか︒﹂と︑自分で自分

十十十十十十十九九九九九九九九九九九九
423433281010721420620513512011911911811811了116115

九掴1圃國 ぢやありませんか︒命がけでほつたお

九㎜10園 震動の具合がどうかと︑しっかり確めて

九柵9園 みて︑順調であるか︑その震動の具合が
九柑3園 な手入れをしますか︒﹂をぢ﹁やはり︑爽
九穐8園 どんな氣がしますか︒﹂をぢ﹁痛ましいと
九字2園 働く人ばかりですか︒﹂をぢ﹁さうではあ

九M2囹 てはみないだらうか︑うまく弾幕をくぐ
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十二286園 とがあるのですか︒﹂徳のある者なら︑
十二麗10

あるだけであらうか︒かりに︑太陽をも

一28一

ハルエサンガ︑キテイラッシャ

ヤイナ︒イサムサンガ︑ヲヂサンノトコ

イマ︑

︑四︑五︑六︒アメガヤミマシタ︒スズ

十二288

一361

一295園

に︑﹁もういいかい︒﹂と︑これはまた

タ︒スズシイカゼガフイテキマス︒木
キマス︒木ノハガ︑ソヨソヨウゴイ

から生まれて來たかと思はれる白雲が︑

十二儒4園

一362
一363

だ君子ではないのかIl子路には︑ひよ 十二価4

十二301園 よい大工だらうか︒君子も同じことだ
いたづらだったのか︒この洋上では︑よ

りが赤道であらうか一1雲の白さと︑空

タ︒フネニハ︑ホガアリマス︒カゼヲ

十二川8

﹁373

十二㎜10

︑穴水艦の漕望鏡かと︑近づいて見れば

ものは何であったか︒意外にも︑沈みか

﹁444

一442園

チウエノアサガホガ︑ニツサイテヰマ

孔子は︑弟子

十二311 に滞足させたことか︒四
十一一㎜12

十二304園 になりはしないか︒﹂顔回は師を慰め

十二448 空しく死なれようか︒﹂といふのであっ

十二3510園好むものはだれか︒﹂とたつねた︒孔

してみるではないか︒周園は︑もう暗く

一467

シタ︒クロノークモガ︑空イッパイニヒ

＞︒﹂ト︑オカァサンガオッシャッテ︑ソ

ハギハ︑アカノー花ガニツ三ツサイテ

一463 ＞︒﹂ト︑オカアサンガオッシャイマシタ︒

ンガ︑﹁アサガホガサイタヨ︒﹂トオ

十二川9

デス︒オトウサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオツ

十二珊4

︒ラジオノピヤノガ︑キコエテキマシ

一44一

十二489園 でなかったらうか︒﹂と︑かれは考へ

一448

日も獲物はないか︒また太陽が沈んで

十二㎜6園

十二501園 聲であったらうか︒﹂さう思ひながら︑

最初︑敵の大空襲かと︑職圖配置につい
が
蛾

一50一

一474

が
夜の燈火をしたって來る虫は︑蛾や︑こが

﹇髪﹈δしらが

ね虫など︑︿略﹀うるさいだけであるのに︑

九鵬6

﹇蛾﹈︵名︶1

十二加8
が

が

を教へられたのか︒思ふに︑佛のみこ

いといふのですかい︒﹂

は何をたべるのか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といふ

十一一5010園
十二526園

十二536囹

十一一545 てこんな聲が出るかと思はれるほど美し

すぐはね起きました︒が︑もうみんなか

一518

ヤミマシタ︒アタリガアカルクナッテ︑

キマシタ︒ユフダチガヤミマシタ︒アタ

ヲシメマシタ︒雨ガ︑ザアットフッテ

リマシタ︒木ノハガ︑ザワザワトオト

一52一

一503

﹁522

燃料や爆揮を積み込んだり︑機械にくる
ひがないか︑ていねいに調べたりします︒が︑い

テキマシタ︒セミガ︑ウレシサウニナ

カルクナッテ︑日ガサシテキマシタ︒

九佃7園

ちばん注意して調べるのは︑襲動機です︒

一524

空二︑大キナニジガデマシタ︒ワタク

一522

ウシガナ

シタ︒ハジメ吃水ガニゴッテヰマシタ

ハレタ

テンマデ

︻567

ソラガ

ヒバリガアガル

オツキサ

一527

えに・うめがか・おにがしま・きみがよ・しちりが

ピイチク

はま・たちばなのこじまがさき・ところが・わが

が︵格助︶
3簡がが﹇▽いなむらがさき・いやがう

ねんれう

ら︑すっかりおくれてゐました︒

四302

が

ヤイマシタ︒アリガナランデ︑セッセ

﹁537 ＞︒﹂ト︑オカァサンガオッシャイマシタ︒

︵接︶2

ホルト︑下カラ水が出テキマス︒イサ

が

一541圃

︒大キナカミナリガ︑ゴロゴロトナリ

一181圃

一56一

タ︒大ツブノアメガ︑オチテキマシタ︒

十二551圓うになりませうかな︒﹂といって︑ぎ
十二623圓
助ける道はないかと思ひましたけれど
十二701園れだ︒何人みたか︒﹂たつねられても︑
くわじゃ
十二776園 ︒太郎冠者あるか︒﹂冠者﹁お前に︒﹂
十二799園がりはござらうか︒﹂わる者﹁いかにも
十二802囹三ってくれようか︒や︑よいことがあ
十二805囹廣がりでござるか︒﹂わる者﹁いかにも
十二821園ほどでござらうか︒﹂わる者﹁高うござ
十二826囹になりますまいか︒﹂わる者﹁なう︑そ
十二829囹いてくださらぬかといふのでござる︒
十二839囹檬︑ござりますか︒﹂大名﹁太郎冠者︑

一193圏

一182圃ガハレタウシガナクモウトナク

一504

＋二8310園
冠者︑もどったか︒﹂冠者﹁詣りました

一514

＋二8410囹に合はせてみたか︒﹂冠者﹁合はせまし

アルク

﹁211圏

オツキサマガ

ワタシガ

＋二二−o 民はどうなることか︒ 徳川の家を救ふこ

︒ハイ︒ホンダサンガ︑ラッパノエヲ

＞︒﹂ト︑イサムサンガイヒマシタ︒イケ

﹇583 ＞︒﹂ト︑マサヲサンガイヒマシタ︒﹁︿略

マシタ︒﹁メダカガニヒキトレタ︒﹂

一213圏

一587

V︒﹂ト︑イサムサンガイヒマシタ︒ブタ

一241

シタ︒ワタナベサンガ︑グンカンノエヲ

一582囹

十一而1圏圓 へはねられるか︒今︑日本皇室に封

マシタ︒スズキサンガ︑サクラノエヲ

ホッテ︑目ダマダケガ︑クロク見エマス︒

一576

十二榴2 ︒ よい獲物はないかとさがしてみる潜望

﹇25一

一244

一595

アルク

十二伽5 乗組員たちは︑今か今かと虫下の命令を

マシタ︒ハヤシサンガ︑フジサンノエヲ

ルク

十二旧6 員たちは︑ 今か今かと襲射の命令を待つ

︻254

十二榴9 ものがあるだらうか︒太陽は︑私たちに

二75
シタ︒トウトウ雨ガプリダシマシタ︒

ス︒勇サンバ︑天キガシンパイデタマリ

ニ332

ニ325

二322園

イヒマシタ︒小トリガ︑チチチチトナイ

ヒマシタ︒花子サンガ︑モミヂノハヲ

二97園

ノ店カラ︑ラジオガキコエテ來マシタ

︒勇サンバ︑﹁雨ガフッテツマラナイ

ニ342

ニ335

ソレニ︑オトウサンが火ヲオツケニナ

＞︒﹂ト︑オトウサンガオッシャイマシタ

ラ︑﹁ハノスヂガ︑キレイニ見エマ

一598 見エナクナルコトガアリマス︒メダカ
ニ92

ニゲテッタ︒トビガ︑空ヲトンデヰマ

一605圏ダン︒ア︑ミンナガ ワットニゲテッ
ニー02

キデス︒ラジオガサウイヒマシタヨ

Q圃

キレイナコトバガ︑日本中ニキコエ

︒正シイコトバガ︑キレイナコトバ

ニ357

ニ344

マシタ︒オカアサンガ︑大キナオイモヲ

マシタ︒オカアサンガ︑カンナクヅヲモ

︒オイモノニホヒガ︑オイシサウニシ

マシタ︒オトウサンガ︑﹁ドレ︑ドレ︒﹂ト

ミマシタ︒正男サンガ︑アンマリジャウ

ニ402 子サンバ︑人文ャウが病父ニナッタノデ

R

P

P圃

﹁トビサン︑ナニが見エマスカ︒﹂﹁︿略 ニー14圓

一613 ︒イケニヰル五八ガキキマシタ︒﹁︿略

一61一
一615園

ムカフヘ フネガイク︑ピイヒョロ

一616囹 イ︑ヒロイウミが見エマス︒﹂﹁︿略﹀

一627囲
一633圃 ムカフカラ フネガクル︑ピイヒョロ

ニタモノガデキルコトガ︑力

タ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑弟ガイヒマシタ︒ボク

ニー93

キビニ

ニ363

ニー98

ノウツクシノーコトガ︑カイテアリマシ

一66一 ホシマシタ︒スズメガ︑オヂイサンニイ

二20一

ツギノヤウナウタガアリマシタ︒西山

ニ202

モノガデキルコトガ︑カイテアリマシ

一681

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂日ガクレマシタ︒オホ

一682 マシタ︒オホシサマガ︑目ヲサマシマシ

S

2

一683 シマシタ︒森ノ上ガ︑アカルクナリマ

オカアサンガ︑キモノヲヌッテ

ダ︒アトノ四人ガ︑デンシャノオ客︒

マシタ︒ケンチャンガンバへ行ッテ︑ハ

S圏

6

ニ236
サルガ︑柿ノタネヲヒロ
V ヒロヒマシタ︒カニガ︑ニギリメシヲヒ

一一
一一
一一
一一

︑

ハジメテ池ノ水ガコホリマシタ︒妹

コホリマシタ︒妹ガ︑﹁︿略﹀︒﹂トシン

ニ546

ニ515園

外へ出マシタ︒月が光ッテヰマシタ︒

テ︑コロガスコトガデキナクナリマシ

スト︑妹ハ︑﹁氷ガハッテ︑サカナタ

ニイヒマシタ︒私ガ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ニ556

ヘンヨイムスメガアリマス︒セカイ

ネズミノ赤チャンが生マレマシタ︒ダ
ニ675園

二656

一一

一684 ナリマシタ︒ススキガ︑オイデオイデヲ

Q

7

メガ出マシタ︒﹁︿略﹀︒

3

タ︒﹁早クミガナレ︑柿ノタネ︒

4

ニ255

ノウチノ前二︑馬ガヰマシタ︒ケンチ

マシタ︒オカアサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッ

1

ヰマス︒オ月サマガ︑カホヲダシマシ

大キナ柿ガ︑タクサンナリマ

4了

マシタ︒ケンチャンガ︑﹁オンマ︑オンマ︒

48

一685

ナリマシタ︒サルガアソビニ來マシタ

二264圏点タネ︒早クミガナレ︑柿ノタネ︒
二265

來マシタ︒﹁ボクガトッテアゲヨウ︒

ニゲマシタ︒ウスガ︑上カラドシント

48

一687園 ﹁ヤア︑オ月サマが出タ︒﹂トイフコ 二263圃國
一688 略﹀︒﹂トイフコエガシマシタ︒オ月サ

ニ266

マデス︒コホロギガ︑ウレシサウニナ

一698

ニ267園

シタ︒ソコへ︑ハチが來マシタ︒ウスガ

一712 サントオバアサンガアリマシタ︒オヂ

Q

一718 カラ︑大キナモモガ︑ドンブリコドン
﹁726 マシタ︒オヂイサンが山カラカヘッテ
一734

一735

一736
一762
一777

ニ298

マシタ︒オバアサンガ︑モモヲキラウト
ニ283 ガ來マシタ︒ウスが來マシタ︒栗が來
シタ︒スルト︑モモガニツニワレテ︑二 二284 スガ來マシタ︒栗が來マシタ︒ミンナ
ラ大キナ男ノ子ガウマレマシタ︒四 ニ288
ヤリマシタ︒サルガ︑入試ノウチへ來
ト︑ムカフカラ犬が來マシタ︒﹁︿略﹀︒ 二292
カクレテヰタ栗ガ︑サルニポントト
︑ムカフカラサルが來マシタ︒﹁︿略﹀︒ ニ295 カクレテヰタハチガ︑サルノカホヲチ

5
50

シヲシマス︒キジガツナヲヒキマス︒

一812
テヰマシタ︒キジガ︑トンデイッテ︑
ニ302 シタ︒ソコへ︑カニが來マシタ︒栗モ來 ニ685園 モットエライ人ガヰマスカラ︒﹂ト
一862
ンダクルマヲ︑犬ガヒキマス︒サルが
二306 タ︒サルハ︑ジブンガワルカッタトアや ニ694囹
デス︒イクラ私ガテッテヰテモ︑雲
一863 ガヒキマス︒サルガアトオシヲシマス
二695園
ヰテモ︑雲サンが來ルト︑カクサレ
R
1
2
子
サ
ント花子サンガ︑オチバヲヒロヒ
ニ314
ヤ︑マッカナハガ︑タクサンオチテ ニ706園 モットエライ人ガヰマスカラ︒﹂ト

一794 ト︑コンドハキジが來マシタ︒﹁︿略﹀︒

R7 R7

50

P7 P7

Q3

Q8

46 S6 S4 S2

51

一一
一一
一一

一一

R17

ニ316

シマス︒キヌ子サンガ︑キイロナハヲ

クト︑カサカサ音ガシマス︒キヌ子サ

ニ716園

ニ715園

ヰテモ︑風サンが來ルト︑吹キトバ

デス︒イクラ私が空デイバッテヰ

一一

一一

一865

二61圃 ︒小サノーシラホガ ニツ三ツ︑青イ
V2
ヒルスギカラ︑空ガクモッテ來マシ二
一一

301
が
が

が一が
302

二965

先生が︑こんなお話をな 三132
三135

ました︒その土地が動きだして︑大き

つた土地のあるのが見えました︒神さ

オキナイト︑學校ガオクレマスヨ︒﹂ネ

三173圃

ことです︒神さまが︑國を廣くしたい
三142

ントオバアサンガオカケニナリ︑ソ 二991園 オキナイト︑學校ガオクレマスヨ︒﹂ト

S園 こんど︑みなさんが二年生になったら
二985圓 ︑新しい一年生がはいって來て︑ま
ニ992

二753園 モットエラノー人ガヰマスカラ︒﹂ト

二732囹 モットエライ人ガヰマスカラ︒﹂ト
ニ741園 デス︒イクラ私ガチカライッパイ吹

つた土地のあるのが見えました︒神さ

ニ999園
デハ

ヨ︒﹂ト︑ナクコエガシマシタ︒ネエサ
マタウグヒスガ︑﹁ホウボケキョ︒

ニ梱6

校のせいとさんが來ました︒きちん

からとなると︑鯉が︑大きな口で思ふ

ゆうべの雨がはれて︑日が氣持
の雨がはれて︑日が氣持よくてって
︒さをの先の矢車がからからとなると

ニ欄7

三185

三182
三182
三184

二787團シタ︒私ハ︑セイガヒククテカホガ
ニ788国 ガヒククテカホが出ナイノデ︑ハコ

のぞいたら︑外は

目がさめた︒つくしだ

でした︒牛わか丸が︑ふえを吹きなが

たびに︑鯉のかげが地の上をおよぎ

つくしのばうやが

三194

のばうやは

︑とほくの方で音がしました︒﹁︿略﹀︒

三203

三198

二㎜⁝3圏
二脳！

略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒ぼく

二覗5圃

シタ︒オトウサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッ

二二5

ニ792国忌
二795国
ルト︑オヂイサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッ

＞︒﹂と︑きくわん車が大きな音をたて

略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒﹁︿略

ニ794国田 ﹂ト︑オバアサンガオッシャイマシタ︒
ニ797国

正価4

二三2

三204なたを持った大男が立ってゐます︒牛

て︒﹂といふものがあります︒見ると︑

ニ826園︒﹂﹁コンドハ︑私ガヤッテミマセウ︒

三209園 けいだ︒その刀がもらひたい︒よい
三218園もしません︒﹁刀がほしいか︒ほしけ

しるしに はたがある︒朝日をうつ

略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒くろ

二847圃

ニ843圃

ゐます︒小川の水が︑たのしさうに流

一丸7

春の日が︑あたたかく野原
三46圃

二862 コロニ︑オヂイサンガアリマシタ︒犬ヲ

りました︒べんけいが上を切ると︑牛わ
三238

三237

て行きます︒小鳥が︑木の上で歌を

ニ865 マシタ︒アル日︑犬が畠ノスミデ︑﹁︿略

ってみたてふてふが︑おどろいてとび

略﹀︒﹂と︑太郎さんがいひました︒次郎

︑春だと︑小鳥がうたふ︒うれしい︑

二87一 マシタ︒オヂイサンガ︑ソコヲホッテミ

三249

ちました︒てふてふが︑三郎さんの舟に

蛙の子どもが︑川ばたで遊んで

＞︒﹂と︑みよ子さんがいひました︒八

のせんどうさんがのったから︑かっ

三264

三262

三276

略﹀︒﹂と︑三郎さんがいひました︒みよ
︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひました︒﹁︿略

三86園

いって︑正男さんが︑同じやうに空へ

三267

ニ904 トバシマシタ︒ソレガ︑カレ木ノ枝ニカ

三87

略﹀︒﹂と︑正男さんがいひました︒二人

三278

ました︒﹁おもりがかるいのだね︒﹂

ニ906 ︑一ドニパット花が咲キマシタ︒オヂ

三93

語89

︒そこへ︑春枝さんが︑犬をつれてあそ

郎さんと次郎さんがいひました︒﹁︿略

ニ913 キマシタ︒トノサマガオ通りニナッテ︑

三95

二928 ︒ソコへ︑トノサマガオ通リニナッテ︑

大きなばけものが︑水をのみに來ま

ました︒そこへ牛が來て︑水をのみま

んじょにるた大子が︑それを聞いて︑﹁

三285囹

三281
三288

︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひました︒﹁︿略

時︑南の方から風が吹いて來て︑らく

かへてから︑勇さんがあげてみました︒

三98

三103
ラヲ見マシタ︒花ガーメンニ咲イテ︑

三112

ニ954

へました︒大きなのがじまんの大空は︑

一人ノオヂイサンが出テ來マシタ︒見 三113

咲イテ︑テフテフガトンデヰマシタ︒

三297

二956

二954

來て︑らくかさんが吹きあげられまし

二933 セン︒シマヒニ︑灰ガ︑トノサマノ目ヤ

三274囹︺

二919 ルト︑カレ木二心が咲イテ︑一ドニ花

三273

三56圃 草︑花のおやねが美しい︒あま茶の
ニ873 カネヤタカラモノガ︑タクサン出マシ
三73 勇さんと正男さんが︑かみでらくかさ
ニ892 カネヤタカラモノガ︑タクサン出マシ
ニ902 マシタ︒スルト︑風が吹イテ來テ︑灰ヲ 三83 かけました︒勇さんが︑らくかさんをた

三226

のしるしに 山がある︒すがたのり 二価8 ︒くろいはこの車が︑あとからあとか
二鵬3 んのってみる車が︑いくつか通りま
しるしに うたがある︒ありがたい
二鵬5 ぼくは︑車のかずがわからなくなりま

三241

二854圏

や︑石をつんだ車が︑いくつもいくつ

二二7

二837囹 コレハ︑草月サマが雲カラ出テ來ル

ンヲニイサンが見タラ︑ドンナニ

の間に︑おやねがかうがうしく見え

三152

ニ782国
ントオカアサンガオカケニナリ︑ウ

略﹀︒﹂ト︑ネエサンガイヒマシタ︒﹁ハイ 三171圃

ニ786團 ︑ネエサント私が立チマシタ︒私ハ︑

一一

ニ784国

X8

303

が7が

三505園

て︑大畑のおなかがやぶれてしまひま 三506圓

三314 ん︒﹂と大きな音がして︑大蛙のおな
三315
す︒大きな大砲がいくつもあって︑

間に︑おまへたちが生まれる︑それで︑

れで︑このうちがつづいていくのと

れいです︒梅の實が︑黄色くなりまし

庭のあぢさるの花が︑ほんたうにきれ

三563 ︑毎日のやうに雨がふります︒二日も
三566 でも︑ときどき雨がやんで︑空が明か
三567 き雨がやんで︑空が明かるくなり︑か
三567 り︑かっと強い日がさして來ます︒庭

一寸ぼふしは︑せいがだんだん高くな

三339囹 早く走れて︑形がすっきりしてみて
三394
花子さんは︑はが痛いので︑ひとば
三395 ても︑まだ痛いのがなほりません︒花
三568

三554

三317 春雄さんは︑軍かんが大すきです︒まだ 三526 した︒すると︑おにが出て來て︑おひめ
三331園

三406 花子さんは︑痛いのが少しなほったやう 三571

三585園

三578園

三586囹

三582

三579

つけて︑その音が聞えたら︑逃げる

です︒﹁つゆの雨がふるので︑田うゑ
ふるので︑整うゑができるのだ︒﹂お
︿略﹀︒﹂おちいさんが︑よくかうおっし

います︒小川の水がふえて︑音をたて
までだね︒つゆがあけると︑からり
からりとした夏が鳴るよ︒﹂

三602

ますと︑金魚やさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

した︒爾がはに店がつづいて︑いろい

た︒氷やと金魚やが︑涼しさうでした︒

に近くなると︑人がいっぱいでした︒

美しいちゃうちんがありました︒大き

おもちゃのたいこがほしいといって︑

きな梅ばちのもんがついてゐました︒

ても︑そのすがたが見えません︒風が

のために︑草の葉が氣持よくゆれます

が見えません︒風がさっと吹いて︑草

さっと吹いて︑草が一どに動きました

みるやうです︒風がやむと︑﹁チョン

りぎりすのすがたが見えました︒﹁みた

てるる白いねぎが︑葉のそばにすれ
三747国

てるます︒白帆が︑いくつも浮かん

ころで︑水と空がいっしょになって

︒﹂と思ふと︑むねがどきどきします︒

三748團

三753團 沖の方から︑波がうねって來て︑は

三772

三771

︒いいおみやげができました︒﹂と

はいりました︒波が︑ざぶんざぷんと

にいさんとぼくが︑手をつないで︑

三766團に光ってみるのが︑一ばんすきでし

三778園

略﹀︒﹂と︑太郎さんがいひました︒それ

三608

ひろがった︒どん

て獲た︒あ︑舟が沈む︑沈む︒うさ

三864 あさんとねえさんが︑來て見ていらっ
三865 んも太郎さんも氣がついて︑あわてて

三861園

三854園 ︒君のこぎかたがへたなのだ︒﹂た
三859園 ぼくの舟に︑水がはいって來た︒あ

たぬきの舟が︑少しおくれます︒

三829
三611

たので︑金魚やさんが笑ひました︒赤い

た︒しだれやなぎが

ゆかたをきた人が︑おほぜい歩いて

︒ちゃうちんの火が︑きれいに並んで

三851

三782 ました︒すると︑波がだんだんよせて
三784 ︿作った砂の山が︑くつれだしました

三471囹
いよ︒こんな川が何百流れこんでも
三479囹 行くと︑山と山が近よって︑せまい

三611

へると︑おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

三618囹

略﹀︒﹂と︑ねえさんがいひました︒﹁︿略

考へてみると︑水がいつも流れてな

三624

ました︒おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑金魚

三493

てなくならないのがふしぎでした︒こ

しました︒ねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひました︒﹁︿略

三493

三632

三836

三497園 よいところへ氣がつきました︒山に

三642

三602

5482119115387下

ひました︒﹁ぼくがたぬきか︒よし︑

三498園 した︒山には木があるね︑草もある

三673

きました︒﹁ぼくが︑持ってかへるよ︒

三498園 草もあるね︒雨がふると︑水は︑木

三674

三656圃

三504園 間に︑おとうさんが生まれる︑おとう

三502園 流れる︒その水がまだなくならない
三503園 うちに︑次の雨がふる︒それは︑ち

三467園︒﹂﹁ときどき︑雨がふるからさ︒﹂﹁︿略

69
了0
70

三837園

三444 ︒年よりのねずみがいひました︒﹁︿略
三588
なりました︒せみがなく︑水遊びがで
三445園 もよいが︑だれが︑そのすずをつけ 三588 みがなく︑水遊びができる︑それより
三451 んの家の前に︑川があります︒いつも︑ 三596 は︑大きな水をけがあって︑その中に
三452
つも︑きれいな水が流れてゐます︒正 三597 ︑その中に︑金魚がたくさんおよいで
三458園 どたくさんの水が流れて︑それでよ
略﹀︒﹂と︑ねえさんがいひますと︑金魚

三438園

三428園 ︑なかまのものが︑ねこに取られて
三433 ︑年よりのねずみが︑なかまのものに
三435 びきの若いねずみが︑前へ出ていひま

三422園 と︑こんなにはがわるくならない

三577囹

了1

三413園なはです︒それが︑かうむしばにな

三401園本並んでむしばができてみる︒おく

三334園 ぼくは︑せんかんが渇すきです︒﹂か

67
67
67
68
68
了1
了1
了1
72
了3

88

8了

87

8了

9

6

8

5

5
ました︒そばに︑人が四五人立ってゐ

家の前に︑自動車が止ってゐました︒

三鵬9園

三⁝⁝6

は︑どんなことがあっても︑おあけ

かめが︑玉手箱を持って

四203
四205

來た時︑生徒さんが︑﹁海が見える︒﹂

さし出た木の枝が︑まどにとどきさ
木の葉で︑車の中が明かるいほどでし

95

94

8

5

4

︑その車のタイヤが︑ひしゃげてゐま

どこかのをぢさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

三穐8囲

三皿2

箱︒白いけむりが立ちのぼり︑げん

四215

四209
四214

からも乗合自動車が來ました︒めいめ

では︑その友だちが四人並んで︑﹁︿略

と山との間に︑海が光ってゐました︒
た︒そこで女の子が一人乗りました︒

こかのおばあさんが乗りました︒ふろ

︒うんてんしゅさんがおたがひに手を

四221
四227

よ︒出征する孫が︑今日汽車で通り

小さな日の丸の旗がのぞいてゐました
いてるました︒私がわきへよって席

四223

四231
四232

まん中で︑にはとりがたくさんゑさを

四244囹
四248

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁お米が半分もできない︒

︑うんてんしゅさんが︑﹁ブウブウ︒﹂と︑

のあるおちいさんがいひました︒﹁︿略

四251

四78囹

四257
四282

聞くが早いか︑かけだし

一年生の旗取がすんで︑いよいよ

うとう一さうの舟ができあがりました︒

いて︑舟を作るがよい︒﹂といひま

四315

四311

四305

した︒すると︑先生がにこにこして︑﹁︿

うでした︒きまりがわるいと思ひなが

しかし︑おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっ

︒そのうちに︑二人がぼくを追ひこしま

四291

のうちの三郎さんが︑私のおりるのを

四84園

ました︒﹁しかたがない︒この木を

四88囹 よりほかにみちがあるまい︒﹂とい
四93 百人匿いふ木こりが︑長い間かかって
四94 と切りたふすことができました︒こん

四83

四51圃
に︑太平洋の波が立つ︒やさしいや
四55圏
山を︑世界の人があふぎ見る︒二
四62 ︑一本のくすの木が生えました︒たい
四74 りました︒毎朝日が出ると︑この木の
四75 ︑何十といふ事々が︑日かげになりま
四76
何十といふ面々が︑日かげになりま

かけた下から雲がわき︑すそ引く

たちの立てた國旗が︑風にひらひらし
ったので︑そのへんが見ちがへるやうに︑

vと︑おとうさんが︑おはしを取りな

四99園

︒大勢のせんどうが乗りこんで︑﹁えい

四292
四105

のあるおちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四109

のあるおちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四98

四122

四357

四349

︒秋になって︑月がだんだん美しく

＞︒﹂などといふ人が︑たくさんありま

こへうらしま太郎が來ます︒うらしま﹁

だって︑ぼくたちがっかまへたのだも
三993囹
うらしまがつりをしてゐま
三川6
三棚6 ます︒そこへ︑かめが出て來ます︒かめ

みると︑くつの音がして︑だれかうち

四171

四167

中學校の生徒さんが︑二人乗りこみま

くさんのひかうきが︑亡いかんぱんか

うしには︑金で字が書いてありました

ぶると︑おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

四387 さまのけらいたちが︑いくへにもとり
四392 と︑急にお月さまが十も出たかと思

ぼくが本を讃んでみる

慮136

前よりもずっと色が黒くなって︑強さ

四322 といふおちいさんがありました︒毎日
四332 に小さな女の子がゐました︒おちい
四337 には︑たびたび金がはいってゐました
四124囹

見えるね︒﹂かめ﹁
三⁝⁝4園 ︑黄でぬった門が

四136

四182

惑393

にお別れするのが︑何よりも悲しう

四147

宝器5園

三鵬8

ます︒かめ﹁ここがりゅうぐうでござ

四197

乗りこみました︒道がだんだんのぼりに

思ふほど︑あたりが明かるくなりまし

四375 V︒﹂と︑おちいさんがいひました︒おち

す︒いろいろな魚が 出て來ます︒その

四198

三島9園

三脳4 から︑おとひめさまがあらはれます︒か

三悩3

おとひめ﹁あなたが︑ うらしまさんで
三餌6園

三下5囹 かめ﹁このおかたが︑ うらしまさんで

四367園

るね︒﹂かめ﹁あれが︑ りゅうぐうのこ

だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒考

ｧ2囹ふに光ったやねが見えるでせう︒﹂

四人の子どもが︑一びきのかめを

やいました︒ごはんがすんでから︑戦地

〉。

生徒さんが︑﹁海が見える︒﹂と大き

四206

95

2

四207園

かめ﹁私が︑またおともをい

9了

4

かめが︑うらしまの手を

三相5園

97

8

ました︒おとうさんが︑枯れかかったか

97

5

三894園チューブにあながあいて︑空氣がぬ
三894囹があいて︑空語がぬけてしまったの
三902っけました︒しごとがすむと︑うんてん
三909 ︿略﹀︒﹂と︑自動車がうなりだしました︒
三919 ︒私たちは︑自動車が見えなくなるまで
三925圃︑長い道︒タ日が赤い︑森の上︒ど
三933圃とお寺の かねがなる︒どこまで行
三937圃 かへらうよ︑日がくれる︒二十五

四45翻

見ました︒正男さんがゐましたので︑ズ

88

98

かめが︑ うらしまをあん

一一

が
が

304

305

が一が

ました︒おかあさんが︑長い間病氣で

昔︑孝行な娘がありました︒おか

四819囹

四813園

四598

て見ると︑女の顔がうつってゐます︒

から︑娘には︑それが何であるかわか

だ︑鏡といふものが︑めったにないこ

四846

四843

四822園

しれない︒ぼくが︑君らのせなかの

な︒ぼくらの方が負けるかもしれな

仲間と︑どっちが多いか︑くらべて

見ると︑わにざめがゐましたので︑こ

四399 めきった一間の戸が︑ひとりでにあき
四599

四8ーエ

四579
みましたが︑しかたがありません︒それ

四396 ふしぎに手足の力がなくなって︑どう
四592

の時︑大勢の天人が︑雲に乗っており 四579

四407 なんともすることができませんでした
四602

四398

四411園 ればならない時がまみりました︒お

四625滞れでいつお正月が來てもいいそ︒﹂

の時︑大勢の神様がお通りになって︑．

ひにるたわにざめが︑白兎をつかまへ

四427圏 つくり︑子だぬきが︑出て來てお山へ

四422圏國 さあ︑集れ︑月が出た︒みんなでつ

四443 の中に︑小さな島がありました︒その

四635

四629

になったやうな氣がしました︒十三

ました︒小さい弟が︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四849
なりました︒白兎が今までのことを
四852園 びて︑ねてみるがよい︒﹂とおっし
四855 した︒すると︑痛みがいっそうひどく
四857
ことといふ神様がおいでになりまし
四872園 の上にころがるがよい︒﹂とおっし

四444 に︑一匹の金の牛がゐました︒おなか

もう二枚のはがきがはいってゐました

きました︒一郎さんが︑もとのところへ

ゐました︒おなかがすいたので︑草を
四675

四445

四676

四451 ふに︑もう一つ島が見えました︒その

しゃいました︒白兎がそのとほりにし

四874

四693

ひました︒﹈郎さんが大きな聲で︑﹁︿略

には︑みどりの草が 一めんに生えて

四452

四892團

た時は︑みんなが︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

四885團
日から︑毎日雪が降ったり雨が降
四885團雪が降ったり雨が降ったりして︑あ

四894国 だれも見たことがないのでせう︒口
四896国管︑﹁なんだ︑骨が二本しかないぢゃ
四897団國 ︒こんなものがあがるものか︒﹂

しました︒みんなが︑﹁わあっ︒﹂とい

でも︑豆まきの聲が聞えます︒おとう

＞︒﹂と︑おとうさんがおっしゃいました︒

四926国

四917国ちゃうどよい風が吹いて來て︑糸を

四951

今年からおまへがまくのだ︒﹂と︑

四956

えます︒おとうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

きません︒みんながぼくらのそばへ

にるる兵たいさんが︑﹁けい禮︒﹂と元

四956

四948園

田754

一人の覧たいさんが︑私たちのところ

四937倒

四492 のもあります︒星が並んで︑光ってゐ
四497 いちがつたもやうが︑美しくあらはれ

四759

四457 すいてみたおなかが︑急にいっぱいに
四698園 ︑﹁こんどは︑私が先に書きますから
四461 た︒やはり︑おなかがいっぱいになって 四705 ひました︒一郎さんが切手をわたします
四463 金の牛は︑おなかがすくと︑みどりの
四712 しました︒春枝さんがあけて見ますと︑
四465 金の牛は︑おなかがすいて困るとい
四713国
あしたから蓋置が始りますが︑また
四469囹 だけでも︑おなかがいっぱいになるの 四732 兵所に︑眠たいさんが七八人腰をかけ
四476
は︑自分のからだが金であったこと
四734
には︑何本も立札が立ててありました
四484 つとして同じものがありません︒人が
四737 んと同じやうな人が︑たくさんゐまし
四484 がありません︒人がかいても︑こんな 四739 つけた兵たいさんが來て︑名を呼始め
四486 せう︒白い菊の花が︑咲きそろったやう 四746 は︑なんだか︑自分が呼ばれたやうに思
四488 ります︒白くじゃくが︑羽をいっぱいに
四748 庭の向かふに兵舎が立ってゐます︒そ
四752 に乗った軍人さんが︑門をはいって扇

木の枝といふ枝が︑すっかり氷に雨

四499

て歩くと︑妹や弟が後からついて來

くは︑少しきまりがわるかったが︑思

いったので︑みんなが笑ひました︒しま

四961

かへった

白兎が︑島から向かふの

賊すずめが︑﹁︿略﹀︒﹂

はくれる︒鳥が急いで

つたあの金のとびが︑今︑軍人さんの胸

四叉3 いさんから︑お手紙がまみりました︒この

四㎜4 たりした兵たいさんが︑大勢いらっしゃい

四994圃

雪がふる︒すずめ親子 四982 ますと︑おかあさんが雨戸をぴしゃりと

四978

した︒見ると︑それがにいさんでした︒

四768園

四759

曇505 このじゅ氷に朝日がさすと︑きらきら

四772

四965

四508 となものです︒風が吹いて來ると︑木

これはにいさんが着てみた服だ︒

上508 て來ると︑木の枝がふれあって︑から

︒﹂と

ちらちらと

えりしゃうには︑星が一つついてるま

四526 ︑スケート場の氷がかちかちになって

四781圃
四796圃

四786圏圖

四806

四544 ︑中からねえさんがのぞきました︒花
四552

勇さんが︑えんがはで︑鏡を
四553 くなれたをんどりが︑ゑさでももらへ

四聖2團 た時は︑少しきずが痛んでゐましたが︑

四棚8團 やうな子どもさんが︑みもんに來てくだ
四柵6園

四佃3
﹁いや︑これは私が拾ったのです︒持つ

の後から︑一人の女が出て來ます︒女﹁も

四型2国 をしてくださるのが︑何よりもうれしい

四佃2團 さい︒あなたがたが來て︑お話をしてく

四悩3圃

四目6圃

四二6園

四五5園

いふちゑのある神様が︑たいそうよいこと

ました︒大勢の神檬が︑お集りになって︑

明かるかった世の中が︑急にまっくらにな

べの

と︑ゆれるたもとが

ないと︑まふことができません︒﹂漁夫﹁

︒でも︑その羽衣がないと︑まふことが

四㎜4囹︑天へかへることができません︒どうぞ

︑日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷物

戸口に並べてみる店があります︒のき先に

五45

五43

りました︒天照大神が外へお出ましになる

四伽4園ます︒﹂天人﹁それがないと︑天へかへる

た︒町の男や女たちが︑この兵たいさんに

五48

四撹3国 が︑あなたのお話がおもしろかったので

︑買物をする人たちがたくさんみるので︑

五84

四撹6量りがたう︒あの花が︑私の枕もとで︑今

︑日本の惟たいさんが︑銃を持って番をし

しになると︑世の中が︑もとのやうに明か

五93團青々としたしばふがつづいて︑鶏が遊ん
五93團ふがつづいて︑鶏が遊んでゐました︒五
五96国に︑たくさんの魚が︑すいすいおよいで
五98團れる大きな杉の木が︑立ち並んでゐまし

松原に︑波がよったり︑かへった

美しい︒白いはま

いてるる兵たいさんが︑けい禮をします︒

五84

る支那の子どもたちが︑車を引いてみる兵

門を過ぎると︑ 廣場があります︒そこで遊

春が志ました︑おひな様

つぜん一人の子どもが︑大きな聲で︑青空

四賀2圃

四駅6
四価2
四鵬3
四鵬7
四鵬4
四鵬5
四柳2
四柵3
四佃8
四望6 南風は︑たいそう仲がわるいやうです︒冬
四皿7 冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹
四温3 ます︒しかし︑北風が少しゆだんをしてゐ
四幅1 してみるうちに︑冬が終に近づきます︒今

発心5 てるると︑暖い南風が︑そっとやって來ま

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑南風がいひます︒すると︑

支配2 を出してみたお日様が︑目をさまして︑暖
四M7

四価4 ひたてます︒野や山が︑また︑雪でまつ白
四描3 をふき︑花のつぼみがふくらんで來ます︒

四備2 す︒すると︑草や木が︑だんだんと芽をふ
いひます︒﹁北風が︑雪や氷で︑野山を

冷害1 士の山︒一人の漁夫が︑みほの松原へ出て

五151囹 ︑うそのやうな氣がするね︒﹂

五143

︑日本の兵たいさんが二人︑話をしてゐま

うい︒﹂兵たいさんがへんじをすると︑み

や︑ふとったひつじが二三匹走って來ます

かった赤いれんげ草が︑はてもなくつづい

な聲で︑兵たいさんがしかるやうにいひま

から︑自分たちの親が︑あの四本足の蛙だ

はらかなやなぎの花がとんで來ます︒さう

で見かける鯉やふなが︑親ではないかと思

ないかと思ったことがありました︒また︑

て行きました︒水草が青々とのび︑水の上

は︑たくさんの兄弟があるのですから︑親

は︑ときどきとんぼがとんで來て︑かげを
︑かげをうつすことがありました︒このこ

尾のつけ根のところが︑少しふくれて來ま
︒初めは︑それと氣がつかないほどでした

て︑とうとう︑それが二本のかはいらしい
︑うれしいやうな氣がして︑わいわいさわ

そこからも二本の足が富ました︒四本足に

今度は︑胸の雨わきが破れて︑そこからも

たまじゃくしは︑尾が︑だんだん短くなっ

て︑水の中にみるのが︑いやになって來ま

にるると︑何だか息がつまるやうな氣がし

上へ顔を出すと︑氣がせいせいするやうに

息がつまるやうな氣がしました︒水の上へ

た︒空には︑お日檬が︑ぎらぎら光ってみ

夏の初めでした︒草が︑青々と茂ってるま

﹁この川かみに人が住んでみるな︒﹂と

そう勇氣のある神様が︑いらっしゃいまし
はし
ると︑川かみから箸が流れて來ました︒み

なると︑おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と申しま

のか︒﹂と︑みことがおたつねになると︑

いさんとおばあさんが︑一人の娘を中にお

了

四柵5園

五102團い︑ありがたい氣がしました︒神殿は︑
五103團じゃうに︑お屋根がかやでふいてありま
五104團 ︑大きなかつを木が並んで︑爾はしに︑
五105国︑雨はしに︑千木が高くそびえてゐまし
五106團︑辛いろのかなぐが︑きらきらとしてゐ
五108国くて︑しぜんと頭がさがりました︒かへ
五125圃花から花へてふがまひ︑花から花へ
五126囲花から花へはちがとぶ︒天長節はう
五134囲 うれしいな︒川が流れる︑野がつづく
五134下︒川が流れる︑野がつづく︑ふもとの町
五142 川ばたのやなぎが︑すっかり青くなり

四馬5 からか︑よいにほひがして來ます︒見ると

五154

︑
支那の子どもたちが︑六七人やって來ま

四柵3囲 べの 松原に︑波がよったり︑かへった

四㎜6 の枝に︑きれいな物がかかってゐます︒漁

五163

︑いつのまにか︑草がたくさん生えました

四酩9園着物は︑見たことがない︒持ってかへっ

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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どもには︑もと娘が八人ございましたが

園

が一が
306

307

が一が

五276囹 もまた︑その大蛇が出て下るころになり
五277園 この娘に別れるのが悲しくて︑泣いてゐ
五285園 一つのからだに頭が八つ︑尾が八つ︒か

五285園だに頭が八つ︑尾が八つ︒からだは︑八
五296 く︑あの恐しい大蛇が出て來ました︒酒を
五298 ︒そのうちに︑よひがまはって︑大蛇は︑

五302 りになりました︒血が︑たきのやうに出て
五302 やうに出て︑ひの川が︑まっかに流れまし
五304 流れました︒みことが︑尾をお切りになつ
五304 つた時︑かちっと音がして︑劒の刃がかけ
五306 たいそうりっぱな劒が出て來ました︒﹁︿略

五305 と音がして︑劒の刃がかけました︒ふしぎ
五321 した︒私は︑かひごがほしくてたまらない
五323 ︑うちには︑桑の木がないことに氣がつき
五323 の木がないことに氣がつきました︒二十匹
五331園

ねえさんは︑﹁葉が大きくて︑たべにく

五326 そこの畠に︑桑の木があることを思ひ出し
五335 した︒ある朝︑大雨が降りました︒風も吹
五347 眠りとほすので︑首がつかれないだらうか
五348 くまゆを作るところが見たいので︑ねえさ
五356 した︒むしあつい日がつづいて︑かが出る
五356 い日がつづいて︑かが出るやうになりまし
五357 ました︒ある夜︑私が本を讃んでゐますと
五357 ゐますと︑あまりかが多いので︑かとり線
五361 氣のよかったかひこが︑みんな弱ってみる

五372園︒かひごは︑あれが大きらひですからね
五383 たべようとしないのが︑五匹ゐました︒そ
五389 ︑青白かったからだが︑だんだんすきとほ
五402園 く︑こんな白い糸が出て來るものですね
五408 まゆでしたが︑それが︑だんだんあつみを
五411 遊びに來ました︒私が︑かひこの箱を見せ

五411︒ある日︑竹田さんが遊びに來ました︒私

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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みたでせう︒こん

きれいなまゆができましたね︒﹂と︑

底︑たひやかつをが
あるでせう︒わか

ら︑

せう︒こんぶの林が

あるでせう︒皿の

﹁このへんが︑

つれさうだね︒﹂

と︑にいさんが︑ 小川をのぞきこん

だくさん生えてゐ
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石の上を︑せきれいがとんでゐました︒し

五575園
コ豆のさやに︑虫が乗ってゐます︒﹂と︑

聾635度しなったあはの董が︑はね返るひやうし
彦名神は︑もうお姿が見えなくなってしま
五638

もの知りのかかしが︑知ってみるでござ
五603空

五576略﹀︒﹂と︑お供の者が申しました︒しかし

た︒ときどき︑流れがゆるやかになって︑

聞えて來ました︒川が︑たきになって落ち

ド︒﹂といふ水の音が聞えて來ました︒川

した︒茂った竹やぶがあって︑しばらく川

上に︑何か小さな物が浮かんで︑こっちヘ

大國主神が︑出雲の海岸を歩い

いづも

も︑いろいろな心持があるやうに思ひまし

その香をふくんだ風が︑そよそよと吹いて

のすぐ上を︑かもめが︑五六羽とんで行き

海が見えました︒舟が︑何ざウもつながれ

近い岸に立つと︑海が見えました︒舟が︑

あみを干してあるのが︑あちこちに見えま

とっから︑茶色な煙が出てゐました︒川の

の向かふ側に︑工場があって︑高いえんと

んは安畠で︑萎のほが出そろって︑一あん

ってゐました︒汽車が止ったので︑私たち

りました︒船頭さんが︑舟をこいでゐまし

てゐました︒渡し場がありました︒船頭さ

りを通る時︑子どもがこちらを見て︑ばん

左手を流れてみた川が︑右手を流れて︑孕

流れてゐます︒汽車が鐵橋を渡ると︑今ま

があって︑小さな木が生えてゐました︒川

ところどころに中洲があって︑小さな木が

開けて來て︑川はばが柔くなりました︒と

した︒だんだん爾岸が開けて來て︑川はば

に乗りました︒汽車が走り出すと︑すぐト

に着きました︒汽車が來たので︑それに乗

ど親の手に︑子どもがすがりつくやうでし

らの岸からも︑小川がそそぎこんでゐます

かふの岸から︑小川が流れこんで來ました
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あって︑しばらく川が見えなくなりました

に︑つつじの赤い花が咲いてゐました︒に

流れが急で︑白い波が︑石と石との間にわ

岸へ出ました︒流れが急で︑白い波が︑石

ました︒おとうさんが︑許してくださった

ぴちはねて︑うろこがきらきらと光りまし

げると︑大きなふなが︑水ぎはでぴちぴち

略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒にいさ

はって︑つり竿の先が︑おじぎをするやう

がりません︒つり糸がぴんとはって︑つり

した︒強い手ごたへが︑つり竿をつたはつ

と︑今度は私のうきが︑水の中へ引きこま

笑ひました︒空の雲が水にうつって︑うき

11にいさんのうきが動きました︒にいさ

る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒ぴ

へ落ちると︑波のわが︑だんだん大きくひ

と音をたてて︑うきが水の上へ落ちると︑

竿をふると︑つり糸が︑ 空に大きなわをゑ

しました︒にいさんが︑ ひゅつと︑つり竿

ました︒きっと︑ 魚がかくれてみるにちが

でいひました︒水草が︑

略﹀︒﹂

一度︑泳ぐところが 見たいなあ︒九

う︒わかめの野原が
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あった︒暑い夏の日が︑かんかんてりつけ

年生以上の合同髄操があった︒暑い夏の日

五944圃

五937

五936

らは︑さっと︑かいがいっせいに立ちあが

の音がしました︒白が勝ったのです︒白の

五827別な大きな︑赤い花が二つ咲いた︒﹂と︑
五833

大空に︑ま白な雲が浮いてみる︒あすか

五834

み︑まき場のこまが朝風に︑いななきな

うぐで︑魚をつるのが樂しみだと書いてあ

五皿2 夜の晩︑子どもたちが五六人集って︑かげ

﹁あれは︑お月様が走ってみるのだらう

ると︑︼人の子どもがいひました︒﹁︿略﹀

五感2園

きます︒﹁お月様が走ってみるのだよ︒

るのだらうか︑雲が走ってみるのだらう

高島1

五鵬6囹

五鵬2園

先生から︑﹁今日が︑どうして海の記念

軍のカッターの子忌がありました︒夏の二

の今日︑明治天皇が︑明治丸といふ帆二
晴れて︑白いかもめが︑海の上を︑すいす

五871園

五882

五887

にも︑同じやうな旗が小さく見えます︒海

五加9 月は動かないで︑雲が大急ぎで飛んで行く

五886白・黄・みどりの旗が浮かんでゐます︒力 五五7 ﹂と︑一人の子どもがいひました︒しかし

五884

五873囹

五868ジオでも︑そのお話があった︒教室で︑先 五一4 そのうちに︑月に雲がかかりました︒月は

五865

さるたひこの

ございますが︑鼻が恐しく高く︑目は︑

途中に︑恐しい男が︑道をふさいで立つ

五952圃

ました︒大勢の神器が︑お供をなさること

けさは︑朝顔が三つ咲いてみた︒二 五946圃 べに野べに白ゆりが︑ゆめ見るやうに咲

といふ時︑先獲の者が︑急いでかへって來

つ咲いてみた︒水色が二つに︑赤が一つ︒

五977

五839

抜いた︒とし子さんが﹁きゃっ︒﹂といっ

五981園

五978園

五838

見ると大きなみみずがみる︒先生が︑﹁︿二

いや︑私は︑皇孫がおいでになると承っ

五993 ると︑その恐しい男がいひました︒﹁︿略﹀

出そろた︑さなへがそろた︒植ゑよう︑
五643圏
五647團りゃ︑こがねの花が咲く︒そろた︑出そ
五655囲 ほう年︑．穗に穂が咲いて︑みちの小草
五656圃 みちの小草も米がなる︒十三 にいさ

五844

みみずがみる︒先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひ

五㎜5園

てるる者です︒私が御案内いたします︒

五975

五845

かんかんとてつた方が︑意馬がいいと思っ

五㎜6囹

五956圏波うち寄せて︑海がわたしを待ってみる

五845

とてつた方が︑氣持がいいと思った︒夕は

五川4 りました︒猿田彦神が︑先に立って︑御三

︒水色が二つに︑赤が一つ︒學校では︑四

五853

いと思った︒夕はんがすんでから︑おかあ

のに︑もうのびた草がだいぶある︒一本一

五853

隊さんから︑はがきが來てるた︒この前︑

五843

五662團それぞれ受持の馬が︑ちゃんと待ってみ
五666團としてみる︒氣持がよくて︑うれしいの
五667国そばへ近寄ることが︑こはかった︒﹁オ
五673團は︑なかなか勇氣がいった︒もう︑今で

五863

五854

五839

五679團れない︒自分の馬が︑ほかの馬にくらべ
五681團か馬にすまない氣がする︒それで︑手入
五687国﹂と呼ぶと︑しろが尾をふってとんで來
五697国いすきなにんじんがはいってみるのだ︒
五704車に乗りました︒人がいっぱい乗ってみて
五705りませんでした︒私が︑にいさんと並んで
五706みたよそのをぢさんが︑私の顔を見ながら
五718略＞Q﹂と︑にいさんがいひました︒﹁あり
五723略﹀︒﹂と︑にいさんがいひましたから︑私
五727町まで來ますと︑人がたくさんおりて︑席
五727たくさんおりて︑席があきました︒をぢさ
五732れ代りに︑大勢の人が︑どやどやとはいつ
五741 ︒すると︑にいさんが︑小さな聲で︑﹁立
五744ばあさんとをばさんが︑ちゃうど私たちの

五899

︑四さうのカッターが並びました︒用意の

すと︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りま

しめてゐます︒艇長が︑﹁かい︑ひたせ︒﹂

五

五色5

五脳3園

直別3園

が走るか︑お月様が走るか︑よくわかる

こへ來たまへ︒雲が走るか︑お月様が二

しばらくは︑﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒

五906

した︒用意のラッパが鳴りました︒﹁ドン︒

五鵬2園

略﹀︒﹂といふ子どもがありました︒しばら

五907

て進みます︒はく手が︑あらしのやうに二

五価8

五鵬3園

五更2

五908

した︒旗を立てた船が︑たくさん出てみて

五鵬9 のとほりに︑みんながしてみました︒する

ていちやう

力を︑ためすことができる︒みんな心を

五915

といふところで︑白が︑ぐいぐい出て來ま

五893園

五792ころに︑あぶらぜみが一匹止ってみる︒せ
五804てある竹に︑とんぼが止ったり︑はなれた
五808金のお皿のやうなのが︑三つ咲いてみる︒

五919

て來ました︒はく手が︑さかんに起りまし

6

しょ︒おかあさんが待ってる︒お客も待

五811くよりもずっとせいが高いが︑これもぼく

五931

︿略V︒﹂と︑みんながいひました︒二十二

＞︒﹂と︑その子どもがいひました︒そのと

6 てるた一人の子どもがありました︒その二

てるました︒みんながわいわいいふのを︑

﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂と︑たがひ

五811高いが︑これもぼくが植ゑたのだと思ふと

五933

ジーッ︒﹂と︑せみが鳴きだした︒ぼくは

五812 ︑何だかかはいい氣がする︒暑い︑暑い︒

五感4

7

勝を知らせる銃の音がしました︒白が勝つ

了8

圏

五935

了了

五815しい︒面しさうな聲が聞えて來る︒さうだ
五819らでおかあさんの聲がした︒ぼくは︑帽子

五 五

が一が
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五五五五五五五五五五五五五
1n了

五梱8園 は︑﹁まあ︑利根が︒﹂といったまま︑
五囲3圃 ︑草の露︑月の光が ぬれました︒とろ
守旧7圃 ︑みうりの火︑栗がはぜます︑にほひま
五伽4園 にいさん︑お願ひがあります︒﹂ほでり
五協2園 ﹁そこで︑お願ひがあるのですがね︒﹂
五梛2園 ﹁そんなに︑つりがしたいのか︒﹂ほを
五皿5園 ︑つりをしてみるがいいさ︒しかたがな
五帝6園 がいいさ︒しかたがない︑わたしは山へ
国訓7 ない︒その時︑何かが糸を引く︒おや︑鎧
五㎜1 いしょ︒ほをりの命が︑つり竿をお引きあ
五㎜1 引きあげになる︒糸がぶつりと切れて︑魚
五㎜2 ぶつりと切れて︑魚が逃げる︒しまった︒
五伽5 りばりのないのに氣がついて︑つりばりが
五伽6六 ついて︑つりばりがない︒どうしょう︑
五伽7園 な︒ああ︑しかたがない︒にいさんにあ
五個6園 たうに︑申しわけがありません︒どうぞ
五情2
一人の年取った神様がおいでになる︒神様
五麗7園 おきのどくな︒私が︑いいことを教へて
五槻8囹 せう︒そこに︑舟があるでせう︒あれに
五齪9乱 お乗りなさい︒私が︑その舟を押してあ
酔榴5二 門のそばに︑井戸があって︑井戸のそば
五柵5園 ばには︑大きな木が立ってゐます︒あな
五柵9囹 ︒﹂神様﹁海の神様が︑きっといいことを

軍犬です︒文子さんが︑ちゃうど三年前に

地にとつげきする日が來ました︒午前五時

五器4

114

ちゃうど︑文子さんが五年生になったころ

五餌3国 ︒あなたから手紙が來ると︑それを︑利
五二5團 喜びます︒あなたが︑かはいがってゐら

ら︑次のやうな手紙が來ました︒利根は︑

しました︒文子さんが︑四年生になった秋

た︒自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬にな

まもなく︑文子さんがねがってみたやうに

なりました︒お正月が來るとまもなく︑文

のちには︑文子さんが學校へ行く時︑とん
︒三年生の文子さんがつれて歩いてみるの

犬をかってみたことがあるので︑文子さん
︒文子さんは︑利根がどこへでもついて來

うちでは︑みんな犬がすきでした︒利根の

取って︑おとうさんがおつけになったので

て來ました︒その親が︑軍犬として︑職地

のかかりの兵隊さんが︑今にも︑利根が來

出しました︒敵の弾が︑うなりをたてて飛

五部8園 になる︒あ︑井戸がある︒きれいな水だ
五悩9
女が出て來る︒井戸の水
五価1囹 あ︑りっぱな神様が︑水にうつっていら

5217624529831
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五五五五五五五五五五五五五五五五五

の神様﹁つりばりが︒﹂ほをりの命﹁さう

みたら︑つりばりがなくなってしまひま

と︑年取った神様が︑私に︑海の御殿へ

五㎜1園
五溜5園

いじなつりばりが︑出て來て神さま
くま

五㎜3囹

五備5圃

ました︒天照大神が︑たけみかつちの神

に︑高倉下といふ人がゐました︒夜︑ふし

たかくらじ

六45 ︑ふいに︑大きな熊が山から出て干て︑す
六53

六76

六73

六71

六68

母校がすむと︑すぐ︑たん

つけました︒高倉下が︑劒を天皇にさしあ

ゆめに見た神様の劒が︑ちゃんとありまし

高倉下は︑はっと目がさめました︒朝早く

の御宅とともに︑劒が天から落ちて來まし

六63園 ︑高倉下といふ者がをりますから︑その

あまてらすおほみかみ

六55

六86

﹁やあ︑もう再校がすんだのか︒早かっ

らって遊んでみた弟が︑遠くから私を見つ
六102園

六92

六108 よにたべました︒稻がだんだん刈られて來

六103囹この中に︑おいもがあるから︑二人でお

六108 送るせみか︑いなごが︑たくさんこちらへ

六112 りません︒大きなのが一匹︑すぐそばの稻
六123園

この牛は︑しやうがないそ︒﹂と︑漬き

六117 つかんだら︑あと足が取れてしまひました

六124 ﹂と︑大きな聲で弟がひとりごとをいひま
門の前に︑ 大きな木が立ってみる︒ほをり

六144

六138

六136

うらの山で︑もずが鳴いてゐます︒氏神

ました︒おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

なって遊んでみた弟が︑たいくつして︑﹁

六131 は︑くくった稻の束が︑田の上に並べてあ

六128 ざくと︑稻を刈る音が聞えます︒私も︑何

六127 しました︒赤とんぼが︑すいすいと︑空を

に︑利根の元氣な姿が見えました︒﹁︿略﹀

正面に︑海の神様が腰を掛けていらっし

んが︑今にも︑利根が來るだらうと思って

五七5

かぐらや︑すまふがあります︒それに今

晩は︑いろいろな店が出てにぎはひます︒

六154団

六153

六147 二十五日のお祭の日が︑ちゃうど日曜日に

六146 て︑忙しかったことが思ひ出されます︒今

五燭5
つけました︒この聲が通じたのか︑利根は
兵隊さんは︑敵の弾が飛んで認るのもかま

しかし︑もう走る力がありません︒かかり

五鵬9囹 に︑りっぱな神様がいらっしゃいます︒
五観1園 檬﹁りっぱな神様が︒﹂
五二5
海の神様が︑ほをりの命をおつ

しゃる︒ そこへ︑女が出て來る︒女﹁海の

りの兵隊さんは︑氣がくるったやうに呼び

うどその時︑敵の弾が︑ばらばらと飛んで

︒いよいよ︑わが軍が︑敵の陣地にとつげ

した︒のちには︑敵が利根の姿を見つけて
︑みんなの兵隊さんが︑利根のかうしたは

んなにはげしく︑弾が飛んで早る中でも︑

行け︒﹂といはれるが早いか︑どんなには

に︑はげしく職ふ時が來ました︒みかたの
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六211 といふだけで︑それが︑どこの國であるか

六206 をりの高いくだものがあることを︑天皇は

六201圃らら︑聞いても心が勇みたつ︒五 田道

六171團 めづらしい牛行列が見られるさうですね
た ち

六156国 着物を着せ︑牛飼が︑赤白のたづなを引

六155團 に一度ある牛行列が通るさうです︒牛に

六324團

六322国

六317團

六316團

六315国

六314国

六308團

うにしておくことがだいじだよ︒これら

ら︑いろいろな音が︑聞きわけられるや

きわけるやうな人が︑みなくてはならな

つかり見渡すことができる︒また︑水の

遠鏡のやうなものがあって︑海の上を︑

ぐったら︑海の上が見えないだらうと思

海の上へ浮くことができるのだ︒水の中

で︑浮かないことがありはしないかと︑

六441園

六436

六436

六432囹

六428園

六426

略V︒﹂と︑次郎さんがいったので︑みんな

六433園洋の小さな子どもが︑よく葉の上に乗っ

六429

いったので︑みんなが笑ひました︒﹁︿略﹀

六422園

です︒あなたがたが使ふ消しゴムや︑ゴ

六215 十年といふ長い月日が︑たってしまひまし
六325團

がある︒海の深さが︑どのくらみあるか

六336團

︑勇氣とおちつきがたいせつだ︒かうし

こへでも行くことができる︒潜水艦には

六458

星453 ︒﹁︿略﹀︒﹂正男さんがいひました︒﹁︿略﹀

す︒よくなれた象が︑大きな材木を︑運

六349国

六451園

六447園

六446 ら︒﹂と︑春枝さんがいひました︒﹁︿略﹀
ざう
した︒﹁あっ︑象が出た︒﹂次郎さんは︑

うつしませう︒何がうつるか︑あててこ

︒葉のさしわたしが一メートルもあって

略﹀︒﹂と︑太郎さんが︑大きな聲でいひま

で︑大きなおぼんが浮いてみるやうだな

また︑ちがった窺眞が出ました︒﹁︿略﹀︒﹂

六218 で︑美しいたちばなが生ってみるのを見つ
六328團

六327国︑豊里しあふ機械がある︒海の深さが︑
乗ってみる潜水艦が︑今︑何メートルの

ゑんきやう

六226 ておそくて︑しかたがありませんでした︒

六226 ぱいはらんで走る船が︑おそくておそくて
六331團

六256 になって︑暖い太陽が山一面にかがやきだ
六357

寒い冬の風が吹くころは︑みかん 六333国 を一々はかる機械がある︒だから︑潜水

六257 のみかんの木に若芽がすくすくとのびあが

六367︒かべには︑白い布がはってあって︑それ 長463 ︒﹂と︑ゆり子さんがいひました︒勇さん

六252

六242 おさへてみた悲しさが︑ 一度にこみあげて

六258 やがて︑まつ白な花が咲いて︑何ともいへ

六367

れに︑南洋のけしきが︑次から次へとうつ

六476

今まで暗かった部屋が︑ぱっと明かるくな

六459 植をしてみるところがうつりました︒﹁日

ると︑その時︑窮眞がかはって︑田植をし

六258 へない︑よいかをりがあたりに満ちあふれ

うちで︑げんとう會がありました︒正男さ

六261 あふれます︒その花が散ったあとには︑か
六263 い實が生ります︒夏が來て︑海の方から︑

六262 かはいらしい青い實が生ります︒夏が來て

六265 と︑いろいろな害虫が︑葉や枝にとりつい

六263 から︑そよそよと風が吹いて猛ると︑この

六275 おいしさうなみかんが︑山といふ山︑谷と

六274 黄色にだんだん赤みが増して來て︑おいし

六402園

六401

六395

六394園

六392園

らたくさんのせきゆが出ること︑せきゆは

のらくかさん部隊が︑スマトラの空から

勇さんと︑花子さんがいっしょにいひまし

行っても見ることができます︒﹂

にかげをうつすのがやしの木で︑こんな

六562園だらうと︑みんながいってゐます︒﹂村

六561園と︑子どもの孝心が︑神様にとどいたの

六272 しめたものです︒秋が終りに近づき︑そろ

六268 ︑秋のお祭のたいこが︑村村に鳴りひびく

六279 もいひあらはすことができません︒かごを

略﹀︒﹂と︑正男さんがたつねました︒天略

れだけなのに︑山がうつる︑川がうつる
六371 みる昭南島のけしきがうつりました︒ズ略 六484圏
︑山がうつる︑川がうつる︒映壼の幕は
六372囹
た︒﹁どんなことがあっても落ちないと 六484囲
︑五階︑六階︑家が出て來る︒映書の幕
六373園 ないと︑イギリスがいばってみたシンが 六487囲
に︑何十皇の戦車が通る︒映壼の幕は︑
六493圃
六379囹やうに日の丸の旗が︑南の空にひるがへ
で︑つい︑けんくわが始りました︒太子の
六382 勇さんのおとうさんが説明されたので︑み 六507
︒尊は︑お子様たちが︑何か大きな聲をし
六386 みるやしの木の里美がうつりました︒﹁︿略 六513
︒これは︑聖徳太子が︑四歳の御時のこと
六539
村の人が︑二人で話をしてゐ
六543

六287 ます︒その時は︑目がまはるほどいそがし

六411

六405

六272 近づき︑そろそろ冬が始るころには︑この

六288 がって育てたみかんが︑日本中はもちろん

六557園なんでも︑その子が︑山で酒の流れてみ

村の人一﹁もみちが︑きれいになりまし
寓眞がかはりました︒あた 六544園
六555園ごろ︑ふしぎな話があるのです︒﹂村の

六289 つのだと思ふと︑心が勇んで︑みんなにこ

六298團漕水艦は︑からだが小さい︒だが︑軍艦 六415園 11木の幹にすちがつけてあるでせう︒ 六567囹かふから︑あの子がやって來ましたよ︒
六306国ろで︑この漕水艦が︑水の中へもぐるの 六421囹 かためると︑ゴムができるのです︒あな 六569ぎをせおった子どもが︑出て亘る︒子ども

311
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六717

やがて︑おとうさんが︑蹄って來られまし

ぢさんや︑をばさんが︑うちへ來てるられ
が︑けがのないのが︑まあ︑何よりのし

六732
六734囹

六755

六744

もえがらを捨てたのが︑もとだといふこと

も︑ある家の子どもが︑マッチをすって︑

生は元亨なをばさんが︑今日は︑いちばん

六741囹町のめぬきの場所が彫ったのは︑まった

六756

子どもの火あそびが︑いちばんいけない
外では︑寒い風が吹いてゐます︒夕飯

六757園

＞︒﹂と︑おちいさんがいはれました︒﹁︿略

た︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私がいふと︑﹁︿略﹀︒﹂と

六798

六793

六805

＞︒﹂と︑おとうさんがいはれました︒私は

＞︒﹂と︑おかあさんがいはれました︒﹁︿略

略﹀︒﹂といって︑弟が︑たべかけてみたみ

六808

六802

六812

六867国肉

六573園 の人；よくせいが出ますね︒﹂子ども﹁
六581囹ます︒この間︑私が︑山でたきぎを拾つ
六582囹ますと︑つい︑足がすべってころびまし
六584園のへんに︑酒の香がいたします︒ふしぎ
六585囹︑石の間から︑水が流れ出てをります︒
六586園てをります︒それが酒でございましたの
六597親孝行な子どもの話が︑都にも傳はりまし
六601れ多くも︑時の天皇が︑それをお聞きにな
六614た︑小さな虫めがねが出て來た︒又略﹀︒﹂
これは︑いいものが見つかった︒﹂と思
六615囹
六622と︑向かふのけしきが︑小さく︑さかさま
六625いた︒どこかの屋根が︑めがねの玉いっぱ
話に聞いた望遠鏡が︑できるかもしれな
六631囹
六634やうど︑めがねの玉が︑はまるくらみの大
つつ
六638 ︒これで︑一本の筒ができあがった︒次に

雪が降った︒あたりが明かるくなって︑氣

六831

を見ますと︑子どもが︑手をあげてけい禮

さういひながら︑弟が持って來た二上を見

兵隊さんから︑手紙が來ました︒急いであ

た︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私がいひますと︑﹁︿略﹀

︑いろいろな品物が出て來ました︒﹁︿略
﹁おい︑かき餅が來たぞ︒干柿もある

六705 ンの音︑人の聲などが入りまじって︑遠く

六702 空に︑ぱっと火の粉があがったり︑また︑

六905

六901

六898

六894

︒﹂先生の大きな聲がする︒みんなは︑雪

集るやうにと︑先生がいはれた︒きっと︑

﹂﹁おはやう︒﹂三人が︑並んでまた雪の上

友田くんと小野くんがやって來た︒﹁おは

雪が降った︒あたりが明

なあ︒郷土の味がする︒﹂などといひ

六708 V︒﹂と︑道を通る人が︑話し合ってゐまし

六859團園

六858国

六856團要ると︑みもん袋が來てるました︒私は

六847

六838

六832

餅と︑あなたたちが手傳って作った干柿

六888

明かるくなって︑氣がはればれとする︒學

あんでみたねえさんがいひました︒﹁︿略﹀

六648ちぢめたりすることができる︒さあ︑でき
六652ぞいて見た︒長い物が︑ぼんやり見える︒
六654した︒電柱だ︒針金が︑六本あることまで
六657じだ︒おや︑だれかが︑しゃうじの間から
六672囹の家のせんたく物が見えます︒あ︑人が
見えます︒あ︑人がこっちを見てみる︒
六673園
見てみる︒森の木がきれいですね︒﹂し
六673園
六677園ないのです︒ぼくが︑考へて作ったので
日がくれてまもなく︑け
六682

六888

六815

六683 けたたましく︑亀鑑が鳴りだしました︒窓

六888

六825園

六698 を︑警防團の人たちが︑ポンプを引いて︑

六685 見ると︑西の方の空が︑まっかにそまって

六711園 は︑あした︑學校があるのだから︑しん

六916

たの城には︑赤い旗がひるがへり︑敵の城

六714 いりましたが︑火事が氣になって︑なかな

六917敵の城には︑白い旗がなびいた︒友田くん
六923らへた︒やがて先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ
六929 ︒﹁ビリー︒﹂と︑笛が鳴った︒﹁わあ︒﹂と
六935行ったが︑友田くんが︑ひょいとしゃがん
六939 へ︑どこからかたまが飛んで來て︑ぼくの
六942時︑﹁進め︒﹂の號令が掛った︒二軍は︑﹁
六946ひらしてみるが︑手がとどかない︒守る隊
六947隊も︑必死だ︒ぼくが︑山をのぼりかける
六948まへて︑引っぱる者がある︒見ると︑小野
六948 ︑小野くんだ︒ぼくがころぶと︑一一三人が
六949がころぶと︑二三人が︑ばたばたと倒れか
六951がる︒まだ︑白い旗がひらひらしてみる︒
六955出して︑みかた三人が︑しっかり腕を組ん
六957のうち︑だれか一人が︑雪の山にのぼって
六961 ︒とうとう︑旗に手がとどいた︒ぼくは︑
六964 萬歳︒﹂と︑みんなが︑喜びの聲をあげた
六965びの聲をあげた︒笛が鳴ったので︑両軍は
六968園
つた︒この次に雪が降ったら︑またやる
六969どやどやと︑みんなが︑ぼくのところへ寄
六972ぼくの肩をたたく者がある︒友田くんだ︒
︒﹁今度は︑ぼくが取ってみせるぞ︒﹂
六973園
六974略﹀︒﹂と︑小野くんがいふ︒いつのまにか
六975 ︒いつのまにか︑空がくもって︑雪がさか
六975 ︑空がくもって︑雪がさかんに降りだして
六987ふ人の家で︑弓の會がありました︒若い人
六988ました︒若い人たちが︑大勢その家に集っ
六㎜1 せう︑一人の若い男が︑つかつかと進み出
六梱1 しさうに見えた里並が︑急にがっしりと二
六榴2圏國 ﹁あ︑梅だ︒梅が咲いてみる︒﹂と︑
瓦窯3圃 略﹀︒﹂と︑勇さんがいひました︒﹁︿略﹀
六悩1圏囹 ︑うれしい︒春が去たのね︒﹂と︑花
六悩2圃 ﹀︒﹂と︑花子さんがいひました︒﹁︿略﹀

六悩5圃 ﹂と︑ゆり子さんがいひました︒﹁︿略﹀
六個7圏圓 けれど︑にほひがいいのね︒﹂と︑春
六鵬1圏 ﹀︒﹂と︑春枝さんがいひました︒﹁︿略﹀
六出3圏圖 花よりもにほひが咲くのです︒﹂と︑
六二4圃 ﹀︒﹂と︑正男さんがいひました︒みんな
無価6團 さんのいったことが︑おもしろいと思ひ
六鵬2囹 子︑チューリップが咲いたよ︒來てこら
六書3 略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外から窓ごしにい
六柵5 ︒いっか︑にいさんが作った小さな温床に
六塒6 ︑おだやかな冬の日が︑いっぱいにさしこ
六鵬7 いチューリップの花が一つ︑にっこり笑っ
六塀2 つくらとした花びらがだきあって︑まだ十
六研6 ってみたいやうな氣がします︒すみれも︑
六柳8 のすみれ色をした花が︑暖い日を受けて︑
六佃1 ます︒すみせんの花が四つ︑かはいらしい
六佃6 やうに︑みどりの葉が生き生きして︑赤や
六柵8 白や︑むらさきの花が︑美しく咲いてゐま
六㎜5園 て︑﹁お人形さんが︑ 汗をかくだらう︒
六二9園 は︑枯れた葉などが入れてあるから︑夜
雪舟が︑子どもの時の話で
六佃4
六麗1園 かふと︑つい︑給がかきたくてたまらな
六麗2囹 を習はう︒わたしが︑ここで︑こんなに
六麗8 泣きだしました︒涙が︑とめどなくこぼれ
六悩3

した︒ 大きなねずみが一匹︑雪舟の足もと

六備8 ばらくすると︑雪舟がかはいさうになりま
六桝8 ませんでした︒雪舟が︑板の間に︑涙でか

六柵3園 ながら︑﹁わたしがわるかった︒おまへ
六価3圏 は︑給かきになるがよい︒これほど︑お
六価4園 これほど︑おまへが上手だとは︑今まで
六備3 ともに︑あたりの土が︑高くはねあがりま
六佃4 ります︒煙毒銃の弾が︑雨あられのやうに
六擢2 ぎっしりと︑鐵條網が張りめぐらされてゐ

六㎜3

六冊8

二藍4

六三9

た︒第二班に︑命令がくだりました︒敵の

時︑頼みにする煙幕が︑だんだんうすくな

た︒﹁前進︒﹂の命令がくだりました︒待ち

ど︑顔を向けることができません︒すると

ちには︑その破壊筒が︑恐しい勢で愛護す

したはずみか︑北川が︑はたと倒れました

に立ち︑江下︑作江が︑これにつづいて二

突進しました︒北川が先頭に立ち︑江下︑

六㎜5

した︒そこに︑作江が倒れてゐました︒﹁︿

六㎜3

六㎜3

六下8

しとしと︑細い雨が降る︒雨はこぬかか

六五8
六二3圃

六桝6圃︑ぬれて︑しっくが落ちるたび︑ひろが
六備3

も見えます︒子どもが︑船のまん中にゐま

たので︑見ると︑船が一さう走ってゐます

した︒﹁︿略﹀︒﹂文治が指さしたので︑見る

を浮かすやうに︑船がさがると︑からだを

さきにすわって︑船があがると︑からだを

六悩7圃︑ひろがる波のわがまるい︒春は春でも
画期4
六櫛7

六楢7
六出8
六摺5

︑のう︒﹂と︑一人がおんどを取ると︑大

︒何十さうといふ船が︑今︑思ひ思ひに網

と︑ともにみた船方が︑﹁あぶない︒﹂とい

に呼びながら︑文治が立ちあがりかけると
六櫨2

直島4

六囲7

取ると︑大勢の船方が︑みんなこれに合は

うした静かな野原が︑ひろがってゐます

かで︑小鳥の鳴く聲がしてゐました︒ズ略

︒ところどころに林があって︑どこかで︑

︒初めに︑謡い野原がうつりました︒とこ

せるまっかな吹流しが二本︑威勢よく風に

いわしの重みで︑船がぐっと傾くほどです

中には︑いわしの山が築かれます︒いわし

を流してゐます︒網が︑せばまって來た時

六伽7
六伽3
六月9
六伽1
六甲6
六二3

六梱2
六悩3

しました︒むさし野が︑うすくなって消え

＞︒﹂といふ説明の聲がしました︒むさし野

六梱6園
六梱8

近心9

一工國
一二r
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消えると︑船の汽笛が﹁ボi︒﹂とひびき

後に︑りっぱな建物があらはれました︒﹁︿

會でした︒ふんするが︑勢よくあがってゐ

御紋のついたまん幕が︑風にゆれてゐまし
︒たくさんの菊の鉢が並んでゐます︒目の

﹁海ゆかば﹂の量販が︑おごそかにひびき

ま正面に︑靖國神社がうつりました︒﹁海

やすくに

間から︑大きな鳥居が見えました︒それか

らしく︑さくらの枝がゆれてゐます︒花と

あらはれました︒風が吹いてみるらしく︑

に咲いてみるところがあらはれました︒風

ました︒さくらの花が︑いっぱいに咲いて

︿略﹀︒﹂お参りの人が︑たくさん通ります

の茂った清らかな道がうつりました︒﹁︿略

年生の時に習った詩が︑思ひ出されました
︒﹁君が代﹂の音樂が始りました︒私たち

かりました︒二重橋がうつりました︒目の

ぐ宮城だといふことがわかりました︒二重

てるて︑白いやぐらが見えました︒私は︑

た︒正面に︑松の木が茂ってみて︑白いや

れ︑馬場先門の廣場があらはれました︒正

前にある大きな建物が︑じゅんじゅんにあ

な電車が阿る︑汽車が來る︒﹁東京︑東京︒
︑東京︒﹂と呼ぶ聲がして來ました︒東京

つづいた大きな電車が來る︑汽車が登る︒

ひびきがして︑窺眞がかはりました︒たく
︒たくさんのレールが光って︑何垂もつづ

といふ電車のひびきがして︑罵言がかはり

行くと︑りっぱな橋が︑次から次へとかか

︒﹁︿略﹀︒﹂水の流れが見えて︑隅田川のけ

ら︑たくさんの荷物がおろされます︒﹁︿略
すみだ

して︑大きな貨物船が︑目の前にあらはれ
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ます︒やなぎの並木が︑にぎやかな通をき

す︒電車や︑自動車が︑ひっきりなしに通

店が並んでみて︑人が︑すれあふほどたく

ました︒爾側には店が並んでみて︑人が︑

七85

七83

七83

七79

七77

七67

七56圏

み出て︑まはりの砂が︑少しつつくつれて

た︒ほったあとに水がしみ出て︑まはりの

かちりとさはるものがあります︒三センチ

さんと︑私と︑四人が一組になって︑ほり

七75囹︑どんな生きものがみるかを︑よく氣を

七67

︑小石のやうなものが︑手にさはりました

︑もう大勢の人たちが︑潮干狩をしてゐま

海岸は︑一面に潮が引いてみて︑もう大

海に落ち︒かもめが五六羽とんで來て︑

七2110
なると︑中に火打石がありました︒尊は︑

七123 つぶしました︒先生がごらんになって︑﹁︿
七129 ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃいました︒
七132七センチばかりの魚が︑からだをくねらせ
七136になりました︒べらが︑たもの中でぴちび
七138 ︒そのころから︑潮がだんだんさして來て
七朽2 ︑朝から︑大勢の人が出はいりしました︒
七153 ︑たくさんの男や女が集って來ました︒そ
七155 ︑一人の美しい少女がまじって︑かひがひ
七156てゐました︒酒もりが始ると︑この少女も
七朽8 ました︒だんだん夜がふけて來ました︒客
七165 る︑待て︒﹂といふが早いか︑ふところに
けいかう
七183終って︑たけるは息が絶えました︒景四天
やまとひめのみこと
七193御をば倭姫命は︑尊が二度の大任をお受け
︑﹁もしものことがあったら︑忘れずに
七197園
しか
原には︑大きな鹿がたくさんをります︒
七206囹

︒﹁︿略﹀︒﹂大きな木が立ってみて︑その根

に︑笛とたいこの音がひびいて來て︑ずら

いところにるることがわかりました︒﹁︿略

金網の張ってある池が出ました︒水鳥が︑

しろくま

池が望ました︒水鳥が︑たくさん泳いでゐ
さる
泳いでゐました︒猿が︑上手にぶらんこを

ました︒﹁︿略﹀︒﹂象が︑のそりのぞりと歩

てゐました︒きりんが︑せいのびをしたや

と歩いてゐます︒虎が︑じっとこちらを向

してゐました︒白熊が︑頭をふってゐまし

すわってゐます︒鳩が︑何十羽となく集っ

はと

とコリ

ゐました︒ライオンが︑大きな聲を出しま
ざう

を拾ってみるところが出ました︒小さな干

六備2 ふと︑いきなり爆音がして︑みるみる︑鳥
六備6 初めに出たむさし野がまたうつりました︒
六網7 の向かふに︑富士山が光って見えます︒﹁︿
六桝1 ﹂こんな子どもの歌が︑聞えて來ました︒
七48圏銀色で︑空と海とがとけあって︑明かる
七54翻げてみた︒弟の石が海に落ち︑つづいて
七55圃︑つづいてぼくのが海に落ち︒かもめが

﹁おや︑こんな貝が出た︒﹂と︑正男さ

した︒小さな女の子が︑豆をまいてやりま

六麗2 りました︒大勢の人が︑並んで演奏してゐ
六襯5 ﹂放送局のアンテナが︑空高くうつりまし
六襯6 よく晴れた空を︑鳥がむらがって飛んでゐ
六麗8 ︑遠い空から飛行機がやって撃て︑やがて
六備2 する飛行機に︑乗客が乗ってしまふと︑い

だお祭のちゃうちんが︑うつりました︒﹁︿

七89

七2410
父や︑近所の人たちがかけつけた時︑少年

七232おまつりしてあるのが︑この御宇でありま
たいわん
七235 ︑垂湾で大きな地震がありました︒公學校
七237ふ少年は︑けさも目がさめると︑顔を四つ
七239は︑皇大神宮の大麻がおまつりしてあるの
七246 ゴー︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まは
どかく
七248 ︑そばの建物の土工がくつれて來ました︒
七810囹

ゴーン︒﹂と︑かねがひびいて︑淺草の大
︑忘草の大きなお寺があらはれました︒に
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140
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かついだ子どもたちが︑もみあひもみあひ

や歩きながら︑子牛がねてみるやうな岩の

七271かと︑先生は︑諸芸がかはいさうでたまり

七262何百人といふけが人が運ばれて︑先生たち
七263て︑先生たちは︑目がまはるほどいそがし
七264 つたのですが︑徳坤が重いけがをしたと聞

んざ
︒にぎやかぎな
銀座通が︑うつりました︒爾

ノ、
141

＿L．

略﹀︒﹂と︑正男さんが︑六七センチもある

と︑足にさはるものがありました︒拾って

七91

七107

ました︒私は︑これがあの︑おわんの中に

略﹀︒﹂と︑花子さんがいひました︒私は︑

七106
七111

のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れる

を流れるうちに︑字がすられ︑給がすられ

七111

にぎやかな元正な聲が︑急にかはって︑﹁

に︑字がすられ︑給がすられ︑たちまち本

音がして︑まるい玉がはじけました︒﹁︿略

た︒﹁パチン︒﹂と音がして︑まるい玉がは

七119
七1110

七288に やちよに 徳坤が心をこめて歌ふ聲は
七293に︑すすり泣きの聲が起りました︒いはほ
九段のお社に︑櫻が咲いてをりました︒
七303間

七275とうとしてるた徳坤が︑夜明近くなって︑

大勢の生徒さんたちが︑足並みをそろへて

ました︒きみがよは ちよに やち
七114笑ひながら︑勇さんが走って來ました︒手 七285図筋彫

七1110

v空には︑白い雲がぽっかり浮かんで︑
かんで︑日の丸の旗がひるがへってゐます

︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいったので︑私たち

志して來ます︒それが美しいわになったか

ます︒勇ましい音樂が始りました︒大勢の

〉。
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七327 院には︑大勢の病人がおしかけて︑艶事を

七326 せやく院といふ病院が立ってるました︒せ

七325 宮殿や︑お寺のお堂が︑あちらこちらに三

七316圃主導の入口に︑人が並んでをりました︒

七305圏鳥居︑かねの鳥居がありました︒とびら

七413

七409

七408

七407

七404

七404

られると︑校長先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

け︒﹂と︑山田先生が號令を掛けられると

た︒そこへ神主さんが︑三人お見えになり

て︑それにしめなはが張ってありました︒

どに︑せいの高い竹が四本立ててあって︑

いふのは︑新しく家が立つ土地の神様に申

しました︒校長先生が︑地無祭といふのは

七576 があるものかと︑賊が城の門まで攻めのぼ

七576 一つ︑何ほどのことがあるものかと︑賊が

七564 なさい︒神戸の市街が︑まるで給のやうに

七559 内には︑ずるぶん船がゐますね︒何ざうあ

七557 ︑こしらへてみるのが見えるでせう︒港内

七551 さい︒だれか女の人が︑赤い日がさを振つ

七548 ︑上屋の人は︑だれがだれだか︑はっきり

七543 ておあげなさい︒船が港を出る時は︑途中
ざう
七546 う︒ちやうど︑子犬が︑象でも引つばつて

しうくわん

七329園 い目の病で︑ものが見えなくなりはしな
七413

日光をあびて︑祭壇が︑美しく︑にぎやか

をしてみると︑城兵が切りこんで重て︑二

汲みに來ない︒番兵がゆだんをしてみると

七586 には︑十分水の用意がしてあった︒二日た

七584 番兵を置いて︑城兵が汲みに來られないや

楠木正成がたてこもった千早城

くすのきまさしげ

七343 なほるといふうはさが︑いつのまにか日本
七414園

えました︒神主さんが︑のり︑とを讃まれま
をして︑うがちぞめがありました︒うがち

七588

七572

七345 む病人や︑傷の痛みがなほらないやうな三
七425

七423
七4210

あります︒校長先生が︑先生がたを代表し

七588

七349囹

七356 の風呂にはいる病人が︑いつも絶えません
七432

︒次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表

﹁今から︑地卵祭が始ります︒﹂といは
さいだん

ました︒﹁皇后様が︑御自分で︑病人の

七347 もあたたかい藥の湯が︑あふれでるました

七3510 病人のからだから光がさし出て︑あたりが

七433

ひました︒山田先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

の時︑あの白い着物が︑ほんたうに美しい

た︒三人の神主さんが︑静かに︑私たちの

七608

七608

七602

ると︑方々で︑官軍が︑ひやうらうの道を

千人か死傷した︒賊が︑千早城一つをもて

幅が一画五尺︑長さが二十丈︑その上を賊

渡して橋にした︒幅が一丈五尺︑長さが二

ふみとどまった︒賊が︑四方からこれをめ

七5910園

七361 がさし出て︑あたりが金色にかがやき渡つ

七438

このあき地に︑講堂がりっぱに立つた時の

七614

かりになった︒それが前後から官軍に討た

め︒﹂山田先生の聲がしました︒三人の二

お鯖りになる先輩ひがとなへられました︒

七441

七439

て︑船に乗った︒船が︑ある港にとまった

七614

七436

七367 が始ります︒黒い牛が︑ゆっくりと引いて

七447

こからかあやしい船が現れて︑用光の船に

七624 途中には︑敵方の者が多かった︒中にも︑

七617

賊は︑﹁それ︑敵が出た︒一人ものがす

七369 り返された新しい土が︑暖い日光に照らさ

七454

思ふと︑恐しい海賊が︑どやどやと乗り二

七438

る口をいはせた︒賊が︑これを聞いて︑く

七371 に照らされます︒土がほり返され︑くれ三

七455

ず︑戦はうにも武器がなかった︒とても二

七364 ︒﹂と︑蛙の鳴く聲がします︒そのころか

七592

七371 ちがすむと︑田に水がなみなみと張られま

七456

七366 で︑もう苗代の仕事が始ります︒黒い牛が

七372 れます︒今度は︑牛がまぐはを引いて︑泥

七458

七388 もうひたひたと︑水がたたへられてるます

七382 らみにのびて︑葉先が︑朝風にかるくゆれ

七382 並べたやうです︒苗が︑二十センチぐらゐ

七378 若々しいみどりの苗が出そろって行くのは

七533

七533

七529

七526

七522

証474

七471

えます︒愛國行進曲が聞えます︒さあ︑私

ますね︒軍艦マーチが聞えます︒愛國行進

勇ましい戦隊の音樂が聞えますね︒軍艦マ

たたましいどらの音がします︒まもなく出

上屋で︑見送りの人が︑いつぽい並んでゐ

からあとから︑乗客が乗ります︒船の出る

雲もない空には︑月が美しくかがやいてゐ

＞︒﹂といった︒これが︑名人といはれた自

七676圏

七6410

七643園

七635

七631

七628

がひますね︒だれが︑いちばん正しいで

七667 ︒﹂そこへ花子さんが來る︒花子﹁みんな︑

七659

たある日︑正男さんが︑自分のかげを見な

御事を︑この荘司が手に入れたのだ︒﹂

寄ると︑芋瀬の荘司が︑家鳴の大男に宮の

︑おし立ててみる者がある︒義光は︑ふし

彦四郎義光といふ人がみた︒このへんの二

七371 り返され︑くれ打ちがすむと︑田に水がな

七377 え始めます︒種まきがすんで十日あまりた

七375 くの田で鳴く蛙の聲が︑天略﹀︒﹂と︑にぎ

七3810 ゐます︒蛙のすみかが︑かうして︑たんぼ
ぢちん
七397 もうまもなく︑田植が始ります︒八 地二

七534

七6710

ひこしらうよしてる

七399 校では︑新しい講堂が立つことになりまし

ます︒上屋の人たちが︑一生けんめいで︑

うはや

七401 今日は︑その地鎭祭がありました︒講堂は

七539

と︑春枝さんの三人が集ってみる︒三人と

︑御旗をうばひ取るが早いか︑かの大男を

七403 に︑四年以上の生徒が︑そこに集合しまし

315
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さは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのびて

七836国

七828團 すぐ武装することができます︒書のつか 七935 つたその時︑空と水がひっくり返って︑か
本田くんと山本くんが︑垂の上で笑ってゐ
七832團 ﹀︒﹂と︑急に命令がくだることがありま 七937
ふべの柳かげ︒母が呈して︑子の馬は︑
七832團命令がくだることがあります︒その時は 七954圃
七958圃ひろがる 水の輪が︑いくつも出ては消
七834團 螢當初は︑寒い風が吹きまくる螢庭で︑
うつった 三日月が︑ゆらゆら見えたり
七835国 たり︑なかなか骨がをれましたが︑だん 七963圃
沼の岸︑柳のかげが暮れて行く︒二十
七967圃

七827国

ると︑日々の仕事がおもしろく︑ゆくわ

で︑よくせいとんがしてありますから︑

略﹀︒﹂と︑山本くんがいったので︑今度は
七9210

いのに︑かげだけが︑あんなにのびたり

七847国︒ぢき消燈ラッパが鳴りますから︑これ 七974 一度に震動した︒瓦が落ちる︑窓ガラスが

ぷさう

しばらくで︑かげが百二十四センチにち

には︑針のやうな管がありますから︑その

住んでゐます︒前足が丈夫ですから︑けら

同じ長さになる時が︑あるにちがひない

七865

つと長い地下の生活が終るのです︒そこで

です︒この小さな虫が︑やがて木をおりて

﹁今︑ぼくのかげが︑百二十八センチあ

いんだ︒いい考へが浮かんだ︒﹂さもう

んは︑ぼくのかげが百二十四センチにな
七8710

七871

が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑石垣がくつれ

七佃6團 ︒煙突やアンテナが︑せいのびをしてゐ

引き延したやうな雲が︑金色に︑くれなみ

筋のこまかい金の矢が︑夕空を染めて︑空

しさでせう︒今︑日が沈んだばかりのとこ

てしまひました︒日が落ちたあとの空は︑

行くやうに︑動くのがはっきりと見えます

木立や︑家や︑煙突が︑くっきりと夕空に

うとうと︑とけた物が動いてみるやうに見

赤い大きな薄日が︑今︑西の遠い︑卜

は︑もうりつぼな網ができてゐました︒二

との間に︑一筋の糸が︑空中にぴんと張り

までたるんでみた糸が︑だんだんまつ直に

た︒くもには︑それがすぐわかるものとみ

さんの糸の中の一本が︑向かふの柿の木の

れない細い︑白い糸が︑夕風にゆられなが

みると︑大きなくもが一匹︑すうつと︑停

ばならないといふのが︑元帥の心であった

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑人々がすすめても︑元帥は

いたるところに火災が起ってるた︒起ると
︒まつ︑自動車小屋が見るまに焼けた︒元

ひ︑地はゆれ︑市民があわてふためいてみ

たが︑はげしい震動がひとまつ過ぎると︑

ガラスが飛ぶ︑石垣がくつれる︒傾く家︑

1087618521053439727135754

男﹁待てよ︑かげがのびたりちぢんだり

さと︑かげの長さが同じになるといふわ

七856

七852

ル︒﹂みんな﹁あれが十ニメートルの高さ

に︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑中から

の道を︑トラックが通る︒﹁︿略﹀︒﹂けた

にせなかが出る︒頭が出る︒つづいて足が

ます︒すぐにせなかが出る︒頭が出る︒つ
が出る︒つづいて足が出て來ます︒もう十

みつみつしいからだが現れます︒すぐにせ

七881

七881
七882

ちやになってみた羽が︑みるみる延びて十

七881

ませて︑兵隊さんが通る︑一中隊ばかり

七889

せみ

いなあ︒﹂だれもがさういふ︒しかし︑

當ると︑すっかり色が攣って︑見るからに

の庭に︑日まはりが咲いてみる︒くろぐ

︒朝︑起床ラッパが鳴ると︑いっせいに

中にもぐつてみる蝉があるといふことです

略﹀︒﹂と︑本田くんがいひましたので︑い

七895

七914

かこはいやうな氣持がしました︒頭の上で

七901

七916

の上では︑夏の太陽が︑かんかんと照って

た手拭で︑からだが赤くなるほどこすり

七917

らきらと光って︑目が痛いやうです︒﹁︿略

けるのです︒貼呼がすむと︑きれいな朝

て行きます︒貼呼が終ると︑みんな聲を
︑力強い奉讃の聲が聞えて來るのは︑こ

七918

とびたまへ︒きみがとばなければ︑ぼく

たが︑本田くんの方が上手でした︒上のい

です︒勅諭の奉讃がすむと︑班長殿から

七919園

ばなければ︑ぼくがとべないぢやないか

七907

﹂と︑消燈ラッパが鳴り渡るので︑その

七919囹

︑五年生の山本くんがとんでゐました︒か

りします︒ぼくらが︑朝夕寝起きする室

略﹀︒﹂と︑本田くんがいひました︒﹁よし︒

七908

掛けておくところがあって︑手入れのよ

七921

つと下を見ると︑足がぴったり板について

ます︒週番士官殿が見えると︑班長殿は

よくとどいた小銃が︑行儀よく並んでみ

七926

では︑大きな入道雲が笑ってゐます︒﹁︿略

す︒爾側には寝壷があって︑寝皇の後に

七928

七927︑離れないやうな氣がします︒空では︑大

時には︑夜の鮎呼があるので︑めいめい

草︒木立には︑蝉が︑油を煮るやうに鳴

654332107636429863747117483128742
の持物を置くたながあります︒その上に

軍服や︑背嚢などが︑きちんと置いてあ

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
10了 10了 10了 10了 10了 106 106 106 105 105 105 104 104 103 m2 102 101 m1 100 99 98 9了 9了

かはら

さ︑勇くん︑ぼくが﹃ようし︒﹄といつ

うまいところに氣がついたな︒﹂花子﹁ほ

国国團團里国團国警王国團團国團圃圃圏團圃卑属園園園園園園囹毒心囹
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がいし

七佃2圃空だ︒電柱の碍子が︑くっきりと白い︒
七山2 の不法な仕打に︑腹が立って腹が立って︑

七柵2 打に︑腹が立って腹が立って︑たまりませ
覇王6 といってみる島の人が︑未開の生活をして
七重10 りと皇湾へ現れたのが︑オランダ人です︒

七二2 て︑日本船や支那船が︑貿易するのをさま
七皿5 新参者のオランダ人が︑古参の日本人をじ

︑なほも南へ氣がはやる︒とまり重ね

1了16161616161615151515141414141313121211111110999988887

かうして︑大勢の燕が並んでみるのを見る

ちく

すみみったう

りも早く成長して花が咲きます︒まつ︑葉
ぢく
太い︑長い一本の軸が出ます︒それが花の

高さに成長して︑花が咲きます︒古い株を

してやるのです︒實が生ると︑梨や桃と同

ん植ゑてあるバナナが︑一本一本だいじに

バナナ畠であることがあります︒これほど

といふ高い山の斜面が︑ほとんど全部︑バ

った畠のやうな感じがします︒それほど︑
︑ばせうに似た植物が︑きちんと行儀よく

ひの土地に︑バナナが植ゑてあります︒ち

しい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに育て

なし

行けば︑バナナの木がどこにでもあって︑
︑あの美しいバナナが︑野生でできるので

た果物です︒私たちが︑﹁ばせう﹂といつ

ころで︑あのバナナが︑どこでできるか︑

春になると︑だれもが︑このめづらしいお

の軒下に作った古巣が︑なつかしいでせう

れません︒日本に春が來ると思へば︑もう

はりさうであることがわかりました︒ただ

ろ急に寒くなり︑雨が降り績きました︒を
す
軒下で巣を作った燕が︑下風また︑同じ巣

ます︒その年は氣候が不順で︑九月の中ご

急に落ちて來たことがあります︒その年は

國で︑約十萬羽の燕が︑急に落ちて來たこ

トラリヤまで行くのがあるといふことです
︑今年生まれた子燕がたくさんゐます︒ま

たものだといふことがわかりました︒しか

た︑小さな金属の板がついてゐました︒そ

の十月の末︑子どもが燕をつかまへました

11097631995410641854384111098496431
つぼみのやうなものがっきます︒やがてそ

の軸が出ます︒それが花の軸で︑その先に

きます︒やがてそれが開くと︑中に黄色な

した︒この春︑私がこちらへ來たころは

の時に︑みなさんが讃んだ歌のとほりだ

りました︒夜は星が美しく︑手を延せば

えびえとして︑空がほんたうにきれいに

もしろいかんばんが見つかりました︒赤

お話ができ︑心持が合ふやうになりませ

て︑たがひにお話ができ︑心持が合ふや

らの民族のことばがちがってみても︑や

毎日のやうに汽船が出ますので︑それに
︑いろいろな民族が集ってみて︑みんな

時間半で行くことができます︒また内地

列車の﹁あじあ﹂が出ます︒これで新京

そのたびに︑貨物が山のやうにおろされ

毎日たくさんの船が出たり︑はいったり

からよく拝むことができます︒大連の港

て行くと︑潔斎塔が立ってるます︒高い

ちゅうれいたふ

ろは︑よいにほひがして︑そこを馬車に

ちやうど︑菊の花がたくさん陳列されて

ちんれつ

シヤの子どもたちが︑よく遊んでゐます

がきにある大至重がすきです︒扁形で︑

︑いくつかの寒季がありますが︑私は︑

本と深いつながりがあったわけです︒こ

時の將軍がたの名が取ってあります︒大

給はがきや︑地圖が︑教室に張ってある

になり︑おいしい味が出て來ます︒太陽の

四五日のうちに︑皮が黄色になり︑おいし

たべる︑あのバナナが生るのです︒バナナ

つうちに︑このふさがだんだん大きくなっ

やうになります︒花が咲いてから三四箇月

ます︒かうして︑花が次から次へと︑何段

くと︑中に黄色な花が︑矢車のやうに並ん

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
24
24 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 20 20 20 19 19 18 18 1了 17 1了 1了 17 1了
49
7541086221
團在国團團国国団團国團国団團船団團團豊国團国鬼瓦

64109322185431109862198

七皿10 をしました︒彌兵衛が︑末次船二さうを仕
七冊3 まひました︒彌兵衛が腹を立てたのは︑そ
七重4 を立てたのは︑それがためであります︒し
七桝3 の海上に海賊の一口がみて︑彌兵衛も︑こ
七嗣3 みぶん苦しんだことがあります︒しかしノ
七M7 間に︑むなしく月日が過ぎて行きました︒
七価2 た︒オランダ人の足が︑日本人の頭の上に

七M9 しかも︑そのやうすがすこぶるわうへいで
七価3 上にあるといふことが︑どれほど彌兵衛た
七柵8 と職って︑死んだ方がましだとさへ思ひま
七備1 ︑そのほか数人の者がそばにるました︒二
七帽3園 なら︑今日は畳悟がありますそ︒﹂と︑

七帽6 みたオランダ人たちが︑びっくりしました
七佃7 ︒﹁ようし︒﹂と叫ぶが早いか︑すばやくノ

七曲1 室にみたオランダ人が︑逃げ出して急を知
七佃3 まち︑城内にラッパが鳴り響きました︒オ
七冊5 した︒オランダ兵士が︑鐸をこめた銃を二
七梱6 ーエドノ﹂といふ名が︑そののち︑オラン

八47圏

夏の末ごろ︑燕が︑電線や物干竿に︑

八46圏萬里の波に 夕日が落ちて︑なほも南へ
八63

八65 りと並んでみることがあります︒その中に
八66 ︑今年生まれた穴燕が︑たくさんまじって
八67 だ口ばしの下の赤色が︑言下ほどこくあり
八68 ん︒口ばしの爾わきが︑いくぶん︑黄色に

ノ天ノ天ノXノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ天ゾkノ、ノ、ノ天ノ天ノ天ノ天ノ、ノ天ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、
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八255団 たりすると︑心持がひとりでに︑ひきし

八251團 あんなはげしい戦があったとは︑どうし
八482

八481

八249團な氣持になることがあります︒秋の遠足 八463

りあげるといふ注意が︑大切だといはれた

は︑少しでもくるひがあると︑決してうま

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれたので︑みん

八488

るためには︑設計圖がいる︒それで︑私た

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれた︒きちんと

朝もやが晴れて行く 海Il八484園︑少しくらゐ寸法がまちがっても︑でき

八284圃 ︑たちまち敷百機が︑空をおほうて分列
八489

つかしいので︑先生が︑小さな穴で︑しる

八262圃
八309図 おのれの馬には人が乗り︑後向きに乗る
八491

びやうぶ

八329図 も屏風を立てたるがごとし︒三二︑試み

か︑りつぼな設計圖ができる︒線を引きな

はちまんぐう

八493

みなもとのよりとも

つるがをか

八333図圓 を見て︑﹁乗手が用心するならば︑馬

八359 三番と︑十二番の舞がめでたくすみました

八358 を始め舞見物の人々が︑何千人ともなく集

血353 らうと︑申し出た者がありました︒頼朝は

八353 殿に仕へてるる萬壽がよからうと︑申し出

八352 したが︑あとの一人がありません︒困って

八528

八519

八516

八511

その時︑もうだれかが︑﹁︿略﹀︒﹂といふと

八509園

八501

ない︑かはいい氣持がして來る︒﹁︿略﹀︒﹂

きると︑風の受け方がうまく行かないので

とれてみると︑先生が來られて︑重心のと

機になった︒みんなが︑﹁わあっ︒﹂といつ

はいくなった︒先生が︑運動場の向かふの

場に出ると︑北の風が少し吹いてみた︒ほ

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれた︒私たちは

た︒﹁やっと骨組ができた︒﹂と︑思は

︒これは重さに關係があるからだ︒次に翼

八363 番めの舞を舞ったのが︑あの萬壽姫であっ

八5210

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞 八4910 も︑ちゃんときまりがある︒これは重さに

八376 ︑これには深い事情があったのです︒それ

八534

八349

八378 ︑手塚太郎光盛の娘が︑頼朝に仕へてるま

八5310
八554

義仲からはすぐ返事があって︑﹁︿略﹀︒﹂と

八381

︑磨援をする︒二機が並んで行くのを見て

てっかのたらうみつもり

八379 た︒この娘は︑頼朝が義仲を攻めようとす

八556

八561

地に着いた︒みんなが︑﹁萬歳︒﹂と大きな

黒になった兵隊さんが︑﹁︿略﹀︒﹂﹁これに

は︑いそがしくて目がまはるやうです︒か

かけました︒飛行機が勇ましい音をたてて

ら︑北の方で︑銃聲が聞えました︒私たち

すやうな︑大砲の音がします︒そのたびに

て︑見たいやうな氣がしました︒けさは︑
︒けさは︑寒い北風が吹きまくり︑たんぼ

のを見ました︒騎兵が︑土をけって走るの

りません︒ただ歩兵が︑木の小枝や︑わら

御統監の大元帥陛下がお出ましになりまし

何ともいへない感じがして︑目が涙でいつ

今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまる

ない感じがして︑目が涙でいっぱいになり

で見送りました︒皆が︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂と

はと
に染まった一羽の鳩が︑飛んで來た︒取扱

飛んで來た︒取扱兵が︑すぐだきあげて足

げて出品したわが軍が︑つれて行った鳩で
︑附近にみたわが兵が︑これを見つけた︒

いさうにも︑赤い血がついてみた︒弱りき

が︑任務を果して氣がゆるんだのか︑鳩は

した︒向いて︑歩兵が近づいて來ました︒

て︑たくさんの職車が來ました︒ものすご

八408囹中には︑石のらうがあって︑唐糸様が押 八568 り過ぎました︒軍隊が︑今夜この町を通る

︑
87坂になると︑からだがほてって汗が出る︒
ノ了

八786たので︑ずるぶん列が長かった︒だんだん

八783に立たれ︑石井先生が︑みんなのあとから

八783略﹀︒﹂と︑野田先生が先頭に立たれ︑石井

八556 のを見てみると︑胸がわくわくした︒一機 八685圏
手に︑すみれの花が 咲いてみた︒ゆら
八557わくわくした︒一機が風にあふられて︑上 八688圃
の水︑白い帆かげがうつってた︒夏來た
八559 ちてしまった︒私のがまだ飛んで行く︒涙 八696圃
︑モ1ターボートが走ってた︒秋來たと
八559 まだ飛んで行く︒涙が出て來た︒まもなく 八699圃
き原︑赤いとんぼが 飛んでみた︒さや
八767図圓
取られて︑これが義纒の弓なりと︑あ
八776 ︒前の日に︑こな雪がたくさん降ったので

おうゑん

八384 したが︑少しもすきがありません︒かへっ
八385 ︒その刀に見おぼえがあった頼朝は︑さあ
八386 ︑この女にはゆだんができないといふので
八389 の時︑十二になる娘がありました︒それが
八389 がありました︒それが萬壽姫で︑木曾に住
八403 ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑

と︑馬のひづめの音がして來たと思ふと︑

八573

接待所の前で︑隊長が︑﹁︿略﹀︒﹂と號令を

思ふと︑騎兵の一隊が︑勇ましく私たちの

八566

八408園 があって︑唐糸様が押し込められてゐま

八578

八576

八567

八422 松林の中に石のらうがありました︒萬壽が

八788からだがほてって汗が出る︒みんなだまつ
八789の雪をすべる音だけが︑氣持よく聞える︒
八422 がありました︒萬壽がかけ寄って︑らうの
八435 てやりました︒二人がたがひに取りすがつ

︑女子青年團の人々が並んで︑姿湯をつい

た︒そこへ召使の女が來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申

1052644710652757654175
八584

八405

八404 ゐますと︑小さな門がありました︒そこへ

ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ、ノ天ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ天
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八7810
八796

前の方で︑野田先生が︑天略﹀︒﹂と大きな
つて行く時︑だれかが︑﹁やあ︑兎︑兎︒﹂

であった︒﹁あれがスキー場だ︒もう一

八798 ︒見ると︑大きな兎が︑ちやうど小松の中
八7910園

八801 略﹀︒﹂と︑野田先生が杖でさされる方を見
︿略﹀︒﹂と︑みんながいふと︑﹁︿略﹀︒﹂と

八805 べりよささうな傾斜が︑長く響いてみる︒
八808

略﹀︒﹂と︑石井先生が︑後の方から︑追ひ

八811 どのぼった時︑ぼくが︑天津﹀︒﹂といった
︒すると︑野田先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

端には︑中之島公園があります︒公園は︑

には︑りつばな商店が並び︑堀ばたの町に

には︑映書館や劇場があって︑人の波が︑
とよとみひでよし

場があって︑人の波が︑あとからあとから

かく

しては︑まつ大阪城があります︒豊臣秀吉

閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒石
けいだい

たの廣場に︑教育塔がそびえて︑白い姿を

に住吉神社は︑境内が響く︑社殿がおごそ
けいだい
︑
境内が廣く︑社殿がおごそかに葬まれま
くわだん

は︑美術館や動物園があり︑また︑木立や

︑一肩トン級の汽船が横づけになります︒

場や︑廣い花壇などがあります︒大阪港は
︒大阪港は︑防波堤が遠く績き︑港内の岸

す︒大小の船の帆柱が︑林のやうに見えま
︒市内には︑自動車が走り︑電車が走り︑
自動車が走り︑電車が走り︑地下鐵道も通
事に︑何千といふ船が通ってみるのは︑大
になりました︒大阪が︑水の都として畿達
ことに︑尊いいはれがあるといはなければ
ん︑考へてみたことがありますか︒大砲を
つち

それを大きな鐵の槌が︑ごとん︑ごとんと

中で︑白熱された鐵が︑どろどろにとけて
やうに︑大きな機械が︑思ふままに︑鐵の
うに延されたこの鐵が︑今度は起重機につ
に嶢かれた鐵の火柱が︑起重機でつられた

やがて︑櫨のとびらがあいて︑中から︑眞

へおりて來て︑深さが十メートルもあるや

動いてみた鐵の火柱が︑静かに止ります︒

働いてゐます︒外側がきれいにけづられて

いた︑砲弾の通る路ができあがります︒こ
︑やっと一本の砲身ができあがるのです︒

には︑ランプの動きがしだいに小さくなつ

た︒入口のそばに池があって︑そこに︑甲
︑そこに︑甲の長さが一メートルもある﹁

組んだもので︑これが振子時計の始りです

ホイヘンスといふ人が︑今までにない正確

ことです︒この嚢見があってから︑七十年

長くすれば︑振り方がおそくなります︒し

短くすれば︑振り方が早く︑長くすれば︑

が一回動くのに︑脈が二つ打つと︑次の動

さうでした︒ランプが一回動くのに︑脈が

その一回一回の時間が︑どうやら同じであ

からです︒ガリレオがふしぎに思ったのは

つい今しがた︑番人が火をつけるために︑

︑この大きなランプが︑ふと︑ガリレオの

ガリレオといふ學生が︑この町の有名な大
︒ちやうど今︑番人が︑ランプに火をつけ

夕もやがこめて︑日が静かに落ちて行くこ

ピサの町に︑夕もやがこめて︑日が静かに

て︑いろいろな大砲が︑どしどし作られて

けでは︑まだ︑大砲がすっかりできあがっ

です︒しかし︑砲身ができただけでは︑ま

ます︒かうした仕事がもう一度くり返され

つめた氣持で︑機械が運轄するのを︑じつ

砲の役目を果すことができないので︑職工

の少しでも︑あけ方がくるふと︑大砲の役

チと︑固い砲身に穴があけられて行きます

みる︑するどい刃物が︑ぐるぐるまはりな

砲弾を撃ち出す通路が︑切り抜かれるので

の長さと︑まるみとが︑きちんとそろって

339659819942131866399854321107533
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八8010

八813

八819 すると︑ばっと雪煙が立ち︑汗ばんだ顔に
八8110 んだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒やがて

八825 る者もある︒みんなが急停止をすると︑雪

八825停止をすると︑雪煙が一度にあがった︒先
八831 に答へた︒野田先生が先に︑すぐ痛いて石
八831 すぐ重いて石井先生がすべられる︒そのみ
八834 と︑もうもうと雪煙が立つ︒雪煙が消えて
八834 と雪煙が立つ︒雪煙が消えて︑先生の笑顔
八834 消えて︑先生の笑顔が浮かんだ︒それから
︿略﹀︒﹂と︑だれかが叫んだ︒みんなそこ

八837 では︑上手な人たちが︑かはるがはるジャ
八8310

八8310 くと︑今︑石井先生がすべられるところで
八845 ︒今度は︑野田先生がとばれる番である︒
八852 萬歳︒﹂と︑だれかが叫んだ︒﹁野田先生︒

八853 先生︒﹂と︑だれかが叫んだ︒四十メート
八888 ︑晴れた日でも︑空がどんよりとくもった
八891 大小一萬以上の工場がここにあって︑林の
八895 都市で︑各種の工業がさかんに行はれます

時に︑ぱっとほのほがもえあがり︑貢赤な
︑ちやうどみなさんが︑暑さや寒さにうち
らざらしてみる表面が︑しだいにはぎ取ら
︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき始めます
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八905 うして︑多くの品物が︑自由自在に集った
八906 るので︑しぜん大阪が︑一大商業都市とし
八907 大小千何百といふ橋があります︒大阪騨か
八915 附近には︑高い建物が並び︑島の東の端に
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5

8

6

4
うなからだから︑腕が臨本も出てゐます︒

八川8園 しぼると︑中の水が勢よく下へ出る︒そ
略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒この室

ぐらみの︑まるい池があって︑中に︑たく

くさんの﹁いわし﹂が泳いでゐました︒二

だらうと︑にいさんがいひました︒このた

くさんの﹁いわし﹂が︑池のふちにそって

ろいろの魚のみるのが見られました︒﹁鯛﹂

きな窓のやうなものが︑順順に並んでみて

名前を始めて聞く魚が︑たくさんゐました

六十センチもあるのが︑いういうと泳いで

で︑せなかのあたりが︑鮎々と空色に光る

野々と空色に光るのが︑ほんたうにきれい

似て︑少し愛つたのが﹁はうぼう﹂です︒

やうど︑グライダーが空中をすべるやうに

いのは︑﹁かれひ﹂が︑砂の中にもぐつて

うに足のやうなものがあって︑のこのこ歩

どこにるるのか見時がつきません︒よくよ

頭といってみる部分が實は胴で︑頭は足の

ああいふふうに頭が傾いて︑へんなかつ

胴なのだ か ら 仕 方 が な い ︒ ﹂

のうちに︑﹁たこ﹂が泳ぎ始めました︒八

といふ︑大きなかにがゐました︒左右の足

うに進みます︒これが︑﹁いか﹂だともっ

しよくかく

いろこみ入った道具がついてゐますが︑そ
ころに︑小さな町角があって︑それが︑ち
しよくかく

熱闘があって︑それが︑ちやうど人形のか

118

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいふと︑にいさんは

朝︑目がさめたのは︑五時過

ないので︑部屋の中が︑いつもとは違って

けないきびしい寒さが︑二三度ぶり返した

大きな喜びです︒春が︑ほんたうにやって

たちは︑﹁また冬が來るまで︑さやうな

でも︑春らしい日光がさして澄ます︒あち

︑みかたか︒何型が何十機︒飛んでみる

︑私たちの全神経が︑いなづまのやうに

のやうに︑飛行機が見えたら︑私たちの

かすかなうなり聲が聞え︑飛ぶ虫の群の

に澄んだ空を︑雲が︑眞綿を散らしたや

また︑明かるい春が來ました︒水のやう

てるるのです︒冬がすんで︑また︑明か

まひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝1

風の夜︑夏の太陽がやけつくやうなまひ

思ふでせう︒それが︑いつも︑ここに︑

︒﹁︿略﹀︒﹂次に︑私が︑自分でこしらへた

なさった︒一郎さんが︑一枚の絶をさしあ

を歌った︒一郎さんがまた立って︑﹁︿略﹀

す︒初めに︑ぼくが綴り方を讃みます︒

てるる時︑一郎さんが︑お座敷の眞中に立

た︒その夜︑みんなが集ってみる時︑一郎

さは︑子どもたちが早く起きて︑朝御飯

飯の時︑おかあさんが︑おとうさんに︑﹁︿

︒﹁︿略﹀︒﹂一郎さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といった

そこへ︑おかあさんが起きていらっしやつ

て來ると︑ねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって

出て見ると︑つばきが一りん咲きさうにな

︿略﹀︒﹂とねえさんがいった︒庭へ出て見

はき始めた︒みんなが︑いっしよに働いた

であった︒ねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といった

216228768653236162993284109959439
囹 圃圃［劉着到圃〔調塵】囲玉戸
囹
囹
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ないほど美しいものが︑その中にはいって

略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒すきと

小さなきんせんくわが︑むらがって咲いて

1
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林は︑木曾川の上流が︑白い御影石の川床

料林中に︑神宮備林が定められることにな
︑永久につきる心配がなくなったのである

年逼りたって︑それが例になるやうになつ

伐採して奉ったことがあり︑その後百年鯨

てるたが︑織田信長が︑木曾の森林から伐

お

たびに益葬御為が行はれる︒この謝儀

ろは︑もう満洲の春が深くなってゐます︒

平線に︑大きな夕日が赤々とはいって行き
がん
春のいそがしい仕事が始って行きます︒雁
がん
て行きます︒雁の群が︑シベリヤの野山に

ゐます︒やなぎの木が︑ほかの木よりも早
︑タやけの空を︑日が落ちて行くのは︑み

集って來ます︒満人が︑外に鳥かごを持ち

いたそばに︑子どもがよく集って來ます︒

につきます︒まだ葉が出ないうちに咲くの
︑花の色で︑その邊が︑ぱっと明かるくな

ます︒明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花

れ︑子どもたちの顔が並びます︒明かるい

出され︑鉢植の草花が持ち出され︑子ども

窓のそばに︑鳥かごがつるし出され︑鉢植

って︑きれいな空電が︑流れるやうにはい

の中のにごった下血が出て行って︑きれい

れます︒窓といふ窓が︑すっかり開かれる

しめてあった二重窓が開かれます︒窓とい

つて︑きれいな青空が︑光るやうに︑地の

と︑すっかりよごれが彿はれてしまって︑

それが︑一度蒙古風が吹き通ると︑すつか

してゐました︒それが︑一度蒙古風が吹き

たくので︑ばいえんが空をよごしてゐまし

んで來るので︑これが吹く日は︑天も地も

り返したり︑蒙古風が︑ひと吹きふた吹き

3211098291108514210944332110107655493
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九131森林は︑つきることがない︒何といふ森林
九142空をおほふ檜の大木が︑美しい柱のやうに
九144ぐひすなどの鳴き聲が︑谷川の音にまじつ
九145を葬観する人々の列が︑林の間の細道傳ひ
たいこ
九154前十時︑最初の太鼓が︑あたりの艀けさを
九158 ︒やがて第二の太鼓が山脳髄に響き渡って
九159れるいろいろな祭具が運ばれる︒最後の太
九159ばれる︒最後の太鼓が打ち鳴らされると︑
へい
九162費すみに︑五色の幣がかうがうしく立てら
九163 ︒大麻を振って祭場が清められ︑おごそか
のりと
九164れ︑おごそかに祝詞が革まれる︒いよいよ
九176をいただいてみるのが見られる︒十萬五千
九184ら清らかな木のはだが現れる︒伐り倒され
九187ばれて行く︒運笹垣が聲高く歌ふ木やり歌
九192團圓では︑義男たちが見ても︑おとうさん
とうさんとは氣がつくまい︒﹂と思は
九192国圏
九194團 ︑ぼうぼうとひげが延びてみる︒職圖が
延びてみる︒戦闘が一段落ついたので︑
九196團
九199国と︑かみそりの音が氣持よく響くたびに
らおとうさんの顔が現れて煙る︒もうこ
九1910團

九203国大きな木やかづらがからみついてるる密
九204團 ︑おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れ
九206国に︑からだ中に力がわき起って︑日本の
九208團御奉公をすることができた︒朝夕︑武運
九209團おまへたちの眞心が︑数千キロの海山を
九214團からおまへの手紙が出て來た︒たびたび
九218国 ︑そばにるた愛妻が︑おまへの手紙をひ
九229團てみると︑あたりが急に暗くなった︒大
九2210團って︑こんな大雨が毎日きまったやうに

九231團かの兵隊さんたちが外へとび出して︑う
九234国どりといふみどりがすっかり洗はれて︑
九238團て︑上品なあまさが口に残る︒おまへに

すめら

くさんの住民たちが︑手をひろげて待つ
九2510団

九239国つかりは送りやうがないのが残念だ︒皇
すめらみくに
九239国送りやうがないのが残念だ︒皇御頭のも
九241国 ︑と︑一人の戦友が突然歌ひだすと︑ほ
九247團︑おとうさんたちが勝ちぬいて來た激戦
九248團激戦の敷敷の場面が︑走馬燈のやうに次
九249團この歌の一句一句が︑腹の底にしみ入る
れてるる︒日本語が習ひたいといって︑
九256團
九259團じる︒おまへたちが大きくなるのを︑廣

大東亜職雫が始ると︑母は日本人

九266ながら南下する皇軍が︑スレンバンの町に
九274らみのかはいい少女が︑日の丸の旗を振り
九277 ︒﹂といってみるのが︑兵隊さんたちの目
た︒﹁あ︑日本人がみる︒﹂﹁日本の女の
九279園
主2810日
︑本には天皇陛下がいらっしゃること︑
九292といふりつばなお山があることなどを︑い
は︑みんなお行儀がいいのです︒富士山
九295園
九2910

涙にぼっとして︑何が何やらわかりません
九3310

九301突然インド人の巡査が來て︑母に同行を求
す︒兵隊さんたちがこの町へ來たら︑戸
九325園
九327園つ11日の丸の旗が作ってあるから︑あ
九339て出て行く母の後姿がちらと見えたきり︑
九343 へはいれば︑ことばが通じないかぎり︑手
九353答V︒﹂と︑兵隊さんが肩をたたくと︑﹁︿略
九354園くと︑﹁天皇陛下がいらっしゃるから︑
私たちが︑うれしいなと感じ
九382
九396に︑話しかける相手が目の前にみる時は︑
九398 ︑離れてみて直接話ができないやうな時に
九402することばや︑文字がよくわかるからです
九403ことばや︑書く文字が︑まったくわからな
九405みても︑決して心持が通じ合ふやうなこと
九411で︑ことがらや心持がよくわかった時は︑
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てくれます︒私たちが︑心の中で考へたり

日にやけた漁夫たちが︑遠くの海から取つ

のかたはらに︑小舟がぴったり寄りそふと

く︑たくさんの小舟が近づいて行く︒漁船

來る︒母親に子どもがすがりつくやうに︑

柱に旗を立てた漁船が︑港へはいって來た

せて鈍るみどりの波が︑きらきらと光りだ

山の頂に横たはる雲が︑黄にくれなみにか

ぼってみた白いもやが︑薄れて行って︑山

で眠ってみた港の船が︑急に目をさまし始

もやを破って︑漁船が眞直に近寄って來る

行く︒左手の山の頂が︑銀のやうに白く光
︑どす黒かった海面が︑にぶい光線を反射

ゆり動かす︒その音が︑港を両手でだきか

ばさつばさっと︑波が足もとで暫く音をた
︒﹂と︑力強い汽笛が︑突然この静かな港

でかすんで︑見通しがきかない︒日の出前

せん︒さうすることが︑昔から傳はつてゐ

封に︑りつばな心持が正しいことばで書か
︑その文を讃む人々が︑心から感動するや

ばで話しても︑眞心がこもらなければ︑少

な心がけを持つことが大切であります︒い

れで︑とかくことばがおろそかになりがち

工夫したりするひまがありません︒それで

やすく書き表すことができます︒しかし︑

と心持を傳へることができます︒文字で書

違ってみても︑時代がへだたってみても︑

ての人たちに︑場所が違ってみても︑時代

︑﹁︿略﹀︒﹂といふ人がありますが︑そんな

足や︑感じ方の淺さがはっきりわかって︑
︑深くして行くことができます︒よく︑﹁︿

と︑その考へや感じが︑心の中で思ってゐ

310986421109763264955310775111029854
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した︒二歳ごまの市が始れば︑いよいよ北

さうしないと︑子馬が丈夫にならないので

手もとからはなすのがいやでしたが︑
さう

九804園︑﹁ほう︑おまへが世話をするといふの
九807園︒日本の馬は︑氣が荒いとかいはれるさ
九807園うだが︑それも馬が悪いのではない︑扱
九808園ではない︑扱ふ人がいけないから︑馬に
九808園ら︑馬に悪いくせがついてしまふのだ︒
丁819でも忘れません︒日がたつにつれて︑だん

を︑鉢巻をした若者が︑大きな魚をてんぴ

爆弾のやうなかつをが置かれ︑ついさっき

七十センチもある鯛が︑つやつやした渋色
︑帯のやうなたち魚が︑いくつもいくつも

で取れたあぢやさばが︑青光のする新鮮な

ののちである︒太陽があかあかと四方の山

に積んだ貨物自動車が︑魚市場を出て行く

の山々を照らし︑波が静かなうねりに攣つ

東の空が明かるくなると︑今

船からは︑朝げの煙が波の上に影を落しな

みた軍艦の壮大な姿が︑だんだん現れて來

には︑當直壁校の姿が見え︑艦橋には︑望

鏡を持つた掌信號兵が遠くを見張ってみる
︑銃を手にした番兵があたりを警戒してみ

かさである︒人の顔がやっと見分けられる

つたころ︑時鐘番兵がことことと後甲板に
︑甲板士官や傳令員が起きて配る︒副長は

が鳴ると︑當直轄校が玉響のよい聲で號令

やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當直二世が

號令で︑朝の静かさがたちまち破られ︑堅

くる︒これから號令が次々にくだる︒それ

から來たので︑ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂とたつね

屋の奥の方で︑異書が︑生まれたばかりの

ら︑﹁新一︑子馬が生まれたよ︒﹂とい

くころでした︒ぼくが學校から懸ると︑父

九792

が來て︑野山の草木が枯れるころ︑五箇月

て︑長い夏も過ぎ秋が來て︑野山の草木が

せたり︑ぼくの仕事がおひおひいそがしく

ら︑同じやうな子馬がたくさん來てるて︑

九832

出かけました︒ぼくがかけ出せば北斗もか

九827

九835

九846

九843

九月に二歳ごまの市が始るといふので︑八

うになあます︒ぼくが唱歌を歌ふと︑北斗

去年と違って︑ぼくが行くと︑北斗は︑う

斗もかけ出し︑ぼくが止れば北斗も止り︑

九851

ました︒﹁おまへがよくめんだうを見て

ます︒この間も祖父がいひました︒﹁︿略﹀
九8510園

九858

九8310

九839

九832

九791

九786園

九784

みる︒これだ︑これが病氣のもとだと︑源

九824

きたいほどつらい氣がします︒けれども︑

が︑千何百人の乗員が三等に從って規律正

丸太を並べた木馬道が︑曲りくねって山の

九824

ぐと︑たくさんの星が︑まるで寳石をちり

そこで五分間の休みがあって︑露天甲板洗
︑整列︒﹂のラッパが一きは高く響き渡る
だしのままの水兵員が︑後甲板にはせ断つ

九763

九869

九866

星にも︑名前や番號があり︑位置もきまつ

さめllその白い腹が朝の太陽に光り︑ひ

九561持つた何十人の水兵が︑甲板をこすりなが
九562んで行く︒甲板洗ひがすむと︑﹁顔洗へ︒﹂
九564 ぼん出せ︒﹂の號令がくだる︒そこで始め
九565 ︒そのうちに上陸員が鋸起する︒あちらこ
九565らで︑﹁おはやう︒﹂がいひかはされる︒火
九567まはりには︑人の山ができて︑いろいろの
九567きて︑いろいろの話が出る︒笑ひ聲も起る
九568なく︑食事のラッパが響く︒一時間鯨りも

九875

では︑いったいどれがどうなのか︑さつぼ

んで︑源作ちいさんが引いておりて來る︒

九5610
艦尾の旗竿に軍艦旗があげられる︒﹁君が

九878

のか︑さつぼり見當がつきません︒そこで

九769

をけの中には︑いかが折り重なって︑今に

九571 ﹁君が代﹂のラッパが奏され︑衛兵隊はさ
九573日にかがやく軍艦旗が︑海風にひらめきな
九588図べしと思ひ︑匡房が車に乗らんとすると
九628図ふつはもの︑景正が顔をふまへて矢を抜

九879
ひを始める︒下士官が︑甲板の吐水口から

から威勢のよい新令がかかる︒﹁露天甲板

九766

と魚問屋の若者たちが︑いそがしさうに叫

九6210図
ち刀を抜き︑悪罵がようひの草ずりをあ
あま
九6410図圖
︑﹁その男︑尼が細工にはよもまさり

九879

の太陽に光り︑ひれが力強くぴんと左右に

びきびとして︑威勢がよい︒﹁ブッブi︒﹂

九696図囹みりしを︑一豊が求め得たるものに候
九724たみどりの梢に︑煙がなびいてみる︒炭焼
九727な煙の中に︑白い煙がまじってみる︒どう
九728の出るやうすに活氣がない︒かまが病氣を
九728に活氣がない︒かまが病氣をしてみるな一
九733 ︑めらめらとほのほが立ちのぼってみる︒
九735さな穴から︑ほのほが隣りのかまの中へ吸
九737には︑炭に焼く丸太がぎっしりとつめ込ま
九739みるのだ︒ちいさんがのぞいた︑あのかま
九744た︒かっとした火遊が手のひらを打つ︒源
九745作ちいさんは︑かまがいらいらしてるるな
九747めながら︑黄色な煙が︑薄むらさき色に越
九751した︒﹁︿略﹀︒﹂と氣がせく︒三十何年炭を
九752 ︑どんなに焼けたかが氣がかりである︒う
九755た時は︑ひどく氣持が悪い︒この次には︑
九758みない︒火のまはりが悪かったのだ︒炭を
九762と思った︒木のやにがうんとこびりついて

954310731077532765428331931108641077
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九976

九975
漏る︒初めは何も氣がつかなかったが︑一

遠くに見えた一本松が︑だんだん近づいて

された先生のことばが︑思ひ出された︒潮

ぎ抜けるかどうかが成否の分れめだ︒﹂

じだ︒﹁潮の流れが逆になったから︑み

かしてみてくれた海が︑いくら力を出して

なかったが︑一本松がはっきり見えるやう

空にもたくさんの星がありますが︑その中

九983

九983囹

九9710園

九977

九976

中で一つだいじな星があります︒地平線か

な星が一つ見えるのが︑それです︒もっと
︑まだなかなか見當がつかないでせう︒さ

いひます︒北斗七星が見つかったら︑その

に︑きっと一つの星が見つかります︒さっ

九997

九995

れようとしたが︑力がはいらない︒水の中

くと︑小島くんの姿が見えない︒何だか一

を動かした︒ふと氣がつくと︑小島くんの

︿略﹀︒﹂先生の聲援がありがたかった︒ぼ

うつて進んでみた列が︑だんだん齪れて行

九997

てるるやうだ︒手足が︑石のやうにごはば

九986

行くのです︒日や月が東から出て西へはい

九㎜3

九999

きさがさうとしたのがこれで︑北極星とい

と︑北の空では︑星が︑北極星をほぼ中心

と︑船の上から先生が叫ばれた︒ぼくは︑

つてかなりあり場所が愛って行きます︒今

みるのだといふことがわかります︒爲重機
九柵6

れたって︑ほかの人がやめたって︑ぼくだ

は︑自分の弱い心持が恥つかしくなった︒

を引いたやうな虚心が︑目にしみるやうに

九三5圃

九皿4圏

聲を聞いた︒暑い日がやっと暮れても︑よ

こかに秋らしいものが見えてもよささうな

まだ暑い暑いの歎聲が口をついて出て來る

いそがしさうに船が動いてみる︒﹁︿略﹀

車窓から何百の船が見える︒﹁︿略V︒﹂

や

ねがはら

︑思ひなしか屋根瓦が少ししめって來る︒

當番にあたった私が司會者になりませう

る︒やがて二百十日が観て︑農家はただ風
︑そろそろこほろぎが家の中へはいって︑

うつて白く波打つのが︑秋らしく見渡され

ちないちもじせせりが飛びちがふ︒何より
せ
︑たんぼわに早
稻の穗が出そろって白く波打

のみぞ端に︑秋海巣がかはいらしい薄赤の

しうかいだう

で見える︒梢吹く風が︑思ひ出したやうに

壁やへいの強い反射がいくぶんやはらいで

だ︒さうして︑それが︑しきりに﹁秋だ︑

輕くぱさと止った虫が︑やがて﹁︿略﹀︒﹂

からかかすかに羽音がして障子に輕くぼさ

496109632855992107217711088764410885
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んでもかなり温度が高い上に︑南洋の日

に寒い時に︑それが多いのです︒例へば
︑寒さのために指がこはりついてしまつ

す︒これらの計器が一目で見分けられる

でせうね︒私たちが︑小さなグライダー
︑たくさんの計器が並んでゐます︒これ

りに飛行機の整備ができて︑爆音勇まし

た時は︑どんな氣がしますか︒﹂をぢ﹁痛
︒﹂正男﹁どんな時がいちばんうれしいで

刻がおそいと︑氣が氣ではありません︒

もどつて來る時刻がおそいと︑氣が氣で

合でも悪いと︑母が額に手を當てて︑熱

す︒﹂花子﹁私たちがからだ具合でも悪い

す︒﹂太郎﹁飛行機がもどって來た時には

り︑機械にくるひがないか︑ていねいに
︑その震動の具合がどうかと︑しっかり

にいふと︑飛行機がいつでも飛び出せる

も︑聞きたいことがあれば︑何でもおた
︑いろいろな仕事がありますが︑一口に

囹園園園園囹園園園園霊園園活画園囹聾心園．

すぐ方角を知ることができます︒昔から︑

の圓をゑがくやうすがわかるやうに窺眞に

九㎜7

九㎜6

つた島の裏側の海岸が︑見えて來た︒青々

大きく立ってるるのが見えた︒もう一息だ

を動かした︒一本松が︑右手の海岸のがけ

見ると︑この動き方が大てい見當がつきま

九川6

九棚4來た︒青々とした木が︑鏡のやうに静かな

九棚3

九梱1

九㎜10

動き方が大てい見當がつきます︒さうして

かし︑このやうに星が動くといふのも︑回

れの住んでみる地球がまはるから︑さう見
︑いろいろの星の列があります︒まつ︑北

すが︑それは昔の人が︑それらの星の列に
あま

ますが︑どちらも星があまり大きくありま

まき散らしてみるのが見られます︒十五

九泉4

九価2

︑よひの間は家の中がむっとして︑柱も壁

だらう︑あの砂濱が︑到着鮎だ︒﹂ぼく

に︑つめたい海の水が槍持よく感じられる
︑ひやっとして氣持がよい︒ひざから腰︑

九塒8

ただ晴れた夜空に星がきらきらとさえ︑銀

九梱8囹

つけると︑つめたさが身にしみわたる︒先

九鵬8

南へかけて︑天の川が︑夏の夜空に銀の砂

吹いてみないが︑波が︑目の前の水面に︑

九塒1

く見えてみた海の水が︑いつのまにかこい

ることを感じる︒夜がふけると︑思ひなし

虫の聲である︒それがはたして何虫である

らきらとさえ︑銀河があざやかに中天にか
九鵬5

九描3

仁王1

山をこしらへ︑それが顔に二って︑目や鼻

の前を︑白いかもめが海面とすれすれに飛
ら︑わけもなく遠泳ができさうだと︑ぼく
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に︑かなり大きな星が一つ見えるのが︑そ
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備船の上から︑先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と注意さ
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九三6囹 をやったりした方がいいとは思はれませ

九㎜3園 は︑どんなしるしがつけてありますか︒

九七9囹 ︑何とかすることがあります︒しるしで

九佃5園生ちゃんの泣き聲がすぐわかるやうなも

九宙10園 行機だといふことがわかりますか︒﹂を

九宙9園 すよ︒﹂勇﹁飛行機がたくさん並んで錦つ

九帽6園 なります︒からだがやっとはいるやうな

九関9

九柵6

九平8

九桝3

九醜7

おもてを眺めた︒燕が︑川水にすれすれに

へ︑まだ烈しい日光が︑じりじりと照りつ

ばまれて近づくことができなかった︒七萬

まれた︒秀吉の援軍が今日來るかあす煙る

せた︒つひに再び時が來た︒尼子方は秀吉

九鵬10圏

九鵬8

後から切りつけた者がある︒鹿介は︑それ

九燭4園

九髄1

ある︒鹿野は︑それが敵方の一人河村新左

のぶなが

に加り︑もし職功がありましたら︑主人
ひでよし

も知れないわたしが︑出雲に旗あげして
つばめ

九梛7 ねらひ違はず︑狼介が満月のごとく引きし

九摺4

九矧6

九鋤6

九矧3

かかると︑車掌さんが説明する︒﹁︿略﹀︒﹂

げた︒窓を開くことができないので︑ぼく

える︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくが手をあげると︑母も

た︒見送りに來た母が︑大勢の人にまじつ

かはむらしんざ

九梛9 と捨て︑洲にあがるが早いか︑四尺の大太
九㎜3

もん

芸評9 みこたへたが︑片足が洲の端にすべり込ん

九㎜6園

ふくまひこゑ

九㎜10 狼介の大きなからだが︑鹿介の上へのしか

九㎜7園︒左には︑金州城が手に取るやうに見え

じまん

信長に毛利攻めの志があることを知って︑

では︑みかたの勝利がおぼつかない︒しか

九旧1 てとのついたかぶとが︑かざってある︒十
九研1

自慢の福間彦右衛門が︑後から鹿介のもと

つり

九旧9 略﹀︒﹂甚次郎は︑胸がこみあげるやうにう

蕃書1

ま

九悩4囹 にして︑敵の毛利がだんだん攻め寄せて
九梛6

九伽4 ︑血に染まった短刀が光ってみる︒狼介の

あきあげいおりのすけ

だいぜん

尼子方の秋上伊織介がそれを見て︑﹁︿略﹀

九界8 川大膳といふ荒武者がみた︒かれは︑鹿介

九伽6園 れ出た狼を︑鹿介が討ち取った︒﹂血豆

九㎜9

勝典中尉の記念碑があるのです︒左には

す

えん
よく耕されて︑農家がぼつぼつ見える︒沿

楊の木に︑かささぎが巣をいくつも掛けて
も掛けてみる︒ぼくがそれを見てみると︑

後から聲を掛けた者がある︒ロシヤ人の女

やなぎ

九躍10

九㎜1

きねんひ

九伽9 ︑幾たびか激しい職があった︒さしもの敵

九躍10

かつすけちゆうゐ

九柵1 討死し︑それに鼠食〆とうとう蓋きてしま
九㎜3 田城には︑毛利の旗がひるがへった︒苦節
てふ
九㎜7 はいへ︑京都では花が咲き︑人は蝶のやう
九柵9 うちに︑尼子の蕾臣がおひおひ京都に集つ

九㎜7

に近づくと︑望小山が見えだした︒あの山

ぱうせうざん

九㎜3 さぎ﹂といふ日本語がわからないらしい︒
ゆう
着を着たロシヤ婦人が本を讃んでみる︒熊

九梱1 ひんのよい小僧さんがみた︒さうして︑そ

九㎜11

九㎜9

いった︒ロシヤ少女が︑給仕をして働いて

九個2 家の子孫であることがわかった︒鹿介は︑

子と二人暮しの家があった︒むすこは︑

九梱2 た︒さうして︑それが尼子家の子孫である

九川1園

ホームへ出ると︑風がつめたい︒車掌さん

たので︑遠い山の峯が白くなってみる︒何
あんざん
つてみる︒何だか空がくもって來た︒皿山

製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑ほのほ

れうやう

立ちのぼり︑ほのほが勇ましく見える︒ま

で︑鐵橋を渡る響きが車内にやかましくは

もなく︑遼陽の白塔が眺められた︒落ち着
さうち
あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵橋

きつりん

べきん

い︒﹁︿略﹀︒﹂ボーイがさういって來たので

が分れるので︑列車がいくつも止ってをり

吉林・北京へ︑北道が分れるので︑列車が

てをり︑満人の赤帽がいそがしさうに荷物

ほくりょう

には︑馬車や自動車が行ったり來たりして
︒ここで︑兵隊さんがどやどやと乗った︒

で︑ただ古陵の松林が小高く見えるだけで

えるだけである︒雲が切れて︑日光がさし
︒雲が切れて︑日光がさして來た︒雲はし

こからチチハルへ線が分れる︒冬になると

を︑野を︑そのかげがはって行く︒﹁あじ

て︑一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と

な停車場に大豆の山が積まれるさうだ︒や

九㎜12趣け罐のひつじや牛が︑かけっこをしてゐ

の農家に︑滞洲号旗がひらめいてみる︒そ
かが
う耕
さ作
くの手を休めて︑
︒そばで︑満人たち

る︒﹁汽車のかげが長くなった︒﹂と︑

︿略﹀︒﹂と︑マルタがいふ︒汽車のかげだ

皆実軍司令部の建物がタ日にはえ︑新しい

にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒

た︒大きな赤い夕日が沈むところだ︒タ日

て行った︒急に車内がさびしくなる︒﹁さ

京で下車した︒ぼくがおじぎをすると︑み

きげんよう︒烏の群が地上から飛びあがつ

空には︑ばら色の雲がたなびいた︒それを

2

九個9 聲を作った︒この聲が四方に呼び掛けでも

着川9

九脳5囹ところが︑途中海が荒れて︑むすこは船

5

5

いに苦黒したかひがあって︑りっぱな身

九撹3 の間に︑毛利の大軍がやって來た︒輝元を

つめたい︒車掌さんが︑ボーイに︑﹁︿略﹀
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九脳4囹

九翌4 て︑一萬五千の精兵が堂々と進軍して來た

金川10
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九梱10 敵についてみた陪臣が︑手々と勝久のとこ
てるもと

九翌6 饗して來た︒富田城がまだ取れないのに︑

九脳12

では︑二三日前に雪が降ったので︑遠い山

九型6 ないのに︑敵の大軍が押し寄せたのでは︑
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九矯4
についてみる︒ぼくが︑農耕班の友だちに

する︒績いて農耕班が出登の用意をしてゐ

九脚11 ︑牛や︑ひつじなどがつながれる︒これら

のうかうはん

九矯5

しょくたく

た︒食卓には︑電燈が明かるくついてみる
︒ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見畳え

九筋9圓

九矯6園

れでも樂しいことがあるんだよ︒﹂と答

みたちの班は︑朝が早くてたいへんだな

︒大きな木の上に星が光ってみる︒﹁あじ

いい芽を出す︒芽がだんだんのびる︒そ

ほ

九㎜12 それはちやうど︑潮がさっと引いて行くや

九泌11 些しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ

大陸的な蒙古ずまふが行はれたりして︑祭

なって來た︒ふと氣がつくと︑﹁あじあ﹂

九踊12園

を毎朝見に行くのが︑ほんたうに愛しみ

九剛−〇

九劉3 のうちに東の地平線が白み︑まもなく夜が
九剛3 が白み︑まもなく夜が明けて朝日ののぼる
九劉7 用にしたりすることができないことになつ
けいば
九別9 して︑勇ましい競馬があり︑いかにも大陸

りと停車した︒ぼくが急いでおりると︑突

九鵬1園

はうれん草の畠が︑青々としてみる︒

ぼくは早くから目がさめた︒この北満の
︑始めての朝だ︒窓がほのぼのと明かるく

たかち

＋1610図魍
高射砲揮は︑汝が愛機の胴髄を貫ぬき

十101りかかったある大尉がこれを見て︑鯨りに
十103園ら︑どうした︒命が惜しくなったか︒妻
十104囹くなったか︒妻子がこひしくなったか︒
十117をさし出した︒大尉がそれを取って見ると
十118と︑次のやうなことが書いてあった︒又略
十124寒国され︑一人の子が︑御田のため軍に出
十128圓国ふがひなきことが思ひ出されて︑この
十129心事し候も︑そなたが︑あっばれなるてが
十134園ぎつて︑﹁わたしが悪かった︒おかあさ
十139園職務に精を出すのが第一だ︒おかあさん
十142園かし︑これも仕方がない︒そのうちに︑
十146園なさるやうにするがよい︒﹂といひ聞か

にじ

にとっては︑天と地が生命の父であり︑母

た旗を結びつけたのがある︒文字通り大自

くんじ
すんで︑所長の訓示があった︒﹁︿略﹀︒﹂

粉雪が︑ぼくの前の友だち

つた︒次の日は︑雪が晴れた︒風もやんだ

大きな風景だ︒ここが大陸日本の第一線な

つて來たので︑宿舎がせまくなった︒別に

下畑4

ころを積み重ねたのがあり︑柱を立てて︑

ばねて突きさしたのがあり︑石ころを積み

つるために︑蒙古人が供へた一種の土まん

やけだ︒みんなの顔が︑赤くなってみる︒

九㎜7

からこれにたよる心がわき︑いっとはなし

九㎜6

九川11

ぼくたちの一行が大勢やつて來たので

九㎜8

うけて︑霧に薄い虹がぼっとかかることも

白㎜10

しゅくしゃ

地から︑二匹ののろが現れた︒みんなが︑

九㎜11

事に旅をすることができますやうに︒﹂

旅に出かけて行く人が︑オボの前を通る時

九矯10

うが現れた︒みんなが︑﹁わあっ︒﹂と思は

九㎜7

ぎり

してみる︒ゑんどうが大きくなって︑つる

るのだ︒起床ラッパが鳴り響いた︒ぼくた

九平6

九矯2

いやうな︑痛い寒さが押し寄せて來る︒ま

九珊8

かんなを掛けた︒柱ができる︑板ができる

九盟2 ちもどり︑オボだけが大地にぽつんと残さ

ぎ︑顔を洗ふと︑心がからっとして︑全身
九蜀10

た︒柱ができる︑板ができる︒新しい木の

野原には︑黄色な花が咲き始める︒赤い花

からっとして︑全身がひきしまった︒宿舎
しゅくしゃ
︒
宿舎の前に︑一同が整列する︒風にまじ

九川3

きる︒新しい木の香が︑ぼくたちを喜ばし

九騰4

風にまじって︑粉雪が降ってみる︒旗竿に

九四3

暮れかけて︑手もとが暗くなる︒﹁作業や

十99軍艦高千穗の一水兵が︑手紙を讃みながら

つて行く日の丸の旗が︑風に大きくゆれて

九舘8

九川3

霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草を

掛軸を掛けると︑心が引きしまる︒年三が
くんじ
が引きしまる︒艦操がすんで︑所長の訓示

出した︒なかなか足が早い︒とうとう︑林

九㎜8園

九㎜2

うからたくさんの人が集って來て︑たいへ

れるころ︑オボの祭がもよほされる︒この

く︒夏の初め︑草原があざやかなみどりに

十213の地震には︑一向氣がつかないもののやう
十215 ︒風とは反封に︑波が沖へ沖へと動いて︑
十216 い砂原や︑黒い岩底が現れて來た︒天略﹀
つなみ
十217園︒﹁大身だ︒津波がやって翻るに違ひな
十218おいたら︑四百の命が︑村もろとも一のみ
十224る︑たくさんの稻束が積んである︒﹁︿略﹀
十225園︑これで村中の命が救へるのだ︒﹂と︑
十227あふられて︑火の手がぽっとあがった︒一
十232でに没して︑あたりがだんだん薄暗くなつ
のろと一匹の子のろが出て來た︒それつと
︒それつと︑みんなが走り出した︒三匹の

九㎜3

草原に︑たちまち町ができる︒儀式は︑夜

かげで︑蹄ることができました︒﹂と感

野原に︑青い草の芽がもえて來た︒よく見

九㎜4

まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた

九㎜10圏

ると︑むらさきの花が咲いてみる︒百合の

九加6

﹁︿略V︒﹂﹁こっちがのろまなんだよ︒﹂

にも葉にも︑うぶ毛が生えてみる︒青いも

九加8

り

いふ草花であることがわかった︒夜が明け

ゆ

ことがわかった︒夜が明けて︑最初に出か

九魍3囹

九九九九九
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九珊2

夜だ︒空には︑半月がさえかへってみた︒
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の大空には︑書の月がうっすらと出て︑日

に高い︒さうして色が深い︒織謹の大空に

て救はれたのだと氣がつくと︑ただだまつ

まったと思ふと︑山がのしかかって來たや

れかが叫んだ︒海水が︑絶壁のやうに目の

波だ︒﹂と︑だれかが叫んだ︒海水が︑断

い︑暗い︑一筋の線が見えた︒その線は︑

と二十人ほどの若者が︑かけあがって來た

兵衛の目には︑それが蟻の歩みのやうにも

十351

十349

十348園

十346園

十344

十339

十337

十336

十336

明かるい空に︑半月が光り始めた︒おかあ

﹀︒﹂﹁ほう︒﹂﹁月がすばらしいよ︒よか

して︒﹂﹁にいさんが天髄望遠鏡を作った

てるる︒﹁︿略﹀︒﹂母が棒を取って︑とんと

動く︒そばでは︑母が︑娘を相手にきぬた

ながらも︑二人の手が器用に動く︒そばで

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂息子が元氣に答へる︒話し

十332園

にさういって︑夕飯がすむとすぐ出かけた

十3310

にいさんと正男くんが︑代る代る観測をし

十371

十371

十368

せるやうなでこぼこが︑目立って見える︒

ず叫ぶと︑正男くんが︑﹁きれいだらう︒﹂

れいだなあ︒﹂ぼくが思はず叫ぶと︑正男

るのとすっかり感じが違って︑今に露でも

きやく

を出ると︑正男くんがぼくにかういった︒

から︑調子のよい音が流れ出した︒六

つてみる︒﹁これが五枚めだったな︒﹂﹁

を︑かさかさと秋風がゆする︒秋の日をま

十353

トルばかりの望遠鏡が︑三脚の上にのって

あり

の庭で︑一郎と貞童が遊んでみる︒貞童が

十354

鏡の堅い視野に︑月がくっきりと浮き出し

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがにいさんにいふと︑

十376

なものだといふことが考へられます︒いち

月

が遊んでみる︒貞童が︑萩のはうきでとん

十357

はぎ

つた︒﹁︿略﹀︒﹂貞童が歌ふと︑一郎は︑﹁︿

十367

ていどう

と見えて︑紫色の煙が村中にただよってみ

りぽかり︑わら屋根が浮いて見える︒まだ

してあるたうがらしが野鼠だ︒高くのびた
︒市場蹄りの朝鮮馬が︑けたたましく鳴い

︿略﹀︒﹂一郎と貞享が︑空に向かって歌つ

がん
した大空を︑雁の群が渡ってみる︒﹁︿略﹀

十377園︑ずるぶんあばたがあるね︒﹂と︑ぼく
十382

分ですが︑月には水が一しっくもありませ

な斑々のやうなものがあるでせう︒あれは

はんてん

の二倍以上もあるのがあります︒もちろん

見えるのは︑大部分が火山で︑穴は噴火口
十384

ん大きなのは︑直樫が二百キロもあるとい

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑にいさ
ふんくわ

ん︑ぽこんといふ音が通って行く︒水汲み

井戸端のうるしの木が︑ぬうっと立ってる

十386

十378

女の頭の上の水がめが︑ゆれて鳴る音だ︒

十3810

い空︒その空に︑星がいつばいこほりつい

れて鳴る音だ︒寒さが骨身にしみて︑しい
︑薄暗いランプの火が︑心細くゆれてみる

十395

り︑平原といった方がよいかも知れません

十396
十397

からふき出した熔岩が︑流れて固まったも

てるる︒おちいさんが︑孫を寝つかせよう

十398

一つくもったところがないのが︑その謹披

しょうこ

のでせう︒月には水がないといひましたが
しょうこ

ようがん

十321園︑古いけやきの木があるだらう︒おばけ
十321囹るだらう︒おばけが︑あのけやきにるた
十323園
︒﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ そ れ が ど う し た の ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

十404

つたところがないのが︑その謹擦です︒し

十3910

＋3210︒ふくろふの鳴く聲が聞える︒別な部屋で

十404
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や熱を調節するものがないから︑月の世界

ほとんど生きがひがないと思ふでせう︒

の月︑さういふものがないとしたら︑ほと

知っても︑やはり月がなかったらさびしい

今日私たちは︑それが死の世界であると知

あって︑そこで天人が舞ってみるなどは︑

いか︒月の世界に都があって︑そこで天人

も︑月に回するものがどんなに多いか︒月

は︑昔から月と文學が︑まったく離れられ

みじみと親しめる光が︑われわれに大きな

の四倍ぐらみな地球が︑天にかかって見え

とすると︑われわれが常に見る月の四倍ぐ

うにそびえて︑それが眞黒な大空に突つ立

らされた部分は︑目が痛いほど光って見え
︒ごつごつした火山が︑到るところにそび

す︒かりに︑私たちが月の世界へ行ったと
︑光を調節するものがないから︑太陽に照

まだおもしろいことがあります︒かりに︑
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われわれ日本人が︑永久に忘れること

武天皇の昔︑高倉下が瀬瀬を奉り︑金のと

たかくらじ

になった宣戦の大詔が︑ラジオを通して奉

の澄みきった日ざしが︑運動場を照らし︑

うとっくに︑贅悟がきまってみたはずで

よいよ︑來るものが來たのです︒私たち

たことについてお話があった︒﹁︿略﹀︒﹂

つ︑米英の飛行機が飛んで頻るかも知れ

は︑何か不安な氣持があることを知って︑

そ︑

ガラス越しに︑林が黒い︒からからと︑

たかい御飯の湯氣が︑幸福に︑私たちの

さえた冬空︑太陽が︑まぶしく仰がれる
つめ
しゅつと︑しぶきがほとばしって︑爪を

年も︑隣りのゆずが黄ばんだ︒かんとさ

、

方へ走って行く︒豆が︑かさかさと音をた
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十331 ︑息子を相手に︑父がかますを織ってみる
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に

にぎのみこと

十564 劒を奉り︑金のとびが御亭の先に止ったこ
十565 を思った︒天照大神が︑顔環杵尊にくだし
十565 神勅を思った︒神様が︑この國土をお生み
十569 もとより︑三民全髄が︑一つの火の丸とな
十575圏︺の國のえらいことがわかりました︒﹂と
あめ

十577園︑まるで天の岩戸があけたやうな氣がし
き

に寒々と︑白い断雲がかかる︒何時間か飛

だんうん

多い︒まつ偵察機隊が出美し︑八時を過ぎ

ていさつ

みる︒死といふものが︑この時ほど容易で
ていさつ
なかった︒今日も雲が多い︒まつ偵察機隊

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
85 83 83 83 82 82 82 81 81 81 81 81 80 80 80 80 了9 了9 了9 78 78 了8 了8 了6 76 了5 了5 了5 75 73

村中にこんなうはさがひろがると︑父も︑

將官ステッセルが祖忌のために墨くし
十855図国
ご さ たしょ
十863取った︒津野田参謀が︑御沙汰書を讃みあ

ら︑次のやうな電報があった︒﹁︿略﹀︒﹂そ

てるたのは︑日本軍がここを占領してから

た︒この一民屋だけが残ってみたのは︑日

官ステッセル將軍とが會見することになっ

田佐吉の愛量的熱情が︑ほとばしってみる

千塁といふ自動織機が勢そろひをして︑い

の織機﹂といふ光榮が︑かれの上にかがや

ひがたやすく︑故障が少く︑絶えず正確に

った︒機械の取扱ひがたやすく︑故障が少

くなれば︑新しい仔が代ってとび出して行

っから止り︑よこ糸がなくなれば︑新しい

のと腕比べをする日が來た︒努力はつひに

たる嚴しい比較試験が行はれた︒だが︑そ

験すことになったのが︑この年であった︒

自動織機と︑どちらがすぐれてみるかを験

が完成された︒これが︑日本における自動

ごと佐吉の自動織機が完成された︒これが

明治二十三年︑佐吉が二十四歳の時のこと
︑更に七年間の工夫が績けられ︑みごと佐

前で︑試運轄する日がやって來た︒黒山の

つと思ひ通りの織機ができあがった︒験し

目を一新した設計圖ができあがった︒さつ

た︒鐵材を使ふことができなかったために

い肩身のせまい思ひがした︒機械は︑どれ

のころ東京に博覧會が開かれた︒佐吉は上

は︑ひとりでに︑布がずんずん織られて行

いふのである︒佐吉が︑最初目をつけたの

んながきっと困る時が曇るに違ひない︒そ

な仕方では︑みんながきっと困る時が阿る

376385299651854110105975384105228

一番艦に︑レパルスがこれに空き︑駆逐艦

に績き︑駆逐艦三隻が先行してみるではな

のけたてる眞白な波が︑くっきりと目にし
くわえん

の煙とともに︑火焔がぱっともえあがった

投下した︒大型爆揮が︑レパルスに吸ひ込

わが雷撃機の第一隊が敢然と現れた︒雷撃

一番機が海面すれすれにおり

のやうに︑弾丸の幕が行く手をさへぎる︒
︒炸裂する弾の破片が︑海上一面にしぶき

ひかかった︒

おりて襲射した魚雷が︑みごとにウェール

の二倍ほどある水柱があがった︒と見るま
くぢら
く
︑ちやうど大きな鯨がもりを食ってあばれ

ず︑二番機・三番機が︑二二の針路をねら

ルズを襲った二番機が︑魚雷を放ってその
二・第三の雷撃機隊が︑次々に現れて攻撃
ほこるだけのねばりがあると思はせる︒レ
︒レパルスは︑速力がぐっと落ちてウェー
襲ひかかるわが一機が︑火だるまになる︒

の自爆と同時に魚雷がレパルスに命中する
︒﹂と︑一時に怒りがこみあげる︒しかし
で︑レパルスの水兵が甲板に倒れてみる姿
甲板に倒れてみる姿が︑はっきり見えた︒

がてレパルスの最期が來た︒一つ大きくゆ

やったぞ︒二番艦が︑レパルスが︑沈ん
十705囹
番艦が︑レパルスが︑沈んだぞ︒﹂機内
十705園
十713ぐあとから︑馳逐艦がついて行く︒まもな
十715と思はれた︒駆逐艦が寄りそふやうに︑傾
十717から爆爽の一大音響が起り︑火焔が太く︑
十717大音響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあ

ら︒豪いて︑第二報があった︒﹁︿略﹀︒﹂機
たふじょう

油の海に︑南の太陽が︑きらきらと光って
＋7110

い︒ただ︑青い海原が︑はてしなく疾くだ

に︑全員のまなざしがかういってみる︒死

2109621971053107551010531433
十725あらしのやうな感動が︑全員の胸を走りま
十728たやうに︑青い波頭がかがやいてみた︒こ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
了0 69 69 69 69 69 68 68 6了 6了 6了 66 66 66 66 65 65 65 65 65 64 64 64

に︑どっと喜びの聲があがる︒搭乗員の目
︒おお︑見よ︒英國が最新鋭をほこるプリ

んのりと夜のとばりが明けて行かうとする

の目にも︑固い決意がひらめく︒整備員は

艦磯見︒﹂の第二電が來た︒今日こそはと

が︑鰯りとなると足が重い︒妙に︑つかれ

ゆうで飛んで來たのが︑睡りとなると足が

引き返せ︒﹂の命令が出た︒むちゅうで飛

て︑何物も見ることができなくなった︒﹁

なく︑やがて夕やみがたちこめて︑何物も

ものすごくスコールがあばれてみる︒めざ

が︑南下して行くのが見えた︒雲はますま

見える︒わが輸送船が︑南下して行くのが

︑その切れめから海が見える︒わが輸送船

た︒﹁︿略﹀︒﹂の命令が︑八方へ飛ぶ︒いよ

艦焚見︒﹂の第一電が來た︒一同︑思はず

て︑出港するけはひがない︒いっそのこと

2967311983117665432116384

攻撃隊の指揮官たちが︑しきりに作戦をね

し

十578園があけたやうな氣がしますね︒さあ︑私

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
64 63 63 62 62 62 62 61 61 61 61 61 60 60 60 60 60 60 60 60 60 59 59 58 58

禮をした︒乃木工学が︑たむかひしかたき
＋8610

ぐわいたう

ど

十876ちに︑このおくり物がどれほど喜ばれたこ
しも
十877 ︒會見の寧日は︑霜が深かったが︑朝から
十878に︑ステッセル將軍が會見所に着いた︒白
色の外套を着た將校が四騎辛いて來た︒土
＋8710

十886 ︑胸には︑磁魏瓢一騎．が掛けられてあった︒
十891軍である︒乃木將軍が︑﹁︿略﹀︒﹂とあいさ
十898答へた︒一翼の儀禮がすむと︑一同は机を
＋8910た︒ステッセル二軍が︑﹁︿略﹀︒﹂といふと

︑およそ二三十人が力ある大力の者︑お

︒同じくは直撃が手にかけ奉って︑の

十悩4囹 できたり︑干割れがしたりします︒だか

十桝4園 でちぢんで︑しわができたり︑干割れが

の中で乾かす必要があるのです︒﹂

十悩6園 に攣りのない詔旨が選ばれ︑更に︑室の
十四6囹

も︑われら三人がつかみかからば︑な

十伽1

十悩9 る︒下塗りと中塗りができた上へ︑上漆を

で︑それらの撮み方が︑自然﹁生﹂の字の

音が行はれてるたのが︑自然わが國へもは

十伽7 には︑どんな塗り物があるか氣をつけてこ

そをつめた白木の盆が︑うつ高く積んであ

があります︒私たちが漢字を讃む時には︑
ぼん
際の明かりで︑職人が︑白木の盆のところ

のおの特別な讃み方があります︒私たちが

音訓にいろいろ種類があって︑意味の違ひ

も訓でも讃める場合があります︒また︑こ
︑このやうに音と訓があり︑中には︑音訓

み合はせて︑ことばが書き表された場合に
︑または訓で讃むのが普通です︒﹁先生﹂﹁

に二つ以上ある場合があります︒音と訓を

十価8 ︒さうして︑それらが一つ一つ︑このやう
はへ
十三7図園 ろへし蝿の一つが力なく障子にはひて
︒わが輸送船の一隻が︑敵揮のため火を畿

でも同じやうな工程がくり返されてみる︒

はいろいろな讃み方があります︒例へば︑

212439841087610987398
地で︑いろいろな音が行はれてるたのが︑

みたる安藝の太郎が家來を︑どうとけて

のぞ際がの音・も・み。で望地は図 乱}圏
のかげで︑職人の手が動いてみる︒その手

ぶ舟艇からも︑兵士が歯を食ひしばって鷹
くわえん
機また一機︑黒い翼がぱっと紅の火焔を吐

だ︒敵の戦闘機の群が︑海面すれすれに︑

て來ます︒少し氣分が悪いので︑水で顔を

り一面に︑砂ぼこりがたちこめた︒兵士は
︑寄客の響きと震動が︑からだに傳はつて

皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒兵士たち
さくれつ
をたてて︑敵の砲弾が兵士の目の前で炸裂

ものすごい砂つぶてが︑うつ伏した兵士た

けざまに二つの轟音がとどろいた︒ものす

隊長のするどい叫びが傳はつた︒その聲の

といっしよに︑砂煙が︑あたりをおほひ包

みを持ってるる兵士が一人︑むっくりと起

銃劒である︒町方網が︑手のとどくところ

せながら︑鐵かぶとが銃劒を引きずって動

の上には︑銃劒だけが残ってみる︒兵士は

する灰色のトーチカが築かれてみて︑あら

は︑屋根型の鐵條網が︑嚴重に設けられて

は︑とげのある鐵線が張りめぐらされ︑更

形に張られた鐵里馬が︑行く手をさへぎつ

船からは︑船員たちが︑銃をはなせと聲を

みる兵士の鐵かぶとが︑沈むかと思ふとま
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十901園 とは︑日本の軍人が實に勇ましいことで
十902園 です︒殊に工兵隊が自分の任務を果すま

十909囹あまり旅順の守りが堅いので︑あんなも
十918圓 ︑攻城砲兵司令官が代ったのでせう︒﹂﹁

十916囹 本軍の砲撃の仕方が︑初めと終りとでは
十924園 せうが︑海の魚雷が︑山上から泳いで來
十926 ちとけた雨將軍の話が︑次から次へと早い

十928囹と︑閣下のお子様が︑二人とも職急なさ
十934囹のために働くことができて︑私も満足で
十942園出た︒﹁私は︑馬がすきで︑旅順に四頭
十952囹一つですから︑私がすぐいただくわけに
十955囹をお受けになるのが︑おいやなのでせう
十956園か︒それとも︑馬がおきらひなのでせう
十958園時︑乗ってみた馬が弾でたふれ︑大型か
十959園さうに思ったことがあります︒今度も︑
＋9510園
度も︑やはり愛馬が弾で職死しました︒

十973がて用意された黒米が運ばれた︒職陣料理
十977 して見せたが︑中庭がせまいので︑
思ふや

十㎜4図 二十一になりけるが進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂
するすみ
十撹7図 ちあげたり︒梶原が乗りたる磨墨は︑川

120

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
120 119 118 118 11了 117 11了 116 116 116 116 115 115 114 113 113 112 108
十伽6苦 有のもので︑これがなかなか塗り物には
言伽9 を塗ってみる人たちがみた︒この人たちは
十捌5園 塗りは︑二階の方がいいのです︒塗り物
十桝7囹 り物には︑ほこりが禁物ですから︒﹂主
十梱9園 になる︒﹁下塗りができあがると︑その
十槻5 の盆は︑内側ばかりが塗ってあって︑外側
十榴1 だなで︑中にはわくが仕掛けてある︒﹁︿略
十鵬3囹 轄させながら︑漆がまんべんなく行き渡
十旧4囹 す︒この時計仕掛が嚢明されない前は︑
ふんどう
置旧7 い分銅のついた仕掛があって︑時計が時を
十旧8 仕掛があって︑時計が時を刻むのと同じや
十旧9 りした動きで︑わくが回諾してみる︒﹁︿略
十悩1囹 かるほどです︒漆が乾く時には水分を吸
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1釦
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130

1初
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132

132

132

132
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133

133

134

＋鵬−o図孤 候︒あまりに水が速うて︑馬をば川中

食脳3図圓 す︒畠山︑﹁汝がやうなる者は︑いつ
十鵬6図 ば︑わが子小次郎が年ごろにて十六七ば

2910969875321071887318752
十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

135

327
が一が

つちり目をあける人があって︑時々はつと
︒熱の高い患者の氷が解けてみるので︑冷
きり

本足の錐であったのが︑二本は折れて一本

ちりばめたやうに星がかがやいて︑船は︑

＞︒﹂とたつねたことがあった︒その時︑七

たら︑すぐに行くがよい︒どうだ︒﹂と

すめられた時︑宗治が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しか

過幽7園
十衛6

十桝8
︑宗治が︑﹁だれが二君に仕へるものか
やすくは落ちるはずがなかった︒すると︑

十衛7園
十備1

のまはりに黒いかげができて︑目の光もに

なって︑全身に冷汗が流れ︑目のまはりに

た一人の患者が︑船が揺れだしてから急に

なかった一人の患者が︑船が揺れだしてか

患者には︑船の動揺が禁物です︒牧容する

十旧7

十湘9といって來た︒宗治がたつねて行くと︑治

十柵7囹申しあげたいことがあります︒恐れ入り

十糊5

ふからも︑検使の舟がやって來た︒二さう

十餅6出した︒五人の部下が︑これに從つた︒向

十欄1園

ひ納めであった︒舞が終ると︑浮世をば今

十柵10囹

向井治嘉といふ老臣があった︒その日の夕

て秀吉方から検使が参るでございませう

したことか︑からだがききません︒海は︑

宵番の人が起しに來た聲を聞い

最後にひらめいたのが︑二十何年いつくし

十節3

十脳5

十蹴5

十㎜8園

十㎜6

十鯉4

十蹴3

逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑こち

︑この川があふれたが最後︑ここらあたり

た︒一たび︑この川があふれたが最後︑こ

い︒うちの子どもが︑うゑてるます︒﹂

になった︒たべる物が︑だんだんなくなつ

をつけようとした変が︑そのまま枯れて︑

うに固くなり︑ひびがはいった︒花をつけ

︑きっと不信心者がみるんだ︒﹂﹁だれだ

しんでるる患者の顔が浮かんで來ました︒

何年ぶりかで︑倉がいっぱいになるな︒

と︑寝床に︑からだがたたまってしまひま
く略﹀︒﹂と︑だれかが耳もとでささやくや

だくりう

206

20了

207

207

208

くだけません︒患者が目をさましさうなの

めの計を申し出た者があったので︑秀吉は
した︒援軍から使者が來て︑﹁︿略﹀︒﹂とい

十備2
十帽4

︒そこへ︑織田信長が三萬五千の大軍を引

でるます︒強い潮風が一時に吹きつけて來

十帽8

て來るといふ知らせがあった︒輝元はこれ

したが︑やがて呼吸が不正になり︑脈がか

十旧4

とをいった︒畠の土が︑ぽこぽこに乾きき

だのぶなが

十術9

吸が不正になり︑脈がかすかになったので

十川7囹

つてみる︒黄色な土が︑すっかり白つぼく

お

がら入れに︑吐く音が聞えます︒機關の響
︑船腹に當る波の音がものすごく聞え︑船
あくま
て來て︑波や風の音が︑悪魔の叫びのやう

いても︑全身から汗がにじみ出ます︒おほ

十㎜2

いて︑﹁自分一人が承知すれば︑主家は

うにもがいてみるのが︑患者の何でもない

十㎜2

はるよし

﹂と︑かすかな叫びが聞かれました︒滞身

しきり︑重い静けさが叩きましたが︑やが

全な治療をする病院が︑この勇士の患者た

十㎜7園

よひばん

町のたんぼへ︑濁流がものすごい勢で流れ

がわいて來た︒それが︑みるみる近づいて

と︑にはかに黒い雲がわいて來た︒それが

︒たこがあった︒笛があった︒なつめの砂

と思ひ出した︒たこがあった︒笛があった

十騰12

十騰12

親心10

十踊9
はしばひでよし

地に築かれた高松城が水びたしになるのも
もと

元を案じた︒この城が落ちれば︑羽柴秀吉

き七城のうち︑六下がすでに落ちてしまつ

ってるた︒いくら汗が流れても︑撰しい汗

ちみき

の下から︑﹁悪者が三人︑あの墓地にー

けてみると︑楊少年が倒れてみる︒さつそ

驚いて︑村の人たちがかけつけてみると︑

て破裂し︑その破片が︑楊少年の肩や背に

はれつ

げないと思った一人が︑いきなり手投げ爆

れてるたあやしい者が︑三人現れた︒楊少

もなければ︑ことばが愛ってみるわけでも

れは︑すぐその悪者がどこから來たか︑ど

夜︑これも鐵道線路がこはされてみるのを

った︒楊といふ少年がみた︒ある夜︑これ

やう

とした時︑烈しい風が吹いて來て︑父親を

そこで︑少年の老父が︑これに代って見張

くも捨てておくことができない︒そこで︑

と︑向かふから列車が進んで來る︒このま

談がある︒ある少年が︑鐵道のこはれてみ

は︑次のやうな美談がある︒ある少年が︑

得違ひのらんばう者が︑現れないともかぎ

ら十七歳までの少年がみて︑みんな元氣の
︑今でも日本の聖意がわからないで︑いつ

に愛路村といふ地域が設けられたわけも︑

そん

へ︑安全に保つことができないうちは︑支

たも

車道路があり︑水路があって︑北支那だけ

があり︑自動車道路があり︑水路があって

きな國では︑交通路が何よりも大切である
︒交通路には︑皇道があり︑自動車道路が

うに︑交通路に故障が起れば︑國の活動は

少しでもさしさはりがあれば︑からだの働

る︒畠から大きな月が出て來た︒庭へ出し
︒らふそくには︑火がともった︒風のない

子どもたちとの約束が︑果せると思っただ

た︒いくら︑腰や腕がつかれても︑こころ

611エ197111997541098651861111119872117112

建
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十幽6撃 立てようと思ふ者があったら︑すぐに行
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
214

べきん

みるのである︒糸屋が興る︒荷車を引きな

は︑どこかの子どもが︑もう頭をつるつる

揺れて︑自然に分銅がどらに点る︒﹁ボー

おもしろく︑笑ひ聲が絶えない︒猿まはし

演じたりする︒それが︑見てみる人にはか

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
Q23223223223223223盟3223盟3盟惣惣避盟2盟繊勉勉盟盟盟1221221盟1盟1220220220220
一一一

に︑いろいろな物音が響くが︑何といって

まで晴れてみた空が急に暗くなって︑大

晴れた夏の空が︑武藏野の上におほ

むさしの

十一54圏︑こちらに川波が光りだした︒ああ︑
か
れ︑氷塊と氷塊がつきあたり︑噛みあ
十一87

十一62圃

十一91

降りだした︒演習が終って︑王は︑一軒

なって︑大粒の雨が降りだした︒演習が

え間なく﹁︿略﹀︒﹂が響く︒夏の日には︑
りやうみ

夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬の

十一91

十一98園

略﹀︒﹂おつきの者が︑恐る認る申しあげ

﹁二月蝕りも雨が降らなかったから︑

らは︑雨のしっくがしたたり落ち︑御軍

る︒それだけに︑空が美しい︒月が出てみ

に︑空が美しい︒月が出てみれば︑出てゐ
なんきん
︑
南京玉のやうな星がばらまかれて︑一つ

十一124

︑蒙古の住民たちが並んでみた︒王のお

略﹀︒﹂と︑中隊長が申しあげると︑王は

た家々の門には︑聯が書かれてある︒めで

十一127園

十一97

で眺めてみる︒それが︑だんだん大きくな

十一133

まかれて︑

って文字であることがわかり︑その文字の

たちは︑この電文が示すやうに︑ひたす

一つ一つが︑かがやいてみる︒
れん

り︑その文字の意味がわかって早ると︑い

十﹁143

もしやう

いりになった︒王が幼年學校の生徒でい

る若宮道久王殿下が︑喪章をつけない日

みちひさ

この附近の住民が翠雲で︑今にも死に

そうその聯の美しさが心に刻まれて薫る︒

十一151

十一1510

十一197図

わき
たる荒尾の九郎が甲を通して︑右の脇

十一179図打って着けたるが︑天日にかがやき渡

いねいにすることが︑非常に大切なこと

十一238図圓願はくは︑臣が心をあはれみたまへ

十一2210野掛け︑沖四五町がほどに大船どもを並
十一253

は敬語といふものがあって︑その使ひ方

十一212季違へず︑彌五郎がかぶとの眞向砕きて
んで來ると︑笛の音がいろいろに鳴って︑

十一254

あなた﹂といふのが︑すでに敬語である

つて︑その使ひ方が特別に嚢達してみる

が鳴る︒笛には大小があるから︑鳩が群に

ある︒中庭のあんずが咲いて︑花びらが胡

十﹁255

つてみた黒龍江が︑ひとつ大きなあく

嫁行列のラッパの音が︑どこかで響く︒子

響いて來る︒あひるが︑﹁があがあ︒﹂とさ

て行く︒その鳴き聲が胡同に響いて論る︒

かける︒大通を︑豚がぞろぞろと歩いて行

とまるくなって︑風が吹いて曇ると︑ころ

十一2910

十一296

十一291

十一277

十一275

十一267

十一266

十一265

といふよりは︑父がよろしく申しました

から︑おとうさんがよろしくおっしゃい

にする場合は︑私が御蓼内申しませう︒

であっても︑それが相手のためにする場

たす﹂などいふのが普通である︒私もま

たくし﹂といふのが︑すでに謙遜したこ

を謙遜していふのがわが出語のいき方で

やなぎ

ずが咲いて︑花びらが胡録へちらちらと降

十一261

︒めりめりと氷が割れる︑砕ける︑地

ゐます︒といふのが︑相手に平して禮儀
動かなかった川が︑今︑動きだした︒

ぶた

ろである︒楊のわたが︑どこからともなく
︒小さな光ったわたが︑土塀の片すみにた

大小があるから︑鳩が群になって飛んで來

︑風を受けてその笛が鳴る︒笛には大小が

い文字を書いた春前が張りつけられる︒子
とぶえ
︒春になるとは︑
鳩笛が天から響いて來て︑

來る︒隣りの家の聯がわかるやうになり︑

十一94

十一93

水槽をのせた一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂ときしみ

すみさう

5441097754311121111119743221755331212107
274
圃圃大覚響てかと。うずあん大が ．oい來そりつでたま∴にる夏疹水事に

北京の町には︑里腹が網の目のやうに通じ

ともなく女の人たちが集って來て︑糸屋さ

の打ち方によって音が違ふ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

らにも大小さまざまがあって︑音色も違ふ

は︑このほかに影給がある︒日暮れ時の胡
︒ほのぼのとした影が揺れながら動くのは

うな胡同には︑それがふしぎなほどよく響

アイスクリーム逼りがやって停る︒﹁︿略﹀

る︒夏は︑金魚責りがやって閉る︒﹁︿略﹀

れる︒春は︑苗冠りがやって來る︒夏は︑

いて坐る︒やっと目がさめたころ︑遠いと

みる︒まんぢゆう屋がさうだ︒朝早く大き

れてしまふ︒ふと氣がついて︑子どもたち

218

聞きつけて︑子どもが大勢集る︒まるく輪
げい
なったその中で︑猿がさまざまな藝をする

21了

く︒歩いて行くと荷が揺れて︑自然に分銅

かに堅く︒いかけ屋が來る︒これも︑いろ

れて︑しばらくは話がにぎやかに績く︒い

色や︑紅白の糸たばがくりひろげられて︑

216

その﹁ビューン︒﹂がはたと止ると︑そこ

とを引くやうな響きがする︒その﹁ビュー

がおもしろい︒床屋が通る︒客の腰掛ける

して古る鳴り物の音がおもしろい︒床屋が

ある︒まつ︑物留りが鳴らして來る鳴り物

は︑いろいろなものがある︒まつ︑物責り

出場に︑子どもたちがたむろして︑日だま

木や︑ねむの枝などが︑ずっと延び出して

62121198411076337533111111076551121111492
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十一304 いにものをいふのが︑わが國語のならは
十一305 ︑やや特殊のものがある︒多くは家庭で
十一307 つけ﹂などいふのがその例である︒﹁二

十一439
うです︒お正月が來たから︑あなたも

出しては泣くことがある︒この不幸な子
人形や︑家や︑車が並べてある︒紫の君

十一443園
十一446

人形さんを即きがこはしました︒わた

十︻463

から出て來た牽きが︑その車を引いた︒

十一4410園

十一449園

十一315 すなはち敬ふ眞心がことばに現れること

庭では︑うぐひすが︑美しい聲で﹁ほう

十︻3010 たりするが︑それが度を越すと︑かへっ
十一315 とばに現れることが︑最も大切である︒

十一465

ました︒わたしがっくろつたのですよ

十一322 いなことばつかひが重んじられてみる︒

夏です︒屋根で雀がちゅうちゆう鳴いて

今日︑ねえさんがお嫁入りをします︒

に︑あのねえさんが︑よその人になって

十一467

十一471

十一323 わが望薄に︑敬語がこれほどに獲達した

十一472

ました︒先生の目が︑みんなの笑った顔

︒さう思ふと︑心がちっとも落ち着きま

﹁ああ︑この子が男であったら︑りつ

みんなの笑った顔が︑私に集ってゐます

のおっしゃることが︑つい私の耳をす通

十一354園

十一474

十一467

十一363 人でした︒父爲時が願ったやうに︑もし
十一475

十一468

十一363 うに︑もし紫式部が男であったら︑源氏

つてゐます︒先生が︑私に何かおつしや

十一351 りこうでした︒兄が史記を讃んでみるの

十一365 は︑漢文を書くのが普通であったからで

十︻475

十︻324 ︑昔ながらの美風が︑ことばの上に反映

十一367 かに寓し出すことができたのです︒かう

ます︒髪結ひさんが︑

一生けんめいに︑

は︑がやがや人中がします︒髪結ひさん

ると︑入口に下駄が何足も並んでみて︑

た

つたやうです︒顔が火のやうになるのを
十一478
十一479

げ

十一476

ぶつだん

十一478

十一375 書かれた源氏物語が︑いかによく人間を
十一3710 庵に︑折から夕日がさして︑西側はみす

あん

十一376 窮し出してみるかがわかるでせう︒一

あま

十一381 して︑西側はみすがあげられ︑年とった

十一387 時々︑女の子たちが出たりはいったりし

十一491

十︻488

十一486

十一483園

﹂やっとこれだけが︑私の口から出まし

かざったねえさんがはいって來ました︒

りません︒ふすまがすうとあいて︑着か

何だかさびしい氣がして︑私は自分の六

ぢさんとをばさんが︑おとうさんや分家

︑いいお嫁さんができました︒﹂とい

︒．分家のをばさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって

十一391 ︒切りそろへた髪が︑ともすると扇のや

十一491

十一482

十一392 にゆらゆら掛るのが︑目だつて美しく見

十一496

十一386 そばに︑二身の女がすわってみる︒時々

十一382 つた上品な尼さんが佛壇に花を供へて︑

どこか似たところがある︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十一393 したのか︑その子が尼さんのそばへ來て

十一509

十一506

た︒にいさんだけが︑時々おどけたこと

︒夕方︑迎への車が來ました︒ねえさん

︿略﹀︒﹂IIそれがのどまで出てみるの

きよもり

して清盛などがへろへろ矢︑何ほど

候はん︒軽軽が矢二つ三つ放さんば

り︒年の若きが致すところか︒夜討

大臣︑﹁昇平が申しやう︑以ての判

o

ふこと︑汝らが同士軍︑十騎二十騎

〔

ならば︑一騎が百騎に向かふとも︑

、

晴れ

歌ふがごとく︑行くわれを

深巣が首を取る︒十

ところで︑ この雲がだんだんふえてひろ

こびを

あらん︒爲朝が手並みは︑汝も知り

、

o

、

すっきりした感じがなくなって︑ 形がぼ

，

がなくなって︑ 形がぼやけて膨ます︒の

．ム

かさの中に星が見えれば天氣︑さう

く︑

そろそろ天氣がくつれるなと思はせ

いひ︑

るなと思はせるのが︑ この雲です︒青空

で︑

ひます︒太陽や月が︑ 大きなかさを着る

一

πロ

山

呼

またこの雲が出るといわしの大漁

rヤ

るといわしの大漁があるといふので︑ い

，

雲です︒いわし雲がぐんぐんふえて來る

で︑

そばに黒い雲が龍のやうに績いてる
︑群生する白い雲があります︒俗にむら

りゆう

の堅く果に︑ 半月がうっすらとかかって

〔

、

m

｛

て來ると︑空一帯が灰色になって︑何だ

、

青空に︑薄黒い雲がみなぎることがあり

脂

雲がみなぎることがあります︒雨雲に似

隅

ころどころに青空が見え︑雲の端々が白

ワ

が見え︑雲の端々が白く見えて︑その間
︑その間から日光がもれたりします︒も

，噌

〔

り︑また時にそれが畠のうねのやうに︑

A

なったりすることがあります︒曇り雲と

，曜

雨雲はきまった形がなく︑互いっぽいに

ワ

天氣のよい日︑底が平で︑上が山の峯の

＿

十一397

十一4010囹 でせう︒わたしがこんなに病氣で︑い

十一513

績とひな

そ迷うが空來で群

解雲つ

了2

了3

了3

了3

了4

了4

了4

了4

了4

74

74

75

十一398厚子を︑あの犬きが逃したの︒かごに伏 十一497園 ありがたう︒私がみなくなっても︑さ
十一423囹 それは︑よく物がおわかりでしたよ︒

ヨ

露國が連敗の勢を回復せん

十一424園 このおばあさんがみなくなったら︑い

レンガフ

十一516図

雀の子が逃げて泣いた紫の六 十一5610図國 我が聯合艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前

卍
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68

了1

了1

了1

了1

了2

了1
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了2
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一

十一428 とたんに美しい髪が︑はらはらと前へこ

十一4210
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日︑底が平で︑上が山の峯のやうに積み
︑夏の日など︑峯が恐しいほどむくむく

者といひたい感じがします︒俳句で﹁雲

なります︒その頂が開いたのは︑朝顔雲

雲によって︑日光がさへぎられるからで
ふと︑目がさめる︒遠くの方か

方から︑小鳥の聲が枕もとへ流れるやう

た︒つめたい空心が︑吸ひつけられるや

明けだといふことが浮かぶ︒はね起きて

首筋に水晶のはけがさはったやうなつめ
︑山々の薄黒い姿が︑だまって眠ってみ

きとした小鳥の聲が︑あたりの静けさを
しみづ

川のせせらぎの音が︑かすかに聞えて來

らわき流れる清水が︑かけひをまっしぐ

くやうなつめたさが全身にしみとほる︒

ふと︑心の底までが清められるやうな氣

られるやうな氣持がする︒胸を張って︑
ほほ

茂ってみた︒岩角が出︑木の根が横たは

岩角が出︑木の根が横たはってるる︒﹁

﹂と︑前の方で聲がする︒額も︑せなか

來た︒はずむ呼吸が︑前にも後にもはっ

き出血した温泉宿が︑だんだん小さくな

なって行く︒谷川が︑下で遠く鳴ってゐ
ありあけ
びえ立ってるるのが︑有明山である︒﹁︿

vと︑石川先生がいはれた︒まばらな

下からわき出る汗が︑顔を傳って流れ落

林を通して︑太陽がじりじりと照りつけ

て流れ落ちる︒息が苦しいほどはずむ︒

びりとうれしい笛が鳴った︒みんなは上
間では︑うぐひすが鳴いてみる︒谷底か

水を飲むと︑のどがごくりと鳴った︒木

しかんば﹂のはだが︑梢からもれる太陽

そろそろ︑針葉樹が現れて湿た︒やがて

から吹きあげる風が︑はだに快く感じる

うっかりすると足がすべる︒木の根︑岩
叫ぶ︒道標の敷字がしだいにへって行く
いにへって行くのが︑力と頼まれる︒時
物に︑攣ったものがあるやうになった︒

やうになった︒葉がふちに似た﹁ななか
道端に見つけるのが冒しみであった︒あ
たりにだんだん霧がわいて來て︑大木の
の小鳥のさへづりが聞かれる︒かうして
にたどり着いたのが午前十一時︑みんな
おいしいこと︒空がしだいに曇って來た
らも︑しばらく道が急だつた︒霧の間に
うしかんば﹂の林が早く︒道端には︑さ
︒道端には︑ささがめづらしく花をつけ
いつのまにか大木が少くなって︑せいの
せいの低い細い木が目につくやうになつ

たと思ふと︑眼界が急に開けて︑山腹の

て見えた︒みんなが︑わいわい歓聲をあ

緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに績いて見

角駝︒﹂といふ聲がする︒ぼくらは︑止

る︒ぼくらは︑胸がをどつた︒やや廣く
︑三角貼を示す石があった︒そばに腰掛

つた︒そばに腰掛が何垂かある︒中二二

キロと記した道標が立ってるる︒頂上ま

に︑なだらかな道が績いた︒薄日がぽか

みる︒ただ︑天地がいかにも明かるかつ

﹁たかねざくら﹂が︑今を盛りと咲いて

道が吐いた︒薄日がぽかぽかとせなかを

vと︑石川先生がいはれた︒みつばち

だ

れんげ

わしは

巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散
︒左は︑急な斜面が神秘な谷底へ深く落

うに︑峯傳ひの道が傷いてるた︒ややも

配る︒この大自然がくりひろげる景観に

川の鳴ってみるのが︑かすかに聞えて來

く見せる︒ぼくらが今立ってるるところ

ころどころに白雲がただよって︑中腹を

とのびる飛騨山脈が︑蓮華・鷲羽・水晶

ひ

高に導いて︑槍岳が︑それこそ天を突く

略﹀︒﹂と︑だれかが帽子を振りながら︑

ふは晴れて︑山がすてきだぞ︒﹂と︑
十一932園

かなり大きな雪漢が見おろされた︒先頭

せっけい

へ來た︒下から風が強く吹きあげる︒足

があった︒みんなが︑うれしがって雪を

ころどころに残雪があった︒みんなが︑

ばないちご﹂などが︑貼々と入り直れて

ばい﹂︑小さなのが﹁みやまきんぽうげ

な花は︑大きなのが﹁しなのきんばい﹂

はれた︒みつばちが︑盛んに花から花へ

〉。
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て行くと︑そよ風が頬にここちよい︒な

げに近い薄あかりが︑重なり合った葉の

・くりなどの木々が茂り合って︑頭の上

いやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞えて來

を聞きわけることができないやうに︑鳥

ヶに鳴く山鳩の聲が聞えて來る︒その間

と︑うぐひすの聲がころがるやうに白い

の上の緑のおほひが辛きてしまった時︑
か
のか︑朝の日の光が︑石を噛んで流れる
なかぶさ
︒﹂山田先生の聲が︑中側温泉旅館の庭

がぐらぐら動くのが︑愉快でたまらなか

流の上に︑高い橋がぐらぐら動くのが︑
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ちりかちりと︑杖が岩に鳴った︒前の人
には︑大きなささが︑ぼくらの頭をおほ
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十一958 うとう︑燕の絶頂が來た︒それは︑大空
十一962 る︒さっきの槍岳が︑﹁ここまでお出で︒
十一965園 な山へ登れる人があるのかなあ︒﹂と

十﹁969 東も北も﹈帯に雲がとざして︑ぼくらの
十一9610 等の姿を見ないのが︑まったく残念であ
十一978 そろ北千島の漁場が活氣を帯びて止る︒

十一979 こそこの襲動機船が︑本島をあとに︑六
十一982 ︑割合ひなぎの日が多い︒ここ北千島の
十一991 船のともから︑網がしだいにくり出され
十一992 されて︑その長さが約五千メートル︒こ
十一992 ートル︒この作業が終るころは︑日没の
十一993 そい北洋にも夕暮がだんだんせまって︑
十一994 んせまって︑濃霧が一面に立ちこめる︒

濃霧がもうもうと立ちこめ

十一995 だよふやうに汽笛が聞えて來るのは︑力

十一鵬2

ごろ︑もう東の空が白み始める︒﹁︿略﹀

十﹁鵬6 室に︑しばしの夢が結ばれる︒午前二時

十﹁㎜3 しのランプも︑光がぼんやりと見える︒
十一㎜7

十一㎜9 を固めた若者たちが︑船室から出て來る
十一棚3 ら︑海面にさざ波が起る︒網の糸も切れ
十一梱3 きなますや︑さけがかかってみるのだ︒

十一鵬6圓 は︑﹁え︑樂譜がない︒﹂といひさし
︒その最初の一音が︑すでにきやうだい
︑にはかに何者かが乗り移ったやう︒↓

︒折からともし火がばっと明かるくなつ

手をやめた︒友人がそっと立って窓の戸

ると︑清い月の光が流れるやうに入り込

いって︑さつき娘がひいてみた曲をまた

みたが︑やがて指がピヤノにふれたと思

東の空にのぼる月が︑しだいにやみの世
しば
はば奇怪な物の精が寄り集って︑夜の芝

と︑うちのことが何よりも知りたいの

も︑大陸の氣候が私に合ふのかも知れ

働いてみることが︑私をこんなに丈夫

いろいろな野菜がありますから︑何だ
にも︑そのことが書きそへてありまし
さみや花器などが︑そっくりまさえさ
そううれしい氣がします︒私もいけ花
す︒私もいけ花がすきなので︑いそが

行った時のことが︑なつかしく思ひ出
いつも自分の心がこもってみなければ

をのみこむことが大切だと思ひます︒
つくりすることがあります︒例へば︑

もとに︑ナチブ山が青々とそびえてみる

詐りがし他。章。盛人顯團あたて車。か陣がはも

ひえだのあれ

國民の素朴な喜びがみなぎってゐます︒
い づ

りありと読むことができるのである︒二

が古代國民の精神がとけ込んでみる︒わ

してわが國の古傳が︑古語のままに残つ

他古代のいひ傳へが︑古事記に載せられ

まに書き表すことが︑安萬侶に取っての

章といへば︑漢文が普通であった︒しか

になった︒この人がなくなったら︑わが

盛りであった阿禮が︑今ではもう六十近

人であった︒かれが天武天皇の仰せによ

萬侶は︑稗田阿禮がそらんじるわが國の

まろ

れ打つなはへが手をする足をする

そこのけお馬が通る

あった︒兵隊さんがさし出す紙切れを手

た一人の兵隊さんが︑俳句を作ったから

てるる︒兵隊さんが︑どこからかつれて

車の上に︑三毛猫がうずくまってみる︒

こんなところに猫がみるはずはないと思

か︑ほとんど見當がつかない︒バランか

陣地からは︑それがどの邊にあるか︑ほ

があるが︑山全艦が熱帯の森林におほは

は敵の砲兵観測所があるが︑山全艦が熱

81974967631863954344119
して行くところが去りました︒みんな

日本の兵隊さんが︑山の谷あひを長い

十﹁価2

十一悩2 打ち寄せてみるのが見えるといふ︑糟の

十一悩2

十一蹴4 げにも︑山羊の群がたくさんみる︒白い

十一蹴1 な空には︑白い雲が光を帯びて流れてゐ

十﹁矧9 原には︑山羊の群があちらこちらにるる

や ぎ

十一矧7 をかいた小さな船が︑三角の帆をあげて

であった落合直文が︑元旦に門松をよん

おちあひなほぶみ

の初島に︑白い波が打ち寄せてみるのが
てるる兵隊さんがゐました︒それも一

よい時候で︑空がどこまでも高く澄ん

したやさしい情がこもってみるのだと
︑戦ひぬくことができるに違ひありま

十一燭5 われ日本人の心持が︑すらすらと品よく

はっしま

十﹁欄8図團 ︒箱根路をわが越えくれば伊豆の海

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
日本の兵隊さんが︑こんなものやさし

氣にさはることがあって心の落ち着か
︑その人の氣持が︑そっくりそのまま
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十一棚6 山︒かうした作業が五時間も潔いて︑一

十一川7満載である︒濃霧がだんだん薄れて︑太
十﹇棚8 だん薄れて︑太陽が洋上ににぶい光を投
中からピヤノの音が聞える︒﹁︿略V︒﹂か

十一鵬7 樂家ベートーベンが︑まだ若い時のこと
十一鵬2

十一鵬7 やがてピヤノの音がはたとやんで︑﹁︿略

十一塀2囹 いったつて仕方がない︒家賃さへも彿
十﹇燗4 と︑ベートーベンがいった︒妹の顔は︑

34

十﹁佃9 なささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑兄がいふ︒ベートーベン

十一㎜1 略﹀︒﹂そのいひ方がいかにもをかしかつ
十一鵬5
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

っくりのマンゴーがある︒じゃがいもの

れるマンゴスチンがある︒形は︑まくは
どもあって︑それが︑みんな目のさめる
たはなやかなものが︑いっぱんに用ひら

頭に載せた女たちが︑窓のところへ物費
や ぎ
︑
山羊の焼肉などがある︒葉に包んだ御
ひつじ

にも牛や羊や水牛がみる︒スチャンとい
の品のよい一家族が乗って來た︒その静
見て︑このあたりがいちばんジャワらし
ンダと戦ったことがある︒その時︑ジャ

ばかり前︑ジャワが︑オランダと四つた
英雄ジポ・ヌガラが現れて︑五年間も守
の英雄を生んだのが︑この地方である︒

ほうわうぼく

けると︑一つの島が見えて來る︒ニュー
︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑目

木や︑鳳昼木などが茂り︑その間に︑眞
ぶつさうげ

眞赤な佛桑華の花が咲き齪れてるる︒空

は︑青いパパイヤが︑手を延せばとどき

たいろいろな小鳥が︑聞きなれない鳴き
すず
色に熟したレモンが鈴なりになってみる
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211

211

211

211

211
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2
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6
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4

3

3

2

11

7

6

4

2
ちらに鶏の鳴き聲が聞かれるのも︑のど

ゑんとう

てんすみをけ

スには︑猛獣毒蛇がみないといふ︒だが

まうじうどくじゃ

るけれども︑ここがセレベスだとは思へ

椰子や︑びんらうが生えてみるけれども

ろがってみる草原が︑ふと萎畠のやうに

と歌ひたくなるのが︑セレベスのみなか

セレベスにみた人が笑って教へてくれた

見せる︒住民たちが︑丸木舟でわれわれ
︒日本人のバナナがすきなことを知って

でみて︑空と海とが︑刻々に千全域化の

がれのかすかな光がただよってみて︑空

をふくんだそよ風が流れて挙る︒あたり

りといふ小さな町があった︒船は︑淺い

かるさと︑雲の形が︑日本の内地に比べ

を取ってみることがある︒椰子の實から
ぶで
た豚が遊び︑あちらこちら
︒その木かげ

手である︒子どもが︑椰子の梢にのぼつ

んでしまふ︒皇軍がこの島を治めるやう

名物のほたるまでが死んでしまふ︒皇軍

ごろまではよく灰が降り︑植物は枯れ︑

く︒殊に︑季節風が南西にかはる三月こ

きせつ

が︑時々この火山が爆嚢して︑火山灰を

さがってみる火山が︑白い煙を吐いてゐ

くやうにする︒船がラバウルの湾の入口

た圓筒形の天水桶が並べてある︒このあ

くに通行することができる︒窓も廣く︑

して行った家は床が高く︑その下を立つ

だん

213

3

な壇のやうに家々が山の中腹に並んでみ

213

4

の姿や︑木々の色が︑フィリピンの島々

屋根のやうな山脈が走ってみる︒ラバウ

213

11

に︑大きなとかげがちよこんと頭をもた

しゆいろ

でに朱色のとんぼが︑壁に止ったりして

には︑どんな動物がみるのか想像がつか

物がみるのか想像がつかない︒朝日の出

鳴く奇妙な鳥の聲がする︒朝の涼しさは

けっくやうな暑熱が地上を支配する︒こ

しょねつ

てぎらぎらと太陽が中天にのぼると︑焼

うに揺れ︑とんぼが飛びかふのを見てゐ

大きなすすきの穗が波のやうに揺れ︑と

たくなる︒四

夜が來て︑山脈の上の黒

見てみると︑これが夏なのか秋なのかと

って︑あたり一面が虫の聲に滞たされ︑

大陸に︑南十字星がかかって︑あたり一

間に無敷のほたるが群がって青白い光を

地ではまだ寒い風が吹いてみるであらう

なに氣持のよい町があったのかと驚かさ

つそうとした密林が切れて︑白い壁に赤

かと驚かされるのがクチンである︒クチ

に赤い屋根の建物がずらりと川岸に立ち

んで見える︒これがクチンである︒川に

にかざられ︑それが強烈な南洋の光線に
せいけつ
このやうな商店街が思ったよりも清潔で

の薄いきれ地などがいっぽいにかざられ

あの支那鞄の商店が︑ぎっしりと軒を並

て︑赤屋根の住宅が︑あちらこちらの緑

知れない小鳥たちが︑いっせいに歌を奏
ロつ
をさまされることがある︒ボルネオの雨

窓から山のいぶきが水のやうに流れ込ん
︑名も知れない鳥が來て鳴き始める︒そ

ナップルのにほひがあたりに滞ちてるる

のびたゴムの木立が緑色の涼しいかげを

で︑その一世一動がをかしいほど人間に

ウータンの子どもが︑大きな頭を振りな

220

實の生ってみる木が︑早くたべてくださ
すかすと歯ごたへがして︑乾ききったの
︑あまずっぱい汁が流れ込む︒附近には
わっかな住民の家がところどころに鮎在
が海軍特別陸戦隊が︑この土地に敵前上
と連なる大きな島が見えて早る︒ニュー
をたたへた奪い湾があって︑その湾の奥

そうとく
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ともつかないものが︑ふはふは飛んで來
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といふりっぱな町がある︒朝夕︑町の姿
︑︸萬トン級の船が百五十隻ぐらゐはら
せい
パウルである︒港がよければ︑しぜん政
ーギニや州の総督が住んでみた︒しかし
し今では︑日本軍がここにどっかり腰を
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と︑北東の季節風が吹き始め︑一日に何
く激しいスコールがおとつれる︒中でも
である︒大粒の雨が︑ものすごい音をた
て彫る︒それに雷が多い︒今にも頭上に
やうな︑激しい雷が鳴り響く︒スコール
もに︑幅廣い稻妻が鋭く切り込む時など
ダイヤとの二種族がある︒海ダイヤ族は
してみるが︑性質が荒つぼく︑海賊を働

取つたりする悪習が残ってみる︒陸ダイ
︑これに反し性質が從順なので︑海ダイ
らうか
青い竹張りの廊下が部落の眞中を走り︑
の木で作った長屋がずらりと並んでみる
の中に小さな通路があり︑廊下へ出なく
ぶた

家をたつねることができる仕組みになつ

下には︑豚や︑鶏が飼ってある︒廊下は
は︑月の世界の兎がつく餅つきのきねと
る︒かれらは水浴がすきである︒朝夕︑

て︑部落の人たちがそろって水浴する眺
その他︑マライ人がたくさん住んでみる
マライ人の女たちが︑夕方など︑こんな
くべつ

な氣持になることがある︒それほど日本
人とほとんど匠別がつかないほどである
︒マライ人も水浴がすきである︒かれら

きだうしや

入坑の時刻がせまった︒坑口の前

に︑軌道車の響きがごうごうと反響する

に暑くなり︑温度が高いのでむしむしす
はだ

ほどもある御影石が︑ごろんごろんと︑
︒堅い︑大きな石が︑小さな墾と槌で︑

日が照らうが︑風が吹かうが︑じりじり

てやる︒たとへ日が照らうが︑風が吹か

に穴があく︒それが積り積って︑五メー

ニセンチ︑石に穴があく︒それが積り積

み並みならぬ根氣がいる︒槌の音は︑い

みて︑葉書の日光が︑まぶしいほど反射

足りないやうな氣がする︒七時間の勢働

を見定める人などが︑いっしよになって

り︑﹁申し受け﹂があって︑たがひに堅

志に﹁申し送り﹂があり︑﹁申し受け﹂

を一つにすることが︑かんじんだ︒一分
ま
ば︑危除といふ魔が︑すぐねらって來る

てる人llこれらがいつしょになって︑

に︑働く人の足場が落ちないやうにと念

み合はせる︑岩石がくつれないやうに︑

を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒太い

石滞載のトロッコが︑一門︑二二︑三塁

立ちこめる︒これが晴れるのを待って︑
︑鉱石運搬の鑛員がやって來る︒シャベ

もうと︑煙やガスが立ちこめる︒これが

を守ってくれる寳が︑この中に生きてゐ

機械になる貴い銅が︑この黒石の中に眠

いのではない︑形が美しいのでもない︒

の肌が美しい︒色が美しいのではない︑

はだ

︿略﹀︒﹂黒石の肌が美しい︒色が美しい

る︒志水のにほひがして來る︒﹁二十へ

7974118859610887541196443875431033
である︒大きな石が︑おもしろいほど思

く︑あの乙舳で石が割れるものだ︒よく

の汗みどろの努力がひそんでみる︒たと

さい

そ

も困られることがあるのですか︒﹂徳
十二285園

た︒き一本な子路が︑とがり聲で孔子に

つ不平をもらす者があった︒き一本な子

おのつから人の心がわかるものである︒

くこの地方に職齪があって︑道ははかど
︑ろくろく食ふ物がなかった︒困難に際

って︑陳・察の厄があった︒孔子は楚の

ちん

顔回は︑﹁先生が生きていらっしゃる
十二271囹
り︑どうして私が死ねませう︒﹂と答
十二271囹

幸にも︑孔子の顔が陽虎に似てみたとこ

って転所といふ者が︑この地でらんばう

やうこ

さかのぼる︒孔子が︑弟子たちをつれて
やうこ
兵に園まれたことがある︒かつて陽虎と

てるた︒その顔回が︑年若くてなくなつ

かに君が代の合唱が起つた︒不動の姿勢

た︒部隊長の訓示が終ると︑林のやうに

にすすり泣きの聲がもれた︒部隊長の訓

りに四千名の邦人が出て來た︒校庭は︑

みた約八千の邦人が︑皇軍の入城を知つ

のやうな邦人の群が︑わあっとなだれを

を載せたトラックが︑帝國領事館の横へ

といふ答へを聞くが早いか︑トラックは

顔には︑感激の涙がとめどなく流れた︒

ックの上から勇士がどなった︒もちろん

にまみれ︑目だけが異様に光ってみる︒

持つた二三人の男がとび出して來た︒﹁

満載したトラックが︑ダバオ市内に突入

もない方向にひびが入り︑思はない倒れ
︑わかるやうな氣がするといふ︒三 ダ

割れるといふことが判断される︒もし石

石英や︑長石などが︑こちやこちやに入

54325321619714317594318

4321108

十二54図魍思ふかなおのがをさむる國はいかに
十二56図圃の遠きをおのが心ともがな

十二73

︑幾十塁の軌道車が︑鑛ロ貝たちの乗るの

︑胸を張る︒腔操がすむと︑みんな軌道
あいさつ
あいさつ

し︑事務所の係員が︑﹁︿略﹀︒﹂と挨拶す

挨拶する︒軌道車が動きだすと︑接聲器
には︑大きな神棚があって︑その下を通

から快活な行進曲が響いて量る︒坑口に

18

19

19

19

19

20

20

21

21

21

22

22

22

23

23

24

24

24

25

26

26

26

26

2了

2了

28

28

28

28

4
5
6

223
223
223
223
223
223

9
1110
4
7
9

224
224
224
224
225
225

10
3
4
5
6

225
225
225
225
225

7
9
1211
2
5

225
226
226
226
226
226

7
1010

888887
987324

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十

が

が

334

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
181了161616161515151413121212121212121211111111111010101010999

もんむ

である︒文武天皇がまだ皇子でいらっし

は今あけぼのの光が美しく輝き︑ふり返

西を見れば︑残月が傾いてみる︒東西の

供をした時︑赤人が作った歌である︒﹁︿
︒﹁和歌の浦に潮が満ちて來ると︑干潟

ちて來ると︑干潟がなくなるので︑あし

岸べをさして︑鶴が鳴きながら飛んで行

な

鶴の羽ばたきまでが︑聞かれるやうな感

を奮起させるものがある︒あをによし奈

をののおゆ

りと見るやうな氣がする︒小野老の歌で
︒萬葉集には短歌が多いが︑後世の歌集
べて長歌の多いのが︑一つの特色となつ
︑たくさんの山々があるが︑中でもりっ
して︑かまどの煙があちらこちらに立ち
る池には︑かもめがあちらこちらに飛び
︑わが古代の人々が︑雄大明朗の詩性を
れわれは嵩むことができるのである︒七
つた一人の修行者が︑ふとこのことばに
︒いひ知れぬ喜びが︑かれの胸にわきあ
がって來た︒病人が良筆を得︑渇者が清
が書置を得︑渇者が清冷な水を得たのに
でない︒もしあれが佛のみことばであれ
に何か轟くことばがなくてはならない︒
羅刹のみるのに氣がついた︒﹁︿略﹀︒﹂さ

まだあとの半分があるに違ひない︒前

だ︒何でこの身が惜しからう︒﹂かう

﹂といふ深い意味が︑かれにはっきりと

たうの悟りの境地がある︒﹂といふ深い

どうしてこんな聲が出るかと思はれるほ

たくみのかみ

かれながら︑聞多が︑山口の町から湯田

すかさず第三の男が︑大刀を振るって聞

みは︒﹂と︑それがだしぬけに聲をかけ

多のさしてみた刀が防いだ︒うつ向けに

った今一人の怪漢が︑いきなり聞多の干

けになった際︑刀がせなかへまはってゐ

聞多︒﹂と答へるが早いか︑後に立つた

ち受けてみる怪漢があった︒﹁だれだ︑

年で明治維新の幕が切って落されようと
ぶんた
︑虚業の井
上聞多が︑反封窯を向かふに

みしん

法に從はせるのが︑佛の大慈悲である

と︑またこのことが法親王のお耳にはい

vと︑歎じる者が多かった︒すると︑

︑將軍家のなぞがお解けにならなかつ

った︒このうはさが世間にもれて︑だれ

う致しては政道が立ちませず︑まこと

王寺宮黒黒法親王が江戸城へおいでにな

ては何ともしやうがない︒それぞれ︑準

よ切腹といふことがきまった︒細川越中

てしまった︒正月が過ぎて︑二月にいよ

ば︑早計の政治が成り立たない︒﹂

く略﹀︒﹂といふのが︑多くの人々の一致

忠義を働ます道がないであらう︒﹂と

ある︒もしこれがお仕置きになれば︑

らゆるほめことばが︑かれらに浴びせら

助を始め四十鯨人が︑亡君淺野内匠頭の

すけ

に︑妙なる樂の音が起って︑朗かに天上
︑多くの天人たちが現れて︑修行者の足

53

十一一287 のある者なら︑天が助けるはずだ︒助け
十一一289 と︑さういふ考へがわいたのかも知れな

十二291囹︒ただ︑困り方が違ふぞ︒困ったら悪
し こう
る︒君子はそこが違ふ︒﹂子貢といふ

こう

﹂子貢といふ弟子がいつた︒﹁︿略﹀︒﹂孔

し

十一一293園

十二292囹 もするといふのが小人である︒君子は
十二294

十二295園だから︑世の中が先生を受け容れて用
十一一299園 工のうまい大工が︑必ず人にほめられ

十二2910園手かげんするのが果してよい大工だら

あいこう

さへぎ

り 東大寺の大佛ができ︑インドから高
︑インドから高僧が渡海して來たころの

十二302園︒道の修つた者が︑必ず人に用ひられ 十二449図圏く花のにほふがごとく今さかりなり
十二308囹生の大きいことがわかります︒道を修
十二311
に︑﹁仁﹂の全点が説かれてみる︒さう

略﹀︒﹂このことばが︑孔子をどんなに滞
かへ
つて禮に復るのが仁である︒﹂と教へ

十二3110囹

十二327
十一一329 まま實行ずることができたのである︒五

十二338園 してくれることがある︒しかし︑顔回
十二342 いってみる︒孔子がよく顔回を知ってゐ
十二347園 ゐられない︒私が力のあらん限り修養
﹁先生が生きていらっしゃる

十二352 ︑よく認めることができたのである︒六
十二354園 る︒六

十二355園り︑どうして私が死ねませう︒﹂とい
ろ

ある日︑魯の哀公が孔子に︑﹁︿略﹀︒﹂と

十二356 ＞︒﹂といった黒雲が︑先生よりも先に死
十二358

十二362園 ﹁顔回といふ者がをりました︒學を好
十二397 かった兵士の一人が︑今日よりはかへり
十二406 その家族たちの歌が︑萬葉集に多く見え
十二409 二十巻に牧めたのが︑萬葉集である︒か
おほとも

十二409 問はず︑細民一般が︑事に認れ物に感じ
おほとものやかもち

さん︒わしは腹がへってをります︒あ
︑つい︑うは言が出たかも知れないが
しには何も言えがないのです︒﹂と答
飲み物といふのが︑人間の生き血さ︒
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十二412 る大伴氏・佐伯氏が︑上代からいひ傳へ
十一一413 たのを︑大伴家持が長歌の中によみ入れ

十二422 を傳へ︑忠勇の心がみなぎってみる︒萬
十二423 満ちあふれたものが多い︒有名な歌人︑
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た︒すると︑一刀がまた後頭部をみまつ

らが首を正行が手に掛けて取り候か
＋二9810図圖

前もって爆藥が仕掛けてあり︑退却

まだ砲弾が飛びかひ︑敵兵が︑

し

すっぱだかの工兵が︑肩でかついで運ぶ

には︑田虫と汗もが一面の地塁をゑがい
てるる︒ここの橋が三分の一ほどできあ
は歩兵の徒歩部隊が出てみるだけである

でみる︒ここの橋が完成しない以上︑ト

から︑汗のしっくが︑スコールのやうな

にやけて︑歯だけが妙に白い︒ハンマー

照りつける︒全員が︑マライ人より黒く

上を︑熱帯の太陽がかんかん照りつける

業を指揮する隊長がある︒その上を︑熱

り支へてるる兵隊がある︒シャツ一枚で

ぬれである︒のどがかわくと︑椰子のか

や

のやうに重いものがある︒トラックから

ねらひ撃ちの銃丸が飛んで來る中で︑平

出す作業が︑砲揮が飛び︑ねらひ撃ちの

物を掘り出す作業が︑砲揮が飛び︑ねら

ていねいにも地雷が埋設してある︒この

のトラックや空車がおいてきぼりになっ

が飛びかひ︑ 敵兵が︑モーターボートで

こには︑

り積んだトラックが︑ あとから︑あとか

砲をかついだ工兵が︑ 自単車のペタルを

のすばらしい活躍が展開する︒ 隊長の命

機械化部隊も︑ 橋が落ちれば立ち往生に

は︑

だ一筋の鋪装道路が︑ 北から南へ走って
︑わが機械化部隊が︑ 英軍をけちらしな

ほさう

密林とゴム林が無限に績くマライに

十二㎜2愛妾 を失はざらんがためなり︒退くべき
ちん
十二㎜3図幽 後を全うせんがためなり︒朕︑汝を

＋二9810図幽︑正行・正時が首をかれらに取らせ

あった︒からだ中が︑なぐりつけられる
︒何よりも︑のどがかわいてたまらない

ない︒向かふに火が見える︒聞多は︑そ

とりあへず︑醤者が二人來た︒しかし︑

ぼっとして見分けがっかない︒からうじ

聞多には答へる力がなかった︒ただ︑手

に死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ

た︒ただ︑手まねがいふ︒天底﹀︒﹂兄は

ところいくたらう

は︑この母の心がすみません︒﹂﹁︿略

の友人︑所郁太郎が︑その場へかけつけ

て︑六箇所の大腿が次々に縫ひ合はされ

を取り止めた聞多が︑當時の母の慈愛の

0 や︑よいことがある︒これにからか

これにからかさがあるから︑これを責
冠者﹁や︑それが末廣がりでござるか

主人の書きつけがあるによって︑それ
︒もし︑きげんが悪うござったら︑か

す︒﹂大名﹁これが︒﹂冠者﹁はあ︒殿様

すならば︑人がかさをさすならば︑
まさつら

すならば︑人がかさをさすならば︑

ば︑その子正行が今年十一歳にて供し
たかうち

︑今生にて汝が顔を見んこと︑これ
︑天下は尊氏がままなるべし︒しか

む

106

・野砲隊・衛生隊が︑しびれを切らして

する︒かうして敵が次々に爆破して行く

きないとする硬論がある︒幕臣にはまた

はんぎゃく

慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達し

︑黒煙のなびくのが潜望鏡に窺った︒﹁

十一而8圃 過ぎて︑お電話があり︑吉岡少將がふ
十二柵9圏 あり︑吉岡少量がふたたび参進すると

みた︒もし︑日本が官軍と朝敵とに分れ

のうちに開城の約が成立した︒江戸市民

決したまふところがあった︒一日︑上膓

じゃうらふ

の結果︑江戸市中が兵火にかかれば︑百

義を思ふ胴囲たちが︑おめおめと江戸城

りか︑追討の官軍がたちまち江戸表に押

の家を離れないのが女の道︑徳川の家は

性の御心に︑熱火が鮎じられた︒われ︑

しやう

三

みたまふ孝明天皇が崩御ましました︒宮

て長州征伐の大事が起って︑家茂はその

と申しあげた︒宮が︑御兄孝明天皇の御

へ︑しかも徳川方がもろくも敗れたので
︑慶喜に不予の心がなかったとしても︑

としないやたけ心がみなぎってみる︒か

を打ち立てることができないとする硬論

苦︑思へばただ頭がさがる︒一言半句︑

・大砲・トラックが︑角々と橋を乗り切

いか︑一時に爆音が起り︑戦車・大砲・

ひとたび完成するが早いか︑一時に爆音

みる︒そこで︑橋がひとたび完成するが

72298753106499864431076655

立ってるる︒煙突が波間にかくれて行つ

艦長を始め乗組員が︑不動の姿勢で立つ

ふためいてるるのが︑手に取るやうに見

とギリシャの國旗があがった︒ギリシャ
かんばん
︒
甲板で船員たちがあわてふためいてる

31！181

し︒これぞ汝が第一の孝行なる︒﹂

五十萬騎︑楠木が七百鯨騎に打ちなび

かけ入り︑三時が間に十六度まで職ひ
ば︑正行は︑父が兵庫へ向かふ時︑か

31086533211821999864421863876

106

106

を失ってみた聞多が︑ふと見まはすと︑

91075261054779668533293363284421105
細図図図図圏圏離昇幽翠囹囹麗『をての園にた聞ぼ、な．・あをた
走り寄り︑正行がかひなに取りついて

仕り︑かれらが首を正行が手に掛け
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

たギリシャの國旗が︑朝の太陽に照らさ

シや國旗に︑敬禮が送られた︒嚢射止め

止め 眞麗な太陽が︑シドニー沖の海面

の大きな客船の姿が寓つた︒アメリカか

で魚雷襲射の準備がなされた︒乗組員た

に︑十字のしるしが赤く描かれてみる︒

十二桝8囹 日本には武士道がある︒武士道こそは

十一一階5

十一一伽9

十二櫛4

せる衛生兵の一人が︑片言の英語で慰め

に︑窓から月の光が美しくさし込む夜で

をうったへた︒目が見えない上に︑手の

のであった︒病院がわが軍に占領された

135

ナリヤのさへづりが朗かに聞えて曲る︒

そそぐ︒縁先の雪が︑かさりかさりと︑

やはらかな日ざしが︑窓いっぱいに降り

十二矧6 は︑眞白な入道雲がむっくりと首をもち

十二柵3囲

十二柵2鯛

最高文化の源泉が高鳴ってみるのだ︒

に世界の原動力が力強くひそみ︑最高

たいせう

の雲の眞下あたりが赤道であらうか一1

くや︑すみせんが︑雪の下で︑もう目

十二㎜7 いほど静かななぎが訪れる︒さざ波一つ

十二㎜1 つて︑時々飛び魚が銀色の肌を光らしな

十二川8 と︑地平線の緑とが︑あざやかに封照し

十二川7

の長靴をはいた弟が︑せなかのあたりま

十二㎜11

十二㎜9 べつて行く船の跡が︑いつまでたっても

に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒

十二㎜7囹

十二㎜4 はった入道雲の頭が︑そろそろあかね色

ついてからまた弟が︑﹁おかあさん︒﹂と

ちらを見てみた母が︑左手をあげた︒弟

おかあさん︒﹂弟が大きな聲で呼んだ︒

かぶった白い手拭が見える︒﹁おかあさ

十二川9

十二川7

つ三つ︑灰色の雲が湧きあがって來た︒

︑不意に雲の表情が愛って來た︒頂を︑

十二川1 ︑見渡す限りの海が︑眞紅のきらめきに

十二㎜9 い︒波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を

十二㎜8 に立ってるた船長がいった︒まったく熱

て湧きあがった水が︑すぐに流れ澄んで

を摘む︒母の指先が水にはいると︑川底

は︑土遊びに鯨念がない︒母は時々弟の

十二㎜5 ︑敷知れぬ細引きが掛け並べられてみる

十二㎜4 らである︒船男声が︑むちでたたかれて

十二㎜2 うとう︑スコールが船の上へやって來た

十二踊10

び行く手に︑青空が細く割れ目を見せだ

十二㎜6 の激しいスコールが︑海上へのこのこと

十二㎜4 掛けたやうな雨足が︑さっとたれさがつ

で︑せりの葉並みがいっそう美しく見え

十二㎜11

がって︑深い藍色が頭の上にかぶさった

行くスコールの足が︑はっきり見える︒

渡った空に︑とびが高く鳴いてみた︒二

した︒その割れ目が静かにひろがって︑

十二川2 には︑みごとな星がいつぽいまき散らさ

十一一㎜12

いたりすることばが言語である︒われわ

には波の美しさがあって︑非常な勢で

みの南西季節風が︑時には十日も愛い
十二㎜2囹

十二㎜1園も誘いて高い波が立ちます︒しかし︑

長の後の空と波とが︑明かるさを増して

十二㎜6 海から︑やがて月が出て來るのであった

十一一㎜5

十二㎜4園︑勇ましい調べがあります︒﹂向かひ

十二㎜1園

さへも考へない人がある︒しかし︑ひと
ここち
で佛にあった心地がし︑愛鷹の心が泉の

一つには國語の力があづかってみるとい

以來の感情・精神がとけ込んでをり︑さ
︑さうして︑それがまた今日のわれわれ

ち

地がし︑愛國の心が泉のやうに湧き起る

らない︒われわれが︑毎日話したり︑聞

十二襯6図圃 語である︒君が代は千代に八千代に

十二㎜11

なくなって︑雑草が一面に芽ぐんでみる

︑もうほとんど雪がなくなって︑雑草が

左手をあげた︒弟がかけ出した︒ぼくも

らしい日の入りが見られますよ︒﹂と︑

に並んだはんの木が目立つ︒一だんと大

て詰る星の光までが︑ぽつんとともった

いそう明かるい聲が︑納屋のかげのあた

を︑とんで行くのが見えた︒と︑そのあ

て冬を越した人形が︑それでも暖さうな

の中からお人形が出て來たの︒﹂のん

49833932 71107532544311095215210387
園 園
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136

136

137

13了

1認

1詔

138

十二伽7 メリカの航空將校が︑白い寝床の上に横

十一一枷7

ん︒あなたがたが︑私に示されたしん

は︑日本の軍隊がつくづくうらやまし

ふところ

香芭蕉梅が香にのっと日の出る

ばせを

ふすばらしいものがあるのである︒十八

と同じやうな天膿が︑ほとんど数へ切れ

るのが現れることがある︒黒豆は︑太陽

の十敷倍もあるのが現れることがある︒

地球より大きいのがあり︑時には地球の

ことがある︒それが太陽の黒鮎と呼ばれ

ものが見えることがある︒それが太陽の

ま粒のやうなものが見えることがある︒

までもなく︑太陽が月より非常に遠いと
しょく
いひあらはすことができない︒これを燭

近にたとへるものが見つからない︒この
︒この大きな太陽が︑私たちの住む地球

二倍なくては︑月が太陽の表面を廻るわ

地球と月との距離が︑今の約二倍なくて

は︑ほとんど見者がつかない︒月は︑地

どありがたいものがあるだらうか︒太陽

53967765441109743109310
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9531084
か團ふ、るの地．もまい。・近二地はど囹囹
かと思はれる白雲が︑山の懐からぼつか

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十

1圏1231231盟122122
12了
128
128
129
130
130
130
130
130
132
132
132
132
132
132
132
133

133

134

135

337

が一が

せうかい

三636

そのうちにおよ
つとしてゐましたが︑

十二㎜2

そのへんでは︑小
三482園流れて來るのだが︑

十二㎜11

略﹀︒﹂と︑籏聲器が艦内各部に報じた︒

十二㎜9 哨戒飛行 整備員が思ひきり帽子を三つ

またしても大爆音が二回︑はっきりと聴

十二㎜1 南海特有の積寒雲が多いことであらう︒

かぐやひめでしたが︑いつもおちいさ

結びめから︑小さ
をさげてゐましたが︑

十二畑11
はすばらしい勝報がやって來た︒﹁戦艦

十二㎜12

切って飛ぶ大編隊が見えた︒みごとな編

損害を與へたことがわかる︒どっとあが
ほほ
る歓呼︒うれし涙が頬を傳って流れる︒

四518

四498

四496

四446

四396

四363

病質はわるくな
かいはうしましたが︑

急にひきかへし
ださうとしましたが︑

むつかしいのですが︑
そのうちに一メ

次の朝には︑ま
すっかり消えますが︑
氷もきれいですが︑じゅ氷といふの

こちら歩きましたが︑この島には︑ 一

矢をつがへましたが︑ふしぎに手足の

あらわし

十二㎜3

四557

しかたがありま
いて悲しみましたが︑

四886團

思ひきって︑﹁︿略
まりがわるかったが︑

ぼくのたこは︑
たりしてゐますが︑

今日はよいお天
なかったのですが︑

しゅくん

くれた︒目がしらが︑じいんと熱くなつ

四934團

殊動輝く海の荒鷲が︑大空高らかに︑凱

勝報である︒全身が勝利の喜びで震へる

が痛んでゐましたが︑ あなたのお話がお

へんりう

あやま
十二㎜5 測定に寸分の誤りがあってはならない︒

十二圏1

十一一盟7

どうともすることができない︒午後にな

四鯉2團

四961

わになりましたが︑この十五夜には︑

十二㎜5 す︒﹂と︑偵察員が突然叫ぶ︒なるほど

頭の指揮官機の翼が︑きらきら光る︒銀

四582

十二㎜2 合ひおだやかな日が績く︒ハワイの西方

十二㎜2

ない︒大きな水柱が︑遠い海面にあがつ

四365囹

十二脚6 黒い船らしいものが見える︒全員はたち
十二別5

に︑眞赤な日の丸がくっきりと浮いて︑

四592

十二㎜11

十二㎜11 よくかうしたことがある︒波がひどくあ

い︒﹁︿略﹀︒﹂の報があった︒六時三十分

十一一脚12

十二脚6

だ︒時間のたつのがもどかしくてならな

のである︒﹁船が見えます︒﹂と︑偵

十二㎜11 たことがある︒波がひどくあわ立ってる
十二別10

四十分︑敵の一機が偵察に來たが︑わけ

だまってゐましたが︑しまひに悲しさ

四351

十二㎜4 やりきれないものがある︒しかし︑制海
十二㈱7

猛果敢な海の荒鷲が︑米のカリフォルニ

四229

十二㎜6 は︑どんなに天候が悪からうと︑早朝か
十二㎜9

じた︒くちをしさが︑足の先から頭のて

十二㎜9 けるのである︒雲が低いので︑今︑機は

十二川1 けのつかないことが多い︒書食も終らな
十二盟4

十二㎜4園

十二鮒3 ものすごい積齪雲が前方に立ちふさがつ
十二盟6

がい

十二盟1 偏流測定器から目が離せず︑コンパス・

十二㎜6園 いか︒また太陽が沈んで行く︒﹂漕望

十二圏3

感激の軍艦行進曲が︑遥か祖國の東京か

學校が始りますが︑
またいっしょに

るとのことでしたが︑ そんなしんぱいを

︒口にはいひませんが︑ おたがひに︑﹁ご

四榴1団

四713團

子どものやうですが︑なくなったおか

十二脳2園 海艇らしいものが︑こっちへ突進して

十二㎜7

四603

十二川6 よろし︒﹂の報告があってから︑艦は西

十二㎜9

がはず︑一大勝報が︑電波に乗ってやつ

十二脳11 つき見た時は距離が遠かったので︑レキ
かんばん

十二川1一 キシントンの甲板が見えず︑あの攣にだ

が

四鵬7

ガ

ニゴッテヰマシタガ︑ダンダンキレイ

︵接助︶謝

一57一

が

五106国

四佃4囹

十二脳12 方と︑マストだけが見えたので︑艦長は

コンヤハ雨デスガ︑アスハヨイ天キ

イタタカヒマシタガ︑トウトウマケマ

ニ482

しんき

ニー04園

一84一

十二踊2 その下の飛行甲板がはっきり見えて︑そ
十二踊10 進器の回書する音がはっきりと聞えて來

ニ684園

ヘンジヲシマシタガ︑マタネテシマヒ

オイデニナラナイガ︑前ニハ︑オイデニ

ｪ﹀︒﹂とたつね

五407のやうなまゆでしたが︑ それが︑だんだん
五489でおほはれてゐますが︑ ところどころに︑

五367んも考へてるましたが︑

五194上手には歌へませんが︑ 兵たいさんに教へ
五234 つかないほどでしたが︑ のちには︑だんだ
五273囹
八人ございましたが︑ 八岐のをうちとい
五322 ︑もらって來ましたが︑ さういはれてみる
五336風も吹いてゐましたが︑ 私は︑いつものや

きらとしてゐますが︑
そのほかには︑何

着物でございますが︑ どうなさるのでこ

十二珊2 して︑西の方だけが凝望に暮れ残り︑そ
十一一齢3 と︑レキシントンが大きなからだを浮か

ニ946

ことはありませんが︑をぢさんにもら

くには開きましたが︑すぐに落ちて來

ハ︑﹁アリガタイガ︑オコトワリシマセ

十二川4 ずか︑敵の警戒艦が︑ちやうど頭の上を

ニ996

ロ︒﹂ト呼ビマシタガ︑シロバヰマセン

十二川8 る︒ちやうど魚雷が走り終ったと思ふ時

三91

十二川6 味悪い推進器の音が耳に響いて︑ちよつ

三318

る︒羅︐当たる爆音が︑鰯．畿機に吸ひ込ま

十二川9

三411囹えかはるはですが︑おくの方のは︑

十二川12 である︒魚雷二本が︑確かに命中したの

三445囹

た︒﹁それもよいが︑だれが︑そのす
十二畑2 あがる︒その笑顔がまだ終らないうちに

十二鵬1 のだ︒思はず古聖があがる︒その笑顔が

「〈

が
が

338

339

が一が

ころへ飛んで行ったが︑友田くんが︑ひよ

六993園人は學問はできるが︑弓はどうだらう︒

にひらひらしてみるが︑手がとどかない︒

方ぐらみの廣さですが︑ここばかりは︑寒

六946

六甲5

っ︒﹂と追ひましたが︑ふしぎに︑ねずみ

さでいっぱいでしたが︑さびしい本堂の柱

六935

犀川6

五495 見えなくなりましたが
﹁︑
ド︑ド︑ド︑ド︒
五571 におっしゃいましたが︑
お供の者にもわか

六M6

五535 ︑すんではみませんが︑
青い空をうつしな
五588 たつねになりましたが︑
へんじをなさいま

六三7

五795 ︑手をのばしてみたが︑
だめだ︒ぼくの手

七126

七96

七73園

六襯7

いらっしゃいましたが︑ふと御心に浮かん

たつねになりましたが︑だれも知りません

思ひ出してみましたが︑だれにもわかりま

干狩をするのですが︑いつものやうに︑

って飛んでゐましたが︑今度は︑遠い空か

れてよろめきましたが︑二人は︑ぐっとふ

五699團 たいと思ってみるが︑
その時は︑きっと

五597園 もよく知ってみるが︑
この小さなお方の
五612園︒からだは小さいが︑
たいそうちゑのあ

五811 もずっとせいが高いが︑
これもぼくが植ゑ
五981園も言うございますが︑
鼻が恐しく高く︑

七217

そがしかったのですが︑徳坤が重いけがを

略﹀︒﹂ と い ひ ま し た が
︑ぢさんは︑﹁︿略
を

に月を見てゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

七2610

七263

五713

にじっとしてゐますが︑雲はさっさと走っ

か聞きませんでしたが︑決してしかったり

七331園

七284

い間寝てゐましたが︑このごろは︑おか

かと心配しましたが︑毎日︑かうして藥

やうにいはれましたが︑しかし︑この重い

たまりませんでしたが︑ただ新町へ行く時

しくてたまりませんが︑別れるのは︑ほん

七335園

さるといふことだが︑．ほんたうだらうか

聲をひそめてゐますが︑夕方から夜になる

へてみるやうでしたが︑やがて息を深く吸

をこうげきしましたが︑敵は多敷で︑弾は

七349囹

七392

淺いところにるますが︑年を取るにつれて

に道をたどって來たが︑ふと見ると︑向か

はさっと引きあげたが︑二三十人目けはふ

七798團

か骨がをれましたが︑︑だんだんなれて來

︑夕飯をたべますが︑そのおいしいこと

七864年の夏かへるのですが︑その時は︑ニミリ

七836團

七784惜しく三二をしますが︑その時は︑何とも

七6210

こんがうざん

たいてい寝てゐますが︑それでも油蝉の子

はしい金剛山にあるが︑まことに小さな城

七867

と動かないでるますが︑やがて起き直った

はよくわかりませんが︑おちついた聲で︑

七875

て︑弱々しさうですが︑形はりっぱな親玉

七427

七887

七573

七892

七601

五鵬9園 なの者にたつねるが︑だれか︑日の神の
六152度はやめださうですが︑二十四日の晩は︑
六309団
ものもあるやうだが︑今の漕水艦は︑う
ばうゑんきやう
六316国
うと思ふであらうが︑細長い望遠鏡のや
六339團
てるるものもあるが︑やはり︑いちばん
六449園これはおまけですが︑タイ國の窺眞です
六506いらっしゃいましたが︑そのうちに︑何か
六579園
たといふことですが︑ほんたうですか︒
六714の中へはいりましたが︑火事が氣になって
六721ぶはなれてゐましたが︑風しもになってゐ
六734囹にきのどくだったが︑けがのないのが︑

みの練習をしましたが︑本田くんの方が上

っていらっしゃったが︑ふと︑つりばりの

んばりつづけましたが︑その間︑第一線と

43122619

七907

五五五五五五五五
116 116 112 110 109 106 104
六823園やうなものもないが︑うち中でついたか
六932 ︑たまを投げ始めたが︑とどかない︒少し
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いっしよに庭へ出たが︑ はげしい震動がひ

やがてそれを傳つ

わざと平氣な顔で

まだ口ばしの下の

それは大きなまち

からいと

そのうちで︑特に

風のたよりにこの

しいとは思はれないが︑

これはなかなかむ

先生のお話では︑

どこで大砲を撃つ

ゑがいて飛んでみたが︑

とうとうたまりか

すぐ方向を見定め

にある細長い島ですが︑

とのぼって行かれたが︑

この島に向かって

二百五十メートル

初めは二列で進んだが︑ 谷あひでは一列に

手あつくかんこしたが︑ 任務を果して氣が

らく飛び置けてみたが︑

へ知らせようとしたが︑ 電信も電話も︑敵

は辞観してゐましたが︑

げなければならないが︑

氣をつけてゐましたが︑ 十日たっても︑二

曾に住んでゐましたが︑

頼朝をねらひましたが︑ 少しもすきがあり

みはございませんが︑ 唐糸の身代りに立

めでたくすみましたが︑

壽を呼び出しましたが︑ 顔も姿も︑美しく

人まではありましたが︑ あとの一人があり

︑昔からいひますが︑ ほんたうに︑そん

も北へ行きましたが︑ 今は︑南へ南へと

つるしたものですが︑ 何のかんばんだら

の徳満がありますが︑ 酒は︑給はがきに

てもわかるでせうが︑ 町の名に︑日露強

思ふかも知れませんが︑

キロ以上もありますが︑ 燕は︑決して自分

は︑親燕と同じですが︑

には︑親燕もゐますが︑ 今年生まれた子燕

るく思ったやうですが︑

外の別館にゐましたが︑ 通話や︑そのほか

つうやく

の領土になりましたが︑ 今から三百二十年

したりしてゐましたが︑

は前後二回おそったが︑ 元帥の指圓と︑集

9082了86了6了666560504739383837353535242423201914116611了11511010410298
107510121331010103310428649838768104737
囹
團團團團團

ノ天

ゾk

95

92

91

八柵−o

う羨くはありませんが︑大川をめぐらした

大きいのは有名ですが︑中でも縦六町ート

李下も通じてゐますが︑川や堀に︑十干と
へにきたへるのですが︑それだけではまだ

かにゆれるだけですが︑それでも一回の動
を上にして泳ぎますが︑﹁かれひ﹂は︑い
︑甲は小さいのですが︑おもしろいのは︑

八帯2囹 かっかうに見えるが︑あれは胴なのだか

おきなは
ら︑ほぼ雪中邊ですが︑反封に南の沖縄や
九8810

りよう

それにつけても︑

九937星を龍座といひますが︑どちらも星があま
九941山形星ともいひますが︑これははっきりし
九959 ︒風は吹いてみないが︑波が︑目の前の水
九976も氣がつかなかったが︑一本松がはっきり
九999力を入れようとしたが︑力がはいらない︒
九㎜1 いだ︒一本松を見たが︑まだかなり遠いと
九価3 れも覧悟をしてみるが︑八月もなかばを越
はつきりはしないが︑ かなりたくさんの
九搦4
激してみるのですが︑

︒﹁もったいないが︑これで村中の命が

十148．をさげて聞いてみたが︑やがて手をあげて

︑みんな死火山ですがね︒それから︑よく

十225囹
十393

がないといひましたが︑水ばかりか空氣も

といはれる部分ですが︑月には水が一しづ
十3910

十396

恐しい死の世界ですが︑それでみて︑昔か

光って見えるでせうが︑陰になる部分は︑

間鯨りしかなかったが︑各部隊は︑こをど

十412

十598

匙まで來たには來たが︑どこにも敵艦らし

て雲の下へ出てみたが︑敵艦の影はなく︑

十422
十604

に火災を起してみたが︑砲火はほとんど三

十626
十691

一口にいふと︑飛

を助けて働いてみたが︑ひまさへあれば︑

こんどは︑苦しい

をうかがひましたが︑

十735

な仕事がありますが︑

は別に思ひませんが︑ 困ることはよくあ

と往復するのであるが︑これを人の手によ

︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるやう

へは高まって行ったが︑わっか小流校を出

十743

の織機を作りあげたが︑これもまんまと二

もたいへんでせうが︑ 暑い時も苦しいで

の情景にほほ笑んだが︑壁に張ってある新

十757
十778

日は︑霜が深かったが︑朝からよく晴れて

十762
十844

みんな同じやうだが︑ おかあさんには︑
で思ひ出しましたが︑ 撃ち落した敵機の

十877

なかわかりませんが︑ 違ふものなら︑近

をぢさんのお蹄り

しも

しょうと思ひますが︑ 終りに一つだけお

聞きしたいのですが︑

こちらにはわから

十895園旅順を守りましたが︑
十924圏も驚かれたでせうが︑
十929園なさったさうですが︑
十934園て︑私も満足ですが︑
十964圏してみるやうですが︑
十966園きたいと思ひますが︑
十969園ほども申しましたが︑

どの訓は︑一つですが︑

おきのどくでなり

海の魚雷が︑山上

あれはなるべく一

あの子どもたちも

コンドラテンコ少

それについて何か

みんなの談笑で食

これこそわが國の

﹁生まれる﹂﹁生え

一つの音で盗みますが︑ ﹁木刀﹂﹁木目﹂の

と呼ばれるものですが︑

まった音で歪みますが︑ 漢字にはいろいろ

させたりして見せたが︑ 中庭がせまいので

しいものではあったが︑

つひに開城するこ

十892園めに戦っては來たが︑今開城に當って閣
やがて狼介は満身

よくわかりましたが︑ をぢさんは︑やは
呼吸をはかってみたが︑

一城をもてあましたが︑ 前後七年にわたる

じっとふみこたへたが︑ 片足が洲の端にす

かいってみるやうだが︑

しばし水中で職つたが︑ 重手を負ひながら

とうとう山の上で
しけんぢやう

の日も待ってるたが︑

どうかしてつかま

今朝ほど尊く思つ

こで教練したのだが︑ 今は農事試験場の
今までに何度も見たが︑

もうなれてしまつ

まだ見たこともないが︑
あまみ

初めはつらかったが︑

たべる︒甘味は少いが︑ 働いたぼくたちに
﹁︿略﹀︒﹂といって

まだその折に出あ

263774

ノ、
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八佃2 道具がついてゐますが︑その上のところに
八倒8 別れるのはいやですが︑春の來ることは︑
九105九回の正遷宮に掌るが實に一千二百有丁年
お だのぶなが
九108ら伐り出されてみたが︑織田信長が︑木曾
九128うばはれるのであるが︑やがて︑左右を取
ひ一つと思ふのだが︑こればつかりは送
九239国
九288父はインド人でしたが︑母は日本人でした
考へてるたのですが︑とうとうこんなも
九391園
九397みることを傳へますが︑離れてみて直接話
九422といふ人がありますが︑そんな人は︑まだ
九547くるのと攣りはないが︑千何百人の乗員が
つねを追ひかけしが︑殺さんもふびんと
九603図
九728 い︒煙の色もへんだが︑煙の出るやうすに
九798くだまってゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と許して
ん話してあげようが︑第一は︑馬をよく
九806囹
かいはれるさうだが︑それも馬が悪いの
九807圓
九824なすのがいやでしたが︑さうしないと︑子
九843ら放牧に出しましたが︑去年と違って︑ぼ
まもたくさんみるが︑北斗ほどみごとな
九862園
九878きまってみるのですが︑ただぼんやり見て
九884さんの星がありますが︑その中で一つだい

といってゐられるが︑
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115107
九928えるだけのことですが︑今の場合︑それを
おほぐま
九931 ︑大熊座といひますが︑それは昔の人が︑

十十九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
13

が一が
340

341
が
が

十一648三盆さんとしけるが︑﹁︿略﹀︒﹂と思案し

十一6310図

十伽6 でるるのを見ましたが︑みなさんの引写に

十悩3園 らゐでも乾きますが︑早く乾かし過ぎる

十一745

十一7310

十一732

十一725

雲といってゐますが︑西洋ではよく牧場

し雲ともいひますが︑見たところはさび

支へて防ぎけるが︑敵は大勢なり︑か

十目2園 水分を吸牧しますが︑乾いてしまったら

直奏4直下の部屋でしますが︑中塗りと上塗りは

十価8 に歩いてみるのですが︑そばへ行くと︑ぱ

十㎜10 ︑すぐ來られましたが︑患者はもう口をき

序言8 に注意してゐましたが︑やがて呼吸が不正
十一905

十一769

十一761

々も見えるさうだが︑今日は何も見えな

ル以下の高さですが︑入道雲の頂になる

︑積雲といひますが︑夏の日など︑峯が

雨雲に似てゐますが︑ところどころに青

かかった場合ですが︑このおぼろ雲は︑

十研2 いと思ってゐましたが︑今度は︑いよいよ

十㎜5 静けさが生きましたが︑やがて︑﹁おかあ

十一999園

十一佃8囹

十一佃2園私は音樂家ですが︑おもしろさについ

耳を澄ましてみたが︑やがてピヤノの音

夜はなぎらしいが︑水温や潮の流れは

十衛10 さし向けたのであるが︑智勇すぐれた城主

十側2 でささやくやうですが︑だれもみるのでは
十一鵬6

十宙6 といふことであったが︑そんなことに慮じ

十㎜7 ろいうな物音が響くが︑何といってもいち

十㎜5 をやるつもりなのだが︑猿は途中で︑きよ

十篇1 なこの胡同ではあるが︑ここに住んでみる

十⁝⁝⁝2

十一卸5

十一柵5

十一擢1

ひ詰軍でもあらうが︑長い文章になると

砲兵観測所があるが︑山導盟が熱帯の森

十一衡1團

てはりっぱであるが︑戸歎は五六百を敷

十一術5團

の代りにしてるるが︑これらはみんな風

いてありましたが︑あれは︑いけ花の

年近くなりますが︑これまで病氣一つ

た空を眺めてみたが︑やがて指がピヤノ

で聞いたのですがllあなたは︑演奏

十襯7囹 す︒恐れ入りますが︑ぜひおいでを︒﹂

十一麗6

十圏9 一節であったりするが︑いつれもりっぱな

十一川8

い煙を吐いてみたが︑時々この火山が爆

十一國7

十一川11

︑みんなで介抱したが︑その夜は︑ただ眠

十一1110 結びになってみたが︑あたりのさわがし

十一㈱10

十一η3

かいはう

十川2 りを受け持ってるたが︑急病で寝込んでし

十一3010 使用されたりするが︑それが度を越すと

十一384 つくらとしてみるが︑目もとはさもだる

十一374 で表したものですが︑ただこれだけで見

十二ー56

十早漏310

いではゐられないが︑高目の前に現れて

十﹇357 の妻となりましたが︑不幸にも早く夫に

十﹁418園 とをおきらひだが︑それにしては︑ま

一槌ごとに心をこ

たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑じ

びりと響いてみるが︑

れた歯髄ではあるが︑働きぬいた満足で

りを業としてみるが︑性質が野つぼく︑

思はせるのであるが︑やがてぎらぎらと

十一422園 おなくしでしたが︑それはそれは︑よ

十ニー61

十三ー61

十一426 ら目を伏せてみたが︑とうとううつ伏せ
十一489 雑誌を開きましたが︑字も給も︑てんで

十一一363囹

十二309園

さんの山々があるが︑中でもりっぱに整

集には短歌が多いが︑後世の歌集に比べ

でございましたが︑不幸にも短命でご

恥でございますが︑君子を容れないの

うが︑風が吹かうが︑じりじりと点けら

十一537図 砲火を開始せしが︑われは急にその前

十一一454

十一553図 りて敵を待ちしが︑たちまち片岡隊の
十一561図 騙逐艦に移りしが・わが駆逐艦麟誘隣
し

十二465

し

十一583図 二つに切れたるが︑紺地に獅子の丸を

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

たりを見まはしたが︑佛の御子も人影も

7

ガ

が

から爆撃して來たが︑相攣らず︑とはう

一機が偵察に著たが︑わけもなく撃退さ

と思ったのであるが︑今見ると︑その下

方を偵察してみたが︑西の方へ向かった

少し高度を取ったが︑やっぱり暑さに万

違ふと聞いてみたが︑もうこのあたりか

んで來たのであるが︑わが謎語もまた︑

きさのものもあるが︑また太陽の敷百倍

の一つなのであるが︑われわれに近いた

ろごま粒のやうだが︑實は地球より轟き

ンぐらみの商船だが︑鼠茶を掲げてみな

に京都へ向かったが︑いつれも途中官軍

をお感じになったが︑慶喜の言上すると

あるべきではないが︑しかし何事も時勢

何者かは知らぬが︑わいわいわめいて

がり屋を存ぜぬが︑何と致さう︒や︑

の場へかけつけたが︑もう何もあとの祭

も聞多をさがしたが︑もうどこにも見つ

のは山々であるが︑それはかへってか

でございませうが︑何とか助ける道は

れない人ではないが︑しかし理非にも明

義には相違ないが︑みだりに騒動を起

たかも知れないが︑わしには何も煮え

喜びにたへないが︑どうか残りを聞か

度は否定してみたが︑﹁︿略﹀︒﹂修行者は

錬騨欝欝鱒暫騨騨勲績要呵暫騨
ワ
園丁
園園 園園囹

忌事7岸根ならさう思ひますが︒

五伽2囹 そこで︑お願ひがあるのですがね︒

がね︒

夜ねる前にもみがくといいのです
三421園

二796国方
コエモウツルトイイガナ︒

が

があがあ一かいかん
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十佃8囹 工場を見せていただきたいのですが︒
十一㎜4囹 それに樂譜もございませんが︒
十二5410園 たったこれだけですがね︑行者さん︒
があがあ ︵感︶2 ガアガア があがあ

一

カーン︑

﹁があがあ︒﹂とさわいで行く︒
︵感︶

七99

花子さんは︑その貝を持って︑先生のとこ

ろへ走って行きました︒

﹇海﹈

δアラフラかい︒オホーツクかい・さん

七102園まてがひといふ貝ですよ︒
かい

とうあかい・なんきょくかい・にっぽんかい・にっ
ぼんかいかいせん・バンダかい・ひがししなかい︒
みなみしなかい

かい

﹇罹﹈︵名︶8

﹇飼﹈呂うしかい

かい与うかい

九869

けれども︑北斗は︑きっと軍馬に買ひあげ

海員

星のおかげで︑昔から︑海員や船客たち

﹇海員﹈︵名︶1

られるに違ひありません︒

かいいん

十二鯉8

卜書

鳥居の奥に︑すがすがしき赤松の木立を

﹇絵画﹈︵名︶1

は︑どんなにか慰められたことであらう︒
かいが

ろうもん

十56図

がい

殊動輝く海の荒鷲が︑大空高らかに︑凱

しゅくん

負ひたる櫻門は︑一幅の檜豊に似て︑
がいか
﹇凱歌﹈︵名︶1 凱歌
がいか

歌をあげて基地へ蹄るところである︒

か

十二劉1

ク︾

その作品は︑ひとりわが國にもてはやさ

﹇甲斐甲斐﹈︵形︶4

かひがひしい

そのうちに︑一人の美しい少女がまじって︑

かひがひしく働いてゐました︒

七155

︽

かいがいし・い

るるのみならず︑遠く海外にも傳はりて︑

十4710図

おわんの舟にのり︑はしのかいでこぎ かいがい ﹇海外﹈︵名︶1 海外
かいをそろへて一かさ水をかくと︑舟
﹁かい︑ひたせ︒﹂と號令を掛けると︑

﹁オー︒﹂と︑掛聲勇ましく︑かいをいっせ

に︑きちんとそろひます︒

五937

白のカッターからは︑さっと︑かいがいっ
﹇甲斐﹈︵名︶2

生けんめいに苦學したかひ

かひn▽いきがい

せいに立ちあがりました︒
かい

むすこは︑

があって︑りっぱな身分になり︑

九川4園

1

買ひあげる

するとう

こんがう

ルックサック・水筒・金剛杖の身支度も

かれは︑刀のさげ緒をたすきに掛け︑か
せうちう
ひがひしく身支度をしてから︑焼酎で血だらけの

快活

軌道車が動きだすと︑据聲器から快活な

﹇快活﹈︵形状︶1

聞多が︑︿略﹀湯田の自宅へ覧る途中︑

﹇怪漢﹈︵名︶2 怪漢

十二668

後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞

暗やみの中に待ち受けてみる怪漢があった︒

十二664

かいかん

行進曲が響いて断る︒

十二88

かいかつ

傷を洗ひ︑

十二725

かひがひしく︑

十﹇832

りあげ︑︿略﹀甲板洗ひを始める︒

﹁ザ︑ザ︑ザi︒﹂と︑力強く水をかきます 九557 水兵は︑︿略﹀︑かひがひしくズボンをまく
と︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒

五906

いに水にひたします︒

五904

五901園

はく略﹀︑鳥のとぶやうに走ります︒

四113

ながら︑川をのぼって行きました︒

三518

かい

けたたま かい ﹇階﹈﹇﹀ごかい・にかい・ろっかい

カーン︑

一141圃 ガアガア アヒル ヨチヨチ アヒル ごかい・さんごかいのしょうり・ジャワかい・だい
十圏9

カーン

か一んか一んか一ん

鐵工場の前︒

七751圃﹁カーン︑カーン︑カーン︒﹂
しい響きだ︑

かい ﹇会﹈︵名︶1 會n▽あしたはうんどうかい．

うんどうかい・えんそうかい・げんとうかい・てん
みやこ の よ し か

らんかい・はくらんかい・ふじんかい

六987 ある時︑都良香といふ人の家で︑弓の會
がありました︒

かい ﹇回﹈呂いっかい・ごかい・だいいっかい・だ

いごかいだいしようほうたいび・だいこじゅうくか
﹇交﹈目すじ か い

い・なんかい・にかい・にさんかい・ろっかい
かい

かい ﹇貝﹈︵名︶9 貝δまてがい
した︒

三763團波うちぎはや砂はまで︑貝を見つけま 五911 十二本のかいは︑まるで一本のかいのやう

たいと思ひます︒

三767国私は貝をたくさんひろって︑かへり 五911 まるで一本のかいのやうに︑
七74園 いつものやうに︑四人つつ一組になって︑
仲よく貝をお取りなさい︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑正男さんが︑六七センチもあ

七810園 おや︑こんな貝が出た︒
七92

︵下一︶

︽一

たとへ治療のかひはないにしても︑

﹇買上﹈

﹇街﹈3しながい・しょうてんがい

十二712囹
がい

る細長い貝を︑みんなの前へ出しました︒
七94園 ﹁何といふ貝だらう︒﹂といって︑

かいあ・げる
ゲ︾

七95 いろいろ︑貝の名前を思ひ出してみました
が︑だれにもわかりません︒

343
かいがん一かいこ

海岸

多の両足をつかんで︑前へのめらせた︒
﹇海岸﹈︵ 名 ︶ 1 6
いつも

五565 大國主神が︑出雲の海岸を歩いていらっ

かいがん

しゃいますと︑

た︒

十伽7

﹇海岸︼帯﹈︵名︶1

海岸一帯

上陸開始後︑まもなく海岸一帯の敵陣から︑

かいがんいったい

5ごぜんかいぎ
﹇海峡﹈︵名︶1

海峡5ウォウォニか

雨のやうな猛射を浴びせて廻る︒

九関6圏圓

かいくる

︽ーリ︾

おかあさん︑あの海峡をくぐるのね︒

サルかいきょう・マラッカかいきょう

う・トレスかいきょう・ブツンかいきょう・マカッ

きょう・チオロかいきょう・ちょうせんかいきょ

いきょう・かんもんかいきょう・スペールマンかい

かいきょう

五888 海岸も軍艦の上も︑おうゑんの水兵さんた かいぎ
ちで︑いっぱいで す ︒

六罰4 出ると︑機械をいっぱいに掛けて︑もとの
海岸へ急ぎました ︒

七67 海岸は︑一面に潮が引いてみて︑もう大勢
の人たちが︑潮干狩をしてゐました︒

九949

七137 海岸で︑書のおべんたうをたべました︒

﹇掻繰﹈︵四︶1

﹇海軍﹈︵名︶7

をぢさんは海軍の軍人さんです︒

海軍←だいにっぽんて

三323

春雄さんは︑をぢさんのやうに︑海軍の

出て見ると︑海軍のにいさんでした︒
ぼくも大きくなったら︑海軍だよ︑
今日は︑海の記念日で︑海軍のカッターの
露量が︿略﹀海軍のほとんど全勢力を
わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ

海軍特別陸戦隊

﹇海軍特別陸戦隊﹈
︵名︶1

わが海軍特別陸職歴が︑この土地に敵前
上陸して︑濠洲兵を追ひ梯ひ︑

がうしう

十一㎜5

かいぐんとくべつりくせんたい

撃つの計を定め︑

十一519図

學げて編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑

十一517図

競孚がありました︒

五882

にいさん︒

四159囹

四137

軍人さんになるといってゐます︒

三371

いこくかいぐん

かいぐん

﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十一666図義朝︑手綱かいくり爲朝に向かひ︑

熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ かいく・る

たい海の水が氣持よく感じられる︒
人も家も︑小さく見える︒

九964 後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑
九㎜10 一本松が︑右手の海岸のがけの上に︑解き
く立ってるるのが見えた︒
なかった島の裏側の海岸が︑見えて來た︒

九梱3 がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え
十216 波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海岸には︑
旨い砂原や︑黒い岩底が現れて來た︒

十伽4 月明かりだったので︑海岸を防備する敵軍
は︑いち早くわが船團の近づくのを感知した︒

十伽10 海岸からの敵の銃砲火は︑ますます烈しさ
を加へて來た︒

十㎜4 しかし海岸へ泳ぎ着いた兵士で︑だれ一人
銃をはなした者はなかった︒

十欄6 海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に張
られた鐵條網が︑行く手をさへぎつてみる︒

十樹3 ぬれねずみの姿で海岸へはひあがった兵士
の身を︑かくす物は何一つない︒

十個6 かれらは︑爾手をそろへて海岸の砂をほっ

三

三

︹課名︺2

海軍のにいさん

海軍のにいさん

海軍のにいさん⁝⁝⁝十三

かいぐんのにいさん

四24
四135

﹇会見﹈︵名︶2 會見

しも
十877 會見の楽日は︑霜が深かったが︑朝からよ

かいけん

さいがうたかもり

江戸城は︑官軍方の西郷隆盛︑徳川方の

く晴れてみた︒

十一一価2

勝安芳のわっか二回の會見で︑しかも談笑のうち

かつやすよし

に開城の約が成立した︒

十841 瀬見室に當てられた部屋には︑

かいけんしつ ﹇会見室︺︵名︶2 會見室

を取った︒

十975 食後︑會野趣から中庭へ出て︑記念の寓眞

十834 會見所は︑旅順から北西四キロばかりの地

かいけんじょ ﹇会見所﹈︵名︶4 會見所

貼︑水師管の一民屋である︒

い會見所の情景にほほ笑んだが︑

十843 下見分をした乃木將軍は︑陣中にふさはし

十878 十一時十分前に︑ステッセル將軍が會見所
どべい

に着いた︒

の ぎ

﹇会見﹈︵サ変︶2 會差する ︽ース

えてみたなつめの木に︑その馬をつないだ︒

十881 土塀で園まれた會見所に入り︑片すみに生

．かいけん・する
ル︾

十833 わが攻園軍司令官乃木大池と︑敵の司令官

祖國のために職っては來たが︑今開城に

ステッセル將軍とが會見することになった︒

かひこ

當って閣下と會倒することは︑喜びにたへません︒

十892園

︹画名︺2

かひこ

五28七かひご⁝⁝⁝三十一

かいこ

﹇蚕﹈︵名︶17

五313七かひこ
かいこ

かいこく一かいじん

344

五314 をばさんのうちから︑二眠をすましたかひ
ごを︑二十匹もらって來ました︒

五317囹 まあ︑かはいいかひこね︒
五321 私は︑かひごがほしくてたまらないので︑

もらって來ましたが︑
五324 二十匹のかひごは︑桑の葉をほしさうにし
て︑動いてゐます ︒

五333 かひごは上手にたべました︒

んよ︒

五339囹 ぬれた葉を︑かひごにやってはいけませ
五343 私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいにふいて︑

﹇外国﹈︵名︶7

外國

十二㎜3園心心に育つた私たちの
垂仁天皇の仰せを受けた田道墨守は︑船に

すみにん

がいこく

六204

遠い外國に︑たちばなといって︑︿略﹀︑た

乗って︑遠い︑遠い外國へ行きました︒

六205

遠い七二といふだけで︑それが︑どこの國

いそうかをりの高いくだものがあることを︑

六211

外出には︑十何年も︑土の中にもぐつてゐ

であるかは︑わかりません︒

七8910

自分のめざしてみる織機を仕あげて︑いつ

る蝉があるといふことです︒

十772

ひとたび外國の地を踏んで︑ことばの通

いはば︑日本と外國との腕比べである︒

かは︑外姑を見返してやらうと固く決心した︒
十805

かわかしてから︑かひごにやりました︒

五344 二日ほどたつと︑かひこは眠りだしました︒
十二瑠10

じないところへ行くと︑

五345 私たちなら︑横になってねるのに︑かひこ
は︑頭をちゃんとあげて眠ります︒

もし︑私たちの話すことばや︑書く文字が︑
まったくわからない外幕人であったら︑

九403

五361 あんなに元高のよかったかひごが︑みんな がいこくじん ﹇外国人﹈︵名︶1 外國人
弱ってみるではありませんか︒

五372囹 かひごは︑あれが大きらひですからね︒
︿略﹀︑そろそろ た べ 始 め ま し た の で ︑

がいし

そのころ︑わが國で使はれてるた外船製の
それから四年め︑再び昏昏製のものと腕比
呂じょうりくかいしご・だいとうあせんそう

開始す

かいしゃく

介錯

︽ーセ︾

敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし

﹇開始﹈︵サ変︶1

七梱2圃電柱の碍子が︑

十一537図

かいし・す

くっきりと白い︒

かいしいらい
がいし
﹇碍子﹈︵名︶1 碍子
がいし

かいし

べをする日が來た︒

十811

自動織機と︑

十803

五379 つみたての桑の葉をやると︑かひこは︑ がいこくせい ﹇外国製﹈︵名︶2 外國製
五386 四度めの眠りをすましたかひこは︑二日三
日すると︑からだもずっと大きくなって︑
かひごは︑静かにはひあがって減て︑

五395 わらのおうちを︑箱の中へ入れてやると︑
五398 かひこは︑糸をはき出しました︒
五408 だんだんあつみをもって來て︑かひごは︑
まゆの中に︑かくれて見えなくなりました︒
五411 私が︑かひこの箱を見せますと︑
かいこく

が︑

﹇海国﹈︵名︶2 海船
どたう

十二鵬3圓船首に砕け散る怒涛の中には︑かへっ

かいしゃく

﹇介錯﹈︵名︶2

涙ながらに介錯をしてやった︒

かいしゃく

十欄7

て海國に生まれ︑海國に育つた私たちの血潮を湧
き立たせる︑勇ましい調べがあります︒﹂

かいしゃく

﹇海上﹈︵名︶5 海上

十二704園介錯頼む︒

レパルスは︑速力がぐっと落ちてウェール

南支那の海上に海賊の一瞬がみて︑

かいじょう

七餌2

ズの後方︑二千五百メートルの海上にある︒

十6810

義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上

よしさだ

十一234図

明くれば二十八日︑天よく晴れて海上

をはるばると伏し拝み︑

波静かなり︒

十一551図

開城←りょじゅんか

十二騰6 スマトラ名物の激しいスコールが︑海上

へのこのこと出て來たのだ︒

いじょう

かいじょう ﹇開城﹈︵名︶3

なしたるおもむき伏奏せしところ︑

十854図愈愈將ステッセルより開城の申し出でを

十892園祖國のために戦っては來たが︑今開城に

さいがうたかもり

當って閣下と二見することは︑喜びにたへません︒

十二価2 江戸城は︑官軍方の西郷隆盛︑徳川方の

勝安芳のわっか二回の會見で︑しかも談笑のうち

かつやすよし

に開城の約が成立した︒

﹇開城﹈︵サ変︶1 開城する ︽一

十661 炸裂する揮の破片が︑海上﹇面にしぶきを

かいじょういちめん﹇海上︸面﹈︵名︶1海上一面

立ててみる︒

かいじょう・する

十895囹私も︑十一箇月の間色順を守りましたが︑

スル︾

﹇海神﹈︵名︶3 海神

つひに開城することになり︑
かいじん

われ︑皇子に代りて海に入り︑海神の

これ海神のたたりなるべし︒

こ

九82図圓

み

九85図國

敵艦隊を一隻も鯨さず︑珊瑚海の海神

心をなだめん︒

十二㎜2園

345
かいず一かいてんする

﹇海図﹈︵名︶1 海圖
ぢやうぎ

のごちそうに供へてやる︒
かいず

十一一㎜2 コンパス・定木を手にしながら︑絶え
海水

ず現在の位置を海圖に書き込んで行く︒
﹇海水﹈︵名︶3

九559 下士官が︑甲板の吐水口からふき出る海水

かいすい
を︑をけに汲んでどんどん流すと︑

九962 うっかりすると︑呼吸の調子で︑がぶりと
塩からい海水を飲まされる︒

十255 海水が︑絶壁のやうに目の前にせまったと
思 ふ と ︑ ︿ 略 ﹀ ︑陸にぶつかった︒

かいせん 皿Vにっぽんかいかいせん・ほうとうおきの
かいせん
がいせん
がいせん ﹇凱旋﹈︵名︶1 凱旋 ごがいせん
がいせん
十一一118 まさに山の幸を得ての凱旋だ︒
かいさう
﹇海藻﹈︵名︶5 海藻 海藻
かいさう
かいそう

海賊

1

快走する ︽一

恐しい海賊が︑どやどやと乗り移って起て︑

南支那の海上に海賊の一團がみて︑彌兵衛

海賊にそなへるためです︒

用光をとり園んでしまった︒

七456

七M2

七憎1囹

もうこのへんに︑海賊はみないはずだ︒

も︑これまでずるぶん苦しんだことがあります︒

七M5園

性質が荒つぼく︑海賊を働いたり︑今で
海賊ども

それで︑海賊どもに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹇海賊共﹈︵名︶4

も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒

十一脳7

七462

かいそくども

海賊どもは︑じっと耳を傾けて聞いた︒

海賊どもは︑顔を見合はせて︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑笛を取り出した︒
七468

七477

海賊どもは︑そのまま︑船をこいで錦って

いった︒

七483
行った︒

饗動機の音をとどろかしながら︑開拓に進
開拓者

かいたくしや
かいたくしや

﹇開拓者﹈︵名︶1

﹇買出﹈︵名︶1

よい試練を與へてくれた︒
かいだし

五754圃子どもの車だ︑
﹇掻出﹈︵五︶1

の買出し︒
かいだ・す

買出し

︽ーシ︾

八百屋の車だ︑
かい出す

水がしみ出て︑まはりの砂が︑少しつつく
階段
海中

急な階段をのぼって二階へ行くと︑

﹇階段﹈︵名︶1

﹇海中﹈︵名︶7

扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

んとて︑馬にまたがり︑海中に乗り入れたり︒

八741図
八746図

義纏︑馬を海中に乗り入れて︑はげしく

よしっね

舞ひあがり︑︿略﹀︑さっと海中に落ち入りたり︒

いかなるはずみにか︑わきにはさみ持ち

職ふ折から︑

八749図

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもく

しゅんかん

たる弓を︑海中にとり落したり︒

十704

と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒
くわえん

十㎜9 一機また一機︑黒い翼がぱっと紅の火焔を

義貞馬よりおり︑︿略﹀黄金作りの太

よしさだ

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

﹇害虫﹈︵名︶2 害虫

刀を抜きて︑海中へ投げ入れたり︒

十一241図
がいちゅう

ついて︑みかんの木を苦しめます︒

六265 すると︑いろいろな害虫が︑葉や枝にとり

海底トンネル

六267 いろいろな藥で︑害虫を何べんも除きます︒

あくしゅ

︵名︶1

十六

海底を行く

海底を行く⁝⁝⁝百二

海底を行く

十六

︹細動︺2

九鵬4圏 本州と九州の握手だ︑日本最初の海底ト

かいていトンネル
ンネルだ︒

九36

かいていをゆく

九皿1
︽ーセ︾

十窩3園 時計仕掛で静かに回轄させながら︑漆が

2 回轄する ︽一

まんべんなく行き渡るやうにして乾かします︒

するしんき

目に見えないくらみゆっくりした動きで︑

シ・ースル︾

かいてん・する ﹇回転﹈ ︵サ変︶

十旧9

わくが回轄してみる︒

八729図射そんずるならば︑弓切り折りて自害せ 十二篇10 近づくに從って︑敵艦の推進器の三韓す

かいちゅう

十伽8

かいだん

つれて行くので︑手ですくって︑かい出しました︒

七84

子ども かいてんさ・せる ﹇回転﹈ ︵下一︶ 1 回想させる

詳言10園諸君をりつぼな開拓者にしょうとして︑

かいたくしゃ

軍する︒

九踊3

七108 拾って見ると︑ぬらぬらした︑茶色な海藻 かいたく ﹇開拓﹈︵名︶1 開拓

でした︒

七116 手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋
のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒
七125園 その海藻は︑何だか知ってゐますか︒
藻の間を上手に泳いでゐました︒

七132 魚が︑からだをくねらせて︑岩に生えた海

︵サ変︶

七139 あのあさりをほったところも︑海藻を満つ
﹇ 快走﹈

た波うちぎはも︑
かいそう・する
シ︾

快速

十一989 思ひ思ひに沖へ快走してかれこれ三時間︑
﹇快速﹈︵名︶1

十一一撹6 いかに快速を襲冠する機械化部隊も︑橋

かいそく

﹇海賊﹈︵名︶5

が落ちれば立ち往生になる︒
かいそく

がいとう一かいろう
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ぐわいたう

る音がはっきりと聞えて登る︒

八598 舞観に來た人々は︑区外たうのえりに︑首

がいとう ﹇外套﹈︵名︶5 外套 外たう
をうづめてるました︒

八613 風當りの強い高地であるのに︑陛下は外た
うをも召されず︑

一人もありませんでした︒
ひ

八617 舞観の人々も︑今は外たうを着てみる者は︑
ぐわいたう

ぐわいたう

九槻4図年年圖を見る外套をもて灯をかばひ

かひな

鐵より

カヒバ

キ︾

︽ーミ︾

ながらしづしっとのぼって行くさまは︑
回復す

︽ーセ︾

露国が連敗の勢を回復せんため︑本國

﹇回復﹈︵サ変︶1

十一516図

かいふく・す

における海軍のほとんど全勢力を學げて編成せる
かいはうする

かい

一心にかいはうしましたが︑

﹇介抱﹈︵サ変︶2

太平洋第二・第三艦隊は︑
かいはう

書も夜も︑

︽ーシ︾

かいほう・する
四581

介抱する

病氣はわるくなるばかりでした︒
はう

その海面にかげをうつすのがやしの木で︑

﹇海面﹈︵名︶13

抱したが︑

かいめん
六391園

ん

山の頂が︑銀のやうに白く光り始めると︑

海面から立ちのぼってみた白いもやが︑薄

十二鉗9

海面から巻き起って雲に達する壮観は︑
なな
海面は︑今落ちかかる太陽の残光を斜め

海面すれすれ

一番機が海面すれすれにおりて焚射した魚

﹇海面﹈︵名︶3

大きな水柱が︑遠い海面にあがっては消

に受けて︑異様に輝き渡ってみる︒

十二鵬4
十二圏7

えて行く︒

十665

かいめんすれすれ

雷が︑みごとにウェールズに命中して︑
あくま
真読5 敵の職業機の群が︑海面すれすれに︑悪魔

買物

下は海面すれすれまで︑上は五六千メー

のやうな翼をひるがへして︑掃射する︒

トルもあらう︒

十二烈4

﹇買物﹈︵名︶3

四緬7 このせまい通には︑買物をする人たちがた

かいもの

毎日の買物に持って行きませう︒

くさんみるので︑

八伽4園

や︑おのれ︑買物にはまんまとだまさ

れて︑申しわけに︑はやしものをするとは︒

十二871囹

海洋

アメリカ大陸に沿うてひろがる﹁太平

﹇海洋﹈︵名︶2

それは︑世界第一の海洋の名である︒
つばめ

航空機は︑燕のごとく渡り︑世界の電

かいろ

﹇海路﹈︵名︶1 海路

むすうじっかいり・ろっぴやくかいり

慶喜は︑事のすこぶる重大なのを知って︑

廻廊

くわいらう

くわいらう

中央の舞殿︑左右の廻廊︑庭上の白砂︑

﹇回廊﹈︵名︶1

十510図

かいろう

大阪から海路江戸へ蹄つた︒

十二欄2

かいり

波は︑この海洋を越えて縦横に脈うつ︒

十二槻7圃

洋﹂⁝

十二術2圏

かいよう

買物袋をさしあげた︒

八伽3 最後にねえさんは︑ひもであんだきれいな

目の前を︑白いかもめが海面とすれすれに かいものぶくろ ﹇買物袋﹈︵名︶1 買物袋
青々とした木が︑鏡のやうに静かな海面に
網を引きあげる片端から︑海面にさざ波
如上な太陽が︑シドニー沖の海面に落ち

さざ波一つ立たない︑鏡のやうな海面を
日の出などは︑︿略﹀ぼうっと赤く︑大
わっか四五分の間に︑すっかり海面を暗
くしてしまった︒

十二脳12

きくもえあがって︑静かな海面に罵るのである︒

十二㎜1

すべって行く船の跡が︑

十二鯉8

てから︑二時間もたったころであった︒

十二櫨10

が起る︒

十一棚2

影を投げかけてみる︒

九棚4

飛んで行く︒

九966

れて行って︑

九471

どす黒かった海面が︑にぶい光線を反射する︒

九467

海面Oせいほうかいめ

十8710 その後に︑水色の外套を着た將校が四騎 垂耳2 さっそく病院へかつぎ込んで︑みんなで介
﹇腕﹈︵名︶2

績いて來た︒

かいな

十一悩3図魍 いくとせここにきたへたる
堅きかひなあり︒

かひなし

りついて︑涙を流しいひけるは︑
﹇甲斐無 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

︽

十二947図 母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取
かいな・し

十二985図圏 このたびこそ︑手を書くして合戦仕

飼ひならす

︽ーサ︾

り候はずば︑父の申しし遺言にもたがひ︑かひな
﹇飼馴 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

き世のそしりをも受くべく候︒
かいなら・す

で
﹇飼葉﹈︵名 ︶ 一

十一別7 これはたいてい人に飼ひならされたもの
かいば

バヲタベテヰマシタ︒
かいはさむ

ニ493 馬橋︑ヲケノ中ヘカホヲ入レテ︑カヒ
﹇掻挟 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

十川9図義纒︑長刀をわきにかいはさみ︑みかた

かいはさ・む

の船の二丈ばかり離れたるに︑ゆらりと飛び移る︒
海風

かいひょう 呂こくりゅうこうのかいひょう
﹇海風﹈︵名︶1

九573 朝日にかがやく軍艦旗が︑海風にひらめき

かいふう
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かう
﹇ 買 ﹈ ︵ 四 五 ︶13

買ふ

﹇ 交 ﹈ ︵ 五 ︶ n ▽とびかう

すべて清らかに︑嚴かなり︒

フ︾

ことがあるので︑

︽ーウ・ーッ・ーハ・一

五佃1 利根の來るずっと前にも︑犬をかってみた

ガッテヰマシタ︒

二863

犬ヲーピキカッテ︑タイソウカハイ

か・う﹇飼﹈︵五︶6カブかふ飼ふ︽ーッ・一

廣がりで候の︑骨みがきで候のと申しをる︒

十二861園 おのれは古がさを買うて來て︑やれ末

て︑それに合ったらば買ひませう︒

十二808園 ここに御主人の書きつけがあるによつ

六119

弟は︑いなごを飼ふのだといって︑土でか

私は︑馬がすきで︑旅順に四頭の馬を飼

弟は︑牛を飼ってみるつもりなのです︒

こひをこしらへました︒

六125

十942園

︽1へ︾Oいれかう・

ぶた
床下には︑豚や︑鶏が飼ってある︒

つてゐます︒

代ふ

汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑

﹇代﹈︵下二︶1

十一圏7
か・う

十二備4國団

はりかう

﹇変﹈︵下二︶1

かふ

︽一へ︾

私身命に代へ願ひあげまみらせ候︒
か・う

代へがたし

︽ーシ︾

いざさらば︑同じく生をかへて︑ご

の本懐を達せん︒

ほんくわい

十二935図國

かへす

しづのをだまき

︽ーシ︾

いや︑返されません︒
漁夫は羽衣を返します︒
さ︑弓矢を返すよ︒

できるだけおだやかに出て︑武器や船具を
しかしノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂としらばくれて︑

ノイツは︑武器や船具を返さないばかりか︑
ノイツは︑︿略﹀荷物や︑武器・船具︑そ

成人したら︑一日も早く毛利を討って︑

のほかすべての物を返すことを約束しました︒

御威光を昔に返しておくれ︒

九悩5囹

扇をあげてさし招く︒

あふぎ

十価10図圖 返させたまへ︑返させたまへ︒﹂と︑

︽iサ・ーシ︾

その子正行が今年十一歳にて供したり

﹇帰﹈︵四︶3 返す
まさつら

十価10図國返させたまへ︑返させたまへ︒
かえ・す

かはち
けるを︑河内へ返さんとて︑

十二887図

井より返されしは︑

十二951ロロ凶圓父上︑兵庫へ向かはれし時︑汝を櫻

その時︑正行十一歳に相成り候ひし

を︑合職の場へはともなはで︑河内へ返し︑

十二981野鼠

十二9910図圓

重代の武功︑返す返すも神妙なり︒

かえすがえす ﹇返返﹈︵副︶1 返す返す

頼朝をねらひましたが︑少しもすきがあり

閣下は︑最愛のお子様を二人とも失はれ

それが度を越すと︑かへってばかていね

これではまたあまりに長過ぎて︑讃むの

木々の色が︑フィリピンの島々よりもか

十二㎜3園怒涛の中には︑かへって︿略﹀私たち

どたう

へってかれらの心であるまい︒

十二643囹助けたいのは山々であるが︑それはか

へって日本に近いものを感じさせるのは︑

十一㎜11

にかへって不便である︒

十一柵7

いになったり︑また柔弱に聞えたりする︒

十一3010

が︑見てみる人にはかへっておもしろく︑

十㎜6 猿は︿略﹀別のことを演じたりする︒それ

て︑︿略﹀︑かへって滞足してゐられる︒

十938園

を︑見つけられてしまひました︒

ません︒かへって︑はだ身はなさず持ってるた刀

八384

たとへ︑金銀にて作りたる弓なりとも︑ かえって ﹇反﹈︵副︶8 かへって

﹇代物﹈︵形︶1

Oかけがえ

かえがた・し

八763図圓

﹇反﹈︵四︶1

御命には代へがたし︒
かえ・す

若宮堂の舞の袖︑

かへしし人をしのびつつ︒

十一一763図魍
くり返し︑

七梱一

日本船に水さへもくれません︒

響胴8

武器を返さうといひません︒

七型6

返してくれるやうに︑たびたびかけ合ひました︒

七厘7

五㎜2囹

四槻2

四㎜6園

十二791園末廣がりを買はう︑末廣がりを買はう︒ 与おかえし

十二791囹 末廣がりを買はう︑末廣がりを買はう︒かえ・す ﹇返﹈︵四五︶10 返す ︽ーサ・ーシ・ース︾

りでいふ︒

十363 正男くんは︑さも自分で買ったやうな口振

十362園 買ったのさ︒

人もなく︑空しく引き脇らんとす︒

九663図 されど債あまりに高くして︑買ふもの一

ただいた︑小さな虫めがねが出て來た︒

六613 古いめがねの玉と︑おとうさんに買ってい かえ

ものを︑いろいろ買って由るといふことですね︒

六552園 蹄りには︑年取ったおとうさんのすきな

えん日へ行って︑すず虫を買ってかへった︒

五856 おかあさんと︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑

いって︑それを買．っていただきました︒

三692 一郎は︑おもちゃのたいこがほしいと

三689 私は人形を買っていただきました︒

ました︒

三595 ねえさんと二人で︑金魚を買ひに行き

ヒ・ーフ︾息おかいなさる

か・う

かう一かえって

かえで一かえる
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﹇楓﹈︵名︶1

かへで

の血潮を湧き立たせる︑勇ましい調べがあります︒
かえで

かへらす

︽ーシ︾

十一801 なら・かへで・ぶな・くりなどの木々が
茂り合って︑
﹇帰﹈ ︵ 五 ︶ 1

三掴1囹 でも︑うちのことも氣にかかります

かえら・す

みたて

この御楯と出で立つわれは

かへりみすれば葛城の

かつらぎ

阪東武者のならひとて︑大將の前に

かへりみはせじ︒

山行かば草むすかばね︑

蛙

蛙﹇▽おおがえる・おかあさ

蛙⁝⁝⁝二十七
蛙

蛙の子どもが︑川ばたで遊んでゐまし
自分たちの親が︑あの四本目の蛙だらうと

夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

﹁くく︑くく︒﹂と︑蛙の鳴く聲がします︒

返る

︽⁝ッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ︾ εおか

かへ
﹇帰﹈︵四五︶94 カヘル かへる 復る
蹄る

かえ・る

ワタクシタチハ︑手弄モチキレナイホド

オヂイサンが山カラカヘッテクルト︑

大イソギデハガキヲ出シテ︑ウチへ力

カケゴエ勇マシクカヘッテ來マシタ︒

子蛙は︑びっくりしてうちへかへりまし

ぼくが︑持ってかへるよ︒

うちへかへると︑おかあさんが︑︿略﹀︑

うちへかへると︑すぐたいこをならし

もうかへらうよ︑

日がくれる︒

よくかへって來ましたね︒

おちいさんは喜んで︑その子を手のひ

この十五夜には︑月の世界から迎へ

にまみりますので︑かへらなければなりません︒

四366圏

らにのせて︑うちへかへりました︒

四334

四145園

らない人ばかり︑

三皿3 ある日︑うらしまは︑父や母のことを
思ひ出して︑急に家へかへりたくなりました︒
三麗4圃生まれた村にかへったら︑ だれも知

三936圃

たいと思ひます︒

三767團私は貝をたくさんひろって︑かへり

ました︒

三693

だいを持って來てくださいました︒

三623

三618園

た︒

三282

ヘリマシタ︒

一一111

一872

オバアサンバ︑ソノモモヲ見セマシタ︒

﹇727

チへカヘリマシタ︒

一724オバアサンバ︑ソノモモヲヒロッテ︑ウ

ツンデ︑ウチへ力ヘリマシタ︒

一498

ちかえる

山のいた える・おもちかえる・こぎかえる・ひきかえる・も

かえりみ・す﹇顧﹈︵サ変︶2かへりみす︽ースレ︾

十二391園霞
ひむがし

だき雪白し︒

東の野にかぎろひの立つ見えてか

へりみすれば月かたぶきぬ

十二426図魍

熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑後をかへりみけれ

かえり・みる﹇顧﹈︵上一︶4かへりみる︽ーミ・一
ミル︾

から︑かへらしていただきます︒
かえり ﹇返﹈εちゅうがえり・とんぼがえり
十佃3図

八

︹課名︺2

八

﹇蛙﹈︵名︶6

五216

た︒

三278

る・やせがえる

んがえる・おとうさんがえる・こがえる・ひきがえ

かえる

三277

三29

かえる

にこそ死なめ︑

十二418図魍

十二402 一身一家をかへりみることなく︑
へ
大君の邊

は親死に子討たるるともかへりみず︑

十一655図国

ば︑土肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒

かえり ﹇帰﹈︵名︶7 かへり 蹄り﹇▽いちばがえ

三688 かへりに︑私は人形を買っていただき

り・おかえり
ました︒

五109團 かへりに︑たいまをいただき︑宇治橋の
鳥居のそばで︑しゃしんをとりました︒

六551園 鯖りには︑年取ったおとうさんのすきな
ものを︑いろいろ買って來るといふことですね︒
八859 瞬りは︑村までくだり坂の道だ︒
齢りを案じる母親の心と攣りません︒

九槌6園 それはちやうど︑遠足に行った子どもの
九㎜9 旅に出かけて行く人が︑︿略﹀その錦りに
は︑﹁︿略﹀︒﹂と感謝の祈りをささげる︒

かへりごと

十606 鋸りとなると足が重い︒
﹇返言﹈︵名︶1

九86図國 皇子は勅命を果して︑めでたくかへり

かえりごと

七363

は︑思ってゐませんでした︒

七375

ごと申させたまへ︒

九93図 東國の賊を平げて︑尊︑西へ逸りたまふ

蛙のすみかが︑かうして︑たんぼいつぽい

家の前も︑後も︑横も︑まるで夕立の降る
やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

七394

にひろがるのです︒

七3810

にぎやかに聞え始めます︒

かえりたま・う ﹇帰給﹈︵四︶1集りたまふ︽ーフ︾
あしがら

時︑相模の足柄山を越えたまふ︒

かえりなさ・る ﹇帰﹈︵五︶1かへりなさる︽ーイ︾
かへりみ

三個3園 早くうちへかへりなさい︒
﹇顧﹈︵名︶1

十二398図無 今日よりはかへりみなくて大君のし

かえりみ
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四675 一郎さんが︑もとのところへかへって
來ますと︑

それが酒でございましたので︑父のみや

を︑皇后にけん上しました︒

六587園
子どもは︑おじぎをして堪る︒

げに持って鋸りました︒

六593

四768園 おまへ持ってかへっておくれ︒
四787圏國烏が急いで かへったよ︒

おとうさんが︑鰯って來られました︒

小野くんと︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲

自分の部屋へ錦ってみた和尚さんは︑

持って錦って︑みんなで標本を作ってご

七138

客も︑しだいに錦って行きました︒

私たちの島る時には︑

らんなさい︒

七102園

六備7

よく教室へ婦って行った︒

六978

ると︑みもん袋が來てるました︒

六855團午後の演習をすまして︑兵舎へ蹄って來

六732

といって︑かへりました︒

四川1 私は︑また︑きっとお見まひにまみります

てしまへ︒﹂と︑ 南 風 が い ひ ま す ︒

四M6囹 ﹁北風︑おまへは︑もう北の國へかへっ
四㎜1囹持ってかへって︑うちのたからにしよう︒

四佃6囹持ってかへって︑うちのたからにしよう
と思ひます︒

四伽4園それがないと︑天へかへることができま
七158

三人の神主さんが︑静かに︑私たちの前を

せん︒

四望8囹 といって︑羽衣をお返ししたら︑あなた

七439

海賊どもは︑そのまま︑船をこいで立って
上屋の人は︑たいてい隔って行きました︒

夕方おなかをぺこぺこにして︑なつかし
元帥は︑胸をなでおろしながら︑三時ごろ
判るとすぐ︑元帥は家の人に︑﹁︿略﹀︒﹂と

何とかして︑日本へ鵠りたいと思ひました︒

七宙10囹

そんなに配りたければ︑干れ︒

そんなに配りたければ︑錦れ︒

七柵1園鰯ることは許さん︒

七備3園私どもは︑日本へ蹄らうと思ひますから︑

七価6

命じた︒

七㎜4

おいとまを申しあげて︑自宅へ七つた︒

七㎜2

い兵螢へ鋸って來るのです︒

七797国

七555

行った︒

七483

通って瞬られました︒

は︑まはずにかへっておしまひになるでせう︒

五337 風も吹いてゐましたが︑私は︑いつものや
うに︑桑をもらってかへって來ました︒

五813 うちへかへって︑えんがはに腰を掛けてゐ

五782圃急いで︑かへらう︒
ると︑川で︑だれか遊んでみるらしい︒

五856 おかあさんと︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑
えん日へ行って︑すず虫を買ってかへった︒

五862 三校からかへってみると︑戦地の兵隊さん
から︑はがきが來てるた︒

五977 いよいよおたちといふ時︑先登の者が︑急
いでかへって來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五㎜9 うずめのみことは︑かへってこのことを申
しあげました︒

七耀10園

昔から︑燕は︑同じ家に錦って干るといは

六223 大急ぎで︑日本をさして蹄って來ました︒
六228 日本へ鋸って見ますと︑︿略﹀前の年に︑

八1010

れてるます︒

天皇は︑おかくれになっていらっしゃいました︒

六231 田道警守は︑持って揮ったたちばなの半分

八115

長い旅行を績けるせみか︑途中で死んで囁

春になると︑だれもが︑このめづらしいお

つて來ない燕も︑かなり多いといふことです︒

客の鋸って売るのを︑待ちこがれてゐます︒

八124

自分の家へ︑いそいそと鋸って來た燕を

迎へる人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒

八127園

曾へ錦りました︒

天
親子は︑うばといつしょに︑喜び勇んで木
ノ3
40
1

今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまると

﹁皇軍來たる︒﹂の報を聞くと︑︿略﹀住民

ガリレオは︑急いでうちへ鋸りました︒

いふので︑急いで學校から錦って來ました︒

八621
八㍑4
九268

たとへ︑十年たっても二十年たっても︑

たちも︑安心して町へ蹄って來ました︒

九323園

景正︑鋸りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂とい

わたしはきっと鋸って來ますからIi

ひて︑のけざまに伏したれば︑

九627図

家に蹄りて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとりごといひ

で︑ぼくは︑そのころ學校から鋸ると︑す

ぼくが學校から鯖ると︑

しに︑妻つくづくと聞きて︑

九665図

九825

九785

秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑五箇

ぐ牧場へ行って見ました︒

九833

九月に二歳ごまの市が始るといふので︑八

月ぶりでうちの馬屋へつれて掌りました︒

九852

月に北斗をうちへっれて舗りました︒
しますか︒

里雪8園敵弾でも受けて隔った時は︑どんな氣が

九七5囹 こんな心配をしてみる時に︑無事立って

諸彦は︑片端から尼子の手に返った︒

飛行機がたくさん並んで瞬って量る時︑

粘るのですから︑うれしくてなりません︒
九七9園
九慨1

かえる一かお
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九㎜4 この子は新京へ母と蹄るところで︑マルタ
といふ名ださうだ︒

九八2園 もう鋸って生るころになったので︑
なり︑いよいよ故郷へ足ることになった︒

九川5園苦卜したかひがあって︑りつばな身分に
九㎜2 席に鋸ると急に眠くなって來た︒
﹁おかげで︑為ることができました︒﹂と

感謝の祈りをささげる︒

九㎜10囹

十197図工 いざ︑今日よりは母のふところに回り
て︑安らかに眠れ︑

十297 一郎と泰平は︑とんぼ取りをやめて瞬って
來た︒

か

しゅくん

十二別1

がい

殊動輝く海の荒鷲が︑大空高らかに︑凱

歌をあげて基地へ蹄るところである︒

る・さえかえる・しずまりかえる・そりかえる・で

かえ・る﹇返﹈︵五︶3かへる︽ーッ︾δいきかえ
んぐりかえる・はねかえる・ひっくりかえる・ふり

へたころから︑

﹇帰﹈︵下一︶1 乱れる

︽ーレ︾

十二躍11 ぐっと機の方向を攣へる︒

七価7 もし護れないなら︑むしろオランダ人と職

かえ・れる

こげ茶色の煙とともに︑火焔がぽっともえ

つて︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒
くわえん
﹇火炎﹈︵名︶4 火焔 火焔
くわえん

十653

かえん

松原に︑波がよったり︑

十678

︽一へ︾0きかえ

利根は︑なつかしさうに︑にほひをかぎ
今までもえせまって來た火は︑急に方向を
インド人の子と聞くと︑インド人の巡査は

南西の風に向かって︑かすかに針路を愛

そのとたん︑ウェールズから爆嚢の一大音

みごとに大きな水柱と火焔をあげた︒

十717

響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあがった︒
くわえん
一機また一機︑黒い翼がばっと紅の火焔を

十伽8

﹇顔﹈ ︵名︶ 85

カホ

顔 ﹇▽あさがお︒えが

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

マジメナカホシテ︑

セッセトトホル︒

キジハ︑トビマハッテオニノカホヲツ

オ月サマガ︑カホヲダシマシタ︒

ミテカラ︑

水ガメノ中ニカクレテヰタハチガ︑サ

テイネイニ

勇さんは︑ぐわようしにうさぎの顔を

太郎さんは︑それを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑たぬきの顔をかきました︒

三822

かきました︒

三815

ノデ︑ハコノ上二立チマシタ︒

二788團竜馬︑セイガヒククテカホが出ナイ

バヲタベテヰマシタ︒

二493馬ハ︑ヲケノ中へカホヲ入レテ︑カヒ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑マジメナカホヲシテイヒマシタQ

二434正男サンバ︑

ルノカホヲチクリトサシマシタ︒

二296

ツキマシタ︒

一825

一685

一545圃

お・おかお・ささやきがお・にこにこがお

かお

それと同時に︑魚雷はウェールズの舷側で︑

あがった︒

松原に︑波がよったり︑

かえる・ふんぞりかえる・わきかえる
かへったり︒

四二4圃白いはまべの
四二4圃白いはまべの

始めてわれにかへった村人は︑この火によ

かへったり︒

十266

つて救はれたのだと氣がつくと︑

代へる

卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の
﹇代﹈︵下一︶1

もし今日中に和睦するなら︑城兵の命は︑

﹇変﹈︵下一︶7かへる攣へる︽1へ・一
相手は︑急にやうすをかへて︑又略V︒﹂と

十二鵬4

十671

やうすを攣へました︒
しんろ
雨戦艦は︑︿略﹀︑大きく針路を婁へた︒

九3010

かへて︑

七224

ながら目の色をかへて喜びます︒

落餌5團

いひました︒

五㎜4

ヘル︾

か・える

宗治の首に代へて助けよう︒

十粥6園

える・むけかえる

る・つけかえる・とりかえる︒のりかえる・ひきか

か・える

夏かへるのですが︑

七864

十572 私は︑すっかり明かるい心になって︑學校 かえ・る ﹇艀﹈︵五︶1 かへる ︽ール︾
から鋸つた︒

十617園 ﹁はい︑死んで諮ります︒﹂訓示に答へる
やうに︑全員のまなざしがかういってみる︒
十722 基地へ婦ると︑司令は泣いてみた︒

十一76囹 ただ今︑北海道から且ってまみりまし
た︒

げ た
十一477 鋸ってみると︑入口に下駄が出足も並ん
でるて︑奥では︑がやがや人聲がします︒
かへ

十一桝1 かれは︑急いで家へ鋸つた︒
か

十二3110園己に克って禮に復るのが仁である︒
途中︑

十二664 聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ脇る
十二692 再び家に取って返すと︑今農夫たちにか
冠者﹁婦りました︒﹂

つがれて鋸つた弟のあさましい姿︒
十二841囹

き敷にいる名をぞとどむる

十二棚1図圃 かへらじとかねて思へばあつさ弓な

大阪から海路江戸へ鋸つた︒

十二鵬3 慶喜は︑事のすこぶる重大なのを知って︑
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かお一かお

四494 子どもたちは︑この氷の上に︑指で字
を書いたり︑人の顔をかいたりして遊びます︒
四545 花子さんは︑ねえさんの顔へ光をあて
ました︒

四547 ﹁おお︑まぶしい︒﹂といって︑手で顔を

そっとのぞいて見ると︑女の顔がう

かくしました︒

四602
つってゐます︒

四伽7 天人は︑悲しさうな顔をして︑じっと空を

が︑嘉の上で笑ってゐました︒

ノイツも︑甲掛わるく思ったやうですが︑

ふもとへ去て急停止すると︑ぱっと雪煙が

顔も姿も︑美しく上品に見えましたので︑

鳥かごがつるし出され︑鉢植の草花が持ち

水で︑じゃぶじやぶ顔を洗ってから︑

﹁︿略﹀︒﹂と思はれるほど日にやけた憶想

﹁おや︒﹂と思はず顔をなでまはした︒

かみそりの音が氣持よく響くたびに︑ひ
おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れて︑

しばらくして顔をあげると︑巡査のあとに
人の顔がやっと見分けられるやうになった

いかでか︑生きながら足にて顔をふま
爲次︑ことばなく︑ひざをかがめ顔を押

さへて︑矢を抜き取りけり︒

たす︒

九951 水の中を歩きながら︑顔を洗ひ頭を水でひ

波が︑目の前の水面に︑小さな三角の小山

顔を水にひたして︑からだを浮かすやうに

鷲の顔をかくことにしてゐます︒

わし

二部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元

ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見装えて

みんなの顔が︑赤くなってみる︒

あたたかい御飯の湯氣が︑幸福に︑私た

少し裾分が悪いので︑水で顔を洗ってから︑

でるる患者の顔が浮かんで來ました︒

十欄4 とたんに︑私の頭の中には︑病室で苦しん

病室の中をまはりました︒

十価2

顔をおほってみる兵もあった︒

十701 わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに右手で

ちの顔を打つ︒

十513圏

十377霜月の顔には︑ずるぶんあばたがあるね︒

兵衛の顔とを︑代る代る見くらべた︒

十246 集って果た人々は︑もえてみる稻むらと五

なたのふがひなきことが思ひ出されて︑

十127國国母は︑その方々の顔を見るごとに︑そ

を見つめてみたが︑

十109 水兵は驚いて立ちあがりしばらく大尉の顔

九笛11

として︑全身がひきしまった︒

九烈1 水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからつ

みて︑にこにこしながら食事を運んでくれる︒

九㎜1一

氣よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒

九川1

今もいういうと流れてみるll

九衙8

九佃5囹

して泳いだ︒

九9910

をこしらへ︑それが顔に當って︑

皆々︑顔を見合はせ︑ただあきれるたる 九9510

わざと平氣な顔で︑

七柵8
八3310図
八354

に︑

八819

にこにこ笑ひながらおりて來る者︑まじめ

立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

八824
八伽9

な顔でやって來る者もある︒

八三4

見あげます︒

五177 にこにこして︑うれしさうな顔です︒

九191團

くだる︒
ためつぐ

三浦の平太郎爲次といふつはもの︑景正

みうら

九564

九638図

るることあらん︒

九635図圓

が顔をふまへて矢を抜かんとす︒

九628図

そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

九563囹﹁顔洗へ︒﹂﹁たばこぼん出せ︒﹂の號令が

ころ︑時鐘番兵がことことと後甲板に嘗て︑

九532

ついて出て行く母の後姿がちらと見えたきり︑

九338

﹁︿略﹀︒﹂とはげましてくれた︒

九204團

げの中からおとうさんの顔が現れて來る︒

九1910團

な顔に︑ぼうぼうとひげが延びてみる︒

九194団

出され︑子どもたちの顔が並びます︒

五239 ときどき︑水の上へ︑顔を出してみたりし
ました︒

五246 水の上へ顔を出すと︑氣がせいせいするや
うに思ひました︒

五706よそのをぢさんが︑私の顔を見ながら︑
﹁︿略﹀︒﹂といって︑立ってくださいました︒

五898 日にやけた︑まつ黒な顔に︑白いはちまき
をしっかりしめてゐます︒

五938 十三人目選手の顔は︑にこにことうれしさ
うでした︒

六658 おや︑だれかが︑しゃうじの間から顔を出
してみる︒

六佃4 すると︑今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑
急に明かるくなって來ました︒

六柵9 しかし︑この時とばかり撃ち出す敵の揮に
は︑ほとんど︑顔を向けることができません︒

七238 けさも目がさめると︑顔を洗ってから︑う
海賊どもは︑顔を見合はせて︑﹁︿略﹀︒﹂と

やうやしく神だなに向かって︑拝禮をしました︒
七468
いった︒

七937 水の上へ顔を出すと︑本田くんと山本くん

かおいろ一かかげる
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かし

十鴉2 みんな元氣のよい顔に︑國防色の制服を着
て︑樫の棒をかつぎながら堂々と行進する︒

十一383 顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑見あげた尼さん

もだるさうで︑病身らしく見える︒
十一396

の顔は︑この子とどこか似たところがある︒
集ってゐます︒

十︻475 先生の目が︑みんなの笑った顔が︑私に

た︒

十一476 顔が火のやうになるのを︑私は感じまし
十一797 この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑心の底
までが清められるやうな氣持がする︒

十一852 帽子の下からわき出る汗が︑顔を傳って
流れ落ちる︒

十一期4 妹の顔は︑さっと赤くなった︒
十︻川1 清い月の光が流れるやうに入り込んで︑
ピヤノのひき手の顔を照らした︒

十一桝2 窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊さ
んの顔もやっとわかるほどであった︒

十一㎜3 パイナップルも︑道のすぐそばで︑にこ
にこした顔を見せてみるし︑

十一泌5 海ダイヤ族は︑男女ともに胸から爾手・
顔にかけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒
にうわ

も少く︑小がらで柔和な顔をしてみる︒

十﹁脳12 クチンあたりに住んでみるのは︑入れ墨
十ニー71 日がな一日︑露天で働く石工たちは︑み
んな日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒

十二209 足も手も顔も︑ほこりにまみれ︑目だけ
が異様に光ってみる︒

十二214 その人々の顔には︑感激の涙がとめどな
く流れた︒

十二265 不幸にも︑孔子の顔が陽画に似てみたと

ころから︑工人は孔子を取り工んだのである︒

かおる

呂いのうえかおる

にいさんの乗ってみる加賀は︑かうく

軍かんといっても︑加賀などは︑動く

﹇抱﹈︵下一︶7 かかへる ︽1へ︾■だ

それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを

やがて先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑

はくわい

工兵は︑三人つつ組になって︑長い破壊

火をつけた破壌筒をしっかりとかかへ︑

﹇掲﹈︵下二︶2 かかぐ ︽ーグル・ーゲ︾
さいだん

ともに︑信弔旗を以て令を各氏にくだせり︒

小旗二もとをかかげつ︒
みかさ
十一5210ロ繭凶 わが旗艦三笠は︑職闘旗をかかぐると

十184景雲今し︑母は齋壇をしつらへ︑日の丸の

かか・ぐ

と鑛石に穴をあける︒

十ニー11 馨岩機をかかへて︑﹁ダ︑ダ︑ダ︑ダ︒﹂

さくがん

かかへて甲板へ出ました︒

かんばん

十鵬4 患者が目をさましさうなので︑私は︑箱を

頭上から襲ひかかった︒

十囲9 爆弾をかかへた敵の飛行機は︑輸送船團の

六三1

筒をかかへながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒

とロつ

六柵1

みんなは︑雪のたまをかかへた︒

六928

水で洗ってやるのには︑なかなか勇氣がいった︒

五671團

きかかえる

かか・える

かかえ 5ふたかかえ

ひかうちゃうのやうなものですよ︒

四184圏

うぼかんで︑

四181

母・兄・聾者の顔も︑ぼっとして見分け かが ﹇加賀﹈︵名︶2 加賀

がっかない︒

十二697

十二894図圓今生にて汝が顔を見んこと︑これを
限りと思ふなり︒

兵隊の顔から︑手先から︑胸から︑汗の
顔から腕︑腕から胸へかけて焼けただれ︑

しっくが︑スコールのやうな勢ではね落ちる︒

十二鵬4
十二悩8
ふところ

白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し

視力もほとんど失はれてるた︒

十二価5

私は︑荒なはで枝をつった松の根もとに︑

ては︑見るまに大きくふくらんで︑

十二燭6

顔色

雪にうまって冬を越した人形が︑それで

そっと顔を出してみる黒い土を見つけた︒

十二窟2

﹇顔色﹈︵名︶1

も暖さうな顔をして︑

かおいろ

これを聞くと︑頼朝の顔色はさっと攣りま
家屋

附近の家屋といふ家屋は︑詰軍の砲揮のた

﹇家屋﹈︵名︶2

した︒

八375
かおく

十835

附近の家屋といふ家屋は︑

めに︑影も形もなくなってみた︒

十835

かをり

外國に︑たちばなといって︑みかんに似た︑

﹇香﹈︵名︶5

六206

かおり

かをりの高いたちばなを︑みささぎの前に

たいそうかをりの高いくだものがあることを︑

六235

ふだん

不断の花

ゲ︾

九型4

次にかかげる文章は︑源氏物語の↓節を

く略V今日のことばで表したものですが︑

十一373

旗竿に高く國旗をかかげた︒

まつ白な花が咲いて︑何ともいへない︑よ かか・げる ﹇掲﹈︵下一︶6 かかげる 掲げる ︽一

供へて︑田道間守は︑ひざまづきました︒

六258

なつかしいゆずのかをり︑

いかをりがあたりに満ちあふれます︒

十497圏

のかをりあり︒

十一鵬3図圃高く鼻つくいその香に︑

353
かかし一かがやきはじめる

十二226 ダバオ攻撃部隊は︑︿略﹀要所をまたた
く間に占領して︑屋上高く日章旗をかかげた︒
だが︑國旗を掲げてみない︒

十二伽5 近づいて見ると︑五千トンぐらみの商船

いのだ︒

十二伽6 國旗を掲げない船は︑撃沈してかまはな

かかし

十二鯉4 横倒しになったマストに掲げられたギリ
シヤの國旗が︑

﹇案山子﹈︵名︶4

五602園きっと︑あのもの知りのかかしが︑知っ

かかし
てるるでございませう︒

五605 かかしは︑田の中に立って︑四方を見てゐ
五606
すると︑かかしは︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

大國主神は︑かかしに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

るので︑何でもよく知ってゐました︒

五609

かがのくに ﹇加賀国﹈︹地名︺1 加賀の國
のびたり︒

八316図 大当維盛は︑命からがら加賀の國へ逃げ
かがみ ︹町名︺2 鏡

四212 十一 鏡⁝⁝⁝五十三

四535 十一 鏡
かがみ ﹇鏡﹈︵名︶26 鏡5みかがみ

四537 花子さんは︑日のあたるところへ︑小さ
な鏡を持って出ました︒

四541 鏡で日の光を受けると︑きらきら光り
ます︒

でるました︒

四552 勇さんが︑えんがはで︑鏡を持って遊ん
四555 勇さんは︑をんどりに鏡を見せました︒
鏡の方へよって來ました︒

四557 をんどりは︑︿略﹀︑急にひきかへして︑

四559 首の毛をさか立てて︑鏡にうつる自分

鏡の中のをんどりも︑首の毛をさか立

のかげをめがけて︑とびついて來ます︒

四561

をんどりは︑力いっぱい鏡をくちばしで

ててるます︒

四569

勇さんは︑かはいさうになって︑鏡を

つつきます︒

四573
ひっこめました︒

四597そっと一間へはいって︑包をあけて見
一枚の鏡でした︒

まだ︑鏡といふものが︑めったにない

ますと︑中から出たのは︑

四598

娘は思はず︑﹁おかあさん︒﹂といって︑

ころのことでしたから︑
四607

九682図圏わらはこの家にまみりし時︑この鏡の

下に父の入れたまひて︑

影を投げかけてみる︒

二期4 青々とした木が︑鏡のやうに静かな海面に

まほしきは心なりけり

十二65図亡朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあら

さざ波一つ立たない︑鏡のやうな海面を

すべって行く船の跡が︑

十二㎜8

鏡餅

まことに忠臣の鑑︒

﹇鑑﹈︵名︶1 鑑

十二587園

かがみ

﹇鏡餅﹈︵名︶2

四617 小さい三方に︑白い紙とうら白をしい

かがみもち

それから︑おざしきの床の間にも︑鏡餅

て︑鏡餅をのせてお供へになりました︒

四622

をおかざりになりました︒

める

かがやかす輝かす

爲次︑ことばなく︑ひざをかがめ顔を押

﹇輝﹈︵四五︶3

佐吉は上京して︑目をかがやかしながら︑

甲武者三千二人︑かぶとの星をかがや

︽一

大石内菊之助ら一味の者は︑いさぎよく

﹇輝始﹈︵下一︶1

かがやき始

春になって︑暖い太陽が山一面にかがやき

︽ーメ︾

かがやきはじ・める

だすと︑

六256

ス︾

かがやきだ・す ﹇輝出﹈︵五︶1 かがやきだす

切腹して︑名を後世に輝かした︒

十二649

かし︑甲の袖を連ねて︑

十一1710図

その機械館へ毎日通った︒

十765

︽ーシ︾

かがやか・す

さへて︑矢を抜き取りけり︒

九638図

太玉のみことは︑このさか木に︑鏡と玉を かが・む ﹇屈﹈︵下二︶1 かがむ ︽ーメ︾

ある神様は︑大きな鏡をお作りになりまし

鏡をだきしめました︒

五55
た︒

五61

神様がたは︑︿略﹀︑鏡を大神に見せておあ

かざって︑岩屋の前にお立てになりました︒
五78

﹁この鏡は︑わがみたまとして︑だいじ

げになりました︒

五971園

せいも誓うございますが︑鼻が恐しく高

におまつりなさい︒﹂と仰せになりました︒

五981囹

く︑目は︑鏡のやうでございます︒

砲身の中には︑きらきらと鏡のやうにかが
やいた︑砲揮の通る路ができあがります︒

二男5

今日鏡をのぞいて︑﹁おや︒﹂と思はず顔
をなでまはした︒

九191国

おとうさんたちは︑鏡に向かって子ども
のやうにはしゃぎながら︑

九197国

ことばと文字は︑いはば心の中を窮し出す
鏡の箱の底より黄金墜緒を取り出す︒

鏡であります︒

九426
九675図

かがやきわたる一かかる
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八㎜9 表面が︑しだいにはぎ取られて行くと︑始
めて︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき始めます︒

︽ i ッ ・ーリ・ール︾

かがやきわた・る﹇輝渡﹈︵五︶4かがやき渡る
輝き渡る

りが金色にかがやき渡ったといふことです︒

七361 急に病人のからだから光がさし出て︑あた
九472 山の頂に横たはる雲が︑黄にくれなみにか
がやき渡ると︑

たるが︑天日にかがやき渡り︑

︵四五︶

23

かがやく 輝く ︽一

十823

押しも押されもしない﹁世界一の織機﹂と

なんきん

深夜の空には︑ちりばめたやうに星がかが

いふ光榮が︑かれの上にかがやいた︒

十鵬5
やいて︑

一つ一つが︑かがやいてみる︒

さみだれの晴れ間うれしく︑

ベートーベンの爾眼は異様にかがやいて︑

かかりの兵隊さんは︑︿略﹀かけ出して︑

るつたやうに呼びつづけました︒

利根のてがらは︑かかりの兵隊さんから︑

利根のからだを︑しっかりとだきかかへました︒

五伽2
五伽9

﹇掛﹈←きがかり・てがかり

くはしく文子さんに知らせて來ました︒
かかり

じ︒

出登に際し︑事務所の係員が︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇斯﹈︵連体︶4 かかる

九667図國

一豊は仕へて日なほ淺く︑家も貧しか

﹇掛﹈ ︵四五︶ 44 カカル

かかる 掛る

いどみかかる・おしかかる・おそいかかる・おちか

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ︾ ﹇Vあおみがかる・

かか・る

る船をめがけて︑海へさっと打ち入れ︑

十価6図 かかるところに︑︿略﹀武者一騎︑沖な

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

九698図圓

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒

かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

八341図圓われらには︑かかるところも平地に同

かかる

と挨拶する︒

あいさつ

十二83

野に かかりいん ﹇係員﹈︵名︶1 係員

明かるい夜空に︑南京玉のやうな星がばら

まかれて︑

十別5
十一679図圃

立てば野はかがやきて︑

十一㎜一

さしのぼる朝日の光に輝いて︑らんまん

と咲きにほふ山櫻の花は︑

十一悩5

銀鼠色にかがやくのを見ると︑

ぎんねず

十一179図錦の御旗に日月を金銀にて打って着け 十﹁766 入道雲が︑まぶしいほど︑銀白色または
なな
十二鵬4 海面は︑今落ちかかる太陽の残光を斜め
﹇輝﹈

に受けて︑異様に輝き渡ってみる︒
かがや・く

十﹁㎜12

光は今もかがやき

きらきらと輝く南半球の星を眺めながら

イ・キ・ーク︾

寝につくのである︒
大佛殿に佛燈の

太陽の輝く青い空︑
むかしを固く封じたり︒

東には今あけぼのの光が美しく輝き︑

正倉院は天平の

十二431

つまり太陽は︑夜の空に無敷に輝く星の

かる・かれかかる・きおいかかる・こぼれかかる・

さしかかる︒しずみかかる・たおれかかる︒つかみ

崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け

かかる・とおりかかる・とりかかる・のしかかる・
かかりδごようがかり

殊動輝く海の荒鷲が︑

﹇係﹈︵名︶6

利根のかかりの兵隊さんが︑今にも︑利根

かかりの兵隊さんはもちろん︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑かかりの兵隊さんは︑氣がく

ソレガ︑カレ木ノ枝ニカカッタカト思

べんけいは︑なぎなたをふりまはして

はおなかのへんにかかります︒

三833長いひもをつけて︑首へかけると︑舟

切ってかかりました︒

三222

フト︑一ドニパット花が咲キマシタ︒

二904

かかる

ふりかかる・みどりがかる・むらさきがかる︒より

込んで︑銀の糸のやうにまぶしく輝きながら︑ち

かかり

十二加12

しゅくん

ようちょうと流れて行く︒

十一一燭9

一つなのであるが︑

十二鵬4

て︑

しやうさう

十二375図魍

十ニー44

四995圃 昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと
びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑

七324 野も︑山も︑木立も︑みどりにかがやく奈
良の都には︑

七475 雲もない空には︑月が美しくかがやいてゐ
た︒

八事5 砲身の中には︑きらきらと鏡のやうにかが
やいた︑砲弾の通る路ができあがります︒

九149 木の間からもれる初夏の光に︑まばゆくか
がやく祭場の東から南へかけた林の傾斜面は︑

九肝3 朝日にかがやく軍艦旗が︑海風にひらめき
ながらしづしっとのぼって行くさまは︑

五佃4
聖書8

が來るだらうと思って︑待ってゐました︒

五柵4

利根のやうすを知らせて來ました︒

九876 空を仰ぐと︑たくさんの星が︑まるで寳石 堅城8 利根のかかりの兵隊さんから︑ときどき︑
をちりばめたやうに美しくかがやいてゐます︒
がら珊瑚珠のかがやくに似たり︒

さんごじゅ

十439図すずなりの赤き實︑夕日を浴びて︑さな
十728 直下には︑何事もなかったやうに︑青い波
頭がかがやいてみた︒
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かかる一かさ

三佃1圏 でも︑うちのことも氣にかかります
から︑かへらしていただきます︒

何百人といふ木こりが︑長い間かかっ

て︑やっと切りたふすことができました︒

四94
四二6 松の枝に︑きれいな物がかかってゐます︒
﹁進め︒ ﹂ の 號 令 が 掛 っ た ︒

五皿4 そのうちに︑月に雲がかかりました︒
六942

次から次へとかかってゐました︒

六槻8 川をさかのぼって行くと︑りっぱな橋が︑

七柳2 もう︑圓の下の端は︑地平線にかかりまし
た︒

・ シ ャ ム は ま だ は るか︒

八52圃 とまり重ねて 心にかかる︑ 安売・
八187 すくすくと育つた皇湾のバナナは︑かうし
てみなさんのお目にかかります︒

﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲を掛けられる︒

︑
ノ8
70
1急な坂にかかると︑前の方で︑野田先生が︑
をけ

八994 するすると下の方へおりて撃て︑︿略﹀油
の桶の中へ︑言言なからだを沈めにかかります︒
かるのだ︒

九251團 あすからは︑また新しい戦闘の準備にか
九555 手直將校から威勢のよい號令がかかる︒
九鵬2 銀河があざやかに中天にかかってみる︒
九桝10

狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑︿略﹀︑

九悩9 山の端にかかる三日月を仰いでは︑
四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒

にじ
九矯8 朝日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼっとか
かることもある︒

十2310 かれらは︑すぐ火を消しにかからうとする︒

十419 夜︑月から地球を見るとすると︑われわれ
が常に見る月の四倍ぐらみな地球が︑天にかかつ
て見えるわけです ︒

進むに從って空は明かるく︑眼下に鮎々と︑

だんうん

十623
白い断雲がかかる︒

第二・第三の雷撃機隊が︑次々に現れて攻

撃にかかる︒

十6710

十爬4図佐々木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる
くまがい

なほざね

大綱どもを︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑
熊谷の次郎直音は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ︑細

道にかかりて︑みぎはの方へ急ぎ行く︒

十四4図

されども︑いかにしたりけん︑義纒の船

に乗り罵り︑あはやとばかり飛んでかかれば︑

十川8図

かれら三人寄り合ひて︑︿略﹀︑太刀先そ

ろへて一時に打ってかかる︒

十全6図

績いてかかる安藝の太郎を︑左のわきに
なかなか手並のかかる仕事です︒

さしはさみ︑

十佃8図
十慨3園

切りそろへた髪が︑ともすると扇のやう
さがみ

に廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るのが︑

十一392

むさし

十ニー19

鑛石を運んでしまったあとの坑内に︑支

しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ會

柱を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒

正成・正季︑取って返してこの勢にか

得して實行にかかる︒

十二339園
十二922図

その結果︑江戸市中が兵火にかかれば︑

かり︑︿略﹀三時が間に十六度まで戦ひけるに︑

百萬の市民はどうなることか︒

十二欄9

おかげで︑利根は︑子犬のよくかかる病氣

﹇罹﹈︵四五︶3かかる︽ーッ・ーリ・ール︾

くとしても︑ざっと四十三年かかるわけである︒

十二矧4 四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗って行

五㎜1

かか・る

おまへたちの心配するやうな病氣には︑

にもならないで︑すくすくと育ちました︒

九254国

病にかかり︑早世仕ることも候はば︑

だれ一人かかつてみない︒

十二986嵐山

かかん 5ゆうもうかかん

柿5じゅくしがき・ほしがき

サルハ︑カニニイッテ︑柿ノタネトト

サルガ︑柿ノタネヲヒロヒマシタ︒

﹇眼白︵名︶17

二236

柿ノタネ︒

ニナゲツケテ︑

イク

カニハ︑柿ノタネヲニハニマキマシタ︒

トリマシタ︒

ニ275シマヒニ︑青イ柿ヲカニ

ツモ

二27一 長イ手ヲノバシテ︑ 柿ヲイクツモ

二265
大キナ柿ガ︑タクサン ナリマシタ︒

二264團國
早クミガナレ︑柿ノタネ︒

二263圏圓
早クミガナレ︑柿ノタネ︒

二261圏圓
早ク木ニナレ︑柿ノタネ︒

二257團圓
早ク木型ナレ︑柿ノタネ︒

二254回忌
早クメヲ出セ︑柿ノタネ︒

二252圏圏
早クメヲ出セ︑

二247

リカヘッコヲシマシタ︒

二242

十一639煽箇凶武器・相模のつはものども︑まっしぐ かき
らに打ってかかる︒

太陽や月が︑大きなかさを着るのはこの
雲のかかった時で︑

十一719

夜︑この雲の漉く果に︑半月がうっすら
とかかってみるのは︑

十一727

照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ
月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑

十一739

もっぱらさけやますの泳ぎまはってみさ
うな場所をさがして︑投網にかかる︒

十一9810

網の糸も切れるばかり︑大きなますや︑

夜が來て︑山脈の上の黒水晶のやうにつ

さけがかかってみるのだ︒

十一棚3

十一㎜5

さ︑仕事にかからう︒

やつやした大陸に︑南十字星がかかって︑
十ニー02囹

かき一かさつける
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イッテシマヒマシタ︒

七餌3 そのうちに︑このたくさんの糸の中の一本
が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました︒

七脳9 さうして︑風にゆられながら︑やっと柿の
木にたどり着きました︒

七価4 かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋
の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒

花器

︵下一︶

一

カキアツメル

書き表す

九417
と︑

九429

ことばで話したことを文字で書き表します
それに引きかへ︑文字に書き表したものは︑

ひえだのあれ

ル︾

十二566
た︒

書き終ると︑かれは手近にある木に登つ

今︑日本皇室に陣し奉り︑慶祝の親

電を︑書き終ったところである︒

十二稲4圃圓

﹇掻消﹈︵五︶1 かき消す ︽ーサ︾

コンパス・定木を手にしながら︑絶え

﹇書込﹈︵五︶1 書き込む ︽ーン︾
ぢやうぎ

シ︾

上手

せんだって︑おかあさんからのお手紙

﹇書添﹈︵下一︶1書きそへる︽1へ︾

﹁昭和の光﹂︑

﹇書初﹈︵名︶1 書きぞめ

新年おめでたうございます︒

書きぞめの字は

﹇書足﹈︵五︶1 書き足す ︽ーシ︾

ここに御主人の書きつけがあるによつ

﹇書付﹈︵名︶3 書きつけ

十二561

書きつけに合ってうれしうござる︒

かれは︑あたりの石といはず︑木の幹と

﹇書付﹈︵下一︶1書きつける︽iケ︾

十二849園あの書きつけに合はせてみたか︒

十二8110園

て︑それにAロったらば買ひませう︒

十二808園

かきつけ

べんも讃み返して︑消したり書き足したりして︑

九434 文字で書き表す場合には︑書いたものを何

かきた・す

にできて︑

四651囲

かきぞめ

にも︑そのことが書きそへてありました︒

十一⁝⁝4国

かきそ・える

書き記した︒

十柵9 静かに筆を取って︑城中のあと始末を一々

かきしる・す ﹇書記﹈︵五︶1 書き記す ︽

ず現在の位置を海圖に書き込んで行く︒

十二η3

かきこ・む

音を立て︑話し聲も︑機關の音もかき消されて︑

十二㎜5 船全盤が︑むちでたたかれてみるやうな

かきけ・す

き切られてみた︒

十旧5 腹巻を取ると︑治嘉の腹は︑眞一文字にか

文字で書き表す場合には︑書いたものを何 かきき・る ﹇掻切﹈︵五︶1 かき切る ︽ーラ︾

どこへでも傳はり︑いつまでも残りますから︑

九433

べんも営み返して︑︿略﹀︑自分の考へをできるだ

けわかりやすく書き表すことができます︒

かうして畳んだり書いたりする文章は︑漢
音と訓を持つた漢字を︑二字以上組み合は
おほのやすまろ

厳粛萬侶は︑稗田阿禮がそらんじるわ

ところで︑これを文字に書き表す安萬侶
わが國の古語を︑漢字ばかりでそのまま
漢字ばかりで︑われわれの日常使ふこと

柿右衛門

ことばそのまま文字に書き表された︒
﹇柿右衛門﹈︹人名︺2

﹇柿右衛門風﹈︵名︶1

有田に出でし陶工なり︒

ありた

かきえもんふう

かれは︑︿略﹀︑つひに柿右衛門風と呼ば
るる︑精巧なる陶器を製作するにいたれり︒

十478図

柿右衛門風

十476図柿右衛門は︑今より三百鯨年前︑肥前の

めたり︒

十475図喜三右衛門は︑やがて名を柿右衛門と改

かきえもん

ころは︑

十一柵8 苦心はやがて報いられて︑阿禮の語ると

ばを書き表さうとしたら︑どうなるであらう︒

十﹇旧1

に書き表すことが︑︿略﹀大きな苦心であった︒

十一伽8

の苦心は︑それにも増して大きいものであった︒

十一伽3

が國の管玉を︑文字に書き表すことになった︒

十一侃2

せて︑ことばが書き表された場合には︑

十描9

字とかなで書き表されます︒

十M6

十437図仰げば庭前の柿の梢は︑大空に下給をゑ 九435 わかりやすく書き表すことができます︒
がき︑すずなりの赤き實︑夕日を浴びて︑

十456図喜三右衛門は︑︿略﹀︑一念ただ夕日に映
ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

かき ﹇垣﹈︵名︶1 垣εいしがき・しばがき・た
まがき

十二糊2 弟が︑せなかのあたりまで泥をはねあげ
﹇書﹈﹇▽えか き

火氣

て︑垣に沿った小路を嘱とんで行くのが見えた︒

﹇ 掻 ﹈ ﹇ V ひ とかき

かき

かき

﹇火気﹈︵名︶2

九739 あのかまから火氣を送って︑このかまの中

かき

の丸太をむし焼きにする仕掛なのだ︒
﹇花器﹈︵名︶1

九744 かっとした火氣が手のひらを打つ︒
かき

十一備5国 私のおいて來た花ばさみや花器などが︑
かきあ・げる ﹇書上﹈︵下一︶1書きあげる︽ーゲ︾

﹇掻集﹈

に向かって︑かの曲を譜に書きあげた︒

十一脳2 さうして︑その夜はまんじりともせず机
かきあっ・める
︽ーメ︾

﹇書表﹈︵五︶11

灰ヲカキアツメテ︑カレ木蘭ノボッテ︑
ス︾

︽ーサ・ かきおわ・る﹇書終﹈︵五︶2書き終る︽iッ・一 かきつ・ける

二926 トナリノオヂイサンバ︑ノコッテヰタ

ーシ・

かきあらわ・す
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かきつらぬ一かぎろい

﹇書連﹈︵下二︶1 書き連ぬ ︽ーネ︾
にょいりんだう

いはず︑今のことばを書きつけた︒
かきつら・ぬ

十二糊10図百四十三人︑︿略﹀︑如意輪島の壁板に︑
おのおの名字を書き連ねて︑

十二梱3図 おのおの名字を書き連ねて︑その末に︑

かきとど・む ﹇書留﹈︵下二︶1書きとどむ︽ーメ︾

かきね

︿略﹀と︑一首の歌を書きとどめ︑
﹇垣根﹈︵名︶1

三956 おとうさんが︑枯れかかったかきねの朝

かきね

﹇垣根越﹈︵名︶1

垣根越し

顔を︑きれいに取っておしまひになったので︑
かきねごし

十491圃 からたちの垣根越しに︑ふとほほ笑んで︑
かきのいろ ︹法名︺2 柿の色

七柿の色

十28七柿の色⁝⁝⁝四十三
十434
かきのもとのひとま

ろ

かきのもとのひとま ろ

やまべのあかひと

かきのもとのひとまろ ﹇柿本人麻呂﹈︹人名︺1

柿本人麻呂

︽ーメ︾

書

十二424 有名な歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人
の作も︑また萬葉集によって傳へられてるる︒
書き始 め る

かきはじ・める ﹇書始﹈︵下一︶3 かき始める
きはじめる

書きはじめました ︒

四672 花子さんと春枝さんは︑だまって何か
六冊6 雪舟は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑板
の間に給をかき始めたのでした︒

﹇掻餅﹈︵名︶3

かき餅

な源氏物語を書き始めました︒

十一359 そのころから紫式部は︑筆をとって有名
かきもち

手傳って作った干柿と︑それに︑栗もあるから︑

六824園うち中でついたかき餅と︑あなたたちが
六859團園 おい︑かき餅が來たぞ︒
六865国 だんろの火で︑かき餅を焼きました︒

さうして︑この町も他の町長と同じやう

かきゅう ←いちだいかきゅう
くわけう
﹇華僑﹈︵名︶1 華僑
かきょう

十一別4
家業

くわけう
に︑商店の持主はほとんど華僑である︒

かき寄す

︽ーセ︾

しかも工夫に心をうばはれては︑おのつ

﹇家業﹈︵名︶1

十451図

かぎょう

﹇掻寄﹈︵下二︶1

から家業もおろそかならざるを得ず︒

限り

くっきりと︑堂々と︑

見えるかぎりの萎畠は︑しらがになった︒

植ゑわたす

十一111圓陛下のおんため︑力の蠕くかぎり職ひ

田園のつづく限りは︑

ぬく畳悟でございます︒

先生が生きていらっしゃる限り︑どう

見渡す限りは︑午後の静かな海である︒

早苗のみどり︒

さなへ

十﹇691図圃
十一986

して私が死ねませう︒

十二271園

先生が生きていらっしゃる限り︑どう

これを限りの合職と思ひければ︑

見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑

﹇限無﹈︵形︶1 かぎりなし ︽ーク︾

﹇限﹈︵五︶3

かぎる

限る

︽！ラ・ーリ︾

また︑時にあらしや︑そのほかの思ひがけ

いやいや︑かれとても︑昔の御盆に教

へを聞かなかったとは限らない︒

十二507園

もかぎらないからである︒

十㎜6 いつ心得違ひのらんばう者が︑現れないと

ない災難に︑あはないともかぎりません︒

八96

与みかぎる

かぎ・る

くめでさせたまひて︑

十93図 この御苑は︑︿略﹀︑昭憲皇太后かぎりな

かぎりな・し

油を流したやうな静かさ︑軍調さだ︒

十二㎜1

え立って行く︒

十二脳1 見渡す限りの海が︑眞紅のきらめきにも

限りと思ふなり︒

十二894図國今生にて汝が顔を見んこと︑これを

十二885図

して私が死ねませう︒

十二354園

八752図義纒は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑ 十二348園私が力のあらん限り修養しても︑

かきょ・す

かぎり

天皇の御位は︑天地のつづくかぎり︑い

川の向かふは︑見渡すかぎり︑れんげ草の

﹇限﹈︵名︶22

流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑
かぎり

畠です︒

五198
五965園

見わたすかぎり︑

目のとどくかぎりはまつさをな水です︒

つまでもさかえませうそ︒

六桝9

てい

見渡すかぎり平な地平線に︑大きな夕日が

帝國の艦艇︑おお︑その雄姿︒

八263圃

八目7

おほみかみ

赤々とはいって行きます︒

大神授けたまひし︑稻の穗のそよ
一たび占領地へはいれば︑ことばが通じな

ぐかぎりは︑あし原の中つ國なり︒

九63口藺凶魍
九343

見渡すかぎり廣々として︑何一つ目にはい

目のとどくかぎりの廣野だ︒

いかぎり︑手も足も出ません︒

九㎜2

九躍6

輸送船からは︑船員たちが︑銃をはなせと

らない草原では︑

十㎜3

東の野にかぎろひの立つ見えてか

へりみすれば月かたぶきぬ

十二426図圃

ひむがし

これくらみのことでllかぎりある身の かぎろい ﹇炎﹈︵名︶1 かぎろひ

聲をかぎりに叫び績ける︒

十川5園

花をつけようとした萎が︑そのまま枯れて︑

力ためさん︒

十㎜4

かきわける一かく

358

かきわ・ける ﹇掻分﹈︵下一︶1かき分ける︽

ケ︾

五棚3 ににぎのみことは︑︿略﹀︑大空の雲をかき

﹇斯﹈︵副︶6

﹇ 閣 ﹈ ﹇ ▽ て んしゅかく

分けながら︑勇ましくおくだりになりました︒
かく

かく

かく

九632図國 爲次︑おどろきて︑﹁などて︑かくは
す る ぞ ︒ ﹂ と 問 ふ︒

いはみ

九657霊園 若き人に見ならはせんとて︑かくする
なり︒

九協9囹 かくいふは石見の國の住人︑械木霊十勝
盛︒

十一669図圏 兄にておはす上に︑思ふところあり
てわざとかく仕りて候︒

十二409 かく上下を問はず︑國民一般が︑事に鰯
れ物に感じて歌をよむといふのは︑

︽！ク︾

カク

かく

書く

︽

イ・一

十二惣2 遠く大記憶は︑︿略﹀︑全世界に︑かく放

かく

送されてるる︒
︵五︶1

﹇書﹈︵五 ︶ 7 5

六鵬5囹 お人形さんが︑汗をかくだらう︒

か・く

か・く

タモノガデキルコトガ︑カイテアリマシタ︒
二801蘭三図ゲンキデ︑オクニノタ寺中シッカリ
ハタラケト︑カイテヤラウ︒

勇さんは︑ぐわようしにうさぎの顔を

かきました︒

三816
耳を長くかきました︒

三822太郎さんは︑それを見て︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

三816
て︑たぬきの顔をかきました︒

ごはんがすんでから︑団地の兵たいさん

人がかいても︑こんなにきれいにはか

ばうしには︑金で字が書いてありまし

に︑みもん文をかきました︒

三975

四171
た︒

四484

子どもたちは︑この氷の上に︑指で字

けないでせう︒

四493

人の顔をかいたりして遊びます︒

を書いたり︑人の顔をかいたりして遊びます︒
四494

受取ったはがきを讃んでみますと︑

そのそばに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑クレヨンで若い

てありました︒

六836

六⁝闇7園 おまへは︑また糟をかいてみるのか︒

いくらいっても︑給ばかりかいて︑ちつ

ともお纏をおぼえない︒

六佃8園

まらなくなる︒

六皿1園机に向かふと︑つい︑緯がかきたくてた

その前に︑日記をつけたり︑手紙を卜い

六M8 雪舟が︑板の間に︑涙でかいたねずみでし
た︒

七821團

手紙を書いてみる間に︑いつのまにか九

たりします︒

七846国

それで︑私たちは︑第一に設計圖をかくこ

時前になりました︒

先生が︑小さな穴で︑しるしをつけてくだ

とになった︒

八4810

八492

おやおや︑おかあさんをかいてくれまし

さった紙に︑かくことにした︒

たね︒

八伽3園

離れてみて直接話ができないやうな時には︑

手紙や文に書いて知らせます︒

九398

暗くなった︒

こんどは︑私が先に書きますから︑春 九229国 この手紙を書いてみると︑あたりが急に

やっぱり﹁︿略﹀︒﹂と書いてありました︒

四688團
四698園

枝さん︑ごへんじをください︒

五梱7

その夜︑私は︑次のやうなことを書いて︑

送ってあげたつりだうぐで︑魚をつるのが
おしまいに︑︿略﹀︒と書いてありました︒

樂しみだと書いてあった︒

五865

おとうさんにお目にかけました︒

五552

はってポストへ入れました︒

スズキサンガ︑サクラノエヲカキマシ 四721 春枝さんは︑天略﹀︒﹂と書いて︑切手を

書いてありました︒

もし︑私たちの話すことばや︑書く文字が︑
九404

思ってみることを︑話したり書いたりして︑

どんなりっぱな手紙を書いてみても︑

書かれたものをくり返し讃んで︑ことがら

や心持がよくわかった時は︑

九4010

すっかり相手にわかってもらった時ほど︑

九408

まったくわからない外國人であったら︑

九402

することばや︑文字がよくわかるからです︒

ワタナベサンガ︑グンカンノエヲカキ 四715 春枝さんがあけて見ますと︑﹁︿略﹀︒﹂と 九401 それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり

書きました︒

ホンダサンガ︑ラッパノエヲカキマシ 四701 花子さんは︑ズ略﹀︒﹂といって︑手紙を

カ・キ・iク・ーケ︾

タ︒

一243
一246
マシタ︒

一253
タ︒

シタ︒

一256 ハヤシサンガ︑フジサンノエ ヲカキマ

ニ

ニー93 一バンハジメニ︑マンシウノ空ノウツ
クシイコトガ︑カイテアリマシタ︒
二20一 カウリャントイッテ︑日本ノキビニ

359
かく一がく

九424 わかってみると思ったことでも︑話したり
書いたりして︑始めてほんたうにはっきりするの
です︒

べんも讃み返して︑消したり書き足したりして︑

九433 文字で書き表す場合には︑書いたものを何

じゃうな心がけを持つことが大切であります︒

九439 話すことばに注意して︑文字で書くのと同
九441 いくら美しい文字で文を書いても︑

九442 うそいつはりの心持を書いたのでは︑だれ
も感心して讃まないやうに︑

九445 りつぼな心持が正しいことばで書かれてあ
れば︑

九448 私たちは︑文字を正しくきれいに書き︑り
わし

つばなことばで話すことを忘れてはなりません︒
九柵5囹 鷲の顔をかくことにしてゐます︒
九佃6園 いくつかいてありますか︒

九㎜9 夕食して︑母に手紙を書かうと思って︑食
堂車へ行った︒

九㎜1 ﹁あじあ﹂のしるしのはいった用紙に手紙
を書いて︑︿略﹀ ︑ ボ ー イ に 頼 ん だ ︒

九㎜7 石ころを積み重ねたのがあり︑柱を立てて︑
それに字を書いた旗を結びつけたのがある︒

十118 大尉がそれを取って見ると︑次のやうなこ
とが書いてあった︒

十965園 わかることなら︑二士の氏名や︑生まれ
故郷も書いておきたいと思ひますが︑

十網5 時には綴り方や︑手紙を書きます︒

十M5 かうして讃んだり書いたりする文章は︑漢
字とかなで書き表されます︒

れん
十劉7 胡同に面した家々の門には︑聯が書かれて
ある︒

十別10 文句であったり︑詩の一節であったりする

が︑いつれもりっぱな文字で書かれてある︒

正月には︑門の戸びらに︑管足な紙にめで

たい文字を書いた春聯が張りつけられる︒

十盟6

もし紫式部が男であったら︑源氏物語の

十一365

當時︑かな文は女の書くもので︑男は︑

當時︑かな文は女の書くもので︑

やうな︑かな文は書かなかったでせう︒

十一364

十一365

約九百年の昔に書かれた源氏物語が︑

漢文を書くのが普通であったからです︒

十一375

この不幸な子を慰めるために︑源氏は給

か・く

﹇掻﹈︵五︶4

四114

一かさ水をかくと︑舟

かく ︽ーキ・ーク︾Oひっか

かいをそろへて

く・ひとかきごと

﹁ザ︑ザ︑ザi︒﹂と︑力強く水をかきます

はく略V︑鳥のとぶやうに走ります︒
五905

と︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒
くまで
小さな熊手で砂をかくと︑かちりとさはる

七了8

掛く ︽ーケ︾皿vうち

ゆっくりと︑自然に爾腕で水を大きくかき︑

ものがあります︒

九967

﹇掛﹈︵下二︶5 かく

爾足で水をけって進む︒

十67図神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世を

かく・おいかく︒まちかく・みかく

か・く

﹁︿略﹀︒﹂と書いてありましたが︑

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十一4310

﹁クサキハアヲイ﹂といふのを漢字だけ

ヲ

イ

ゲ

ただ今敵方に押し寄せ︑三方に火を

ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ

かれらが首を正行が手に掛けて取り

﹇駆﹈︵下二︶呂ひっかく

利根は︑なつかしさうに︑にほひをかぎ

﹇嗅﹈︵五︶2 かぐ ︽ーイ・ーギ︾

學

おんみの弟子のうち︑最も學を好むも

﹇学﹈︵名︶2

學を好み︑過ちも二度とはしない男で

ございましたが︑不幸にも短命でございました︒

十二362園

のはだれか︒

十二359園

がく

六866団圓久しぶりで︑内地のにほひをかいだ︒

ながら目の色をかへて喜びます︒

五M4團

か・ぐ

かく

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑

十二9810図國

たらんには︑戦ふともいかで利あらんや︒

十一618図圖

かけ︑一方にて支へ候はんに︑

十一601図心

のよき武者を︑義経かと目をかけてかけまはる︒

十川5図 されども義纒を見知らざれば︑甲かぶと

と︑神かけて祈らせたまへるを︑

十一帽5團

ア

ラ

なほ祈るかな

十一伽3

で書けば︑さし亘り﹁草木青﹂と書いて満足しな

キ

﹁久佐幾波以遠以﹂とでも書かなければ

サ

ハ

さし要り﹁草木青﹂と書いて滞足しなけ

ければなるまい︒

十一旧3
ク

ればなるまい︒

十一伽6

ク

﹁アメツチ﹂といふのを﹁天地﹂と書き︑

ならなくなる︒

十一伽10

前者は﹁クサキ﹂を﹁草木﹂と書くのと

﹁クラゲ﹂といふのを﹁久羅下﹂と書いた︒
ク ラ ゲ
﹁クラゲ﹂といふのを﹁久羅下﹂と書い

十一囲10

た︒

十一髄1

後者は﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒
もやう

運河には︑いろいろな模様をかいた小さ

同じであり︑

十一伽2

十一矧6

な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる︒
﹁採鑛へ総進軍︒﹂と書いた電燈看板に迎
へられて︑︿略﹀坑内深くはいって行く︒

十二94

われわれが︑毎日話したり︑聞いたり︑
讃んだり︑書いたりすることばが國語である︒

十二備2

がく一かくて

360

いみじき

がく ﹇楽﹈︵名︶2 樂論いちだいこうきょうがく

十︻鵬5図圏 なぎさの松に吹く風を︑
樂とわれは聞く︒

十二573 とたんに︑妙なる樂の音が起って︑朗か
各員

いっそうふんれい

﹇各員﹈︵名︶1

に天上に響き渡った︒
かくいん
かくうんてい

十一532図心 各員一層奮働努力せよ︒﹂と︒

かくうんてい

奮御苑に入れば︑︿略﹀︑池の眺め重きと

かくうんてい ﹇隔雲亭﹈︵名︶1 隔墨壷
十91□薗凶

﹇斯斯﹈︵副︶1

かくかく

ころに︑御茶屋ありて隔雲腸といふ︒
かくかく

九587図圓 かの人は︑かくかくとのたまへり︒

かくご ﹇覚悟﹈︵名︶9 かくご 畳悟εおんかく
ご

わが陸軍のひかりの軍旗︒

六778圏 天皇陛下の 御前に︑ 死ぬるかくごで
敵地に進む︑

七459 とても助らぬと畳悟をきめた︒

七帽3園 どうしても許さないといはれるなら︑今

七464圏 私も畳悟をした︒
日は畳替がありますそ︒

九価3 眞夏の暑さはだれも畳悟をしてみるが︑

念に候まま︑きっと豊悟致し候所存に候︒

︽ーシ︾

かくこうげきたい ﹇各攻撃隊﹈︵名︶1 各攻撃隊
し き
飛行基地の兵舎では︑各攻撃隊の指揮官た

十584

覧冒す

敵將ネボカトフ少將︑今は逃れぬとこ

﹇覚悟﹈︵サ変︶1

ちが︑しきりに重職をねってみる︒
かくご・す

十一557図
各自

かくしおく

︽ーキ︾

はたして︑敵︑三百鯨騎をかくしおきた

﹇隠置﹈︵四︶1

そこから︑各自受持の採鑛現場へと急ぐ︒

﹇各自﹈︵名︶1

ろと畳悟したりけん︑︿略﹀降服せり︒
かくじ

十二98
九597図

かくしお・く

學者

ぬれねずみの姿で海岸へはひあがった兵士

ふところにかくしてみた劒を抜いて︑

海の水でかくされてるました︒

七165

の身を︑かくす物は何一つない︒

十纈3

悪者たちは︑そのままどこかへ姿をかくし

肩をかくし︑全身を埋めた︒

身を埋めた︒

十梱6そのくぼみに頭をかくし︑肩をかくし︑全
十梱6

てしまった︒

十η12

ところどころに白雲がただよって︑中腹

をおほひ︑峯をかくし︑

十︻9310

て︑敵の砲撃の目標になることを避けてみる︒

十一槻9 トラックや導車は︑全部木かげにかくし

ガリレオといふ三生が︑この町の有名な大

十八歳の畢生ガリレオは︑このことを襲見

したのでした︒

八鵬3

寺院へ︑お参りをしました︒

八悩8

ああ︑この子が男であったら︑りつば がくせい ﹇学生﹈︵名︶2 學生

﹇学者﹈︵名︶4

るを︑義家の軍さんざんに討ちて︑
がくしゃ

十一354園

本居宣長は︑江戸時代の有名な捌者で︑
おち
明治時代の芸者であり︑歌人であった落

もとをりのりなが

な學者になるであらうに︒

十一価2

十一悩7

あひなほぶみ

各種

イクラ私ガテッテヰテモ︑雲サンガ

川を泳いで渡ったり︑遠くにかくしてあ
海藻を拾った波うちぎはも︑もうすっかり︑

軌道車が動きだすと︑援聲器から快活な

﹁︿略﹀︒﹂と︑援聲器が艦内各部に報じた︒

勇ましい樂隊の音樂が聞えますね︒

﹇楽隊﹈︵名︶1 樂隊

δしなかくち

これ海神のたたりなるべし︒かくては

かくては父の名も失ひ︑君の御用に

も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒﹂

十二961蓋置

御命も危からん︒

九83図圖

﹁おお︑まぶしい︒﹂といって︑手で顔を かくて ﹇斯﹈︵副︶2 かくて

かくち

七533

がくたい

十二㎜11

行進曲が響いて來る︒

十一一87

うの暗がりの中で︑聖篭器の鮎検をしてみた︒

十﹁梱2 敵の陣地へ放送する画筆班員は︑ざんが

まつ役人たちに評議をさせ︑また二者の かくせいき ﹇拡声器﹈︵名︶3 接聲器

合直文が︑元旦に門松をよんだ歌です︒

十二597

﹇各種﹈︵名︶1

意見をも徴した︒

かくしゅ

の工業がさかんに行はれます︒

十543園私たちは︑もうとっくに︑豊玉がきまつ 八894 大阪は︑實に日本第一の工業都市で︑各種
てるたはずです︒

二695園

シ・ース︾

十一107囹 永久のからだは︑お上におささげ申し かく・す ﹇隠﹈︵五︶1一 カクス かくす ︽！サ・
たものですから︑決死の曼悟で︑御奉公なさるや

七1310

る手ぶくろを︑すばやくさがしあてたりします︒

五冊8團

かくしました︒

四547

來ルト︑カクサレテシマヒマス︒

うに︒

十一111囹陛下のおんため︑力の績くかぎり職ひ
ぬく豊悟でございます︒
りっぱな畳悟を表した歌である︒
畳悟致す

︽ーシ︾

十二405 まことによく國民の本分︑軍人としての
﹇ 覚悟﹈︵四︶−

十二備7圓團 上家滅亡を見つつ長らへ居り候も残

かくこいた・す
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かくて一かくれんぼする

と︑泣く泣くいさめて︑抜きたる刀をうばひ取る︒

かくて﹇斯﹈︵接︶4かくて
始めの御儀は︑かくて終ったのである︒

九171 内宮・外宮の御神言を奉安する御神木伐り

色を求めて止まざりき︒かくて敷年は過ぎたり︒
ま

樂人

かくべつ

學問

う︒

六998

平生から︑審問では︑とてもかなはない道

學問もしました︒

眞を︑今日はひとつ︑弓でいぢめてやらうと
六価7

かぐやひめ

おちいさんは︑この子にかぐやひめと

︹人名︺11

十二466

ぐやま

かくれる

中でもりつぽに整った香具山に登って︑

←おかぐら

國のやうすを見ると︑

かぐら

nVみえがくれする

かく・れる ﹇隠﹈ ︵下一︶ 14 カクレル

かくれ

灰ノ中二力クレテヰタ栗ガ︑サルニ

︽ーレ・ーレル︾nVおかくれる

ポントトビツキマシタ︒

二292

ルノカホヲチクリトサシマシタ︒

二295 水ガメノ中二力クレテヰタハチガ︑サ

二512囹ドコカニカクレテヰルノダラウ︒

世間では︑光るやうに美しいかぐやひめ

五409

きっと︑魚がかくれてみるにちがひありま

三日月が︑

ゆらゆら見

あ︑とうとうかくれてしまひました︒

附近の密林やゴム園の中にかくれてみた住

下からじっと見てゐますと︑やがてその星

すると︑そこにかくれてみたあやしい者が︑
十一踊2

煙突が波間にかくれて行った︒

日は︑もう山の端にかくれた︒

かくれんぼ・する ﹇隠坊﹈︵サ変︶一 カクレンボス

十二櫨3

三人現れた︒

十躍6

は︑軒端にかくれて見えなくなります︒

九912

民たちも︑安心して町へ蹄って來ました︒

九267

七伽5

えたりかくれたり︒

七964圏水にうつった

せん︒

六533園穴をほって︑地にかくれることもできま

またかくれてしまひました︒

くま
六46 ふいに︑大きな熊が山から出て來て︑すぐ︑

せん︒

五444

なりました︒

かひごは︑まゆの中に︑かくれて見えなく

ふ人が︑たくさんありました︒

何ごとにもすなほなかぐやひめでした
月の出る晩になると︑かぐやひめは月
八月の十五夜も近くなったある夜︑か
かぐやひめは︑﹁なぜ泣くのか︒﹂と聞か

一間の中で︑

おちいさんは︑なんとかしてかぐやひめ
おばあさんは︑しめきった

すがりついてみたかぐやひめのからだ
かぐやひめは︑︿略﹀︑天人の用意して來
かぐやひめを乗せた車は︑︿略﹀︑しっか

に天へのぼって行きました︒

四417

た車に乗りました︒

四407

は︑ひとりでに外へ出て行きました︒

四403

しっかりとかぐやひめをだいてをります︒

四389

を引止めたいと思ひました︒

四376

れて︑︿略﹀悲しさうに答へました︒

四361

ぐやひめは聲をたてて泣きました︒

四358

を眺めて︑じっと考へこむやうになりました︒

四355

が︑いつも︿略﹀︑ことわってもらひました︒

四351

のことを聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などとい

四345

いふ名をつけました︒

四343

かぐやひめ

四28七かぐやひめ⁝⁝⁝三十二
四321七かぐやひめ

十457図 喜三右衛門は︑︿略﹀夕日に映ゆる柿の かぐやひめ ︹課名︺2 かぐやひめ

す

十二915図 かくて直義の五十萬騎︑楠木が七百齢
騎に打ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒
十二勉11 敵航空母艦サラトガ型は︑かくて珊瑚海
﹇楽人﹈︵名︶2

に捧げるすばらしい供へ物となった︒
がくにん

心残りなく笛を吹いてから死にたいと思った︒

七459 自分は二人であるから︑一生の思ひ出に︑

樂譜

七464囹私は樂人である︒
﹇楽譜﹈︵名︶2

十一佃4園 しかし︑まことに粗末なピヤノで︑そ

がくふ
れに樂譜もございませんが︒

十一柵6園 え︑樂譜がない︒
かくぶ ←かんないかくぶ
十595園 各部隊︑直ちに出始用意︒

かくぶたい ﹇各部隊﹈︵名︶2 各部隊
十598 日没までわっか一時間重りしがなかったが︑
﹇格別﹈︵形状︶2

各部隊は︑こをどりして基地を飛び立つた︒
かくべつ

七799国 兵器の手入れをして︑夕飯をたべますが︑
そのおいしいことは︑またかくべつです︒
みかいゑい

十1110腐国 そなたはく略﹀︑八月十日の威海衛攻
﹇学問﹈︵名︶4

撃とやらにも︑かくべつの働きなかりし由︑
がくもん

れてるました︒

六985 止血では︑道眞の上へ出る人はないと思は

六993園あの人は學問はできるが︑弓はどうだら かぐやま ﹇香具山﹈︹地名︺1 香具山 εあめのか

カ、1ナーカ、1ず
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ル

︽ースル︾

かげ

影←おもかげ・しまか

が︑納屋のかげのあたりから︑はずんで來た︒
﹇影﹈︵名︶44

げ・つきかげ・ひかげ・ひとかげ︒ぶしのおもか

かげ
げ・ほかげ・みかづきのかげ・みはたのかげ

n▽いねかけ・いのちがけ・えもんかけ・

鯉のかげが地の上をおよぎます︒

﹇掛﹈

一331囲 力クレンボスルモノ︑ ヨットイデ︒

きっかけ・こころがけ・こしかけ・しかけ・じゅく

三194

をんどりは︑︿略﹀︑鏡にうつる自分の

かけ

しかけ・つくえとこしかけ・でんきじかけ・とけい

四561

した︒

六385

おや︑自分のかげを︑ほかのをんどり

水草が青々とのび︑水の上には︑ときどき

六565園

おや︑うはさをすればかげとやら︑向か

その海面にかげをうつすのがやしの木で︑

それから︑三日ばかりたったある日︑正男

けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのび
せいの高さに攣りはないのに︑かげだけ
が︑あんなにのびたりちぢんだりするのだな︒

七684囹

てるたのに︑今見ると︑こんなに短くなってみる︒

七682囹

さんが︑自分のかげを見ながら考へこんでみる︒

七6710

ふから︑あの子がやって來ましたよ︒

六392囹

の木の罵眞がうつりました︒

青い海に︑静かにかげをうつしてみるやし

とんぼがとんで発て︑かげをうつすことがありま

五231

と思ってみるのだな︒

四563園

かげをめがけて︑とびついて來ます︒

じかけ・まえかけ
かけ ﹇駆﹈5さきがけ

かげ ﹇陰﹈︵名︶12 カゲ かげ 陰εおかげ・お
かげさま・こかげ︒ひかげ・やなぎかげ

一488 松ノ木ノカゲニハ︑キキャウノ花モサ
イテヰマシタ︒

四426圏 やぶのかげから木かげから︑ ぬつく
りぬつくり︑子だぬきが︑ 出て來て
五254 子蛙は︑草のかげのあちらこちらを︑うれ
しさうにとびまはりました︒

七967團 母馬子馬︑ 沼の岸︑ 柳のかげが暮れて
行く︒

八606 ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだに
つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒
十412 太陽に照らされた部分は︑︿略﹀︑陰になる
部分は︑きっと眞黒に見えるに違ひない︒

七687か
園げがのびたりちぢんだりしてみる間に︑

十伽2 そのかげで︑職人の手が動いてみる︒

十一1710図錦の御幣に日月を金銀にて打って着け

あとしばらくで︑かげが百二十四センチ

七711園今︑ぼくのかげが︑百二十八センチある
でせう︒

七713園

にちぢんで︑ぼくのせいと同じ長さになります︒

なった時刻は︑

七717園正男くんのせいと︑かげの長さと同じに

七718園あの國旗掲揚毫の高さと︑かげの長さが

それで︑その時刻に︑あの國旗掲揚壷の

同じになるといふわけだらう︒

かげの長さを計るのですね︒

七721囹

七727囹ぼくが﹃ようし︒﹄といったら︑國旗掲

勇さんは︑國旗掲揚垂のかげのところへ行

揚墓のかげの端に︑しるしをつけてくれたまへ︒

七729

春枝さんと︑花子さんは︑ぼくのかげが

つて︑しるしをつける用意をする︒

百二十四センチになった時︑知らせてください︒

七731園

漁船からは︑朝げの煙が波の上に影を落し

ながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒

九518

影を投げかけてみる︒

愛川4青々とした木が︑鏡のやうに静かな海面に

月ごとに︑あのあ

甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

今もいういうと流れてみる

九僻9

雲はしきりに流れて︑早春の畠を︑野を︑

はい三日差の影を浮かべながら︒

九㎜5

そのかげがはって行く︒

ひ越されたりして︑

九㎜5 ﹁あじあ﹂は︑雲のかげを追ひ越したり追

九蹴6

電柱のかげも木のかげも︑ずっと延びた︒

汽車のかげだけではない︒

九断5園汽車のかげが長くなった︒
池川7

たまへ︒

七708勇さんたちは︑正男さんのかげを計る︒

めざす地酒に來て︑雨をついて雲の下へ出

電柱のかげも木のかげも︑ずっと延びた︒

十604

九η7
すの︒

七7010囹
正男さんのかげを計ってから︑どうしま

七701囹かげを︒
七703園きみのかげを計るんぢやないよ︒
七707園これで︑ぼくのかげの長さを計ってくれ

七6910園
まつ︑ぼくのかげを計るのです︒

たるが︑天日にかがやき渡り︑そのかげに甲武者
うんか

三千鯨人︑︿略﹀︑雲霞のごとく並びみたり︒

ども︑︿略﹀︑矢束ね解いて待ちかけたり︒

十一182図 矢ざまのかげには︑射手とおぼしき者

行くと︑

十一川8 せたけの十倍二十倍もある樹木のかげを
十一㎜3 住宅の周團には︑すくすくとのびたゴム
の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑
十二鵬5 ﹁もういいかい︒﹂と︑︿略﹀明かるい聲
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がけ一かけこえ

てみたが︑敵艦の影はなく︑

十836 附近の家屋といふ家屋は︑落零の砲揮のた
めに︑影も形もなくなってみた︒

十㎜6 目のまはりに黒いかげができて︑

十㎜2 おほひかぶさって來る黒いかげでも︑彿ひ
のけようとするやうに

十m1 ほのぼのとした影が樒れながら動くのは︑
子ども心を引きつけて止まない︒

十一347図閣 秋風にたなびく雲の絶え間よりもれ
いつる月のかげのさやけさ

十二柵4 草の芽の間から︑立ちあがる水蒸溜のか
げもなつかしい︒

十二柵7 母の指先が水にはいると︑川底のせりの
緑も︑高いはんの木の影も︑ゆらゆら揺れて
のつかないことが多い︒

十二川1 殊に地平線上の雲の影は︑容易に見わけ

がけ

賊が︑︿略﹀︑くやしがって攻め寄せると︑

﹇崖﹈︵名︶7

十二躍11 今日もとうとう敵は影を見せなかった︒
がけ
七593

かけ合ひ

七M7
かけ合ふ

︽ーヒ︾

かういふかけ合ひをしてみる間に︑むなし
﹇掛合﹈︵五︶1

く月日が過ぎて行きました︒
かけあ・う

︽ーッ・

彌兵衛は︑︿略﹀︑武器や船具を返してくれ
かけあがる

るやうに︑たびたびかけ合ひました︒

七備7
﹇駆上﹈︵五︶3

子どもたちは︑いきなりどなうの上にかけ
先にかけあがった子どもは︑兵たいさんに

かけ足

二十人ほどの若者が︑かけあがって來た︒

﹇駆足﹈︵名︶3

夏の日が︑かんかんてりつける中で︑行進

かけ入る

︽ーリ︾

かり︑打ち違へ︑かけ入り︑三時が問に十六度ま

カゲエ

力ゲエ⁝⁝⁝八十

十九 力ゲヱ

十九

︹課名︺2

で戦ひけるに︑

かげえ

ニ37

一一806

ヲヂサン︑コンヤモマタ︑カゲエヲシ

﹇影絵﹈︵名︶3 カゲエ 影野

二807囹

かげえ

子どもの見ものでは︑このほかに併結があ

テ見セテクダサイ︒
る︒

十㎜10

ぶたい
十㎜11 日暮れ時の胡同の留場などに︑影給の舞垂

ここに住んでみる子どもたちにとっては︑

﹇掛替﹈︵名︶1 かけがへ

をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒
十踊2

かけがえ

かけがへのない書しい遊び場所であり︑

三千鯨騎︑馬を並べてかけくだる︒

﹁︿略﹀︒﹂ト︑カケゴエ勇マシクカヘッテ

﹇掛声﹈︵名︶10 カケゴエ かけごゑ 掛

三141

ゐます︒

五928

﹁オー︒﹂と︑掛鏡勇ましく︑かいをいっせ

艇長は︑大きな掛聲で︑選手をはげまして

いに水にひたします︒

五904

ころがします︒

かけごゑをかげながら︑みんなでかめを

かけごゑ勇ましくお引きになりました︒

來マシタ︒

一871

聲

かけこえ

八335図

る︒

にかけくだれば︑三千鯨騎︑馬を並べてかけくだ

八334図大將︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑眞先

ーレ︾

ステッセル將軍は愛馬にまたがり︑はや足 かけくだ・る ﹇駆下﹈︵四︶2 かけくだる ︽ール・

かけひ
しみつ

砲火ををかしてのかけ足である︒
﹇懸樋﹈︵名︶1

︽ーデ︾

山からわき流れる清水が︑かけひをまつ
﹇駆出﹈︵下二︶3 かけ出づ
よしとも

ふかす

ただ兄にて候義朝などこそ︑かけ出

﹇駆入﹈︵四︶2

二季︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑七百寄騎を前後

十二922図正成・正季︑取って返してこの勢にか

に立てて︑大勢の中へかけ入りけり︒

十二909図

かけい・る

へかけ出で︑あとを突かんと取り巻きけり︒

十二921図上杉の者ども六千鯨騎にて︑湊川の東 三984

出でければ︑爲朝これをはたと射る︒

十一672図

かうづけの

で候はめ︒

上野國の住人深巣の七郎︑つとかけ

十一604口a二丈

かけい・ず

しぐらにかけ抜けて通る︒

十一794

かけい

十一一鵬1

をさせたり︑かけ足をさせたりして見せたが︑

十977

をしたり︑かけ足をしたり︑盤操をしたりした︒

五835

かけあし

十2310

しがみつきます︒

五178

あがらうとして︑ころげ落ちるものもあります︒

五171

ーラ︾

かけあが・る

先生が︑運動場の向かふのがけの上で︑﹁集

正成は︑高いがけの上から大木を落させた︒
八5310
れ ︒ ﹂ と い は れ たので︑

ふち
九127 切りそいだやうながけの下の青い淵や︑
九㎜10 一分過が︑右手の海岸のがけの上に︑大き
く立ってるるのが見えた︒

なかった島の裏側の海岸が︑見えて湿た︒

九梱2 がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え

來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒

十川7 がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて
十一175図 賊の寄せ手七萬五千齢騎︑堀・がけと
﹇掛合﹈︵名︶1

もいはず︑かづらに取りつき岩の上を傳ひて︑
かけあい

かけこむ一かけへだっ

364

七783團 コ︑二︑三︑四︒﹂と︑掛聲勇ましく盟
操をしますが︑

だは︑美しくちうをとんで行く︒

＼8
41
0﹁えいつ︒﹂掛聲といっしよに︑先生のから
ノ

︿略﹀海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

九483 掛聲にぎやかに︑日にやけた漁夫たちが︑
九㎝7 ﹁えい︑やあ︒﹂と︑力いつぽい嬉野を掛け

かけ込む

︽！ミ・ーン︾

﹁ ︿ 略﹀︒﹂元氣のよい掛聲だ︒

ると︑心が引きしまる︒
十一梱2
﹇ 駆 込﹈︵五︶2

九788 それを聞くと︑ぼくは︑むちゅうになって

かけこ・む

馬屋へかけ込みました︒

十222 ﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五兵衛
﹇Vかじわらのげんたかげすえ
かけ進む

︽ーメ︾

は︑大きなたいまつを持ってとび出して來た︒
かげすえ
﹇駆 進 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

さはらのじふらうよしっら

かけすす・む

八342図佐原十郎義上進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑
︵五︶

10

かけだす

かけ出す

眞先にかけ進めば︑三千鯨騎も弔いて進む︒
﹇駆出 ﹈

︽ーサ・ーシ・ー セ ︾

かけだ・す

﹁行け︒﹂といはれるが早いか︑︿略﹀︑弾が

四291 聞くが早いか︑かけだしました︒
五帯1

飛んで障る中でも︑勢よくかけ出しました︒

五伽4 かかりの兵隊さんは︑敵の弾が飛んで來る
のもかまはず︑はふやうにかけ出して︑

九839 ぼくがかけ出せば北斗もかけ出し︑ぼくが
止れば北斗も止 り ︑

九839 ぼくがかけ出せば北斗もかけ出し︑
九856 物に驚いてかけ出さうとするやうな時でも︑
十236 村の若い者は︑急いで山手へかけ出した︒
あとを追ふやうにかけ出した︒

十237 績いて︑老人も︑女も︑子どもも︑若者の

十一389

白い着物の上に山吹色の着物を重ねて︑

﹇赤岡﹈︵四︶1かけ奉る︽ーッ︾

弟がかけ出した︒

かけ出して來た女の子は︑

十二柵4
かけたてまつ・る
のとぶらひをも仕らん︒
﹇駆散﹈︵四︶1

︽ース︾

よき敵と見れば組み落して首を取り︑

かけ散らす

十佃8図園同じくは直轄が手にかけ奉って︑のち
かけちら・す

十一一913図

﹇駆付﹈

︵下一︶

10

かけつける

四27
四281
かけっこ

六

六

カケッコ

かけっこ

かけっこ⁝⁝⁝二十八

かけっこ

かけ

力ケッコヲシヨウカ︒

﹇駆﹈︵名︶3

一年生の旗取がすんで︑いよいよぼく

つこ

四283

ニー26園

しけん

あれは公主嶺で︑︿略﹀︑今は農事試験

こうしゅれい

たちのかけっこになりました︒
ぢやう

九㎜12囹

﹇駆通﹈︵四︶1 かけ通る ︽ーリ︾

場のひつじや牛が︑かけっこをしてみる︒

かけなら・べる ﹇掛並﹈︵下↓︶1 掛け並べる ︽一

十一2410図 軍勢六萬蝕騎︑稻村が崎の遠干がたを︑
かまくら
貢一文字にかけ通りて︑鎌倉へ傾れ入る︒

︽！ かけとお・る

取るに足らぬ敵どもは︑一太刀打ってかけ散らす︒

高倉下は︑急いで︑天皇のおやすみになつ

ケ・ーケル︾

かけつ・ける

六75

ていらっしゃるところへ︑かけつけました︒

話し聲も︑機關の音もかき消されて︑目
かけぬ・ける

山からわき流れる清水が︑かけひをまつ

﹇駆抜﹈︵下↓︶1かけ抜ける︽ーケ︾

さうなると︑先頭からかけ離れて︑間をつ

めようとしてもなかなか思ふやうにはいかない︒

九991

レ︾

かけはな・れる ﹇掛離﹈︵下一︶1 かけ離れる ︽一

しぐらにかけ抜けて通る︒

しみつ

十一794

の前には︑敷知れぬ細引きが掛け並べられてみる︒

十二㎜5

近所の人たちがかけつけた時︑少年は︑頭 ベ︾
元帥の家の人々は︑手傳ひに︑その方へか

と足に導けがをして︑道ばたに倒れてゐました︒

七2410
七柵9

オランダ兵士が︑弾をこめた銃を持ってか

けつけて行った︒

七洋5

﹁︿略﹀︒﹂目を白黒させながら︑ノイツは︑

けつけて來ました︒
七㎜5

この物音に驚いて︑村の人たちがかけつけ

かけつけて來たオランダ人にいひました︒

十㎜1

かげふみ

かげひなたなく働く上に︑人の仕事まで引

﹇影踏﹈︵名︶2 かげふみ

き受けるやうにしたので︑

八396

おくればせにかけつけた顔回を見た孔子 かげひなた ﹇陰日向﹈︵名︶！ かげひなた

てみると︑楊少年が倒れてみる︒

十二266

淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三

は︑ほっとしながら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十二6810

かけっこ

﹇懸隔﹈︵下二︶1かけへだっ︽ーテ︾

かうなっては︑かげふみもできません︒

十一6310図三朝︑しばし支へて防ぎけるが︑敵は

かけへだ・つ

五繊6

げふみをして遊んでゐました︒

聞多の友人︑所郁太郎が︑その場へか 五山2 月夜の晩︑子どもたちが五六人集って︑か

ところいくたらう

郎は︑押つ取り刀でその場へかけつけたが︑

十二723
けつけた︒

鐵砲をかついだ工兵が︑自韓車のペタル
けうりやう

十一一佃1

︹課名︺2

をふんで︑橋梁地へかけつける︒
かけっこ

365
かげまさ一かける

大勢なり︑かけへだてられては父のために悪しか
景正

りなんと思ひて︑門の内へ引く︒
﹇景正﹈︹人名︺4

九627図 景正︑蹄りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂とい

かげまさ

みうら

ためつぐ

ひて︑のけざまに伏したれば︑

十375

はち

す

殊に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を
︽ーケ︾

思はせるやうなでこぼこが︑目立って見える︒
かける

人がかいても︑こんなにきれいにはか

﹇書﹈︵下一︶1

四485

か・ける

けないでせう︒

九628図 三浦の平太郎爲次といふつはもの︑景正 か・ける ﹇掛﹈︵下一︶69 カケル かける 掛ける

る・おしかける・おっかける・かたむきかける・か

いかける・おかけくださる・おかけなさる・おかけ

︽ーケ・ーケル︾5あびせかける・いきかける・お

九6210図 景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ

わりかける・くれかける・こころがける・こしかけ

が顔をふまへて矢を抜かんとす︒

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑爲次︑

がりかける・たてかける・たべかける・でかける・

おどろきて︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 問 ふ ︒

︽ーッ・

る・しかける・そまりかける・そめかける・たちあ

﹇駆回﹈︵四五︶4かけまはる

九633図景正︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒
かけまわ・る

といかける・なげかける・のぼりかける・はなしか
せきこう

ール︾

︽ーッ・

︽ーッ︾

﹁アツイ︑アツイ︒﹂トイッテ︑水ヲカケ

かけ
神さまは︑その土地に太いつなをかけ

鼻の雨わきから耳へかけて︑茶色にぬ

かけごゑをかげながら︑みんなでかめを
うらしまは︑あたりの美しさにおどろき
ながら︑りっぱないすにこしをかけます︒

三掴3

ころがします︒

三984

は・おなかのへんにかかります︒

三832長いひもをつけて︑首へかけると︑舟

りました︒

三823

と︑力いっぱいお引きになりました︒

三153神さまは︑それにつなをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂

て︑︿略﹀︑お引きになりました︒

三136

てあげましょ︑おしゃかさま︒

三65圏小さなひしゃくでお茶くんで︑

ニイキマシタ︒

一一294

一408

ける

ける・みかける・みのりかける・めがける・よびか

り︑

かけめぐる

かけ寄る

︽ーケ︾

ハシモカケマシタ︒

七793團
斥候になって森や林の中をかけまはった

ふけ行く夜の ゆめは故郷を

七796團
野原や山を一日中かけまはって︑

八61圏日本町に
かけまはる︒

十相5図 されども義経を見知らざれば︑甲かぶと
﹇駆巡 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

のよき武者を︑義経かと目をかけてかけまはる︒

ーリ︾

かけめぐ・る

九脳1園 自分は地上に居残っても︑自分の魂は︑
飛行機といっしよに空をかけめぐってゐます︒

十一89 王は︑士官候補生として︑今日も武藏野
﹇駆寄﹈ ︵ 五 ︶ 1

を縦横にかけめぐりながら︑演習をなさってみた︒
かけよ・る

けますと︑
﹇ 欠 ﹈ ︵ 下 一︶2

かける

八422 萬壽がかけ寄って︑らうのとびらに手を掛
か・ける

と音がして︑劒の刃がかけました︒

五305 みことが︑尾をお切りになった時︑かちつ

四45圃白いあふぎをさかさまに︑

かけた下

席をあけると︑おばあさんは腰をかけ

から雲がわき︑

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒

四233

青年學校の服を着て︑赤いたすきをか

けたにいさんは︑

四724

が七八人腰をかけてゐました︒

四733 門をはいると︑ゑい兵所に︑兵たいさん

かづらをたすきにかけ︑ささの葉を手に

持って︑︿略﹀︑おもしろくおまひになりました︒

五66

めながら︑

五152 どなうの上に腰をかけて︑川の流れを見つ

その夜︑私は︑次のやうなことを書いて︑

おとうさんにお目にかけました︒

五553

五618 野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけ
五706

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひましたから︑

すぐ前に掛けてみたよそのをぢさんが︑

たり︑川に橋をかけたりなさいました︒

五723

五728

二人は喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑て

にいさんは︑私のそばへ掛けました︒

私は掛けました︒

五748

いねいにおじぎをして︑掛けました︒

持だ︒

五801 ざあっと︑つめたい水をかけると︑いい氣

五813 うちへかへって︑えんがはに腰を掛けてゐ

﹁かい︑ひたせ︒﹂と號令を掛けると︑

ると︑川で︑だれか遊んでみるらしい︒
五902

る︒

この間︑つりばりをのどにかけまして︑

五搦5 正面に︑海の神様が腰を掛けていらっしゃ
五側5園

橋をかけて︑天へ逃げることもできませ

たいへん苦しんでみるところでございます︒

六532園

かける一かげろう

366

ん︒

六925園次に進めの號令を掛けたら︑攻撃を始め
る︒

六㎜4 出ると︑機械をいっぱいに掛けて︑もとの
海岸へ急ぎました ︒

七413 ﹁氣をつけ︒﹂と︑山田先生が號令を掛けら
れると︑

七652 錦の御旗を肩にかけ︑︿略﹀︑その場をたち
去った義光は︑

七鯉1 自分の家を焼くのは︑近所の家々へ︑めい
わくをかけることになる︒

八108 九月の末から︑十月の初めにかけて︑汽車
や飛行機で︑何回にも送ったといふことです︒
掛けてやるのです︒

八164 實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで
八423 萬壽がかけ寄って︑らうのとびらに手を掛
ちやうど接待所の前で︑隊長が︑﹁︿略﹀︒﹂

けますと︑

八579

と凹々を掛けました︒

八792 急な坂にかかると︑前の方で︑野田先生が︑
天略﹀︒﹂と大き な 聲 を 掛 け ら れ る ︒

八833 はげしい制動を掛けられると︑もうもうと
雪煙が立つ︒

八一6 きたへられた鐵の柱は︑今度は機械に掛け
られて︑外側をまるくけづられて行きます︒

九119 明治天皇は︑特にこのことに大御心をかけ
させられ︑

九1410 祭場の東から南へかけた林の傾斜面は︑
元氣のよい聲で號令を掛ける︒

九538 やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當直將校が

く首やせなかをなでてやると︑

九857 ﹁ほうほう︒﹂と聲を掛けて︑手のひらで輕

九867

一年半も手しほにかけた北斗といっしよに

みるのも︑あといく日もないと思ふと︑
あま

九942北から南へかけて︑天の川が︑夏の夜空に
二手でからだに水を掛けると︑ひやっとし

銀の砂子を美しくまき散らしてみるのが

九952

えんせんやなぎす

沿線の楊の木に︑かささぎが巣をいくつも

て氣持がよい︒

九㎜10

﹁何を見てみるの︒﹂と︑後から聲を掛けた

掛けてみる︒

九㎜1
者がある︒

﹁えい︑やあ︒﹂と︑羨いっぽい掛聲を掛け

なれない手つきでをのを振るひ︑のこぎり

ると︑心が引きしまる︒

九節7

九π2

二見室に當てられた部屋には︑大きな机を

をひき︑かんなを掛けた︒

十842

用意し︑眞白な布を掛けた︒

乃木將軍は︑黒の上着に白のズボン︑胸に
は︑金鶏動章が掛けられてあった︒

きんしくんしやう

十886

すべすべ致す︒

十二839園

さてさて︑かたじけなうござるlIま

とくさをかけてみがいてあるによって︑

つ御主人に急いでお目にかけよう︒

すべすべ致します︒

十二856園

金剛山のほとりにたてこもり︑敵寄

こんがうざん

十二899図幽

顔から腕︑腕から胸へかけて焼けただれ︑

せ來たらば︑命にかけて忠を全うすべし︒

日本の北東から︑南西の岸へかけ︑

上着を取って︑はんの木の下枝に掛けた︒

視力もほとんど失はれてるた︒

十二伽8
十二㎜9

︿略﹀︑太平洋の波は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二備3圃

やうな雨足が︑さっとたれさがって來た︒

なは
十二㎜3 その雲の中央から︑縄のすだれを掛けた

十二㎝6 白いすだれを掛けたやうなスコールの中

多年手しほにかけた魚雷だ︒

へ突つ込む︒

﹇駆﹈︵下一︶7 かける ︽ーケ・ケル︾

十二矯9
か・ける

四143 うらの畠にみたおかあさんもかけて

朝の潮風あびながら︑

しめった砂をけりながら︑

波うちぎは

弟と二人︑海べ

﹁わあ︒﹂といって︑かけて進んだ︒

十二鋤11

このスコールの足は︑まるでかけるやう

つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒

八606 ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだに

を︑どんどんかける︒

七45團

をかける︒

七43圏

六943

いて︑勢よくかけて行きました︒

來て︑

下塗りと中塗りができた上へ︑上漆をかけ
どうやう
て最後の仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑

十薬9

六699 家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを引
するしやう

毛布を脱いでみる人に︑そっと掛けてあげ

十燭4
る︒

る雨を︑

十一910水晶のすだれを掛けたやうに降りしき
ベートーベンはピヤノの前に腰を掛けて︑
すぐにひき始めた︒

十一㎜9

海ダイヤ族は︑男女ともに胸から十手・
顔にかけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒

十一泌5

﹁だれだ︑きみは︒﹂と︑それがだしぬけ

に右舷の海を渡って來る︒
かげろふ

とくさをかけてみがいてあるによって︑ かげろう ﹇陽炎﹈︵名︶1 陽炎

かれは︑刀のさげ緒をたすきに掛け︑

に聲をかける︒

十二667
十二725
十二815園

さざなみ

かげろふ

十﹁562図 敵の司令長官ロジェストウェンスキー
中將は︑︿略﹀︑わが騙逐艦漣・陽炎の二隻に追
﹇掛渡 ﹈ ︵ 五 ︶ 3

かけ渡す

︽ーサ・一

撃せられ︑つひに捕らへらるるに至れり︒

シ︾

かけわた・す

れた橋ばかりでも︑二十もあって︑

八911 この島に向かって︑北から南からかけ渡さ
十一818 危ふげにかけ渡された一本の丸木橋の上
を︑静かに渡る︒

わが工兵隊は︑また片端からかけ渡して︑

十二研1 かうして敵が次々に爆破して行く橋梁を︑

かげん・てかげんする

かげん ﹇加減﹈︵名︶3 かげんεいいかげん・て

さんと二人で育てました︒
そこのかごの中に︑おいもがあるから︑

二人でおあがり︒

六103園

ふかしたさつまいもをかごから出して︑弟

といっしょにたべました︒

六106

かごを持って山へのぼる人︑みかんをせ
バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

おって山をおりて來る人︑

六281
八18一

め︑船に積んで遠方へ送ります︒

に伏せておいたのに︒

十一398群雀の子を︑あの犬きが逃したの︒かご
山の騨に着くたびに︑かごを頭に載せた

女たちが︑窓のところへ物費りにやって看る︒

十一脳11

かこい

かこひ

弟は︑いなごを飼ふのだといって︑土でか

﹇囲﹈︵名︶2

いなごは︑せまいかこひの中から︑外へは

いつも

ろ毛利軍に霞まれてみた︒

と だ

九搦5 尼子の本城である出雲の富田城は︑そのこ

九燭2 七萬の大軍に園まれては︑上月城は一たま

土塀で園まれた會見所に入り︑

どべい

りもない︒

十881

敵に園まれて強陣を破るにも︑︿略﹀︑

園みて︑遠攻めにこそしたりけれ︒

十一225想出を攻めんといふ者なく︑ただ四方を

十一597図圖

廊下にもみを干し︑小さな木臼を志んで

利を得ること夜討にしくこと候はず︒
きうす

十一泌9

時︑突然軍兵に園まれたことがある︒

米をつく︒
きやう
十一一263 孔子が︑︿略﹀︑匡といふところを通った

がかさをさすならば︑

人がかさをさすならば︑

人がかさをさ

おれもか

十二868圏請えいえい︑かざをさすならば︑人

ヲサシテ出カケマシタ︒

かさ ﹇傘﹈︵名︶7 カサ かさ3からかさ・ひが
四912三糸を出して︑かげんを見てゐますと︑ かご ﹇加護﹈︵名︶1 加護
キンセウ
たこは左の方へかたむきます︒
十一573乱国 我が軍ノ損失・死傷ノ僅少ナリシバ︑ さ・ふるがさ
ヨ
九732 源作ちいさんは︑かまのそばにすわって︑
二98 勇サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガラ︑カサ
歴代神璽ノ加護二由ルモノト信仰スルノ外ナク︑
たき口から中をのぞいて火のかげんを見た︒

六119

1

こひをこしらへました︒

九棚10園 母が額に手を當てて︑熱のかげんをみた

六121

︵サ変︶

りなんかするのと似てゐますね︒
かげんする ︽一

﹇加減﹈

さをささうよ︒

十二869圏

かさをさすならば︑

おれもかさをささうよ︒

かさ与みずかさ

たかね

比良の高嶺の雪も消え︑ 谷町の氷打ち解

ら

1

おれもかさをささうよ︒

人がかさをさすならば︑

おれもかさをささうよ︒

太茗崇地調圏 噸圏

かげん・する

かぐやひめを乗せた車は︑大勢の天人

偲役存置騨弩脱

ひ出さうとします︒

四417

この野原をかこんで待ちかまへてみたわる

にかこまれながら︑

七211

これを團んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑

者どもは︑一度に草に火をつけました︒

七574

九596図義家あやしみて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑手をわ
かつて三方より團む︒

か

シ︾

加古

ミ・ーム・ーン︾δとりかこむ

六653 二つの筒を︑延したり︑ちぢめたり︑かげ かこ・む ﹇囲﹈︵四五︶12 かこむ 園む ︽ーマ・一
﹇加古﹈︵名︶1

じゅんやう

んしてみるうちに︑はっきりした︒
かこ
ひえい

加古・丁重をうしろに從へて︒

ふるたか

八275圃 御召言論叡は進む︑ 巡洋艦高雄を先導
に︑

三737 きりぎりすは︑びっくりしたやうに︑かご

かご ﹇篭﹈︵名︶9 かご5とりかご・むしかご
の中ではねました︒

毎日竹を切って託て︑ざるやかごを

をぢさんを園んで︑いろいろお話をお聞
きしようと思ひます︒

九㎜6囹

占．）

2

雲のかかった時で︑

太陽や月が︑大きなかさを着るのはこの

かさ

川水折ふしかさ増したり︒

↓r「．

）

『F冨

四324

作ってゐました︒

四334 小さいので︑かごの中へ入れて︑おばあ

十さ 十さ十十 十十
一 け99 ニニす二二
か

367
かけわたす一かさ

かさい一かざる

368

十一719 かさの中に星が見えれば天馬︑さうでな
﹇火災﹈︵名︶3

火災

ければ雨だなどといひます︒
かさい

災が起ってるた︒

七重3 そのころ︑東京市中は︑いたるところに火
十6810 艦はすでに火災を起してみたが︑
に命中して事績火災を起し︑黒煙海をおほふ︒

十一543図 わが魚期の撃ち出す砲揮は︑よく敵艦

掛けてみる︒

あのかささぎの巣を見てみるのさ︒

﹁かささぎ﹂といふ日本語がわからないら
風しも

優しもになってみたので︑一度運び出した

﹇風下﹈︵名︶1

九㎜2囹

九㎜3
しい︒

かざしも

六721

﹇重合﹈︵五︶1重なり合ふ︽ーッ︾

荷物まで焼けてしまったのださうです︒
かさなりあ・う

大キイノニカサネマシタ︒

とまり重ねて

心にかかる︑

安南・

六616 ぼくは︑この二つを︑重ねたり︑別々にし
たりして︑

シャムはまだはるか︒

八51圃

このやうに︑いろいろな仕事を重ねて︑や

つと一本の砲身ができあがるのです︒

八観7

九105 昭和二十四年は︑第五十九回の正遷宮に當

白い着物の上に山吹色の着物を重ねて︑

るが實に一千二百有鯨年の歴史を重ねてみる︒
十一389

夜明けに近い薄あかりが︑重なり合った

葉の層を通して落ちて承る︒

十﹇803

幾重にも輪を重ねて湧きあがったと思ふ

カ︑さカ︑さ ︵副︶3 カサカサ カ︾さカ︑さ

十二川11

八314図

れかさなる

なって︑

馬の上には人︑人の上には馬︑重なり重

﹇嵩﹈︵四︶1 かさむ ︽ーミ︾

十451図 研究に費す金はしだいにかさみ︑︿略﹀︑

かさ・む

おのつから家業もおろそかならざるを得ず︒

ざり・しめかざり

重なり重なって︑さしもに深きくりから かざり ﹇飾﹈︵名︶4 かざりn▽おかざり・くびか

﹇重﹈︵下二︶2

重ぬ

︽ーネ︾

この者︑甲の下に腹巻を重ねて着た

かれは︑その後いよいよ研究を重ね︑工

たたくらん︒

重ねる

︽一

すが︑そのほかには︑何のかざりもありません︒

子どもたちは︑その新鮮なかざりに正月氣

美しいかざりのやうな氣持で眺めてみる︒

十79図竹の御硯箱は何のかざりもなく︑
十惣1

分を味はふ︒

︵副︶1

︵四五︶

15

かざる

︽ーッ・ーラ・一

縁先の雪が︑かさりかさりと︑音をたて

かさりかさり

十盟7

十一一燭8

かさりかさり

﹇飾﹈

て崩れる︒

さうなおひな様︒

四麗1翻 かざればみんなにこにこと︑

おうれし

四m3圃 さあさ︑かざってあげませう︒

る

リ・ーレ︾ δおかざりくださる・おかざる・きかざ

義景︑﹁︿略﹀︒﹂と重ねていへば︑﹁︿略V︒﹂かざ・る

﹇重﹈︵副︶2
九654図

かさねて

カサネル

義朝重ねて︑﹁︿略V︒﹂とそいひける︒

といひけり︒
十一631図

﹇重﹈︵下一︶7

コンドハ︑少シ小サイノヲコシラヘテ︑

ネ︾δつみかさねる

かさ・ねる

二548

重ねて

ればこそ︑前の矢を見ながら︑ここを射よと胸を

十一205塁壁

夫を積みて︑

十477図

かさ・ぬ

まで攻め來たる︒

十一218図寄せ尊いよいよ重なって︑木戸口の邊 五107團 金いろのかなぐが︑きらきらとしてゐま

谷も︑平家の人馬にてうづまれり︒

八314図

うちに︑太陽をさへぎり︑青空を埋めて行った︒

二316 アルクト︑カサカサ音ガシマス︒

風上

かささぎ

おちかさなる・おりかさなる・しにかさなる・たお

十274 もろこしの葉を︑かさかさと秋風がゆする︒ かさな・る﹇重﹈︵四︶3重なる︽ーッ・リ︾5
﹇風上﹈︵名︶1

十289 豆が︑かさかさと音をたてる︒
かざかみ

﹇笠置﹈︹地名︺1 笠置

たらんには︑ 職ふともいかで利あらんや︒

十一618図國ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ
かさぎ
て一片の白雲峯を埋め︑ 谷深くして萬丈の青王道

そもそも笠置の城と申すは︑山高くし
十一168図
をさへぎる︒

かさぎ

かさぎ
かさぎのしろ ︹題名︺1 笠置の城

十一167 笠置の城
かさこそ ︵副︶2 かさこそ
八446図魍 林の中の小道を行けば︑ 一足ごとに︑
かさこそと鳴る落葉︒

十486圏 かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい
﹇鵠﹈︵名︶5

てるた隣りのをぢさんは︑今みない︒
かささぎ

ちら飛びまはります︒

す
八衙4 かささぎは︑巣を作らうとして︑あちらこ

す

八摺5 かささぎは︑毎年新しい巣を作って︑ひな
えんせん やなぎ

鳥を育てるのです︒

九㎜10 沿線の楊の木に︑かささぎが巣をいくつも

369
かざん一かしこまる

野山をかざって見せよう︒

四描6園わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑
五61 太玉のみことは︑このさか木に︑鏡と玉を
かざって︑岩屋の前にお立てになりました︒

六柵1 やなぎの並木が︑にぎやかな通をきれいに
だん

かざってゐました︒

八194團講堂の壇に︑かざってあった菊の花を見
て︑ふと︑みなさんのことを思ひ出しました︒
家の方よりこぎ出す︒

船がラバウルの湾の入口にさしかかった

て︑それが眞黒な大空に突つ立ってるるとしたら︑

十一躍3

火山灰

時々この火山が爆潔して︑火山灰をラバ

時︑︿略﹀火山が︑白い煙を吐いてみたが︑

十一躍3
﹇火山灰﹈︵名︶2

ウルの町へふりまく︒
かざんばい

時々この火山が爆嚢して︑火山灰をラバ

ウルの町へふりまく︒

十一躍4

かし

かし

﹇菓子﹈︵名︶δおかし

て︑樫の棒をかつぎながら堂々と行進する︒

かし

十細2
かし

みんな元氣のよい顔に︑國防色の制服を着

の市街を作ることになってみる︒
かし
﹇樫﹈︵名︶1 樫

八713図折しも︑美しくかざりたる面一さう︑平 十一η7 火山灰の降らないところに︑新ラバウル
八田8園今日はお祝ひの日ですから︑何か花をか
それを折って減ると︑ねえさんが︑︿略﹀︑

ざりたいものですね︒
八槻3

一りんざしにさして︑辺垂の上にかざった︒
じゅれい

十一二火事

十三 火事⁝⁝⁝六十八

︹課名︺2 火事

六32

﹇舵﹈ ︵名︶←さげかじ

六681

かじ

＋二9410図圓
ょくよく思ひても見よかし︒

九172 しめなはでかざられた︑樹齢二百二十年に かし ︵終助︶ 一
及ぶ二もとの御神木を仰げば︑

てとのついたかぶとが︑かざってある︒

九443 どんなにかざったことばで話しても︑
しか
九伽1 床の間には︑︿略﹀鹿の角と三日月の前立

かじ

べに

十㎜1 紅をつけたお菓子もかざった︒

火事δおおかじ・ふなかじ
﹇火事﹈

火事は︑をぢさんのうちの方角だから︑
六709

私は︑ねどこの中へはいりましたが︑火事

火事は︑なかなか消えさうに見えません︒

ゆうべの火事で︑をぢさんのうちも︑焼け
それよりも︑あの風に︑四つつじで︑火
事を消しとめたのは︑えらいてがらです︒

六739園

たさうです︒

六718

が氣になって︑なかなか眠れませんでした︒

六714

わたしは見まひに行きます︒

六692園

すぐわかりました︒

六685火事は︑少しはなれた川向かふの町だと︑

︵名︶8
かじ

てんがい

十﹁802 かへで・ぶな・くりなどの木々が茂り合
つて︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれる︒

十一別7 その店先は︑︿略﹀水色や︑赤や︑緑の
薄いきれ地などがいつぼいにかざられ︑

かざん ﹇火山﹈︵名︶7 火山■しかざん
火山で︑穴は噴火口です︒

ふんくわ

十382 あのあばたのやうに見えるのは︑大部分が
十387 かうした火山は︑どれもこれもけはしくて︑
十392 火山といっても︑みんな死火山ですがね︒
出した熔岩が︑流れて固まったものでせう︒

ようがん

十398 たぶん︑昔︑このたくさんな火山からふき
十414 ごつごつした火山が︑到るところにそびえ

人もあったさうです︒

六753 あとで聞けば︑この火事には︑焼け死んだ

火事だ︒

︵名︶一 カシオペヤ

﹇鍛冶﹈︵名︶δやまとかじ

十235園
かじ

九88図 カシオペヤ

カシオペヤ

カシオペヤざ ︵名︶一 カシオペヤ座
い す
九9310 北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五

﹇下士官﹈︵名︶1 下士官

つばかりの星はカシオペヤ座で︑
かしかん

九559 下士官が︑甲板の吐水日からふき出る海水

﹇梶木鮪﹈︵名︶1

かじきまぐろ

を︑をけに汲んでどんどん流すと︑

かしこい 賢い ︽ーイ︾

利根はかしこい犬でしたから︑

﹇賢﹈︵形︶3

九486 細長い魚雷のやうなかじきまぐろ︑

かじきまぐろ

五鵬3

かしこ・い

お方でありました︒

六502 聖徳太子は︑お生まれつき︑たいそう賢い

たは︑生まれつき賢い人でありました︒

六983 天神檬にまつられてるる菅原道心といふか

︽ーシ︾

神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊

﹇畏﹈︵名︶1 かしこさ

十44図

かしこさ

﹇畏﹈︵形︶1 かしこし
むさしの

花の御紋章を拝するかしこさ︒
かしこ・し

とこしへに大御心をしのびまつるも︑いとかしこ

十96図 昔の武玉野の面影︑そのまま今に残りて︑
しや︒

かしこまりました︒

かしこま・る﹇畏﹈︵四五︶4かしこまる︽ーッ・
ーリ︾

十553 君が代の奏樂ののち︑うやうやしく奉讃さ

五価4園

れるのを︑私たちは︑かしこまって聞いた︒

十一一832
十二834

よりなが
左大臣頼長︑翌朝に向かひ︑﹁︿略﹀︒﹂

十二838

十一592図

ところなく申しけり︒

冠者﹁ お 前 に ︒ ﹂

冠者﹁かたじけなうござる︒

九M3園

うまく弾幕をくぐり抜けたかしらと︑絶

えず飛行機の身の上を案じてゐます︒

冠者﹁さてさて︑かたじけなうござるl 十一473 ほんたうに︑あのねえさんが︑よその人

冠者﹁いかにも︒﹂

﹇謬﹈︵五︶2 カジル かじる ︽ーラ・一

になってしまふのかしら︒

冠者﹁蹄りました︒﹂

かじ・る

十二841

ネズミサンニガリガリトカジラレテハ︑

や し

のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ

かしは手うてばごうごうと︑

﹇柏手﹈︵名︶1 かしは手

でひびきます︒

七311圏

かしわで

でも︑桑の葉をどうしたらいいかしら︒

はせる︒

葉に包んだ御飯は︑日本のかしは餅を思

心の底ま

の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒

十二悩9

タマリマセン︒

二763囹

冠者﹁はあ︒

ル︾

冠者﹁合はせましたとも︒

冠者﹁末廣がりでござります︒﹂

十二847

冠者﹁それこそ氣をつけました︒

冠者﹁はつ︒﹂

十二851

十二845

十二853

冠者﹁かう廣げまして︑この金物でじつ

冠者﹁これ︑この骨でござります︒

としめます︒﹂

十一一859

十二856

十二843

lまつ御主人に急いでお目にかけよう︒

とあれば︑かしこまって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑はばかる

かしはらじんぐう

十二783園 かしこまりました︒
かしはらじんぐう ﹇橿原神宮﹈︵名︶1 橿原神宮
れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒

かしはらじんぐう

五114團 あすは︑朝早く起きて日の出を拝み︑そ
かじぼう ﹇梶棒﹈︵名︶1 かち棒
三四人は︑車のかち棒にとりつきます︒

四二9 がやがや何かわからぬことをいひながら︑

十二777

冠者﹁かしこまりました︒﹂

かじゃ ﹇冠者﹈︹話手︺27 冠者δたろうかじゃ
十二783

歌集

十一獅1

かしわもち ﹇柏餅﹈︵名︶1 かしは餅
冠者﹁お許しくだされ11さういはれれ

﹇歌集﹈︵名︶1

くじゃくかしら︒

そや︒

十階7図圖

かじわらどの

いかに梶原殿︑この川は西國一の大川

﹇梶原殿﹈︹人名︺1 梶原流

ば︑土肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒

十佃3図 熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑後をかへりみけれ

され︑はるかの下より打ちあげたり︒

十麗7図梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流

ふっと打ち切り打ち切り︑
するすみ

刀を抜いて馬の足にかかりたる大綱どもを︑ふつ

十齪1図梶原︑ズ略﹀︒﹂といひければ︑佐々木︑

十方10図 梶原も尊いて入る︒

腹帯解いて引きしむる︒

十川9図佐々木︑又略﹀︒﹂といひければ︑梶原︑

五間ばかり進みたり︒

十棚5図内々先を雫ひけん︑梶原は︑佐々木に四

萬葉集には短歌が多いが︑後世の歌集に かじわら ﹇梶原﹈︹人名︺6 梶原

かしら

頭5なみがしら・

Oいっかしょ・こかしょ・さんかしょ・じゅ
﹇頭﹈︵名︶3

熊襲のかしら川上たけるは︑力のあるにま
この國にみたわる者のかしらは︑かねて︑
宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし

五318園

十メートルぐらみかしら︒

かしら﹇▽なにかしら

六445園

︵終助︶5

七666圓

かしら

者なれば︑

九615ロロ凶

尊の御勇武を聞き傳へて知ってゐましたので︑

七201

かせて︑四方に勢を張り︑

七143

くまそ

めがしら

かしら

ういっかしょ︒ろっかしょ

かしょ

比べて長歌の多いのが︑一つの特色となってみる︒

十二454

かしゅう

ば︑なるほどこれは古がさちや︒

十二785 冠者﹁はつ一iさてさて︑それがしの主 十二864

みなか

人は︑立板に水を流すやうに︑ものをいひつけら
れるお方ぢや︒

十二796 冠者﹁それがしは︑田舎からまみつた者
冠者﹁ そ れ は 仕 合 は せ な こ と ︒

でござる︒

冠者﹁要もとしめて︒﹂

冠者﹁さてさて︑書きつけに合ってうれ

冠者﹁いくらほどでござるぞ︒﹂

引いてくださらぬかといふのでござる︒﹂

十二829 冠者﹁いや︑十両のうち︑ ＝嗣ばかりも

十二825 冠者﹁それはまた高いことちや︒

十二823

かなめ

冠者﹁ 骨 み が き ︒ ﹂

冠 者 ﹁まつ地紙よくとござる︒﹂

冠者﹁なるほど︑雪げれば大きな末廣が

冠者﹁や︑それが末廣がりでござるか︒﹂

冠 者 ﹁急いで見せてくだされ︒﹂

10741や7519
0

しうござる︒

十十十十 十十十十
二二ニニりニニニニ
81818181ぢ80808079

かしはらじんぐう一かじわらどの

370

371
かじわらのげんたかげすえ一かすかす

かげすゑ

かじわらのげんたかげ す え
かちはら

かちはら

1 梶原の源太景季
たかつな

﹇梶原源太景季﹈︹人名︺
かげすゑ

十棚3図 一騎は梶原の源太景季︑一騎は佐々木の
家臣

信長うち見て︑﹁︿略﹀︒﹂と問へば︑家臣

﹇家臣﹈︵名︶1

四郎高綱なり︒

かしん
九694図
答へて︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と 申 す ︒

家人

﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に圧して︑元帥は

﹇家人﹈︵名︶1

七992

かじん

﹇歌人﹈︵名︶3

歌人

おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

かじん
かまくら

源實朝は︑鎌倉時代のすぐれた歌人

みなもとのさねとも

でありました︒

十一鵬10
おち
十一獅2 明治時代の學者であり︑歌人であった落
かきのもとのひとま ろ

やまべのあかひと

合直文が︑元旦に門松をよんだ歌です︒

あひなほぶみ

十二424 有名な歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人
﹇家臣等﹈︵名︶1

家臣ら

の作も︑また萬葉集によって傳へられてるる︒
かしんら

かす

︽ーシ︾

九661図 信長の家臣らこれを見るに︑まことにな
らびなき馬なり︒
﹇貸﹈︵五︶1

カズ

かず

なあみをかしてくれました︒
﹇数﹈︵名︶19

敷

三604 金魚やさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑小さ

か・す

かず

一387圃 ホシノカズホド トンデコイ︒
車のかずがわからなくなりました︒

二鵬5 ﹁おや︒﹂と思ってみる間に︑ぼくは︑

四984 それから︑みんなで豆を年の数だけた
べました︒

八107 何しろ十萬といふ数ですから︑これを送る
のはたいへんなことでした︒

︑90

ノ4τ−結ぶ糸の数にも︑ちゃんときまりがある︒

八553

大いなる島八

見るまに︑飛んでみる蝕は少くなって︑た

つた二機になった︒

九45図圃島々かず多ければ︑

國の名は大八洲國︒
ひのき
御殿舎は︑すべて檜の白木造りであるから︑

つあれば︑

九114

撃ち落した敵機の数だけ︑どこかにしる

御造螢に要する檜の敷は︑一萬二千本に近く︑

九m1園

﹁ものの籔には候はねど︑武藏の國の

しをつけることもあります︒

請田2図面

住人︑熊谷の次郎直下︒﹂と名のる︒

ランプの動きがしだいに小さくなって︑の

はかすかにふるふ︑
八伽一

空のどこかに︑かすかなうなり聲が聞え︑

ちにはかすかにゆれるだけですが︑

八伽6圃

はるかなる

飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見えたら︑

麓のわたり かすかに響き︑

ふもと

九713図圃川の流れか︑さらさらと

九鵬7 どこからかかすかに羽音がして

九品3 日光はかすかに黄色味を帯びて︑壁やへい

の強い反射がいくぶんやはらいで見える︒
がん

﹁おかあさん︒﹂と︑かすかな叫びが聞かれ

十一792

その底に高瀬川の鳴ってみるのが︑かす

どこからともなく︑つつましやかな小川

人々の中からは︑かすかにすすり泣きの

かすがひ

南西の風に向かって︑かすかに針路を攣

﹇鑓﹈︵名︶1

︵副︶1

かすかす

十一㎜6 もぎ取ってロへ入れると︑かすかすと歯

かすかす

かすがひを打ち込む兵隊︒

はり
十二餌6 組み立てられて行く梁にのぼって︑釘や

かすがい

へたころから︑

十二㎜3

十二6910 ﹁兄上︒﹂とかすかにいった︒

聲がもれた︒

十二241

がただよってみて︑

十一踊4 あたりには︑まだたそがれのかすかな光

かに聞えて來る︒

のせせらぎの音が︑かすかに聞えて來る︒
たかせ

十一944

ました︒

十㎜7

つたので︑軍門殿に知らせました︒

十溜8 やがて呼吸が不正になり︑脈がかすかにな

が渡ってみる︒

十一338図魍白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの数 十302 タベの光をかすかに残した大空を︑雁の群
爲朝︑︿略﹀︑九國のものども討ち從

さへ見ゆる秋の夜の月
十一595図南

源平敷を遠くして勝負を決せんこと︑

へ候について︑大小の合職敏を知らず︑

十一612態態

この島の住民の敷は九萬人労りで︑みん

決してしかるべきにあらず︒

何千焼野といふ敷知れない小鳥たちが︑

なパプア族である︒

十一躍11
十﹁盟12

かへらじとかねて思へばあつさ弓な

いっせいに歌を奏する︒

き数にいる名をぞとどむる

十二棚1図閣

しよくくわう

これを燭光であらはすと︑その敷は︑
三の次に零を二十七つけたものになる︒

十一一齪1

黒貼は︑︿略﹀だといはれ︑その敷や大
きさは︑凡そ十一年を週期として増減してみる︒

十一一麗8

機關の音もかき消されて︑目の前には︑

小枝小枝

もうもうと︑煙やガスが立ちこめる︒

ガス

数知れぬ細引きが掛け並べられてみる︒

十一一㎜5
︵名︶一

高きこずゑ︑

かすか

見あぐれば

﹇幽﹈︵形状︶15

十ニー13

ガス

かすか

八456図團

かずかず一かぜ

372

ごたへがして︑

九247團激戦の数敷の場面が︑走馬燈のやうに次

かずかず ﹇数数﹈︵名︶2 敷々 敷歎
から次へ思ひ出される︒

九484 遠くの海から取って來た年々の海の幸を︑
かすが
かすがの ﹇春日野﹈︹地名︺1 春日野
かすが
十二367密話 若草山も春日野も かすみこめたる

かつさ

春景色︑ 古き都のなごりとて 花はむかしの色
に咲く︒
さがみの

かつさ
﹇上総﹈︹地名︺1 上総

やまとたけるのみこと

かずのみや

九76図日本差尊︑相模國より御船にて上練

かずさ
へ渡りたまふ︒

三宮と申しあげた︒

かずのみや

﹇霞﹈︵名︶2

かすみ

春のかすみ

かずのみや ﹇和宮﹈︹人名︺1 和宮
ちかこ
十二佃9 静寛院宮親子内親王は︑︿略﹀︑御幼名を
かすみ
つつまれて︑

四悩7圃 いつのまにやら 天人は︑
に

かすむ

富士の山︒

空にか

︽ーミ・ーン︾

かすが
十二368図圏 若草山も春日野も かすみこめたる
﹇ 霞 ﹈ ︵ 四五︶4

春景色︑
かす・む

すんだ

四柵7圃 かもめすいすい とんで行く︑

八鵬4 遠くから︑やなぎの並木を見ると︑うすみ
どりにかすんで見えます︒
そしう

るとかすみ水牛あゆむ

九372図圃蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば

かすめる

︽ーメ︾

九453 沖の方は︑白くもやでかすんで︑見通しが
﹇掠﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

きかない︒
かす・める

めて︑きつねの風なる土に立ち︑

九605図矢は︑あやまたず頭上をすれすれにかす

かずら

かづら

熱望の大きな木やかづらがからみついて

かづらをたすきにかけ︑ささの葉を手に

﹇葛﹈︵名︶3

持って︑

五66
九203国
みる密林を︑

賊の寄せ手七萬五千鯨騎︑堀・がけと
︽ーシ︾

もいはず︑かづらに取りつき岩の上を傳ひて︑

十︻176図
嫁する

皇胤に生まれたとはいへ︑ひとたび嫁

くわういん

﹇嫁﹈︵サ変︶1

十二棚5

か・する

﹇掠﹈︵下一︶1

かすれる

︽ーレ︾

しては徳川の家を離れないのが女の道︑
かす・れる

カゼ

風■あきかぜ・あさか

﹁雪ちゃん︒﹂少しかすれた聲でした︒

﹇風﹈︵名︶78

十一494

かぜ

ぜ・かみかぜ・きたかぜ・きたかぜとみなみかぜ・
しおかぜ︒そよか．ぜ・たちかぜ・つむじかぜ・まつ

かぜ・みなみかぜ・もうこかぜ・やかぜ・ゆうか

三711
した︒

三718

風がさっと吹いて︑草が一どに動きま

風がやむと︑﹁チョンギース︒﹂と︑いい

私たちの立てた冷血が︑風にひらひら

こゑでまたなきました︒

三944

風が吹いて來ると︑木の枝がふれあっ

して︑いつもより勇ましく見えました︒

四508

ほっぺたをつめたい風に赤くしながら︑

て︑からからとかはいらしい音をたてます︒
四533

む中になってまはします︒

四904国次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少

ちゃうどよい風が吹いて來て︑糸を

しのばして︑風に向かって走りました︒

風も吹いてゐましたが︑私は︑いつものや

のばすとぐんぐんあがります︒

四917團
五336

スズシイカゼガフイテキマス︒

六225

風を帆にいっぱいはらんで走る船が︑

いその香をふくんだ風が︑そよそよと早い

うに︑桑をもらってかへって來ました︒

カゼヲウクテ︑ハシリマス︒

寒い冬の風が吹くころは︑

夏が來て︑海の方から︑そよそよと風が吹

外では︑寒い風が吹いてゐます︒

徹れふを知らせるまっかな吹流しが二本︑

七62圃

ました︒

風に向かってぼくたちは︑

雨手をあげ

六柵6 菊の御紋のついたまん幕が︑風にゆれてゐ

てるます︒

六塒9 風が吹いてみるらしく︑さくらの枝がゆれ

威勢よく風にひるがへってゐました︒

六㎜6

六793

事を消しとめたのは︑えらいてがらです︒

六739囹それよりも︑あの風に︑四つつじで︑火

いて來ると︑

六263

てるました︒

一36一

六252

五549
一375

ネズミノオトウサンバ︑風ノトコロへ

ぜ・よかぜ

二722

スルト︑風が吹イテ來テ︑灰ヲトバシ

風ハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

風モコトワリマシタ︒

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二728
二737

二902
マシタ︒

二鵬6圏外はそよそよ 春の風︒
三112 ちゃうどその時︑南の方から風が吹い
て來て︑らくかさんが吹きあげられました︒

鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風をの
んで︑やねよりもたかく尾をあげます︒

三186

ときどき吹いて駆る風のために︑草の
葉が氣持よくゆれます︒

三698

373
かぜあたり一かせいする

て息を吸ふ︒

七834国 寒い風が吹きまくる螢庭で︑教練をした
り︑

木にたどり着きました︒

七餌9 さうして︑風にゆられながら︑やっと柿の
七備9園 風の都合もありますし︑どうか今日はぜ
ひとも︒

風のたよりにこのことを聞いて︑

八3810 それが萬壽姫で︑木曾に住んでゐましたが︑

八516 もし︑しわでもできると︑風の受け方がう

九959

風は吹いてみないが︑波が︑目の前の水面
二階へあがってみても︑さして涼しい風は

に︑小さな三角の小山をこしらへ︑

九価10

梢吹く風が︑思ひ出したやうにざわざわと

なささうである︒

九柵4

やがて二百十日が嘗て︑農家はただ風ばか

音をたてる︒

九伽10

母は︑そんなこととはつゆ知らず︑風の

りを心配する︒

九川7囹
九川9

するするとあがって行く日の丸の旗が︑風

風にまじって︑粉雪が降ってみる︒

ホームへ出ると︑風がつめたい︒

日も雪の日も待ってるたが︑

九節3

まく行かないので︑水平に飛ばない︒
八534 運動場に出ると︑北の風が少し吹いてみた︒

に大きくゆれてみる︒

九節5

思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒

ども︑

右下から吹きあげる風は︑もうもうと雲

下から風が強く吹きあげる︒

谷底から吹きあげる風が︑はだに快く感
十一929

じる︒

十一861

十一953

なぎさの松に吹く風を︑

いみじき

明け方の風は︑いやといふほどつめたい︒

を巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散する︒
十一㎜10

樂とわれは聞く︒

十一m4命玉

十一搦2図圏木から物のこぼるる音や秋の八
走り績ける︒

十一㎜3 風のやうな速さでタマリンドの並木路を

十一畑10 今は二月︑内地ではまだ寒い風が吹いて

たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑じ

みるであらうに︑

十二鵬2 風はまだうら寒い︒

秋來ぬと目にはさやかに見えねども
風叫び海怒りて︑波は山のごとくなれ

南西の風に向かって︑かすかに針路を愛

﹇風当﹈︵名︶2 風乾り

冬は冬で︑風諮りの少ない胡坐の廣場に︑

人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの

﹇歌聖﹈︵名︶1 歌聖

﹇加勢﹈︵サ変︶1かせいする︽ーシ︾

三787 にいさんもかせいしてくれました︒

かせい・する

で︑後世歌聖とたたへられた︒

十二433

かせい

子どもたちがたむろして︑日だまりを持しみ︑

十篇4

うをも召されず︑

八613 風當りの強い高地であるのに︑陛下は外た

かぜあたり

員は偏流測定器から目が離せず︑

へんりう

十二川12 風に流される機の方向を正すため︑偵察

へたころから︑

十二㎜3

りじりと績けられて行く︒

風とは反封に︑波が沖へ沖へと動いて︑

十ニー61

十215

包むらの火は︑風にあふられてまたもえあ

風にあふられて︑火の手がぽっとあがった︒

風もやんだ︒

十226

九蹴4

十265

水は底まで

八557 一機が風にあふられて︑上へ向かったかと
八702囲 さやさやさやと鳴る風に︑
八7210図時に風強く︑波高ければ︑

澄んでみた︒

八731図扇は風にひらめきて︑︿略﹀︑ただ一矢に

海はますますしけて射て︑波や風の音が︑
風のない静かな月の出である︒

がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて
夏は夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを
飛ぶと︑風を受けてその笛が鳴る︒

ふはふはとまるくなって︑風が吹いて詰る

十一541図

風の音にぞおどろかれぬる

十一335書足

と︑ころころところがり出す︒

十㎜4

十惣10

選んで︑風の通り道で遊んでみる︒

十踊6

來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒

十節7

十㎜2

悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くなって來ました︒

あくま

十儒2

がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるくした︒

十二㎜10 風はぴたりと死んだやうに止んで︑

て射落すことは︑むつかしと見えたり︒

八735図 しばし神に祈りて見開けば︑風やや静ま
り︑扇も少しくおちつきて︑射よげに見えたり︒

八囲1圃雨の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくや

八齪8 蒙古風といふのは︑︿略﹀︑海を越えて︑日

うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝i
八柵3圃 冬の風が骨をさしとほす朝一
本から太平洋まで吹いて行く大きな風です︒

九78図 にはかに風起り波だちさわぎて︑御船進
まず︒
ほほ

風のまに

九459 あたりはまだほの暗く︑明けきらない港の
朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒
きり

ただよひのぼる︒

九715図心 いつくともなく霧わきて︑
まに谷間より

かぜさん一かた

374

かぜさん

﹇風﹈︵名︶3

風サン

ニ715囹 ソレハ風サンデス︒
サンが來ルト︑吹キトバサレテシマヒマス︒

二716園 イクラ私が空デイバッテヰテモ︑風

﹇風通﹈︵名︶1

風通し

二717囹 風サンニバカナヒマセン︒
かぜとおし

敷

十一㎝8 金網を張って壁の代りにしてるるが︑こ
れらはみんな風通しをよくするためである︒

ちよつと敷へきれませんね︒

︽ーレ︾

かぞえき・れる ﹇数切﹈︵下一︶2 敷へきれる
へ切れる

七5510

︽

十二柵6 廣い廣い宇宙には︑太陽と同じやうな天
敷へる

あるが︑戸数は五六百を数へるに過ぎない︒

家族3いちかぞく

そろって健康に働く家族の︑写しい朝飯

﹇家族﹈︵名︶1

十509圃

かぞく

家族制度

また長上を敬ふ家族制度の美風からも︑

﹇家族制度﹈︵名︶1

だと思へば︑

十一322

かぞくせいど

家族たち

かういふ兵士やその家族たちの歌が︑萬

﹇家族達﹈︵名︶1

ていねいなことばつかひが重んじられてみる︒
かぞくたち

十二406
葉集に多く見えてみる︒

あけがた・あなたがた・あにさまがた・あまこが

かた﹇方﹈︵名︶16カタかた方■あけかた・
た・いいかた︒いきかた・いましがた・いりがた・

四858

このかたは︑さきほどお通りになった

天神様にまつられてるる菅原出軍といふか

神様がたの弟さんです︒
六982

たは︑生まれつき賢い人でありました︒

一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

閣下は︑實にりつぼな方です︒

家の方よりこぎ出す︒

八714図折しも︑美しくかざりたる船一さう︑平

十鵬3聖慮

十939圓

なほざね

熊谷の次郎直實は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ︑細

くまがい

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒

道にかかりて︑みぎはの方へ急ぎ行く︒

十価5図

十麗5高目源氏の方にわれと思はん者あらば︑教

明け行く月に敵の方を見渡せば︑

纏組んで生け捕りにせよ︒

十﹇228図

かぞへる

うけかた・うごきかた・うちかた・おかた・かみさ

﹇数﹈ ︵ 下 一 ︶ 1 0

髄が︑ほとんど数へ切れないほど存在する︒
かぞ・える

十一244図敷千の兵船も︑引き潮にさそはれて︑

す ま

かくて直義の五十萬騎︑楠木が七百鯨

正行︑︿略﹀父の首を見て︑悲しみに

﹇肩﹈︵名︶18 かた 肩

七904

さうして︑兵たいさんのかたの上にも︑子

ズ略﹀︒﹂といって︑ぼくの肩をたたく者が

錦の御旗を肩にかけ︑相手をにらみつけな

﹁︿略﹀︒﹂といって︑本田くんといつしょに︑

く行進したり︑

七789国背嚢と銃を肩に︑歩調を合はせて勇まし

はいなう

がら︑︿略V︑その場をたち去った義光は︑

七652

ある︒

六972

どもたちの頭の上にも︑そっと止ります︒

五203

たへ︑紙のテープをつけました︒

四914国それでまたおろして︑たこの右のか

かた

たへず︑ひそかに持佛堂の方へ行きけり︒

十二943図

騎に打ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒

十一一916図

遠く沖の方にただよへり︒

た・かんとうがた・きりかた・けいこのつかいか

まがた・かみよこのかた・かんぐんがた・かんじか
た・こぎかた・こしかたゆくすえ・こまりかた・し

へ・ーヘル︾

二天2 ﹁︿略﹀︒﹂とかぞへて︑十八まで來た時︑

かた・しょうぐんがた・すべりかた・せんせいが

二価6園 いくつあるか︑かぞへてみよう︒

二鵬9おしまひごろになると︑にいさんは︑大

た・たおれかた・つかいかた・つづりかた・てきが

かた

セカイ中デ︑一バンエライカタノト
一バンエライ工程ハ︑アナタデス︒

見ルト︑私ノオヂイサンニヨクニタカ
﹁オヂイサン︒﹂トイヒマスト︑ソノカタ
ハ︑︿略﹀︑ニコニコナサイマシタ︒

二961

タデシタ︒

二957

一一678囹

コロへ︑アゲタイト思ヒマス︒

二676囹

メサンニシタイ︒

二665園

セカイ中デーバンエライカタノオヨ

もうりがた・やりかた・ゆうがた・ゆれかた・よみ

た︒ひでよしがた・ふなかた・ふりかた・みかた・

私は︑草の葉を一枚一枚かぞへるやう た︒てきみかた・とくがわがた・とびかた・ひさか

きなこゑを出してかぞへました︒

三706
に︑目でさがしました︒

四823園ぼくが︑君らのせなかの上を︑かぞへ
ながらとんで行くから︑
四834 白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞへながら︑渡っ
﹁一メートル︑ニメートル︑三メートル︒﹂

て行きました︒
七738

と聲を出して数へる︒

十245 五兵衛は︑あとからあとからのぼって干る
老幼男女を︑一人一人敷へた︒

十一868 木の根︑岩角を数へるやうに︑ふみしめ
ふみしめ登った︒

十一㎝6 ラバウルは︑南洋の町としてはりっぱで

375
かたがた
かた

肩を並べて泳いで行きました︒

九353 ﹁︿略﹀︒﹂と︑兵隊さんが肩をたたくと︑
ズ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ ます︒

らと降りかかる︒

九躍2 粉雪が︑ぼくの前の友だちの肩に︑さらさ
十梱6 そのくぼみに頭をかくし︑肩をかくし︑全
身を埋めた︒

片が︑楊少年の肩や背にあたった︒

はれつ
十躍11 爆弾は︑大きな音をたてて破裂し︑その破

十一391 切りそろへた髪が︑ともすると扇のやう
に廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るのが︑
つけてみる兵隊さんがゐました︒

十一㎜1團 よく見ると肩のところに︑野菊の枝を
十一㎜6 ソロモン諸島にも︑濠洲の東北部にも︑
これと肩を並べるやうな港はない︒

に突つ立ってるて ︑

十ニー48 山の肩のあたりから︑刃物でそいだやう

十二脳2 トラックから投げ出された木材を︑すつ
ド

ぽだかの工兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒
だくりう

肩まで濁流につかって︑打ち込まれる橋

柱を︑しっかり支へてるる兵隊がある︒

十一一脳10

十二価9 もう他の一隊は︑橋梁材料を肩にかつい
で︑前線の橋へと急いでみる︒

十二鵬一 トラックは通じないから︑すべての材料
﹇形﹈

εあとかた・いがた・ウォースバイトが

は兵隊の肩へ載せられ︑
かた

た・おおがたばくだん︒カリフォルニヤがた・くわ
がた︒こがた・こがたこうくうぼかん・サラトガが
た・たんざくがた・ちゅうがた・なにがた・ひしゃ
くがた・やねがた︒やまがたぼし・ヨークタウンが
た

かた
かた ﹇潟﹈︵名︶1 潟5とおひがた・ひがた

十二435図面

︽一

かた
和歌の浦に潮みち來れば潟をなみあ

固い

十鵬8

兵士たちは︑砂の底で︑砂といっしよに堅

﹁申し受け﹂があって︑たがひに堅く連

せと物のやうに固くなり︑ひびがはいった︒

く銃身をにぎりしめた︒

継嗣ー53

堅い石に︑長い撃を打ち込んで行くこの

絡を取るのもそのためである︒

十ニー29

みるので︑

十﹁悩1 夜︑燈火を用ひることは堅く禁じられて

堅い

十㎜3

片足

かたい

片足が洲の端にすべり込んで︑
23

川の水も︑堅い氷の下で眠ってゐます︒

︵形︶

﹇片足﹈︵名︶1

しべをさしてたつ鳴きわたる
九伽8

かたあし

﹇堅﹈

すると︑ふしぎにも︑前足は堅くその場所

イ・ーク︾

かた・い

七879

六853国

堅い︑大きな石が︑小さな馨と槌で︑思

十分深く穴を掘ってしまふと︑火藥を固

仕事は︑生やさしいものではない︒

十二伽6

みた︒

母の手は︑堅く五郎三郎の袖にすがって

﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人の衛生兵の手を︑

十一一709

ひ通りにばくんばくんと割れる︒

十一一167

くつめる︒

そのうちに︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑ 十一一163

にくつついて︑動かなくなります︒

七8710

中からみつみつしいからだが現れます︒

︑90
ノ0︾− このやうに︑打つたり︑熱したり︑冷した
一センチ︑ニセンチと︑固い砲身に穴があ

りして︑鐵の質を固くし︑強くします︒

八川10

砲弾を込めて撃ち出す時︑砲身の根もとを

けられて行きます︒

八重2

かたい

は

うりふ

片岡・出羽・瓜生・東郷︵正路︶の諸

で

片岡・瓜生︒東郷の諸隊はその退路を

﹇片岡隊﹈︵名︶1 片岡隊

欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

うつりよう

かたおかたい

絶ちて︑午前十時十五分まったく敵を包園せり︒

十一555図

隊は︑敵の後尾をつく︒

十一535図

﹇片岡﹈︹人名︺2 片岡

﹇難﹈δありがたい

堅くて︑うまく僥けてるない︒

かたおか

自由のきかない爾方の手で︑堅く握った︒

九757

整備は戦圖なりといふことを︑私たちは

固くふさぐものも必要です︒

九剛2園

しかのすけゆきもり

甚次郎は︑この日から山中詩書幸盛と名

かたく信じてゐます︒

九七8

のり︑心にかたく主家を興すことを誓った︒

今日こそはと︑だれの目にも︑固い決意が
自分のめざしてみる織機を仕あげて︑いつ

ひらめく︒

十611
十773

たちまち片岡隊の東方はるかに敷面の黒煙を見る︒

十一553図

そのかたがたへ︑花をさしあげました︒

お小さいかたがたのことですから︑︿略﹀︑

つい︑けんくわが始りました︒

六505

庭で遊んでいらっしゃいました︒

六504 ある日︑太子は︑御兄弟のかたがたと︑お

四㎜4

静かに手をさしのべると︑ステッセル將軍 かたがた ﹇方方﹈︵名︶7 かたがた 方々

かは︑外國を見返してやらうと固く決心した︒

十888

﹁あまり旅順の守りが堅いので︑あんな

は︑その手を堅くにぎった︒

十909園

ものを引つばり出したのです︒﹂

やがて︑爾將軍は︑堅く手をにぎって︑な
ごりを惜しみながら別れを告げた︒

十979

かたかたかたかた一かたち

376

く警防團のかたがたのおかげです︒

六742囹 町のめぬきの場所が助つたのは︑まった
て︑

光は今もかがやき

むかしを固く封じたり︒

大佛殿に佛燈の

正倉院は天平の

しやうさう

十二377図魍

たちがたし

七839團上官のかたがたは︑ぼくらを︑自分の弟 かたし ﹇難﹈︵形︶繕うこかしがたし・かえがたし・
か子のやうにしんせつにしてくださいます︒
さしくお世話なしくだされ︑
イ・ーウ・ーク︾

十123圓里村の方々は︑朝にタに︑いろいろとや かたじけな・い n恭﹈ ︵形︶ 4 かたじけない ︽一

ボクラバッヨイ︒

十二832園

かたじけなうござる︒

くわういん

さてさて︑かたじけなうござる一1ま

とはいへ︑

われ︑かたじけなくも皇胤に生まれた

つ御主人に急いでお目にかけよう︒

十二838園

をさせないそ︒

十127閥国母は︑その方々の顔を見るごとに︑そ 十㎜6囹 かたじけない︒おまへには︑決して犬死
なたのふがひなきことが思ひ出されて︑

かたかたかたかた ︵感︶3 カタカタカタカタ
兵 タ イ ゴ ッコ︒

一一642團 カタカタカタカタ︑ パンポンパンポ
ン︑

ン︑

二645圃 カタカタカタカタ︑ パンポンパンポ 十二川4

﹇片仮名﹈︵名︶2

かたかな

そのころは︑まだかたかなもひらがなも

︽

キ・ーク・一

1
しげのり

かたじけなし

﹇片隅﹈︵名︶2

片すみ

土塀で園まれた會見所に入り︑片すみに生

どべい

︽一

足助の次郎豊里︑かたじけなくも一

﹇恭﹈

き出つるをおぼゆ︒

ク︾
あすけ

かたじけな・し

る︒

かたち

小さな光ったわたが︑土塀の片すみにたま
形

じゅんやうかんはゆくわいな軍かん

七869

七109

からだも大きくなり︑形も色も︑しだいに

はばの憂いひものやうな形をしてゐます︒

さくら色に光ってみるのが︑

つめのやうな形をした︑つやつやと

ですよ︑︿略﹀︑形がすっきりしてみて︒

三338園

﹇形﹈︵名︶25

十圏4

えてみたなつめの木に︑その馬をつないだ︒

十881

かたすみ

天の君に命をささげまみらせて︑

十一188圏

︵形︶

二652圃 カタカタカタカタ︑ パンポンパンポ かたじけなさ ﹇恭﹈︵名︶1 かたじけなさ
十69図 大御心のかたじけなさ︑そぞろに涙のわ
ン︑ スス底心ススメ︒
かたかな
なかった︒

十一⁝⁝⁝5

かたき

十一伽10 今日もし︑かたかなもひらがなもないと
して︑

﹇敵﹈︵名︶1

片言

十871雲鳥 たむかひしかたきも今日は大君の恵み

かたき

﹇片言﹈︵名︶1

の露にうるほひにけり
かたこと

堅し

の英語で慰めてやると︑
﹇ 堅 ﹈ ︵ 形︶3

固し

十二侃7 英語の少し話せる衛生兵の一人が︑片言
かた・し
ケレ︾

堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

鐵より

八319図後は山けはしく︑前は海近くして︑守り 三765国

堅きかひなあり︒

十一脳3飾罫 いくとせここにきたへたる

色はまだ青白くて︑弱々しさうですが︑形

攣って︑丈夫さうになります︒

七892

曲げては設計圖に當てて見て︑形を整へる︒

はりっぱな夕蝉です︒

八505

その鐵を︑大砲の形とは似ても似つかない︑

いがたへ流し込みます︒

八974

たのは︑﹁いそぎんちゃく﹂でありました︒

八佃7 みどり色で︑菊の花のやうに美しい形をし

八㎜9 ひのきの葉のやうな形で︑黄色やえび茶色

そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積

をしてみるのは︑﹁いそばな﹂でありました︒

その邊の空に︑ひしゃくのやうな形に連な

んで︑源作ちいさんが引いておりて詣る︒

九768
九894

それは昔の人が︑それらの星の列に大きな

つた美しい七つの星を︑さがすことにしませう︒

九932

い す

北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五

熊の形を考へたからです︒

ゆ

り

落ち着いた︑美しい形である︒

つばかりの星はカシオペヤ座で︑

九939
九㎜3

附近の家屋といふ家屋は︑詰軍の砲蝉のた

しい花だ︒

九川8 百合のつぼみのやうな形をした︑かはいら
十836

この雲がだんだんふえてひろがりだすと︑

めに︑影も形もなくなってみた︒

雨雲はきまった形がなく︑暗いつぼいに

︿略V︑形がぼやけて來ます︒

十﹁716

十﹁752

底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが

薄黒くおほふもので︑齪雲と呼ばれてゐます︒

もとといっても︑形ばかりでなく︑い

つた形に現れる白い雲は︑積雲といひますが︑

十﹁761
十︻田8團

形は︑まくはうりのやうで︑味は︑熟し

つも自分の心がこもってみなければなりません︒
十一㎜11

377
かたづけ一かたはし

柿そっくりのマンゴーがある︒

十備3
︵感︶1

がたとん︑がたとん

片手には鐵棒をにぎってみて︑時々︑毛抜

がたとんがたとん

きを鐵棒で勢よくしごく︒

日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒

十﹁脳2 海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑

がたとん︑がた

がたとん︑どどどん
鐵だよ︑ぐるぐる︑

刀5おっとりがたな・こが

音だよ︑

﹇刀﹈︵名︶26

モモタラウハ︑刀ヲヌイテ︑三門ノタイ

シャウニムカヒマシタ︒

一832

たな

かたな

がたとん︑どどどん︒

動くよ︑

︵感︶1

あっちへ︑こっちへ︑

七494圏

かたづける ︽一

七514圃

太い︑がんじょうな材木を︑鳥居のやうがたとんどどどん

とん︒

十ニー05 色が美しいのではない︑形が美しいので
もない︒

十一一1110
その艦首のかっかうから︑煙突の形から︑

な形にがっしりと組み合はせる︑
十一一踊2

カタヅケ

まさしくレキシントンに違ひないのである︒
﹇片付﹈︵ 名 ︶ 一

5

一一334園 ケフハ︑ハタケノカタヅケヲシヨウ︒

かたづけ

︵下一︶

よい刀を千本あつめるつもりで︑九

その刀がもらひたい︒

﹇ 片 付﹈

三209囹

三209園

かたつ・ける

六612 机の引出しを︑かたづけてみると︑

三218園

刀がほしいか︒

さあ︑刀を出せ︒

針の刀をこしにさして︑おわんの舟に
一寸ぼふしは︑針の刀をぬいて︑おに

彌兵衛の部下も︑刀を抜きました︒

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

うつ向けになった際︑刀がせなかへまは

それを︑ふしぎにも聞多のさしてみた刀

この刀は︑國境の固め︒

隆景は喜んで︑それぞれ刀を與へた︒

大綱どもを︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑

十島4図佐々木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる
十衛1
十衛2園

十二671
が防いだ︒

氣丈にも聞多は立ちあがって︑刀を抜か

つてみたのである︒

十二672

うとした︒

十一一674

十二717

かれは︑刀のさげ緒をたすきに掛け︑か

兄は︑刀を振りあげた︒

十一一707 決然として︑兄は刀を抜いた︒

十二725

かたみに菊水の刀を與へて︑おのおの

ひがひしく身支度をしてから︑

東西へ別れけり︒

十二901図

十二945図正行は︑父が兵庫へ向かふ時︑かたみ

母︑急ぎ走り寄り︑︿略﹀︑泣く泣くい

にとどめし菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑

さめて︑抜きたる刀をうばひ取る︒

十二963図

雪でも氷でも︑かたはしからとかして︑野

諸城は︑片端から尼子の手に返った︒

端から破壊する︒

十二麗3 敗走するにしたがって︑橋といふ橋を片

が起る︒

十一棚2 網を引きあげる片端から︑海面にさざ波

九梱10

きたてられ︑焼き殺されてしまひました︒

七227 逃げようとするまもなく︑かたはしから焼

や山を暖くします︒

四衡9

一寸ぼふしは︑おにのおなかの中を︑針 かたはし ﹇片端﹈︵名︶6 かたはし 片端
七柵10

彌兵衛は︑ノイツの首に刀を突きつけたま
義仲からはく略﹀︑木曾の家に傳はつてゐ
かへって︑はだ身はなさず持ってるた刀を︑
その刀に見おぼえがあった頼朝は︑︑

九6210図景正︑すなはち刀を抜き︑言次がようひ 十二研1 かうして敵が次々に爆破して行く橋梁を︑

八385

見つけられてしまひました︒

八385

た︑大切な刀を送ってよこしました︒

八382

ま︑︿略﹀︑きっとあたりをにらみました︒

七絶10

の刀でちくりちくりとっつきました︒

三535

に向かひました︒

三528

のり︑︿略﹀︑川をのぼって行きました︒

三516

三215囹

百九十九本は取った︒

ケ・ーケル︾

六726園 荷物をかたづける時︑どこにもみません
でした︑何べんも呼んでみたけれど︒

拭で︑からだが赤くなるほどこすります︒

七779團 すばやく寝床をかたづけて︑かわいた手
九546 毎朝起きると︑まつ夜具をかたづけ︑

十一一184 弟子たちは︑石くつをかたづけたり︑
︿略﹀︑馨などをやく火のふいごをふいたりする︒

かたつむり ﹇蝸牛﹈︵名︶1 かたつむり
なのや︑いろいろあります︒

三764国 おさらのやうなのや︑かたつむりのやう
かたて ﹇片手﹈︵名︶5 かた手 片手

彌兵衛は︑︿略﹀︑かた手に短刀を抜いて︑

んで引きすゑ︑

七⁝⁝8 彌兵衛は︑かた手にノイツの胸ぐらをつか
七佃9

その胸に突きつけました︒

九備10囹 片手つつ手袋を脱いで︑仕事をします︒
ち︑

十鵬2 片手には︑大きな毛抜きのやうなものを持

かたぶく一かたり

378

かたぶく

︽ーキ︾

わが工兵隊は︑また片端からかけ渡して︑
ひむ が し

﹇傾﹈ ︵ 四 ︶ 1

十一195図十三束三伏せの矢をつがへ︑満月のご
はうぐわん

とく引きしぼり︑しばし堅めてちょうと放つ︒
て︑鎭西八郎爲朝︑一陣を承って堅めたり︒

り返って西を見れば︑残月が傾いてみる︒

十一一梱8 船は︑ぐっと左舷に傾いた︒

行く︒

十二426図幽 東の野にかぎろひの立つ見えてか 十一6210石園 御方の大落たる父判官の代官とし 十二捌10 敵船は︑左舷に傾いたまま静かに沈んで

かたぶ・︿

へりみすれば月かたぶきぬ

十﹁663図﹁︿略﹀︒﹂とて︑例の大矢を打ちつがひ︑ かたむ・ける ﹇傾﹈︵下↓︶7 傾ける ︽ーケ・ーケ

海賊どもは︑じっと耳を傾けて聞いた︒

かたまり ﹇固﹈︵名︶5 かたまり 塊むひとかた

七478

ル︾

堅めてひようと射る︒

六911 国軍は︑ 一生けんめい︑雪のかたまりをこ かたむきか・ける ﹇上掛﹈ ︵下一︶ 1 傾きかける

まり

︽

メ︾

十682
始めた︒

﹇傾﹈

︵四五︶

12

かたむく

傾く

︽一

糸を出して︑かげんを見てゐますと︑

キ・ーク・ーケ︾

かたむ・く
イ・

四913團

たこは左の方へかたむきます︒

おとうさんは︑部かに目をつむって︑歌

眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち

聲に耳を傾ける︒

九246団
九447

遠くの方から響いて來るいろいろな物音に︑

は︑喜んでいつまでもその話に耳を傾けます︒

みんなはにこにこしながら︑長唄の音に

耳を傾けたりしてみるのである︒

十篇10

十一捌7

難行苦行に︑身も心も疲れきった一人の

耳を傾けてみた︒

修行者が︑ふとこのことばに耳を傾けた︒

十一一485

この刀は︑國境の固め︒

傾く家︑めちゃめちゃにつぶれる家もずる かため ﹇固﹈︵名︶1 固め

いわしの重みで︑船がぐっと傾くほどです︒

七975

六㎜1

十衛2園

れんぐわ

それを集めて︑かためると︑ゴムができ

ねんど

土角といふのは︑粘土を固めて作った煉瓦

さしわたしニメートルもある︑土で固めた

ズ略﹀︒﹂船長の聲に︑防水具に身を固め

東には今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ かたり むおんものがたり・げんじものがたり・むか

た若者たちが︑船室から出て治る︒

十一㎜9

圓形のかまの上へそっと手を置いた︒

九743

のやうなものです︒

七249

るのです︒

六419園

メ・ メル︾

﹈機が風にあふられて︑上へ向かったかと かた・める ﹇固﹈︵下一︶4 かためる 固める ︽一

ぶん多かった︒

八557

だから︑歩く時︑ああいふふうに頭が傾

思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒

八桁1園

四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふと

日は︑やや西に傾けり︒

いて︑へんなかっかうに見えるが︑

十437図

十684

船生は︑ぐっと左へ傾いてみる︒

たん︑ふしぎにもむくむくと起き直った︒

十713

駆逐艦が寄りそふやうに︑傾いたウェール
十二431

ズにぴたりと横着けになった︒

十715

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

︽ーケ︾
こんじやう

紺青の大空には︑書の月がうっすらと出

て︑日は西へ傾きかけてみる︒

十273

八備7

しらへては︑それを積み重ねた︒

七387 ほり返した土のかたまりの間には︑もうひ
たひたと︑水がたたへられてるます︒

かたみ

肩身

あすけ

︽ーメ︾

深手を負ったウェールズは︑見る見る傾き

八977 いがたから取り出された︑大きな鐵のかた かたむきはじ・める ﹇傾始﹈︵下↓︶1 傾き始める
まりは︑もう一度眞赤に焼かれます︒

八981 大きな機械が︑思ふままに︑鐵のかたまり
を手玉に取ってみるのです︒

十一731 いわし雲よりぐっと大きな塊になって︑
群生する白い雲があります︒

かたま・る﹇固﹈︵五︶2かたまる固まる︽ーッ︾
ようがん

十398 たぶん︑昔︑このたくさんな火山からふき
出した熔岩が︑流れて固まったものでせう︒
十一748 もくもくと大きくかたまったり︑︿略﹀
﹇形見﹈︵名︶2

幾條か連なったりすることがあります︒
かたみ

東西へ別れけり ︒

十二901図 かたみに菊水の刀を與へて︑おのおの

十二945図正行は︑父が兵庫へ向かふ時︑かたみ
コ肩身﹈︵名︶1

にとどめし菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑
かたみ

撮む

ともに︑︿略﹀肩身のせまい思ひがした︒
﹇ 固 ﹈ ︵下二︶4
みかは

しげのり

十768 かれは︑その精巧な機械を見て感心すると
かた・む

︿略﹀︑この城 の 一 の 木 戸 を 堅 め た り ︒

十一189図國 三河の國の住人︑足助の次郎重範︑

379
かたりつぐ一かつ

しものがたり・ものがたり
かたりつ・ぐ ﹇語継﹈︵四︶1語りつぐ︽ーグ︾
やまのうへのおくら

十二443図圃 をのこやも空しかるべき萬代に語り
﹇ 語 ﹈ ︵ 四 五︶4

語る

︽ーッ・ーリ・ール︾

つぐべき名は立てずして 山上憶良の作である︒
かた・る

片われ

勝ち

勝

レンがフ

ヨ

くわてう

五925 まだ勝ち負けはわかりません︒

十一5610図國我が聯合艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前かちまけ ﹇勝負﹈︵名︶1 勝ち負け
キセキ

記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑

かちつ

かちかちかちかち

︵副︶1 かちり
くまで

︵副︶1

かちりかちり

かちりかちりと︑杖が岩に鳴った︒

かつ

シロカテ

シロカテ

勝つ

アカカテ

アカカテ

克つ

か

武藏の國の住人︑大串の次郎重親︑宇

むさし

﹇勝﹈ ︵四五︶ 1一 カツ

ハシレ

ハシレ

ハシレ

ハシレ

三郎さんの舟には︑てふてふのせんど

日本の兵隊さんは︑かならず勝ってくれ

この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ

き軍に負くることあらじ︒

十柵1図國

ます︒

九324園

六944 敵の城の旗を取れば︑勝つのだ︒

ててがらをたてる︑ わが陸軍のほまれの軍旗︒

六785圃天皇陛下のみいくさに︑いつでも勝つ

五936 白が勝ったのです︒

うさんがのったから︑かったのでせう︒

三275園

一154圃

一得3團

︽ータ・ーッ・ーツ・ーテ︾δうちかつ

か・つ

治川のかち渡りの先陣そや︒

十悩7図圖

かちわたり ﹇徒渡﹈︵名︶1 かち渡り

十一836

かちりかちり

ものがあります︒

七曜8 小さな熊手で砂をかくと︑かちりとさはる

かちり

なやかなものが︑いつぼんに用ひられてるる︒

十一脳6 赤や青や緑などで︑花鳥を染め出したは

くわてう

十一642創始これを見て︑防ぎかねて引くとや思 かちょう ﹇花鳥﹈︵名︶1 花鳥
5とだえがち・なりがち

ひけん︑勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑

がち
かちかち

それは︑寒いほど︑スケート場の氷がか

︵形状︶1

︵副︶1

でんしんたいの丘ハたいさんは︑

かちかちかちかち
三385圏

かちかち山ごっこ

さうだ︑君︑かちかち山ごっこをしょ

︵名︶1

ちかちかち︑お話します︒

三828園

僧は︑この家畜の一頭一頭に祈りをささげ︑

式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ
祭にえらばれた家畜は︑決して責つたり︑
︵副︶1

勝ちぬく

︽ーイ︾

みことが︑尾をお切りになった時︑かちつ
﹇勝抜﹈︵五︶1

﹇勝誇﹈︵五︶−

勝ちほこる

︽ーッ︾

勝ちほこった敵の大軍は︑やがて出雲一國
にあふれた︒

九二4

かちほこ・る

た激戦の白岩の場面が︑︿略﹀思ひ出される︒

かへ

汝︑二度の職に勝つことを得て︑敵

軍の氣を屈せしむ︒

十二999図圓

十二3110園己に克って禮に復るのが仁である︒

か

かみかからば︑などか勝たざるべき︒

九247團今まで︑おとうさんたちが勝ちぬいて來 十備4図國 たとへ鬼神なりとも︑われら三人がつ

かちぬ・く

と音がして︑劒の刃がかけました︒

五304

かちつ

殺したり︑乗用にしたりすることができない

九國6

つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒

九別5

喜びの歌を歌ふ︒

九劉1

︿略﹀えらばれたものである︒

九別12

かちく
かちく ﹇家畜﹈︵名︶4 家畜 家畜
かちく
これらの家畜は︑神にささげるものとして︑

うよ︒

かちか

ちかちになって︑すべりよくなるからです︒

四526

﹁︿略﹀︒﹂と︑乃木乱軍はおだやかに語った︒かちかち

十一伽7 しかるに︑阿禮の語るところは︑すべて

十936

わが國の古いことばである︒

十一柵7 苦心はやがて報いられて︑阿禮の語ると
ころは︑ことばそのまま文字に書き表された︒

かたはら

カチ

かちかちやまごっこ

十二9510図圓 その遺言をつぶさに聞きて︑この母
にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒
ガダルカナルとう ︹地名︺一 ガダルカナル島
﹇傍﹈︵名︶4

十一川図 ガダルカナル島
かたわら

ら日本語を教へら れ ︑

九289 土地の田地へ通ってみるかたはら︑母親か

その夜︑喜三右衛門は︑かまのかたはら

九4710 漁船のかたはらに︑小舟がぴったり寄りそ
ふと︑

十462口薗凶
を離れざりき︒

十一旧4 あたりを見まはすと︑かたはらの貨物自
﹇片割﹈︵名︶1

動車の上に︑三毛猫がうずくまってみる︒
かたわれ

九価10 尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの
元春を︑おのれそのままにして置けようか︒
くわだん
﹇花壇﹈︵名︶1 花壇

八947 四天王寺に近い天王寺公園には︑︿略﹀︑運

かだん

くわだん

﹇勝﹈︵名︶4

動場や︑廣い花壇などがあります︒
かち

六967園今日は赤の勝ち︒

ニー31園 デモ︑ボクノカチニキマッテヰルナ︒

力母つ一力、つぐ

380

がつ 呂にがつじゅうろくにち・いちがっついたち・

えいろくじゆうにねんろくがつ・えんげんがんねん
ごがつじゅうろくにち・くがつ・げんじがんねんく
がつにじゅうごにち・げんろくじゅうろくねんにが

つよっか・ごがつ・ごがつげじゅん・ごがつなの
か・ごがつようか・さんがつ・さんがつごろ・しが
つとおか・しちがつ・しちがつじゅうくにち・しち
がつじゅうしちにち・しちがつじゅうはちにち・し
ちがつじゅうろくにち・じゅういちがつ・じゅうい

ちがつごろ・じゅういちがつよっか・じゅうがつ
じゅうはちにち・じゆうにがつここのか・じゆうに
がつようか・しょうへいにねんじゅうにがつにじゅ

かつおぎ

かつを木

むねには︑大きなかつを木が並んで︑爾

﹇鰹木﹈︵名︶1

閣下

今開城に三って閣下と會見することは︑

﹇閣下﹈︵名︶9

はしに︑千木が高くそびえてゐました︒

五104團
かっか

十892囹

私も︑十一箇月の間旅順を守りましたが︑

喜びにたへません︒

十896囹

閣下のお子様が︑二人とも職死なさった

︿略﹀︑ここに閣下と親しくおあひするのは︑

十928園

︽ーシ︾

閣下から馬をいただけば︑いつまでも愛
がっかりする

各機

あれほど活氣に滞ちて生きもののやうに活

﹇活気﹈︵名︶3 心心

九514

かっき

五月下旬から︑そろそろ北千島の漁場が

煙の色もへんだが︑煙の出るやうすに活氣

覚してみた魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑

九728
がない︒

活氣を帯びて登る︒

十一978

かい
さっそく病院へかつぎ込んで︑みんなで介

かつぎこ・む ﹇担込﹈︵五︶1 かつぎ込む ︽ーン︾

蒸したが︑

はう

十㎜2

イネカリニ︑

カマヲカツイデ

トホイタンボへ 急ギマス︒

アゼミ

張は︑夜具をかつぎ︑手に変粉と塩をさげ︑

これも︑いろいろな道具を入れた荷をかつ

はいなう
みんな銃をかついで︑重さうな背嚢を

再び家に取って返すと︑今農夫たちにか

鐵砲をかついだ工兵が︑自挙試のペタル

けうりやう

トラックから投げ出された木材を︑すつ

ぱだかの工兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒

十一一脳2

をふんで︑橋梁地へかけつける︒

十二榴1

つがれて錦つた弟のあさましい姿︒

十二692

背負って歩いてゐました︒

十﹁佃10国

いでるる︒

十川1

箱を︑てんびん棒でかついでやって來る︒

十描2 洗面器や︑道具を入れた︑これも朱塗りの

せんめん

て︑樫の棒をかつぎながら堂々と行進する︒

かし

十㎜2 みんな元通のよい顔に︑國防色の制服を着

妻は︑なべや︑︿略﹀などを持つた︒

十川9

もみあひ出て來ました︒

六二6 みこしをかついだ子どもたちが︑もみあひ

チヲ︑

二224圃

ガ・ーギ︾

閣下は︑最愛のお子様を二人とも失はれ かつ・ぐ ﹇担﹈︵五︶1一 カツグ かつぐ ︽ーイ・一

さうですが︑おきのどくでなりません︒

十937園

十938囹閣下は︑實にりっぱな方です︒

て︑平氣でいらっしゃる︒

うしちにち・しょうわしちねんにがつにじゅうにに

十947園

閣下の御厚意を感謝いたします︒
閣下は︑私から物をお受けになるのが︑

十9510圓

おいやなのでせうか︒

十955園

十951園

げたいと思ひます︒

ついては︑今日の記念に︑閣下にさしあ

ち・しょうわじゅうごねんくがつむいか・しょうわ

わじゅうしちねんにがつじゅうくにち・しょうわ

じゅうしちねんいちがつにじゅうさんにち・しょう
じゅうねんしがつにじゅういちにち・しょうわじゅ

ろくがつみつか・しょうわろくねんじゅうにがつさ

うろくねんじゅうにがつ・しょうわじゅうろくねん

︵サ変︶1

養いたしたいと思ひます︒
がっかり・する

んじゅういちにち・てんしょうろくねんしちがつ
じゅうしちにち・にがつ・にがっついたち・はちが

十二伽5

病院がわが軍に占領されたことを知った

つ・はちがっとおか・めいじさんじゅうはちねんい

時︑この將校は︑恐怖と失望とでがっかりしたや
各艦

各艦のけたてる眞白な波が︑くっきりと目
みかさ

わが旗艦三笠は︑戦闘旗をかかぐると
﹇各機﹈︵名︶1

まだやっと明け始めたばかりなのに︑先
嚢の各機は︑もう洋上遥かに飛び出して行った︒

十二㎜10

かっき

ともに︑信號旗を以て令を各艦にくだせり︒

十一531図

にしみる︒

十644

﹇各艦﹈︵名︶2

うすであった︒

かつを

かっかん

うはちねんごがつにじゅうしちにちこぜんよじし

みたでせう︒

たひやかつ

ちがついつかごぜんじゅういちじ・めいじさんじゅ

﹇鰹﹈︵名︶3

じゅうごふん・ろくがつ
かつお
をが

五424圃 海はひろびう なみの底︑

五538 車にかつををたくさんつんで︑みせいよく
引いて行くのに出あひました︒

かつをが置かれ ︑

九494 大きな魚にまじって︑小型の爆揮のやうな

381
かっこう一がっこうえん

かっかう

かっかう

十一一価9 もう他の一隊は︑橋梁材料を肩にかつい
﹇格好﹈︵名︶12

で︑前線の橋へと急いでみる︒
かっこう

でのおたまじゃくしではありませんでした︒

五252 前足をついてすわったかっかうは︑これま

ひな様のぼんぼりのやうなかっかうです︒

六研4 まだ十分咲ききらない花は︑ちゃうど︑お
六儒1 きりんが︑せいのびをしたやうなかっかう
をしてゐました︒

八468白い紙をはった︑いかにも飛びさうなかつ

七545 ちよつと︑妙なかっかうでせう︒
かうをしてみる︒

ふけが人が運ばれて︑

きたいのです︒﹂と︑徳坤はいひました︒

﹁先生︑ぼく︑早くなほつて︑學校へ行

う・りんぐんしかんがっこうよか・りんぐんようね

七267園

早クオキナイト︑學校ガオクレマスヨ︒

んがっこう

P園

校ガオクレマスヨ︒

學校へ行って︑

あしたから學校が始りますが︑また

新年おめでたうございます︒

四642圃

四713国
いっしょに行きませう︒

それから︑學校のことや︑うちのことなど︑

學校では︑三時間めに︑三年生以上の合同

飛行機を撃ち落しさうなかっかうになります︒

五841

學校からかへってみると︑職地の兵隊さん

學校では︑四時間めに︑共同作業をした︒

から︑はがきが來てるた︒

ただ學校へ行く時︑何べん追ひかへしても︑
文子さんが學校へ行く時︑︿略﹀︑行儀よく

あとからついて來るのには困りました︒

五梱6
五㎜4

すわって︑お見送りをするやうになりました︒
やあ︑もう勘校がすんだのか︒

學校がすむと︑すぐ︑たんぼへ行きました︒
六102園

六86

さよ子︑おまへは︑あした︑學校がある
のだから︑しんぱいしないで︑もうおやすみ︒

六711園

ときどき︑おうちのことや︑三校のこと
を知らせてください︒

六884團

六899

六892

日本人は國語を使ふものだと︑母校で教へ

學校の窓も︑廊下も︑雪で明かるい︒

壮重へ行く時︑雪の上を歩いて行った︒
らうか

がっこう ﹇学校﹈︵名︶34 學校■こうがっこう・

七258

がっこう・せいねんがっこう・ちゅうがっこう・

七262

七2510

ちやうどそのころ︑鰻重には︑何百人とい

七399

私たちの學校では︑新しい講堂が立つこと

學校として︑記念すべきおめでたい日で

になりました︒

七442園

すから︑みんなで元氣よく︑校歌を歌ひませう︒

いふので︑急いで學校から錦って來ました︒

八621 今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまると

九289 土地の學校へ通ってみるかたはら︑母親か

ら日本語を教へられ︑

がら︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

九784 ぼくが學校から蹄ると︑父はにこにこしな

ぐ牧場へ行って見ました︒

九825 で︑ぼくは︑そのころ學校から肥ると︑す

﹁︿略﹀︒﹂勘校の門を出ると︑正男くんがぼ

くにかういった︒

十344

うにゆれてみた︒

十532 私は︑學校へ急ぎながらも︑胸は大波のや

みんな無事で︑下校に監禁されてるま

午後︑急ぎ足で學校の門を出ました︒

から錦つた︒

十572 私は︑すっかり明かるい心になって︑學校
十一477

そばの勘校から︑黒山のやうな邦人の群

十二2110囹
す︒

十二228

大東亜職孚開始以來︑この學校に監禁さ

が︑わあっと︿略﹀道路へ押し出して來た︒

十二231

學校園

去年の今ごろ︑學校園の菊の花を罵生し

﹇学校園﹈︵名︶1

れてるた約八千の邦人が︑

がっこうえん
ましたね︒

徳坤は︑しきりに學校のことをいひました︒ 八196團

られてから︑

フィリピンちゅうがっこうふきん・ようねんがっこ

みんがっこうよねんせい・しょうがっこう・じょ

こくみんがっこう・こくみんがっこうせいと・こく

まさしくレキシントンに違ひないのである︒

十二踊2 その艦首のかっかうから︑煙突の形から︑

なつかしげに近寄って來る︒

十一別8 人を見るとへうきんなかつかうをして︑

うにあまいサオ︑

十一㎜1 じゃがいものやうなかつかうで砂糖のや

立てたやうなかつかうになってゐます︒

九897 少し曲った柄を上に︑ちやうどひしやくを

んなかつかうに見えるが︑

八帽2園歩く時︑ああいふふうに頭が傾いて︑へ

店先で見るのとは︑まるでちがった感じです︒

びれを上下に張って進むかっかうは︑さかな屋の

五862

髄操があった︒

五832

いろいろお話しました︒

四㎜5

﹁君が代﹂歌って︑

二999園勇サン︑勇サン︑早クオキナイト︑學 七269囹 早く元勲になって︑學校へ出るのですよ︒

一一

八桝8 胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり

八鵬7 しあげを終ると︑高射砲は︑︿略﹀︑今にも

X9

かっこうかっこう一かつどうする
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かっこうかっこう ︵感︶2 かっこう︑かっこう
だまのごと︑ゆめのごと︑

渇者

こ

かつこ

かっこう︑かっこう︒

九717図魍 かっこう︑かっこう︑かんこ鳥︑
九721図書 こだまのごと︑ゆめのごと︑
う︑かっこう︒

二454囲 ツギハボクラノ 學校前ダ︒

がっこうまえ ﹇学校前﹈︵名︶1 學上前

﹇渇者﹈︵名︶1

かっこくnVせかいかっこく
かっしゃ

十二487 病人が良藥を得︑只者が清冷な水を得た
合唱

のにもまして︑大きな喜びであった︒
﹇合唱﹈︵名︶1

十二243 部隊長の訓示が終ると︑︿略﹀邦人の間

がっしょう
から︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒

六梱1 今まで︑やさしさうに見えた道眞が︑急に

がっしり ︵副︶3 がっしり がっしり
がっしりとく略﹀︑強さうに見えだしました︒

九㎜11 ぼくの手は︑がっしりとにぎられてるた︒

がっしりする

な形にがっしりと組み合はせる︑
︵サ変︶1

︽ーシ︾

十ニー110 太い︑がんじょうな材木を︑鳥居のやう
がっしり・する

に︑道にもあらぬ御計らひ︑いかがあらん︒
これを限りの合戦と思ひければ︑

十二893図面今度の合戦︑天下の安否と思へば︑

十二886図
今生にて汝が顔を見んこと︑これを限りと思ふな
り︒

を︑合戦の場へはともなはで︑河内へ返し︑

十二981圏その時︑正行十一歳に相成り候ひし

今度の合職に一足も引かず︑一つとこ

今度の合職は天下の安否たるべし︒

十二㎜1三園大敵︑今勢を葺くして干たるなれば︑
十二㎜7図

合戦小屋

合戦仕る

かうして︑とうとう合戦小屋にたどり着

﹇合戦小屋﹈︵名︶1

ろにて討死せんと約束したりける者ども
かっせんごや

十一884

﹇合戦仕﹈︵四︶2

いたのが午前十一時︑

︽ーリ︾

このたびこそ︑手を書くして合戦仕

かっせんつかまつ・る

十二984図嚢

もろなほ

もろやす

り候はずば︑父の申しし遺言にもたがひ︑

5くうちゅうかっそう

身命を盈くして合戦仕り︑

艦長のことばにはげまされて︑白組十三人

カッターの競孚の出焚線です︒

カッターの競箏

白のカッターからは︑さっと︑かいがいっ

だんだん︑こちらへ近づいて來ました︒

カッターの競箏

カッターの競孚⁝⁝⁝八十八

︹惣名︺2

せいに立ちあがりました︒

五937

十八

十八

カッターのきょうそう

五37

﹇勝手﹈︵形状︶1 勝手

五881
かって

めいめい勝手なことはできない︒

かつて陽虎といふ者が︑この地でらんば

かつて師の教へたまふことあり︒
やうこ

﹇嘗﹈︵副︶3 かつて

十ニー25
かつて

十二264

九594愚直

世界職史上︑いまだかってなかった航空

うを働いた︒

十二惣2

﹇▽ごがってん

部隊と航空部隊との決職である︒
がってん

かっと︵副︶3かっとかっと

﹇活動﹈︵名︶4 活動

たち

三567 でも︑ときどき雨がやんで︑空が明か
るくなり︑かっと強い日がさして來ます︒

十二川5

大自然は︑今︑春の喜びと活動に︑よみ

磯達も望めない︒

十㎜6 この長い長い交通路を︑りつばに整へ︑安
たも
全に保つことができないうちは︑支那の活動も︑

まちとどこほることになるQ

八柵6 ﹁たこ﹂は︑攣った活動をします︒
十㎜8 交通路に故障が起れば︑國の活動は︑

かつどう

九744かっとした火氣が手のひらを打つ︒

十二989図圖今こそ師直︒師泰の軍に立ち向かひ︑ 七645 義光は︑
かっと怒った︒
かっそう

今日は︑海の記念日で︑海軍のカッターの

五897

五886

競孚がありました︒

五882

三328囹 せんかんは︑一ばん大きくて︑一ばん カッター ︵名︶8 カッター
﹇勝典﹈︹人名︺Oのぎかつすけちゅうい

がっしりした軍かんです︒
かつすけ

ん・ゆきがっせん

かっせん ﹇合戦﹈︵名︶9 合戦﹇▽やしまのかっせ

の選手は︑カッターに乗りうつりました︒

カッターは︑いっせいにこぎ出しました︒

沖の旗をまはって︑四さうのカッターは︑

九349

シ・ースル︾

少女は︑たくみに日本語・英語・︿略﹀を

がへらうとしてるるのだ︒

五909

カッターは︑だんだん遠ざかって︑小さく かつどう・する ﹇活動﹈ ︵サ変︶ 5 活動する ︽
五922

なりました︒

五917

十一595図園 君朝︑︿略V︑九國のものども討ち從 五907 出忍言に︑四さうのカッターが並びました︒

十一59ーロa凶圓合職のこと計らひ申せ︒

へ候について︑大小の合戦数を知らず︑

十一596図圓 大小の合戦激を知らず︑中にもせつ
かくの合職二十鯨箇度に及ぶ︒

十一615図園 合戦の事は武士にこそ任せらるべき
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かつとよ一かな

使ひわけながら︑りすのやうに活動しました︒

九515 学士に満ちて生きもののやうに活動してゐ
た魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑

九547 千何百人の乗員が號令に從って規律正しく
活動するさまは︑いかにも目ざましい︒

九568 一時間由りも活動したあとであるから︑食
事のうまいこと︒

くわつばつ

秀吉の援軍が今日來るかあす來るか︑それ

うございます︒

肝脳8

弓折れ矢白きて︑勝久はいさぎよく切腹す

を頼みに勝久は城を守った︒

上膳3

5たらぎおおかみのすけかつもり

勝久は︑かういって鹿島に感謝した︒

ることになった︒

九鵬7

かつもり

それを立ち往生させないやうに︑わが工
勝安芳
かつやすよし

かつやすよし

﹇勝安芳﹈︹人名︺1

官軍方の西郷隆盛︑徳川方の勝安芳のわ

さいがうたかもり

つか二回の會見で︑︿略﹀開城の約が成立した︒
くわつえふ
﹇闊葉樹林﹈︵名︶1 澗葉樹林
くわつえふ

多くは家庭で用ひる物品などに秘して︑
勝てる

︽ーテ︾

一通りではとても勝てない︑だまし討ちに

﹇勝﹈︵下一︶1

門口

■いわかど・まちかど・めかど
﹇門口﹈︵名︶2

女たちが︑夕方など︑こんな姿で子ども
をだいて門ロに立ってるるのを見ると︑

十一魅5

ですが一

十一佃8園田はその︑満ちよつと門ロで聞いたの

かどぐち

かど

するほかはないと思ひました︒

七202

か・てる

﹁おなべ﹂﹁おさかな﹂﹁お召物﹂とか︑

十一305

七838団喜憂は︑いはば一つの大きな家庭で︑

﹇門松﹈︵名︶3 門松

新年おめでたうございます︒
おち
明治時代の學者であり︑歌人であった落

﹇蚊取線香﹈︵名︶2

かとり線香

か

このへやで︑かとり線香をつけませんで

か
蚊とんぼ

く も

﹇蚊蜻蛉﹈︵名︶1

かな息かたかな・ひらがな

かうして望んだり書いたりする文章は︑漢

﹇仮名﹈︵名︶2

かなは︑だいたいきまった音で讃みますが︑

︵終助︶20 かな

﹁まことの大將かな︒﹂と︑皆感じあへ

﹁けしかることをいふ人かな︒﹂と心の

神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世

鳴

そう

十986図韻もらひ來る茶わんの中の金魚かな

か

漱
石

せき

十987図幽

雪

たたかれて書の蚊を吐く木魚かな

をなほ祈るかな

十66図幽

九618図國危きことかな︒

うちに思へり︒

九584図國

り︒

八7610口︒凶圏

かな

漢字にはいろいろな甘み方があります︒

十川7

字とかなで書き表されます︒

十網6

かな

ともつかないものが︑ふはふは飛んで來たり︑

十一川3 黒と黄色のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼ

かとんぼ

したか︒

五368園

かが多いので︑かとり線香をつけました︒

五358 ある夜︑私が本を讃んでゐますと︑あまり

かとりせんこう

の萬歳を祝し奉り︑

十一価3 二本の門松のうち︑その一本を以て聖壽

合直文が︑元旦に門松をよんだ歌です︒

あひなほぶみ

十一価3

そろって︑

四637圏門松立てて︑しめかざりして︑うち中

かどまつ

山のいた

まばらな押葉樹林を通して︑太陽がじ

かつらぎ

かへりみすれば葛城の

りじりと照りつける︒
かつらぎ
﹇葛城﹈︹地名︺1 葛城

だき雪白し︒

十二391図圃

かつらぎ

十一851

かつようじゅりん

十一一踊1

かつやすよし

兵隊のすばらしい活躍が展開する︒

十一一皿8

十825 自動織機が勢そろひをして︑いっせいに活 かつやく ﹇活躍﹈︵名︶1 活躍
窪し︑すばらしい速さで織り出す光景は︑

かっとよ ﹇一豊︺︹人名︺6 一豊 5やまうちかつ

九664図 一豊もこの馬ほしく思へど︑求むること

とよ

いかにもかなふべからず︒

一豊︑大きにおどろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と喜

九666図圓 一豊︑仕への初めなり︒
九676図
び︑またうらむ︒

九689図 一豊︑すなはちその馬を求めたり︒
きてまみりしを︑一豊が求め得たるものに候︒

九695図國 これは東國第一の名馬とて︑商人の引

﹇活発﹈︵形状︶1

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

九698図圓 一豊は仕へて日なほ角く︑家も貧しか かてい ﹇家庭﹈︵名︶2 家庭
かっぱつ

七788国 くわつばつに手をあげて敬禮をしたり︑
さ

かつひさ ﹇勝久﹈︹人名︺7 勝久 Oあまごかつひ

一城を築いて三度ときの聲を作った︒

九倒7 ある夜︑勝久を奉じる尼子勢は出雲に入り︑

のところへ集った ︒

九餅10 今まで敵についてみた蕾臣が︑異々と勝久
九鵬5 勝久は危くのがれて︑再び京都へ走った︒
りましたら︑主人勝久に︑出雲一國をいただきた

九悩1園毛利攻めのお先手に加り︑もし職功があ

かなあみ一かなた
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十㎜8図圖 やさしかりける人々かな︒

十㎜1図圓 あっばれ︑大要かな︒

十﹁619圏 くちをしきことかな︒

どなう

十一696図圏山遠く 心はるばる︑ 天地の大い
なるかな︒

十一桝5図幽 弾の下草もえ出つる土嚢かな
十一㎜3図幽 何着ても美しうなる月見かな
十一協4図魍 ころぶ人を笑うてころぶ雪見かな

十二54図圃 いにしへのふみ見るたびに思ふかな
ぐし

おのがをさむる國はいかにと

6み135134134悩39

18734
忌事園園雲影

一二に飛ぶことも︑

汽車や自動車も︑かなはないくらみの早さ
︸豊もこの馬ほしく思へど︑求むること

ですから︑二百キロの海を︑

八91
九664図
えうさい

いかにもかなふべからず︒

さすがの要塞も︑あの砲揮にはかなひま

かなはぬ時は︑城を枕に討死せよといふ

せんでした︒

十911園
十衛2囹
水には︑かなはない︒

お心と思ひます︒

十脳8園

なはず︑引かんとするもかなはずしで︑心ならず

十一185図寄せ手これを見て︑進まんとするもか

十一185図．引かんとするもかなはずして︑

も支へたり︒

大佛を見かけて遠き冬野かな︒

十一314

十一矧7 金網を張って壁の代りにしてるるが︑こ
﹇適﹈︵ 四 五 ︶ 1 5

カナフ

かなふ

︽ーハ・

れらはみんな風通しをよくするためである︒
かな・う

常に適正であることと︑

かなざは

︽1ヘヨ︾

塗家︑金澤の城を攻めんとする折︑

﹁なぜ泣くのか︒﹂と聞かれて︑︿略﹀悲
しさうに答へました︒

四363

りも悲しうございます︒

四368園私は︑お二人にお別れするのが︑何よ

四伽7 天人は︑悲しさうな顔をして︑じっと空を

この娘に別れるのが悲しくて︑泣いてゐ

見あげます︒

雪舟は︑何だか悲しくなって︑とうとう︑

るのでございます︒

五277園
六麗6

すると︑今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑

しくしく泣きだしました︒

急に明かるくなって來ました︒

六榴4

かう申しあげると︑今まで︑おさへにおさ

﹇悲﹈︵名︶2 悲しさ

六241

かなしさ

ここまでいふと︑母はこみあげて当る悲し

へてみた悲しさが︑ 一度にこみあげて︑

さにことばも止って︑机の上へつつぶしました︒

九329

﹇悲﹈

︵五︶

4 カナシム

悲しむ ︽一

犬ヲカハイガッテヰタオヂノーサンバ︑

娘は泣いて悲しみましたが︑しかたが

驚き悲しむ母親︒

﹇彼方﹈︵代名︶9 かなた

太平洋のかなたから押し寄せて來るみどり

の波が︑きらきらと光りだす︒

九474

です︒

八81 燕の行く先は︑遠い︑遠い南の海のかなた

かなた

のではありません︒

十二桝9園私の今の身の上を悲しんで泣いてみる

十二692

ありません︒

四592

タイソウカナシミマシタ︒

二885

ミ・iム・ーン︾

かなし・む

て︑悲しみにたへず︑

十二942図正行︑敵より送り來たれる父の首を見

敵は大勢なり︑もし矢玉きて打物に かなしみ ﹇悲﹈︵名︶1 悲しみ

かなへる

ならば︑一騎が百騎に向かふとも︑つひにはかな

十一654図園

﹇適﹈︵下一︶1

ふべからず︒

かな・える

いふこと︑行ふこと︑いっさい禮に從ひ︑
かなぐ

禮にかなへよといふのである︒

十二326

九591図

︽一

みんな白木づくりで︑金いろのかなぐが︑

﹇金具﹈︵名︶1

五106團

かなぐ

かなぐり捨つ

甲の袖︑草ずりもかなぐり捨て︑
かなざは

﹇捨﹈︵下二︶1

きらきらとしてゐますが︑

十麗3図

テ︾

かなぐりす・つ

二717園 風サンニバカナヒマセン︒

七463園 おまへたちには︑とてもかなはない︒

はひとつ︑弓でいぢめてやらうと

六998 學問では︑とてもかなはない道眞を︑今日 かなし・い ﹇悲﹈︵形︶6 悲しい ︽一・ーウ・ーク︾

なひませんよ︒

三308園 どんなにおなかをふくらましても︑か かなざわ ﹇金沢﹈︹地名︺1 金澤

二743囹︺カベサンニバカナヒマセン︒

二696園 雲サンニバカナヒマセン︒

ーヒ・ーフ︾

敬語の使用は︑禮儀にかなふとともに︑

梅が香にのっと日の出る山路かな
春の海ひねもすのたりのたりかな

金網

富士ひとつうつみ残して若葉かな

春雨にぬれつつ屋根の手まりかな
︵名︶2

その根もとに︑ 金
大きな木が立ってみて︑

﹇金網﹈

137あ二ニニニニ

いつをあふぐ今日かな

十二68図盟廣前に玉串とりてうねび山たかきみ

か
網の張ってある池が出ました︒

六な十十十十十

385
かなとこぐも一かね

しばふ

かなるかなたに︑当物殿を望む︒

十75図 みどりの芝生遠く暫く績き︑遣いとはる
十一1310 今飛んでおいでになったはるかかなたの
空を︑もう一度ふり返って御覧になった︒
のかなたに控へたる荒尾の九郎が甲を通して︑

十一196図 その矢︑︿略﹀谷をへだてて二町亘り
十一881 あたりにだんだん霧がわいて來て︑大木
の幹を︑かなたへかなたへと薄く見せた︒
十一882 かなたへかなたへと薄く見せた︒
十一珊12 日本軍がここにどっかり腰をすゑて︑濠
洲のかなたまでじっとにらみつけてみるのだ︒
十二術8圃 かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑

十一771 その頂が開いたのは︑朝顔雲とか︑かな

かなとこぐも ﹇金床雲﹈︵名︶2 かなとこ雲
とこ雲とかいって︑雷雨を起したり︑

十一775 積雲や︑入道雲や︑かなとこ雲は︑いか
﹇仮名文﹈︵名︶3

かな文

にも壮大で︑強烈で︑男性的です︒
かなぶん

十一364 もし紫式部が男であったら︑源氏物語の
やうな︑かな文は書かなかったでせう︒
漢文を書くのが普通であったからです︒

十一364 當時︑かな文は女の書くもので︑男は︑

十一366

十二858園
し

金物

要もとしめては︒
し

﹇金物﹈︵名︶3

必ず

が︑かなりたくさんの聲であることを感じる︒

り温度が高い上に︑

九柵4囹 なにしろ︑機髄の中は︑ふだんでもかな

る︒

九鉗1 作業場は︑かなり離れた小高い岡の上であ

足もとには︑かなり大きな雪渓が見おろ

船は︑かなりひどく揺れだしました︒
せっけい

十一929

十搦10

︵名︶一 カナリヤ

された︒

カニ

かに←さるとかに・た

十二㎜3 どこからか︑カナリヤのさへづりが朗か

カナリヤ

十一584図紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑

かなもの

かう廣げて︑この金物でじっとしめる

同じく獅子の金物打つたる甲を着︑

十二818囹

かならず

かう廣げまして︑この金物でじっとし

によって︑要もとしめてでござる︒

十二859園
﹇必﹈︵副︶7

めます︒

かならず

八721図國空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑かならず

﹇蟹﹈︵名︶9

に聞えて煙る︒

サルハ︑力近流イッテ︑柿ノタネトト
二247

シマヒニ︑青イ柿ヲカ一一ニナゲツケテ︑

カニハ︑柿ノタネヲニハニマキマシタ︒

イッテシマヒマシタ︒

﹁たかあしがに﹂といふ︑大きなかにがゐ

ソコへ︑カニが來マシタ︒

スワリマシタ︒

サルガ︑カニノウチへ來テ︑

一一278 カ一一五大ケガヲシマシタ︒

かぬ

5ふせぎかぬ

七305圃

金■おかね・こがね・

この子を見つけてから︑おちいさんの

日本一の大鳥居︑

かねの鳥居がありま

切る竹には︑たびたび金がはいってゐました︒

四337

こがねづくり・はりがね

かね

八佃8囹 かには︑ピヤノの先生ですね︒

ました︒

ヒバチノ

二275

リカヘッコヲシマシタ︒

二24一

二237 カニガ︑ニギリメシヲヒロヒマシタ︒

かあしがに

御遷宮に際しては︑かならず木曾から御用 かに

射落すほどの上手なり︒

九111

この野にかならず伏兵あらん︒

日本の兵隊さんは︑かならず勝ってくれ

材を奉ることになってみる︒

九324園
ます︒

九595七重

寒い冬の日でも︑一日目一度はかならず︑
北斗をつれて運動に出かけました︒

九838

十二299園細工のうまい大工が︑必ず人にほめら
れるときまってはみない︒

道の修つた者が︑必ず人に用ひられる
とはさまってみない︒

十二302囹

かなり

長い旅行を績けるせみか︑途中で死んで蹄

﹇可成﹈︵副︶9

八115

訪中邊より少し低いところに︑かなり大き

つて急ない燕も︑かなり多いといふことです︒

8
二

2

8

ところで︑大空の他の星は︑時刻によって かね ﹇金﹈︵名︶3

な星が一つ見えるのが︑それです︒

九888
九909

一本松を見たが︑まだかなり遠いところで

かなりあり場所が愛って行きます︒

はたして何虫であるか︑はっきりはしない

手招きをしてみるやうだ︒

九伽2
九章4

30前28
11了

しかし︑かな文であればこそ︑當時の國 かなり

語を自由自在に使って︑その時代の生活をこまや
かなめぎは

かに罵し出すことができたのです︒
﹇要際﹈︵名︶1

八739図 扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

かなめぎわ

舞ひあがり︑

かなめ

かなめ
かなめもと ﹇要本﹈︵名︶3 要もと 要もと

十二817園 要もとしめて︒
十二818囹 かう戦げて︑この金物でじっとしめる
によって︑要もとしめてでござる︒

八

かね一かぶと

386

した︒

十4410図 研究に費す金はしだいにかさみ︑

かねて

十柑1図圓

それらはよき敵かは︒﹂といへば︑教

経︑﹁さては︑大將に組めとや︒﹂とて︑

カバエナとう

カバエナ島

かばね
み

︹地名︺一

カバエナ島

﹇屍﹈︵名︶4

十一脳図
かばね

大君の邊にこそ死なめ︑

へ

十二415図圏海行かば水つくかばね︑
草むすかばね︑
みはせじ︒

がぶがぶ

がぶがぶ

酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入

︵副︶1

五297

かぶさる ︽ーッ︾Oおお

深い藍色が頭の上にかぶさったころには︑

﹇被﹈︵五︶1

れて︑がぶがぶと飲みました︒
かぶさ・る

十二㎜12

いかぶさる

もう太陽は没して残光は見られなかった︒

﹇兜﹈︵名︶15 かぶと﹇▽うちかぶと・じゅ

しか
床の間には︑︿略﹀鹿の角と三日月の前立

れをおまへにゆつる︒

九伽3園甚次郎︑このかぶとは祖先傳來の寳︑こ

てとのついたかぶとが︑かざってあるQ

九旧1

ば︑たやすく抜けず︒

九625図書は︑首を貫ぬきてかぶとに射つけたれ

ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒

八754図

うだいのかぶと・てつかぶと・よろいかぶと
くまで
敵は︑船中より熊手をもつて︑義纒のか

かぶと

パチパチトモエアガリマシタ︒

二348

山行かば かぶ・せる ﹇被﹈︵下一︶一 カプセル ︽ーセル︾
ミンナデ︑カレ枝ヤオチバヲカブセルト︑

山を進むなら︑草の生えるかばねともな

海を進むなら︑水にひたるかばねともな

十二416口a凶魍山行かば草むすかばね︑

十二419
れ︑

れ︑

十二4110

オトナノバウシヲカブッテ︑大キナカ
一郎さんは︑かばんを取りに

バンヲモッテ︑ハイッテ來マシタ︒
その間に︑
行きました︒

四674

唐綾をどしの甲着て︑鍬形打つたるかぶ

甲武者三千思人︑かぶとの星をかがや

みけん

かぶとの眞向を射たらんに︑などか

眞中をぐざと射込みたりければ︑

十一212図書五郎がかぶとの眞向砕きて︑眉間の

通らざるべき︒

十一208図圓

かし︑

十一1710図

投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

十皿2図今はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ

を
との緒をしめ︑

十柵6図

からあや

あふのけて見れば︑

︼郎さんは︑それをかばんに入れて︑く 十鵬5口軸凶取って押さへて首を取らんと︑かぶとを
ばりに出ました︒

四677

カビエング

﹁ただいま︒﹂といって︑私はかばんをおろ
︹地名︺2

汽船をこの島へ寄せるとしたならば︑だ
ぶであらう︒

れでもその北端にあるカビエングといふ港をえら

十一川1

カビエング

しました︒

六96

かへり

かね ﹇鐘﹈︵名︶5 かね 鐘Oはやがね・われが かば・う ﹇庇﹈︵四︶− かばふ ︽ーヒ︾
ぐわいたう
ひ
九慨4墨流地圖を見る外套をもて灯をかばひ
ね
三933圃 こうんとお寺の かねがなる︒
六三3 ﹁ゴーン︒﹂と︑かねがひびいて︑曲率の大
きなお寺があらはれました︒

九537 やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當直將校が
元氣のよい聲で號令を掛ける︒

ひの鐘に花ぞ散りける

十︻341図圃 山里の春の夕ぐれ來て見ればいりあ

﹇予﹈︵副︶5

十一脳10 山道を︑汽車は鐘を鳴らしながら登る︒
かねて

尊の御勇武を聞き傳へて知ってゐましたので︑

七201 この國にみたわる者のかしらは︑かねて︑

かの

二405

七2010 かねてから︑この野原をかこんで待ちかまかばん ﹇鞄﹈︵名︶4 カバン かばん
へてみたわる者どもは︑

十二254 わが道を傳へ得るただ一人の弟子だと︑
孔子はかねてから深く信頼してみた︒

十二979図国 かねて思ひ定め候ひけるか︑つひに
湊川にて討死仕り候︒

十二梱1図幽 かへらじとかねて思へばあつさ弓

﹇彼﹈︵連体︶4

且vたまり か ね る

なき敷にいる名をぞとどむる
かの

かねる

つつかんで︑まりのやうに投げつけた︒

七651 御寺をうばひ取るが早いか︑かの大男をひ
八718図國 かの扇を︑射落す者はなきか︒

成長して花が咲きます︒

十一窟図 力ビエング
九587図國 かの人は︑かくかくとのたまへり︒
十一M2 さうして︑その夜はまんじりともせず机 かぶ ﹇株﹈︵名︶1 株
八167 古い株を切って出た芽は︑それよりも早く
に向かって︑かの曲を譜に書きあげた︒

かは ︵係助︶1 か

387
がぶりと一かま

よしさだ

をはるばると伏し拝み︑祈りけるやう︑

十一234図 義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上
十一587図 三十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑かぶ
みな も と の

とを郎等に持たせて歩み出でたるさま︑

た白い手拭が見える︒
カベ

かべ

壁

ネズミノオトウサンバ︑力ベノトコロへ

﹇壁﹈︵名︶17

二745

かべ

カベモコトワリマシタ︒

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二752

二761力ベハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

十一623図 大駈源義朝は︑赤地錦のひたたれ
に︑黒糸をどしの甲着て︑鍬形打つたるかぶとを
六366

かべには︑白い布がはってあって︑

つけ︑

門の柱にぐざと突き立つたり︒

はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は

かべいた

にょいりんだう

﹇壁板﹈︵名︶1 壁板

き連ねて︑

十二㎜9図如意輪堂の壁板に︑おのおの名字を書

ぼくらが︑朝夕寝起きする室の壁ぎはに

﹇壁際﹈︵名︶1 壁ぎは

七822国

かべぎわ

イクラ私ガチカライッパイ吹イテモ︑

ソレバカベサンデス︒

﹇壁﹈︵名︶3 カベサン

は︑銃を立て掛けておくところがあって︑
かべさん

二741囹

一一738園

かぼく

かぼく

力ベサンニバカナヒマセン︒

力ベサンバ ヘイキデヰマス︒

二742園

と︑

︽ーイ︾

かぼちゃも︑ト

巻雲のかぼそい女性的な美しさに比べる

﹇細﹈︵形︶1 かぼそい

きうりも︑おなすも︑

﹇釜﹈︵名︶1 釜

が︑どろどろにとけてゐます︒

八972 大きな電氣仕掛の釜の中で︑白熱された鐵

かま

マトも︑ にこにこしてます︒

五773圃

かぼちゃ

﹇南瓜﹈︵名︶1 かぼちゃ

十一774

かぼそ・い

ども︑深く朝恩を仰ぎ金事と存じまみらせ候︒

十二網1國国私は申すまでもなく︑一門家僕の者

されど︑これより下︑十四五丈ばかりは︑ かぼく ﹇家僕﹈︵名︶1 家僕
壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴から︑

炭を取り出しながら︑源作ちいさんは︑か
よひの間は家の中がむっとして︑柱も壁も︑

日光はかすかに黄色味を帯びて︑壁やへい
夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ

金網を張って壁の代りにしてるるが︑

源作ちいさんは︑かまのそばにすわって︑

壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴から︑

そのかまには︑炭に焼く丸太がぎっしりと

つめ込まれてみるのだ︒

九737

ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒

九736

たき口から中をのぞいて火のかげんを見た︒

九731

は思った︒

九728 かまが病氣をしてみるなllと︑ちいさん

前日︑壁に残ってみる揮のあとを︑ともか かま ﹇窯﹈︵名︶19 かま呂すみやきがま
下見分をした乃木將軍は︑︿略﹀︑壁に張つ
十一川8

毒々しいまでに朱色のとんぼが︑壁に止
白い壁に赤い屋根の建物がずらりと川岸
に立ち並んで見える︒

十一㎜9

つたりしてみるのを見ると︑

しゆいろ

十一η5

てある新聞紙に︑ふと目を注いで︑

十844

くも新聞紙で張り︑

十8310

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒

九鵬1

の強い反射がいくぶんやはらいで見える︒

九伽3

さはるとどうやら言詮を吐いてみる︒

九価9

まの天井や壁をこつこつとたたいてみた︒

九759

ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒

九734

こけむしたる岩石︑壁のごとくつき立ちたり︒

八339図

くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒

七984

べにはりました︒

十一664図矢はかぶとの星を射けつつて︑後なる 六872国 ただしくんの圖書は︑ぼくたちの室のか
十一672図 かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ
ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑
がぶりと ︵副︶1 がぶりと
塩からい海水を飲まされる︒

九961 うっかりすると︑呼吸の調子で︑がぶりと

かぶ・る﹇被﹈︵五︶9カブルかぶる︽ーッ・一
リ・ール︾

バンヲモッテ︑ハイッテ來マシタ︒

二405 オトナノバウシヲカブッテ︑大キナカ
四167 にいさんのばうしをかぶると︑おとうさ
んが︑︿略﹀︑お 笑 ひ に な り ま し た ︒

五821 ぼくは︑帽子をかぶって︑いちもくさんに

五156 てつかぶともかぶってゐません︒
走って行った︒

七4010 三人ともまつ白な着物を着て︑えぼしをか
ぶって︑しやくを持って︑

八備2 からだに︑ちよつと砂をかぶると︑上から
見ても︑どこにるるのか見當がつきません︒

十一㎜2 自動車の運送手は︑若いジャワ人で︑び
ろうどのづきんをかぶり︑
しり

十二77 鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑作業服・
た び

一だんと大きなはんの木の間に︑かぶつ

ちか足袋に︑尻あてといったいでたちである︒
十一一悌10

かま一かまば

388

やをらかまを開かんとすれば︑

五715圓

いや︑わたしは︑もうちきおりますから︑

かかりの兵隊さんは︑敵の揮が飛んで早る

かまはずに︑お掛けなさい︒

五椥3

のもかまはず︑はふやうにかけ出して︑

大君のお側で死なう︑この身はどうなつ
國旗を掲げない船は︑撃沈してかまはな

平家の軍勢十萬鯨騎︑一の谷に城をかま
沖四五町がほどに大船どもを並べて︑

︹課名︺2

カマキリヂイサン

鎌倉⁝⁝⁝七十四

十二743

十

鎌倉

かまくら

かまくら

風のたよりにこのことを聞いて︑うばをつ

かまくら

二人は︑︿略﹀︑なれない道を一月置りも歩

れて︑鎌倉をさしてくだりました︒

八393

き績けて︑やうやく鎌倉に着きました︒

鎌倉宮

み

軍勢六萬鯨騎︑稻村が崎の遠干がたを︑
かまくら
眞一文字にかけ通りて︑鎌倉へ漁れ入る︒

﹇鎌倉宮﹈︵名︶1

十一2410図

かまくらぐう
こ

十二764爾軸凶圏 鎌倉宮にまうでては︑ つきせぬ親

ごんこらうかげまさ

﹇鎌倉権五郎景正﹈

源實朝は︑鎌倉時代のすぐれた歌人

かまくら

王のみうらみに︑悲憤の涙わきぬべし︒
かまくら
﹇鎌倉時代﹈︵名︶1 鎌倉時代

みなもとのさねとも

かまくらじだい

でありました︒

十一鵬10

かまくら

かまくらのこんごろうかげまさ

鎌倉の七五郎景正

ごんこらうかげまさ

相模の國の住人︑鎌倉の権五郎景正とい

かまくら

︹人名︺1

ふもの︑先祖より名高きつはものなり︒

さがみ

九622図

別な部屋では︑息子を相手に︑父がかます

﹇夙﹈︵名︶1 かます

十331

かます

﹇竃﹈︵名︶2 かまど

を織ってみる︒

かまど

昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀︑六年間の税を免じ

て︑民のかまどの煙の立つやうになったのを︑た

八961

さ

ゑ

もん

平地は三々として︑かまどの煙があちら

いそうお喜びになりました︒

十二467

こちらに立ちのぼり︑

き

かま場より出でし喜三右衛門は︑しばし

﹁おお︑それよ︒﹂とつぶやきて︑直ちに

またかま場へ引き返しぬ︒

十443図

縁先にやすらひぬ︒

十435図

カマ かまば ﹇窯場﹈︵名︶5 かま場

横矢を射んとかまへたる敷千の兵船も︑
﹇構﹈︵名︶﹇▽みがまえ

かまきりじいさん

カマキリヂイサン
カマキリヂイサン

イネカリニ︑

︵名︶一

力マキリヂイサン

十

八391

四872囹早く川の水でからだを洗って︑がま かまくら ﹇鎌倉﹈︹地名︺3 鎌倉 鎌倉

九739 あのかまから火氣を送って︑このかまの中 がま ﹇蒲﹈︵名︶1 がま
の丸太をむし焼きにする仕掛なのだ︒

むおかまい

のほをしいて︑その上にころがるがよい︒

かまい

九7310 あのかまから火氣を送って︑このかまの中
の丸太をむし焼きにする仕掛なのだ︒

圓形のかまの上へそっと手を置いた︒

九743 さしわたしニメートルもある︑土で固めた かま・う﹇構﹈︵五︶5かまふ︽ーハ︾

かまの前にすわって︑︿略﹀︑黄色な煙が︑

なと感じた︒

九744 源作ちいさんは︑かまがいらいらしてるる
九745

十二421

九㎜5園

廣田︑おくれたってかまはない︒

薄むらさき色に攣って行くのを心に念じた︒

いのだ︒

十二伽6

てもかまはない︒

九749 二三日たってから︑かまの口を開いた源作
ちいさんは︑眞黒に焼けた炭を外へ取り出した︒

九752 かまから取り出すまでは︑どんなに焼けた
かが氣がかりで あ る ︒

かまえ

引き潮にさそはれて︑

十一243図

横矢を射んとかまへたり︒

十一231図

へて︑源氏の大軍を防ぐ︒

八318図

九759 炭を取り出しながら︑源作ちいさんは︑か かま・う ﹇構﹈︵下二︶3 かまふ ︽ へ︾
まの天井や壁をこつこつとたたいてみた︒

りと止った︒

九769 右へ曲り︑左へ折れて︑かまの近くでぴた

物を運びて︑かまの火にことごとく投じたり︒

十4510図 たき木︒﹂と叫びつつ︑手前りしだいに

十462図 その夜︑喜三右衛門は︑かまのかたはら
を離れざりき︒

十467口許文

十464図 かまの周園を︑ぐるぐるとめぐり歩きぬ︒ かまえる ﹇構﹈﹇Vまちかまえる・みがまえる

六
ニ222圃

トホイタンボへ

ヲカツイデ
急ギマス︒

かまくら

アゼミチヲ︑

かまきりじいさん

二221

十4610図 一つまた一つ︑血走る眼に見つめつつ︑ ニ27 六 力マキリヂイサン・・・・・・⁝二十二
かまより皿を取り出しみたるかれは︑

カマ

て艦船を走らせるのと攣りはない︒
﹇鎌﹈︵名︶一

十二211

カマ かまくら ︹課名︺2 鎌倉 鎌倉

る人︑方向を見定める人などが︑いっしよになつ

十ニー29 これはちやうど︑かまをたく人︑運轄す

かま

ヲカツイデ アゼミチヲ︑

ニ224圃 カマキリヂイサン イネカリニ︑

389
かまめ一かみ

十457図 あわただしくかま場より走り出でたるか

だれか︑日の神のお子檬のつりばりを︑

それは︑きっと日の神のお子様にちがひ

お山︑神の山︒
五観3囹
ない︒

れは︑﹁たき木︑ た き 木 ︒ ﹂ と 叫 び つ つ ︑

十469図 やをらかまを開かんとすれば︑今しも朝
五柵9囹

おまへは︑日の神のお子様のつりばりを

知ってみないか︒

五心3囹

取って行ったものはないか︒

日︑はなやかにさし出でて︑かま場を照らせり︒

かまめ

ばしかま場にごをどりしぬ︒
﹇鴎﹈︵名︶1

九43図圃

この國を神生みたまひ︑

︵名︶

1

かみ

上

δおかみ・かざか

九㎜4

オボといふのは︑地の神をまつるために︑
かちく

これらの家畜は︑神にささげるものとして︑

蒙古人が供へた一種の土まんぢゆうで︑

九別12

式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ

︿略Vの中からえらばれたものである︒

十一163

舞殿に進み︑明治天皇・昭憲皇太后御上
神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世を
と︑神かけて祈らせたまへるを︑
としま

ゆるしよ

蕾御殿・奮御苑は︑もと南豊島御料地の
神におなりになった王に︑

内にて︑御二柱の神に御由緒深きところ︒

十86図

なほ祈るかな

十67図

柱の神の御前に︑うやうやしくぬかつく︒

十61図

つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒

九泌5

この國を

この國を神まもります︒

この國をドしろしめし︑

神しろしめし︑

九42里下

に祈りて見開けば︑

國原はけ 八735図 鯨一︑目を閉ぢ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし神

十474図かれは︑一枚の皿を爾手にささげて︑し
かまめ

十二4510図圃 登り立ち國見をすれば︑
がまん

海原はかまめ立ち立つ︒

﹇我慢﹈︵名︶2

ぶり立ち立つ︑
がまん

七⁝⁝4 もう︑がまんも何もあったものではないと
思ひました︒

してみるのです︒

がま

八988鐵の柱は︑熱い櫨の中で︑じっとがまんを 九44図圏 この國を神まもります︒

︽ーシ︾

がまん・する ﹇我慢﹈︵サ変︶2 ガマンスル
んする

二427 笑ハナイデ︑ジットガマンシテヰマシタ︒

﹇上﹈

恥を垂心にさらしたくありませんでした︒

七価5 彌兵衛は︑もうこの上がまんして︑日本の
かみ

み・かわかみ
十562図 皇祖皇宗ノ神隠上二在リ︒
ね・ほそかわえっちゅうのかみ・ほそかわえっちゆ

かみ ﹇守﹈δしもつけのかみ・のとのかみのりつ
うのかみいか

十一247図園

かみ ﹇神﹈︵名︶19 神■あにがみさま・あまてら
すおおみかみ・あめのたじからおのかみ・うじがみ

不平もぐちもこぼさず︑ひたすら任務を

十二糊9圏黒潮と鵬風と︑その焦鮎に︑神は大八

おほや

遂行する姿には︑神の尊ささへ感じられる

十二柵4

の心のまことなりけれ

神も納受したまふぞ︒

さま・うみのかみさま・おおかみ・おおくにぬしの

十二58図面目にみえぬかみの心に通ふこそひと

かみ・おおみかみ・おとうとがみ・おもいかねのか

たふとい

み︒さるたひごのかみ・すくなひこなのかみ・たけ
みかずちのかみ

四53圃 やさしいやうでををしくて︑

洲を生み︑皇祖皇宗は國を肇めたまふ︒

しま

﹇紙﹈︵名︶2一 カミ かみ 紙εおてがみ・

おりがみ・じがみ・てがみ・へいたいさんからのて

かみ

勇サンバ︑カミデテルテルバウズヲック

がみ・ボールがみ

勇さんと正男さんが︑かみでらくかさん

リマシタ︒

二82
三73

それから二人は︑あつい紙で︑舟を二

をこしらへました︒

つ作りました︒

三831

小さい三方に︑白い紙とうら白をしい

て︑鏡餅をのせてお供へになりました︒

四616

何もかもさっぱりときれいに見えて︑

四633 新しいしめなは︑白い紙︑うら白の葉︑

一郎さんは喜んで︑青い紙を小さく

切って︑切手をこしらへました︒

四661

箱をいただいて干て︑

四666 花子さんは︑おかあさんから大きな紙の

たへ︑紙のテープをつけました︒

四914團それでまたおろして︑たこの右のか

したが︑それが︑だんだんあつみをもって來て︑

五407 初めは︑うすい︑うすい紙のやうなまゆで

六366 黒い紙をはって︑部屋を暗くしました︒

屋が︑ぱっと明かるくなりました︒

六476 黒い紙を取りのけると︑今まで暗かった部

六636 きちんとはまった時︑巻いた紙を︑糸でき

りきりと巻いて︑動かないやうにした︒

るうちに︑字がすられ︑給がすられ︑

六側1 山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ

かうをしてみる︒

八468白い紙をはった︑いかにも飛びさうなかつ

八492 先生が︑小さな穴で︑しるしをつけてくだ

かみ一かみさま

390

さった紙に︑かくことにした︒

八504 それで︑紙でひごを︑ごしごしとしごきな
がら︑熱くして曲げる︒

八515 最後の仕事は︑この翼に︑紙をはることで
ある︒

たするめや氷砂糖を︑紙に包んであげました︒

か
氷塊と氷塊がつきあたり︑噛みあひ︑

のしかかりでんぐりかへり︑群がって流れる︒

十一63圃
神風

神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世

﹇神風﹈︵名︶1

十66図閣

かみかぜ

をなほ祈るかな

五山3

かみさま

兵隊さんがさし出す紙切れを手に取って︑
神様

神様﹁もしもし︑あなたは︑どうしてそん

﹇神様﹈︹話手︺4

一字一字薄あかりにすかしながら讃んだ︒

十一悩3

八635 おばあさんは︑つかれないやうにと︑焼い かみきれ ﹇紙切﹈︵名︶1 紙切れ

マッチを持つた︒

十川10 二人の子どもは︑茶わんや︑紙や︑油や︑

十盟6 正月には︑門の戸びらに︑眞赤な紙にめで
五観7

神檬﹁海の神檬の御殿です︒

神西﹁それは︑おきのどくな︒

なに泣いていらっしゃるのですか︒﹂

五榴4

たい文字を書いた春聯が張りつけられる︒
髪

﹇髪﹈︵名︶8

十二812園 これ︑地紙とはこの紙のこと︒
かみ

神さまが︑國を即くしたいとお考へに

﹇神様﹈︵名︶50

てくださるでせう︒
かみさま

神さまは︑海の上をお見わたしになり
神さまは︑その土地に太いつなをかけ

神さまは︑また海の上をお見わたしに

を廣くなさいました︒

三147

神さまは︑それにつなをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂

なりました︒

四846

神さまは︑かうして國を廣くなさった

その時︑大勢の神檬がお通りになって︑

四631園神さま︑お喜びね︒

といふことです︒

三158

と︑力いっぱいお引きになりました︒

三153

神子

神檬﹁海の神様が︑きっといいことを教へ

かみ合ふ

神さま

五鵬9

十二8 その夜︑宗治は髪を結ひ直した︒

十一391 切りそろへた髪が︑ともすると扇のやう
に廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るのが︑

噛みあふ

神さまは︑その土地をつぎあはして︑國

て︑︿略﹀︑お引きになりました︒

三136

ました︒

三133

なりました︒

十一416 尼さんは︑子どもの髪をなでながら︑ 三132
﹁︿略﹀︒﹂

しては︑まあ何といふよい髪でせう︒

十一419園 櫛を使ふことをおきらひだが︑それに
十一428 とたんに美しい髪が︑はらはらと前へこ
ぼれかかる︒

2

ぎ

住民はパプア族で︑︿略﹀︑髪はちぢれて︑

たねえさんは︑

十一4710 きれいに髪を結って︑晴れ着を着せられ 三145
十一㎜12
そく は つ

四五センチ以上にはのびない︒

︵五︶

十一泌4 髪も束髪のやうに結ってみる︒
﹇噛合 ﹈

かみ ﹇頭﹈5あさのたくみのかみ
か

︽ーヒ︾

かみあ・う

りぎり︑ぎりぎり︒

七507圏 歯車︑ 歯車︑ 歯と歯とかみ合ひ︑

白兎が今までのことを申しますと︑神

又略﹀︒﹂とおたつねになりました︒

四851

そこへ︑大國主のみことといふ神能が

檬は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

四857

大勢の神判が︑お集りになって︑﹁︿略﹀︒﹂

おいでになりました︒

と︑ごさうだんなさいました︒

五45

いそうよいことをお考へになりました︒

五48 思ひかねの神といふちゑのある神檬が︑た

た︒

五55 ある神様は︑大きな鏡をお作りになりまし

ある神檬は︑きれいな玉をたくさん作って︑

︿略﹀︑ひもにお通しになりました︒

五56

大勢の神出は︑どっとお笑ひになりました︒

ついたままほって︑持っていらっしゃいました︒

五57 ある神様は︑山へ行って︑さか木を︑根の
五71

すさのをのみことと申して︑たいそう勇氣

五86 大勢の神様は︑手をうってお喜びになりま
した︒

五258

のある神檬が︑いらっしゃいました︒

さな神様でありました︒

五579虫の皮を着物にして着ていらっしゃる︑小

こんな小さな神檬を︑私は︑見たことも︑

五582囹小さな気温だなあ︒
五584囹

﹁︿略﹀︒﹂と︑大國主神は︑その神檬に︑お

聞いたこともございません︒

たつねになりましたが︑

五588

それは︑少彦名神といふ神品でございま

小さな神様のおからだは︑ぽんと空へとび

五611囹
す︒

五635

大勢の神檬が︑お供をなさることになりま

あがりました︒

五975

391
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した︒

五齪2 一人の年取った神室がおいでになる︒
五溜4園 海の神檬の御殿です︒

五平9囹 海の神檬が︑きっといいことを教へてく
ださるでせう︒

らっしゃる︒

五戸1園 まあ︑りっぱな神檬が︑水にうつってい

る︒

五価5 正面に︑海の神様が腰を掛けていらっしゃ

五鵬7園海の神妙︒
五日9園門の前の木に︑りっぱな神檬がいらっ
しゃいます︒

五W1園 りっぱな神様が︒
五面5 海の神檬が︑ほをりの命をおつれ申して︑
出ておいでになる ︒

五髄5囹 すると︑年取った神檬が︑私に︑海の御
殿へ行くやうに教へてくれました︒
ちょっとここへ呼んで來てくれないか︒﹂

五襯7 海の神様は︑︿略﹀︑女に︑ では︑鯛を
五襯6 女は︑つりばりを水で洗って︑海の神檬に
さしあげる︒

て︑海の神様﹁このつりばりでございますか︒﹂

五襯8 海の神様は︑ほをりの命の前にひざまつい

五備6圏だいじな︑だいじなつりばりが︑ 出て
あまてらすおほみかみ

來て神さまおよろこび︒

六55天照大神が︑たけみかつちの神といふ強
い神檬に︑かう仰せになってゐます︒

六72 倉へ行って見ますと︑屋根をつき抜けて︑
ゆめに見た神様の劒が︑ちゃんとありました︒

六561囹

る︒

かみつ・く

おかあさんは︑豆をたくさんいってま

カミツク ︽ーイ︾

サルト犬ハ︑ヒッカイタリカミツイタリ
シマシタ︒

一827

﹇噛付﹈︵五︶一

を通過する時︑鑛員たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から祈

十二89 坑口には︑大きな神棚があって︑その下

てあるのです︒

七239 神だなには︑皇大神宮の大麻がおまつりし

うやしく神だなに向かって︑拝禮をしました︒

七238 少年は︑けさも目がさめると︑︿略﹀︑うや

おろしてくださいました︒

四958 おとうさんが︑︿略﹀︑神だなから︑ますを

すに入れ︑神だなにお供へになりました︒

四953

で辞みました︒

四627 夕方︑神だなにあかりをあげて︑みんな

神だなをおかざりになりました︒

四612 もうすぐお正月なので︑おちいさんは︑

きっと︑子どもの孝心が︑神檬にとどい かみだな ﹇神棚﹈︵名︶7 神だな 神棚

新しく家が立つ土地の神檬に申しあげて︑

たのだらうと︑みんながいってゐます︒

七404

﹁オー︒﹂と聲を高くあげて︑神檬のおいで

その家を︑いつまでも守っていただくやうに︑

七417

お供へしたものをみんなさげてから︑神様

になる先彿ひをなさいました︒

七435

神檬が︑この國土をお生みになったことを

のお錦りになる先彿ひがとなへられました︒

十565

﹁世態﹂﹁笑顔﹂﹁物干竿﹂などは︑訓ばか

考へた︒

十柵1

神檬がた

このかたは︑さきほどお通りになった

﹇神様方﹈︵名︶3

りで讃む場合です︒

かみさまがた

四859

それによって︑神様がたは︑いろいろなこ

神様がたの弟さんです︒

五51

とを︑なさることになりました︒

神檬がたは︑︿略﹀︑鏡を大神に見せておあ
げになりました︒

五76

たかくら

かみそり

十二

十二

神だな

神だな⁝⁝⁝六十一

﹇雷﹈︵名︶3 カミナリ 雷

大キナカミナリガ︑ゴロゴロトナリマシ

今にも頭上に落ちかかるかと思はれるや

それに雷が多い︒

一

神の劒

神の劒⁝⁝⁝四

︹課名︺2神の劒

六22

﹇紙風船﹈︵名︶一 カミフウセン

一
かみふうせん

六41

かみのつるぎ

うな︑激しい雷が鳴り響く︒

十一圏10

十一圏9

タ︒

一513

かみなり

つせとせりを摘んでみる︒

かみち
かみじゃま ﹇神路山﹈︹地名︺1 神路山
かみて ﹇上手﹈︵名︶1 上手
い せ
御殿舎を御造管になる用材は︑もと伊勢の 十二㎜9 川の少し上手に︑よそのをばさんも︑せ
かみち

九107

﹇剃刀﹈︵名︶1

神路山・高倉山などから伐り出されてみたが︑
かみそり

しゃりしゃりと︑かみそりの音が馬持よ

︽ース︾

く響くたびに︑ひげの中からおとうさんの顔が現

九199團
れて來る︒

かみ出す

船もまた両舷にかみ出す白いしぶきを︑

﹇噛出﹈︵五︶1

十一一脳3

かみだ・す

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

ひいろ

四611

四213

六182圃 村のちんじゅの神檬の︑ 今日は︑めで かみだな ︹課名︺2 神だな
たいお祭日︒

六195圃 治る御代に︑神檬の 恵みたたへる村祭︒

かみむらかんたい一かめさん
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十一995
かめ

かめ﹁ここがりゅうぐうでございます︒

います︒

三塁9

かめ﹁このおかたが︑うらしまさんでご
ざいます︒﹂

急撃5

かめ﹁私が︑またおともをいたしませ

三987園

るのです︒

三996園
ね︒

おもしろいから︑かめをころがしてゐ

でも︑かめは生きものだ︒

ていねい

かめをだき起して︑せなかをさすって

馬柵1園私に︑このかめを責ってくれないか
三㎜9

やります︒

三㎜9 かめは︑なみだをふきながら︑

かめは︑おじぎをしながら︑どこかへ行

におじぎをします︒

三園4

そこへ︑かめが出て來ます︒

三棚6

ヒルネヲ

ただよふやうに汽笛が聞えて売るのは︑
カメ

カメ﹁ウサギサン︑コンニチハ︒﹂

﹇亀﹈︹話手︺16

カムチャッカ沿岸へ行く汽船であらうか︒

カメ﹁サウダネ︒﹂

かめ
ニー23

カメ﹁ソレハオモシロイ︒﹂

上村艦隊
ニー25

カメ﹁ソンナコトハナイヨ︒﹂

﹇上村艦隊﹈︵名︶！

一174圃 フウフウフウ フクレタ フクレタ
カミフウセン

ニー27

カメ﹁山ノ上︒

かみむらかんたい

みて︑上村艦隊とともに先頭なる敵の主力に當り︑

十一534図 東郷司令長官は︑六隻の主戦艦隊を率

ニー32

神代

また

んのお支度をしてみるところでした︒

十一479 髪結ひさんが︑ 一生けんめいに︑ねえさ

かみゆいさん ﹇髪結﹈︵名︶1 髪結ひさん
ニー35

カメ﹁オヤオヤ︑ウサギサン︑

や

﹇神代﹈︵名︶1

︽ーマ・ム・一

きます︒

かめ﹁うらしまさん︑うらしまさん︒﹂

カメ﹁バンザイ︒﹂

三晃8

三皿9かめは︑うらしまの手を取って︑そこら

かめ﹁さやうでございます︒

噛む

裏側5
う︒﹂

かめが︑うらしまをあんないしながら︑

この間は︑かめをお助けくださいまし

三麗2

かめが︑うらしまの手を取って出て行

かめが︑玉手箱を持って來ます︒

﹇瓶﹈︵名︶口▽みずがめ

きます︒

﹇家名﹈︵名︶3 家名

朝敵の汚名はすすがれ︑徳川の家名は噺

絶を免れた︒

十二掴9

く朝恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒

かぼく
ば︑私は申すまでもなく︑一門家僕の者ども︑深

十二冊10圓團家名のところ御斎慰あらせられ候は

私身命に代へ願ひあげまみらせ候︒

十二柵3属国汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑

かめい

かめ

三㎜6

てありがたうございます︒

三悩7園

出て來ます︒

三鵬8

をぐるぐる歩きます︒

かめ﹁はい︑この間は︑お助けくださいま

三槌5

かめ﹁では︑ごあんないいたします︒﹂

して︑ほんたうにありがたうございます︒

三遷1

ニー56

シテヰルゾ︒

ニー45

かみよ

十一悩3 天の岩屋︑八岐のをうち︑大國主神︑
︿略﹀等の神代の尊い物語を始め︑

かみよいらい ﹇神代以来﹈︵名︶1 神代以前

十一桝8 わが國の正しい古傳︑つまり神代磐戸の
かみよこのかた ﹇神代此方﹈︵名︶1 神代このかた
三撹8

尊い歴史も文學も︑

十二M5 わが國は︑神代このかた萬世一系の天皇

か

かむ

かめ﹁あれが︑りゅうぐうのこ門でござ

かめ﹁ごらんなさい︒

5

三惑5

三鵬2

をいただき︑

かみよさながら ﹇神代宛﹈︵副︶1 神代さながら

︵ 五︶

九182 しはぶきの聲一つしない︑神代さながらの
山中は︑
﹇噛﹈

メ・ーン︾

か・む

六榊5 かまれては︑かはいさうだと思って︑和尚
さんは︑﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑

このかめをころがしてみよう︒

ニー22園

力メサン︑コンニチハ︒

かけごゑをかげながら︑みんなでかめをかめさん ﹇亀﹈︵名︶6 カメサン かめさん
ころがします︒

三984

三981園

まいて遊んでゐます︒

一613 イケニヰルカメガキキマシタ︒
三978 四人の子どもが︑一びきのかめをとり

うみがめ

九123 木曾川の上流が︑白い御影石の川床をかん かめ ﹇亀﹈︵名︶16 カメ かめ■うさぎとかめ・
で流れる木曾谷の
十505圃 かめば︑さくさくと歯切れよく︑朝の氣
分を新たにする︒

十521和酒は︑さくさくと白菜をかむ︒
か
十︻816 朝の日の光が︑石を噛んで流れる水の上
にをどつてみる︒

カムチャッカえんがん ︵名︶一 カムチャッカ沿岸
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かもつ一から

ココマデ來ナイダ

ニー37園 オソイカメサンダナ︒

ラウ︒

ニー51囹 マダ︑カメサンバ
ニー57三 ヤァ︑歴日サンダ︒

めさんだね︒
貨物

三㎜8園 かめさん︑しっかりなさい︒
三川9園 おや︑だれかと思ったら︑この間の
﹇貨物﹈︵名︶1

﹇貨物船﹈︵名︶2

かもめ

二価1囹 くわもつ列車だ︒
﹇鴎﹈︵名︶7
富士の山 ︒

貨物船

四柵5團 かもめすいすい とんで行く︑

かもめ
すんだ

四伽2圏 かもめすいすい とんで行く︑
富士の山 ︒

海の上を︑すいすいとんで行きます︒

貨物自動

空にほ

五884 夏の空は︑からりと晴れて︑白いかもめが︑

きました︒

五547 頭のすぐ上を︑かもめが︑五六羽とんで行

んのり

空にか

かもつれっしゃ ﹇貨物列車﹈︵名︶1 くわもつ列車

七561 みんな︑貨物船のやうです︒

六齪2 大きな貨物船が︑目の前にあらはれました︒

かもつせん

動車の上に︑三毛猫がうずくまってみる︒

十一旧4 あたりを見まはすと︑かたはらの貨物自

射撃にみまはれる ︒

十一櫨6 わが軍の貨物自動車は︑一塁一皇正確な

魚市場を出て行くのは︑

九511 魚の箱を山のやうに積んだ貨物自動車が︑

車

かもつじどうしゃ ﹇貨物自動車﹈︵名︶3

に︑貨物が山のやうにおろされたり︑

八221團船が出たり︑はいったりして︑そのたび

かもつ

か

七56圃

かもめが五六羽とんで果て︑

かや

通ひ

いた︒

おまへたちの眞心が︑敷千キロの海山を

董用紙

かうして︑三年も五年も石の山に通って

ぐわようし

勇さんと太郎さんは︑ぐわようしでめん

﹇画用紙﹈︵名︶4

勇さんは︑ぐわようしにうさぎの顔を

七月十七日

晴

火曜日

火曜日

わらの切れば

や し
十二悩8 のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ

し浮かべたり︑ えびやめだかも︑泳がせて︒

六衡4圃卵のからを浮かべたり︑

らいれ・もえがら

大船の通 から ﹇殻﹈︵名︶2 からOおんなきがら・すいが

五837

かようび

﹇火曜日﹈︵名︶1

六639 次に︑もう一枚の書﹇用紙を︑ぐるぐると巻

六633 ぼくは︑豊用紙を取り出した︒

かきました︒

三815

を作って遊びました︒

三813

がようし

は︑石工の仕事を見畳えて行くのである︒

十一一186

の心のまことなりけれ

十二58図圃目にみえぬかみの心に通ふこそひと

その機械館へ毎日通った︒

十765 佐吉は上京して︑目をかがやかしながら︑

ら日本語を教へられ︑

九289 土地の學校へ通ってみるかたはら︑母親か

越えて︑おとうさんの心に通ってみるのだ︒

九2010国

汽船は︑いつもバナナを積んでゐます︒

八182 皇湾から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ

皇湾から南支那へ通ってゐました︒
かうぺ

七川8 濱田彌兵衛は︑︿略﹀船長として︑いつも

んで︑都の方へたびたび通ひました︒

四132 早鳥は︑たくさんの米や︑萎や︑豆をつ

波にゆら かよ・う ﹇通﹈︵四五︶8 通ふ ︽ーッ・ーヒ・ーフ︾

目の前を︑白いかもめが海面とすれすれに

れて浮かんでる︒

九966

海のやうに見渡される池には︑かもめが

飛んで行く︒

十二469
﹇茅﹈︵名︶1

あちらこちらに飛び立ってるる︒
かや

神殿は︑外宮と同じやうに︑お屋根がか

やでふいてありました︒

五103團
かや

セレベスのみなかでは︑窓を開けはなし︑

﹇蚊張﹈︵名︶1

十一⁝⁝⁝1一

かや

何かわからぬことを︑がやがや話したり︑

がやがや
がやがや何かわからぬことをいひながら︑

︵副︶3

かやをつって︑︿略﹀寝につくのである︒

四鵬5

がやがや
四佃8

げ た
激ってみると︑入口に下駄が何足も並ん

三四人は︑車のかち棒にとりつきます︒

十一478

火藥

あの力の強い火藥を一時に爆獲させて︑大

﹇火薬﹈︵名︶2

でるて︑奥では︑がやがや人聲がします︒
かやく

八㎜1

十分深く穴を掘ってしまふと︑火藥を固

きな砲弾を撃ち出すやうな︑がんじょうな大砲に

十ニー63
くつめる︒

火藥庫
魚雷は︑みごと敵艦の火藥庫か何かにく

﹇火薬庫﹈︵名︶1
十一一㎜4

かやくこ

うらやす

黒潮のたぎるただなか︑

﹇通﹈︵名︶1

ひ入り︑大爆音をあげて轟沈させたのであらう︒
かよい

九66図圃

かやう

浦安の國そこの國︒
﹇斯様﹈︵副︶1

ひもしげく︑
かよう

末廣がり屋を知らぬによって︑かやう
申すのでござる︒

十二797囹

四355 ある年の春のころから︑月の出る晩に
四366園 には︑月の世界から迎へにまみりま
四414園︑あの月の世界から︑お二人を拝ん

四336

四426圏

み︒やぶのかげから木かげから︑ぬ

この子を見つけてから︑おちいさんの

い︒あま茶の中からひょっこりと︑

二審8 が︑あとからあとからやって來ます︒
二半6 ました︒牛のあとから︑大きな木をつ

二価8

もりにつけかへてから︑勇さんがあげ

はこの車が︑あとからあとからやって

三57圏

の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒
ちちから・それから・だいれんから・ひかりはそら

三103

から ︵格助︶隔 カラ からεおりから・せんちの

一411 ︒スッカリデキテカラ︑オヂイサンニ

から・へいたいさんからのてがみ︒みるから

かげから木かげから︑ぬつくりぬっ

三363囹︑廣いかんばんから︑ひかうきをい
三456園 川の水はどこから來て︑どこへ行
三464囹︑﹁川は︑遠い山から流れて來て︑海
三481園︒その谷のおくから︑流れて理るの
三501囹て︑少しつつ山から谷へ︑谷から川
三501囹山から谷へ︑谷から川へとったはっ
R おにのおなかの中からのどへのぼり︑
三544出て來ました︒目から地めんへとびお
三697
私は︑さっきから︑せいより高く
三753團ゐます︒沖の方から︑波がうねって

四597
四665

四713團

けて見ますと︑中から出たのは︑一枚
さんは︑おかあさんから大きな紙の箱

白兎が︑島から向かふの陸へ

ますと︑﹁あしたから學校が始ります

くと︑妹や弟が後からついて來て︑﹁

っしゃつて︑神だなから︑ますをおろし

ました︒あの日から︑毎日雪が降っ

四806

四958

四885国

四965

日曜なので︑朝からあげて遊びまし

かへします︒南の國から︑大勢の仲間をつ

す︒﹁太郎︑今年からおまへがまくの

も氷でも︑かたはしからとかして︑野や山

四948園

四二6

四887国
ました︒波は︑
あとからあとからよせて

四二9

いてるますと︑どこからか︑よいにほひが

四143 か
もけて干て︑頭から手ぬぐひを取り

四72

ひろがって︑どこからどこまでつづい

どこから見ても︑いつ見
四42圃
四45二まに︑かけた下から雲がわき︑すそ

五126圃

五125圏

んたちは︑ポケットから︑キャラメルの箱

がみつきます︒あとから來た子どもは︑二

五123圏

五122圃

五122圃

五117團

てふがまひ︑花から花へはちがとぶ︒

うれしいな︒花から花へてふがまひ︑

︑明かるい若葉から︒天長節はうれ

光は空から若葉から︑明かるい︑明か

てください︒あれから︑きずもだんだん

四182 が︑廣いかんばんから勇ましくとんで

五179

光は空から若葉から︑明か

兄から

四202ぼりました︒爾がはからさし出た木の
四219 とすると︑向かふからも乗合自動車が

五185

ら︒四月十日

四229ゐましたが︑結びめから︑小さな日の丸
四303 ︒が︑もうみんなから︑すっかりおく

酒事6団

たって︑兵たいさんから︑お手紙がまみり

三789 は︑あとからあとからよせて來ます︒
三823 した︒鼻の爾わきから耳へかけて︑茶
三838 んは︑少し考へてからいひました︒う
三839園天氣だね︒これから︑いっしょに舟
三974 ︒ごはんがすんでから︑戦地の兵たい

四佃4

四棚3

て來ます︒その後から︑おとひめさまが

します︒松の木の後から︑一人の女が出て

ｧ4

四冊3

三789

ありません︒それからは︑おとうさんと

へました︒﹁ここから見るだけでも︑

略﹀︒﹂カウイッテカラ︑トビハウタヒ

︒オヂイサンが山岳ラカヘッテクルト

イキマシタ︒川カミカラ︑大キナモモガ︑

ニツニワレテ︑中カラ大キナ男ノ子
シイクト︑ムカフカラ犬が來マシタ︒

シイクト︑ムカフカラサルが來マシタ
トンデイッテ︑上力ラテキノヤウスヲ
門ヲノボッテ︑中力ラ門ノ戸ヲアケ

マス︒少シタッテカラ︑勇サンバ︑オカ

ヒルスギカラ︑空ガクモッテ

一844シ
園マシタ︒﹁コレカラハ︑人ヲクルシ

二72
二95
ンシウノヲヂサンカラ︑本ヲオクッテ

ニー02 ト︑トケイヤノ店力ラ︑ラジオガキコ
ニー83

マシタ︒ウスガ︑上力ラドシントオチテ
二428 ︑テイネイニミテカラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑マ
ヰマス︒雪ハ︑アトカラアトカラフッテ

二53一
ハ︑アトカラアトカラフッテ來マスQ
二562圏
お正月來い︑山から早い︒山のうら
二571圏
お正月來い︑里から來い︒おもちつ
二573囲
お正月重い︑海から來い︒たからの
︑オ月サマが雲カラ出テ來ルトコ
二837園

うじをあけて︑中からねえさんがのぞ

四469園

7

二872 ミマスト︑土ノ中カラ︑オカネヤタカ

四593

三111どその時︑南の方から風が吹いて來 四426圏

71

7

二942ネドコ曜日イッテカラ考ヘマシタ︒私

四543

一56一 スナヲボルト︑下力ラ水が出テキマ

了2

5

んの生まれる前から︑この机もこし
二976囹
シャウジノガラスカラ外ヲ見ナガラ︑

T4

﹁624

了3

2

一632圏 ︒ウミノムカフカラ フネガクル︑

了6

7

二棚1

一二

一一

了了
81
81

3
7
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P
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Q9
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から一から

394

395
から一から

五263 っしゃると︑川かみから箸が流れて來まし

五242 わきが破れて︑そこからも二本の足が出ま

五241 たりしました︒それから︑また何日かたち

五212 うに︑あとからあとから︑ぞろぞろとつづ

五212 行列のやうに︑あとからあとから︑そろぞ

五202 ついてゐます︒どこからともなく︑綿のや

五196 れてるます︒どっちから︑どっちへ流れる

五宝4

追川3

五㎜7

五梛2

五価7園

五餌7

五梱5

五佃4

は︑大人でも︑遠くからよけて通るほど︑

てるるのに︑向かふから來る人は︑大人で

ひかへしても︑あとからついて來るのには

ろ︑をぢさんのうちから︑子犬を一匹もら

お月様を︑枝の間から見たまへ︒﹂と︑

は︑この時︑みんなからはなれて︑前の方

わいいふのを︑初めからだまって聞いてゐ

月は︑今︑雲から出て︑大急ぎでは

五皿8

のかかりの兵隊さんから︑ときどき︑利根

それからのち︑利根のかか

六657

六627

六621

かが︑しゃうじの間から顔を出してみる︒

いか︒それは︑ここから百メートルもはな

ねの玉を持って︑目から遠くはなした︒す

はし

をばさんのうちから︑箏柱をすました

五343 ふいて︑かわかしてから︑かひごにやりま
五麗8

秋のころ︑兵隊さんから︑次のやうな手紙

五314
五399 い糸を︑さかんに口から出して︑自分のか
五船4

六367南洋のけしきが︑次から次へとうつって行
が︑スマトラの空から︑地上へおりて行
六402園
六405 マトラを始め︑南洋からたくさんのせきゆ
さん︑ゴムも南洋から出るのでせう︒﹂
六409園
の大部分は︑南洋から出るのです︒では
六412囹
六423囹も︑はるばる南洋から海を渡って來たゴ
六471囹りませんか︒これから︑しっかりと手を
げとやら︑向かふから︑あの子がやって
六566囹
見ますと︑石の問から︑水が流れ出てを
六585園

五417圃 のおさかな︑どこから來たの︒皿のおさ

たさうです︒火もとからは︑だいぶはなれ

うさんを送り出してから︑おかあさんは︑

いね︒では︑これから︑こしらへること

﹁をばさん︑これから︑ずっと私のうち

六719

六806囹

六983 ︒その上︑小さい時から︑よく勉強しまし

六939 つた︒そこへ︑どこからかたまが飛んで來

六894 ついてみた︒向かふから︑友田くんと小野

六847 ︑知らない兵隊さんから︑手紙が來ました

六814 始めました︒さっきから︑せっせと︑くつ

六747囹

六691

五421圃 皿のおさかな︑海から來たの︒海はひろ
五504 ました︒こちらの岸からも︑小川がそそぎ

五503 行くと︑向かふの岸から︑小川が流れこん

五52賎した︒今度は︑そこから馬車に乗って︑川
下533 って︑高いえんとつから︑茶色な煙が出て
五557 と︑急に高いところがらとびおりたりしま
五663国 って︑馬をねどこから外へつれ出し︑ひ

くま

五脳3国 とげます︒あなたから手紙が來ると︑そ
それから半年ほどたって︑
五嗣9
五備1 って︑ざんがうの中から︑敵をこうげきし
五伽9 ︑ かかりの兵隊さんから︑くはしく文子さ
五伽6囹 ないのだらう︒朝から︑一匹もつれない
五悩4囹 でりの命﹁おまへからいひ出しておいて
女は︑井戸から水をくんで︑ほを
五柵1
五欄9園 かって︑鯛ののどから︑そのつりばりを

五736 した︒いちばんあとからはいって來たのは
五849 ってみたせみか︑朝からむし暑かった︒朝
五854 た︒夕はんがすんでから︑おかあさんと︑

六一72團 るさうですね︒今から樂しみにしてるま

六106たさつまいもをかごから出して︑弟といっ
六121 ︑せまいかこひの中から︑外へはひ出さう
六148す︒二十四日の午後から︑ねえさんをさそ

六十5囹ちの破ったところがら︑突撃して行って

六梱5

六柵6

運営1園

進めとばかり︑あとから押して行きました

鐵條網にさし入れてから︑火をつけるとい

六鵬3 と︑にいさんが︑外から窓ごしにいったの
六研7

らなくなる︒あすからは︑きっと︑

一生

も︑一週間ばかり前から咲きだしました︒

︒﹂と︑音高くつるからはなれた矢は︑﹁

どんひやらら︑朝から聞える笛たいこ︒
六186雷

︑日に嶢けたからだから︑玉の汗を流して

六字2圃︑まだはじめ︑村から町へゆるやかに︑

六梱5

昔︑朝鮮から日本へ渡って來た
道間守は︑

︒大きなたもで︑網から︑いわしをどんど

六998 き合ひました︒平生から︑學問では︑とて

夏が來て︑海の方から︑そよそよと風が
︒

六字2

六45 いに︑大きな熊が山から出て來て︑すぐ︑
六68聲とともに︑劒が天から落ちて來ました︒
六92んでみた弟が︑遠くから私を見つけて︑﹁

乾244

やかになります︒山から取って來たみかん

六伽7

五862 と︑戦地の兵隊さんから︑はがきが來てる

五874囹
帆前船で︑北海道から︑横磯へおかへり
五875はんの時︑ねえさんから聞いたことをお答

六263

春雄も︑今のうちから︑いろいろな音が

五862 を少しやった︒學校からかへってみると︑

です︒白のカッターからは︑さっと︑かい
五937

六285

きは︑子どもの時から︑きたへるやうに

つた︒教室で︑先生から︑﹁︿略﹀︒﹂と聞か
よこはま

あすからうれしい夏やすみ
五942圃
五945圃
浮いてみる︒あすからうれしい夏やすみ

六323團

五869

五951圏
咲いてみる︒あすからうれしい夏やすみ

六351国

てうせん

呼んでみる︒あすからうれしい夏やすみ
五954圏
五982園その上︑からだ中から光を出して︑天も

六欄2 の船は︑左右の網船から︑竿で押されなが
六麗5園

いました︒﹁これから潮干狩をするので

七138 べました︒そのころから︑潮がだんだんさ

七73囹

七71 員をお調べになってから︑次のやうにおつ

六襯8 が︑今度は︑遠い空から飛行機がやって來

六川4 って出て來ます︒次から次へ︑大勢の生徒

六塒1 ます︒花と花との間から︑大きな鳥居が十

六麗8 ︑りっぱな橋が︑次から次へとかかってゐ

たいわん
︒﹁あれは︑塁湾からのバナナです︒﹂

過して︑宮のおあとから急ぎ足に道をたど
七6210

七554ました︒さあ︑これから︑だんだん早くな
七568を出航します︒それから先は︑どこへ行く
七577ぼると︑城のやぐらから大きな石を投げ落
七578んに射た︒賊は︑坂からころげ落ちて︑た
七593成は︑高いがけの上から大木を落させた︒
七598だ暗いうちに︑城中から討って出て︑どつ
七602まった︒賊が︑四方からこれをめがけて押
七603て押し寄せると︑城から大きな石を四五吊
七612せた︒橋は︑まん中からもえ切れて︑谷底
七617なった それが前後から官軍に討たれて︑
やまと とつがは
かうや
七622して︑大和の十津川から高野の方へお向か

六槻3 らはれました︒汽船から︑たくさんの荷物

七152 した︒その日は︑朝から︑大勢の人が出は

七655は︑義光の忠義を心からお喜びになった︒

七174 ﹂と︑苦しい息の下からたつねました︒﹁︿
七6710

七186 た︒さうして︑これからのち︑日本武尊と
七2010 た︒すると︑かねてから︑この野原をかこ

七7010園
んのかげを計ってから︑どうしますの︒

それから︑三日ばかりたつ

七227 まもなく︑かたはしから焼きたてられ︑焼
合238 めると︑顔を洗ってから︑うやうやしく神

七792團︒時には︑朝早くから︑遠くへ演習に出

七231なりました︒この時から︑この御劒を︑草 七772團に呼ばれて︑きみから來た手紙を渡され
七258 ︑學校で教へられてから︑徳坤は︑どんな 七815團夜の兵螢のどの室からも︑力強い奉讃の
七281も知れません︒それからしばらくして︑少 七817国がすむと︑班長殿から︑いろいろな命令

七522 よに︑あとからあとから︑乗客が乗ります

七522 といつしょに︑あとからあとから︑乗客が

七461 残りなく笛を吹いてから死にたいと思った

七452 る年の夏︑土佐の國から京都へのぼらうと

七435 ものをみんなさげてから︑神檬のお闘りに

七414園

七395 ろは︑雨戸をしめてから︑始めてほっとす

七392 めてゐますが︑夕方から夜になると︑さも

七365 がします︒そのころから︑書間は︑廣いた

七鵬1

七齪7

は︑雨どひのところがら︑糸を引いており

二階の窓から見てみると︑大き

七913直なべくん︑上の段からとばうよ︒﹂と︑

七909とのばして︑塁の上から︑まっさかさまに

七898ます︒油蝉は︑それから二三週間生きてゐ
七90段
6へあがって︑そこから︑二人ともとびこ
七90上
8のいちばん高い段からは︑五年生の山本

七871
皮0が縦に割れて︑中からみつみつしいから

七871の子は︑深いところがら︑だんだん淺いと
七874子は︑今日こそと穴から地上へはひ出しま

七8610︒土の中へもぐってから七年めに︑やっと

七844團すから︑今のうちから︑しっかりやるや

七3510 ︑急に病人のからだから光がさし出て︑あ 七827国ります︒室のすみからすみまで︑よくせ

七531 ︑これを合圖に︑船からおりて行くのです

さ

七454 ことであった︒どこからかあやしい船が二

と

校長先生が︑﹁今から︑地引祭が始りま

七553 よいよ︑小さな汽船からはなれて︑私たち
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ともしません︒これから︑いったい︑何を

さい︒滞洲は︑前から︑日本と深いつな

までもなく︑北支那から︑北満洲の雪の夜

ります︒花が咲いてから三四箇月たつうち
かうぺ
方へ送ります︒重重から︑神戸や︑東京へ

︒かうして︑花が次から次へと︑多段かに

ナナは︑苗を植ゑてから早くて十箇月︑お
︒まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本

ます︒ちよつと遠くから見ると︑バナナの

色な皮をむくと︑中から白い︑柔かな實の

いふことです︒日本からオーストラリやま

といふことです︒昔から︑燕は︑同じ家に

とでした︒九月の末から︑十月の初めにか

のです︒南洋の島々から︑中には︑さらに

のかなたです︒東京から︑四千キロもある

も知れません︒これから行かうとする遠い

として︑いつも皇湾から南支那へ通ってゐ．

貿易をしたり︑そこからさらに南支那へ渡

で島の人や︑南支那から來る船と貿易をし

ある和島へも︑早くから往來して︑そこで

船で出かけ︑南支那から︑今のフィリピン

りました︒その以前から︑日本人は︑さか

になりましたが︑今から三百二十年ぐらみ

空は赤から金に︑金からうす青に︑ぼかし

空を染めて︑空は赤から金に︑金からうす

んだばかりのところがら︑さし出たいく高

て︑おしりのところがら︑たくさんの細い

683964826295137108824832198488763

その雄姿︒第一列から第五列まで︑旗

といふことを︑昔からいひますが︑ほん

たりします︒大連から︑特別急行列車の

えてみるので︑町からよく舞むことがで

す︒こちらへ達てから︑半年青りになる

圃團国国團團

から一から

396

397
から一から

八989
ところでした︒天井からつるしてある︑こ

八996光ってみた油の表面からは︑一時に︑ぼつ

九227團

九223團

九214国

とを︑おかあさんからの手紙で知って︑

﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑心から感心して︑おとう

九217国園

に思はれる︒あすからは︑また新しい戦

九248団走馬燈のやうに次から次へ思ひ出される

はいなう

八3710 した︒すると︑義仲からはすぐ返事があっ

八鵬3

の動き方でした︒左から右へ︑右から左へ

︒住民たちも︑心から日本軍になついて

八466 ある︒最初に︑先生から︑できあがりのグ

八七4

八描2

心血2

八面5

八柵5

つの目だけを砂の間から出して︑きょうり

と砂をかぶると︑上から見ても︑どこにる

﹂です︒高いところがら低いところへおり

寒天のやうなからだから︑腕が藍本も出て

九391園

九334

九301

九2810

した︒母は︑戸だなから二本の日の丸を取

いふので︑敵の官憲からにらまれ︑ある日

みるかたはら︑母親から日本語を教へられ

すると︑﹁だれからの手紙だ︒ちよつ

八412 あったでせう︒それからまもなくのことで
八口3

た︒左から右へ︑右から左へ︑行ったり來

九251団

してみると︑背嚢からおまへの手紙が出

八425 か︒﹂と︑らうの中から申しました︒萬壽
かうし
八426 ︒萬壽は︑格子の間から手を入れて︑﹁︿略
八鵬3

九255団

とびらがあいて︑中から︑眞赤に焼かれた

八431 明かしました︒これからのち︑萬壽は︑う

︒この嚢見があってから︑七十年鯨り過ぎ

八471園 百メートルの高さから飛ばすと︑ニキロ

八463園

た︒﹁さあ︑ここからいつしょに飛ばし

﹁今日から︑グライダーを作

八434感心して︑石のらうから唐糸を出してやり 自動4 でした︒それは︑今から三百六十年ばかり

八544囹

︒﹂﹁先生︑この間から︑いろいろ考へて

八569 につれられて︑夕方から︑湯茶接待所へ手

ごとに︑三つの切口から清らかな木のはだ

九446文を讃む人々が︑心から感動するやうに︑
八588 す︒かうして︑あとからあとから來る兵隊 八柵6園 ︑もう少したってから起しませう︒﹂と
九449さうすることが︑ 昔から傳はつてみるだい
八588 して︑あとからあとから來る兵隊さんを迎 八伽10 ぶじやぶ顔を洗ってから︑﹁︿略﹀︒﹂と︑一
九471さまし始める︒海面から立ちのぼってみた
八591
夜の明けないうちから︑北の方で︑銃聲 八榴3園 て︑朝御飯の支度からお庭のさうちまで
九474り︑太平洋のかなたから押し寄せて怠るみ
八612 した︒最敬禮をしてから仰ぎ見ますと︑風 八悩1囹 立って︑﹁ただ今から︑母の日のお祝ひ
九483夫たちが︑遠くの海から取って來た敷々の
八撹5 いふのは︑蒙古の奥から吹き起って大陸を
八621 ふので︑急いで學校から錦って來ました︒
九484々の海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒
八散7 ︑海を越えて︑日本から太平洋まで吹いて
八624 してゐました︒お湯からあがって︑﹁︿略﹀
九492まぐろもさめも︑次から次へ行儀よく並べ
八628 ︒夕食後︑兵隊さんから︑新しい兵器につ 八重3 つけ始めます︒遠くから︑やなぎの並木を
げんかい
九511出て行くのは︑それから五分ののちである
八747図︑はげしく職ふ折から︑いかなるはずみ 八広2 つて行きます︒日本から來て︑玄界なだを
かい
九514なうねりに立って沖から押し寄せるころに
八784 生が︑みんなのあとから來られた︒初めは 八重3 界なだを越え︑滞洲から︑もっともっと北
かみち
たかくら
九108 神路山・高倉山などから伐り出されてみた 九518もやひしてみる漁船からは︑朝げの煙が登
八792 生も︑ずっと後の方から︑﹁しっかりのぼ
のぶなが
︑00
九
109 信長が︑木曾の森林から伐採して奉ったこ 九543り床をくくる︒これから號令が次々にくだ
石
井
先
生
が
︑
後
の
方
か
ら
︑
追
ひ
た
て
る
や
う
ノ
8
1
九1010 つた︒明治の大御代から昭和の今日まで︑ 九555まもなく︑立直將校から威勢のよい號令が
八814囹 ︑﹁ようし︑ここからすべりたい者は︑
八892 やうに立ち並ぶ煙突から︑絶えず黒い煙を 九111 ては︑かならず木曾から御用材を奉ること 九559官が︑甲板の吐水口からふき出る海水を︑
八896 ︒大阪は︑また︑昔から商業のさかんなと 九117 植林によって︑あとからあとから育てて行 九575られた乗員は︑これから訓練に取りかかる
八899 市内の何十といふ堀から堀へ通じ︑川と堀 九117 つて︑あとからあとから育てて行くやうに 九624図
命を捨てて職ふ折から︑敵の矢にて右の
八908 があります︒大阪騨から南へ︑御堂筋とい 九1210 しきは愛っても︑山から山へ暴く生ひ茂つ 九725いてるる︒炭僥がまから立ちのぼる煙であ
八9010 の島に向かって︑北から南からかけ渡され 九146 の間の細道傳ひに次から次へ嘲いて行く︒
九731にすわって︑たき口から中をのぞいて火の
八9010 向かって︑北から南からかけ渡された橋ば 九149 られてるる︒木の間からもれる初夏の光に 九733た︒眞赤に焼けた木から︑めらめらとほの
八923 て︑人の波が︑あとからあとから押し寄せ 九餌10 くかがやく祭場の東から南へかけた林の傾 九735いくつかの小さな穴から︑ほのほが隣りの
九739 のぞいた︑あのかまから火氣を送って︑こ
二三日たってから︑かまの口を開い
九749
九184

八976し込みます︒いがたから取り出された︑大 九199團 たびに︑ひげの中からおとうさんの顔が

八923 波が︑あとからあとから押し寄せます︒名

︑しっかり確めてから︑みんなに乗って

︒川をへだてた封岸から︑鹿介の姿をちら

九m10園

つた︒諸城は︑片端から尼子の手に返った

の時は︑遠いところがらたくさんの人が集

しかのすけゆきもり

︒甚次郎は︑この日から山中鹿介幸盛と名

九搦2

をさげた︒母はそばからいった︒﹁︿略﹀︒﹂

九齪1

新手はあとからあとから現れる︒さしもの

である︒新手はあとからあとから現れる︒

九桝1

九鵬2

九悩8

九鵬2

夜明け前の暗いうちから行はれる︒まつ僧

もん

きつりん

べきん

以た︒鞍山の製鋼所から茶色の煙が立ちの

あんざん

ふくまひこゑ

九品1

奉天に着いた︒ここから安東・吉林・北京

九㎜7

よう︒烏の群が地上から飛びあがった︒薄

︒四平に着く︒ここからチチハルへ線が分

しへい

九㎜7

九晒11

九蜘3

くと︑やぶのところがら︑二匹の親のろと

と︑向かふのくぼ地から︑二匹ののろが現

それから五六日目って︑の

ぼくは早くから目がさめた︒この
こんなん
た︒諸君は︑これからいろいろな困難に
九㎝11園

九㎜4

九η11

九㎜9

︒にいさんは︑初めからにこにこしながら

ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎の庭

んも︑笑った︒それからも︑三人代る代る

書眉11

十364

の時間に︑校長先生から︑意思の始つたこ

十379きながら︑にいさんからおもしろい説明を
ようがん
十398 このたくさんな火山からふき出した熔岩が
十405球上のやうに︑太陽から來る光や熱を調節
十417しいと思ふのは︑月から見た地球の美観で
十418りますから︑夜︑月から地球を見るとする
十422が︑それでみて︑昔から月ほどやさしい︑
十425 ︒殊に日本では︑昔から月と文學が︑まつ
十517圃車の音︒白い御飯から︑あたたかいみそ
十518圃あたたかいみそ汁から︑ほかほかと︑立

りかかった︒人の力から︑機械の力に移す

失敗であった︒世間からは︑ますます笑は

固く決心した︒それからは︑ほとんど書も

もなるであらう︒次から次へと︑佐吉の考

って︑右から左︑左から右へと往復するの

は︑仔によって︑右から左︑左から右へと

ひ

田佐吉は︑村の人々から︑かういってあざ

るのであった︒それから三日め︑われわれ

に︑不沈艦は︑艦尾からするするとマライ

とたん︑ウェールズから学芸の一大音響が

みる︒そのすぐあとから︑騙逐艦がついて

ルズは︑中央と艦尾から煙を吐きながら︑

らつて︑それぞれ右から左から魚雷を襲射
︑それぞれ右から左から魚雷を嚢射した︒

ズに命中して︑胴膿から︑マストの二倍ほ

ルズへ他の一隊は左からレパルスへ襲ひか

に分れた︒一隊は右からウェールズへ他の

に待つたわが漕水艦から︑﹁敵艦襲見︒﹂の

哨戒中のわが漕水艦から︑﹁敵艦嚢見︒﹂の
︒時時︑その切れめから海が見える︒わが

せうかい

つそのこと︑こっちから出かけて行って︑

い心になって︑學校から錦つた︒うちでも

894176468731446871013828

九8210した︒放牧に出してから︑北斗のからだは

九脚4

に生まれたものの中からえらばれたもので

十379

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
79 7了 了了 了6 了5 75 73 72 71 71 了1 71 67 67 66 65 65 60 60 59 58 57 53

九752焼いてみても︑かまから取り出すまでは︑
九784でした︒ぼくが學校から叢ると︑父はにご
九792るました︒父もあとから來たので︑ぼくが
九824來た北斗を︑手もとからはなすのがいやで
九825くは︑そのころ學校から錦ると︑すぐ牧場
九826には︑村のあちこちから︑同じやうな子馬

九加7

ながら︑五兵衛は家から出て來た︒今の地

それからまた幾年か過ぎた

九剛1

衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに下の

九鵬7

十205

ののやうである︒村から海へ移した五兵衛

してみた︒突然︑後から切りつけた者があ

十211

にかけ出した︒高垂から見おろしてみる五

九梛1

十214

た︒五兵衛は︑あとからあとからのぼって

てるるの︒﹂と︑後から聲を掛けた者があ

十238

衛は︑あとからあとからのぼって來る老幼
秋は虫の聲から叢る︒高間は︑ま

だ

福間彦右衛門が︑後から黒鴨のもとどりを

九836 ったのは︑そのころからです︒しかしそれ
九843した︒今年も︑六月から放牧に出しました
九848ゐます︒いつのころからか︑北斗は︑清く
九885があります︒地平線からしだいに見あげて
九907 ことができます︒昔から︑航海の目當てと
九911れすれに當てて︑下からじっと見てゐます
九913 のです︒日や月が東から出て西へはいるや
九914に︑星もだいたい東から出て西へはいるの
あま
九942うして︑この邊︑北から南へかけて︑天の
﹁これから遠泳をする︒一人
九946囹
九947り心にだいて︑先頭から順々に海へはいっ
九953て氣持がよい︒ひざから腰︑腰から腹へと
九953い︒ひざから腰︑腰から腹へと︑海は一足
九956にしみわたる︒先頭から一人一人︑順に泳
九972離れない警備船の上から︑先生が︑﹁︿略V
九977るやうになったころから︑今までからだを
九987た︒おくれる者︑列からはみ出る者︒ぼく

十244

けであるのに︑どこからかかすかに羽音が

714圃

害悪1

九9810して︑とうとう先頭から三四人めになった

十245

102

105

愛野6

波をたたへ︑車窓から野島の船が見える

九991 ︒さうなると︑先頭からかけ離れて︑間を
九㎜3 はばつて著る︒先頭からは︑どんどんおく
九伽6
＜略﹀︒﹂と︑船の上から先生が叫ばれた︒
九鵬8 ても泳がう一1それからは︑何も考へない

九九九
106

から一から

398

十811らして行った︒それから四年め︑再び外國
十834た︒會見所は︑旅順から北西四キロばかり
十837軍がここを占領してから︑直ちに鳶職病院
やまがたさんぽう
十853の夜︑山縣参謀総長から︑次のやうな電報
十862せ︑身支度を整へてから不動の姿勢を取つ
しも
十877霜が深かったが︑朝からよく晴れてみた︒
十913 コ少將は︑ロシヤ兵から父のやうにしたは

十鵬5

十㎜1

十川11

十㎜12

十鯉10

ない爾側の土塀の上から︑ゑんじゅの枝や

年は︑苦しい息の下から︑﹁悪者が三人︑

月の夕暮である︒畠から大きな月が出て來

つた︒今日は夜明けから︑張の家では︑変

それでも︑張は︑倉から変粉を出して來た

十帽4

十備5

びつちゆう

びんご

といった︒更に秀吉から︑備中・備後の二
に水に没した︒援軍から使者が來て︑﹁︿略

由︑定めて秀吉方から検使が参るでござ
れに從つた︒向かふからも︑検使の舟がや

十㎜1園

十㎜10

すぐその悪者がどこから來たか︑どこへ逃

つて行くと︑向かふから列車が進んで謝る

少年隊には︑十一歳から十七歳までの少年

十川11

十捌7

ぴあがって︑衣紋掛から白衣を取りはっす

はみません︒初めから終りまで︑同じ司
＋9110囹

十川8

十柵8

＋9510園
死しました︒閣下から馬をいただけば︑

十925囹海の魚雷が︑山上から泳いで來るのには
十926 爾將軍の話が︑次から次へと績いた︒や
た
十953園
式の手甘きをしてからいただきませう︒
十955園
﹀︒﹂﹁閣下は︑私から物をお受けになる

の管になって︑どこからどこまでも︑つな

あり︑大きくなってからのなつかしい思ひ
てる︒すると︑どこからともなく女の人た

鳥笛3

十川10

字もわからないころから︑この門柱の聯を

らへたり︑遠くの方から響いて來るいろい
十鵬10

はとぶえ

ただ今︑北海道から錦ってまみりまし

なあくびをしてから︑春のいぶきをい

︒楊のわたが︑どこからともなくたくさん

になると︑鳩笛が天から響いて來て︑胡同
やなぎ

十一45圃

O 御軍帽のひさしからは︑雨のしっくが
︒王のお情に︑心からお禮を申しあげる

十一76園

十圏3

十盟9

十別12

十踊9

十975 つた︒食後︑會見室から中庭へ出て︑記念
十柵3 これこそわが國の昔からのことばで︑それ
十槻3園 ︑それを乾かしてから外側を塗るのです
ちんれつ
十伽2園 終りました︒これから︑製品陳列室で︑
十伽7 なく海岸一帯の敵陣から︑雨のやうな猛射
ぐわう
十櫨9 は︑輸送船團の頭上から襲ひかかった︒轟
十㎜6 する︒護衛の駆逐艦からも︑輸送船からも
十旧6 逐艦からも︑輸送船からも︑波間に浮かぶ
十旧7 ︑波間に浮かぶ舟艇からも︑兵士が歯を食
つ込んで行く︒海岸からの敵の銃砲火は︑

﹁︿略﹀︒﹂第一線から飛行機でお摺りに

たかなわ
しく︑立川飛行場から︑静かに高輪の御
げんくわん

ひつぎは︑表玄關から︑母宮殿下の御居
やつた時︑北海道からお錦りになって御
ふ家族制度の美風からも︑ていねいなこ
部は︑子どもの時から非常にりこうでし

﹂と答へて次の間から出て來た犬きが︑

れだけが︑私の口から出ました︒﹁︿略﹀

く︑八千メートルから一萬二千メートル

て︑あとからあとから投げ出したやうで

くちぎつて︑あとからあとから投げ出し

く見えて︑その間から日光がもれたりし

やうに︑天の一方から他方へ幾條か連な

と︑六千メートルから八千メートルの高

げく︑山の間などから流れるやうにすべ

さめる︒遠くの方から︑小鳥の聲が枕も

るはせて︑頭の上から降り注いで量る︒

まだ︑なかば眠りからさめない心のうち

つける︒帽子の下からわき出る汗が︑顔

間を縫って︑どこからともなく︑つつま
しみつ
に聞えて來る︒山からわき流れる清水が

ば﹂のはだが︑梢からもれる太陽の光に

鳴いてみる︒谷底から吹きあげる風が︑

いってみた︒それからも︑しばらく道が

かまど﹂や︑大木から長くひげのやうに

かある︒中房温泉から四・六キロと記し

かるかった︒それからは尾根傳ひに︑な

れてるれば︑ここから︑今登らうとする

がら進んだ︒右下から吹きあげる風は︑

どであった︒そこから右へ縦走して︑燕

ところへ來た︒下から風が強く吹きあげ

しかった︒その邊から︑ところどころに

ばちが︑盛んに花から花へ飛んでみた︒

期の終る五月下旬から︑そろそろ北千島

を引きあげる片端から︑海面にさざ波が

若者たちが︑船室から出て來る︒明け方

線に進む船のともから︑網がしだいにく
︒たまたま︑遠くからただよふやうに汽

92

かぶ︒さうして︑口から鼻から︑白い水を
さうして︑口から鼻から︑白い水を吐き出
を吐き出す︒輸送船からは︑船員たちが︑

けられてるる︒そこから五十メートルほど

線の鐵條網を破ってからは︑とげのある鐵
てるるので︑冷藏庫から氷を持って來て︑

で︑水で顔を洗ってから︑病室の中をまは

ました︒そのころから紫式部は︑筆をと

十一413囹とだと︑ふだんから教へてあげてある
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十欄2
十欄2
十㎜2
十㎜9
十纈2
十価3

十㎜5 が︑船が揺れだしてから急に悪くなって︑
十㎜1 てもふいても︑全身から汗がにじみ出ます

十十十十十十十十十
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二88

十一㎜8
十二91

十一描2 前まで來ると︑中からピヤノの音が聞え
十一柵1團 ︑こちらへ來てからもう一年近くなり

十二96

ない︒何十年も昔から︑ほんたうの日本

きだすと︑籏聲器から快活な行進曲が響
は︑﹁︿略﹀︒﹂と心から祈る︒さうして︑

︿︒やがて軌道車からおり︑昇降機に分

十一佃4團時には︑花の方から︑進んで動いてく

︒清風一陣︑坑内から坑外へ出る︒太陽

おりて行く︒そこから︑各自受持の採鑛

十一描4團 て︑おかあさんからのお手紙にも︑そ

十ニー43

十二98

︒山の肩のあたりから︑刃物でそいだや
のである︒日の出から日の入りまで︑同
るためには︑早くから弟子入りをしなけ
︒﹂トラックの上から勇士がどなった︒

出したいと︑北方から疾風のやうに︑皇
ると︑そばの學校から︑黒山のやうな邦

十二204

十二ー82

十ニー510

十二ー48

十一捌3 にも︑東京放送局からの電波がはいって
十一襯2 みるので︑飛行機からの偵察でもはっき
十一慨3 原にある友軍陣地からは︑それがどの邊
十一擢5 道は︑その観測所から手に取るやうに見
十一榴5 兵隊さんが︑どこからかつれて來て︑か
十二213

つてみた校舎の中から︑どっとばかりに

十一悩1 れてるるので︑窓から流れ込む空の明か
十一伽7 ばに表して︑部屋から出て行った︒十九
十二228

十二243
十二265

十二254
十二278
十二325
さ

十一一396

十二412

十二451

つてみた邦人の間から︑嚴かに君が代の
と︑孔子はかねてから深く信頼してみた
に似てみたところがら︑匡人は孔子を取
ちん
それから敷年たって︑陳・
あった︒三

教へた︒朝起きるから夜寝るまで︑見る
二百年の昔︑東國から徴集されて︑九州
へぎ

・佐伯氏が︑上代からいひ傳へて干たの
佛ができ︑インドから高僧が渡海して來
略﹀︒﹂といふそばから︑さも食ひしんぼ

ぞ常ならむ︒どこからか聞えて來る尊い

れ伏しながら︑心から禮拝した︒この修

て︑ひらりと樹上から飛んだ︒とたんに

た︒そのてっぺんから身を投じて︑今や

︒あの恐しい形相から︑どうしてこんな

十一一5210

十一一482

十二545
十二567
十二572

十二726

十二675

十二663

しく身支度をしてから︑焼酎で血だらけ

せうちう

まった︒更に︑前から顔面を深く切り込

聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ騙る

十二639囹あの話を︑將軍・から聞いた時ほど苦し

十一一578

をした︒人々の中からは︑かすかにすす

十二236

しっき

十二2310

木から物のこぼるる音や

十一個1 正月二十八日︑今から一千二百鯨年の昔

十一伽2筆写
十一麟1 りました︒箱根山から伊豆山へ越えて行
十一㎜4 ン・プリヨクの港から︑ジャカルタの町
十一㎜4 ら︑遠くムラピ山から立ちのぼる赤い火
十一㎜8 道に達する︒それからまた一日半ぐらゐ
十一㎜3 しく︑日本人を心から尊敬して︑なかな
さんごせう

十一㎜6 を打ち立てた當時から︑住民たちは︑日
十一鯉5 にかはる三月ごろから始って︑十一月ご

十﹇刎11 りの島々は珊瑚礁からできてみるせみか

十一麗7 めるやうになってから︑火山灰の降らな
十一川10

十一㎜3 がある︒椰子の實からコブラを取るため
やうに見える岸べから︑せまい水道を通
くだもの

十一騰2 くれた︒陸地の方から︑果物の香氣のや

十一川7 ない︒朝日の出前から︑うつそうと茂つ
だく
十︻㎜7 サラワク川の川口から︑奇々と流れる濁
十一加12 られない︒商店街からのびた敷本の鋪装

十一盟8 ︑夜になると︑窓から山のいぶきが水の
どくむし

十一脳5 は︑男女ともに胸から爾今・顔にかけて
十一泌11 ば︑陸稻の草取りから刈入れまでする︒

を かぼ

十一泌1 みる︒毒虫と灘氣から逃れるために︑部

了3

てつや

略に先立ち︑濠洲からジャワのバンドン

青空には︑春の國から生まれて來たかと

かるやうに︑太陽から出る熱量は︑すば

る︒夏の日の暑さから考へてみてもわか

からである︒地球から太陽への距離は︑

私たちの住む地球から見ると︑だいたい

子の葉越しに︑窓から月の光が美しくさ

し

代る徹夜して︑心からしんせつに看護を

かれは︑アメリカから濠洲へ派遣された

た︒顔から腕︑腕から胸へかけて僥けた

たはってみた︒顔から腕︑腕から胸へか

﹂艦長は︑漕望鏡から目を離しながらか

窮つた︒アメリカから︑野洲へ向かふ敵

がうしう

沖の海面に落ちてから︑二時間もたった

わが漕水艦の甲板からは︑一時にさっと

もに︑わが呼水艦から撃ち出した砲弾は

して行くと︑汽船からは︑するするとギ

る朝議は︑この時から一愛した︒それは

まうたのは︑呼時から七年前のことであ

のを知って︑大阪から海路江戸へ蹄つた

兵隊は︑また片端からかけ渡して︑職車
︑武家政治を土墓からくつがへして︑新

ら︑手先から︑胸から︑汗のしっくが︑

隊の顔から︑手先から︑胸から︑汗のし

ってみる兵隊の顔から︑手先から︑胸か

がある︒トラックから投げ出された木材

トラックが︑あとから︑あとから追ひか
︑あとから︑あとから追ひかける︒そこ

橋といふ橋を片端から破壊する︒橋には

の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒

ほさう

れがしは︑田舎からまみつた者でござ

みなか

言はされた︒それから幾十日︑母の必死

4761953110884410747522314442323761
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ふところ

十二塒5 る白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し
十二柵3 はなされて︑どこからか︑カナリヤのさ
十二齢10園 えさん︑雪の中からお人形が出て來た
十二悌6 屋のかげのあたりから︑はずんで來た︒
十二柵5 を追ふ︒近づいてからまた弟が︑﹁おか
十一一柵10

はいった︒足もとからむくむくとにごつ

十二柵3 みる︒草の芽の間から︑立ちあがる水蒸
十二襯9 が皇室の萬歳を心から祈り奉る︒この國
十二備2圃 洋 日本の北東から︑南西の岸へかけ

は︑パプアの東端から敷十海里の海と空
がうしう
︒
濠洲東岸の基地からでもやって來たの

から与だから

ニ686園セカイ中ニハ︑二丁リモットエライ

に止んで︑地平線から浮かびあがって來

三275園

セカイ中旧劇︑私ヨリモットエライ

ここから見るだけでも︑おなかがいっ

ないから︑安心して︑泣くことはおやめ︒

ぱいになるのだから︑あの島の草をほんた

四471園

うにたべたら︑どんなにおいしいだらう︒

四527 それは︑寒いほど︑スケート場の氷がか

これをおまへにあげるから︑だいじに

ちかちになって︑すべりよくなるからです︒
四586囹

まだ︑鏡といふものが︑めったにない

しまっておおきなさい︒

ころのことでしたから︑娘には︑それが何で

四599

こんどは︑私が先に書きますから︑春

あるかわかりませんでした︒

四699園

あしたの朝きっとおさそひしますか

枝さん︑ごへんじをください︒

ら︑待ってみてください︒

四718国

ぼくが︑君らのせなかの上を︑かぞへ

ながらとんで行くから︑向かふの陸まで並ん

四825園

あなたは︑おなさけ深いおかたですか

でみたまへ︒

三郎さんの舟には︑てふてふのせんど 四877囹

人ガヰマスカラ︒

S園

人ガヰマスカラ︒

二732圏セカイ中幅ハ︑私ヨリモットエライ

人ガヰマスカラ︒

人ガヰマスカラ︒

十二酩6圏 ︒更にわが南洋から巻き起る新風は︑
あみ
十二川4 潮の色は︑濃い藍から少しつつ緑に愛り

十一一鯉10

十二㎜4 針路を攣へたころから︑左舷にまはった
十二脳8 た入道雲の足もとから︑むくむくと二つ
なは
十一一踊3 暗いその雲の中央から︑縄のすだれを掛
十二斯7 星のおかげで︑昔から︑海員や船客たち

ら︑︿略﹀︑のちにはきっとおしあはせにおな
ときどき︑雨がふるからさ︒

うさんがのったから︑かったのでせう︒
三467園

おもしろいから︑かめをころがしてゐ 四伽9園 おきのどくですから︑羽衣をお返しいた

四306園負けてもよいから︑しまひまで走れ︒

五326 あそこの畠に︑桑の木があることを思ひ出

ちっともさびしくはありませんでした︒

兄弟があるのですから︑親のそばにるなくても︑

五224 しかし︑おたまじゃくしには︑たくさんの

らうとは︑思ってゐませんでした︒

のですから︑自分たちの親が︑あの四本足の蛙だ

五215 おたまじゃくしは︑手も足もなくて泳げる

にして待っておいで︒

五115團

しませう︒

りでせう︒

十二㎜6 ルの去った東の海から︑やがて月が出て

るのです︒

四373園だが︑迎へに來てもけっしてわたさ

またやうすを知らせますから︑たのしみ

三987囹

でも︑うちのことも氣にかかります

かはいさうだから︑はなしておやり︒

十二㎜7 悪からうと︑早朝から飛び出して︑︸日

三991囹

三㎜1囹

から︑かへらしていただきます︒

こんな大きな木のことですから︑それ
はそれは︑大さわぎでした︒

四92

四127里言のやうに早い舟だから︑遠望とい

十二珊5 まま進んでも︑敵から見られるはずはな

ふ名をつけよう︒

十二珊11 をしさが︑足の先から頭のてっぺんまで

十二騰2 うから︑煙突の形から︑まさしくレキシ

十二矯2 の艦首のかっかうから︑煙突の形から︑

十二脳6 ﹂の報告があってから︑艦は西へ向かつ

十二脳3 もなくさういってから︑﹁嚢射用意︒﹂を

十二㎜7 漕望鏡をおろしてから︑艦長は︑ひとり

十二躍1 察員は偏流測定器から目が離せず︑コン
ご さ
十二蹴6 い︒わっかな誤差から︑基地へ鋸着する

へん り う

十二節9 起ってるる︒海面から巻き起って雲に達

十二η12園 りません︒五月から八月までは︑風速

一一

十一一鯉6 ︑もうこのあたりから︑はっきり攣りか

二707園セカイ中隔ハ︑私ヨリモットエライ

ラ︑キビダンゴヲ コシラヘテクダサイ︒

一748オ
園ニガシマヘオニタイヂニイキマスカ

イキマセゥ︒

モウヂキオボンデスカラ︑オハカノ

カラ

の一隊は遠く後方から爆撃して來たが︑
︑遥か祖國の東京から放送されて來た︒

らう︒一隊は左舷から︑他の一隊は遠く

歯鰐繋駕

サウヂニ

か

十二鯉3 に入港する︒そこから針路を北西に取つ

たいふう

十二㍑8圃 なた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑わ

一ら十十十十十
46 篭脱運筆下
V5

から一から
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したからです︒

でやりませう︒

五331園 葉が大きくて︑たべにくいから︑きざん
五353園 今︑三眠ですから︑もうあと一度眠った
ら︑まゆを作りますよ︒

五372園 かひこは︑あれが亡きらひですからね︒

五662團 馬屋には︑それぞれ受持の馬が︑ちゃん

何べんも除きます︒

今の潜水艦は︑うまくできてみるから︑

そんなしんぽいは︑まったくない︒

六311国

六389園南洋の海は︑明かるくてまつさをですか

みんな︑お小さいかたがたのことですから︑

ら︑着物でもひたしてそめたいと思ふほどの美し
さです︒

六506

︿略﹀︑つい︑けんくわが始りました︒

六665囹何でもいいから︑來てください︒

と待ってみるからだ︒

六692園

おとうさんは︑消防の役目でお働きにな
さよ子︑おまへは︑あした︑學校がある
かき餅と︑︿略﹀干柿と︑それに︑栗も
しかし︑城を守ってみる隊もみるから︑す

日中は︑二十四五度ぐらみになるから︑

學校として︑記念すべきおめでたい日で
自分は樂人であるから︑一生の思ひ出に︑

七844国

螢生活をするやうになるのですから︑今のうちか

ぢき消燈ラッパが鳴りますから︑これで

ら︑しっかりやるやうにしてください︒

七847團

前足が丈夫ですから︑けらや︑もぐらのや

やめます︒

うに︑土の中を上手にもぐって行きます︒

七852

油蝉の子の口には︑針のやうな管がありま

すから︑その管を木の根にさしこんで︑汁を吸つ

七856

て生きてゐます︒

七佃6 オランダ人と︑けんくわをしょうといふの

ではありませんから︑できるだけおだやかに出て︑

航を許可していただきたうございます︒

七番3園日本へ飼らうと思ひますから︑ぜひ︑出

八91 汽車や自動車も︑かなはないくらみの早さ

ですから︑何百キロの海を︑一氣に飛ぶことも︑

何しろ十七といふ敷ですから︑これを送る

決してふしぎではありません︒

このほかまだありますから︑さがしてご

のはたいへんなことでした︒

八107
八203團

旅順の給はがきを別に送りましたから︑

らんなさい︒

八257團
八501

水の都ですから︑大阪には︑大小千守百と

これは重さに關係があるからだ︒

みんなでごらんなさい︒

八907

それは︑つい今しがた︑番人が火をつける

いふ橋があります︒

ために︑手でさはったからです︒

八描2

ざりたいものですね︒

八梱7園今日はお祝ひの日ですから︑何か花をか

方がない︒

んなかつかうに見えるが︑あれは胴なのだから仕

今ここで︑命を取られるのだから︑この 八術3囹歩く時︑ああいふふうに頭が傾いて︑へ
よくせいとんがしてありますから︑︿略﹀︑
ぷさう

武男くんたちも︑やがては︑かういふ兵

暗がりでも︑すぐ武装することができます︒

七827国

世の別れに︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒

七465Dn国

心残りなく笛を吹いてから死にたいと思った︒

七461

すから︑みんなで元氣よく︑校歌を歌ひませう︒

七443園

から︑夜もぽかぽか暖いよ︒

手簿9園地の下には︑枯れた葉などが入れてある

春といふよりは夏だよ︒

六三7園

ぐには取れない︒

六945

あるから︑それを入れることにしませう︒

六826園

のだから︑しんぱいしないで︑もうおやすみ︒

六711園

るのだから︒

六694園

わたしは見まひに行きます︒

火事は︑をぢさんのうちの方角だから︑

五712園ぼく︑立ってゐますから︒

﹁︿略V︒﹂と︑にいさんがいひましたから︑

かまはずに︑お掛けなさい︒

五714囹 いや︑わたしは︑もうちきおりますから︑
五723

私は掛けました︒

五818園 あぶないから︑よく氣をおつけなさい︒
よこはま

五874園 明治天皇が︑明治丸といふ帆前船で︑北
海道から︑横濱へおかへりになったからです︒
教へられると︑﹁おあづけ︒﹂でも︑﹁おすわり︒﹂

五鵬3 利根はかしこい犬でしたから︑文子さんに
でも︑すぐおぼえました︒

んでしたが︑

五㎜1 子犬ですから︑これは︑なかなか聞きませ
五梱3国 利根は︑足をやられただけですから︑ま
もなく︑よくなることと思ひます︒

舌早9園私が︑その舟を押してあげますから︑し
ばらく︑目をつぶっていらっしゃい︒
五三2囹 押してあげますから︒
くら

六63圏村に︑高倉下といふ者がをりますから︑
その者の倉を目あてに︑この劒を落します︒
六103園 そこのかごの中に︑おいもがあるから︑
二人でおあがり︒

弱ってしまひますから︑いろいろな藥で︑害虫を

六267 そのままにしておけば︑みかんの木は︑
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から一から

どいいでせう︒

八慨1囹 おかあさんのおすきな花だから︑ちやう

心匠9園今日は母の日ですから︑おかあさんのお
手傳ひをしたのです︒

八高10 葉が出ないうちに咲くのですから︑花の色
で︑その邊が︑ぱっと明かるくなるほどです︒
ひのき
九113 御殿舎は︑すべて檜の白木造りであるから︑
御造螢に要する檜の敷は︑一萬二千本に近く︑

へたちの心配するやうな病氣には︑だれ一人かか

九253国産血衛生も行きとどいてみるから︑おま
つてみない︒

九324囹 たとへ︑十年たっても二十年たっても︑

わたしはきっと蹄って來ますからll
つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒

九327囹 日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振

九354園天皇陛下がいらっしゃるから︑さびしく
ありません︒

することばや︑文字がよくわかるからです︒

九402 それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり
九421囹 わかってみるから︑話さなくてもいいよ︒

北極星は︑いつ見てもほぼ眞北にある星で

北斗はりつばな二歳ごまになった︒

夜は︿略﹀ひどい寒さであらうと思はれます︒

十411 光を調節するものがないから︑太陽に照ら

された部分は︑目が痛いほど光って見えるでせう

九905
すから︑夜︑道に迷った時など︑この星を見つけ

人間の衣食住といふものは︑みんな大切な

機械は︑どれ一つとして︑わが日本製のも

新聞紙は︑露軍敗北の記事で満たされてゐ

ただ︑軍馬も武器の一つですから︑私が

びんご

あれほど廣い支那のことであるから︑︿略﹀︑

十惣11

笛には大小があるから︑鳩が群になって飛

ぎらないからである︒

十㎜7 心得違ひのらんばう者が︑現れないともか

らないからである︒

いつ心得違ひのらんばう者が︑現れないともかぎ

十㎜5

の周園のたんぼは︑たちまち湖のやうになった︒

十爾8 それを一氣に流し込んだのであるから︑城

たになってくれないかとすすめられた時︑

面構5備中・備後の二箇國を與へるから︑みか

びつちゆう

十捌7囹塗り物には︑ほこりが禁物ですから︒

すぐいただくわけにはいきません︒

十952囹

たからである︒

十847

ひるがへしてみたからである︒

野戦病院として使用し︑屋根に大きな赤十字旗を

十838 この一民屋だけが残ってみたのは︑︿略﹀

のでなかったからである︒

十769

せにしてはおかれない︒

ものであるから︑布を織る仕事も︑決してゆるが

十7410

れわれに大きな慰めを與へるからです︒

十424 その青白い︑しみじみと親しめる光が︑わ

ぐらみな地球が︑天にかかって見えるわけです︒

夜︑月から地球を見るとすると︑︿略﹀月の四倍

地球の直心は︑月の約四倍ありますから︑

が︑

いたづらずきのおばけだからさ︒

こんな小さな望遠鏡でさへ︑はっきり見え

十418

れば︑すぐ方角を知ることができます︒

星が動くといふのも︑實はわれわれの住ん

それは昔の人が︑それらの星の列に大きな

でるる地球がまはるから︑さう見えるだけのこと

九927
ですが︑

九933

どちらも星があまり大きくありませんから︑

熊の形を考へたからです︒

九938

これははっきりしてゐますから︑だれでも

よく氣をつけて見ないとはっきりしません︒

九941

潮の流れが逆になったから︑みんな元氣

すぐ見つけます︒

を出せ︒

私たちが︑小さなグライダーを作って飛

九9710園
九備7園

ばしただけでも︑うれしいのですから︒

こんな心配をしてみる時に︑無事蹄って
來るのですから︑うれしくてなりません︒

工高5囹

十327園

手袋をはめてみては︑しめられません︒

九備7園指の先でしめるのですから︑厚い大きな

十384

九427 ことばは︑思ったことを聲でいひ表すので
すから︑それは聞いてみる人の心にだけ残ります︒

るのですから︑噴火口は︑非常に大きなものだと

九4210 文字に書き表したものは︑どこへでも傳は

り︑いつまでも残りますから︑それを讃むすべて

いふことが考へられます︒

月は︿略﹀冷えてしまった天盟ですから︑

あれは海といはれる部分ですが︑月には水

太陽から來る光や熱を調節するものがない
から︑月の世界では︑書はこげつくやうな暑さ︑

十406

原といった方がよいかも知れません︒

が一しっくもありませんから︑海といふより︑平

十396

火山といっても︑みんな死火山ですがね︒

十392

の人たちにく略﹀心持を傳へることができます︒
に注意して︑

九438 それでは困りますから︑いつも話すことば
九569 一時間鯨りも活動したあとであるから︑食
事のうまいこと︒

九808園 それも馬が悪いのではない︑扱ふ人がい
けないから︑馬に悪いくせがついてしまふのだ︒
九8510囹 おまへがよくめんだうを見てやったから︑

がら一からし
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んで与ると︑笛の音がいろいろに鳴って︑

十一98園 二月鯨りも雨が降らなかったから︑こ
の雨で︑農家はさぞ喜ぶことでせう︒

十一106囹 永久のからだは︑お上におささげ申し
たものですから︑決死の証悟で︑御奉公なさるや
うに︒

十一154園 名讐の御凱旋をなさるのですから︑心
の中で萬歳を唱へてお迎へするのです︒

十︻255 わが國語には敬語といふものがあって︑

ほんたうに一度でもいいから︑演奏會

つて︑日光がさへぎられるからです︒

十一鵬9圓

とうとう︑スコールが船の上へやって來

﹇柄﹈曵くにがら・こがら︒ことがら
からあや

たからである︒

十二㎜3
がら

着て︑

からいと

からあや

赤地の錦のひたたれに︑唐綾をどしの甲

別に︑望みはございませんが︑唐糸の身

八389

唐糸には︑その時︑十二になる娘がありま

唐糸といふのは︑この女のことでした︒

親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑

唐糸様

頼朝は︑唐糸を許した上に︑三二には︑た

﹇唐糸様﹈︹人名︺1

が押し込められてゐます︒

八408園あの中には︑石のらうがあって︑唐糸様

からいとさま

くさんのはうびを與へました︒

八438

石のらうから唐糸を出してやりました︒

八434

した︒

八387

代りに立ちたうございます︒

八373園

からいと
﹇唐糸﹈︹人名︺5 唐糸 唐糸
からいと

十m6図

その時にうつした窩眞を同封しておき からあやおどし ﹇唐綾繊﹈︵名︶1 唐綾をどし

へ行って聞いてみたい︒

十一衡10團

いろいろな野菜がありますから︑何だ

ましたから︑見てください︒

十︻備1国
かあててごらんなさい︒

あれは︑いけ花のいちばんもとになる

ものですから︑しっかりとおけいこをしておかな

十一宙6團

俳句を作ったから見てくれといって︑

ければなりませんよ︒

十一摺9

その使ひ方が特別に襲達してみるから︑ことばつ
かひをていねいにするためには︑ぜひとも敬語の

これらは名前であるから︑割合ひ簡軍で

もあらうが︑

十一伽4

ほめられないからといって︑手かげん

とても先生には追ひつけないから︑も

これにからかさがあるから︑これを責

さをの先の矢車がからからとなると︑

からから

なうなう︑田舎の人︑これぢや︒

三184

風が吹いて來ると︑木の枝がふれあっ

からからと︑どこかで荷車の音︒

て︑からからとかはいらしい音をたてます︒

四508

からから ︵副︶4

つてやらう一

十二803園

わが古代の人々が︑雄大明朗の氣性を持 からかさ ﹇唐傘﹈︵名︶1 からかさ
でも︑お約束だから︑そろそろごちそ

これにからかさがあるから︑これを費
トラックは通じないから︑すべての材料

からがら

﹇Vいのちからがら

十二932図面季からからと打ち笑ひ︑

十516圃

からし

この大きな太陽が︑︿略﹀︑だいたい月と

同じ大きさに見えるのは︑いふまでもなく︑太陽

もう目をさましてみるのですから︒

十二51図魍

感風のからきにたへて枝ぶりのみな

しほ

十二窟5示しやくやくや︑すみせんが︑雪の下で︑ から・し ﹇辛﹈︵形︶1 からし ︽iキ︾

﹇辛﹈︵名︶Oとうがらし

が月より非常に遠いところにあるからである︒

十二梱1

は兵隊の肩へ載せられ︑

十二塒10

つてやらう一⁝なうなう︑田舎の人︑これぢや︒

十二803囹

うになりませうかな︒

十二5410園

ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

十二475

うよさうと思っても︑

十二346囹

するのが果してよい大工だらうか︒

十二2910園

つて來るからである︒

十ニー27

ま
もしあれば︑危瞼といふ魔が︑すぐねら

使ひ方をよく心得ておかなければならない︒

十一284父・母・兄・姉︒をぢ・をば等は︑目上
の人であるから︑それを相手とする時︑︿略﹀と
敬っていふのである︒

漢文を書くのが普通であったからです︒

十一365 當時︑かな文は女の書くもので︑男は︑

十﹇402園うっかり者だから︑ついゆだんをして
逃したのでせう︒
とならしくなったでせうね︒

十一443園 お正月が來たから︑あなたも少しはお

十一454園今日はお正月だから︑泣いてはいけま
せんよ︒

げた︒

十一457 お正月だから︑きれいな着物を着せてあ
十一504囹 おかあさんは︑さうお丈夫ではないん
ですから︒

十﹁718 ごく薄い︑白い絹か何かで空をおほった
やうになりますから︑俗に薄雲といひます︒

十一758 高さは五百メートルぐらゐですから︑ま
つたく手に取れさうに見えます︒

十一774 天地も暗くなるのは︑︿略﹀厚い雲によ
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からす一からだ

﹇烏﹈︵名︶4

たくましき磯の松原
烏

四786圏圓烏が急いで かへったよ︒

からす

四791圏國烏のかん太は寒からう︒
九㎜6 烏の群が地上から飛びあがった︒

﹇ 枯 ﹈ ︵ 五 ︶1

枯らす

︽ーシ︾

かういって︑雀をさがしに立って

十一404囹 鳥にでも取られたらどうしませう︒﹂
から・す

水をとりかへてゐます︒

四撹7團枯らしてはたいへんだと思って︑毎朝︑
ガラス ︵名︶ 8 ガラス εいろガラス・まどかラ
ス︒まどガラスいちめん
一一棚一 シャウジノガラスカラ外ヲ見ナガラ︑

もすっかり消えますが︑

︵名︶一

が見られました︒

ガラスだま

ガラス玉

﹁︿略﹀︒﹂といって︑春枝さんはガラス玉
ガラスばち

赤いのを白びき︑赤白のぶちを二ひき

︵名︶4

を二つ見せました︒

三101
ガラスばち
すくって︑ガラスばちに入れました︒

三613

三615金魚やさんは︑もをガラスばちの中へ
ガラスばちを︑応手にしっかり持って︑

入れてくれました︒

三619

ぼくは︑そのだいの上に︑そっとガラ

ぼくはそろそろとあるきだしました︒

三629

スばちをのせました︒
朝食を終ったばかりなのに︑ガラス窓を
﹇体﹈︵名︶76

からだ呂おからだ
﹁︿略﹀︒﹂心の中でいのりながら︑ねぎを︑

からだは大きくても︑おまへはまだ
かぐやひめのからだは︑ひとりでに外へ

からだは︑八つの山︑八つの谷につづく

一つのからだに頭が八つ︑尾が八つ︒

かひごは︑どうやらからだをのばすやうに

ほどで︑せなかには︑こけも木も生えてをります︒

五379

四度めの眠りをすましたかひごは︑二日三

して︑そろそろたべ始めましたので︑

五387

そのうちに︑青白かったからだが︑だんだ

日すると︑からだもずっと大きくなって︑

五389

細い糸を︑さかんに口から出して︑自分の

んすきとほって見えるやうになりました︒

五399

からだは小さいが︑たいそうちゑのある

からだのまはりを包んで行きました︒

五611園

お方でございます︒

五664国鐵で作ったくしとはけで︑馬のからだを

あたたかい馬のからだや︑すべすべした︑

こすって︑きれいにしてやる︒

五㎜4

朝夕︑からだの毛をすいたり︑きれでから

朝夕︑からだの毛をすいたり︑

やはらかい毛なみにさはると︑

五677国

五佃6

かかりの兵隊さんは︑︿略﹀かけ出して︑

だをふいてやったりしました︒

五伽4

漕水艦は︑からだが小さい︒

利根のからだを︑しっかりとだきかかへました︒

文治と︑へさきにすわって︑船があがると︑

六298国

からだを浮かすやうに︑

六搦4

ゐました︒

六搦4 船がさがると︑からだを沈めるやうにして

七3510

千人めの病人のおせわをなさった時︑急に

建物の土角がくつれて來ました︒

どかく

七247 そのとたん︑少年のからだの上へ︑そばの

藻の間を上手に泳いでゐました︒

七132 魚が︑からだをくねらせて︑岩に生えた海

の汗を流してゐます︒

わにざめが︑白兎をつかまへて︑からだ 六伽1 だれもかれも︑日に焼けたからだから︑玉

白兎がそのとほりにしますと︑からだ

五285園

五284園

は︑すぐもとのやうになりました︒

四874

四871園早く川の水でからだを洗って︑

の毛をみんなむしり取ってしまひました︒

四844

四476 金の牛は︑自分のからだが金であった
ことを︑すっかり忘れてみたのです︒

出て行きました︒

四403

赤ちゃんだね︒

三803圏

きりぎりすのからだに近づけました︒

三731

からだ

しめきった機内は︑むれるやうな暑さである︒

十二㎜10

四495書になると︑いつのまにか︑ガラスの氷 ガラスまど ︵名︶一 ガラス窓
四498 ガラスの氷もきれいですが︑じゅ氷と
いふのはもっときれいです︒
は︑二十四五度ぐらみになるから︑

六㎜5園 このガラスのふたをすると︑︿略﹀︑日中

八梱6 まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑いく
つか並んでみるガラスの箱でした︒
やうなものが︑順順に並んでみて︑

八備5 次の室には︑ガラスを張った︑大きな窓の
十一804 緑色のガラスを張りめぐらした部屋の中
に︑たたずんでみるやうである︒

からすき

十一一麗3 濃い色ガラス︑または黒くいぶしたガラ
﹇唐鋤﹈︵名︶1

スを通して太陽を見ると︑
からすき

七367 黒い牛が︑ゆっくりと引いて行くからすき
ガラス越し

のあとには︑ほり返された新しい土が︑
︵名︶一

八備6 そのガラス越しに︑いろいろの魚のみるの

ガラスごし

からだ一からだ

406

病人のからだから光がさし出て︑

七779團 すばやく寝床をかたづけて︑かわいた手
拭で︑からだが赤くなるほどこすります︒
攣って︑丈夫さうになります︒

七868 からだも大きくなり︑形も色も︑しだいに
七881 そのうちに︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑
中からみつみつしいからだが現れます︒
に抜け出します︒

七888 やがて起き直ったと思ふと︑からだは完全

﹁あっ︒﹂と思ったその時︑︿略﹀︑からだは

七909 からだをぴんとのばして︑
七935

もう水の中へもぐってゐました︒

八114 ただ︑あの小さなからだで︑長い旅行を績
けるせみか︑途中で死んで鯖って來ない燕も︑

八605 ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだに
つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒
けて︑途中の無事を祈った︒

八655 兵は︑しばらく鳩のからだにほほをすりつ
八787 だんだんのぼり坂になると︑からだがほて
つて汗が出る︒
になって︑びゆうとうなる︒

八817 すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ

﹁えいつ︒﹂凹型といっしよに︑先生のから

八841 先生のからだは︑ちうに浮かんだ︒
八8410

だは︑美しくちうをとんで行く︒
をけ

八993 するすると下の方へおりて來て︑︿略﹀油
の桶の中へ︑眞赤なからだを沈めにかかります︒

八㎜4 暑さや寒さにうち勝って︑からだや心をき
たへて行くのと︑同じことなのです︒
八鵬10 野砲も︑重砲も︑ずらりと大きなからだを
横たへて︑

八川5 すきとほつた寒天のやうなからだから︑腕

が何本も出てゐます︒

ときどき︑からだをしぼるやうにして︑す

いすいと浮きあがります︒

八m6

﹁かれひ﹂は︑平たいからだをくねらせて

よく下へ出る︒

八相8園ああしてからだをしぼると︑中の水が勢
特価8
泳ぎます︒

﹁かれひ﹂は︑いつでもからだを横にした

その平たいからだに︑ちよつと砂をかぶる

まま︑くねって行きます︒

八価10

八備2
と︑

放牧に出してから︑北斗のからだはめきめ
からだの手入れをしたり︑運動をさせたり︑

き丈夫になりました︒

九8210
九834

爾手でからだに水を掛けると︑ひやっとし

て氣持がよい︒

九952

思ひきって︑からだをずぶりと水の中へつ
けると︑つめたさが身にしみわたる︒

九954

立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける
と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九957

今までからだを浮かしてみてくれた海が︑

顔を水にひたして︑からだを浮かすやうに

︿略V泳いでも︑なかなか前へ出してくれない︒

九977

九㎜1

して泳いだ︒

もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから
自分のからだの一部分のやうにさへ︑感

だは︑すいすいと前の方へ輕く進んで行った︒

九棚1
九備9園

からだがやっとはいるやうなせまいとこ

じられるのです︒

九⁝川6囹

ろで修理をしてみると︑

たちまち狼介の大きなからだが︑鹿介の上
へのしかかった︒

九㎜10

九伽4

狼介の大きなからだは︑もう鹿介の足もと

す

だまって椅子に腰をおろしてみると︑機關

い

にぐったりとしてみた︒

十悩9

ともすればころがりさうになるからだを︑

の響きと震動が︑からだに傳はつて來ます︒
十慨4

どんなにもがいても︑どうしたことか︑か

はめ板や︑手すりにっかまって支へながら︑

またへなへなと︑寝床に︑からだがたたま

らだがききません︒

十柵6
十柵8

私のからだは︑すっくと立ちあがって︑白

つてしまひました︒

もし︑血管に少しでもさしさはりがあれば︑

衣を着てゐました︒

十側7
十㎜7

永久のからだは︑お上におささげ申し

からだの働きも望めないやうに︑

たものですから︑

十一106囹

けれども︑仕事の相手は大きな岩であり︑

山のからだである︒

早態ー75

二文句と︑行者さんのからだと︑取り

十一一534囹私のからだをおまへにやってもよい︒

十二535囹

かへっこをしてもよいといふのですかい︒

十一一538圏どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑

聞多のからだには︑もう一滴の血も残

しかし︑聞多のからだは︑血だらけ泥だ

永久の命を得ようといふのだ︒

らけである︒

十二694

十二714圓

その時早く︑母親は︑血だらけの聞多の

つてゐませぬぞ︒

はだ
からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫

からだをひしとだきしめた︒

十二718
十二鵬5

その秘中にくっきりと︑レキシントンが

と汗もが一面の地圖をゑがいてるる︒

十一一購3

407
からだぐあい一かりる

大きなからだを浮かし出してみるではないか︒
來るよ︒

五884

からたち

樺太

夏の空は︑からりと晴れて︑
きのふの雨はからりと晴れて︑太陽は︑

←しちどうがらん

もんむ
あ

き

文武天皇がまだ皇子でいらっしゃったこ

おなぐさみに︑狩をなさってはいかがで

毎日まいにち海と山︑

おとうと神

狩5しおひがり・のろ

﹇狩﹈︵名︶3

﹇刈﹈謡いねかり・しばかり・むぎかり

かり

かり

ル︾

﹇雁﹈︵名︶1

かり

刈りあげる

︽ーゲ

十一泌11

をか
女たちは︑すわって針仕事もすれば︑陸

︽ーッ︾

松並木を通りぬけると︑たんぼでは︑稻

かうりやんも大豆も︑刈り取ってしまひ

をさかんにかり取ってみました︒

四194
八242国

﹇仮﹈︵副︶5 かりに

ました︒

かりに

ちれうじよ

七255 少年の傷は思ったよりも重く︑その日の午

さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を

後︑かりに作られた治療所で手術を受けました︒

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒

九8910

と︑そのけしきはどんなものでせう︒

十409 かりに︑私たちが月の世界へ行ったとする

十二柵1 今︑かりにそのままそっくり移して︑地

かりに︑太陽をもつともっと遠いところ

球を太陽の中心に置くとしても︑

で見るとすれば︑

十二麗10

軍務のおつかれで︑王は︑ある悪しばし

わが勇猛果敢な海の荒鷲が︑米のカリ

しゅくん

戦艦力リフォル＝ヤ型と︑ウォースパイ

航空母艦サラトガ型︑ヨークタウン型

二隻撃沈︑戦艦力リフォルニや型一隻撃沈︑

十二圏12園

ト型を血祭にあげた︑殊動輝く海の荒鷲が︑

十二加11

フォル一一や型を撃沈したのだ︒

十一一㈱10

カリフォル一一ヤがた ︵名︶3 カリフォルニや型
あらわし

かり寝のゆめをお結びになってみたが︑

十一119

白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの敷 かりね ﹇仮寝﹈︵名︶1 かり寝
﹇刈上︺︵下一︶1

に︑こんなひとりごとをいった︒

十η5

﹁︿略﹀︒﹂長い妾の一うねを刈りあげるたび

かりあ・げる

さへ見ゆる秋の夜の月

十一338図圏

かり

ろ︑大和の安夏野で狩をなさった︒

やまと

十一一429

ございます︒

七207園

はかりのため︑

五悩6間あに神さまはつりのため︑

がり

かり

がらん

ほがらかにこの温泉の谷間を照らしてみる︒

十﹁829

狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑

九桝9

からだ中

九相9囹私たちがからだ具合でも悪いと︑
﹇体中﹈︵名︶5

からだぐあい ﹇体具合﹈︵名︶1 からだ具合
からだじゅう
地も︑明かるいほどでございます︒

五982園 その上︑からだ中から光を出して︑天も

からだ中を目にし︑からだ中を耳にして︑じっと︑

八㎜3圃 この大空のはてのはてまで︑私たちは︑
にらみ渡してみるのです︒

八伽3翻 からだ中を耳にして︑
九206團 そのたびに︑からだ中に力がわき起って︑

﹇拘橘﹈︵名︶1

十一一681 からだ中が︑なぐりつけられるやうに痛
む︒

からたち

十491圃 からたちの垣根越しに︑ふとほほ笑んで︑
からっと ︵副︶1 からっと

九川1 水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからつ
﹇樺太﹈︹地名︺1

からふと

として︑全身がひきしまった︒
からふと
から ふ と

からみつく

︽ーイ︾

八188 北海道や樺太はいふまでもなく︑北支那か
﹇絡付 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ら︑北満洲の雪の夜の家々にも行って︑
からみつ・く

からめ手

みる密林を︑へとへとになって進んで行く時にも︑
﹇搦手﹈︵名︶1

ぼ

九203團 熱帯の大きな木やかづらがからみついて かりいれ ﹇刈入﹈︵名︶1 刈入れ
からめて

稻の草取りから刈入れまでする︒

﹇刈取﹈

︵五︶

2

かり取る

刈り取る

か・りる

︹題名︺1

﹇借﹈︵上一︶3

九599 かりまたの矢

たまたま一行の雁︑刈田におりんとして︑ かりまたのや

カリル

かりる ︽ーリ︾

かりまたの矢

たの矢を抜きて弓につがへ︑

九602図義家︑背に負ひたるうつぼより︑かりま

ネズミサンニガリガリトカジラレテハ︑かりまた ﹇雁股﹈︵名︶1 かりまた
タマリマセン︒

ニ763囹

十一215図 これを軍の初めとして︑大手・からめ がりがり ︵副︶一 ガリガリ
手︑城の内︑をめき叫んで攻め職ふ︒

かりと・る

にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九591図

三232 べんけいは︑大きななぎなたをがらりと かりた ﹇刈田﹈︵名︶1 刈田

がらり ︵副︶1 がらり
落しました︒

三585囹 つゆがあけると︑からりとした夏が

からりと ︵副︶4 からりと

ガリレオーかれ
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二894 トナリノオヂイサンバ︑マタソノウス
カウリャンカッテヒロイナア︑ドッチヲ

Oありがたがる・いやがらせ・うれしがる・か

八鵬1

﹇軽﹈︵形︶13

かるい

珍い

︽−・

イ・一

いかにもうれしさうに前足をあげて︑か

苗が︑二十センチぐらみにのびて︑葉先が︑

ばさつばさっと︑波が足もとで亡く音をた

おもりそのものは重くても輕くても︑

朝風にかるくゆれるやうになると︑

七383

るく地面をたたく︒

五689団

す︒

三86園 おもりがかるいのだね︒
三348園小さくて︑かるくて︑ぐんぐん走りま

ク︾

かる・い

ざんねんがる・はずかしがる

わいがる・くやしがる・こえたがる・さびしがる・

がる

ミテモヒロイナア︒

八243圏

まとめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒

二877 コノ話ヲキイテ︑犬ヲカリニ來マシタ︒ 六133 おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を
ヲカリニ來マシタ︒
十二備4 われわれは︑一日たりとも︑國語の力を
かりずに生活する日はない︒

ガリレオ ︹人名︺7 ガリレオ
寺院へ︑お参りをしました︒

八餌8 ガリレオといふ聖霊が︑この町の有名な大
八鵬3 天井からつるしてある︑この大きなランプ
が︑ふと︑ガリレオの心をとらへました︒

八櫛2 ガリレオがふしぎに思ったのは︑そのラン
プの動き方でした︒

八鵬7 しばらく考へてるたガリレオは︑やがて︑
自分の脈を取ってみました︒

八研4 ガリレオは︑急いでうちへ錦りました︒

八㎜3 十八歳の學生ガリレオは︑このことを襲見
したのでした︒

す︒

もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから
どこからかかすかに羽音がして障子に輕く

十二偽6
十二施11

澄んだ青空に︑はけで白くはいたやうな︑

天女の輕い舞の袖を思はせるやうな雲で

それといつしょに︑もっと輕い︑巡洋艦

大きくふくらんで︑輕さうに浮いて行く︒

白雲が︑︿略﹀顔を出しては︑見るまに

十﹁712

︿略﹀白い雲の出るのを︑巻雲といひます︒

十﹇706

ぱさと止った虫が︑

九柵8

だは︑すいすいと前の方へ幽く進んで行った︒

九梱2

く首やせなかをなでてやると︑

﹁ほうほう︒﹂と聲を掛けて︑手のひらで輕

ててるる︒

九456

鷹用したものです︒

八㎜7 それは︑まったくガリレオの︑この爽見を

九857

ドツ

ッ・ーラ・ール︾

﹇刈﹈︵五︶9カル刈る︽

二206圏カウリャンカッテヒロイナア︑

か・る

カウリャンカッテヒロイナア︑

チヲ見テモヒロイナア︒

一一217圏園
ドッチヲ見テモヒロイナア︒

六88 よいお天氣で︑あちらでもこちらでも︑稻
を刈ってゐます︒

六98 稻を刈ってゐられたおとうさんと︑
が︑たくさんこちらへ飛んで膨ます︒

六108 稻がだんだん刈られて託るせみか︑いなご
六128 ざくざくと︑稻を刈る音が聞えます︒

六131刈ったあとには︑くくった稻の束が︑田の
上に並べてあります︒

百人にても動かしがたき大石を︑かる

﹇軽軽﹈︵副︶1 かるがる

か肝管艦らしい推進器の音も混って來る︒
かるがる

十一2110図

﹇彼﹈︵代名︶40 かれ

がると脇にさしはさみ︑

六旧1 だれもかれも︑日に焼けたからだから︑玉

かれ

の汗を流してゐます︒

九伽6 かれの勇名は︑みかたのみか︑もう敵方に

かれは︑鹿介をよい相手とつけねらった︒

も知れ渡ってみた︒

だのぶなが

九旧4 大男のかれは︑心乱を力で仕とめようと思

九伽8

お

つたのである︒

九鵬8 詫言は︑織田信長に毛利攻めの志があるこ

まるで失神したやうに︑かれはそこに突つ

しかし︑かれはまだ死ねなかった︒

とを知って︑かれをたよった︒

評価8

十2210

あわただしくかま場より走り出でたるか

立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒

れは︑﹁たき木︑たき木︒﹂と叫びつつ︑

十458図

かまより皿を取り出しみたるかれは︑や

がて﹁おお︒﹂と心ある聲に叫びて︑

十471図

ばしかま場にこをどりしぬ︒

十473口繭凶 かれは︑一枚の皿を引手にささげて︑し

かれは︑その恥いよいよ研究を重ね︑工

夫を積みて︑つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧

十477図

次から次へと︑櫓縄口の考へは高まって行つ

なる陶器を製作するにいたれり︒

かれは︑その精巧な機械を見て感心すると

たが︑わっか小詳言を出ただけのかれには︑

十762

十767

しかも︑かれはこれに漏足せず︑すぐ動力

ともに︑︿略﹀肩身のせまい思ひがした︒

機械の製造にとりかかった︒

十797

409
かれい一かれら

新しい工夫をこらして行った︒

十809 かれは︑愛機の敗因を根津よく調べ︑更に

かれは︑すぐその悪者がどこから干たか︑

いふ光榮が︑かれの上にかがやいた︒

十822 押しも押されもしない﹁世界一の織機﹂と
十川10
どこへ逃げて行ったか︑︿略﹀を調べ始めた︒

十躍6 ある日の夕方︑かれは村の墓地を通ってゐ
た︒

十一鵬5 かれは︑突然かういって足を止めた︒
﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれはしばらく澄み

十一麗1 かれは︑再びピヤノの前に腰をおろした︒
十一搬5

きった空を眺めてみたが︑
かれが天武天皇の仰せによって︑︿略﹀︑

十一M1 かれは︑急いで家へ錦つた︒
十一枷3
古いいひ傳へをそらんじ始めたのは︑

十二339園 かれは︑一を聞いて十を知る男だ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑かれは考へた︒

十二486 いひ知れぬ喜びが︑かれの胸にわきあが
つて來た︒
十二4810

十二494 かれには︑さう思はれた︒
へを聞かなかったとは限らない︒

十二506囹 いやいや︑かれとても︑昔の御佛に教

しか

十二5310 かういひながら︑かれはその身に着けて
すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふ深い意味が︑か

みる鹿の皮を取って︑それを地上に敷いた︒
十二557

れにはっきりと浮かんだ︒

十二723

十二725

かれは︑︿略﹀︑焼酎で血だらけの傷を洗

らんばう
かれは︑蘭方馨︻であった︒
せうちう

大政を奉還したかれに︑逆心などあるべ

ひ︑︿略﹀小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒

十二柵1

きではないが︑しかし何事も時勢であった︒

かれは﹁慶喜討つべし︒﹂と叫び︑これ

は﹁君側清むべし︒﹂といきまく︒

十二㎜7

かれは︑静寛院宮に事の次第を申しあげ

宮は︿略﹀︑慶喜の言上するところを

て︑切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑

十二㎜4

十二川2

一々お聞きになるに及んで︑事情止むを得なかつ
かれは︑アメリカから濠洲へ派遣された

たかれの心中をあはれみたまうた︒

十一一伽9

かれひ

﹁かれひ﹂﹁たこ﹂︑そのほか名前を始めて

﹇蝶﹈︵名︶4

四十名の航空將校の一人で︑
かれい

八m7

﹁かれひ﹂は︑平たいからだをくねらせて

聞く魚が︑たくさんゐました︒

八価8

﹁かれひ﹂は︑いつでもからだを横にした

泳ぎます︒

八五9

﹁かれひ﹂が︑砂の中にもぐつてみるやう

まま︑くねって行きます︒

八備1

すです︒

カレ枝

ミンナデ︑カレ枝ヤオチバヲカブセルト︑

﹇枯枝﹈︵名︶一

一一347

かれえだ

パチパチトモエアガリマシタ︒

カレ木

枯れ木

二909園

力レ木田花ヲ咲腰強マセウ︒

二918 スルト︑カレ木口花が咲イテ︑

一ドニ

トナリノオヂイサンバ︑ノコッテヰタ

花ザカリニナリマシタ︒

二927

とげのある鐵條網も︑屋根型の鐵條網も︑

灰ヲカキアツメテ︑カレ木ニノボッテ︑

まるで枯れ木のやうにもろかった︒

十桝3

川土手を︑

寒い北風

吹き

アチラコチラニオチテヰル木ノ枝ヤ︑

﹇枯草﹈︵名︶3 カレ草 枯草

二34一

かれくさ

今は枯草︑

カレ草ナドヲ︑ヒトトコ説明アツメマシタ︒

枯草におほはれてみた野原に︑青い草の芽

まくり︑

八704圃

九川7

﹇彼是﹈︵副︶2 かれこれ

がもえて來た︒

十川6図 義経︑目にたつさまはしたれども︑かれ

かれこれ

﹇彼自身﹈︵代名︶1 かれ自身

思ひ思ひに沖へ快走してかれこれ三時間︑

これ行きちがへて︑教纒に組ませず︒

十一989

十一柵3 一音は一音より妙を加へ神に入って︑何

かれじしん

をひいてみるか︑かれ自身にもわからないやうで
ある︒

垂湾へ現れたのが︑オランダ人です︒かれ

﹇彼等﹈︵代名︶20 かれら

七皿1

かれら

らは︑兵力を以て憂湾の港を占領し︑

は︑鹿介を中心として︑主家の再興を企てた︒

九柵10 曹臣がおひおひ京都に集って來た︒かれら

十個5

兵士は身動きもしない︒かれらは︑雨手を

かれら三人寄り合ひて︑

十麗10図弟の次郎も︑すぐれたるつはものなり︒

かれらは︑すぐ火を消しにかからうとする︒

おとうさんが︑枯れかかったかきねの朝 十2310 二十人ほどの若者が︑かけあがって來た︒
﹇枯木﹈︵名︶5

ソレガ︑カレ木ノ枝ニカカッタカト思
フト︑一ドニパット花が咲キマシタ︒

二904

かれき

顔を︑きれいに取っておしまひになったので︑

三955

十二5510 この喜びをあまねく世に分って︑人間を かれかか・る ﹇枯掛﹈︵五︶1 枯れかかる ︽ーッ︾
救はなければならないと︑かれは思った︒
かれは︑あたりの石といはず︑木の幹と

いはず︑今のことばを書きつけた︒

十一一5510

た︒

十二566 書き終ると︑かれは手近にある木に登つ

かれる一かわ

410

そろへて海岸の砂をほった︒

女たちは

︿略﹀︒かれらは水浴がすきで

十一脳12 かれらは︑二三百戸ほどつつ集って生活
してみる︒

十一晒11
ある︒

十一泌10 マライ人も水浴がすきである︒かれらは︑
支那人は︑︿略﹀︒團結力の強いかれらは︑

これをマンデーと呼んでみる︒
十一別2
またたくまに支那街を作り︑

れらは︑自分たちだけの世界を築きあげる︒

十一卿5 土地の習慣や生活には目もくれない︒か

ゑつ

十二588 ほとんどあらゆるほめことばが︑かれら
に浴びせられた ︒

中守以下︑四人の大名にお預けといふことにな

ちゆうのかみ

十二591 かれらは︑罪人としてひとまつ細川越
つた︒

十二599園 かれらは︑まことに忠義の者どもであ
る︒

十二641囹自分とても︑かれらを法衣の袖にくる
んで助けたいのは山々であるが︑

十二643囹 助けたいのは山々であるが︑それはか
へってかれらの心であるまい︒

もろやす

かれる

枯れる

︽

レ・

そのすきに乗じて︑かれらは何をしたか

﹇枯﹈︵下一︶5

もわからない︒

十二価8
か・れる
ーレル︾

地の下には︑枯れた葉などが入れてある

から︑夜もぽかぽか暖いよ︒

六町9園

秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑
花をつけようとした変が︑そのまま枯れて︑

九832
十㎜4

十一月ごろまではよく灰が降り︑植物は

井戸の水も︑かれて取る︒

見えるかぎりの萎畠は︑しらがになった︒

十一鯉5

十㎜12

からうじて

からうじて一口︑﹁兄上︒﹂とかすかにい

﹇辛﹈︵副︶1

枯れ︑名物のほたるまでが死んでしまふ︒
かろうじて

つた︒

輕やか

輕やかな︑はずむやうな音をたてる︒

﹇軽﹈︵形状︶2

十二698

十珊9

かろやか

疲れた五禮ではあるが︑働きぬいた満足

十三

︹課名︺2

川⁝⁝⁝四十四

川

で心は輕やかである︒

十ニー41
かわ

三31

三448十三川

がわ・すみだがわ・たかせがわ・たにがわ・とつが

そがわ・こうべがわ・こうべがわのあき・サラワク

わ・いすずがわ・うじがわ・おおかわ・おがわ・き

十二644囹 かれらをりつばに國法に從はせるのが︑ かわ ﹇川﹈ ︵名︶ 63 川 呂あまのがわ・あもりが
佛の大慈悲であると思って︑

十二678 かれらは︑なほも聞多をさがしたが︑も
もろなほ

うどこにも見つからなかった︒

山ノソバニ︑川ヲツクリマシタ︒

わ・よどがわ

わ・ながらがわ・ひのかわ・みなとがわ・やまか

︿略﹀︑かれらが首を正行が手に掛けて取り候か︑

﹁404

十二989図國 今こそ師直・師泰の軍に立ち向かひ︑

正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑二つのう

一715

オヂイサンバ︑山ヘシバカリニ︑オバア

三人は︑舟と並んで川のふちを走って

サンバ︑川ヘセンタクニイキマシタ︒

三261
三451

正男さんは︑この川で池を作ったり︑

正男さんの家の前に︑川があります︒

行きます︒

三453

魚をすくったりして遊びます︒

三456園いったい︑この川の水はどこから來

こんな川が何百流れこんでも︑へい

川は︑遠い山から流れて來て︑海へ

て︑どこへ行くのだらう︒

三464囹

行くんだ︒
きだ︒

三471圓

と山が近よって︑せまい谷になる︒

三478圓この川をずっとのぼって行くと︑山

またこの川をだんだんくだって行

くと︑大川になって︑

三484園

谷から川へとったはって流れる︒

三501園雨がふると︑水は︑︿略V山から谷へ︑

三518 おわんの舟にのり︑はしのかいでこぎ

川へ來ました︒

ながら︑川をのぼって行きました︒

四218

ふもとの町

四871園早く川の水でからだを洗って︑

五134圃川が流れる︑野がつづく︑

川の流れを見つめながら︑日本の兵たいさ

は旗のなみ︒

五152

子どもたちは︑おとなしく川のふちに腰を

んが二人︑話をしてゐます︒

五191

おろしたり︑ねそべったりしました︒

川の向かふは︑見渡すかぎり︑れんげ草の

川の水は︑静かに流れてゐます︒

川ノフチニ︑イシヲナラベマシタ︒

五196

一407

畠です︒

五198
シマシタ︒

フタリハ︑川ヘハイッテ︑サカナヲサガ

ちに戦を決すべきにて候︒

か︑

十二9810図國正行・正時が首をかれらに取らせ候 一578

411
かわ一かわ

五266 みことは︑︿略﹀︑川について︑だんだん山
おくへおはいりになりました︒

五481 私は︑一度︑川にそって川口まで行ってみ
たいと思ってゐました︒

五485 朝つゆにしめった小道を通って行くと︑川
の岸へ出ました︒

五492 すると︑川の音も︑同じ唱歌を歌ってみる
やうに聞えました ︒

ド︒﹂といふ水の音が聞えて來ました︒

五494 川が見えなくなりましたが︑﹁ド︑ド︑ド︑
五497 川が︑たきになって落ちてみるのでした︒
五507 川の近くにある停車場に着きました︒

五511 出ると︑高いところを走ってみるので︑川
は︑ずっと下の方に見えました︒

五駅4 川はおだやかになって︑音もなく流れてゐ
ます︒

みた川が︑右手を流れて︑

五516 汽車が鐵橋を渡ると︑今まで左手を流れて
五533 川の向かふ側に︑工場があって︑高いえん
とっから︑茶色な煙が出てゐました︒

五534 川の水は︑すんではみませんが︑青い空を
うつしながら︑ゆっくりと流れて行きます︒
五545 川の水は︑ここで海へ流れこんでゐます︒
五554 川は︑初め走って流れてゐました︒
五558 小さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑
いつのまにか大きくなります︒

五558 川は︑いつのまにか大きくなります︒

五563 川にも︑いろいろな心持があるやうに思ひ
ました︒

五618 野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけ
たり︑川に橋をかけたりなさいました︒

五814 うちへかへって︑えんがはに腰を掛けてゐ

ると︑川で︑だれか遊んでみるらしい︒

すか︒

五816囹おかあさん︑川へ行ってもようございま
家のそばを流れてみる︑大きな川の名を

たったあれだけなのに︑

腹を地につけて︑ふせをしたり︑川を泳

取って︑おとうさんがおつけになったのです︒

五濁7
五備8團
いで渡ったり︑

映壼の幕は︑

山がうつる︑川がうつる︒

六484圃

あし間の舟

川をさかのぼって行くと︑りっぱな橋が︑

六853国川の水も︑堅い氷の下で眠ってゐます︒
六齪7

ひたひたひたと︑川の波︑

次から次へとかかってゐました︒

八708圃

に寄って來る︒

︑
ノ9
80
1川と堀とは︑まるで網の目のやうに︑組み
港に集って來る船の積荷は︑小船で︑この

合ってゐます︒

八902

また︑大阪の物産も︑堀や川を通って港へ

川や堀を傳はつて︑大阪の町々にあげられます︒

八904

はるかなる

川や堀に︑何千といふ船が通ってみるのは︑

送られます︒

八953

大阪でなくては見られないけしきです︒

川の流れか︑さらさらと
かすかに響き︑

川をへだてた勲臣から︑鹿介の姿をちらと

麓のわたり

ふもと

九711豊野
下竪2

ゑもん

それが敵方の一人河村新左衛門であると知

かはむらしんざ

見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒

九衙3

あふみ

みつうみ

るや︑身をかはして︑ざんぶと川へとび込んだ︒

この川︑近江の湖の末にて候へば︑
いかに梶原殿︑この川は西國一の大川

待つとも待つとも水ひまじ︒

十㎜6図圓

そや︒

十棚7島国

中塗10図

佐々木︑その間につとはせぬいて︑川へ

さっと打ち入れたり︒

十川4 張は︑遠くを流れてみる川の音に︑耳をす

一たび︑この川があふれたが最後︑ここら

ました︒

十脳5

半年も地面のやうに動かなかった川が︑

あたりは︑海のやうになってしまふ︒

今︑動きだした︒

十一52圃

ほさう
十一㎜1 川にそって作られた敷本の鋪装道路の爾
側には︑

ら︑工兵隊をねらひ撃ちして來る︒

十二鵬5 敵兵が︑モーターボートで川を傳ひなが

十二㎜9 川の少し上手に︑よそのをばさんも︑せ

﹇皮﹈︵名︶9

皮呂けがわ・こしかわ

つせとせりを摘んでみる︒

かわ

さな神様でありました︒

五578 虫の皮を着物にして着ていらっしゃる︑小

七862 夏の末になると︑親蝉は︑木の皮にきずを

そのうちに︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑

つけて︑その中に卵を生みます︒

中からみつみつしいからだが現れます︒

七8710

八133 あの黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔か

な實の出て來るバナナは︑

八184 青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑四五

あの時︑ざくつとおや指を皮に突き立て

皮は着物にしたり︑肉は食用にしたりする︒

日のうちに︑皮が黄色になり︑

九姫12

十494圏

三尺五寸の太刀に︑熊の皮のしりざや

たら︑しゅつと︑しぶきがほとばしって︑

入れ︑

十一585図

みる鹿の皮を取って︑それを地上に敷いた︒

しか

十一一5310 かういひながら︑かれはその身に着けて

かわ一かわいらしい

412

かわ ﹇側﹈ 5うちがわ︒うらがわ・えんがわ・そと

かはいい

︽ーイ・ーク︾

がわ・にしがわ・ひがしがわ・ひだりがわ・むこう
がわ・よこがわ・りょうがわ
﹇ 可 愛 ﹈︵形︶17

三606 どれも︑かはいくてぎれいです︒

かわい・い

三801圃 子馬よ︑おまへはかはいいね︒
五317園 まあ︑かはいいかひこね︒
かはいい氣がする︒

五812 これもぼくが植ゑたのだと思ふと︑何だか
五佃5 文子さんは︑利根がどこへでもついて來る
ので︑かはいくてたまりませんでしたが︑
みもん文を入れました︒

六844 私は︑私のだいすきな︑かはいい人形と︑
八528 何ともいへない︑かはいい氣持がして下る︒

八539走って行ってグライダーを拾ひあげると︑
なほかはいくなった︒

かはいいぬひとりだこと︒

はいい目で空を見あげてみた︒

八658 小さな傳令使は︑胸をふるはせながら︑か
八衡10園
い少女が︑日の丸の旗を振りながら︑﹁萬歳︒

九274 色のあまり黒くない︑十歳ぐらみのかはい
九817 そのかはいいやうすは︑今でも忘れません︒
九餌8園 ほんたうにかはいいのですね︒

九M9園 かはいくてなりません︒
十一403園 せっかくなれて︑かはいくなってみた

九筋12園 種をまくと︑かはいい芽を出す︒
のに︒

カハイガル

犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑

ガッテヰマシタ︒

二884
タイソウカナシミマシタ︒

犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑

ソノ灰ヲモラッテ來マシタ︒

二899

この机やこしかけを︑かはいがって

やりませうね︒

二986園

自分のかはいがつた馬のことは︑いつま

も︑ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒

五683團毎日馬をかはいがってやると︑馬の方で
五692国
でも忘れられないで︑

文子さんは︑ほんたうによく︑利根をかは

いがりました︒

五鵬3

五掴5国あなたが︑かはいがってゐられたのと同

人の仕事まで引き受けるやうにしたので︑

長い間かはいがって育てたみかんが︑

じ氣持で︑私も︑利根を︿略﹀育ててゐます︒
六288

こまかいことはだんだん話してあげよう

隊長は︑自分の子のやうにかはいがりまし

萬壽︑詐言と︑人々にかはいがられました︒

八397
九3410
た︒

九806園

が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒

十一冊6轟轟のおいて來た花ばさみや花器などが︑
︿略﹀︑かはいがられてるると思ふと︑

兵隊さんが︑どこからかつれて來て︑か
はいがってみる猫であった︒

十一旧5

かはいさ

しかしそれだけに︑かはいさもいっそう深

﹇可愛﹈︵名︶1

九837

かわいさ

かはいさう

かはいさうだから︑はなしておやり︒

﹇可哀相﹈︵形状︶10

くなって來ました︒
かはい かわいそう

十一877 かはいい桃色の﹁いはかがみ﹂の花を︑
﹇可愛﹈︵五︶14

道端に見つけるのが樂しみであった︒

三989囹

かはいさうに︒

ひっこめました︒
四871園

自分の部屋へ錦ってみた和尚さんは︑しば

六729圏回 かはいさうに︒

らくすると︑雪舟がかはいさうになりました︒

六招8

かまれては︑かはいさうだと思って︑和尚

さんは︑﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑

六網5

飛び去ったあとの木の枝には︑かはいさう

生は︑徳坤がかはいさうでたまりませんでした︒

七271この重い傷ではどうなるであらうかと︑先
八674

日清戦孚の時︑乗ってみた馬が揮でたふ

にっしん

にも︑赤い血がついてみた︒

﹁え︑樂譜がない︒﹂といひさしてふと見

れ︑大攣かはいさうに思ったことがあります︒

十959園

十﹇柵7

カハイラシイ か

ると︑かはいさうに妹は盲人である︒

はいらしい ︽ーイ︾

かわいらし・い ﹇可愛﹈︵形︶1一

風が吹いて來ると︑木の枝がふれあっ

かはいらしい水兵さんだぞ︒

﹁495囹﹁カハイラシイネ︒﹂トイヒマシタ︒

四168囹

のちには︑だんだんふくれ出して︑とうと

て︑からからとかはいらしい音をたてます︒

四509
五235

その花が散ったあとには︑かはいらしい青

う︑それが二本のかはいらしい足になりました︒

い實が生ります︒

六261

六佃1 すみせんの花が四つ︑かはいらしいさくら

小さな鰯角があって︑それが︑ちやうど

しよくかく

さうや︑ひなぎくも︑咲いてゐます︒

八熊4

しうかいだう

人形のかはいらしい爾手を思はせます︒

九曜6 背戸のみぞ端に︑秋海業がかはいらしい薄

ゆ り

赤の花をつける︒

犬ヲーピキカッテ︑タイソウカハイ 四573 勇さんは︑かはいさうになって︑鏡を 九幽9 百合のつぼみのやうな形をした︑かはいら

︽ーッ・ーラ︒ーリ︾

かわいが・る
がる

二864

413
かわおび一かわどこ

﹁ボーン︒﹂と︑かはいらしい音をたてる︒

しい花だ︒

十川4
いらしい子であらう︒
﹇皮帯﹈︵名︶1

皮おび

十一3810 かけ出して來た女の子は︑何といふかは
かわおび

乾かす ︽⁝

﹇川上臭帥﹈︹人名︺1

川上たける

の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒
かわかみたける
くまそ

︽iッ︾

熊襲のかしら川上たけるは︑力のあるにま

かせて︑四方に勢を張り︑

七色3
川上たける

乾ききる

かはかみ

︹題名︺1

﹇乾切﹈︵五︶2

川上たける

かはかみ

かわかみたける

七142

かわかす

もぎ取ってロへ入れると︑︿略﹀︑乾きき

十旧10囹

かわきぐあい

乾き具合

漆はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑

﹇乾具A口﹈︵名︶1

つたのどへ︑あまずっぱい汁が流れ込む︒

十一㎜6

畠の土が︑ぽこぽこに乾ききってみる︒

七503魍車輪と 車輪に︑ 皮おびすべるよ︒

7

十㎜2

かわきき・る

︽ーギル︾

かわかしす・ぎる ﹇読過﹈︵上一︶1 乾かし過ぎる
十桝3園 早く乾かし過ぎると︑あとでちぢんで︑
︵五︶

しわができたり︑干割れがしたりします︒
﹇乾﹈

サ・ーシ・ース︾

かわか・す

川岸

その乾き具合ですぐわかるほどです︒
﹇川岸﹈︵名︶2

の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒

十二㎜7 宮には︑この両三年︑御涙の乾くひまも

私は︑一度︑川にそって川ロまで行ってみ

﹇川口﹈︵名︶4 川口

ない御身であらせられた︒
かわぐち

五481

今度は︑そこから馬車に乗って︑川ロの町

たいと思ってゐました︒

町を通りぬけて︑川ロに近い岸に立つと︑

まで行くことにしました︒

五527
五542

だく
サラワク川の川止から︑三々と流れる濁

海が見えました︒

あの川しもの洲こそよき場所︒

﹇川下﹈︵名︶1 落しも

流をさかのぼること約三四時間︑

りう

十一㎜7
かわしも

﹇交﹈3いいかわす・うちかわす・おかわ

九伽10園

す・とりかわす・ふきかわす・むつみかわす

かはむらしんざ

ゑもん

それが敵方の一人河村新左衛門であると知

るや︑身をかはして︑ざんぶと川へとび込んだ︒

九観2

密林が切れて︑白い壁に赤い屋根の建物 かわ・す ﹇繰﹈︵五︶− かはす ︽ーシ︾
がずらりと川岸に立ち並んで見える︒
かはぎり
﹇川霧﹈︵名︶1 川霧
かはぎり

﹇乾﹈︵五︶7

かわく

乾く

︽ーイ・ーキ・

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

ーク︾

かわ・く

十二圃7

かわち

かわどこ

川底

川底のせりの緑も︑

﹇川底﹈︵名︶1

まさつら

その子正行が今年十一歳にて供したり

その時︑正行十一歳に相成り候ひし

﹇川床﹈︵名︶1

川床

を︑合戦の場へはともなはで︑河内へ返し︑

十二981図圖

けるを︑河内へ返さんとて︑

十二887図

かはち

み八重︑きぬだたみ八重を波の上に敷きて︑
かはち
﹇河内﹈︹地名︺2 河内 河内

九87図弟橘媛︑︿略﹀︑すがだたみ八重︑皮だた

すばやく寝床をかたづけて︑かわいた手 かわだたみ ﹇準正﹈︵名︶1 皮だたみ
拭で︑からだが赤くなるほどこすります︒

七779團

十悩1園漆が乾く時には水分を吸牧しますが︑乾
いてしまったら水分を受けつけません︒

十桝2囹 乾いてしまったら水分を受けつけません︒
十桝3園 乾かさうと思へば︑半日ぐらゐでも乾き
十二682何よりも︑のどがかわいてたまらない︒
や し
十二脳8 のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ

ますが︑

かわそこ

十996図夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ かわず ﹇蛙﹈︵名︶1 かはつ
十二悩5図圃古池やかはっとびこむ水の音

かわぎり

十一㎜10

岸の道を走って行きました︒

五529﹁ポポー︒﹂と︑ラッパを鳴らしながら︑川 かわす

かわぎし

五343私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいにふいて︑
かわかしてから︑かひごにやりました︒
わかしてあげました︒

八627 私も︑兵隊さんの靴下を火にあぶって︑か
十槻2園 まつ︑このやうに内側を塗って︑それを
乾かしてから外側を塗るのです︒

十盟7囹 このまま自然に乾かすのですか︒

十榴4園 時計仕掛で静かに回轄させながら︑漆が
まんべんなく行き渡るやうにして乾かします︒

ますが︑

十梱2囹乾かさうと思へば︑半日ぐらゐでも乾き
しつど
十桝6園 温度と渥度に攣りのない土藏が選ばれ︑

更に︑室の中で乾かす必要があるのです︒
かわかみ ﹇川上﹈︵名︶4 川カミ 川かみ

一717 川カミカラ︑大キナモモガ︑ドンブリコ
ドンブリコトナガレテ來マシタ︒
五263 ひの川にそって歩いていらっしゃると︑川
はし

かみから箸が流れて來ました︒

五457 あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋

五264園 この川かみに人が住んでみるな︒

かわどて一かわる

414

すみれの花

九12﹂ 木曾川の上流が︑白い御影石の川床をかん
で流れる木曾谷の

かわどて ︹課名︺2 川土手

八32 十三 川土手⁝⁝⁝六十八
八682 十三 川土手
かわどて ﹇川土手﹈︵名︶2 川土手
咲いてみた︒

八684圃 春來たときは 川土手に︑
が

八705圃今は枯草︑川土手を︑寒い北風吹き
まくり︑

﹇川中﹈︵名︶2 川中
するすみ

十繊8図 梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流

かわなか

され︑はるかの下より打ちあげたり︒

十鵬10図幽 あまりに水が語うて︑馬をば川中より
川波

押し流され︑これまでたどり着きて候︒
﹇川波﹈︵名︶1

川端

十一54圏 あちら︑こちらに川波が光りだした︒

かわなみ

かわばた ﹇川端﹈︵名︶6 川バタ 川ばた

一561川バタノスナヲホルト︑下カラ水が出
テキマス︒

三278 蛙の子どもが︑川ばたで遊んでゐまし
た︒

ひろがる波のわがまるい︒

ぬれて︑

五142 川ばたのやなぎが︑すっかり青くなりまし
た︒

しっくが落ちるたび︑

六悩5圃 ここは川ばた︑やなぎの芽︑

九搦8 川端の石に腰掛けて︑來し方行く末を思ひ
よしっね

ながら︑鹿介はじっと水のおもてを眺めた︒
おもてを見渡して︑
川はば

十998図大面五九演義纒︑川端に打ち出で︑水の
﹇川幅﹈︵名︶1

五512 だんだん山岸が開けて來て︑川はばが廣く

かわはば

川べり

ずっと向かふには︑川べりに並んだはん

﹇川縁﹈︵名︶3

なりました︒

かわべり

十一一柵9

この川べりは︑もうほとんど雪がなくな

の木が目立つ︒

十二糊2

川水

澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑

つて︑雑草が一面に芽ぐんでみる︒

十二欄2

たかね

比良の高嶺の雪も消え︑丁々の氷打ち解
川向かふ

瓦δやねがわら

ゑもん

ないで︑ぜひ︑いうぎをして見せてください︒

代りに︑わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑

四佃5囹北風が︑雪や氷で︑野山をまつ白にした

野山をかざって見せよう︒

その代り︑一つうらやましいと思ふのは︑

七伽2園その代り︑長官の命はないそ︒
十416

金網を張って壁の代りにしてるるが︑

月から見た地球の美観です︒

十一湘8

これらの仕事は︑家で毎朝起きると︑まつ

これはちやうど︑︿略﹀などが︑いっし

やっと層雲を抜けたので︑少し高度を取

先生たちは︑︿略﹀︑徳坤が重いけがをした

と聞かれて︑代りあって見まひに來られました︒

七264

かわりあ・う ﹇代合﹈︵五︶1 代りあふ ︽ーッ︾

つたが︑やっぱり暑さに攣りはない︒

十一一㎜1

よになって艦船を走らせるのと攣りはない︒

十ニー31

攣りのない土藏が選ばれ︑

止血5園夏でも冬でも︑できるだけ温度と淑度に

夜具をかたづけ︑雨戸をくるのと攣りはないが︑
しつど

九546

げだけが︑あんなにのびたりちぢんだりするのだ

七684囹ぼくのせいの高さに愛りはないのに︑か

その川水は︑市内の何十といふ堀から堀へ かわり ﹇変﹈︵名︶5 判りδおかわり

﹇川水﹈︵名︶3

八899

かわみず

通じ︑
つばめ

燕が︑川水にすれすれに飛んでは︑白い

ら

腹を見せてちう返りをしてみた︒

九髄9
ひ

十994図

﹇川向﹈︵名︶1

けて︑川水折ふしかさ増したり︒
かわむこう

かはむらしんざ

﹇河村新左衛門﹈︹人名︺1

火事は︑少しはなれた川向かふの町だと︑
すぐわかりました︒

六685

かわむらしんざえもん
ゑもん

鹿介は︑それが敵方の一人河村新左衛門で

河村新左衛門

かはむらしんざ

九重2

﹇瓦﹈︵名︶1

あると知るや︑身をかはして︑
かはら

かわら

石にささ

もうこのあたりから︑はっきり点りかけ

敵機をものともしないわが福島にも︑攣

こ

われ︑皇子に代りて海に入り︑海神の

み

﹇代﹈︵四五︶6 代る ︽ ッ・ リ︾与は

九85図圓

えかわる

かわ・る

りやすい天候だけはにが手である︒

十二㎜3

かわりやす・い ﹇変易﹈︵形︶1攣りやすい ︽ーイ︾
うみわし

てるるのもおもしろい︒

十一︻㎜6

ケ︾

瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑石垣がく かわりか・ける ﹇五二﹈︵下一︶1 攣りかける ︽一

かはら

七974

つれる︒

川原

佐保の川原は水あせて︑

川原の石の上を︑せきれいがとんでゐまし

﹇川原﹈︵名︶2

五501

かわら

た︒

十二387青黛

代り﹇Vいれかわり・みがわ
その代り︑今度は︑︿略﹀︑はっかしがら

﹇代﹈︵名︶5

やく音静か︒

かわり
り

四佃3團

415
かわる一かん

心をなだめん︒

び出して行くなど ︑

十816 よこ糸がなくなれば︑新しい仔が代ってと
十918囹 攻城砲兵司令官が代ったのでせう︒
いいえ︑代ってはみません︒

十川5 そこで︑少年の老父が︑これに代って見張

十9110囹
りに出かけた︒

﹇ 変 ﹈ ︵ 五 ︶31

かはる

愛る

︽ーッ・ーリ・

あさんを︑だいじにしてあげてくださいね︒

十一502園 どうぞ私に代って︑おとうさんやおか
かわ・る

三353囹もっとかはったのはありませんか︒

ール︾δあいかわらず

て 青い星︑ も一どかはって 金の星︒

三663囲 何十︑何百︑ 赤い星︑ 一どにかはっ

三665圏 も一どかはって 金の星︒
三⁝⁝1園 それでは︑何かかはったことをして︑
おなぐさめいたしませう︒
六395 罵眞がかはりました︒

六454園 南洋って︑かはってみて︑おもしろいと
ころですね︒

してみるところがうつりました︒

六458 すると︑その時︑窺眞がかはって︑田植を
六欄2 ﹁ゴー︒﹂といふ電車のひびきがして︑窺眞
がかはりました︒

﹁ザi︒﹂といふ機械の動く音になりました︒

六柵8 そのにぎやかな元氣な聲が︑急にかはって︑

七869 からだも大きくなり︑形も色も︑しだいに
愛って︑丈夫さうになります︒

饗って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒

七895 夜風に當り︑朝日に當ると︑すっかり色が
八375 これを聞くと︑頼朝の顔色はさっと攣りま
した︒

八376
です︒

攣るも道理︑これには深い事情があったの
自分の行ってみたころとは︑すっかり攣

﹁たこ﹂は︑饗つた活動をします︒

それと似て︑少し愛つたのが﹁はうぼう﹂

八6210園
つた︒

です︒

同価1
八備6

窓の外のけしきは墾っても︑︿略﹀みどり

波が静かなうねりに攣って沖から押し寄せ

の森林は︑つきることがない︒

九1210

九514

かまの前にすわって︑︿略﹀︑黄色な煙が︑

るころになると︑

九747

ところで︑大空の他の星は︑時刻によって

薄むらさき色に攣って行くのを心に念じた︒
九9010

薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか

かなりあり場所が饗って行きます︒

九964

それはちやうど︑遠足に行った子どもの

こいみどり色に婁る︒

九麗7園

しかし︑それも直ちに消えて︑﹁︿略﹀︒﹂と

錦りを案じる母親の心と饗りません︒
十698

それに︑日本軍の砲撃の仕方が︑初めと

いふ感じに愛る︒

十917囹

十二脳7 ところが︑その雄大な美観を待ちわびて

かはるがはる

代る

みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂﹁ぼくにも︒﹂といっ

﹇代代﹈︵副︶7

緑の地平線は︑一瞬のうちに鉛色に攣

みるうちに︑不意に雲の表情が愛って來た︒
なまり

十二踊8

り︑

かわるがわる
代る

て︑かはるがはる︑はきました︒

六879国

六988 集って︑かはるがはる︑的をめがけて弓を

引いてみるところへ︑道眞もやって來ました︒

がはるジャンプをしてみる︒

八837 ジャンプ墓では︑上手な人たちが︑かはる

兵衛の顔とを︑代る代る見くらべた︒

十246 集って來た人々は︑もえてみる稻むらと五

と正男くんが︑代る代る観測をしてみる︒

十353 もう縁先に望遠鏡をすゑつけて︑にいさん

にいさんからおもしろい説明を聞いた︒

十379 それからも︑三人代る代るのぞきながら︑

てつや

十二枷3 しかし︑二人のわが衛生兵は︑代る代る

川をくだる

川をくだる

十川をくだる⁝⁝⁝四十七

︹課名︺2

徹夜して︑心からしんせつに看護をしてやった︒

五211

かわをくだる

五478 十

かん

長与いちねんかん・ごねんか

爾軍たがひに押し寄せて︑その間わっか

に三町ばかりとなれり︒

八298図

にじっぷんかん・ろくねんかん

ん・ごふんかん・しちねんかん・なんびょうかん・

﹇間﹈︵名︶2

﹇巻﹈塁さんかん・にじっかん

んたち・しれいかん

うじょうほうへいしれいかん・しきかんき・しきか

婁つたといふよりは︑すばらしい進歩を かん ﹇官﹈ nVかしかん・こういぐんしれいかん・こ

終りとでは︑ずるぶん攣って來ましたね︒

十917囹

村の良民と違った着物を着てみるわけでも

示しました︒

十η1

きせつ

植物に︑愛つたものがあるやうになった︒ かん

なければ︑ことばが愛ってみるわけでもない︒
十一873

殊に︑季節風が南西にかはる三月ごろか
あみ

潮の色は︑濃い藍から少しつつ緑に攣り︑

ら始って︑

十一η4
十二矧4

日ざしもさすがに強くなった︒

かん一がんかい

416

さつ

てい
十﹇141 砲煙弾雨の間︑王は︑彼我の職況を御偵
察になって︑作並の御指導をなさったのである︒

かん ﹇感﹈︵名︶2 感δじゅうりょうかん

ぜっけう

十一佃5 きやうだいは︑ただうっとりとして感に
打たれてみる︒

十二劉1 感極まり︑萬歳を絶叫する︒

かん ﹇管﹈︵名︶1 管与しんしょかん・はっしゃ
八653 通信紙をつめたアルミニュームの管を︑鳩

かんいん

﹇館﹈

皿vえいがかん・きかいかん・すいそくか

の右の足にとりつけた兵は︑
かん

ん・ていこくりょうじかん・ていしつはくぶつか
ん・びじゅつかん・ゆうしゅうかん

かん ﹇艦﹈︵名︶6 艦尋いちくちくかん・いちば

雁

雁

がん

ると織機はおのつから止り︑︿略﹀など︑まこと
に簡にして巧みなものであった︒

﹇雁﹈︵名︶10

がん ﹇岸﹈nVせいほくがん
がん
がん

八246毒婦がこちらへ來たころは︑雁も北へ行き
﹁雁に手紙を頼みたい︒﹂といふことを︑

ましたが︑今は︑南へ南へと飛んでゐます︒
八247團

雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと

がん

昔からいひますが︑

手摺1

して︑さかんに空を渡って行きます︒

たまたま一行の雁︑刈田におりんとして︑

にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九591図

九594図圓 野に伏兵ある時︑雁︑列をみだる︒
がん
夕べの光をかすかに残した大空を︑雁の群

十303

十304圏

雁︑雁︑わたれ︒

雁︑雁︑わたれ︒

が渡ってみる︒

しゅりょくかん︒じゅんようかん・じょんようかん

十305圏國大きな雁はさきに︑小さな雁はあとに︑

十304圏國

んかん・おめしかん・くちくかん・けいかいかん・
いか・しょうじゅんようかん・せんすいかん・せん

十306拝芝大きな雁はさきに︑小さな雁はあとに︑

仲よくわたれ︒

すいかんだましい・せんすいかんどうし・たかちほ
かん・てきしゅりょくがん・にかん・にばんかん・
ふちんかん

ぞ︒

身は寛永寺の一院に閉ちこもって︑ひた
すらに謹愼の意を表した︒

十二佃5

十106園兵士の恥は艦の恥︑艦の恥は帝國の恥だ かんえいじ ﹇寛永寺﹈︵名︶1 寛永寺
十107囹艦の恥は帝國の恥だぞ︒

山回

﹇▽こうしとがん

進むに從って空は明かるく︑眼下に嵩々と︑
﹇顔回﹈︹人名︺21

七十歳の孔子は︑弟子顔回の死にあって︑

三千人の弟子のうち︑顔回ほどその師を
知り︑師の教へを守り︑師の教へを實行ずること

十二251

聲をあげて泣いた︒

十二249

かい

がんかい

白い噺雲がかかる︒

だんうん

十623

十6810 艦はすでに火災を起してみたが︑砲火はほ がんか ﹇眼下﹈︵名︶1 眼下
とんど衰へない︒

﹁襲射用意よろし︒﹂の報告があってから︑

込んで行った︒

十二㈱11 艦は︑たちまちさげかちを取って︑突つ
十一一川6

艦は西へ向かって全速で突進した︒

簡

十二川2 艦は急速に漕没して行く︒
﹇簡﹈︵形状︶1

十817 何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ

かん

おくればせにかけつけた町回を見た孔子

その顔回が︑年若くてなくなったのであ

に心掛けた者はなかった︒

る︒

十二255
十二266

おお︑顔回︒お前は無事であったか︒

は︑ほっとしながら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十二274

わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若

孔子は五十鯨歳︑顔回は一青年であった︒

十一一2610 すると歯欠は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

十二268園

十二275

また影回は︑これほどまでその師を慕つ

い顔回をひたすらに案じ︑

顔回は師を慰めるやうにいった︒

てるたのであった︒

十二275
十二305

顔回なればこそ︑この最もむつかしい教

十二319 ところで火回には︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

へを︑そのまま寒行することができたのである︒

十二327

みる︒

十二331 孔子は顔回をほめて︑﹁︿略﹀︒﹂といって

しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ會

だだまってみるので︑何だかぼんやり者のやうに

十二332狂乱回は︑予の前で教へを受ける時︑た
見える︒

十二338囹

孔子がよく顔回を知ってみたやうに︑顔

得して實行にかかる︒

十二342

顔回もまたよくその師を知ってみた︒

回もまたよくその師を知ってみた︒

顔回なればこそ︑偉大な孔子の全面を︑

十二343 顔回は孔子をたたへて︑﹁︿略﹀︒﹂といつ

十二342

てるる︒

十二351

よく認めることができたのである︒

に死んでしまった︒

十二356 ﹁︿略﹀︒﹂といった顔回が︑先生よりも先

417
がんかい一かんがえる

岩塊

十一一362囹顔回といふ者がをりました︒
﹇岩塊﹈︵名︶1

眼界

十一959 それは︑大空の一角にそそり立つ御影石

がんかい

の岩塊である︒

﹇眼界﹈︵名︶1

十一896 眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低い

がんかい

考へ

緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに乞いて見えた︒
﹇考﹈︵名︶9

七692囹 いい考へが浮かんだ︒

かんがえ

で思ってみた時よりも︑はっきりして來ます︒

九415 話してみると︑その考へや感じが︑心の中
九417 今まで氣つかなかった考への不足や︑感じ
方の淺さがはっきりわかって︑
深くして行くことができます︒

九418 自分の考へや感じを︑いっそうくはしくし︑

九434 自分の考へをできるだけわかりやすく書き
表すことができます︒

せう︒

九928 今の場合︑それを考へに入れないでおきま
十749 佐吉の考へは︑かうであった︒

十761 次から次へと︑佐吉の考へは高まって行つ
たが︑

十二289 説話には︑ひょっとすると︑さういふ考
へがわいたのかも知れない︒

ーン︾

かんがえこ・む ﹇考込﹈︵五︶3考へこむ︽ーム・

を眺めて︑じっと考へこむやうになりました︒

かんがえつづ・ける

﹇考続﹈︵下一︶1

考へつづけ

柱にくくりつけられて︑じっとしてみる間

︽ーケ︾

六川8

る

考ヘル

考へる

︽1

佐吉は︑一軒の納屋に閉ちこもって︑一心

﹇考抜﹈︵五︶1考へぬく︽ーキ︾

に︑雪舟は︑いろいろと考へつづけました︒

十777

かんがえぬ・く
に考へぬき︑

おかんがえる

﹇考﹈︵下一︶49

六811園 ひとつ︑めいめいで考へてみよう︒

六677囹ぼくが︑考へて作ったのです︒

六麗6 こんなことを考へてるると︑雪舟は︑何だ

か悲しくなって︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑尊はしばらく考へていらっし

七147 ﹁︿略﹀︒﹂と考へました︒

七216

やいましたが︑ふと御心に浮かんだのは︑

てるるやうでしたが︑

七283 少年は︑ちよつと目をつぶって︑何か考へ

七517 今日︑みなさんは︑一蓋トンの汽船に満つ

しばらく考へてるたガリレオは︑やがて︑

先生︑この間から︑いろいろ考へてるた

九778 今度こそは︑上できの炭に焼いてみようと

いひまはしを工夫したりするひまがありません︒

九436．話す時には︑一々ことばを深く考へたり︑

みることを︑ことばで話してみると︑

九414 私たちが︑心の中で考へたり感じたりして

のですが︑とうとうこんなものを作りました︒

九391園

自分の脈を取ってみました︒

八鵬7

八969 みなさん︑考へてみたことがありますか︒

へる︒

て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒

かうぺ

ユウベ︑ネドコニハイッテカラ考ヘマシ

七686 正男さんは︑あちらこちらと歩きながら考

へ・ーヘル︾

かんが・える

タ︒

二942

コンナコトヲ考ヘテヰルウチニ︑イツ

ノマニカネムッテシマヒマシタ︒

二95一

ぼくは︑さっき見た牛のことを考へて︑
正男さんは︑このごろ︑﹁︿略﹀︒﹂と考へ

﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒

二柳6
三459

るやうになりました︒

けれども︑考へてみると︑水がいつも
一寸ぼふしは︑都へ行って︑りっぱなさ

流れてなくならないのがふしぎでした︒

三492
三514

むらひにならうと考へました︒
﹁︿略﹀︒﹂うさぎの勇さんは︑少し考へて

考へながら︑ちいさんは一心に木をひいてみる︒

からいひました︒

三838

四125園考へてみれば︑このすばらしい舟に

九932 それは昔の人が︑それらの星の列に大きな

熊の形を考へたからです︒

なるために︑あの木は︑ぐんぐんのびたのか
もしれない︒

のやうに手足を動かした︒

九回9 それからは︑何も考へないで︑まるで機械

十384 噴火口は︑非常に大きなものだといふこと

に考へなければなりません︒

けれどもよく考へてごらんなさい︒

おちいさんは考へに考へたすゑ︑

ねえさんも考へてるましたが︑

九伽8囹

四378

ところで︑ある日のこと︑金の牛は︑ふ 九伽10園 そこで航空部隊の働きと整備とは︑一つ
五367

とこんなことを考へました︒

四468

ことをとのさまに申しました︒

四356月の出る晩になると︑かぐやひめは月 四378 おちいさんは考へに考へたすゑ︑この
五561 きらきらと光って笑ったり︑青くすんで︑
じっと考へこんだりします︒

さんが︑自分のかげを見ながら考へこんでみる︒

七681 それから︑三日差かりたったある日︑正男

かんかん一かんげき

418

が考へられます︒

十566 神様が︑この國土をお生みになったことを
考へた︒

十741囹 ほかのことを考へないで︑みっしり仕事
をやってくれ︒

十伽9 それらが一つ一つ︑このやうにしてできあ
がったのだといふことを︑よく考へてください︒

十備7 宗治は︑城下にたてこもってみる五千の生
命をも考へた︒

十一313 敬語を使ひさへすれば禮儀になると考へ
たりするのは︑大きなあやまりである︒

ともすれば國語の恩をわきまへず︑中に

は國語といふことさへも考へない人がある︒

十二備9
かんかん

暑い夏の日が︑かんかんてりつける中で︑

︵副︶5

五834

かんかん

夏は︑かんかんとてつた方が︑氣持がいい

と思った︒

五853

てるます︒

七917頭の上では︑夏の太陽が︑かんかんと撃つ

その上を︑熱帯の太陽がかんかん照りつ

たたけば︑かんかん

音のする空だ︒

十二価2

七梱6圏
ける︒

五

観艦式

観艦式⁝⁝⁝二十六
五

さんさんと秋

観艦式

旗艦長門以下百敷十隻︑

せき

﹇観艦式﹈︵名︶1
ながと

歓喜

今日︑おごそかに観艦式︒

この歓喜を胸いっぱいにいだきながら︑わ

﹇歓喜﹈︵名︶1

十706

かんき

の日をあび︑

八271圏

かんかんしき

八261

八26

十一368 かう考へると︑紫式部は︑やっぱり女で かんかんしき ︹課名︺2 観艦式
なくてはならなかったのです︒

十一⁝⁝7団心の中には︑かうしたやさしい情がこ
もってみるのだと考へさせられました︒

十一㎜2 ︿略﹀を見てみると︑これが直なのか秋
﹁︿略﹀︒﹂と︑かれは考へた︒

なのかと考へてみたくなる︒
十二4810

十二509 修行者はかう考へて︑静かに羅刹に問ひ

緩急

感泣す

︽ーセ︾

一旦緩急ある時︑國を學げて國難に赴く

﹇緩急﹈︵名︶1

れわれ爆撃機隊は︑引きあげて行った︒
かんきゅう

かけた︒

十二524囹 おまへは自分のことばつかり考へて︑

十二衛2

﹇感泣﹈︵サ変︶1

艦橋

將兵︑すべて感泣せざるはなかりき︒

十二Z10圓

大東亜戦孚開始以來︑この學校に監禁さ

みんな無事で︑學校に監禁されてるま

かんきん・する﹇監禁﹈︵サ変︶2監禁する︽ーサ︾
す︒

十二231

﹇官軍﹈︵名︶9 官軍

れてるた約八千の邦人が︑
かんぐん

だので︑賊はすっかり弱った︒

七614 方々で︑官軍が︑ひやうらうの道をふさい

に逃げてしまった︒

七617 それが前後から官軍に討たれて︑ちりぢり

されども城中鳴りを静めて︑人ありと

も見えざりければ︑官軍はや落ちたりと思ひて︑

十一175図

るとすれば︑

十二相7 追討の官軍がたちまち江戸表に押し寄せ

十二麗5 官軍は︑今や潮のやうに東へ寄せて來る︒

十二麗9 關東方の使者は︑︿略﹀︑いつれも途中官

是非是非官軍さし向けられ︑御取り

軍に押さへられて︑自的を達しない︒

十二m5圓団

つぶしに相成り候はば︑
さっちやう

イギリスは︑薩長を通じて官軍に好意

を見せようとしてみた︒

十二衡6

く職ふやうにでもなったら︑

﹇官軍方﹈︵名︶1

さいがうたかもり

かつやすよし

官軍方

十二備7 もし︑日本が官軍と朝敵とに分れて︑長
かんぐんがた

つか二回の會見で︑︿略﹀開城の約が成立した︒

十二価1 官軍方の西郷隆盛︑徳川方の勝安芳のわ

艦橋には︑望遠鏡を持つた掌信號兵が遠く かんけい ﹇関係﹈︵名︶1 關係

﹇艦橋﹈︵名︶3

感激3こくみんてきか

これは重さに關係があるからだ︒

﹇感激﹈︵名︶5

八4910

將兵⁝同感激にたへず︒

十一575図國鷹下將卒モ︑皆此ノ成果ヲ見ルニ及

キ カ

十一137図田

んげき

と見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛び越 かんげき
あの攣にだだっぴろい艦橋の上の方と︑
マストだけが見えたので︑

十二脳12

えながら︑激しい掃射を浴びせかける︒

十667

を見張ってみる︒

九525

かんきょう

十一5710図

かんきゅう・す

のも︑

十二525園 おまへは自分のことばつかり考へて︑
人の腹のへってみることを考へてくれない︒
再三再四︑考へた結果︑﹁︿略﹀︒﹂と命じ

十二595 世間の人々は︑だれもさう考へた︒
十二608
た︒

十二梱6 夏の日の暑さから考へてみてもわかるや
うに︑太陽から出る熱量は︑

十二欄6 ぼくは︑もうちき訪れる春を考へながら︑
あたりを見まはした︒

へたり︑物事を學んだりして︑

十二備5 われわれは︑國語によって話したり︑考

419
かんげきする一かんじ

タダ

ンデ︑唯々感激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

十一備2 三人の心は︑驚きと感激でいっぱいにな
つて︑

−

かんこする ︽一

かんこどり

九31

︹課名︺2

かんこ鳥

かんこ鳥

かんこ鳥⁝⁝⁝七十

十一

十一

九701

カンゴフ

かっこう︑かっこう︒

かっこう︑かっこう︑かんこ鳥︑

﹇看護婦﹈︵名︶一

■はるやまかんししょう・ぼうくうかんし
感じ

こ

それを拝した時︑私たちは︑何ともいへな
さかな屋の店先で見るのとは︑まるでちが
話してみると︑その考へや感じが︑心の中
自分の考へや感じを︑いっそうくはしくし︑

肉眼で見るのとすっかり感じが違って︑
十375

しかし︑それも直ちに消えて︑﹁︿略﹀︒﹂と

一面にざらざらしたやうな感じである︒

いはば︑胡同は一本の管になって︑どこか

どこまでもこまやかで︑すっきりした感
だんだんふえてひろがりだすと︑すつき
りした感じがなくなって︑形がぼやけて來ます︒

十一715

じの雲です︒

十一711

らどこまでも︑つながってみる感じである︒

十川11

いふ感じに愛る︒

十698

︿略﹀︑なまなましい︑あざやかな美しさである︒

十368

深くして行くことができます︒

九418

で思ってみた時よりも︑はっきりして來ます︒

九415

つた感じです︒

八榊9

い感じがして︑目が涙でいっぱいになりました︒

八615

ンナでも作った畠のやうな感じがします︒

バナナの畠は︑キャベツか︑それとも︑カ

﹇感﹈︵名︶16

しょう

かんし

ニ634園丁タチバカンゴフニナリマセウ︒

かんごふ

だまのごと︑ゆめのごと︑

九717図魍

十二214 その人々の顔には︑感激の涙がとめどな かんこどり ﹇閑古鳥﹈︵名︶1 かんこ鳥
く流れた︒

東京から放送されて來た︒

十二圏9 この夜感激の軍艦行進曲が︑遥か富里の
かんげき・する﹇感激﹈︵サ変︶2感激する︽ーシ︾
きを聞いて︑たいへん感激してみるのですが︑

九鵬9囹私たちは︑わが航空部隊のめざましい働
十一143

︵サ変︶

八154

第一線の駐兵たちは︑︿略﹀︑ひたすら光 かんじ
官憲

榮に感激して︑勇氣百倍したのであった︒
﹇官憲﹈︵名︶1

九301 大東亜黒暗が始ると︑母は日本人であると

かんけん
いふので︑敵の官憲からにらまれ︑
くわんげん

くわんげん

かんげんしたま・う ﹇管弦﹈︵四︶1 管絃したまふ
︽ーヒ︾

歓呼
看護

どっとあがる歓呼︒

﹇歓呼﹈︵名︶1

まひつるは︑この人々にておはしけり︒

十柵6書聖 このあかつき︑城の内にて管絃した
かんこ
十二㎜12
﹇看護﹈︵名︶3

十補10 それまでの間︑どうとでもして看護の手を

かんご

書くし︑無事に送り届けてあげなければーー
つて︑ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑

十二731 母の必死の看護と︑褒者の手全てとによ
十二梛3 しかし︑二人のわが衛生兵は︑代る代る
﹇看護﹈

徹夜して︑心からしんせつに看護をしてやった︒

てつや

かんご・する

八6710 大石橋守備隊では︑さっそく信書管をとり

シ︾

はっして︑手あつくかんこしたが︑

十一728

雲の驚く果に︑半月がうっすらとかかつ

いちばん陰氣で︑いやな感じの雲である

なかなか盛んな感じのする雲です︒

てるるのは︑殊にさうした感じを深くします︒

十一753

十一734

銀白色または銀鼠色にかがやくのを見る

ことはいふまでもありません︒
ぎんねず

十一767

鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきまで

と︑雲の王者といひたい感じがします︒

十一一441

﹇漢字﹈︵名︶18 漢字

が︑聞かれるやうな感じのする歌である︒
かんじ

字とかなで書き表されます︒

壷網6 かうして呼んだり書いたりする文章は︑漢

漢字にはいろいろな讃み方があります︒

十M7 かなは︑だいたいきまった音で讃みますが︑

﹁國民學校﹂の﹁國﹂﹁民﹂といふ漢字は︑

﹁こく﹂﹁みん﹂と讃むほかに︑﹁くに﹂﹁たみ﹂と

十榊9

﹁こく﹂﹁みん﹂といふ讃み方は︑漢字論理

も讃みます︒

十価2

﹁くに﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるも

の爽音で︑これを漢字の音といひます︒

のですが︑

十価2

十価3 これこそわが國の昔からのことばで︑それ

﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大部

を漢字に當てて学んだものです︒
十価5

﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂と

分の漢字は一つの音で盗みますが︑
十備5

いったわが國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當てて

讃んだもので︑

せて︑ことばが書き表された場合には︑

十冊8 音と訓を持つた漢字を︑二字以上組み合は

讃むのが普通です︒

十界9 どの漢字もすべて音で憾むか︑または訓で

かんじあう一かんじる

420

十柵8 漢字には︑このやうに音と訓があり︑

十桁10 漢字を音で讃むか訓で悩むか︑どの音で讃
み︑どの訓で障むかは︑すべて︑讃みならはしに
よってきまるので す ︒

ろいろな漢字の音と訓とに注意して︑

十佃4 私たちが漢字を讃む時には︑このやうにい
十佃4 いろいろな漢字の音と訓とに注意して︑

十一櫨6 文字といへば漢字ばかりで︑文章といへ
ば︑漢文が普通であった︒

十一旧8 わが國の古語を︑漢字ばかりでそのまま
に書き表すことが︑︿略﹀大きな苦心であった︒

ばを書き表さうとしたら︑どうなるであらう︒

十一伽10 漢字ばかりで︑われわれの日常使ふこと

十一㎜2 ﹁クサキハアヲイ﹂といふのを漢字だけ
﹇感合 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

感じあふ

︽1へ︾

で書けば︑さし當り﹁草木青﹂と書いて
かんじあ・う

と︑皆感じあへり ︒

八7610図源氏の者ども︑これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂

かんじかた ﹇感方﹈︵名︶1 感じ方

元日
じ

めいせつ

九418 今まで氣つかなかった考への不足や︑感じ

ふ

﹇元日﹈︵名︶2

方の淺さがはっきりわかって︑
がんじつ

十982図魍元日や一系の天子不二の山鳴雪
十一441 元日の朝︑源氏は︑ちよつと紫の君のゐ
る部屋へ行ってみた︒

がんじつや ︹課名︺2 元日や

十一二 一同日や

十33 十三 元日や⁝⁝⁝九十八
十㎎W−

かんじのおんとくん ︹課名︺2 漢字の音と訓

十35 十五 漢字の音と訓⁝⁝⁝百十四
十榊3 十五 漢字の音と訓
かんじほんらい ﹇漢字本来﹈︵名︶1 漢字本男

並価1

﹁こく﹂﹁みん﹂といふ讃み方は︑漢字本來
感謝

またその錦りには︑﹁︿略﹀︒﹂と感謝の祈り

﹇感謝﹈︵名︶2

の獲音で︑これを漢字の音といひます︒

九㎜10

かんしゃ

くわんじゃ

兵隊さんは︑俳句を重んでもらった満足

をささげる︒

十一櫛6

くわんじゃ

﹇患者﹈︵名︶10

患者

患者

を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒
かんじゃ

熱の高い患者の氷が解けてみるので︑

十号8 病室の患者は︑よく寝静まつてゐます︒
＋燭−〇

十燭3 患者が目をさましさうなので︑

胸をなでおろしてみないと︑つひ患者とい

置いてある吸ひがら入れに︑ 吐く音が聞えます︒

十摺5 患者は半敷ぐらみよって︑ところどころに
＋梛−o

つしょになって︑ 吐いてしまひさうです︒

聖篭殿は︑すぐ來られましたが︑患者はも

が揺れだしてから急に悪くなって︑

十㎜3 重い患者には︑船の動揺が禁物です︒
十鵬5 さほどとも思はなかった 人の患者が︑船
十㎜10

う口をきく力もありません︒

おほひかぶさって掌る黒いかげでも︑梯ひ
のけようとするやうにもがいてみるのが︑患者の

十㎜3

︽一

とたんに︑私の頭の中には︑病室で苦しん

何でもない身振りにも︑うかがはれます︒

十側4

感謝いたす

でるる患者の顔が浮かんで來ました︒
﹇感謝﹈︵五︶1

閣下の御厚意を感謝いたします︒

かんしゃいた・す

十951園

シ︾

﹇感謝﹈︵サ変︶1感謝する︽ーシ︾
患者たち

内地に着きさへすれば︑完全な治療をする

﹇患者達﹈︵名︶1

勝久は︑かういって鹿北に感謝した︒

かんしゃ・する
九燭7

十側9

かんじゃたち

﹇艦首﹈︵名︶2 艦首

病院が︑この勇士の患者たちを待ってるる︒

十二伽2 漕水艦は︑思ひきりよく攻撃態勢を捨て

かんしゅ

て︑ぐるりと艦首を向けかへた︒

まさしくレキシントンに違ひないのである︒

十二矯2 その艦首のかっかうから︑煙突の形から︑

へさきに長き竿を立て︑赤き扇をとりつ

﹇官女﹈︵名︶1 官女

八715図

かんじょ

感情

わが古代の人々が︑雄大明朗の氣性を持

﹇感情﹈︵名︶2

け︑一人の官女︑その下に立ちて︑
かんじょう

ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

十二474

十二傾8 わが要語には︑祖先以來の感情・精神が

がんじょう

さうしなければ︑︿略﹀︑がんじょうな大砲

﹇頑丈﹈︵形状︶2

とけ込んでをり︑

八梱2

がんじょう

太い︑がんじょうな材木を︑鳥居のやう

にはならないのです︒

十ニー19

間食

たべものにもよく氣をつけて︑間食などは︑

﹇間食﹈︵名︶1

な形にがっしりと組み合はせる︑

五佃9

かんしょく

三人並んで次

﹇官女﹈︵名︶1 官女さん

できるだけさせないやうにしました︒
かんじょさん

の段︒

感じる ︽ージ・ージル︾

これつきり︑自分は︑遠いところへ行くの

﹇感﹈︵上一︶29

四川3圏赤いはかまの官女さん︑
かん・じる

だと感じたのかも知れません︒

七2710

九259国︺おまへたちは︑おとうさんたちのあとつ

私たちが︑うれしいなと感じたり︑

ぎなのだ一1といふことを︑しみじみと感じる︒

九414 私たちが︑心の中で考へたり感じたりして

九382

421
かんしん一かんず

みることを︑ことばで話してみると︑

九745 源作ちいさんは︑かまがいらいらしてるる
なと感じた︒

九951 熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ
たい海の水が氣持よく感じられる︒

九塒4 はたして何虫であるか︑はっきりはしない
が︑かなりたくさんの聲であることを感じる︒
じられるのです︒

九稲10園 自分のからだの一部分のやうにさへ︑感

押し寄せて來る︒

九㎜8 日本では感じられないやうな︑痛い寒さが

て行くのを感じた︒

十556 そのうちに︑私は︑目も︑心も︑熱くなつ

佐吉の愛國的熱情が︑ほとばしってみるやうにさ

十828 流れ出る綿布を見てみると︑あたかも豊田
へ感じられる︒

十901園私のいちばん感じたことは︑日本の軍人
が實に勇ましいことです︒

結局︑足もとにも寄りつけないと感じ
かく上下を問はず︑土民一般が︑事に鯛

ながら︑ついて行くのである︒

十二3410園
十二4010
れ物に感じて歌をよむといふのは︑

聞多は︑痛みも感じないかのやうに︑こ
ぐちもこぼさず︑ひたすら任務を遂行す

んこんと眠ってみる︒

十二727
十二研4

る姿には︑神の尊ささへ感じられるのである︒

十二囲1園あなたがたが︑私に示されたしんせつ
この一握りの土に︑ほのかな春の香を感

と︑︿略﹀に︑しみじみ感じて泣いてみるのです︒

十二鵬8

ことばの通じないところへ行くと︑だれ

じるやうにさへ思った︒

十二襯2

愛國の心が泉のやうに湧き起るのを感じ

でも魚食のありがたさをしみじみと感じる︒
十一一幽4

祖國日本の姿を思うて︑血の高鳴るのを

るのである︒

十一一別5
感じた︒

おかあさんの心は︑感心のほかはない︒

十一476 顔が火のやうになるのを︑私は感じまし かんしん ﹇感心﹈︵名︶1 感心
た︒

十134園

かんじん

かんしん︑かんしん︒﹂といって︑ほめ
かんしん︑かんしん︒
感心なやつだ︒

ときに︑あなたは︑あの感心な子どもの

かんじん

まだ︑寒いのに︑感心な花だこと︒
感心なことだ︒
﹇肝心﹈︵形状︶1

十二585囹感心な者だ︒

八榴7園

六餌4圏圓

六594園感心な子どもですね︒

うはさを︑お聞きですか︒

六546囹

五櫨1囹

四318園

てくださいました︒

四318園

十一861 谷底から吹きあげる風が︑はだに快く感 かんしん ﹇感心﹈︵形状︶8 かんしん 感心
じる︒

種の興奮を感じるほどであった︒

十一947 景観に打たれて︑ぼくらは︑ほとんど一
十一槻6 一臣民である自分も︑しみじみと生きが
ひを感じるとよんでゐます︒

十一槻9 私たちは︑この歌を口ずさんで︑更に新
しい喜びを感じるのであります︒

十一㎜11 木々の色が︑フィリピンの島々よりもか
へって日本に近いものを感じさせるのは︑

十一矯7 草原が︑ふと変畠のやうに感じられる︒
十一加9 町を歩いてまつ感じることは︑

︵下一︶ 1 感心させる

十ニー25 心を一つにすることが︑かんじんだ︒

かんしんさ・せる ﹇感心﹈
︽ーセ︾

なければ︑少しも聞く人々を感心させません︒

九444 かざったことばで話しても︑眞心がこもら

︽ーシ・ースル︾

かんしん・する ﹇感心﹈︵サ変︶12 かんしんする
感心する

ました︒

三443 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんなはかんしんし

して聞いていらっしゃいました︒

四187 ﹁ほう︑ほう︒﹂といひながら︑かんしん

私が︑かひこの箱を見せますと︑﹁︿略﹀︒﹂

と︑感心したやうにいひました︒

五414

してしまひました︒

七島8 私は︑くものりかうなのに︑すっかり感心

八434 親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑

おとうさんも感心して︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

石のらうから唐糸を出してやりました︒

した︒

八629

﹁︿略﹀︒﹂と︑心から感心して︑おとうさ

んをうらやましさうに見てみた︒

九223国

なと感心したり︑

九382 私たちが︑うれしいなと感じたり︑えらい

も感心して讃まないやうに︑

九442 うそいつはりの心持を書いたのでは︑だれ

ともに︑︿略﹀肩身のせまい思ひがした︒

十767 かれは︑その精巧な機械を見て感心すると

自分の任務を果すまでは︑決して持ち場

を離れないえらさに︑すっかり感心しました︒

十903園

﹇感﹈︵サ変︶1 感ず ︽ージ︾

はいる︒

十悩8 主人の話に感心しながら︑上塗りの部屋へ
かん・ず

かんする一かんちする

422

りナり︒

關する

︽

スル︾

信長︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし感じてやまざ

﹇関﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

九6910図

かん・する

十427 ごらんなさい︑歌でも︑俳句でも︑詩でも︑
﹇感﹈︵ サ 変 ︶ ﹇ V お か ん ず る

月に害するものがどんなに多いか︒
かんずる

かんせい ﹇歓声﹈︵名︶3 歓聲

十ニー42 ごうごうと響く車の音は︑見送ってくれ

十一897 みんなが︑わいわい盗汗をあげた︒
る山の鼻息である︒
﹇関税﹈︵名︶1

關税

十二㎜1 思はず歓聲があがる︒
かんぜい

︵サ変︶

3

完成する ︽

一割といふ高い洋書を彿ふことを命じました︒

七麗3 支那船が︑貿易するのをさまたげるために︑
﹇ 完成﹈

墨画ー98

その岩石を何百萬年もだきかかへてみる

艦船8てきかんせん

これはちやうど︑かまをたく人︑運干す

﹇艦船﹈︵名︶2

母のやうな山の心も︑

かんせん
理屈ー31

る人︑方向を見定める人などが︑いっしよになつ
艦船は︑魚群のごとく進み︑

て艦船を走らせるのと攣りはない︒

十二帽4圃
完全

やがて起き直ったと思ふと︑からだは完全

﹇完全﹈︵形状︶2

七888

かんぜん

内地に着きさへすれば︑完全な治療をする

に抜け出します︒

十欄8

病院が︑この勇士の患者たちを待ってるる︒
敢然

横車を押し通さうとした米國︑及び英國

﹇敢然﹈︵副︶3

十541囹

かんぜん

に寒して︑日本は敢然と立ちあがったのです︒
十655

かんせい・する

十一一㎜5

沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の

わが雷撃機の第一隊が敢然と現れた︒

十801 そこで︑更に七年間の工夫が轟けられ︑み

シ︾

観測

もう縁先に望遠鏡をすゑつけて︑にいさん

﹇観測﹈︵名︶1

十二鵬6
かんた

﹇観測所﹈︵名︶1

︵サ変︶

観測所﹇▽ほうへ

1

観測する

︽一

バランガへ通じる白い道は︑その観測所
﹇観測﹈

︵名︶1

かん太

﹇艦隊﹈︵名︶4

四791團國烏のかん太は
かんたい

艦隊3えいこくとうよ

寒からう︒

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

艦長は白蜜鏡を出したまま突進し︑その

かんそく・する

から手に取るやうに見えるので︑

十一搬5

いかんそくじょ

かんそくじょ

と正男くんが︑代る代る観測をしてみる︒

十353

かんそく

雷爆撃を相手に︑敢然と戦ひぬき︑

サ・ーシ・ースル︾

ここの橋が完成しない以上︑トラックは

ごと佐吉の自動織機が完成された︒
十一一価10
通じないから︑

十二鵬6 橋がひとたび完成するが早いか︑一時に

岩石

爆音が起り︑職車・大砲・トラックが︑間々と橋
を乗り切って行く︒
﹇岩石﹈︵名︶5

八338図 これより下︑十四五丈ばかりは︑こけむ

がんせき

したる岩石︑壁のごとくつき立ちたり︒

十一一92 一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩
石に︑軌道車の響きがごうごうと反響する︒
が落ちないやうにと念じながら︒

十ニー21 岩石がくつれないやうに︑働く人の足場
十ニー97 一生を石の中で暮してみる石工たちには︑
心なき岩石も意志あるかのやうに思はれ︑

うかんたいきかん・かみむらかんたい・しゅせんか

んたい・じゅんようかんたい・たいへいようだいに

わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑

だいさんかんたい・てきかんたい・れんこうかんた
い

ほくわく

敵艦の大部分は︑わが艦隊のためにあ

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

うつりよう

十一552図

十﹁564図

十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の

るひは撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑

十二㎜2

午後になって︑わが艦隊に敵機來襲︒

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒

朝廷へ寛大の御庭置を請ひ奉る歎願書を

﹇寛大﹈︵形状︶1 寛大

十二圏4
かんだい

たつさへた關東方の使者は︑

十二椛7

すみさう

かんだか・い ﹇甲高﹈︵形︶1 かん高い ︽ーイ︾

大きな水槽をのせた一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂と

きしみながら︑かん高い響きをたてる︒

十加10

盆のやうに簡軍なものでも︑表と裏と同

﹇簡単﹈︵形状︶3 簡軍

十槻1囹

かんたん

次にかかげる文章は︑源氏物語の一節を

時に塗ることはできません︒

簡軍にして︑それを今日のことばで表したもので

十一373
すが︑

これらは名前であるから︑割合ひ簡軍で

おち
明治時代の學者であり︑歌人であった落

﹇元旦﹈︵名︶1 元旦

もあらうが︑

十一㎜5
がんたん

合直文が︑一兀旦に門松をよんだ歌です︒

あひなほぶみ

十一価2

九価5

寒暖計は三十度を越えたがる︒

かんだんけい ﹇寒暖計﹈︵名︶1 寒暖計

十伽6

月明かりだったので︑海岸を防備する敵軍

かんち・する ﹇感知﹈︵サ変︶1 感知する ︽ーシ︾
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かんちゅういちどう一かんなくず

艦中一同

は︑いち早くわが船團の近づくのを感知した︒
かんちゅういちどう ﹇忌中一同﹈︵名︶1

艦長

十141園 豊島沖の海戦に出なかったことは︑艦中
﹇艦長﹈ ︵ 名 ︶ 1 9

一同残念に思ってみる︒
かんちょう

の選手は︑カッターに乗りうつりました︒

五896 艦長のことばにはげまされて︑白丁十三人

を命ぜられた︒

六296団 春雄︑をぢさんは︑今度︑潜水艦の艦長

軍艦旗に敬禮する ︒

九572 艦長を始め乗員一同は︑皆︑姿勢を正して

員が︑不動の姿勢で立ってるる︒

十二糎1 わが潜水艦の甲板には︑艦長を始め乗組

動としては鯨りに大聖すぎると思って︑

十二旧7 潜望鏡をのぞいてみた艦長は︑敵船の行

勇士たちは︑艦長のこの命令を意外に思った︒

十二悩2 ﹁爽射止め︒﹂︿略﹀持ち場についてみた
﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑潜望鏡から目を離しな

がらかういった︒

十二悩4

十二悩5園艦長︑敵はわが病院船バイカル丸を撃
沈しました︒

は︑﹁︿略﹀︒﹂とおもむろにいった︒

十二悩7 くやしがる乗組員をなだめながら︑艦長
十二㎜7 漕望鏡をおろしてから︑艦長は︑ひとり
言をいった︒

十二㎜8 艦長は︑︿略﹀︑西の方へ向かった時︑
﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑だれにいふともなくさ

﹁潜没︒﹂と︑急 に 元 氣 な 號 令 を く だ し た ︒

十二脳3

ういってから︑﹁ 襲 射 用 意 ︒ ﹂ を 号 令 し た ︒

十二脳7 また深度を少しつつ減らして行って︑艦
長は︑漕望鏡を何秒間かちよつと出して見た︒

十二踊1 艦橋の上の方と︑マストだけが見えたの

十二踊5

できれば艦下りと︑艦長は心に決した︒

艦長は︑いかにもうれしさうである︒

東州第一

﹇関東州第＝︵名︶1

﹇感動﹈︵サ変︶2 感動する

關

︽ース

右手は大和尚山で︑關豊州第一の高山︑
かんどう・する

かんとん

上海や廣東あたりの支那街の︑あのご

しゃんはい

十一加10

かんとん

なれない手つきでをのを振るひ︑のこぎり

﹇鉋﹈︵名︶1 かんな

つた返したやかましさは見られない︒
かんな

九川2

︵名︶一 カンナ

をひき︑かんなを掛けた︒

﹇艦内﹈︵名︶2 艦内
みやま
艦内は深山のやうな静かさである︒

とんする︒

艦内各部

カンナクヅ

オカアサンガ︑カンナクヅヲモッテオイ

﹇鉋屑﹈︵名︶一

﹁︿略﹀︒﹂と︑接聲器が艦内各部に報じた︒

かんないかくぶ
十二㎜11

ニ344

かんなくず

﹇艦内各部﹈︵名︶1

九548 何分かのうちに︑もう艦内はすっかりせい

九531

かんない

ンナでも作った畠のやうな感じがします︒

八153 バナナの畠は︑キャベツか︑それとも︑カ

カンナ

關東

木は︑枝や葉を震はせながら︑修行者の

﹇関東大震災﹈︵名︶1

心に感動するかのやうに見えた︒

十二569

ら感動するやうに︑

ばで書かれてあれば︑その文を慰む人々が︑心か

九446 これと反封に︑りつぼな心持が正しいこと

ル︾

だいをしやうざん

かんとうしゅうだいいち

にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒

十二矯9

時はよし︑艦長は再び漕望鏡をあげた︒

九蹴5園

九川9 遠く國務院や︑關東軍司令部の建物が夕日

十二珊1

艦長は漕望鏡を出したまま突進し︑その

で︑艦長は一見掃海艇と思ったのであるが︑

十二筋5

かんづめ

﹁焚射始め︒﹂艦長の聲は︑全艦に響き渡

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

﹇缶詰﹈︵名︶1

十二鵬8
つた︒

かんづめ

九326園戸だなの中にあるお米や︑かんづめや︑
ビールや︑みんな出してあげてください︒
てい
﹇艦艇﹈︵名︶3 艦艇 艦艇

かんてい

寒天

七972 關東大震災の時であった︒
かんとん
﹇広東﹈︹地名︺1 廣東

八265圏 見わたすかぎり︑ くっきりと︑堂々と︑ かんとうだいしんさい
てい
帝國の艦艇︑おお︑その雄姿︒
大震災
とうげん
すべての艦艇はうやうやしく︑ 登舷禮︑
八278圃

わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈

君が代のラッパ︒

十一568図

﹇寒天﹈︵名︶1

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒
かんてん

八川4すきとほつた寒天のやうなからだから︑腕
が何本も出てゐます︒

かんと

かんとさえた冬空︑太陽が︑まぶしく仰

︵副︶1

十484團

かんと

感動

押さへきれない︑あらしのやうな感動が︑

﹇感動﹈︵名︶1

がれる︒

十725

かんどう

關東方

關

朝廷へ寛大の御思置を請ひ奉る歎願書を

﹇関東方﹈︵名︶1

全員の胸を走りまはるのであった︒

かんとうがた
十一一麗8

﹇関東軍司令部﹈︵名︶1

たつさへた關東方の使者は︑

東軍司令部

かんとうぐんしれいぶ

かんぬしさん一かんもんかいきょう

424

デニナリマシタ︒

︽ーサ︾

δこうかんばん・こうぶかんぱん︒じょうかんぱ

かうくうぼかんは︑這いかんぱんから︑

ん・ひこうかんぱん・うてんかんぱん・うてんかん

三363囹

ばんあらい

かんぬしさん ﹇神主﹈︵名︶4 神主さん

七416 神主さんは︑大麻をふって︑みんなのおは

換嚢す

がんばり

︽ーレ︾

たくさんのひかうきが︑廣いかんばんか

七525

下士官が︑甲板の吐水口からふき出る海水

甲板に出て並びませう︒

洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲板を
目もくらむやうな光の中で︑レパルスの水

患者が目をさましさうなので︑私は︑箱を
かんばん

甲板で船員たちがあわてふためいてみる
わが漕水艦の甲板には︑艦長を始め乗組
わが潜水艦の甲板からは︑︿略﹀︑沈んで

甲板洗ひ

さつき見た時は距離が遠かったので︑レ
かんぱん

﹇甲板洗﹈︵名︶2

午前八時になると︑艦尾の旗竿に軍艦旗が

﹇艦尾﹈︵名︶3 艦尾

九5610

かんび

プリンスーオブーウェールズは︑中央と艦

あげられる︒

十71一

もう一度爆訂するとともに︑不沈艦は︑艦

尾から煙を吐きながら︑︿略﹀走ってみた︒

尾からするするとマライの海へのまれて行った︒

十718

寒風はだへをさす満洲のあした︑

﹇寒風﹈︵名︶1 寒風

十二柵2圃

かんぷう

當時︑かな文は女の書くもので︑男は︑

﹇漢文﹈︵名︶2 漢文

十一365

かんぶん

漢文流

文字といへば漢字ばかりで︑文章といへ

漢文を書くのが普通であったからです︒

十一協6

﹇漢文流﹈︵名︶1

ば︑漢文が普通であった︒

かんぶんりゅう

しかし︑これでは︑漢文流に﹁サウモク

アヲシ﹂と弾むこともできる︒

十一旧4

がんぺき

がんぺき
﹇岸壁﹈︵名︶
2 岸壁 岸壁

七538船は︑静かに岸壁をはなれて行きます︒

がんぺき

﹇冠﹈︵名︶2 冠

かんむり

一萬トン級の汽船が横づけになります︒

八949大阪港は︑防波堤が遠く績き︑港内の岸壁
には︑

かんむり
かんむり

九π5 二もとの御神木を仰げば︑︿略﹀︑はるかに

顔面

ふさふさした枝の冠をいただいて立つ

冠 のやうな梢をいただいてみるのが見られる︒
かんむり

十﹁822

ひのき
てるるのは︑檜である︒

更に︑前から顔面を深く切り込んだ︒

﹇顔面﹈︵名︶1

十二675

﹁露天甲板洗へ︒﹂水兵は︑︿略﹀︑身重な姿 がんめん

になって︑分隊ごとに甲板洗ひを始める︒

九558

かんぱんあらい

キシントンの甲板が見えず︑

十一一川11

行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

十二慨7

員が︑不動の姿勢で立ってるる︒

十二慨1

のが︑手に取るやうに見える距離まで追ひつめて︑

十二梱1

かんばん

十一梱6

かかへて甲板へ出ました︒
かんばん
見る見る甲板はます・さけの山︒

十燭4

兵が甲板に倒れてみる姿が︑はっきり見えた︒

十6910

こすりながら頭を並べて進んで行く︒

九561

を︑をけに汲んでどんどん流すと︑

九559

かんぱん

ら勇ましくとんで行くさうです︒

四182

ひかうきをいくつもいくつもとばします︒

七409 神主さんが︑三人お見えになりました︒
らひをしてくださいました︒

七425 神主さんが︑のりとを讃まれました︒

七438 三人の神主さんが︑静かに︑私たちの前を

がん

よりみち

黒白

通って臨られました︒
がん
がんのみだれ ︹題名︺1 雁のみだれ

九578 雁のみだれ
かんのん 呂はせかんのん
﹇関白﹈︵名︶2
はちまん

九579図八幡太郎馬家︑關白垂通の館にて軍の物

かんぱく

語しける時︑

﹇換 発 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

九585図 やがて演唱︑關白の館を出で︑義家も出
でぬ︒

かんばつ・す

十52図 宣職の大詔換歯さる
︽ーケ︾

がんばりつづ・ける ﹇頑張続﹈︵下一︶1
つづける

づけましたが︑
﹇頑張 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

がんばる

五⁝⁝3 みかたはそのままで︑一週間もがんばりつ
がんば・る

十一856園 もう少しがんばれ︒
かんばん ﹇看板﹈︵名︶3 かんばん皿vでんとうか
んばん
もしろいかんばんが見つかりました︒

八233團 このあひだ︑支那町を見に行った時︑お

かんぽん
かんぱん 甲板

ん出せ︒﹂の號令がくだる︒

︵名︶

12

甲板

九535

間もなく︑甲板士官や垂々員が起きて來る︒

目の前に︑關門海峡はさざ波をたたへ︑

車窓から何百の船が見える︒

九撹3圃

峡

八234国赤い布ぎれのふさをつるしたものですが︑ 九562 甲板洗ひがすむと︑﹁顔洗へ︒﹂﹁たばこぼ かんもんかいきょう ﹇関門海峡﹈︹地名︺2 關門海
何のかんばんだらうと思って︑
﹇甲板﹈

八237国詰 あれは︑支那料理の店のかんばんです︒かんぱんしかん ︹甲板士官﹈︵名︶1 甲板士官
かんぱん

425

九梱4囲 ふり返ると︑孔門海峡はさざ波をたたへ︑
﹇元来﹈︵副︶1

元來

いそがしさうに船が動いてみる︒
がんらい

艦列

几vシンガポールかんらくのよる

いが︑しかし理非にも明かるい人であった︒

十二607 綱吉は︑元來情に動かされない人ではな
かんらく
﹇艦列﹈︵名︶2

かんるい Oこかんるい
かんれつ

八287圃 御召艦ははるばると︑ 艦列をぬって進
む︒

き

ちまち齪れ︑早くも職列を塗るるものあり︒

二268

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑木曜ノボリマシタ︒

アチラコチラニオチテヰル木ノ枝ヤ︑

カレ草ナドヲ︑ヒトトコロニアツメマシタ︒

二337

ドンドンツモレ︒

オヂイサンバ︑ソノ松ノ木デ︑ウスヲ

二525圃囹松ノ木ニツモレ︑
二889

大きな木をつんだ車や︑石をつんだ

オヂイサンバ木ニノボッテ︑灰ヲマキ

コシラヘマシタ︒

二917
マシタ︒

二鵬6

小鳥が︑木の上で歌を歌ってゐます︒

車が︑いくつもいくつも通りました︒

うさぎの舟は︑
どうの舟︒

木のお舟︑

たぬき

昔︑あるところに︑一本のくすの木が生

このくすの木は︑今まで見たことも聞

でも︑この木は︑切るよりほかにみ
こんな大きな木のことですから︑それ
こんどは︑切りたふした木を︑どうする
かといふことになりました︒

四96

はそれは︑大さわぎでした︒

四92

ちがあるまい︒

四88囹

でせうか︒

四84園 この木を切ることにしよう︒
四86囹 こんな大きな木を︑切っていいもの

何十といふ村々が︑日かげになります︒

四66 大きな木になりました︒
四74 毎朝日が出ると︑この木の西がはは︑

いたこともないほど︑大きな木になりました︒

四65

えました︒

四62

の舟は︑

三847二項

落葉の間にたまったり︑

三498囹雨がふると︑水は︑木の根や︑草や︑

三497園山には木があるね︑草もあるね︒

十一539図激しく敵を砲撃せしかば︑敵の艦列た 三241

タ︒

テルバウズ︑

一一83 ソレヲニハノ木ノ枝ニツルシテ︑
ルテルバウズ︑

二256心寄早ク木ニナレ︑柿ノタネ︒
二258圏國早ク木ニナレ︑柿ノタネ︒
二262 木ニナリマシタ︒

テ

一503 木ノハガ︑ザワザワトオトヲタテマシ

イテヰマシタ︒

一405 福二︑小サイ木ヲ五本ウエマシタ︒
一488 松ノ木ノカゲニハ︑キキャウノ花モサ

一363 木ノハガ︑ソヨソヨウゴイテヰマス︒

まつなみき・まるきぶね

きわぎ・なみき・なみきみち・はなぎ・はんのき・

かれき・くさき・しらき・しらきづくり・ちぎ・と

き ﹇木﹈︵名︶m 木■あらきづくり・かつおぎ・

がんらい一き

四124園あの勢のよいくすの木で︑作った舟

このすばらしい舟になるために︑あ

だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒

四126園

爾がはからさし出た木の枝が︑まどに

の木は︑ぐんぐんのびたのかもしれない︒

四202

黄色や︑赤い木の葉で︑車の中が明か

とどきさうでした︒

るいほどでした︒

四204

これは︑木の枝といふ枝が︑すっかり

氷に包まれてしまふのです︒

四499

四503水しゃうで作った木のやうです︒
四508 風が吹いて判ると︑木の枝がふれあっ

湛洲人の子どもは︑木でこしらへたこ

て︑からからとかはいらしい音をたてます︒

すると︑草や木が︑だんだんと芽をふき︑

まを︑氷の上でまはして遊びます︒

四528
四鵬2

松の木の後から︑一人の女が出て來ます︒

花のつぼみがふくらんで來ます︒

四佃3

からだは︑八つの山︑八つの谷につづく

れる大きな杉の木が︑立ち並んでゐました︒

五98團 道の爾がはには︑千年もたったかと思は
五288園

さういはれてみると︑うちには︑桑の木が

ほどで︑せなかには︑こけも木も生えてをります︒

あそこの畠に︑桑の木があることを思ひ出

ないことに氣がつきました︒

五323
五326

ところどころに中洲があって︑小さな木が

したからです︒

取れないと思ふと︑くやしくなって︑木の

せみは︑桐の木で鳴いてみる︒

生えてゐました︒

五513
五787

幹をとんとたたく︒

五797

五悩7 その子どもは︑この時︑みんなからはなれ

き一き

426

て︑前の方にある木のそばへ行きました︒
五価6 みんなは︑木のそばへ來ました︒
五号5園 その御殿の門のそばに︑井戸があって︑
井戸のそばには︑大きな木が立ってゐます︒

五条6圏 あなたは︑その大きな木にのぼって︑
待っていらっしやい︒

五悩4 海の御殿の門の前に︑大きな木が立ってゐ
る︒

五悩5 ほをりの命は木を見あげながら︑ほをりの
命﹁ははあ︑こ の 木 の こ と だ な ︒

五悩6園 ははあ︑この木のことだな︒
五悩7 木にのぼって︑下をごらんになる︒

五価2 木の上を見あげて︑女は︑うやうやしくお
じぎをする︒

五鵬9園門の前の木に︑りっぱな神様がいらっ
しゃいます︒

ふ木に︑むしろやこもの着物︑を着せて︑暖くして

六252 寒い冬の風が吹くころは︑みかんの木とい
やります︒

六252 みかんの木といふ木に︑
らへて︑静かに眠ってゐます︒

六254 それでみかんの木は︑しもや雪をじっとこ
六257 暖い太陽が山一面にかがやきだすと︑この
みかんの木に若芽がすくすくとのびあがり︑
ついて︑みかんの木を苦しめます︒

六265 すると︑いろいろな害虫が︑葉や枝にとり

穴418囹

そのみぞをつたはって︑ぽたりぽたりと

六415園木の幹にすちがつけてあるでせう︒
落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒

砂蟹2

正面に︑松の木が茂ってみて︑白いやぐら

六673園森の木がきれいですね︒

大きな木が立ってみて︑その根もとに︑金

が見えました︒

六窟5

えぼしをかぶって︑しやくを持って︑木の

網の張ってある池が出ました︒

七4010

たいていは︑木の細い根をぢくにして︑ま

くつをはいてゐられました︒

七854

その管を木の根にさしこんで︑汁を吸って

るい穴をほり︑その中にはいってゐます︒

七857

生きてゐます︒

夏の末になると︑親仁は︑木の皮にきずを

つけて︑その中に卵を生みます︒

七862

やがて木をおりて︑いつのまにか︑柔かい
土の中にもぐりこんでしまひます︒

七865

木とか︑草とかにのぼって︑安心だと思ふ
と︑︿略V︑しっかりとそれにしがみつきます︒

七877

そのうちに︑このたくさんの糸の中の︼本
さうして︑風にゆられながら︑やっと柿の

が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました︒

七餌3
七脳10

木にたどり着きました︒

かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋
の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒

七価4

なし

すみみったう

おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに
ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだに
つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒

八605

育てられた木に生るのと同じことです︒

八146

もあって︑

六266 そのままにしておけば︑みかんの木は︑ 八14！ 毫湾にさへ行けば︑バナナの木がどこにで
弱ってしまひますから︑
の木の窺眞がうつりました︒

六386 青い海に︑静かにかげをうつしてみるやし
六392園 その海面にかげをうつすのがやしの木で︑
六414園 では︑ゴムの木をうつしませう︒

八671

鳩はなほしばらく飛び懸けてみたが︑とう

飛び去ったあとの木の枝には︑かはいさう

とうたまりかねて︑とある木の枝に止った︒

八674

やなぎの木が︑ほかの木よりも早く目をさ

にも︑赤い血がついてみた︒

八葉1

まします︒

八搦1 やなぎの木が︑ほかの木よりも早く目をさ

木の間からもれる初夏の光に︑

まします︒

九149

一打ちごとに︑三つの切口から清らかな木

のはだが現れる︒

九184

眞赤に僥けた木から︑めらめらとほのほが

みる密林を︑

九202團熱帯の大きな木やかづらがからみついて
九733

木のやにがうんとこびりついて︑煙の出口

立ちのぼってみる︒

九762

そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積

をふさいでみる︒

九768

切って來たばかりの木を︑一メートルばか

んで︑源作ちいさんが引いておりて躍る︒

九774

今度こそは︑上できの炭に焼いてみようと

りの長さにそろへて︑寓しさうにひき始めた︒

九779

考へながら︑ちいさんは一心に木をひいてみる︒

九川4 青々とした木が︑鏡のやうに静かな海面に

沿線の楊の木に︑かささぎが巣をいくつも

えんせんやなぎす

影を投げかけてみる︒

九蹴10

電柱のかげも木のかげも︑ずっと延びた︒

掛けてみる︒

九η7

新しい木の香が︑ぼくたちを喜ばした︒

九㎜12 大きな木の上に星が光ってみる︒

九η3

きのふまで木↓本もなかったやうな草原に︑

たちまち町ができる︒

九脚5

427
き一き

る︒

十311 井戸端のうるしの木が︑ぬうっと立ってる

スコールの中では︑灰色の大きな木を押

し立てたやうな龍巻さへ起ってるる︒

十二川8

﹁︿略﹀︒﹂と︑かかりの兵隊さんは︑氣がく

できるだけさせないやうにしました︒
五舶8

ほう︑よいところへ氣がつきました︒

六714

五伽5

私は︑ねどこの中へはいりましたが︑火事

ふと︑つりばりのないのに氣がついて︑

るつたやうに呼びつづけました︒

三497園

勇さんも太郎さんも氣がついて︑あわ

十321園 この村に︑古いけやきの木があるだらう︒ き ﹇気﹈︵名︶66 氣

三865

あたりが明かるくなって︑氣がはればれと

七75園 さうして︑海には︑どんな生きものがゐ

初めは︑それと氣がつかないほどでしたが︑

おたまじゃくしは︑何だかおそろしいやう

水の上へ顔を出すと︑氣がせいせいするや
さういはれてみると︑うちには︑桑の木が
氣をつけながら引きあげると︑大きなふな
自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し
これもぼくが植ゑたのだと思ふと︑何だか
あぶないから︑よく氣をおつけなさい︒
たべものにもよく氣をつけて︑間食などは︑

うまいところに氣がついたな︒

なほも南

ちよつと下を見ると︑足がぴったり板につ

夕日が落ちて︑

ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑

できるだけおちついて︑氣をつけながら︑

九807園

これでは︑義男たちが見ても︑おとう

日本の馬は︑氣が荒いとかいはれるさう

九751 ﹁︿略﹀︒﹂と氣がせく︒

さんとは氣がつくまい︒

九192芸園

のきいた魚です︒

舎費6 ﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかなか氣

八6710 任務を果して氣がゆるんだのか︑

うな氣がしました︒

八596 そのたびに︑早く飛んで行って︑見たいや

少しつっぱって行った︒

八517

何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

八403

ないかと︑氣をつけてゐましたが︑

八399 さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者は

へ氣がはやる︒

八47圃萬里の波に

いて︑離れないやうな氣がします︒

七927

るかを︑よく氣をつけて見るやうになさい︒

何ともいへない︑ありがたい氣がしまし

七724囹

やうな氣がします︒

六摺6 ほんたうに︑手に取って︑さはってみたい

する︒

六888

が氣になって︑なかなか眠れませんでした︒

十416 もちろん︑草も木もありませんよ︒

でも︑うちのことも氣にかかります

ててやめました︒

十487圏 かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい
どべい

てるた隣りのをぢさんは︑今みない︒

三梱1囹

た︒

五102團

五爵8

五818園

かはいい氣がする︒

五812

でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒

五681国

が︑水ぎはでぴちぴちはねて︑

五475

ないことに氣がつきました︒

五323

うに思ひました︒

五246

氣がしました︒

五246水の中にみると︑何だか息がつまるやうな

な︑うれしいやうな氣がして︑

五238

のちには︑だんだんふくれ出して︑

五233

も︑うそのやうな氣がするね︒

五151囹

ここで︑あんなにはげしい二二をしたの

もうお正月になったやうな氣がしました︒

何もかもさっぱりときれいに見えて︑

から︑かへらしていただきます︒

十882 土塀で園まれた會見所に入り︑片すみに生

四635

ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒

えてみたなつめの木に︑その馬をつないだ︒
やなぎ
十川9 土塀の上から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑
十一8310 岩角が出︑木の根が横たはってるる︒

十一8510木の間では︑うぐひすが鳴いてみる︒
ふみしめ登った︒

十一868 木の根︑岩角を敷へるやうに︑ふみしめ

し

十一894 いつのまにか大木が少くなって︑せいの
低い細い木が目につくやうになった︒
や

十一伽2図圃木から物のこぼるる音や秋の風
ほうわうぼく

十一川4 目もさめるやうな緑の葉の椰子の木や︑
鳳鳳木などが茂り ︑

十一㎜4 南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら
みの大きさの實の生ってみる木が︑︿略﹀︑往來ま
で枝をさしのべてみる︒

十一圏11すぐ目の前のゴムの木の根へ︑︿略﹀︑幅
廣い稻妻が鋭く切り込む時など︑
や し

十一國4 その爾側に︑竹と椰子の木で作った長屋
がずらりと並んでみる︒

十二5510 かれは︑あたりの石といはず︑木の幹と
いはず︑今のことばを書きつけた︒

た︒

十二566 書き終ると︑かれは手近にある木に登つ

心に感動するかのやうに見えた︒

十一一569 木は︑枝や葉を震はせながら︑修行者の

き一き
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十﹇841園

波を子守の歌と聞き︑

氣をつけろよ︒

屋へもどりました︒

九869 ぼくは泣きたいほどつらい氣がします︒

十一醜8図書

だが︑

九938 どちらも星があまり大きくありませんから︑

千里寄せく

花器などが︑︿略﹀︑かはいがられてる

吸ひて童となりにけり︒

十二452

いくら働いても働いても︑なほ足りない
一生を石の中で暮してみる石工たちには︑

き
き

がやき渡ると︑

十﹇川8赤・黄・青などの美しい羽をしたいろい

﹇着﹈Oうわぎ・はれぎ

ろな小鳥が︑

﹇旗﹈﹇Vぐんかんき・しんごうき・せきじゅうじ

き・せんとうき・てんのうき・にっしょうき・ぶた
いちょうき

ぶんどき・へんりゅうそくていき

き﹇器﹈■かくせいき・すいしんき・せんめんき・

機←いちばんき・きじゅうき・

こうくうき・ごじっき・さくがんき・さんぱんき・

き ﹇機﹈︵名︶8

き・せんとうき・ちょうおんき・ていさつき・てい

んき・じゅうろつき・しょうこうき・すうひゃっ

しきかんき・しじゅうはっき・しちじっき・しゃし

はなやかな奈良の都を︑ありありと見る

山の頂に横たはる雲が︑黄にくれなみにか

機は︑たちまちほのほを吐き︑翼は︑

わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち

と見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛び越

右舷前方にさしかかった時︑機はぱっと赤

雲が低いので︑今︑機は五百メートル以

風に流される機の方向を正すため︑偵察

十二η10 ぐっと機の方向を攣へる︒

員は偏流測定器から目が離せず︑

へんりう

十二矧12

下の低空を飛んでみる︒

十二㎜9

い火を吐きながら︑火だるまになって自爆した︒

十676

えながら︑激しい掃射を浴びせかける︒

十667

着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒

十662

空中分解を始めぬ︒

十171図画

い・りょかくき

う・みかたき・みやき・らいげきき・らいげききた

きせん・ひこうき・べつどうたいへんたいきちょ

さっきたい・なんじっき・にき・にじゅうすうき︒

にばんき・ばくげききたい・はつどうき︒はつどう
多量の出血に︑しばらくは氣を失ってゐ
それこそ氣をつけました︒

﹇記﹈Oさいゆうき・レキシントンげきちんき

一瞬といへども氣を

汝︑二度の職に勝つことを得て︑敵
たふじょうゐん

しかも搭乗員は︑

﹇黄﹈︵名︶5

ゆるめてはみないのである︒

十二㎜3

軍の氣を屈せしむ︒

十二999凶

十二853園

た聞多が︑ふと見まはすと︑

十二6710

した羅刹のみるのに氣がついた︒

十二499

やうな氣がする︒

あくま
ただ︑ふとそば近く︑恐しい悪魔の姿を

︿略﹀山の心も︑わかるやうな氣がするといふ︒

十ニー99

やうな氣がする︒

十ニー36

十二84園十分氣をつけて働いてください︒

着かない時には︑

十一佃1団何か氣にさはることがあって心の落ち

ると思ふと︑たいそううれしい氣がします︒

十一備6国

る海の氣を

よく氣をつけて見ないとはっきりしません︒
九976 初めは何も氣がつかなかったが︑

九997 ふと氣がつくと︑小島くんの姿が見えない︒
九鵬10 このくらみあいきやうのある氣のきいた虫
は︑めったにないものだ︒

九麗5圓 飛行機のもどって着る時刻がおそいと︑
氣が氣ではありません︒

九搬5囹 おそいと︑氣が氣ではありません︒
しますか︒

九襯8園敵弾でも受けて錦つた時は︑どんな氣が
九価5園 いつも嚢動機の調子に氣をつけてみたり︑
燃料や︑電力を調節したりします︒
か町へはいってみた︒

九㎜4．ふと氣がつくと︑﹁あじあ﹂はいつのまに
十213 よひ祭の支度に心を取られて︑さっきの地
震には︑一向氣がつかないもののやうである︒

十267 始めてわれにかへった村人は︑この火によ
つて救はれたのだと氣がつくと︑

あめ

十578囹ありがたいおことばを聞いて︑まるで天
の岩戸があけたやうな氣がしますね︒

き

き

十衡7 みなさんの周園には︑どんな塗り物がある
か氣をつけてごらんなさい︒

赤や︑黄や︑みどりの︑何ともいへないほ
九472

ど美しいものが︑その中にはいってゐました︒

八鵬8

浮かんでゐます︒

五885青い波の上に︑赤・白・黄・みどりの旗が

三型4三島や︑黄でぬった門が見えるね︒

黄﹇▽もえぎにおい

十麗6園 地雷だ︑氣をつけろ︒

十価7 さうした人々の目をさますまいと︑氣をつ
少年は︑氣を失った︒

けて静かに歩いてみるのですが︑
十躍11

十㎜4 ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわてて
家にもどって行ったりする︒

十一488 何だかさびしい氣がして︑私は自分の部
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十一一剛9園敵○○機みかたに向かふ︒

くまんよき
︵助動︶49

九62皇籍
あ

ぐかぎりは︑

りとて︑

九669図

だ

き

︽キ・シ・シカ︾畢ありし・こ

大神授けたまひし︑稻の穂のそよ
むねたふ

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑

十44図南参道に入れば︑夜來の雨に清められし

きてまみりしを︑一豊が求め得たるものに候︒

九695図國 これは東國第一の名馬とて︑商人の引

とて︑たまひき︒

九684図圓 汝の夫の一大事あらん時にまみらせよ

下に父の入れたまひて︑

九682図圓 わらはこの家にまみりし時︑この鏡の

九679図圖 ゆめにも求め亡べしとは思はざりき︒

りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

九677図國 この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か

づくと聞きて︑

﹁︿略﹀︒﹂とひとりごといひしに︑妻つく

十78図

日常の御生活のいかに御倹素にわたらせ

られしか︒

かくべつの働きなかりし由︑母はいか

座︑今もそのままに養せらる︒

十88図質素なる平屋にして︑行幸ありし時の玉
十12r圏国

一人の子が︑御國のため軍に出でしこ

にも残念に思ひ候︒

十125圓国

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

いかばかりの思ひにて︑この手紙をし
ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ

たためしか︑よくよくお察しくだされたく候︒

十132生国
十189図圏

ぼやと思ふ今日の御旗ぞ︒
ちぶさ

ちぶさ

十199図幽幼かりし時わが乳房にすがりて︑

ちまち齪れ︑

これに乗じてすかさず攻撃せしかば︑

敵の諸艦皆多大の損害をかうむり︑

十一545図

十一549図敵艦にせまり︑無二無三に攻撃せしか

うつりよう

れつ
ば︑敵艦隊は四分五裂のありさまとなれり︒

たちまち片岡隊の東方はるかに敷條の黒煙を見る︒

十一553図欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

かげろふ

が駆逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑

さざなみ

十一561図幕僚とともに一駆逐艦に移りしが︑わ

キンセウ

十一569図東郷司令長官の曝せし戦況報告の末尾
にいはく︑

損失・死傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神
ヨ
霰ノ加護二由ルモノト信仰スルノ外ナク︑

十一573図囹

汝は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ︒

十一5710図 すべて感泣せざるはなかりき︒

十一667図國
もん

わが乳房にすがりて︑すやすやと眠り
ゑ

しづのをだまきくり返し︑

稻村が崎︑名將の

さ

十二746図圏

き

十二763図魍

かへし

父が兵庫へ向かふ時︑かたみにとどめ

汝を櫻井より返されしは︑父のあと

腹を切れと残されしにもあらず︒

御代を安んじ奉れといひおかれしと

その遺言をつぶさに聞きて︑この母

にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒

十二9510図国

ころなり︒

十一一959図圖

十二953図國

をとぶらはせんためにもあらず︑

十二951図國

井より返されしは︑

十二9410図國父上︑兵庫へ向かはれし時︑汝を櫻

し菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑

十二945図

劒投ぜし古戦場︒
かま場より出でし喜三右衛門は︑

ありた

足助殿の御弓勢︑日ごろ承り候ひし

し人をしのびつつ︒

苦心は︑それのみにあらざりき︒

十202図圏
しごとく︒

十435図
十4410図
まざりき︒

十463図

たむかひしかたきも今日は大君の恵み
はへ

おとろへし蝿の一つが力なく障子には

十一539図

激しく敵を砲撃せしかば︑敵の艦列た

が︑われは急にその前路をさへぎり︑

十二985図國手を壷くして合戦仕り候はずば︑父

の場へはともなはで︑

十一537図敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし 十二981図國 正行十一歳に相成り候ひしを︑合戦

ほどはなかりけり︒

十一202図圏

ひて日はしっかなり

管腔7図閣

の露にうるほひにけり

十871図圃

なしたるおもむき伏奏せしところ︑陛下には︑

十855図田敵將ステッセルより開城の申し出でを

十476図肥前の有田に出でし陶工なり︒

かまのかたはらを離れざりき︒

九6510図織田家に仕へし初め︑東國第一の名馬な 十456図 一念ただタ日に映ゆる柿の色を求めて止

お

者なれば︑他の家來どもこのさまを見て︑

九616図 宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし

ねを追ひかけしが︑殺さんもふびんと底ひて︑

九603図 かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑きつ

過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒

九5910図 ある日安倍の宗任らをつれて︑廣き野を

ぺ

おほみかみ

しかたゆくすえ

キ

き・にき・にじっき・ひやっき・ろくせんよき︒ろ

こせんよき・じっき・じゅうまんき・じゅうまんよ

き・しちじゅうさんき・しちひゃくよき・しちまん

き・ごまんき︒さんぜんよき・さんびやくよき・し

き ﹇騎﹈n▽ごじっき・ごじゅうまんき・ごひゃくよ

き

き一き

ぎ一きえさる
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ぎ

義

の申しし遺言にもたがひ︑
﹇義﹈︵名︶2

いが︑

くま

の

八㎜9

ひのきの葉のやうな形で︑黄色やえび茶色

をしてみるのは︑﹁いそばな﹂でありました︒

さ

か

黄色δまっき

赤や黄色のあざやかな花模様を散らした
キイロ

右手に見おろす斜面に咲き長く黄色な花

は︑大きなのが﹁しなのきんばい﹂︑小さなのが

十一919

﹁みやまきんぽうげ﹂であった︒

きいろ・い ﹇黄色﹈︵形︶3 黄いろい 黄色い ︽一

三571

そのへんは魚船で︑愛のほが出そろって︑

梅の實が︑黄色くなりました︒

黄色味

つめ
しゅつと︑しぶきがほとばしって︑爪を

黄色み

かうして育てたみかんの實は︑︿略﹀︑ぼつ

﹇黄色﹈︵名︶2

きうす

日光はかすかに黄色味を帯びて︑

ぼつ︑黄色みをおびて來ます︒

六269

きいろみ

黄いろく染めたものだった︒

十496圏

↓めん黄色くなってゐました︒

五532

黄色や︑紅白の糸たばがくりひろげられて︑ ク︾

も

黒と黄色のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼ

く

しばらくは話がにぎやかに恥く︒
すず
黄色に熟したレモンが鈴なりになってゐ

さら

十一加5

ともつかないものが︑ふはふは飛んで來たり︑
もやう

十一川3

る畠の向かふには︑

十一㎜12

芸備11

あざやかな黄色︒

十二604園亡君の仇を報いたのは︑義には相違な 十295 高くのびたポプラや︑茂ったアカシヤは︑
十二餌6 義を立て︑理を蓋くし︑情を述べて残る
ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

い

﹇黄色﹈︵形状︶1一

更紗地と︑

九柳3

きうす

廊下にもみを干し︑小さな木工を園んで

伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら

﹇木馬﹈︵名︶2 木馬

九768

そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積

れ︑六十名の運多夫によって木馬に乗せられ︑

九186

きうま

米をつく︒

十一泌9

キイロナハヤ︑マッカナハガ︑タクサ きうす ﹇木臼﹈︵名︶1 木臼

キヌ子サンガ︑キイロナハヲーマイヒ
あの黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔か
バナナの木がどこにでもあって︑黄色なの

んで︑源作ちいさんが引いておりて來る︒

伐り倒された御神木は︑︿略﹀木馬に乗せ

られ︑木馬道を静かに運ばれて行く︒

九186

やがてそれが開くと︑中に黄色な花が︑矢 きうまみち ﹇木馬道﹈︵名︶2 木馬道
黄色な砂ぼこりを運んで馨るので︑これが

炭僥がまの裏の山道には︑丸太を並べた木

馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ置いてみる︒

九766
黄色な煙の中に︑白い煙がまじってみる︒

︽ーッ︾

さうして︑心の底にあった不安は︑まるで

﹇消去﹈︵五︶1 消え去る

十561

きえさる

︿略﹀︑幕府に封ずる武備を主張した︒

ぶんた
毛利侯の御前會議で︑氣鋭の井上聞多が︑

九726

このころになると︑野原には︑黄色な花が
黄色な土が︑すっかり白つぼくなった︒

十二657

黄色な煙が︑覆むらさき色に攣って行くの きえい ﹇気鋭﹈︵名︶1 氣鋭

十魏2

咲き始める︒

九矯4

を心に念じた︒

九746

吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒

八三8

車のやうに並んで咲きます︒

八171

を︑そのまま取ってたべるのだなと

八142

な實の出て來るバナナは︑

八133

ロッテ︑日ニスカシナガラ︑

二317

ンオチテヰマス︒

一．一314

いろ

きいろ

十一6010図國爲朝が申しやう︑以ての外に手荒き

ぎ ﹇儀﹈︵名︶2 翠玉おんぎ
儀なり︒

き

十二778園 汝を呼び出したのは︑飴の儀ではない︒
き い
﹇紀伊﹈︹地名︺1 紀伊

きい
村にお着きになりますと︑

六44 はるばると海を渡って︑紀伊の熊野といふ
ぎいぎい ︵副︶1 ぎいぎい
ろ
九479 ぎいぎいと櫓の音もすがすがしく︑

い

十二284 き一本な子路が︑とがり聲で孔子にいつ

きいっぽん ﹇生一本﹈︵形状︶1 き一本
た︒

ぎいと ︵副︶1 ぎいと
き

十988図書山門をぎいととざすや秋の暮 子規
い

きいのくに ﹇紀伊国﹈︹地名︺1 紀伊の國
き

黄色

十二437 紀伊の國へ行幸の御供をした時︑赤人が
作った歌である︒
﹇黄色﹈︵ 名 ︶ 1 0

四204 黄色や︑赤い木の葉で︑車の中が明か

きいろ

るいほどでした︒

六273 冬が曇るころには︑この黄色にだんだん赤
みが増して來て︑おいしさうなみかんが︑
るのさへあります︒

八68 口ばしの爾わきが︑いくぶん︑黄色に見え

日のうちに︑皮が黄色になり︑

八185 青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑四五

431
きえる一きかいかぶたい

﹇消﹈︵下 一 ︶ 1 7

消エル

雲のやうに消え去ってしまった︒

ーエル︾

き・える

消える

︽ーエ・

四496書になると︑いつのまにか︑ガラスの氷

二343 ケレドモ︑スグ消エマシタ︒
もすっかり消えますが︑

ル︾

記憶力

隊長の命令一下︑工兵隊は︑きほひかか

るやうに前進する︒

十二皿9
﹇記憶力﹈︵名︶1

阿禮は︑記憶力の非凡な人であった︒
機械

これらのほかに︑みかたの漕水艦どうし

敵艦までどのくらみはなれてみるか︑
出ると︑機械をいっぱいに掛けて︑もとの

六幽9

山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ

﹁ザi︒﹂といふ機械の動く音になりました︒

九㎜9

工場だ︑

機械だ︒

大きな機械が︑思ふままに︑鐵のかたまり
きたへられた鐵の柱は︑今度は機械に掛け
その機械のそばには︑高等科を卒業して二
職工さんは︑張りつめた氣持で︑機械が運
つまり︑時計の機械に︑振子を仕組んだも
それからは︑何も考へないで︑まるで機械

ので︑これが振子時計の始りです︒

八㎜8

轄するのを︑じっと見つめてゐます︒

八麗2

三年ぐらみの︑若い職工さんもみて︑

八㎜9

られて︑外側をまるくけづられて行きます︒

八㎜6

を手玉に取ってみるのです︒

八981

七486圃

るうちに︑字がすられ︑給がすられ︑

肝煎2

海岸へ急ぎました︒

六㎜3

︿略﹀︑それらを一々はかる機械がある︒

六333團

で︑信號しあふ機械がある︒

六327国

あって︑

六318国また︑水の中で音を聞きわける機械も

機械■どうりょくきかい

機械⁝⁝⁝四十八

十機械

十

︹課名︺2

十一桝3

きおくりよく

きかい

七484

七211

︽1

﹇機械﹈︵名︶26

六梱9 むさし野が︑うすくなって消えると︑船の

たかね

きほひかかる

きかい

六709 火事は︑なかなか消えさうに見えません︒
汽笛が﹁ボー︒﹂ と ひ び き ま し た ︒

いくつも

六幽2 そのうちに︑空も消え︑野原も消え︑みん
な消えてしまひました︒
．六幽2 空も消え︑野原も消え︑

七961間まるくひろがる水の輪が︑

六幽2 みんな消えてしまひました︒
出ては消えるたび ︑

八618 たき火も︑いつのまにか消えてゐました︒

九464 その音が︑︿略﹀裏の山々にこだましなが

八834 雪煙が消えて︑先生の笑顔が浮かんだ︒
ら︑長く尾を引いて消えて行く︒

九473 はるかな海の上をおほうてるたもやも消え
しかし︑それも直ちに消えて︑﹁︿略﹀︒﹂と

てなくなり︑

十696
いふ感じに攣る︒
ひ ら

十994図 ころは︑正月二十日鯨りのことなれば︑
比良の高嶺の雪も消え︑上々の氷打ち解けて︑

十一佃8 折からともし火がばっと明かるくなった
と思ふと︑ゆらゆらと動いて消えてしまった︒

十二鯉9 船の跡が︑いつまでたっても二本のしわ
を描いて︑消えずに残ってみる︒

﹇競掛﹈︵五︶1

十二㎜7 大きな水柱が︑遠い海面にあがっては消
えて行く︒

きおいかか・る

ねんれう

のやうに手足を動かした︒

ひがないか︑ていねいに調べたりします︒

九㎜6園燃料や爆弾を積み込んだり︑機械にくる

飛行機はただの機械だとは思はれません︒

當ててやうすを調べます︒

九川5園 登動機のおほひをはっして︑機械に手を
九備8園

やうに工夫したかった︒

十758 これを人の手によらず︑機械の力で動かす

な仕組みになるだらう︒

十758︑機械で動かせば︑もっと早く往復するやう

き物のやうに動いてみた︒

十766 銀色に光ったたくさんの機械は︑まるで生

ともに︑

十767 かれは︑その精巧な機械を見て感心すると

のでなかったからである︒

十768 機械は︑どれ一つとして︑わが日本製のも

に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒

十791 黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと

の夢を實現しようといふのである︒

ゆめ

十798 入の力から︑機械の力に移すといふ︑多年

えず正確に動くことにおいて︑

十818 機械の取扱ひがたやすく︑故障が少く︑絶

弾丸になり︑武器になり︑機械になる貴

い銅が︑この鑛石の中に眠ってみるのだ︒

十ニー07

﹇奇怪﹈︵形状︶1 奇怪

十一一㎜11 いかに機械でも︑心は通じるのである︒

きかい

﹇機械化部隊﹈︵名︶2

機械化部隊

十一 10 今度はいかにもものすごい︑いはば奇怪
しばふ
な物の精が寄り集って︑夜の芝生にをどるやう︑

十二川8 この道路を︑わが機械化部隊が︑懸軍を

きかいかぶたい

けちらしながら︑寸時の休みなく追撃する︒

十二慨6 いかに快速を褒美する機械化部隊も︑橋

きかいかん一ききづたえる

432

が落ちれば立ち往生になる︒

着かへる

︽一へ︾

十765 佐吉は上京して︑目をかがやかしながら︑

きかいかん ﹇機械編﹈︵名︶1 機械館
その機械館へ毎日通った︒
﹇着替﹈ ︵ 下 一 ︶ 3

七989 たんすをあけて︑みつから軍服を取り出し︑

きか・える

手早く着かへた︒

八口7 私は︑音のしないやうに起きて︑着物を着
かへた︒

十襯4 早く白衣に着かへて︑病室へ行かなければ
と思ひながら︑

きがかり ﹇気掛﹈︵形状︶1 氣がかり
かが氣がかりである︒
着かざる

︽ーッ︾

九752 かまから取り出すまでは︑どんなに嶢けた
﹇着飾﹈ ︵ 五 ︶ 1

カ

十一491 ふすまがすうとあいて︑着かざったねえ

きかざ・る

キ

さんがはいって來ました︒
キ カ
きがしようそつ ﹇磨下将卒﹈︵名︶1 里下將卒
タダ

﹇ 聞 ﹈ ︵ 五︶1

聞かす

︽ーサ︾

ンデ︑唯々感激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

十一574図圏 庵下將卒モ︑皆此ノ成果ヲ見ルニ及
きか・す

いつも聞かされてゐました︒

セ・セ

九292 母親から日本語を教へられ︑︿略﹀などを︑
きか・せる ﹇聞﹈︵下 ︶3 聞かせる ︽
ル︾n▽いいきかせる・おきかせくださる

六川1園 おまへは︑口でいって聞かせるだけでは︑
だめだ︒

かせてくれ︒

十二513園どうか残りを聞かせて︑私に悟りを開

きかん

﹇旗艦﹈︵名︶4
さんさんと秋

旗艦εえいこくとうよう
せき

今日︑おごそかに観艦式︒

旗艦長門以下百敷十隻︑

ながと

八267圃

かんたいきかん・りょうきかん
の日をあび︑

秋晴れや旗艦にあがる信號旗

わが偵察機は︑なほも大空をめぐりながら︑

九梱7図魍
十709

旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒
みかさ
わが旗艦三笠は︑職闘旗をかかぐると

十一5210図

い

す

﹇機関﹈︵名︶3

機關

ともに︑信號旗を以て令を各艦にくだせり︒
きかん

だまって椅子に腰をおろしてみると︑機關

の響きと震動が︑からだに傳はつて來ます︒

十悩9

機關の響きのほかに︑船腹に黙る波の音が

ものすごく聞え︑

十137

船全盟が︑むちでたたかれてみるやうな
きくわん車

機記号

﹁︿略﹀︒﹂と︑きくわん車が大きな音を

﹇機関車﹈︵名︶1

音を立て︑話し聲も︑機關の音もかき消されて︑

十二㎜4

一一鵬4

きかんしゃ

﹇機関銃﹈︵名︶4

たてて來ました︒
きかんじゅう

節艦する

御造螢富山︑國民の眞心もてたてまつり

われは目を移すやうになる︒

てんがい

かへで︒ぶな・くりなどの木々が茂り合

たる木々は︑︿略﹀すき間もなき木立となりて︑

十47図
十一801

この美しい木々の緑と︑さわやかな鳥の

つて︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれる︒

十︻8010

木々の色が︑フィリピンの島々よりもか

聲のごちそうを前にして︑

十一㎜10

へって日本に近いものを感じさせるのは︑

林の

聞き入る

しばし聞きいる

聞きいる

十一畑5 木々の間に無敷のほたるが群がって青白

い光を見せ始めると︑

たたずみて︑

ききい・る ﹇聞入﹈︵四五︶3

︽iッ・ ル︾

八448図國

みんな︑胸にこみあげるうれしさを押さへ

奥の秋の静けさ︒

十5410

ながら︑熱心に聞き入った︒

︵下↓︶

1 聞き入れる ︽一

十573 うちでも︑母は︑ラジオの前で職況に聞き

入ってみた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑人々がすすめても︑元帥は︑

ききい・れる ﹇聞入﹈

へ︾

義家の家來︑これを聞きつけて︑

﹇聞付﹈︵下二︶1 聞きつく ︽ーケ︾

これを聞きつけて︑子どもが大勢集る︒

ききった・える ﹇聞伝﹈︵下一︶1 聞き傳へる ︽1

十㎜2

ききつ・ける ﹇聞付﹈︵下一︶1聞きつける︽ーケ︾

﹁︿略﹀︒﹂と心のうちに思へり︒

九583図

ききつ・︿

十一櫛3囹あれはぼくの作った曲だ︒聞きたまへ︒

ききたま・う ﹇聞給﹈︵五︶1 聞きたまふ ︽1へ︾

﹁︿略﹀︒﹂といって︑聞き入れなかった︒

七棚9

漕水艦には︑大砲もある︑三軍銃もある︒ レ︾

機智銃の揮が︑雨あられのやうに飛んで來

六337團

ます︒

六型4

1

︽ース

すると︑わが歩兵も︑さかんに機上銃を撃
ち出しました︒

六稲1

︵サ変︶

小銃や鼠壁銃を撃つたり︑
﹇帰艦﹈

そのうちに上陸員が錦町する︒

七794團
きかん・する

九565

ル︾

木々

やがて︑左右を取り巻く山の木々に︑われ

﹇木木﹈︵名︶6

九129

きぎ

十二肪10 敵艦の胴腹深く飛び込むんだぞと︑毎日 きき ﹇聞﹈呂おきき
いって聞かせてみる魚雷だ︒
きかん ﹇期間﹈8たんきかん

433
ききとれる一きく

七201 この國にみたわる者のかしらは︑かねて︑
﹇聞蕩﹈︵下一︶1聞きとれる︽ーレ︾

尊の御勇武を聞き傳へて知ってゐましたので︑
ききと・れる

﹇聞慣﹈︵下一︶1聞きなれる︽ーレ︾

がんだり︑︿略﹀︑いつまでも聞いてゐます︒

八燭8 満人は︑その聲に聞きとれて︑そばにしや
ききな・れる

聞きもらす

︽ース︾

十一川9 いろいろな小鳥が︑聞きなれない鳴き聲
﹇聞漏 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

をして飛びまはってみる︒
ききもら・す

十555 おことばの一言一句も︑聞きもらすまいと
した︒

一491松ノ木ノカゲニハ︑キキャウノ花モサ

ききょう ﹇桔梗﹈︵名︶3 キキャウ ききやう
イテヰマシタ︒
ツマンデ︑﹁カハイラシイネ︒﹂トイヒマシタ︒

一493 イモウトハ︑キキャウノツボミヲソット

それを摘んで來ていけてみました︒

十一備10上野原でききやうの花を見つけたので︑
聞きわける ︽一

こもんしゃう︑

私たち

白い菊の花が︑咲きそろったやうなのも

すきな花︒

四271圃菊はたふとい
の

四486

菊の御紋のついたまん幕が︑風にゆれてゐ

あります︒

六柵5
ました︒

きく

聞く

︽ーイ・

三462
みました︒

三476

ある日︑にいさんにこのことを聞いて

おとうさんに同じことを聞きました︒

﹁夏﹂と聞くと︑太郎さんは︑急にうれ

いてみました︒

三495こんどは︑そのことをおちいさんに聞
三587

たくさんの菊の鉢が並んでゐます︒

正男さんがゐましたので︑﹁︿略﹀︒﹂と聞

しくなりました︒

六燭7

キク

は︑ゆうべのゆめのことを思ひ出しました︒
きんじょにるた大蛙が︑それを聞いて︑

ゑを見たり︑をぢさんのお話を聞いた

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三288

三321

春雄さんにせんかんのことを聞くと︑

りして︑軍かんのことはよく知ってゐます︒
三326

﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

かう答へます︒

ます︒

三355

﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑をぢさんは︑

くすの木は︑今まで見たことも聞いた

﹁ほう︑ほう︒﹂といひながら︑かんしん

聞くが早いか︑かけだしました︒

﹁なぜ泣くのか︒﹂と聞かれて︑︿略﹀悲

このことばを聞いて︑おちいさんもお

私は︑早くまゆを作るところが見たいので︑

こんな小さな神様を︑私は︑見たことも︑

聞いたこともございません︒

五584囹

ねえさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と聞くと︑

五352

こりました︒

四842 わにざめはそれを聞くと︑たいそうお

ばあさんもびっくりしました︒

四369

しさうに答へました︒

四362

のことを聞いて︑

四346 世間では︑光るやうに美しいかぐやひめ

四291

して聞いていらっしゃいました︒

四188

四107 海に浮かべてみると︑今まで見たこと
も聞いたこともない︑大きな舟でした︒

こともないほど︑大きな木になりました︒

四66

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三892

をぢさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑︿略﹀どこかの

きますと︑

三882

や

目のさめるやうな菊の花です︒
び

六燭8

三886

ひ

六燭9 日比谷公園の菊のてんらん會でした︒
だん
講堂の壇に︑かざってあった菊の花を見

八194国

去年の今ごろ︑學言忌の菊の花を寓生し

て︑ふと︑みなさんのことを思ひ出しました︒
ましたね︒

八196團

ちんれつ

八212国乱はちやうど︑菊の花がたくさん陳列さ
みどり色で︑菊の花のやうに美しい形をし

れてるます︒

八柵6

﹇聞﹈︵四五︶麗

たのは︑﹁いそぎんちゃく﹂でありました︒
き・︿

←おききいたす︒おききお

よび・おききする・おききなさる・おきく

ーカ・ーキ・ーク・ーケ︾

イケニヰルカメガキキマシタ︒

5

コノ話ヲキイテ︑犬ヲカリニ來マシタ︒

︵下一︶

一613

﹇ 聞 分﹈

二877

ケ・ーケル︾

ききわ・ける

六318塩水の中で音を聞きわける機械もあって︑

菊の花咲く

菊皿Vのぎく・ひなぎく

はれわたり︑

二979ここまでお話をきいたとき︑ふと︑私

六319團 敵艦の進んで來る音を聞きわけながら︑
敵に近寄ることもできる︒

六322團 漕水艦の乗組員の中には︑どんな音でも
聞きわけるやうな人が︑みなくてはならない︒

六324團 今のうちから︑いろいろな音が︑聞きわ
けられるやうにしておくことがだいじだよ︒

﹇菊﹈︵名︶11

いやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞えて終る︒

十一805 一々の鳴き聲を聞きわけることができな
きく

明治節︒

四264團秋空高く

きく一きく

434

大きな聲で聞いてみると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あ

うだ︒

まあ︑ひとつ聞かうではないか︒

あの笛を聞いたら︑わるいことなんかで

海賊どもは︑じっと耳を傾けて聞いた︒

七469園

教室で︑先生から︑﹁︿略﹀︒﹂と聞かれた時︑ 七478

ちらでおかあさんの聲がした︒

五817

五872
﹁︿略﹀︒﹂と︑朝ごはんの時︑ねえさんから

き

賊が︑これを聞いて︑くやしがって攻め寄
﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑二人は︑﹁︿略﹀︒﹂

八293図

木曾義仲︑都へ攻めのぼると聞きて︑平

そよしなか

とほめてくれました︒

七9310

せると︑

七592

きなくなった︒

七481園

五875

聞いたことをお答へした︒

五悩5 みんながわいわいいふのを︑初めからだ
まって聞いてみた一人の子どもがありました︒

五研3 その親が︑軍犬として︑職地ではたらいて
みると聞いた文子さんは︑

五梱9 文子さんは︑をぢさんに聞いて︑利根に

風のたよりにこのことを聞いて︑

これを聞くと︑頼朝の顔色はさっと攣りま

家は︑あわてて討手をさし向けたり︒

した︒

八375

﹁ 待 て ︒ ﹂ を 教 へました︒

五佃1 子犬ですから︑これは︑なかなか聞きませ
八391

んでしたが︑決してしかったり︑たたいたりしな
いで︑

九358

夕食後︑兵隊さんから︑新しい兵器につい
源氏の者ども︑これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁かれひ﹂﹁たこ﹂︑そのほか名前を始めて

三月の聲を聞くと︑滞洲でも︑春らしい日
満人は︑その聲に聞きとれて︑そばにしや
﹁皇軍來たる︒﹂の報を聞くと︑︿略﹀住民
﹁︿略﹀︒﹂と︑聞く兵隊さんもありました︒

インド人の子と聞くと︑インド人の巡査は
﹁︿略﹀︒﹂と教へても︑﹁いや︑孝行です︒﹂

やうすを愛へました︒

九3010

九286

たちも︑安心して町へ蹄って來ました︒

九267

がんだり︑︿略﹀︑いつまでも聞いてゐます︒

八価9

光がさして來ます︒

八梱2

聞く魚が︑たくさんゐました︒

八稲8

と︑皆感じあへり︒

八7610図

て︑おもしろいお話を聞きました︒

八629

んなであったでせう︒

といって︑なかなか聞かないさうです︒

九4010 いろいろなお話を静かに聞き︑︿略﹀︑こと

思ったことを聲でいひ表すのですから︑そ

がらや心持がよくわかった時は︑

九428

眞心がこもらなければ︑少しも聞く人々を

れは聞いてみる人の心にだけ残ります︒

九444

よりみち

眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち

感心させません︒

はちまん

九446
は︑

まさふさ

八幡太郎義家︑關白頼通の館にて軍の物

おほえ

九581図

とりごとのやうにいふ︒

語しける時︑大江の匡房︑聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂とひ

づくと聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

九669図 ﹁︿略﹀︒﹂とひとりごといひしに︑妻つく

ぼくは︑祖父のこのことばを聞いて︑ほん

するとある日の午後︑裏山の森で︑

日ごろ私たちは︑わが航空部隊のめざま

またみなさんも︑聞きたいことがあれば︑

あの山の傳説を話してあげようといへば︑

敵も見よ︑みかたも聞け︒

飛行機の熱を計ったり︑息づかひを遇い
九伽6園

聞けば︑そなたは豊島沖の海戦にも出

でず︑︿略﹀︑かくべつの働きなかりし由︑

十119弓隠

マルタは︿略﹀︑母といっしよに聞きたいといふ︒
ほうたう

九㎜11

たり︑

九麗3園

九㎜9園試運轄をして︑その爆音を聞いてみて︑

何でもおたつねください︒

九軒6囹

しい働きを聞いて︑

空船8囹

﹁︿略﹀︒﹂の聲を聞いた︒

心心7

たうにうれしいと思ひました︒

九864

馬屋へかけ込みました︒

六201間どんどんひやらら︑どんひやらら︑聞 八4010 これを聞いた萬壽のおどろきと喜びは︑ど 九787 それを聞くと︑ぼくは︑むちゅうになって
いても心が勇みたつ︒

六307團 この潜水艦が︑水の中へもぐるのだと聞
くと︑︿略﹀と︑思ふものもあるやうだが︑

六578園聞けば︑あなたは︑山で酒を見つけたと
いふことですが︑ほんたうですか︒

六629園 これで︑いっか︑おとうさんのお話に聞
いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

六696 をぢさんのうちの方角と聞いて︑私は︑恐
私は︑﹁︿略﹀︒﹂と聞きました︒

しくなりました︒
六725

六753 あとで聞けば︑この火事には︑焼け死んだ
人もあったさうです︒

七264 先生たちは︑︿略﹀︑徳用が重いけがをした

七98園 先生に聞きに行きませう︒
と聞かれて︑

のせわをなさるといふ大願を︑お立てになったさ

七353囹 うはさに聞けば︑皇后様は︑千人の病人
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きく一きく

仁山8 水兵は︑頭をさげて聞いてみたが︑やがて
手をあげて敬済し︑

十3710 それからも︑三人代る代るのぞきながら︑

十﹁352

兄が史記を生んでみるのを︑そばでじつ
さすがに子どもは︑じっと聞きながら目

と聞いてみて︑

十一426
を伏せてみたが︑
十一628図

にいさんからおもしろい説明を聞いた︒
十463図 鶏の聲を聞きては︑はや心も心にあらず︒
十一656図圓

十一843

汝は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ︒

波を子

耳を澄ますと︑遠く近く︑さまざまの小

はずむ呼吸が︑前にも後にもはっきり聞

十一667図國

いやが上にも死に重なって職ふと聞く︒

親死に能動たるるともかへりみず︑

爲朝聞きもあへず︑﹁︿略﹀︒﹂と答ふ︒

十527 この朝︑私は︑ラジオのいつもと違った聲
さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といふ臨時の知らせを

を聞いた︒
十531

聞いて︑はっとした︒
かれる︒

十一883

十547 その後のやうすをラジオで聞いた︒

十553 君が代の奏樂ののち︑うやうやしく奉讃さ

鳥のさへづりが聞かれる︒

れるのを︑私たちは︑かしこまって聞いた︒
あめ
十577囹 ありがたいおことばを聞いて︑まるで天

守の歌と聞き︑

樂とわれは聞く︒

十一佃5図圃なぎさの松に吹く風を︑

ほんたうに一度でもいいから︑演奏會

そのいひ方がいかにもをかしかったので︑
いった者も聞いた者も︑思はずにっこりした︒

十一鵬1

ですがーー

十一畑8囹實はその︑今ちよつと門口で聞いたの

へ行って聞いてみたい︒

十一鵬10囹

いみじき

十﹇醜7図圃生まれて潮にゆあみして︑

の岩戸があけたやうな氣がしますね︒
とそ笑ひける︒

十掴9図 敵もみかたもこれを聞きて︑ 一度にどつ
つねもり

十㎜1図 のちに聞けば︑平の経営の子︑敦盛とて︑
生年十七にぞなりにける︒
と思ってゐましたが︑

十佃1 船の勤めば話に聞くほど苦しいものでない
十㎜7 ﹁おかあさん︒﹂と︑かすかな叫びが聞かれ
よひばん

ました︒

耳を寄せて聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒

宗治はこれを聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂と思った︒

虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山から
あちらこちらに鶏の鳴き聲が聞かれるの
今まで聞いたこともない笛を吹くやうな
調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒

十一川8

も︑のどかな風景である︒

十一㎜4

立ちのぼる赤い火を眺めた︒

十一㎜3

長唄を聞くなんて︑うれしいことだね︒

フィリピンのざんがうの中で︑日本の

ようと思っても︑花はいふことをききません︒

十一佃3心心の落ち着かない時には︑いくらいけ

宵番の人が起しに來た聲を聞いて︑︿略﹀︑

十柵4

十一梱5園

病室へ行かなければと思ひながら︑
わぼく

十摺9 蔦元はこれを聞き︑和睦をして宗治らを救
十備9

はうと思った︒

十㎜9

ゆめ

十㎜9 目がさめたころ︑遠いところを通るその聲
足助これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と思案し

を聞くのは︑夢の中の聲のやうに思はれる︒

て︑

十一205図

十二221

﹁︿略﹀︒﹂といふ答へを聞くが早いか︑ト

見ること︑聞くこと︑いふこと︑行ふこ

非禮は聞くな︒

ラックは︑市の中央部へ突き進んで行った︒

十二323園

十二325
十二339囹

鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきまで

かれは︑一を聞いて十を知る男だ︒

と︑いっさい禮に從ひ︑

十二441

いやいや︑かれとても︑昔の御佛に教

が︑聞かれるやうな感じのする歌である︒

十二506園

相手は羅刹にもせよ︑悪魔にもせよ︑

へを聞かなかったとは限らない︒

十二508囹

前半分を聞いてさへ︑私は喜びにたへ

佛のみことばとあれば聞かなければならない︒
ないが︑

十二512園

十二533園あのことばの残りを聞かう︒

十二553修行者は︑うっとりとしてこのことばを

聞き︑それをくり返し口に唱へた︒

十二639園あの話を︑將軍から聞いた時ほど苦し

一命を取り止めた聞多が︑序章の母の慈

いことはなかった︒

十二733

愛の態度を聞くや︑病床にさめざめと泣いた︒

尊氏がままなるべし︒

たかうち

十二895図園正成すでに討死すと聞かば︑天下は

十一一9510口凶圓 その遺言をつぶさに聞きて︑この母

にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒

十二襯2 かうした歌を聞きながら︑快い夢路には

われわれが︑毎日話したり︑聞いたり︑

いったことを思ひ出すであらう︒

十二備2

黒んだり︑書いたりすることばが建言である︒

ここち

るで地獄で佛にあった心地がし︑

ちごく

十二襯3 たまたまなつかしい日本語を聞くと︑ま

十二蹴5 太平洋に績く南支那海の潮の色と︑イン

きく一きこえる

436

ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑

十二篇5 全艦これを聞いてをどりあがった︒
十二珊12 飛び出して行った魚雷のうなりを聞いて︑
爽射管員は︑ほっとため息をついた︒

十二圏10 最前線の決戦場︑南半球の珊瑚海で聞く

ラジオ放送ll大本螢嚢表である︒

﹇利﹈︵五︶7

きく

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

だまったまま︑静かに端坐してみた︒

十二脳3 軍艦行進曲を聞きながら︑われわれは︑

き・く

八M7 ﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかなか氣
のきいた魚です︒

九454 沖の方は︑白くもやでかすんで︑見通しが
きかない︒

つはもの

︹課名︺2

菊の花

菊の花⁝⁝⁝二十六

五

四26

五菊の花

きくのはな

四261
危言

ま
もしあれば︑危険といふ魔が︑すぐねら

﹇危険﹈︵名︶2

十七ー26

きけん
つて來るからである︒

ご さ
わっかな誤差から︑基地へ臨着すること

きげん5ごきげん

主人といふ者は︑きげんのよいことも

﹇機嫌﹈︵名︶2

のできない危瞼さへ起る︒

十二η7
きげん
十二835囹

もし︑きげんが悪うござったら︑かう

あり︑悪いこともある︒

十二836園

かうはやして舞はれたらよからう︒

この危瞼物を掘り出す作業が︑︿略﹀銃
氣候

その年は氣候が不順で︑九月の中ごろ急に

﹇気候﹈︵名︶2

︽ーメ︾

︵下一︶

1

聞え始める

それとも︑大陸の氣候が私に合ふのか
﹇聞始﹈

にぎやかに聞え始めます︒

七376

夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

きこえはじ・める

も知れません︒

十﹇価4團

寒くなり︑雨が降り績きました︒

八910

きこう

丸が飛んで來る中で︑平然と行はれる︒

十二鵬8

九鵬10 このくらみあいきやうのある氣のきいた虫 きけんぶつ ﹇危険物﹈︵名︶1 危険物
は︑めったにないものだ︒

十儒10 軍醤殿は︑すぐ來られましたが︑患者はも
う口をきく力もありません︒

十悪6 どんなにもがいても︑どうしたことか︑か
らだがききません︒

菊水

十二伽5 二人の衛生兵の手を︑自由のきかない爾

十二柵10 目が見えない上に︑手の自由もきかない︒

﹇菊水﹈︵名︶3

方の手で︑堅く握った︒
きくすい

十二901図 かたみに菊水の刀を與へて︑おのおの
ただよし

東西へ別れけり︒

エ・ーエル︾

十二9010図 直義の兵ども︑菊水の旗を見てよききこ・える ﹇聞﹈︵下一︶44 キコエル 聞える ︽一
敵なりと思ひ︑

少シノークト︑トケイヤノ店カラ︑ラジオ

日本中ニキコエマス︒

ニー73國正シイコトバガ︑キレイナコトバガ︑

ガキコエテ來マシタ︒

ニー02

十二945図正行は︑父が兵庫へ向かふ時︑かたみ 一448 ラジオノピヤノガ︑キコエテキマシタ︒
にとどめし菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑
きくすいのながれ ︹課名︺2 菊水の流れ

十二31 十二 菊水の流れ⁝⁝⁝八十八
十二881 十二 菊水の流れ

の音が聞えたら︑逃げることにしようでは

三438園大きなすずをねこの首につけて︑そ

おうゑんの聲も︑ごちゃごちゃになって

ありませんか︒

聞えます︒

四297

あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋

四956 だんだんうすぐらくなると︑あちらでも
こちらでも︑豆まきの聲が聞えます︒
五459

すると︑川の音も︑同じ唱歌を歌ってみる

の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒

朝

﹁ド︑ド︑ド︑ド︒﹂といふ水の音が聞えて

やうに聞えました︒

五493
五496

聾しさうな聲が聞えて來る︒

來ました︒

ざくざくと︑稻を刈る音が聞えます︒

どんひやらら︑

五815

どんどんひやらら︑

六128
六186圃

ポンプ自動車のサイレンの音も聞えます︒

から聞える笛たいこ︒

六70一

こんな子どもの歌が︑聞えて來ました︒

りまじって︑遠くの方で聞えます︒

六706 半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入
六幽1

七533

軍艦マーチが聞えます︒

勇ましい樂隊の音樂が聞えますね︒

る人たちの心に︑しみこむやうに聞えました︒

七289 徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にゐ

七533

愛國行進曲が聞えます︒

静かな夜の兵螢のどの室からも︑力強い

七534

スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よく聞

北の方で︑銃聲が聞えました︒

奉讃の聲が聞えて來るのは︑この時です︒

七816團
八591

空のどこかに︑かすかなうなり聲が聞え︑

八7810
える︒

八梱6圃

437
きこしめす一きし

飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見えたら︑

どこからか︑カナリヤのさへづりが朗か
だまって︑じっと見つめてみると︑一つ

に聞えて來る︒

十二鵬4
十二川6

九144 やまがら・こまどり・うぐひすなどの鳴き
聲が︑谷川の音にまじって聞えて來る中を︑
さうち
九鋤6 ﹁あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵

それっきり︑今まで聞えてみたレキシン

﹇聞召﹈︵五︶1

聞し召す

︽ーシ︾

推進器の音は︑聞えなくなってしまった︒
この夜︑満洲國皇帝陛下は︑大本螢の
聞ゆ

︽ーユ︾

都にて御馬そろへあるべしなど聞ゆ︒

﹇聞﹈︵下二︶2

﹇樵﹈︵名︶1木こり

何百人目いふ木こりが︑長い間かかっ
て︑やっと切りたふすことができました︒

四93

きこり

ぞとにひねもす聞ゆ

十搦9図魍雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の

九686野花

きこ・ゆ

歴史的な嚢表を聞し召し︑やをら御起立︑

十一一幡4圃

きこしめ・す

十二珊6

トンの推進器の音は︑聞えなくなってしまった︒

十二㎜5

る音がはっきりと聞えて來る︒

一つの星の呼吸さへ聞えて弱るやうだ︒
するしんき
近づくに從って︑敵艦の推進器の回罪す

十二矯10

ふくろふの鳴く聲が聞える︒

橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えない︒
十3210

十衙7 患者は半敷ぐらみよって︑ところどころに
置いてある吸ひがら入れに︑吐く音が聞えます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑激しくたたいておいて︑手の

ものすごく聞え︑

十研8 機關の響きのほかに︑船腹に當る波の音が
十鵬2
ひらで︑どらを急に押さへるので︑﹁︿略﹀︒﹂とい

ふやうに聞える︒

十一311 それが度を越すと︑かへってばかていね
いになったり︑また柔弱に聞えたりする︒

十一779 遠くの方から︑小鳥の聲が枕もとへ流れ
るやうに聞えて削る︒

のせせらぎの音が︑かすかに聞えて曇る︒

十一792 どこからともなく︑つつましやかな小川
十一806

器材

工兵隊は︑鯨つた材料をトラックに積み︑

﹇器材﹈︵名︶1

さ

ゑ

き

さ

ゑ

もん

喜三右衛門
もん

﹇喜三右衛門﹈︹人名︺6
き

かま場より出でし喜三右衛門は︑しばし
この美しさに︑しばし見とれたる喜三右
その日より︑喜三右衛門は︑赤色の焼き
されど︑喜三右衛門は︑動かざること山
のごとく︑︿略﹀柿の色を求めて止まざりき︒

十455図

つけに熱中し始めたり︒

十445図

衛門は︑

十441図

縁先にやすらひぬ︒

十435図

喜三右衛門

きさえもん

汗を拭ふまもなく︑器材と人員の署長を受けて︑

十二櫛8

一々の鳴き聲を聞きわけることができな きざい

いやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞えて來る︒
だやうに鳴く山鳩の聲が聞えて來る︒

十一808 小鳥の聲に混って︑太く口の中でふくん

十一814奥へ奥へと進んで行くにしたがって︑小
たかせ

川のせせらぎはだんだん高く聞えて弄る︒
かに聞えて來る︒

十﹁945 その底に高瀬川の鳴ってみるのが︑かす
十一995 遠くからただよふやうに汽笛が聞えて來
るのは︑カムチャッカ沿岸へ行く汽船であらうか︒
と︑中からピヤノの音が聞える︒

十﹁鵬2 ある小さなみすぼらしい家の前まで直る
十二482 どこからか聞えて來る尊いことば︒

その夜︑喜三右衛門は︑かまのかたはら

を離れざりき︒

十462図

めたり︒

十475図喜三右衛門は︑やがて名を柿右衛門と改

尊に從ひたまへる后︑弟橘媛︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇后﹈︵名︶3 后
九82図

きさき

と思ひたまひて︑尊に申したまふやう︑
おんくし

寄りぬ︒

九91図 七日ののち︑后の御櫛ただよひて海べに

九92図尊︑これををさめて︑后のみはかを作ら

天候悪攣の兆といはれる雲で︑

﹇兆﹈︵名︶1 兆

せたまふ︒

きざし

﹇階﹈︵名︶1 きざはし

十一728
きざはし

左に高き大

︽ーマ・ーム・

十二755図書登るや石のきざはしの

刻む

問はばや遠き世々の跡︒

﹇刻﹈︵五︶5 きざむ

いちやう︑
きざ・む

おことばを︑

心にきざん

五331園長が大きくて︑たべにくいから︑きざん

ーン︾

天皇陛下の

でやりませう︒

六773圃

一センチ︑ニセンチと刻んで行くやうに︑

でみ國を守る︑ わが陸軍のいのちの軍旗︒

七柳1

時計が時を刻むのと同じやうに︑

動くのがはっきりと見えます︒

十伽8

うその聯の美しさが心に刻まれて湿る︒

十惣3 その文字の意味がわかって來ると︑いっそ

﹇岸﹈︵名︶15 岸δかわぎし

三253 めいめいのささ舟を持って︑小川の岸

きし

ある日︑岸の草につかまって︑池の外へ出

に並びました︒

五248

てみました︒

きじ一きしゃ

438

の岸へ出ました︒

五485 朝つゆにしめった小道を通って行くと︑川
五489 岸は︑青葉でおほはれてゐますが︑

五503 しばらく行くと︑向かふの岸から︑小川が
流れこんで來ました︒

キジガ︑トンデノーッテ︑上カラチキノ

ヤウスヲ見マシタ︒

︻812

二鵬7

二十六

二314 二十六

汽車⁝⁝⁝百三

汽車

川中3園 汽車だ︒

キジハ︑トビマハッテオニノカホヲッ きしゃ ﹇汽車﹈︵名︶22 汽車

二脳8 汽車はぐんぐん大きくなって︑こっち

汽車

出征する孫が︑今日汽車で通ります

ぼくも汽車にのりたいなあ︒

の方へ行ってしまひました︒

へ來ます︒

キジガツナヲヒキマス︒

二佃4 汽車はだんだん小さくなって︑とほく

ツキマシタ︒

一824
一865

うるし
米の粉と︑おがくつとを︑漆でねり合は

せたもので︑木地に︑すき間や︑きずをなくすた

十柵7囹

五504 こちらの岸からも︑小川がそそぎこんでゐ きじ ﹇木地﹈︵名︶1 木地
ます︒
五543 町を通りぬけて︑川口に近い岸に立つと︑

めに︑かうしてつめてみるのです︒

二伽7園

ぬま

海が見えました︒

儀式は︑夜明け前の暗いうちから行はれる︒

あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑鶴

︹課名︺2

九川5囹 汽車のかげが長くなった︒

乗れて︑ほんたうにうれしい︒

九㎜1 一度乗ってみたいと思ってみたこの汽車に

あっとすべって行く車輪の響き︒

九撹7圃 汽車はたちまちトンネルにはいった︑ざ

九125 中央線の上松騨で汽車をおり︑

あげまつ

八888 汽車で大阪騨に近づくと︑

や飛行機で︑何回にも送ったといふことです︒

八108 九月の末から︑十月の初めにかけて︑汽車

ですから︑

八810 汽車や自動車も︑かなはないくらみの早さ

た大きな電車が跨る︑汽車が來る︒

六鵬4 たくさんのレールが光って︑何皇もつづい

さとを出蛮して行きます︒

六293 みかんは︑汽車や汽船にのせられて︑ふる

五525 汽車が止ったので︑私たちはおりました︒

みた川が︑右手を流れて︑

五516 汽車が鐵橋を渡ると︑今まで左手を流れて

ました︒

五508 汽車が走り出すと︑すぐトンネルにはいり

五507 汽車が來たので︑それに乗りました︒

のでね︑見送りに行くところなんですよ︒

四244園

儀式

新聞紙は︑露軍敗北の記事で満たされてゐ

﹇儀式﹈︵名︶5

地鎭祭といふのは︑新しく家が立つ土地の

うがちぞめといふのは︑鍬で土をほる儀式
やがて第二の太鼓が山灘浜に響き渡って︑
翌旦7

東の地平線が白み︑まもなく夜が明けて朝
岸べ

岸べから︑せまい水道を通って︑更に袋

﹇岸辺﹈︵名︶2

十二439

のやうにひろがった湾内へはいると︑

十一脳10

きしべ

日ののぼるころには︑もう儀式は終ってみる︒

九劉4

儀式に使はれるいろいろな祭具が運ばれる︒

九158

であります︒

七431

いただくやうに︑お祭をするだいじな儀式だと︑

神様に申しあげて︑その家を︑いつまでも守って

七406

ぎしき

たからである︒

十847

七952圏母馬子馬︑沼の岸︑夏のゆふべの柳か きじ ﹇記事﹈︵名︶1 記事
げ︒

七966圃画趣子馬︑ 沼の岸︑柳のかげが暮れて
行く︒
九488 このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急
ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ激って行く︒
にさっと渡り︑向かふの岸に打ちあげたり︒

十皿7図 宇治川速しといへども︑︿略﹀︑眞一文字

の額を射られ︑

十鵬3困弊かふの岸より敵の放つ矢に︑畠山︑馬

もせず︑︿略﹀︑向かふの岸に着きにけり︒

十鵬6図岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと

んで岸の上へ投げあげたり︒

十悩4図畠山︑﹁︿略﹀︒﹂といふまま︑大串をつか

キジ

︿略﹀︑太平洋の波は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二燭3囲 日本の北東から︑南西の岸へかけ︑
﹇雅﹈︵名︶6

が鳴きながら飛んで行く︒

きしゃ

きしみながら︑かん高い響きをたてる︒

応益10

ケライ きし・む ﹇軋﹈︵五︶1 きしむ ︽ーミ︾
すみさう
大きな水槽をのせた一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂と

一794 マタ少シイクト︑コンドハキジが來マ

きじ
シタ︒

一805 キジモ︑キビダンゴヲモラッテ︑
ニナリマシタ︒
レテ︑オニガシマヘワタリマシタ︒

一807 モモタラウハ︑犬ト︑サルト︑キジヲツ

439
きしゅ一きず

九川6 汽車のかげだけではない︒
や な
幽冥5図魍 汽車の來る重き力の地ひびきに家鳴り
とよもす秋の書すぎ
がら登る︒

十一脳10 さわやかな山道を︑汽車は鐘を鳴らしな
十一㎜1 まもなく︑汽車はマゲランの町にはいり︑
﹇機首﹈︵名︶1

機首

市内電車のやうに町の中をどんどん走る︒
きしゅ

十633 早着しつつあったわが隊は︑この報をとら
﹇機種﹈︵名︶1

機種

へて一路機首を北へ向け︑
きしゅ

が︑違ふものなら︑近づけばすぐわかります︒

雨中1園機種の同じものはなかなかわかりません
きじゅうき ﹇起重機﹈︵名︶4 起重機

七518 みなさんを乗せる船は︑今さかんに起重機
を動かして︑荷物を積んでゐます︒

九価4字置機上では︑どんな仕事をするのですか︒
氣丈

機上の朝食を終ったばかりなのに︑

氣象現象

機上勤務

機上

1

奇襲する ︽一

起床時刻

機上整

朝︑起床ラッパが鳴ると︑いっせいには
ね起きます︒

﹇義心﹈︵名︶1 義心

に落しつつ︑義心その氣色にあらはれければ︑

十一一994図申しもあへず︑はらはらと涙を甲の袖

ぎしん

﹁要員起し︒﹂この號令で︑朝の静かさがた

息はぎしり

起床ラッパが鳴り響いた︒

ちまち破られ︑起床ラッパは勇ましく響き︑

九5310

九㎜7
きしり

十備3吉言

たとへ鬼神なりとも︑われら三人がつ
かみかからば︑などか勝たざるべき︒
へども恐れずといふことなし︒

十一588図歩み出でたるさま︑いかなる鬼神とい

あれから︑きずもだんだん痛まなくなり

少年の傷は思ったよりも重く︑

この重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしば

木地に︑すき間や︑きずをなくすために︑

十一一枷1

敵の司令長官ロジェストウェンスキー

焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせ

甲を脱いでその身を見れば︑正成十一

繍帯は日に何回となく取り代へ︑傷の手

はうたい

傷を負はぬはなかりけり︒

十二927図七十二人の者ども︑皆五箇所︑三箇所︑

箇所まで傷を負ひたり︒

十二926図

の小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒

十二726

せうちう

中將は︑きのふの職闘に傷を負ひ︑

十一561図

かうしてつめてみるのです︒

十佃7園

らく飛び轟けてみたが︑

八6610

て︑息もたえだえであった︒

八647 信書管は血にまみれ︑身には重い傷を負つ

つけて︑その中に卵を生みます︒

七862 夏の末になると︑親拝は︑木の皮にきずを

やうな者のために︑

七345 手足の痛む病人や︑傷の痛みがなほらない

生は︑徳坤がかはいさうでたまりませんでした︒

七271この重い傷ではどうなるであらうかと︑先

七255

ました︒

四m6團

が痛んでゐましたが︑

四鯉2国 あなたのいらっしゃつた時は︑少しきず

た兵たいさんが︑大勢いらっしゃいました︒

四㎜3 戦孚できずを受けたり︑病氣になったりし

氣丈にも聞多は立ちあがって︑刀を抜か きず ﹇傷﹈︵名︶15 きず 傷■おおきず

﹇気丈﹈︵形状︶1

十二㎜10
きじょう

うとした︒

十二674
﹇機上勤務﹈︵名︶1

﹇気象現象﹈︵名︶1

機上勤務をする人もゐます︒

きじょうきんむ
九価3囹

雨や︑あらしや︑さういった︑この地球上

きしょうげんしょう

十402

﹇起床時刻﹈︵名︶1

に見られる氣象現象は︑一つもありません︒

﹇機上整備兵﹈︵名︶1

軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑冬は六時で

きしょうじこく
ある︒

九534

備兵

機上整備兵の座席の前には︑たくさんの

きじょうせいびへい

九備9園

ぎぢやう

計器が並んでゐます︒
ぎぢやう
﹇儀侯隊﹈︵名︶1 群馬隊

御ひつぎの車は︑儀伎隊の護りもいか
たかなわ

めしく︑︿略﹀高輪の御殿へお進みになってみた︒

十一148

ぎじょうたい

七556 右の方に︑林のやうに見える起重機一1あ
れは造船所です︒

ろ

八986 この鐵が︑今度は起重機につられながら︑
せいの高い大きな櫨へ入れられて︑

︵サ変︶

七778團

八9810 眞赤に焼かれた鐵の火柱が︑起重機でつら きしょうらっぱ ﹇起床劇夙﹈︵名︶3 起床ラッパ
﹇ 奇 襲﹈

れたまま︑そろそろと外へ出て來ます︒
きしゅう・する

野性

十二拓6 昭和十七年二月十九日︑わが陸の精鋭は︑

シ︾

﹇気性﹈︵名︶2

ジャワのバリ島を奇襲し︑
きしょう

その子︑まことに獅子の語性あれば︑

ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

十二474 わが古代の人々が︑雄大明朗の習性を持 きじん ﹇鬼神﹈︵名︶2 鬼神
十二891口藺語間

﹇機上﹈︵名︶2

はね返りて死せずといへり︒
きじょう

きずきあげる一きそ
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﹇築上﹈︵下一︶1

當てをていねいにしてやることは︑
きずきあ・げる
ゲル︾

﹇ 築 ﹈ ︵ 五︶5

築く

築きあげる

︽一

︽ーイ・ーカ・ーキ︾

十一別5 かれらは︑自分たちだけの世界を築きあ
げる︒

きず・く

六伽9 船の中には︑いわしの山が築かれます︒
そこに城を築きました︒

七皿2 かれらは︑兵力を以て皇嗣の港を占領し︑
九梱8 ある夜︑勝久を奉じる尼子勢は出雲に入り︑
ざんがう

や

し

一城を築いて三度ときの聲を作った︒

十悩1 帯のやうな塾壕と︑椰子の木かげに見えが
くれする灰色のトーチカが築かれてみて︑

十襯9 この水ならば︑平地に築かれた高松城が水
傷口

びたしになるのも︑間はあるまい︒
﹇傷口﹈︵名︶1
せうちう

十二727 焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせ

きずぐち

﹇ 期 ﹈ ︵ サ変︶1

期する

︽ーシ︾

の小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒
き・する

み
十棚4 宗治は︑巳の刻を期して︑城をあとに︑秀
氣勢

吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒
﹇気勢﹈︵名︶1

ヨ

九悩10 毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑

きせい

レンガフ

みかたは一時氣勢をあげた︒
キセキ
﹇奇書﹈︵名︶1 奇績

きせき
キセキ

始め︑

十二鵬2

今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑

着せる

︽ーセ︾

たぶん季節風に乗って︑ボルネオ見物に

の小波はなごやかなささやきを績けてるる︒

十二㎜8
﹇着﹈︵下一︶6

でも行くのであらう︒
き・せる

牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白
みかんの木といふ木に︑むしろやこもの着

のたづなを引いて通るのは︑

六156團
六253

お正月だから︑きれいな着物を着せてあ

物を着せて︑暖くしてやります︒

十一457
げた︒

このおにいさんにも︑いい着物を着せ

きれいに髪を結って︑晴れ着を着せられ
汽船

大阪港は︑防波堤が遠く績き︑港内の岸壁

また内地へは︑毎日のやうに汽船が出ま

汽船は︑いつもバナナを積んでゐます︒

八225国
すので︑

八9410

ただよふやうに汽笛が聞えて來るのは︑

には︑一萬トン級の汽船が横づけになります︒
十一995

汽船に乗って︑わが南洋のトラック島を．

カムチャッカ沿岸へ行く汽船であらうか︒

十一㎜7

出嚢し︑眞南へくだって行くと︑

十二伽3園

﹁汽船だ︒﹂わが垂水艦は︑全速力で煙

十一㎜11 汽船をこの島へ寄せるとしたならば︑

堂々と接近して行くと︑汽船からは︑す

のあとを追った︒

十二伽7

るするとギリシャの國旗があがった︒

義仲からはく略﹀︑木曾の家に傳はつてゐ

それが萬壽姫で︑木曾に住んでゐましたが︑

﹇木曽﹈︹地名︺8 木曾

お

九177

親子は︑うばといつしょに︑喜び勇んで木

織田信長が︑木曾の森林から伐採して奉つ

だのぶなが

明治の大御代から昭和の今日まで︑御遷宮

そのおぼしめしによって︑木曾の御料林中

十萬五千町歩にわたる木曾の御料林中︑最

に︑神宮備林が定められることになった︒

九1110

になってみる︒

に際しては︑かならず木曾から御用材を奉ること

九111

たことがあり︑

九108

曾へ蹄りました︒

八439

八428囹木曾の萬壽か︒

八427囹木曾の萬壽でございます︒

風のたよりにこのことを聞いて︑

八3810

きそ

た︑大切な刀を送ってよこしました︒

八381

きそ ﹇木曽﹈︹人名︺1 木曾
さういって︑今一つの人形にも美しい着

てあげなければ︒

十一458囹
十一4510
物を着せた︒

十一4710

﹇汽船﹈︵名︶15

たねえさんは︑まるでよその人のやうに見えます︒
きせん

汽船も通ってゐます︒
荷作りされたみかんは︑汽車や汽船にのせ

三751團
六293

今日︑みなさんは︑﹈萬トンの汽船に乗つ

汽船から︑たくさんの荷物がおろされます︒

られて︑ふるさとを出世して行きます︒
三男3

かうぺ

七516

て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒

いよいよ︑小さな汽船からはなれて︑私た
ちの船は︑ひとりで走り始めました︒
かうぺ
垂湾から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ
汽船は︑いつもバナナを積んでゐます︒
かうべ
塁湾から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ

八183

八182

七553

汽船に︑引っぱられて行くのです︒

十一5610図國我が聯合艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前 七544 船が港を出る時は︑途中まで︑あの小さな
記ノ如キ奇績ヲ書聖得タルモノハ︑
きせっ
きせつふう ﹇季節風﹈︵名︶4 季節風 季節風﹇V
きせつ

なんせいきせつふう

十一盟4 殊に︑季節風が南西にかはる三月ごろか
ら始って︑十一月ごろまではよく灰が降り︑

十一圏4 このころになると︑北東の季節風が吹き
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良の檜である︒

﹇木曽川﹈︹地名︺2

木曾川

九123 神宮備林は︑木曾川の上流が︑白い御影石

きそがわ

の川床をかんで流れる木曾谷の左右の山々にある︒

九126 森林鐵道に乗りかへて︑木曾川の支流にそ
木曾谷

ひながらさかのぼって行くとする︒
﹇木曽谷﹈︹地名︺1

き そ

九124 この神宮備林は︑︿略﹀木曾谷の左右の山々

きそだに
にある︒

きそのごりょうりん ︹課名︺2木曾の御料林木曾
の御料林
き

そ

九98 三 木曾の御料林
き

そよしなか

九24 三 木曾の御料林⁝⁝⁝九

そよしなか

てっかのたらうみつもり

中型︑三十︑三千︑南東︒
げんかい

日本から來て︑玄界なだを越え︑満洲から︑

もっともっと北をめざして︑飛んで行きます︒

八御3

北の空にもたくさんの星がありますが︑そ
北の北海道でしたら︑ほぼ衆中邊ですが︑

の中で一つだいじな星があります︒

九883
九889

北より少し西へ寄った方に︑︿略﹀ひしゃ

くを立てたやうなかつかうになってゐます︒

九896

極海の氷原に連なり︑アメリカ大陸に沿うてひろ

南十字星は手の届きさうなところに光つ

がる﹁太平洋﹂

十二川3

これを避けて北へ遠廻りをする︒

てをり︑北斗七星は北のはつれにるて︑

機髄の材料をいただいて︑いよいよ製作に

﹇機体﹈︵名︶2 機髄

十二川5
きたい

とりかかった︒

八497

大和鍛冶のきたへ打つたる矢じりを

ち

﹇鍛打﹈︵四︶1 きたへ打つ ︽ーッ︾

やまと か

少々用意仕りて候︒

十一192図國

きたえう・つ

堅きかひなあり︒

十一 2図魍

九柵4囹 なにしろ︑機髄の中は︑ふだんでもかな
九915 北の空では︑星が︑北極星をほぼ中心に︑
り温度が高い上に︑
圓をゑがいて動いてみるのだといふことが
あま
北から南へかけて︑天の川が︑夏の夜空に きた・う ﹇鍛﹈︵下二︶1 きたふ ︽1へ︾
いくとせここにきたへたる 鐵より
九942

北の方では︑二三日前に雪が降ったので︑

銀の砂子を美しくまき散らしてみるのが

九脳12

遠い山の峯が白くなってみる︒

反轄しつつあったわが隊は︑この報をとら
へて一路機首を北へ向け︑

十633

東も北も一帯に雲がとざして︑

八983

かうした勇氣やおちつきは︑子どもの時

かうして︑きたへにきたへるのですが︑そ

かうして︑きたへにきたへるのですが︑

れだけではまだ足りません︒

八983

棒のやうに延したりして︑十分にきたへます︒

八979

から︑きたへるやうにしなければならない︒
つち
それを大きな鐵の槌が︑︿略﹀つぶしたり︑

六351團

ことができる︒

五893囹今日こそ︑日ごろきたへた力を︑ためす

ル︾

十一228草垣の方を見渡せば︑北は山高く道けは きた・える ﹇鍛﹈︵下一︶7 きたへる ︽1へ・1ヘ
十一969

爽動機船が︑本島をあとに︑六百海里の

しく︑敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒

十一981

北を望んで︑連々と出て行く姿を見るであらう︒

島の北の端に︑深い水をたたへた廣い湾
があって︑

十一㎜1
十一㎜8

赤道をさしはさんで︑わが南洋のトラッ

八119 日本に春が來ると思へば︑もう矢もたても

北より南へ追ひなびけ︑

クを北の最良の港とすれば︑

わ
十二912図正成・正季︑東より西へ破って通り︑

八号6圏國 五番︑春山監視哨︑三十七分︑北︑敵︑

れた橋ばかりでも︑二十もあって︑

一むらありけるに走り入り︑

密林とゴム林が無限に轟くマライに︑た
ほさう

十二柵6圃北︑ベーリングの荒海を巻き︑南︑南

だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒

八9010 この島に向かって︑北から南からかけ渡さ 十二梱7

八591 北の方で︑銃聲が聞えました︒

﹇北風﹈︵名︶11 北風

四麗6 北風と南風は︑たいそう仲がわるいやうで

きたかぜ

八㎜6 かうしてきたへられた鐵の柱は︑

八534 運動場に出ると︑北の風が少し吹いてみた︒ 十一一925図 今はこれまでと︑湊川の北に︑民家の 八丁4 みなさんが︑暑さや寒さにうち勝って︑か
らだや心をきたへて行くのと︑

北へ行きましたが︑

たまらず︑北をさして進むのです︒
がん
八246團 この春︑私がこちらへ來たころは︑雁も

てしまへ︒﹂と︑南風がいひます︒

四榊6囹 ﹁北風︑おまへは︑もう北の國へかへっ

て行きました︒

三114 さうして︑どんどん北の方へとばされ

きた ﹇北﹈︵名︶27 北5まきた

頼朝に仕へてるました︒

八377 木曾義仲の零話︑手塚太郎光盛の娘が︑

き そよしなか

家は︑あわてて討手をさし向けたり︒

八293年忌木曾義仲︑都へ攻めのぼると聞きて︑平

き

きそよしなか ﹇木曽義仲﹈︹人名︺2 木曾義仲

きそがわ一きたかぜ

きたかぜとみなみかぜ一きち
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す︒

四麗7 冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹
きまはって︑雪やあられを降らせたり︑
四柵3 しかし︑北風が少しゆだんをしてみると︑
暖い南風が︑そっとやって來ます︒

四佃6 さうして︑北風の作った雪の山や︑氷の池
を︑少しでもとかさうとします︒

四囲8 北風は︑すぐ南風を追ひはらひます︒

四二6園 ﹁北風︑おまへは︑もう北の國へかへっ
北 風 は ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と答へます︒

てしまへ︒﹂と︑南風がいひます︒
四二7

風をどしどしと追ひまくります︒

四価8 南の國から︑大勢の仲間をつれて來て︑北

さくえ

たけじ

﹇北川丞﹈︹人名︺1

のすけ

じょう
北川丞
じよう

川下伊之助︑江下武二︑北川丞︑三人の

い

きたがわじょう

六柵9
北支那

文子さんが五年生になったころ︑利根は︑

﹇北支那﹈︹地名︺4

工兵は︑︿略﹀︑鐵條網めがけて突進しました︒

きたしな
五価1
勇ましく北支那へ出征しました︒

北支那から︑北満洲の雪の夜の家々にも行
交通路には︑鐵道があり︑自動車道路があ

つて︑みんなを喜ばしてゐます︒

八188
十㎜11

り︑水路があって︑北支那だけでも︑これらの延
ちみき

﹇北白川宮永久王﹈

北支那に愛路村といふ地域が設けられたわ

そん

長は︑約卜占六千キロにもなるといはれる︒
けも︑ここにある︒

十㎜7

北白川宮永久王

きたしらかわのみやながひさおう

︹人名︺1

四竃5園 北風が︑雪や氷で︑野山をまつ白にした
代りに︑わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑

十一74

﹇北千島﹈︹地名︺2

北千島

五月下旬から︑そろそろ北千島の漁場が

︹課名︺2

北千島の漁場

北千島の漁場⁝⁝⁝九十七
氣立て

北千島の漁場

︽一

二895

米ヲツイテミマスト︑キタナイモノバ

自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し

カリ出マシタ︒

北満洲

︽1へ︾

でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒

五679団

﹇週給﹈︵五︶2 來たまふ

﹇北満州﹈︹地名︺1

よかったら見に來たまへ︒

五鵬1囹 ここへ來たまへ︒

きたま・う

十348園

北支那から︑北満洲の雪の夜の家々にも行

きたまんしゅう

八188

﹇来﹈︵四︶5

來たる

︽ーラ・ール・ーレ︾

つて︑みんなを喜ばしてゐます︒

呂おくりきたる・せめきたる・よせきたる

きた・る

來たらば來

義朝は武略の奥義を極めたるものな

﹁皇軍來たる︒﹂の報を聞くと︑

十﹁617図圓

九267

波にただよふ氷山も︑

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

たれ︑恐れんや︒

十一悩7図魍

來たらば來たれ︑

大敵︑今勢を書くして來たるなれば︑

十一悩7図圃 氷山も︑

今度の合戦は天下の安否たるべし︒

十二9910図國

明けて行かうとする基地で︑出撃の訓示を

基地の朝は︑まだやっと明け始めたばか

さ

今日も︑基地の上空は一面の層雲で︑

ご

十二㎜11

わっかな誤差から︑基地へ婦着すること

のできない危険さへ起る︒

十二別1 海の荒鷲が︑大空高らかに︑凱歌をあげ

がいか

十二㎜6

りなのに︑

十二㎜9

十722 基地へ錦ると︑司令は泣いてみた︒

する司令の目は︑ぎらぎらと光ってみる︒

十614

各部隊は︑こをどりして基地を飛び立つた︒

十599 日没までわっか一時間震りしがなかったが︑

ここ北千島の一角を根客地とする二百隻 きち ﹇基地﹈︵名︶8 基地ひひこうきち

十四
十四

﹇気立﹈︵名︶1

キタナイ

きたない

しかし手立てはやさしく︑日本人を心か
﹇汚﹈︵形︶3

ムリニ犬ヲナカセテ︑畠ヲホッテミマ
スト︑キタナイモノバカリ出マシタ︒

二88一

イ︾

きたな・い

ら尊敬して︑なかなか勤勉に働く︒

十一㎜3

きだて

十一976

十﹁33

きたちしまのぎょじょう

の流し網出漁船は︑いま出動準備の最中である︒

十一983

活氣を帯びて來る︒

十﹇978

きたちしま

母宮殿下の御前にお立ちになった︒

制服をお召しになった北白川宮永久下は︑

野山をかざって見せよう︒

北川

吹き

八597 けさは︑寒い北風が吹きまくり︑たんぼの
水たまりには︑うすい氷さへ張ってゐます︒
八706圏 今は枯草︑ 川土手を︑ 寒い北風
まくり︑

きたかぜとみなみかぜ ︹課名︺2 北風と南風

四312 二十四 北風と南風⁝⁝⁝百十二
﹇北川﹈︹人名︺4

四皿5 二十四 北風と南風
きたがわ
つづいて走ってゐます︒

六㎜3 北川が先頭に立ち︑江下︑作江が︑これに
六伽5 すると︑どうしたはずみか︑北川が︑はた
と倒れました︒

六梱3 北川は︑決死の勇氣をふるって︑すっくと
立ちあがりまし た ︒

六梱4 江下︑作江は︑北川をはげますやうに︑破
壌筒に力を入れて︑︿略﹀押して行きました︒

443

がうしう

て基地へ蹄るところである︒

氣違ひ

十二圏4 濠洲東岸の基地からでもやって來たのだ
らう︒

﹇気違﹈︵名︶2

鋸着する

︽ース

十454図人はこの様を見て︑たはけとあざけり︑

きちがい
氣違ひとののしる ︒

さ

﹇帰 着 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

十737園 いよいよ︑あれは氣違ひだ︒
きちゃく・する
ご

十二盟6 わっかな誤差から︑基地へ蹄着すること

ル︾

きちんと

のできない薄衣さへ起る︒
︵副︶18

八489

私は︑ちやうどきちんとできたので︑それ

きちんと作るためには︑設計圖がいる︒

儀よく︑しかも︑たくさん植ゑてあるのです︒
八507

外側がきれいにけづられて︑砲身の長さと︑

を胴髄にとりつけた︒

事象3

きちんと姿勢を正して︑祭典の始るのを待

まるみとが︑きちんとそろって來ると︑

九152
つてみる︒

きちんとそろって進んでみた列が︑だんだ

ん齪れて行った︒

九986
九川10

みんな道具をきちんとまとめて集合する︒
せいけつ
このやうな商店街が思ったよりも清潔で

﹇菊花﹈︵名︶1

菊花

あり︑きちんと整ってみることである︒

十一加10
きっか

花の御紋章を拝するかしこさ︒

九476

漁船が︑港へはいって來たのをきっかけに︑
δおきつかれ

きっかはもとはる

二隻・三隻と重いて港へはいって上る︒
きつかれ

た︒

坐上として︑一萬五千の精兵が堂々と進軍して來

六636 きちんとはまった時︑巻いた紙を︑糸でき きっかわもとはる ﹇吉川元春﹈︹人名︺1 吉川元春
てるもと
きっかはもとはる
こばやかはたかかげ
．九章3 輝元を大吉とし︑吉川元春・小早川三景を

のかな︒

九417

今まで氣つかなかった考への不足や︑
︿略﹀用ひてみることに氣つくであらう︒

ぎっしり

ただぼうっとして︑ひき終ったのも氣つ
ぎっしり

見れば︑敵の陣地には︑ぎっしりと︑鐵條

︵副︶7

かないくらみ︒

十一備3
ぎっしり

八155 大きな︑ばせうに似た植物が︑きちんと行 六柵2

背嚢などが︑きちんと置いてあります︒

七826国 その上に︑ていねいにたたんだ軍服や︑

七787園

﹁氣をつけ︒﹂の姿勢をきちんとしたり︑

網が張りめぐらされてゐます︒

八179 それにぎっしりと︑みなさんのたべる︑あ

木箱にぎっしり氷といっしよにつめて︑荷

のバナナが生るのです︒

九506

作りする者や︑

つめ込まれてみるのだ︒

九737 そのかまには︑炭に焼く丸太がぎっしりと

十一43圃五尺もある厚い氷︑遠い爾岸の間をぎ

つしりと張りつめてみた氷︑

十一加2 南洋のどこの町にも見られるあの支那風

橋梁材料をぎっしり積んだトラックが︑

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

十二鵬2

船は︑思ひ切り吃水深く︑
きっすゐ
﹇喫水線﹈︵名︶1 吃水線

あとから︑あとから追ひかける︒
きっすゐ
﹇喫水﹈︵名︶1 吃水
きっすゐ
きっすい

十一棚9

十二捌4 わが潜水艦から撃ち出した砲弾は︑船腹

きっすいせん

一郎さんは喜んで︑青い紙を小さく

﹇切手﹈︵名︶4 切手

きっすゐ
にみごと命中して︑吃水線に穴をあけた︒

きって

切って︑切手をこしらへました︒

四662

一郎さんが切手をわたしますと︑花子さ

四703囹四銭の切手を一枚ください︒

んはそれをはってポストへ入れました︒

四705

四721 春枝さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と書いて︑切手を

はってポストへ入れました︒

四878囹

あなたは︑おなさけ深いおかたですか

ら︑待ってみてください︒

四718團あしたの朝きっとおさそひしますか

﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

三335 ﹁︿略﹀︒﹂かういったあとで︑きっと︑

七678園何とかして︑きちんと高さを計れないも 十一259 尊敬の意を表すために︑特別なことばを︑きっと ﹇屹度﹈︵副︶38 きっと きっと

きちんと間を置いて︑敷き並べたやうです︒

七3710 ちやうど︑たんざく形のみどりの敷物を︑ きつ・く ﹇気付﹈︵五︶3 六つく ︽ーカ・ーク︾

ぎをしました︒

六悩9 私たちは︑きちんとすわりなほして︑おじ

りきりと巻いて︑動かないやうにした︒

に分けて︑きちんと︑箱につめて送り出します︒

六286 みかんは︑一家そう出で︑いろいろな種類

に︑きちんとそろひます︒

五912 十二本のかいは︑まるで一本のかいのやう きっかけ ﹇切掛﹈︵名︶1 きっかけ

田にきちんとうゑるのです︒

三576 二十センチぐらみにのびたいねの苗を︑ 十43図 神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊

こゑをそろへて ﹁君が代﹂を歌ひました︒

三174間きちんと並んで︑さいけいれいをして︑

きちんと

きちがい一きっと

きつね一きと

444

ら︑︿略﹀きっとおしあはせにおなりでせう︒
四伽8 私は︑また︑きっとお見まひにまみります
といって︑かへりました︒

せん︒

五444 きっと︑魚がかくれてみるにちがひありま

五602園きっと︑あのもの知りのかかしが︑知っ
てるるでございませう︒
くQ

五661團毎朝︑にいさんたちは︑きっと馬屋へ行
五699国 その時は︑きっと︑にんじんを忘れない
やうに頼むよ︒

五梱5国 利根は︑そのうち︑きっと甲種功章を︑
いただくにちがひありません︒

五鵬9園海の神様が︑きっといいことを教へてく
ださるでせう︒

五重3園 それは︑きっと日の神のお子様にちがひ
ない︒

六66影回になったら︑きっとこの劒を︑天皇に
さしあげるやうに︒

ない︒

六517園 きっと︑．おとう様にしかられるにちがひ

六561囹 きっと︑子どもの孝心が︑神様にとどい
たのだらうと︑みんながいってゐます︒

六839園兵隊さんは︑きっと喜ばれるだらう︒
六902きっと︑雪合職をするのだらうといって︑
みんなは喜んだ︒

六欄9 道眞は︑その弓矢を静かに受け取り︑前へ
進んで︑きっと身がまへました︒

六皿2囹 あすからは︑きっと︑ ↓生けんめいにお
纒を習はう︒

六椥2園 あれは︑きっとはま屋の正治くんだよ︒

七343 どんな重い病氣でも︑きっとなほるといふ

うはさが︑︿略﹀日本中にひろがりました︒

いや︑きっとあるはずだ︒

彌兵衛は︑ノイツの首に刀を突きつけたま

七689囹

七伽3

ちらりと燕の姿を見た人は︑きっと

ま︑︿略﹀︑きっとあたりをにらみました︒

八125

くだもの

バナナは︑きっとみなさんのすきな果物に

﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒

八134

梨畠や桃畠へはいって︑枝のままもぎ取つ

ちがひありません︒

八148

てたべたら︑みなさんはきっとしかられるでせう︒
たとへ︑十年半っても二十年たっても︑

けれども︑北斗は︑きっと軍馬に買ひあげ

わたしはきっと建って來ますから一

九323囹

九869

られるに違ひありません︒

すると︑この二つの星の距離の五倍ばかり

今にきっと成功してみせます︒

キツネ

﹇狐﹈︵名︶9 キツネ きつね

一322

きつね

コンドハキツネ︒

むねたふ

義家︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣

べ

ニ816園

あ

九601図

愈愈︑︿略V矢を抜きて弓につがへ︑き

き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒

つねを追ひかけしが︑殺さんもふびんと思ひて︑

九603図

九605図矢は︑あやまたず頭上をすれすれにかす

きつねは︑その矢につき下りて倒れたり︒

めて︑きつねの前なる土に立ち︑

九606図

きつねの鳴くやうに︑こんこんといふ

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑

九607図宗任︑馬よりおりてきつねを引きあげな

十一一812園

これ︑この通り︑きつねの鳴くやうに︑

ほど︑よく張ってござる︒

きっぱり

こんこんといふほど︑よく張ってござります︒

十二853園

︵副︶
2

九304母は︑きっぱりと︑﹁︿略V︒﹂といひました︒

陰になる部分は︑きっと眞黒に見えるに違 きっぱり

のところに︑きっと一つの星が見つかります︒

九902
十413
ひない︒

十747囹

きつりん

べきん

十衛4 宗治は︑天略V︒﹂と︑きっぱりといった︒
きつりん
﹇吉林﹈︹地名︺1 吉林

きと

むさし野が︑うすくなって消えると︑船の

﹇汽笛﹈︵名︶4 汽笛

あの︑うなるやうに大きな汽笛の音を︑お

﹁ボi︒﹂と︑力強い汽笛が︑突然この艀か

たまたま︑遠くからただよふやうに汽笛

﹇帰途﹈︵名︶1 錦途

が聞えて來るのは︑

十﹁995

な港の空氣をゆり動かす︒

九462

聞きなさい︒

七536

汽笛が﹁ボi︒﹂とひびきました︒

六梱9

きてき

るので︑

九鋤11 ここから安東・吉林・北京へ︑鐵道が分れ

今のやうな仕方では︑みんながきっと困る きつりん
この村に︑きっと不信心者がみるんだ︒

時が來るに違ひない︒

十752
十矧7園

十一178図城の中をきっと見あぐれば︑
何年かののちに︑きっとあの槍に登らう

お預けになっても︑きっとそのうち助

きっと葬れふだぞ︒

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

十一974
十一㎜1園

十二593園

御取りつぶしに相成り候はば︑私事

命になるに違ひない︒

十二佃6鵬團

も︑︿略﹀︑きっと貴悟致し候所存に候︒

基地の上空は一面の層雲で︑行く手はき
つと南海特有の積齪雲が多いことであらう︒

十二㎜1

445

十ニー310

再び軌道車に揺られて︑三途につく︒

きど ﹇木戸﹈︵名︶1 木戸εいちのきど・いちの
きどぐち

軌道

十一187図 しばらくありて︑木戸の上なるやぐら
より︑名のりけるは︑
﹇軌道﹈︵名︶1

十二㎜忌月の軌道

きどう

木戸口

キヌ子サント花子サンガ︑オチバヲヒロ

キヌ子サンガ︑キイロナハヲーマイヒ

ヒニ︑林ノ中へ行キマシタ︒

二三2

十一泌9

そのきねは︑月の世界の兎がつく餅つき
餅つきのきねとそっくりである︒

のきねとそっくりである︒

十一泌10

祈念

今日は︑學校として︑記念すべきおめで

きねん

ひ

記念日Oうみのきね

﹁重箱﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下を

﹇記念日﹈︵名︶1

碑があるのです︒

きねんび
十帽5

んび

記念品

おかあさんに記念品をさしあげます︒

﹇記念品﹈︵名︶1

訓で讃んだり︑

八桝7園

三744団

おかあさん︑私は︑きのふをばさんと

きのふ乗合自動車に乗って︑ホ町のを

いっしょに︑海へ行きました︒

ばさんのところへ行きました︒

四192

きのふは︑明治節でした︒

五483 きのふの日曜日に︑にいさんと二人で出か
けました︒

きのふまで木一本もなかったやうな草原に︑

八194国

妹たちも︑きのふの祝賀式にいらっしや

三脚は︑やっときのふできあがった︒

たちまち町ができる︒

九別5

十359園

敵の司令長官ロジェストウェンスキi

きのふの雨はからりと晴れて︑太陽は︑

紀貫之

きのつらゆき

きのふの雨でじめじめして︑うっかりす

紀貫之

やどりして春の山べにねたる夜

﹇紀貫之﹈︹人名︺1

﹇堂堂﹈ ︵形状︶ 2 きのどく 氣のどく

六734園

ほんたうにきのどくだったが︑けがのな

砂おきのどく

きのどく

は夢のうちにも花ぞ散りける

十一331

きのつらゆき

きのつらゆき

ると足がすべる︒

十一867

ほがらかにこの温泉の谷間を照らしてみる︒

十一829

中將は︑きのふの職圖に傷を負ひ︑

十一5510図

いました︒などいっては︑もの笑ひである︒

義貞馬よりおり︑︿略﹀︑しばし祈念を 十一273

よしさだ

﹇祈念﹈︵名︶2
十一2310図

きねん

更に︑皇帝陛下は︿略﹀︑皇軍の卑下︑

こらしつつ︑

十二柵6圃

記念

ついては︑今日の記念に︑閣下にさしあ

﹇記念﹈︵名︶2

職残の勇士に︑しばし祈念を捧げたまうた︒
きねん

十946囹

食後︑會見室から中庭へ出て︑記念の窮眞

げたいと思ひます︒

十975

を取った︒

七442園

ぎかつすけちゆうゐ

その手前の岡に︑乃木勝典中尉の記念

の

たい日ですから︑
きねんひ
﹇記念碑﹈︵名︶1 記念碑

九㎜6園

きねんひ

きねんひん

キヌ子サン︑チョットケンチャンヲツ

ロッテ︑日ニスカシナガラ︑

二317
二473園
きぬた

きぬだたみ

そばでは︑母が︑娘を相手にきぬたを打つ きのう ﹇昨日﹈︵名︶10 きのふ

﹇砧﹈︵名︶1

レテ︑ワンワンヲ見二行ッテチャウダイ︒
きぬた

十337
てるる︒

﹇絹畳﹈︵名︶1

九87図弟橘媛︑︿略﹀︑すがだたみ八重︑皮だた

きぬだたみ

十二82 二尊がすむと︑みんな軌道車に乗り込む︒

上におりたまへり︒

み八重︑きぬだたみ八重を波の上に敷きて︑その

﹇木戸口﹈︵名︶1

まで攻め來たる︒
﹇機内﹈︵名︶3

機内総立ちになり︑﹁萬歳︒﹂を連呼する︒

一312園キヌコサンデスカ︒

一292園 モシモシ︑キヌコサンデスカ︒

きぬこさん ︹人名︺5 キヌコサン キヌ子サン

やうになりますから︑俗に薄雲といひます︒

十一717 ごく薄い︑白い絹か何かで空をおほった きねん・する ﹇記念﹈︵サ変︶1 記念する ︽ース︾

きぬ ﹇絹﹈︵名︶1 絹3ねりぎぬ

しめきった機内は︑むれるやうな暑さである︒

十二㎜10 朝食を終ったばかりなのに︑ガラス窓を

十706

十639 機内に︑どっと喜びの聲があがる︒

きない

機内

十一218図寄せ奪いよいよ重なって︑木戸ロの邊

きどぐち

十ニー39 再び軌道車に揺られて︑個室につく︒

て︑敷百メートルのたて坑を一巡におりて行く︒

十二96 やがて軌道車からおり︑昇降機に分乗し

石に︑軌道車の響きがごうごうと反響する︒

十二92 一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩 きね ﹇杵﹈︵名︶2 きね

行進曲が響いて來る︒

十二87 軌道車が動きだすと︑接五器から快活な

鑛員たちの乗るのを待ってるる︒

きだうしや
きどうしゃ ﹇軌道車﹈︵名︶6 軌道車 軌道車
きだうしや
十二74 坑口の前の線路には︑幾十皇の軌道車が︑

きど一きのどく

きばこ一きみ

446

いのが︑まあ︑何よりのしあはせだ︒

十一129圓 それは氣のどくだ︒﹂王は︑かうおつ
﹇木箱﹈︵名︶1

木箱

しゃつて︑一服の藥をお取り出しになった︒
きばこ
作りする者や︑
黄ばむ

キビ

︽ーン︾

ニ

九506 木箱にぎっしり氷といっしよにつめて︑荷
﹇ 黄 ﹈ ︵ 五︶1

﹇黍﹈︵名︶ 一

十483圃 今年も︑隣りのゆずが黄ばんだ︒

きば・む

きび

タモノガデキルコトガ︑カイテアリマシタ︒

ニー97 カウリャントイッテ︑日本ノキビニ
きびきび ︵副︶1 きびきび

2

きびしい

等しい ︽一

朝は︑見るからにきびきびとして︑威勢がよい︒

一805

一803園

﹁日本一ノキビダンゴ︒﹂

ケライ

言分εしょうがつきぶん

キジモ︑キビダンゴヲモラッテ︑

﹇気分﹈︵名︶4

ニナリマシタ︒
きぶん

いかにも大陸的な蒙古ずまふが行はれたり

して︑祭の氣分は高まって行く︒

九剛10

かめば︑さくさくと歯切れよく︑朝の氣

分を新たにする︒

十506圏

少し氣分が悪いので︑水で顔を洗ってから︑

潮風が一時に吹きつけて來て︑氣分の悪い

病室の中をまはりました︒

十価2

十鵬7

のも︑眠いのも︑さらって行ってしまひました︒

八566

ばかばかばかと︑馬のひづめの音がして來

二592園ボクハキ兵ダヨ︒

九508 新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の きへい ﹇騎兵﹈︵名︶3 キ兵 騎兵
︵形︶

たと思ふと︑騎兵の一隊が︑勇ましく私たちの前

﹇厳﹈

騎兵が︑土をけって走るのを見ました︒

イ︾

きびし・い

八607

を通り過ぎました︒

返したり︑

八慨2 思ひがけないきびしい寒さが︑二三度ぶり

何年かののちに︑きっとあの槍に登らう
きまり

皇湾は︑明治以來日本の領土になりました

が︑今から三百二十年ぐらゐ前までは︑まだどこ

七柵5

こんな大雨が毎日きまったやうに降る︒

の國のものともきまってゐませんでした︒

子馬の名は︑北斗ときまりました︒

九2210團

九878ほとんど無敷と見えるこれらの星にも︑名

九812

前や番號があり︑位置もきまってみるのですが︑

十543園私たちは︑もうとっくに︑畳悟がきまつ

かなは︑だいたいきまった音で讃みますが︑

てるたはずです︒

十榊7

漢字を音で讃むか訓で工むか︑どの音で讃

漢字にはいろいろな讃み方があります︒

み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑讃みならはしに

十佃1

よってきまるのです︒

雨雲はきまった形がなく︑空いっぱいに

薄黒くおほふもので︑齪雲と呼ばれてゐます︒

十一752

道の修つた者が︑必ず人に用ひられる

れるときまってはみない︒

十二299園細工のうまい大工が︑必ず人にほめら

十二302園

正月が過ぎて︑二月にいよいよ切腹とい

とはさまってみない︒

ふことがきまった︒

十二615

み・おんおばぎみ・おんちちぎみ・げんじのきみ・

きみがよは

ちよに

やちよに

君と親とに

ひとつもて君を祝はんひとつもて親

一命を捨てて︑君の御恩に報ゆるため

ただ身にもてる眞心を︑

坤が心をこめて歌ふ聲は︑

七285図團國

ぼくは︑少しきまりがわるかったが︑思 ははぎみ・ばんじょうのきみ・むらさきのきみ
結ぶ糸の敷にも︑ちゃんときまりがある︒

九245図圃

つくすまで︒

には候はずや︒

十122國田

十一悩10図魍

徳

きまりがわるいと思ひながら︑ぼくは きみ ﹇君﹈︵名︶7 君﹇▽いってんのきみ・おおき

﹇決﹈︵名︶3

八4910

ひきって︑﹁︿略﹀︒﹂と聲をはりあげて︑

四961

おしまひまで走りつづけました︒

四311

きまり

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

十一974

十807 英卑語のものを五十塁︑米同製のものを十 きぼう ﹇希望﹈︵名︶1 希望むごきぼう

キビダンゴ

毫︑佐吉のものを五十訳すゑつけて︑一年にわた
る潔しい比較試験が行はれた︒
﹇吉備団子﹈︵名︶8

一751囚囚オニガシマヘオニタイヂニイキマスカ

きびだんご

ラ︑キビダンゴヲコシラヘテクダサイ︒

一754 フタリハ︑キビダンゴヲコシラヘテヤリ
マシタ︒

一772囹 ﹁日本一ノキビダンゴ︒﹂

リ・iル︾

ボクノカチニキマッテヰルナ︒

一774 モモタラウハ︑犬蔵キビダンゴヲヤリマ きま・る ﹇決﹈︵五︶13 キマル きまる ︽ーッ・一
シタ︒

ニー31囹
ました︒

一792 サルモ︑キビダンゴヲモラッテ︑ケライ 五官7 毎日︑きまったやうに︑運動をさせてやり

一788囹 ﹁日本一ノキビダンゴ︒﹂
ニナリマシタ︒

を祝はんふたもとある松
も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒

十二961図圓 かくては父の名も失ひ︑君の御用に
十一一987図圏 もしまた病にかかり︑早世仕ること
も候はば︑君の御ためには不忠の身となり︑

十二槻6年下 君が代は千代に八千代にさざれ石の

十343囹

十285園
さあ︑きみものぞいてごらん︒

きみ︑今夜うちへ來ないか︒

きみ︑とんぼを取るんだらう︒

君が代

﹁だれだ︑きみは︒﹂と︑それがだしぬ

十365囹
十二666囹
︹題名︺10

けに聲をかける︒

きみがよ

﹁君が代﹂のラッパが奏され︑︿略﹀乗員一

君が代少年

﹇奇妙﹈︵形状︶1 奇妙

登れるよ︒

十一川9 今まで聞いたこともない笛を吹くやうな

きみょう

調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒

ぼくが︑君らのせなかの上を︑かぞへ

﹇君等﹈︵代名︶2 君ら

四838園

十一月四日

木村正一

︽ーメ︾■おきめ

木村正一

きめる

しかし︑鹿介は腹をきめた︒

ゆうべの雨がはれて︑日が氣持よく

アア︑イイキモチダッタ︒

﹇気持﹈︵名︶44 キモチ 氣持

ニー51園

ときどき吹いて來る風のために︑草の

やはり︑おなかがいっぱいになって︑よ

と思った︒

氣持がよくて︑うれしいのだらう︒

五853 夏は︑かんかんとてつた方が︑傘持がいい

五801 つめたい水をかけると︑いい氣持だ︒

五666国

い氣持になりました︒

四462

葉が氣持よくゆれます︒

三701

てってゐます︒

三183

きもち

九麗7

メートルにきめておくと︑

八柳10 しかし︑糸の長さを︑一メートルなら一

さっそく舞姫にきめました︒

したが︑顔も姿も︑美しく上品に見えましたので︑

八355 頼朝は一目見た上でと︑萬壽を呼び出しま

とても助らぬと畳悟をきめた︒

﹇決﹈︵下一︶4

八259團
き・める

なさる

﹇木村正一﹈︹人名︺1

君らはうまくだまされたな︒

でみたまへ︒

ながらとんで行くから︑向かふの陸まで並ん

四822園

きみら

きちんと並んで︑さいけいれいをして︑

ありがたいうた︑

君が代のうた︒

三175圃

二856圖

﹁君が代﹂歌って︑

﹁君が代﹂を歌ひました︒

學校へ行って︑

とうげん
すべての艦艇はうやうやしく︑ 登舷禮︑

君が代を歌ひ終った徳器は︑その朝︑︿略﹀︑ 七459

おとうさん︑ぼく︑君が代を歌ひます︒

﹁君が代﹂の音樂が始りました︒

九571

君が代のラッパ︒

八281囲

やすらかに長い眠りにつきました︒

七299

七282囹

六悩8

新年おめでたうございます︒

四643圃

こゑをそろへて

いはほとなりてこけのむすまで

君

君が代の奏樂ののち︑うやうやしく奉迎さ

同は︑皆︑姿勢を正して軍艦旗に敬禮する︒

十552

部隊長の訓示が終ると︑︿略﹀邦人の間

れるのを︑私たちは︑かしこまって聞いた︒

十二243

︹尊名︺2

から︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒

君が代少年

君が代少年⁝⁝⁝二十三
四

四

きみがよしょうねん

七25
七234

きみたち

おい︑きみたち︑このまるい玉を︑みん

﹇君達﹈︵代名︶3

七117囹

きみたち

もう二三年たったら︑きみたちも槍へ

きみたちの班は︑朝が早くてたいへんだ

なで持ちたまへ︒

九踊6囹

十一967園

な︒

きむらしょういち

きみ ﹇気味﹈︵名︶4 氣味8ぶきみ
七帽8 ノイツも︑異味わるく思ったやうですが︑
わざと平氣な顔で ︑

十柵3 海はますますしけて來て︑波や風の音が︑
悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くなって來ました︒

あくま

なぎが訪れる︒

十二蹴7 このあたりは︑時に氣味悪いほど静かな

きみ

ちよつと張りの抜けた神纒を引きしめさせる︒

十二川5 その氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑
﹇君﹈︵代名︶4
一 キミ

二442團 ウンテンシュハキミダ︒

きみ

うよ︒

三828園 さうだ︑君︑かちかち山ごっこをしょ

三835園 さあ︑まくまうさぎ︑君はたぬきだ
よ︒

三854園君のこぎかたがへたなのだ︒
四813園君の仲間とぼくの仲間と︑どっちが
多いか︑ くらべてみょうではないか︒

四819囹君の仲間はずるぶん多いな︒
七703囹きみのかげを計るんぢやないよ︒
班長殿に呼ばれて︑きみから湿た手紙を
七772團
渡された時は︑ ほんたうにうれしく思ひました︒

七919園きみがとばなければ︑ぼくがとべないぢ
やないか

九686図園 君は仕への初めなり︒

O

447
きみ一きもち

きもの一きもの

448

五嗣6團あなたが︑かはいがってゐられたのと同
じ氣持で︑私も︑利根を︿略﹀育ててゐます︒
見ただけでも氣持のよいものです︒

七379 若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

ぼくは一かさ一けりに力をこめて︑潮の流

れと職ふ氣持で泳いだ︒

九985
何だか一人取り残されたやうな︑さびしい

氣持になる︒

九998

入れようとしたが︑力がはいらない︒

ふと九州のみなかへ行ったやうな氣持に
決してそんな氣持にはなれない︒

しかし︑一日︑二日とたつうちに︑その

氣持はだんだんなくなって行った︒

十二櫛6

船の人々は︑ほっとした倉持で︑その雨

足をじっと見送ってみる︒

十二描10

オカアサンガ︑キモノヲヌッテイラッ
四佃9園

こんなきれいな着物は︑見たことがない︒

着物だな︒

漁夫は︑その着物を取って︑持って行かう

虫の皮を着物にして着ていらっしゃる︑小

牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白

寒い冬の風が吹くころは︑みかんの木とい

三人ともまつ白な着物を着て︑えぼしをか

その時︑あの白い着物が︑ほんたうに美し

九躍12

悪者といっても︑村の良民と違った着物を

皮は着物にしたり︑肉は食用にしたりする︒

十一389

白い着物の上に山吹色の着物を重ねて︑

着てみるわけでもなければ︑

十節12

かへた︒

八㎜7 私は︑音のしないやうに起きて︑着物を着

いと思ひました︒

七439

れました︒

ぶって︑しやくを持って︑木のくつをはいてゐら

七4010

ら︑着物でもひたしてそめたいと思ふほどの

六389園南洋の海は︑明かるくてまつさをですか

ふ木に︑むしろやこもの着物を着せて︑

六253

のたづなを引いて通るのは︑

六156国

さな神様でありました︒

五578

どうなさるのでございますか︒

四㎜4囹もし︑それは私の着物でございますが︑

とします︒

四冊2

四㎎9園

シャイマシタ︒

二462

七785團掛聲勇ましく盤操をしますが︑その時は︑ 九998 その三蓋を梯ひのけるやうに︑手足に力を きもの ﹇着物﹈︵名︶19 キモノ 着物
何ともいへないよい山持です︒
ちょくゆ

昔から月ほどやさ七い︑平和な氣持を與へ
ほこらしいやうな︑それでみて︑底の底に
妙に︑つかれたやうな︑腹立たしいやうな
りやうみ

夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬

の日は︑いかにもさむざむとした氣持を起させる︒

冠毛1

氣持でいっぱいであった︒

十608

は︑何か不安な氣持があることを知って︑

十534

てくれるものはありません︒

十422

手を合はせて拝みたい氣持にさへなります︒

七814国鮎呼が終ると︑みんな聲をそろへて︑お 九柵1囹 よくこれまで職ってくれた︑︿略﹀と︑
こそかな氣持で︑軍人勅諭を奉讃します︒

七916 とばうと思って下を見ると︑何だかこはい
やうな氣持がしました︒

七977 市民は︑まったく生きた氣持もなかった︒

七981 まして︑けがをした者や︑つぶれた家の下
敷きになった者は︑どんな氣持であったらう︒

八249團 ほんたうに︑そんな氣持になることがあ
ります︒

八528 何ともいへない︑かはいい氣持がして干る︒

ただ美しいかざりのやうな氣持で眺めてゐ
王は︑︿略﹀降りしきる雨を︑いかにも
この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑心の底
いけ花ほど︑いける人の煮繭のよく現
れるものはないと︑

十一柵10團

までが清められるやうな氣持がする︒

十一798

氣持よささうにお眺めになった︒

十一101

る︒

八7810 スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よく聞 面癖1
える︒

子どもたちは︑﹁︿略V︒﹂といふ氣持で︑ス

反するのを︑じっと見つめてゐます︒

八撹2 職工さんは︑張りつめた氣持で︑機械が運
八梱6
ケートの手入れをして︑

九199国 しゃりしゃりと︑かみそりの音が氣持よ
く響くたびに︑

できあがったものにも︑その時︑その

赤道下のボルネオにも︑こんなに山持の

いや︑そんな氣持はありません︒

人の氣持が︑そっくりそのまま現れるやうに

十﹇佃5団

十ニー34

なることがある︒

十一那6

よい町があったのかと

十一㎜3

﹁︿略﹀︒﹂といって︑自分の氣持を傳へます︒ 十一伽2囹

持物をせいとんしてみると︑

九213国 ひげをそったあとのさつぼりした氣持で︑
九395

九754 失敗した時は︑ひどく氣持が悪い︒
たい海の水が馬持よく感じられる︒

九951 熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ

て氣持がよい︒

九953 爾手でからだに水を掛けると︑ひやっとし
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きゃく一きゅう

かけ出して來た女の子は︑

十一389 白い着物の上に山吹色の着物を重ねて︑
げた︒

い

す

バナナの畠は︑キャベツか︑それとも︑カ

ンナでも作った畠のやうな感じがします︒

八152

兵たいさんたちは︑ポケットから︑キャラ
﹇木遣歌﹈︵名︶1

木やり歌

運材夫が聲高く歌ふ木やり歌は︑中立神宮

きゆう宮

﹁宮城﹂﹁神宮﹂﹁宮内省﹂の﹁宮﹂は︑﹁き

2

ゆう﹂﹁ぐう﹂﹁く﹂などいろいろの音で讃みます︒

十備8

きゅう

備林の森嚴な空氣を明かるくふるはせて︑

九187

きやりうた

メルの箱や︑氷砂糖のふくろを取り出しました︒

五185

十一457 お正月だから︑きれいな着物を着せてあ キャラメル ︵名︶一 キャラメル

てあげなければ︒

十一458圏 このおにいさんにも︑いい着物を着せ
十一4510 今一つの人形にも美しい着物を着せた︒
きゃく ﹇客﹈︵名︶2 客与おきゃく
しゅぬ

七158 客も︑しだいに錦って行きました︒
逆

十鵬1 客の腰掛ける朱塗りの椅子や︑
﹇逆﹈︵名︶1

キャベツ

逆心

客船

﹇急﹈︵名︶1

で讃みます︒

きゅう

その室にみたオランダ人が︑逃げ出して急

きゅう

﹇級﹈←いちまんトンきゅう
急

﹇急﹈︵形状︶45

ジャウズニ︑オイシャサマノマネヲスル

き返ってゐました︒

五487 流れが急で︑白い波が︑石と石との間にわ

と︑急に高いところがらとびおりたりします︒

五557 ときどき木かげに休んだり︑さうかと思ふ

相手は︑急にやうすをかへて︑﹁︿略﹀︒﹂と

いひました︒

五㎜4

つかしくなりました︒

六164国去年のお祭のことを思ひ出して︑急にな

みかんを取りながら︑みかん取り歌を歌ふ

人たちで︑急に︑山はにぎやかになります︒

六283

すると︑今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑

がっしりとく略﹀︑強さうに見えだしました︒

六梱1 今まで︑やさしさうに見えた二瀬が︑急に
六佃4

そのにぎやかな元高な聲が︑急にかはって︑

急に明かるくなって來ました︒

千人めの病人のおせわをなさった時︑急に

今までもえせまって來た火は︑急に方向を

﹁ザー︒﹂といふ機械の動く音になりました︒

六芸8

七224
かへて︑

病人のからだから光がさし出て︑

七3510

いったい︑何をしょうとするのかと思ふと︑

急に落ちて來たことがあります︒

八98 ヨーロッパのある國で︑約十萬羽の燕が︑

私は︑急におもしろくなって來ました︒

七欄4

ことがあります︒

七832国 夜中に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑急に命令がくだる

﹁さうだ︑さうだ︒

﹁夏﹂と聞くと︑太郎さんは︑急にうれ 七6810 急に思ひついたらしく︑手をうつて︑正男

ある日︑うらしまは︑父や母のことを
夜中ごろになると︑急に︿略﹀︑あたりが

すると︑ふしぎに今まですいてみたお

八802

八7810

みんなは喜んで︑急に元氣を出した︒

急な坂にかかると︑

寒くなり︑雨が降り績きました︒

をんどりは︑ちょっとおどろいて︑逃げ 八910 その年は一命が不順で︑九月の中ごろ急に
明かるかった世の中が︑急にまっくらにな
りました︒

五43

ださうとしましたが︑急にひきかへして︑

四557

なかが︑急にいっぱいになりました︒

四457

明かるくなりました︒

四392

思ひ出して︑急に家へかへりたくなりました︒

三柳2

しくなりました︒

三587

ノデ︑花子サンバ︑急ニヲカシクナリマシタ︒

一一425

きゅう

を知らせました︒

七佃2

急

九9710囹 ﹁潮の流れが逆になったから︑みんな元 十価8 ﹁きゆう﹂﹁ぐう﹂﹁く﹂などいろいろの音

ぎゃく

﹇逆心﹈︵名︶1

氣を出せ︒﹂先生 の 聲 で あ る ︒

ぎゃくしん

あるべきではないが︑
﹇逆臣﹈︵名︶1

逆臣

十二佃1 すでに大政を奉還したかれに︑逆心など﹂
ぎゃくしん

十二978図國 しかるに︑ほどなく天下また乾れ︑
﹇客船﹈︵名︶1

逆臣西町より攻めのぼり候間︑

十二摺3 漕望鏡に︑あかあかと燈火をともした二

きゃくせん

客殿

本煙突の大きな客船の姿が寓つた︒
﹇客殿﹈︵名︶1

十二929図 客殿に並みみて︑念佛十返ばかり同音

きゃくでん

に唱ふ︒

きゃっ ︵感︶1 きやつ
五844囹 とし子さんが﹁きゃっ︒﹂といったので︑
見ると大きなみみずがみる︒

四966園 ﹁きゃっ︑きゃっ︒﹂と大さわぎをして︑

きゃっきゃっ ︵感︶1 きゃっ︑きゃっ

︵名︶一

豆を拾ひました︒
キャベツ

きゅうおん一きゅうしん
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九229團 この手紙を書いてみると︑あたりが急に
暗くなった︒

た︒

十二悩3

砲口をじっと向けると︑敵船は急に止つ

艦長は︑︿略﹀︑﹁野比︒﹂と︑急に元氣な

號令をくだした︒

十二㎜11

足も︑雲も︑何もかも見えなくなってしまった︒

九4610 これを合圖に︑今まで眠ってみた港の船が︑ 十二㎜1視界は急にせまくなって︑のちには︑雨
急に目をさまし始める︒

九764 これだ︑これが病氣のもとだと︑源作ちい
さんの心は急に明かるくなった︒

ぎょゑん

十84

御苑

幕臣にはまた︑三百年の奮恩を思って︑

奮御苑■きゆ
としま

﹇旧御苑﹈︵名︶2

ゆるしよ

十一㎜6

︹題名︺1

蕾御殿奮

クチンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面
して細長くのびた奮サラワク王國の首都である︒
ク王國時代

﹇給仕﹈︵名︶2

給仕0おきゅうじ

九㎜10

九㎜12

ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見憂えて

ロシヤ少女が︑給仕をして働いてみた︒

﹇旧式﹈︵名︶1 奮式

みて︑にこにこしながら食事を運んでくれる︒

鳩舎

十一研9 そのそばにある藷式のピヤノによりかか

きゅうしき

きうしや

つてみるのは︑妹であらう︒
きうしゃ
﹇鳩舎﹈︵名︶2 鳩舎

きゅうしゃ

の鳩が︑飛んで來た︒

はと

八643 大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染まった一羽

八677 明くる日になって︑やっと︑大石橋の自分

の鳩舎にたどり着いたのである︒

︵サ変︶ 1 吸牧する

九州方

漆が乾く時には水分を吸暫しますが︑乾

﹇九州方面﹈︵名︶1

今を去る千二百年忌昔︑東國から徴集さ

﹇宮城﹈︵名︶4 宮城

六事3

すぐ宮城だといふことがわかりました︒

﹇旧臣﹈︵名︶3

奮臣

吉岡︑おまへもいっしよに︑日本の

﹁宮城﹂﹁神宮﹂﹁宮内省﹂の﹁宮﹂は︑

きゅうしん

宮城を遥拝しよう︒

十二冊8圏國

十価7

た︒

三946 みんな庭へ出て︑宮城の方を認みまし

きゅうじょう

れて︑九州方面の守備に向かった兵士の一人が︑

十二396

面

きゅうしゅうほうめん

いてしまったら水分を受けつけません︒

十桝1囹

︽ーシ︾

きゅうしゅう・する ﹇吸収﹈

なることがある︒

十一泌6 ふと九州のみなかへ行ったやうな氣持に

ンネルだ︒

九鵬3圏 本州と九州の握手だ︑日本最初の海底ト

あくしゅ

薔御殿・奮御苑は︑もと南豊島御料地の きゅうしゅう ﹇九州﹈︹地名︺2 九州

きうけい

薔御苑に入れば︑木立深く︑道めぐり︑
﹇休憩﹈︵名︶1

二十分間きうけい︒
蕾御殿

■とくべつきゅうこうれっしゃ
﹇旧御殿﹈︵名︶1

ゆるしよ

としま
奮御殿・奮御苑は︑もと南豊島御料地の

ぎょゑん

奮御殿菖御苑

きゅうこてんきゅうぎょえん

内にて︑御身柱の神に御由緒深きところ︒

十85図

きゅうこてん

きゅうこう

八578囹

きゅうけい

十810図

内にて︑事象柱の神に御由緒深きところ︒

十85図

うこてんきゅうぎょえん

きゅうぎょえん

︿略﹀やたけ心がみなぎってみる︒

十二佃5

九989 潮の流れはますます急になるのか︑いくら きゅうおん ﹇旧恩﹈︵名︶1 菖恩
手足に力を入れても︑進みはにぶい︒
九㎜2 急に車内がさびしくなる︒
九㎜2 席に蹄ると急に眠くなって來た︒
十714 まもなくウェールズの速力は急に落ちて︑
ほとんど停止したかと思はれた︒

十伽8 急な階段をのぼって二階へ行くと︑
が重れだしてから急に悪くなって︑

十儒5 さほどとも思はなかった一人の患者が︑船

を急に押さへるので︑

十㎜1激しくたたいておいて︑手のひらで︑どら
十一91 今まで晴れてみた空が急に暗くなって︑
大粒の雨が降りだした︒

十一537寒寒の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし
が︑われは急にその前路をさへぎり︑

十一864 やがて針葉樹の密林へはいると︑急に快
い涼しさを畳える︒
ぐっと急になったりする︒

十一867 道はいくぶんなだらかになったり︑また きゅうサラワクおうこく ︵名︶1 奮サラワク王國
十一891 それからも︑しばらく道が急だつた︒
緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに宣いて見えた︒

十一圏10

きゅうじ

禁じて保護してみたものである︒

サラワク王国時代には︑これを国外へ出すことを

さる
オランウータンは猿の＝橦で︑︿略﹀︑奮

十一896 眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低い きゅうサラワクおうこくじだい ︵名︶ ！ 苺サラワ
十一956 左は︑急な斜面が神秘な谷底へ深く落ち
込んでみる︒

て行った︒

十一柳6 ベートーベンは︑急に戸をあけてはいつ
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きゅうしんたち一きょう

九㎜5 尼子の奮臣は︑涙のうちに四散した︒
九㎜9 尼子の奮臣がおひおひ京都に集って來た︒

九梱10 今まで敵についてみた蕾臣が︑績々と勝久
のところへ集った︒

十一一川8 徳川の恩義を思ふ奮臣たちが︑おめおめ

きゅうしんたち ﹇旧臣達﹈︵名︶2 蕾臣たち
と江戸城を明け渡すはずはない︒

した︒

﹇急速﹈︵形状︶1

急速
急追する

︽一

あんど
十二餌9 蕾臣たちは︑ほっと安堵の胸をなでおろ
きゅうそく
﹇急追﹈︵サ変︶2

十二η2 艦は急速に潜没して行く︒

シ︾

きゅうつい・する

九265 マライの白軍を急追し︑所在に撃破しなが
トラックの上の兵士たちは︑︿略﹀︑敵を

ら南下する皇軍が︑
十一一234
﹇急停止﹈︵名︶1

急停止

急追してフィリピン中野校附近まで前進した︒
きゅうていし

急停止す

八825 みんなが急停止をすると︑雪煙が一度にあ
がった︒

︽ースル︾

きゅうていし・する ﹇急停止﹈︵サ変︶1
る

きゅうほう

急報

きやう
孔子が︑弟子たちをつれて︑匡といふと
ころを通った時︑

京

これは京に住まひ致すわる者でござる︒

汝は大儀ながら京へのぼり︑急いで求

﹇京﹈︹地名︺2

十二782園

きょう

めてまみれ︒

十二792園

きょう

﹇経﹈5おきよう

き・ぼくのぼうえんきょう

きょう・ぼうえんきょう・ぼうえんきょうでみたつ

淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三 きょう ﹇鏡﹈δせんぼうきょう・てんたいぼうえん

﹇急報﹈︵名︶1

十二689
休養

郎は︑．押つ取り刀でその場へかけつけたが︑

かぼちゃも︑ト

今日はあ

ケフ︑ミンナデシャシンヲウツシマシ

ケフハ︑ハタケノカタヅケヲシヨウ︒

てふも小鳥もたのしさう︑

出征する孫が︑今日汽車で通ります

今日は節分で︑豆まきの日です︒

兵たいさんは︑今日は銃を持ってゐません︒

國男︑今日は︑軍隊の馬のことを知らせ

今日が︑どうして海の記念日になったの

今日は︑海の記念日である︒

五893囹今日こそ︑日ごろきたへた力を︑ためす

丹毒がありました︒

五882 今日は︑海の記念日で︑海軍のカッターの

なったからです︒

いふ帆前船で︑北海道から︑横書へおかへりに

よこはま

五873囹明治九年の今日︑明治天皇が︑明治丸と

でせう︒

五871園

五867

てあげよう︒

五658国

五155

四佃2囹今日は︑よいお天氣だ︒

四947

四886団今日はよいお天与でした︒

たこを︑今日あげてみました︒

四883国をぢさん︑この間作っていただいた

のでね︑見送りに行くところなんですよ︒

四244囹

ようと思ってまみりました︒

三撹2園 今日は︑お禮にりゅうぐうへおつれし

三942 今日は日曜日で︑こうあほうこう日です︒

なたの花まつり︒

三71圃

タ︒

一一776団

二334園

職圖が一段落ついたので︑今日は久しぶ きょう ﹇今日﹈︵名︶87 ケフ 今日

﹇休養﹈︵名︶1

九196国

きゅうよう

きうり

にこにこしてます︒

きうりも︑おなすも︑

﹇胡瓜﹈︵名︶5

りの休養だ︒

きゅうり

マトも︑

なすも︑きうりも︑みんな暑さうにぐつた

五772國
五803
りしてみる︒

きうりにそへて立ててある竹に︑とんぼが

急流

最後はまた急流の岩に激し︑荒波の岩に

﹇急流﹈︵名︶1

きうりの芽生えも︑目だって大きくなりま

きうりを少しやった︒

止ったり︑はなれたりしてみる︒

五804

六佃2

五861
した︒

十一備1

きゅうりゅう

砕けるやうな調べに︑

ぎゅっと

あわてて︑ぎゅっとつかんだら︑あと足が

︵副︶1

六116

ぎゅっと

取れてしまひました︒

友人がそっと立って窓の戸をあけると︑
清い月の光が流れるやうに入り込んで︑
きやう

十一m10

八819 ふもとへ來て急停止すると︑ぱっと雪煙が きよ・い ﹇清﹈︵形︶1 清い ︽ーイ︾
宮殿

立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒
﹇宮殿﹈︵名︶2

急病

十二262

七146囹 ひとつ︑りつぽな宮殿を建て︑たくさん きよう ﹇匡﹈︹地名︺1 匡

きゅうでん

の兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒

七324 奈良の都には︑赤くぬった宮殿や︑お寺の
﹇急病﹈︵名︶1

お堂が︑あちらこちらに見えてゐました︒
きゅうびょう

十川2 ある少年は︑自動車道路の見張りを受け持
つてみたが︑急病で寝込んでしまった︒

きょう一きょう

452

ことができる︒

いませんか︑にいさんは︑山へいらっしゃって︒

五棚4園今日一日だけ︑私に海へ行かせてくださ

つりをさせてください︒

今日は︑めで

五搦9囹 さうおっしゃらないで︑今日だけ︑私に
六86 今日は︑うちの稻刈です︒
六183圃 村のちんじゅの神様の︑
たいお祭日︒

六297團 今日は︑漕水艦のことを話してあげよう︒
六356 今日は日曜日で︑子ども常々の日です︒
してあげませう ︒

六363囹 今日は︑おもしろい南洋の寓眞を︑うつ
六473園 それでは︑今日のげんとう會は︑これで
おしまひにしませう︒

んしょんぼりとして︑さびしさうに見えます︒

六744 平生は元氣なをばさんが︑今日は︑いちば

六907園今日は︑雪合職をする︒

そと穴から地上へはひ出します︒

ひとも︒

どうしても許さないといはれるなら︑今

七号9関与の都合もありますし︑どうか今日はぜ
七柵3園
日は覧悟がありますそ︒

今日︑始めて燕を見たよ︒
せき

八126
ながと

今日はバナナのお話をしませう︒

旗艦長門以下百敷十隻︑

今日︑おごそかに観艦式︒

さんさんと秋

八132

八271圏
の日をあび︑

ある日︑今日はお花見といふので︑御殿は

人ずくなでした︒

八413

十182図魍

それより七十六日︑汝は︑母の心に生

ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ

きて︑今日の入城を待てり︒

十1810図魍

︿略﹀今日おくだしになつ

いざ︑今日よりは母のふところに飾り

ぼやと思ふ今日の御子ぞ︒

十196図魍

お書過ぎには︑

て︑安らかに眠れ︑

十551

おかあさん︑私は︑今日ほんたうに日本

た宣職の大詔が︑ラジオを通して奉讃された︒

今日こそはと︑だれの目にも︑固い決意が

の國のえらいことがわかりました︒

十574園
十611

十946園

ついては︑今日の記念に︑閣下にさしあ

一頭で︑すぐれたアラビヤ馬です︒

十942園今日乗ってまみりました馬も︑その中の

の露にうるほひにけり

ひらめく︒
八463園今日から︑グライダーを作る︒
八6110今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまると 十621 今日も雲が多い︒
十871図圏 たむかひしかたきも今日は大君の恵み

いふので︑急いで學校から蹄って來ました︒

ざりたいものですね︒

八梱7園今日はお祝ひの日ですから︑何か花をか
八慨9園今日は母の日ですから︑おかあさんのお
今日はいい日だったね︒

げたいと思ひます︒

八櫛9園

手傳ひをしたのです︒

六967囹今日は赤の勝ち︒

六918 友田くんも︑小野くんも︑今日は敵だ︒

今日のみそまはじめ祭の盛儀を辞観する 十階5図 能登守教纏は︑今日を最期とや思ひけん︑

今日は夜明けから︑張の家では︑萎刈をや

王は︑士官候補生として︑今日も武藏野

を縦横にかけめぐりながら︑演習をなさってみた︒

十一89

つてみた︒

十㎜12

赤地の錦のひたたれに︑唐綾をどしの甲着て︑

からあや

九145

身も心も清めに清めて︑ひたすら今日を待
今日鏡をのぞいて︑﹁おや︒﹂と思はず顔

副長はもう上甲板に出て︑今日の天氣はど

秀吉の援軍が今日古るかあす來るか︑それ
を頼みに勝久は城を守った︒

九悩8

九佃4園今日の子ども常會は︑

うかと空を眺めてみる︒

九536

りの休養だ︒

だぞ︒

今日はお正月だから︑泣いてはいけま

母は︑今日まみりません︒

今日︑ねえさんがお嫁入りをします︒

十一849圏︺今日は︑あの山よりもつと高く登るの

十一467

せんよ︒

十一453園

十一297

九196国戦圖が一段落ついたので︑今日は久しぶ 十一292 おかあさんは︑今日おいでになりません︒

をなでまはした︒

九191團

つてみた奉仕員たちは︑

九155

人々の列が︑

六998 平生から︑學問では︑とてもかなはない道
眞を︑今日はひとつ︑弓でいぢめてやらうと
六鵬5 小さな温床に︑今日も︑おだやかな冬の日
が︑いっぱいにさしこんでゐます︒

六個1 今日︑東京といふ映書を見せてもらひまし
た︒

七401 今日は︑その地鎭祭がありました︒
たい日ですから︑

七442園 今日は︑學校として︑記念すべきおめで

て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒

かうぺ

七516 今日︑みなさんは︑一萬トンの汽船に乗つ
七8010国國今日も︑おかげで無事に終りました︒
七874 天氣のよい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こ

453
きよう一きょうそう

やりがたけ

十一905晴れてみれば︑︿略﹀︑聖岳その他の山々
も見えるさうだが︑今日は何も見えない︒
ぐし

いつをあふぐ今日かな

ろ

堀ばたの当場に︑教育塔がそびえて︑白い

姿を︑くっきりと大空に現してゐます︒

八935

高角砲の勇士たちは︑みかた機とわかつ

﹇行儀﹈︵名︶4

行儀■おぎょうぎ

﹁待て︒﹂といひますと︑行儀よくすわって︑

八156

手入れのよくとどいた小銃が︑行儀よく
大きな︑ばせうに似た植物が︑きちんと行

並んでゐます︒

七823国

お見送りをするやうになりました︒

五柵6

ぎょうぎ

て狂氣のやうに手を振った︒

十一一加10

十二67図圏廣前に玉串とりてうねび山たかきみ きょうき ﹇狂気﹈︵名︶1 狂氣

なかま

十二84園 今日も︑十分氣をつけて働いてくださ
い︒

今日の月︒

十二386図團 古人いへらく︑ 仲麻呂の魂祭せん

みたて

ゐ

暑き夢

よく並べられる︒

見る見るまぐろもさめも︑次から次へ行儀

儀よく︑しかも︑たくさん植ゑてあるのです︒

淺き夢見
九493

十二398図圏 今日よりはかへりみなくて大君のし
う

この御楯と出で立つわれは

十二547図圃囹 有爲の奥山今日越えて︑
ゑ
見じ酔ひもせず︒

十二564図圃 有爲の奥山今日越えて︑
じ酔ひもせず︒

聞多が︑︿略﹀︑幕府に封ずる武備を主張した︒

ぶんた

﹇狂喜﹈︵サ変︶1狂喜する︽ーシ︾

これは︑明治神宮の競技場です︒

きょうき・する

監禁されてるた約八千の邦人が︑皇軍の
入城を知って︑狂喜してこれを迎へたのであった︒

十二232

六川8囹

十二656 今日も毛利侯の御前會議で︑氣鋭の井上 きょうぎじょう ﹇競技場﹈︵名︶1 競技場
十二㎜2 今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑
の小波はなごやかなささやきを績けてるる︒
十二㎜11 今日も︑基地の上空は一面の層雲で︑

器用

き

きょうしつ

この御苑は︑︿略﹀︑自然のままに作らせ

行幸

御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑

n行幸﹈︵名︶2

強國

紀伊の國へ行幸の御供をした時︑赤人が

い

﹇強国﹈︵名︶1
おうべい

教室

當時︑欧米の強國は︑ひそかにわが國を
﹇教室﹈︵名︶6

うかがってみたのである︒

十二備4

きょうこく

作った歌である︒

十二437

行幸ありし時の玉座︑今もそのままに拝せらる︒

十88図

ぎょうこう

しばしば行啓あらせられたりとそ︒

たまひ︑昭憲皇太后かぎりなくめでさせたまひて︑

十94図

十二㎜7 今日こそは︑敵に見参したいものである︒ ぎょうけい ﹇行啓﹈︵名︶1 行啓

は︑今日も獲物にありつけず︑

十一一盟11 今日もとうとう敵は影を見せなかった︒
せうかい
十一一㎜3 ハワイの西方海面を哨戒中のわが潜水艦

﹇器用﹈︵形状︶1

十二㎜6囹 今日も獲物はないか︒
きよう

十336 話しながらも︑二人の手が器用に動く︒

業

﹁行﹂は︑﹁かう﹂﹁ぎやう﹂などと讃み︑

ぎょう 一 ぎやう
十価7

﹇業﹈︵名︶1

十一脳7 主として海べに住み︑すなどりを業とし

ぎょう

てるるが︑

きょういくとう ﹇教育塔﹈︵名︶1 教育塔

六977

五868

小野くんと︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲

教室で︑先生から︑﹁︿略﹀︒﹂と聞かれた時︑

講堂は︑東側の教室の後に立ちます︒

よく教室へ錦って行った︒

七402

八197団私の送ってあげた大連の給はがきや︑地

初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を照ら

圖が︑教室に張ってあるさうですね︒

教室のぞとは︑うららかな初夏です︒

し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒

十545
十一469

十一一516園 わしは︑何も知りませんよ︑行者さん︒

ぎょうじゃさん ﹇行者﹈︵名︶5 行者さん

十一一524園 だめだ︑行者さん︒

二文句と︑行者さんのからだと︑取り

人間の生肉︑それから飲み物といふのが︑人間の

十一一528囹 わしのたべ物といふのはね︑行者さん︑

生き血さ︒

十二535園

かへっこをしてもよいといふのですかい︒

今日中

たったこれだけですがね︑行者さん︒

﹇今日中﹈︵名︶1

十二5410園

もし今日中に和睦するなら︑城兵の命は︑

きょうじゅう

宗治の首に代へて助けよう︒

十三6圏

不幸にも︑孔子の顔が陽虎に似てみたと

﹇匡人﹈︵名︶1 匡人

十二265

きょうじん

n強陣﹈︵名︶1

強陣

ころから︑匡人は孔子を取り覆んだのである︒
きょうじん

敵に歪まれて強陣を破るにも︑城を

きゃうさう

競孚与

攻めて敵を滅すにも︑利を得ること夜討にしくこ

十一598図國

﹇競争﹈︵名︶3

と候はず︒

きょうそう

みんなで︑ささ舟のきゃうさうをさせ

カッターのきょうそう
よう︒

三245囹

ぎょうそう一きょうれんする

454

五882 今日は︑海の記念日で︑海軍のカッターの
競孚がありました︒

五886 カッターの競争の出爽線です︒
﹁︿略﹀︒﹂さう思ひながら︑修行者は︑じ

ぎょうそう ﹇形相﹈︵名︶2 形相
十二502

つとそのものすごい形相を見つめた︒

競零する

︽

十一一545 あの恐しい形相から︑どうしてこんな聲
﹇競争﹈︵サ変︶1

が出るかと思はれるほど美しい聲である︒

スル︾

きょうそう・する

兄弟O

五892園 おまへたちは︑この軍艦を代表して︑競
回するのだ︒

ごきょうだい

きょうだい ﹇兄弟﹈︵名︶9 きやうだい

七452

と

さ

笛の名人用光は︑ある年の夏︑土佐の國か

もちみつ

鹿介は︑身をやつして京都へのぼった︒

ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒

九㎜6

戦費の世とはいへ︑京都では花が咲き︑人

てふ

九㎜7

そのころ︑京都のある寺に︑ひんのよい小

尼子の蕾臣がおひおひ京都に集って來た︒

は蝶のやうに浮かれてみた︒

九千1

九柵9

8

勝久は危くのがれて︑再び京都へ走った︒

僧さんがみた︒

九鵬5

歎願書をたつさへた關東方の使者は︑櫛

十一一

郷土

﹇共同作業﹈︵名︶1
恐怖

病院がわが軍に占領されたことを知った

﹇恐怖﹈︵名︶1

學校では︑四時間めに︑共同作業をした︒

文化の進んだ國︑教養の高い國民にあっ

橋梁

橋梁

かうして敵が次々に爆破して行く橋梁を︑

﹇橋梁﹈︵名︶1

﹇橋梁材料﹈︵名︶2

十二価9 もう他の一隊は︑橋梁材料を肩にかつい

で︑前線の橋へと急いでみる︒
けうりやう
﹇橋梁地﹈︵名︶1 橋梁地

鐵砲をかついだ工兵が︑自輔車のペタル

きようりょうち

けうりやう

十一一鵬1

︵サ変︶ 1 協力する

をふんで︑橋梁地へかけつける︒

︽ーシ︾

きょうりょく・する ﹇協力﹈

強烈

大東亜の建設に協力してくれてみる︒

九255團住民たちも︑心から日本軍になついて︑

﹇強烈﹈︵形状︶3

積雲や︑入道雲や︑かなとこ雲は︑いか

強烈な日光に照らされた入道雲が︑

きょうれつ
十一763

薄いきれ地などがいつばいにかざられ︑

にも壮大で︑強烈で︑男性的です︒

十一776
十一脚7

﹇行列﹈︵名︶3

行列むうしぎょうれ

それが強烈な南洋の光線に照り映えて︑

また﹁銀行﹂﹁行列﹂の﹁行﹂は︑﹁かう﹂

﹇教練﹈︵名︶3 教練

人としてのりっぱな精神を養って行くのです︒

﹇教練﹈︵サ変︶1教練する

あれは公主嶺で︑昔︑ロシヤのコサック

こうしゅれい

きょうれん・する

九㎜11園

シ︾

︽一

七841團毎日︑教練をしたり勉強したりして︑軍

教練をしたり︑

七834團入管當初は︑寒い風が吹きまくる管庭で︑

七786国教練は︑午前と午後にあります︒

きょうれん

﹁ぎやう﹂などと讃み︑

十備7

若者たちが︑いそがしさうに右往左往してみる︒

九503 魚の行列の間を︑市場の人たちと魚問屋の

とから︑ぞろぞろとつづいて行きました︒

五211 まるで︑ありの行列のやうに︑あとからあ

つ︒はなよめぎょうれつ

共同作業 ぎょうれつ

無事京都に着くことのできたのは︑宮の

の歯を引くやうに京都へ向かったが︑

十二皿10

﹇郷土﹈︵名︶1

御使ひだけであった︒
きょうど

きょうふ

五841

きょうどうさぎょう

五208 おたまじゃくしは︑毎日︑大勢の兄弟や仲 六867国肉 郷土の味がする︒
間といっしょに︑池の中を泳いでゐました︒

五224 しかし︑おたまじゃくしには︑たくさんの
兄弟があるのですから︑
みけん

うすであった︒

時︑この將校は︑恐怖と失望とでがっかりしたや

五616 二人は︑兄弟のやうに仲よくなさいました︒ 十二伽5
十︻214図 眉間の豊中をぐざと射込みたりければ︑
︿略﹀︑兄弟同じ枕に倒れ重なって死にけり︒

材料
あとから︑あとから追ひかける︒

十二鵬2

橋梁材料をぎっしり積んだトラックが︑

きょうりょうざいりょう

わが工兵隊は︑また片端からかけ渡して︑

十二鵬10

きょうりょう

することが︑非常に大切なことになってみる︒

ては︑禮儀を重んじ︑ことばつかひをていねいに

十一252

十一㎜10 その最初の一音が︑すでにきやうだいの きょうよう ﹇教養﹈︵名︶1 教養
耳にはふしぎに響いた︒

十一㎜4 きやうだいは︑ただうっとりとして感に
打たれてみる︒

十一川9 きやうだいは思はず叫んだ︒
正成︑︿略﹀︑兄弟ともにさし違へて︑

十一佃8 きやうだいは︑口をそろへていった︒
十二937図

境地
そこにほんたうの悟りの境地がある︒

﹇境地﹈︵名︶1

同じ枕に伏しにけり︒
きょうち

十一一556

きょうと ﹇京都﹈︹地名︺8 京都
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ぎょえん一きょだん

︵名︶

1

御苑

兵は︑あそこで教練したのだが︑
﹇御苑﹈

ん・きゅうこてんきゅうぎょえん

ぎょえん

■きゅうぎょえ

十91図 この御苑は︑明治天皇御みつから︑森の
下道・下草まで何くれと御仰せありて︑自然のま
まに作らせたまひ︑
﹇漁獲﹈︵名︶1

漁獲

ぎょか Oしょうけんこうたいごうぎょか
ぎょかく

﹇許可 ︺ ︵ サ 変 ︶ 1

許可する

︽ーシ︾

十一梱7 一萬尾に近い漁獲に船は滞載である︒
きょか・する

御感

航を許可していただきたうございます︒

七備3囹 日本へ蹄らうと思ひますから︑ぜひ︑出
﹇御感﹈︵名︶2

九668図國 かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

ぎょかん

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒

漁期

せう︒

ベートーベンはかういって︑さつき娘が
さうして︑その夜はまんじりともせず机

ひいてみた曲をまたひき始めた︒

十一川6
十一桝2
に向かって︑かの曲を譜に書きあげた︒

ベートーベンの﹁月光の曲﹂といって︑

﹇局﹈

■でんわきょく・とうきょうほうそう

不朽の詩意を博したのはこの曲である︒

十一掴4
きょく

﹇極﹈︵名︶1

極

きょく・ほうそうきょく・ゆうびんきょく
きょく

タダ
皆此ノ成果ヲ見ル聞及ンデ︑唯々感

激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

十一575図圓

玉顔

おそれ多くは候へども︑今生にて今

﹇玉顔﹈︵名︶2

十二992平方

ぎょくがん

ひとたび︑玉顔を着し奉らんために参内仕りて候︒

﹇玉座﹈︵名︶1

玉座

魚群

島々は︑大空の星座のごとく並び︑艦

﹇魚群﹈︵名︶1

十一一術4圃

ぎょぐん

行幸ありし時の玉座︑今もそのままに溢せらる︒

十88図御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑

ぎょくざ

卒をみそなはし︑正行を近く召したまふ︒

九687図國良き馬にめして︑主君の御感にあっか 十二997図 主上︑︿略﹀︑玉顔殊にうるはしく︑諸
﹇漁期﹈︵名︶1

りたまへ︒

ぎょき

旬から︑

十一977 北海道本島でにしんの漁期の終る五月下
きょく ﹇曲﹈︵名︶9 曲εあいこくこうしんきょ
く・いっきょく・ぐんかんこうしんきょく・げっこ

船は︑魚群のごとく進み︑

ふち
しばらくは︑︿略﹀青い淵や︑勢こんで流
清くん

いつのころからか︑北斗は︑清くんのうち

﹇清君﹈︹人名︺1

の子馬の青と︑大そう仲よしになりました︒
きよしゆ

手をする︒

しゅ

九㎜1

きよしゅ ﹇挙手﹈︵名︶2 學手 畢手
きよ
ぼくがおじぎをすると︑みんな元氣よく學

九848

きよしくん

れる水の清さに︑目をうばはれるのであるが︑

九128

七471 これが︑名人といはれた自分の最後の曲だ きよさ ﹇清﹈︵名︶1 清さ

うのきょく・こうしんきょく
と思って︑用畜は︑静かに吹き始めた︒

七472 曲の進むにつれて︑用光は︑自分の笛の音
やがて曲は終った︒

によったやうに︑ただ一心に吹いた︒
七4710

乱撃1 一見︑何の曲もないやうなこの解同ではあ
るが︑

十一櫛3園ああ︑あれはぼくの作った曲だ︒
十一櫛8囹 にいさん︑まあ何といふいい曲なんで

十8610 拝受したステッセル將軍は︑﹁︿略﹀︒﹂とい

﹇居住仕﹈︵四︶1居住仕る

つて︑うやうやしく二手の禮をした︒

きょじゅうつかまつ・る
︽ーリ︾

漁場5きたちしまの

御製Oたいしょうてん

五月下旬から︑そろそろ北千島の漁場が

﹇漁場﹈︵名︶1

十一593□︒凶國翌朝︑久しく鎭西に居住仕り︑

ぎょじょう

ぎょじょう
十一978

詩話を帯びて儲る︒

ぎょせい ﹇御製﹈︵名︶3

十二42 御製

のうぎょせい・めいじてんのうぎょせい

御代御代の天皇の御製を始め奉り︑その

ころのほとんどあらゆる身分の人々の作︑約四千

十一一407

静明天皇の御製で︑長歌としては短いも

じょめい

五百首を二十巻に望めたのが︑萬葉集である︒

十二463

﹇漁船﹈︵名︶6 漁船

のの一つである︒

ぎょせん

つて︑漁船が眞直に近寄って來る︒

九469白い煙の輪を吐きながら︑乳色のもやを破

九476 帆柱に旗を立てた漁船が︑港へはいって來

今はいって來たばかりの漁船をめがけて︑

たのをきっかけに︑

漁船のかたはらに︑小舟がぴったり寄りそ

︿略﹀︑たくさんの小舟が近づいて行く︒

九478

ふと︑

九4710

の海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

九484 漁夫たちが︑遠くの海から取って來た野々

九518 漁船からは︑朝げの煙が波の上に影を落し

きょだん

更にラングーンの上空に現れ︑巨弾を

ながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒
きょだん
﹇巨弾﹈︵名︶1 巨弾

十168図圃

きょだん

いっしゆん

投じたる一瞬︑
きょとんと ︵副︶1 きょとんと

十㎜5 猿は途中で︑きょとんとして止めてしまつ
たり︑とんでもない別のことを演じたりする︒

四㎜2

四㎜8

産霊1

漁夫は︑その着物を取って︑持って行かう

漁夫は︑そばへよってよく見ます︒

一人の漁夫が︑みほの松原へ出て來ます︒

漁夫は羽衣を返します︒

とします︒

四搬2

漁夫たちが︑遠くの海から取って來た重々

﹇清﹈︵下二︶2

清む

︽ーム・ーメ︾

南参道に入れば︑夜須の雨に清められし
かれは﹁慶喜討つべし︒﹂と叫び︑

これは﹁君側熟むべし︒﹂といきまく︒

十二佃7図工

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑

十44図

きよ・む

の海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

九483

六145 去年︑あなたといっしょにお参りして︑樂 ぎょふたち ﹇漁夫達﹈︵名︶1 漁夫たち

きょねん ﹇去年﹈︵名︶5 去年
しかったことが思ひ出されます︒
つかしくなりました︒

六163国 去年のお祭のことを思ひ出して︑急にな
八195国 去年の今ごろ︑學校園の菊の花を窺生し
ましたね︒

九783 生まれたのは︑去年の春︑ちやうど櫻の花
の咲くころでした︒

身も心も清めに清めて︑ひたすら今日を待

大麻を振って祭場が清められ︑おごそかに

身も心も清めに清めて︑

つてみた奉仕員たちは︑

九163

九155

漁夫﹁いや︑返されません︒﹂

漁夫﹁お待ちください︒

﹇漁夫﹈︵名︶4

漁夫

軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗
身を清め︑姿を正した宗治は︑︿略﹀︑秀吉

この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑心の底

きよもり

までが清められるやうな氣持がする︒
きよもり
﹇清盛﹈︹人名︺1 清盛

ぎょらい

魚雷

まして清盛などがへろへろ矢︑何ほ
﹇魚雷﹈︵名︶19

が︑やはり︑いちばんだいじな武器は魚雷だ︒

六341団魚雷をうち出すと︑生きた魚のやうに︑

じゅんやう

かうくうぼ

水の中をくぐりながら︑敵艦をめがけて行って︑

艦も︑

この魚雷にはちぢみあがってしまふのだ︒

六343国山のやうな戦艦や︑巡洋艦や︑航空母

雷が︑

みごとにウェールズに命中して︑

九486細長い魚雷のやうなかじきまぐろ︑
十665 一番機が海面すれすれにおりて獲射した魚

十669 レパルスへ襲ひかかった一番機の魚雷も︑

二番機・三番機が︑二艦の針路をねらって︑

命中する︒

それぞれ右から左から魚雷を饗射した︒

十674

てその右舷前方にさしかかった時︑

十675 ウェールズを襲った二番機が︑魚雷を放つ

それと同時に︑魚雷はウェールズの舷側で︑

みごとに大きな水柱と火焔をあげた︒

十677

る︒

海の魚雷が︑山上から泳いで回るのには︑

十692 その自爆と同時に魚雷がレパルスに命中す
十924園

多年手しほにかけた魚雷だ︒

魚雷はうなりを生じて突進して行く︒

面くらひましたよ︒

十二備8

敵艦の胴腹深く飛び込むんだぞと︑毎日

十二珊9
十二㎜10

生あるもののやうに飛び出して行った魚

いって聞かせてみる魚雷だ︒

雷のうなりを聞いて︑

十二購12

魚雷二本が︑確かに命中したのだ︒

十二川8 ちやうど魚雷が走り終ったと思ふ時であ
る︒

十二川11

ひ入り︑大爆音をあげて轟沈させたのであらう︒

十二鵬4 魚雷は︑みごと敵艦の火革鎧か何かにく

六339国中には︑飛行機を持ってみるものもあるぎょらいこうげき ﹇魚雷攻撃﹈︵名︶！ 魚雷攻撃

かんをやっつけます︒

三351圓小さいくせにぎょらいで︑大きな軍

ぎょらい

どのことか候べき︒

十一605図國

きよもり

十一797

の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒

十棚3

員は︑これから訓練に取りかかるのである︒

九575

祝詞が讃まれる︒

のりと

漁夫﹁今 日 は ︑ よ い お 天 氣 だ ︒

漁夫

九155

九843 去年と違って︑ぼくが行くと︑北斗は︑う きよ・める ﹇清﹈︵下一︶6 清める ︽ーメ︾
﹇漁夫﹈︹話手︺10

れしさうにすぐぼくのところへとんで來て︑

ぎょふ

しました︒﹂

四槻1 漁夫﹁ああ︑ これは︑はっかしいことを申

う︒﹂

なたは︑まはずにかへっておしまひになるでせ

四摺7 漁夫﹁といって︑羽衣をお返ししたら︑あ

四梱3

のどくですから︑羽衣をお返しいたしませう︒﹂

四伽9 天人のしをれたやうすを見て︑漁夫﹁おき

四伽6

できません︒

漁夫﹁天人の羽衣なら︑なほさらお返しは

漁夫﹁いや︑これは私が拾ったのです︒

漁夫﹁着物だな︒

漁夫﹁あれは何だらう︒﹂

26972

ぎょふ

120

四四四四四
119 118 118 118

きょとんと一ぎょらいこうげき

456

457

十一546図 水雷艇隊の魚雷攻撃を受けて︑敵の雨
旗艦を始め︑その他の諸艦も多く相ついで沈没せ
り︒

つた︒

きよらか

急いで魚雷獲射の準備がなされた︒

清らか

くわいらう

さつき見た時は距離が遠かったので︑レ

きょうりきょうり ︵副︶1 きょうりきょうり

キシントンの甲板が見えず︑

かんぱん

十一一川11

十一一梱2月への距離の約四百倍に極る︒

萬キロで︑月への距離の約四百倍に當る︒

十二捌2 地球から太陽への距離は︑凡そ一億五千

は︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

十二伽3 地球と月との距離が︑今の約二倍なくて

手に取るやうに見える距離まで追ひつめて︑

十二梱2 船員たちがあわてふためいてみるのが︑

六千メートルに至りて始めて磨益し︑

十一538図 われは急にその前路をさへぎり︑距離

のところに︑きっと一つの星が見つかります︒

九902 すると︑この二つの星の距離の五倍ばかり

きょり ﹇距離﹈︵名︶7 距離Oちょうきょり

あげると︑

十一795 玉のやうな︑清らかな水を雨手にすくひ

すべて清らかに︑嚴かなり︒

十510図 中央の舞殿︑左右の廻廊︑庭上の白砂︑

のはだが現れる︒

九184 一打ちごとに︑三つの切口から清らかな木

た︒

六価2 ときは木の茂った清らかな道がうつりまし

﹇清﹈︵形状︶4

いてるた勇士たちは︑艦長のこの命令を意外に思

十二桝1 ﹁嚢射止め︒﹂ーー魚雷詩型の持ち場につ

十一一拠5

ぎょらいはっしゃ ﹇魚雷発射﹈︵名︶2 魚雷襲射

ぎょらいはっしゃ一きり

八恥4

目だけを砂の間から出して︑ぎょうりきよ
ぎようりと

ら

吉良

﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぎようりと目を光ら

︵副︶1

うりと目だまを動かしながら︑外を眺めてゐます︒
十二552

ぎょろりと

き

﹇吉良﹈︹人名︺1

した︒

きら
ら

いしだう

かう

れば︑吉良・石堂・高・上杉の者ども六千鯨騎に

き

寝につくのである︒

ぎらぎら

先頭の指揮官機の翼が︑きらきら光る︒

︵副︶4

十二㎜5

しょねつ

き

ら

やがてぎらぎらと太陽が中天にのぼると︑

嶢けっくやうな暑熱が地上を支配する︒

十一川11

かぶとが銃劒を引きずって動いて行く︒

十梱9 ぎらぎらと太陽の光を反射させながら︑鐵

光ってみる︒

十614 出撃の訓示をする司令の目は︑ぎらぎらと

た︒

五251 空には︑お日様が︑ぎらぎら光ってゐまし

ぎらぎら

十二9110図尊氏これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下知しけ

﹇嫌﹈︵形状︶Oおきらい・だいきらい

て︑湊川の東へかけ出で︑

きらい

きらきら

く

ら

き

のすけ

らかうづけのすけ

大石内捻之助を始め四十鯨人が︑亡君淺

野内匠頭の仇︑吉良上野介を討って︑

たくみのかみ

十二583

上野介

かうづけのすけ

このじゅ氷に朝日がさすと︑きらきら きらこうずけのすけ ﹇吉良上野介﹈︹人名︺1 吉良

︵副︶12

四506

きらきら

鏡で日の光を受けると︑きらきら光り

と光って︑みごとなものです︒
ます︒

四541

まだできあがらない橋のたもとには︑戦

かまへてみる︒

車隊・野砲隊・衛生隊が︑しびれを切らして待ち

十二鵬5

金いろのかなぐが︑きらきらとしてゐま きら・す ﹇切﹈︵五︶1 切らす ︽ーシ︾
すが︑そのほかには︑何のかざりもありません︒

五106団

引きあげると︑大きなふなが︑苛ぎはでぴ

六七十センチもある鯛が︑つやつやした櫻

見渡す限りの海が︑眞紅のきらめきにも

﹇燵﹈︵名︶1 きらめき

え立って行く︒

十二川1

きらめき

色のはだに︑むらさきの星をきらめかしてみる︒

九497

きらきらと光って笑ったり︑青くすんで︑ きらめか・す ﹇煙﹈︵五︶1 ぎらめかす ︽ーシ︾

ちびちはねて︑うろこがきらきらと光りました︒

五476
五561

青い波はきらきらと光って︑目が痛いやう

じっと考へこんだりします︒

七918
です︒

砲身の中には︑きらきらと鏡のやうにかが

したきりすずめ・ふみきり

太平洋のかなたから押し寄せて量るみどり きり ﹇切﹈ 与おもいきり・こしんぼくきりはじめ・

やいた︑砲弾の通る路ができあがります︒

八撹5
九474

きり

せみは︑桐の木で鳴いてみる︒

ただ晴れた夜空に星がきらきらとさえ︑銀 きり﹇桐﹈︵名︶1桐

の波が︑きらきらと光りだす︒

九鵬1

五787

本足になってみるので︑なかなかくだけません︒

十搦1 三本足の錐であったのが︑二本は折れて一

きり

あたり一面油の海に︑南の太陽が︑きらききり ﹇錐﹈︵名︶2 きり 錐

河があざやかに中天にかかってみる︒

十7110

きらきらと輝く南半球の星を眺めながら

らと光ってみた︒

十一恥11

きり一きりだす
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いつくともなく霧わきて︑

風のまに

切り得

︽ーエ︾

︽⁝リ︾

︵感︶1

歯と歯とかみ合ひ︑

ぎりぎり︑ぎりぎり

りきりと巻いて︑動かないやうにした︒

歯車︑
きりぎりす

きりぎりす・⁝・・⁝六十九

︹記名︺10

十九

ぎ

すると︑草の葉のうらに︑ちらときり

十九

きりぎりす

三712

十加10

私は︑手に持ってみた竹を︑そっとき

番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切りこ

︽ーム・ーン︾

七588

ゴムの木の根へ︑耳をつんざくやうな雷

んで來て︑旗をうばって引きあげた︒

十一㎜12

鳴とともに︑幅廣い稻妻が鋭く切り込む時など︑

ギリシャ

εしずむギリシャ

更に︑前から顔面を深く切り込んだ︒

︹地名︺3

十二676
こっき

ギリシャ

堂々と接近して行くと︑汽船からは︑す

るするとギリシャの國旗があがった︒

十一一伽8

十一一椥8 ギリシャは敵國である︒

シヤの國旗が︑︿略﹀︑緑の波の上に光ってみる︒

葉のうらに︑きりぎりすは︑まだじっと 十二櫻4 横倒しになったマストに掲げられたギリ

﹁キリキリ︑リリリ︒﹂ときしみながら︑か
ん高い響きをたてる︒

﹇切口﹈︵名︶1

切口

一打ちごとに︑三つの切望から清らかな木

甲板からは︑一時にさっと右手を墨げて︑

ふち
切りそいだやうながけの下の青い淵や︑
︽一へ︾

十一3810

﹇切倒﹈︵五︶3

切りたふす

伐り倒

何百人といふ木こりが︑長い間かかっ

こんどは︑切りたふした木を︑どうする

﹇切出﹈︵五︶2

伐り出す ︽ーサ・ シ︾

い せ
九108．御殿舎を御造管になる用材は︑もと伊勢の

きりだ・す

れ︑︿略﹀︑木馬道を静かに運ばれて行く︒

九185 伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら

かといふことになりました︒

四96

て︑やっと切りたふすことができました︒

四94

す︽ーサ・ーシ・ース︾

きりたお・す

に廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るのが︑

切りそろへた髪が︑ともすると扇のやう

きりそろ・える ﹇切揃﹈ ︵下一︶ 1 切りそろへる

九栓7

きりそ・ぐ ﹇切殺﹈︵五︶1 切りそぐ ︽ーイ︾

沈んで行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

十二慨8

きりぎりすは︑ひょっこり動いて︑葉の ギリシャこっき ︵名︶一 ギリシャ國旗
﹁︿略﹀︒﹂心の中でいのりながら︑ねぎを︑

すると︑きりぎりすは︑︿略﹀︑ねぎをお
きりぎりすは︑びっくりしたやうに︑かご

私は︑またほかのきりぎりすをさがさ
うと︑草を分けて行きました︒

三739

の中ではねました︒

三737

いしさうにたべはじめました︒

三733

きりぎりすのからだに近づけました︒

三731

表へ出て來ました︒

三725

してみるやうです︒

三717

りぎりすのみる方へさし出しました︒

三715

ぎりすのすがたが見えました︒

三696

三37

きりぎりす

りぎり︑ぎりぎり︒

七508圃歯車︑

ぎりぎりぎりぎり

十一8110 きりのやうにとがった梢の先を天に向け

九714口薗凶圃

ただよひのぼる︒

て当直に立つものは︑かうやまきである︒
きり
きり ﹇霧﹈︵名︶7 霧 霧δあさぎり・かわぎり
きり
まに谷間より

にじ
九地8 朝日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼっとか
かることもある︒

十一881 あたりにだんだん霧がわいて來て︑大木
の幹を︑かなたへかなたへと薄く見せた︒
十一887 霧もだんだん深くなる︒

十一906 行手の道も﹁はひまつ﹂も︑すべて夢の

十一892 霧の間に︑﹁さうしかんば﹂の林が績く︒
やうに霧の中に薄れてみる︒

十一928 つひに︑霧の中に近く山小屋を見あげる
ところへ來た︒

六307上水の中へもぐるのだと聞くと︑沈んだき

きり ︵副助︶3 きり つきりむそれっきり
りで︑浮かないことがありはしないかと︑
だと感じたのかも知れません︒

七279 これつきり︑自分は︑遠いところへ行くの
九339 巡査のあとについて出て行く母の後姿がち
﹇切断﹈︵ 下 二 ︶ 1

らと見えたきり︑あとは涙にぼっとして︑
きり・う

もにぞ歎きける︒
﹇切折﹈ ︵ 四 ︶ 1

切り折る

十二964図 正行︑腹も切り得ず泣き倒れ︑母とと きりきりりりり ︵感︶2 キリキリ︑リリリ
きりお・る

きりくち

﹁キリキリ︑リリリ︒﹂が響く︒

八728図心のうちに思ふやう︑萬一射そんずるな 十加11 だから︑車の動いてみる間︑絶え間なく
伐り方

らば︑弓切り折りて自害せんとて︑
伐り方は古式にしたがって︑

﹇切方﹈︵名︶1

九1710

きりかた

九184

のはだが現れる︒

六636 きちんとはまった時︑巻いた紙を︑糸でき きりこ・む ﹇切込﹈ ︵五︶ 3 切りこむ 切り込む

きりきり ︵副︶1 きりきり
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かみち
たかくら

ないくう

げくう

神路山⊥局倉山などから伐り出されてみたが︑

切り立つ

︽ーッ︾

ら小刀にて切りまはしつつ張りみたり︒

きりん

﹁器量ある武豊なれども︑なほ軍の道

︵四五︶

氣力

3一

キル

きる

切る

伐る

きりんが︑せいのびをしたやうなかっかう

﹇麟麟﹈︵名︶1

六型9
﹇切﹈

をしてゐました︒

めきる・すみきる・つかれきる・のりきる・やけき

おもいきる・かききる・かわききる・さききる・し

︽ーッ・ーラ・ール・ーレ︾εあけきる・うちきる・

き・る

きりん

それと同時に︑全身の島蔭は︑なくなって

﹇気力﹈︵名︶1

を知りたまはず︒﹂とひとりごとのやうにいふ︒

九582緯圏

九139 ここは︑︿略﹀︑内宮・外宮の御神木を伐り きりょう ﹇器量﹈︵名︶1 器量
﹇切立﹈︵ 五 ︶ 1

出したみそまはじめ祭の行はれたところである︒
きりた・つ

十伽8

きりょく

1

切りたてる ︽一

︵下︼︶

﹇起立﹈︵名︶3ごきりつ

切りつける ︽一

しまひました︒

見あげるばかり高く切り立つた山だ︒

﹇切立﹈

十一一147
きりた・てる
テ︾

九佃1 いつのまにか無畏は切りたてられて︑しだ

﹇規律﹈︵名︶1

いに水際に追ひつめられて行った︒
きりつ
規律

きりつ

九547 千何百人の乗員が號令に從って規律正しく
1

活動するさまは︑いかにも目ざましい︒
︵下一︶

この子を見つけてから︑おちいさんの

に小さな女の子がゐました︒
四336

一郎さんは喜んで︑青い紙を小さく

切る竹には︑たびたび金がはいってゐました︒

小刀で︑葉を切ってやりました︒

切って︑切手をこしらへました︒

四662
五332

をきって︑その草におつけになりました︒

七222 手早くあたりの草をなぎ彿ひ︑火打石で火

八167 古い株を切って出た芽は︑それよりも早く

成長して花が咲きます︒

八価5 ちやうど︑グライダーが空中をすべるやう

御神木は︑さらに白衣を着た十四名のえり

に︑手ぎはよく水を切って︑おりて來ます︒

御神木は︑用材の長さに切られ︑

抜きのぞま夫たちによって︑伐られて行った︒

九179
九185

る・よわりきる

﹇切付﹈

ケ︾

べんけいは︑なぎなたをふりまはして

オバアサンガ︑モモヲキラウトシマシタ︒ 九774 切って來たばかりの木を︑一メートルばか

切取る

2

︽ーッ︾

切りぬく

切り抜く

︽ーイ︾

︽ーシ︾

三226

べんけいが上を切ると︑牛わか丸は下
右を切ると左へとびのき︑左を切ると

へとびおります︒

三227
三227

この木を切ることにしよう︒
こんな大きな木を︑切っていいもの

左を切ると右へとびのきます︒

右へとびのきます︒

四84囹
四86園

でも︑この木は︑切るよりほかにみ

でせうか︒

四88園

毎日竹を切って來て︑ざるやかごを

そこで︑切ることになりました︒

ちがあるまい︒

四91

四323

作ってゐました︒

四331その竹を切って︑わって見ますと︑中

食下は︑怒って弓をからりと捨て︑︿略﹀︑

鹿介もただ一人︑流れを切って進んだ︒

網を切るはさみを持ってるる兵士が一人︑

きっすゐ

船は︑思ひ切り吃水深く︑︿略﹀︑根掠地

みしん

あと四年で明治維新の幕が切って落され

十二7110園

一族十六人︑從ふ兵五十蝕人︑思ひ思

この母もろともに切っておくれ︒

さあ︑切るなら︑この母もろともに切

十二9310図

つておくれ︒

十二7110園

ようといふ時だ︒

十二653

へと波を切って行く︒

十一梱10

十一171図 つづら折りなる道をあがること十八町︑
へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒

むっくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する︒

十重2

四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒

九梛10

九榔2

りの長さにそろへて︑鈍しさうにひき始めた︒

三222

一734

きりつと ︵副︶1 きりつと
﹇切取﹈ ︵ 五 ︶ 1

十二矯8 全員白鉢巻をきりつとしめた︒
きりと・る

︵五︶

一きれ一きれ切取って︑責っ

四価1 のき先に︑大きなぶたの肉をぶらさげ︑大
きなはうちゃうで︑

﹇切抜﹈

てるる店もあります︒
きりぬ・く
︽iイ・ーカ︾

三825 二人は︑はさみでゑを切りぬいて︑め
んを作りました︒

きり開く

八梱5 次には︑砲弾を撃ち出す通路が︑切り抜か
﹇切開 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

れるのです︒
きりひら・︿

切りまはす

十一悩6図圃密林をきり開いては進む雲の峯
﹇切回 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

九643図 すすけたる障子の破れを︑輝尼︑てっか

きりまわ・す

切ってかかりました︒

九僻1 突然︑後から切りつけた者がある︒

きりつ・ける

きりたつ一きる

きれい
きる
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ひに並みみて︑一度に腹をぞ切ったりける︒

十二953圏 汝を櫻井より返されしは︑︿略﹀︑腹
を切れと残されしにもあらず︒

﹇ 着 ﹈ ︵ 上 一 ︶25

きる

着る

︽キ・キル︾

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒

十二別3 十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の
きる

いてるました︒

唐綾をどしの甲着て︑鍬形打つたるかぶ

からあや

云誤6図
甲の袖︑草ずりもかなぐり捨て︑胴ばか

を
との緒をしめ︑

り着て︑大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑

十皿3図

十捕7私のからだは︑すっくと立ちあがって︑白
衣を着てゐました︒

悪者といっても︑村の良民と違った着物を

し

赤地錦のひたたれに︑黒糸をどしの甲
太陽や月が︑大きなかさを着るのはこの
何着ても美しうなる月見かな
男女ともサロンをまとひ︑女は日本風の

じゅばんを着てみる︒

十一魅4

十一楢3再見

雲のかかった時で︑

十一719

着て︑鍬形打つたるかぶとをつけ︑

十一622図

同じく獅子の金物打つたる甲を着︑

キレ

きれ呂かみきれ︒ぬの

一57一

ハジ二二水ガニゴッテヰマシタガ︑ダ

ンダンキレイニスンデイキマシタ︒

トホイ

ハノスヂガ︑キレイニ見エマスヨ︒

秋ノ日二︑

ニー72圃正シイコトバガ︑キレイナコトバガ︑

日本中ニキコエマス︒

二231圏キレイニハレタ

トノサマハ︑﹁コレハフシギダ︒キレ

タンボへ 急ギマス︒

二923園

二322園

キレイダ︑キレイダ︒﹂トォホメニ

イダ︑キレイダ︒﹂トオホメニナッテ︑

ナッテ︑ゴハウビヲタクサンクダサイマシタ︒

二923囹

三451 いつも︑きれいな水が流れてゐます︒
庭のあぢさるの花が︑ほんたうにきれ

三609園

みんなきれいだな︒﹂と︑ぼくがいっ

どれもどれも︑かはいくてぎれいです︒

花火だ︑

きれいな金魚ですね︒

四499

おとうさんが︑枯れかかったかきねの朝

一めん︑まつ

それはそれは︑きれいな︑よいところ

寒さのために︑まどガラス

ガラスの氷もきれいですが︑じゅ氷と

じゅ氷といふのはもっときれいです︒

いふのはもっときれいです︒

四498

けないでせう︒

白にこほったのはきれいなものです︒
四485 人がかいても︑こんなにきれいにはか

四483

でございます︒

三麗5囹

顔を︑きれいに取っておしまひになったので︑

三956

ました︒

三673 ちゃうちんの火が︑きれいに並んでゐ

きれいだ︒

三653圃

三625園

たので︑金魚やさんが笑ひました︒

三606

いです︒

十﹁585図紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑ 三568

し

︿略﹀︑ここを射よと胸をたたくらん︒

十一205学園甲の下に腹当を重ねて着たればこそ︑

着てみるわけでもなければ︑

十湘12

て︑樫の棒をかつぎながら堂々と行進する︒

かし

三674新しいゆかたをきた人が︑おほぜい歩 十細2 みんな元氣のよい顔に︑國防色の制服を着
四723 青年學校の服を着て︑赤いたすきをか
けたにいさんは︑

たいさんが︑私たちのところへ來ました︒

四758 まもなく︑新しい軍服を着た一人の兵
四768園 國男︑これはにいさんが着てみた服
だ︒

五578虫の皮を着物にして着ていらっしゃる︑小

四櫨2 天人は︑それを着て︑静かにまひます︒
さな神様でありました︒

七4010 三人ともまつ白な着物を着て︑えぼしをか
ぶって︑しやくを持って︑
一人もありませんでした︒

八617 拝観の人々も︑今は覧たうを着てみる者は︑

さいふく

﹇切﹈︵名︶2

ケンチャンガンバへ行ッテ︑ハリバコニ

キレイ

きれい

朝夕︑からだの毛をすいたり︑きれでから
﹇奇麗﹈︵形状︶62

一534圏マア︑キレイナニジダコト︒

きれい

だをふいてやったりしました︒

五聖5

サハッタリ︑キレヲヒッパッタリシマシタ︒

二467

ぎれ・はぎれ・ひときれ

きれ

つに切れたるが︑

十一583図早朝は︑七尺ばかりなる男の︑目角二

九157 奉仕員たちは︑目にしみるばかりの眞白な き・る ﹇切﹈︵下二︶1 切る ︽ーレ︾
西畑を着て︑定めの場所へ集って來た︒

によって︑

九178 白衣を着た十四名のえり抜きのぞま夫たち

上着を着たロシヤ婦人が本を讃んでみる︒

九㎜7 天略﹀︒﹂と指さしたところに︑みどり色の

てるると︑思はず頭を柱にぶっつける︒

九㎜10 急いで上着を着たり︑ズボンをはいたりし
ぐわい た う

十8710 水色の外套を着た將校が四騎聴いて來た︒
をはき︑連鏡あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

十価6図 もえぎにほひの甲着て︑黄金作りの太刀
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ぎれい一キロ

四634 新しいしめなは︑白い紙︑うら白の葉︑
何もかもさっぱりときれいに見えて︑
四撹5團 きれいな花を︑わざわざ持って填てくだ
さって︑ありがた う ︒

かかってゐます︒

四佃5 見ると︑向かふの松の枝に︑きれいな物が
四佃9囹 こんなきれいな着物は︑見たことがない︒
い

すず

五56 ある神様は︑きれいな玉をたくさん作って︑
すすぎました︒

五94国五十鈴川のきれいな水で手を洗ひ︑口を
五413囹 あら︑きれいなまゆができましたね︒
五665国 ひづめを洗ひ︑鐵で作ったくしとはけで︑
馬のからだをこすって︑きれいにしてやる︒

五843 一本一本きれいに抜いた︒
きになるでせう︒

五鵬2囹 すると︑まもなく︑きれいな御殿へお着
五榴3囹 きれいな御殿︒
五悩8囹 きれいな水だな︒

﹁まあ ︑ き れ い だ こ と ︒ ﹂

のたづなを引いて通るのは︑

六155團 牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白
六399囹

六544園もみちが︑きれいになりましたね︒
六673園森の木がきれいですね︒
郵駅6團國 ﹁花もきれいだけれど︑にほひがいい
のね︒﹂と︑春枝 さ ん が い ひ ま し た ︒

六㎜1園 まあ︑きれいね︒

六柵9 やなぎの並木が︑にぎやかな通をきれいに
かざってゐました ︒
と

七131 きれいな︑六七センチばかりの魚が︑
せ

七562 あれを越すと︑きれいな瀬戸内海へ出ます︒
七782国 きれいな朝の空氣を温いっぽい吸って︑

七二10 何十本とも知れない細い︑白い糸が︑夕風

にゆられながら︑ふはふはと空中にただよってゐ

十一457
げた︒

お正月だから︑きれいな着物を着せてあ

きれいに髪を結って︑晴れ着を着せられ

﹇儀礼﹈︵名︶1

﹇切地﹈︵名︶1

儀禮⑫こくみんぎれい

きれ地

いきれ地などがいっぽいにかざられ︑

わらの切れば

十一加6 すきとほるやうな水色や︑赤や︑緑の薄

きれじ

で着席した︒

十898 一慮の儀禮がすむと︑一同は机を取り團ん

ぎれい

たねえさんは︑まるでよその人のやうに見えます︒

圓形で︑きれいな植込みのある当場です︒ 十一4710

るのは︑ほんたうにきれいでした︒

八2010国

朝夕ひえびえとして︑空がほんたうにき

外側がきれいにけづられて︑砲身の長さと︑

れいに澄むころになりました︒

八239国
八三3

きれいな海の水が︑こまかいあわをたてな

まるみとが︑きちんとそろって挙ると︑

八鵬6

がら︑どの箱にも注いでゐます︒

八㎜1囹きれいだなあ︒何の花ですか︑にいさん︒

﹇切目﹈︵名︶2

﹇切﹈

︵下一︶

切れめ

5 切れる

︽ーレ・ーレル︾

五伽2

雲が切れて︑日光がさして來た︒

糸がぶつりと切れて︑魚が逃げる︒

キロ 5いちおくこせんまんキロ・いちまんキロい

が切れて︑

十一㎜9 右岸一帯に打ち績くうつそうとした密林

さけがかかってみるのだ︒

十一棚3網の糸も切れるばかり︑大きなますや︑

ると織機はおのつから止り︑

十814 何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ

九㎜4

い

はちきれる・もえきれる・もちきれる・やりきれな

n▽おさえきれる・かぞえきれる・しゅびしきれる・

き・れる

上に針路を取りもどしたと見る間に︑

十二川5 やっと切れめを見つけて︑豫定の哨戒線

十601 時時︑その切れめから海が見える︒

きれめ

し浮かべたり︑ えびやめだかも︑泳がせて︒

六伽5團卵のからを浮かべたり︑

ほんたうにきれいだね︒でも︑花ぢやな きれはし ﹇切端﹈︵名︶1 切れはし

せなかのあたりが︑太々と空色に光るのが︑

い︒みんな海にみる動物だよ︒

八m3囹
八桝5

最後にねえさんは︑ひもであんだきれいな

きれいなつばきね︒

ほんたうにきれいだと思ひました︒

八慨1囹

八伽2

よごれが彿はれてしまって︑きれいな青空

買物袋をさしあげた︒

八儒7

部屋の中のにごった焦土が出て行って︑き

が︑光るやうに︑地のはてまでひろがります︒

八悩2

れいな空氣が︑流れるやうにはいって來ます︒

私たちは︑文字を正しくきれいに書き︑り
燃料を補充してやったり︑よごれたとこ

つばなことばで話すことを忘れてはなりません︒

九448
九二7園

咲きだしたこのむらさきの花は︑ほんたう

ろをきれいにしてやったりします︒

九脳11

﹁きれいだなあ︒﹂ぼくが思はず叫ぶと︑

にきれいに見える︒
十3610園

﹁きれいだらう︒﹂と︑あひっちを打つや
そうあん

十372園
うにいふ︒

しひゃっキロ・すうせんキロ・なんびやくキロ・に

きれいに作ったしば垣の内の僧庵に︑折 じょう・さんキロ・しせんキロ・してんろっキロ・
から夕日がさして︑

十一3710

きろく一ぎんいろ
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キロ・にひゃっキロ・ひやくしじゅうまんキロ・や
くにまんろくせんキロ・よんキロ
きろく 与こきろく

議論

キロメートル 5クワンタンとうほうはちじつキロ
﹇議論﹈︵名︶1

メートル
ぎうん

の音も出なかった︒

十一一659 堂々としたその議論に︑反封窯は︑ぐう

きわ ﹇際﹈︵名︶1 際5か年めぎわ・かべぎわ・

﹇気付﹈︵感︶3

キヲツケ

氣をつけ

﹁氣をつけ︒﹂と︑山田先生が號令を掛け

一351園キヲツケ︒

きをつけ

られると︑

七412園

﹁氣をつけ︒﹂の姿勢をきちんとしたり︑
金

一どにかはっ
金の星︒

赤い星︑

も一どかはって

ばうしには︑金で字が書いてありまし

青い星︑

何十︑何百︑

﹇金﹈︵名︶20

七786團
きん

て

三666圏

四169

その島に︑一匹の金の牛がゐました︒

た︒

四444

てぎわ・なみうちぎわ・ひときわ・まどぎわ・みぎ
わ・みずぎわ

金の牛は︑小高い岩の上にあがって︑

際立つ

︽ーッ︾

極む

︽ーメ︾

おなかがすくと︑みどりの

おかげで︑金の牛は︑おなかがすいて
ところで︑ある日のこと︑金の牛は︑ふ

びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑

五808日まはりは︑暑い日をいっぱい受けて︑金

とびらは金の御紋章︑

御門を通って行

のお皿のやうなのが︑三つ咲いてみる︒

七306圃

きました︒

いく百筋のこまかい金の矢が︑夕空を染めて︑

七柳8 日が沈んだばかりのところがら︑さし出た

七柳8 空は赤から金に︑金からうす青に︑ぼかし

たかくらじ

私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神垣を奉り︑

金からうす青に︑

あげたやうです︒

七研8
十564

﹇銀﹈︵名︶5

ヒカウキ︑

ギン 銀

ヒカウキ︑

アヲイソラニ

金のとびが御国の先に止ったことを思った︒
ぎん

一274圏

山の頂が︑銀のやうに白く光り始めると︑

ギンノツバサ︒
九466

どす黒かった海面が︑にぶい光線を反射する︒
あま
九943 天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくま

夜の空に銀の砂子をまいたと見える小さ

き散らしてみるのが見られます︒

な星と︑

十二鵬2

崩れた雪は︑︿略﹀︑銀の糸のやうにまぶ

しく輝きながら︑ちょうちょうと流れて行く︒

十二価9

五106團

みんな白木づくりで︑金いろのかなぐが︑

金の牛は︑もう︑じっとしてゐられなくきんいろ ﹇金色﹈︵名︶1 金いろ
なりました︒

四473

とこんなことを考へました︒

四467

困るといふことはありませんでした︒

四465

島を眺めては︑おなかをいっぱいにしました︒

金の牛は︑

て︑みどりの島を眺めました︒

次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ

﹁︿略﹀︒﹂と︑金の牛は︑ひとりごとをい

ひました︒

四456

四方を見わたしました︒

四448

﹇際立 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ひけん︑勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑

十一643図敵これを見て︑防ぎかねて引くとや思
きわだ・つ

十一808 その間を際立ってくっきりと︑うぐひす
リ︾

極み
あめつち

︽

四459

極まる

きはみ

﹇ 窮 ﹈︵五︶1

の聲がころがるやうに績いて走る︒
きわま・る

四463

﹇窮﹈︵名︶3

天地ときは

ぜっけう
十二別1 感極まり︑萬歳を絶叫する︒

きわみ
ちたる

みはあらず︑ 細文千足の國は︒

くはしほこ

九72五聖 浦安の安らかにして︑

十83図まことにおそれ多き極みといふべし︒
十一榴5 あわただしく散って行く櫻の花をよんだ
﹇ 窮 ﹈ ︵下二︶1

歌で︑優美の極みであります︒
きわ・む

四994圏

﹁さうしかんば﹂

のはだが︑梢からもれ

銀色に光ったたくさんの機械は︑まるで生

明かるい海だ︑どこまでも︒

十一866

き物のやうに動いてみた︒

十766

て︑

自分のからだが金であったことを︑ 七47圏 地平線は銀色で︑ 空と海とがとけあっ

昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと

くんしゃう︑金のとびの心しくんしゃう︒

四992圏花のやうなくんしゃう︑日の丸のやうな

すっかり忘れてみたのです︒

四476

十一616m凶圖 義朝は武略の奥義を極めたるものな
四
4
7
6
金
の
牛
は
︑
自
分
の
か
ら
だ
が
金
で
あ
っ
た
きらきらとしてゐますが︑
ぎんいろ ﹇銀色﹈︵名︶4 銀色
ことを︑すっかり忘れてみたのです︒
極めて

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

﹇極﹈︵副︶2

十663 わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち

きわめて

着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒
ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

十二474 わが古代の人々が︑雄大明朗の氣性を持

463
ぎんが一きんじる

る太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒

十二㎜1 波もすっかり静かになって︑時々飛び魚
﹇銀河﹈︵名︶1

銀河

が銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒
ぎんが

九鵬1 ただ晴れた夜空に星がきらきらとさえ︑銀
﹇近海﹈︵名︶1

近海

河があざやかに中天にかかってみる︒
きんかい

金魚

撃つの計を定め︑あらかじめ全力を朝鮮海峡に集

十一521図 わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ
中してこれを待つ ︒

きんぎょ ︹課名︺2 金魚

キンギョ

三34 十六 金魚⁝⁝⁝五十九
﹇金魚﹈︵ 名 ︶ 1 一

三592 十六 金魚
きんぎょ

セウネ︒﹂トシンパイサウニイヒマシタ︒

金魚去り

十脚1囹大きな金魚に︑小さな金魚︒
﹇金魚売﹈︵名︶1
金魚や

﹇金魚屋﹈︵名︶3

金魚やさん

氷やと金魚やが︑涼しさうでした︒

﹇金魚屋﹈︵名︶ユ

夏は︑金魚責りがやって來る︒

きんぎょうり
十別12
きんぎょや

三677
きんぎょやさん

金魚やさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑小さ

なあみをかしてくれました︒

三602

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑金魚や

さんが笑ひました︒

三611

ぎんぎら

金銀

草の露︑

月の光が

四985 二十

しゃう金鶏動章

怪しくんしゃう

きんしくんしやう

きんしくんしょう ﹇金鶏勲章﹈ ︵名︶ 2 姦しくん

四992圃花のやうなくんしゃう︑日の丸のやうな

くんしゃう︑金のとびの薄しくんしゃう︒

きんしくんしやう

十886 乃木將軍は︑黒の上着に白のズボン︑胸に

﹇金州﹈︹地名︺1 金州

は︑金鶏動章が掛けられてあった︒
きんしゅう

明する︒

九㎜3 やがて金州にさしかかると︑車掌さんが説

きんしう

きんしう

足の番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向け

錦州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜ

﹇金州城﹈︵名︶1

﹇近所﹈︵名︶5

キンジョ

高州城

きんじょ

近

九躍7園左には︑金壷城が手に取るやうに見えま

きんしゅうじょう

ん敵の大軍に出あって︑はげしく職つた︒

八648

て出登したわが軍が︑つれて行った鳩であった︒

八645

三615金魚やさんは︑もをガラスばちの中へ きんしゅう ﹇錦州﹈︹地名︺2 錦州 豊州
︵副︶1

入れてくれました︒
ぎんぎら

監寺1圏ぎんぎら葉の露︑
﹇金銀﹈︵名︶3

ぬれました︒

ふと見ると︑向かふに︑日月を金銀で現し

す︒

所

たとへ︑金銀にて作りたる弓なりとも︑ きんじょ

﹇近郊﹈︵名︶1

近郊

たるが︑天日にかがやき渡り︑
きんこう

へんたい

長として︑近郊ミンガラドン飛行場にせまり︑
また﹁銀行﹂﹁行列﹂の﹁行﹂は︑﹁かう﹂
﹁ぎやう﹂などと讃み︑

昏乱7

ぎんざ
ぎんざどおり ﹇銀座通﹈︵名︶1 銀座通
ぎんざ
にぎやかな銀座通が︑うつりました︒
六柵5

四38

二十

金しくんしゃう⁝⁝⁝九十八

きん・じる

きんじょにるた大盛が︑それを聞いて︑

近所の︑どの犬よりも大きく見えました︒

父や︑近所の人たちがかけつけた時︑

自分の家を焼くのは︑近所の家々へ︑めい

﹇禁﹈︵上一︶2 禁じる ︽ージ︾

ヨ
歴代神塞ノ加護弓馬ルモノト信仰スルノ外ナク︑

十一573図書我が軍ノ損失・死傷ノ僅少ナリシバ︑

きんしょう

わくをかけることになる︒
キンセウ
﹇僅少﹈︵形状︶1 僅少
キンセウ

七梱10

七2410

五柵9

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三288

ジョノネズミノオヨメサンニシマシタ︒

十一179図錦の御者に日月を金銀にて打って着け 一一772 ネズミノオトウサンバ︑ムスメヲ︑キン

御命には代へがたし︒

八763三号

た錦の御旗を︑おし立ててみる者がある︒

七631

きんぎん

二505園 ﹁キンギョヤコヒバ︑ドウシテヰルデ

三594 ねえさんと二人で︑金魚を買ひに行き
ました︒

三597 店には︑大きな水をけがあって︑その
中に︑金魚がたくさんおよいでゐました︒
ました︒

三605 ぼくはそれを持って︑じっと金魚を見
三625園 きれいな金魚ですね︒
しばらくじっとしてゐましたが︑

三635 金魚は︑やっとおちついたといふやうに︑ 十163図圃 第一回の爆撃に︑汝は︑別動隊編隊機

鳴

三643園 ﹁正男さんは︑金魚とにらめっこをしぎんこう ﹇銀行﹈︵名︶1 銀行
てるるのね︒﹂といって︑笑ひました︒

十986図圃 もらひ來る茶わんの中の金魚かな
雪

十㎜12囹 さあさあ︑金魚をお買ひなさい︒
とをいって通る︒

十加1園大きな金魚に︑小さな金魚︒﹂こんなこ きんしくんしょう ︹課名︺2 金しくんしゃう

十一桝1 夜︑燈火を用ひることは堅く禁じられて
みるので︑

十一剛11 蕾サラワク王國時代には︑これを望外へ
出すことを禁じて保護してみたものである︒

金すぢ

十二鵬6 身は寛永寺の一院に閉ちこもって︑ひた

きんしん ﹇謹慎﹈︵名︶1 謹愼

﹇金筋﹈︵名︶1

すらに謹愼の意を表した︒

近年

四441

金の牛
﹇銀白色﹈︵名︶1
ぎんねず

銀白色

日光に照らされた入道雲が︑まぶしいほ

九

ぎんはくしょく

十一765
勤勉

しかし氣立てばやさしく︑日本人を心か

﹇勤勉﹈︵形状︶2

ど︑銀白色または銀鼠色にかがやくのを見ると︑
きんべん

十一㎜4

女たちは︑勤勉に働いて家を守ってみる︒

ら尊敬して︑なかなか勤勉に働く︒

十一晒8

現価8

一

禁物

←きじょうきんむ・ちじょうきんむ
塗り物には︑ほこりが禁物ですから︒

﹇禁物﹈︵名︶2

﹇金曜日﹈︵名︶2

金曜日

重い患者には︑船の動揺が禁物です︒

銀翼

金曜日

晴

先週の金曜日に抜いたのに︑もうのびた草

七月二十日
﹇銀翼﹈︵名︶2

十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の
銀翼に︑眞赤な日の丸がくっきりと浮い

﹁宮﹂は︑﹁きゆう﹂﹁ぐう﹂﹁く﹂などいろ

く

く

て︑望遠鏡にうつって來た︒

十二加5

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒

十二㎜2

ぎんよく

五866

がだいぶある︒

五842

きんようび

十儲4

十梱7囹

きんもつ

きんむ

四739 金すちのえりしゃうをつけた兵たいさ きんぽうげ ■みやまきんぽうげ

きんすじ

んが來て︑名を呼始めました︒
八川1 小さなきんせんくわが︑むらがって咲いて

きんせんか ﹇金蓋花﹈︵名︶1 きんせんくわ
みるやうなのは︑﹁いぼやぎ﹂でありました︒

八84 すると︑その右の足に︑日本の文字を記し

きんぞく ﹇金属﹈︵名︶1 金属
た︑小さな金属の板がついてゐました︒
きんだち ﹇公達U︵名︶1 きんだち

十鵬2図圓 一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助
け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒
ぎんねず
ぎんねずいろ ﹇銀鼠色﹈︵名︶1 銀鼠色
ぎんねず

﹇近年﹈︵名︶2

ど︑銀白色または銀鼠色にかがやくのを見ると︑

十一765 日光に照らされた入道雲が︑まぶしいほ
きんねん

てん

八112 近年になって︑いろいろな方法で︑このこ
とよとみひでよし

とを調べてみますと︑

八927 豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天

く

干

豪．

郎
緩

守閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒
勤皇

八

心

しゅかく

﹇勤皇﹈︵名︶1

十二975図園 父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打

九

警

いろの音で讃みます︒
︹課名︺24
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勢汽

ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒

四210 九 金の牛⁝⁝⁝四十四

きんのうし ︹課名︺2 金の牛
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ぐ一くうちゅう

ばる

︽ーッ︾

く
十一335挙挙 秋來ぬと目にはさやかに見えねども くいしば・る ﹇食縛﹈︵五︶2 食ひしばる 食ひし
風の音にぞおどろかれぬる
ひの鐘に花ぞ散りける

︽ーサ︾

︽ーッ・ーリ︾

フ︾

十6610

一

くひしめす

︽ーシ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑歯を食ひしばった︒

﹇寒湿﹈︵四︶1

﹇食管﹈︵名︶1

食ひしんぼう

く

ばりは︑さもうれしさうにさへづります︒

九188 木やり歌は︑中立神宮寒林の悪弊な空裡を

ねんれう

﹁ボー︒﹂と︑力強い汽笛が︑突然この静か

明かるくふるはせて︑いつまでも響き渡った︒

九462

な港の空氣をゆり動かす︒

九柵6園 車輪に空氣を入れたり︑燃料や爆弾を積

月には水がないといひましたが︑水ばかり

み込んだり︑

か空氣もないのです︒

十3910

空氣も水もないとすると︑︿略﹀︑太陽から

つめたい空氣が︑吸ひつけられるやうに

思ひきり深く朝の山の空氣を吸ふ︒

ぐうぐう

木立の間を流れる空氣はひえびえと澄み

︵副︶1

ヒルネヲシヨウ︒グウグウグウ︒

空襲与だいくうしゅ

﹁ハワイ空襲︒﹂とか︑﹁英砲艦撃沈︒﹂と

﹇偶然﹈︵名︶1 偶然

そのうち偶然にも︑東京放送局からの電

﹇空中﹈︵名︶6

空中

ややもすれば︑手のとどきさうもない空想

﹇空想﹈︵名︶1 空想

くうちゅう

になりがちであった︒

十763

くうそう

波がはいって來た︒

十一梱3

ぐうぜん

か︑︿略﹀︑矢つぎ早の勝報である︒

十548園

う

︿うしゅう ﹇空襲﹈︵名︶1

ニー44園

ぐうぐうぐう ︵感︶一 グウグウグウ

ました︒

六52 御軍人たちもみんな︑ぐうぐうねてしまひ

ぐうぐう

きって︑

十一惣3

十一798

室の中へしのびこむ︒

十一783

留る光や熱を調節するものがないから︑

﹁︿略﹀︒﹂といふそばから︑さも食ひしん 十405

くぢら

﹁行く﹂﹁食ふ﹂﹁する﹂も︑﹁まみる﹂
あれは︑馬に食はせるバナナだ︒
戦齪があって︑道ははかどらず︑七日七

ぐう■かまくらぐう・はちまんぐう

空氣

﹁宮﹂は︑﹁きゆう﹂﹁ぐう﹂﹁く﹂などいろ

﹇空気﹈︵名︶13

タイヤの中のチューブにあながあい
きれいな朝の空氣を胸いつぼい吸って︑

窓といふ窓が︑すっかり開かれるので︑部

廣い空を見︑澄んだ空氣を吸って︑満洲ひ

きれいな薄紅が︑流れるやうにはいって來

屋の中のにごった疋田が出て行って︑

八悩1

七782團

て︑空氣がぬけてしまったのです︒

三894囹

くうき

いろの音で讃みます︒

十価8

ぐう

夜︑孔子も弟子も︑ろくろく食ふ物がなかった︒

十一一281

十一矯9園

﹁いただく﹂﹁いたす﹂などいふのが普通である︒

十一267

てあばれるやうにもがきながら︑

爾職艦は︑ちやうど大きな鯨がもりを食つ

く・う﹇食﹈︵五︶4食ふ食ふ︽ーッ・ーハ・一

く

ばうらしく︑羅刹は舌なめずりをした︒

十一一5210

︿いしんぼう

ひしめし︑矢束ね解いて待ちかけたり︒

十︻183図射手とおぼしき者ども︑弓のつるをく

くいしめ・す

十一一㎜3

兵士が歯を食ひしばって慮直する︒

十一341図魍山里の春の夕ぐれ來て見ればいりあ 十伽7 護衛の駆逐艦からも︑輸送船からも︑︿略﹀︑
十二桝4図圃 山路來て何やらゆかしすみれ草
ぐ ■ぼうすいぐ

ぐあい ﹇具合﹈︵名︶3 ぐあひ 具合■からだぐ
八研3 それでも一回の動きに︑やはり脈は二つ打

あい・かわきぐあい
つといふぐあひでした︒

八餌3 光線のぐあひで︑せなかのあたりが︑鮎々
と空色に光るのが ︑

九m10園 爆音を聞いてみて︑順調であるか︑その
震動の具合がどうかと︑しっかり確めてから︑

食ひ荒す

クアラルンプール ︹地名︺一 クアラルンプール
九27図 クアラルンプール
﹇食荒 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

くひ入る

十㎜8 作物は︑ひとたまりもなく︑むざんに食ひ

︿いあら・す

荒されてしまった ︒
﹇ 食 入 ﹈ ︵五︶2

八梱9 刃物が︑ぐるぐるまはりながらやって來る

くいい・る

砲身の中へ︑ぐいぐいとくひ入って行きます︒

十二珊4 魚雷は︑みごと敵艦の火藥庫か何かにく
ひ入り︑大爆音をあげて轟沈させたのであらう︒
五931 最後の百メートルといふところで︑白が︑

ぐいぐい ︵副︶3 ぐいぐい

ぐいぐい出て來ました︒

五伽8園 ぐいぐい︑引くそ︒

八川8 刃物が︑ぐるぐるまはりながらやって來る

ます︒

八悩2
くひ込む

︽ーム︾

﹇食込﹈ ︵ 五 ︶ 1

せ骨に深くくひ込む重傷であった︒

八価7

砲身の中へ︑ぐいぐいとくひ入って行きます︒
くいこ・む

十一一673

くうちゅうかっそう一くさ

466

七鵬10 細い︑白い糸が︑夕風にゆられながら︑ふ
はふはと空中にただよってみるのは︑

七価5 かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋
の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒

八486園 しかし︑このグライダーのやうに︑空中
を飛ぶものになると︑さうはいきません︒

八854 四十メートルも空中をとんで︑先生は︑地
上の人となられた︒

八三4 ちやうど︑グライダーが空中をすべるやう
たい

に︑手ぎはよく水を切って︑おりて來ます︒
繹天の姿となって︑修行者を空中にささげ︑
くわつ
空中滑

しやくてん

八76

やがて︑九月もなかばを過ぎると︑燕は︑
その年は氣候が不順で︑九月の中ごろ急に

そろそろ日本を去って行きます︒

八910

九月の末から︑十月の初めにかけて︑汽車

寒くなり︑雨が降り績きました︒

八108

九月に二歳ごまの市が誤るといふので︑八

や飛行機で︑何回にも送ったといふことです︒

九851

月に北斗をうちへっれて蹄りました︒
董

少彦名神は︑あはの董につかまって︑する

﹇茎﹈︵名︶3

六109

しに︑

五635

さうして︑稻の葉や董に止ります︒

一度しなったあはの董が︑はね返るひやう

すると︑おのぼりになりました︒

五633

くき

十二575 あの恐しい羅刹は︑たちまち端嚴な帝

そう

くうちゅうかっそう ﹇空中滑走﹈︵名︶1
くわつそう

八818 まるで︑空中滑走をしてみるやうだ︒

走

くぎ ﹇釘﹈︵名︶1 釘
はり
組み立てられて行く梁にのぼって︑釘や

与なんぎょうくぎょう

かすがひを打ち込む兵隊︒

十一一梱6

︵感︶−

九伽6園 飛行機に乗って敵地を爆撃したり︑空中

︿うちゅうせん ﹇空中戦﹈︵名︶3 空中職

くくくく

くぎょう

﹁くく︑＜＜︒﹂と︑蛙の鳴く聲がします︒

くく︑くく

職をやったりした方がいいとは思はれませんか︒

七363

九梱9囹 飛行機の整備なくしては︑空中戦も敵地
爆撃もありませんよ︒

九月

︽ーシ︾

︽ーケ︾

三川4

ケ︾

九桝3園

︽

︵下一︶

2

くくりつける

ぐぐ︑ぐぐっと︑今度は私のうきが︑水の
﹇括付﹈

︵下一︶

2

くぐり抜ける

さびしい本堂の柱にくくりつけられて︑
﹇潜抜﹈

うまく揮幕をくぐり抜けたかしらと︑絶

くぐりぬ・ける

じっとしてみる間に︑

射撃7

にくくりつけられました︒

ぶるぶる︑ふるへてみた雪舟は︑大きな柱

くくりつ・ける

中へ引きこまれました︒

五467

十165園圃敵スピットファイヤー二十敷機と︑空 ぐぐぐぐっ ︵副︶1 ぐぐ︑ぐぐつ
中戦はなばなしく︑

空中分解

十172図魍 機は︑たちまちほのほを吐き︑翼は︑

くうちゅうぶんかい ﹇空中分解﹈︵名︶1
空中分解を始めぬ︒

ぐうのね ︵名︶1 ぐうの音

苦要する

十二661 堂々としたその議論に︑反面黛は︑ぐう
﹇苦 学 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

の音も出なかった︒
︿がく・する

九脳4園 むすこは︑一生けんめいに苦直したかひ
﹇九月置︵名︶4

があって︑りつぽな身分になり︑
くがつ

えず飛行機の身の上を案じてゐます︒

て︑くぐり抜けたのだ︒

十柵7 兵士たちは︑鐵條網の下をほって︑もぐつ

六131刈ったあとには︑くくった稻の束が︑田の

くく・る﹇括﹈︵五︶2くくる︽ーッ・ール︾

7

くぐる ︽ーッ・ーリ・！

すると︑乗員は一度にとび起きて︑手早く

上に並べてあります︒

九543

つり床をくくる︒

ル・ーレ︾

くぐ・る ﹇潜﹈ ︵四五︶

五鼎3 それでも利根は︑弾の下をくぐるやうに抜

魚雷をうち出すと︑生きた魚のやうに︑

けて︑走りつづけました︒

橋の下をくぐって通る時︑﹁ゴー︒﹂といふ

水の中をくぐりながら︑敵艦をめがけて行って︑

六341團
六麗9

おかあさん︑あの海峡をくぐるのね︒

電車のひびきがして︑繕事がかはりました︒
九皿6下垂

夜に入りて︑わが騙逐隊・水雷艇隊は︑

もせず︑水の底をくぐりて︑向かふの岸に着きに

十鵬6図岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと
けり︒

砲火をくぐって敵艦にせまり︑

十一548図

爲朝︑久しく鎭西に居住仕り︑九二

﹇九国﹈︹地名︺1 九國

部落全髄の家をたつねることができる仕組みに

十一晒5 廊下へ出なくてもその通路をくぐれば︑
くこく

のものども討ち從へ候について︑

十一594図幽

草3おきなぐさ・かれくさ・

こぐさ・したくさ・すみれぐさ・たみぐさ・つゆく

︿さ ﹇草﹈︵名︶44

一465

オハカノマハリノ草ヲトッタリ︑オハ

さ・なつくさ・みずくさ・わかくさ

カノ石ヲ水デアラッタリシマシタ︒

467
くさき一くさき

三127 らくかさんは︑草の中へしっかに落ち
ました︒

三237 春の日が︑あたたかく野原の草をてら
してゐます︒

三262 草の葉に止ってみたてふてふが︑おど
ろいてとび立ちました︒

三498園山には木があるね︑草もあるね︒
三499囹雨がふると︑水は︑木の根や︑草や︑
落葉の間にたまったり︑

四描2

すると︑草や木が︑だんだんと芽をふき︑

つみ重ねたどなうの根もとにも︑いつのま

花のつぼみがふくらんで來ます︒

五143

ある日︑岸の草につかまって︑池の外へ出

にか︑草がたくさん生えました︒

五248

九847

北斗はいつまでもおとなしく草をたべなが

ら︑ぼくのそばで遊んでゐます︒

九脳7 枯草におほはれてみた野原に︑青い草の芽
あさぎり

がもえて來た︒

片歌6 朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草

をおいしさうにたべてみる︒

十416

てみました︒

草が︑青々と茂ってゐました︒

す
山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑素

もちろん︑草も木もありませんよ︒

五249

十一789
ざうり

子蛙は︑草のかげのあちらこちらを︑うれ

あし

五254

米はたからだ︑たからの草を︑

しさうにとびまはりました︒

先週の金曜日に抜いたのに︑もうのびた草

ぼくたちは︑校舎のうらの草をむしった︒

の緑ーー

海を進むなら︑水にひたるかばねともな

ク サ

キ

十二川3 澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑草の芽

げもなつかしい︒

十二拗3 草の芽の間から︑立ちあがる水蒸氣のか

れ︑山を進むなら︑草の生えるかばねともなれ︑

十二419

足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒
どなう
植ゑ 十一桝5図圏 揮の下草もえ出つる土嚢かな

五843

土手の草︑

ぼくのせい

ク

キ

ハ

ア

ヲ

イ

﹁久佐幾波阿遠以﹂とでも書かなければ

サ

前者は﹁クサキ﹂を﹁草木﹂と書くのと

前者は﹁クサキ﹂を﹁草木﹂と書くのと
十一㎜1

﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二つの方法をい

後者は﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒

つしょにしたのである︒

十一伽3

同じであり︑

十一㎜1

ある︒

同じであり︑後者は﹁久佐幾﹂と書くのと同じで

十一㎜1

ならなくなる︒

十一㎜6

で書けば︑

十一伽2 ﹁クサキハアヲイ﹂といふのを漢字だけ

草木が枯れるころ︑

九832 さうして︑長い夏も過ぎ秋が來て︑野山の

草木

身の丈にもあまる草を分けて︑だんだん奥 ︿さき ﹇草木﹈︵名︶8 クサキ 久佐幾 久佐幾
この野原をかこんで待ちかまへてみたわる
手早くあたりの草をなぎ彿ひ︑火打石で火
火打石で火をきって︑その草におつけにな
木とか︑草とかにのぼって︑︿略﹀︑前足の
まはりの草を取ったり︑肥料をやったり︑

夏來たときは
高かった︒

同じやうな子馬がたくさん來てるて︑母馬
の草をたべるあとを追ひながら︑

九827

より

八692圃

そのほか︑いろいろせわをしてやるのです︒

八162

つめで︑しっかりとそれにしがみつきます︒

七877

りました︒

七222

をきって︑その草におつけになりました︒

七222

者どもは︑一度に草に火をつけました︒

七212

へはいっていらっしゃいました︒

七209

ぬれました︒

五偽2間ぎんぎら葉の露︑草の露︑月の光が

がだいぶある︒

五842

りゃ︑こがねの花が咲く︒

三697 私は︑さっきから︑せいより高くのびた 五646圃

葉が氣持よくゆれます︒

草の中に︑じっと立ってゐます︒
三701 ときどき吹いて量る風のために︑草の

三705私は︑草の葉を一枚一枚かぞへるやう
に︑目でさがしました︒

した︒

三君1 風がさっと吹いて︑草が一どに動きま

ぎりすのすがたが見えました︒

三712 すると︑草の葉のうらに︑ちらときり

うと︑草を分けて行きました︒

三739 私は︑またほかのきりぎりすをさがさ
三953 それから︑おとうさんのお手つだひをし
て︑庭の草を取りました︒
思って︑あちらこちら歩きましたが︑

四445 おなかがすいたので︑草をたべようと

んでした︒

四446 この島には︑ 一本の草も生えてゐませ

四452 その島には︑みどりの草が一めんに生
えてゐました︒

四454園 なんとおいしさうな草だらう︒
四471囹 あの島の草をほんたうにたべたら︑
どんなにおいしいだらう︒

くさずり一くじゅうはち
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草ずり

十一㎜3 ﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二つの方法をい
つしょにしたのである︒
﹇草摺﹈︵名︶2

九6210図 景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ

くさずり

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

十 3図甲の袖︑草ずりもかなぐり捨て︑
ぐざと ︵副︶4 ぐざと
わきばら

みけん

九8110

乳を飲むのも忘れて︑ひよう長い足で元氣

よく︑草原の上をはねまはることもありました︒

草むす

︽ース︾

草取り

草原

九佃10囹

突撃を待つ草むらに虫ずだく
すると︑寒さのために指がこはりついて

くし
まるで中之島を︑たくさんの串でさし通し
櫛

しまって︑わるくするとくさります︒
くし
﹇串﹈︵名︶1 串

くし

八912

たやうになってゐます︒
くし
くし 櫛

夜九時に北斗七星を見てその位置を覧え︑
だいれん

くしくも

九時大連聚の﹁あじあ﹂に︑ぼくは乗った︒
﹇奇﹈︵副︶1

夜九時ごろ︑︿略﹀︑ちやうどひしやくを立

﹇九時頃﹈︵名︶1 九時ごろ

ほうたいび
十一一劉4 くしくも第五回大詔奉戴日に痴る︒

くじごろ

てたやうなかつかうになってゐます︒

九895

くじゃく

くじゃく息

手紙を書いてみる間に︑いつのまにか九

﹇九時前﹈︵名︶1 九時前

七846国

くじまえ

時前になりました︒

しろくじゃく

くじゃく ﹇孔雀﹈︵名︶2

くじゃくかしら︒

十梱1 さうして︑時々︑︿じやくの羽で穗先を作

六445園

九十

九十九

とびこみ塁⁝⁝⁝九十

九十四

源氏と平家⁝⁝⁝九十九

︹浮名︺6

十四

︹盛名︺1

十八

︹課名︺1

つた細い筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒
くじゅう

七37
くじゅうく

十34

豆まき⁝⁝⁝九十四

夏やすみ⁝⁝⁝九十四

母野子馬⁝⁝⁝九十四

九十七

遠泳⁝⁝⁝九十四

︹課名︺3

東郷元帥⁝⁝⁝九十七

︹課名︺1

九十二

︹課名︺4

四38 二十

九十八

上しくんしゃう⁝⁝⁝九十八

二312二十四 ウグヒス⁝⁝⁝九十八

くじゅうはち

三312二十四長い道⁝⁝⁝九十二

くじゅうに

十一33十四 北千島の漁場⁝⁝⁝九十七

七39 二十

三314二十六 うらしま太郎⁝⁝⁝九十七

くじゅうしち

四37十九
五38十九
七38十九
九35十五

三313二十五 日曜日の朝⁝⁝⁝九十四

二310二十ニ ユメ⁝⁝⁝九十四

ひづめを洗ひ︑鐵で作ったくしとはけで︑ くじゅうし

﹇櫛﹈︵名︶5

五664国

くし

馬のからだをこすって︑きれいにしてやる︒
櫛ほどになりました︒
くし

櫛で手入れをしたり︑足をあげさせてひづ
櫛を使ふことをおきらひだが︑それに
歎願書をたつさへた關東方の使者は︑櫛
九時
九時には︑﹁︿略﹀︒﹂と︑消燈ラッパが鳴

﹇九時﹈︵名︶3

くしくも

九矧3

更に十時︑十一時に見ると︑

九921

り渡るので︑

七819國

くじ

の歯を引くやうに京都へ向かったが︑

十二麗8

しては︑まあ何といふよい髪でせう︒

十一418園

めの裏をさうちしたりしても︑

九854

七皿4

くし

山行かば

その時ふと耳にするものは︑前の草原で鳴
﹇草生﹈︵五︶1

大君の邊にこそ死なめ︑

み
海行かば水つくかばね︑
へ

く虫の聲である︒

三倍2
くさむ・す

十二416図魍
草むすかばね︑

九槻1図閣

十一197図 その矢︑︿略﹀荒尾の九郎が甲を通し くさむら ﹇草叢﹈︵名︶1 草むら
て︑右の脇腹までぐざと射込む︒
畑中をぐざと射込みたりければ︑

十一213図彌五郎がかぶとの眞向砕きて︑眉間の くさ・る ﹇腐﹈︵五︶1 くさる ︽ーリ︾

門の柱にぐざと突き立つたり︒

十一665図矢はかぶとの星を射けつつて︑後なる

﹇草取﹈︵名︶1

ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑

十一673図 かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ
くさとり

をか
十一晒11 女たちは︑すわって針仕事もすれば︑陸
くさなぎのつるぎ

稻の草取りから刈入れまでする︒

ぽ

くさなぎのつるぎ

草薙劒

くさなぎのつるぎ ︹題名︺1 草薙劒

七187

草花

七231 この時から︑この御劒を︑草薙劒と申しあ

くさなぎのつるぎ ﹇草薙剣﹈︵名︶1 草薙劒

﹇草花﹈︵名︶4

げることになりました︒
くさばな
の草花が持ち出され︑

八悩3 窓のそばに︑鳥かごがつるし出され︑鉢植

子どものほほに降り注ぎます︒

八悩4 明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑
九脳12 ﹁おきな草﹂といふ草花であることがわか
つた︒

﹇草原﹈︵名︶2

十一柵1団 野の草花をいけたりすると︑
くさはら
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くじゅうろく一くせ

六36 十七 菅原言詮⁝⁝⁝九十八
十33 十三 元日や⁝⁝⁝九十八
二311 二十三 机とこしかけ⁝⁝⁝九十六

くじゅうろく ︹課名︺3 九十六

五39 二十 ににぎのみこと⁝⁝⁝九十六
くぢら
﹇鯨﹈︵名︶1 鯨

く

八38 十九 大砲のできるまで⁝⁝⁝九十六
くじら
くぢら

てあばれるやうにもがきながら︑

十6610 跡職艦は︑ちやうど大きな鯨がもりを食つ

九宙2園 それに︑寒いと嚢動機もうまく動かない

くしん ﹇苦心﹈︵名︶8 苦心8ごくしん
ので︑温めてやるのに苦心をします︒

十4410図苦心は︑それのみにあらざりき︒
十473図 多年の苦心は︑つひに報いられたり︒
心の末︑やっと思ひ通りの織機ができあがった︒

くす

︽ーシ︾

﹇愚図愚図﹈︵サ変︶1

3いしくず・おがくず・かんなくず

だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒
くず
る

ぐずぐず・する

楠木

ぐつぐつす

楠木正

もう︑一刻もぐつぐつしてはみられない︒

﹇楠木﹈︹人名︺1

十219
︿すのき

﹇楠木正成﹈︹人名︺2

くすのきまさしげ

藥

くすりをつけたりしてくださいました︒

七358 光明皇后は︑この藥の風呂へもおいでにな

すると︑波がだんだんよせて隔て︑

︽ーシ︾

王は︑かうおっしゃって︑一服の藥をお

つて︑一人一人をおせわなさいました︒

十一1210

取り出しになった︒

三784

くずれだ・す ﹇崩出﹈︵五︶1 くつれだす

ほったあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑

瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑石垣がく

どべい

じゅもく

べう

敵の前軍はしばしばくつれた︒

十二燭8

とにかく︑そろそろ天氣がくつれるなと

ややもするとくつれようとする砂と岩と

岩石がくつれないやうに︑

縁先の雪が︑かさりかさりと︑音をたて

崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け

て崩れる︒

十二悩8

十ニー21

の間を︑﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ︒

十一951

思はせるのが︑この雲です︒

十一721

んな水びたしになって︑くつれてしまふのだ︒

十年7 家でも︑土塀でも︑樹木でも︑廟でも︑み

九旧1

くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒

七984 はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は

つれる︒

七975

かはら

建物の土角がくつれて來ました︒

どかく

七248 そのとたん︑少年のからだの上へ︑そばの

少しつつくつれて行くので︑

七83

レ・ーレル︾

十一一916図 かくて直義の五十萬騎︑楠木が七百鯨
せっかく作った砂の山が︑くつれだしました︒
す ま
騎に打ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒
くず・れる ﹇崩﹈︵下一︶11 くつれる 崩れる ︽一
くすのきまさ

しげ

くすのきまさしげ

楠木正成がたてこもった千早城は︑けは

くすのきまさしげ

七572

成
こんがうざん

くすり

三404

いろいろな藥で︑害虫を何べんも除きます︒

ろ

﹇癖﹈︵名︶3

くせ5くちぐせ

込んで︑︿略﹀︑ちょうちょうと流れて行く︒

かんをやっつけます︒

三349園小さいくせにぎょらいで︑大きな軍

︿せ

延元元年五月十六日︑楠木正成都を
ひやうご

しい金剛山にあるが︑まことに小さな城で︑

十二883図

たち︑五百鯨騎にて兵庫へくだる︒

﹇薬﹈︵名︶10

﹁︿略﹀︒﹂といって︑︿すりで洗ったり︑

六267

せやく院には︑大勢の病人がおしかけて︑

毎日︑かうして藥をいただいてみるおか

ふ

光明皇后は︑手足の痛む病人や︑︿略﹀の
この風呂には︑いつもあたたかい藥の湯が︑

このやうな話をしながら︑藥の風呂にはい
る病人が︑いつも絶えませんでした︒

七356

あふれでるました︒

七347

ために︑藥の風呂を作っておやりになりました︒

七346

げで︑たいそうよくなりました︒

七331園

︿略﹀︑藥をいただいたりしてゐました︒

七328

くすりをつけたりしてくださいました︒

三403

くすり

弟正時ら一族をうちつれて︑吉野の皇居に参向し︑

十一一971図正平二年十二月二十七日︑楠木正行︑

十786 さっそく︑その組み立てに取りかかり︑苦 くすのきまさつら ﹇楠木正行﹈︹人名︺1 楠木正行
十一伽3 ところで︑これを文字に書き表す安萬侶
の苦心は︑それにも増して大きいものであった︒
に書き表すことが︑安萬侶に取っての大きな苦心

十一伽9 わが國の古語を︑漢字ばかりでそのまま
であった︒

十一柵5 長い文章になると︑その苦心は一通りの
ことでなかった︒

十一㎜7 かうした苦心はやがて報いられて︑阿禮
﹇樟﹈︵名︶3

の語るところは︑︿略﹀文字に書き表された︒
くす

四62昔︑あるところに︑一本のくすの木が生
えました︒

四65 何年かたつうちに︑このくすの木は︑
今まで見たことも聞いたこともないほど︑
大きな木になりました︒

四123園あの勢のよいくすの木で︑作った舟

〈せつ一くださる
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九808園それも馬が悪いのではない︑扱ふ人がい
けないから︑馬に悪いくせがついてしまふのだ︒

苦節

の中でくだきました︒

砕け折る

︽ーレ︾

みけん
彌五郎がかぶとの黒蝿砕きて︑眉間の

﹇砕折﹈︵下二︶1

翼中をぐざと射込みたりければ︑

十一213図

くだけち・る

﹇砕散﹈︵五︶1

﹇砕﹈︵下一︶3

砕け散る

くだける

は︑︿略﹀︑勇ましい調べがあります︒

十二㎜2囹
くだ・ける

十一㎎2

︽ール︾

︽一

めりめりと氷が割れる︑砕ける︑地響
最後はまた急流の岩に激し︑荒波の岩に

きをたてながら︒

十一48圏

まべで︑どっと音をたててくだけます︒

三756国詞の方から︑波がうねって側て︑は

ケ・ーケル︾

砕ける

どたう
非常な勢で船首に砕け散る怒涛の中に

て︑通らぬこともあらん︒

十一207図國もし甲の上を射ば︑矢じり砕け折れ

くだけお・る

十733下機ばかりいじってみて︑をかしなやつだ︒
男のくせに︒

くせつ ︹題名︺1 苦節
﹇苦節﹈︵名︶1

二一4 苦節
くせつ

くせまひ

九欄9 鹿介を一目見た信長は︑この勇士の苦節に

せいぐわんじ

同晴した︒
くせまひ
﹇曲舞﹈︵名︶1 曲舞

くせまい
つて︑舞ひ始めた︒
﹇管﹈︵名︶4

管

十旧2 さうして︑おもむろに誓願寺の曲舞を歌
くだ

すから︑その管を木の根にさしこんで︑汁を吸つ

七856 油蝉の子の口には︑針のやうな管がありま
て生きてゐます︒

︽ーキ︾

﹇下﹈︵五︶75

クダサル

くださる

︽一
イ・ーッ・ーラ・ール・ーレ︾εおあがりくださる・お

くださ・る

いでくださる・おうけくださる・おかえしくださ
る・おかけくださる・おかざりくださる・おきかせ
くださる・おさずけくださる・おすわりくださる・

くださる・おつたえくださる・おのりくださる・お
はなしくださる・おまちくださる・おみまいくださ

ださる・ごあんしんくださる・こしんぽいくださ

る・おめしくださる・おゆるしくださる・およみく

一423圃

オニガシマヘオニタイヂニイキマスカ

ドウゾ︑トホシテクダサイナ︒

テクダサイマシタ︒

一752園

コツクダサイ︑オトモシマセウ︒﹂

ラ︑キビダンゴヲコシラヘテクダサイ︒

一773囹

コツクダサイ︑オトモシマセウ︒﹂

一804園 ﹁一ツクダサイ︑オトモシマセウ︒﹂

一791園

サイ︒

ヲヂサン︑コンヤモマタ︑カゲエヲシ

二681園ドウカ︑私ノムスメヲモラッテクダ

二811園

早クセンドウサンヲ見セテクダサイ︒

テ見セテクダサイ︒

二823囹

ゴハウビヲタクサンクダサイマシタ︒

二924トノサマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナッテ︑

三248囹ねえさんは︑あの橋の上でしんばん

おいしゃさまは︑すぐ見てくださいまし

をしてください︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑くすりで洗ったり︑

うちへかへると︑おかあさんが︑︿略﹀︑

さあ︑ごゑんりょなくめしあがってく

娘は︑ふと︑おかあさんのくださった物

のことを思ひ出しました︒

四595

ひ出してください︒

四413囹どうぞ︑月の夜には︑私のことを思

といって︑ほめてくださいました︒

四319 すると︑先生がにこにこして︑﹁︿略﹀︒﹂

ださい︒

三価3園

さいませ︒

三桝9園 どうぞ︑ゆっくり遊んでいってくだ

だいを持って來てくださいました︒

三627

くすりをつけたりしてくださいました︒

た︒

三398

しもつけのかみ

砕けるやうな調べに︑

七857 その管を木の根にさしこんで︑

三404

こういん

本足になってみるので︑なかなかくだけません︒

十川10 いはば︑胡同は一本の管になって︑どこか くだ・ける ﹇砕﹈︵下一︶1 くだける ︽ ケ︾
きり
十鵬3 三本足の錐であったのが︑二本は折れて一
らどこまでも︑つながってみる感じである︒
十別5 たとへ鳴りものであらうと︑呼び聲であら

こういん

九代

うと︑管のやうな三軍には︑それがふしぎなほど

う だ

﹇九代目︵名︶2

よく響き渡る︒
くだい

十撹10図國 宇多天皇九代の後胤︑近江の國の住人︑
せいわ

佐々木の四郎高綱︑宇治川の先陣そや︒

くだく

砕く

十一625図園 清和天皇九代の後胤︑下野守源義 おたすけくださる・おたずねくださる・おたちのき
﹇砕﹈︵ 四 五 ︶ 4

朝︑大楽としてまかり向かふ︒
くだ・く

十448図 めざす色はたやすく現るべくもあらず︑

る・ごめんください・ごらんくださる

いたづらに焼きてはくだき︑くだきては焼き︑

一417

オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ホメ

十鵬1 冷藏庫から氷を持って來て︑みかんの小箱

十448図 掃きてはくだき︑︿だきては嶢き︑
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くださる一くだしたまう

五榴9囹

海の神様が︑きっといいことを教へてく

五価3囹

二十四日の午後から︑ねえさんをさそって︑

水を一ばいください︒

ださるでせう︒

六151

枝さん︑ ごへんじをください︒

四695園あったら早く出してください︒
四699囹こんどは︑私が先に書きますから︑春
四703園四鏡の切手を一枚ください︒

六835國

ときどき︑おうちのことや︑三校のこと

ゲンキデ︑入込ライテクダサイ︒

みなさんに︑よろしくお禮を申しあげて
神主さんは︑大麻をふって︑みんなのおは
今日︑みなさんは︑＝禺トンの汽船に乗つ
春枝さんと︑花子さんは︑ぼくのかげが

八585園

先生︑もうすべらしてください︒

この水筒にも入れてください︒

九佃5圏

どうぞ︑いろいろなお話をしてください︒

どうぞ︑乃木大津にお願ひして︑陛下に

ださいませんか︒

具備3園 こんどは︑苦しい時のことをお話してく
十868園

それらが一つ一つ︑このやうにしてできあ

厚く御禮を申しあげてください︒

十伽9

張さん︑何か恵んでください︒

がったのだといふことを︑よく考へてください︒

十一498囹私がみなくなっても︑さびしがらない

十蹴8園

どうぞ私に代って︑おとうさんやおか

で︑よく勉強してくださいね︒

十一503園

﹁先生︑休んでください︒﹂と︑後の方

あさんを︑だいじにしてあげてくださいね︒

でいつしか悲鳴をあげる︒

十一854園

十一川5囹まあ︑待ってください︒

十一価10團その時にうつした石馬を同封しておき

日本の少女らしい︑つつましやかな心

ましたから︑見てください︒

を育ててください︒

十一伽3團

今日も︑十分氣をつけて働いてくださ

いや︑十雨のうち︑一爾ばかりも幽い

﹇下﹈︵下二︶呂おおせくださる・おさつし

くだしたま・う ﹇下給﹈︵五︶1 くだしたまふ ︽1

くださる・おせわなしくださる

くださる

さい︒

十二悩6園今こそ︑われわれに仇を討たせてくだ

てくださらぬかといふのでござる︒

十一一829囹

十二801園急いで見せてくだされ︒

十二810園無事に働かしてください︒

い︒

十一一84園

いといはんばかりに︑

上官のかたがたは︑ぼくらを︑自分の弟 十一㎜4 實の生ってみる木が︑早くたべてくださ
武男くんたちも︑︿略﹀︑今のうちから︑

先生が︑小さな穴で︑しるしをつけてくだ

八807園

ちよつと待ってください︒

するとう

さった紙に︑かくことにした︒

八491

しっかりやるやうにしてください︒

七845團

か子のやうにしんせつにしてくださいます︒

七8310国

百二十四センチになった時︑知らせてください︒

七732囹

て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒

かうぺ

七517

らひをしてくださいました︒

七416

ください︒

六886國

を知らせてください︒

六884團

六665園何でもいいから︑來てください︒

しゃつてください︒

どうぞ︑おかあさんによろしくおっ

ぜひ來てください︒

六174團

います︒

朝さそってください︒
四714団
四717国お手紙をくださって︑ありがたうござ

待ってみてください︒

四719團あしたの朝きっとおさそひしますか
ら︑

おろしてくださいました︒

四958
おとうさんが︑︿略﹀︑神だなから︑ますを
四柵7 敵たいさんたちは︑たいそう喜んでくださ
いました︒

んに來てくださると︑

四剛9国 あなたがたのやうな子どもさんが︑ゐも
四麗5團 きれいな花を︑わざわざ持って來てくだ
さって︑ありがたう︒
來てくださるとのことでしたが︑

四鯉9團 この次には︑何か︑みもんひんを持って
四鵬1団 そんなしんぱいをしないでください︒

四鵬2團 あなたがたが來て︑お話をしてくださる
のが︑何よりもうれしいのです︒

四鵬5團 ぜひ︑いうぎをして見せてください︒
五483 おとうさんが︑許してくださったので︑

五711 すぐ前に掛けてみたよそのをぢさんが︑
五722園 せっかく︑あけてくださったのだ︒

九314囹

︿ 略 ﹀ ︑ 立 っ て く ださいました︒

五搦4園今日一日だけ︑私に海へ行かせてくださ

五脳7団 どうぞ︑安心してください︒

ぢやあ︑今度の子馬は︑ぼくに世話をさ
せてください︒

九797囹

ビールや︑みんな出してあげてください︒

九327囹戸だなの中にあるお米や︑かんづめや︑

いませんか︑にいさんは︑山へいらっしゃって︒

五桝1園 さうおっしゃらないで︑今日だけ︑私に
つりをさせてください︒

くだしよう一くち
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ウ︾

に

にぎのみこと

十565天照大神が︑上覆杵尊にくだしたまうた神
勅を思った︒

くだす

︽ーシ・ーセ︾与

十二696 豪者は︑ぼう然としてほとんど手のくだ

くだしよう ﹇下様﹈︵名︶1 くだしやう

みかさ

﹇下﹈︵四五︶2

しやうも知らない ︒

くだ・す

おくだす

十一531図 わが旗艦三笠は︑戦闘旗をかかぐると
ともに︑信芳念を以て令を各艦にくだせり︒
艦長は︑︿略﹀︑﹁陣没︒﹂と︑急に気早な

號令をくだした︒

十二㎜11

果物

六206 たちばなといって︑みかんに似た︑たいそ

くだもの
くだもの ﹇果物﹈︵名︶8 くだもの 果物

うかをりの高いくだものがあることを︑
くだもの

八134 バナナは︑きっとみなさんのすきな果物に
ちがひありません︒

わん

たい
八138 私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑塁
湾のゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

植物に生る果物です︒

八139 ﹁ばせう﹂といってみるものに︑よく似た
くだもの

十一㎜9 果物の女王と呼ばれるマンゴスチンがあ

十一㎜8 ジャワは︑果物の島︒
る︒

くだもの

十一㎜6 世界でいちばん大きな果物といはれるノ
ンコの實もある︒

十一筋2 陸地の方から︑果物の香氣のやうなにほ
﹇下坂﹈︵名︶1

くだり坂

ひをふくんだそよ風が流れて來る︒
くだりざか

くだる

降る

︽ーッ・一

八859 蹄りは︑村までくだり坂の道だ︒
﹇下﹈︵ 四 五 ︶ 2 1

リ・ール︾5おくだる・かけくだる・かわをくだる

くだ・る

三484囹

またこの川をだんだんくだって行

工兵は︑今か今かと︑命令のくだるのを

くと︑大川になって︑

六柵7
﹁前進︒﹂の命令がくだりました︒

待ってゐます︒

六佃4

第二班に︑命令がくだりました︒
夜中に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑急に命令がくだる

六湘3
七832團

くすのきまさしげ

延元元年五月十六日︑楠木正成都を

ひやうご

くだって行くと︑一日半ぐらゐで赤道に達する︒

十二885図

一旦の身命を助らんために︑多年の

たち︑五百鯨騎にて兵庫へくだる︒

﹇九段﹈︹地名︺1

九段

櫻が咲いてをりま

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

十二897早智
くだん

した︒

七302圃春は九段のお社に︑

二934

シマヒニ︑灰ガ︑トノサマノ目ヤロニ

ソレカラ︑炭デ目トロヲツケマシタ︒

鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風をの

竹の先をそっと引きよせながら︑虫か

口にはいひませんが︑おたがひに︑﹁ごく

い

すず

五十鈴川のきれいな水で手を洗ひ︑口を

目に見えないやうな細い糸を︑さかんに口

急いで袋のロをおあけになると︑中に火打

石がありました︒

七219

の袋のロをおあけなさい︒

七197囹もしものことがあったら︑忘れずに︑こ

だめだ︒

六m1園おまへは︑口でいって聞かせるだけでは︑

から出して︑

五399

すすぎました︒

五95国

てるるにちがひありません︒

らうさま︒﹂﹁ごくらうさま︒﹂と︑心の中でいっ

四鵬6

ごのロへはこびました︒

三736

んで︑やねよりもたかく尾をあげます︒

三185

ハイリマシタ︒

二55一

ち・とぐち︒ひとくち・わるくち

りくち・こうぐち・たきぐち・でいりぐち・でぐ

ち・かどぐち・かわぐち・きずぐち・きどぐち・き

されど︑三匹は無事にくだり︑身ぶるひ くち ﹇口﹈︵名︶32 口幕いちのきどぐち・いりぐ

ことがあります︒

八332図
して立ちあがれり︒

聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ
くだるやいなや︑三千鯨騎︑一度にどつ

れのごとくくだるさま︑人わざとも思はれず︒

八343図
八345図

とときをあげて︑平家の城に火を放つ︒
それが萬壽姫で︑木曾に住んでゐましたが︑

風のたよりにこのことを聞いて︑うばをつれて︑

八391
かまくら

これから號令が次々にくだる︒

鎌倉をさしてくだりました︒

九543

﹁顔洗へ︒﹂﹁たばこぼん出せ︒﹂の號令がく

宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし

九564
だる︒

九616図

雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の

城主尼子義久は︑涙をのんで敵に降った︒

者なれば︑

九柵2

十伽8図團

一時置秀吉の軍に降り︑時機を待て︒

ぞとにひねもす聞ゆ
山小屋の前の小道をくだって行くと︑

十宙5園

十一7910

何年かののちに︑きっとあの槍に登らう
勅命のくだったことを承った阿禮は︑そ

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

十一975
十﹇枷10

わが南洋のトラック島を下襲し︑眞南へ

れこそ天にものぼるここちであったらう︒

十一㎜7
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ぐち一くちばし

七257 このつらい手掌の最中にも︑少年は︑決し
て毫湾語を口に出しませんでした︒

七562 さあ︑港の口の防波堤へ來ました︒

七856 油蝉の子の口には︑針のやうな管がありま
すから︑

もしろいのは︑その口のところです︒

八佃1 足の長い割合に︑甲は小さいのですが︑お

て︑上品なあまさが口に残る︒

十一㎜5

十一柵8
もぎ取ってロへ入れると︑︿略﹀︑乾きき

きやうだいは︑口をそろへていった︒

修行者は︑うっとりとしてこのことばを

いいえ︑それはくちくかんです︒

さざなみ

かげろふ

それといつしょに︑もっと暗い︑巡洋艦

わが駆逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑

か駆逐艦らしい推進器の音も立って亙る︒

十二踊11

その夜︑おとうさんも︑おかあさんも︑

わが駆逐隊及び水雷艇隊の魚雷攻撃を

﹇駆逐隊﹈︵名︶2 暗碧隊

夜に入りて︑わが駆逐隊・水雷艇隊は︑

源氏の者ども︑﹁︿略﹀︒﹂と口々にいふ︒

﹇口口﹈︵名︶3 口々

﹁だれだ︒﹂農夫たちは︑ロ々にそんなこと

ベートーベンも︑われながら齢りだしぬ

しい喜びを感じるのであります︒

十一慨9 私たちは︑この歌を口ずさんで︑更に新

くちずさ・む ﹇口遊﹈︵五︶1 口ずさむ ︽ーン︾

けだと思ったらしく︑ロこもりながら︑

十一⁝⁝7

くちこも・る ﹇口篭﹈︵五︶1 口ごもる ︽ーリ︾

口々にたつねた︒

十二219 ﹁︿略﹀︒﹂と︑トラックの上の兵士たちは

をいった︒

十蹴1

八7510図

くちぐち

砲火をくぐって敵艦にせまり︑

十一548図

受けて︑

十一546図

くちくたい

ながら︑話はとだえがちでした︒

口ぐせのやうに﹁めでたい︑めでたい︒﹂といひ

十一511

羅刹は座に着いて︑おもむろにロを言い くちぐせ ﹇口癖﹈︵名︶1 口ぐせ

つたのどへ︑あまずっぱい汁が流れ込む︒

十一一544
た︒

十二554

聞き︑それをくり返しロに唱へた︒

くちをし

︽ーシキ︾

一言半句︑不平もぐちもこぼさず︑ひた

﹇口惜﹈︵形︶2

くちをしきことかな︒

九666図圓世の中に︑身貧しきほどくちをしきこ

くちお・し

すら任務を遂行する姿には︑

十一一柵3

九238国白い實を舌の上にのせると︑すっととけ ぐち ﹇愚痴﹈︵名︶1 ぐち
九397 相手が目の前にみる時は︑ことばを口に出
して︑思ってみることを傳へますが︑
とはなし︒

九749 二三日たってから︑かまの口を開いた源作
ちいさんは︑眞黒に焼けた炭を外へ取り出した︒

十一619圏

くちをしさ

クチク
くちくかん 駆逐艦

くちをしさが︑足の先から頭のてっぺん

﹇口惜﹈︵名︶1

﹇駆逐艦﹈︵名︶9

春雄さんは︑︿略﹀︑くちくかんや︑せんす

三347園

﹁敵主力ハ︑駆逐艦三隻ヨリ成ル直衛ヲ

四569

二821園

をんどりは︑力いっぱい鏡をくちばしで

クチバシヲゴラン︒

レパルスがこれに績き︑駆逐艦三隻が先行 くちばし ﹇嗜﹈︵名︶4 クチバシ くちばし 口ば
そのすぐあとから︑駆逐艦がついて行く︒

し
十713

ロジェストウェンスキi中等は︑︿略﹀︑ 八68

口ばしの爾わきが︑いくぶん︑黄色に見え

ばしの下の赤色が︑雨燕ほどこくありません︒

八67 大きさだけは︑親燕と同じですが︑まだ口

つつきます︒

駆逐艦が寄りそふやうに︑傾いたウェール

護衛の駆逐艦からも︑輸送船からも︑波間
十一561図

に浮かぶ舟艇からも︑︿略﹀鷹職する︒

十伽6

ズにぴたりと横着けになった︒

十715

してみるではないか︒

十643

配ス︒﹂機内に︑どっと喜びの聲があがる︒

クチク

十637園

みかんなどのことをよく知ってゐます︒

三324

駆逐艦δいちくちくかん

︿ちくかん

まで突き抜けて走る︒

十二㎜11

くちおしさ

九761 をかしいなと思って︑煙突へ通じる口を︑
ふと見たとたん︑おやと思った︒

九価2 書間は︑まだ暑い暑いの歎聲がロをついて
出て量る︒

九川1 水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからつ
として︑全身がひきしまった︒

十59図 水屋の水にロすすぎて︑この門を入れば︑
十329 おちいさんは︑ロをむにやむにやさせて︑
なかなか答へない︒

十㎜2 ロから鼻から︑白い水を吐き出す︒
うロをきく力もありません︒

十柵10 軍馨殿は︑すぐ來られましたが︑患者はも

十㎜8 まもなく︑楊少年は︑また何かいはうとし
て口を動かしてみる︒

十一496 やっとこれだけが︑私のロから出ました︒
までが清められるやうな氣持がする︒

十一797 この水でロをすすぎ顔を洗ふと︑心の底

だやうに鳴く山鳩の聲が聞えて遺る︒

十一807 小鳥の聲に混って︑太く口の中でふくん

くちはてる一ぐったり
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﹇ 朽果﹈

るのさへあります︒
くちは・てる

︵下一︶

1

朽ち果てる ︽一

九価4園 いたづらに朽ち果てたかも知れないわた

テ︾

しが︑出雲に旗あげして︑一時でもその領主とな
口振り

口もと

﹁︿略﹀︒﹂正男くんは︑さも自分で買ったや

﹇口振﹈︵名︶1

つたのは︑まったくおまへの力であった︒
十363

︿ちぶり

﹇口元﹈︵名︶1

うな口振りでい ふ ︒

くちもと
べに

口調

六餅5下の方は白で︑花のロもとのところに︑こ
﹇口調﹈︵名︶2

い紅をさしてゐます︒
くちょう

九旧1 兄は︑改つた異調でいった︒
十927 やがてステッセル將軍は︑口調を改めて︑
口わる

又略﹀︒﹂とて い ね い に 悔 み を の べ た ︒

﹇口悪﹈︵形状︶1

四895團 口わるの三ちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

くちわる
ました︒

十﹁㎜4 ボルネオにも︑こんなに氣持のよい町が

クチン ︹地名︺5 クチン
あったのかと驚かされるのがクチンである︒

十一㎜5 クチンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面
これがクチンである︒

して細長くのびた奮サラワク王國の首都である︒
十一㎜11

くつ

くつ

靴呂ながぐつ

ぼくが本を讃んでみると︑︿つの音が

﹇靴﹈︵名︶6

四136
あとから來た子どもは︑兵たいさんのけん

して︑だれかうちへはいって來ました︒
五181

三人ともまつ白な着物を着て︑︿略﹀︑しや

にっかまったり︑くつにとりついたりします︒
七411

一つで

兵器の手入れをすまし︑靴下を洗ったり︑

くを持って︑木のくつをはいてゐられました︒
八622

﹁國﹂﹁民﹂﹁靴﹂﹁杖﹂などの訓は︑

靴をみがいたりしてゐました︒
十備2
すが︑

薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い
苦痛

上半身にやけどをした敵の將校は︑夜と

﹇苦痛﹈︵名︶1

元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一僻9
くつう

十二櫛9

くつがへす

︽ーシ︾

くっきり

武家政治を土皇からくつがへして︑新日

﹇覆﹈︵五︶−

なく書となく︑しきりに苦痛をうったへた︒

十二㎜3

くつがえ・す

本を打ち立てることが
くっきり

白いやぐらはくっきりとそびえ︑

︵副︶11

遠くの木立や︑家や︑煙突が︑くっきりと

三165圃

くっきり

七鵬8

てい

十一809

その間を際立ってくっきりと︑うぐひす
十二矧6

西の方だけが広博に暮れ残り︑その眞中

くっきりと晴れた行く手の空には︑

の聲がころがるやうに憎いて走る︒

十二珊2

にくっきりと︑レキシントンが大きなからだを浮

靴下

銀翼に︑眞赤な日の丸がくっきりと浮い

かし出してみるではないか︒

くつ下

さっきから︑せっせと︑くつ下をあんでゐ

﹇靴下﹈︵名︶6

て︑望遠鏡にうつって來た︒

十二加6

六815

くつした

おとうさん︑このくつ下は︑おとうさん

たねえさんがいひました︒

兵器の手入れをすまし︑靴下を洗ったり︑

あたたかい毛糸のくつ下を見て︑

のにと思って︑あんでみたのですけれど︑

六816園
六875国
八622

私も︑兵隊さんの靴下を火にあぶって︑か

靴をみがいたりしてゐました︒

八626

ぐっしょり

せまいところで修理をしてみると︑まる

︵副︶1

靴下は︑横になったままで︑どうにかはき

わかしてあげました︒

十柵9

ました︒

ぐっしょり

九帽7園

屈す

︽ーセ︾

汝︑二度の職に勝つことを得て︑敵

﹇屈﹈︵サ変︶1

で汗と油でぐっしょりになってしまひますよ︒
︿っ・す

軍の氣を屈せしむ︒

海1一見わたすか 十二999圏
帝國の艦艇︑

望遠鏡の圓い視野に︑月がくっきりと浮き
各藩のけたてる眞白な波が︑くっきりと目

出して見える︒

十644

にしみる︒

この重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしば

︵副︶1

ぐったり

にぐったりとしてみた︒

九梱5 狼介の大きなからだは︑もう心病の足もと

ぐったり

らく飛び績けてるたが︑

八6610

堀ばたの廣場に︑教育塔がそびえて︑白い くっ・する ﹇屈﹈︵サ変︶1 屈する ︽ーシ︾

くっきりと︑堂々と︑

朝もやが晴れて行く

夕空に浮き出してゐます︒
がいし
電柱の碍子が︑ くっきりと白い︒

七欄3團

ぎり︑

八264圃

られないほど猛烈なものである︒

十一㎜5 中でもクチンのスコールは︑よそでは見

八937

クチンあたり

姿を︑くっきりと大空に現してゐます︒

十367
︵名︶一

十一脳2 ボルネオの住民であるダイヤ族は︑クチ
し
ンでも大部分を占めてみる︒

クチンあたり

十一脳1一 クチンあたりに住んでみるのは︑入れ墨
にうわ
も少く︑小がらで柔和な顔をしてみる︒
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︵五︶2

りしてみる︒
くっつ・く

︵副︶13

ぐっと

ありあけ

﹇轡﹈︵名︶1

︽ーイ・ーキ︾

ぐっと

くつわ

十伽10図 五百饒騎ひしひしとくつわを並ぶ︒

くつわ

十二姫10 ぐっと機の方向を愛へる︒

十二捌7 船は︑ぐっと左舷に傾いた︒

十二848園 かう致しますと︑ぐっと廣がります︒

のともから︑網がしだいにくり出されて︑

くないしょう

﹇宮内省﹈︵名︶1

クニ

宮内省

くに

國呂あしはらの

﹁宮城﹂﹁神宮﹂﹁宮内省﹂の﹁宮﹂は︑

﹇国﹈︵名︶74

十柵8

日本ハウミノクニ︑

ピイヒョロロ︒

神さまが︑國を廣くしたいとお考へに

日本の國は︑今︑たいそうさわがしいや

であるかは︑わかりません︒

はりました︒

六213 田道墨守は︑あの國この島と︑たつねてま

これから︑しっかりと手をつないで行く

て︑持ってまみりました︒

六238園遠い︑遠い國のたちばなを︑仰せによっ
六472囹

西の國で︑自分より強い者はない︒﹂と

日本も南洋も︑みんなお米のできる國なのです︒

思ふと︑たけるは︑だんだん増長して來ました︒

七145園

たけると申してをりました︒

七179園路の國では︑私より強い者はないので︑

平げよといふ勅をお受けになりました︒

七189 日本武尊は︑そののち︑東の國のわる者を

垂湾は︑︿略﹀︑まだどこの國のものともき

ヨーロッパのある國で︑約十萬羽の燕が︑

お前の國はどこ︑また親の名は何と申す︒

燕は︑決して自分の國を忘れません︒

遠い外國といふだけで︑それが︑どこの國 九42図圏

この國を神生みたまひ︑

本の國をしっかり守ってくれるのです︒

この國を

八脳3 いろいろな大砲が︑どしどし作られて︑日

八368囹

八118

の暖い國へ送ってやりました︒

八106 さうして︑つかれのなほるのを待って︑南

た鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れてやり︑

八103 そこで︑その國の人人は︑このつかれはて

急に落ちて來たことがあります︒

八98

し合ってみるのかも知れません︒

八74 これから行かうとする遠い國のことを︑話

まってゐませんでした︒

七柵5

をります︒

七206囹

尊の御勇武を聞き傳へて知ってゐましたので︑
しか
この國の野原には︑大きな鹿がたくさん

神さまは︑その土地をつぎあはして︑國 七201 この國にみたわる者のかしらは︑かねて︑

神さまは︑かうして國を良くなさった
﹁北風︑おまへは︑もう北の國へかへっ
南の國から︑大勢の仲間をつれて來て︑北

﹁新しい國を開きに︒﹂かういひながら︑

この國のたからにいたします︒

日本の國は︑わが子わが孫︑その子その

さうして︑天照大神のおことばどほりに︑

六211

うである︒

六57園

日本の國をお治めになりました︒

五言8

五964國次々にお治めになる國であります︒

孫の︑次々にお治めになる國であります︒

五963園

少彦名神は︑

五632園

四㎜3囹

風をどしどしと追ひまくります︒

四橋6

てしまへ︒﹂と︑南風がいひます︒

四M6園

といふことです︒

三158

を廣くなさいました︒

三146

なりました︒

三132

一635圃

に・むさしのくに・やまとのくに

のくに・びっちゅうのくに・みかわのくに・みく

に・すめらみくに・するがのくに・そのくに・とさ

しほこちたるのくに・こうずけのくに・さがみのく

に・おくにじまん・かがのくに・きいのくに・くわ

うのくに・おうみのくに・おおやしまぐに・おく

なかつくに・いわみのくに・うましくに・えっちゆ

くに

十一9810 ぐっと速度を落しながら一直線に進む船

ぐっと急になったりする︒

十一867 道はいくぶんなだらかになったり︑また

え立ってるるのが︑有明山である︒

十一847 つい向かふに︑ぐっと見あげるほどそぴ

群生する白い雲があります︒

十一731 いわし雲よりぐっと大きな塊になって︑

十712 船盤は︑ぐっと左へ傾いてみる︒

ズの後方︑二千五百メートルの海上にある︒

十689 レパルスは︑速力がぐっと落ちてウェール

げます︒

七884 ぐっとそりかへるやうにして︑頭を後へさ

六燭1 いわしの重みで︑船がぐっと傾くほどです︒

たが︑二人は︑ぐっとふみこたへました︒

六伽8 つづく二人も︑それにつれてよろめきまし

をりの命﹁ああ︑ う ま い 水 だ ︒

五柵2 ほをりの命は︑ぐっとお飲みになって︑ほ

ぐっと

が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました︒

七悩4 そのうちに︑このたくさんの糸の中の一本

にくつついて︑動かなくなります︒

七879 すると︑ふしぎにも︑前足は堅くその場所

くっつく

五803 なすも︑きうりも︑みんな暑さうにぐつた

ぐったり・する ︵サ変︶1ぐったりする︽ーシ︾

ぐったりする一くに

くにうみ一くにお
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齢しろしめし︑

この國を神まもります︒

國の名は大八洲國︒
日の本と

九43図魍 この國を齢しろしめし︑
九44図圏 この國を神まもります︒
九47図圏島々かず多ければ︑ 大いなる島八
つあれば︑

ほめたたへたり︒
やま

大船の通

大船の通

青山にこもる大

九52図魍 日の出つる國にしあれば︑

杷︑ 春秋のながめっきせず︒

九57図圃 海原に敷島の國︑

うらやす

九67図閣 黒潮のたぎるただなか︑
ひもしげく︑ 浦安の國そこの國︒
ひもしげく︑ 浦安の國そこの國︒

うらやす

九67図鑑 黒潮のたぎるただなか︑
九363図嚢 父母の國よさらばと手を振ればまなぶ
た熱しますら男の子も
九406 私たちは︑いつもこのやうに︑わが國のこ
とばと文字のおかげをかうむつてるるのです︒
しんれい

十68図今とこしへに神籔としづまりまして︑御
みつから世を守り︑國をしづめ︑

十479図 その作品は︑ひとりわが國にもてはやさ
るるのみならず︑遠く海外にも傳はりて︑
十5310園 東亜におけるわが國の地位を認めず︑

れてるたのが︑自然わが國へもはいって︑
﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂と

いったわが國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當てて

愈愈5

國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ

讃んだもので︑

十梛9図圃

交通路に故障が起れば︑國の活動は︑たち

の前に火も水もなし
十㎜8
まちとどこほることになる︒

殊に支那のやうに︑融くて大きな國では︑

でふ

れ

われは護

十二466

大和は︑ほんたうにりっぱなよい國であ

香具山に登って︑國のやうすを見ると︑
る︒

國のため民のためには︑水火の中をもい

十二471
十二掴10

當時︑欧米の強國は︑ひそかにわが國を

おうべい

とはない御覧悟で︑

濃い青空には︑春の國から生まれて來た

うかがってみたのである︒

十二緬4
十二鵬4

わが國は︑神代このかた健保一系の天皇

かと思はれる白雲が︑

十二摺5

おほや

皇國のよろこびに︑國を墨げて萬歳を唱

一旦緩急ある時︑國を翠げて國難に赴く

をいただき︑

十二備2
のも︑

十二衛3

へるのも︑

やま

十二㎜1圃黒潮と威風と︑その止血に︑神は大八
しま

日向を船出して︑柔したまうた國は大

ひうが

洲を生み︑皇祖皇宗は國を肇めたまふ︒

十二㎜5圃

わが大日本はおほやまと︑また浦安の

臣︑

零
十二伽7圏

國であるやうに︑

私たち國民は︑︿略﹀︑今こそ新しい國生み

﹇国産﹈︵名︶1 國生み

國男︑今日は︑軍隊の馬のことを知らせ

國男︑これはにいさんが着てみた服

﹇国男﹈︹人名︺4 國男

五698團

國男のすきなうちの犬を︑﹁しろ︑し

いっか國男にも︑にいさんの愛馬を︑ぜ

ろ︒﹂と呼ぶと︑

五686團

てあげよう︒

五658圏

だ︒

四767囹

くにお

のみわざに︑はせ参じてみるのである︒

十568

くにうみ

源氏物語五十四帖は︑わが國の偉大な小

文化の進んだ國︑教養の高い部民にあっ

交通路が何よりも大切である︒

十㎜9

十一252
ては︑

十﹁3610

説であるばかりでなく︑

ひえだのあ

いで軍艦に乗り組みて︑

らん海の國︒

十一価5團

ろ

太安萬侶は︑稗田阿禮がそらんじるわ

おほのやすま

十一摺2

が國の古傳を︑文字に書き表すことになった︒

かれが天武天皇の仰せによって︑わが國
わが國の正しい古傳︑つまり神代以來の

の正しい古記録を讃み︑

十一174
十一衡7

尊い歴史も文學も︑

わが國の古語を︑漢字ばかりでそのまま
古事記といって︑わが國でも最も古い書

殊に大切なことは︑かうしてわが國の古
いにしへのふみ見るたびに思ふかな
おのがをさむる國はいかにと

十二54m凶圏

傳が︑古語のままに残ったことである︒

十一梱7

物の一つになってみる︒

十一㎜10

に書き表すことが︑

十一囲8

わが國の古いことばである︒

十574園おかあさん︑私は︑今日ほんたうに日本 十一伽7 しかるに︑阿禮の語るところは︑すべて
の國のえらいことがわかりました︒

十803 そのころ︑わが國で使はれてるた外國製の
﹁くに﹂﹁たみ﹂とも讃みます︒

自動織機と︑

十餌9

のですが︑

計器2 ﹁くに﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるも

十幡3 漢字の訓と呼ばれるものですが︑これこそ
わが國の昔からのことばで︑

十備10 もともと支那各地で︑いろいろな音が行は
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クワウソ

國がら

ひ見せたいと思ってみるが︑
﹇国柄﹈︵名︶2

テンイウ

︿にがら
フ

十558 ﹁天佑ヲ保有シ塗上一系ノ皇詐ヲ践メル大
日本帝國天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒

十一324 敬語がこれほどに送達したのは︑つまり
わが國がらの尊さ︑昔ながらの美風が︑ことばの
上に反映したのにほかならないのである︒

くにざかい ﹇国境﹈︵名︶3 國ざかひ 國境
し
き

心でございます︒

﹇国原﹈︵名︶1

國原

十衛2園 この刀は︑國境の固め︒
くにばら

か

ぐ

海原はかまめ立ち立つ︒

十二459図圃 登り立ち錦見をすれば︑
ぶり立ち立つ︑

︿にびき ︹課名︺2 國引き

細見

三24 三 國引き⁝⁝⁝十二
三128 三 國引き
あめ

﹇国見﹈︵名︶1

九人

國原はけぶり立ち立つ︑

十二458図圃 とりょうふ天の香具山︑

くにみ
國見をすれば︑

﹇九人﹈︵名︶1

︵五︶4

くねる

曲ってついてみた︒

ねる

くね・る

登り立ち

︽iッ・ーラ︾与まがりく

六七センチばかりの魚が︑からだをくねら

いつでもからだを横にした

﹁かれひ﹂は︑平たいからだをくねらせて

せて︑︿略﹀海藻の間を上手に泳いでゐました︒

七132
八備8
﹁かれひ﹂は︑

泳ぎます︒

正価10

岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

まま︑くねって行きます︒

八備7

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

四677

しやうじ

手のひらで輕く首やせなかをなでてやると︑

ば︑たやすく抜けず︒

九857

十歳の時︑軍に出て敵の首を取ったほど

すぐ安心して静まってしまひます︒

強いおまへのことだ︒

九旧6囹

あふのけて見れば︑

面隠5図取って押さへて首を取らんと︑かぶとを

十柵7図圖名のらずとも首を取って人に問へ︒

十佃10図國 とくとく首を取れ︒

︿略﹀︑泣く泣く首を打ちにけり︒

一郎さんは︑それをかばんに入れて︑く 十㎜3図 熊谷︑あまりにいとほしく思ひけれど︑
いもせ

ばりに出ました︒

暗々6園

もし今日中に和睦するなら︑城兵の命は︑

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒

中にも︑種切の荘司は︑宮のお通りにな 十鵬3図首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ
首5うちくび

ることを知って︑道に手下の者を配ってみた︒

七625

﹇首﹈︵名︶30

をんどりは︑首の毛をさか立てて︑︿略﹀

鏡の中のをんどりも︑首の毛をさか立
それも︑一日中︑そのまま眠りとほすので︑
文子さんは︑日の丸の小さな旗を作って︑
利根は︑最後の通信を首にして︑﹁行け︒﹂

彌兵衛は︑ノイツの首に刀を突きつけたま
舞観に來た人々は︑必至たうのえりに︑首
九624図

矢は︑首を貫ぬきてかぶとに射つけたれ

をうづめてるました︒

八599

ま︑︿略﹀︑きっとあたりをにらみました︒

七佃10

の命令とともに︑走り出しました︒

五柵9

利根の首につけ︑

五襯4

首がつかれないだらうかと思ひました︒

五347

ててるます︒

四562

自分のかげをめがけて︑とびついて來ます︒

四559

はおなかのへんにかかります︒

検使は︑宗治の首を持ち錦つた︒

正行︑敵より送り來たれる父の首を見

よき敵と見れば組み落して首を取り︑

羅刹は首を振った︒
十二913図

十二966図國

かれらが首を正行が手に掛けて取り

これは朝敵の首を取るなり︒

十二川7 行く手の空には︑眞白な入道雲がむつく

か︑・

十二9810図園正行・正時が首をかれらに取らせ候

つのうちに戦を決すべきにて候︒

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑二

十二989図圖

て︑悲しみにたへず︑

十二942図

十二523

も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒

十一泌8 性質が荒っぽく︑海賊を働いたり︑今で

る︒

十一675図須藤の九郎つと寄りて︑深紅が首を取

十旧9

宗治の首に代へて助けよう︒
三437囹大きなすずをねこの首につけて︑
三832長いひもをつけて︑首へかけると︑舟 十柵2園明日︑私の首を進ぜよう︒

くび

六893 ふり返って︑足あとを見ると︑︿ねくねと︑

くねくね ︵副︶1 くねくね

七623 お供の者は︑わっかに九人であった︒

くにん

國原はけ

十幽9園私どもは︑一命をささげて國境を守る決

十983図幽 雪残る頂一つ國ざかひ 子規

たりすることを︑おかあさんからの手紙で知って︑

九226團 くに子や︑ひさ子の世話をよくしてくれ

五765圃 くに子も︑ひさ子も︑ あと押し頼むぞ︒ ︿ば・る ﹇配﹈︵五︶2 くばる 配る ︽ーッ・ーリ︾

くにこ ︹人名︺2 くに子

くにがら一くび

くびかざり一くまなし
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りと首をもちあげて︑船を招いてみる︒
十二㎜10 波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を寓し
て︑首を振り振り膿操をする︒

くびかざり ﹇首飾﹈︵名︶1 首かざり

首筋

やうに︑ひもにお通しになりました︒
﹇首筋﹈︵名︶1

九436

話す時には︑一々ことばを深く考へたり︑

これを人の手によらず︑機械の力で動かす

いひまはしを工夫したりするひまがありません︒

十758
やうに工夫したかった︒
くべつ

くべつ

この地に住みついた日本人の男女を見る

と︑マライ人とほとんど昏昏がつかない

十一㎜10

五56 きれいな玉をたくさん作って︑首かざりの くべつ ﹇区別﹈︵名︶1 厘別
くびすじ
たさである︒

くま

︽ーシ︾

くぼ地

マタオコッテ︑ウスヲコハシテ︑二二

﹇凹地﹈︵名︶1

どんどん野原を進んで行くと︑ 向かふのく

﹇凹﹈︵名︶1

くぼみ

鰹

熊 δおおぐま・こぐま・

そのくぼみに頭をかくし︑ 肩をかくし︑全

くまの

入れ︑

十鵬8図

くまがい

すると︑
あの熊になって出て來たわる者た
大熊座といひますがそ
︑れは昔の人が︑そ

三尺五寸の太刀に︑熊の皮のしりざや

熊谷︑波打際にてむずと組んで︑馬より

熊谷︑天下﹀︒﹂とて︑後をかへりみけれ

熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑

十研10図

十鵬7図

どうと落ち︑取って押さへて首を取らんと︑

十鵬3ロ蘭凶

熊谷︑はらはらと涙を流して︑﹁︿略﹀︒﹂

ば︑土肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒
置針5図

熊谷︑あまりにいとほしく思ひけれど︑

と申せば︑﹁︿略V︒﹂とそいひける︒

︿略﹀︑泣く泣く首を打ちにけり︒

十㎜2図

くまがい

なほざね

熊谷の次郎直實

くまがいのじろうなおざね ﹇熊谷次郎直実﹈︹人名︺

なほざね

熊谷の次郎直証は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ︑細

くまがい

2 熊谷の次郎直實

﹁ものの敷には候はねど︑武藏の國の

道にかかりて︑みぎはの方へ急ぎ行く︒

十燗2図

十研4田園

熊襲のかしら川上たけるは︑力のあるにま

くまそ

住人︑熊谷の次郎直實︒﹂と名のる︒
くまそ
﹇熊襲﹈︵名︶3 熊襲 熊襲

七143

くまそ

かせて︑四方に勢を張り︑のちには︑朝廷の仰せ

にも從ひませんでした︒
み こ

熊襲を討って︑都へお錦りになった日本武

で︑熊襲をおほろぼしになりました︒

七185 やまとをぐなの皇子は︑︿略﹀︑ただお一人

尊は︑

七188

小さな熊手で砂をかくと︑かちりとさはる

くまで

くまで
﹇熊手﹈︵名︶3 熊手 熊手

七78

くまで

くまで
敵は︑船中より熊手をもつて︑義経のか

ものがあります︒

八754図

呼

されども義纒は︑太刀にて熊手を防ぎ防

ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒

ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒

八761図

ク︾

たつぬる三たび︑

さがせど見えず︒

船内くまなく

﹇隈無﹈︵形︶1 くまなし ︽

べど答へず︑

八873図魍

くまな・し

四方を偵察してみたが︑

﹇熊谷﹈︹人名︺6 熊谷
︿まな・い ﹇隈無﹈︵形︶1 くまない ︽ーク︾
あふぎ
熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂と︑扇をあげてさし招く︒
十二㎜8 艦長は︑また漕望鏡をあげて︑︿まなく

十一585図

れらの星の列に大きな熊の形を考へたからです︒

九932

おほぐま

ちは︑この劒で︑ みんな殺されてしまひました︒

六81

ふいに︑ 大きな熊が山から出て來て︑

くま

六45紀伊の熊野といふ村にお着きになりますと︑

い

﹇熊﹈︵名︶4

身を埋めた︒

十梱6

くぼみ

ぼ地から︑二匹ののろが現れた︒

九㎜4

くぼち

クベテシマヒマシタ︒

二898

十一784 首筋に水晶のはけがさはったやうなつめ ︿・べる ﹇焼﹈︵下﹈︶一 クベル ︽ーベ︾

九百九十九本

くひゃくくじゅうくほん ﹇九百九十九本﹈︵名︶1

百九十九本は取った︒
﹇首輪﹈︵名︶1

首わ

三212囹 よい刀を千本あつめるつもりで︑九
くびわ

五備7 首わのふくろに︑通信を入れてもらって︑
﹁ 行 け ︒ ﹂ と い はれるが早いか︑

︿ふう ﹇工夫﹈︵名︶7 くふう 工夫

工夫する

き

三432圓なんとかして取られないくふうはあ しろくま
るまいか︒

三442園 なるほど︑よいくふうだ︒
から家業もおろそかならざるを得ず︒

十451図 しかも工夫に心をうばはれては︑おのつ
十477図 かれは︑その後いよいよ研究を重ね︑工
夫を積みて︑つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧
なる陶器を製作するにいたれり︒
ごと佐吉の自動織機が完成された︒

十7910 そこで︑更に七年間の工夫が受けられ︑み
十8010 かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ︑更に
新しい工夫をこらして行った︒
十一一334口口国しかし退いて一人でみる時は︑師の教

﹇工 夫 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 2

へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒
くふう・する
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くまの一くも

くまの
くまの

くまの
﹇熊野﹈︹地名︺2 熊野
き い

熊野

ふいに︑大きな熊が山から出て來て︑

六44 紀伊の熊野といふ村にお着きになりますと︑
くま
くコり

くみたて

﹇組立﹈︵名︶1

組み立て

さっそく︑その組み立てに取りかかり︑苦

心の末︑やっと思ひ通りの織機ができあがった︒

十786

作られたものは︑最後に︑職工さんたちの

十775

組み立てては︑それを動かしてみた︒

設計圖を引いては︑組み立てた︒

力強い手で︑だんだん組み立てられて行きます︒

八虐4

テ・ーテル︾

六62囹 熊野の村に︑高倉下といふ者がをります ︿みた・てる ﹇組立﹈ ︵下一︶ 5 組み立てる ︽一
から︑その者の倉を目あてに︑この劒を落します︒
十一躍11 この島の住民の敷は九萬人齢りで︑みん

くまんにんあまり ﹇九万人余﹈︵名︶1 九萬人蝕り

十775

なパプア族である ︒

︿み ﹇汲﹈5みずくみ

はり
組み立てられて行く梁にのぼって︑釘や

かすがひを打ち込む兵隊︒

十二梱5

柱を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒

鑛石を運んでしまったあとの坑内に︑支

十ニー19

くみ・ほねぐみ
はくわい

くみ ﹇組﹈︵名︶2 組←しくみ・しろぐみ・ひと

とう

六備8 工兵は︑三人つつ組になって︑長い破壊
筒をかかへながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒

︽ーッ︾

﹁ようし︒﹂と叫ぶが早いか︑すばやくノイ
ツに組みつきましたQ

七冊7

八592 私たち女子の組も︑先生につれられて︑大 くみつ・く ﹇組付﹈︵五︶1 組みつく ︽ーキ︾
演習の拝観に出かけました︒
組み合ふ

2

組み敷く

くみする

組み合はせる

︽ーカ︾

︽iシ︾

セ︾

組む

門を組み伏せてしまった︒

九観5

﹇組﹈︵四五︶10

しくむ・とりくむ・のりくむ

︿・む

﹁今のうちだ︒﹂と元氣を出して︑みかた三

組まう︒﹂かう叫んで︑狼介は太刀を投

あっぼれ︑よき大鷹に組まん︒﹂と思

二人はむずと組んだ︒

十川3図國

熊谷︑波打際にてむずと組んで︑馬より
﹁さては︑大將に組めとや︒﹂とて︑敵

どうと落ち︑取って押さへて首を取らんと︑

画工4図

ひ︑細道にかかりて︑みぎはの方へ急ぎ行く︒

十界4ロロ凶圓

九⁝⁝6

げ捨てた︒

群集3園

人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒

六955

︽ーマ・ーメ・ーン︾O

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の新左衛

その川水は︑︿略﹀堀へ通じ︑川と堀とは︑ くみふ・せる ﹇組伏﹈ ︵下一︶ 1 組み伏せる ︽一

﹇組合﹈︵ 五 ︶ −

八8910

︿みあう

︵下一︶

まるで網の目のやうに︑組み合ってゐます︒
﹇組 合 ﹈

︽ーセ・ーセル︾

くみあわ・せる

せて︑ことばが書き表された場合には︑

十稲8 音と訓を持つた漢字を︑二字以上組み合は

組み落す

な形にがっしりと組み合はせる︑
﹇ 組 落 ﹈︵四︶−

︽ーシ︾

十ニー110 太い︑がんじょうな材木を︑鳥居のやう

くみおと・す

﹇組敷﹈ ︵ 五 ︶ 1

取るに足らぬ敵どもは︑一太刀打ってかけ散らす︒

十二912図よき敵と見れば組み落して首を取り︑
くみし・く

﹇与﹈︵ サ 変 ︶ 1

九旧1 鹿介は組み敷かれた︒
くみ・する

思ふ者があったら︑すぐに行くがよい︒

十幽6園 この際︑秀吉にくみして身を立てようと

義経︑目にたつさまはしたれども︑かれ

の船を飛んでまはる︒

源氏の方にわれと思はん者あらば︑教

これ行きちがへて︑教経に組ませず︒

十川7図
十麗5図國

しかし︑徒窯を組んで天下を騒がすとい

纒組んで生け捕りにせよ︒

︵五︶

6 くむ 汲む

かけ

︽ーマ・ーミ・一

その心︑ひとへに直義に近づき︑組ん

ふことは︑重い罪である︒

十二589
十二915図
﹇汲﹈

で討たんと思ふにあり︒

ン︾

く・む

三64魍小さなひしゃくでお茶くんで︑

井戸の水をくまうとして︑女﹁まあ︑りっ

てあげましょ︑おしゃかさま︒

五悩9

女は︑井戸から水をくんで︑ほをりの命に

ぱな神様が︑水にうつっていらっしゃる︒﹂

五鵬1

さしあげる︒

いて︑城兵が汲みに來られないやうにした︒

七584 まつ︑谷川のほとりに︑三千人の番兵を置

下士官が︑甲板の吐水口からふき出る海水

七587 二日たっても︑三日たっても︑汲みに來な
い︒

九5510

﹇雲﹈︵名︶9一

クモ

雲与あさがおぐも・あ

を︑をけに汲んでどんどん流すと︑

くも

まぐも・いわしぐも・うすぐも・おぼろぐも・かな

とこぐも・くもりぐも・さばぐも・しらくも・つき

とくも︒にゅうどうぐも・ねぐも・むらくも
シタ︒

一50一 クロイクモガ︑空イッパイニヒロガリマ

西ハタヤケ赤イクモ︑

東ハマル

一一204圃西ハタヤケ赤イクモ︑東ハマルイ
ォ月サマ︒

二215圏國

くも一くも

480

W ネズミノオトウサンバ︑雲ノトコロへ

イォ月サマ︒
一一

雲立︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

出テ來ルトコロデス︒﹂
から雲がわき︑

四45囲白いあふぎをさかさまに︑
とうとうそのてっぺんは︑空の雲にと

ま白な雲が浮いてみる︒

ぽっかり浮

まぶしく

いで︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒

五鵬9 じっと月を見つめてゐますと︑月は動かな

行きます︒

五鵬5 さうして︑次の雲の方へ︑どんどん走って

行きます︒

五鵬4 月は︑今︑雲から出て︑大急ぎではなれて

か︑雲が走ってみるのだらうか︒﹂

五心2圏 ﹁あれは︑お月様が走ってみるのだらう

出たかと思ふと︑すぐまたはいります︒

五皿4 月は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑

五皿4 そのうちに︑月に雲がかかりました︒

分けながら︑勇ましくおくだりになりました︒

五川3 ににぎのみことは︑︿略﹀︑大空の雲をかき

晴れた大空に︑

五944圏 あすからうれしい夏やすみ︑

ゆっくり流れて行きます︒

五465 空の雲が水にうつって︑うきのそばを︑

かんだ白い雲︒

四434圃空にはまるいお月さま︑

りて來ました︒

四398 その時︑大勢の天人が︑雲に乗ってお

どくやうになりました︒

四68

かけた下

二837園 ﹁イイエ︑コレハ︑オ月サマが雲カラ

二714

二705 雲モコトワリマシタ︒

行 ッ テ ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

U9

五悩1園走ってみるのは雲だ︒
﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂と︑ たがひに

いひはってゐました︒

五悩3園

ここへ來たまへ︒雲が走るか︑ お月様が

走るか︑よくわかるよ︒

五価2囹

すると︑ 月は枝の間にじっとしてゐますが︑

雲はさっさと走って行きます︒

五鵬1

ながいひました︒

五鵬3弦走ってみるのは雲だ︑雲だ︒﹂ と︑みん
五柵3園走ってみるのは雲だ︑雲だ︒

雲もない空には︑
月が美しくかがやいてゐ

丸の旗がひるがへってゐます︒

六川9 空には︑白い雲がぽっかり浮かんで︑日の

た︒

七474

あちらこちらに︑ 石綿を引き延したやうな

雲が︑金色に︑くれなみに︑ 色づき始めます︒

七塀10

らしたやうに飛んでゐます︒

八協8圃水のやうに澄んだ空を︑雲が︑ 眞綿を散

るる雲は白く光れり

九365心底あふぎ見るマストの上をゆるやかに流
山の頂に横たはる雲が︑
言にくれなみにか
九㎜4

雲はしきりに流れて︑ 早春の畠を︑野を︑

雲が切れて︑日光がさして來た︒

がやき渡ると︑

九472

九関4

﹁あじあ﹂は︑ 雲のかげを追ひ越したり追

そのかげがはって行く︒
九㎜5

ひ越されたりして︑

薄むらさきの夕空には︑ ばら色の雲がたな
びいた︒

九㎜7

十258雲のやうに山手へ突進して來た水煙のほか
雲や︑雨や︑あらしや︑︿略﹀︑ この地球上

は︑一時何物も見えなかった︒
十401

さうして︑心の底にあった不安は︑まるで

に見られる氣象現象は︑ 一つもありません︒

十5910

雲はますますこくなり︑雲の下では︑もの

のぼっても︑のぼっても︑雲である︒

雲のやうに消え去ってしまった︒

十561

十602

めざす地嵩に來て︑雨をついて雲の下へ出

雲の下では︑ものすごくスコールがあばれ

すごくスコールがあばれてみる︒

十602
てるる︒

十604

すると︑にはかに黒い雲がわいて來た︒

今日も雲が多い︒

てみたが︑敵艦の影はなく︑

十621

雲ではなかった︒

十踊12
十㎜1

十一347三頭秋風にたなびく雲の絶え間よりもれ

澄んだ青空に︑はけで輕くはいたやうな︑

いつる月のかげのさやけさ
十一707

ごくこまかな氷の結晶の集ったもので︑

︿略﹀白い雲の出るのを︑巻雲といひます︒

十一708

どこまでもこまやかで︑すっきりした感

雲の中でもいちばん高く︑

十一712

ところで︑この雲がだんだんふえてひろ

天女の整い舞の袖を思はせるやうな雲で

じの雲です︒

十一713
す︒

十一714

太陽や月が︑大きなかさを着るのはこの

がりだすと︑すっきりした感じがなくなって︑

十一719

とにかく︑そろそろ天賦がくつれるなと

雲のかかった時で︑

思はせるのが︑この雲です︒

十﹇721

青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑

はんてん

十一722

またこの雲が出るといわしの大漁がある

さばの斑鮎に似てみるのでさば雲といひ︑

十一723

481
くも一くもゆき

といふので︑いわし雲ともいひますが︑

十一726 いわし雲ともいひますが︑見たところは
さびしい雲です︒

一天にはかに墨を流したやうに曇って︑

雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と

あの雲の鼻下あたりが赤道であらうか

ところが︑その雄大な美観を待ちわびて
入道雲の足もとから︑むくむくと二つ三
何といふ延びの早い雲だらう︒

十二矧9

く

も

海面から巻き起って雲に達する壮観は︑

大きなくもが一匹︑すうつと︑私の目の前

見ると︑くもは︑雨どひのところがら︑糸

くもは︑︿略﹀︑おしりのところがら︑たく

くもには︑それがすぐわかるものとみえて︑

七鵬6

くもは︑この上を︑いそがしさうに行った

くもは︑ほっと一安心したやうでした︒

私は︑くものりかうなのに︑すっかり感心

く も

か

イクラ私ガ・テッテヰテモ︑雲サンガ

ソレハ雲サンデス︒

﹇雲﹈︵名︶3 雲サン

ニ694囹

雲サンニバカナヒマセン︒

雲のさまざま⁝⁝⁝七十

雲のさまざま

十一

︹指名︺2

十一212

くものす⁝⁝⁝百二

くものす

雲のさまざま

二十一

二十一

天下の雲行きは︑ほとんど息苦しいまで

雲行き

くものす

︹課名︺2

十一

七撹6

十二654

くもゆき

﹇雲行﹈︵名︶1

七310

くものす

十一705

くものさまざま

二696園

來ルト︑カクサレテシマヒマス︒

二695囹

くもさん

ともつかないものが︑ふはふは飛んで來たり︑

十一川3 黒と黄色のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼ

つて︑

九557 水兵は︑くもの子を散らすやうに八方へ散

してしまひました︒

七価7

り來たりして︑すを作る仕事をつづけました︒

七悩10

︿略﹀それを傳って︑向かふへ渡り始めました︒

七餌4

さんの細い糸を引き出し始めました︒

七鵬6

を引いておりて來たのです︒

七佃1

へぶらさがって來ました︒

七麗7

俳句で﹁雲の峯﹂といふのも︑この入道 くも ﹇蜘蛛﹈︵名︶9 くも 蜘蛛

くのを見ると︑雲の王者といひたい感じがします︒

十一767
雲です︒

十一773

天地も暗くなるのは︑かうしたすばらしく厚い雲

十一726 夜︑この雲の導く果に︑半月がうっすら
とかかってみるのは︑殊にさうした感じを深くし

によって︑日光がさへぎられるからです︒

右下から吹きあげる風は︑もうもうと雲
東も北も一帯に雲がとざして︑

密林をきり開いては進む雲の峯

眞青な空には︑白い雲が光を帯びて流れ
海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑

十二剛7

十二脳10

視界は急にせまくなって︑のちには︑雨
雲が低いので︑今︑機は五百メートル以
あれほど敵艦船であってくれと願ったの

殊に地平線上の雲の影は︑容易に見わけ
のつかないことが多い︒

十二川1

に︑やつぽり雲のいたづらだったのか︒

十一一㎜9

下の低空を飛んでみる︒

十一一㎜9

足も︑雲も︑何もかも見えなくなってしまった︒

十一一㎜1

やうな雨足が︑さっとたれさがって來た︒

十二踊2

なは
その雲の中央から︑縄のすだれを掛けた

つ︑灰色の雲が湧きあがって來た︒

十二川9

みるうちに︑不意に雲の表情が愛って來た︒

十二川6

が︑あざやかに封照して︑

たいせう

十二川8

日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒

十一脳2

てるる︒

十一㎜1

十一悩6図圏

十一969

を巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散する︒

十一954

ます︒

りゆう

十一729 天候悪攣の兆といはれる雲で︑
十一729 黒い雲が龍のやうに動いてみる場合には︑
雨の近いことほとんど受合ひだといひます︒
十一731 いわし雲よりぐっと大きな塊になって︑
群生する白い雲があります︒

出したやうで︑なかなか盛んな感じのする雲です︒

十一735 青空に綿を大きくちぎって︑︿略﹀投げ

かういふ雲のかかった場合ですが︑

十一739照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ
月とは︑

十一744青空に︑薄黒い雲がみなぎることがあり
ます︒

十一746ところどころに青空が見え︑雲の端々が
白く見えて︑その間から日光がもれたりします︒
十一751 曇り雲とか︑ね雲とかいはれる雲です︒

十一754 いちばん国母で︑いやな感じの雲である
ことはいふまでもありません︒

る雲です︒

十一755 曇り雲と同じく︑二千メートル以下にあ
十一757 雨の降ったあげく︑山の間などから流れ
るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑

十一757 層雲といって︑雲の中でもいちばん低い
雲です︒

十一757 雲の中でもいちばん低い雲です︒

十一761 底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが
つた形に現れる白い雲は︑積雲といひますが︑

十一766 入道雲が︑まぶしいほど︑︿略﹀かがや

くらい
くもり

482

﹇曇﹈︵名︶2

に切迫してみる ︒

︿もり

くもり

曇り雲

十二65図團朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあら

五848 七月十八日 水曜日 くもり

﹇曇雲﹈︵名︶2

まほしきは心なりけり
くもりぐも

十一751 曇り雲とか︑ね雲とかいはれる雲です︒
る雲です︒

﹇曇﹈

︵四五︶

9

クモル

くもる

曇る

十一754 曇り雲と同じく︑二千メートル以下にあ
︿も・る
︽ーッ・ーリ︾

二72 ヒルスギカラ︑空ガクモッテ來マシタ︒
五849 くもってみたせみか︑朝からむし暑かった︒
に降りだして來た︒

六975 いつのまにか︑空がくもって︑雪がさかん
八889 汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日でも︑

せると︑

十㎝10

ある夜︑これも鐵道線路がこはされてみる

涙を浮かべてくやしがる乗組員をなだめ

のを螢潔し︑地だんだふんでくやしがった︒

十二悩7
悔み

やがてステッセル將軍は︑口調を改めて︑

﹇悔﹈︵名︶1

ながら︑

くやみ

十931
くら
﹇倉﹈︵名︶6 倉

倉δむなぐら

﹁︿略﹀︒﹂とていねいに悔みをのべた︒

くら
くロリ

六64囹高倉下といふ者がをりますから︑その者
倉へ行って見ますと︑屋根をつき抜けて︑

の倉を目あてに︑この劒を落します︒

六71

くロリ

大事にしまっておいた倉の物も︑あと︑い

ゆめに見た神檬の劒が︑ちゃんとありました︒

十㎜7

張は︑自分の二人の息子のことを思ひ︑倉

くらもなくなってしまった︒

十蹴9

張は︑倉から変粉を出して來た︒

には︑ほとんど物のないことも思った︒
十㎜10

六329團

めがねの玉が︑はまるくらみの大きさに巻

敵艦までどのくらみはなれてみるか︑

ちゃうど︑するするとはいるくらみの大き

六634
いて︑

六643

七662園

春枝さんは︑どのくらみ︒

どのくらみあると思ふ︒

そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け

さに作って︑

七385

七665囹

花子さんは︑どのくらみと思ひますか︒

て︑

七674園
ですから︑

八91 汽車や自動車も︑かなはないくらみの早さ

このくらみのことで弱るものか︒

このくらみあいきやうのある氣のきいた虫

法がまちがっても︑できないことはありません︒

八484園動かないものを作るなら︑少しくらゐ寸
九鵬9
は︑

目に見えないくらみゆっくりした動きで︑

十781園
十伽8

空がどんよりとくもったやうに見えます︒

これくらみのことでーーかぎりある身の

大きなささが︑ぼくらの頭をおほふくら
十一備4

一間先も見えなくなるくらゐ降り温く時

ひき終ったのも氣つかないくらみ︒

は︑息苦しくさへなって來る︒

十一㎜7

ゐ高く茂ってみた︒

十一838

力ためさん︒

十川5囹

でも︑これくらみの波に負けるものかと︑

わくが回轄してみる︒

九㎜1 何だか空がくもって來た︒

白あし毛の馬に︑黒い鞍を置いて乗ってゐ

﹇位﹈︵名︶5みくらい

﹇競﹈几vうちくら

くらい

︿ら

た︒

十879

のくらをたたきて喜びたり︒
くやり

陸には大転義纏を始め︑源氏の軍勢︑馬

十餅3

︽1・ーク︾

八742図

十404 望遠鏡で見てもわかるやうに︑月のどこ﹈ 十獅7園 何年ぶりかで︑倉がいっぱいになるな︒
くら
しょうこ
くら ﹇鞍﹈︵名︶2 くら 鞍Oくろくら
つくもったところがないのが︑その誼捺です︒
月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑

十一738 照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

天地も暗くなるのは︑

十一772 一天にはかに墨を流したやうに曇って︑

くやしい

十一887 空がしだいに曇って來た︒
﹇悔﹈ ︵ 形 ︶ 2

六366

黒い紙をはって︑部屋を暗くしました︒

來マシタ︒

二9一 ケレドモ︑空ハ︑ダンダンクラクナッテ

カッ・ーク︾δうすぐらい・ほのぐらい・まっくら

その大きなぼけものは︑わたしくらみくら・い ﹇暗﹈ ︵形︶ 16 クライ 暗い ︽ーイ・一
そんなら︑このくらみもあったかね︒

もあったかね︒

三289囹

五797 取れないと思ふと︑︿やしくなって︑木の くらい ︵副助︶21 くらみ

くやし・い

幹をとんとたたく︒

十一3910 女の子は︑さもくやしさうである︒

では︑このくらみかね︒

ッ・一

三299園
︽

三302園

くやしがる

海の深さが︑どのくらみあるか︑

﹇悔﹈︵五︶3

六328團

くやしが・る

七592 賊が︑これを聞いて︑くやしがって攻め寄

ル︾

483
ぐらい一グライダー

六476 黒い紙を取りのけると︑今まで暗かった部
屋が︑ぱっと明かるくなりました︒

また︑少し暗くなったりします︒

六703 向かふの空に︑ぱっと火の粉があがったり︑

六M1 夕方に近い本堂は︑少し暗くなってゐまし
た︒

て︑どっとときの聲をあげた︒

七598 ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出
八麗10 黄色な砂ぼこりを運んで來るので︑これが
吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒
暗くなった︒

九229国 この手紙を書いてみると︑あたりが急に
九川8 長い春の日も暮れかけて︑手もとが暗くな

みみずぐらみに︑どうしてそんな聲をた

ぶらぜみが一匹止ってみる︒

五846園

決勝線まで︑わっか二百メートルぐらみに

てるのです︒

五924

たった一メートル四方ぐらみの廣さですが︑

なりました︒

六㎜4

云い水の上に︑ニセンチか三センチぐらゐ

三センチぐらみのあさりでした︒

五度ぐらみになるから︑春といふよりは夏だよ︒

六㎜7囹少しすかしておいても︑日中は︑二十四
七79
七378

苗が︑二十センチぐらみにのびて︑葉先が︑

の︑若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑
七382

さあ︑十四メートルぐらみかな︒

朝風にかるくゆれるやうになると︑

七663囹

十メートルぐらみかしら︒

る︒

七666囹

ぐらゐ

見るまに延びて︑ニメートルぐらみになり

今から三百二十年ぐらゐ前までは︑まだど
電線や物干竿に︑五六羽ぐらゐ並んで止つ
高等科を卒業して二三年ぐらみの︑若い職
この室の中央に︑直径五メートルぐらみの︑

左右の足をいっぱいに延したら︑三斜ート
九273

大きな犬ぐらみの大きさで︑足は︑ばかに

十歳ぐらみのかはいい少女が︑
ひよう長く見えます︒

九815

ルぐらゐはあるでせう︒

八二9

まるい池があって︑

八麗1

工さんもみて︑

八㎜10

てるるのを︑

八63

この國のものともきまってゐませんでした︒

七m5

ました︒

七㎜8

じのやうなものです︒

その時は︑ニミリぐらみの小さな︑白いう

直別7 儀式は︑夜明け前の暗いうちから行はれる︒

七864

えた︒

十251 遠く海の端に︑細い︑暗い︑一筋の線が見
十一91 今まで晴れてみた空が急に暗くなって︑
大粒の雨が降りだした︒

十一773 一天にはかに墨を流したやうに曇って︑
天地も暗くなるのは︑

十二川12 わっか四五分の間に︑すっかり海面を暗
くしてしまった︒

十二晒2 と思ふまもなく︑一際暗いその雲の中央
から︑︿略﹀雨足が︑さっとたれさがって來た︒
︵副助︶37

十二筋4 周團は︑もう暗くなってみる︒
ぐらい

三574 二十センチぐらみにのびたいねの苗を︑
むすめに見えました︒

四341 三月ほどたつと︑もう十七八ぐらみの

五788 一メートル半ぐらみの高さのところに︑あ

五737 七十ぐらみのおばあさんと︑

たをあけておくと︑

九919 窺眞機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ

十419 常に見る月の四倍ぐらいな地球が︑

十712 中央と艦尾から煙を吐きながら︑八ノット

ぐらみの速力で走ってみた︒

十悩3囹 乾かさうと思へば︑半日ぐらゐでも乾き

もうあなたぐらみになれば︑もっとも

患者は半敷ぐらみよって︑

ますが︑

十衙5

十一4110囹

高さは五百メートルぐらゐですから︑ま

つとおとなしいはずです︒

つたく手に取れさうに見えます︒

十一758

赤道に達する︒

十一㎜8 眞南へくだって行くと︑一日半ぐらゐで

けると︑一つの島が見えて來る︒

十一㎜8 それからまた一日半ぐらゐ南へ航海を績

みの大きさの實の生ってみる木が︑

十一㎜4 南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら

にはいれる︒

十一㎜4 一萬トン級の船が百五十隻ぐらゐはらく

明け方になるにつれて激しく︑夜明け前

の一時間ぐらみに最高潮に達する︒

十一盟11

た床の上にできてみる︒

十一泌2 部落全禮は︑高さ一丈ぐらみの竹で作つ

十二伽5 近づいて見ると︑五千トンぐらみの商船

五月から八月までは︑風速二十メート

だが︑國旗を掲げてみない︒

十二川12囹

︵名︶13 グライダー

ルぐらみの南西季節風が︑時には十日も績いて
グライダー

ノグライダーヲ持ッテ︑

二614 ユリ子サンノ弟ノ秋男サンバ︑ヲリガミ

八463囹今日から︑グライダーを作る︒

グライダーにっぽんこう一くりかえし

484

﹁ゴー︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まは

ごうごうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐ
クラゲ

ク ラ ゲ
﹁クラゲ﹂といふのを﹁久羅下﹂ と書い

その反動で︑くらげは運動するのだ︒
ク ラ ゲ
﹁クラゲ﹂といふのを﹁久羅下﹂と書い

﹁くらげ﹂もみました︒

﹇水母﹈︵名︶4

らぐら動くのが︑愉快でたまらなかった︒
ク ラ ゲ
くらげ 久墜下

た︒

十一囲10

た︒

十一伽10

八川9園

八相4

くらげ

十一834

りの家も︑ぐらぐらと動きました︒

七246

八466 最初に︑先生から︑できあがりのグライ ぐらぐら ︵副︶2 ぐらぐら
ダーを見せていただいた︒
八476 それから︑グライダーの部分部分の名を︑

教へていただいた︒
八485園 しかし︑このグライダーのやうに︑空中
を飛ぶものになると︑さうはいきません︒

八495 私の心に浮かぶものは︑青い空に飛んでゐ
る尋問なグライダーであった︒

八531 私たちは︑めいめいのグライダーを机の上
に置いて︑おべんたうをたべた︒

なほかはいくな っ た ︒

八538走って行ってグライダーを拾ひあげると︑

八3010図

暗さは暗し︑道はなし︒

八547 私たちは︑爾手にグライダーを持ちあげた︒ くらさ ﹇暗﹈︵名︶1 暗さ
八551 私のグライダーは︑眞直に飛んで行く︒

ます︒

﹇暗﹈︵形︶1

暗し

暮す

︽ーシ︾

︽iシ︾

くらす

それからは︑おとうさんと二人で︑ さび

﹇暮﹈︵五︶4

八193團

毎日塾しく暮してゐ
私もずっと丈夫で︑

しくくらしてゐました︒

四593

くら・す

八3010図暗さは暗し︑道はなし︒

くら・し

八562 私は︑このグライダーに︑﹁日本號﹂とい くらし ﹇暮﹈︵名︶Oふたりぐらし
ふ名をつけることにした︒

八柵4 ちやうど︑グライダーが空中をすべるやう
に︑手ぎはよく水を切って︑おりて來ます︒

九冊6園私たちが︑小さなグライダーを作って飛
ばしただけでも︑うれしいのですから︒

グライダーにっぽんこう ︹課名︺2 グライダー
﹁日本號﹂

十一珊2

はだしで暮してみる︒
いつもはだか︑

八211 十 グライダー﹁日本號﹂⁝−⁝．四十六

十ニー97 一生を石の中で暮してみる石工たちには︑

暗がり

すけら

くらべ

εおおいしくらのすけ・おおいしくらの

5うでくらべ

くらのすけ

心なき岩石も意志あるかのやうに思はれ︑

八461 十 グライダー﹁日本號﹂
グライダーびより ︵名︶一 グライダー日より

﹇暗﹈︵名︶2

﹇食﹈︵五︶﹇▽めんくらう

八535 ほんたうによいグライダー日よりだ︒
くらう

くらがり
ぷさう

君の仲間とぼくの仲間と︑どっちが
多いか︑くらべてみょうではないか︒

四813囹

ベ・ーベル︾3みくらべる

七828国 いざといふ場合には︑暗がりでも︑すぐ くら・べる ﹇比﹈︵下一︶6 くらべる 比べる ︽一
武装することができます︒

擾聲器の貼検をしてみた︒

十一捌1 干支班員は︑ざんがうの暗がりの中で︑

五679国自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し

満六年といふ長い地下生活にくらべて︑な

でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒

七899

春雲のかぼそい女性的な美しさに比べる

んといふ短い地上の命でせう︒

十一775

海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑

と︑積雲や︑︿略﹀は︑いかにも壮大で︑

十一脳2

萬葉集には︿略﹀︑後世の歌集に比べて

日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒

︽ーム︾

長歌の多いのが︑一つの特色となってみる︒

十二454

くらむ

高角砲の目もくらむやうな光の中で︑

﹇眩﹈︵五︶1

山口の町から湯田の自宅へ飼る途中︑暗

﹇暗闇﹈︵名︶1 暗やみ

十699

くら・む

くらやみ

やみの中に待ち受けてみる怪漢があった︒

十二664

くり 栗

栗が來マシタ︒

﹇栗﹈︵名︶7

二284

︿り

ポントトビツキマシタ︒

栗モ來マシタ︒

みうりの火︑

栗が

二292灰ノ中ニカクレテヰタ栗ガ︑サルニ
二303

とろとろもえる火︑

かき餅と︑︿略﹀干柿と︑それに︑栗も

にほひます︒

五窩7團

はぜます︑

栗もある︒

あるから︑それを入れることにしませう︒

六826囹

六859団七

てんがい

かへで・ぶな・くりなどの木々が茂り合

書かれたものをくり返し尊んで︑ことがら

﹇繰返﹈︵副︶2 くり返し

つて︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれる︒

十一801

九411

くりかえし

修行者は︑うっとりとしてこのことばを

や心持がよくわかった時は︑

聞き︑それをくり返し口に唱へた︒

十二553

くりかえしくりかえし ﹇繰返繰返﹈︵副︶1
しくり返し

くり返

くり

九734

壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴から︑

ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒

て︑

黄色や︑紅白の糸たばがくりひろげられて︑

この大自然がくりひろげる景観に打たれ

しふくわん

﹇繰﹈︵五︶1

くる

︽ール︾且vかいくる

家で毎朝起きると︑まつ夜具をかたづけ︑

雨戸をくるのと攣りはないが︑

九546

く・る

のままの生活と習慣とをくりひろげる︒

十一別4

そこに支那でやって來たのとそっくりそ

十一945

しばらくは話がにぎやかに績く︒

十鵬11

︽ーゲ・ーゲル︾

十ニー510 日の出から日の入りまで︑同じやうな仕 ︿りひろ・げる ﹇繰広﹈ ︵下一︶ 3 くりひろげる
事を︑くり返しくり返し画けてやる︒
くりかえ・す ﹇繰返﹈︵四五︶6 くりかへす
︽ーサ・ーシ・ース︾

四稲9 こんなことを︑何べんもくりかへしてみる

返す

う ち に ︑ 冬 が 終 ． に近づきます︒

八麗4 かうした仕事がもう一度くり返されると︑

どうやう

九鵬9 障子に輕くぼさと止った虫が︑やがて
﹁︿略﹀︒﹂をくり返す︒

十三1 仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑こ
こでも同じやうな工程がくり返されてみる︒

ル・クレ・コ・コイ︾5うみへきて・やってくる

さうして︑聲をふるはしながら︑﹁︿略V︒﹂ くる ﹇来﹈ ︵力変︶ 晒 クル 來ル 視る ︽キ・ク

と︑何べんもくり返すのであった︒

十二217

十二762図圃 若宮堂の舞の袖︑ しづのをだまき

コイコイ

一777

ムカフカラサルが來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

勇マシクカヘッテ來マシタ︒オヂイサン

一794︑コンドハキジが來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

一872

サンバココマデ來ナイダラウ︒ドレ︑

ラジオガキコエテ來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

V3 ラ︑空ガクモッテ來マシタ︒アシタバ
ニ9一 ンクラクナッテ來マシタ︒トウトウ
ニー03

ニー52園

來マシタ︒ウスが來マシタ︒栗が來マ

︒ソコへ︑ハチが來マシタ︒ウスが來

二266︒サルガアソビニ來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

ニ282

ニ284 ガ來マシタ︒栗が來マシタ︒ミンナデ︑

二283

ドシントオチテ來マシタ︒ソコへ︑カ

ガ︑カニノウチへ來テ︑ヒバチノ前捌

︒ソコへ︑カニが來マシタ︒栗モ來マ

二288

ガ來マシタ︒栗モ來マシタ︒ハチモ來

ニ30一

ニ302

ヒロゲテ︑フッテ來ル雪ヲウケテヰ

モッテ︑ハイッテ來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

モヲニツモッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入

來マシタ︒ハチモ來マシタ︒サルハ︑ジ

ニ303
S
二406

ニ358
二528

ナランデ︑フッテ來ルノモアリマス︒

コイコイ

︑ト
ノ

一295園︑
キテイラッシャイマ
一362 イカゼフ
ガイテキマス︒木ノハガ︑

ニ532

シナガラ︑フッテ來ルノモアリマス︒

一82圃
一82圃

ウホウホ
︑タルコイ︒小サナチャウ

ニ534

かへしし人をしのびつつ︒

八27 六 くりから谷⁝⁝⁝二十九

ー382圃

ウチン
サゲテコイ︒ホウボウ︑ホ

一448

ヤノガキ
︑コエテキマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

ズホド
トンデコイ︒タナバタノ ァ

アトカラフッテ來マス︒ナカヨクナ

八292 六 くりから谷

一384圃

くりからだに ﹇倶利迦羅谷﹈︹地名︺2 くりから谷

八311図 平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか
ら谷に︑なだれを打って落ち入りたり︒

二562圏

くりだ・す

﹇ 繰 出 ﹈ ︵五︶2

くり出す

くり抜く

ブリコトナガレテ來マシタ︒ オバアサン
一721
一727 山カラカヘッテ タルト︑オバアサンバ

︒︿略﹀︒﹂﹁︿
一762︑ムカフカラ犬が來マシタ﹁

R二 月島い︑海から了い︒たからのお舟

二571圃
月來い︑里から奇い︒おもちっきつ
二572圃つきつきとんで來い︒お正月來い︑
二573圏で來い︒お正月來い︑海から意い︒

お正月言い︑山から來い︒
ノアメガオ
︑チテキマシタ︒オカアサン

二562圏
月云い︑山から來い︒山のうらじろ
二563圏
うらじろ持って善い︒お正月來い︑

R圓 藍ダルマヲ見テ來マセウ︒﹂ト イッテ
一504

︑ザアッフ
トッテキマシタ︒ユフダチガ

二571圃て愛い︒お正月來い︑里から愛い︒

谷も︑平家の人馬にてうづまれり︒

一518

ッテ︑日サ
がシテキマシタ︒セミガ︑ウ

くりぬく

︽ーサ・ーシ︾

一562
下カラ水が出テ キマス︒イサムサント
2

フネガクル︑ピイヒョロロ︒

﹁522

︵五︶

て︑その長さが約五千メートル︒
﹇剖貫﹈

︽ーイ・ーカ︾

くりぬ・く

四99園 くりぬいて︑舟を作るがよい︒

一一

一633圏
フカラ

四925国ぼくは糸をどんどんくり出しました︒

八314図 重なり重なって︑さしもに深きくりから

ン

十一992 船のともから︑網がしだいにくり出され

一388圏

シナガラ︑フッテ來ルノモアリマス︒

くり返し︑

一一

二536

ノレ

二538

ノ、

一386圃ウホウホ
︑タルコイ︒ホシノカズホ

殿

一一
一一

︿りからだに ︹室名︺2 くりから谷

ノ、

弄ト

R0

T5

T7

485
くりかえしくりかえし一くる

くる一くる

486

ニ716園

ニ695園

二574囲

ガ雲カラ出テ來ルトコロデス︒﹂

テモ︑風サンが來ルト︑吹キトバサレ

テモ︑雲サンが來ルト︑カクサレテ

お舟にのって來い︒十六

真直イゴ

ニ838囹
二878
二894
ニ902
ニ956

二903

四759

私たちのところへ來ました︒見ると︑そ

四557 鏡の方へよって來ました︒をんどりは
三568 強い日がさして來ます︒庭のあぢさ
四561 けて︑とびついて來ます︒鏡の中のを
三586囹 らりとした夏が來るよ︒﹂
いつお正月が來てもいいそ︒﹂と
三627 て︑だいを持って來てくださいました︒ 四625園
三698 ︒ときどき吹いて來る風のために︑草 四657 一郎さんを呼んで來ました︒一郎さんは
四666
箱をいただいて來て︑ポストをこし
四675 ところへかへって來ますと︑ポストの
四726 て︑兵螢の門まで來ました︒にいさんは
四739 けた兵たいさんが來て︑名を呼始めま
四753 が︑門をはいって來ると︑ゑい兵所に

イテ︑犬ヲカリニ來マシタ︒ムリニ犬 三727 ︑葉の表へ出て來ました︒﹁︿略﹀︒﹂心
三754團︑波がうねって來て︑はまべで︑どっ
ノウスヲカリニ來マシタ︒米ヲツイ
だんだんよせて來て︑せっかく作っ
ノ灰ヲモラッテ來マシタ︒スルト︑風 三783
三791
あとからよせて來ます︒ぼくらは︑ま
ルト︑風が吹イテ來テ︑灰ヲトバシマ
オヂイサンが出テ來マシタ︒見ルト︑私 三861園︑水がはいって來た︒あ︑舟が沈む︑
三864 んとねえさんが︑來て見ていらっしゃ

三874 ました︒と中まで來て︑ふと見ると︑
三901 かの車を持って來て︑とりつけました

さんが︑みもんに來てくださると︑私た

が後からついて覧て︑﹁きゃっ︑きゃ

二985尊年生がはいって來て︑またつかひま
閣 9 なって︑こっちへ來ます︒ズ略V︒﹂と︑
三985

こへ︑かめが出て來ます︒かめ﹁うらし

四梱9国

四966

四937團 ぼくらのそばへ重て︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

い風が吹いて來て︑糸をのばすと

三三6

いうな魚が出て來ます︒その後から︑

いしながら︑出て來ます︒かめ﹁ここが

四817 間を大勢つれて來ました︒白兎はそ
四839囹 ここへ渡って來たかったのだ︒あ

二価4 きな音をたてて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と

三二8

四917国

二鵬2 そへて︑十八まで來た時︑牛のたくさ

三餌3

四撹9国

四撹5團︑わざわざ持って來てくださって︑あり

へうらしま太郎が來ます︒うらしま﹁こ

三85 そのまま落ちて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と
三91が︑すぐに落ちて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と
三95 つれてあそびに來ました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︑玉手箱を持って來ます︒うらしま﹁お

ちそうをはこんで來ます︒おとひめ﹁さ

もんひんを持って当てくださるとのこと

三梱6

三四2

口の門のところまで來ますと︑そこには︑

い︒あなたがたが來て︑お話をしてくだ
四聖3

四聖2團

四206

四145囹

ふりました︒川へ來ました︒橋をわた

でした︒たうげに來た時︑生徒さんが︑

﹁よくかへって來ましたね︒﹂とうれ

四柵8 大勢の仲間をつれて來て︑北風をどしどし

四餌8園

うちへはいって來ました︒出て見る
かあさんもかけて來て︑頭から手ぬぐ

四218

らも乗合自動車が來ました︒めいめい

四137
四143

四221

四398

四394囹

︑天人の用意して來た車に乗りました

に乗っておりて來ました︒すると︑し

ました︒﹁さあ︑來たぞ︒﹂と︑とのさ

五168

五158

四佃3

つじが二三匹走って來ます︒兵たいさんの

はつれまでさんぽに來たところです︒﹁兵

四佃5 ︑よいにほひがして來ます︒見ると︑向か

︑みほの松原へ出て來ます︒漁夫﹁今日は︑

四416

だぬきが︑出て來てお山へ集って︑

四望1

四身3 つぼみがふくらんで励ます︒南風はいひま

まだおまへの出て來る時ではない︒わた

遊園4 ります︒かうなって來ると︑南風は︑もう

春が來ました︑おひな様︒

す尾
︒ をおろして來てさをにつけるか

四259笑ひながら走って來ました︒五運の

四聖2圃

た五
︒でうの橋に來ますと︑﹁待て︒﹂と

四聖1 つきます︒おくれて來た二三人は︑車の後

三188

そこへ牛が來て︑水をのみまし
した︒

三105 ふはりと落ちて膨ました︒﹁うまい︑
三112から風が吹いて來て︑らくかさんが
した︒﹁こっちへ装い︑えんやらや︒こ
三138園
三139囹らや︒こっちへ美い︑えんやらや︒﹂
三154園けて︑﹁こっちへ來い︑えんやらや︒こ
三155園らや︒こっちへ來い︑えんやらや︒﹂

三201

三173圏のせいとさんが凹ました︒きちんと

三281

四324 毎日竹を切って來て︑ざるやかごを
四372園 ︒だが︑迎へに來てもけっしてわた

三464園 山から流れて來て︑海へ行くんだ

です︒風が吹いて誤ると︑木の枝がふ

三286園が︑水をのみに來ましたよ︒﹂といひ
三456園 水はどこから來て︑どこへ行くの
三482囹くから︑流れて來るのだが︑そのへ

四508

四431圃

五112国

見物して︑二見へ來ました︒今夜は︑こ

ら︑一人の女が出て膨ます︒女﹁もし︑そ

三526

るとお
︑ にが出て來て︑おひめさまを

三544通って目へ出て來ました︒目から二

487
くる一くる

五179 つきます︒あとから來た子どもは︑兵たい

五175囹 ﹁仲よくあがって弱い︒﹂大きな聲で︑

五169 たいさんのそばまで叱ると︑子どもたちは

五733

五726

五724

を過ぎて︑表町まで來ますと︑人がたくさ

した︒次の停留場へ來た時︑をぢさんは︑

五捌1

五伽3 は︑敵の揮が飛んで來るのもかまはず︑は

五687忙忙をふってとんで走るやうに︑にいさん 五柵6囹 ︑利根︒ようし︑來い︑利根︒﹂と︑か

五737

しさうな聲が聞えて翻る︒さうだ︑ぼくも

やうど私たちの前へ來た時︑私たちは︑す

んあとからはいって來たのは︑七十ぐらゐ

どやどやとはいって來ました︒席はみんな

五柵8園

五柵4 ちをたくさん呼んで穿る︒呼んでまみりま

五心6

五悩9

女が出て來る︒井戸の水をくま

五744

文子さんに知らせて來ました︒さうして︑

五203 やなぎの花がとんで來ます︒さうして︑兵
五231 どきとんぼがとんで達て︑かげをうつすご
五815

︑こちらへ近づいて來ました︒決勝線まで

さんから︑はがきが來てるた︒この前︑ゐ

六69 ︑劒が天から落ちて晦ました︒高倉下は︑

六45 きな熊が山から出て來て︑すぐ︑またかく

五備6圏

五情1

つとここへ呼んで來てくれないか︒﹂女﹁

︒そこへ︑女が出て凝る︒女﹁海の神様︒﹂

五233 うが︑少しふくれて來ました︒初めは︑そ
五863
五923

白が︑ぐいぐい出て來ました︒はく手が︑

はし

五263 かみから箸が流れて來ました︒みことは︑

五245 のが︑いやになって來ました︒水の中にゐ
五276囹 ︑その大蛇が出て重るころになりました
五931

が︑急いでかへって來て︑又略﹀︒﹂と申し

五421圏 おさかな︑海から來たの︒海はひろびろ

五417團 さかな︑どこから簸たの︒皿のおさかな

五411 ︑竹田さんが遊びに來ました︒私が︑かひ

五408 だんあつみをもって重て︑かひごは︑まゆ

五403園 んな白い糸が出て亙るものですね︒﹂と︑

五395

五338
静かにはひあがって來て︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

をもらってかへって來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と

五328 ︑桑の葉をもらって來て︑箱の中へ入れて

五322 ないので︑もらって來ましたが︑さういは

五315 を︑二十匹もらって來ました︒それを箱に

五稲2

五価8

五備5

五皿9

五棚6

五相3

五㎜4

五佃7

証佃5

五佃1

五柵2

五塒6

られのやうに飛んで虹ます︒みかたはその

︑はげしく戦ふ時が來ました︒みかたの第

五網3国

︑この間を行ったり來たりしました︒首わ

あなたから手紙が來ると︑それを︑利根

︑次のやうな手紙が來ました︒利根は︑た

のやうすを知らせて來ました︒文子さんも

りました︒お正月が填るとまもなく︑文子

るのに︑向かふから來る人は︑大人でも︑

校へ行く時︑とんで來ても︑﹁すわれ︒﹂﹁

も︑あとからついて來るのには困りました

がどこへでもついて塗るので︑かはいくて

すきでした︒利根の來るずっと前にも︑左

子犬を一匹もらって來ました︒その親が︑

んなは︑木のそばへ來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と

六487圃

六424囹洋から海を渡って來たゴムで作ったもの

六318團

六285 ます︒山から取って來たみかんは︑一家そ

六282 せおって山をおりて來る人︑上手にはさみ

六274 んだん赤みが増して來て︑おいしさうなみ

六271

六263

六263

六244

六223

六151

六109

六108

つ︑黄色みをおびて來ます︒もうかうなつ

よそよと風が吹いて逸ると︑この實は︑日

實が生ります︒夏が來て︑海の方から︑そ

鮮から日本へ渡って來た人の子孫でした︒

日本をさして蹄って來ました︒﹁︿略﹀︒﹂さ

んをさそって︑ぜひ來てください︒毎年あ

さんこちらへ飛んで來ます︒さうして︑稻

がだんだん刈られて來るせみか︑いなごが

六81 あの熊になって出て來たわる者たちは︑こ

くま

つりばりが︑出て來て神さまおよろこ

は︑鯛をつれて出て観る︒鯛﹁何か御用で

五292園 に入れて︑大蛇の細るところに並べてお
五977

五459 びきだけが︑聞えて來ます︒びく︑びく︑

げしく︑弾が飛んで來る中でも︑勢よくか

うりっぱな劒が出て來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と

五468 つり竿をつたはって來ました︒はっと思っ

船具6

六569

六553園︑いろいろ買って來るといふことですね

五306

五296 の恐しい大蛇が出て來ました︒酒を見つけ

五496 いふ水の音が聞えて來ました︒川が︑たき

五稲9

なりをたてて飛んで來ます︒利根は︑ひた

にとつげきする日が來ました︒午前五時︑

︑六階︑家が出て來る︒映書の幕は︑た

つた子どもが︑出て來る︒子ども﹁こんに

︒﹁おかあさん︑來てごらんなさい︒早

さな虫めがねが出て來た︒﹁︿略﹀︒﹂と思ひ

六662園

六614

せん

五504 ︑小川が流れこんで來ました︒こちらの岸

五柵6

て︑敵艦の進んで來る音を聞きわけなが

五508 着きました︒汽車が來たので︑それに乗り

五佃5

五佃3

した︒﹁ようし︑來い︑利根︒﹂と︑兵

が︑今にも︑利根が來るだらうと思って︑
︑こっちへ近寄って膨ました︒﹁︿略﹀︒﹂と

五目8園

五567

五512 んだん雨岸が開けて來て︑川はばが廣くな
五573 ︒だんだん近寄って來るのを︑よく見ると

六666 やうにして︑つれて來た︒さうして︑ぼく

六665園何でもいいから︑來てください︒﹂ぼく
五佃6囹

五湘4

した︒﹁ようし︑來い︑利根︒ようし︑

五591 時︑ひょっこり出て來たのは︑ひきがへる

︑ばらばらと飛んで來ました︒利根は︑ぽ

五595殴る︑よいところへ來た︒おまへは︑方々

六831 ながら︑弟が持って來た調書を見ますと︑

六732 とうさんが︑臨って來られました︒おとう

六717 をばさんが︑うちへ來てるられます︒私は

七154

七146

七138

七114

七82

んの男や女が集って來ました︒そのうちに

︑だんだん増長して傷ました︒﹁︿略﹀︒﹂と

潮がだんだんさして來て︑私たちの便る時

ら︑勇さんが走って來ました︒手には︑葉

ほど︑たくさん出て富ました︒ほったあと

七㎜6

七冊9囹

二相2 の人や︑南支那から繋る船と貿易をしたり

七夕6 がしさうに行ったり來たりして︑すを作る

六976 さかんに降りだして乾た︒小野くんと︑友

六949 ばたと倒れかかって來た︒やっと起きあが

六939 からかたまが飛んで來て︑ぼくの胸にあた

六863團 りに︑大勢集って來ました︒だんろの火

六859国國 おい︑かき餅が來たぞ︒干柿もある︒

六858国

くのところへ寄って來た︒﹁︿略﹀︒﹂といっ

六856團 ると︑みもん袋が來てるました︒私は︑

七584

七562

七456

七373

七264

七259

七248

七224

七214

七158

日たっても︑汲みに來ない︒番兵がゆだん

いて︑城兵が汲みに來られないやうにした

︑港の口の防波堤へ來ました︒あれを越す

やどやと乗り移って來て︑用光をとり園ん

水の中を︑行ったり來たりします︒かうし

代りあって見まひに來られました︒徳坤は

︑鴬語を使ひ通して來たのです︒徳望は︑

物の土釜がくつれて來ました︒凸角といふ

今までもえせまって來た火は︑急に方向を

のすごい勢でもえて來ます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

七177園

︑城兵が切りこんで建て︑旗をうばって引

かうむり︑ここへ以たのである︒﹂﹁︿二

だんだん夜がふけて來ました︒客も︑しだ

八185 ︑
おいしい味が出て來ます︒太陽のゆたか

八133

八128

八124

八118

習115

八112

い︑柔かな實の出て來るバナナは︑きっと

︑いそいそと鶴って來た燕を迎へる人の心

らしいお客の脇って詰るのを︑待ちこがれ

ません︒日本に春が悟ると思へば︑もう矢

途中で死んで錦って來ない燕も︑かなり多

︑同じ巣へもどって來るといふのです︒近

八99 の燕が︑急に落ちて來たことがあります︒

七伽5 イツは︑かけつけて來たオランダ人にいひ

を持ってかけつけて來ました︒﹁ドドン︒﹂

に︑武器を積んで來たのか︒﹂と彌兵衛

六855團 て︑兵舎へ蹄って閉ると︑みもん袋が來

六847 隊さんから︑手紙が望ました︒急いであけ

六町1単手 うれしい︒春が來たのね︒﹂と︑花子

七587

は︑同じ家に蹄って亘るといはれてゐます

急に明かるくなって來ました︒雪舟は︑足

七589

ぎ足に道をたどって來たが︑ふと見ると︑
﹂そこへ花子さんが賜る︒花子﹁みんな︑

八621いで學校から満って來ました︒すると︑も
八621と︑もう兵隊さんは來てるて︑兵器の手入

八598 つてゐます︒拝観に來た人々は︑皆外たう

八206国けです︒こちらへ來てから︑半年賜りに
がん
八246国春︑私がこちらへ來たころは︑雁も北へ
八256團に︑ひきしまって早るやうに思ひました
八405 ︒そこへ召使の女が來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申し
八511れてるると︑先生が來られて︑重心のとこ
八528かはいい男持がして解る︒﹁︿略V︒﹂と︑先
八559んで行く︒涙が出て來た︒まもなく︑静か
八566のひづめの音がして來たと思ふと︑騎兵の
八569茶接待所へ手番ひに診たのでした︒やがて
八573 ︑たくさんの戦車が來ました︒ものすごい
八575々は︑皆とび出して來ました︒豪いて︑歩
八576て︑歩兵が近づいて來ました︒ちやうど接
八581ちの前へ押しかけて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と
八588 ︑あとからあとから着る兵隊さんを迎へて
八594音をたてて︑飛んで來ました︒ときどき︑

八1010

られのやうに飛んで來ます︒昭和七年二月

七6210

いうな品物が出て來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と

んだんうすくなって來ました︒一人倒れ︑
︑いよいよせまって來ました︒今となって

七667

ついた大きな電車が來る︑汽車が儲る︒﹁
︒﹂と呼ぶ聲がして來ました︒東京騨の前

て︑地上へ出る日の早るのを待ってるます
︒つづいて足が出て富ます︒もう残ったと

におもしろくなって來ました︒くもは︑や

の前へぶらさがって來ました︒私は︑びつ
︑糸を引いておりて來たのです︒さうして

帥の指圖と︑集って來た人々の働きによつ

が︑みるみる延びて來ます︒もう︑蝉の子

5283922

電車が來る︑汽車が來る︒﹁東京︑東京︒﹂

何十羽となく集って來て︑ゑさを拾ってみ
いこの音がひびいて來て︑ずらりと並んだ
みあひもみあひ出て來ました︒そのにぎや
まち本になって出て來ます︒次から次へ︑

をそろへて行進して富ます︒それが美しい
どもの歌が︑聞えて來ました︒そのうちに

どかく

です︒やがて網場へ來ました︒何呉さうと

六輝2囹 ップが咲いたよ︒來てごらん︒﹂と︑に

六969

てながら︑行ったり來たりして︑まるで戦
︒網が︑せばまって來た時︑網船は︑ぱく

七773團
ばれて︑きみから來た手紙を渡された時
七797團しい至聖へ節って異るのです︒すぐに兵
七805團て︑週番士官殿の來られるのを待ちます
七816團奉讃の聲が聞えて黙るのは︑この時です
七836書︑だんだんなれて蘇ると︑日々の仕事が

六冊5
六冊5
六佃8
六佃5
六囲2
六囲4
六柵3
六鵬4
六鵬4
六榴7
六㎜9
六糊3
六柵7
六欄3
六欄5
六構1

七56圃めが五六羽とんで來て︑波にゆられて浮

記七七七七七七
103 103 102 102 88 88 8了

くる一くる

488

489
〈る一くる

はと

九268

安心して町へ脇って來ました︒マライ人・

九323園

んたちがこの町へ來たら︑戸だなの中に

しはきっと錦って來ますからIlそれか

春來たときは 川土手に 九301 然インド人の巡査が而て︑母に同行を求め
土手の草
九325囹

八683圃

八644 一羽の鳩が︑飛んで來た︒取扱兵が︑すぐ
八691圃 がうつってた︒夏來たときは
すすき原

りも︑はっきりして來ます︒更に︑ことば

と︑母はこみあげて來る悲しさにことばも

あふぎ

八697圃 トが走ってた︒秋來たときは
九416

船が眞直に近寄って來る︒これを合着に︑

九329
九469

なたから押し寄せて至るみどりの波が︑き

九478

九477

船が︑港へはいって來たのをきっかけに︑

九484

九474

九524

九476

八9810
そろそろと外へ出て來ます︒おやと思って

八709間し間の舟に寄って來る︒十四 扇の的
八784︑みんなのあとから來られた︒初めは二列
八819るやうだ︒ ふもとへ重て急停止すると︑ぽ
八823小鳥のやうにおりて巡る︒途中でころんで
八824こ笑ひながらおりて來る者︑まじめな顔で
八833ちは︑もう目の前へ來られた︒はげしい制
八902 ︒大阪の港に集って來る船の積荷は︑小船
のしま
八909之島といふところへ來ます︒それは︑淀川
九533

九792

九774

九769

九535

八992ると下の方へおりて來て︑深さが十メート
八棚4 ︑きちんとそろって來ると︑次には︑砲弾
八柵3 から左へ︑行ったり潤たりするのに︑その
八価6 水を切って︑おりて來ます︒下へおりると
みた︒それを折って誇ると︑ねえさんが︑

九819

九㎜3

八捌−o

八旧6圃 た︑明かるい春が來ました︒水のやうに
八掛2 らしい日光がさして來ます︒あちらこちら
八個6園 ちは︑﹁また冬が測るまで︑さやうなら
八梱8 はいやですが︑春の來ることは︑子どもた
八撹9 な砂ぼこりを運んで來るので︑これが吹く
八悩2 れるやうにはいって來ます︒窓のそばに︑
八価2 子どもがよく集って來ます︒国人が︑外に
八価5 鳥かごを持ち出して去て︑鳥を鳴かせ始め
げんかい
八摺2 行きます︒日本から來て︑玄界なだを越え
九144音にまじって聞えて溜る中を︑今日のみそ
九157定めの場所へ集って來た︒やがて第二の太

累差4側の海岸が︑見えて來た︒青々とした木が

九823

九九九九九九九九九
11了 114 112 111 108 107 106 106

ねがはら

根瓦が少ししめって來る︒夜の燈火をした
が
夜の燈火をしたって來る虫は︑蛾や︑こが
︒やがて二百十日が來て︑農家はただ風ば

4955251065

んだん攻め寄せて來る︒成人したら︑一

さん並んで蹄って來る時︑あれは自分の

時に︑無事臨って語るのですから︑うれ

飛行機のもどって來る時刻がおそいと︑

飛行機がもどって來た時には︑どんな手

られるをぢさんに來ていただきました︒

園囹園園園園一．．．．

喪いて港へはいって隠る︒母親に子どもが 九罰9 ひおひ京都に集って來た︒かれらは︑滑津
えいろく
やうに︑今はいって來たばかりの漁船をめ 九梱7 久と名のった︒時は來た︒永禄十二年六月
九慨5 兵が堂々と進軍して覧た︒富田城がまだ取
遠くの海から取って來た継々の海の幸を︑
ひでよし
こうかんばん
が︑だんだん現れて攣る︒後甲板には︑當 九悩3 た︒つひに再び時が來た︒尼子方は秀吉の
九悩8 ︒秀吉の援軍が今日叱るかあす來るか︑そ
ことことと後甲板に來て︑﹁総員起し五分
官や傳令員が起きて來る︒副長はもう上甲 九悩8 軍が今日來るかあす溜るか︑それを頼みに
さんが引いておりて來る︒右へ曲り︑左へ 九矧3 は乗った︒見送りに來た母が︑大勢の人に
腰をおろし︑切って來たばかりの木を︑一 九脳2園 つて︑もう婦って來るころになったので
あんざん
した︒父もあとから來たので︑ぼくが︑﹁︿ 九騰1 何だか空がくもって來た︒鞍山の製鋼所か
んだんぼくになれて來ました︒時には乳を 九踊8 ボーイがさういって來たので︑ぼくは︑て
は︑せっかくなれて來た北斗を︑手もとか 九㎜1 や自動車が行ったり來たりしてみる︒ここ
九㎜4 れて︑日光がさして果た︒雲はしきりに流
九㎜3 ると急に眠くなって來た︒ふと氣がつくと

さんの顔が現れて替る︒もうこれで南洋
九1910団

督励2

垣837

九832

九831

いっそう深くなって來ました︒寒い冬の日

︑長い夏も過ぎ秋が來て︑野山の草木が笹

︒足もしっかりして來ました︒さうして︑

九㎜−o園 たね︒一人でよく來たね︒﹂と︑をちの

九㎜−o囹 然︑﹁やあ︑よく來たね︒一人でよく來

一匹の子のろが出て來た︒それつと︑みん

︑宿舎の庭へ持って來て植ゑた︒あとで︑

九加4 くさんの人が集って起て︑たいへんなにぎ

九脳12

千川6 日一日と暖くなって來た︒枯草におほはれ
九脳7 青い草の芽がもえて來た︒よく見ると︑む

九㎜−〇

九㎜3 ︒この豊満の土地に來て︑始めての朝だ︒
九㎜9 い寒さが押し寄せて隠る︒まだなれない部
九矧9囹 ︒﹁ここへ始めて來た諸君を︑自然はこ
んりよなくはいって写る︒うっかりすると
︑だんだん近づいて優る︒初めは何も氣が

くのところへとんで來て︑鼻をすりつけま

も︑だんだん弱って來たやうだ︒﹁︿略﹀︒﹂

九961
九993

あの下を通って干たのね︒﹂

聲が口をついて出て肥る︒眞夏の暑さはだ

九脳7圃圓

のやうにごはばつて掛る︒先頭からは︑ど

九975

九844

うな子馬がたくさん絶てみて︑母馬の草を

まへの手紙が出て來た︒たびたび激しい
九214團
たちが勝ちぬいて來た激戦の下敷の場面
九247早

九827

124

︑黒い岩底が現れて來た︒﹁︿略﹀︒﹂と︑五

十205 五兵衛は家から出て來た︒今の地震は︑別
旅順開城を申し出て來た︒乃木將軍はこの
＋8410

宵番の人が起しに來た聲を聞いて︑早く

十㎜2囹 ぐここへもどって來るのだ︒﹂

かに黒い雲がわいて湿た︒それが︑みるみ
︑みるみる近づいて上る︒雲ではなかった

から大きな月が出て來た︒庭へ出した机の

か

十216

十862と︑手袋とを持って來させ︑身支度を整へ
どべい
＋8710
た將校が四騎繕いて來た︒土塀で園まれた

十223 を持ってとび出して來た︒そこには︑取り

ます烈しさを加へて來た︒泳いでみる兵士

うな猛射を浴びせて削る︒爆揮をかかへた

海はますますしけて來て︑波や風の音が︑

落ち着かなくなって來ました︒よってはな

が一時に吹きつけて來て︑氣分の悪いのも

童庫から氷を持って曾て︑みかんの小箱の

に︑氣味悪くなって來ました︒重い患者に

やうに撃ちまくって譲る︒ぬれねずみの姿
︑からだに傳はつて來ます︒少し氣分が悪

ある︒障子をもれて來る窓際の明かりで︑

十232 んだん薄暗くなって來た︒稻むらの火は︑
十892園のために職っては來たが︑今開城に當つ
十2310 者が︑かけあがって來た︒かれらは︑すぐ 十917囹
︑ずるぶん愛って來ましたね︒攣ったと
十925園︑山上から泳いで來るのには︑面くらひ

十242園 攣だ︒村中の人に來てもらふんだ︒﹂村
十244 は︑おひおひ集って來た︒五兵衛は︑あと
十245 らあとからのぼって曇る老幼男女を︑一人
な速さで押し寄せて來た︒﹁津波だ︒﹂と︑

十246 一人敷へた︒集って來た人々は︑もえてゐ
十253

ごくらく

た︒軍霊殿は︑すぐ來られましたが︑患者
︒おほひかぶさって來る黒いかげでも︑彿

患者の顔が浮かんで來ました︒ズ略﹀︒﹂私

よひばん

るまい︒押し寄せて來る波を見ながら︑宗

こい勢で流れ込んで遣る︒﹁︿略﹀︒﹂この水

た︒援軍から使者が來て︑﹁︿略﹀︒﹂といふ

引きつれて︑攻めて來るといふ知らせがあ
︑ズ略﹀︒﹂といって來た︒宗治がたつねて
雨雲一つ浮かんでは來なかった︒﹁︿略﹀︒﹂

だんだんなくなって來る︒大事にしまって
倉から萎粉を出して來た︒﹁︿略﹀︒﹂井戸の

︑雨績きであった︒亘る日も︑怠る日も︑

井戸の水も︑かれて來る︒﹁︿略﹀︒﹂二人の

205

205

21〕了

210

211

211

211

その悪者がどこから來たか︑どこへ逃げて

しくあらしになって來た︒がけを曲らうと
︑烈しい風が吹いて來て︑父親を深い谷あ

ふから列車が進んで細る︒このままにして

しふか

るのである︒糸屋が昂る︒荷車を引きなが

遠くの方から響いて便るいろいろな物音に
︑物事りが鳴らして來る鳴り物の音がおも

げて行ったか︑何事來たか︑それらを調べ

遠げそ

桝方︑迎への車が來ました︒ねえさんは

えさんがはいって來ました︒﹁雪ちゃん︒

て次の間から出て來た犬きが︑その車を

です︒お正月が來たから︑あなたも少

思ふほどなついて來た︒しかし︑紫の君

が尼さんのそばへ來て︑立つたまましく

ねて︑かけ出して來た女の子は︑何とい

である︒﹁行く﹂﹁來る﹂を﹁いらっしや

き聲が胡同に響いて來る︒あひるが︑﹁が

なって︑風が吹いて來ると︑ころころとこ

なくたくさん舞って來る︒小さな光ったわ

へちらちらと降って來るのも︑このころで

が群になって飛んで來ると︑笛の音がいろ

鳩笛が天から響いて來て︑胡同をにぎはは

はとぶえ

しさが心に刻まれて來る︒隣りの家の聯が

字の意味がわかって來ると︑いっそうその

ながら︑ふれ歩いて來る︒やっと目がさめ

に績く︒いかけ屋が來る︒これも︑いろい

女の人たちが集って來て︑糸屋さんを取り

ら︑ゆっくり歩いて痴る︒でんでんだいこ

923373107
園
きななへが九離し字なに女らる

十256︑山がのしかかって來たやうな重さと︑百
ぢごく

十259 うに山手へ突進して來た水煙のほかは︑一
﹁では︑こっちへ來れば地獄ぢやないか

十283圏幽 地獄︑こっちへ來れば重三︒﹂平中が
取りをやめて騙って來た︒﹁︿略﹀︒﹂

十287園
十297

十343囹 きみ︑今夜うちへ來ないか︒﹂三校の門

2

211

215

215

216

216

216

21了

219

222

十313 つて行く︒水汲みに來た女の頭の上の水が
十405 のやうに︑太陽から括る光や熱を調節する
十535囹 の飛行機が飛んで來るかも知れないのに
十542園 です︒いよいよ︑來るものが転たのです
獲見︒﹂の第一電が來た︒一同︑思はず二

十542園 いよ︑來るものが來たのです︒私たちは
十593

十603 みる︒めざす地謡に來て︑雨をついて雲の
畿見︒﹂の第二電が來た︒今日こそはと︑

十606 ︒むちゅうで飛んで顧たのが︑録りとなる
十611

十625 の報告した地鮎まで來たには來たが︑どこ
十626 た地貼まで覧たには來たが︑どこにも敵艦
十702 てレパルスの最期が來た︒一つ大きくゆれ
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あった︒來る日も︑來る日も︑ざんざん降
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こんなところには來ないね︒おとうさん
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園

十752 ながきっと困る時が來るに違ひない︒それ
十776 ︑なかなか生まれて來なかった︒佐吉は︑
十7710 ひしと身にせまって巡る︒しかし︑佐吉は

十812 と腕比べをする日が來た︒努力はつひに報

＋＋十＋＋＋＋＋十十十＋十＋十＋＋＋＋＋＋＋＋十十十
204

くる一くる

490

十一716 て︑形がぼやけて來ます︒のちには︑ご
十一736 がぐんぐんふえて叢ると︑空一帯が灰色
十一781 れるやうに聞えて來る︒まだ︑なかば眠
十一7810 上から降り注いで薫る︒このにぎやかな

十一793 ︑かすかに聞えて來る︒山からわき流れ
十一803 層を通して落ちて薫る︒緑色のガラスを

に浮かびあがって來た︒赤道を越えて南

ほっても水は出て來ない︒屋根に落ちる

十二皿5 やうに東へ寄せて降る︒徳川の家は︑ま

十二鵬9 ちの銃丸が飛んで盗る中で︑平然と行は

十二佃5 をねらひ撃ちして浸る︒爆破された橋の

十二価4 の國から生まれて來たかと思はれる白雲

と︑だれしも遠く來たものだと思はない

桑畠

らお人形が出て來たの︒﹂のんきな主

十二四6 て︑今日に進んで來たのであるが︑わが
十二㎜5

色に染まりかけて來た︒時計を見ると︑

十二㎜10 ら浮かびあがって來る星の光までが︑ぽ

十二川7 雲の表情が五って來た︒頂を︑あかね色

くなる︒四

十二川6 の呼吸さへ聞えて診るやうだ︒このやさ

十二川9 雲が湧きあがって來た︒何といふ延びの

十二㎜6 明かるさを増して來た︒スコールの去つ

かしげに近寄って來る︒オランウータン

こに支那でやって來たのとそっくりその

十二㎜2 ︑いどみかかって送る敵機をものともし

ながら時々現れて來ては︑日本の兵隊さ

な行進曲が響いて疑る︒坑口には︑大き

哨戒線の果てまで來た︒ぐっと機の方向

十二川4 に立ちふさがって転た︒下は海面すれす

十二獅4 つとたれさがって転た︒スコールだ︒ス

水のにほひがして來る︒﹁採鑛へ総進軍︒
さくがん
みな美しく見えて灯るのだ︒竪岩機をか

十二㎜10

つちへ突進して診る︒﹂艦長は︑だれ

やうに流れ込んで來る︒家のまはりのゴ

が︑すぐねらって剰るからである︒鑛平

十二川2囹

はっきりと聞えて來る︒それといつしょ

へ向かって走って來るレキシントンの姿

十二鋤12 右舷の海を渡って來る︒地平線はけむり

しいほど反射して來る︒あちらの山でも

十二銅10

十二鋤7 へのこのこと出て來たのだ︒緑の地平線

の男がとび出して來た︒﹁萬歳︑萬歳︒﹂

十二矯10

名も知れない鳥が立て鳴き始める︒それ

帝國領事館の横へ駆ると︑そばの廃校か

十二踊11
代からいひ傳へて來たのを︑大伴家持が

十一一加7

十二別4

十二卸10

機に吸ひ込まれて來た︒二回にわたる爆

進器の音も混って殴る︒敵の警戒は十重

十二圏9

十一一圏6

望遠鏡にうつって來た︒最初︑敵の大空

敵の一機が偵察に新たが︑わけもなく撃

京から放送されて來た︒最前線の決職場

後方から爆撃して來たが︑相愛らず︑と

十二㎜1 いんと熱くなって來る︒そこへまた敵航
古がさを買うて來て︑やれ末廣がりで
十二861囹

へず︑聖者が二人來た︒しかし︑聞多の

胸にわきあがって來た︒病人が良藥を得

おほとものやかもち

の浦に潮が満ちて來ると︑干潟がなくな

十二盟6

ういうと近づいて來る︒先頭の指揮官機
どこからか聞えて駆る尊いことば︒美し

ら高僧が渡海して來たこうのはなやかな

十二㎜6 ︑やがて月が出て來るのであった︒二

千名の邦人が出て來た︒校庭は︑﹁萬歳︑

道路へ押し出して來た︒大東亜職孚開始

苦しくさへなって來る︒それに雷が多い

夜が隔て︑山脈の上の黒水

︑ふはふは飛んで來たり︑毒々しいまで

十一筋1圃圓 の道はいっか敵た道︒﹂と歌ひたく

器品の前に現れて得た陸地の姿や︑木々

12

十二柵4 りが朗かに聞えて降る︒庭におり立つた

211

8

だそよ風が流れて罵る︒あたりには︑ま

213

9

十二悌6 りから︑はずんで來た︒せり摘み

213

10

十二柵10囹

213

3
れの船に近づいて來て︑﹁バナナ︑バナ

215

6

を知って︑罹りに來るのである︒﹁︿略﹀

215

8
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十一806 にぎやかに聞えて穫る︒短い鋭さの中に

つばくろだけ

かはいがってみ
ニューアイルラ
ニューブリテン

十十十十十十十

＋十＋＋＋十＋＋＋十＋＋＋十十＋＋＋＋十十＋＋

十一808 山鳩の聲が聞えて謬る︒その問を際立つ

どこから か つ れ て 激 て ︑

一 つ の島が見えて來る︒

大きな島が見えて撲る︒

215

46218261087971038381099544

十一814 んだん高く聞えて薫る︒林を出はつれて

十一825 ここまでのぼって來たのだ︒十三燕岳
十一842 なかも︑汗ばんで來た︒はずむ呼吸が︑

十﹁863 ︑針葉樹が現れて來た︒やがて針葉樹の
十一881 んだん霧がわいて來て︑大木の幹を︑か
十一887 がしだいに曇って來た︒霧もだんだん深
十一928 見あげるところへ來た︒下から風が強く
十一932囹 着いた︒﹁早く厚い︒向かふは晴れて
十一945 ︑かすかに聞えて曇る︒この大自然がく
十一958 とう︑燕の絶頂が着た︒それは︑大空の
十一978 場が活氣を帯びて細る︒その前後けなげ
十一995 うに汽笛が聞えて來るのは︑カムチャッ
十一欄10 が︑船室から出て着る︒明け方の風は︑
すますさえ渡って巡る︒﹁︿略﹀︒﹂といつ

十一鵬1 らしい家の前まで語ると︑中からピヤノ
十一皿3

十一価1国私も︑こちらへ來てからもう一年近く
十一備7国 のやうに過して來ました︒この春植ゑ

十一柵5團た︒私のおいて來た花ばさみや花器な
十一柵1国︑それを摘んで來ていけてみました︒

十十十十

十一捌3 の電波がはいって來た︒長唄の調べであ
123

205

206

い一家族が乗って來た︒ その静かなたち

11955
209

491
くる一くる

くるい一くるま

492

くるい ﹇狂﹈︵名︶2 くるひεしにものぐるい
決してうまく飛ばないさうだ︒

八481 先生のお話では︑少しでもくるひがあると︑
ねんれう

九牛7園 燃料や爆揮を積み込んだり︑機械にくる
ひがないか︑ていねいに調べたりします︒

くる・う﹇狂﹈︵五︶2くるふ︽ーッ・ーフ︾貼あ
﹁︿略﹀︒﹂と︑かかりの兵隊さんは︑氣がく

れくるう
るつたやうに呼びつづけました︒

五佃8

の役目を果すことができないので︑

高麗1 ほんの少しでも︑あけ方がくるふと︑大砲

三83 勇さんが︑らくかさんをたたんで︑いと

くるくる ︵副︶2 くるくる

をくるくるまいて︑
十佃9 左手で︑盆をくるくるまはしながら︑
ぐるぐる ︵副︶8 ぐるぐる

三皿9 かめは︑うらしまの手を取って︑そこら
をぐるぐる歩きます︒
六634 さうして︑その一枚をぐるぐると巻いた︒

七497圃 ぐるぐるまはるよ︒

六639 もう一枚の壼用紙を︑ぐるぐると巻いた︒

︽ーイ︾﹇▽いきぐ

るしい・せまくるしい
たけるは︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑苦しい息の

この問︑つりばりをのどにかけまして︑

南支那の海上に海賊の一團がみて︑彌兵衛
されば︑家貧しくして苦しむなどは︑
今まで︑船よひに苦しんだことのなかった

私は︑

とたんに︑私の頭の中には︑病室で苦しん

でるる患者の顔が浮かんで來ました︒

十帽3

コレカラハ︑人ヲクルシメタリ︑モノ

すると︑いろいろな害虫が︑葉や枝にとり

これにこりて︑賊は︑城の水をたやして︑

ぐるつと

手當てをしても︑ただ苦しめるばかり︒

︵副︶1

﹇車﹈︵名︶40

三889

い︒

クルマ

尊卑いしづみぐる

タカラモノヲツンダクルマヲ︑犬ガヒ

くろいはこの車が︑あとからあとから

牛のたくさんのってみる車が︑いくつ

大きな木をつんだ車や︑石をつんだ

見ると︑その車のタイヤが︑ひしゃげて

三887園あの︑左がはの後の車をごらんなさ

二櫛7 石をつんだ車が︑

車が︑いくつもいくつも通りました︒

二鵬6

車のかずがわからなくなりました︒

二言4 ﹁おや︒﹂と思ってみる間に︑ぼくは︑

か通りました︒

二鵬3

やって志ます︒

一一鵬8

キマス︒

一862

ま・よこぐるま

ま・ておしぐるま・にぐるま・はぐるま・やぐる

くるま

なかった島の裏側の海岸が︑見えて來た︒

九期2 がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え

ぐるつと

十二716園

苦しめようとはかった︒

七581

ついて︑みかんの木を苦しめます︒

六265

ヲトッタリイタシマセン︒

一845園

る︽ーメ・ーメル︾

それでも父の姿を見ると︑少年は︑自分の くるし・める ﹇苦﹈︵下一︶4 クルシメル 苦しめ

下からたつねました︒

七174

七252

こんどは︑苦しい時のことをお話してく

苦しいことは↓口もいはないで︑

九備3園

ただ一心にやってゐますので︑苦しいと

ださいませんか︒

九描4園

は別に思ひませんが︑困ることはよくあります︒
しいでせうね︒

九梛3園寒い時もたいへんでせうが︑暑い時も苦
船の勤めば話に聞くほど苦しいものでない
楊少年は︑苦しい息の下から︑﹁悪者が三

と思ってゐましたが︑

十梛1
十㎜4

苦しさ

あの話を︑將軍から聞いた時ほど苦し

息が苦しいほどはずむ︒

人︑あの墓地に一1﹂と叫ぶやうにいった︒
十一853

十二6310園

﹇苦﹈︵名︶1

いことはなかった︒

︿るしさ

この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か
りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

九677図國

ン︾

十鵬10

世のつねのことなり︒

九685m凶國

も︑これまでずるぶん苦しんだことがあります︒

七並3

たいへん苦しんでみるところでございます︒

五側6囹

苦しみました︒

三394

花子さんは︑はが痛いので︑ひとばん中

七513圏 動くよ︑ 音だよ︑ 鐵だよ︑ぐるぐる︑ くるし・む ﹇苦﹈︵四五︶6 苦しむ ︽ーミ・ーム・一
がたとん︑どどどん︒

砲身の中へ︑ぐいぐいとくひ入って行きます︒

八棚7 刃物が︑ぐるぐるまはりながらやって來る
十465図 かまの周園を︑ぐるぐるとめぐり歩きぬ︒

十二欄1 月は︑地球を中心として︑ぐるぐる廻つ
てるる︒

ぐるぐるぐるぐる ︵副︶1 ぐるぐる︑ぐるぐる

﹇ 苦 ﹈ ︵形︶9

苦しい

七498圃 ぐるぐる︑ぐるぐる︒

くるし・い

くるし Oみぐるし

493
くるむ一くれのこる

だから︑車の動いてみる間︑絶え間なく
王の御なきがらを奉安する御ひつぎの車
午後八時ごろ︑御ひつぎの車は︑御殿に

お着きになった︒
しょだな

りっぱな書棚に︑たくさんの人形や︑家

﹁はい︒﹂と答へて次の間から出て來た犬
夕方︑迎への車が來ました︒

ぐるりと

十一一価2

漕水艦は︑思ひきりよく攻撃態勢を捨て

子規

暮5あけくれ・ひぐれどき・

て︑ぐるりと艦首を向けかへた︒
ゆうぐれ

くれ ﹇暮﹈︵名︶1

くれ打ち

山門をぎいととざすや秋の暮

﹇塊打﹈︵名︶1

十988図圏
くれうち

︵下一︶

水がなみなみと張られます︒

﹇暮掛﹈

1 暮れかける ︽一

七371 土がほり返され︑︿れ打ちがすむと︑田に

ケ︾

くれか・ける

る︒

これで︑ぼくのかげの長さを計ってくれ

ちょっと糸を持たせてくれたまへ︒

﹇呉給﹈︵五︶4 くれたまふ ︽1へ︾

新川8長い春の日も暮れかけて︑手もとが暗くな

九脳10園

車内の温度をあげてくれたまへ︒

てくれたまへ︒

七728園國旗掲揚毫のかげの端に︑しるしをつけ

たまへ︒

七707園

四939国事

くれたま・う

そっと近づくと︑くるりと葉のうらへま
︵副︶2

はって︑足の先だけ見せてゐます︒

六113
ぐるりと

なほもわが漕水艦は︑敵船の周團をぐる
りとまはりながら︑砲撃を績けた︒

十二梱5

くれなみの二尺のびたるばらの芽の針

くわえん

一機また一機︑黒い翼がぱっと紅の火焔を

波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を卑し

十二珊2 すでに太陽は没して︑西の方だけが星斗

くれのこ・る ﹇暮残﹈︵五︶1 暮れ残る ︽iリ︾

て︑首を振り振り盟操をする︒

十二㎜10

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

十㎜8

やはらかに春雨の降る

十楢3図圖

がやき渡ると︑

九472 山の頂に横たはる雲が︑黄にくれなみにか

雲が︑金色に︑くれなみに︑色づき始めます︒

七柳10 あちらこちらに︑眞綿を引き延したやうな

ねえさんは︑山田のをぢさん・をばさん くれない ﹇紅﹈︵名︶5 くれなみ 紅

︽ーン︾

ごうごうと響く車の音は︑見送ってくれ

くるむ

自分とても︑かれらを法衣の袖にくる

﹇包﹈︵五︶1

んで助けたいのは山々であるが︑

十二642囹

くる・む

る山の歓聲である︒

十ニー41

といつしょに︑車に乗りました︒

十一5010

十一509

きが︑その車を引いた︒

十一463

十一461園車にお召しください︒

や︑車が並べてある︒

十一446

十一1410

は︑︿略﹀高輪の御殿へお進みになってみた︒

たかなわ

十一148

﹁︿略﹀︒﹂が響く︒

十脚11

ころに進み寄りて︑ゑしやくす︒

よいしょ︑よいしょ︒
五763圃
押せ押せ︑車を︑
ゐました︒
よいしょ︑よいしょ︒
押せ押せ︑車を︑
三897 うんてんしゅは︑その車をはっしました︒ 五768圏
よいしょ︑よいしょ︒
押せ押せ︑車を︑
三901 さうして︑自動壷・につけてあったほか 五775圏
よいしょ︑よいしょ︒
押せ押せ︑車を︑
五783圃
の車を持って來て︑とりつけました︒
車だ︑車輪だ︒
七495圃
義塾︑︿略﹀︑ 匡房が車に乗らんとすると
九588図

おひこしました︒

四195 しばらく行くと︑牛の引いてみる車を

るいほどでした︒

四205黄色や︑赤い木の葉で︑車の中が明か
四416 かぐやひめは︑︿略﹀︑天人の用意して來

た車に乗りました︒
に天へのぼって行きました︒

四417 かぐやひめを乗せた車は︑︿略﹀︑しっか
四柵2 今︑日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷
物をつんで︑この 通 に さ ． し か か り ま し た ︒

四価8 兵たいさんは︑車を引きながら︑ときどき︑
﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

四柵5 車を引いてみる兵たいさんが︑けい禮をし
ます︒

四期3 そこで遊んでみる支那の子どもたちが︑車
を引いてみる兵たいさんを見ると︑

四梛9 がやがや何かわからぬことをいひながら︑
三四人は︑車のかち棒にとりつきます︒

四佃2 おくれて來た二三人は︑車の後押しをしま
す︒

四佃6 子どもたちに手つだはれながら︑日本の兵
たいさんは︑にこにこして車を引いて行きます︒

子ども

五538 車にかつををたくさんつんで︑みせいよく くるりと ︵副︶1 くるりと
引いて行くのに出あひました︒

の買出し︒

五752圏子どもの車だ︑ 八百屋の車だ︑
五753圃子どもの車だ︑ 八百屋の車だ︑

五755圃押せ押せ︑車を︑ よいしょ︑よいしょ︒

クレヨンーくれる

494

に暮れ残り︑

クレヨン ︵名︶2 クレヨン

くれる

︽ーレ・ーレル︾

八尋4

いろいろな大砲が︑どしどし作られて︑日

本の國をしっかり守ってくれるのです︒

だいじな物資や︑郵便物や︑私たちを一

なかなか前へ出してくれない︒

くれない︒

九978

氣に運んでくれる︒

文豪⑧圃

九皿9園しかし︑よくこれまで戦ってくれた︑手

がらを立ててくれたと︑手を合はせて拝みたい氣

けさは︑子どもたちが早く起きて︑朝御

持にさへなります︒

朝夕︑武運長久を祈ってくれるおまへた
ちよつと見せてくれ︒

ああ︑よくやってくれたなといひながら︑

どうかりっぱな武士になり︑家の名をあ

ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見答えて

ふ
ここへ始めて來た諸君を︑自然はこの吹

昔から月ほどやさしい︑平和な氣持を與へ

﹁あげようか︒﹂と︑投げてくれたをぢさ

ほかのことを考へないで︑みっしり仕事

をやってくれ︒

十742囹

んは︑よい人だつた︒

十492圃

てくれるものはありません︒

十423

よい試練を與へてくれた︒

九川11園諸君をりつばな開拓者にしょうとして︑

かいたくしや

雪をもつて迎へてくれた︒

ぶき

九訓9園

みて︑にこにこしながら食事を運んでくれる︒

九㎜1一

げてくれ︒

九旧8園

翼をなでてやったりしますよ︒

九M10園

九皿10園手がらを立ててくれたと︑

飯の支度からお庭のさうちまで︑私の知らないう

おやおや︑おかあさんをかいてくれまし
おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れて︑

九217国幽

九226国

住民たちも︑心から日本軍になついて︑

それから︑日本の兵隊さんは︑かならず
話しかけられた人たちも喜んで返事をした

このやうに︑ことばと文字は︑私たちの心

さっそく︑そのことを祖父にいひますと︑
昔から︑航海の目蒲てとなってくれたのは︑
今までからだを浮かしてみてくれた海が︑
いくら力を出して泳いでも︑なかなか前へ出して

九977

この星です︒

九907

祖父も︑﹁︿略﹀︒﹂と教へてくれました︒

九重1

﹁︿略﹀︒﹂と許してくれました︒

びんご

胡同は︑子どもたちを育ててくれる母のふ

ところのやうなものである︒

十圏12

たになってくれないかとすすめられた時︑

十衛6備中・備後の二箇國を與へるから︑みか

びつちゆう

み育ててくれた︑尊い母の姿であったのでせう︒

篭工1 最後にひらめいたのが︑二十何年いつくし

たりしてくれたのは︑母であった︒

九801父は︑しばらくだまってゐましたが︑ 十746 この間に立って︑佐吉を働ましたり︑慰め

を樂しくしてくれます︒

九413

り︑いろいろなことを話したりしてくれます︒

九3910

勝ってくれます︒

九325囹

大東亜の建設に協力してくれてみる︒

九256国

とを︑おかあさんからの手紙で知って︑

ひさ子の世話をよくしてくれたりするこ

ちの眞心が︑

九209国

﹁︿略﹀︒﹂とはげましてくれた︒

九206團

たね︒

八価4園

ちに︑すっかりしてくれたのですよ︒

八旧4圓

もくれないといったふうです︒

一447 ボクハ︑クレヨンデシャセイヲシマシタ︒ 八桝2 いういうと泳いで︑ほかの魚などには︑目

64

そのそばに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑クレヨンで書い

︵下一︶

てありました︒

六836

﹇呉﹈

且おくれる

く・れる

三604 金魚やさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑小さ

なあみをかしてくれました︒
入れてくれました︒

三615金魚やさんは︑もをガラスばちの中へ
三788 にいさんもかせいしてくれました︒
三862園 うさぎ君︑助けてくれ︒

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさ

三㎜1囹私に︑このかめを責ってくれないか
ね︒

四165

んはぼくの頭をなでてくれました︒
四179 にいさんは︑︿略﹀︑軍かんやひかうきの

おもしろい話を︑いろいろとしてくれました︒

五儲6園すると︑年取った神様が︑私に︑海の御
殿へ行くやうに教へてくれました︒

五柵8園 では︑鯛をちょっとここへ呼んで來てく
れないか︒

六877国國 ぼくに︑ちょっと︑はかしてくれ︒
﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑二人は︑﹁︿略﹀︒﹂

とほめてくれました︒

七942

七㎎7 武器や船具を返してくれるやうに︑たびた
びかけ合ひました︒

日本船に水さへもくれません︒

七餌9 ノイツは︑武器や船具を返さないばかりか︑

と︑日本語ではっきり教へてくれました︒

八238国満人の子どもにたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂

495
〈れる一くろい

てんがい

つて︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれる︒

十一802 かへで・ぶな・くりなどの木々が茂り合
十一価3團 毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑
私をこんなに丈夫にしてくれたのでせう︒

十一佃4国晴れ晴れとして心の逸しい時には︑花
の方から︑進んで動いてくれます︒

十一伽10 一人の兵隊さんが︑俳句を作ったから見
てくれといって︑夜中にやって來た︒

十一悩9 その前夜︑自作の俳句を讃んでくれと︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑以前セレベスにみた人が笑

わざわざやって來たのである︒
十一矯11
つて教へてくれた ︒

十一別5 土地の習慣や生活には目もくれない︒
てるるのだ︒

十一一108 日本を守ってくれる寳が︑この中に生き

る山の歓聲である ︒

十一一142 ごうごうと響く車の音は︑見送ってくれ

質問もし︑それで予を啓襲してくれることがある︒

十二338園 ほかの弟子は︑教へについていろいろ

くれる

暮れる

だれも知

日がくれる︒

クレル

荒鷲︑よくぞやってくれた︒

に︑やつばり雲のいたづらだったのか︒

﹇暮﹈︵下一︶9

十二盟12

︿・れる

日ガクレマシタ︒

︽ーレ・ーレル︾

一681
もうかへらうよ︑

三麗6圏生まれた村にかへったら︑

三937圖

とはうにくれてうらしまは︑

あけて見ました︑玉手箱︒

らない人ばかり︑

柳のかげが暮れて

日はくれる︒
はん
六682日がくれてまもなく︑けたたましく︑半
沼の岸︑

四785圏圓山は大雪︑
しよう

母馬子馬︑

鐘が鳴りだしました︒

暑い日がやっと暮れても︑よひの間は家の

七967圏
行く︒

九価8

暮れさうでなかなか暮れない︒

のどかな春の日は︑暮れさうでなかなか

中がむっとして︑

十一379
暮れない︒

十一379

十一四3

か

乃木將軍は︑黒の上着に白のズボン︑胸に
も

くろい

黒い

エビハスキトホッテ︑目ダマダケガ︑ク

クロイクモガ︑空イッパイニヒロガリマ

︽一

黒と黄色のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼ

く

は︑金鶏動章が掛けられてあった︒

きんしくんしやう

十885

十二514園 どうか残りを聞かせて︑私に悟りを開 くろ ﹇黒﹈︵名︶2 黒←まっくろ
かせてくれ︒

十二525園 おまへは自分のことばつかり考へて︑
人の腹のへってみることを考へてくれない︒

クロイ

ともつかないものが︑ふはふは飛んで來たり︑
﹇黒﹈︵形︶33

一50一

イ・ーク︾εうすぐろい・どすぐろい

くろ・い

十二802園心得ましたllはて︑何を費ってくれ
ようか︒

は︑私たちに十分な熱と光とを送ってくれる︒

シタ︒

十二梱6 これほど遠いところにありながら︑太陽
十二閥7 國語こそは︑まことにわれわれを育て︑

一595

︿ろいはこの車が︑あとからあとから
やって來ます︒

二藍8

ロク見エマス︒

われわれを教へてくれる大恩人なのである︒
十一一㎜9 整備員が思ひきり帽子を振って見送って
くれる基地の朝は ︑

十二㎜9 あれほど敵艦船であってくれと願ったの

月はまつ

にいさんは︑前よりもずっと色が黒く

なって︑強さうに見えました︒

四147

一期6團園黒い衣のそろひでまふと︑

子どもたちといっしょに︑黒いぶたや︑ふ

黒やみの夜︒

五167

黒い紙をはって︑部屋を暗くしました︒

とったひつじが二三匹走って來ます︒

六366

屋が︑ぱっと明かるくなりました︒

六476 黒い紙を取りのけると︑今まで暗かった部

のあとには︑

七367 黒い牛が︑ゆっくりと引いて行くからすき

林のやうに立ち並ぶ煙突から︑絶えず黒い

煙を吐き出してみるのです︒

八893

にはぎ取られて行くと︑

八㎜7 黒くて︑ざらざらしてみる表面が︑しだい

その中にたった一人︑色のあまり黒くない︑

十歳ぐらみのかはいい少女が︑

九273

くコリ

明けて行く朝︑窓ガラス越しに︑林が黒

愛い砂原や︑黒い岩底が現れて射た︒

十216波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海岸には︑
十515圃
い︒

ぼん

十879 白あし毛の馬に︑黒い鞍を置いて乗ってゐ
た︒
かうやく

十㎜3 白木の盆のところどころへ︑黒い︑やはら

この人たちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑

かな膏藥のやうなものを︑︿略﹀つめてみる︒

十伽10

くわえん

一機また一機︑黒い翼がぱっと紅の火焔を

黒い漆を塗って行く︒

十伽8

うるし

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

進んでゐます︒

十鵬5 船は︑黒い漆を流したやうな海原をけって

十佃6 全身に冷汗が流れ︑目のまはりに黒いかげ

くろいつち一くわ

496

ができて︑目の光もにぶくなってしまひました︒

すると︑にはかに黒い雲がわいて來た︒
りゆう

のけようとするやうに

十㎜2 おほひかぶさって來る黒いかげでも︑梯ひ
十踊11

十一729 そばに黒い雲が龍のやうに績いてるる場
合には︑
十一鯉5 白い山羊もみれば︑黒いのもみる︒
こくたん

十一㎜11 住民はパプア族で︑色は黒檀のやうに黒
くてつやつやし て を り ︑

十二価3 全員が︑マライ人より黒く日にやけて︑

歯だけが妙に白い︒
はだ
十二価6 からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫
と汗もが一面の怨語をゑがいてるる︒

十二麗3 濃い色ガラス︑または黒くいぶしたガラ
スを通して太陽を見ると︑
なものが見えることがある︒

十一一撹4 太陽を見ると︑表面に黒いごま粒のやう

十二鵬6 荒なはで枝をつった松の根もとに︑そつ
と顔を出してみる黒い土を見つけた︒

十二欄3 澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑

十二㎜6 なるほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぽ
つつりと黒い船らしいものが見える︒

十二㎜8 しかし近づくにつれて︑その黒い物は︑
しだいに大きく空へひろがって行く︒

黒い 偉

くろいつち ︹題名︺1 黒い土
十一一燭3

大將源義朝は︑赤地錦のひたたれ

み なもとの

十一622図

くろいとおどし ﹇黒糸絨﹈︵名︶1 黒糸をどし
に︑黒糸をどしの甲着て︑

﹇苦労﹈︵名︶1

手勢εごくろう・ごくろ

といへば︑九郎︑又略﹀︒﹂と申す︒

うさま

くろう
洋上飛行の目となり︑道しるべとなる偵

みなもとの

﹇黒馬﹈︵名︶1

黒馬

大將源義朝は︑

よしっね
九郎義纒

︿略﹀︑黒馬に黒く

察員の苦螢は︑並みたいていのことではない︒

十二盟8
くろうま

十一623図

よしっね

黒くら

大嶺軍九郎義経︑川端に打ち出で︑水の

﹇九郎義経﹈︹人名︺1

ら置いて乗ったりけり︒

十998図

くろうよしっね

みなもとの

﹇黒鞍﹈︵名︶1

おもてを見渡して︑

くろくら

黒々

くろしお

黒潮のたぎるただなか︑

﹇黒潮﹈︵名︶3 黒潮

うらやす

ひもしげく︑ 浦安の國そこの國︒

九65図國

大船の通

わが大日本の磯を洗ひながら︑北上し︑東へ轄じ

十一一柵1圃 かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑

おほや
黒潮と麗風と︑その焦駝に︑神は大八

て︑遥かにアメリカの大陸をつく︒

黒水晶

夜が來て︑山脈の上の黒水晶のやうにつ

﹇黒水晶﹈︵名︶1

洲を生み︑皇祖皇宗は國を肇めたまふ︒

しま

十二柵7圃

十一㎜4

︿うすいしょう

﹇黒﹈︵五︶1 黒ずむ

︽ーン︾

やつやした大陸に︑南十字星がかかって︑
くろず・む

くろ・む

これは︑おみやげにと思ひまして︑求

﹇黒竹﹈︵名︶1 黒竹

黒む

︽ーミ︾

吹く潮風に黒みたる

はだは赤銅

黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと

﹇黒山﹈︵名︶2 黒山

十7810

くろやま

學校から︑黒山のやうな邦人の群が︑わ

に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒

あっとなだれを打って道路へ押し出して來た︒

十二229

でも︑桑の葉をどうしたらいいかしら︒

桑

さういはれてみると︑うちには︑桑の木が

﹇桑﹈︵名︶13

五317園

ないことに氣がつきました︒

五323

くわ

しゃくどう

五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三

﹇黒羽﹈︵名︶1 黒羽

4図圃

﹇黒﹈︵四︶1

十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一586図

くろは

めてまみつた黒竹の杖でございます︒

十一78園

くろちく

に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒

大將源義朝は︑︿略﹀︑黒馬に黒く 十一一儒8 桑畠の雪もだいぶ減って︑あちらこちら

ら置いて乗ったりけり︒

十一623図

くろぐろ

茂った夏草︒

黒々と光ってみた油の表面からは︑一時に︑

くろぐうと︑

﹇黒黒﹈︵副︶3

七755圃

くろぐろ

八995

ぱっとほのほがもえあがり︑

日がな一日︑露天で働く石工たちは︑み
黒煙
しゅんかん

こくたん

さながらに︒

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもく 十一

﹇黒煙﹈︵名︶4

んな日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒

十ニー72
くろけむり

十703

轟然︑天地をゆするやうな音響とともに︑

ぐわうぜん

と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒

十界1

太平洋の夜明け︑遠い地平線上に︑黒煙

黒煙は天に立ちのぼった︒

十二伽1

ぐんぐん近づくと︑敵船は︑もうもうと

のなびくのが漕望鏡に絶つた︒

十二㎜10

黒煙を吐いて逃げ出した︒
したん

御竈は紫檀にも黒檀にもあらずして︑た
だ黒きぬり机なり︒

十78図

くろう ﹇九郎﹈︹人名︺1 九郎■あらおのくろ くろ・し ﹇黒﹈︵形︶1 黒し ︽ キ︾
う︒すどうのくろう
すどう

十一65ε図爲朝︑須藤の九郎を呼びて︑﹁︿略﹀︒﹂

497
くわ一くん

五324 二十匹のかひごは︑桑の葉をほしさうにし
て︑動いてゐます︒
したからです︒

五326 あそこの畠に︑桑の木があることを思ひ出

唐綾をどしの甲着て︑鍬形打つたるかぶ

からあや

十柵6図
を
との緒をしめ︑

ぶとをつけ︑

十一623図黒糸をどしの甲着て︑鍬形打つたるか

利根のてがらは︑かかりの兵隊さんから︑
自分の考へや感じを︑いっそうくはしくし︑

あめつち

天地ときは

﹇尊父千足国﹈︹地名︺1

星の動き方を︑もっとくはしく調べて見ま

細父千足の國

くはしほこちたる

ちたる

細戊千足の國は︒

くはしほこ

九73図圏

みはあらず︑

浦安の安らかにして︑

くわしほこちたるのくに

すと︑

九915

深くして行くことができます︒

九419

くはしく文子さんに知らせて來ました︒

五枷9

五328 さっそく︑桑の葉をもらって來て︑箱の中 くわし・い ﹇詳﹈︵形︶3 くはしい ︽ーク︾
へ入れてやりますと︑

うに︑桑をもらっ て か へ っ て 來 ま し た ︒

五337 風も吹いてゐましたが︑私は︑いつものや
五342 私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいにふいて︑
かわかしてから︑かひごにやりました︒
か︒

五364囹 ゆうべ︑桑をやるのを忘れませんでした

五376桑をもらひに行く途中も︑心の中で︑
﹁︿略﹀︒﹂といのり ま し た ︒

鍬形

︽1へ︾←つけ

くん

かれらは︑鹿介を中心として︑主家の再興
桑畠

桑畠の雪もだいぶ減って︑あちらこちら

﹇桑畑﹈︵名︶1

﹇加﹈︵五︶3

加る

︽ーッ・ーリ︾

毛利攻めのお先手に加り︑もし職功があ
ひでよし

人麻呂も御供に加つた︒
一

一路機首を北へ向け︑めざすクワンタン東

︵名︶

尼子方は秀吉の軍勢に加って︑毛利攻めの

﹇君﹈

与いさむくん・うさぎくん・おのくん・

方八十キロメートルの洋上へ︑まっしぐら︒

十634

クワンタン東方八十キロメートル

クワンタンとうほうはちじつキロメートル

十二429

先がけとなった︒

九悩3

りましたら︑

九溜10園

︿わわ・る

に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒

十二榴8

くわばたけ

を企てた︒

九糊10

五383 けれども︑どうしても桑をたべようとしな くわだ・てる ﹇企﹈︵下一︶1 企てる ︽ーテ︾

五379 つみたての桑の葉をやると︑

四度めの眠りをすましたかひごは︑︿略﹀︑

いのが︑五匹ゐました︒
五387

桑の葉を︑おいしさうに︑たくさんだべました︒

五402囹 あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こん
な白い糸が出て來るものですね︒

くわ ﹇鍬﹈︵名︶1 鍬与まぐわ

加へる

七431 うがちぞめといふのは︑鍬で土をほる儀式
﹇加﹈︵下一︶3

であります︒

くわ・える
くわえる
お ほ ぐま

九931 まつ︑北斗七星とその附近にあるいくつか
の星を加へて︑大熊座といひますが︑

十旧10 海岸からの敵の銃砲火は︑ますます烈しさ
を加へて來た︒

﹇鍬形﹈︵名︶2

十一柵3 一音は一音より妙を加へ神に入って︑
くわがた

きよしくん・こじまくん︒しょうじくん・たけおく

ん・たけおくんたち・ただしくん・たぬきくん・た

ろうくん・ともだくん・ほんだくん・まさおくん・

訓

かんじのおんとくん

﹁くに﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるも

﹇訓﹈︵名︶14

やまもとくん・よしおくん・わたなべくん
くん

のですが︑これこそわが國の昔からのことばで︑

十備2

それらの讃み方が︑自然﹁生﹂の字の訓と

﹁國﹂﹁民﹂﹁靴﹂﹁杖﹂などの訓は︑一つで

それを漢字に當てて讃んだものです︒
十備2
すが︑

このやうに︑訓にも︑音のやうに二つ以上

なったのです︒

十恥6
十備7

音と訓を持つた漢字を︑二字以上組み合は

ある場合があります︒

どの漢字もすべて音で讃むか︑または訓で

せて︑ことばが書き表された場合には︑

十描8
十備10

﹁神様﹂﹁笑顔﹂﹁物干竿﹂などは︑訓ばか

讃むのが普通です︒

りで讃む場合です︒

十宙1

﹁さんせん﹂﹁ふぼ﹂︑あるひは﹁やまかは﹂

﹁重箱﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下を

﹁ちぢはは﹂と︑音でも訓でも讃める場合があり

十宙4

ます︒

十柵6

﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を音

訓で学んだり︑

漢字を音で讃むか訓で警むか︑どの音で讃

漢字には︑このやうに音と訓があり︑

で讃んだりする場合も︑まれにはあります︒

十柵6
十柵8
十宙10

み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑讃みならはしに

どの音で讃み︑どの訓で澄むかは︑

よってきまるのです︒

十佃1

十佃5 私たちが漢字を工む時には︑このやうにい
ろいろな漢字の音と訓とに注意して︑

ぐんしれいぶ・こういぐんしれいかん・ていこくり

ぐん ﹇軍﹈︵名︶18 軍←えいべいぐん・かんとう

ぐん・もうりぐん・りくかいぐん・ロシヤぐん

くかいぐん・どうしぐん︒にっぽんぐん・べいえい

する日が來ました︒

五⁝川6 いよいよ︑わが軍が︑敵の陣地にとつげき

うとう︑その陣地をせんりゃうしました︒

五㎜6 わが軍は︑勇ましく敵にとつげきして︑と

の大さわぎ︒

八305図 不意を討たれて︑平家の軍は︑上を下へ

射撃にみまはれる︒

十二975図園父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打
もろやす

今こそ師直・師泰の軍に立ち向かひ︑

もろなほ

ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒
十一一988図國
身命を蓋くして合戦仕り︑

軍醤殿

病院がわが軍に占領されたことを知った
﹇軍医殿﹈︵名︶2

やがて呼吸が不正になり︑脈がかすかにな

十一一搦4
時︑

ぐんいどの

十㎜9

つたので︑軍讐殿に知らせました︒

軍装殿は︑すぐ來られましたが︑患者はも

う口をきく力もありません︒

昼鳶10

おかあさんは︑
軍歌

一命を捨てて君恩に報い

夕食後は︑ぼくらの最も辞しい時間で︑

﹇軍歌﹈︵名︶1
ろ

グンカン

三210九軍かん⁝⁝⁝三十一

ぐんかん ︹課名︺2軍かん

﹇軍艦﹈︵名︶18

三316九 軍かん
軍かん

お風呂へはいったり︑軍歌の練習をしたり︑

ふ

七802團

ぐんか

よといってゐられるが︑

十139園

八311図 平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか くんおん ﹇君恩﹈︵名︶1 君恩
ら谷に︑なだれを打って落ち入りたり︒
きんしう

て出崩したわが軍が︑つれて行った鳩であった︒

八646 足の番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向け
八648 錦州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜ
ん敵の大軍に出あって︑はげしく戦った︒
るを︑義家の軍さんざんに討ちて︑

九597図 はたして︑敵︑三百鯨騎をかくしおきた
九槌9 みかたの軍は約七千であった︒

ありませんが︑

三318

大きな大砲がいくつもあって︑てき

の軍かんをどしどしうちます︒

じゅんやうかんはゆくわいな軍かん

ですよ︑せんかんよりもずっと早く走れて︑

三337圏

三351園小さいくせにぎょらいで︑大きな軍

にいさんは︑︿略﹀︑軍かんやひかうきの

かんをやっつけます︒
四178

軍かんといっても︑加賀などは︑動く

おもしろい話を︑いろいろとしてくれました︒
四184園

海岸も軍艦の上も︑おうゑんの水兵さんた

ひかうちゃうのやうなものですよ︒
五888

おまへたちは︑この軍艦を代表して︑競

ちで︑いっぱいです︒

五892囹

軍港を出て行く時︑港内にみる軍艦と︑

熱するのだ︒

六302團

映壷の幕は︑

たったあれだけなのに︑

たがひにあいさつのラッパを吹きかはして︑

六496圏

今まで軍港のやみに包まれてるた軍艦の壮

何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒

九523

たかち ほ

軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑冬は六時で

大な姿が︑だんだん現れて來る︒

九534
ある︒

われは護

十98 ある日︑わが軍艦高千穂の一水兵が︑手紙

いで軍艦に乗り組みて︑

を讃みながら泣いてみた︒

十一価4團

だが︑軍艦旗を朝風になびかせながら︑

午前八時になると︑艦尾の旗竿に軍艦旗が

艦長を始め乗員一同は︑皆︑姿勢を正して

軍艦旗に敬帰する︒

九572

あげられる︒

九5610

軍港を出て行く時︑

六298国

らん海の國︒
三317 春雄さんは︑軍かんが大すきです︒
まだ︑ほんたうの軍かんを見たことは ぐんかんき ﹇軍艦旗﹈︵名︶5 軍艦旗

マシタ︒

一245ワタナベサンガ︑グンカンノエヲ

十953囹 一鷹軍で受け取って︑その上︑正式の手ぐんかん
はしばひでよし

績きをしてからいただきませう︒
に毛利方を攻めるに違ひない︒

十型2 この城が落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑直ち
十帽5囹 一時︑秀吉の軍に降り︑時機を待て︒
十一533図 わが軍の稲莚大いに振るふ︒

をぢさんのお話を聞いたりして︑軍かん

三322

三332圏

がっしりした軍かんです︒

せんかんは︑一ばん大きくて︑一ばん

のことはよく知ってゐます︒

十一567図 わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈

三329園

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒
キンセウ

十一572図圖 特二我が軍ノ損失・死傷ノ僅少ナリ
シバ︑

十一槻6 わが軍の貨物自動車は︑＝塁＝塁正確な

力軍
キ艦

ぐん一ぐんかんき
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499
ぐんかんこうしんきょく一ぐんこう

九573 朝日にかがやく軍艦旗が︑海風にひらめき
ながらしづしっとのぼって行くさまは︑

軍

九575 軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗
員は︑これから訓練に取りかかるのである︒
ぐんかんこうしんきょく ﹇軍艦行進曲﹈︵名︶2
艦行進曲
東京から放送されて來た︒

十二圏9 この夜感激の軍艦行進曲が︑遥か祖國の
十二脳3 軍艦行進曲を聞きながら︑われわれは︑
だまったまま︑静かに端坐してみた︒

九210 九 軍艦生活の朝⁝⁝⁝五十二

ぐんかんせいかつのあさ ︹課名︺2 軍艦生活の朝

九521 九 軍艦生活の朝
ぐんかんマーチ ︵名︶1 軍艦マーチ
七533 軍艦マーチが聞えます︒

軍旗

六33 十四 軍旗⁝⁝⁝七十六

ぐんき ︹著名︺2 軍旗

六761 十四 軍旗
﹇軍旗﹈︵名 ︶ 1 3

六762圃 軍旗︑軍旗︑ 天皇陛下の みてつから︑

ぐんき

お授けくださる尊い軍旗︑

六762圃軍旗︑軍旗︑
お授けくだ

わが陸軍のしるしの軍旗︒

六765圃 天皇陛下の みてつから︑
さる尊い軍旗︑

六766圖 わが陸軍のしるしの軍旗︒

死

六767圃 軍旗︑軍旗︑ 天皇陛下の おことばを︑
心にきざんでみ國を守る︑ わが陸軍のいのち
の軍旗︒
軍 旗 ︑ 軍旗︑

六774圏 わが陸軍のいのちの軍旗︒

占ハ祐7圏

ぬるかくごで敵地に進む︑ わが陸軍のひかりの

六775圃 軍旗︑軍旗︑ 天皇陛下の 御前に︑

軍旗︒

六π5圏

軍旗︑軍旗︑

御前に︑

死ぬるかくごで

て行かれる︒

十二345園大きな力で︑ぐんぐんと人を引っぽつ

黒煙を吐いて逃げ出した︒

十二伽9 ぐんぐん近づくと︑敵船は︑もうもうと

利根は︑小さい時︑文子さんのうちで育て

その親が︑軍犬として︑職地ではたらいて

もらった子犬も︑りっぱな軍犬にしてみた

自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬になるの

ね

軍犬利根

と

はん

軍犬利根⁝⁝⁝百六

軍犬利根

その間︑第一線と本部との間をお使ひする

二十二

ぐんけんとね

五311

五描5

二十二

ものは︑軍犬利根でありました︒
と ね
︹課名︺2 軍犬利根

五備4

けないで︑りっぱにやりとげます︒

五個1国 もう︑軍犬のすることは︑どの犬にも負

した︒

五佃6国 利根は︑たいそうりっぱな軍犬になりま

だと思ふと︑うれしくてたまりませんが︑

五麗1

いと思ひました︒

五柳4

みると聞いた文子さんは︑

五塀3

られた︑勇ましい軍犬です︒

五柵8

みいくさに︑ ぐんけん ﹇軍犬﹈︵名︶7 軍犬
わが陸軍の

天皇陛下の

わが陸軍のひかりの軍旗︒

天皇陛下の

敵地に進む︑

六781圏
軍旗︑軍旗︑

いつでも勝っててがらをたてる︑

六782圃

軍旗︑軍旗︑

ほまれの軍旗︒

六782圏

ぐんぐん

わが陸軍のほまれの軍旗︒

︵副︶14

六786圃
ぐんぐん

その土地が動きだして︑大きな舟のや

汽車はぐんぐん大きくなって︑こっち

へ來ます︒

二皿8
一一一143

小さくて︑かるくて︑ぐんぐん走りま

うに︑ぐんぐんとこっちへやって來ました︒

たいへんな勢で︑ひるも夜も︑ぐんぐん

三348園
す︒

四63

とのびていきました︒

このすばらしい舟になるために︑あ
道がだんだんのぼりになって︑自動車

の木は︑ぐんぐんのびたのかもしれない︒

四126囹
四201

ちゃうどよい風が吹いて來て︑糸を

はん

文子さんがねがってみたやうに︑利根は︑

陛下には︑將官ステッセルが仁平のた

くんこう

﹇軍港﹈︵名︶3

軍港5シンガポールぐ

だが︑軍艦旗を朝風になびかせながら︑

軍港を出て行く時︑

六301團

んこう

ぐんこう

めに書くしたる動功をよみしたまひ︑

十856図国

軍隊の軍犬班へ︑はいることになりました︒
くんこう
﹇勲功﹈︵名︶1 動功
くんこう

五摺7

すると︑こまは勢よくぐんぐんまはり ぐんけんはん ﹇軍犬班﹈︵名︶1 軍犬班

は大きな音をたてて︑ぐんぐんのぼりました︒

四532
ます︒

四918国

のばすとぐんぐんあがります︒
一かさごとに︑ぐんぐん早さをまして進み
ぼくらは︑はしけに乗って︑ぐんぐん沖へ

五913
ます︒

いわし雲がぐんぐんふえて來ると︑

日は︑ぐんぐんと落ちて行きます︒

出ました︒

六伽2
七描9

十一736

九522 今まで軍港のやみに包まれてるた軍艦の壮
大な姿が︑だんだん現れて停る︒

十587 だが︑敵は軍港深くたてこもって︑出港す
るけはひがない︒

君子

君子だつて︑困る場合はある︒

君子 は そ こ が 違 ふ ︒

君子 も 同 じ こ と だ ︒

道を修めないのは君子の恥でございま

君子を容れないのは世の中の恥でござ

出撃の訓示をする司令の目は︑ぎらぎらと

光ってみる︒
十618﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂訓示に答へるやうに︑全

から︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒
くんしやう

動章呂

四987圏 軍人さんの胸は︑くんしゃうでいっぱい

きんしくんしょう

くんしょう ﹇勲章﹈︵名︶4 くんしゃう

十二242 部隊長の訓示が終ると︑︿略﹀邦人の間

心のこもったことばで訓示をした︒

です︒

軍人■ざいこうぐんじ

を乗せて堂々と歩くでせう︒

﹇軍勢﹈︵名︶7 軍勢

ちょくゆ

楠木正成がたてこもった千早城は︑︿略﹀︑

平家の軍勢十萬鯨騎︑一の谷に城をかま

陸には大將義経を始め︑源氏の軍勢︑馬

ひでよし

のくらをたたきて喜びたり︒

八742図

へて︑源氏の大軍を防ぐ︒

八318図

まことに小さな城で︑軍勢もわっか千人ばかり︒

七573

くすのきまさしげ

ぐんぜい

ちょくゆ
こそかな氣持で︑軍人勅諭を奉讃します︒

四988圃花のやうなくんしゃう︑日の丸のやうなぐんじんちょくゆ ﹇軍人勅諭﹈︵名︶1 軍人勅諭
七814團男呼が終ると︑みんな聲をそろへて︑お
くんしゃう︑金のとびの下しくんしゃう︒
日の丸のやうなくんしゃう︑
くんしやう

四991圃

胸には︑うやうやしく勧章をつけた︒

移れる中佐︑

旅順港外うらみぞ

飛び

七9810

今はとボートに

たちまち失せて︑

﹇軍人﹈︵名︶5

軍神廣瀬とその名残れど︒

認る揮に
深き︑

ぐんじん
ん

日本の軍人として︑恥つかしくない御奉

人としてのりつばな精神を養って行くのです︒

かうづけ

むさし

さがみ

つて︑軍勢をさし向けたのであるが︑

十衛9 かうした宗治の態度に︑秀吉はいよいよ怒

水勢には︑はたと困ってしまった︒

十桝1 軍勢には︑ちっとも驚かない宗治も︑この

先がけとなった︒

七841国毎日︑教練をしたり勉強したりして︑軍 九悩3 尼子方は秀吉の軍勢に加って︑毛利攻めの
九207團

軍人となって︑軍に出たのを男子の面目

公をすることができた︒

十104囹

とも思はず︑そのありさまは何事だ︒

ゑちこ

騎︑︿略V︑鎌倉へ齪れ入る︒

かまくら

十901園私のいちばん感じたことは︑日本の軍人 十一249図 越後・上野・武藏・相模の軍勢六萬鯨

青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑

いわし雲よりぐっと大きな塊になって︑

群生する白い雲があります︒

十一731

さばの斑貼に似てみるのでさば雲といひ︑

はんてん

十一η2

ル︾

まことによく國民の本分︑軍人としての ぐんせい・する ﹇群生﹈︵サ変︶2 群生する ︽ース

が實に勇ましいことです︒

十二404

りっぱな畳悟を表した歌である︒
軍人さん

をぢさんは海軍の軍人さんです︒

﹇軍人﹈︵名︶6

三323

春雄さんは︑をぢさんのやうに︑海軍の

ぐんじんさん

三371

さうして︑りっぱな乗馬になり︑軍人さん

くんそく

かれは﹁慶喜討つべし︒﹂と叫び︑

﹇君側﹈︵名︶1 君側

これは﹁君側清むべし︒﹂といきまく︒

十二佃7図圖

國男︑今日は︑軍隊の馬のことを知らせ

てあげよう︒

五658国

昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと ぐんたい ﹇軍隊﹈︵名︶5 軍隊

軍人さんの胸は︑くんしゃうでいっぱい

馬に乗った軍人さんが︑門をはいって ぐんそう εごぐんそう

軍人さんになるといってゐます︒

九871

びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑

四995圃

です︒

四986圏

來ると︑

十二2310 部隊長は︑︿略V︑やさしい︑いたはりの 四752

員のまなざしがかういってみる︒

八886苗圃

十589 いっそのこと︑こっちから出かけて行って︑ ぐんしん ﹇軍神﹈︵名︶1 軍神

ぐんこうない ﹇軍港内﹈︵名︶1 軍港内

﹇君子﹈︵名︶7

軍港内の主力艦をたたきつけるか︒
︿んし
ることがあるのですか︒

十二285園 いったい︑徳の修つた君子でも困られ
十二288 助けないところを見ると︑先生はまだ君

十
く

麟餉

48

十十十十

子ではないのかll

ま30が30302929

出鯉罎

くんじ
﹇訓示﹈︵名︶5 訓示 訓示
くんじ
腔操がすんで︑所長の訓示があった︒

61211じい二す二二ニニ

十九ん

ぐんこうない一ぐんたい

500

501
ぐんとう一けいかん

はん

五相7 文子さんがねがってみたやうに︑利根は︑
軍隊の軍犬班へ︑はいることになりました︒
︿略﹀︑湯茶接待所へ手傳ひに來たのでした︒

八568 軍隊が︑今夜この町を通るので︑私は︑
十二伽2園 かうした温かい心は︑アメリカの軍隊
には決してありません︒

軍刀

十二伽3園私は︑日本の軍隊がつくづくうらやま
﹇軍刀﹈︵名︶1

しくてならないのです︒
ぐんとう

刀と︑帽子と︑手袋とを持って來させ︑

十86ーステッセル將軍は︑副官にいひつけて︑軍

軍馬

﹇群島﹈︵名︶δなんようぐんとう

﹇軍馬﹈︵名︶3

ぐんとう
ぐんば

三811圃 早く大きくなって︑りっぱな軍馬に
おなりなさい︒

九869 けれども︑北斗は︑きっと軍馬に買ひあげ
られるに違ひありません︒

﹇軍兵﹈︵名︶3

軍兵

すぐいただくわけにはいきません︒

十951園 ただ︑軍馬も武器の︸つですから︑私が
ぐんぴょう
ふ ぺやま

九齪8 すべての軍兵を率みて︑富田城の南三里︑
布部山に敵を迎へ討つた︒

十㎜7旧訳 助けまみらせんと思へども︑みかたの
軍兵満ち漏ちて︑よものがし候はじ︒
きやう

十二263 孔子が︑弟子たちをつれて︑匡といふと
ころを通った時︑突然軍兵に園まれたことがある︒

四758まもなく︑新しい軍服を着た一人の兵

ぐんぷく ﹇軍服﹈︵名︶4 軍服与ごぐんぷく

たいさんが︑私たちのところへ來ました︒
一中隊ばかり︒

七762圏びっしょりと︑ 軍服を汗ににじませて︑
兵隊さんが通る︑

七826国 その上に︑ていねいにたたんだ軍服や︑

軍務

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒
﹇家﹈
﹇気﹈

■あまごけ・あまごけさいこう・おだけ・

呂いよげ・うれしげ・こころありげ・なつ

しょうぐんけ

﹇形﹈︵名︶Oえんとうけい

かしげ・ゆげ
けい

計nVかんだんけい・せいうけ

﹇計﹈︵名︶2

わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ

撃つの計を定め︑

十一521図

出た者があったので︑

十描2 すると︑秀吉に︑高松城水攻めの計を申し

い

けい

げ

け

たんすをあけて︑みつから軍服を取り出し︑ け ﹇食﹈δあさげ

背嚢などが︑きちんと置いてあります︒

七988
δごぐんぼう

手早く着かへた︒

﹇軍務﹈︵名︶1

ぐんぼう
ぐんむ

軍務のおつかれで︑王は︑ある夜しばし
群羊

ぐんよう犬

俗にむら雲といってゐますが︑西洋では

﹇群羊﹈︵名︶1

かり寝のゆめをお結びになってみたが︑

十一119
ぐんよう

十一733

訓練

ぐんよう犬もとつげきです︒

﹇軍用犬﹈︵名︶1

よく牧場の群羊にたとへます︒

ぐんようけん

三125園

げい

眞の敬意︑すなはち敬ふ眞心がことばに

﹇敬意﹈︵名︶1 敬意

な藝をする︒

けいい

﹇警戒﹈︵名︶1 警戒

現れることが︑最も大切である︒

十一315
けいかい

輕快

敵の警戒は嚴重らしい︒

﹇警戒艦﹈︵名︶1

警戒艦

輕快な戦闘機といったやうすです︒

せんとう

﹇軽快﹈︵形状︶1

十二踊12
けいかい

八M10

けいかいかん

十二川4 こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の

﹇警戒﹈︵サ変︶2警戒する︽ーシ︾

警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

さんごせう

九528 舷門には︑銃を手にした番兵があたりを警

けいかい・する
戒してみる︒

ろした︒

十一踊1 船は︑憂い珊瑚礁を警戒していかりをお

夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ けいかん n景観﹈︵名︶1 景観

かはぎり

十珊3 まるく輪になったその中で︑猿がさまざま

げい
軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗 げい ﹇芸﹈︵名︶1 藝

﹇訓練﹈︵名︶2

九576

くんれん

かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑

員は︑これから訓練に取りかかるのである︒
十㎜3

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒

毛与うぶげ

をんどりは︑首の毛をさか立てて︑

﹇毛﹈︵名︶5

鏡の中のをんどりも︑首の毛をさか立
一番しまひにるたわにざめが︑白兎を

朝夕︑からだの毛をすいたり︑きれでから
十996図

だをふいてやったりしました︒

五鵬5

てしまひました︒

つかまへて︑からだの毛をみんなむしり取っ

四844

ててるます︒

四562

四559

け

け

けいき一けいぼうだん

502

計器

十一946 この大自然がくりひろげる景観に打たれ
て︑

﹇計器﹈︵名︶2

九価9圏機上整備兵の座席の前には︑たくさんの

けいき
計器が並んでゐます︒

九鼎10囹 これらの計器が一目で見分けられるやう
﹇景気﹈︵名︶1

景氣

にならないと︑一人前ではないのです︒
けいき

七523 船の出る前は︑ほんたうに景氣のいいもの
です︒

敬語を使ひさへすれば禮儀⁝になると考へ

へすれば敬語になると思ったり︑
十︻312

敬語の使用は︑︿略﹀敬ふ眞心がことば

たりするのは︑大きなあやまりである︒

十一313

敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心

に現れることが︑最も大切である︒

十一317

み

こ

町とせなか合はせに績いてるる美しい傾
慶祝

電を︑書き終ったところである︒

十一一桝7

わが國語もまた︑國初以來縫弛して現在

けいそく・する ﹇継続﹈︵サ変︶−縫績する︽ーシ︾

に及んでみる︒
けいだい
﹇境内﹈︵名︶1 境内
けいだい

八944 ことに住吉神社は︑境内が廣く︑社殿がお

けいだい

ごそかに拝まれます︒

﹇毛糸﹈︵名︶1 毛糸

けいば
﹇競馬﹈︵名︶1 競馬

けいば

鯨興として︑勇ましい競馬があり︑︿略﹀︑

よきょう

シ︾

ほかの弟子は︑教へについていろいろ

﹇警備船﹈︵名︶2 警備船

警備船へあがらうか︒

敬服
しんぱう

あれほど守り績けた辛抱強さには︑敬服

﹇敬服﹈︵名︶1

﹇継母﹈︵名︶1 纏母

おとうさんは︑警防員なのです︒

家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを引

いて︑勢よくかけて行きました︒

六698

けいぼうだん ﹇警防団﹈︵名︶2 警防團

六688

けいぼういん ﹇警防員﹈︵名︶1 警防員

祭場の東から南へかけた林の傾斜面は︑拝 九309早耳は︑この子の縫母です︒

けいぼ

のほかありません︒

十906園

けいふく

九伽4

生が︑﹁︿略﹀︒﹂と注意される︒

九972いつもそばを離れない警備船の上から︑先

けいびせん

質問もし︑それで予を啓隠してくれることがある︒

十二338園

けいはつ・する ﹇啓発﹈︵サ変︶−啓襲する︽

祭の氣分は高まって行く︒

九別9

けいば

六875團あたたかい毛糸のくつ下を見て︑

けいと

あとに残して︑

九509 ﹁ブッブー︒﹂と︑けたたましい警笛の音を

至誠の心を表すためには︑最上の敬語を けいてき ﹇警笛﹈︵名︶1 警笛

をこまやかに表すことのできるのは︑

十一3110

けいかう

わが二期に︑敬語がこれほどに襲達した

用ひることをならはしとしてみる︒

十一323
のは︑
けいかう

群行天皇の御子︑やまとをぐなの皇子は︑
﹇稽古﹈︵サ変︶1けいこする︽ーシ︾

敬語の使ひ方

敬語の使ひ方⁝⁝⁝二十五

敬語の使ひ方

けいこ・する

四

四

︹課名︺2

どうかまさえさんも︑いけ花をみっし

十一251

十一25

けいこのつかいかた

りけいこして︑

十一枷2団

︿略﹀︑熊襲をおほろぼしになりました︒

七184

十208 長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなるや けいこうてんのう ﹇景行天皇﹈︹人名︺1 景行天皇

けいけん・する ﹇経験﹈︵サ変︶1纒験する︽ーシ︾

うな地鳴りとは︑年取つた五兵衛に︑今まで経験
したことのない︑無筆味なものであった︒

けいこ ﹇稽古﹈︵名︶1 けいこ5おけいこ

敬語

七791国 ﹁ふせ︒﹂の姿勢で︑小銃を撃つけいこを
﹇敬語﹈︵名 ︶ 1 2

したりします︒
けいこ

つて︑その使ひ方が特別に嚢達してみるから︑

十一254 特に︑わが國語には敬語といふものがあ

いかにもすべりよささうな傾斜が︑長く績
あの絶頂へ登る傾斜は︑少くとも四十五
度以上はあらう︒

十︻963

いてるる︒

八805

十一256 ことばつかひをていねいにするためには︑けいしゃ ﹇傾斜﹈︵名︶2 傾斜
ぜひとも敬語の使ひ方をよく心得ておかなければ
ならない︒

十一261 相手を﹁あなた﹂といふのが︑すでに敬
語である︒

十一國1

観者や︑︿略﹀などで︑うづめつくされてみる︒

九1410

十一265 自分のことを謙遜していふのがわが國語 けいしゃめん ﹇傾斜面﹈︵名︶2 傾斜面
のいき方で︑これも敬語のうちにはいる︒
ある︒

斜面と︑

﹇慶祝﹈︵名︶1

十二佃3圏國今︑日本皇室に封し奉り︑慶祝の親

けいしゅく

十一2710 ﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬語にするので
十一305 女の使ふ敬語には︑やや特殊のものがあ
る︒

十一312 それに︑何でも﹁御﹂や﹁お﹂をつけさ
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けいよう一げきりゅう

ほんたうにきのどくだったが︑けがのな

乗手が用心するならば︑馬もけがはな

十一一盟6

サ︾

撃沈εてきせんげきち

八時四十分︑敵の一機が偵察に歴たが︑

﹇撃沈﹈︵名︶6

わけもなく撃退される︒

﹁サラトガ型撃沈︒﹂やった︒

十二㎜8囹 ﹁戦艦一隻撃沈︒﹂

つぎ早の勝報である︒

十548園﹁英砲艦撃沈︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑矢

ん・レキシントンげきちんき

徳坤が重いけがをしたと聞かれて︑代りあ げきちん
まして︑けがをした者や︑つぶれた家の下

八333図圓

敷きになった者は︑どんな氣持であったらう︒

七979

つて見まひに來られました︒

七264

いのが︑まあ︑何よりのしあはせだ︒

六734園

六742園町のめぬきの場所が助つたのは︑まった けが ﹇怪我︺︵名︶4 けが5おおけが
形容

﹁天にとどく﹂などの形容では追つつく

﹇形容﹈︵名︶1

く警防團のかたがたのおかげです︒
けいよう
十一一鉗10

ものでなく︑これに巻き込まれたら一たまりもな
﹇掲揚﹈︵名︶5こつきけいようだい

いのだ︒

けいよう

けいれい ﹇敬礼﹈︵名︶9 けい禮 単二5さいけ

十二㎜2 そこへまた敵航空母艦ヨークタウン南南

十二國1園

二隻撃沈︑

戦艦カリフォルニや型一隻撃沈︑

十一一圏12園 航空母艦サラトガ型︑ヨークタウン型

沈の勝報である︒

十二盟9園

かるべし︒

﹇汚奉﹈︵五︶1

けがしたてま

下界へ行く途中に︑恐しい男が︑道をふ

四755圏﹁けい禮︒﹂と元斜な聲でいって︑立 げかい ﹇下界﹈︵名︶1 下界

︽ール︾

︵サ変︶

1

︽ーシ︾5あい

撃退する

シ・ーセ︾

ほくわく

るひは撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑

十一565図

艦長︑敵はわが病院船バイカル丸を撃

十二伽6 國旗を掲げない船は︑撃沈してかまはな
いのだ︒

十一一悩5囹

あらわし

わが勇猛果敢な海の荒鷲が︑米のカリ

沈しました︒

十二珊10

﹇撃破﹈︵サ変︶1 撃破する ︽ーシ︾

フォルニや型を撃沈したのだ︒
げきは・する

﹇撃滅﹈︵サ変︶1撃滅する︽iシ︾

ら南下する皇軍が︑スレンバンの町にはいった時

九265 マライの英軍を急追し︑所在に撃破しなが

のことです︒

旗艦プリンスーオブーウェールズと︑戦艦レ

げきめつ・する

﹇激流﹈︵名︶1

激流

パルスを︑どうしても撃滅しなければならぬ︒

十587
︽1 げきりゅう

今まで︑おとうさんたちが勝ちぬいて來
﹇撃退﹈

敵艦の大部分は︑わが艦隊のためにあ

おそれ多くも宮の御道筋をふさいだ上に︑ げきちん・する ﹇撃沈﹈ ︵サ変︶ 4 撃沈する ︽一
けが人

學校には︑何百人目いふけが人が運ばれて︑

﹇怪我人﹈︵名︶1

七262

けがにん

錦の御旗をけがしたてまつるとは︒

七648園

つる

けがしたてまつ・る

さいで立ってをります︒

五978園

いれい

ちあがってけい禮をしました︒

ます︒

四756立ちあがってけい禮をしました︒
四鵬5 車を引いてみる兵たいさんが︑けい禮をし

す︒

四鵬6 番をしてみる兵たいさんも︑けい禮をしま

手をあげてけい禮をしてみる給でした︒

六832弟が持って來た圖書を見ますと︑子どもが︑

劇場

腰には︑毛皮で作った小さなざぶとんのや
﹇劇場﹈︵名︶1

堀ばたの町には︑映壼館や劇場があって︑
激する

最後はまた急流の岩に激し︑荒波の岩に
砕けるやうな調べに︑

十一備1

﹇激﹈︵サ変︶1

人の波が︑あとからあとから押し寄せます︒

八923

げきじょう

うな腰皮をさげてみる︒

九772

七788團大きな目を見はって︑くわつぼつに手をけがわ ﹇毛皮﹈︵名︶1 毛皮
あげて敬禮をした り ︑

九571 ﹁君が代﹂のラッパが奏され︑衛兵隊はさ
つつ

さげ銃の敬禮を行ひ︑

十一113 王は︑母宮殿下にじっと御注目になり︑

敬評する ︽一

げき・する

敬禮をあそばされた︒

2

十二槻8 甲板からは︑一時にさっと右手を學げて︑
︵サ変︶

げきする

﹇ 敬 礼﹈

沈んで行くギリシャ國旗に︑敬程が送られた︒
けいれい・する
シ・ースル︾

げきたい・する

た激戦の敷敷の場面が︑

九247国

九572 艦長を始め乗員一同は︑皆︑姿勢を正して げきせん ﹇激戦﹈︵名︶1 激職
軍艦旗に敬塾する ︒

十148 水兵は︑頭をさげて聞いてみたが︑やがて
手をあげて敬禮し︑にっこりと笑って立ち去った︒

げきれい一けしとめる
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﹇激励﹈︵名︶1

激働

らぐら動くのが︑愉快でたまらなかった︒

十一834 ごうごうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐ
げきれい

九947 先生の激働のことばをしっかり心にだいて︑
先頭から順々に海へはいって行った︒

げきれい・する ﹇激励﹈︵サ変︶1激冒する︽ーシ︾

けさは︑子どもたちが早く起きて︑︿略﹀︑

早く起きて
八旧3園

かうした光景は︑今までに何度も見たが︑

すっかりしてくれたのですよ︒

九節6
﹇下山﹈︵名︶1

下山

今朝ほど尊く思ったことはなかった︒
げざん

﹇怪﹈︵形︶2

けし

︽

ケサ

けさ

今朝

シカラ・ーシカル︾

それはげしからぬ︒︿略﹀︑錦の御蚕をけ

﹇下知﹈︵名︶1

下知

軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる

内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒

十一645図

げじ

しかることをいふ人かな︒﹂と心のうちに思へり︒

十二934図正成︑げにもうれしげなる氣色にて︑
はらはらと涙を甲の袖に落しつつ︑義

﹁︿略﹀︒﹂とちぎり︑

十二995図

心その氣色にあらはれければ︑

ぼくは︑この二つを︑重ねたり︑別々にし

見ることができます︒

六617

たりして︑机の上を見たり︑外のけしきを︑のぞ

すると︑向かふのけしきが︑小さく︑さか

いたりしてみた︒

さまに見えた︒

六622

そのさかさまに見えるけしきを︑大きくし

て見ようと思って︑

六623

ました︒

すみだ
六齪6 水の流れが見えて︑隅田川のけしきになり

川や堀に︑二千といふ船が通ってみるのは︑

窓の外のけしきは攣っても︑︿略﹀生ひ茂

かりに︑私たちが月の世界へ行ったとする

ごつごつした火山が︑到るところにそびえ

登り着いたぼくらは︑何といふすばらし

︵名︶1

消しゴム

﹇下知﹈︵サ変︶2 下知す ︽ーシ︾

尊氏これを見て︑﹁新手を入れかへて︑

こんなけしきは︑南洋のどこへ行っても けしと・める ﹇消止﹈ ︵下一︶ 2 消しとめる ︽1

直義討たすな︒﹂と下知しければ︑

十二9110図

はものども︒﹂と下知しければ︑

十一248図義貞これを見て︑﹁︿略﹀︒進めや︑つ

げじ・す

から海を渡って來たゴムで作ったものです︒

六422園消しゴムや︑ゴムまりも︑はるばる南洋

けしゴム

い景色を︑西の方に見渡したことであらう︒

十一935

どんなに恐しいけしきでせう︒

て︑それが眞黒な大空に突つ立ってるるとしたら︑

十415

と︑そのけしきはどんなものでせう︒

十4010

つたみどりの森林は︑つきることがない︒

九1210

大阪でなくては見られないけしきです︒

八955

しいけしきです︒

九584図國義家の家來︑これを聞きつけて︑﹁け 八9110 大川をめぐらした眺めは︑いかにも大阪ら

がしたてまつるとは︒

七646園

け・し

十915 コンドラテンコ少量は︑︿略V︑部下の將士 十一972 午後二時︑下山の途についた︒
を集めて︑激働してみたさなかであった︒
げくう
﹇外宮﹈︵名︶5 外宮 外宮
げくう

五91團 まつ︑外宮のおまるりをすまして︑それ

げくう
ないくう

から︑内宮へおまるりをしました︒

げくう

五103團神殿は︑外宮と同じやうに︑お屋根がか
ないくう

やでふいてありました︒

出したみそまはじめ祭の行はれたところである︒

九139 ここは︑︿略﹀︑内宮・外宮の御神木を伐り

御神木の前に南面して作られてみる︒

九148 祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮・外宮の けしき ﹇気色﹈︵名︶2 衰色

﹇今朝﹈︵名︶10

始めの事々は︑かくて終ったのである︒

九1610 内宮・外宮の御女臼を奉安する御神木伐り
けさ

四⁝⁝⁝2囹

けしきに見とれながら歩いてゐますと︑ど
そのけしきの美しさと︑みかんを作った人
白い布がはってあって︑それに︑南洋のけ
いちばん初めに︑美しい日の丸の旗のひら
六393囹

めいてるる昭南島のけしきがうつりました︒

六371

しきが︑次から次へとうつって行きました︒

六367

たちの喜びとは︑

六277

こからか︑よいにほひがして來ます︒

軍立4

なんとまあ︑よいけしきだらう︒

一一503 ケサ︑ハジメテ池ノ水ガコホリマシタ︒ けしき ﹇景色﹈︵名︶16 けしき 景色←はるげし
ね︒

三971囹 今朝は︑一家そう動ゐんではたらいた き
五88團 けさ︑元氣で︑こちらへ着きました︒
五838 けさは︑朝顔が三つ咲いてみた︒

七237 けさも目がさめると︑顔を洗ってから︑う
やうやしく神だなに向かって︑辞禮をしました︒

七682園 けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのび
てるたのに︑

八597 けさは︑寒い北風が吹きまくり︑たんぼの
水たまりには︑うすい氷さへ張ってゐます︒

伍長6園 まあ︑けさはどうしたのです︑こんなに
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げしゃする一けっし

︽ーッ・ーラ︾5い

この時︑正面やや遠く辞する南神門のけ

だかさ︑美しさ︒

十54図
けだし

慶喜に不臣の心がなかったとしても︑朝

﹇蓋﹈︵副︶1

七529

︵形︶5けたたましい︽ーイ・ーク︾
はん

けたたましい響きだ︑

﹇蹴立﹈︵下一︶2

けたてる

け立てる

市場早りの朝鮮馬が︑けたたましく鳴いて

あとに残して︑

十301

鐵工場の前︒

あ︑けたたましいどらの音がします︒

鐘が鳴りだしました︒

しよう

六682日がくれてまもなく︑けたたましく︑半

けたたまし・い

敵の名をかうむるのは︑けだし當然であった︒

十二㎜10

けだし

六739園それよりも︑あの風に︑四つつじで︑火

メ︾

事を消しとめたのは︑えらいてがらです︒

︽ーシ︾

七齪4 火は前後二回おそったが︑︿略﹀︑集って來
下車する

︽ーシ︾5かきけす

兵隊さんたちは新京で下車した︒

﹇下車 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

た人々の働きによって︑消しとめられた︒
げしゃ・する

九川12

げじゅん 貼ごがつげじゅん
消す

七752圃

﹇消﹈︵五︶2

九434 文字で書き表す場合には︑書いたものを何

け・す

九509

けつる

けだかい

︽ーイ︾

この道路を︑わが機械化部隊が︑英軍を
5いちねんにかげつ・こかげつぶり・さんしか
決意

今日こそはと︑だれの目にも︑固い決意が

﹇決意﹈︵名︶1

結果

だが︑その結果は︑惜しいことに佐吉の負

﹇結果﹈︵名︶3

十808

けっか

ひらめく︒

十611

けつい

げつ・じっかげつ・じゅういつかげつ

げつ

けちらしながら︑寸時の休みなく追撃する︒

十二期8

けっくわん

その結果︑江戸市中が兵火にかかれば︑

再三再四︑考へた結果︑叙爵﹀︒﹂と命じ

けであった︒

十二608
た︒

十二帽9

血管

交通路は︑ちやうど︑人間でいへば血管

血管

けっくわん

百萬の市民はどうなることか︒

﹇血管﹈︵名︶2
かうつう

けっかん

のやうなものである︒

十㎜6

もし︑血管に少しでもさしさはりがあれば︑

からだの働きも望めないやうに︑

十㎜7

結局︑足もとにも寄りつけないと感じ

亡君の仇を報いたのは︑義には相違な

徳川の家を救ふことは︑結局江戸百萬の

かりに︑太陽をもつともっと遠いところ

十一価6 十六

︹題名︺1

月光の曲

月光の曲

ベートーベンの﹁月光の曲﹂といって︑

決死

北川は︑決死の勇氣をふるって︑すっくと

﹇決死﹈︵名︶3

十一一劉11 荒鷲部隊は︑決死母艦を離れ︑︿略﹀︑敵

十一106囹決死の覧悟で︑御奉公なさるやうに︒

立ちあがりました︒

六梱3

けっし

不朽の名聲を博したのはこの曲である︒

十一餌3

げっこうのきょく

十一606図圓甲の袖にて彿ひ︑けちらして捨て候げっこうのきょく ︹課名︺2 月光の曲
十一35 十六 月光の曲⁝⁝⁝百五
はん︒

じものになってしまふであらう︒

で見るとすれば︑結局は︑︿略﹀小さな星と︑同

十二鵬1

市民を救ふことであるIl

十二川10

つて國法を破ったのである︒

いが︑みだりに騒動を起したのは︑結局私情を以

十二605園

ながら︑ついて行くのである︒

十二349園

﹁ブッブー︒﹂と︑けたたましい警笛の音を けっきょく ﹇結局﹈︵副︶4 結局

べんも讃み返して︑消したり書き足したりして︑
﹇削﹈︵五︶4

過ぎる︒

各艦のけたてる眞白な波が︑くっきりと目
﹁わあっ︒﹂とときの聲をあげ︑砂をけ立て
て︑いっせいに立ちあがった︒

十悩1

にしみる︒

十644

︽ーテ・ーテル︾

けた・てる

十2310 かれらは︑すぐ火を消しにかからうとする︒
けず・る

八欄7 きたへられた鐵の柱は︑今度は機械に掛け

けずる
られて︑外側をまるくけづられて行きます︒

八専1 若い職工さんもみて︑油をさしたり︑けづ
られて行く砲身のまるみを計ったり︑

八二3 外側がきれいにけづられて︑砲身の長さと︑
まるみとが︑きちんとそろって來ると︑

げ た
げた 下駄

十889 思へば︑しのぎをけつつて職ひぬいた爾將 けちら・す ﹇蹴散﹈︵四五︶2 けちらす ︽ーシ︾
﹇下駄﹈︵名︶2

軍である︒

げた

﹇気高﹈ ︵ 形 ︶ 2

でるて︑奥では︑がやがや人聲がします︒

五801 げたをはいて︑うらの畠へ行ってみる︒
げ た
十一478 蹄ってみると︑入口に下駄が何足も並ん
けだか・い

美しい二重橋︒

三総3圃 目の前にをがむ二重橋︑けだかい︑

けだかさ

六悩7圃目の前にをがむ二重橋︑けだかい︑美し
﹇気高﹈︵名︶1

い二重橋︒

けだかさ

けっしたまう一けつるい
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︵五︶

1

決したまふ ︽一

航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒
﹇ 決給﹈

おまへには︑決して犬死をさせないそ︒

十柵3囹決してむつかしいものではございません︒
十柵6園
十一282

けっしたま・う

十一613図國
十ニー34

石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい仕

決してそんな氣持にはなれない︒

事をしてみるやうで︑決してさうではない︒

十ニー96

十二335園決してぼんやり者ではない︒

﹇決心﹈︵名︶2

決心

ケッショウテン

宗治は︑あくまでも職ひぬく決心であった︒

3 決す ︽ース・ースル・一

いまだ天の明けざる前に勝負を決す

︵サ変︶

十盟8 急いで報告しようと決心し︑いっさんに走

﹇決﹈

り出した︒
けっ・す

しゆう

源平敷を書くして勝負を決せんこと︑

かれらが首を正行が手に掛けて取り

できれば髄當りと︑艦長は心に決した︒

けっ・する﹇決﹈︵サ変︶2決する︽ーシ・ースル︾

つのうちに戦を決すべきにて候︒

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑二

十二991図圓

決してしかるべきにあらず︒

十︻612血判

ること︑何のうたがひも候はず︒

十一608図國

源平敷を轟くして勝負を決せんこと︑ セ︾

決して御心配くださいますな︒

十二鞭1 徳川の家を救ふことは︑結局江戸百萬の

決して

決してしかるべきにあらず︒

フ︾

けっして

市民を救ふことであるIl宮は︑御心に深く決し
たまふところがあった︒
﹇決﹈︵副︶22

四373園だが︑迎へに覧てもけっしてわたさ

けっして

ないから︑安心して︑泣くことはおやめ︒

四412園 お二人のご恩はけっして忘れません︒ 十二伽2園 かうした温かい心は︑アメリカの軍隊
には決してありません︒

シ︾

﹇決戦﹈︵名︶4 決戦

世界職史上︑いまだかってなかった航空

その勢決然として︑あへて攻むべきや

﹇決然﹈︵形状︶2 決然

うもなし︒

十二706

けつるい

﹇決戦場﹈︵名︶1

決戦場

最前線の決職場︑南半球の珊瑚海で聞く

月曜日

晴

﹇月曜日﹈︵名︶1 月曜日

七月十六日

﹇血涙﹈︵名︶1 血涙

五824

げつようび

ラジオ放送一1大本螢護表である︒

十二㎜10

けっせんじょう

決然として︑兄は刀を抜いた︒

十﹁183図

けつぜん

部隊と航空部隊との落磐である︒

十一一㎜3

十二盟2 すは︑決戦である︒

刻々にせまる︒

十一一劉6 雌雄をこの↓翠に決する最後の決戦は︑

しゆう

十52図 西太平洋に決戦の火蓋

けっせん

刻々にせまる︒

十二劉6 雌雄をこの一翠に決する最後の著名は︑

﹁ドン︒﹂決勝を知らせる銃の音がしました︒ 十二珊9

わが勇敢無比な荒鷲部隊は︑決死母艦を

雷爆撃に向かってみた︒
﹇結晶﹈︵名︶1

﹇決勝線﹈︵名︶1

﹇決勝点﹈︵名︶一

決勝線まで︑わっか二百メートルぐらみに

決勝線

ごくこまかな氷の結晶の集ったもので︑

結晶

離れ︑決勝の翼をつらねて︑敵航空母艦めがけて

十二別11

五935

七257 このつらい手書の最中にも︑少年は︑決し けっしょう ﹇決勝﹈︵名︶2 決勝

五㎜2 決してしかったり︑たたいたりしないで︑
て垂流語を口に出しませんでした︒

八92 何百キロの海を︑一氣に飛ぶことも︑決し
てふしぎではありません︒

十帽7

心でございます︒

雪景10園私どもは︑一命をささげて國境を守る決

けっしん

ニー33園ケッショウテンハ︑アノ山ノ上ダヨ︒

けっしょうてん

なりました︒

五924

けっしょうせん

雲の中でもいちばん高く︑

十一708

先生のお話では︑少しでもくるひがあ．ると︑ けっしょう

八118 燕は︑決して自分の國を忘れません︒
八481
決してうまく飛ばないさうだ︒

八487囹 いいかげんにやったのでは︑決して飛び
ません︒

九404 いくら話してみても︑︿略﹀︑決して心持が
通じ合ふやうなことはありません︒

九劉7 一度かうしてオボの祭にえらばれた家畜は︑
決して二つたり︑殺したり︑乗用にしたりするこ
とができないことになってみる︒

十374 月の表面は決してなめらかではない︒
おかれない︒

十7410 布を織る仕事も︑決してゆるがせにしては

て持ち場を離れないえらさに︑

かは︑外画を見返してやらうと固く決心した︒

十773

自分のめざしてみる織機を仕あげて︑いつ

十902園 工兵隊が自分の任務を果すまでは︑決し けっしん・する ﹇決心﹈ ︵サ変︶ 2 決心する ︽一

ん︒

十957園 いやいや︑決してそんなことはありませ
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つた︒

十二備2 宮の御文は︑實に言々血涙の御文章であ
けなげ

川の向かふ側に︑工場があって︑高いえん

三麗8團白いけむりが立ちのぼり︑
五534
とっから︑茶色な煙が出てゐました︒

大阪は︑煙の都とさへいはれ︑

﹇健気﹈︵形状︶1

八889

林のやうに立ち並ぶ煙突から︑絶えず黒い

けなげ

十一978 その前後けなげにも︑十人乗りそこそこ
八893

毛なみ

仁徳天皇は︑︿略﹀︑民のかまどの煙の立つ

大阪が︑水の都として褒達し︑また︑煙の
﹁パンパン︒﹂と︑白い煙の輪を吐きながら︑

漁船からは︑朝げの煙が波の上に影を落し

紫色の煙が村中にただよってみる︒

くわえん

十292 その煙の中に︑ぽかりぽかり︑わら屋根が

浮いて見える︒

さわぐいそ

プリンスーオブーウェールズは︑中央と艦

あがった︒

十653 こげ茶色の煙とともに︑火焔がばっともえ
十71一

われは海の子︑白波の

尾から煙を吐きながら︑

べの松原に︑ 煙たなびくとまやこそ︑

十一麗4図圏

目の前に立ちふさがってみる火山が︑白

い煙を吐いてみたが︑

十一鯉3

平地は廣々として︑かまどの煙があちら

十ニー13 もうもうと︑煙やガスが立ちこめる︒

十二467

こちらに立ちのぼり︑

炭焼がまから立ちのぼる煙である︒

みどりの梢に︑煙がなびいてみる︒

ながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒

九518

︿略﹀︑漁船が謬説に近寄って看る︒

九468

都と呼ばれて︑今日のやうな大都市となったのは︑

八963

やうになったのを︑たいそうお喜びになりました︒

八961

煙を吐き出してみるのです︒

の嚢動機船が︑本島をあとに︑六百海里の北を望
﹇毛並﹈︵名︶1

んで︑皆々と出て行く姿を見るであらう︒
けなみ

五678国︺あたたかい馬のからだや︑すべすべした︑
やはらかい毛なみにさはると︑
下男

ちやうちん

﹇下男﹈︵名︶1

十一一663 下男淺吉の提燈にみちびかれながら︑

げなん

げに

聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ囁る途中︑
﹇実﹈︵副︶5

九724

十二874圏圓 げにもさうよ︑ げにもさうよの︒

げに

九725

九727

黄色な煙の中に︑白い煙がまじってみる︒

黄色な煙の中に︑白い煙がまじってみる︒

けもの

て︑

煙の出るやうすに活氣がない︒

地平線はけむり︑視界は急にせまくなつ

﹇獣﹈︵名︶1 けもの

おばけが︑あのけやきにるた︒

この村に︑古いけやきの木があるだらう︒

けやき

十321園

﹇棒﹈︵名︶2

十322囹

けやき

取ってみますね︒

五衣7園私は︑毎日山へ行って︑鳥や︑けものを

九727

煙の色もへんだが︑煙の出るやうすに活氣
九728

どっかりと︑また︑かまの前にすわって︑
もくもくと立ちのぼる煙を見つめながら︑

九746

がない︒

九728

十二踊12

あとを追った︒

十二875圏國 げにもさうよ︑ げにもさうよの︒

源作ちいさんは︑その煙のやうすをじっと けむ・る ﹇煙﹈︵五︶1 けむる ︽ーリ︾

十二伽4 ﹁汽船だ︒﹂わが漕水艦は︑全速力で煙の

十二879圏圓 げにもさうよ︑ げにもさうよの︒

九726

けはひ

見つめた︒

げにもさうよの︒

げにもさうよ︑

毛抜き

十二934図正成︑げにもうれしげなる氣色にて︑

十二8710圏國

﹇毛抜﹈︵名︶2

﹁︿略﹀︒﹂とちぎり︑

けぬき

十珊3 片手には︑大きな毛抜きのやうなものを持
ち︑片手には鐵棒をにぎってみて︑時々︑毛抜き
を鐵棒で勢よくしごく︒
﹇気配﹈︵名︶1

十購4 時々︑毛抜きを弱虫で勢よくしごく︒
けはい

どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて︑

﹇家来﹈︵名︶13 ケライ けらい 家來

一792

タ︒

サルモ︑キビダンゴヲモラッテ︑ケライ

一775犬ハ︑ケライニナッテ︑ツイテイキマシ

けらい

うに︑土の中を上手にもぐって行きます︒

七853 前足が丈夫ですから︑けらや︑もぐらのや

黄色な煙が︑食むらさき色に愛って行くの けら ﹇蟻姑﹈︵名︶1 けら

鞍山の製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑
十291

ほのほが勇ましく見える︒

九㎜1

あんざん

をふさいでみる︒

木のやにがうんとこびりついて︑煙の出口

を心に念じた︒

九747

るけはひがない︒

十588 だが︑敵は軍港深くたてこもって︑出港す

九762

﹇煙﹈︵名︶1

海原はかまめ立ち立つ︒

萱原はけ

けぶり

けぶり

ぶり立ち立つ︑

十二459図圏 登り立ち卓見をすれば︑

すなけむり・みずけむり・ゆきけむり

けむり ﹇煙﹈︵名︶28 けむり 煙与くろけむり・

けらいたち一けり
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ニナリマシタ︒
けり

︽ケリ・ケル・ケレ︾

者なれば︑他の家來どもこのさまを見て︑

︵助動︶98 けり
よりみち

﹁805 キジモ︑キビダンゴヲモラッテ︑ケライ けり ﹇蹴﹈εひとけり
ニナリマシタ︒

けり︒

とそ笑ひける︒

十餌10図 敵もみかたもこれを聞きて︑ 一度にどつ

十鵬1図

たむかひしかたきも今日は大君の恵み

せ
白波みなぎり瀬は高鳴りて︑さか巻く水
しげただ

﹁︿略﹀︒﹂とて︑後をかへりみければ︑土

十型8図海へさっと打ち入れ︑泳がせけり︒

十㎜2図

あまりにいとほしく思ひけれど︑さても

﹁︿略﹀︒﹂とそいひける︒

肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒

十㎜3︹図

九6110図﹁︿略﹀︒﹂とて︑手に汗をにぎりけり︒
りQ

爲次がようひの草ずりをあげて下より突
九631図
かんとしければ︑ 爲次︑おどろきて︑

りナりQ

九639図ひざをかがめ顔を押さへて︑矢を抜き取

ひけり︒

時言を招くことありけるに︑
九642図
九649図これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しければ︑
九658図 ｪ﹀︒﹂と重ねていへば︑﹁︿略﹀︒﹂とい

十872吉富

九6910し
図ばし感じてやまざりけり︒

子規
へきごどう

の露にうるほひにけり
ひ
島々に灯をともしけり春の海

十984図魍

十995図

十985図書赤い椿白い椿と落ちにけり碧梧桐

も速かりけり︒

を孚ひけん︑

梶原︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑

腹帯解いて引きしむる︒

十梱9図佐々木︑ズ略﹀︒﹂といひければ︑梶原︑
十醜4図

首書6黄水の底をくぐりて︑向かふの岸に着きに

る︒

さてもあるべきことならねば︑泣く泣く

くわんげん

やさしかりける人々かな︒﹂とて︑

こ

これを取って大器義纏の見参に入れたれ

おほなぎなた

敦盛とて︑生年十七にぞなりにける︒

大音言あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑

十一177図

木戸の上なるやぐらより︑名のりける

一の木戸口の邊まで寄せたりけり︒

らず死しけり︒

十一199図荒尾馬より逆さまに落ちて︑起きも直

は︑

十一187図

も見えざりければ︑官軍はや落ちたりと思ひて︑

十﹇174図

されども城中鳴りを静めて︑人ありと

十餌2図生年二十六にて︑海へつっとそ入りにけ

十麗7図寄る者一人もなかりけり︒

寄る者一人もなかりけり︒

十麗7図

右に持って︑

十佃9図矢も皆裁きければ︑大太刀︑大長刀を左

十柵2図

ば︑見る人涙を流しけり︒

十柵10図

れを取って大將義纒の見参に入れたれば︑

十二7図圏

の人々にておはしけり︒

十柵7三園城の内にて管絃したまひつるは︑こ

首を打ちにけり︒

十梱3図

あるべきことならねば︑

矢を折り捨てて︑その場に敵を射倒しけ
九626図

背を向けてうつぼにささせけり︒
九614図

義家は匡房を師として學びけり︒
九5810図

三234 べんけいはかうさんして︑牛わか丸のけ 九579図
關離苦通の館にて軍の物語しける時︑
らいになりました︒

三522 都について︑とのさまのけらいになり
ました︒

たせて︑
てっかのたらうみつもり

七635 芋瀬の荘司が︑家來の大男に宮の御旗を持
き そよしなか

八377 木曾義仲の家島︑手塚太郎光盛の娘が︑
頼朝に仕へてるました︒

ば︑﹁それ呼べ︒﹂とて︑鯨一を召し出す︒

八719図生野の者進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へたれ
九58島凶義家の家国︑これを聞きつけて︑﹁︿略﹀︒﹂

と心のうちに思へり︒
家來︑あるじを見て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

義家︑定めてしさいあるべしと思ひ︑

九585図
さねみつ

の者︑おのれにおとらぬ家書一人ともなひたり︒

十三9図 實光とて︑およそ二三十人が力ある大力

藝の太郎が二念を︑どうとけて海へ落す︒

十稲7図教纒これを見て︑まつ客先に進みたる安

き及びでございませうが︑

十二622園 淺野内匠の家記のこと︑いろいろお聞

九616図 宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし

けらいども ﹇家来共﹈︵名︶1 家來ども

たちは︑弓に矢をつがへましたが︑

四395 ﹁さあ︑來たぞ︒﹂と︑とのさまのけらい

のけらいたちが︑いくへにもとりかこみました︒

四381囹 その晩けらいたちをたくさんやって︑ 十鵬4口醐凶 畠山の次郎重忠︑生年二十一になりける
おまへのうちを守らせることにしよう︒
が進み出で︑
四386 家のまはりを︑弓矢を持ったとのさま 十川4図 人目には何とも見えざりけれど︑内々先

けらいたち ﹇家来達﹈︵名︶3 けらいたち

「〈

509
けり
けり

十一643図入れかへ入れかへ︑もみ合ひけり︒

十二921図

十二9110図

三時が間に十六度まで職ひけるに︑そ

あとを突かんと取り巻きけり︒

﹁︿略﹀︒﹂と下知しければ︑

まさつら

これを限りの合戦と思ひければ︑

河内へ返さんとて︑櫻井の騨にてさと

かはち

けるを︑河内へ返さんとて︑

十二888図

かたみに菊水の刀を與へて︑おのおの

しけるやう︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

十二901図

まさすゑ

東西へ別れけり︒
十二903算置正面に向かって申しけるは︑﹁︿略﹀︒﹂
といひければ︑
まさすゑ

十二907算置正季に向かって申しけるは︑﹁︿略﹀︒﹂
といひければ︑正季︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

七百鯨騎を前後に立てて︑大勢の中へ
かけ入りけり︒

十二909図

の勢しだいに亡びて︑

十二923図

ふかす

七郎はしばしもたまらず死にてけり︒

﹁ ︿ 略﹀︒﹂とそいひける︒

取り込めてこれを討たんとしけれども︑
わ
正成・正季︑東より西へ破って通り︑

十二911図

り︒

弟正季に向かひ︑﹁︿略﹀︒﹂と問ひけれ

兄弟ともにさし違へて︑同じ枕に伏し

十二943図

自害せんとそしみたりける︒

ひそかに持佛堂の方へ行きけり︒

この母にも語りしものが︑いつのほ

腹も切り得ず泣き倒れ︑母とともにぞ

かねて思ひ定め候ひけるか︑つひに

なほし

まつ直衣の袖をぞぬらされける︒

一つところにて討死せんと約束したり

﹁︿略﹀︒﹂と仰せ出されければ︑

その日吉野をうち出でて︑敵陣へとそ

向かひける︒

十二棚4図

ける者ども百四十三人︑

十一一鵬8図

十二欄5図

十二996図

十一一995図 義心その氣色にあらはれければ︑

湊川にて討死仕り候︒

十二979図國

十一一969図 ただこのことのみを思ひけり︒

歎きける︒

十二964図

どに忘れけるそや︒

十二961図圖

いひけるは︑﹁︿略V︒﹂と︑

十二948図正行がかひなに取りついて︑涙を流し

十二946図

十一一9310図 一度に腹をぞ切ったりける︒

こナり︒

十二937図

ば︑二季からからと打ち笑ひ︑

十二932図

十二928図傷を負はぬはなかりけり︒

走り入り︑甲を脱いでその身を見れば︑

十一一925図

湊川の北に︑民家の一むらありけるに

上野國の住人追尊の七郎︑つとかけ 十二924図 のちにはわっかに七十三騎となりにけ

﹁︿略﹀︒﹂と思案して︑
かうづけの

十一672図

十一648図ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

十一201図 矢面に立ちふさがりていひけるは︑ 十一6310図皇朝︑しばし支へて防ぎけるが︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑胸をたたいて立ちたりけり︒

十一202図圖 足助殿の御弓勢︑日ごろ承り候ひし
ほどはなかりけり ︒
みけん

置をたたいて立ちたりけり︒

十一674図

出でければ︑南朝これをはたと射る︒

兄弟同じ枕に倒れ重なって死にけり︒

吸ひて童と

千里寄せくる海の氣を

かはち

十一一886図

まほしきは心なりけり

十二66図圏朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあら

もたまほしきは心なりけり

十二61図圓さしのぼる朝日のごとくさわやかに

の心のまことなりけれ

十二59図種目にみえぬかみの心に通ふこそひと

いそしむ民のあればなりけり

十二49重圏としどしにわが日の本のさかゆくも

なりにけり︒

十一榴1図圃

﹁︿略﹀︒﹂と︑

左大臣︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑三朝

﹁︿略﹀︒﹂とそ申しける︒

十一634図

爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑

道理にやつまりけん︑

十一637図

十一624図 黒馬に黒くら置いて乗ったりけり︒

十一6110図

﹁︿略﹀︒﹂とそ申しける︒

十一614図 爲朝まかり立ってつぶやきけるやう︑

まかり立ってつぶやきけるやう︑

十一614図

十一609図 はばかるところなく申しけり︒

ひの鐘に花ぞ散りける

十一342玉笹山里の春のタぐれ重て見ればいりあ

のうちにも花ぞ散りける

十一333図魍やどりして春の山べにねたる夜は夢 十二887図 その子正行が今年十一歳にて供したり

ぞ春のにしきなりける

十一329図圏見わたせば柳さくらをこきまぜて都

ｪ ﹀︒﹂と下知しければ︑
「〈

かぶとを脱いで海上をはるばると伏し

たやすかるべしとは見えざりけり︒

さしもに深き谷々︑死人にて埋まりけ

ときの聲︑しばし止む時なかりけり︒

眉間の眞中をぐざと射込みたりければ︑

十 十十 十 十十十十十
一弄手一一り一り一一一一一
24み2323け22。2221212120
8 53れ6 図図図図常
36434
図画図図。図

ける一けん

510

﹇ 蹴 ﹈ ︵ 五 ︶7

ける

波うちぎは

︽ーッ・ーリ・ール︾

七44圃 しめった砂をけりながら︑

け・る

を︑どんどんかける︒

七933 ﹁えいつ︒﹂といひながら︑思ひきって︑爾
足で嘉をけりました︒

八608 騎兵が︑土をけって走るのを見ました︒
と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九957 立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける
九967 ゆっくりと︑自然に爾腕で水を大きくかき︑
爾足で水をけって進む︒

九988 ぼくは︑先頭におくれないやうに︑一生け
んめいで水をけった︒
うるし

ける

︽ケ︾

十燭6 船は︑黒い漆を流したやうな海原をけって
進んでゐます︒
﹇蹴﹈︵下一 ︶ 1

十佃8図 教経これを見て︑まつ眞先に進みたる安

ける

藝の太郎が家來を︑どうとけて海へ落す︒

けれど︵接助︶5けれど
六727園 荷物をかたづける時︑どこにもみません
でした︑何べんも呼んでみたけれど︒
六817囹 このくつ下は︑おとうさんのにと思って︑
あんでみたのですけれど︑これを送ってはいけな
いでせうか︒

六三6扇面 花もきれいだけれど︑にほひがいいの
ね︒

かふと︑つい︑縛がかきたくてたまらなくなる︒

六側9園 お経を讃まうと思ふのだけれど︑机に向

とうとういへないでしまひました︒

十一507 それがのどまで出てみるのですけれど︑
けれども ︵接︶13 ケレドモ けれども

ダンダンクラクナッテ來マシタ︒

二91 ︿略﹀︒トウタヒマシタ︒ケレドモ︑空ハ︑

ソレニ︑オトウサンが火ヲオツケニナ

リマシタ︒ケレドモ︑スグ消エマシタ︒

二343

けれども︑さやう致しては政道が立ちませず︑

十二623囹何とか助ける道はないかと思ひました

後は山けはしく︑前は海近くして︑守り

敵はけはしき山をたのみ︑後のぞなへ

﹇険﹈︵形︶2 けはしい

︽ーイ・iク︾

楠木正成がたてこもった千早城は︑けは

くすのきまさしげ

けわし・い

十一228図題は山高く道けはしく︑

を怠りてあらん︒

八324習事

堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

八319図

オヂノーサンモアリマス︒ケレドモ︑オヂ けわ・し ﹇険﹈︵形︶3 けはし ︽ーシキ・ シク︾

勇サンバ︑スグオキヨウト思ヒマシタ︒

イサンノオトウサンバ︑オイデニナリマセン︒

二944

二㎜3

ケレドモ︑ネムクテネムクテタマリマセン︒

正男さんは︑少しわかったやうに思ひま

した︒けれども︑考へてみると︑水がいつも

三492

流れてなくならないのがふしぎでした︒

かうした火山は︑どれもこれもけはしくて︑

低いのでも三百メートル︑

十388

しい金剛山にあるが︑まことに小さな城で︑

こんがうざん

四905国たこはすっとあがりました︒けれども︑ 七572
私はほっとしました︒けれども︑どうして

︿略﹀︑落ちてしまひました︒

五383

も桑をたべようとしないのが︑五匹ゐました︒

けん

﹇剣﹈︵名︶2 けん 劒

﹇県﹈δさいたまけん

北斗といっしよにるるのも︑あといく日も けん ﹇犬﹈3ぐんようけん
けん

九869

ないと思ふと︑ぼくは泣きたいほどつらい氣がし

あとから來た子どもは︑兵たいさんのけん

けん

けん

﹇権﹈﹇▽せいかいけん・せいくうけん

﹇間﹈δしごけん

﹇軒﹈﹇▽いっけん・いっけんいっけん

銃や劒を見せてもらって大喜びの弟︑

けん

︵助動︶10 けん

十441図

大將軍九郎義定︑︿略V︑人々の心を見ん

しばし見とれたる喜三右衛門は︑ふと何

能登守二字は︑今日を最期とや思ひけん︑

十川7ロロ凶 されども︑いかにしたりけん︑義纏の船

からあや
赤地の錦のひたたれに︑唐綾をどしの甲着て︑

十m5図

五間ばかり進みたり︒

十梱5図内々先を孚ひけん︑梶原は︑佐々木に四

とや思ひけん︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

思ひけん︑﹁おお︑それよ︒﹂とつぶやきて︑
よしっね

十999図

︽ケン︾

けん

八625

にっかまったり︑くつにとりついたりします︒

五179

ます︒けれども︑北斗は︑きっと軍馬に買ひあげ

をぢ﹁さう思ふでせう︒けれどもよく考

られるに違ひありません︒

九伽8囹

へてごらんなさい︒

もう︑何度雨ごひをしたか知れない︒けれ
ズ略﹀︒﹂二人の子どもは︑かういってせが

ども︑雨雲一つ浮かんでは來なかった︒

十矧5
十㎜3

いかにも丈夫さうだ︒けれども︑仕事の

んだ︒けれども︑張はだまってみた︒

十ニー73

相手は大きな岩であり︑山のからだである︒

風はまだうら寒い︒けれども︑家々の窓
も障子も︑いっせいにあけはなされて︑

十二燭2

けれども

少しぬれてみるけれども︑できあがったの

︵接助︶3

八526

けれども

だ︒

サゴ椰子や︑びんらうが生えてみるけれ
ども︑︿略﹀日本内地の風景によく似てみる︒

十一珊10

511
げん一げんき

に乗り至り︑あはやとばかり飛んでかかれば︑

十皿1図 教経︑早わざにはおとりけん︑旧いても
飛び得ず︒

十一557図敵塁ネボカトフ少將︑今は逃れぬとこ

六531園

おとう檬のお心にそむいて︑けんくわを

彌兵衛は︑なにもオランダ人と︑けんくわ

いたしました私たちでございます︒

七佃5
げんかいなだ

をしょうといふのではありませんから︑
げんかい
﹇玄界灘﹈︹地名︺1 玄界なだ
げんかい

ろと覧回したりけん︑にはかにく略﹀降服せり︒
八溜2

巻雲

んかん

六襯9囹

げんくわん■おもてげ

ゲンキ

元宮

ここは︑空のげんくわん東京飛行場です︒

﹇元気﹈︵名︶23

イケヘハナスト︑メダカハゲンキヨク

うんてんしゅさんがおたがひに手をあ

翌翌として︑記念すべきおめでたい日で
﹁さあ︑元畜を出して︒﹂と大きな聲を掛

八802

みんなは喜んで︑急に元氣を出した︒

乳を飲むのも忘れて︑ひよう長い足で元氣

當直直校が元氣のよい聲で號令を掛ける︒
九8110

九537

﹁潮の流れが逆になったから︑みんな元

よく︑草原の上をはねまはることもありました︒

九9710園

ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠

氣を出せ︒﹂先生の聲である︒
九棚10

一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元

い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒
九川1

きよ
ぼくがおじぎをすると︑みんな元氣よく墨・

氣よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒
しゅ

九㎜1

ぼくたちは︑元氣よく起きた︒

手をする︒

九脚8

て︑樫の棒をかつぎながら堂々と行進する︒

かし

十㎜1 みんな元氣のよい顔に︑國防色の制服を着

﹇元気口 ︵形状︶

26 ゲンキ げんき 元氣

ワタクシタチハゲンキデス︒

おとうさんのげんきな間に︑おまへた

三備1圃白いけむりが立ちのぼり︑

げんきで

郎さんも︑﹁いやだなあ︒﹂と思ひます︒

三564二日も三日もふりつづくとげんきな太

ちが生まれる︑

三505園

な間に︑おとうさんが生まれる︑

ハタラケト︑カイテヤラゥ︒
︑三504園 それは︑ちゃうどおちいさんのげんき

二798国圏ゲンキデ︑オクニノタメニシッカリ

一436團

←おげんき

げんき

足を墨げ︑胸を張る︒

十二81 朝の光を受けて︑元氣よく腕をのばし︑

元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一伽8 薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い

子どもたちは︑いくら寒くても︑元氣よ 十一棚2 ﹁︿略﹀︒﹂元氣のよい掛図だ︒

いひながら︑豆を庭へ

向

をんどりは︑元氣よく羽ばたきをしなが
﹁︿略﹀︒﹂と

どれも︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾

南風は︑すぐに元氣をとりかへします︒

あんなに元氣のよかったかひごが︑みんな
﹁今のうちだ︒﹂と元氣を出して︑みかた三

けられる︒

八791囹

すから︑みんなで元氣よく︑校歌を歌ひませう︒

七443囹

人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒

六955

弱ってみるではありませんか︒

五361

をふって︑元氣よく泳いでゐました︒

五214

四価5

かって元氣よくまきますと︑

四981

ら︑﹁こけごつこう︒﹂と聲高く歌ひました︒

四574

くスケートをします︒

四513

げて︑元氣よくあいさつをしました︒

四224

オヨギマス︒

一59一

げんき

﹇玄関﹈︵名︶1

もっともっと北をめざして︑飛んで行きます︒

日本から來て︑玄界なだを越え︑満洲から︑

十一637ロロ凶爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑

道理にやつまりけん︑そののちは音もせず︒

みかさ

三笠の

十一642図 敵これを見て︑防ぎかねて引くとや思 げんかん
しか

ひけん︑勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑
み

十一一382図説 鹿の鳴く音にさそはれて︑
さるさは

嚴

嚴として東海

山をはなれけん︑ 滞月はやく猿澤の 池の水の
も

﹇厳﹈︵形状︶1

面に浮かびたり︒

げん

にあり︒

﹇原因﹈︵名︶1

原因

九51図顧國の名は大八州國︒
げんいん

十785 今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて︑

けんいん

面目を一新した設計圖ができあがった︒
けんいん
けんいんしゃ ﹇牽引車﹈︵名︶1 牽引車
﹇巻雲﹈︵名︶3

八967 馬や牽引車で引いて行く野砲や︑重砲
けんうん

︿略﹀白い雲の出るのを︑巻雲といひます︒

十一707 澄んだ青空に︑はけで輕くはいたやうな︑

十一742 むら雲・おぼろ雲は︑巻雲や︑薄雲・い
わし雲などより低く︑

十一774 巻雲のかぼそい女性的な美しさに比べる
と︑

けんか ﹇喧嘩﹈︵名︶5 けんくわ けんくわ

四572 たいへんなけんくわになりました︒
五174囹 けんくわをしてはいけない︒
つい︑けんくわが始りました︒

六507 そのうちに︑何か︑ちょっとしたことで︑

ん︑ 悩むかしの話です︒

若いうらしまは︑ みるみるしらがのおちいさ
なる陶器を製作するにいたれり︒

夫を積みて︑つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧

といは れ た ︒

ん

﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるやう
言々

言語

宮の御文は︑實に言々血涙の御文章であ

﹇言言﹈︵名︶−

ワ言語﹈︵名︶1

實にわが國語の一大特色であり︑世界各
健康

しんぺう
建國神階

そろって健康に働く家族の︑写しい朝飯

﹇健康﹈︵形状︶1

﹇建国神廟﹈︵名︶1

あけて二月十六日︑寒風はだへをさす
しんべう
満洲のあした︑皇帝陛下は︑諸芸神業に御参進︑
現在

わが錯語もまた︑國初照門維出して現在

﹇現在﹈︵名︶2

風に流される機の方向を正すため︑︿略﹀︑

﹇源作爺﹈︹人名︺9

源作ちいさ

源作ちいさんは︑かまのそばにすわって︑

源作ちいさんは︑もえさかるほのほの色を
源作ちいさんは︑かまがいらいらしてるる
なと感じた︒

九744

じっと見た︒

九741

たき口から中をのぞいて火のかげんを見た︒

九731

見つめた︒

九726

源作ちいさんは︑その煙のやうすをじっと

げんさくじいさん

絶えず現在の位置を海渠に書き込んで行く︒

十二㎜2

に及んでみる︒

十二桝7

げんざい

十二欄4圃

けんこくしんびょう

だと思へば︑

十509圃

けんこう

國の言語にその例を見ないところである︒

十一319

げんこ

つた︒

十二紹2

げんげん

な研究熱は︑どうすることもできなかった︒

十743

四756 ﹁けい禮︒﹂と元氣な聲でいって︑立ち けんきゅうねつ ﹇研究熱﹈︵名︶1 研究熱
あがってけい禮をしました︒
五88国 けさ︑元三で︑こちらへ着きました︒
﹁どうぞ︑元仁になりますやうに︒﹂

一兀氣 な の で ︑ 安 心 し た ︒

五377園
五859

間に︑利根の元氣な姿が見えました︒

五佃6 すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ道の

六744 平生は元氣なをばさんが︑今日は︑いちば

六575園 おとうさんは︑元氣になられましたか︒
んしょんぼりとして︑さびしさうに見えます︒
﹁︿略﹀︒﹂といふ元町な子どもの聲がして︑

六834團ゲンキデ︑ハタライテクダサイ︒
六働5

﹁︿略﹀︒﹂

研究

十二㎜11 艦長は︑︿略﹀︑﹁漕没︒﹂と︑急に元氣な

十二85囹では︑恨言で行っていらっしゃい︒

﹇研究﹈︵名︶2

號令をくだした ︒

けんきゅう

研究に費す金はしだいにかさみ︑

十477図 かれは︑その後いよいよ研究を重ね︑

十4410図

工

六襯8 そのにぎやかな目違な聲が︑急にかはって︑
﹁ザi︒﹂といふ機械の動く音になりました︒
早く元旦になって︑再校へ出るのですよ︒
七269園
七776団ぼくも︑難壁以來ずっと元氣です︒
八192團 ?ﾅ何よりです︒
九252国おとうさんを始め︑部隊の者はみんな元
氣だ︒

一儲

九322園病毒をしないで︑元氣で待ってるなさい︒
九963初めは︑みんな元氣であった︒
十336 ｪ﹀︒﹂息子が元氣に答へる︒
十一966﹁︿略﹀︒﹂といふと︑元氣な山田先生は︑
「〈

けんきゅう一げんじ
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二三日たってから︑かまの口を開いた源作

源作ちいさんは︑一メートルばかりの長さ

ちいさんは︑眞黒に焼けた炭を外へ取り出した︒

九749
九756

炭を取り出しながら︑源作ちいさんは︑か

に焼けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

九759

これだ︑これが病身のもとだと︑源作ちい

まの天井や壁をこつこつとたたいてみた︒

九763

そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積

さんの心は急に明かるくなった︒

九768

﹇見参﹈︵名︶2 見参

んで︑源作ちいさんが引いておりて重る︒
げんざん

かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒

九667図圖

今日こそは︑敵に見参したいものである︒

﹇見参﹈︵サ変︶1見参する︽ーシ︾

見参に入れたれば︑見る人智を流しけり︒

十柵9図 ﹁︿略﹀︒﹂とて︑これを取って大虚義纏の

十一一㎜7

げんざん・する

明日御切腹なさる由︑定めて秀吉方から

﹇検使﹈︵名︶5 検使

十欄1園

けんし

検使が参るでございませう︒

向かふからも︑検使の舟がやって來た︒
あいさつ

十醜3 宗治と検使とは︑ことばずくなに挨拶を取

十捌7

﹁︿略﹀︒﹂といって︑検使は︑酒さかなを宗

りかはした︒

十槻6

検使は︑宗治の首を持ち蹄つた︒

治に供へた︒

十榴9

源氏は︑小さな妹でもできたやうに︑い

﹇源氏﹈︹人名︺6 源氏

十﹁435

げんじ

紫の君も︑源氏をほんたうのにいさんだ

ろいろと紫の君のめんだうを見てやった︒

十一436

この不幸な子を慰めるために︑源氏は給

と思ふほどなついて來た︒

十一439
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げんじ一げんせん

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十一441 元日の朝︑源氏は︑ちよつと紫の君のゐ

げんじのきみ

﹇源氏君﹈︹人名︺1

源氏の君

源氏物語

源氏物語

げんすい

﹇元帥﹈︵名︶11

元帥←だいげんすいへ

ちやうど︑お査の食事中であった元帥は︑

﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に封して︑元帥は

撮政殿下の御無事でいらっしゃるのを辞し

錦るとすぐ︑元帥は家の人に︑﹁︿略﹀︒﹂と

七㎜8 元帥の家の人々は︑二言ひに︑その方へか

命じた︒

七㎜4

た元帥は︑胸をなでおろしながら︑

七9910

ひ申しあげたのである︒

七998 元帥は︑赤坂離宮に︑電送殿下をお見ま

おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒
せっしやう

七992

家の人々といっしよに庭へ出たが︑

七986

十一432紫の君は︑いとこの源氏の君のうちへ引 いか・とうこうげんすい・ろうげんすい

源氏物語

源氏物語⁝⁝⁝三十四

︹櫓門︺2

き取られることになった︒

六
六

﹇源氏物語﹈︵名︶4

そのころから紫式部は︑筆をとって有名

な源氏物語を書き始めました︒

十一359

げんじものがたり

十一349

十一27

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも大攣なことででもある げんじものがたり

る部屋へ行ってみた︒
十一451

源氏

﹁︿略﹀︒﹂といって︑源氏は出て行った︒

やうに︑紫の君は源氏にいった︒
十一455

﹇源氏﹈︹人名︺9

八318図 平家の軍勢十萬鯨騎︑一の谷に城をかま

げんじ

へて︑源氏の大軍を防ぐ︒

やうな︑かな文は書かなかったでせう︒

八319図後は山けはしく︑前は海近くして︑守り 十一363 もし紫式部が男であったら︑源氏物語の
堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

堅陣

けん上する

﹁︿略﹀︒﹂と︑人々がすすめても︑元帥は︑

火は︿略﹀︑元帥の指圖と︑集って來た

住民たちも︑心から日本軍になついて︑

﹇建設﹈︵名︶1 建設

あらゆる生命の源泉であるだけに︑それ

太陽こそは︑あらゆる生命の源泉なので

﹇源泉﹈︵名︶3 源泉

十二欄3圖

そこに世界の原動力が力強くひそみ︑

はまた實に偉大な存在である︒

十二伽5

ある︒

十一一伽4

げんせん

大東亜の建設に協力してくれてみる︒

九255團

けんせつ

人々の働きによって︑消しとめられた︒

七湿3

いふのが︑元帥の心であった︒

七撹2 守られるだけは︑守らなければならないと

﹁︿略﹀︒﹂といって︑聞き入れなかった︒

七棚7

ら︑みつから防火につとめた︒

火はたちまち元帥の家をおそった︒

七㎜10

けつけて行った︒

かによく人間を生き生きと︑美しく︑こまやかに

七棚2 元帥は︑家に残ってみた人々を愚禿しなが

約九百年の昔に書かれた源氏物語が︑い

窺し出してみるかがわかるでせう︒

十一375

日のことばで表したものですが︑

八712図屋島の合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平 十一373 源氏物語の一節を簡軍にして︑それを今
家は海に船を浮かべて︑相封せり︒
よしっね
源氏の大將義経︑これを見て︑ズ略﹀︒﹂

八717図

八742図 陸には大將義経を始め︑源氏の軍勢︑馬
のくらをたたきて喜びたり︒

嚴重

八757図 源氏の者ども︑﹁︿略﹀︒﹂と口々にいふ︒ げんじものがたりごじゅうしじょう ﹇源氏物語五十
でふ
源氏物語五十四帖
でふ
源氏物語五十四帖は︑わが國の偉大な小

﹇厳重﹈︵形状︶2

︵サ変︶

1

更にその後には︑屋根伝の鐵詳言が︑前平
敵の警戒は養畜らしい︒

に設けられてみる︒

三蓋8

げんじゅう

説であるばかりでなく︑

十一3610

八7610図 源氏の者ども︑これを聞きて︑﹁︿略V︒﹂ 四帖﹈︵名︶1
しげどう

と︑皆感じあへり︒

氏のものども多く手を負ひ︑射殺さる︒

十柵8図 重籐の弓持って︑敵を散々に射れば︑源
十擢5図國 源氏の方にわれと思はん者あらば︑教
纒組んで生け捕りにせよ︒

十二矯12

﹇献上﹈

田道間守は︑持って錦つたたちばなの半分
﹇堅陣﹈︵名︶1

されば︑この堅陣を打ち破って攻め寄
せんこと︑たやすかるべしとは見えざりけり︒

十一232図

けんじん

を︑皇后にけん上しました︒

六232

︽ーシ︾

けんじょう・する

八768言言 弱き弓を取られて︑これが義士の弓な げんしょう ←きしょうげんしょう

げんじいちもん ﹇源氏︸門﹈︹人名︺1 源氏一門
りと︑あざけらるるは︑源氏一門の恥ならずや︒
げんじがんねんくがつにじゅうごにち ﹇元治元年九
月二十五日﹈︵名︶1 元治元年九月二十五日
十二652 元治元年九月二十五日の夜である︒

十34 十四 源氏と平家⁝⁝⁝九十九

げんじとへいけ ︹課名︺2 源氏と平家

十991 十四 源氏と平家

げんぜん一げんろくじゅうろくねんにがつよっか
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﹇厳然﹈︵形状︶1

嚴然

最高文化の源泉が高鳴ってみるのだ︒
げんぜん

十一963 ﹁ここまでお出で︒﹂といふやうに︑しか

舷側

しいかにも嚴然とそびえてみる︒

けんそ δごけんそ
﹇舷側﹈︵名︶2

十678 それと同時に︑魚雷はウェールズの舷側で︑

げんそく
みごとに大きな水柱と火焔をあげた︒

しが赤く描かれてみる︒
﹇謙遜﹈︵形状︶2

謙遜

十二㎜9 すると︑白い船膿の舷側に︑十字のしる
けんそん

十一317 敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心
をこまやかに表すことのできるのは︑

十二5110 修行者は︑いっそう謙遜な心でいった︒
けんそん・する ﹇謙遜﹈︵サ変︶4謙遜する︽iシ︾
謙遜していふのがわが蓋置のいき方で︑

十一264 相手を尊敬するためには︑自分のことを

すでに謙遜したことばであり︑

十一266 自分のことを﹁わたくし﹂といふのが︑
十一289 自分のことを謙遜していふのと同じく︑

ともある︒

そこに世界の原動力が力強くひそみ︑

現にフランスは徳川方を虻田し︑イギリ

﹇現﹈︵副︶1 現に

スは︑︿略﹀官軍に好意を見せようとしてみた︒

十二備5

げんに

最高文化の源泉が高鳴ってみるのだ︒

十二欄2圏

キヌ子サン︑チョットケンチャンヲツ げんどうりょく ﹇原動力﹈︵名︶1 原動力

サハッタリ︑キレヲヒッパッタリシマシタ︒

二473園
レテ︑ワンワンヲ見二行ッテチャウダイ︒

二476私ハ︑ケンチャンヲツレテ︑外へ出マシ
タ︒

ケンチャンガ︑﹁オンマ︑オンマ︒﹂トイ

﹇建長﹈︵名︶1

建長

けんめい

﹇見物﹈︵サ変︶1見物する︽ーシ︾

だん

うら

﹇源平﹈︵名︶2 源平

源平敷を書くして勝負を決せんこと︑

﹇懸命﹈︵名︶nVいっしょうけんめい

決してしかるべきにあらず︒

十一612図書

十㎜4図 源平のつはもの︑壇の浦にて攻め職ふ︒

げんぺい

けんぶん 5したけんぶん

五112国方々を見物して︑二見へ來ました︒

けんぶつ・する

山門高き松風に︑けんぶつ Oボルネオけんぶつ・まいけんぶつ

きあげて昇降機に乗る︒

十一一139 ﹁交代の時間だ︒﹂鑛員たちは︑現場を引

ケンチャンハ︑ニコニコシテ見テヰマシ げんば ﹇現場﹈︵名︶1 現場呂さいこうげんば

ヒマシタ︒

二487

二497
タ︒

けんちょう

昔の音やこもるらん︒

ちよつと砂をかぶると︑上から見ても︑ど

﹇見当﹈︵名︶6

見當

十二772図魍建長︑臨月古寺の

八手3

けんとう

ただぼんやり見てみるだけでは︑いったい

こにるるのか見當がつきません︒

九879

どれがどうなのか︑さつばり見當がつきません︒

しかし︑かういっただけでは︑まだなかな

れ

おほのやすま ろ

元明天皇の勅命によって︑心安台船は︑

舷門には︑銃を手にした番兵があたりを警

﹇舷門﹈︵名︶1 舷門

廣々とした蒙彊の原野︑第︼線における

﹇原野﹈︵名︶2 原野

耕されてみないこんな廣い原野といふも

のになじみのないわれわれには︑

十一珊3

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

十一117

げんや

戒してみる︒

九527

げんもん

き表すことになった︒

稗田阿禮がそらんじるわが國の古傳を︑文字に書

ひえだのあ

十﹇摺1

それでなくても︑夜九時に北斗七星を見て げんめいてんのう ﹇元明天皇﹈︹人名︺1 元明天皇

か見當がつかないでせう︒

九892
九923

その位置を畳え︑更に十時︑十一時に見ると︑こ

まして平原にある友軍陣地からは︑それ

の動き方が大てい見當がつきます︒

十一促4

げんとう會

もちろん︑かういっただけでは︑ほとん

がどの邊にあるか︑ほとんど見當がつかない︒
十二伽10

ど見當がつかない︒

﹇幻灯会﹈︵名︶2

それでは︑今日のげんとう會は︑これで

勇さんのうちで︑げんとう會がありました︒

けんたうし

憶良は︑遣唐使に從って支那へ渡ったこ げんろくじゅうろくねんにがつよっか ﹇元禄十六年

おしまひにしませう︒
けんたうし
﹇遣唐使﹈︵名︶1 遣唐使

十二445

けんとうし

六473園

六357

げんとうかい

十一2810 自分の身内の者のこともまた謙遜してい
ふのである︒

げんた Oかじわらのげんたかげすえ
ケンダリ ︹地名︺2 ケンダリ
と︑そこにケンダリといふ小さな町があった︒

十一脳12 更に袋のやうにひろがった湾内へはいる
十一川図 ケンダリ
けんちゃん ︹課名︺2 ケンチャン

ニ31 十三 ケンチャン⁝⁝⁝四十六
二461 十三 ケンチャン

ニ464 ケンチャンガンバへ行ッテ︑ハリバコニ

けんちゃん ︹人名︺5 ケンチャン

こ
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一
こ

げんろく

げんろく

二月四日﹈︵名︶1 元禄十六年二月四日
十二648 元禄十六年二月四日︑大石内乱之助ら一

こ

味の者は︑いさぎよく切腹して︑

めっこ

こ 5おっかけっこ・かけっこ︒とりかえっこ・にら
こ ﹇子﹈︵名︶81 子εいとしご・おこさま・おこ
さまたち・おこさん・おやこ・おやことも・すずめ
おやこ・ふりこ・みこ・みこたち・やまとおぐなの

四336

この子を見つけてから︑おちいさんの

四339

おちいさんは︑この子にかぐやひめと

この子は︑ずんずん大きくなりました︒

切る竹には︑たびたび金がはいってゐました︒
四343
いふ名をつけました︒
もと娘が八人ございましたが︑︿略﹀︑

残ったのは︑もうこの子だけになりました︒

五275園

子の馬は︑

ゆっくりゆつ

もう︑蝉の子ではありません︒

な場所をさがします︒

七891

くり水を飲む︒

七955圃母が番して︑

八313図親も落つればその子も落ち︑

九222国囹 えらい子だ︒﹂と︑心から感心して︑

日本の女の子だ︒
九2710園

五963園 日本の國は︑わが子わが孫︑その子その 九303園 ﹁この子もいっしよだ︒﹂といひます︒
孫の︑次々にお治めになる國であります︒
九305園この子は︑日本人ではありません︒
五963囹 わが子わが孫︑その子その孫の︑
九307園あなたの子なら︑日本人ではないか︒
九308園私の子ではありません︒

六554園その子です︒
があるのです︒

九309園
私は︑この子の縫母です︒

六554囹その子について︑このごろ︑ふしぎな話 九308園この子は︑父も母もインド人です︒

六557園なんでも︑その子が︑山で酒の流れてゐ 九3010
インド人の子と聞くと︑ インド人の巡査は

九319

九317

この子を今手ばなして︑またいつあへるで

母は︑子にほほずりをしました︒

母は︑子をだきしめました︒

油蝉の子の口には︑針のやうな管がありま

油蝉の子は︑土の中に住んでゐます︒

九3410

九337

九332

子はそのまま泣き倒れてしまひました︒

﹁おかあさん︒﹂子は︑もう一度母を呼びま

せう︒

九319

やうすを攣へました︒

みこ・やまとたけるのみこ・われはうみのこ

ふから︑あの子がやって來ましたよ︒

おや︑うはさをすればかげとやら︑向か

るところを︑見つけたといふのです︒

六567園

ボクハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑弟ト︑オト

一736 スルト︑モモガニツニワレテ︑中カラ
大キナ男ノ子ガウマレマシタ︒
一一365

この子は︑ひどい目の病で︑ものが見え

七852

なくなりはしないかと心配しましたが︑

七329園

ナリノウサギノ子ヲ見二行キマシタ︒
六㎜2 小さな女の子が︑豆をまいてやりました︒
二366ウサギノ子ハ︑五ヒキヰテ︑ヒトカタマ
リニナッテヰマシタ︒

七855
すから︑

それにしても︑この油蝉の子は︑いつ︑ど

天氣のよい夏の吉方︑油蝉の子は︑今日こ
それでも油蝉の子は用心して︑急いで安全

隊長は︑自分の子のやうにかはいがりまし

水兵は︑くもの子を散らすやうに八方へ散

ロシヤ人の女の子だ︒

十112園私には︑妻も子もありません︒

六器1園昔︑母と子と二人暮しの家があった︒

といふ名ださうだ︒

九㎜4 この子は新京へ母と錦るところで︑マルタ

九㎜一

つて︑︿略﹀︑分隊ごとに甲板洗ひを始める︒

九557

た︒

二384圏バウヤハヨイ子ダ︑ネンネシナ︒
七839團上官のかたがたは︑ぼくらを︑自分の弟
した︒
二663園ホンタウニョイ子ダ︒．
か子のやうにしんせつにしてくださいます︒
九337 親と子と﹁萬歳︒﹂の一こと︒
二663園 コンナヨイ子ヲ︑ネズミノオヨメサ
ンニスルノハヲシイ︒

M6圏 つくしだれの子︑ すぎなの子︒

七859

七876

そと穴から地上へはひ出します︒

七874

んだん淺いところへ移って︑

そこで︑油蝉の子は︑深いところがら︑だ

こで生まれたのでせうか︒

二皿7圖 つくしだれの子︑ すぎなの子︒

七871

らにのせて︑うちへかへりました︒

に小さな女の子がゐました︒
四333 おちいさんは喜んで︑その子を手のひ

四157園 いい子になった︒
四213 そこで女の子が一人乗りました︒
四332 その竹を切って︑わって見ますと︑中

一一

ご

こ

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

十124属團 一人の子が︑御蔭のため軍に出でしこ
十1210圓田 母も人間なれば︑わが子にくしとはつ
ゆ思ひ申さず︒

べの松原に︑

煙たなびくとまやこそ︑

︐

鯉のぼり⁝⁝⁝十八

菊の花

菊の花⁝⁝⁝二十六

三181五 鯉のぼり

三26五

四261五

し

し

﹁獅子は子を産み︑三日にして︑敷
その子︑まことに獅子の氣性あれば︑

千丈の谷に投ず︒
十二889図囹
はね返りて死せずといへり︒

た

ち

まもり

田道間守⁝⁝⁝二十

靖國神社⁝⁝⁝三十

やすくに

五

五

観艦式⁝⁝⁝二十六

スレンバンの少女⁝⁝⁝二十六

朝鮮のみなか⁝⁝⁝二十六

見わたせば⁝⁝⁝三十二

十269五 朝鮮のみなか

十26 五

九263五 スレンバンの少女

九26五

八261五 観艦式

八26五

七301五 靖國神社

七26五

六202五 田道間二

六26五

五207五 おたまじゃくし

おたまじゃくし⁝⁝⁝二十

四26五

まさつら

この子をどこまでも助けようとする母の

十一偽6図面雀の子そこのけそこのけお馬が通る
十二721
一念に︑

五26五

十二886図

その子正行が今年十一歳にて供したり

十鵬6図 首を取らんと︑かぶとをあふのけて見れ
十二889図國

かはち
けるを︑河内へ返さんとて︑

ば︑わが子小次郎が年ごろにて十六七ばかり︑
つねもり
十柵1図 のちに聞けば︑平の経盛の子︑敦盛とて︑
生年十七にぞなりにける︒

十一67圃黒龍江は︑やさしい手をひろげ︑わが
子のやうに滞洲をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒

早世仕ることも候はば︑︿略﹀︑父の

十二襯1圏ばうやはよい子だ︑ねんねしな︒

ためには不孝の子ともなるべきにて陰間︑

十二988図國

ほどの道理に迷ふべしや︒

十一354園ああ︑この子が男であったら︑りっぱ 十二949図國汝︑幼くとも︑父の子ならば︑これ
な學者になるであらうに︒

十一3810 白い着物の上に山吹色の着物を重ねて︑
かけ出して來た女の子は︑

十一3810 かけ出して來た女の子は︑何といふかは

﹇小﹈むゆうやけこやけ
﹇庫﹈←かやくこ・れいぞうこ

五

見わたせば

ら

奈良の四季⁝⁝⁝三十六

な

五

奈良の四季

一︑二︑三︑四︑五︑六︒

12

五

＿

こ
こ

粉nVうどんこ・おしるこ・ひの

﹇粉﹈︵名︶1

うるし

十

いらしい子であらう︒

來て︑立つたまましくしく泣きだした︒
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑見あげた尼さん

せたもので︑

十冊6囹米の粉と︑おがくつとを︑漆でねり合は

こ・むぎこ

こ

十一393 どうしたのか︑その子が尼さんのそばへ こ ﹇戸﹈δにさんびゃっこ
十一396

の顔は︑この子とどこか似たところがある︒

ば

﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬語にするので

時鵡＝異

二十五ダンデゴシンゼン︒

オミヤノ石ダン︑一二三︑

類；麺

十一398園雀の子を︑あの空きが逃したの︒
う

十︻3910 女の子は︑さもくやしさうである︒

十一2710

ご﹇御﹈3御←おとうとこ

西ハタヤケ

西ハタヤケ⁝⁝⁝十八

麺
婁至

で三ン石一く

十八まで來た時︑

四五六七︑

と︑大き

コ︑二︑三︑四︑五︑六︑七︑八︒﹂と

ダ

十一407 それは︑この子の乳母であるらしい︒

ある︒

﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬ふのは︑いふ
までもない︒

十一281

五

五

大三葦ミ翌灘器

ま

十一411園 わたしがこんなに寺運で︑いっとも知
れない身になってみるのに︑あなたは雀の子に夢
雀の子が逃げて泣いた紫の君は︑

中なんですか︒

二26
ニー81

十

ノ＼

七む 而

ののたた
四四せせ
二季ばば

鉄
海
若ミ

⊥ゼ＝：六
ノ、ンモ。

兎会

十一4210

さわぐいそ

十一439 この不幸な子を慰めるために︑源氏は給 十一311 何でも﹁御﹂や﹁お﹂をつけさへすれば
敬語になると思ったり︑
をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒
十一655図圓 阪東武者のならひとて︑大義の前に ご ︹課名︺22 五
は親死に子討たるるともかへりみず︑

十一慨2図圃 われは海の子︑白波の

禦1柵裟灘運癖喜
国五五五
て一2オ＿色五五五五

五茨

ご
一一 十十十十

ニ

七五三三

十

一

516

517
ご一こいぬ

＋伽−〇五
ごあんないいた・す

三麗8園

いたす

﹇御案内﹈︵五︶2
︽ーシ︾

ごあんない

では︑ごあんないいたします︒

御案内いたす

＋二3210五

十一135 五

だのぶなが

︽ーゲ︾

猿田二神が︑先に立って︑御連内申しあ

げました︒

五梱4

さるたひこの

御案内申しあげる

十二M8 五
五㎜6園私が御案内いたします︒
ご ﹇後﹈︵名︶4 後5しゅっぱつご・じょうりく ごあんないもうしあ・げる ﹇御託内申上﹈︵下一︶1
お

かいしご・ゆうしょくこ
たことがあり︑その後百年鯨りたって︑

九109 織田信長が︑木曾の森林から伐採して断つ

を命じられました︒

期

←インドご・たいわんご・にっぽんご・マ

す

︽ーシ︾

﹇乞﹈3あまごい・おいとまごい

十一277

鯉

こい

コヒ

﹇鯉﹈︵名︶4

スを通して太陽を見ると︑

ふところ

十二価4 濃い青空には︑︿略﹀白雲が︑山の懐か

らぼつかり顔を出しては︑
あみ
十二矧4 潮の色は︑濃い藍から少しつつ緑に攣り︑

﹇御威光﹈︵名︶2 御威光

日ざしもさすがに強くなった︒

﹇小石﹈︵名︶1 小石

﹇恋﹈︵形︶1 こひしい ︽ーク︾

﹇小石混﹈︵名︶1 小石まじり

べること二町田にして︑

八335図小石まじりの砂なれば︑流るるやうにす

こいしまじり

ン十104園妻子がこひしくなったか︒

こいし・い

七85 小石のやうなものが︑手にさはりました︒

こいし

御威光を昔に返しておくれ︒

九桝5園 成人したら︑一日も早く毛利を討って︑

・ろへるばかり︑

心嚢3園 尼子家の御威光は︑昔にひきかへておと

こいこう

﹁キンギョヤコヒバ︑ドウシテヰルデ

鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風をの

こい

濃い

︽ーイ・ーク︾

御一十

第一線から飛行機でお逼りになった王は︑

こいちどく ﹇御一読﹈︵名︶1

たつさへた關東方の使者は︑

十二麗7 朝廷へ寛大の御庭置を請ひ奉る歎願書を

ル︾

そのたびに︑鯉のかげが地の上をおよ こいたてまつ・る ﹇請奉﹈ ︵五︶ ！ 請ひ奉る ︽一
ときどき池の中で見かける鯉やふなが︑親
﹇濃﹈︵形︶8

武官のさし出すこの電報を御一走ののち︑

十一139

三年生になったばかりのころ︑をぢさんの

文子さんは︑もらった子犬も︑りっぱな軍
五柳6

おかげで︑利根は︑子犬のよくかかる病氣

子犬には︑利根といふ名をつけました︒

にもならないで︑すくすくと育ちました︒

五鵬1

犬にしてみたいと思ひました︒

五柳4

うちから︑子犬を一匹もらって來ました︒

五伽2

大きさだけは︑親燕と同じですが︑まだ口 こいぬ ﹇小犬﹈︵名︶7 子犬
薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか
雲はますますこくなり︑雲の下では︑もの
緑濃いゴム林におほはれた公園地帯
ロ

＋二槻3濃い色ガラス︑または黒ぐいぶじたガラ

十一別1

すごくスコールがあばれてみる︒

十602

こいみどり色に憂る︒

九964

ばしの下の赤色が︑親燕ほどこくありません︒

八68

い紅をさしてゐます︒

べに

六柳5下の方は白で︑花の口もとのところに︑こ

こ・い

ではないかと思ったことがありました︒

五218

ぎます︒

三194

んで︑やねよりもたかく尾をあげます︒

三185

セウネ︒﹂トシンパイサウニイヒマシタ︒

二505園

こい

私が御案内申しませう︒

九345 この少女は︑その後︑皇軍のある隊の通江 ごあんないもう・す ﹇御出内申﹈︵五︶1 御重内申

夫を積みて︑

十477図 かれは︑その後いよいよ研究を重ね︑工

﹇期﹈︵名︶1

十546 その後のやうすをラジオで聞いた︒
ご

﹇語﹈

ろは何ぞ︒

十二931図題 この期において︑おんみの願ふとこ
ご

ライご・ロシヤこ
ごあいさつ
ごあいさつ ﹇御挨拶﹈︵名︶3 ごあいさつ 御挨拶
御挨拶

四142 にいさんは︑︿略﹀ざしきへあがって︑お
とうさんにごあいさつをしました︒

ごあいさつ

十一109 その最後のお別れに︑母宮殿下に御挨拶
を申していらっしゃるのであった︒

御安心

十一拾1 北海道からお鋸りになって御挨拶をなさ
つたのも︑

︽ーイ︾

ごあんしんくださ・る ﹇御安心下﹈︵五︶1
くださる

十一112園 どうぞ御安心くださいませ︒
ごあんない ﹇御案内﹈︵名︶1 御案内

十価2囹 これで︑一通り工場の御案内は終りまし
た︒

こいのぼり一こう

518

カゥ

かう

かう

春雄さんにせんかんのことを聞くと︑
﹁︿略﹀︒﹂かういったあとで︑きっと︑

かう答へます︒

三335
﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

です︒それが︑かうむしばになってはいけま

三413囹おくの方のは︑一生使ふだいじなは
せんね︒

﹁︿略﹀︒﹂おちいさんが︑よくかうおっ

あちらの村でもこちらの村でも︑かう

しゃいます︒

三579

四81

かうしてみる間に︑何年かたちました︒

いって︑この大木を見あげました︒

四354

かうして育てたみかんの實は︑

もうかうなったらしめたものです︒

かうしてできた二本の筒は︑うまくはまり

﹁︿略﹀︒﹂おとうさんは︑ひとりごとのやう

ズ略﹀︒﹂かういひながら︑和尚さんは︑雪

﹁天皇陛下萬歳︒﹂作江はかういって︑静か
六梱6園

ここは︑むさし野です︒東京の近くには︑

に目をつぶりました︒

六旧9

舟を引っぱって︑本堂へ行きました︒

六川2

に︑かういはれました︒

六759

合って︑

六647

じっとしてゐられなくなった︒

六631 ﹁︿略﹀︒﹂かう思ひつくと︑ぼくは︑もう︑

六404 ﹁︿略﹀︒﹂かういって︑

から︑きたへるやうにしなければならない︒

六271

カウイッテカラ︑トビハウタヒマシタ︒

﹇斯﹈︵副︶98

一624

こう

神さまは︑かうして國を恥くなさった 六349團 かうした勇氣やおちつきは︑子どもの時

んでしたが︑

三158

五㎜1 子犬ですから︑これは︑なかなか聞きませ
五佃9 その年の秋も過ぎ︑冬の初めになりますと︑

いしだう

といふことです︒

三326

やうですね︒

利根は︑もう子犬ではありませんでした︒
ざう
七546 ちやうど︑子犬が︑象でも引つばつて行く

五鯉のぼり⁝⁝⁝十八

こいのぼり ︹課名︺2 鯉のぼり

三26
三181 五 鯉のぼり
こいぶつ ﹇御遺物﹈︵名︶1 御遺物

十76図 殿内に入りて御遺物を拝観す︒

こう2かう行
また﹁銀行﹂﹁行列﹂の﹁行﹂は︑﹁かう﹂

﹁ぎやう﹂などと 讃 み ︑

十価7

き ら

十価7 ﹁行﹂は︑﹁かう﹂﹁ぎやう﹂などと讃み︑
かう
﹇高﹈︹人名︺1 高

こう

かうなって來ると︑南風は︑もう前のやう
に負けてばかりはみません︒

四M4

つかまって︑

まったくの友だちになってしまふ︒

五689国

月は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑

みんなの兵隊さんが︑利根のかうしたはた

︿略﹀︒かうなっては︑かげふみもできません︒

五撹6

五雲5

あまてらすおほみかみ

らきを見て︑涙を流すほどでした︒

﹇侯﹈■もうりこう

﹇坑﹈︵名︶ ← た て こ う

六268

六24一

いろいろな藥で︑害虫を何べんも除きます︒

ズ略﹀︒﹂かう申しあげると︑

八967

それで︑海賊どもに向かって︑﹁かうな

急に思ひついたらしく︑手をうつて︑正

武男くんたちも︑やがては︑かういふ兵

かういふと︑みなさんは︑︿略Vと思ふか

かうしたいろいろな大砲は︑どういふふう

も知れませんが︑それは大きなまちがひです︒

八141

く月日が過ぎて行きました︒

七二7 かういふかけ合ひをしてみる間に︑むなし

管生活をするやうになるのですから︑

七843団

なんだ︒

七705園正男﹁まあ︑待ちたまへ︒かういふわけ

男﹁さうだ︑さうだ︒かうすればいいんだ︒

七692囹

つては︑おまへたちには︑とてもかなはない︒

七463囹

げで︑たいそうよくなりました︒

かうした静かな野原が︑ひろがってゐます︒
十二9110図 吉良・石堂・高・上杉の者ども六千鯨 四523 思ふままにすべります︒かうなると︑お
七331園毎日︑かうして藥をいただいてみるおか
もしろくておもしろくてたまりません︒
騎にて︑湊川の東へかけ出で︑
﹇功﹈︵名︶1

﹇口﹈呂とすいこう・ふんかこう
功

こう

こう

呂ウスリーこう・こくりゆうこう．こく

かうなると︑もう馬ではなくなって︑

十136園しかし︑今の職孚は昔と違って︑一人で 五633 かういひながら︑少彦名神は︑あはの董に
甲

進んで功を立てるやうなことはできない︒
﹇甲﹈︵名︶2

八㎜3 池があって︑そこに︑甲の長さが一メート

こう

ルもある﹁うみがめ﹂が泳いでみるのには︑

八柵10 足の長い割合に︑甲は小さいのですが︑お
﹇江﹈

もしろいのは︑その口のところです︒
こう

六55天照大神が︑たけみかつちの神といふ強

こう

﹇港﹈﹇▽おおさかこう︒さいりょうこう

りゅうこうのかいひょう・しょうかこう
こう

い神様に︑かう仰せになってゐます︒

こう
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馬＿つ一一つ

にして︑こしらへられるでせう︒

八皿4 かうした仕事がもう一度くり返されると︑
てるる私たちなのです︒

八桝5圃 それが︑いつも︑ここに︑かうして立つ
八伽4圏 いつでも︑ここに︑かうして立ってるる
のです︒

話に向かって︑かう叫びます︒

八伽4圃 飛んでみる高さは︑方向は︒私はすぐ電

なく︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑母はよくかういひました︒

九115 かうした檜は︑一朝一概に得られるもので
九298

﹁︿略﹀︒﹂小僧さんは︑ををしくもかういつ

﹁︿略﹀︒﹂かう叫んで︑豊里は太刀を投げ捨

か見當がつかないでせう︒

九892 しかし︑かういっただけでは︑まだなかな
九旧4
てた︒

て︑衣を脱ぎ捨て︑尼子勝久と名のった︒

九梱5

九価7 勝久は︑かういって鹿介に感謝した︒
今朝ほど尊く思ったことはなかった︒

九節5 かうした光景は︑今までに何度も見たが︑

﹁︿略﹀︒﹂勘校の門を出ると︑正男くんがぼ

九別6 一度かうしてオボの祭にえらばれた家畜は︑
十344
くにかういった︒

十387 かうした火山は︑どれもこれもけはしくて︑

十421 かういふふうに︑月の世界は︑いはばまつ
たく恐しい死の世界ですが︑

十618 訓示に答へるやうに︑全員のまなざしがか
ういってみる︒
とよだ
﹁︿略﹀︒﹂豊田佐吉は︑村の人々から︑かう

いってあざけられた︒

十734

十749 佐吉の考へは︑かうであった︒
十793 みんなは︑かういってほめたたへた︒

熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑﹁まっかう

いふ汝はたぞ︒﹂

十而1馬丁

時には綴り方や︑手紙を書きます︒かうし

投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

十穐1図今はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ
十M5
て讃んだり書いたりする文章は︑

木地に︑すき間や︑きずをなくすために︑

かうしてつめてみるのです︒

十柵8囹

看護の手を書くし︑無事に送り届けてあげ

なければlIかう思った私は︑

十襯1

かうした宗治の態度に︑秀吉はいよいよ怒

つて︑軍勢をさし向けたのであるが︑

十価9

宗治がたつねて行くと︑治嘉は喜んで迎へ

十㎜2

かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑

二人の子どもは︑かういってせがんだ︒

ながら︑かういった︒

十型10

十㎜3

この杖をかうして持ってるると︑永久

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒

十一82囹

く厚い雲によって︑日光がさへぎられるからです︒

十一川6 かうした作業が五時間も績いて︑一萬尾
十一描5

﹁︿略V︒﹂ベートーベンはかういって︑さ

かれは︑突然かういって足を止めた︒

に近い漁獲に船は満載である︒
十一側6

ほんたうに勇ましい人の心の中には︑

つき娘がひいてみた曲をまたひき始めた︒

かうしたやさしい情がこもってみるのだと

十一佃6團

かうした苦心はやがて報いられて︑

十一柵6 大宮人たちは︑かうした心持を心ゆくま

十一㎜7

かうして︑三年も五年も石の山に通って

で味はつて︑都の春を饗しんだのでした︒
十ニー85

石の面を見て︑︿略﹀この石はかう割れ

は︑石工の仕事を見適えて行くのである︒
十一一193

かういふ兵士やその家族たちの歌が︑萬

るといふことが判断される︒

十二405

萬葉集の歌には︑かうした國民的感激に

葉集に多く見えてみる︒

満ちあふれたものが多い︒

十二423

かうした天下の輿論に慨して︑ただ一人

﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑

ようん

十一一5310
そらい

浪士を預った大名も残念とは思ひながら︑

母上︑かうなっては是非もございませ

わる者﹁かう廣げて︑この金物でじつ

殿様の御合鮎まみらぬも道理でござり

ます︒かう致しますと︑ぐっと廣がります︒

十二848園

としめるによって︑要もとしめてでござる︒﹂

十二818囹

ぬ︒

十一一714囹

かうなっては何ともしやうがない︒

十二617

荻生狙挾のいふところは違ってみた︒

をぎふ

十二602

刹に問ひかけた︒

﹁︿略﹀︒﹂王は︑かうおっしゃって︑一服 十二509 ﹁︿略﹀︒﹂修行者はかう考へて︑静かに羅

に手を引かれてみるやうです︒
十一1210

かう考へると︑紫式部は︑やっぱり女で

の藥をお取り出しになった︒

十一368

なくてはならなかったのです︒
そばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀︒﹂かうい

つて︑雀をさがしに立って向かふへ行った︒

十一406

いやもう︑あなたはまるで赤ちゃんで
すね︒どうして︑いつまでもかうなんでせう︒

十一4010園

まあ何といふよい髪でせう︒でも︑か
照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

ういつまでも赤ちゃんでは困りますよ︒

十一419園
十一739

天地も暗くなるのは︑かうしたすばらし

月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑

十一773

こう一こうか
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十二859園 冠者﹁かう仰げまして︑この金物でじ
﹁︿略V︒﹂艦長は︑潜望鏡から目を離しな

つとしめます︒﹂

十二悩4
がらかういった ︒

十二伽2園 かうした温かい心は︑アメリカの軍隊
には決してありません︒
ど見當がつかない︒

十二柵9 もちろん︑かういっただけでは︑ほとん
十二摺8 ふしぎさうに︑あたりを見まはしてみる

妹に︑ほほ笑みながら私はかういったll
十二麗2 母や祖母にだかれて︑かうした歌を聞き
ながら︑

日本語を聞くと ︑

十二幽2 かういふところで︑たまたまなつかしい

離すことのできないものである︒

十二衛6 國語は︑かういふやうに︑國家・國民と
十二脳4 赤道といふ文字は︑あるひはかうした落

﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑船長はうつと

日の美観をいひ表すに︑最もふさはしい文字かも
知れない︒
十二㎜10

りと空を見あげた︒

﹇請﹈︵五︶−

こふ

︽ーウ︾

十二㎜11 この洋上では︑よくかうしたことがある︒
こ・う

﹇攻囲軍司令官﹈︵名︶1

﹇厚意﹈︵名︶5ここうい

を見せようとしてみた︒
こうい

こういぐんしれいかん

好意

三

の ぎ
わが薬園軍司令官乃木大証と︑敵の司令官

園軍司令官
十832

こういん

宇多天皇九代の後胤︑近江の國の住人︑

うだ

ステッセル皇軍とが愚見することになった︒
こういん
﹇後胤﹈︵名︶2 後胤

十麗10立坑

こういん

せいわ

皇胤

くわういん

しもつけのかみ

清和．天皇九代の後胤︑下野守源義

こういん

佐々木の四郎高綱︑宇治川の先陣そや︒

十一625図園

くわういん

﹇皇胤﹈︵名︶1

朝︑大將としてまかり向かふ︒

こういん

皇胤に生まれたとはいへ︑ひとたび嫁

しては徳川の家を離れないのが女の道︑

十一一川4

鑛員

これが晴れるのを待って︑鑛石運搬の鑛

鑛員たち
きだうしや

﹁交代の時間だ︒﹂鑛員たちは︑現場を引
きあげて昇降機に乗る︒

十ニー28

鑛員同志に﹁申し送り﹂があり︑﹁申し
受け﹂があって︑たがひに堅く連絡を取るのも

こうえい

九蹴1園

光榮

くわうえい

光榮

私たち少國民も︑この光榮ある大きな時代

この光榮を忘れるな︒

くわうえい

﹇光栄﹈︵名︶8
十5610

押しも押されもしない﹁世界一の織機﹂と

に生きてみるのである︒

いふ光榮が︑かれの上にかがやいた︒

十822

日本の天皇陛下より︑︿略﹀おことばを

十時二十分︑職圖たけなはなる時︑

お受けくだされば光榮に存じます︒

いただき︑この上もない光丘であります︒

十867圏
十949園

十一136図田

第一線の將兵たちは︑この電文が示すや

宮機を迎ふるの光榮に浴す︒

うに︑ひたすら光榮に感激して︑

十一143

十二738八十一歳の光榮ある長壽を終るまで︑功

﹇公園﹈︵名︶1

公園δてんのうじこう

績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

公園地帯

公園は︑さう亡くはありませんが︑︿略﹀︑

﹇公園地帯﹈︵名︶1

鋪装道路は︑︿略﹀傾斜面と︑緑濃いゴ

﹇轟音﹈︵名︶1 轟音

その志︑ひとへに皇化をたすけ二つ

﹇二化﹈︵名︶1 皇化

學校として︑記念すべきおめでたい日で

﹇校歌﹈︵名︶2 校歌

七446

私たちは︑聲をそろへて校歌を歌ひました︒

すから︑みんなで元氣よく︑校歌を歌ひませう︒

七443園

こうか

て︑民生を安んぜんとするにあり︒

十一237図圓

こうか

けざまに二つの轟音がとどろいた︒

十慨8 その聲の終らないうちに︑またしても︑績

こうおん

ム林におほはれた公園地帯の間を走ってみる︒

十﹇別1

こうえんちたい

いかにも大阪らしいけしきです︒

八918

えん・なかのしまこうえん・ひびやこうえん

集合した鍍員は︑東方へ向いて整列する︒ こうえん

﹇鉱員﹈︵名︶3

十二76

こういん

十ニー14

員がやって來る︒

十ニー19働事を運んでしまったあとの坑内に︑支
﹇鉱員達﹈︵名︶4

柱を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒
ごういんだち

坑口の前の線路には︑幾十皇の軌道車が︑
鑛員たちの乗るのを待ってるる︒

十二74

大きな神棚があって︑その下を通過する
鍍員たちは︑だれも見てみない上上なと

時︑鑛員たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から祈る︒

十一一810
十ニー32

と捕らはれの身となった︒

九郡2 鹿介は主君に志を告げ︑許しをこうてわざ
こう ﹇号﹈ 5グライダーにっぽんこう・にっぽんこ

十ニー39

ころで仕事をするので︑

こうあほ

う

こうあほうこうび ﹇興亜奉公日﹈︵名︶1

﹇好意﹈︵名︶1

三942 今日は日曜日で︑こうあほうこう日です︒こういんどうし ﹇鉱員同士﹈︵名︶1 鑛員同志

うこう日
こうい

さっちやう

十二価6 イギリスは︑薩長を通じて官軍に好意
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こうか一こうぐん

こうか
航海

﹇降嫁﹈︵名︶3ここうか
﹇航海﹈︵名︶3

九907 昔から︑航海の目當てとなってくれたのは︑

こうかい
この星です︒

十一㎜9 それからまた一日半ぐらゐ南へ航海を績
けると︑一つの島が見えて薫る︒

坑外

十一㎜10 ニューアイルランド島をあとにして︑更
に南へ航海を績けると︑
﹇坑外﹈︵名︶2

十ニー17 やがて︑十垂︑二十毫と長くつながって︑

こうがい
坑外へ運搬されて行く︒

︽ース

清風一陣︑坑内から坑外へ出る︒

﹇港外﹈︵名︶暴りょじゅんこうがい

十一一143
こうがい
號外

﹇号外﹈︵名︶1

十52図 號外
﹇航 海 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

航海する

こうがい

ル︾

こうかい・する

九969 天氣のよい日︑おだやかな海原を航海する
やうな早しさであるQ

かうぐわい

こうがいでんしゃ ﹇郊外電車﹈︵名︶1郊外電車
かうぐわい

八955 郊外電車の畿達してみることも︑︿略﹀︑
﹇高角砲﹈︵名︶2

高角砲

大阪のほこりの一つになってゐます︒
こうかくほう

十699 高角砲の目もくらむやうな光の中で︑
十二脚9 ねらひ績けてるた高角砲の勇士たちは︑
みかた機とわかって狂氣のやうに手を振った︒

こうかんばん

九554

﹁雨舷直︑整列︒﹂のラッパが一きは高く響

き渡ると︑はだしのままの水兵員が︑後甲板には

せんざいいちぐう

﹇好機﹈︵名︶1

好機

せ集ってずらりと整列する︒
こうき

千載一遇の好機である︒

陸地の方から︑果物の香煙のやうなにほ

﹇香気﹈︵名︶1 香氣
くだもの

十616囹
こうき

十一筋2

皇居

ひをふくんだそよ風が流れて上る︒

︵名︶

1

工業

呂めんぷこう

楠木正行︑弟正時ら一族をうちつれて︑

﹇皇居﹈︵名︶1

十一一973図

こうきょ

﹇工業﹈

吉野の皇居に参向し︑

ぎょうこく

こうぎょう

大阪は︑實に日本第一の工業都市で︑各種

﹇工業都市﹈︵名︶1

与いちだいこうきょうがく

の工業がさかんに行はれます︒

八894

こうきょうがく

大阪は︑實に日本第一の工業都市で︑各種

工業都市

こうぎょうとし

八894

航空機

航空將校

バリ島の敵の野職病院には︑アメリカの

﹇航空将校﹈︵名︶2

艦船は︑魚群のごとく進み︑航空機は︑

﹇航空機﹈︵名︶1

の工業がさかんに行はれます︒
こうくうき
つばめ

十二糊5圏

燕のごとく渡り︑

十二伽7

こうくうしょうこう

かれは︑アメリカから濠洲へ派遣された

航空平気が︑白い寝床の上に横たはってるた︒

十二伽10

航空部隊

そこで航空部隊の働きと整備とは︑一つ
に考へなければなりません︒

九伽10園

きを聞いて︑たいへん感激してみるのですが︑

九谷8園私たちは︑わが航空部隊のめざましい働

四十名の航空將校の一人で︑
こうがっこう ﹇公学校﹈︵名︶1 公學校
とくこん
七237 公學校の三年生であった徳坤といふ少年は︑ こうくうぶたい ﹇航空部隊﹈︵名︶4

後甲板

九524 後甲板には︑當直將校の姿が見え︑

こうかんばん

こうかんぱん ﹇後甲板﹈︵名︶3 後甲板

員起し五分前︒﹂と︑當無風校に報告する︒

九533 時鐘番兵がことことと後甲板に來て︑﹁総

十一一盟2

世界職史上︑いまだかってなかった航空

﹇航空兵﹈︵名︶一 カウクウ兵

航空部隊と航空部隊との決職である︒

部隊と航空部隊との決戦である︒

十二盟3

こうくうへい

航空母艦

かうくうぼ

航空母艦与こがたこうくうぽか

かうくうぼか

二621囹ボクバカウクウ兵ダヨ︒
ん

こうくうぼかん ﹇航空母艦﹈︵名︶6

それは︑せんするかんとかうくうぼか

ん・てきこうくうぼかん
んです︒

三357園

ひかうきをいくつもいくつもとばします︒

かうくうぼかんはでんとうで︑

びかぴ

三362園かうくうぼかんは︑温いかんぱんから︑
三381團

じゅんやう

かうくうぼ

にいさんの乗ってみる加賀は︑かうく

かびかびか︑ お話します︒

四181

うぼかんで︑

六343團山のやうな戦艦や︑巡洋艦や︑航空母

坑口

きだうしや

航空母艦サラトガ型︑ヨークタウン型

艦も︑この魚雷にはちぢみあがってしまふのだ︒

﹇坑口﹈︵名︶2

二隻撃沈︑

十二㎜12園
こうぐち

鑛員たちの乗るのを待ってるる︒

十二74 坑口の前の線路には︑幾十塁の軌道車が︑

﹇皇軍﹈︵名︶9

皇軍

十二89 坑口には︑大きな神棚があって︑
こうぐん

軍が︑

スレンバンの町にはいった時のことです︒

九265 マライの墨黒を急追し︑︿略﹀南下する皇

九267 ﹁皇軍來たる︒﹂の報を聞くと︑

の後︑ 皇軍のある隊の通繹を命じられました︒

九345内地なら國民學校四年生のこの少女は︑そ

つの火の丸となって進む時である︒

十569勇ましい皇軍はもとより︑國民全燈が︑一

こうぐんしようし一ごうごうこうしょう
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十偽5 砂を盛りあげながら︑もぐらのやうに進む
皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒
十一姫6 皇軍がこの島を治めるやうになってから︑

火山灰の降らないところに︑新ラバウルの市街を
作ることになってみる︒

光景

後綴者

ステッセル耳翼は︑わが激しい攻撃に守備

撃にかかる︒

十849
攻撃は中止する︒﹂艦長は︑潜望鏡か

しきれなくなって︑

十二悩3圓
ら目を離しながらかういった︒

︽ーシ︾

われは︑これに乗じてすかさず攻撃せ

︵サ変︶

1

こうげきする

聞多︑三十歳の壮年に及んで︑何一つ

孝行も周くさないのに︑

これぞ汝が第﹈の孝行なる︒

兵隊さんといつしょに仕事をすることは︑

昔︑孝行な娘がありました︒

﹇孝行﹈︵形状︶3 孝行

十二8910図圏
こうこう

四579

お國のために孝行です︒

九355圓

﹁いや︑孝行です︒﹂といって︑なかなか

聞かないさうです︒

九357園

ます︒

心の底ま

もし︑きげんが貰うござったら︑かう

こうこう

かしは舞うてばこうこうと︑

︵副︶1

皇后δこうみょうこう

田道間守は︑持って罵ったたちばなの半分

聖武天皇の皇后を︑光明皇后と申しあげ

ごうごう

やがて︑また︑ごうごうとすさまじい音を

ごうごうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐ

一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩

甲號功章

ごうごうと響く車の音は︑見送ってくれ

﹇甲号功章﹈︵名︶1

利根は︑そのうち︑きっと甲號功章を︑

いただくにちがひありません︒

五捌5團

ごうごうこうしょう

る山の歓聲である︒

十ニー41

石に︑軌道車の響きがごうごうと反響する︒

十一一93

らぐら動くのが︑愉快でたまらなかった︒

十一834

たてて︑たくさんの戦車が來ました︒

八571

ごうごう

﹇轟轟﹈︵副︶4

七322

しやうむ

を︑皇后にけん上しました︒

六232

．こう

ごうごう ﹇皇后﹈︵名︶2

でひびきます︒

七311囲

こうこう

かうはやして舞はれたらよからう︒

十二836園

わが駆逐隊・水雷艇隊は︑砲火をくぐ こうこう ﹇斯斯﹈︵副︶1 かうかう
﹇攻撃﹈

ら︑敵をこうげきしましたが︑

五備1

﹇攻撃態勢﹈︵名︶1

攻撃目標

潜水艦は︑思ひきりよく攻撃態勢を捨て

こうげきたいせい
十一一伽2

﹇攻撃目標﹈︵名︶1

て︑ぐるりと艦首を向けかへた︒

それに︑攻撃目標のない洋上哨戒の軍調

こうげきもくひょう

十二㎜4

高原

中央ジャワの高原にあるマゲランといふ

﹇高原﹈︵名︶3

さは︑やりきれないものがある︒
こうげん

高原にも牛や羊や水牛がみる︒

ひつじ

十一踊3

その夜は︑高原の町マゲランにとまる︒
孝行←おやこうこう
あなたの孝行のせみですよ︒

﹇孝行﹈︵名︶5
六588園

こうこう

十一蹴3

町へ行く︒

十一脳9

攻撃態勢

みかたの第一線は︑︿略﹀︑ざんがうの中か

こうげき・する

つて敵艦にせまり︑無二無三に攻撃せしかば︑

十一549図

しかば︑敵の諸艦皆多大の損害をかうむり︑

十一545図

十二204 北方から疾風のやうに︑皇軍はダバオを こうげき・す ﹇攻撃﹈︵サ変︶2 攻撃す ︽ーセ︾
めざして押し寄せた︒

十二231 約八千の邦人が︑皇軍の入城を知って︑

狂喜してこれを迎へたのであった︒
十二宙5圃 更に︑皇帝陛下は︿略﹀︑皇軍の將兵︑
皇軍將士

戦残の勇士に︑しばし祈念を捧げたまうた︒
こうぐんしようし ﹇皇軍将士﹈︵名︶1

﹇光景﹈︵名︶4

暫壕も︑トーチカも︑敵兵も︑何もなかった︒

十悩4 血にまみれて突き進む皇軍二士の前には︑
こうけい

九川5 かうした光景は︑今までに何度も見たが︑

今朝ほど尊く思ったことはなかった︒
十826 何千垂といふ自動織機が勢そろひをして︑
︿略﹀︑すばらしい速さで織り出す光景は︑

十一圏12 ゴムの木の根へ︑︿略﹀稻妻が鋭く切り
込む時など︑實にすさまじい光景である︒

﹇後継者﹈︵名︶1

を目の前に見るやうにお歌ひになってみる︒

十二471 下略﹀︒﹂といふのであって︑美しい光景
こうけいしゃ

十二259 まさに︑後縫者を失った者の悲痛な叫び
でなくて何であらう︒

六603

こうげき ﹇攻撃﹈︵名︶4 攻撃εいかいえいこう
げき・かくこうげきたい・ぎょらいこうげき・ダバ

年號を︑﹁養老﹂とお改めになりました︒

十二734園

石のらうから唐糸を出してやりました︒

親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑

さうして︑子どもの孝行をおほめになって︑

オこうげきぶたい

八434

る︒

六926囹次に進めの號令を掛けたら︑攻撃を始め
十6710 第二・第三の雷撃機動が︑次々に現れて攻
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ごうごうさま一こうしつ

﹇皇后様﹈︵名︶4

皇后様

らいになりました︒

︽ーレ︾

﹇孔子﹈︹人名︺22

十一633国国
こうし

孔子

寧日を知らば︑弓を伏せて降参仕れ︒

七336囹 これも︑みんな皇后檬のお恵みでござい こうさんつかまつ・る ﹇降参仕﹈︵四︶1 降参仕る

こうこうさま

ます︒

七349園 ﹁皇后檬が︑御自分で︑病人のせわをな
さるといふことだが︑ほんたうだらうか︒﹂

これこそは︑わが道を傳へ得るただ一人

の弟子だと︑孔子はかねてから深く信頼してみた︒
きやう
孔子が︑弟子たちをつれて︑匡といふと

ころを通った時︑突然軍兵に園まれたことがある︒

十二262

十二253

聲をあげて泣いた︒

七351園皇后様におせわをしていただくのと︑同 十二249 七十歳の孔子は︑弟子顔回の死にあって︑
じことではないか ︒

かうがうしい

︽一

七353園 皇后檬は︑千人の病人のせわをなさると
﹇神 神 ﹈ ︵ 形 ︶ 3

いふ大願を︑お立てになったさうだ︒
ごうごうし・い
ク︾

うしく見えます︒

カウサンスル

おくればせにかけつけた夕影を見た孔子

匡人は孔子を取り重んだのである︒

孔子がよく首回を知ってみたやうに︑顔

孔子は顔回をほめて︑﹁︿略﹀︒﹂といって

る者には﹁︿略﹀︒﹂といひ︑

十二331

みる︒
十一一342

顔耳なればこそ︑偉大な孔子の全面を︑

顔回は孔子をたたへて︑﹁︿略﹀︒﹂といつ

回もまたよくその師を知ってみた︒
十二343
てるる︒

十二351

あいこう

ある日︑魯の哀公が孔子に︑﹁︿略﹀︒﹂と

ろ

よく認めることができたのである︒
十二358

孔子は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

たつねた︒

﹇子牛﹈︵名︶2 子牛

十二361

こうし

私たちは︑波うちぎはを︑︿略﹀︑子牛がね

五523 舟には︑子牛も乗ってゐました︒
七106
孔子は五十鯨歳︑顔回は一青年であった︒ こうし

てるるやうな岩の方へ行きました︒
かうし
﹇格子﹈︵名︶ユ格子

十二274

小路

﹇工事﹈︵名︶5ていぼうこうじ・ふっきゅう

こうち
﹇小路﹈︵名︶4 小路

て︑薄暗い小路を通り︑

十一鵬1 月のさえた夜︑友人と二人町へ散歩に出

てるる︒

るので︑小路は︑おのつから高い土塀績きになつ

こうち
十川3 胡同といふのは︑小路のことである︒
どべい
十川6 どこの家も︑高い土塀を立てめぐらしてゐ

こうじ

こうじ

こうじ

かうし
八426萬壽は︑格子の間から手を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂

わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若
孔子は楚の國へ行かうとして︑弟子たち

い顔回をひたすらに案じ︑
そ

職齪があって︑道ははかどらず︑七日半

き一本な子路が︑とがり聲で孔子にいつ

孔子は答へた︒

孔子は平然として答へた︒

十二298

皇室5にっぽんこうし

古写わが絶息は︑皇室を中心とし︑

﹇皇室﹈︵名︶2

て︑垣に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒

十二榴2 弟が︑せなかのあたりまで泥をはねあげ
孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才 こうしつ

このことばが︑孔子をどんなに滞足させ
十二313

たことか︒

十二311

十一一289

た︒

十二284

夜︑孔子も弟子も︑ろくろく食ふ物がなかった︒

十一一281

とともに陳・察の野を旅行した︒

十二278

十二275

は︑ほっとしながら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十一一267

十二265

ころから︑聖人は孔子を取り園んだのである︒

三171間しげった松の間に︑おやねがかうが 十二265 不幸にも︑孔子の顔が陽虎に似てみたと
五107團 まことにかうがうしくて︑しぜんと頭が
さがりました︒

﹇皇国﹈︵名︶3 皇國
こうはい

うがうしく立てられてみる︒

へい
九162 祭場には︑中央と四すみに︑五色の幣がか
こうこく

十一532捨土 皇國の興増感の一軍にあり︒

十二衛3 皇國のよろこびに︑國を墨げて萬歳を唱
へるのも︑

十二佃9囲 太平洋は︑皇國の望めによってのみ︑
とこしへに﹁太平﹂の急なのである︒
かうさく
﹇耕作﹈︵名︶1 耕作
かうさく

高山

九川3 そばで︑満人たちが耕作の手を休めて︑こ

こうさく

だいを し や う ざ ん

﹇ 盲 同 山 ﹈︵名︶1

ちらを眺めてみる ︒
こうざん

︽ ーシ︾

﹇降参﹈︵サ変︶2

九㎜5園 右手は大和尚山で︑關東州第一の高山︑
かうさんする

こうさん・する

十一3110

つ

能に慮じてわかる程度に教へた︒

三234 べんけいはかうさんして︑牛わか丸のけ 十二315 孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑あ

一842 オニハ︑ミンナカウサンシマシタ︒

こうして一こうしゅう
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﹇斯﹈︵ 接 ︶ 3 0

かうして

は︑︿略﹀わが皇室の萬歳を心から祈り奉る︒

十二槻9 この和歌を奉唱する時︑われわれ日本人
こうして

三櫛9 かうして三年たちました︒
四463 かうして︑金の牛は︑おなかがすくと︑
みどりの島を眺めては︑おなかをいっぱいに
しました︒

さんの支那の子どもたちに手つだはれながら︑

四佃4 みんな一生けんめいです︒かうして︑たく

五柵8 かうして︑その年の秋も過ぎ︑

五253 かうして︑陸へあがったたくさんの子蛙は︑

六292 かうして︑あたたかい心で育てられ︑しん
せつな手で︑荷作りされたみかんは︑
み こ

七184 やまとをぐなの皇子は︑御年十六︑かうし
て︑︿略﹀︑熊襲をおほろぼしになりました︒

かうして︑多くの品物が︑自由自在に集つ

とう︑夜の十一時ごろまで働きました︒

八904
たり︑散らばったりするので︑

大きな機械が︑思ふままに︑鐵のかたまり

を手玉に取ってみるのです︒かうして︑きたへに

八983

かうしてきたへられた鐵の柱は︑

きたへるのですが︑

八鵬6

かうして︑いろいろな大砲が︑どしどし作
かうして︑一日一日と︑のどかな春になつ

られて︑

八餌3
八搦9

かうして話しかけると︑話しかけられた人

て行くとともに︑

九399

ほかの醤者二人も︑何くれとこの手術を

十二鵬10

かうして敵が次々に爆破して行く橋梁を︑

︹課名︺2

孔子と顔回

わが工兵隊は︑また片端からかけ渡して︑

孔子と周回

孔子と顔回⁝⁝⁝二十四

四

四

こうしとがんかい

十二25

﹇後者﹈︵名︶1 後者

十二246
こうしゃ

今までしんと静まり返って︑死んだやう

ぼくたちは︑校舎のうらの草をむしった︒

﹇校舎﹈︵名︶2 校舎

同じであり︑後者は﹁久佐幾﹂と書くのと同じで

十一㎜1前者は﹁クサキ﹂を﹁草木﹂と書くのと
ある︒

こうしゃ

五842

になってみた校舎の中から︑

十二236

從一位侯爵にのぼり︑︿略﹀三国を終る

飛行機を撃ち落す高射砲︑

﹁先生﹂﹁遠足﹂﹁飛行機﹂﹁高射砲﹂などは︑

きょだん

十二惚4

いっしゆん

巨魁を投じたる︼瞬︑敵高射砲弾は︑

濠洲

ソロモン諸島にも︑濠洲の東北部にも︑

アメリカから︑濠洲へ向かふ敵船に違ひ

洲のかなたまでじっとにらみつけてみるのだ︒
がうしう

十一㎜12 日本軍・がここにどっかり腰をすゑて︑濠

これと肩を並べるやうな港はない︒

十一鋤6

十一η図濠洲

こうしゅう

汝が愛機の胴髄を貫ぬきつ︒
がうしう
﹇豪州﹈︹地名︺6 濠洲

十169図魍

こうしゃほうだん ﹇高射砲弾﹈︵名︶1 高射砲弾

音ばかりで歪む例で︑

十備10

の上で︑砲身を空へ向け︑

八一6 しあげを終ると︑高射砲は︑まるい鐵の毫

八966

こうしゃほう ﹇高射砲﹈︵名︶3 高射砲

まで︑功績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

十二737

かうして︑自分の田のすべての熟むらに火 こうしゃく ﹇侯爵﹈︵名︶1 侯爵

たちも喜んで返事をしたり︑

十228

がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて

をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒

來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒かう

十鉗8

して︑父親は︑少年の身代りとなった︒

七373 今度は︑牛がまぐはを引いて︑泥水の中を︑
行ったり來たりします︒かうして︑田の土は︑だ

かうして︑つづら折りの明かるい山道を︑

かうして︑とうとう合戦小屋にたどり着
かうして︑北洋にただよふ小船のせま苦
殊に大切なことは︑かうしてわが國の古
かうして︑鑛石を掘る人︑念持を運ぶ人︑

合はされた︒

手傳つた︒かうして︑六箇所の大藩が次々に縫ひ

十一一729

坑内で働いてみる︒

支柱を立てる人一1これらがいつしょになって︑

十ニー23

傳が︑古語のままに幾つたことである︒

十一梱7

しい船室に︑しばしの夢が結ばれる︒

十﹁㎜5

いたのが午前十一時︑

十一884

あへぎあへぎ登った︒

ここの田も︑あそこの田も︑︿略﹀︑水がた 十一844

んだんこまかく耕されて行きます︒
七3810

たへられてるます︒蛙のすみかが︑かうして︑た
んぼいっぱいにひろがるのです︒

七麗4 火は︿略﹀︑消しとめられた︒かうして︑

家は最後まで無事であった︒
七価4 かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋
の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒

と︑

八71 かうして︑大勢の燕が並んでみるのを見る
八172 かうして︑花が次から次へと︑何段かに咲
いて行って︑ふさのやうになります︒

てみなさんのお目にかかります︒

八187 すくすくと育つた塁湾のバナナは︑かうし
八588 かうして︑︿略﹀兵隊さんを迎へて︑とう
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こうしゅうとうがん一こうせきまんさい

ない︒

四十名の航空將校の一人で︑

十二伽10 かれは︑アメリカから濠洲へ派遣された

十二柵1 わがジャワ攻略に先立ち︑濠洲からジャ

十一一圏4 濠洲東岸の基地からでもやって來たのだ

がうしう

ワのバンドンへ移り︑
がうしう
こうしゅうとうがん ﹇豪州東岸﹈︵名︶1 濠洲東岸

らう︒

がうしう
こうしゅうへい ﹇豪州兵﹈︵名︶1 濠洲兵

こうしゅれい

公主嶺

十一㎜6 わが海軍特別陸二二が︑この土地に敵前
がうしう

こうしゅれい

﹇公主嶺﹈︹地名︺1

上陸して︑濠洲兵を追ひ彿ひ︑
こうしゅれい

九㎜10園 あれは公主嶺で︑昔︑ロシヤのコサック

ちかこ

﹇皇女﹈︵名︶1

皇女
にんかう

兵は︑あそこで教練したのだが︑
こうじょ

十二佃8 静寛院宮親子内親王は︑仁孝天皇の皇女︑
を ぱ
孝明天皇の御妹︑明治天皇の御叔母君で︑
こうしょう ■ごうごうごうしょう
う

こうじょう ﹇工場﹈︵名︶9 工場5てっこうじょ
五533 川の向かふ側に︑工場があって︑高いえん
いんさつ

とっから︑茶色な煙が出てゐました︒
工場だ︑

機械だ︒

六欄1 印刷の工場です︒
七485囲

八891 大阪は︑煙の都とさへいはれ︑大小一萬以
上の工場がここにあって︑

八971 大砲を作る工場へ行ってみると︑

八鵬2 それらも︑やはり同じ工場で︑受持受持に
よって作られます︒

覆面8園 工場を見せていただきたいのですが︒
土壇の中である︒

十柵1 主人に案内された塗り物の工場は︑薄暗い

十慨2園
︵名︶1

﹇攻城砲兵司令官﹈

一通り工場の御案内は終りました︒
攻城砲兵司令官

こうじょうほうへいしれいかん

﹇行進﹈︵名︶1

行進

十918囹攻城砲兵司令官が代ったのでせう︒
こうしん

次から次へ︑大勢の生徒さんたちが︑足並

工水

むさし

さがみ

出でければ︑爲朝これをはたと射る︒

莞ずる

こう

︽ージ︾

5きらこうずけのすけ

やがて長州征伐の大事が起って︑家茂は
こう

﹇莞﹈︵サ変︶1

こうずけのすけ
こう・ずる

十二㎜5

その陣中に莞じ︑

人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの

萬葉集には︿略﹀︑後世の歌集に比べて

﹇功績﹈︵名︶1 功績

八十一歳の光丘ある長壽を終るまで︑功

﹇鉱石﹈︵名︶7 玉石
はだ
十ニー03 耳石の肌が美しい︒

弾丸になり︑武器になり︑機械になる貴

さう思ふと︑鑛石の光澤も︑ひだも︑硬
十ニー11

鑛石を運んでしまったあとの坑内に︑支

﹁ダ︑ダ︑ダ︑ダ︒﹂と缶石に穴をあける︒

かうして︑鑛石を掘る人︑温石を運ぶ人︑

十愚妻23 三石を運ぶ人︑

坑内で働いてみる︒

支柱を立てる人Ilこれらがいつしょになって︑

十ニー23

柱を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒

十ニー18

度も︑重量感も︑みな美しく見えて來るのだ︒

十ニー09

い銅が︑この鑛石の中に眠ってみるのだ︒

十一一107

こうせき

績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

十二738

こうせき

切腹して︑名を後世に輝かした︒

十二649大石内藏之助ら一味の者は︑いさぎよく

長歌の多いのが︑一つの特色となってみる︒

十一一454

で︑後世歌聖とたたへられた︒

十二433

夏の日が︑かんかんてりつける中で︑行進 こうせい ﹇後世﹈︵名︶3 後世
孝心

きっと︑子どもの孝心が︑神様にとどい

﹇孝心﹈︵名︶1

をしたり︑かけ足をしたり︑集村をしたりした︒

五834
こうしん

六561園

後人

行進曲δあい

この歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑

﹇後人﹈︵名︶1

たのだらうと︑みんながいってゐます︒
こうじん
十二448

後人を奮起させるものがある︒

﹇行進曲﹈︵名︶1

軌道車が動きだすと︑舌面器から快活な

こくこうしんきょく・ぐんかんこうしんきょく

こうしんきょく

十二88

行進曲が響いて來る︒

こうしん・する﹇行進﹈︵サ変︶3行進する︽一
六棚5

シ・ースル︾

はいなう

みをそろへて行進して來ます︒

背嚢と銃を肩に︑歩調を合はせて勇まし

みんな元三のよい顔に︑國防色の制服を着

く行進したり︑

七7810国

かし

十㎜3

﹇鉱水﹈︵名︶1

て︑樫の棒をかつぎながら堂々と行進する︒
こうすい

鑛水のにほひがして來る︒
かうづけ

かうづけ
﹇上野﹈︹地名︺1 上野

ゑちこ

十二93
こうずけ

上野國

かうづけの

これが晴れるのを待って︑土石運搬の鑛

員がやって來る︒

十ニー14

越後・上野・武藏・相模の軍勢六萬鯨 こうせきうんぱん ﹇鉱石運搬﹈︵名︶1 鑛石運搬
かまくら

十一249図

騎︑︿略﹀︑鎌倉へ齪れ入る︒

上野國の住人深巣の七郎︑つとかけ こうせきまんさい ﹇鉱石満載﹈︵名︶1 血石満載

ふかす

﹇上野国﹈︹地名︺1
かうづけの

十一671図

こうずけのくに

こうせん一こうつのみや
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光線

十ニー15 たちまち鑛石満載のトロッコが︑；塁︑
﹇光線﹈︵名︶3

二野︑三塁とできあがる︒
こうせん

と空色に光るの が ︑

八節3 光線のぐあひで︑せなかのあたりが︑戸々

どす黒かった海面が︑にぶい光線を反射する︒

九467 山の頂が︑銀のやうに白く光り始めると︑

それが強烈な南洋の光線に照り映えて︑
ぐわうぜん

十一別7 薄いきれ地などがいつばいにかざられ︑

ぐわうぜん

こうぜん ﹇轟然﹈︵形状︶3 轟然

十㎜1 轟然︑天地をゆするやうな音響とともに︑
ぐわうぜん

黒煙は天に立ちのぼった︒

十二梱3 その瞬間︑轟然たる響きとともに︑わ
ぐわうぜん

ちやうおん

が潜水艦から撃ち出した砲揮は︑

ソ

皇詐
クワウソ

フ

十二川9 轟然たる爆音が︑聴音機に吸ひ込まれ
クワウ

﹇皇詐﹈︵名︶1

て來た︒

こうそ
テンイウ

十557図 ﹁天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇詐ヲ践メル

﹇高僧﹈︵名︶1

﹇皇宗﹈︵名︶与こうそこうそう

大日本帝國天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒
こうそう
高僧

こうそう

皇孫

こうたい

交代

﹁交代の時間だ︒﹂鑛員たちは︑現場を

﹇交代﹈︵名︶1

十四ー38園
廣大

住民のまばらな︑廣大なセレベスの夜の

﹇広大﹈︵形状︶1

引きあげて昇降機に乗る︒

十一㎜8

こうだい

呂しょうけんこうたいごう・しょうけ

静けさは︑︿略﹀︑想像もつかないであらう︒

こうたいごう

皇大神宮r

んこうたいごうぎょか・めいじてんのうしょうけん
こうたいごうおんふたはしら
﹇皇大神宮﹈︵名︶4
い せ

轟沈させる

朝禮の時間に︑校長先生から︑職孚の始つ

をあげて拝まれました︒

十538

たことについてお話があった︒

魚雷は︑みごと敵艦の火帯下か何かにく

こうちんさ・せる ﹇轟沈﹈ ︵下︸︶ 1
︽ーセ︾

十二㎜5

かうつう

かうつう

港がよければ︑しぜん政治・交通・産業

せいち

ひ入り︑大爆音をあげて轟沈させたのであらう︒
かうつう
﹇交通﹈︵名︶1 交通
十一脚10

こうつう

の中心となるので︑
かうつう

けっくわん

交通路は︑ちやうど︑人間でいへば血管

交通路に故障が起れば︑國の活動は︑たち

殊に支那のやうに︑廣くて大きな國では︑

交通路には︑廃道があり︑自動車道路があ

この長い長い交通路を︑りっぱに整へ︑安

かうづき

愛路村といふのは︑交通路を愛し︑これを

守る村のことで︑

十㎜9

たも
全に保つことができないうちは︑

十㎜5

り︑水路があって︑

十㎜11

交通路が何よりも大切である︒

十㎜9

まちとどこほることになる︒

十㎜8

のやうなものである︒

十㎜6

途中︑まつ伊勢の皇大神宮に参って︑御武 こうつうろ ﹇交通路﹈︵名︶6 交通路 交通路

こうだいじんぐう

七191

皇大神宮に仕へておいでになった︑尊の御

運をお祈りになりました︒

七192

神だなには︑皇大神宮の大麻がおまつりし

をば倭姫命は︑

やまとひめのみこと

七239

光澤

皇大神宮は︑二十年目とにあらたに御殿舎

てあるのです︒

九101

﹇光沢﹈︵名︶1

を御造螢になり︑

こうたく

さう思ふと︑鑛石の光澤も︑ひだも︑硬

度も︑重量感も︑みな美しく見えて干るのだ︒

十ニー09

高地Oにひゃくさんこう

校長先生

﹇高潮﹈︵名︶5さいこうちょう
﹇校長先生﹈︵名︶4

校長先生が︑地鎭祭といふのは︑︿略﹀大
山田先生が號令を掛けられると︑校長先生
校長先生が︑先生がたを代表して︑玉ぐし

りもない︒

かうつのみや

八9310 仁徳天皇をおまつりしてある高津宮や︑

にんとく

こうつのみや ﹇高津宮﹈︵名︶1 高津宮

かうつのみや

九塒2 七萬の大軍に黒まれては︑上月城は一たま

たてこもった二千五百の尼子勢は︑

九脳5 いち早く播磨の上月城を占領して︑ここに

こうづきじょう ﹇上月城﹈︵名︶2 上月城
はりま

九榴6 上月城

かうづき

風焦りの強い高地であるのに︑陛下は外た こうづきじょう ︹題名︺1 上月城

﹇高地﹈︵名︶1

七432

が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

七413

事な儀式だと︑お話なさいました︒

七404

こうちょうせんせい

こうちょう

うをも召されず︑

八613

ち

十二451 東大寺の大佛ができ︑インドから高僧が こうち
渡海して來たこうのはなやかな奈良の都を︑
こうそこうそう ﹇皇祖皇宗﹈︵名︶2 皇祖皇宗

﹇皇孫﹈︵名︶2

洲を生み︑皇祖皇宗は國を肇めたまふ︒

しま

十562図 皇祖皇宗ノ神籔上二在リ︒
おほや
十二欄1圏 黒潮と駐兵と︑その焦貼に︑神は大八
こうそん

ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれです︒

五998囹 皇孫ににぎのみことのお通りになる道を︑

五㎜5囹 いや︑私は︑皇孫がおいでになると承っ
て︑ここへお迎へに出てみる者です︒
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こうてい一こうぶいちわ

こでも同じやうな工程がくり返されてみる︒

こうてい ﹇工程﹈︵名︶1 工程
どうやう
十桝10 仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑こ

か・ロシヤこうてい

こうてい ﹇皇帝﹈3まんしゅうこくこうていへい

こうど

﹇硬度﹈︵名︶1

硬度

さう思ふと︑鑛石の光澤も︑ひだも︑硬
行動

艦長は︑敵船の行動としては蝕りに大謄

﹇行動﹈︵名︶1

度も︑重量感も︑みな美しく見えて來るのだ︒

十ニー09

十二榴8

こうどう

﹇坑道﹈︵名︶1

坑道

すぎると思って︑しげしげと見た︒
こうどう

高等科

十二圏6

相攣らず︑とはうもない高度爆撃だ︒

﹇坑内﹈︵名︶5 坑内

十二92 一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩

こうない

電燈看板に迎へられて︑三キロ︑四キロ

石に︑軌道車の響きがごうごうと反響する︒

十一一95

鑛石を運んでしまったあとの坑内に︑支

と坑内深くはいって行く︒

十ニー19

校庭

校庭は︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂の聲で埋った︒

﹇校庭﹈︵名︶3

講堂は︑東側の教室の後に立ちます︒

﹇高等科﹈︵名︶2

四時間めに︑みんなは講堂へ集った︒

鑛石を掘る人︑笠石を運ぶ人︑︿略﹀が

いっしよになって︑坑内で働いてみる︒

﹇港内﹈︵名︶3 港内

十ニー43 清風一陣︑坑内から坑外へ出る︒
こうない

たがひにあいさつのラッパを吹きかはして︑

六302国軍港を出て行く時︑港内にみる軍艦と︑

港内には︑ずるぶん船がゐますね︒

八949 大阪港は︑防波堤が遠く績き︑港内の岸壁

七559

﹇江南﹈︹地名︺1 江南

には︑一萬トン級の汽船が横づけになります︒
こうなん

江南のしらじら明けを攻め進むすめら

御軍うしほのごとし

九367図圏

太陽そのものの温度は︑表面で約六千度︑

十一532図圖

こうはい

内部はもっともっと高熱である︒
こうはい
﹇興廃﹈︵名︶1 興屡
こうはい
皇國の興慶此の一骨にあり︒

十二梱9

次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表し こうねつ ﹇高熱﹈︵名︶1 高熱

合同艦操

その機械のそばには︑高等科を卒業して二
﹇合同体操﹈︵名︶2

高度爆撃

黄色や︑紅白の糸たばがくりひろげられて︑

は

うりふ

公武一和

片岡・出羽・瓜生・東郷︵正路︶の諸

で

﹇後尾﹈︵名︶1 後尾

こうぶいちわ ﹇公武一和﹈︵名︶1

隊は︑敵の後尾をつく︒

十一535図

こうび

しばらくは話がにぎやかに績く︒

十舗11

學校では︑三時間めに︑三年生以上の合同 こうはく ﹇紅白﹈︵名︶1 紅白
三時間めの合同開国の時は︑汗でべとべと

﹇高度爆撃﹈︵名︶1

すると︑一刀がまた後頭部をみまった︒
こうどばくげき

十二675

柱を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒

十二237

こうてい

七402

歌ひながら︑このあき地に︑講堂がりつば
新しいその講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑

いっしよに集って並んだ時のことを思って︑
だん

十546

て︑ふと︑みなさんのことを思ひ出しました︒

八194国講堂の壇に︑かざってあった菊の花を見

七448

に立つた時のことを思ひ︑

七447

になりました︒

私たちの學校では︑新しい講堂が立つこと

十一一124

號笛

七399

十一一91 まっしぐらに坑道へ進んで行く︒
十二238 トラックは︑校庭の中央に止った︒
ほほ
十二244 校庭に居並ぶ邦人も︑頬を傳ふ涙を彿ひ こうどう ﹇講堂﹈︵名︶6 講堂
皇帝陛下

もせず︑泣きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒
﹇皇帝陛下﹈︵名︶2

十二柵4圏 更に︑皇帝陛下は︿略﹀︑皇軍の婦警︑

こうていへいか

職残の勇士に︑しばし祈念を捧げたまうた︒

﹇号笛﹈︵名︶1

十二佃3圃 あけて二月十六日︑寒風はだへをさす
しんぺう
満洲のあした︑皇帝陛下は︑建國神国に御参進︑
こうてき
傳農政は號笛を吹きながら︑﹁総員起し︒﹂

と呼んで︑つり床の間をぬって行く︒

九541
鋼鐵

こうとうか

﹇鋼鉄﹈︵名︶4

八966 戦車の厚い鋼鐵の板を射抜く封戦車砲︑

こうてつ

した︒

五852

髄操があった︒

五833

こうどうたいそう

三年ぐらみの︑若い職工さんもみて︑

八伽9

て玉ぐしをあげて拝みました︒

七433

めて︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき始めます︒

八㎜8 表面が︑しだいにはぎ取られて行くと︑始
八梱6 まるい鋼鐵の棒の先についてみる︑するど
い刃物が︑

ます︒

﹇高度﹈︵名︶3

高度

八皿10 この砲身をのせる︑鋼鐵で作った垂もいり
こうど

十649 高度をさげて行くと︑敵艦は︑いっせいに
防空砲火を撃ち出す︒

高度をさげて︑いういうと近づいて來る︒

つたが︑やつぽり暑さに殴りはない︒

十二㎜12 やっと層雲を抜けたので︑少し高度を取 こうとうぶ ﹇後頭部﹈︵名︶1 後頭部
十一一加4

こうぶかんぱん一こうま

528

十二梱3 しかも︑この御降嫁による公武一和の望

幸福

みは︑ほんの束の間の夢であった︒
かんばん
こうぶかんぱん ﹇後部甲板﹈︵名︶1 後部甲板

﹇幸福﹈︵名︶1

幸福

︽ーセ︾

ら

興奮する ︽一
き

だん

﹇首﹈︵名︶1

頭

びつちゆう

九型5 ここは備中の國二部川の渡しである︒

甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

今もいういうと流れてみるlI

九梛8

こうべ

あげず︑ただこれを最後の参内と思ひ定めて

十二期5図正行︑頭を地につけて︑とかくも申し

かふぺ
︹題名︺1 甲部川の秋

九鵬3 甲部川の秋

かふぺ

こうべがわのあき

こうべん δりんのうじのみやこうべんほうしんのう

工兵は︑三人つつ組になって︑長い破壌

六備8

こうほう ﹇後方﹈︵名︶2

こうほ 5しかんこうほせい

とロつ

筒をかかへながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒

六帽7

待ちに待った第一班の工兵は︑勇んで鐵條

待ってゐます︒
六佃4

三人の工兵は︑火をつけた破壊筒をしっか

網へ突進しました︒
六冊9

鐵砲をかついだ工兵が︑自輻車のペタル

りとかかへ︑鐵條甘めがけて突進しました︒
けうりやう

十二鵬1

トラックから投げ出された木材を︑すつ

をふんで︑橋梁地へかけつける︒

十二餌2

﹇工兵隊﹈︵名︶7

工兵隊

ぱだかの工兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒
こうへいだい

田部川

ズの後方︑二千五百メートルの海上にある︒

十689 レパルスは︑速力がぐっと落ちてウェール

ら爆撃して來たが︑

子馬

子馬

子馬⁝⁝⁝七十九

興亡すべて夢

十二㎜5 一隊は左舷から︑他の↓隊は遠く後方か

歴史は長し七百年差

﹇興亡﹈︵名︶1 興亡

十二768図圃

こうぼう

︹課名︺2

に似て︑ 英雄墓はこけむしぬ︒

こうま

二十一

三39 二十一
三793

ぼくのこうま

三794圃
七951圃

げ︒

沼の岸︑

柳のかげが暮れて

馬屋の奥の方で︑牛馬が︑生まれたばかり

九797囹

すか︒

九793囹

ぢやあ︑今度の子馬は︑ぼくに世話をさ

おとうさん︑子馬はをすですか︑めすで

の子馬をしきりになめてやってゐました︒

九791

九786園新一︑子馬が生まれたよ︒

九782 北斗は︑ぼくの子馬です︒

行く︒

七965圃母馬子馬︑

子馬よ︑おまへはかはいいね︒
ぬま
母馬子馬︑ 沼の岸︑ 夏のゆふべの柳か

工兵隊が自分の任務を果すまでは︑決し こうま ﹇子馬﹈︵名︶12 子馬nVははうまこうま・
て持ち場を離れないえらさに︑

十902囹

それを立ち往生させないやうに︑わが工
兵隊のすばらしい活躍が展開する︒

十二醜7

隊長の命令一下︑工兵隊は︑きほひかか
るやうに前進する︒

十二齪9

敵兵が︑モーターボートで川を傳ひなが
工兵隊は︑討つた材料をトラックに積み︑
かうして敵が次々に爆破して行く橋梁を︑

汗を拭ふまもなく︑︿略﹀︑前進する︒

十二柵10

﹇田部川﹈︹地名︺2

工兵隊の即言︑思へばただ頭がさがる︒

わが工兵隊は︑また片端からかけ渡して︑

十二研2
こうべがわ

後方δひだりこうほう

工兵は︑今か今かと︑命令のくだるのを

十652 爆弾が︑レパルスに吸ひ込まれるやうに落 こうへい ﹇工兵﹈︵名︶7 工兵
かんぱん
二605園﹁ボクハ工兵ダヨ︒﹂トイヒマシタ︒
下すると思ふと︑みごとに後部甲板に命中する︒
はくわい

こうふく
﹇幸福﹈︵形状︶1

十㎜4 張は︑しみじみと幸福にひたった︒
こうふく

ちの顔を打つ︒
﹇降 伏 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

降服す

十513圏 あたたかい御飯の湯氣が︑幸福に︑私た
こうふく・す

興奮

十一559図 敵將ネボカトフ少將︑︿略﹀︑その部下
﹇興奮﹈︵名︶1

とともに降服せり ︒

こうふん

︵サ変︶

種の興奮を感じるほどであった︒
﹇ 興奮﹈
たくみのかみ

−

十一947 景観に打たれて︑ぼくらは︑ほとんど一
こうふん・する
シ︾

上野介を討って︑あっばれ本望をとげたといふ

かうづけのすけ

十二584 四十鯨人が︑亡君淺野内匠頭の仇︑吉良
ので︑江戸市中はすっかり興奮してしまった︒
かうぺ
こうべ ﹇神戸﹈︹地名︺5 神戸 神戸
て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒

かうぺ

七516 今日︑みなさんは︑一萬トンの汽船に乗つ

十二娚5

よこす か

ら︑工兵隊をねらひ撃ちして來る︒

七564 神戸の市街が︑まるで絶のやうに美しく見

十一一柵7

えるではありませんか︒
かうぺ

八182 毫湾から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ
汽船は︑いつもバナナを積んでゐます︒

かうぺ

八226團 内地へは︑毎日のやうに汽船が出ますの
かうぺ
で︑それに乗ると︑四日めには神戸に着きます︒
うに家々が山の中腹に並んでみる︒

十一川3 神戸や横須賀などと同じく︑ひな壇のや

529
こうみょうこうこう一こうれい

せてください︒

九824 手もとからはなすのがいやでしたが︑さう

九812 子馬の名は︑北斗ときまりました︒
しないと︑子馬が丈夫にならないのです︒

十二柳9

ふしみ

よしのぶ

鳥羽・伏見の一職に︑徳川慶喜は︑はし

とば

慶喜に馳駆の心がなかったとしても︑朝

なくも朝敵といふ汚名をかうむつた︒

十二佃10

敵の名をかうむるのは︑けだし當然であった︒
ちかこ

にんかう

宮が︑御兄孝明天皇の御心を安んじ奉り︑
いへもち
︿略﹀︑將軍家茂に嫁ぎたまうたのは︑

とつがは

かうや

こう
家茂はその陣中に莞じ︑績いて杖柱とも

やまと

の方へお向かひになった︒
かうやく

ろ

︽ーッ・ーリ・

シ︾

εジャワごうりゃく

る︒

十295

﹇高梁﹈︵名︶8

かうやまき

カウリャン

こうりゃく

かうりゃ

カウリャントイッテ︑日本ノキビニニ

かうりやん

こうりゃん
ん

ニー96

カウリャンカッテヒロイナア︑

ドッ

タモノガデキルコトガ︑カイテアリマシタ︒

ドッチヲ見テモヒロイナア︒

すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ道の

間に︑利根の元氣な姿が見えました︒

五佃6

ました︒

畠に︑大豆や︑かうりやんなどの種をまく

カウリャンカッテヒロイナア︑

八242国かうりやんも大豆も︑刈り取ってしまひ

八面8

八242圃

あは

粟も︑大豆も︑かうりやんも︑これ以上實

ころは︑もう満洲の春が深くなってゐます︒
十㎜11

號令

のれないといふほど︑ゆたかにみのった︒

﹁かい︑ひたせ︒﹂と號令を掛けると︑

﹇号令﹈︵名︶13

五902

こうれい

力ウリャンカッテヒロイナア︑

チヲ見テモヒロイナア︒

二206圃

二217官戸

六942

﹁氣をつけ︒﹂と︑山田先生が號令を掛けら

﹁進め︒﹂の號令が掛った︒

ちやうど接待所の前で︑隊長が︑﹁︿略﹀︒﹂

これから號令が次々にくだる︒

﹁顔洗へ︒﹂﹁たばこぼん出せ︒﹂の丁令がく

當直將校から威勢のよい號令がかかる︒

﹁面長︒﹂と︑急に元氣な號令をくだした︒

九555

十二㎜11

だる︒

九564

活動するさまは︑いかにも目ざましい︒

九547 干何百人の乗員が號令に從って規律正しく

九543

ちまち破られ︑起床ラッパは勇ましく響き︑

九5310 ﹁総員起し︒﹂この號令で︑朝の静かさがた

界層のよい聲で號令を掛ける︒

九538 やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當直將校が

と號令を掛けました︒

八578

れると︑

七413

る︒

六925囹次に進めの號令を掛けたら︑攻撃を始め

のかたまりをこしらへては︑それを積み重ねた︒

七622大塔宮は︑︿略﹀︑大和の十津川から高野 六911 ﹁築城始め︒﹂の號令で︑爾軍は︑︿略﹀︑雪

だいたふのみや

こうや

頼みたまふ孝明天皇が崩御ましました︒
かうや
﹇高野﹈︹地名︺1 高野

十二柵6

十二鵬10

静寛院宮親子内親王は︑仁孝天皇の皇女︑
を ば
孝明天皇の御料︑明治天皇の御叔母君で︑

十二佃8

九827 牧場には︑村のあちこちから︑同じやうな こうめいでんのう ﹇孝明天皇﹈︹人名︺3 孝明天皇
子馬がたくさん來てるて︑

九848 いつのころからか︑北斗は︑清くんのうち
くわうみやう

の子馬の青と︑大そう仲よしになりました︒
皇后

光明皇

こうみょうこうこう︹課名︺2光明皇后光明

くわうみやう

七27 六 光明皇后⁝⁝⁝三十二

七321六光明皇后
こうみょうごうごう ﹇光明皇后﹈︹人名︺5
后
しやうむ

ぼん
白木の盆のところどころへ︑黒い︑やはら
﹇高野槙﹈︵名︶1

きりのやうにとがった梢の先を天に向け
て眞直に立つものは︑かうやまきである︒

十一821

こうやまき

かな膏藥のやうなものを︑︿略﹀つめてみる︒

かうやく

十柵3

七322 聖武天皇の皇后を︑光明皇后と申しあげ こうやく ﹇膏薬﹈︵名︶1 膏藥
ます︒

七325 その中に︑光明皇后のお建てになった︑せ
やく院といふ病院が立ってるました︒

七339 光明皇后は︑ときどき︑この病院へおいで
になって︑病人たちをお見まひになりました︒
ふ

ために︑藥の風呂を作っておやりになりました︒

かうむる

櫻も紅葉して︑みんな赤いタ日を受けてゐ

七345 光明皇后は︑手足の痛む病人や︑︿略﹀の こうよう・する ﹇紅葉﹈ ︵サ変︶ 1 紅葉する ︽一
七358 光明皇后は︑この藥の風呂へもおいでにな
﹇ 被 ﹈ ︵四五︶5

つて︑一人一人をおせわなさいました︒

ール︾

こうむ・る

七177園汝を討てとの勅をかうむり︑ここへ來た
のである︒

九407 私たちは︑いつもこのやうに︑わが國のこ
とばと文字のおかげをかうむつてるるのです︒

十一546図 われは︑これに乗じてすかさず攻撃せ
しかば︑敵の諸艦皆多大の損害をかうむり︑

ごうれいする一こえ
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こうれい・する
シ︾

﹇ 号令﹈

︵サ変︶

1

號令する ︽一

たいふう

十二備5囲 更にわが南洋から巻き起る鵬風は︑太

平洋︑南支那海︑︿略＞11海といふ海︑水とい
ふ水に號令して︑世界最大の波紋を描く︒

じゅんやう

後列

こうれいほう ﹇皇礼砲﹈︵名︶1 皇礼砲
ひえい
八272圏 皇謹砲二十一襲︑ 御召艦比叡は進む︑
﹇後列﹈︵名︶1

巡洋艦高雄を先導に︑

こうれつ
﹇硬論﹈︵名︶2

硬論

六907園 前列は赤︑後列は白︒
こうろん

十二佃4 朝臣のうちには︑あくまで徳川を討たな
ければ︑︿略﹀とする硬論がある︒

十二榊3 徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝
臣たちも︑この御文を舞見してひとしく泣いた︒
こうん ︵副︶1 こうん

三932圃 こうんとお寺の かねがなる︒
うなりこえ・おおごえ・かけこえ・とがりごえ・と

こえ ﹇声﹈︵名︶衛 コエ こゑ 聲奪うたこえ・

きのこえ・なきこえ・はなしごえ・ひとこえ・ひと
こえ・みこえ・よびこえ・わらいこえ
一688 ドコカデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイフコエガシマ
シタ︒

二214 サウシテ︑大キナコエデウタヒマシタ︒
ナ︒

二796團圖 シャシンニ︑コエモウツルトイイガ
二㎜2 ﹁︿略﹀︒﹂ネエサンバ︑前ヨリモ大キナコ

エデイヒマシタ︒

二㎜7 ﹁ホウボケキョ︒﹂ト︑ナクコエガシマ
シタ︒

きなこゑを出してかぞへました︒

二描9おしまひごろになると︑にいさんは︑大

ふと︑

三123

いです︒

五145

あたりは︑うれしさうな小鳥の聲でいっぱ

﹁︿略﹀︒﹂大きな聲で︑兵たいさんがしかる

すると︑にいさんが︑小さな聲で︑﹁立た

う︒﹂といひました︒

五741

やうにいひます︒

五176

那の子どもたちが︑六七人やって來ました︒

きちんと並んで︑さいけいれいをして︑ 五163﹁兵たいさん︒﹂大きな聲で呼びながら︑支

﹁︿略﹀︒﹂と︑てんでに大きなこゑでい

三175圃
﹁君が代﹂を歌ひました︒

﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑私は︑そっと

こゑをそろへて
三703

こゑのする方へ︑二足三足進みました︒
﹁チョンギース︒﹂と︑いいこゑでまた

おうゑんの聲も︑ごちゃごちゃになって

﹁用意︒﹂と先生の聲︒

五814

﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で聞いてみると︑

樂しさうな聲が聞えて來る︒

みみずぐらみに︑どうしてそんな聲をた

あちらでおかあさんの聲がした︒

五846囹

五819

﹁︿略﹀︒﹂と︑あちらでおかあさんの聲がした︒

五817

﹁海が見える︒﹂と大きなこゑでいひま 五798 ﹁ジジ︒﹂と聲をたてて︑とんで行った︒

なきました︒

三721

四208
四287

した︒

四297

八月の十五夜も近くなったある夜︑か

聞えます︒

四359

五857

ねる時には︑涼しさうな聲で鳴いてみた︒

五伽1 この聲が通じたのか︑利根は︑むっくりと

てるのです︒

﹁こけこっこう︒﹂と聲高く歌ひました︒

ぐやひめは聲をたてて泣きました︒
四577

一郎さんが大きな聲で︑﹁︿略﹀︒﹂とい

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で弟がひとりごとを

いひます︒

六124

きました︒

にいさんは大きな聲で︑﹁はい︒﹂と答 五号5囲 ちんちろ松虫︑ 虫の聲︑ 庭の畠で 鳴

立ちあがりました︒

四693

ひました︒

四744
へました︒

﹁けい禮︒﹂と元氣な聲でいって︑立ち

と歌ひだしました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎さんが︑大きな聲でいひ

﹁︿略﹀︒﹂次郎さんは︑うれしさうな聲でさ

尊は︑お子様たちが︑何か大きな聲をして︑

半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入

りまじって︑遠くの方で聞えます︒

六705

六664園何です︒正男さん︑大きな聲をして︒

さわいでいらっしゃるのをお聞きになって︑

六513

けびました︒

六448

ました︒

六429

だんだんうすぐらくなると︑あちらでも 六243 田道間守は︑聲をたてて泣きました︒

あがってけい禮をしました︒

四756

四956

思ひきって︑﹁︿略﹀︒﹂と聲をはりあげて︑

こちらでも︑豆まきの聲が聞えます︒
四963

豆をまきました︒

四973ぼくもおもしろくなって︑だんだん大

日の丸あげて︑

とつぜん一人の子どもが︑大きな聲で︑

きな聲を出しながら︑豆をまきました︒
四㎜9

青空高く

それについて︑子どもたちは聲をそろへて
歌ひました︒

四㎜3

531
一え．一一え

聲で︑

ささやき 合 ひ ま し た ︒

六905 ﹁集れ︒﹂先生の大きな聲がする︒
六964 ﹁萬歳︒﹂と︑みんなが︑喜びの聲をあげた︒
六997人々は︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと︑小さな
どこかで︑小鳥の鳴く聲がしてゐました︒

﹁一メートル︑ニメートル︑三メートル︒﹂

何か聲高く話してみるのに出あった︒
七737

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で︑次々に番田を

と聲を出して敷へる︒
七811団

七813團 舌革が終ると︑みんな聲をそろへて︑お
ちょくゆ
こそかな骨脂で︑軍人勅諭を奉讃します︒

送って行きます︒

七816團静かな夜の兵農のどの室からも︑力強い

ズ略﹀︒﹂といふ説明の聲がしました︒

﹁東京︑東京︒﹂と呼ぶ聲がして來ました︒

ｪ﹀︒﹂といふ翻心な子どもの聲がして︑

終り

聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ

ちぢちぢと︑鳥の聲︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれたので︑みんな

やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當直心校が

元氣のよい聲で號令を掛ける︒

九857 ﹁ほうほう︒﹂と聲を掛けて︑手のひらで輕
九981

裏山の森で︑﹁︿略﹀︒﹂の聲を聞いた︒

秋は虫の聲から慮る︒

﹁︿略﹀︒﹂先生の聲である︒

く首やせなかをなでてやると︑

九価7

九鵬1

く虫の聲である︒

九櫛3 その時ふと耳にするものは︑前の草原で鳴

が︑かなりたくさんの聲であることを感じる︒

一疋4 はたして何事であるか︑はっきりはしない

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒

九佃2 夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ

九搦3 川をへだてた封岸から︑鹿介の姿をちらと

﹁何を見てみるの︒﹂と︑後から聲を掛けた

ぼくが急いでおりると︑突然︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

いざ︑汝も勇ましく入城せよ︑姿なく︑

﹁わあっ︒﹂と思はず聲をたてる︒

十463図

かまより皿を取り出しみたるかれは︑や

鶏の聲を聞きては︑はや心も心にあらず︒

この朝︑私は︑ラジオのいつもと違った聲

十639 機内に︑どっと喜びの聲があがる︒

を聞いた︒

十527

がて﹁おお︒﹂と力ある聲に叫びて︑

十471図

十3210 ふくろふの鳴く聲が聞える︒

十248 五兵衛は︑率いつぼいの聲で叫んだ︒

聲なき汝なれども︒

十157図魍

九㎜5

をちの聲︒

九㎜11

者がある︒

九㎜1

︿略﹀奮臣が︑績々と勝久のところへ集った︒

この聲が四方に呼び掛けでもしたやうに︑

霊魂は︑りんとした聲で大音に答へた︒

見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒

急な坂にかかると︑前の方で︑野田先生が︑ 九個9

﹁萬歳︒﹂と大きな聲で叫んだ︒

この聲にはげまされて︑ぼくたちは︑一生

三月の聲を聞くと︑満洲でも︑春らしい日

﹁ねむいな︒﹂と大きな聲を出した︒

けんめいにのぼって行った︒
八㎜5

滞人は︑その聲に聞きとれて︑︿略﹀︑いつ

光がさして來ます︒

八梱2
八価8

一人の戦友が突然歌ひだすと︑ほかの戦

運材夫が聲高く歌ふ木やり歌は︑

しはぶきの聲一つしない︑神代さながらの

までも聞いてゐます︒

九181
山中は︑

九187

九241国

ただ︑ことばは︑思ったことを聲でいひ表

友だちも聲をそろへて︑

九537

すのですから︑

大きな聲で︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といってお 九427

芋瀬の荘司が︑︿略﹀︑さもとくいさうに︑

九伽6

八561

は聲を出して喜んだ︒

八464

八453図闘鳴くはいつこ︑

れのごとくくだるさま︑人わざとも思はれず︒

八343図

奉讃の聲が聞えて湿るのは︑この時です︒

ライオンが︑大きな聲を出しました︒
そのにぎやかな元氣な聲が︑急にかはって︑

﹁休め︒﹂山田先生の聲がしました︒

﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲を掛けられる︒

﹁くく︑くく︒﹂と︑蛙の鳴く聲がします︒

八792

七364

夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ 八794

七636

あげなさい︒

七5310

七446 私たちは︑聲をそろへて校歌を歌ひました︒

七438

おちついた聲で︑うやうやしく讃まれました︒

七427 私たちに︑その意味はよくわかりませんが︑

になる先彿ひをなさいました︒

七417 ﹁オi︒﹂と聲を高くあげて︑神様のおいで

やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

七394 家の前も︑後も︑横も︑まるで夕立の降る

うに︑聲をひそめてゐますが︑

七392 落間は︑働く人や︑牛にゑんりよをするや

にぎやかに聞え始めます︒

七375

に近くなると︑聲はだんだん細くなりました︒

七297 いはほとなりて こけの むすまで

七293 あちこちに︑すすり泣きの聲が起りました︒

る人たちの心に︑しみこむやうに聞えました︒

七288 徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にゐ

﹁ザi︒﹂といふ機械の動く音になりました︒

六梱3
六梱8
六柵7
六儲2
六柵5
六柵8
「〈

こえ一こえる
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十伽3 輸送船からは︑船員たちが︑銃をはなせと
聲をかぎりに叫び績ける︒

十麗7 その聲の終らないうちに︑またしても︑績

十十十

よひばん

宵番の人が起しに來た聲を聞いて︑

﹁氣をつけろよ︒﹂と︑前の方で聲がする︒

の庭に勇ましく響き渡った︒
十一842
﹁三角鮎︒﹂といふ聲がする︒

﹁︿略﹀︒﹂船長の聲に︑防水具に身を固め

十一8910
十一㎜9

只略﹀︒﹂と︑さも情なささうにいってゐ

た若者たちが︑船室から出て來る︒

十一柳1

私たちはこの歌を聲高く讃んで︑

﹁︿略V︒﹂と︑兄の聲︒

るのは︑若い女の聲である︒
十一研4

虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山から

十一四8

今まで聞いたこともない笛を吹くやうな

うぐひすそっくりな鳥の聲や︑

立ちのぼる赤い火を眺めた︒

十一四9

朝の涼しさは︑その鳥の聲とともに内地
あたり一面が虫の聲に満たされ︑

さうして︑聲をふるはしながら︑
﹁萬歳︑萬歳︒﹂の聲で埋った︒

人々の中からは︑かすかにすすり泣きの
七十歳の孔子は︑弟子顔回の死にあって︑
美しい聲︒
﹁この羅刹の聲であったらうか︒﹂

あの恐しい形相から︑どうしてこんな聲

﹁もういいかい︒﹂と︑これはまたたいそ

母の聲である︒

う明かるい聲が︑︿略﹀︑はずんで來た︒

十二儒5

﹁襲射始め︒﹂艦長の聲は︑全艦に響き渡

十二㎜3．﹁おかあさん︒﹂弟が大きな聲で呼んだ︒

つた︒

十二珊8

護衛の騙逐艦からも︑輸送船からも︑波問

﹇護衛﹈︵名︶1 護衛

こえ Oひよどりこえ
こえい

十伽6

越えく

︽！クレ︾

に浮かぶ舟艇からも︑︿略﹀鷹職する︒

い つ
箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

﹇越来﹈︵烏豆︶1

十一柵8図魍

こえ・︿

沖の小島に波のよる見ゆ

みよ子さんは︑ささの小枝を持って︑橋

﹇小枝﹈︵名︶5 小枝

三254

こえだ

高きこずゑ︑

小枝小枝

みよ子さんは︑さっとささの小枝をふ

の上に立ちました︒

三268

見あぐれば

りあげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八456図魍

小枝小枝はかすかにふるふ︑

はかすかにふるふ︑

八456図魍

八605 ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだに

越えたがる ︽ール︾

寒暖計は三十度を越えたがる︒

﹇越﹈︵五︶1

つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒
九塒5

こえたが・る

こえたま・う ﹇越給﹈︵四︶1 越えたまふ ︽ーフ︾

時︑相模の足柄山を越えたまふ︒

あしがら

九94図東國の賊を平げて︑尊︑西へ錦りたまふ

は

長谷観音の

せ

越え行く ︽ーケ︾

極樂寺坂越え行けば︑

﹇越行﹈︵四︶1

﹁待っておくれ︒﹂それは︑しぼるやうな こ・える ﹇肥﹈︵下一︶1 肥える ︽ーエ︾

堂近く︑ 露坐の大佛おはします︒

ごくらく

美しい聲である︒

こえゆ・︿

十二546

﹁だれだ︑きみは︒﹂と︑それがだしぬけ 十二747図魍
十二709

に聲をかける︒

十二667

が出るかと思はれるほど美しい聲である︒

十二545

十一一501囹

十二482

聲をあげて泣いた︒

十二249

聲がもれた︒

十二241

十二237

﹁︿略﹀︒﹂と︑何べんもくり返すのであった︒

十一一215

十一㎜5

の春を思はせるのであるが︑

十一川10

調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒

十㎜10 夢の中の聲のやうに思はれる︒

﹁雪ちゃん︒﹂少しかすれた聲でした︒

なかぷさ

十一828 ﹁出過︒﹂山田先生の聲が︑中房温泉旅館

聲のごちそうを前にして︑

十一8010 この美しい木々の緑と︑さわやかな鳥の

の聲がころがるやうに囲いて走る︒

十一809 その間を際立ってくっきりと︑うぐひす

聲が聞えて過る︒

十一808 太く口の中でふくんだやうに鳴く山鳩の

る小鳥の聲に混って︑

十一807 短い鋭さの中にも︑どこかやさしさのあ

いやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞えて來る︒

十︻806 一々の鳴き聲を聞きわけることができな

︿略﹀せせらぎの音が︑かすかに聞えて至る︒

十一791 このにぎやかな聲の絶え間を縫って︑

けさをふるはせて︑頭の上から降り注いで來る︒

十一789 生き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静

るやうに聞えて來る︒

十一779 遠くの方から︑小鳥の聲が枕もとへ流れ

十一494

ほけきよ︒﹂と 鳴 い た ︒

十一465 庭では︑うぐひすが︑美しい聲で﹁ほう

ゆめ

十一燭6

朝早く大きな聲で叫びながら︑ふれ歩いて

十一㎜3

ゆめ

目がさめたころ︑遠いところを通るその聲

張は︑突然大きな聲でどなった︒

9る894
0

を聞くのは︑夢の中の聲のやうに思はれる︒

十

﹁その場を動くな︒﹂部隊長の太い聲だ︒

けざまに二つの轟音がとどろいた︒
零落2囹

219來219203140
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こえる一こおりつく

コエル

越える

︽ーエ︾

九485 小型の潜水艦を思はせるやうな︑まるまる
﹇越﹈︵下 一 ︶ 1 2

と肥えたまぐろ︑
こ・える

δとびこえる・のりこえる

二392圃アノ山コエテ︑里へ行ッタ︒
八88 中には︑さらに海を越えて︑遠いオースト

︵サ変︶

1

こをどりす

︽一

かれは︑一枚の皿を爾手にささげて︑し

﹇小躍﹈

りの家も︑ぐらぐらと動きました︒

シ︾

こおどり・す

十474図
ばしかま場にごをどりしぬ︒

︽ーシ︾

﹇氷﹈︵名︶24

氷

代りに︑

四備5囹 北風が︑雪や氷で︑野山をまつ白にした

六853国川の水も︑堅い氷の下で眠ってゐます︒

八598 けさは︑寒い北風が吹きまくり︑たんぼの

あちらこちらの︑スケート場の氷もとけて︑

水たまりには︑うすい氷さへ張ってゐます︒

もうすべることはできなくなります︒

八梱4

荷作り場では︑まぐろやさめの腹をさいて︑

ら

たかね

木箱にぎっしり氷といっしよにつめて︑

氷を入れて送り出す者や︑

九505

ひ

九506

けて︑川水折ふしかさ増したり︒
十悩10

諸県庫から氷を持って來て︑

この氷のもやうは︑どれ一つとして同 十燭10 熱の高い患者の氷が解けてみるので︑

十一43圏

めりめりと氷が割れる︑砕ける︑地響

遠い爾岸の間をぎっしりと張りつめて

子どもたちは︑この氷の上に︑指で字 十一42圏 五尺もある厚い氷︑
を書いたり︑人の顔をかいたりして遊びます︒

こおりざとう

ごくこまかな氷の結晶の集ったもので︑

﹇氷砂糖﹈︵名︶3 氷砂糖

雲の中でもいちばん高く︑

十一708

きをたてながら︒

十一47圃

みた氷︑

ガラスの氷もきれいですが︑じゅ氷と
これは︑木の枝といふ枝が︑すっかり

十3010

こほりつく ︽ーイ・

その空に︑星がいつぼいこはりついたやう

しまって︑わるくするとくさります︒

貝尽9古すると︑寒さのために指がこはりついて

ーク︾

こおりつ・く ﹇凍付﹈︵五︶3

たするめや氷砂糖を︑紙に包んであげました︒

八634 おばあさんは︑つかれないやうにと︑掩い

メルの箱や︑氷砂糖のふくろを取り出しました︒

五185 兵たいさんたちは︑ポケットから︑キャラ

スケートをつけて氷の上に立つこと 五184園 氷砂糖をあげよう︒
それは︑寒いほど︑スケート場の氷がか

満洲人の子どもは︑木でこしらへたこ
さうして︑北風の作った雪の山や︑氷の池
雪でも氷でも︑かたはしからとかして︑野
や山を暖くします︒

四柵9

を︑少しでもとかさうとします︒

四型6

まを︑氷の上でまはして遊びます︒

四528

ちかちになって︑すべりよくなるからです︒

四526

も︑なかなかむつかしいのですが︑

四516

氷に包まれてしまふのです︒

四501

いふのはもっときれいです︒

四498

もすっかり消えますが︑

四495書になると︑いつのまにか︑ガラスの氷

四493

じものがありません︒

四483

セウネ︒

二515園氷ガハッテ︑サカナタチハサムイデ 十994図比良の高嶺の雪も消え︑谷々の氷打ち解

こおり

各部隊は︑こをどりして基地を飛び立つた︒

十599

日没までわっか一時間早りしがなかったが︑

七476 笛の音は︑高く低く︑波を越えてひびいた︒ こおどり・する ﹇小躍﹈ ︵サ変︶ 1 こをどりする
ラリヤまで行くのがあるといふことです︒
八392 二人は︑野を過ぎ山を越え︑
て大陸を吹き渡り︑海を越えて︑日本から太平洋

八麗6 蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き起つ
まで吹いて行く大きな風です︒
げんかい

もっともっと北をめざして︑飛んで行きます︒

八観2 日本から來て︑玄界なだを越え︑満洲から︑
九2010団 おまへたちの眞心が︑敷革キロの海山を
越えて︑おとうさんの心に通ってみるのだ︒

九盟3図闘 幾山河愛馬と越えて月の秋
九㎜11 三匹ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑
谷を渡り︑走って行く︒

十一悩1 箱根山から伊豆山へ越えて行くと︑

ごゑんりょ

十二術7圃 世界の電波は︑この海洋を越えて縦横

十一㎜9 赤道を越えて南半球へはいると︑

﹇御遠慮﹈︵名︶1

に脈うつ︒

こえんりょ

三価3園 さあ︑ごゑんりょなくめしあがってく
ださい︒

ご一︵感︶3ゴー
た︒

二言8 ﹁ゴー︒﹂と︑とほくの方で音がしまし
六柵1 ﹁ゴー︒﹂といふ電車のひびきがして︑窺眞
がかはりました︒

七245 ﹁ゴー︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まは

こおりや一ごがってん
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にして︑またたいてみる︒

氷や

コボル

こほる

︽ーッ・一

こほろぎ

がいせん

五階︑六階︑家が出て來る︒

︿略﹀︑

みちひさ

子蛙

木かげ

りぬつくり︑ 子だぬきが︑出て來て

し

がいせん

椰子の木かげに見えがくれする灰色のトi

や

さういふものがないとしたら︑

五556つかれると︑ときどき木かげに休んだり︑
や し
＋4210
峯の月︑大海原の月︑椰子の木かげの月︑
＋㎜−o

チカが築かれてみて︑

トラックや職車は︑全部木かげにかくし
て︑敵の砲撃の目標になることを避けてみる︒

十一槻9

その緑の木かげにも︑山羊の群がたくさ

焼けつくやうな洛書の暑さは︑緑色の涼

ぶた
その木かげで豚が遊び︑

んみる︒

十一㎜4

十﹁盟7

五箇月ぶり

十﹇㎜3

五箇國

みまさか

いなぽ

十粥2 毛利方の領地︑備中・備後・美作・因幡・

伯書の五箇國をゆづらうと申し出た︒

はうき

七十二人の者ども︑皆五箇所︑三箇所︑

﹇焦﹈︵五︶1 こがす ︽！シ︾

傷を負はぬはなかりけり︒
こが・す

稻むらの火は︑天をこがした︒

﹇小型﹈︵名︶3 小がた 小型

十233
こがた

小型の淫水艦を思はせるやうな︑まるまる

小がたの封戦車砲は︑

九484

八佃8

﹇小型航空母艦﹈︵名︶1

小

大きな魚にまじって︑小型の爆弾のやうな

と肥えたまぐろ︑

九494

かつをが置かれ︑

こがたこうくうぼかん
型航空母艦

道具は︑小刀・はさみ・ものさし・分度器

小刀で︑葉を切ってやりました︒

﹇小刀﹈︵名︶3 小刀

器が艦内各部に報じた︒

十二㎜10園 ﹁わが小型航空母艦沈没す︒﹂と︑擾聲

五332

こがたな

八464

すすけたる障子の破れを︑輝尼︑てっか

などである︒

ら小刀にて切りまはしつつ張りみたり︒

九643図

五月から八月までは︑風速二十メート

﹇五月﹈︵名︶1 五月

十二川12園

ごがつ

﹇五月下旬﹈︵名︶1

五月下旬

ルぐらみの南西季節風が︑時には十日も績いて

こがつげじゅん

五月下旬から︑そろそろ北千島の漁場が

活氣を幣びて來る︒

十﹇977

ます︒

十二847囹

殿様の御合鮎まみらぬも道理でござり

秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑五箇 ごがってん ﹇御合点﹈︵名︶1 御合貼

﹇五箇月振﹈︵名︶1

しい木かげでさへぎられ︑

こかげつぶり

九832

﹇五箇国﹈︵名︶1

月ぶりでうちの馬屋へつれて蹄りました︒
こかこく

十二927図

若宮道久王殿下が︑︿略﹀︑父宮の御凱旋 こかしょ ﹇五箇所﹈︵名︶1 五箇所

名詮の御凱旋をなさるのですから︑心

﹇子蛙﹈︵名︶4

﹇木陰﹈︵名︶8

うれしさうにとびまはりました︒

五254かうして︑陸へあがったたくさんの子蛙は︑

三305子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三293子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

た︒

三281子蛙は︑びっくりして うちへかへりまし

こがえる

の中で萬歳を唱へてお迎へするのです︒

十一154園

をお迎へあそばされてみた︒

十﹇152

十一796 清らかな水を爾手にすくひあげると︑こ ごがいせん ﹇御凱旋﹈︵名︶2 御凱旋 御凱旋
﹇氷屋﹈︵名︶1

ほりつくやうなつめたさが全身にしみとほる︒
こおりや

﹇凍﹈︵ 五 ︶ 3

三677 氷やと金魚やが︑涼しさうでした︒
こお・る

二503 ケサ︑ハジメテ池ノ水ガコホリマシタ︒

ラ・ーリ︾

白にごほったのはきれいなものです︒

四482 寒さのために︑まどガラス一めん︑まつ

コホロギ

きまはって︑︿略﹀︑水をこはらせたりします︒

四船1 冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹
﹇蜷蝉﹈︵名︶2

ゴーン

五階

四426團やぶのかげから木かげから︑ ぬつく

一698 コホロギガ︑ウレシサウニナイテヰマス︒こかげ

こおろぎ

九佃1 夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ
︵感︶一

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒
ご一ん

ご恩

御恩

六柵3 ﹁ゴーン︒﹂と︑かねがひびいて︑淺草の大
﹇御恩﹈︵名︶3

きなお寺があらはれました︒
こおん

四412園 お二人のご恩はけっして忘れません︒

あまご
九悩2園 御主君︑尼子家の御恩を忘れまいそ︒

戸外

十122圏田 一命を捨てて︑君の御恩に報ゆるため
﹇戸外﹈︵名︶1

には候はずや︒

こがい
澄ましてみたが ︑

五回

十一鵬6 二人は戸外にたたずんで︑しばらく耳を
﹇五回﹈︵名︶1

五描6 利根は︑毎日︑五回も六回も︑この間を

ごかい

﹇五階﹈︵名︶1

行ったり來たりしました︒
ごかい

六487圃 映壼の幕は︑ たったあれだけなのに︑
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ごがつなのか一こぐ

十一一㎜9

五月七日︑十一時の査食前である︒

ごがつなのか ﹇五月七日﹈︵名︶1 五月七日

十二別4 五月八日︒
﹇黄金﹈︵名︶1

こがね

ごがつようか ﹇五月八日﹈︵名︶1 五月八日
こがね

黄金作り

五647圃 米はたからだ︑たからの草を︑
﹇黄金作﹈︵名︶2

りゃ︑こがねの花が咲く︒
こがねづくり

植ゑ

上価6図 もえぎにほひの甲着て︑黄金作りの太刀
よしさだ

をはき︑連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

︽ーッ︾

ゴキゲンヨウ

あれをはやして︑ごきげんをなほさう︒

﹇御機嫌良﹈︵感︶3

十一一866園

ごきげんよう
﹁サヤウナラ︑ゴキゲンヨウ︒﹂

ごきげんよう
一675園

ごきげんよう︑さやうなら︒
﹇漕出﹈︵五︶2

こぎ出す

︽ーシ︾

あすまた︑お日様︑ごきげんよう︒

三棚6園
九㎜6
こぎだ・す

五909 カッターは︑いっせいにこぎ出しました︒
み
宗治は︑巳の刻を期して︑城をあとに︑秀

二葉5

吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒
御希望

こきまず

︽ーゼ︾

それについて何か御希望はありませんか︒

﹇御希望﹈︵名︶1

﹇扱混﹈︵下二︶1

見わたせば柳さくらをこきまぜて都
呼吸

うっかりすると︑呼吸の調子で︑がぶりと

﹇呼吸﹈︵名︶5

九伽6

やがて呼吸が不正になり︑脈がかすかにな

しばらくはたがひに呼吸をはかってみたが︑

かれる︒

六504

﹇御起立﹈︵名︶1

御起立

庭で遊んでいらっしゃいました︒
ごきりつ

かれが天武天皇の仰せによって︑わが國

﹇古記録﹈︵名︶1 古記録

歴史的な爽表を聞し召し︑やをら御起立︑

十二幡5圃 この夜︑満洲國皇帝陛下は︑大本管の
こきろく

の正しい古記録を讃み︑古いいひ傳へをそらんじ

十一梛4

始めたのは︑三十蝕年前のことである︒

く・にかこく・べいこく・まんしゅうこく・まん

こく5こく國与えいこく・こかこく︒たいこ

しゅうこくこうていへいか・めんぷこうぎょうこ
十M8

﹁こく﹂﹁みん﹂と讃むほかに︑﹁くに﹂﹁た

﹁國民學校﹂の﹁國﹂﹁民﹂といふ漢字は︑

く・ろこく
十胴9

﹁こく﹂﹁みん﹂といふ讃み方は︑漢字本來

み﹂とも讃みます︒

﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大部

の登音で︑これを漢字の音といひます︒

十備1
十重5

コグこぐ

︽ーイ・ーギ・ーグ︾

﹁國﹂﹁民﹂﹁靴﹂﹁杖﹂などの訓は︑一つで

分の漢字は一つの音で讃みますが︑

すが︑

十幡2

﹇漕﹈︵五︶9

四111

船頭さんが︑舟をこいでゐました︒

﹁えいや︑えいや︒﹂とこぎました︒

ふれるまでこぐのだぞ︒

五894園 みんな心を合はせて︑一生けんめい︑た

五523

三857 またしばらくこぎます︒

三844 うさぎとたぬきは︑舟をこぎます︒

ながら︑川をのぼって行きました︒

二825千三イ竹ノサヲデ︑舟ヲコギマス︒
三518 おわんの舟にのり︑はしのかいでこぎ

こ・ぐ

はずむ呼吸が︑前にも後にもはっきり聞 こく ﹇刻﹈5みのこく

ゆめは故郷を

故郷←うまれこきょう

ふけ行く夜の

﹇故郷﹈︵名︶2

日本町に

むすごは︑︿略﹀︑りつぼな身分になり︑

御兄弟

ある日︑太子は︑御兄弟のかたがたと︑お

﹇御兄弟﹈︵名︶1

いよいよ故郷へ実ることになった︒

九川5園

かけまはる︒

八61圃

こきょう

一つの星の呼吸さへ聞えて來るやうだ︒

十二川6

だまって︑じっと見つめてみると︑一つ

十一843

つたので︑軍醤殿に知らせました︒

十柵8

塩からい海水を飲まされる︒

九961

こきゅう

ぞ春のにしきなりける

十一328苦闘

こきま・ず

十966囹

義貞馬よりおり︑︿略﹀︑しばし祈念をごきぼう

こがね虫

こらしつつ︑みつからはける黄金作りの太刀を抜

十一2310図
きて︑海中へ投げ入れたり︒
こがねむし ﹇黄金虫﹈︵名︶1
が

小がら

九鵬6 蛾や︑こがね虫など︑どれもこれもただう

﹇小柄﹈︵形状︶1

るさいだけであるのに︑
こがら

十一泌1一 クチンあたりに住んでみるのは︑入れ墨
にうわ
も少く︑小がらで柔和な顔をしてみる︒
こがれる ←まちこがれる
こかんるい ﹇御感涙﹈︵名︶1 御感涙

れた︒

こぎ出す︽ース︾

十二柵3圏御目には︑御感涙の光るのさへ劃せら
﹇漕出﹈︵四︶1

こぎ鶴る

こぎかた
ごきげん

ごきょうだい

八714図折しも︑美しくかざりたる船一さう︑平

こぎいだ・す

﹇漕帰 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

家の方よりこぎ出す︒
こぎかえ・る

九489 このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急
﹇漕方﹈︵名︶1

ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ蹄って行く︒
こぎかた

﹇御機嫌﹈︵名︶1

三854黒歯のこぎかたがへたなのだ︒
ごきげん

ごく一こくそ

536

五927 選手は︑力いっぱいこいでゐます︒
行った︒

﹇極﹈︵副︶2

ごく

七483 海賊どもは︑そのまま︑船をこいで蹄って
ごく

十一708 ごくこまかな氷の結晶の集ったもので︑

﹇黒煙﹈︵名︶2

黒煙

をおほったやうになりますから︑

十一716 のちには︑ごく薄い︑白い絹か何かで空
こくえん

に命中して績績火災を起し︑黒煙海をおほふ︒

十一543図 わが全員の撃ち出す砲揮は︑よく敵艦

國外

十一554図 たちまち片岡隊の東方はるかに敷條の
黒煙を見る︒

﹇国外﹈︵名︶1

十一泌1一 オランウータンは︿略﹀︑蕾サラワク王

こくがい

國語

國時代には︑これを國外へ出すことを禁じて
﹇国語﹈︵ 名 ︶ 2 9

七258 日本人は三三を使ふものだと︑蔓立で教へ

こくご

られてから︑

七259 徳坤は︑どんなに不自由でも︑國語を使ひ
まんじゆのひめ

通して來たのです︒

八悩5 私は國語の﹁萬爵号﹂を歪んだ︒
を︑

のは︑

しかし︑かな文であればこそ︑當時の國

語を自由自在に使って︑その時代の生活をこまや

十一366

このやさしい歌に歌はれてるることばこ

かに窮し出すことができたのです︒

十二襯5

この黒馬に歌はれてるることばも︑また

そ︑わがなつかしい國語である︒

十二麗10
わが尊い國語にほかならない︒

われわれが︑毎口話したり︑聞いたり︑

われわれは︑一日たりとも︑國語の力を

讃んだり︑書いたりすることばが國語である︒

十二備3

十二粥3

國語によって話したり︑考へたり︑物事

かりずに生活する日はない︒

十二柵4

國語こそは︑まことにわれわれを育て︑

を學んだりして︑日本人となるのである︒
十二備6

このやうに大切な國語であるのに︑とも

われわれを教へてくれる大恩人なのである︒

十二備8
十二備8

中には國語といふことさへも考へない人

ともすれば卑語の恩をわきまへず︑

すれば國語の恩をわきまへず︑

十二網9
がある︒

ことばの通じないところへ行くと︑だれ
わが國語もまた︑國初以來維忘して現在

だから︑わが國語には︑祖先以來の感
國語の力によらなかったら︑われわれの

一旦緩急ある時︑國を昼げて法難に赴く
といはなければならない︒

のも︑︿略﹀︑一つには洋語の力があづかってみる

十二爾4

心は︑どんなにばらばらになることであらう︒

十二幽10

情・精神がとけ込んでをり︑

十二襯8

に及んでみる︒

十二襯7

でも國語のありがたさをしみじみと感じる︒

九4410 昔から傳はつてみるだいじな私たちの國語 十二幽1
十一254 特に︑わが國語には敬語といふものがあ
つて︑その使ひ方が特別に獲達してみるから︑
謙遜していふのがわが蛮語のいき方で︑

十一265 相手を尊敬するためには︑自分のことを
十一304 女は男よりもいっそうていねいにものを
いふのが︑わが単語のならはしである︒

十一318 尊敬や謙遜の心をこまやかに表すことの
できるのは︑實にわが言語の一大特色であり︑

十一323 わが学費に︑敬語がこれほどに登達した

十二衛6

國語は︑かういふやうに︑國家・國民と

國語を忘れた國民は︑國民ではないとさ

離すことのできないものである︒

十二備7
十二爾9

國語こそは︑嬉野の魂の宿るところであ

國語を愛せよ︒

露語を尊べ︒

へいはれてみる︒

十二衛9

刻刻

み

すると︑波どものうち振る旗も︑また刻

空と海とが︑刻々に千攣萬化の美しさを

﹇刻刻﹈︵副︶3 刻々

十二備9
る︒

こくこく

十一循5
見せる︒

刻に濃さを増して︑

十二脳1

國語の力⁝⁝⁝百四十一

國語の力

雌雄をこの一事に決する最後の決戦は︑

しゆう

十一一別6

刻々にせまる︒

二十

國語の力

︹課名︺2

十二39

二十

こくこのちから

十二川8

掃初以來

ことしゃほう年︑穗に穗が咲いて︑

﹇小草﹈︵名︶1 小草

五656圃

こぐさ

﹇国初以来﹈︵名︶3

ちの小草も米がなる︒

それは︑要するにわが國初以來の尊い歴

こくしょいらい

十︻梱6

われわれは今日古事記を讃んで︑國初以

史であり︑文學である︒

御苦心

わが國語もまた︑國初以來縫焦して現在

來の歴史を知るとともに︑

十﹁梱9

十二M7

に及んでみる︒

いや︑御苦心のほどお察し申します︒

﹇御苦心﹈︵名︶1

十二629囹

ごくしん

こくそといふものですよ︒

﹇木暮﹈︵名︶3 こくそ

十冊6囹

こくそ
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こくたい一こくみんぎれい

十㎜10

左手で︑盆をくるくるまはしながら︑︿略﹀︑

一つ一つのすき間へ︑こくそをつめて行く︒

國艦

の盆が︑うつ高く積んである︒

十伽1 次の部屋へはいると︑こくそをつめた白木
﹇国体﹈︵名︶1

十二幽6 わが國は︑神代このかた萬世一系の天皇

こくたい

したん

こくたん

をいただき︑世界にたぐひなき國膿を成して︑
こくたん
﹇黒檀﹈︵名︶2 黒檀

十78図 御机は紫檀にも黒檀にもあらずして︑た

こくたん

だ黒きぬり机なり ︒

黒血

こくたん
十一㎜11 住民はパプア族で︑色は黒檀のやうに黒
くてつやつやして を り ︑

﹇黒点﹈︵名︶5

十二旧図 黒鮎

こくてん

十二伽図 黒鮎
十二三図 黒鮎

十二槻5それが太陽の口偏と呼ばれるもので︑見
たところごま粒のやうだが︑實は地球より大きい
のがあり︑

十二慨7 黒雲は︑太陽の表面に起る大きなつむじ
風だといはれ︑その敷や大きさは︑凡そ十一年を
﹇国都﹈︵名︶1

國都

週期として増減してみる︒
こくと

國土

九川8 ﹁あじあ﹂は︑ 一氣に國都新京へせまって
﹇国土﹈︵名︶1

行く︒

こくど

算置

十566 神様が︑この宇土をお生みになったことを
考へた︒

﹇国内﹈︵名︶1

國難

十796 豊田式人力織機は︑盛んに國内に使用され

こくない

﹇国難﹈︵名︶1

るやうになった︒

こくなん

一旦緩急ある時︑國を墨げて國難に赴く
國法

みだりに騒動を起したのは︑結局私情

﹇国法﹈︵名︶2

十一一衛3
のも︑

こくほう

十二605園

かれらをりつばに國法に從はせるのが︑

を以って國法を破ったのである︒

十二644囹

國防色

上路少年隊には︑十一歳から十七歳までの

﹇国防色﹈︵名︶1

佛の大慈悲であると思って︑

十㎜2

こくぼうしょく

小熊

國法と大慈悲

國法と大慈悲

國法と大慈悲⁝⁝⁝五十八

︹課名︺2

少年がみて︑︿略﹀︑國防色の制服を着て︑

八

こくほうとだいじひ

十二29

八

小熊座

北極星を柄の端にして︑︿略﹀ひしゃく形

﹇小熊座﹈︵名︶3

小熊

﹇小熊﹈︵名︶1

十二581
こぐま

九88図

九934

こぐまざ

小熊座と北斗七星との間に尾を入れて︑

に連なるのを︑大熊座に威して小熊座といひ︑
九935

﹇国民﹈

︵名︶

13

國民

5こだいこくみ

九935 小熊座を包むやうにのろのろと曲りくねつ
りよう
て連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑
こくみん

御造螢當時︑国民の眞心もてたてまつり

ん・しょうこくみん

十47図

この天皇の御ためなればこそ︑われわれ國

たる木々は︑

十559

十一槻7

その大きな︑力強い調子に︑古代のわが

まことによく國民の本分︑軍人としての

國民の素朴な喜びがみなぎってゐます︒

りつばな畳悟を表した歌である︒

十二404

れてるる︒

十二414次のことばは︑今日國民の問に廣く歌は

言語は︑かういふやうに︑國家・國民と

て一身一膿のやうにならしめてみるのである︒

十二M9 今日のわれわれを結びつけて︑國民とし
十一一衛6

虚語を忘れた國民は︑國民ではないとさ

離すことのできないものである︒

國民ではないとさへいはれてみる︒

へいはれてみる︒

十二備7
十二衛7

﹇国民一般﹈︵名︶1

三民一般

十二備9 國語こそは︑國民の魂の宿るところであ
る︒

かく上下を問はず︑重職一般が︑事に鯛

こくみんいっぱん

十二409

國民転校

林の傾斜面は︑拝観者や︑青年學校・士民

﹇国民学校﹈︵名︶3

れ物に感じて歌をよむといふのは︑

九1410

こくみんがっこう

國民學校の五年生だ︒

出校の生徒などで︑うづめつくされてみる︒

﹇国民学校生徒﹈︵名︶1

﹁國民學校﹂の﹁國﹂﹁民﹂といふ漢字は︑

九221国園
十M8

こくみんがっこうせいと

十79図御硯箱は何のかざりもなく︑筆・鉛筆等︑

國民學校生徒

﹇国民学校四年置﹈

國民學校生徒の用ふる物と異なるところなし︒

國民學校訓年生

こくみんぎれい

この少女は︑

﹇国民儀礼﹈︵名︶1

國民儀燈

九344 たった十一歳︑内地なら國民學校四年生の

︵名︶1

私たち國民は︑︿略﹀︑今こそ新しい國生み こくみんがっこうよねんせい

民は︑命をささげ奉るのである︒

十567

古來わが軍民は︑皇室を中心とし︑

文化の進んだ國︑教養の高い國民にあっ

のみわざに︑はせ参じてみるのである︒

十一252
ては︑

十一319

こくみんせい一ここ
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國民性

十二79 嚴かな國民儀禮を行った．のち︑いっせい
﹇国民性﹈︵名︶1

に髄操をする︒

こくみんせい

わが國民性の特色といふべきである︒
國民精神

黒龍江の

こくりゆう

︹課名︺2

黒龍江の解氷⁝⁝⁝四

こくりゆう

一

黒龍江の解氷

こくりゅうこうのかいひょう
解氷

十一22

黒龍江の解氷
ごくらう

一

﹇御苦労﹈︵形状︶2

﹁やあ︑ごくらうでした︒﹂といって︑

﹁お役目ごくらうでした︒﹂

﹁ごくらうさま︒﹂﹁ごくらうさま︒﹂と︑

ごくらうさま︒おつかれでせう︒

﹁ごくらうさま︒﹂﹁ごくらうさま︒﹂

八582囹

四描9園

心の中でいってみるにちがひありません︒

四鵬8園

ごくろうさま﹇御苦労様﹈︵感︶3ごくらうさま

十齪1園

自動車に乗りました︒

三905園

ごくろう

十二4010 事に隠れ物に感じて歌をよむといふのは︑ 十一41

もとをりのりなが

こくみんせいしん ﹇国民精神﹈︵名︶1

國民全土

本居宣長は︑︿略﹀︑古事記傳を大成して︑

わが里民精神の襲揚につとめました︒

十一悩8

こくみんぜんたい ﹇国民全体﹈︵名︶1

士民

十569 勇ましい皇軍はもとより︑國民主腔が︑一
つの火の丸となって進む時である︒

的感激

こくみんてきかんげき ﹇国民的感激﹈︵名︶1

満ちあふれたものが多い︒
﹇国務院﹈︵名︶1

國務院

ごぐんぼう

十一94

ごぐんぷく

陸軍砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母宮殿

﹇御軍帽﹈︵名︶1

御軍服
御軍帽

御軍服は︑しぼるやうにぬれてみた︒

﹇御軍服﹈︵名︶1

下の御前に不動の姿勢でお立ちになった︒

十一104

十二423 萬葉集の歌には︑かうした國民的感激に ごぐんそう ﹇御軍装﹈︵名︶1 御軍装
こくむいん

九川9 遠く國務院や︑關東軍司令部の建物が夕日
にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒
ごくらく
﹇極楽﹈︵名︶1 極樂

ごくらく
ごくらく

獄︑こっちへ外れ ば 極 樂 ︒ ﹂

ごく

は

せ

ごくらく

極樂寺坂

露坐の 大 佛 お は し ま す ︒

水筒の水を飲むと︑
のどがごくりと三つ
﹇黒龍江﹈︹地名︺2 黒龍江

﹇苔﹈︵名︶5

たたり落ち︑

こけ

こけ
こけ 苔

からだは︑八つの山︑八つの谷につづく

コケモツケマシタ︒

こけの

むすまで

こけごつこう

十653 こげ茶色の煙とともに︑火焔がぱっともえ

こげちゃいろ ﹇焦茶色﹈︵名︶1 こげ茶色
くわえん

こげつく ︽ーク︾

こけむす ︽ーシ︾

されど︑これより下︑十四五丈ばかりは︑

﹇苔生﹈︵四︶2

月の世界では︑書はこげつくやうな暑さ︑

﹇焦付﹈︵五︶1

あがった︒
こげつ・く

十406
こけむ・す

御倹素

歴史は長し七百年︑

興亡すべて夢

こけむしたる岩石︑壁のごとくつき立ちたり︒

八338図

十二771図画

英雄墓はこけむしぬ︒

オイーア

ソロソロ

オイデ

日常の御生活のいかに御倹素にわたらせ

﹇御倹素﹈︵形状︶1

に似て︑

ごけんそ

られしか︒

十77図

ココマーア

﹇此処﹈︵代名︶87 ココ ここ

ココハ︑ドコノホソミチダ︒

一絡−圃

ここ

マダ︑カメサンバ

ココマデ來ナイダ

一421圃
ラウ︒

ニー52囹

二866園﹁ココホレ︑ワンワン︑ココホレ︑ワ

ココホレ︑ワンワン︒

ンワン︒﹂トナキマシタ︒

二867園

二979ここまでお話をきいたとき︑ふと︑私

ここから見るだけでも︑おなかがいっ

ここがりゅうぐうでございます︒

ちゃうどここを通りかかってよかっ

は︑ゆうべのゆめのことを思ひ出しました︒

三捌2園
た︒

三下9園
いはほとなりて

︵感︶1

﹁こけごつこう︒﹂と聲高く歌ひました︒

四悩2

にいさんは︑ここでみんなにあいさつを

ぼくはここへ渡って來たかったのだ︒

ここは︑支那のある町です︒

四838囹

して︑門の中へはいりました︒

四727

ぱいになるのだから︑

七295ロD凶魍園

君が代は千代に八千代にさざれ石の

四469園

四576

こけこっこう

いはほとなりてこけのむすまで

十二襯6図盟

十鵬5図圏 浮世をば今こそわたれもののふの名を
こけ
高松の苔にのこして

ほどで︑せなかには︑こけも木も生えてをります︒

五287囹

一405

コケ

ぢ
十283魍圖﹁とんぼ︑とんぼ︑あっちへ行けば地 十一94 御軍帽のひさしからは︑雨のしっくがし

ごくらくじざか ﹇極楽寺坂﹈︹地名︺1
ごくら く
堂近く︑

十二747図團 二業寺坂越え行けば︑長谷観音の

十﹁8510

ごくり︵副︶1ごくり
た︒

こくりゅうこう

みた氷︑その下で︑眠ってみた黒龍江が︑

十一44圏遠い爾岸の間をぎっしりと張りつめて
十一66蒼黒龍江はや
︑さしい手をひろげ︑わが
子のやうに喜連をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒
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九鵬5 ここは備中の國甲部川の渡しである︒

びつちゆう

ここは︑明治神宮の参道です︒

九踊11

ここで︑兵隊さんがどやどやと乗った︒

ここから安東・吉林・北京へ︑二道が分れ

べきん

六燭3園

ここは︑みなさんに喜ばれる上野の動物

きつりん

五112團 今夜は︑ここでとまります︒

六榴4園

九㎜2

ここで︑いちばん初めに出たむさし野がま

ここが大陸日本の第一線なのだ︒

橘の小島が

たちはな

つひに開城することになり︑ここに閣下

か

き

とて︑およそ二三十人が力ある大力の者︑
どうやう

さねみつ

十麗8図 ここに土佐の國の住人︑安藝の太郎聞耳

あ

崎より︑武者二騎︑引つ駈け引つ駈け出で來たり︒

さき

十二2図 ここに平等院のうしとら︑

びやうどう

と親しくおあひするのは︑

十896園

病院として使用し︑

十837 日本軍がここを占領してから︑直ちに野戦

九㎜7

地を開くのだ︒

九刎12囹諸君は︑新しい東亜のために︑ここで大

雪をもつて迎へてくれた︒

ぶき

九㎜7 ここからチチハルへ線が分れる︒
ふ
九川9囹 ここへ始めて來た諸君を︑自然はこの吹

ここは︑空のげんくわん東京飛行場です︒

るので︑

五148囹 ﹁ここで︑あんなにはげしい戦孚をした
六襯9園

園です︒

六柵5

のも︑うそのやう な 氣 が す る ね ︒ ﹂

五545 川の水は︑ここで海へ流れこんでゐます︒

汝を討てとの勅をかうむり︑ここへ見た

ここの田も︑あそこの田も︑︿略﹀︑もうひ

今ここで︑命を取られるのだから︑この
みんな︑ここで何をしてみるのですか︒
ここで︑満人の子どもや︑ロシヤの子ど
ここであんなはげしい職があったとは︑
ここからいつしょに飛ばしませう︒

それもそのはず︑大阪は︑煙の都とさへい
それが︑いつも︑ここに︑かうして立つ
いつでも︑ここに︑かうして立ってるる
ここは︑昭和十六年六月三日︑︿略﹀みそ
﹁︿略﹀︒﹂ここまでいふと︑母はこみあげて
はりま

いち早く播磨の上月城を占領して︑ここに
たてこもった二千五百の尼子勢は︑

九二5

來る悲しさにことばも止って︑

九329

まはじめ祭の行はれたところである︒

九138

のです︒

八伽4圃

てるる私たちなのです︒

八号4圃

はれ︑大小一萬以上の工場がここにあって︑

八891

べつてよろしい︒﹂といはれた︒

干ぼしになっても︑ここを離れることは

そん

ちみき

北支那に愛路村といふ地域が設けられたわ

ここに住んでみる子どもたちにとっては︑

ここにて一息休めて︑城の中をきっと

ここを遊ばし候へ︒

十一206図國甲の下に腹巻を重ねて着たればこそ︑

十一203図圓

見あぐれば︑

十一178図

かけがへのない乱しい遊び場所であり︑

十踊1

けも︑ここにある︒

十㎜8

のだ︒

十踊2園水さへ引けば︑すぐここへもどって來る

できない︒

十㎜11園

こでも同じやうな工程がくり返されてみる︒

八814囹﹁ようし︑ここからすべりたい者は︑す 十桝10 仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑こ

八544囹

どうしても思はれません︒

八251国

もたちが︑よく遊んでゐます︒

八2010国

七671園

世の別れに︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒

七464園

たひたと︑水がたたへられてるます︒

七386

のである︒

七177園

たうつりました︒

五623囹私は︑いつまでも︑ここにるるわけには
いきません︒

五708園 ぼっちゃん︑ここへお掛けなさい︒
五728 をぢさんも︑ここでおりました︒

五㎜5園 いや︑私は︑皇孫がおいでになると承っ
て︑ここへお迎へに出てみる者です︒

闘魂1園 ここへ來たまへ︒
見たまへ︒﹂と︑その子どもがいひました︒

五塒7囹 ﹁ここに立って︑お月檬を︑枝の間から

五髄7囹それで今ここへやって來たのです︒

五㎜2園女に向かって︑ 魚たちを︑みんなここ
へ 呼 び 集 め る や うに︒﹂

五柵7園鯛だけは廿里でねてゐますので︑ここへ
まみってゐません ︒

五柵8園 では︑鯛をちょっとここへ呼んで來てく
れないか︒

六627 それは︑ここから百メートルもはなれてゐ
る︑向かふの家の屋根であった︒

六㎜5 たった一メートル四方ぐらみの廣さですが︑
ここばかりは︑寒い冬も知らないやうに︑

六夢9囹 わたしのお人形さんを︑ここへ入れてや
りたいなあ︒

みようなどとは︑おとうさんも︑おかあさんも︑

六麗3圏 わたしが︑ここで︑こんなにしかられて
ゆめにもお知りにならないだらう︒

ひろがる波のわがまるい︒

六悩5圃 ここは川ばた︑やなぎの芽︑ ぬれて︑
しっくが落ちるたび︑

六五5園 ここは︑むさし野です︒

こご一こごはちじごろ
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ほんじやうばう

︿略﹀︑ここを 射 よ と 胸 を た た く ら ん ︒

大石を︑かるがると脇にさしはさみ︑

十一219図 ここに本性房といふ大力の僧︑︿略﹀
十一弔4園 ここへちよつとおすわりなさい︒
みやま

十一644図 ここに爲朝︑敵の勢越しに見れば︑

十一824 この深山の朝の験氣にふれるため︑私は
ここまでのぼって來たのだ︒

古語

わが國の古語を︑漢字ばかりでそのまま

﹇古語﹈︵名︶3

通じないから︑

こご

十﹁伽8
に書き表すことが︑︿略﹀大きな苦心であった︒

殊に大切なことは︑かうしてわが國の古
古語には︑わが古代國民の精神がとけ込

傳が︑古語のままに残ったことである︒

十﹁個7
十一梱8

ちん

ここう

朕︑汝を以って股肱とす︒

﹇御厚意﹈︵名︶1 御厚意

十二㎜4図圓
ここうい

閣下の御厚意を感謝いたします︒

午後三時ご

しかも︑この御降嫁による公武一和の望

﹇御降嫁﹈︵名︶1 御降嫁

十951囹
ここうか

ここ ち
﹇心地﹈︵名︶5 ここち 心地

二十四日の午後三時ごろ︑そちらへ参り

﹇午後三時頃﹈︵名︶1

みは︑ほんの束の間の夢であった︒

十二佃2

こごさんじごろ
ろ

午後になると︑東がはの何十といふ

んでみる︒

十一885 ここで辮當をたべる︑そのおいしいこと︒

四75

ここち

ほほ

あたりはまだほの暗く︑明けきらない港の

山小屋の前の小道をくだって行くと︑そ

ベートーベンの友人も︑まったくわれを

勅命のくだったことを承った阿禮は︑そ

ここち

たまたまなつかしい日本語を聞くと︑ま

午後二時

午後二時︑下山の途についた︒

十一543図

1 午後二時四十五分

こごにじしじゅうごふん ﹇午後二時四十五分﹈ ︵名︶

十一972

こごにじ ﹇午後二時﹈︵名︶1

るで地獄で佛にあった心地がし︑

ちごく

十二粥3

れこそ天にものぼるここちであったらう︒

十一伽1

忘れて︑一同夢に夢見るここち︒

十一梱6

よ風が頬にここちよい︒

ほほ

十﹇7910

朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒

二十四日の午後から︑ねえさんをさそって︑ 九459

村々が︑日かげになります︒
六148

ぜひ來てください︒

午後の演習をすまして︑兵舎へ編って來

ちれうじよ

少年の傷は思ったよりも重く︑その日の午

ると︑みもん袋が來てるました︒

六855国
七255

午後は︑先生について︑一人一人︑正しい

教練は︑午前と午後にあります︒

後︑かりに作られた治療所で手術を受けました︒

八857

七786国

午後になって︑この御神木は︑︿略﹀えり

すべり方を教へていただいた︒

九178

するとある日の午後︑裏山の森で︑﹁︿略V︒﹂

抜きのぞま夫たちによって︑伐られて行った︒
九価6

ます︒

六173国

頂も︑槍岳その他の山々も見えるさうだが︑

やりがたけ

十一904 晴れてみれば︑ここから︑︿略﹀燕の絶 こご ﹇午後﹈︵名︶11 午後δなつのこご
十一962園﹁ここまでお出で︒﹂といふやうに︑し
かしいかにも嚴然とそびえてみる︒

十一983 ここ北千島の一角を根接地とする二百隻
の流し網出漁船は︑いま出動準備の最中である︒

そうとく

十一餌2圏 いくとせここにきたへたる 鐵より
堅きかひなあり ︒

十一脚11 以前はここにニューギニヤ州の縮督が住
んでみた︒

十一㎜12 しかし今では︑日本軍がここにどっかり
腰をすゑて︑

十一舗10 ここがセレベスだとは思へないほど日本
内地の風景によく似てみる︒

十一盟5 ここの住宅地に明け暮れを送ると︑

午後︑急ぎ足で學校の門を出ました︒

の聲を聞いた︒

見渡す限りは︑午後の静かな海である︒

十一π1 支那人は︑︿略﹀︑ここへも支那の生活を

十一477

ここのか

δじゆうにがつここのか

午後二時四十五分︑勝敗すでに定まれ

十一986

そのまま持ち込んでみる︒

十二327 ここに︑﹁仁﹂の全量が説かれてみる︒

﹇午後一時五十五分﹈

り︒

十二㎜4

午後になって︑わが艦隊に敵機來襲︒

十二711囹 お醤者もここにるられる︒

︵名︶1

十一5210図

股肱

こヒつ

﹇股肱﹈︵名︶1

こ

︿略﹀︑塩煮旗を以て令を各艦にくだせり︒

ここう

ろ

こごはちじごろ

﹇午後八時頃﹈︵名︶1

午後八時ご

ごごはちじ ﹇午後八時﹈︵名︶1 午後八時
午後︸時五十五分
みかさ
午後﹁時五十五分︑わが旗艦三笠は︑
七804團 午後八時には︑夜の鮎呼があるので︑

十二807園 ここに御主人の書きつけがあるによつ こごいちじごじゅうごふん
て︑それに合． っ た ら ば 買 ひ ま せ う ︒

十二価8 ここの橋が三分の一ほどできあがったこ
ろ︑

十二鵬10 ここの橋が完成しない以上︑トラックは

541
ココやし一こころ

や し
ココ椰子

や し

十一1410 午後八時ごろ︑御ひつぎの車は︑御殿に
︵名︶一

お着きになった︒

ココやし

十一川6だが︑想像してみたココ椰子の林も︑船
ここらあたり

着き場も︑家らしい家さへも見えない︒
﹇此処辺﹈︵名︶1

十川5 一たび︑この川があふれたが最後︑ここら

ここらあたり
あたりは︑海のやうになってしまふ︒

こころ ﹇心﹈︵名︶㎎ 心5おおみこころ・おここ
ろ・こどもこころ・しずこころ・したごころ・まこ
ころ・みこころ・みこころゆく・やたけごころ・や
﹁︿略﹀︒﹂心の中でいのりながら︑ねぎを︑

まとこころ・ゆかしいこころ
三731

﹁ごくらうさま︒﹂﹁ごくらうさま︒﹂と︑心

きりぎりすのからだに近づけました︒
四柳1

の中でいってみるにちがひありません︒

五377桑をもらひに行く途中も︑心の中で︑
﹁︿略﹀︒﹂といの り ま し た ︒

五616 心を合はせて︑野や山を開いて田や畠にし
たり︑道をつけた り ︑

五894囹 みんな心を合はせて︑一生けんめい︑た
ふれるまでこぐのだぞ︒

いても心が勇みたつ︒

六201間どんどんひやらら︑どんひやらら︑聞
六245 しかし︑だれにも負けない忠義の心を持つ
てるました︒

六289 育てたみかんが︑︿略﹀︑遠い支那へも︑満
洲へも︑旅だつのだと思ふと︑心が勇んで︑
せつな手で︑荷作りされたみかんは︑

六292 かうして︑あたたかい心で育てられ︑しん
心にきざん
わが陸軍のいのちの軍旗︒

六773圃 天皇陛下の おことばを︑
でみ國を守る︑

六梱7

三人の心は︑持った一本の破壊筒を通じて︑

七288

徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にゐ

徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑

一つになってゐました︒

七288

心の底ま

る人たちの心に︑しみこむやうに聞えました︒

かしは誓うてばこうこうと︑

大塔宮は︑義光の忠義を心からお喜びにな

でひびきます︒

七312團
七655
つた︒

安置・

守られるだけは︑守らなければならないと

心にかかる︑

いふのが︑元帥の心であった︒

七撹2

とまり重ねて

自分の家へ︑いそいそと錦って來た燕を迎

シャムはまだはるか︒

八52圃
八128

へる人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒

萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の
親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑

らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒

八431
八434

私の心に浮かぶものは︑青い空に飛んでゐ

石のらうから唐糸を出してやりました︒

八494

心のうちに思ふやう︑萬一射そんずるな

る眞白なグライダーであった︒

八727図

暑さや寒さにうち勝って︑からだや心をき

らば︑弓切り折りて自害せんとて︑

八㎜4

たへて行くのと︑同じことなのです︒

天井からつるしてある︑この大きなランプ
こ

われ︑皇子に代りて海に入り︑海神の

み

が︑ふと︑ガリレオの心をとらへました︒

八鵬4

九85図圓

身も心も清めに清めて︑ひたすら今日を待

心をなだめん︒

九155

おまへたちの景雲が︑数千キロの海山を

つてみた奉仕員たちは︑

九2010国

﹁︿略﹀︒﹂と︑心から感心して︑おとうさ

越えて︑おとうさんの心に通ってみるのだ︒
九223団

んをうらやましさうに見てみた︒

大東亜の建設に協力してくれてみる︒

九255国住民たちも︑心から日本軍になついて︑

九413 このやうに︑ことばと文字は︑私たちの心

を訂しくしてくれます︒

みることを︑ことばで話してみると︑

九414 私たちが︑心の中で考へたり感じたりして

九415 その考へや感じが︑心の中で思ってみた時

よりも︑はっきりして來ます︒

鏡であります︒

九426 ことばと文字は︑いはば心の中を鳴し出す

れは聞いてみる人の心にだけ残ります︒

九428 思ったことを聲でいひ表すのですから︑そ

讃む人々が︑心から感動するやうに︑

九575 軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗

九445

義家の家來︑これを聞きつけて︑

員は︑これから訓練に取りかかるのである︒

九584図

もし︑宗任に悪しき心もあらば︒

﹁︿略﹀︒﹂と心のうちに思へり︒

立ちのぼる煙を見つめながら︑黄色な煙が︑

九619図星

薄むらさき色に憂って行くのを心に念じた︒

九747

九763 これだ︑これが病氣のもとだと︑源作ちい

先生の激働のことばをしっかり心にだいて︑

さんの心は急に明かるくなった︒

先頭から順々に海へはいって行った︒

九947

九麗7園それはちやうど︑遠足に行った子どもの

甚次郎は︑この日から山中鹿妻幸盛と名

しかのすけゆきもり

饒りを案じる母親の心と熱りません︒

九悩8

水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからつ

のり︑心にかたく主家を興すことを誓った︒

九烈1

こころ一こころ
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として︑全身がひきしまった︒

九重8 ﹁えい︑やあ︒﹂と︑重いつぼい掛聲を掛け
ると︑心が引きしまる︒

九盟3 ぼくは︑心の中で︑﹁やるぞ︑やるぞ︒﹂と
おのつからこれにたよる心がわき︑

何度も誓った︒

九㎜11

十134園 おかあさんの心は︑感心のほかはない︒

十181図魍 それより七十六日︑汝は︑母の心に生
きて︑今日の入城を待てり︒

十212 村では︑豊年を祝ふよひ祭の支度に心を取
られて︑さっきの地震には︑一向氣がつかないも
ののやうである ︒

十432 月は︑永久に人間の心の友であり︑慰めで
あります︒

十451図 しかも工夫に心をうばはれては︑おのつ
から家業もおろそかならざるを得ず︒

十464図鶏の聲を聞きては︑はや心も心にあらず︒
十464図 はや心も心にあらず︒

十556 そのうちに︑私は︑目も︑心も︑熱くなつ
て行くのを感じた︒

十5510 さうして︑心の底にあった不安は︑まるで
雲のやうに消え去ってしまった︒

よしっね

佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心の中で深く爾親に

から蹄つた︒

十572 私は︑すっかり明かるい心になって︑學校
十748
わびた︒

とや思ひけん︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十999図 大將軍九郎義纏︑︿略V︑人々の心を見ん

十皿9園鴎 國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ
の前に火も水もなし
うその聯の美しさが心に刻まれて來る︒

十三3 その文字の意味がわかって來ると︑いっそ

王のお情に︑心からお禮を申しあげるた

めであった︒

十一134
﹁名智の御凱旋をなさるのですから︑

心の中で萬歳を唱へてお迎へするのです︒﹂

十一154園

まへ︒

敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心

日本の女たちは︑もっともっと心をや

かうしたやさしい情がこもってみるのだと

十一㎜10團

心を美しくしたいものだと︑

さしくし︑心を美しくしたいものだと︑

十︻伽1国

その何ともいへないほがらかな︑つつま

しかし氣立てはやさしく︑日本人を心か

住民たちは︑日本軍の強さと心のやさし

あさみどり澄みわたりたる大空の廣

さしのぼる朝日のごとくさわやかに

ひとの心のまことなりけれ

大きな神棚があって︑その下を通過する

疲れた五二ではあるが︑働きぬいた漏足

一生を石の中で暮してみる石工たちには︑

母のやうな山の心も︑わかるやうな氣が

するといふ︒

十ニー99

心なき岩石も意志あるかのやうに思はれ︑

十ニー97

ごとに心をこめて打ってるる音である︒

風伯ー57 いかにものんびりと響いてみるが︑ 一二

で心は輕やかである︒

十ニー41

十ニー25 心を一つにすることが︑かんじんだ︒

時︑虚血たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から祈る︒

十一一810

まほしきは心なりけり

十二65図魍朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあら

もたまほしきは心なりけり

十二510図幽

十二58図圃

の心のまことなりけれ

十一一58重圏目にみえぬかみの心に通ふこそひと

きをおのが心ともがな

十二56図魍

さを知って︑すっかりなついてしまった︒

十一㎜7

ら尊敬して︑なかなか勤勉に働く︒

十一㎜3

しい心を味はひたいものです︒

十一価7

女らしい︑つつましやかな心を育ててください︒

十一238図圖仰ぎ願はくは︑臣が心をあはれみた 十﹁伽3国どうかまさえさんも︑︿略﹀︑日本の少
十一317

をこまやかに表す．ことのできるのは︑

至誠の心を表すためには︑最上の敬語を

心を無理にしづめようとして雑誌を開き

さう思ふと︑心がちっとも落ち着きませ

用ひることをならはしとしてみる︒

十一3110

十一467
んでした︒

十一489

心のうちこそ神妙なれ︒

心はるばる︑

天地の大い

ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒
十一651図

十一695団爾山遠く
なるかな︒

まだ︑なかば眠りからさめない心のうち
この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑心の底

に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒

十一781
十一797

もとといっても︑形ばかりでなく︑い

三人の心は︑驚きと感激でいっぱいにな

までが清められるやうな氣持がする︒

十一備2
つて︑

十一術9国

つも自分の心がこもってみなければなりません︒

十一旧2国忌へば︑何か氣にさはることがあって
心の落ち着かない時には︑

十一⁝⁝4国晴れ晴れとして心の樂しい時には︑花
あの強い日本の兵隊さんが︑こんなも

の方から︑進んで動いてくれます︒

十一湘4国

ほんたうに勇ましい人の心の中には︑

のやさしい心を持ってるられるのかと︑

十︻柵6国
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十二2310

心は喜びでいっぱいになった︒

十二舗9

しかし︑二人のわが衛生兵は︑代る代る
かうした温かい心は︑アメリカの軍隊

えり
われわれ日本人は︑思はず襟を正して︑

愛國の心が泉のやうに湧き起るのを感じ
國語の力によらなかったら︑われわれの

いかに機械でも︑心は通じるのである︒

できれば盟當りと︑艦長は心に決した︒

心は︑どんなにばらばらになることであらう︒

十二備1

るのである︒

十二幽3

榮えますわが皇室の萬歳を心から祈り奉る︒

十二襯9

には決してありません︒

十二伽2園

徹夜して︑心からしんせつに看護をしてやった︒

てつや

部隊長は︑︿略﹀︑やさしい︑いたはりの 十二梛3

心のこもったことばで訓示をした︒

十二282 困難に際勒すると︑おのつから人の心が
わかるものである︒

十二422 まことにををしい精神を傳へ︑忠勇の心
がみなぎってみる︒

十二476 萬世までも傳へようとした古人の心を︑
われわれは讃むことができるのである︒

十二484 長い間の難行苦行に︑身も心も疲れきつ
た一人の修行者が ︑

十一一557

十二5110 修行者は︑いっそう謙遜な心でいった︒
十二旙11

た︒

綱吉は︑法親王に種々御物語をしたつい

萬乗の君のおはします城なれば︑六

ろく

でに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いかにも心ありげに申しあげ

十二626

十一一569 木は︑枝や葉を震はせながら︑修行者の こころありげ ﹇心有﹈︵形状︶1 心ありげ
心に感動するかのやうに見えた︒
とにひれ伏しながら︑心から禮塗した︒

十二578 多くの天人たちが現れて︑修行者の足も
つなよし

ら

波羅殿や御向かひあらんと心得て︑

は

十一192図國

十二596 將軍綱吉は︑さすがにこの事件の始末に こころ・う ﹇心得﹈︵下二︶1 心得 ︽ーエ︾
心を痛めた︒

十二641園將軍の心はよくわかってみた︒
んで助けたいのは山々であるが︑それはかへって

十皿2図野水の底には大綱あるらん︒心得たまへ︒

︽一へ︾

十二643囹 自分とても︑かれらを法衣の袖にくる こころえたま・ふ ﹇心得給﹈ ︵四︶ 1 心得たまふ
かれらの心であるまい︒
の母の心がすみません︒

心得る

︽ーエ︾

いつ心得違ひのらんばう者が︑現れないと
﹇心得﹈︵下一︶2

ぜひとも敬語の使ひ方をよく心得ておか
なければならない︒

十一257

こころ・える

もかぎらないからである︒

十㎜6

十一一713囹 できるだけの手を蓋くさないでは︑こ こころえちがい ﹇心得違﹈︵名︶1 心得違ひ
十二722 どこまでも助けようとする母の一念に︑
さすが張りつめた兄の心もゆるんでしまった︒
で討たんと思ふにあり︒

十二914図 その心︑ひとへに直義に近づき︑組ん

主從六人︑心おきなく酒もりをした︒

﹇心置無﹈︵副︶1

﹁心得ましたlI
十醜9

こころおきなく

心おきなく

こころがけ

﹇心掛﹈︵名︶1 心がけ

話すことばに注意して︑文字で書くのと同

︵下一︶ 1

心掛ける ︽一

顔回ほどその師を知り︑︿略﹀︑師の教へ

﹇心掛﹈

じゃうな心がけを持つことが大切であります︒

九439

こころが・ける
ケ︾

よくもかかる名馬を求めたるぞ︒見あ

志5おこころざし

を實行ずることに心掛けた者はなかった︒

十二252

九699図圖

こころざし ﹇志﹈︵名︶4

だのぶなが

睡夢は︑織田信長に毛利攻めの志があるこ

お

げたる志︒﹂と︑しばし感じてやまざりけり︒

九榴8

鹿介は主君に志を告げ︑許しをこうてわざ

とを知って︑かれをたよった︒

九鵬1

その志︑ひとへに皇考をたすけ二つ

と捕らはれの身となった︒

十一237図圖

﹇心強﹈︵形︶1 心強い ︽ーイ︾

て︑民生を安んぜんとするにあり︒
こころつよ・い

ななぐさめであり︑また心強い目じるしである︒

九加5 小さなオボでも︑旅をする者には實に大き

こころならず ﹇心﹈︵副︶1 心ならず

るもかなはずして︑心ならずも支へたり︒

十一185図進まんとするもかなはず︑引かんとす

七461

自分は樂人であるから︑一生の思ひ出に︑

こころのこり ﹇心残﹈︵名︶1 心残り

﹇心細﹈︵形︶1 心細い ︽ーク︾

心残りなく笛を吹いてから死にたいと思った︒

オンドル部屋の中では︑薄暗いランプの火

こころぼそ・い

が︑心細くゆれてみる︒

十318

あるところで︑試みにしるしをつけて︑は
八3210図

試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑ころ

なしたものだといふことがわかりました︒

八85

十二965図正行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心 十二802園 冠者﹁急いで見せてくだされ︒﹂わる者 こころみに ﹇試﹈︵副︶3 試みに
にしみて忘れず︒

敵の名をかうむるのは︑けだし當然であった︒

十二㎜9 慶喜に不臣の心がなかったとしても︑朝

こころもち一ござる
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試みに︑︿略﹀︑漢字ばかりで︑われわれ

びて直るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒
十一協10

﹇心持 ﹈ ︵ 名 ︶ 1 2

心持

の日常使ふことばを書き表さうとしたら︑
こころもち

心もち

十二川1

さ

たしょ

はい︑この間は︑お助けくださいまして︑

ラ・ーリ・ール︾3ありがとうございます・おはよう
三皿2圏

︽ーク︾

ございます

心ゆく

﹇心行﹈︵五︶1

波どものうち振る旗も︑また刻刻に濃さ
さ

誤差
さ

ご
ご

﹇誤差﹈︵名︶1

を増して︑

ごさ

御在世中

わっかな誤差から︑基地へ急騰すること

ご

たしょ

御沙汰書

つつしみて︑御在世中の大御歌・御歌を

﹇御在世中﹈︵名︶1

のできない危険さへ起る︒

十一一盟6

十63図

ございせいちゅう

さ

津野田参謀が︑御沙汰書を窪みあげると︑

ご

﹇御沙汰書﹈︵名︶1

しのびまつれば︑

十863

ごさたしょ

副官は︑これをロシヤ語に無して傳達した︒

三山5囹

それはそれは︑きれいな︑よいところ

さやうでございます︒

ここがりゅうぐうでございます︒

もうちきでございます︒

三
三鵬9園

三鵬6園

このおかたが︑うらしまさんでござい

この間は︑かめをお助けくださいまし
三価4園

これは︑まださしあげたことのない︑

どうもごちそうさまでございます︒

いや︑おとひめさま︑何もかも︑もう

三鵬3園

三鵬9園

おみやげまでいただきまして︑ありが

さやうでございますか︒

まあ︑よろしいではございませんか︒

いつまでも︑そのままにしておいて

四368囹私は︑お二人にお別れするのが︑何よ

います︒

四364園私は︑もと︑月の世界のものでござ

ん︒

四352園私は︑どこへもまみりたうございませ

いただきたうございます︒

三m2m国

たうございます︒

三野7囹

十分でございます︒

三期3園

おいしいごちそうでございます︒

三柵5園

てありがたうございます︒

三世8囹

三悩7園私は︑おとひめでございます︒

ます︒

三脳5園

す︒

三佃5園あれが︑りゅうぐうのこ門でございま

でございます︒

三撹6囹

ほんたうにありがたうございます︒

大宮人たちは︑かうした心持を心ゆくま

われの心やりであった︒

十一柵6

こころゆ・く

で味はつて︑都の春を樂しんだのでした︒

いくら︑腰や腕がつかれても︑こころよい
谷底から吹きあげる風が︑はだに快く感
やがて針葉樹の密林へはいると︑急に快
かうした歌を聞きながら︑快い夢路には
今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑

の小波はなごやかなささやきを績けてるる︒

十一一㎜2

いったことを思ひ出すであらう︒

十二襯3

い涼しさを覧える︒

十一864

じる︒

十一861

つかれであった︒

十二1

イ・ーク︾

五563 川にも︑いろいろな心持があるやうに思ひ こころよ・い ﹇快﹈︵形︶5 こころよい 快い ︽一
ました︒

︿略﹀︑次々に 番 號 を 送 っ て 行 き ま す ︒

七811団 ぼくたちは︑又略﹀︒﹂といふ心持で︑
八232團 やがて日本語を通して︑たがひにお話が
でき︑心持が合ふやうになりませう︒

八255團 旅順港口を眺めたりすると︑心持がひと
りでに︑ひきしまって來るやうに思ひました︒

九404 決して心持が通じ合ふやうなことはありま
せん︒

九411 ことがらや心持がよくわかった時は︑同じ
やうに喜ばしいものです︒
んと心持を傳へることができます︒

九431 それを讃むすべての人たちに︑︿略﹀︑ちや こさ ﹇濃﹈︵名︶1 濃さ

九441うそいつはりの心持を書いたのでは︑
九444りつぽな心持が正しいことばで書かれてあ
れば︑

九㎜6 ぼくは︑自分の弱い心持が恥つかしくなつ
た︒

十一鵬6 大宮人たちは︑かうした心持を心ゆくま
で味はつて︑都の春を樂しんだのでした︒

﹇心持﹈︵副︶1

らすらと品よくよみ出されてゐます︒

十一価5 新年に持つわれわれ日本人の心持が︑す
こころもち

こうしゅれい

あれは公主嶺で︑昔︑ロシヤのコサック
兵は︑あそこで教練したのだが︑

九㎜10囹

十一114 母宮殿下も︑御満足さうに王のお顔を御 コサックへい ︵名︶一 コサック兵
心やり

覧になり︑心もち御頭をおさげになって︑
﹇心遣﹈︵名︶1

十731 五千の簸よ︒静かに眠れ︒﹂といふ︑われ ござ・る ﹇御座﹈ ︵五︶ m ござる ︽ーイ・⁝ッ・1

こころやり
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りも悲しうございます︒

四641圃門松立てて︑しめかざりして︑ うち中
そろって︑ 新年おめでたうございます︒

みん

四644圃 學校へ行って︑ ﹁君が代﹂歌って︑
新年おめでたうございます︒
四647圃 たこあげしたり︑羽つきしたり︑
なにこにこ︑ 新年おめでたうございます︒

せいも幸うございますが︑鼻が恐しく高

五816園おかあさん︑川へ行ってもようございま
すか︒

五981囹
く︑目は︑鏡のやうでございます︒

五983園

その上︑からだ中から光を出して︑天も

五981園目は︑鏡のやうでございます︒
地も︑明かるいほどでございます︒

不孝のおとがめを︑つつしんでお受けい

七備4園

日本へ錦らうと思ひますから︑ぜひ︑出

航を許可していただきたうございます︒
からいと

八373園別に︑望みはございませんが︑唐糸の身

唐糸の身代りに立ちたうございます︒

からいと

代りに立ちたうございます︒

ためになるお話をたくさんお聞かせくだ

八427園木曾の萬壽でございます︒

八373囹

九梱4園

もし二心がありましたら︑主人勝久に︑

さいまして︑ありがたうございました︒

出雲一回をいただきたうございます︒

九悩1園

十幽10囹私どもは︑一命をささげて國境を守る決

明日御切腹なさる由︑定めて秀吉方から

心でございます︒

検使が参るでございませう︒

十㎜1園

十欄4園決してむつかしいものではございません︒

十一78囹これは︑おみやげにと思ひまして︑求

陛下のおんため︑力の績くかぎり職ひ

めてまみつた黒竹の杖でございます︒

せっかくの御熟睡をおさまたげいた

ごじゆくすみ

お目ざめでございますか︒

ぬく畳悟でございます︒

十一111囹
十一122囹

十一稔7園

しまして︑申しわけもございません︒

十一123囹

十一128園

この附近の住民が病母で︑今にも死に

いや︑ほかでもございません︒

それが酒でございましたので︑父のみや

はい︑ほんたうでございます︒

いろいろとありがたうございました︒

これも︑みんな皇后様のお恵みでござい
どうなさるのでございますか︒

しかし︑まことに粗末なピヤノで︑そ

﹁いったい︑あなたはどういふお方で

まさえさん︑この間は︑お手紙をあり

十一一309囹

道を修めないのは君子の恥でございま

がたうございました︒

十一掴6国

ございますか︒﹂

十一欄4園

れに樂譜もございませんが︒

十一㎜4囹

さうだと申してみるのでございます︒

六581園

六883国

おなぐさみに︑狩をなさってはいかがで

ます︒

七川5園

七991園

あぶなうございます︒

七337園

ございます︒

七207園

げに持って節りました︒

六586園

たすばかりでございます︒

六535園

いたしました私たちでございます︒

六163團お手紙︑ありがたうございます︒
六532園おとう様のお心にそむいて︑けんくわを

ました︒

五備1園 このつりばりでございますか︒
五粥4園 見つかって︑ほんたうによろしうござい

たいへん苦しんでみるところでございます︒

五川2囹 何か御用でございませうか︒
五側6園 この間︑つりばりをのどにかけまして︑

う︒

四653圏書きぞめの字は ﹁昭和の光﹂︑ 上手 五衙2園 さやうでございます︒
五樹8園 何か御用でございませうか︒
にできて︑ 新年おめでたうございます︒
五柵8園 それは︑ほんたうにお困りでございませ
四685国 新年おめでたうございます︒

四687 新年おめでたうございます︒
四717團 お手紙をくださって︑ありがたうござ
います︒

どうなさるのでございますか︒

四㎜4園もし︑それは私の着物でございますが︑
四柵5囹 どうなさるのでございますか︒

四佃9囹 それは︑天人の羽衣と申しまして︑あな
たがたにはご用のない物でございます︒

四梱1園 それは︑ありがたうございます︒

五273囹私どもには︑もと娘が八人ございました
が︑

五277園 この娘に別れるのが悲しくて︑泣いてゐ
るのでございます ︒

五283園 その目はまっかでございます︒
聞いたこともございません︒

五585園 こんな小さな神様を︑私は︑見たことも︑

てるるでございま せ う ︒

五603園 きっと︑あのもの知りのかかしが︑知っ
五611園 それは︑少彦名神といふ神様でございま
す︒

お方でございます ︒

五612園 からだは小さいが︑たいそうちゑのある

こさん一こし

546

すが︑

十二823園

いくらほどでござるぞ︒

十二309囹君子を容れないのは世の中の恥でござ 十二824囹 十爾でござる︒
十二828園そのやうに安いものではござらぬ︒
います︒

十二363圏學を好み︑過ちも二度とはしない男で 十二8210囹 いや︑十爾のうち︑一爾ばかりも引い
てくださらぬかといふのでござる︒
十一一831囹

かたじけなうござる︒

ございましたが︑不幸にも短命でございました︒
十二832園

そなたは定めて主人持ちでござらう︒

よろしうござる︒

十二363園 不幸にも短命でございました︒
十二833園

ませぬ︒

十一一621園政治を行ふ身ほどつらいものはござい

44

まことにせんないことでございます︒

このあたりの大名でござる︒
みなか

かうはやして舞はれたらよからう︒

さてさて︑かたじけなうござるーー

四233

私がわきへよって席をあけると︑おば

門をはいると︑ゑい兵所に︑兵たいさん

あさんは腰をかげながら︑

四733

子どもたちは︑おとなしく川のふちに腰を

どなうの上に腰をかけて︑

が七八人腰をかけてゐました︒
五152

おろしたり︑ねそべったりしました︒

五192

にいさんは︑いつも︑腰にふくろをさげ

えんがはに腰を掛けてみると︑

五695国
てるる︒

五813

る︒

五鵬5 正面に︑海の神様が腰を掛けていらっしゃ
五御7

ほをりの命は︑腰をお掛けになる︒

六99 稻を刈ってゐられたおとうさんと︑おかあ

御参進

腰には︑毛皮で作った小さなざぶとんのや
九774

ひざから腰︑腰から腹へと︑海は一足ごと

甲皮の上に腰をおろし︑

ひざから腰︑腰から腹へと︑

十鵬4図首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ

九953

に深くなって行く︒

九953

うな腰皮をさげてみる︒

九772

さんは︑腰をのばしながら︑

殿様の御合貼まみらぬも道理でござり

これ︑この骨でござります︒
古参

いはば︑新参者のオランダ人が︑古参の日

﹇古参﹈︵名︶1

﹇御参進﹈︵名︶1

さあ︑御参内だ︒

﹇腰﹈︵名︶25

こし

腰5おこし

せいこし・はこし・まどガラスごし・まどこし

そこで︑針の刀をこしにさして︑
うらしまは︑あたりの美しさにおどろき

三516
3

ながら︑りっぱないすにこしをかけます︒

三

みんなは待ってるたやうに︑そこらへ腰

ベートーベンはピヤノの前に腰を掛けて︑

十一脳5

十一堰2

ジャワ人たちは︑男でも女でも︑サロン

かれは︑再びピヤノの前に腰をおろした︒

すぐにひき始めた︒

十一糊9

をおろして汗をふく︒

十﹇859

つかれであった︒

いくら︑腰や腕がつかれても︑こころよい

十η1
十一461園

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒
い す
十悩9 だまって椅子に腰をおろしてみると︑

十二822囹 高うござるぞ︒

十二821園 して︑償はいかほどでござらうか︒

ござる︒

十二8110園 さてさて︑書きつけに合ってうれしう こし

によって︑要もとしめてでござる︒

十二819園 かう廣げて︑この金物でじっとしめる こし ﹇越﹈ ﹇Vえだこし・かきねごし・ガラスごし︒

ほど︑よく張ってござる︒

十二811囹 まつ地紙よくとござる︒

十二冊4圃 あけて二月十六日︑寒風はだへをさす
しんぺう
満洲のあした︑皇帝陛下は︑建國神廟に御参進︑

ごさんしん

本人をじゃまあっかひにしたのです︒

七半5

こさん

十二856囹

こんこんといふほど︑よく張ってござります︒

これ︑この通り︑きつねの鳴くやうに︑

末廣がりでござります︒

殿様︑ござりますか︒

十 十十十十
二ま二二二二
85す84848383
4 園囹園囹
。7598
囹

十二813明きつねの鳴くやうに︑こんこんといふ ごさんだい ﹇御参内﹈︵名︶1 御参内

十二805園 や︑それが末廣がりでござるか︒

十二799園 末廣がりはござらうか︒

る︒

十二798園 それがしは︑末廣がり屋の主人でござ

申すのでござる ︒

末廣がり屋を知らぬによって︑かやう

それがしは︑田舎からまみつた者でご

これは京に住まひ致すわる者でござる︒

7 0626
園
園囹園

母上︑かうなっては是非もございませ

園園

き及びでございませうが︑

十二622囹淺野内匠の家來のこと︑いろいろお聞 十二836圓︺もし︑きげんが悪うござったら︑かう

十 十十十 十十
二ざ二ニニぬ二二
79る了9了9了7。7162

547
こし一こしまき

を腰に巻いてみる︒

てるるばかりで︑

十一㎜1 腰にラップラップといふ短い腰巻を着け

はかま

十一㎝12 しかし今では︑日本軍がここにどっかり
腰をすゑて︑

十二946図 菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑袴の

﹇ 濃 ﹈ ︵ 形 ︶2

﹇輿﹈■みこし
こし

濃し

見る目うるはし︒

︽ーキ︾

御慈愛

鳥笛8

川端の石に腰掛けて︑質し方行く末を思ひ
しゅぬ

い

す

﹇来方行末﹈︵名︶1

客の腰掛ける朱塗りの椅子や︑
灯し方行く

ながら︑鹿革はじっと水のおもてを眺めた︒
十欝1

川端の石に腰掛けて︑算し方行く末を思ひ

こしかたゆくすえ

九鵬8

末

言入

腰には︑毛皮で作った小さなざぶとんのや

﹇腰皮﹈︵名︶2

ながら︑鹿介はじっと水のおもてを眺めた︒

九773

こしかわ

五時間

腰皮の上に腰をおろし︑

うな腰皮をさげてみる︒

九773

﹇五時問﹈︵名︶1

かうした作業が五時間も窺いて︑一萬尾

に近い漁獲に船は滞載である︒

十一棚6

咲く ごじかん

山々のひ

腰を押しさげ︑自害せんとそしみたりける︒
こ・し

こし

だ縞なして︑

しま

九705図魍 薄きみどり︑こきみどり︑
十一702図魍 濃きるりの 色あざやかに︑
ものは露草の花︒

ごじ ﹇五時﹈︵名︶1 五時尋ごぜんごじ

ある︒

﹇御慈愛﹈︵名︶1

古事記⁝⁝⁝百二十六

われわれは今日古事記を讃んで︑馴初以
﹇五色﹈︵名︶1

五色

本居宣長は︑︿略﹀︑古事記傳を大成して︑

もとをりのりなが

十一悩7

︵副︶1

ごしごし

わが悪騒精神の爽揚につとめました︒

ごしごし

八504 それで︑紙でひごを︑ごしごしとしごきな

朝︑目がさめたのは︑五時過ぎであった︒

﹇五時過﹈︵名︶1 五時過ぎ

がら︑熱くして曲げる︒
ごじすぎ

八佃3

神武天皇や日本武尊の御事蹟︑その

やまとたけるのみこと

﹇御事跡﹈︵名︶1 御事蹟

十一捌4

ごじせき

﹇五十機﹈︵名︶2 五十機

他古代のいひ傳へが︑古事記に載せられて
こじつき

機と︑頭上を堂々と出獲して行く時です︒

九m4園 整備ができて︑爆音勇ましく五十機七十

十二漁4 沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の

雷爆撃を相手に︑敢然と戦ひぬき︑

こしまき

熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑後をかへりみけれ

﹇御指導﹈︵名︶1 御指導

てい
砲煙弾雨の問︑王は︑彼我の戦況を御下

﹁皇后様が︑御自分で︑病人のせわをな

﹇御自分﹈︵名︶1 御自分

﹁小島︑廣田︑しっかり泳げ︒﹂先生の聲

﹇小島﹈︹人名︺1 小島

い つ

箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

﹇小島﹈︵名︶1 小島

与たちばなのこじまがさき

﹇腰巻﹈︵名︶1 腰巻

こじまがさき

沖の小島に波のよる見ゆ

十一鵬8図魍

こじま

援がありがたかった︒

九994園

こじま

さるといふことだが︑ほんたうだらうか︒﹂

七349園

ごじぶん

察になって︑作職の御指導をなさったのである︒

さつ

十一142

こしどう

ば︑土肥・梶原五十騎ばかり出で当たり︒

十柵3図

古式にしたがって︑御神木の根もとへとぎ ごじっき ﹇五十騎﹈︵名︶1 五十騎
すましたをのを︑はっしと打ち込むのである︒

九1710

九534 軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑冬は六時で こしき ﹇古式﹈︵名︶1 古式
ごじあい

二十

古事記

十一39

︹課名︺2

ことばを︑親しくおかはしになったのであった︒

十一164 母君としての御慈愛に湛⁝ちたお迎へのお こじき
こしかけ ﹇腰掛﹈︵名︶4 こしかけ 腰掛皿vつく

古事記
古事記

二十

﹇古事記﹈︵名︶3

古事記といって︑わが國でも最も古い書
やまとたけるのみこと

物の一つになってみる︒

十一罰9

こじき

十一伽9

えとこしかけ

けも︑長い間はたらいてるます︒

二966園 みなさんのっかってみる机もこしか

こしき

﹇古事記伝﹈︵名︶1

うがうしく立てられてみる︒

九162
こじきでん

古事記傳

へい
祭場には︑中央と四すみに︑五色の幣がか

來の歴史を知るとともに︑

十一個9

る︒

ひ傳へが︑古事記に載せられて今日に傳はつてゐ

二977園みなさんの生まれる前から︑この机 十一個4 日本武尊の御事蹟︑その他古代のい
もこしかけもあったのです︒
やりませうね︒

腰掛ける

︽ーケ・

二986園 この机やこしかけを︑かはいがって

﹇腰掛 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 3

十一902 そばに腰掛が何垂かある︒
こしか・ける

八燭9 満人は︑その聲に聞きとれて︑そばにしや

ーケル︾

がんだり︑腰掛けたりして︑

こじまくん一こしょう
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小島くん

十一㎜1 腰にラップラップといふ短い腰巻を着け
﹇小島君﹈︹人名︺2

てるるばかりで︑いつもはだか︑
こじまくん
つて來たやうだ︒

九993 並んで泳いでみた小島くんも︑だんだん弱

1

五尺

3いちじょうご

十807
ごじゅうに
九210

十210

佐吉のものを五十墓すゑつけて︑
五十二

軍艦生活の朝⁝・・⁝・五十二

︹課名︺2
九

兵タイゴッコ⁝⁝⁝五十八

五十八

十二月八日⁝⁝⁝五十二

十六

不沈艦の最期⁝⁝⁝五十八

︹課名︺4

九

二34
十

ごじゅうはち

十211

年三八郎爲朝⁝⁝⁝五十八

︵名︶

國法と大慈悲⁝⁝⁝五十八

﹇五尺﹈

九997 ふと氣がつくと︑小島くんの姿が見えない︒

九

こしゃく

八

五十萬騎

十一210

﹇五十万騎﹈︵名︶1
す

ま

かくて直義の五十萬騎︑楠木が七百齢
︵名︶2

五十メートル

みかたの第一線は︑敵前わっか五十メート
ぺうかう

昭和七年二月二十二日の午前五時︑廟巷の
︵名︶1

五十メートルほど
五十鯨歳

そこから五十メートルほど後の方には︑
﹇五十白鷺﹈︵名︶1
﹇五十余人﹈︵名︶1

五十鯨人

翌朝︑王の御宿舎の前には︑蒙古の住民

御熟睡

ごじゆくすみ

せっかくの御熟睡をおさまたげいた

ごじゆくすみ

﹇御熟睡﹈︵名︶1

たちが並んでみた︒

十一133
ごじゅくすい

しまして︑申しわけもございません︒

十一122囹

御殊勝

﹇御主君﹈︵名︶1 御主君
あまご
九悩2園 それにつけても︑御主君︑尼子家の御恩

こしゅくん

﹇御殊勝﹈︵形状︶1

を忘れまいそ︒

こしゅしよう

存じます︒﹂

ここに御主人の書きつけがあるによつ

﹇御主人﹈︵名︶2

御主人

十齪2圓 ﹁時をたがへずおいでになり︑御殊勝に
こしゅじん

御出征

蒙彊へ御出征の時︑最後の御封面をなさ

大命を舞されて︑王は蒙彊の地へ御出

もうきやう

﹇御出征﹈︵名︶2

まつ御主人に急いでお目にかけよう︒

て︑それに合ったらば買ひませう︒

十二807囹

十二838囹
こしゅっせい

十一108
征になる︒

御出爽

つたのも︑この同じ櫻の間であった︒

十一161

﹇御出発﹈︵名︶1

尊は︑わっかの供人をつれて御出護になり

﹇故障﹈︵名︶5 こしゃう 故障

自動車のこしゃう︒

交通路に故障が起れば︑國の活動は︑たち

まちとどこほることになる︒

十㎜8

て︑佐吉のものに及ぶものはなかった︒

十819 故障が少く︑絶えず正確に動くことにおい

ちの手によってなほさなければなりません︒

九価6園飛行中に起つた故障は︑みんなこの人た

三885園どんなこしゃう︒

三883園

こしょう

ました︒

七1810

孔子は五十齢歳︑差回は一青年であった︒ こしゅっぱつ

一族十六人︑從ふ兵五十全人︑思ひ思

お正月⁝⁝⁝五十六

五十六

十五

つゆ⁝⁝⁝五十六

︹課名︺4

二33

十五

少彦名神⁝⁝⁝五十六

ごじゅうろく

ひに並みみて︑一度に腹をぞ切ったりける︒

十二939図

ごじゅうよにん

十二274

ごじゅうよさい

十鵬9

ごじゅうメートルほど

敵前︑わっか五十メートルといふ地響です︒

六備7

ルといふところまでせまって︑

五備9

ごじゅうメートル

騎に打ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒

十二916図

ごじゅうまんき

十一一29

小じゃり

十一42圏 五尺もある厚い氷︑
﹇小砂利﹈︵名︶1

しやく
こじゃり

三π2國 さくさくと小じゃりをふんで︑女學校
のせいとさんが來ました︒
ごじゅう ︹画名︺2 五十

二32 十四 冬⁝⁝⁝五十
五十一

六211 十 聖徳太子⁝⁝⁝五十
︹課名︺3

三32 十四 一寸ぼふし⁝⁝⁝五十一

ごじゅういち

七212 十一 出航⁝⁝⁝五十一

十一29 八 日本海海戦⁝⁝⁝五十一
ごじゅうく ︹変名︺1 五十九

三34 十六 金魚⁝⁝⁝五十九
ごじゅうさん ︹記名︺1 五十三

四212 十一 鏡⁝⁝⁝五十三
ごじゅうし ︹課名︺1 五十四

六212 十一 養老⁝⁝⁝五十四

三33

十一

大演習⁝⁝⁝五十六

ごじゅうしち ︹課名︺2 五十七

七31 十二 千早城⁝⁝⁝五十七

五212

十一
五十墓

八212
﹇五十台﹈︵名︶2

九211 十 武士のおもかげ⁝⁝⁝五十七
ごじゅうだい

早々とした蒙彊の原野︑第一線における
王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

十﹇117

十806 英國製のものを五十垂︑米國製のものを十 こしゅくしゃ ﹇御宿舎﹈︵名︶2 御宿舎
毫︑佐吉のものを五十差すゑつけて︑一年にわた
る嚴しい比較試験が行はれた︒
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ごじょうのはし一こしんぼくきりはじめ

御庭子

三201 五でうの橋に來ますと︑﹁待て︒﹂とい

ごじょうのはし ﹇五条橋﹈︵名︶1 五でうの橋

﹇御処置﹈︵名︶1

ふものがあります︒
こしょち

たつさへた關東方の使者は︑
﹇推﹈︵下一︶22

コシラヘル

こしら

十二麗7 朝廷へ寛大の御思置を請ひ奉る歎願書を
こしら・える
へる︽！へ・−ヘル︾

一751園 オニガシマヘオニタイヂニイキマスカ
ラ︑キビダンゴヲコシラヘテクダサイ︒
マシタ︒

﹁755 フタリハ︑キビダンゴヲコシラヘテヤリ
ニー17園 デハ︑オイシイオベンタウヲコシラヘ
テアゲマスヨ︒

二544 ハジメニ︑雪ノタマヲコシラヘテ︑ソレ
ヲニ人デコロガシマシタ︒

二547 コンドハ︑少シ小サイノヲコシラヘテ︑
大キイノニカサネマシタ︒
コシラヘマシタ︒

二89一 オヂイサンバ︑ソノ松ノ木デ︑ウスヲ

三73 勇さんと正男さんが︑かみでらくかさん
をこしらへました︒

四528 満洲人の子どもは︑木でこしらへたこ

弟は︑いなごを飼ふのだといって︑土でか

二十五ダンデゴシンゼン︒

オミヤノ石ダン︑一二三︑

四五六七︑

﹇御神前﹈︵名︶一 ゴシンゼン

とができるのである︒

八九十︑

一433圃

こしんぜん

これから︑こしらへることにしませう︒

こひをこしらへました︒

六119

雨期は︑一生けんめい︑雪のかたまりをこ

内宮・外宮の御神膿を奉安する御神木伐り

﹇御神体﹈︵名︶1 御神盤

六911

九紛10

こしんたい

六806園

﹁たまを作れ︒﹂みんなは︑雪のたまを︑い

しらへては︑それを積み重ねた︒
六922

始めの秘儀は︑かくて終ったのである︒

決して御心配くださいますな︒

︽ーイ︾

十一278

御心配申しあげました︒

御心配申しあげる ︽ーゲ︾

こしんぽいもうしあ・げる ﹇御心配申上﹈︵下一︶

十一282

ださる

今︑新しい船を何ざうか︑こしらへてみる こしんばいくださる ﹇御心配下﹈︵五︶1 御心導く

くつもいくつもこしらへた︒

七557
のが見えるでせう︒

かうしたいろいろな大砲は︑どういふふう

小次郎

なかま

ろ

ないくう

げくう

ここは︑︿略﹀内
︑ 宮・外宮の御神木を伐り

木伐り始め

奉仕員は︑︿略﹀︑左右左と三たび︑御神木

古式にしたがって︑御神木の根もとへとぎ

こしんぼくきりはじめ

﹇御神木切始﹈︵名︶2

れ︑︿略﹀︑木馬道を静かに運ばれて行く︒

御神

九185 伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら

すましたをのを︑はっしと打ち込むのである︒

九1710

抜きのぞま夫たちによって︑伐られて行った︒

九178 この御神木は︑さらに︿略﹀十四名のえり

及ぶ二もとの御神木を仰げば︑

九173 しめなはでかざられた︑樹齢二百敷十年に

の根もとへ向かってをのを打ち込む︒
じゅれい

九167

りに進み︑

九166 奉仕員は︑をのを取って御神木の前方南寄

御神木の前に南面して作られてみる︒

九148 祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮・外宮の

出したみそまはじめ祭の行はれたところである︒

九139

風は吹いてみないが︑波が︑目の前の水面 こしんぼく ﹇御神木﹈︵名︶8 御神木

次に︑私が︑自分でこしらへた前掛をあげ

にして︑こしらへられるでせう︒

八968

た︒

八伽6
九9510

に︑小さな三角の小山をこしらへ︑

十箔9

土で團子のやうなものをこしらへたり︑
ぶたい
日暮れ時の胡同の廣場などに︑月給の舞垂
十㎜12

﹇小次郎﹈︹人名︺1

をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒
こじろう

がらん
奈良七重七堂伽藍

わが子小次郎が年ごろにて十六七ばかり︑
花のごとき少年なり︒

十鵬6図

古人

古人いへらく︑

﹇古人﹈︵名︶5

十一一372図魍

こじん

八重櫻︒

とふ東大寺︒

今日の月︒

十一一385図圏古人いへらく︑

も傳へようとした古人の心を︑われわれは悼むご

十一一476﹁萬葉﹂とは﹁萬世﹂の意で︑萬世まで

き冬野かな︒

十二393百重古人いへらく︑ 大佛を見かけて遠

仲麻呂の魂祭せん．

一郎さんは喜んで︑青い紙を小さく 十一一378図幽 古人いへらく︑ 虫干しやをひの僧

まを︑氷の上でまはして遊びます︒

四662

切って︑切手をこしらへました︒
へました︒

四664 春枝さんは︑はがきとふうとうをこしら
四667 花子さんは︑︿略﹀大きな紙の箱をいた
だいて來て︑ポストをこしらへました︒
うちを︑箱の中へ入れてやると︑

五394 ねえさんに︑こしらへてもらったわらのお

1

こす一ごぜんじゅうじ
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九165 いよいよ︑御神木伐り始めの御儀に移った︒

﹇ 越 ﹈ ︵ 五 ︶5

越す

せ

と

︽ーシ・ース・ーセ︾←お

始めの御儀は︑かくて終ったのである︒

梢

てるた隣りのをぢさんは︑今みない︒

きりのやうにとがった梢の先を天に向け
﹁さうしかんば﹂のはだが︑梢からもれ
梢には︿略﹀いろいろな小鳥が︑聞きな

﹁やすみませう︒﹂と

﹇擦﹈︵五︶5

こする

︽iッ・ーリ︾

﹁今夜はだいぶつもるでせう︒﹂
こす・る

御生活

宗治は︑城下にたてこもってみる五千の生

智勇すぐれた城主︑これに從ふ五千の將士︑

命をも考へた︒

十閑7
十衛10

﹁自分一人が承知すれば︑主家は安全︑

たやすくは落ちるはずがなかった︒

十網10囹

午前息めいじさんじゅう

五千の命は助る︒﹂と思った︒

ごぜん ﹇午前﹈︵名︶1

はちねんいちがついつかごぜんじゅういちじ・めい

じさんじゅうはちねんごがつにじゅうしちにちこぜ

﹇御前会議﹈︵名︶1 御前談議
ぶんた
毛利侯の御前會議で︑氣鋭の井上聞多が︑

教練は︑午前と午後にあります︒

んよじしじゅうごふん
七786團
十二656

ごぜんかいぎ

﹇御遷宮﹈︵名︶1

御遷宮

︿略﹀︑幕府に封ずる武備を主張した︒

午前五時

御遷宮に際しては︑かならず本曾から御用

﹇午前五時﹈︵名︶3

午前五時︑まだ︑あたりはうす暗いころ︑
ぺうかう

昭和七年二月二十二日の午前五時︑廟巷の

十一829

﹇午前七時﹈︵名︶1

午前七時である︒

午前七時

やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當直出校が
ごぜんしちじ

元氣のよい聲で號令を掛ける︒

九537

敵前︑わっか五十メートルといふ地鮎です︒

六部6

五宙8

ごぜんごじ

材を奉ることになってみる︒

九111

ひづめを洗ひ︑鐵で作ったくしとはけで︑ こせんぐう

馬のからだをこすって︑きれいにしてやる︒

五664團

すばやく寝床をかたづけて︑かわいた手
﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑

拭で︑からだが赤くなるほどこすります︒

七781国
八伽9

目をこすって起きた︒

洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲板を
源作ちいさんは︑一メートルばかりの長さ

こすりながら頭を並べて進んで行く︒

九561
九757

﹇御切腹﹈

︵五︶1

御三直なさ

とうとう合戦小屋にたどり着いたのが午

﹇午前十時﹈︵名︶2

午前十時

午前十時に︑四年以上の生徒が︑そこに集

合しました︒

七402

ごぜんじゅうじ

前十一時︑みんなはずみぶんつかれてみた︒

十一884

一時

日常の御生活のいかに御倹素にわたらせ ごぜんじゅういちじ ﹇午前十一時﹈︵名︶1 午前十

﹇御生活﹈︵名︶1

に焼けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

十77図

こせいかつ

られしか︒

こせつぷくなさ・る
︽ール︾

明日御切腹なさる由︑定めて秀吉方から
検使が参るでございませう︒

十旧1園

る

子すずめが︑

子どもが︑椰子の梢にのぼって實を取つ

てるることがある︒

十一㎜2

れない鳴き聲をして飛びまはってみる︒

十一川8

る太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒

十︻865

て歯黒に立つものは︑かうやまきである︒

十一821

九1610 内宮・外宮の御神燈を奉安する御神木伐り 十498囲 わたしは︑じっと梢を仰ぎ見た︑
こ・す

いこす

七562 あれを越すと︑きれいな瀬戸内海へ出ます︒

七863 卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の
夏かへるのです が ︑

ものが見えてもよささうなものである︒

九国3 八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

こずゑ

四796圃

十一3010 それが度を越すと︑かへってばかていね こすずめ ﹇子雀﹈︵名︶1 子すずめ
いになったり︑また柔弱に聞えたりする︒

戸敷

十二窟1 のんきな主人に置き忘れられ︑雪にうま
つて冬を越した人形が︑
﹇戸数﹈︵名︶1

十一㎝5 ラバウルは︑南洋の町としてはりっぱで

こすう

﹇梢﹈︵名 ︶ 1 3

あるが︑戸数は五六百を敷へるに過ぎない︒
こずえ

小枝小枝

八443図言葉は落ちて 明かるきこずゑ︑
八455図圃 見あぐれば 高きこずゑ︑
はかすかにふるふ︑

八搦2 みどりがかったこずゑを延してせいのびを
し︑小さな芽をつけ始めます︒
かんむり

九175 すくすくと生ひ立つ幹は長く︑はるかに
冠のやうな梢をいただいてみるのが見られる︒

九724 青々と茂ったみどりの梢に︑煙がなびいて
みる︒

九塀4 梢吹く風が︑思ひ出したやうにざわざわと
音をたてる︒

十437図 仰げば庭前の柿の梢は︑大空に墨給をゑ
がき︑

十487圃 かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい こせん ﹇五千﹈︵名︶3 五千
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ごぜんじゅうじじゅうごふん一こそ

たい

こ

九154 午前十時︑最初の太鼓が︑あたりの静けさ
を破って鳴らされる︒

︵名︶1 午前十時十五分

ごぜんじゅうじじゅうごふん ﹇午前十時十五分﹈
十一556図 片岡・瓜生・東郷の諸隊はその退路を
﹇古戦場﹈︵名︶1

古戦場

絶ちて︑午前十時十五分まったく敵を包画せり︒
こせんじょう

豊中ぜし古戦場︒

七632

七609

天氣のよい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こ

あれこそは︑大塔宮の御旗である︒

今度こそは︑千早城も危く見えた︒

い投げてやった︒

七874
九672図國

のたまふところ︑ことわりにこそ︒

黄金十爾とこそいひつれ︒

そと穴から地上へはひ出します︒

九681図圓

今度こそ︑つかまへてやるぞ︒

あの川しもの洲こそよき場所︒

九㎜8園

昭和十六年のこの日こそ︑われわれ日本人

十567

この天皇の御ためなればこそ︑われわれ國
私たち國民は︑︿略﹀︑今こそ新しい國生み

民は︑命をささげ奉るのである︒

十558

が︑永久に忘れることのできない日である︒

十523

九伽10囹

考へながら︑

十二746図圃七里が濱の磯傳ひ︑ 稻村が崎︑名 九778 今度こそは︑上できの炭に焼いてみようと
將の

こせんトン ︵名︶1 五千トン

十二伽5 近づいて見ると︑五千トンぐらみの商船
だが︑國旗を掲げてみない︒

十二佃10圏 この夜︑陛下のおやすみになったのは︑

ごぜんにじ ﹇午前二時﹈︵名︶1 午前二時
午前二時とうけたまはる︒

ごぜんにじごろ ﹇午前二時頃﹈︵名︶1 午前二時ご

今日こそはと︑だれの目にも︑固い決意が

さうだ︑明日こそllこの時であった︒

のみわざに︑はせ参じてみるのである︒

十611

十591

ろ

十一㎜7 午前二時ごろ︑もう東の空が白み始める︒

この日︑佐吉の織機を操って︑りっぱに布
汝がやうなる者は︑いつも重忠にこそ
よき大耳とこそ見まみらせ候へ︒
﹁くに﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるも

十川3囹

十晒6園

こんどこそ安心︒﹂長い変の一うねを刈

﹁おお︑今年こそは豊年だ︒﹂

高松の苔にのこして

こけ

十旧5図國浮世をば今こそわたれもののふの名を

それを漢字に當てて讃んだものです︒

のですが︑これこそわが國の昔からのことばで︑

現価3

十価9図圓

助けられんずれ︒

十脳3図圓

を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

十794

ひらめく︒

こせんにんあまり ﹇五千人余﹈︵名︶1 五千人鯨り

七595 さうして︑これをよけようとして︑賊のさ
わぐところを射させて︑五千人葬りも殺した︒
九5610 午前八時になると︑艦尾の旗竿に軍艦旗が

ごぜんはちじ ﹇午前八時置︵名︶1 午前八時
あげられる︒

こそ ︵係助︶56 こそ与それこそ

いいきを吸ひこみました︒

三311 しかし︑大蛙は︑こんどこそと︑力いっぱ

五893園今日こそ︑日ごろきたへた力を︑ためす
ことができる︒

ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれです︒

五二1園 皇孫ににぎのみことのお通りになる道を︑

六938 今度こそうまくあててやらうと︑力いっぱ

りあげるたびに︑こんなひとりごとをいった︒

甲の下に腹巻を重ねて着たればこそ︑

︿略﹀︑ここを射よと胸をたたくらん︒

十一206図圖

十一225図城を攻めんといふ直なく︑ただ四方を

道のべに清水流るる柳かげしばしと

圃みて︑遠攻めにこそしたりけれ︒
しみつ

十一344図魍

しかし︑かな文であればこそ︑當時の國

てこそ立ちとまりつれ

語を自由自在に使って︑その時代の生活をこまや

十一366

合戦の事は武士にこそ任せらるべき

ただ兄にて候義朝などこそ︑かけ出

かに窺し出すことができたのです︒
よしとも

十一604図國

で候はめ︒

十一615図圏

さては︑遥かの弟にこそあれ︒

に︑道にもあらぬ御計らひ︑いかがあらん︒

十一632図園

十一651図心のうちこそ神妙なれ︒
十一961

わがなつ

今こそ︑二千七百六十三メートルの最高

十一667図國汝は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ︒

煙たなびくとまやこそ︑

鮎に立つたのである︒

十一麗4図圏

それでこそ︑︿略﹀大東亜職孚を︑戦

かしき住みかなれ︒

十一㎜7團

西ひがしむつみかはして榮ゆかむ世

ひぬくことができるに違ひありません︒

をこそいのれとしのはじめに

十二45図圏

の心のまことなりけれ

十二58図幽目にみえぬかみの心に通ふこそひと

これこそは︑わが道を傳へ得るただ一人

の弟子だと︑

十二253

顔回なればこそ︑この最もむつかしい教

ほんたうに先生の大きいことがわかります︒

十二307耳環の齪れた世に容れられなければこそ︑
十二328

こぞう一こたえる
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へを︑そのまま實行ずることができたのである︒

かへりみ

十二351 顔回なればこそ︑偉大な孔子の全面を︑
よく認めることができたのである︒
へ
大君の邊にこそ死なめ︑

十二417ロ司凶手
はせじ︒

もろやす

小僧

を御造螢になり︑
たかくら

い せ
御殿舎を御造螢になる用材は︑もと伊勢の

御造言當

小僧さんは︑ををしくもかういって︑衣を

豊玉は︑この小僧さんを主君と仰いだ︒

︽ーリ︾

ごたい

﹇五体﹈︵名︶1 五重

疲れた五髄ではあるが︑働きぬいた満足

で心は輕やかである︒

十王ー310

古語には︑わが古代國民の精神がとけ込

古代日

すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられた

﹇古代日本人﹈︵名︶1

古事記を讃んで︑︿略﹀︑古代日本人の精

﹇御対面﹈︵名︶1 御封面

蒙彊へ御出征の時︑最後の御南面をなさ

船内くまなく

たつぬる三たび︑

呼

信長うち見て︑﹁︿略﹀︒﹂と問へば︑家臣

ヨロコ

﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑祖宗ノ神

ヨ

﹁たぞ︒﹂と問へば︑﹁︿略V︒﹂と答ふ︒

チン

﹇答﹈︵名︶1

こた・える

答へ昼てこたえ・はこたえ

﹇答﹈︵下一︶36 答へる ︽一へ・ーヘル︾

ラックは︑市の中央部へ突き進んで行った︒

十二22一 ズ略﹀︒﹂といふ答へを聞くが早いか︑ト

こたえ

十﹁631図 爲朝聞きもあへず︑﹁︿略V︒﹂と答ふ︒

霞二封フルヲ得ルヲ澤フ︒﹂と仰せられたり︒

コタ

十一578図園

十鵬8図

答へて︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒

九694図

べど答へず︑ さがせど見えず︒

八875図團

ば︑﹁それ呼べ︒﹂とて︑齢一を召し出す︒

八724図 家來の者進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へたれ

ル・一へ︾

こた・う

つたのも︑この同じ櫻の間であった︒
コタ
﹇答﹈︵下二︶6 答ふ 封フ ︽ーフ・ーフ

十一162

ごたいめん

神を︑ありありと富むことができるのである︒

十一梱10

本人

こだいにっぽんじん

だけで︑やがて御退出になった︒

十二6210

ごたいしゅつ ﹇御退出﹈︵名︶1 御退出

んでみる︒

十﹁個8

御造面に要する檜の敷は︑一萬二千本に近 こだいこくみん ﹇古代国民﹈︵名︶1 古代國民

神路山・高倉山などから伐り出されてみたが︑

かみち

九107

く︑

九113
﹇御造営当時﹈︵名︶1

小僧さん

御造面當時︑國民の重心もてたてまつり
﹇小僧﹈︵名︶3

そのころ︑京都のある寺に︑ひんのよい小

九捌5

脱ぎ捨て︑尼子勝久と名のった︒

︽ーイ︾

﹇御相談﹈︵五︶1

なさる

こそうだんなさ・る

大勢の神様が︑お集りになって︑﹁︿略﹀︒﹂

こぞる

陸軍士官學校豫科を御卒業になった王は︑

﹇御卒業﹈︵名︶1

と︑ごさうだんなさいました︒

十一88

こそつぎょう

﹇挙﹈︵四︶1

日本武尊の御事蹟︑その他古代のい

やまとたけるのみこと

﹇古代﹈︵名︶3

の前に火も水もなし
こだい

る︒

わが古代の人々が︑雄大明朗の氣性を持
ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

十二474

國民の素朴な喜びがみなぎってゐます︒

十一齪7

その大きな︑力強い調子に︑古代のわが

ひ傳へが︑古事記に載せられて今日に傳はつてゐ

十一矧4

古代

衿心9図圃國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ

こぞ・る

御卒業

五47

ごさうだん

九梱3

僧さんがみた︒

九梱1

こぞうさん

たる木々は︑

十46図

十二579 この修行者こそ︑ただ一すぢに道を求め こぞうえいとうじ
しゃか
時
て止まなかった︑ありし日のお繹迦様であった︒
十二586園 それでこそほんたうの武士である︒

十二643囹散ればこそ︑花は惜しまれるのだ︒
十二853園 それこそ氣をつけました︒

十二984図國 このたびこそ︑手を壼くして合職仕
もろなほ

り候はずば︑︿略﹀世のそしりをも受くべく候︒
身命を書くして合職仕り︑

十二988至重 今こそ蝦鎖・師泰の軍に立ち向かひ︑

十二桝5囹 今こそ︑われわれに仇を討たせてくだ
さい︒

十二悩8囹 武士道こそは︑わが潜水艦魂なのだ︒

十二伽4 太陽こそは︑あらゆる生命の源泉なので
ある︒

そ︑わがなつかしい耳語である︒

十一一襯4 このやさしい歌に歌はれてるることばこ
十二粥6 國語こそは︑まことにわれわれを育て︑
われわれを教へてくれる大恩人なのである︒

十二衛9 國語こそは︑國民の魂の宿るところであ
る︒

﹇小僧﹈︵名︶1

十二脚7 今日こそは︑敵に見参したいものである︒
こぞう
をしやう

六㎜5 お寺の小僧になってまもないころ︑ある日︑
和尚さんにたいそうしかられました︒

こぞうえい ﹇御造営﹈︵名︶3 御造螢3じんぐう
こぞうえい・じんぐうこぞうえいようざいちゅう

九101 皇大神宮は︑二十年ごとにあらたに御殿舎
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こたえる一コタバル

子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

Oおこたえする
三296

三326 春雄さんにせんかんのことを聞くと︑
﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答

かう答へます︒
三352
へます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑花子さんは答へました︒

﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

三419
﹁︿略﹀︒﹂と答へますと︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

ます︒

三367

四241
ました︒

﹁はい︒﹂と答へました︒

まひに悲しさうに答へました︒

ぼくが︑農耕班の友だちに︑﹁︿略﹀︒﹂とい

おちいさんは︑口をむにやむにやさせて︑

ふと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へる︒

九踊10

十329

訓示に答へるやうに︑全員のまなざしがか

﹁︿略﹀︒﹂息子が元亨に答へる︒

なかなか答へない︒
十336

十618

乃木窯業が︑﹁︿略﹀︒﹂とあいさつすると︑

ういってみる︒
十898

ステッセル將軍は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

乃木將軍は答へた︒

﹁はい︒﹂と答へて次の間から出て來た犬

﹁︿略﹀︒﹂と宗治は答へた︒

十9410
十糊3

た︒

十一伽3

小高い

の松林が小高く見えるだけである︒

︽ーイ・ーク︾

奉天はまことに平な大都市で︑ただ北陵

ほくりょう

金の牛は︑小高い岩の上にあがって︑

﹇小高﹈︵形︶4

﹇堪﹈与ふみこたえる・もちこたえる

どの星も大きく︑青く︑呼べば答へるほ

たつねられても︑聞多には答へる力がな

﹁井上聞多︒﹂と答へるが早いか︑

すると︑羅刹はとぼけたやうに︑﹁︿略﹀︒﹂

孔子は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

孔子は答へた︒

孔子は平然として答へた︒

すると顔触は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

﹁︿略﹀︒﹂とすすめると︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

きが︑その車を引いた︒

四363 ﹁なぜ泣くのか︒﹂と聞かれて︑︿略﹀︑し 十一463
四746
大國主神は︑かかしに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

北 風 は ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と答へます︒

五613

﹁︿略﹀︒﹂と︑彌兵衛は答へました︒

奉貝傘・［i麗登、．。、＿龍ナ。、．171＿

四方を見わたしました︒

ここ

四価2

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂作江は答へました︒

すると︑かかしは︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒
六伽1

七641 荘司は︑わうへいに答へた︒
﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に記して︑元帥は

七二2

するとノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いつものや

おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

七994

七摺2

わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へまし

うにわうへいに答へました︒
八4010
た︒

八638 ﹁萬歳︑萬歳︒﹂と︑ちやうちんをあげるの
に答へて︑兵隊さんたちも︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂と叫
びながら行きました︒

八8210 ぼくたちも︑みんな杖を振って︑それに答
へた︒

九㎜6 鹿介は︑りんとした聲で大音に答へた︒

堕86る鍔窪鱒麹響多遵

九四だた十十十十十十十十
206四44かえど二か二二と二ニニニニ

る︒

いつみ

5

オボといふのは︑︿略﹀︑小高い岡に作られ

九川1 作業場は︑かなり離れた小高い岡の上であ
九

木立

油を煮るやうに鳴き

野も︑山も︑木立も︑．みどりにかがやく奈

﹇木立﹈︵名︶10

たり︑泉のそばにまうけられたりする︒
こだち

せみ
木立には︑ 蝉が︑

良の都には︑

七323

七756圃

遠くの木立や︑家や︑煙突が︑くっきりと

たてる︒

夕空に浮き出してゐます︒

七四7

くわだん

天王寺公園には︑︿略﹀︑木立や︑池や︑運

動場や︑廣い花壇などがあります︒

八946

なき木立となりて︑

十48図 参道の左右を始め︑到るところすき間も

しばふ

十56図 鳥居の奥に︑すがすがしき赤松の木立を

ろうもん

負ひたる門門は︑一幅の給壼に似て︑

廣く績き︑

かくうんてい

木立深く︑道めぐり︑池の眺め廣きとこ

十73図 やがて木立遠ざかりてみどりの芝生遠く
十810図

うに︑御茶屋ありて雪雲古〒といふ︒

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑

十一盟2 住宅の周園には︑すくすくとのびたゴム

十一盟3 木立の間を流れる空費はひえびえと澄み

コタバル

出て來てお山へ集って︑

ぬつくりぬつくり︑子だ

﹇子狸﹈︵名︶1 子だぬき

きって︑

こだぬき

ぬきが︑

四427圃木かげから︑

︹地名︺2

九27図 コタバル

コタバル

めざして進んで行った︒

十伽2 わが輸送船團は︑マライ半島のコタバルを

こだま一こつき
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こだま

﹇木霊﹈︵名︶2

こだま

ち入れるをのの響きのこだまで満たされる︒

こちゅうもく

﹇御注目﹈︵名︶！

御注目

あちらの村でもこちらの村でも︑かう
だんだんうすぐらくなると︑あちらでも

けさ︑元氣で︑こちらへ着きました︒

では︑こちらへいただきませう︒

五88團

こちらの岸からも︑小川がそそぎこんでゐ

ます︒

五519

六109

沖の旗をまはって︑四さうのカッターは︑
どうぞこちらへ︒

よいお天氣で︑あちらでもこちらでも︑稻
稻がだんだん刈られて來るせみか︑いなご

を刈ってゐます︒

六87

五研6園

だんだん︑こちらへ近づいて來ました︒

五922

見て︑ばんざいをしてゐました︒

村のふみきりを通る時︑子どもがこちらを

五504

四梱1園

こちらでも︑豆まきの聲が聞えます︒

四955

いって︑この大木を見あげました︒

四81

こ こちら ﹇此方﹈︵代名︶22 こちらδあちらこちら

敬禮をあそばされた︒

九183神代さながらの山中は︑しばらくの間︑打 十一113 王は︑母宮殿下にじっと御注目になり︑

シ︾

九718図魍 かっこう︑かっこう︑かんこ鳥︑
こだまする︽

かっこう︑

﹇木 霊 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

だまのごと︑ゆめのごと︑
こだま・する

ごちそう

九464 その音が︑︿略﹀裏の山々にこだましなが
ら︑長く尾を引いて消えて行く︒

ごちそう ﹇御馳走﹈︵名︶7 ゴチソウ

一66一 スズメガ︑オヂイサンニイロイロゴチソ
ウヲシマシタQ
三価2 魚たちは︑ごちそうをはこんで來ます︒
三柳5園 これは︑まださしあげたことのない︑
おいしいごちそうでございます︒
四川9 出獲の前の晩︑文子さんは︑利根にたくさ
んごちそうをしてやりました︒
聲のごちそうを前にして︑

十一8010 この美しい木々の緑と︑さわやかな鳥の

十二551園 でも︑お約束だから︑そろそろごちそ
うになりませうかな︒

十佃9囹

さあ︑どうぞこちらへおいでください︒

水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑

こちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒

十踊3

私も︑こちらへ來てからもう一年近く

なりますが︑これまで病氣一つしませんでした︒

十﹇価1團

十一伽4年男︑こちらはいちばんよい時候で︑空

あちらの山でも︑こちらの山でも︑三四

がどこまでも高く澄んでゐます︒

十ニー410

國家

立ってしばらくこちらを見てみた母が︑

人つつ︿略﹀︑石の上で働いてみる︒

十二㎜3

﹇国家﹈︵名︶2

左手をあげた︒

こっか

これを許せば︑町家の政治が成り立た

目語は︑かういふやうに︑國家・國民と

十一一606園
ない︒

十二爾6

﹇国歌﹈︵名︶2

國歌

離すことのできないものである︒

この準歌に歌はれてるることばも︑また

この國歌を奉唱する時︑

こっか

十二襯9

十二襯8

﹇国旗﹈︵名︶8

國旗呂ギリシャこっき・

わが尊い國語にほかならない︒

こっき
にこにこしてこちらを見てみる︒

三943朝早く起きて︑にいさんと國旗を立て

私たちの立てた國旗が︑風にひらひら

しずむギリシャこっき︒まんしゅうこっき
とら

ました︒

虎が︑じっとこちらを向いてすわってゐま

が︑たくさんこちらへ飛んで來ます︒

六餅9

六儲7

のごちそうに供へてやる︒

十二㎜2囹 敵艦隊を一隻も饒さず︑珊瑚海の海神
ごちそうさま ﹇御馳走様﹈︵名︶1 ごちそうさま

す︒

十二㎜8

いのだ︒

十二伽6

近づいて見ると︑五千トンぐらみの商船

堂々と接近して行くと︑汽船からは︑す

國旗を掲げない船は︑撃沈してかまはな

だが︑二二を掲げてみない︒

十二伽5

旗竿に高く國旗をかかげた︒

して︑いつもより勇ましく見えました︒

三944
こちらへ來てから︑半年齢りになるので︑

八206国

九二4

母も何かいってみるやうだが︑こちらには
かうさく

そばで︑満人たちが耕作の手を休めて︑こ
ちらを眺めてみる︒

九川4

わからない︒

九鋤8

ましたが︑今は︑南へ南へと飛んでゐます︒

この町にも︑すっかりなれました︒
がん

八246團私がこちらへ來たころは︑雁も北へ行き

三価4園 どうもごちそうさまでございます︒

こちやこ

ごちそうさま ﹇御馳走様﹈︵感︶1 ごちそうさま
五搦3園 ごちそうさま︒
ごちゃごちゃ ︵形状︶ 2 ごちゃごちゃ
ちや

四297 おうゑんの聲も︑ごちゃごちゃになって
聞えます︒
十ニー91 小さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こ
ちやこちやに入り混ってみる石の面を見て︑

555
こつきけいようだい一こてん

るするとギリシャの國旗があがった︒

十二湿4 ギリシャの國旗が︑朝の太陽に照らされ
ながら︑緑の波の上に光ってみる︒

けいやう

主筆掲

國旗

十一一俄5 その國旗も︑吸ひ込まれるやうに海の中
へ姿を没してしまった︒

こっきけいようだい ︹課名︺2 國旗掲揚壼
掲揚垂
けいやう

七33 十四 國旗掲揚壁⁝⁝⁝六十五
七656 十四 國旗掲揚壼
こっきけいようだい ﹇国旗掲揚台﹈︵名︶9

七658 國旗掲揚垂のそばに︑勇さんと︑正男さん

揚垂
と︑春枝さんの三人が集ってみる︒

七672囹あの國旗掲揚壷の高さを︑あててみるの
です︒

七696 手旗掲揚墾の前に︑みんな集ってみる︒

︵サ変︶1

ごつごつする

︽ーシ︾

ごつごつした火山が︑到るところにそびえ

ごつごつ・する

十413
て︑

こっそり

︽ーシ︾

漕水艦は︑見はりをしてみる大きな敵艦

︵副︶1

六346国

こっそり

ごつた返す

にこっそり近寄ったり︑
かんとん

︵五︶1

しゃんはい

こったがえ・す

こっちへ來い︑えんやらや︒

太陽を背景にして︑斜めにこっちへ向か

はいけい

十二幽2囹掃海艇らしいものが︑こっちへ突進し
て來る︒

つて走って量るレキシントンの姿であった︒

十二脳9

十二卸2 こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の

与うちでのこづち

警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

こづち

しかし︑その中には︑今年生まれた子燕が

てい
砲煙弾雨の間︑王は︑彼我の戦況を御偵

﹇御丁寧﹈︵形状︶1 こていねい

おほのやすまろ

ひえだのあれ

﹇古伝﹈︵名︶3 古池

﹇御殿﹈

︵名︶

14 御殿 皿vきゅうこてん・

きゅうこてんきゆうぎょえん

こてん

傳が︑古語のままに残ったことである︒

十一個7 殊に大切なことは︑かうしてわが國の古

尊い歴史も文學も︑

十一枷7 わが國の正しい古身︑つまり神代以來の

が國の古傳を︑文字に書き表すことになった︒

十一梛2 太安萬侶は︑﹂稗田阿禮がそらんじるわ

こでん

善してある︒

十二欄7 橋の土塁には︑こていねいにも地雷が埋

こていねい

察になって︑作職の御指導をなさったのである︒

さつ

十一141

ていさつ
こていさつ ﹇御偵察﹈︵名︶1 御偵察

たくさんゐます︒

八94

た子燕が︑たくさんまじってゐます︒

上海や廣東あたりの支那街の︑あのご こつばめ ﹇子燕﹈︵名︶2 子燕
八66 その中には︑親燕もゐますが︑今年生まれ
こっち

つた返したやかましさは見られない︒

十一圏11

こっち

汽車はぐんぐん大きくなって︑こっち

﹇此方﹈︵代名︶17

8

こっち

二
三138囹

こっちへ來い︑えんやらや︒

へ來ます︒

三139囹

その土地が動きだして︑大きな舟のや
うに︑ぐんぐんとこっちへやって來ました︒

三143

こっちへ來い︑えんやらや︒﹂と︑力

こっちへ來い︑えんやらや︒

三154囹

七718園あの國旗掲揚垂の高さと︑かげの長さが 三155囹

これも大きな舟のやうに動いて︑こつ
ちへやって來ました︒

三157

いっぱいお引きになりました︒

七703園 あの國旗掲揚墾の高さを計るんだよ︒
同じになるといふわけだらう︒

かげの長さを計るのですね︒

七721園 それで︑その時刻に︑あの國旗掲揚垂の

あ︑人がこっちを見てみる︒

ぢ

がたとん︑がた

六673園

こっちへ︑

あっちへ︑

こっちがのろまなんだよ︒
ごくらく

では︑こっちへ來れば地獄ぢやないか︒

きになるでせう︒

五榴3囹 きれいな御殿︒

五鵬4園 海の神様の御殿です︒

いっそのこと︑こっちから出かけて行って︑ 五悌3園何の御殿ですか︒
軍港内の主力艦をたたきつけるか︒

十588

十287園

獄︑こっちへ來れば極樂︒﹂

ごく

十283圏圏﹁とんぼ︑とんぼ︑あっちへ行けば地 五鵬2園 すると︑まもなく︑きれいな御殿へお着

九幽3園

とん︒

七493圃

ちへ近寄って來ました︒

七727囹ぼくが﹃ようし︒﹄といったら︑州旗掲 五566 波の上に︑何か小さな物が浮かんで︑こつ
揚垂のかげの端に︑しるしをつけてくれたまへ︒

七729 勇さんは︑右岸掲揚壁のかげのところへ行
つて︑しるしをつける用意をする︒

七742 あれが十ニメートルの高さかな︒﹂といつ
て︑國旗掲揚蔓の先を見あげる︒

ごっこ 5おにごっこ・かちかちやまごっこ・でん
しゃごっこ・へいたいごっこ・ゆうびんごっこ
こつこつ ︵副︶1 こつこつ
まの天井や壁をこつこつとたたいてみた︒

九7510 炭を取り出しながら︑源作ちいさんは︑か

ごでんしゃ一こと

556

討手4囹 その御殿の門のそばに︑井戸があって︑
井戸のそばには︑大きな木が立ってゐます︒

五悩4 海の御殿の門の前に︑大きな木が立ってゐ
る︒

殿へ行くやうに教へてくれました︒

五葬6園 すると︑年取った神様が︑私に︑海の御
八352 困ってみるところへ︑御殿に仕へてるる萬
壽がよからうと︑申し出た者がありました︒

八395 それから頼朝の御殿へあがって︑うばと二
人でお仕へしたいと願ひ出ました︒

八403 ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑
何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

八414 ある日︑今日はお花見といふので︑御殿は
人ずくなでした ︒

行幸ありし時の玉座︑今もそのままに評せらる︒

十87図 御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑

は︑︿略﹀高輪の御殿へお進みになってみた︒

たかなわ

十﹁149 王の御なきがらを奉安する御ひつぎの車

御殿舎

十一14！0 午後八時ごろ︑御ひつぎの車は︑御殿に
お着きになった ︒

﹇御殿舎﹈︵名︶3

九101 皇大神宮は︑二十年ごとにあらたに御殿舎

ごでんしゃ

たかくら

を御造螢になり ︑

かみち

い せ
九107 御殿舎を御造影になる用材は︑もと伊勢の
神路山・高倉山などから伐り出されてみたが︑
ひのき

0うわごと・かえりごと・かたこと・ひ

九113 神宮の御殿舎は︑すべて檜の白木造りであ
﹇言﹈

るから︑

こと

メ﹂と

S園 カ︑オモシロイコトハ ナイカナ︒﹂カ

一598カ︑二二ナクナルコトガ アリマス︒メ

二20一

目窪93

デ︑
サルヲコラス

タモノガデキル コトガ︑カイテアリ

空ノウツクシイ

二672 ォヨメニアゲル

二546 ナッテ︑コロガス

﹈トデセウ︒﹂ト︑オ

コトニシマシタ︒ネ

コトガデキナクナリ

コトヲ考ヘテヰル

三325

んすみかんなどのことをよく知っ．て

四66木は︑今まで見た
四66 たことも聞いた

ごとにしよう︒﹂

こともないほど︑大

三梱9園 手箱は︑どんな ことがあっても︑お
ことも聞いたことも

四84囹 この木を切る

四91 た︒そこで︑切る ことになりました︒
四92 んな大きな木の ことですから︑それ
四94やっと切りたふす ことができました︒
四96 どうするかと いふことになりました︒

四103
集めて︑舟を作る ことになりました︒
四106ると︑今まで見た ことも聞いたことも

四107 たことも聞いた こともない︑大きな
四113 ︑その舟の早い ことです︒かいをそ
四134 っていったと いふことです︒一二 海軍
四345しいかぐやひめの ことを聞いて︑﹁︿略
四372園
れはたいへんな ことだ︒だが︑迎へ
四373園
安心して︑泣く ことはおやめ︒﹂と︑
四378 たすゑ︑この ことをとのさまに申
考
へ
四383囹
うちを守らせる ことにしよう︒﹂と
四396 なって︑どうする こともできませんで

︑にいさんにこのことを聞いてみまし

四476 だが金であった

四468牛は︑ふとこんな

ことを︑すっかり忘

ことを考へました︒﹁

四465すいて困ると いふことは ありませんで
四467 ころで︑ある日の こと︑金の牛は︑ふ

四406 も︑なんとも することが できませんで
四413園
の夜には︑私の ことを思ひ出してく
三462

おとうさんに同じ
ことを聞きました︒﹁

えたら︑逃げることにしようではあ

さんにせんかんのことを聞くと︑かう

三476

四598 たにないころの

四595 くださった物の

ことでしたから︑娘

ことを思ひ出しまし

いくのと同じ
ことだ︒﹂と︑おちい

︒こんどは︑そのことをおちいさんに
﹂うさぎ﹁そんなことはないよ︒君の

三506囹

ことをしてはいけな
うらしま﹁そんな

ことを申しました︒

四894国でだれも見た ことがないのでせう

四868ら︑また今までの

四656 びんごっこを することに しました︒花
四849 ︒白兎が今までの ことを申しますと︑

三854圏

まださしあげた ことのない︑おいし

三柳4園

ことをして︑おなぐ

しまは︑父や母の ことを思ひ出して︑

こと ﹇事﹈︵名︶晒 コト こと 事呂おしごと・

三彩エ囹

ま﹁でも︑うちの ことも氣にかかりま

︑何かかはった

しごと・ただごと・なにごと・はかりごと・はりし

三島1園

三島2

三989園

四516て氷の上に立つ ことも︑なかなかむ

三495

三439園

三326

三158くなさったといふこと です︒四 二重
三294囹て︑今まで見た こともないほど大き
三318 の軍かんを見た ことはありませんが︑
三322
りして︑軍かんのことはよく知って

二柳6 さっき見た牛の ことを考へて︑﹁︿略
三131
大昔の ことです︒神さまが︑

二98！ ︑ゆうべのゆめの ことを思ひ出しまし

二951タデセウ︒コンナ

ナニヨロコブ
二793團園

二368 マシタ︒オイモノ コトヲオモヒ出シテ︑

コトニシマシタ︒サ

二286

コトガ︑カイテアリ

ニー32園 ︒﹂カメ﹁ソンナコトハ ナイヨ︒﹂ウサ

一一

ごと・みごと・ものごと・わたくしごと・わたくし

とこと・ひとりごと・ふたこと

P2

557
こと一こと

四三9 やがや何かわからぬことをいひながら︑三

四鵬5 ます︒何かわからぬことを︑がやがや話し

四鵬7団 る時には︑戦孚のことや︑支那の子ども

四面1国 來てくださるとのことでしたが︑そんな

四㎜6 校のことや︑うちのことなど︑いろいろお

四期5 ︒それから︑學校のことや︑うちのことな

五搦3園

五伽3

五重4團

営嗣1團

田川8

五㎜2

五皿7

五柵9

ところで︑ある日のことです︒ほをりの命

もなく︑よくなることと思ひます︒利根

もう︑軍犬のすることは︑どの犬にも負

の軍犬班へ︑はいることになりました︒出

も︑犬をかってみたことがあるので︑文子

︒子どもたちは遊ぶことをやめて︑しばら

とは︑かへってこのことを申しあげました

りの命﹁どういふことだ︒﹂ほをりの命﹁
でりの命﹁そんなことは︑いやだよ︒﹂

さんのせきゆが出ること︑せきゆは飛行機

ならないものであることを︑お話しになり

て︑地にかくれることもできません︒百

けて︑天へ逃げることもできません︒穴

何か︑ちょっとしたことで︑つい︑けんく

お小さいかたがたのことですから︑初めは

のは︑おもしろいことではありませんか

。園．、駄浮麗醐園園囹囹の・，・園轟轟園子園園何お囹な

る日︑お祝ひをすることになりました︒そ

て︑﹁おもしろいことをしてゐますね︒

し深いところにるることがわかりました︒

すぐ宮城だといふことがわかりました︒

つたな︒いひ残すことはないか︒﹂作江

とんど︑顔を向けることができません︒す
さく
なはに︑火をつけることを命じました︒作

た︒﹁︿略﹀︒﹂こんなことを考へてるると︑

正男さんのいったことが︑おもしろいと

ったら︑またやることにする︒わかれ︒

のことや︑學校のことを知らせてくださ

きどき︑おうちのことや︑學校のことを

ある日のこと︑知らない兵隊さ

ら︑それを入れることにしませう︒﹂と

から︑こしらへることにしませう︒﹂と︑

ることだ︑やめることだ︒﹂おとうさん

︑

︑ O
しけなし
やめることだ︑やめることだ

のが︑もとだといふことです︒﹁︿略﹀︒﹂お

針金が︑六本あることまでわかる︒もつ

ふと︑おもしろいことを二見した︒左の
︑ちぢめたりすることができる︒さあ︑

します︒ふしぎなことだと思って︑あた

を見つけたといふことですが︑ほんたう

買って亘るといふことですね︒﹂村の人

って歩く子どものことでせう︒毎日山へ

子が︑四歳の御時のことであったと申しま

949398966844776876488493193

はん

四船9 はらひます︒こんなことを︑何べんもくり
五伽6園

四佃9圓 いな着物は︑見たことがない︒持ってか
四伽4園 いと︑天へかへることができません︒ど

をりの命﹁どんなことでもして︑おわび

五部3園

五㎜6園︑申しわけのないことをしてしまひまし
の命﹁いや︑許すことはできない︒﹂

衣がないと︑まふことができません︒﹂
五梱8園

くな︒私が︑いいことを教へてあげませ

れは︑はっかしいことを申しました︒﹂

五51 様が︑たいそうよいことをお考へになりま
鼻翼7園

檬が︑きっといいことを教へてくださる

四桝6囹

五52 がたは︑いろいろなことを︑なさることに
五泉9囹

ははあ︑この木のことだな︒のぼってゐ

四槻1園

五52 うなことを︑なさることになりました︒ま

五悩6囹

す︒去年のお祭のことを思ひ出して︑急

五218 ではないかと思ったことがありました︒ま

六163国

ました︒お手紙のことを姉に申しました

りして︑樂しかったことが思ひ出されます
六165国

天皇にさしあげることにいたしませう︒

五323 には︑桑の木がないことに氣がつきました

高いくだものがあることを︑天皇は︑お聞

六146

五326 畠に︑桑の木があることを思ひ出したから

六206

それをさがしに行くことになったのです︒

六61囹

五359 て見ると︑どうしたことでせう︑あんなに

六208

とてもいひあらはすことができません︒か

五221 はないかと︑思ったこともありました︒し

五528 ︑川口の町まで行くことにしました︒﹁ポ

六279

五231 來て︑かげをうつすことがありました︒こ

五552 ︑私は︑次のやうなことを書いて︑おとう

︑すっかり見渡すことができる︒また︑

今日は︑漕水艦のことを話してあげよう

がら︑敵に近寄ることもできる︒だから

六297團

六317団

るやうにしておくことがだいじだよ︒こ

五584事様を︑私は︑見たことも︑聞いたことも

五667団 馬のそばへ近寄ることが︑こはかった︒

六319團

︑どこへでも行くことができる︒漕水艦

きりで︑浮かないことがありはしないか

五675團しまって︑．そんなことは何でもなくなつ

六336團

六325︹田

ました︒﹁どんなことがあっても落ちな

六314翰墨に海の上へ浮くことができるのだ︒水

五692国 かはいがつた馬のことは︑いつまでも忘

六372囹

六308国

五875 ねえさんから聞いたことをお答へした︒ラ

六394囹

五658国 日は︑軍隊の馬のことを知らせてあげよ

五893園 へた力を︑ためすことができる︒みんな

六405

五584園たことも︑聞いたこともございません︒

五975 様が︑お供をなさることになりました︒い

こへ行っても見ることができます︒﹂

五985 ︒天照大神は︑このことをお聞きになって
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くさ
七186 本町尊と申しあげることになりました︒草
七197園
つて︑﹁もしものことがあったら︑忘れ
あっ
七231 草薙劒と申しあげることになりました︒十

七252 年は︑自分の苦しいことは一口もいはない
七2510 は︑しきりに學校のことをいひました︒十
七341 ことばを︑たまはることさへありました︒
ただくのと︑同じことではないか︒﹂﹁︿

七349囹 わをなさるといふことだが︑ほんたうだ
七352囹

苗代の

七355囹 に︑もったいないことだ︒﹂このやうな
七361 がやき渡ったといふことです︒七
七399 ︑新しい講堂が立つことになりました︒今
七447 りつぽに立つた時のことを思ひ︑新しいそ
七449 に集って並んだ時のことを思って︑うれし
七454 る港にとまった夜のことであった︒どこか

七466園さうして︑こんなこともあったと︑世の
七576 山城一つ︑何ほどのことがあるものかと︑

七481園聞いたら︑わるいことなんかできなくな
七597 賊は︑攻め寄せないことにした︒ある朝ま
せきこう

七625 ︑宮のお通りになることを知って︑道に手
七792国 へ演習に出かけることもあります︒斥候
ぶさう

七798團 が︑そのおいしいことは︑またかくべつ
七828国 も︑すぐ武装することができます︒書の
とび

七832團 急に命令がくだることがあります︒その
七901 みる蝉があるといふことです︒十八

七麗1 ︑めいわくをかけることになる︒守られる
七描7 みどりのあざやかなこと︑美しいこと︒十
七鵬7 やかなこと︑美しいこと︒遠くの木立や︑

七型3 いふ高い薄雲を梯ふことを命じました︒い
七掴3 でずるぶん苦しんだことがあります︒しか
七備1 ︑彌兵衛に面會したこともありました︒オ
ノイツは︑﹁移ることは許さん︒﹂と︑

七回3 頭の上にあるといふことが︑どれほど彌十
七帯1園

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七
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なしたものだといふことがわかりました︒

かうとする遠い國のことを︑話し合ってみ

ずらりと並んでみることがあります︒その

かすべての物を返すことを約束しました︒

士は︑仕方なく撃つことをやめました︒そ

八529園

八515

八492

この翼に︑紙をはることである︒もし︑し

ださった紙に︑かくことにした︒穴と穴と

︑
ノ8
40
1第一に設計圖をかくことになった︒これは

八485圏

なで飛ばしてみることにします︒﹂と︑

八458図魍たる空に︑細きこと針のごとく︒十

八649

八562

の夜︑どこで休んだことであらう︒明くる

く職つた︒早くこのことを︑大石橋守備十

﹂といふ名をつけることにした︒十一

大

の海を︑

八676

つても︑できないことはありません︒し

行くのがあるといふことです︒燕は︑鳥の

ん︒昭和六年の秋のことでした︒ヨーロッ

電車の嚢達してみることも︑飛行場のある

八732図

とも︑飛行場のあることも︑大阪のほこり

一当に飛ぶことも︑決してふしぎ

が︑急に落ちて來たことがあります︒その

八956

だ一矢にて射落すことは︑むつかしと十

送るのはたいへんなことでした︒九月の末

八956

八969なさん︑考へてみたことがありますか︒大

八㎜5 へて行くのと︑同じことなのです︒かうし
八鵬10

バナ

八塀5 るして︑同じやうなことを︑何べんとなく

八森7園︑えらい︒感心なことだ︒﹂とおほめに

八捌4 ん寒いな︒﹂そんなことをいって︑庭をは

八冊8 こんなに早く起きることはめったにないの
十二時間半で行くことができます︒また

八個4 とけて︑もうすべることはできなくなりま

八佃4 百六十年ばかり昔のことです︒この焚見が

︒﹁︿略﹀︒﹂といふことを︑昔からいひま

八梱8 やですが︑春の留ることは︑子どもたちに

ふと︑みなさんのことを思ひ出しました

そんな氣持になることがあります︒秋の

九109

治天皇は︑特にこのことに大御心をかけさ

曾から御用材を奉ることになってみる︒神

から伐採して奉ったことがあり︑その後高

九89図りて︑御船は進むことを得たり︒七日の

八鵬6 のです︒その大きなこと︑何といったらい

年の春︑舞姫に出ることになったのでした

それからまもなくのことです︒ある日︑今

九207團

九131

ない御奉公をすることができた︒朝夕︑

りの森林は︑つきることがない︒何といふ

ゐました︒ある日のこと︑萬壽が御殿のう

いふのは︑この女のことでした︒唐糸には
︑風のたよりにこのことを聞いて︑うばを

そよしなか

より一年ばかり前のことです︒木曾義仲の

幡宮へ舞を奉納することになって︑舞姫を

九112

宮備林が定められることになった︒以來︑

き

のをさとって︑そのことを︑義仲のところ

九121

九119

まんぐう

るるやうにすべること二町屋にして︑や

︑町からよく辞むことができます︒大連

ちます︒おどろいたことには︑ランプの十
しても︑それと同じことなのです︒垂湾で

た木に生るのと同じことです︒梨畠や桃畠

八佃3 生ガリレオは︑このことを獲見したのでし

八撹2 ︑大砲の役目を果すことができないので︑

部︑バナナ畠であることがあります︒これ

︑どんなにうれしいことでせう︒三

︑かなり多いといふことです︒日本からオ

いうな方法で︑このことを調べてみますと
︑やはりさうであることがわかりました︒

回にも送ったといふことです︒昔から︑燕

333108979698495997863397972964517
図画團国国團

九227團
してくれたりすることを︑おかあさんか
九243図魍
へて︑いかなることをか務むべき︒た
九259国
なのだIlといふことを︑しみじみと感
九262国
んめいに勉強することだ︒五 スレンバ
九266の町にはいった時のことです︒﹁皇軍來た
九291陛下がいらっしゃること︑日本人は陛下の
九291は陛下の赤子であること︑日本には富士山
九292りつぽなお山があることなどを︑いつも聞
九293よに︑お下等を辞むことにしてゐました︒
しょに仕事をすることは︑お國のために
九355囹
九383り︑何かすばらしいことを思ひついた時な
九383た時などには︑そのことを︑おとうさんや
九389園
あの人は︑えらいことをしたものですね
九397出して︑思ってみることを傳へますが︑離

4

師の教へたまふことあり︒野に伏兵あ

九618図國
ささしめたまふことよ︒もし︑宗任に

を見て︑﹁危きことかな︒するどき矢

九桝4囹

聖霊7園

九号1園

ほど強いおまへのことだ︒どうかりつぽ
まうり
かり︑それをよいことにして︑敵の毛利

は戦闘なりといふことを︑私たちはかた

九八9 にかたく主家を興すことを誓った︒さうし

て顔をふまるることあらん︒汝を殺し

九伽1 と思った︒ある日のこと︑鹿介は部下をつ

九619図國

へり︒時頼を招くことありけるに︑すす

九635図國
九642図

九個2 尼子家の子孫であることがわかった︒鹿介

はん︒さやうのことに︑なれたるもの

く思へど︑求むることいかにもかなふべ

九647図園
九664図

九鵬8 毛利攻めの志があることを知って︑かれを

九666図圓ほどくちをしきことはなし︒一豊︑仕 九梱4園 ︒﹁尼子家再興のことは︑わが年來の望
九683図國め︑世のつねのことに用ふべからず︒
ん︒さっそく︑そのことを祖父にいひます

九川5囹

九曜6

正価3

もあげた︒窓を開くことができないので︑

いさぎよく切腹することになった︒﹁︿略﹀

九刎6 今朝ほど尊く思ったことはなかった︒それ

早川6園た︒母は︑そんなこととはつゆ知らず︑

九802

ごらん︒こまかいことはだんだん話して

九685図圓は︑世のつねのことなり︒まことにや 九価1 にはばまれて近づくことができなかった︒

かはいがってやることだ︒日本の馬は︑

の牧場へ放牧にやることになりました︒ぼ

原の上をはねまはることもありました︒六

よいよ故郷へ庵ることになった︒ところ

九806囹

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九805園

120

すなほです︒教へることは何でもよく畳え

日照4

九㎜1 ︒ぼくは︑まだ見たこともないが︑どうか
ば︑すぐ方角を知ることができます︒昔か

九矯1 ﹂といふ草花であることがわかった︒夜が

答へる︒﹁薄しいことって何だ︒﹂﹁︿略

九踊9園︒これでも樂しいことがあるんだよ︒﹂
にじ

九篇11園

どは︑苦しい時のことをお話してくださ

手入れをしておくことなのです︒﹂正男﹁

︑準備をしておくことなのです︒また︑

めに︑整備といふことについて︑をぢさ

さんも︑聞きたいことがあれば︑何でも

行機の整備といふことについてよく知り

十127國団

十125圓團

十125雪国

めて不自由なることもあらん︒何にて

ため軍に出でしことなれば︑定めて不

十118 見ると︑次のやうなことが書いてあった︒

九劉7 ︑乗用にしたりすることができないことに
よ
九別7 することができないことになってみる︒鯨

九珊10園

たのふがひなきことが思ひ出されて︑

九㎜8園 ︑無事に旅をすることができますやうに

九鵬8 い虹がぼっとかかることもある︒四

ひませんが︑困ることはよくあります︒

とか︑何とかすることがあります︒しる

十141園海職に出なかったことは︑夢中一同残念

十136囹功を立てるやうなことはできない︒將校
わし

にしるしをつけることもあります︒﹂太

十384

十208 に︑今まで纒験したことのない︑無氣味な

大きなものだといふことが考へられます︒

機の整備の大切なことはよくわかりまし

ぢ﹁鷲の顔をかくことにしてゐます︒﹂

﹁おかげで︑錦ることができました︒﹂

の飛行機だといふことがわかりますか︒

たくさんの聲であることを感じる︒夜がふ

いてるるのだといふことがわかります︒窺
︑さう見えるだけのことですが︑今の場合

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こんなことをいって︑笑った

七つの星を︑さがすことにしませう︒これ

452910534397147764321

園園金園手蔓重過園学園囹

九3910したり︑いろいろなことを話したりしてく

九405持が通じ合ふやうなことはありません︒日
九408 ︒自分の思ってみることを︑話したり書い
九409た時ほど︑うれしいことはありません︒ま
九414り感じたりしてみることを︑ことばで話し
九416に︑ことばで話したことを文字で書き表し
九419くし︑深くして行くことができます︒よく
九424かつてみると思ったことでも︑話したり書
九427 ︑ことばは︑思ったことを聲でいひ表すの
九431やんと心持を傳へることができます︒文字
九435かりやすく書き表すことができます︒しか
九4310
やうな心がけを持つことが大切であります

九449 つばなことばで話すことを忘れてはなりま
九449りません︒さうすることが︑昔から傳はつ
九451 つぱにみがいて行くことになるのです︒八

4

て︑﹁けしかることをいふ人かな︒﹂

圏圏

九569から︑食事のうまいこと︒午前八時になる

九九
5958

559
こと一こと

十524 人が︑永久に忘れることのできない日であ
十536園 ないのに︑こんなことでどうするか︒﹂

十564 が御三の先に止ったことを思った︒天照大

十538 から︑職長の始つたことについてお話があ

十574囹 日本の國のえらいことがわかりました︒

十566 土をお生みになったことを考へた︒さうだ

あがったのだといふことを︑よく考へてく

ばらくも捨てておくことができない︒そこ

十加1

譜畑6

る︒﹁︿略﹀︒﹂こんなことをいって通る︒ア

︑とんでもない別のことを演じたりする︒

お困りになったことでありませう︒﹂

くなって文字であることが．わかり︑その文
十一96園

つて攻め寄せんこと︑たやすかるべし

れて︑通らぬこともあらん︒かぶと

なる道をあがること十八町︑岩を切つ

農家はさぞ喜ぶことでせう︒ほんたう

十一232図

をていねいにすることが︑非常に大切な

十一207図圏

十一171図

十一99園

十惣2

十脳3 といふのは︑小路のことである︒どこの家

こうち

十鯉4園 自分の村に起つたことだ︒どうしてもさ

十㎝3

十㎜9 し︑これを守る村のことで︑道の爾側おの
十409 す︒まだおもしろいことがあります︒かり 十935園地下に眠ってみることでせう︒﹂と︑乃
十455図衛門は︑動かざること山のごとく︑一念 十941 將軍は︑次のやうなことを申し出た︒﹁︿略 十㎜5 あれほど云い支那のことであるから︑今で

十957園や︑決してそんなことはありません︒私
十959園はいさうに思ったことがあります︒今度
十965囹標を立て︑わかることなら︑將士の氏名
十968園略﹀︒﹂﹁職死者のことまで︑深いお情を
ひ ら
たか
十993図正月二十日饒りのことなれば︑比良の高
十㎜2雷名 べき軍に善くることあらじ︒助けまみ
十㎜2図 ︑さてもあるべきことならねば︑泣く泣
十冊2図園 とも︑何ほどのことかあるべき︒たと

か不安な氣持があることを知って︑﹁︿略﹀

十588 ひがない︒いっそのこと︑こっちから出か
十梱8

十534

十605 こめて︑何物も見ることができなくなった
十三9

十槻1囹 と裏と同時に塗ることはできません︒ま
︑ 船よひに苦しんだことのなかった私は︑

人の話は︑中塗りのことになる︒﹁︿略﹀︒﹂

十736 さへあれば︑織機のことを調べ書けてみた
十慨1

の水で見殺しにすることはできない︒中に

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十619 で︑當然に思はれたことはなかった︒今日
十741園 せがれだ︒ほかのことを考へないで︑み

十柵6 がいても︑どうしたことか︑からだがきき

︑﹁このくらみのことで弱るものか︒﹂

である︒﹁こんなことでいいのか︒日本 十川5園 だ︒これくらみのことでIIかぎりある

十743 研究熱は︑どうすることもできなかった︒
十781園

十7610囹

︿略﹀︒﹂とたつねたことがあった︒その時

つけるやうにいったこともあった︒かうし
方は︑高松城の危いことを知り︑二萬の援
て︑﹁︿略﹀︒﹂といふことであったが︑そん

︑﹁申しあげたいことがあります︒恐れ

であったが︑そんなことに磨じるやうな宗
さぞお氣つかれのことでせう︒せめても
ちは︑口々にそんなことをいった︒畠の土
自分の二人の息子のことを思ひ︑倉には︑
︑ほとんど物のないことも思った︒それで
も︑ここを離れることはできない︒﹂
どべい
ふ︒畠はもちろんのこと︑家でも︑土塀で

けもあった︒こんなことを思ひながら︑地
たも

に整へ︑安全に保つことができないうちは

たちまちとどこほることになる︒殊に支那

25

いじめるといふことは︑身様に野して

まやかに節し出すことができたのです︒

上の敬語を用ひることをならはしとして

をこまやかに表すことのできるのは︑二

がことばに現れることが︑最も大切であ

でない目上の人のこととなると︑他人の
︑常に適正であることと︑眞の敬意︑す

自分の身内の者のこともまた謙遜してい

場合には︑自分のことを謙遜していふの

ある︒相手のすることに︑﹁御﹂や﹁お﹂

とや目下のもののことを︑私は︑まだめ

にはいる︒自分のことを﹁わたくし﹂と
︒それ故︑自分のことや目下のもののこ

ためには︑自分のことを謙遜していふの

は常に用ひてみることに氣つくであらう

が︑非常に大切なことになってみる︒特

83271854110911164933

ら︑﹁櫛を使ふことをおきらひだが︑

申しわけのないことだと︑ふだんから

三園園

十783がつた︒素材を使ふことができなかったた
十795吉が二十四歳の時のことである︒翌年︑特
十802佐吉にとって忘れることのできない年であ
十804ぐれてみるかを験すことになったのが︑こ
十808その結果は︑惜しいことに佐吉の負けであ

6811611109147661889
園
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205
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＋8110︑絶えず正確に動くことにおいて︑佐吉の

十833ル將軍とが會話することになった︒會見所
を保持せしむることを望ませらる︒右
十857蒲田
十859 この聖旨を論証することにした︒命じられ
十876がどれほど喜ばれたことか︒會見の土日は
十893囹て閣下と會沖することは︑喜びにたへま
十896園 ︑つひに開城することになり︑ここに閣
十901囹のいちばん感じたことは︑日本の軍人が
人が實に勇ましいことです︒殊に工兵二
十902園
女國のために働くことができて︑私も満
十933囹

十十十十十十十十十十十十十十十十

209

こと一こと

560

ちへ引き取られることになった︒あの乳

はりおばあさんのことを思ひ出しては下

﹂と︑さも大攣なことででもあるやうに

思ひ出しては泣くことがある︒この不幸

先生のおっしゃることが︑つい私の耳を
よりなが

も恐れずといふことなし︒左大臣頼長

が︑時々おどけたことをいって︑みんな
ひ︑﹁合職のこと計らひ申せ︒﹂と

も︑利を得ること夜討にしくこと候
と夜討にしくこと候はず︒されば︑

手紙にも︑そのことが書きそへてあり

みに行った時のことが︑なつかしく思

もとをのみこむことが大切だと思ひま

らびっくりすることがあります︒例へ

何か氣にさはることがあって心の落ち

ても︑花はいふことをききません︒晴

孚を︑戦ひぬくことができるに違ひあ
ラジオ

んて︑うれしいことだね︒﹂と︑みん

砲撃の目標になることを避けてみる︒み

待機してみた時のことであった︒すぐ隣

夜︑燈火を用ひることは堅く禁じられて
︑文字に書き表すことになった︒阿禮は

だくりう

濁流をさかのぼること約三四時間︑右岸

しゃんはい

かん

歩いてまつ感じることは︑このやうな商

これを雲外へ出すことを禁じて保護して

ちんと整ってみることである︒上海や廣

ば目をさまされることがある︒ボルネオ

膿の家をたつねることができる仕組みに

度半の熱帯にみることを忘れてしまふ︒

やうな誓書になることがある︒それほど
︒めいめい勝手なことはできない︒心を

︑なまけられないことはない︒しかし︑

︒心を一つにすることが︑かんじんだ︒

かう割れるといふことが判断される︒も

十二285園子でも困られることがあるのですか︒

の教へを實行ずることに心掛けた者はな
やう
然軍兵に園まれたことがある︒かつて陽
︒勅命のくだったことを承った阿禮は︑

十一一301園

十一一292園︒困ったら悪いことでも何でもすると

に先生の大きいことがわかります︒道

でもよいといふごとになりはしないか

んなに満足させたことか︒四 孔子は︑

十二304囹
十二308園

クアヲシ﹂と讃むこともできる︒そこで

十一一311

十二306園られないといふことは︑何でもありま
ある︒殊に大切なことは︑かうしてわが

十一一316園 は﹁人を愛することだ︒﹂といひ︑あ

夜寝るまで︑見ること︑聞くこと︑いふ

十二317園 ことを先にすることだ︒﹂と教へた︒

語のままに残ったことである︒古語には
︑ありありと讃むことができるのである

十一一325

︑見ること︑聞くこと︑いふこと︑行ふ

は﹁むつかしいことを先にすることだ
オランダと戦ったことがある︒その時︑

るところだといふことを思ふ︒百年ばか

十一一325

十二317園

十二316挙る口をいはないことだ︒﹂と説き︑あ

でらくに通行することができる︒窓も廣

︑その種類の多いことだけでもびっくり

千二百鯨年の昔のことである︒天の岩屋

の苦心は一通りのことでなかった︒しか

か︒君子も同じことだ︒道の修つた者

のままに書き表すことが︑安半旗に取つ

十十十十十十十十十十十十十十
をささげ薫皿くしたことであらう︒ところ

ま︑三十絵年前のことである︒當時二十
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25

矢︑何ほどのことか候べき︒甲の袖
夜討などいふこと︑汝らが同士軍︑

雨雲

とととととととととととととととととととととととととととととととと
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3233557626111098
26

勝負を決すること︑何のうたがひも
勝負を決せんこと︑決してしかるべ
う︑﹁合職の事は武士にこそ任せら
︒くちをしきことかな︒﹂とそ申し

ひて弓を引くことあるべからず︒禮
って弓引かんことあるべからずとは
﹁何とてさることのあらん︒爲朝が

黒い雲がみなぎることがあります︒

合には︑ 雨の近いことほとんど受合ひだ

か連なったりすることがあります︒ 曇り

の夜明けだといふことが浮かぶ︒はね起

な感じの雲であることはいふまでもあり

る︑そのおいしいこと︒空がしだいに曇

8821979821871649210521810698321834
囹 匪〕團團團團團団
131

ウルの市街を作ることになってみる︒こ

十二329

十二326

そのまま實行ずることができたのである

︑いふこと︑行ふこと︑いっさい禮に從

︑聞くこと︑いふこと︑行ふこと︑いつ

十一一338囹 啓起してくれることがある︒しかし︑

十二326

十一一352

てみる︒魚を取ることも上手である︒子
のバナナがすきなことを知って︑飾りに

面を︑よく認めることができたのである
や︑今まで聞いたこともない笛を吹くや

て實を取ってみることがある︒椰子の實

し

き聲を聞きわけることができないやうに

が︑まだ若い時のことであった︒月のさ

西の方に見渡したことであらう︒左端の

ある︒﹁そんなことをいったつて仕方
みたいとかいふことでしたね︒まあ︑

みると︑うちのことが何よりも知りた
出て働いてみることが︑私をこんなに

やのててウでオる 語あ千のクのを。は 夜待砲 第
バ實ゐルらうとそあのる二苦アまさ勅 文 機撃ん一事て何らもみ手
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二403 一家をかへりみることなく︑いやしい身

こと

マア︑キレイナニジダコト︒

コト

國民學校生徒の云ふる物と異なるところなし︒

じゃうずにできたこと︒

當時から七年前のことである︒しかも︑

一535園

まあ︑きれいだこと︒

︵終助︶6

三964囹

まだ︑寒いのに︑感心な花だこと︒

こと

六399園

十一一409 ず︑國民一般が︑事に怠れ物に感じて歌

の市民はどうなることか︒徳川の家を救
︒徳川の家を救ふことは︑結局江戸百萬

六型4圏國

十二524園 おまへは自分のことばつかり考へて︑

十二476 ︑われわれは富むことができるのである

十二446 つて支那へ渡ったこともある︒この歌は

百萬の市民を救ふことである 一宮は︑
︒無事京都に着くことのできたのは︑宮

八伽1園

にじゅうねんごと︒はごと・ひとあしごと・ひとう

ごとn▽あさごと・つきごと・

が軍に占領されたことを知った時︑この

十127國田

と

母は︑その方々の顔を見るごとに︑そ

ちごと・ひとかきごと︒ひとつちごと・ぶんたいご

いねいにしてやることは︑並みたいてい
︑並みたいていのことではなかった︒し

なたのふがひなきことが思ひ出されて︑

かっこう︑

かんこ鳥︑

かつこ

こだまのごと︑ゆめのご

ごと︵助動︶2ごと︽ゴト︾
と︑

九718二三

こだまのごと︑ゆめのごと︑

う︑かっこう︒

九718図圃

こうち

北京の町には︑胡同が網の目のやうに通じ

べきん

﹇胡同﹈︵名︶13 密話

十脳2

こどう

てるる︒

十脳3

いはば︑胡同は↓本の管になって︑どこか

思召といふのは︑小路のことである︒
なにか慰められたことであらう︒﹁︿略﹀

富加5

一見︑何の曲もないやうなこの胡同ではあ

冬は冬で︑風當りの少ない胡同の簗場に︑

管のやうな胡同には︑それがふしぎなほど

をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒

十㎜11

子どもたちがたむろして︑日だまりを樂しみ︑
ぶたい
日暮れ時の胡同の廣場などに︑影壁の舞嘉

岩心4

るが︑

十三1

らどこまでも︑つながってみる感じである︒

十川10

異
御硯箱は何のかざりもなく︑筆・鉛筆等︑

︵形状︶1

を︑どうともすることができない︒午後

︑大損害を與へたことがわかる︒どっと

︑並みたいていのことではない︒いよい

見わけのつかないことが多い︒書食も終
︑基地へ婦着することのできない危険さ

は︑よくかうしたことがある︒波がひど

有の積乱雲が多いことであらう︒眞黒に

んな太い雨を見たことはなかった︒さす

宗家・國民と離すことのできないもので

にばらばらになることであらう︒してみ

中には國語といふことさへも考へない人

い夢路にはいったことを思ひ出すであら

三四箇月土を見ることのできなかった目

もあるのが現れることがある︒黒字は︑

うなものが見えることがある︒それが太

ばでいひあらはすことができない︒これ

世界であるといふことを︑私たちはすで

﹇毎﹈︵名︶1

まあ︑しやうのない旨きですこと︒

かはいいぬひとりだこと︒

十二鵬8圏團 身命を捨て候事は︑朝廷へ恐れ入り

り︑早世仕ることも候はば︑君の御

ごと

十一而8圓團 へ恐れ入り為事と︑誠に心痛致し居

一

汝が顔を見んこと︑これを限りと思

て︑敵に降ることあるべからず︒

ちまみらせんことあるべしとも思は

にも︑ただこのことのみを思ひけり︒

度の戦に勝つことを得て︑敵軍の氣
事のすこぶる重大なの

ば︑まことに危いことであった︒十五

十二589 下を騒がすといふことは︑重い罪である

112112111111110

十二525聖霊のへってみることを考へてくれない

10110102
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十一402園

うか︒や︑よいことがある︒これにか

紙とはこの紙のこと︒きつねの鳴くや

きとはこの骨のこと︒とくさをかけて
一両ばかり

︑きげんのよいこともあり︑悪いこと

それ は ま た 高 い こ と ち や ︒

ともあり︑悪いこともある︒もし︑き

がりとは︑扇のことちや︒おのれは古

これは︑へんなことになりをつた︒お
教へにたがふことなかれ︒今度の合
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日本を打ち立てることができないとする

424968274351555523910
れは︑溶炉院宮に事の次第を申しあげて

こ

十二掴1囲国 朝恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒

十十十十十

十と十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
7
ニニ好望ニニ南山ニニニニニニ脱型ニニニニニニニ

十二592 名にお預けといふことになった︒又略﹀
十二615 よいよ切腹といふことがきまった︒細川
十二624囹 ことにせんないことでございます︒﹂

十二622囹 野内匠の書痴のこと︑いろいろお聞き

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一一636 すると︑またこのことが法親王のお耳に
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た時ほど苦しいことはなかった︒もと

れあ、圏圏図圏圏義挙園囹園囹園麗園園囹
れは仕合はせなこと︒末廣がりはござ

はつ本
に
こがと そき紙うれた
たを着りもちて景教れりもきれととかは時
静。打の ま がへはとあげははは。仕ほ
寛慶ち戦著たゐ獄門に はりんまここや合ど
植芝立に世だらにをたへ のたのの は苦
宮はて七番こせ汐見がん高商よ面骨紙よせし
爪
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四948園
それに︑今年もまた︑その大蛇が出て來

太郎︑今年からおまへがまくのだ︒

よく響き渡る︒

五275園
ことしゃほう年︑穂に穂が咲いて︑

今年は︑二十五日のお祭の日が︑ちゃうど

ちの小草も米がなる︒

六147

それに今年は︑五年置に一度ある牛行列

日曜日になります︒

六154團

今年は︑めづらしい牛行列が見られるさ

が通るさうです︒

六171團

その中には︑親燕もゐますが︑今年生まれ

うですね︒

た子燕が︑たくさんまじってゐます︒

八66

しかし︑その中には︑今年生まれた子燕が

たくさんゐます︒

八93

す
今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑血忌

今年も︑隣りのゆずが黄ばんだ︒

今年も︑六月から放牧に出しましたが︑

﹁おお︑今年こそは豊年だ︒﹂

今年は︑ひでりだ︒
十脱6園

五風十雨︑今年は︑何とありがたい年であ
ったらう︒

まさつら

けるを︑河内へ返さんとて︑

かはち

十二887図

その子正行が今年十一歳にて供したり

十㎜10

十川4

十483圃

九843

春の日ざしとなりぬ

九376図閣白々とあんずの花の咲き出でて今年も

また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

八111

み

直別2 夜の胡同は眞直なので︑それこそ鼻をつま

ことがら

ことごとく

るころになりましたので︑

五655圃

ある︒

まれてもわからないほどである︒

れん
直別7 胡同に面した家々の門には︑聯が書かれて
はとぶえ

十島9 春になると︑鳩笛が天から響いて來て︑胡
同をにぎははせる︒

十㎜1 中庭のあんずが咲いて︑花びらが胡同へち
らちらと降って來るのも︑このころである︒
十㎜7 その鳴き聲が胡同に響いて直る︒
十㎜12 胡同は︑子どもたちを育ててくれる母のふ
ところのやうなものである︒

ごとうかん ﹇御統監﹈︵名︶1 御統監
八611 野外統監部へ︑天皇旗をお進めになって︑
御統監の大元帥陛下がお出ましになりました︒
こどう
こどうふうけい ︹課名︺2 胡同風景 解同風景
こどう

十312 三 胡同風景
十川1 三 胡同風景
ごとうれい ﹇御答礼﹈︵名︶1 御話禮
十一115 母宮殿下も︑︿略﹀︑心もち御頭をおさげ
﹇事柄﹈︵名︶1

になって︑御蓋禮をあそばされた︒
ことがら

九411 書かれたものをくり返し讃んで︑ことがら
や心持がよくわかった時は︑

ことこと ︵副︶1 ことこと
﹇尽﹈︵副︶1

九533 時鐘番兵がことことと後甲板に來て︑
ことごとく

ことしゃ

今年

びやうぶ

八339図

見おろせば︑いく百丈の谷は︑あたかも
されど︑これより下︑十四五丈ばかりは︑

屏風を立てたるがごとし︒

八329図

ゴトシ︾

十4510図 たき木︒﹂と叫びつつ︑手當りしだいに ごとし ︵助動︶24 ごとし 如シ ︽ゴトキ・ゴトク・
﹇今年﹈︵名︶17

物を運びて︑かまの火にことごとく投じたり︒
ことし

も︑今年は海へ つれて行ってもらへる︒

三588 せみがなく︑水遊びができる︑それより

聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ

こけむしたる岩石︑壁のごとくつき立ちたり︒

八343図

小枝小枝はかすかにふるふ︑

晴れた

れのごとくくだるさま︑人わざとも思はれず︒

江南のしらじら明けを攻め進むすめら

細きこと針のごとく︒

八458図圏
る空に︑

御軍うしほのごとし

九367図魍

九櫨7 ねらひ違はず︑狼介が満月のごとく引きし

ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

十46口蔚凶過載の人々︑あたかもいひ合はせたるご

とく︑足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒
ちぶさ

十202図魍安らかに眠れ︑幼かりし時わが乳房に

されど︑喜三右衛門は︑動かざること山

すがりて︑すやすやと眠りしごとく︒

のごとく︑一念ただ夕日に映ゆる柿の色を求めて

十455図

わが子小次郎が年ごろにて十六七ばかり︑

止まざりき︒

十価7図

うん
そのかげに甲武者三千黄人︑︿略﹀︑雲

花のごとき少年なり︒
か

十一181図

三人張りの弓に十三束三伏せの矢をつ

霞のごとく並びみたり︒

十一195図

大石を︑かるがると脇にさしはさみ︑

がへ︑滞月のごとく引きしぼり︑

十一221図

これよりのちは︑寄せ手雲霞のごとし

まりのごとく二三十︑績け打ちにぞ投げつくる︒

十一224図

といへども︑城を攻めんといふ者なく︑

レンガフ

ヨ

十一541図風叫び海怒りて︑波は山のごとくなれ
ども︑

キセキ

十一5610図鼠走が聯合艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前

魔下樋卒モ︑皆此ノ成果ヲ見ル川里

キ カ

記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑

ンデ︑唯々感激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

タダ

十一576図画

ことに一ことば
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音もまさりて︑

よろこびを

せせらぎ

歌ふがごとく︑

十一688図圃 行く水は少しにごれど︑
の

雲の績く果に︑半月がうっすらとかかってみるの
要するにわが國初民意の尊い歴史であり︑

は︑殊にさうした感じを深くします︒

十﹁捌7
文學である︒殊に大切なことは︑かうしてわが國

行くわれを迎ふるごとし︒

殊に

主上︑︿略﹀︑玉顔殊にうるはしく︑諸

漕水艦の潜望鏡かと︑近づいて見れば︑

﹇言葉﹈︵名︶70

オのことば

コトバ

ことばεおこと

日本ノラジオハ︑日本ノコトバヲハ

ば・おことばどおり・ほめことば・みことば・ラジ

ことば

容易に見わけのつかないことが多い︒

魚の群だつたりする︒殊に地平線上の雲の影は︑

十二川1

卒をみそなはし︑正行を近く召したまふ︒

十二997図

始って︑十一月ごろまではよく灰が降り︑

ウルの町へふりまく︒殊に︑︿略﹀三月ごろから

時々この火山が爆獲して︑火山灰をラバ

十一689団坐 行くわれを迎ふるごとし︒

ことに

十一麗4

の古鐘が︑古語のままに残ったことである︒

ら

十二510図闘さしのぼる朝日のごとくさわやかに
な

もたまほしきは心なりけり

十二449図魍 あをによし奈良の都は咲く花のにほ
ふがごとく今さかりなり
十二帽3圏 島々は︑大空の星座のごとく並び︑
つばめ

十二柵4圃 艦船は︑魚群のごとく進み︑
﹇殊﹈︵副 ︶ 1 2

十二塀5圏 航空機は︑燕のごとく渡り︑
ことに

ことに住吉神社は︑境内が辛く︑

けいだい

八943 みんな古いいはれのある神社やお寺です︒

九佃5園 困ることはよくあります︒ことに寒い時
に︑それが多いのです︒
す

ニー63圃

はち

十375 一面にざらざらしたやうな感じである︒殊

ナシマス︒

ニー71圃正シイコトバガ︑キレイナコトバガ︑

に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を思はせる
やうなでこぼこが︑目立って見える︒

ニー72圏

キレイナコトバガ︑

日本中ニキコエマス︒

です︒殊に日本では︑昔から月と文學が︑まった

このことばを聞いて︑おちいさんもお

十425 光が︑われわれに大きな慰めを與へるから

四369

艦長のことばにはげまされて︑白組十三人
みかんを作った人たちの喜びとは︑ことば

一たび占領地へはいれば︑ことばが通じな

大東亜職孚は︑一面にことばの職です︒

いかぎり︑手も足も膨ません︒

して︑思ってみることを傳へますが︑

九396 相手が目の前にみる時は︑ことばを口に出

九401 それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり

もし︑私たちの話すことばや︑書く文字が︑

することばや︑文字がよくわかるからです︒

まったくわからない外國人であったら︑

九402

九406 私たちは︑いつもこのやうに︑わが國のこ

とばと文字のおかげをかうむつてるるのです︒

を樂しくしてくれます︒

九412 このやうに︑ことばと文字は︑私たちの心

みることを︑ことばで話してみると︑

九414 私たちが︑心の中で考へたり感じたりして

九416 更に︑ことばで話したことを文字で書き表

そんな人は︑まだまだことばや文字のあり

しますと︑

がたさを知らない人です︒

九422

ことばと文字は︑いはば心の中を寓し出す

鏡であります︒

九426

すから︑それは聞いてみる人の心にだけ残ります︒

九427 ことばは︑思ったことを聲でいひ表すので

工夫したりするひまがありません︒

九435 ことばで話す時には︑︿略﹀︑いひまはしを

それで︑とかくことばがおろそかになりが

いひまはしを工夫したりするひまがありません︒

九436 話す時には︑一々ことばを深く考へたり︑

ちです︒

九437

これと反封に︑りっぱな心持が正しいこと

九446 聖心を正しいことばで話せば︑

ばで書かれてあれば︑

九445

九443 どんなにかざったことばで話しても︑

これらの民族のことばがちがってみても︑ 九439 いつも話すことばに注意して︑

ここまでいふと︑母はこみあげて亘る悲し

九343

九342

さにことばも止って︑机の上へつつぶしました︒

九329

八2210團

では︑とてもいひあらはすことができません︒

六278

の選手は︑カッターに乗りうつりました︒

五896

ばあさんもびっくりしました︒

く離れられないものになってゐます︒

十902園日本の軍人が實に勇ましいことです︒殊
に工兵隊が自分の任務を果すまでは︑決して持ち
場を離れないえらさに︑すっかり感心しました︒

十佃2 すべて︑讃みならはしによってきまるので
す︒殊に︑人の姓名や︑地名などには︑おのおの
特別な讃み方があります︒

十㎜9 交通路に故障が起れば︑國の活動は︑たち
まちとどこほることになる︒殊に支那のやうに︑
廣くて大きな國では︑

十一727 見たところはさびしい雲です︒夜︑この

565
ことばずくな一ことばつかい

九448 私たちは︑文字を正しくきれいに書き︑り
つばなことばで話すことを忘れてはなりません︒
さへて︑矢を抜き取りけり︒

九638図 爲次︑ことばなく︑ひざをかがめ顔を押
九864 ぼくは︑祖父のこのことばを聞いて︑ほん
たうにうれしいと思ひました︒

九947 先生の激働のことばをしっかり心にだいて︑
﹁︿略﹀︒﹂と話された先生のことばが︑思ひ

先頭から順々に海へはいって行った︒
九983
出された︒

なついて見せた︒

九悩2 下直の血を吐くことばに︑信長は大きくう

通りかかったある大尉がこれを見て︑︿略﹀︑

ことばも通じないらしい︒

九鋤7 窓を開くことができないので︑ぼくのこの
十108
﹁︿略﹀︒﹂と︑ことばするどくしかった︒

十968園 戦死者のことまで︑深いお情をいただき
まして︑お禮のことばもありません︒

十価3 ﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるものです
が︑これこそわが國の昔からのことばで︑
﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂と

いったわが國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當てて

十備5

讃んだもので︑

出監8 音と訓を持つた漢字を︑二字以上組み合は
せて︑ことばが書き表された場合には︑

十柵5 また︑ことばによっては︑﹁重箱﹂﹁記念
日﹂のやうに︑上を音︑下を訓で霞んだり︑

十柵8 滞身の力をこめて︑出したことばでありま
せう︒

十 1 村の良民と違った着物を着てみるわけでも
なければ︑ことばが攣ってみるわけでもない︒
十一258 相手の人に封して尊敬の意を表すために︑

自分のことを﹁わたくし﹂といふのが︑

特別なことばを︑われわれは常に用ひてみる
十一266
すでに謙遜したことばであり︑

十一308﹁行く﹂﹁來る﹂を﹁いらっしゃる﹂とい
眞の敬意︑すなはち敬ふ眞心がことばに

ふなども︑女らしいことばである︒

十一315

昔ながらの美風が︑ことばの上に反映し

現れることが︑最も大切である︒

十一324

源氏物語の一節を簡軍にして︑それを今

たのにほかならないのである︒

十一374

兵隊さんは︑俳句を讃んでもらった満足

日のことばで表したものですが︑

十一伽6

しかるに︑阿禮の語るところは︑すべて

を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒

十一伽7

わが國の古いことばである︒

漢字ばかりで︑われわれの日常使ふこと
苦心はやがて報いられて︑阿禮の語ると

ばを書き表さうとしたら︑どうなるであらう︒

十一柵1
十一柵8

古事記を讃んで︑重賞愛書の歴史を知る

ころは︑ことばそのまま文字に書き表された︒
十一梱10

とともに︑そのことばを通して︑古代日本人の精

もしあれが佛のみことばであれば︑その

では︑まだ十分でない︒

十二493

﹁まさか︑この無知非道な羅刹のこと

あとに何か惹くことばがなくてはならない︒
十二504囹

いったいおまへは︑だれに今のことば

ばとは思へない︒﹂と︑一度は否定してみたが︑

十二5010囹

修行者は︑うっとりとしてこのことばを

あのことばの残りを聞かう︒

を教へられたのか︒
十二533囹

聞き︑それをくり返し口に唱へた︒

十一一553

かれは︑あたりの石といはず︑木の幹と

いはず︑今のことばを書きつけた︒

十二561

とばでいひあらはすことができない︒

十二個10光の強さに至っては︑ほとんど普通のこ

十二襯4 このやさしい歌に歌はれてるることばこ

この高歌に歌はれてるることばも︑また

そ︑わがなつかしい國語である︒

十二槻10

われわれが︑毎日干したり︑聞いたり︑

わが尊い國語にほかならない︒

十二爾3

しかし︑ひとたび二十の地を踏んで︑こ

讃んだり︑書いたりすることばが國語である︒

とばの通じないところへ行くと︑

十二備10

ことばずくな
あいさつ

宗治と検使とは︑ことばずくなに挨拶を取

ことばづかい ﹇言葉遣﹈︵名︶3 ことばつかひ

りかはした︒

十齪3

部隊長は︑︿略﹀︑やさしい︑いたはりの ことばずくな ﹇言葉少﹈︵形状︶1

神を︑ありありと讃むことができるのである︒
十二2310

このことばが︑孔子をどんなに満足させ

心のこもったことばで訓示をした︒
十一一311

おほとものやかもち

たことか︒

ならない︒

十一322

ことばつかひをていねいにするためには︑

また長上を敬ふ家族制度の美風からも︑

ぜひとも敬語の使ひ方をよく心得ておかなければ

十一255

にすることが︑非常に大切なことになってみる︒

十二413大伴家持が長歌の中によみ入れた次の 十一253 禮儀を重んじ︑ことばつかひをていねい
どこからか聞えて簸る尊いことば︒

ことばは︑今日國民の間に凄く歌はれてるる︒
十二482

難行苦行に︑身も心も疲れきった一人の
しかし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ今のことばだけ

修行者が︑ふとこのことばに耳を傾けた︒

十二484
十二492

ことばともじ一こども

566

ていねいなことばつかひが重んじられてみる︒
ことばともじ ︹課名︺2 ことばと文字

九28 七 ことばと文字⁝⁝⁝三十八
子ども

九381 七 ことばと文字
﹇子供﹈︹話手︺5

村のふみきりを通る時︑子どもがこちらを

うでした︒

五519

八百屋の車だ︑

子どもの車だ︑
子どもの買出し︒

八百屋の車だ︑

見て︑ばんざいをしてゐました︒
五752囲

すると︑一人の子どもがいひました︒

五754囲

﹁︿略﹀︒﹂と︑一人の子どもがいひました︒

こども
五鵬7

五鵬1

子ども﹁ こ ん に ち は ︒ ﹂

六574 子ども﹁いや︑まだいっかう役にたちませ

六571

みんながわいわいいふのを︑初めからだ

﹁︿略﹀︒﹂といふ子どもがありました︒

6

その子どもは︑この時︑みんなからはなれ
﹁︿略﹀︒﹂と︑その子どもがいひました︒

かうした勇奮やおちつきは︑子どもの時

南洋の小さな子どもが︑よく葉の上に
ときに︑あなたは︑あの感心な子どもの
うはさを︑お聞きですか︒

六546園

乗って遊びます︒

六433園

から︑きたへるやうにしなければならない︒

六351團

五七8

て︑前の方にある木のそばへ行きました︒

五悩6

まって聞いてみた一人の子どもがありました︒

五

五脳2

ん︒﹂

六576 子ども﹁おかげさまで︑どうやら︑うちで
仕事をしてをりま す ︒ ﹂

子ども﹁ありがたうございます︒

六581 子ども﹁はい︑ほんたうでございます︒
六592

こども ﹇子供﹈︵名︶67 子どもδしなのこども
た︒

三278 蛙の子どもが︑川ばたで遊んでゐまし
三978 四人の子どもが︑一びきのかめをとり
まいて遊んでゐます︒
まを︑氷の上でまはして遊びます︒

四528 満洲人の子どもは︑木でこしらへたこ

きっと︑子どもの孝心が︑神様にとどい
六569

たきぎをせおった子どもが︑出て來る︒
感心な子どもですね︒

子どもは︑おじぎをして錦る︒

二人の村の人は︑子どもの後姿をじっと見
そののち︑この親孝行な子どもの話が︑都
さうして︑子どもの孝行をおほめになって︑
年賦を︑﹁養老﹂とお改めになりました︒

六603

にも傳はりました︒

六597

てるる︒

六596

六594圓

六593

たのだらうと︑みんながいってゐます︒

六561園

く子どものことでせう︒

四603 子どものやうですが︑なくなったおかあ 六548園ああ︑あのいつも︑たきぎをせおって歩
さんにそっくりでした︒
や︑支那の子どものお話をしてあげませう︒

四佃7国 この次におあひする時には︑職孚のこと
四佃8 すると︑とつぜん一人の子どもが︑大きな
聲で︑︿略﹀と歌 ひ だ し ま し た ︒

五172 先にあがった子どもの足を引っぱって︑は
ねのけようとするものもあります︒

五178 先にかけあがった子どもは︑兵たいさんに
しがみつきます︒

五179 あとから來た子どもは︑兵たいさんのけん
にっかまったり︑くつにとりついたりします︒

五505 ちゃうど親の手に︑子どもがすがりつくや

ある家の子どもが︑マッチをすって︑その

もえがらを捨てたのが︑もとだといふことです︒

六755

弟が持って來た全書を見ますと︑子どもが︑

六757園子どもの火あそびが︑いちばんいけない︒

手をあげてけい禮をしてみる給でした︒

六831

六m4雪舟が︑子どもの時の話です︒

六伽8 子どもが︑船のまん中にゐます︒
六燭5 その中に︑子どももまじってゐました︒
六柵5 元亨な子どもの聲がして︑
六幽1 こんな子どもの歌が︑聞えて來ました︒

八83 フィリピンで︑ある年の十月の末︑子ども

ここで︑漏人の子どもや︑ロシヤの子ど

が燕をつかまへました︒

八211團

もたちが︑よく遊んでゐます︒

八235国何のかんばんだらうと思って︑そばで遊

明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑

んでみた滞人の子どもにたつねますと︑

子どものほほに降り注ぎます︒

八桝5

八価2 れんげうの咲いたそばに︑子どもがよく集

おとうさんたちは︑鏡に向かって子ども

つて來ます︒

あなたもお行儀をよくしないと︑日本の

日本の子どもは︑みんなお行儀がいいの

のやうにはしゃぎながら︑

九197團
九295囹
です︒

子どもに笑はれますよ︒

九297園

それはちやうど︑遠足に行った子どもの

九477 母親に子どもがすがりつくやうに︑

九平6囹

績いて︑老人も︑女も︑子どもも︑若者の

鯖りを案じる母親の心と愛りません︒

十237

そばを通る子どもに︑いたづらをした︒

あとを追ふやうにかけ出した︒

十324圓

567
こどもいち一こどもたち

十柵9 中には︑女も子どももみる︒
十鯉8園 うちの子どもが︑うゑてるます︒
十㎜2 二人の子どもは︑かういってせがんだ︒
十脳10 二人の子どもは︑茶わんや︑紙や︑油や︑

ほのぼのとした影が揺れながら動くのは︑
子ども三

子ども三﹁おもしろいから︑かめをころが

﹇子供三﹈︹話手︺1

子ども心を引きつけて止まない︒

十㎜2

三987

こどもさん

子どもさん

あなたがたのやうな子どもさんが︑ゐも

﹇子供﹈︵名︶1

してみるのです︒﹂

四川8團

こどもさん

マッチを持つた︒

十珊6 どこかの子どもが︑もう頭をつるつるにそ
こどもし

子ども四

子ども四﹁だって︑ぼくたちがっかまへた

﹇子供四﹈︹話手︺1

三993
のだもの︒﹂

子ども常會

今日は日曜日で︑子ども目標の日です︒

﹇子供常会﹈︵名︶2

六356

今日の子ども常會は︿略﹀飛行機の整備

こどもじょうかい

九佃4園

﹇子供達﹈︵名︶38

子ドモタチ

子ども

をしてゐられるをぢさんに來ていただきました︒

たち

こどもたち

ニー85マンシウノ子ドモタチノヨム本デシタ︒

子ども心

子どもたちは︑この氷の上に︑指で字

四㎜3

四佃4

それについて︑子どもたちは聲をそろへて

支那の子どもたちに手つだはれながら︑

﹁兵たいさん︒﹂大きな聲で呼びながら︑支

歌ひました︒

五163

那の子どもたちが︑六七人やって來ました︒

とったひつじが二三匹走って來ます︒

五167 子どもたちといっしょに︑黒いぶたや︑ふ

﹁わあっ︒﹂と︑子どもたちは大喜びです︒

あがらうとして︑ころげ落ちるものもあります︒

五169 子どもたちは︑いきなりどなうの上にかけ
五188

しく川のふちに腰をおろしたり︑

五191 お菓子をもらふと︑子どもたちは︑おとな

五204 さうして︑上たいさんのかたの上にも︑子

どもたちの頭の上にも︑そっと止ります︒

げふみをして遊んでゐました︒

五撹2 月夜の晩︑子どもたちが五六人集って︑か

五皿6 子どもたちは遊ぶことをやめて︑しばらく

ここで︑満人の子どもや︑ロシヤの子ど

もみあひ出て來ました︒

もたちが︑よく遊んでゐます︒

八211團

八桝3

子どもたちは︑︿略﹀︑スケートの手入れを

窓のそばに︑鳥かごがつるし出され︑︿略﹀︑

喜びです︒

八梱8 春の來ることは︑子どもたちには︑大きな

して︑ちゃんとしまっておきます︒

八梱6

ちに︑すっかりしてくれたのですよ︒

飯の支度からお庭のさうちまで︑私の知らないう

満洲に住んでみる日本の子どもたちは︑ 八㎜3囹 けさは︑子どもたちが早く起きて︑朝御
寒ければ寒いほど︑子どもたちは喜びま

を引いてみる兵たいさんを見ると︑

子どもたちは︑ちゃんと︑﹁兵たいさん﹂
といふ日本語を︑おぼえてみるのです︒

四研7

月を見てゐました︒

六価6 あの子どもたちのやうに︑お参りしたいも

子どもは︑じっと聞きながら目を伏せて

﹇子供心﹈︵名︶1

のだと思ひました︒

うらしまは︑お金を子どもたちにやりま

六柵6 みこしをかついだ子どもたちが︑もみあひ

三㎜3

子どもたちは︑﹁わあ︑わあ︒﹂いひながら︑

とうとう︿略﹀︑泣き入ってしまった︒

す︒

四525

︿略﹀︑元氣よくスケートをします︒

四512

を書いたり︑人の顔をかいたりして遊びます︒

四493

行ってしまひます︒

三㎜6

す︒

姿で子どもをだいて門口に立ってるるのを見ると︑
はう
食事は子どものやうに一々たべさせ︑繍

﹂

三㎜4

こどもこころ

子ども一﹁よかった︑よかった︒﹂

三981 子ども一﹁このかめをころがしてみよう︒ 四柳3 そこで遊んでみる支那の子どもたちが︑車

こどもいち ﹇子供＝︹話手︺2 子ども一

帯は日に何回となく取り代へ︑

たい

十一一楢10

十一泌5 マライ人の女たちが︑夕方など︑こんな

が︑大きな頭を振りながら時々現れて來ては︑

十一別4 サラワク特産のオランウータンの子ども

てるることがある ︒

子どもが︑椰子の梢にのぼって實を取つ

尼さんは︑子どもの髪をなでながら︑

213た424141
、

んに來てくださると︑︿略﹀うれしいのです︒

十㎜3 二人の子どもは︑笛を合はせて吹いてみる︒
られてるるのである︒

十細2 これを聞きつけて︑子どもが大勢集る︒
十㎜10 子どもの見ものでは︑このほかに影給があ
る︒

から︑この門柱の聯を眺めてみる︒

十劉10 小さな子どもは︑給も字もわからないころ

十一351 紫式部は︑子どもの時から非常にりこう
子どもは︑おとなしくすわった︒

2が666

でした︒

十 十十十
一ゐ一一一

こどもに一こなゆき

568

子どもたちの顔が並びます︒

五751

十五

や

ほ

や

子ども八百屋

十934園 あの子どもたちも︑さぞ喜んで地下に眠 ことり ﹇小鳥﹈︵名︶17 小トリ 小鳥

三46圃春だ︑春だと︑

二332

今日はあ

小鳥がうたふ︒

小トリガ︑チチチチトナイテヰマス︒

つてみることでせう︒﹂と︑乃木紅軍はおだやか

てふも小鳥もたのしさう︑

小鳥のおんがくほうほけきょ︑

ちいち

小鳥が︑木の上で歌を歌ってゐます︒

い︑ぴびい︑ほうほけきょ︒

五131圃

三238

なたの花まつり︒

三66圃

に語った︒

十獅9 張は︑子どもたちと約束した物を︑ふと思

十㎜11園 これで︑子どもたちは︑生き延びませう︒
ひ出した︒

十川6 子どもたちとの約束が︑果せると思っただ
けでも︑張はうれしくてならなかった︒

あたりは︑うれしさうな小鳥の聲でいっぱ

十一勉12

何唐竹百といふ敷知れない小鳥たちが︑

ことりたち ﹇小鳥達﹈︵名︶1 小鳥たち

のたまふところ︑ことわりにこそ︒

﹇理﹈︵名︶1 ことわり

いっせいに歌を奏する︒
ことわり

九681図國

ことわ・る ﹇断﹈ ︵四五︶ 5 コトワル ことわる

二705

風モコトワリマシタ︒

雲モコトワリマシタ︒

︽ーッ・ーリ︾呂おことわりする

二728

何ごとにもすなほなかぐやひめでした

カベモコトワリマシタ︒

四353

二752

ことわってもらひました︒

が︑いつもおちいさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

いです︒

五145

三盛1野山へ行っても︑小鳥一羽取れなかった︒

かけがへのない弛しい遊び場所であり︑

十踊2 ここに住んでみる子どもたちにとっては︑
二筋4 冬は冬で︑風當りの少ない胡同の廣場に︑

八822

思ひ思ひに︑スキーのあとを雪の上にゑが
明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑

きながら︑小鳥のやうにおりて干る︒

八相4

雪降れば山よりくだる小烏多し障子の

子どものほほに降り注ぎます︒

十伽8図圏

遠くの方から︑小鳥の聲が枕もとへ流れ

ぞとにひねもす聞ゆ

十一779

生き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静

るやうに聞えて來る︒

十一789

許されず︒

ふもとへ來て急停止すると︑ばっと雪煙が

﹇粉﹈︵名︶1 こな

ごとんごとん ︵副︶1 ごとん︑ごとん
つち
八978 それを大きな鐵の槌が︑ごとん︑ごとんと
うす
地響きをたてながら︑臼のやうにつぶしたり︑
こな

大波小波

その障子をこなたへたまはりて︑なに

﹇此方﹈︵代名︶1 こなた

立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

八819
こなた

がしに張らせ候はん︒

九646図國

あすからうれしい夏やすみ︑

今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑

﹇粉雪﹈︵名︶1 こな雪

前の日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

スキーをするには︑ちやうどよかった︒

八776

こなゆき

の小波はなごやかなささやきを績けてるる︒

十二鵬2

うち寄せて︑ 海がわたしを待ってみる︒

五955圏

短い鋭さの中にも︑どこかやさしさのあ こなみ ﹇小波﹈︵名︶2 小波

けさをふるはせて︑頭の上から降り注いで下る︒

十一807

る小鳥の聲に混って︑

ぼくらは︑小鳥のやうにをどる胸を押さ
へながら︑つり橋を渡った︒

十一833

耳を澄ますと︑遠く近く︑さまざまの小
鳥のさへづりが聞かれる︒

十一883

いろいろな小鳥が︑聞きなれない鳴き聲
をして飛びまはってみる︒

十一川9

八726図絵一は︑いくたびかことわりたれども︑

六梱3ところどころに林があって︑どこかで︑小

子ども二

鳥の鳴く聲がしてゐました︒

子どもたちがたむろして︑日だまりを樂しみ︑
家にもどって行ったりする︒

十㎜4 ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわてて
十盟7 子どもたちは︑その新鮮なかざりに正月氣
分を味はふ︒
十圏5 子どもたちは︑それをつかまうとして追ひ
かける︒

く︒

十圏10 子どもたちは︑またそちらの方へ走って行
十㎜12 胡同は︑子どもたちを育ててくれる母のふ
ところのやうなものである︒

たり︑人情の温かさを吸って︑

十泌1 子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ

﹇子供二﹈︹話手︺1

子ども二﹁おもしろい︒
や ほ や

子ども八

十一394園子どもたちと︑いひ合ひでもしたので
すか︒

こどもに
三982

こどもやおや ︹課名︺2 子ども八百屋

五34 十五 子ども八百屋⁝⁝⁝七十五

百屋

569
ごにん一この

ごにん

﹇五人﹈︵名︶4

五人

六154団
此ノ

此の

それに今年は︑五年めに一度ある牛行列

が通るさうです︒

この

四365園

なりましたが︑この十五夜には︑月

四369 へました︒﹁︿略﹀︒﹂このことばを聞いて

へに考へたすゑ︑このことをとのさま

六佃9 一人倒れ︑二人倒れ︑三人︑四人︑五人と︑
コノ

ら歩きましたが︑この島には︑ 一本の

﹇此﹈︵連体︶姫

四378

この

四483 れいなものです︒この氷のもやうは︑

四446

次々に倒れて行きます︒

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁コノイケヨリヒロイ

このじゅ氷に朝日が
た木のやうです︒

す︒子どもたちは︑この氷の上に︑指で

レテシマッタ︒コノヘンデ︑ヒルネヲ

四493

ニ糾2囚回

四505

この前のやうに︑はつ

一618園

ニ792団長

四858

この次におあひする時

立チマシタ︒﹁コノシャシンヲニイ

二876フカイ人デシタ︒コノ話ヲキイテ︑犬
まれる前から︑この机もこしかけも
二977園

四m3国の代り︑今度は︑

三478囹

谷川だ︒まこ
たの川をだんだん

この川をずっとの
ふとほりだよ︒

はれます︒かめ﹁このおかたが︑うら

つた天手力男神は︑この時とばかり︑さっ

︒太玉のみことは︑

このさか木に︑鏡と玉

五61

あめのたちからをの

五82

この國のたからにいた

このせまい通には︑買

この兵たいさんに︑て

この通にさしかかりま

四944国たまりません︒ このよくあがった
この前の日曜日に︑兵
四㎜2
四皿9国 りかへてゐます︒ この次には︑何か︑み

四863 になったのです︒この大國主のみこと

このかたは︑さきほ
でになりました︒

たつかひます︒この机やこしかけを
二985園
三299囹た︒﹁そんなら︑このくらみもあった
﹁︿略﹀︒﹂﹁では︑このくらみかね︒﹂と
三302園
おかあさんに︑﹁この︑前の方のむし
三411園
三453ます︒正男さんは︑この川で池を作っ

十樹5 五人の部下が︑これに從つた︒

こぬか

この川の水はどこ
ろ︑﹁いったい︑

三484園

まれる︑それでこ
︑ のうちがつづいて

る日︑にいさんこ
にのことを聞いて

三506園

ます︒子ども；こか
のめをころがし
このかめを責って
さうだ︒私に︑
三桝5園

おとひめ﹁この玉手箱は︑どん

も︑かういって︑ この大木を見あげま

五597園
く知ってみるが︑この小さなお方の名を

五442囹

五608園うい︑おまへは︑この小さなお方を知っ

﹁このへんが︑つれさう

四81

しかたがない︒ この木を切ること

五232ことがありました︒ このころになると︑お
五264囹た︒みことは︑﹁この川かみに人が住ん
残ったのは︑もうこの子だけになりまし
五275園
五276園なりましたので︑この娘に別れるのが悲
五289 ︿略﹀︒﹂みことは︑この話をお聞きになつ
五368園てるましたが︑﹁このへやで︑かとり線
四84圓

さんは︑﹁でも︑ この木は︑切るより

五863はがきが來てるた︒この前︑みもんぶくろ
五892園﹁おまへたちは︑この軍艦を代表して︑

考へてみれば︑このすばらしい舟に

四88園

四54圃 の山︒日本一のこの山を︑世界の人
四65 年かたつうちに︑ このくすの木は︑今
四74 毎朝日が出ると︑ この木の西がはは︑

三柵9園

三999囹

三981園

三462

三456園

四柵6国 なくなりました︒
四価3 ぱい荷物をつんで︑
四塒3 町の男や女たちが︑
四塒7 るものもあります︒
四伽2園 しはできません︒

十柵2 五人も︑これに和した︒
翠帳7 五人の者も︑皆そのあとを追った︒
ごにんばやし ﹇五人難子﹈︵名︶1 五人ばやし

四川6圓笛やたいこでにぎやかな 五人ばやしは
三の段︒

十一585図 五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三

ごにんばり ﹇五人張﹈︵名︶1 五人張り

﹇小糠﹈︵名︶1

十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑
こぬか
五年

六悩4圃雨はこぬかか︑糸のやう︒
﹇五年﹈︵名︶2

一一973園 四年の人も︑五年の人も︑六年の人

ごねん

も︑その前の人も︑これをつかひました︒
十ニー86 かうして︑三年も五年も石の山に通って
は︑石工の仕事を見畳えて行くのである︒

九㎜3囹をぢさんは︑もう五年間もこの方の仕事

ごねんかん ﹇五年間﹈︵名︶2 五年間
をしていらっしやいます︒

十一獅11 その時︑ジャワの英雄ジポ・ヌガラが現
れて︑五年間も守り績けた︒

ごねんせい ﹇五年生﹈︵名︶4 五年生

五M9 ちゃうど︑文子さんが五年生になったころ︑
利根は︑勇ましく北支那へ出征しました︒

七908 上のいちばん高い段からは︑五年生の山本

人で育てました︒この子を見つけてか

五971囹になりながら︑﹁この鏡は︑わがみたま

四125園
四336

っていきました︒この子は︑ずんずん

﹁國民心校の五年生だ︒﹂

た︒おちいさんは︑この子にかぐやひめ

くんがとんでゐました︒
九221国払

四339
五年め

四343
﹇五年目﹈︵名︶1

九222團園 五年生︒ぼくは中等生かと思った︒
ごねんめ

この一この
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六宙3

ぐらされてゐます︒この鐵條網に破壊筒を

七117園

︒酒もりが始ると︑この少女も座敷へ出て

した︒天照大神は︑このことをお聞きにな
この時︑みんなからは

七156

行かうとしました︒この時でした︒今まで

おい︑きみたち︑このまるい玉を︑みん

た︒その 子 ど も は ︑

この間を行ったり來た

七161

てるます︒しかし︑この時とばかり撃ち出

日︑五回 も 六 回 も ︑
この聲が通じたのか︑

七197園

六柵8

呼びつづ け ま し た ︒

この手紙を見て︑文子
七206園

七201

ら申しました︒﹁この國の野原には︑大

着きになりました︒この國にみたわる者の

たら︑忘れずに︑この袋の口をおあけな

書いてあ り ま し た ︒

この弓と矢を持って︑

このつり竿を持って行

ノイツは︑﹁もうこのへんに︑海賊はゐ

七984 ︒はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁
七脳2 した︒そのうちに︑このたくさんの糸の中
七悩6 とみえて︑しきりにこの糸を︑引つばつた
七価2 しきりに動かして︑この糸を自分の方へた
七塒6 れました︒くもは︑この上を︑いそがしさ

ん︒彌兵衛は︑もうこの上がまんして︑日

七2010 ると︑かねてから︑この野原をかこんで待 七宙6 寄っていひました︒
七231 進みになりました︒この時から︑この御劒 八104 ︑その國の人人は︑
七231 した︒この時から︑この御蚕を︑草薙劒と 八113いろいろな方法で︑
七232 つりしてあるのが︑この御心であります︒
八124なると︑だれもが︑
七256 手術を受けました︒このつらい手當の最中 八178四箇月たつうちに︑
七2610 ましたが︑しかし︑この重い傷ではどうな 八202国
︑みなさうです︒
七329園 してゐました︒﹁この子は︑ひどい目の 八207團
鯨りになるので︑
七339 皇后は︑ときどき︑この病院へおいでにな 八246国
つく思ひました︒
七342 とさへありました︒このやうに︑しんせつ 八361五番めの舞でした︒
八378に仕へてるました︒
八386 つた頼朝は︑さあ︑

六53 ねてしまひました︒この村に︑高倉下とい
六61囹 かつちの神は︑﹁この劒を︑天皇にさし
くロリ

六64囹 の倉を目あてに︑この劒を落します︒
六68 ちの神は︑ズ略﹀︒﹂この豊野とともに︑二

六66囹 なったら︑きっとこの劒を︑天皇にさし

さうとします︒﹁この牛は︑しやうがな

六81 覧たわる者たちは︑この劒で︑みんな殺さ
六123囹

六213 田道南丘は︑あの面この島と︑たつねてま

七356

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂このやうな話をしなが

六306團のだ︒ところで︑この漕水艦が︑水の中 七447 した︒歌ひながら︑このあき地に︑講堂が
かうくうぼ
も

このことを調べてみま

このっかればてた鳥を

このめづらしいお客の

このふさがだんだん大

このほかまだあります

この町にも︑すっかり

この春︑私がこちらへ

この時には︑頼朝もお

この娘は︑頼朝が義仲

六537 橘前日尊は︑太子のこのおことばを︑お聞

七643園

七643囹

七628

若したりします︒このやうに︑野原や山

し︑この反旗を︑この荘司が手に入れた

に待ち受け申し︑この御旗を︑この荘司

腹部をつらぬいた︒この重い傷にも屈しな
八6610

この女にはゆだんがで

六597 てるる︒そののち︑この親孝行な子どもの

七795團

光といふ人がみた︒このへんの敵のやうす

六616 ひながら︑ぼくは︑この二つを︑重ねたり
六801園

六967園 らもよく戦った︒この次に雪が降ったら

七8910

七865

七859

六㎜5園 汗をかくだらう︒このガラスのふたをす

六816園 ︒﹁おとうさん︑このくつ下は︑おとう

でせう︒ところで︑この六年でさへ長いと

のやうなものです︒この小さな虫が︑やが

る細長い島ですが︑この島に向かって︑北
八9010

八902の積荷は︑小船で︑この川や堀を傳はつて

す︒それにしても︑この油蝉の子は︑いつ

︒﹁兵隊さんに︑このみかんをあげたい 七816團聞えて來るのは︑この時です︒勅諭の二 八676てるた︒弱りきったこの小さな傳令使は︑
八794 れ︒﹂と叫ばれた︒この聲にはげまされて

六753 た︒あとで聞けば︑この火事には︑焼け死

てる

六378囹あらためられて︑このやうに日の丸の二 七591 きあげた︒正成は︑この旗を城門に立てて

このやうすを見て︑そ

八387 ︒唐糸といふのは︑ この女のことでした︒

このさい︑船具や武器

した︒光明皇后は︑この藥の風呂へもおい

した︒﹁それで︑

七358

いて︑海の神様﹁このつりばりでござい
たかくらじ

六256 にかがやきだすと︑このみかんの木に若芽

いふみなかの夜も︑このころは︑雨戸をし

五宝1囹

六264 風が吹いて託ると︑この實は︑日に日に大

七395

ではありませんか︒この船は︑あすの朝門

やりになりました︒この風呂には︑いつも

六273 冬が始るころには︑この黄色にだんだん二

七566

七347

六343国 や︑航空母艦も︑この魚雷にはちぢみあ

八3810
たが︑ 風のたよりにこのことを聞いて︑ う
八485園
ません︒しかし︑ このグライダーのやう
八515 最後の仕事は︑ この翼に︑紙をはるこ
八562聲で叫んだ︒私は︑ このグライダーに︑﹁
八568した︒軍隊が︑今夜この町を通るので︑私
するとう
八585園た兵隊さんが︑ ﹁この水筒にも入れてく
八649げしく職つた︒早くこのことを︑大石橋守

この木のことだな︒の

七七七
115 114

みことは︑かへってこのことを申しあげま

716695

五柵9園 命﹁ほんたうだ︒
五音2二 す︒にいさんは︑
五桝6園 りの命﹁ははあ︑

116

655囹

園

五五五五五五
121 120 116 104 100 98
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︒昔︑仁徳天皇は︑この地に都をお定めに

5

このやうに︑いろいろ

このやうに︑打つたり

九502

九488

九462

九412

九406

九396

九346

九344

き出しさうである︒この魚の行列の間を︑

左右に張ってみる︒このまぐろや︑さめを

力強い汽笛が︑突然この静かな港の空晶を

喜ばしいものです︒このやうに︑ことばと

る私たちは︑いつもこのやうに︑わが國の

の謬言を傳へます︒このやうに︑話しかけ

ました︒その隊は︑この地方の官道の感奮

ら國民學校四年生のこの少女は︑その後︑

九鵬9 略﹀︒﹂をくり返す︒このくらみあいきやう
九鵬3園 は︑もう五年間もこの方の仕事をしてい
九四7註 た故障は︑みんなこの人たちの手によつ
脚旧3囹 つた︒﹁甚次郎︑ このかぶとは祖先前段

九9610
うな請しさである︒この調子なら︑わけも

九325圏︒兵隊さんたちがこの町へ來たら︑戸だ 九942けます︒さうして︑この邊︑北から南へか

この砲身をのせる︑鋼

九5310

この大きなランプが︑

柱のやうに延されたこの鐵が︑今度は起重

この通見があってから

の學生ガリレオは︑ このことを嚢見したの

からつるし て あ る ︑

この量見を慮用したも

と沈んで行 き ま す ︒

かり昔のこ と で す ︒

この室の中央に︑直管

ができあが り ま す ︒

つ た く ガ リレオの︑

九595図︑
國列をみだる︒この野にかならず伏兵
九616図
ば︑他の家君どもこのさまを見て︑﹁︿略

たとはいへ ま せ ん ︒

7

てるた︒甚次郎は︑

この日から山中鹿南幸

この聲が四方に呼び掛

この小僧さんを主君と

この勇士の苦節に同情

この一城をもてあまし

ときの聲を作った︒

た︒さしもの敵も︑

を一目見た信長は︑

このうらみも知らぬ顔

わかった︒鹿介は︑

た︒甲部川の水は︑

きないので︑ぼくのこのことばも通じない

きだした︒ぼくは︑この春休みにハルビン

ら︑すぐわかった︒この子は新京へ母と蹄

みたいと思ってみたこの汽車に乗れて︑ほ

九重11 に見える︒ぼくは︑

九川9園

このころになると︑野

この花を根からほって

れる︒冬になると︑この大きな停車場に大
九7310から火氣を送って︑このかまの中の丸太を

つるを延してみる︒

少女は︑この町の雑貨商の娘で

くわうえい

このやうなオボを作り

野原に︑咲きだしたこのむらさきの花は︑

九盟1園大地を開くのだ︒この光榮を忘れるな︒
九川−〇

しんかう

九㎜11 しに信仰となって︑

九購4

このわけをよくおかあ

この手紙をしたためし

この胸は張りさくるば

この御苑は︑明治天皇

この門を入れば︑中央

この時︑正面やや遠く

九別4 祭がもよほされる︒ この時は︑遠いところ
九泌1 ものである︒僧は︑ この家畜の一頭一頭に

十53図道はまた右折す︒
十59図水に屯すすぎて︑
十91図ほのかに承れば︑

九288

九9110たをあけておくと︑

︑きっぱりと︑﹁この子は︑日本人では

九303園 見て︑巡査は︑﹁この子もいっしよだ︒
九305囹

九309園 ド人です︒私は︑この子の纒母です︒﹂

九319 ほずりをしました︒この子を今手ばなして

この圓をゑがくやうす

九308囹 ではありません︒この子は︑父も母もイ

十128属国
思ひ出されて︑
りの思ひにて︑
十131國團
の名をあげよう︒
十145園

九249国れる︒さうして︑この歌の一句一句が︑

、

九923 ︑十一時に見ると︑ この動き方が大てい見
九926がきます︒しかし︑ このやうに星が動くと
九929おきませう︒さて︑ この北極星や北斗七星

九902みませう︒すると︑ この二つの星の距離の
九906道に迷った時など︑ この星を見つければ︑
九907なってくれたのは︑ この星です︒ところで

〉。

くから目がさめた︒この北満の土地に來て
ふぶき
た諸君を︑自然はこの吹雪をもつて迎へ

九67図魍 浦安の國そこの國︒浦安の安ら
九96図︒これよりのち︑このわたりを磨く﹁あ

九8910︒さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線

らんとす︒一豊もこの馬ほしく思へど︑
九664図
九677図圓 おどろきて︑﹁この年ごろ身貧しく︑
九678図圓ず︒されば︑今この馬︑ゆめにも求め
九682図圓これは︑わらはこの家にまみりし時︑
九682図圓にまみりし時︑この鏡の下に父の入れ
九703図圃あ︑はるけくもこの峯に 光さし來ぬ

しかのすけゆき

さんがいひ ま し た ︒

このたくさんの﹁いわ

レオといふ學生が︑ この町の有名な大寺院

1

色焼1圏 に飛んでゐます︒ この大空のはてのはて
八鵬5 かすんで見えます︒ このころ︑夕やけの空

3

九754るやうにうれしい︒この調子で次も僥かう
九755ひどく氣持が悪い︒ この次には︑何とかし
九861園歳ごまになった︒ この村に二歳ごまもた
九864 vぼくは︑祖父のこのことばを聞いて︑
九898うになってゐます︒この七つの星を北斗七

うらやす

ける︒﹁縮員起し︒﹂この號令で︑朝の静か

さんがいひ ま し た ︒

98
108

この國を神生みたま
九42図魍
九43図塑神生みたまひ︑ この國を乏しろしめ
九44重圏姦しろしめし︑ この國を神まもりま

374197899398

99

プ㌧

108

九229国 くてたまらない︒この手紙を書いてみる

九九九九九九九九九九九九
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九103の御儀が行はれる︒この軍畑は︑天武天皇
九119 ︑明治天皇は︑特にこのことに大御心をか
九123くなったのである︒この神宮備林は︑木曾
九13ば
5かりなのである︒このやうにして︑山を
九178る︒午後になって︑この御神木は︑さらに
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この一この
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十218 ︑五兵衛は思った︒このままにしておいた
十233 がした︒山寺では︑この火を見て早鐘をつ
十267 にかへった村人は︑この火によって救はれ
十321園 話をしてみる︒﹁この村に︑古いけやき
十397 せん︒たぶん︑昔︑このたくさんな火山か
十401 しや︑さういった︑この地球上に見られる
十403 つも晴天なのです︒この望遠鏡で見てもわ
十439図 がやくに似たり︒この美しさに︑しばし

昭和十六年のこの日こそ︑われわれ

とよんだのは︑

とばをいただき︑

の天皇陛下より︑

この時である︒四日に

この上もない光榮であ

このやうなもったいな

﹁この川︑近江の湖の末

みつうみ

このおくり物がどれほ

が進み出で︑

この人一人助け奉りた

この川は西國一の大川

あふみ

てるた置酒たちに︑

いかに梶原殿︑

この人々にておはしけ
このやうに音と訓があ

このやうに︑訓にも︑

すました︒ ↓たび︑この川があふれたが最

にのぼるであらう︒この長い長い交通路を

列車が進んで來る︒このままにしておけば

かくしてしまった︒この物音に驚いて︑村

何の手がかりもないこの調査を︑打ち切ら

響く︒夏の日には︑

ほどよく響き渡る︒

どもの見ものでは︑

このころである︒楊の

この門柱の聯を眺めて

この音が涼味をさそひ

このやうに︑いろいろ

このほかに影給がある

何の曲もないやうなこの胡同ではあるが︑

からないころから︑

十一82囹 母宮殿下は︑ ﹁この杖をかうして持つ

りやうみ

と降って焦るのも︑

この中で自然の美しさ
この人たちは︑下塗り

十一98園 なかったから︑ この雨で︑農家はさぞ

やなぎ

る︒子どもたちは︑

このやうに中塗りをし

まみらせて︑この城の一の木戸を堅

十一162

十一142

十一139︑

をなさったのも︑この同じ櫻の間であっ

線の將兵たちは︑この電文が示すやうに

武官のさし出すこの電報を御↓讃のの

この附近の住民が病氣

＋梱−o星

十一189図国

を聞きて︑﹁この者︑甲の下に腹巻

十一127園ございません︒

学櫨2囹 きません︒まつ︑ このやうに内側を塗つ
十搬7囹 のままである︒﹁このまま自然に乾かす
むろ
十三8圓 くはいきません︒ この室の中をごらんな
十旧2園 仕掛けてある︒ ﹁このわくへ︑塗った物
十旧4園 して乾かします︒ この時計仕掛が嚢明さ

十一205図圓

ると︑その上へ︑

それらが一つ一つ︑ このやうにしてできあ
しゅんかん

十伽8

つてみるとはいへ︑この水で見殺しにする

しまった今︑せめてこの城だけでも︑持ち

毛利輝元を案じた︒この城が落ちれば︑羽

んで薫る︒﹁︿略﹀︒﹂この水ならば︑平地に

治療をする病院が︑この勇士の患者たちを

十一458囹

十一449園

十﹁439

十一423園

十一407

十一396

よ︒今にでも︑このおばあさんがみな

行った︒それは︑この子の乳母であるら

た尼さんの顔は︑この子とどこか似たと

為時は︑﹁ああ︑この子が男であったら

ためとき

女も子どももみる︒このまま︑じっとして

十一532圏

十一354園
十襯9

十欄8

も驚かない宗治も︑この水勢には︑はたと

十﹁564図

もせず︑職ひぬいたこの勇士の頭に︑最後

十柵5

城主を集めて︑﹁この際︑秀吉にくみし

十一714

十一575図國

十備10

十幽1

こうはい

﹁皇國の興廉此の一戦にあり︒各員

です︒ところで︑この雲がだんだんふえ

下將卒モ︑皆野ノ成果ヲ見ルニ及ン

るるに至れり︒この忍業の職に︑敵艦

カ

︒﹁さうさう︒このおにいさんにも︑

きをするつて︑このお人形さんを犬き

泣くことがある︒この不幸な子を慰める

う ば

十備8

へた︒宗治は︑﹁この刀は︑國境の固め

は

十能6囹

は來なかった︒﹁この村に︑きっと不信

てるもと

十備2園

十備2

十矧7園

十㎜10

十一232ロロ凶 たり︒されば︑この堅陣を打ち破って

このやうにいろいろな

12−Z2127101121155

へいどみかかった︒この瞬間であった︒一

十十十十十十十十十十十十十
118 11了 116 109 109 108 101 100 8了 8了 86 86
十八4

みる人たちがみた︒

このあかつき︑城の内

れ︑大津かな︒

たまひつるは︑

あないとほし︒

ります︒漢字には︑

訓となったのです︒

10486761766376
ゐ灘訓圏圏圏圏継てり霊園
漢字を警む時には︑

204
209
210
212
213
215
218
220
220
221
223

十453図 がたく︑弟子たちこの師を見かぎり去り
十523

かし︑佐吉は﹁
︑このくらみのことで弱

十十十十十十十十十十十十

224

十454図 一人もなし︒人はこの様を見て︑たはけ

＋5610
︒私たち少國民も︑この光榮ある大きな時
せうかい

十526できない日である︒この朝︑私は︑ラジオ
十558れる國がらの尊さ︒この天皇の御ためなれ
十565を思った︒神様が︑この國土をお生みにな

十781囹

だ

十592うだ︑明日こそlIこの時であった︒哨戒
十619O死といふものが︑ この時ほど容易で︑當
つあったわが隊は︑ この報をとらへて一路
十632
十655
の爆撃に移る︒と︑ この時︑わが雷撃機の
十698
に愛る︒直立して︑ この勇士に別れを告げ
歳︒﹂を連呼する︒ この歓喜を幽いっぽい
十706
十728
がかがやいてみた︒ この波頭へ向けて︑大
あづけてしまった︒ この間に立って︑佐吉
十746

の

十789
たしてよく動いた︒ この織機を︑村の人々
つてほめたたへた︒ この日︑佐吉の織機を
十793
十805
ことになったのが︑ この年であった︒いは
十823
の上にかがやいた︒ この自動織機の出現に
十831五日午前十一時IIこの時刻を以って︑わ
十836もなくなってみた︒この一民屋だけが残っ
十851て來た︒乃木將軍はこの旨を大本螢に打電
十858野田参謀に命じて︑この聖旨を傳達するこ

120

こ

十一719 なかさを着るのはこの雲のかかった時で
十一72エ と思はせるのが︑この雲です︒青空にう

十一723 ば雲といひ︑またこの雲が出るといわし

十一72医しい雲です︒夜︑この雲の績く果に︑半
十一7310 つた場合ですが︑このおぼろ雲は︑天候
十一孤8 峯﹂といふのも︑この入道雲です︒積雲
十一791 降り注いで來る︒このにぎやかな聲の二
十一796 身にしみとほる︒この水で口をすすぎ顔
十一8010 うに謡いて走る︒この美しい木々の緑と
みやま

十一819 を︑静かに渡る︒この丸木橋に立って︑
ひのき

212212212212211211211210210209

軍特別陸戦隊が︑この土地に敵前上陸し
︑町の姿をうつすこの廣い湾は︑ラバウ

十二553

十二539園

十二538園

十二504園

︑うっとりとしてこのことばを聞き︑そ

いふのだ︒何でこの身が惜しからう︒

どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑

た︒﹁まさか︑この無知非道な羅刹の

ば︑南の最良港はこのラバウルである︒

っぽいになった︒この喜びをあまねく世
十二579

綱吉は︑さすがにこの事件の始末に心を

心から禮葬した︒この修行者こそ︑ただ

教へのために︑この身を捨てるわれを

十一一571園

十二559

十二596

さん

つけてみるのだ︒この島の中央を︑屋根
かうぺ
の町も︑その後にこの山脈を控へ︑神戸

水は︑樋で残らずこの桶にたくはへてお

十一一631

をけ

桶が並べてある︒このあたりの島々は珊

いてみたが︑時々この火山が爆襲して︑

十二636

十一一713園くさないでは︑この母の心がすみませ

た︒すると︑またこのことが法親王のお

御退出になった︒このうはさが世間にも

つなよし

でしまふ︒皇軍がこの島を治めるやうに

とひ

とになってみる︒この島の住民の敷は九
えんてん

十二721 しめた︒﹁︿略﹀︒﹂この子をどこまでも助

︒それにしても︑この母の慈愛によらな

二人も︑何くれとこの手術を弓馬つた︒

十二7110囹あ︑切るなら︑この母もろともに二つ
十一一729

みる︒さうして︑この町も他の昏々と同

十二7310

廣がり 大名﹁このあたりの大名でこ

づ感じることは︑このやうな商店街が思

嫁した︒あいにくこの地方に職齪があっ

園んだのである︒この時︑おくればせに

陽虎といふ者が︑この地でらんばうを働

やうこ

亜職孚開始以來︑この學校に監禁されて

け︑それによってこの石はかう割れると

を打ち込んで行くこの仕事は︑生やさし

つてくれる寳が︑この中に生きてみるの

になる貴い銅が︑この鑛石の中に眠って

人も住んでみる︒この地に住みついた日

三月ごろに終る︒このころになると︑千

く晴れた朝など︑この一嚢にしば

たちを喜ばすのもこのあたりである︒こ

地上を支配する︒この炎天のもとのはる

十一矯1圃圓 れた︒二 ﹁この道はいっか來た道

十十十十十十十十十十

﹁かう廣げて︑この金物でじっとしめ

これ︑地紙とはこの紙のこと︒きつね
︑組みがきとはこの骨のこと︒とくさ

︒﹂冠者﹁これ︑この骨でござります︒

ました︒これ︑この通り︑きつねの鳴

う無げまして︑この金物でじっとしめ
︑取って返してこの勢にかかり︑打ち

ほんくわい

に向かひ︑﹁この期において︑おん

さに聞きて︑この母にも語りしもの

生をかへて︑この本懐を達せん︒﹂

この道路を︑わが機械

十二棚8 南へ走ってみる︒

遊びにも︑ただこのことのみを思ひけ

顔里なればこそ︑この最もむつかしい教

である︒しかも︑

へないのである︒ この工兵隊の軸労苦︑思

この危黒物を掘り出す

十二研2

この御降嫁による公武

十一而2

ま物を取り除き︑
十一一鵬8

十二鵬8 が埋設してある︒ このじゃま物を取り除
の修行者が︑ふとこのことばに耳を傾け

氣がついた︒﹁この羅刹の聲であった
十二501園

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一824 のは︑桧である︒この深山の朝の嬢氣に
十一831 陽は︑ほがらかにこの温泉の谷間を照ら
十一945 かに聞えて謬る︒この大自然がくりひろ
十﹁954 きあげて︑それがこの尾根を界に消散す
十一982 らう︒幸ひにしてこのころは︑割合ひな
十一992 約五千メートル︒この作業が終るころは
十一 4圓 ︒﹁それでは︑この月の光を題に一曲

十一M3 名聲を博したのはこの曲である︒十七
十一価5国 も知れません︒この一年間は︑何を見
十一柵8團 して來ました︒この春植ゑつけた野菜
十一槻7 はれる︒しかし︑この道以外に部隊の進
十一槻8 ので︑どうしてもこの難關を突破しなけ
十一旧2 をにらんでみる︒このはりつめた第一線
十一桝8 あった︒四十近いこの兵隊さんは︑前線
十一齪5 ば 天地の榮えるこの大御代に生まれ合

81

81

81

85

85

85

92

93

93

95

ったこともある︒この歌は︑﹁︿略﹀︒﹂と

十十十十十十十十十十十十
のお側で死なう︑この身はどうなっても

いった︒﹁︿略﹀︒﹂このことばが︑孔子を

77
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皇臣圏珍客園『園園『園囹
96

十一桝7 い老人になった︒この人がなくなったら
十一齪9 うけた私たちは︑この歌を口ずさんで︑

十一悩8 ました︒まことにこの人にふさはしい歌
十一価6 ゐます︒私たちはこの歌を聲高く讃んで
十一踊6 ふるまひを見て︑このあたりがいちばん
十一描11 島である︒汽船をこの島へ寄せるとした

十一鋤12 雄を生んだのが︑この地方である︒まも
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この間にも︑主家の難

ました︒宮には︑ この爾三年︑御涙の乾

三品9園

このあいだ

十一一梱7

十二擢6 もし火であった︒
この御文を舞画してひ

この島に不時着して負

このやさしい歌に歌は

7園

このうえは

﹇此間﹈︵名︶12

このあひだ

この間

おや︑だれかと思ったら︑この間のか
はい︑この間は︑お助けくださいまして︑

この間は︑かめをお助けくださいまし

この間は︑お見まひくださってありがた
この間︑つりばりをのどにかけまして︑

﹇此上﹈︵接︶2

この上は

賊のさわぐところを射させて︑五千人鯨り
も殺した︒この上は︑ひやうらう攻めにしようと

このごろ

このごろ︑なかまのものが︑ねこに取

﹇此頃﹈︵名︶6 このごろ

三428園

正男さんは︑このごろ︑﹁︿略﹀︒﹂と考へ

られてこまる︒

るやうになりました︒

三455

六554園その子について︑このごろ︑ふしぎな話

おなかの病氣で︑長い間寝てゐましたが︑

があるのです︒

七335囹

このごろは︑もうすっかり兵螢生活にな

このごろは︑おかげでだいぶよくなりました︒

七776團

このごろまさえさんは︑熱心にいけ花

れて︑毎日樂しい日を送ってゐます︒

のおけいこをしてみるさうですね︒

十一柵2国

さてさて︑このたびの舞は︑日本一ので

このたびこそ︑手を蓋くして合戦仕

おんみの弟子のうち︑最も學を好むも

﹇好﹈︵五︶2好む ︽ーミ・ーム︾

この世

今ここで︑命を取られるのだから︑この

﹇此世﹈︵名︶4

ああ︑母はもうこの世の人ではないのかと︑
十叡10園

紫の君は︑︿略﹀おばあさんに死なれて︑

この世のなごりに︑ひとさし舞ひませう︒

このろ

﹇子囑﹈︵名︶1

子のろ

たった一人この世に取り残されてしまった︒

十一431

力を落してゐました︒

八401

世の別れに︑↓曲だけ吹かせてもらひたい︒

七465園

このよ

ございましたが︑不幸にも短命でございました︒

十二362園學を好み︑過ちも二度とはしない男で

のはだれか︒

十二3510園

この・む

り候はずば︑父の申しし遺言にもたがひ︑

十二984図國

きであった︒

八367園

この間︑私が︑山でたきぎを拾ってゐま このたび ﹇此度﹈︵名︶2 このたび
このあひだ︑支那町を見に行った時︑お
先生︑この間から︑いろいろ考へてるた

のですが︑とうとうこんなものを作りました︒

九391園

もしろいかんばんが見つかりました︒

八232国

すと︑つい︑足がすべってころびました︒

六581園

たいへん苦しんでみるところでございます︒

五欄5園

う︒

四棚5團

たこを︑今日あげてみました︒

四883国をぢさん︑この間作っていただいた

てありがたうございます︒

三

ほんたうにありがたうございます︒

三流1園

めさんだね︒

十二掴3 する朝臣たちも︑
この時から一面した︒

この夜︑満洲國皇帝陛

ール陥落の夜

十二⁝㈹2圃

十二悩5 に封ずる朝議は︑

して出 動 の 途 中 ︑

この將校は︑恐怖と失

士たちは︑艦長のこの命令を意外に思つ

こ とを知った時︑

この熱︑この光のおか

この光のおかげで生き

この敵の將校は︑寝床

生物は ︑ こ の 熱 ︑

この一握りの土に︑ほ

この大きな太陽が︑私

あらゆ る 生 物 は ︑

が見つ か ら な い ︒

ひ出すであらう︒
この國歌に歌はれてる

この國歌を奉唱する時

九858

まさえさん︑この間は︑お手紙をあり

この間も祖父がいひました︒

このやうに大切な國語

こけのむすまで

恩人なのである︒

十一脳6團

このスコールの足は︑

この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう

がたうございました︒

このやさしい目を見張

七596

十一描8国

はっきり見える︒

この洋上では︑よくか

よくできて︑この間一部分だけ牧穫しました︒

えて登るやうだ︒

この測定に寸分の誤り

ふみとどまってみたのは︑みんなわら人形

して︑賊は︑攻め寄せないことにした︒

七606

呂かみよこのかた

であった︒もうこの上は︑何でもかでも攻め落し
このかた

てしまへといふので︑

この夜感激の軍・艦行進

を感じた︒雌雄をこの↓翠に決する最後
消えて行く︒三

十分ごろである︒この時すでに早く︑わ

しゆう

ぬき︑不幸にも今この厄にあったのであ

ばった︒沈没したこの小さな母艦は︑敵

あやま

づらだったのか︒

度は北緯三度だ︒

91065451161175
ならないだけに︑

このあたりは︑時に氣

いてるたが︑ もうこのあたりから︑ はつ

この海洋を越えて縦横

心から祈り奉る︒

︑草の芽の緑llこの三四箇月土を見る

水の流れだといふこの川べりは︑ もうほ

みつ

みた︒ さ う し て ︑

込む夜 で あ っ た ︒

89833289226422

この夜︑陛下のおやす

十十十十十十十十十十十

十二帽7圃 世界の電波は︑

十十十十十十十十十十十十十十

十二佃8圏 は仰せられた︒
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このあいだ一このろ

574

575
ごはい一こぶね

また進んで行くと︑やぶのところがら︑二

﹇御拝﹈︵名︶1

御拝
しんぺう

匹の親のろと一匹の子のろが出て猛た︒

九⁝⁝⁝9

ごはい

五倍

大神の大前に︑︿略V御辞をあそばされた︒

十二㎜6圃 皇帝陛下は︑建國神西に御参進︑天照
﹇五倍﹈︵名︶1

九902 すると︑この二つの星の距離の五倍ばかり

ごばい

﹇小箱﹈︵名︶1

小箱

のところに︑きっと一つの星が見つかります︒
こばこ

小旗

十鵬1 冷藏庫から氷を持って來て︑みかんの小箱
﹇小旗﹈︵名︶3

の中でくだきました︒
こばた
さいだん

六伽8 屋號を染めぬいた小旗も見えます︒

もしやう

八旧2

八伽1
御飯の時︑おかあさんが︑おとうさんに︑

ねえさんは︑すぐに御飯をたき始めた︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃると︑

ちの顔を打つ︒

こばやかはたかかげ

うちで︑特に人のほめたのは︑五番めの舞でした︒

五ヒキ

五匹

十一758

︵名︶1

五百メートル

盲同さは五百メートルぐらゐですから︑ま

ごひゃくメートル

つたく手に取れさうに見えます︒

﹇五百理博﹈︵名︶3

下の低空を飛んでみる︒

ごひゃくよき

五百鯨騎

五百古義ひしひしとくつわを並ぶ︒

くすのきまさしげ

畠山︑五百齢騎にて打ち渡る︒

十㎜10図
十柵3図

ひやうご

延元元年五月十六日︑楠木正成都を

︵五︶1 こびりつく ︽ーイ︾

﹁ゴ病人ハドチラデスカ︒﹂

﹇御病人﹈︵名︶一 ゴ病人

たち︑五百齢騎にて兵庫へくだる︒

十二884図
こびようにん

二407園

五風十雨

九762 木のやにがうんとこびりついて︑煙の出口

こびりつ・く

﹇五風十雨﹈︵名︶1

をふさいでみる︒

五風十雨︑今年は︑何とありがたい年であ

ごふうじゅうう
ったらう︒

十㎜10

い

せ

ごふく

途中︑まつ伊勢の皇大神宮に参って︑御調

運をお祈りになりました︒

七191

その五番めの舞を舞ったのが︑あの萬壽姫 こぶうん ﹇御武運﹈︵名︶1 御武運
であったのです︒

八363

﹇五匹﹈︵名︶2

けれども︑どうしても桑をたべようとしな
いのが︑五匹ゐました︒

五383

リニナッテヰマシタ︒

そののち︑だんだんやせて行って︑三日め
﹇子羊﹈︵名︶1

子ひつじ

り︑手製のチーズやバタなどを供へたりする︒

ごふく

雑貨店と呉服店を中心に︑︿略﹀支那風

御無事

囁政殿下の御無事でいらっしゃるのを拝し

﹇御無事﹈︵形状︶1

﹇子豚﹈︵名︶一 コブタ

小舟 小船

港に集って直る船の積荷は︑小船で︑この

﹇小船﹈︵名︶6

八902

こぶね

一324 コブタ

こぶた

た元帥は︑胸をなでおろしながら︑

七9910

こぶじ

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

十一加1

二366ウサギノ子ハ︑五ヒキヰテ︑ヒトカタマ ごふくてん ﹇呉服店﹈︵名︶1 呉服店

ごひき

十二㎜9 雲が低いので︑今︑機は五百メートル以

十512間あたたかい御飯の湯島が︑幸福に︑私たごひゃくメートルいか ︵名︶1 五百メートル以下

﹁おとうさん︑御飯のあるところへ行き

ほかほかと︑立ちのぼる湯氣を見つめながら︑

十517圏白い御飯から︑あたたかいみそ汁から︑
十㎜4囹
ませう︒﹂

ぎ

ばせうの葉に包んだ御飯や︑バナナのあ
や

葉に包んだ御飯は︑日本のかしは餅を思

げものや︑山羊の焼肉などがある︒

十一脳12

十一獅1
はせる︒

五番︑春山監視哨︑三十七分︑北︑敵︑
中型︑三十︑三千︑南東︒

八柵5圏國

十184図圃上し︑母は齋壇をしつらへ︑日の丸のごばん ﹇五番﹈︵名︶1 五番
みちひさ

小旗二もとをかかげつ︒

十一152 若宮道久王殿下が︑喪章をつけない日

たかかげ

川隆景 小早川隆景

かはたかかげ

きっかはもとはる

の丸の小旗をお持ちになって︑
ごばんめ ﹇五番目﹈︵名︶2 五番め
こばや
︑3
51
0十二番の舞がめでたくすみましたが︑その
こばやかわたかかげ ﹇小早川隆景﹈︹人名︺2 小早
ノ
てるもと

たかかげ

九槻4 輝元を大將とし︑吉川元春・小早川隆景を
副將として︑

十M4 輝元のをぢ小早川隆景は︑
ごはん ﹇御飯﹈︵名︶12 ごはん 御飯Oあさごは
ん・おひるごはん

三966園 ﹁ごはんですよ︒﹂と呼ばれて︑行って
みると︑

こひつじ

には︑五匹とも死んでしまひました︒

五385

三974 ごはんがすんでから︑戦地の兵たいさんごひきとも ﹇五匹共﹈︵名︶1 五匹とも
・に︑みもん文をかきました︒

四177 みんなでごはんをいただきました︒
七242 まもなく朝の御飯になるので︑
にした御飯を︑見るまに平げてしまひます︒

七7910團大きなアルミニュームの食器に︑山もり 九加9 濡身するものは︑子ひつじの料理をあげた

コブラーこまいぬさん

576

川や堀を傳はつて︑大阪の町々にあげられます︒
ろ
九479 漁船をめがけて︑ぎいぎいと櫓の音もすが
すがしく︑たくさんの小舟が近づいて行く︒
九4710 漁船のかたはらに︑小舟がぴったり寄りそ
ふと︑

九488 このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急
ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ錦って行く︒
太刀先そろへて一時に打ってかかる︒

十一5図 小舟に乗り︑教経の船に並べて乗り移り︑

十一㎜5 かうして︑北洋にただよふ小船のせま苦
コプラ

しい船室に︑しばしの夢が結ばれる︒
︵名︶一

十一鎚3 椰子の實からコブラを取るためである︒

コブラ

ごふんかん ﹇五分間﹈︵名︶1 五分間

十217

十222

﹁︿略﹀︒﹂と︑五兵衛は思った︒

﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五兵衛

五兵衛は︑いきなりその稻むらの一つに火

は︑大きなたいまつを持ってとび出して來た︒

十226

一つまた一つ︑五兵衛はむちゅうで走った︒

を移した︒

十227

高奎から見おろしてみる五兵衛の目には︑

あり

十238
十241

五兵衛は︑あとからあとからのぼって干る

五兵衛は︑大豊にいった︒

それが蟻の歩みのやうにもどかしく思はれた︒

十244

老幼男女を︑一人一人数へた︒

集って來た人々は︑もえてみる稻むらと五
五兵衛は︑力いつぽいの聲で叫んだ︒

兵衛の顔とを︑代る代る見くらべた︒

十246
十248

始めてわれにかへった村人は︑この火によ

ごへんじ

ごほうこう

御奉公

御奉公なさ

﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑をばさんは︑

こぼ・す﹇零﹈︵五︶3こぼす︽ーサ・ーシ︾

﹁︿略﹀︒﹂といって涙をこぼされました︒

六752

七338 ﹁︿略﹀︒﹂と涙をこぼして︑ありがたがるお

︽ールル・ーレ︾

一言半句︑不平もぐちもこぼさず︑ひた

ばあさんもありました︒

こぼる

すら任務を遂行する姿には︑

十二研3

﹇零﹈︵下二︶3

十㎜5□縢凶漁松の葉の葉ごとにむすぶ白露のおきて

こぼ・る

おきてはこぼれこぼれてはおく

はこぼれこぼれてはおく

十撚5︹図圃

十一楢2図魍木から物のこぼるる音や秋の風

こぼれる ︽ーレ︾

髪が︑はらはらと前へこぼれかかる︒

こぼれかか・る ﹇零掛﹈︵五︶1 こぼれかかる ︽一

十一428

ル︾

﹇零﹈︵下一︶2

三468園そんなら︑海は水でいっぱいになつ

こぼ・れる

涙が︑とめどなくこぼれました︒

て︑こぼれませんか︒

﹇五本目︵名︶1 五本

六麗8
ごほん

まき場の

山二︑小サイ木ヲ五本ウエマシタ︒

こまδにさいごま

あすからうれしい夏やすみ︑

﹇駒﹈︵名︶1

こまが朝風に︑ いななきながら呼んでみる︒

五952圃

こま

こんどは︑私が先に書きますから︑春 一405

﹇御返事﹈︵名︶1

﹇御奉公﹈︵名︶2

これなら︑ごほうこうもできよう︒

﹇御奉公﹈︵五︶1

四532

細い棒の先にひもをつけて︑そのひ

コマイヌサン

ア

コマイヌサン

ウン

こまは勢よくぐんぐんまはります︒

もでこまの腹をたたきます︒

四531

まを︑氷の上でまはして遊びます︒

満洲人の子どもは︑木でこしらへたこ

四774囹

︽ール︾

ゴハウビ

四528

力がわき起って︑日本の軍人として︑恥 こま ﹇独楽﹈︵名︶3 こま

る

﹇御褒美﹈︵名︶一

十一107園
ごほうび

一91圃

トノサマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナッテ︑ こまいぬさん ﹇狛犬﹈︵名︶2 コマイヌサン

ゴハウビヲタクサンクダサイマシタ︒

ニ924

決死の畳悟で︑御奉公なさるやうに︒

ごほうこうなさ・る

つかしくない御奉公をすることができた︒

九207国

ごほうこう

枝さん︑ごへんじをください︒

四699囹

ごへんじ

五兵衛の前にひざまついてしまった︒

つて救はれたのだと氣がつくと︑ただだまって︑

十268

指さす方を一同は見た︒

九5410 そこで五分間の休みがあって︑露天甲板洗 十2410 たそがれの薄明かりをすかして︑五週中の
ひとなる︒

ごぶんしよう ﹇御文章﹈︵名︶1 御文章

十二柵2 宮の御文は︑實に言々血涙の御文章であ
つた︒

九533園 ﹁紹員起し五分前︒﹂と︑高直將校に報告

ごふんまえ ﹇五分前﹈︵名︶1 五分前
する︒

五兵衛

﹁︿略﹀︒﹂とつぶやきながら︑五兵衛は家か

﹇五兵衛﹈︹人名︺15

十205

ごへえ

ら出て來た︒

十208 長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなるや
うな地鳴りとは︑年取つた五兵衛に︑今まで纒験
したことのない︑無宿味なものであった︒
下の村を見おろした︒

十211 五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに
十214 村から海へ移した五兵衛の目は︑たちまち
そこに吸ひつけられてしまった︒

577
ごまいめ一こみあげる

﹇五枚目﹈︵名︶2

五枚め

一93圏 コマイヌサン ア コマイヌサン
ごまいめ
﹁これが五枚めだったな︒﹂
こまか

十333園﹁はい︑五枚めです︒﹂

十332園
﹇細﹈︵形状︶3

ウン

八梱1 けづられて行く砲身のまるみを計ったり︑

こまか

こまかな注意をしながら︑熱心に働いてゐます︒

十784 鐵材を使ふことができなかったために︑す
べて木材によって︑こまかなところまで作り直し
て行った︒

﹇ 細 ﹈ ︵形︶4

こまかい

︽ーイ・ーク︾

十一708 ごくこまかな氷の結晶の集ったもので︑
こまか・い

されて行きます︒

小松

こまどり

こまやか

敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心

をこまやかに表すことのできるのは︑

十一317
しかし︑かな文であればこそ︑當時の國

語を自由自在に使って︑その時代の生活をこまや

十一367

源氏物語が︑いかによく人間を生き生き

かに罵し出すことができたのです︒

十一376

どこまでもこまやかで︑すっきりした感

と︑美しく︑こまやかに嬉し出してみるかが

十一711
εおこまり

じの雲です︒

こまり

困り方

ただ︑困り方が違ふぞ︒

﹇困方﹈︵名︶1

十二29エ園

こまりかた

は別に思ひませんが︑困ることはよくあります︒

十752 今のやうな仕方では︑みんながきっと困る

軍勢には︑ちっとも驚かない宗治も︑この

時が來るに違ひない︒

十⁝⁝2

いつまでも赤ちゃんでは困りますよ︒

水勢には︑はたと困ってしまった︒

十一419園

﹁いったい︑徳の修つた君子でも困ら

困ったら悪いことでも何でもするとい

君子だつて︑困る場合はある︒

れることがあるのですか︒﹂

十二285囹

十二291囹

十二291園

﹇五万騎﹈︵名︶1 五萬騎

ふのが小人である︒

ごまんき

く︑となみ山のふもとに陣を取る︒

八296図義仲は︑五萬騎を引きつれ︑これも同じ

覧になり︑

十一114

十696

母宮殿下も︑御満足さうに王のお顔を御

﹇込上﹈

︵下一︶

5 こみあげる ︽一

今まで︑おさへにおさへてみた悲しさが︑

ここまでいふと︑母はこみあげて詣る悲し

みんな︑胸にこみあげるうれしさを押さへ

﹁おのれ︒﹂と︑一時に怒りがこみあげる︒

ながら︑熱心に聞き入った︒

十549

つた︒

九偽9 甚次郎は︑胸がこみあげるやうにうれしか

さにことばも止って︑

九329

一度にこみあげて︑

六242

ゲ・ーゲル︾

こみあ・げる

つた細い筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

十捌2 さうして︑時々︑くじゃくの羽で穗先を作

こみ εうえこみ・とびこみ・ねんりょうつみごみ
日かげになって困ってみた百々は︑
おかげで︑金の牛は︑おなかがすいて ごみ ﹇塵﹈︵名︶1 ごみ
ただ清勝へ行く時︑何べん追ひかへしても︑

にいさんのだいじなつりばりを︑魚に取
それは︑兄のだいじなつりばりで︑私も
困ってみるところへ︑御殿に仕へてるる萬
とかくことばがおろそかになりがちです︒

九描5囹ただ一心にやってゐますので︑苦しいと

それでは困りますから︑

九438

壽がよからうと︑申し出た者がありました︒

八352

困ってしまひました︒

五榴5園

られて︑困ってみるところです︒

五麗5園

五柵6園どうしょう︑困ったな︒

あとからついて來るのには困りました︒

五梱7

困るといふことはありませんでした︒

四465

四133

四77園﹁どうも困ったものだ︒﹂

られてこまる︒

三428園このごろ︑なかまのものが︑ねこに取 ごまんぞく ﹇御満足﹈︵形状︶1 御満足

ーリ・ール︾■おこまる

七373 かうして︑田の土は︑だんだんこまかく耕 こま・る ﹇困﹈︵五︶17 こまる 困る ︽ーッ・ーラ・
七研7 日が沈んだばかりのところがら︑さし出た
いく百筋のこまかい金の矢が︑夕空を染めて︑

八鵬6 きれいな海の水が︑こまかいあわをたてな
がら︑どの箱にも注いでゐます︒

九805園 こまかいことはだんだん話してあげよう
﹇小松﹈︵名︶1

が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒
こまつ
とび込んだところであった︒

八798 見ると︑大きな兎が︑ちやうど小松の中へ︑
ごまつぶ ﹇胡麻粒﹈︵名︶2 ごま粒

十二槻4 太陽を見ると︑表面に黒いごま粒のやう
なものが見えることがある︒

十二散5 黒鮎と呼ばれるもので︑見たところごま
﹇駒鳥﹈︵名︶1

粒のやうだが︑實は地球より大きいのがあり︑
こまどり

﹇細﹈︵形状︶4

聲が︑谷川の音にまじって聞えて來る中を︑

九143 やまがら・こまどり・うぐひすなどの鳴き
こまやか

こみいる一こめる

578

﹇込入 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

こみ入る

小ミチ

小道

︽ーッ︾

八佃2 そこには︑いろいろこみ入った道具がつい

こみい・る

﹇小道﹈︵名︶5

てるますが︑

こみち

一544圏 アツイ日ナカノ 小ミチヲトホル︒

ざうり

︽ーイ︾

トラック

︵名︶9

春景色︑

ゴム

ゴムεけしゴム

また︑月を直脛三センチのピンポンの球︑

地球を野望センチのゴムまりとしてみても︑

十二柵5

をぢさん︑ゴムも南洋から出るのでせう︒ こめ﹇米﹈︵名︶7米呂おこめ

家のまはりのゴム林には︑名も知れない

ゴムマリ

ゴムまり

米ヲツイテミマスト︑キタナイモノバ

早鳥は︑たくさんの米や︑変や︑豆をつ

み

植ゑ

ことしゃほう年︑穗に穂が咲いて︑

うるし

きうす
廊下にもみを干し︑小さな木臼を嵩んで

一メートル︑五メートル︑二

五メートル

そのうちに

︵名︶3

この室の中央に︑直脛五メートルぐらみの︑

込める ︽ーメ︾

それが積り積って︑五メートル︑八メー

﹇込﹈︵下一︶10 こめる

徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にゐ

る人たちの心に︑しみこむやうに聞えました︒

七288

る

Oおしこめる・たちこめる・とじこめる・ひっこめ

こ・める

トルにもなるのである︒

十ニー58

まるい池があって︑

八麗1

なるのです︒

十メートルと︑だんだんうまくすべれるやうに

四518

ごメートル

米をつく︒

十一泌9

せたもので︑

十佃6回米の粉と︑おがくつとを︑漆でねり合は

ちの小草も米がなる︒

五656圏

りゃ︑こがねの花が咲く︒

五646圃米はたからだ︑たからの草を︑

んで︑都の方へたびたび通ひました︒

四131

カリ出マシタ︒

二895

ノガ︑タクサン出マシタ︒

ソレデ米ヲツクト︑オカネヤタカラモ

六409園

世界中のゴムの大部分は︑南洋から出る
では︑ゴムの木をうつしませう︒

十一盟10

密林とゴム林が無限に績くマライに︑た
ほさう

鳥が來て鳴き始める︒

十二川6

︵名︶3

だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒
ゴムまり

から海を渡って來たゴムで作ったものです︒

けつけて來ました︒

六422園消しゴムや︑ゴムまりも︑はるばる南洋 七佃5 オランダ兵士が︑弾をこめた銃を持ってか

二831馬手ノ上ニゴムマリヲノセテヰルネ︒

二89一

六412園
六413園

それを集めて︑かためると︑ゴムができ

のです︒

六421園
るのです︒

消しゴムや︑ゴムまりも︑はるばる南洋

から海を渡って來たゴムで作ったものです︒

六424園

ゴムの車輪の上にとりつけられた︑小がた

の封職車砲は︑

八佃8

住宅の周園には︑すくすくとのびたゴム

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑

十一盟2

大粒の雨が︑ものすごい音をたててゴム
すぐ目の前のゴムの木の根へ︑︿略﹀︑幅

の葉をたたき︑しぶきをあげ︑

十一圏6
十一圏11

廣い稻妻が鋭く切り込む時など︑
ゴム園

附近の密林やゴム園の中にかくれてみた住

︵名︶一

九267

ゴムえん

一足ごとに︑

五485 朝つゆにしめった小道を通って行くと︑川
の岸へ出ました ︒

八444図團林の中の小道を行けば︑

あし

かさこそと鳴る落葉︒
す
十一789 山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑素
足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒

ごみっぽい

十一7910 山小屋の前の小道をくだって行くと︑そ
ほほ

﹇塵 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

よ風が頬にここちよい︒
ごみつぽ・い

ごみ箱

七746囲 ごみっぽいでこぼこの道を︑
﹇塵箱﹈︵名︶1

が通る︒

ごみばこ

三961 にいさんは︑こはれてみたごみ箱のふ
たをなほしました︒
こむ ﹇込﹈︵四五︶5いきおいこむ・いきごむ・いこ

ゴム林

美しい傾斜面と︑緑濃いゴム林におほは

︵名︶3

民たちも︑安心して町へ錦って來ました︒
ゴムばやし

む︒いりこむ・うちこむ・おちこむ・おどりこむ・
かきこむ・かけこむ・かつぎこむ・かんがえこむ・

十︻別1

︽ーメ︾εたちこむ・

れた公園地帯の間を走ってみる︒

きりこむ・くいこむ・さしこむ・しのびこむ・しみ
こむ・すいこむ・すべりこむ・せめこむ・そそぎこ
む・つっこむ・つみこむ・つめこむ・つりこむ・と
けこむ︒とびこむ・ながしこむ・ながれこむ・なげ
こむ・にげこむ・ねこむ・のぞきこむ︒のみこむ・

こむ
かすが

﹇込﹈︵下 二 ︶ 1

のりこむ・ひきこむ・まきこむ・もぐりこむ・もち
こむ
ご・む

とりこむ

十二368図魍 若草山も春日野も かすみこめたる

579
ごめん一ごよう

八鵬1 砲揮を込めて撃ち出す時︑砲身の根もとを
固くふさぐものも必要です︒

日が静かに落ちて行くころでした︒

八餌6 イタリヤのピサの町に︑夕もやがこめて︑
九334 二人は︑萬感をこめて最敬禮をしました︒
れと職ふ氣持で泳いだ︒

九985 ぼくは一かさ一けりに力をこめて︑潮の流

い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒

九個9 ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠

げつけようとした︒

九重7 やがて狼介は滞身の力をこめて︑鹿介を投
十㎜7 満身の力をこめて︑出したことばでありま
せう︒

こも

やま

青山にこもる大

ル︾﹇Vくちごもる・たてこもる・とじこもる

海原に敷島の國︑

かざったことばで話しても︑眞心がこもら

春秋のながめっきせず︒

九58図圏
稚︑

九443

なければ︑少しも聞く人々を感心させません︒

もとといっても︑形ばかりでなく︑い

つも自分の心がこもってみなければなりません︒

十一宙9團

十一冊6團ほんたうに勇ましい人の心の中には︑

紋章

山門高き松風に︑
御門

私たち
御門を通って行

汗をふきふき︑ちいさんは小屋へはいって︑

うしゃこや・すみやきごや・やまごや

のこぎりを持ち出した︒

九771

たちにいってみた︒

十一888 しかし︑小屋の人は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑先生

淺き夢見

聴き夢

波が︑目の前の水面に︑小さな三角の小山

﹇小山﹈︵名︶1 小山

九9510

こやま

をこしらへ︑それが顔に當って︑

有志の奥山今日越えて︑

ゆるしよ
﹇御由緒﹈︵名︶1 御由緒
としま

ゆるしよ
内にて︑御二柱の神に御由緒深きところ︒

十86図 蕾御殿・奮御苑は︑もと南豊島御料地の

ごゆいしょ

じ酔ひもせず︒

十二564図工

かうしたやさしい情がこもってみるのだと
こ・ゆ ﹇越﹈︵下二︶2 越ゆ ︽ーエ︾
う ゐ
部隊長は︑︿略﹀︑やさしい︑いたはりの 十一一547図圏圓 ﹁有爲の奥山今日越えて︑
ゑ
見じ酔ひもせず︒﹂

ご門

建長︑圓畳古寺の

心のこもったことばで訓示をした︒

十一一2310

十二774図圃

昔の音やこもるらん︒

﹇御門﹈︵名︶3

あれが︑りゅうぐうのこ門でございま

御門を通って行

この國にみたわる者のかしらは︑かねて︑

﹇粉雪﹈︵名︶2 粉雪

風にまじって︑粉雪が降ってみる︒

﹇御弓勢﹈︵名︶1

御弓勢

御用

足助殿の御弓勢︑日ごろ承り候ひし

﹇御用﹈︵名︶4 ご用

十二961図國

かくては父の名も失ひ︑君の御用に

五川2囹何か御用でございませうか︒

五衙8囹何か御用でございませうか︒

たがたにはご用のない物でございます︒

四㎜9園 それは︑天人の羽衣と申しまして︑あな

ごよう

ほどはなかりけり︒

十一202図國

ごゆんぜい

らと降りかかる︒

九η2 粉雪が︑ぼくの前の友だちの肩に︑さらさ

九烈3

こゆき

尊の御勇武を聞き傳へて知ってゐましたので︑

七201

さくさくと玉じゃりをふんで︑神殿の御 ごゆうぶ ﹇御勇武﹈︵名︶1 御勇武

御紋

とびらは金の御紋章︑
﹇御紋﹈︵名︶1

菊の御紋のついたまん幕が︑風にゆれてゐ
ました︒

六搦5

こもん

きました︒

七307圖

門の前へ進みました︒

五99團

す︒

三口5園

十一一157 いかにものんびりと響いてみるが︑一陣 こもん
ごとに心をこめて打ってるる音である︒
ごめん

﹁ちょっとごめんよ︒﹂といひます︒

﹇御免﹈︵名︶1

四価9園

ごめん

ごめんください

ごめんください ﹇御免下﹈︵感︶3 ゴメンクダサイ
一311園 ゴメンクダサイ︒
六592園 では︑ごめんください︒
﹇薦﹈︵名︶1

十一佃2囹ごめんください︒
こも

子守

とびらは金の御紋章︑

すきな花︒

四272圃菊はたふとい
の

七306圃

神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊

きました︒

十43図

こもんしゃう︑

六253 みかんの木といふ木に︑むしろやこもの着 こもんしょう ﹇御紋章﹈︵名︶3 こもんしゃう 御
﹇子守﹈︵名︶1

物を着せて︑暖くしてやります︒
こもり

守の歌と聞き︑

十﹁撹7図圃生まれて潮にゆあみして︑ 波を子
こもりうた ︹課名︺2 コモリウタ

ニ211 十 コモリウタ⁝⁝⁝三十八
二381 十 コモリウタ

花の御紋章を舞するかしこさ︒

こも・る﹇篭﹈︵四五︶6こもる︽ーッ・ーラ・1 こや ﹇小屋﹈︵名︶2 小屋与かっせんごや・じど

ごようがかり一ごりょうりん

580

も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒
十二⁝⁝6圃

この夜︑満洲國皇帝陛下は︑︿略﹀︑御

ごようがかり ﹇御用掛﹈︵名︶1 御用掛
用 掛 吉 岡 少 將 に ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と仰せられ︑

九111 昭和の今日まで︑御遷宮に際しては︑かな

ごようざい ﹇御用材﹈︵名︶1 御用材
らず木曾から御用材を奉ることになってみる︒
ちかこ

ごようめい ﹇御幼名﹈︵名︶1 御幼名
を ば

かずのみや

十二糊9 静寛院宮親子内親王は︑︿略﹀︑明治天皇
の御叔母君で︑御幼名を翌夕と申しあげた︒

古來

こら ︑ ど う し た ︒

こら ︵感︶1 こら
十103園

﹇古来﹈︵副︶1
﹇堪﹈︵ 下 一 ︶ 1

こらへる

︽一へ︾

十一319 古來わが國民は︑皇室を中心とし︑

こらい
こら・える

こらす

︽ーシ︾

六254 それでみかんの木は︑しもや雪をじっとこ
﹇ 凝 ﹈ ︵ 五︶3

らへて︑静かに眠ってゐます︒
こら・す

︽ース︾

尾をさいてごらんになると︑たいそうりっ

んにいれませう︒
五306

十一193法界

一筋受けて御覧じ候へ︒﹂といふま

まに︑三人張りの弓に十三束三伏せの矢をつがへ︑

もしおかあさんにあひたかったら︑こ

ごらんなさい︒

おかあさん︑來てごらんなさい︒

ごらんなさい︒

このほかまだありますから︑さがしてご

ごらんなさい︒

九伽8園

ごらんなさい︑歌でも︑俳句でも︑詩でも︑

けれどもよく考へてごらんなさい︒

むろ

この室の中をごらんなさい︒

か氣をつけてごらんなさい︒

十伽7 みなさんの周園には︑どんな塗り物がある

器品8囹

月に關するものがどんなに多いか︒

十426

みんなでごらんなさい︒

八257国旅順の給はがきを別に送りましたから︑

らんなさい︒

八203團

七564

七5410

らんなさい︒

七103園持って鋸って︑みんなで標本を作ってご

六662園

六441園何がうつるか︑あててごらんなさい︒

れをあけてごらんなさい︒

四588園

三鵬2囹

三887園左がはの後の車をごらんなさい︒

イ︾

十一2010図園 受けて御覧じ候へ︒
ぱな劒が出て來ました︒
行ってごらんになると︑なるほど相手は恐 ごらんなさ・る ﹇御覧﹈︵五︶15 ごらんなさる ︽一

五989

尊は︑︿略﹀︑お庭へ出てごらんになりまし

木にのぼって︑下をごらんになる︒

しさうな男です︒
五悩7
六515
た︒

六鵬2園來てごらん︒﹂と︑にいさんが︑外から
窓ごしにいったので︑
先生がごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつ

陛下は外たうをも召されず︑熱心に戦況を

あわてないで︑よく調べてごらん︒

ねになりましたが︑だれも知りません︒

七123

八524園

八614

おかあさんが起きていらっしゃって︑みん

さうして︑よくごらん︒

ごらんになっていらっしゃいます︒

八麗8園

八槻5

なのるるのをごらんになって︑

あれ︑ごらん候へ︒

さあ︑きみものぞいてごらん︒

十鵬6圏

母宮殿下は︑︿略﹀︑やさしく王を御覧に

母宮殿下も︑御蓋足さうに王のお顔を御
覧になり︑︿略﹀︑御楢茸をあそばされた︒

十一114

なって︑にっこりお笑ひになった︒

十一84

十365囹

十8010 かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ︑更に 九805囹 ひとつやってごらん︒
よしさだ

新しい工夫をこらして行った︒
＋一2310図義貞馬よりおり︑︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂と︑

しばし祈念をこらしつつ︑

十二334園しかし退いて一人でみる時は︑師の教
コラス

ゴラン

ごらん

御覧

る

御覧ず

︽ージ︾

かあててごらんなさい︒

﹇御料林﹈︵名︶1

御料林与きその

ごりょうち 5みなみとしまごりょうち
ごりょうりん

まだ御料林のほんの入門へはいったばかり

なのである︒

九132

これをごらんください︒﹂とい ごりょうりん

﹇御覧下﹈︵五︶1

一度ふり返って御了見になった︒

︽⁝イ︾

どうぞ︑

ごらんくださ・る
十115園

﹇御覧﹈︵サ変︶2

つて︑その手紙をさし出した︒
ごらん・ず

ごらんくださ

ミンナデ︑サルヲコラスコトニシマシ 十一1310 王は︑︿略﹀はるかかなたの空を︑もう 十一柵1国 いろいろな野菜がありますから︑何だ

﹇懲﹈︵五︶一

へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒
こら・す

タ︒

﹇御覧﹈︵名︶20

二285
ごらん

二821圓 クチバシヲゴラン︒

二915囹花ヲ咲カセテゴラン︒
二929園 モウード︑花ヲ咲カセテゴラン︒
三研7囹 では︑にぎやかなをどりをして︑こら

581
ごりょうりんちゅう一これ

ごりょうりんちゅう ﹇御料林中﹈︵名︶2
に︑神宮備林が定められることになった︒

御料林中

九1110 そのおぼしめしによって︑木曾の御料林中

こりる

︽ーリ︾

九177 十萬五千町歩にわたる木曾の御料林中︑最
良の檜である︒
﹇ 懲 ﹈ ︵ 上一︶1

七581 これにこりて︑賊は︑城の水をたやして︑

こ・りる

苦しあようとはかった︒

これ ﹇此﹈︵代名︶卿 コレ これ8かれこれ

四442

わたしました︒﹁これをおまへにあげ

っ︑ときれいです︒これは︑木の枝とい

これは満洲の話で

六817囹

六806園

六747園

たのですけれど︑これを送ってはいけな

はいいね︒では︑これから︑こしらへる

す︒﹁をばさん︑これから︑ずっと私の

あひたかったら︑これをあけてごらん 六822園

した︒﹁ぼくは︑これを入れよう︒﹂さ

あさんは︑﹁別にこれといって︑送って

四586囹

四499

四588園

さんは︑﹁さあ︑これでいつお正月が 六829園

六旧7

六梱3

勢の船方が︑みんなこれに合はせて︑﹁や

ち︑江下︑作江が︑これにつづいて走って

六出4囹 きになるがよい︒これほど︑おまへが十

四625園

たいさんだな︒これなら︑ごほうこう

しました︒國男︑これはにいさんが着 六皿1 引きしぼりました︒これも︑みごとに︑ち

がゐましたので︑これはよいと思って
か︒﹂漁夫﹁いや︑これは私が拾ったので

四774園

四767園

四812
四㎜6園

ネ︒コンコン︒コレハトビ︒クチバ

ニ327園 ヲヒロッテ︑﹁コレヲオシバニシマ

一844園 サンシマシタ︒﹁コレカラハ︑人ヲク

五308園

智253

五219

五213

五182囹

にはいきません︒これで︑おいとまいた

出て來ました︒﹁これは︑たふとい劒だ

わったかっかうは︑これまでのおたまじゃ

なめだかを見ると︑これも︑自分たちの早

きました︒どれも︑これも︑まるい頭をふ

いたりします︒﹁これは︑たいへんだ︒

七186ました︒さうして︑

七172園
お待ちください︒

辰111いひました︒私は︑

七101囹

七73囹

六三8園

これからのち︑日本武

これほどに強いあなた

これがあの︑おわんの

しゃいました︒﹁これから潮干狩をする

したりします︒﹁これは︑明治神宮の競

六柵4園 らはれました︒﹁これは︑上野の帝室博

﹁︿略﹀︒﹂﹁ハイ︑コレハセンドウサン︒

五624囹

一415囹 ンハ︑﹁ホホウ︑コレ呼子クデキタネ 四槻1園 ん︒﹂漁夫﹁ああ︑これは︑はっかしいこ

ニ824圓

﹀︒﹂﹁ヲヂサン︑コレハナンデスカ︒

ゆうになるのだ︒これほど︑毎日馬をか

ニ818園
二828囹

五683団

七279﹀︒﹂といひました︒

これも︑みんな皇后様

これつきり︑自分は︑

をいはせた︒賊が︑これを聞いて︑くやし

五六千人も死んだ︒これにこりて︑賊は︑

わっか千人ばかり︒これを喜んだ賊は︑百
七581

させた︒さうして︑これをよけようとして

始めました︒さあ︑これから︑だんだん早

七592

四方からこれをめがけて押し寄
た︒賊が︑

七554

づらしいでせう︒これは︑ジャワの植物

七593

きなはしごを作り︑これを城の前の谷に渡

七573

﹁これで︑地法祭はすみ

七442園︒山田先生が︑

七336園よくなりました︒

した︒先生は︑﹁これは︑いいものを忌

ニ914圓 通りニナッテ︑﹁コレハオモシロイ︒

二837園 略﹀︒﹂﹁イイエ︑コレハ︑長月サマガ

五811

した︒﹂海の神様﹁これでみんなか︒﹂女﹁

た︒子犬ですから︑これは︑なかなか聞き

つとせいが高いが︑これもぼくが植ゑたの

二923園 ︒トノサマハ︑﹁コレハフシギダ︒キ

五㎜6園

ニセモノダ︒

五m1

︒トノサマハ︑﹁コレハ

ほをりの命﹁あ︑これだ︒たしかにこれ

を取る︒鯛﹁あ︑これで︑すっかりらく

二968園 ます︒二年生も︑これでべんきゃうを

五襯3園

ニ936囹

二971園 した︒三年生も︑これでべんきゃうを

五備2園︺

七471
︿略﹀︒﹂といった︒ これが︑名人といはれ
七531
してみた人たちは︑ これを合圖に︑船から

二975園 その前の人も︑これをつかひました︒

これだ︒たしかにこれです︒﹂

五備2園

さけびました︒﹁これはおまけですが︑

七602

六431園

ますね︒しかし︑これも南洋の田植です

七607

三99囹

はありませんか︒これから︑しっかりと

ました︒﹁ぢゃ︑これはどうでせう︒

三92園 ちて來ました︒﹁これは重すぎる︒﹂と

六466園

のげんとう會は︑これでおしまひにしま

六449園

六469園

三102園 つ見せました︒﹁これなら︑ちゃうど

三156 きになりました︒これも大きな舟のや

六473園
やさんが︑﹁さ︑これですきなのを︑

かうともしません︒ これから︑いったい︑

が鳴りますから︑これでやめます︒みな

さんに手渡して︑これで︑ぼくのかげの

たいまつを出して︑これに火をつけて︑橋

七鵬3

七847国

七707囹

七611

行くのだらう︒これほどたくさんの

三457園
三603園

三614囹 に入れました︒﹁これを少しあげませ 六539 喜びになりました︒これは︑聖徳太子が︑

かないやうにした︒これで︑

ねが出て來た︒﹁これは︑いいものが見

おとうさんが︑﹁これは涼しさうだ︒

六637

六615園

三633囹

りました︒たひ﹁これは︑まださしあ

︒﹁おもしろい︒これで︑いっか︑おと
つつ
一本の筒がで
三糊4園

三839園 いお天氣だね︒これから︑いっしょに 六629園

これ一これ
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とうとうノイツは︑これまでたびたび没牧

七嗣3 がみて︑彌兵衛も︑これまでずるぶん苦し
七枷−o

八107といふ敷ですから︑これを送るのはたいへ

八74 のかも知れません︒これから行かうとする
八161ることがあります︒これほどたくさん植ゑ
八223国じあ﹂が出ます︒これで新京へは八時間
八296図萬騎を引きつれ︑これも同じく︑となみ
あがれり︒大忌︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂
八333図
着きぬ︒されど︑これより下︑十四五丈
八338図
八375 vと申しました︒これを聞くと︑頼朝の
八376した︒愛るも道理︑これには深い事情があ
八4010 vと答へました︒これを聞いた萬壽のお

V。

間になりました︒ これでおしまひにしよ

にこそ︒ されどこれは︑ わらはこの家
九681図圖
家臣答へて︑ ﹁これは東菊第一の名馬
九695図圓
九763口をふさいでみる︒これだ︑これが病氣の
九763いでるる︒これだ︑これが福二のもとだと
九895すことにしませう︒これはすぐ見つかりま
九903さがさうとしたのがこれで︑北極星といふ
九941星ともいひますが︑これははっきりしてゐ
﹁これから遠泳をする︒
九946園
九鵬7 がね虫など︑どれもこれもただうるさいだ
九擢9血 す︒しかし︑よくこれまで戦ってくれた

十稲4

十価9

十価3

工備1

これは︑﹁うまれる﹂﹁
ろいうに讃みます︒

ろの音で讃みます︒これは︑もともと支那

ばれるものですが︑これこそわが國の昔か

漢字本來の襲音で︑これを漢字の音といひ

見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ これも手早く矢をつが

八672 近にみたわが兵が︑これを見つけた︒つか

八7610図

九椥6

よしっね
源氏の大証義経︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

八503ければならないが︑これはなかなかむつか
八512囹を指にのせて︑﹁これはいい︒よく飛び
んが︑又略﹀︒﹂﹁これにも︒﹂﹁これにも
八585園
︒﹂﹁これにも︒﹂﹁これにも︒﹂と出され
八586囹

天
／9
40
1んときまりがある︒これは重さに關係があ

八4810かくことになった︒これはたいへんむつか

は祖先傳來の寳︑ これをおまへにゆつる

八431ちに明かしました︒これからのち︑萬壽は
うをしてみる︒﹁これで︑百メートルの
八471囹

忌伽2囹

八丈8 を仕組んだもので︑これが振子時計の始り

しまった︒すると︑ これも力自慢の福間彦
こん
くれた︒諸君は︑ これからいろいろな困

＋柵10図 す︒新中納言知盛これを見て︑教経のも

十佃7図 つてかかる︒教経これを見て︑まつ二二

地特有のもので︑これがなかなか塗り物

に塗って行く︒﹁これはさび漆といふも

十101かかったある大尉がこれを見て︑悟りにめ

十側5囹 した︒﹁さうだ︒これくらみのことで一
十桝9囹 は︑いつれも︑﹁これは意外のおことば

ふくまひこ

返されてみる︒﹁これで︑ 一通り工場の
ちんれつ
内は終りました︒これから︑製品陳列室

十114園ませう︒どうぞ︑これをごらんください

十衛10

じまん

十衙3

十伽4囹
十伽6園
十伽2園
十悩2園
九烈11園

なれてしまった︒ これでも書しいことが

九僻5

である︒おのつからこれにたよる心がわき

八柵6 のやうに進みます︒これが︑﹁いか﹂だと

九鵬11

九矯8園

八百4園 てくれましたね︒これはありがたう︒一
八協4園

九82図國 后︑弟七里︑﹁これ海神のたたりなる

十133 たく候︒﹂大尉は︑これを讃んで思はず涙

たやうです︒ でも︑これくらみの波に負け

八槻9 を運んで回るので︑これが吹く日は︑天も
九91口a凶 べに寄りぬ︒尊︑これををさめて︑后の

これに從ふ五千の將士
智勇すぐれた城主︑
九96図 ﹂とのたまひぬ︒これよりのち︑このわ

をさしあげた︒﹁これは︑いいものをも

しんぢゅうなごんとももり

九伽4園

てるる︒しかし︑これも仕方がない︒そ
九192團囹
でまはした︒﹁これでは︑義男たちが 十142園
﹁これは︑ただごとでな
九1910国 現れて來る︒もうこれで南洋の住民と見 十204園
十225囹もったいないが︑これで村中の命が救へ
九239国つと思ふのだが︑ こればつかりは送りや
十332園を織ってみる︒﹁これが五枚めだったな
九281たちはさう思ふと︑ これもうれしさうに︑
十338園を打ってるる︒﹁これだけ︑たたいてし
九444を感心させません︒ これと反封に︑りっぱ
十358園︑正男くんは︑﹁これでにいさんのお手
九469直に近寄って託る︒ これを合圖に︑今まで
十388した火山は︑どれもこれもけはしくて︑低
九543くつり床をくくる︒ これから號令が次々に
十643番艦に︑レパルスがこれに績き︑駆逐艦三
これは水兵員の受持で
天甲板洗ひとなる︒
九5410
十693 ︒早いてまた一機︑これも自爆と命中とい
九575清められた乗員は︑ これから訓練に取りか
十757復するのであるが︑これを人の手によらず
九583図ふ︒義家の豪雨︑ これを聞きつけて︑﹁︿
じゃうのすけよしかげ
十777 ︑ 一心に考へぬき︑これならといふ＝塁の
九644図たり︒二重義景︑ これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂
り︒ 信長の家臣らこれを見るに︑ まこと
十778機を作りあげたが︑これもまんまと失敗で
九661図
十797た︒しかも︑かれはこれに満足せず︑すぐ
十801織機が完成された︒これが︑日本における
十863あげると︑副官は︑これをロシヤ語に課し
十脳1図國 り押し流され︑これまでたどり着きて
十島9図 り︒敵もみかたもこれを聞きて︑一度に
十㎜9図 ︒﹁︿略﹀︒﹂とて︑これを取って大浮義纒

八717図

︒源氏の者ども︑これを聞きて︑﹁︿略﹀

八767図國 弓を取られて︑これが義纒の弓なりと

〉。

十備3
十帽9
十酩4
十柵9
十棚6
十旧2
十一672図

十一642図

十一545図

でければ︑爲朝これをはたと射る︒か

の内へ引く︒敵これを見て︑防ぎかね

とす︒われは︑これに乗じてすかさず

十一㎜8園

十一911

のう

で︑秀吉はさっそくこれを用ひみつから堤
わぼく
せがあった︒輝元はこれを聞き︑和睦をし
﹂といった︒宗治はこれを聞いて︑﹁︿略﹀

くなりますが︑これまで病氣一つしま

ある︒﹁いや︑これでたくさんです︒

いてるる︒どれもこれも︑すき通るほど

能寺の愛にあった︒これには︑さすがの秀
た︒五人の部下が︑これに從つた︒向かふ

十一価1国

まけるな一茶これにあり

らう︒ところで︑これを文字に書き表す

十一伽7図魍

ひ始めた︒五人も︑これに和した︒美しく

これに當ててるる︒愛

これは︑おみやげにと

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

＋㎜11囹 たうございます︒これで︑子どもたちは

ロ 以 内 のところを︑

十川3囹 んざん降った︒﹁これでは大水だな︒﹂
十川3囹 かれであった︒﹁これで︑もう大丈夫︒
十㎜9 は︑交通路を愛し︑ これを守る村のことで
＋㎜−〇

こらう

のを見てみると︑

洲の東北部にも︑

らの山羊もみる︒

これがクチンである︒

これが夏なのか秋なの

これと肩を並べるやう

これを追ってみるのは

これはたいてい人に飼

知って︑ 狂喜してこれを迎へたのであっ

そのためである︒

スが立ちこめる︒

ある︒かれらは︑

これはちやうど︑かま

これが晴れるのを待つ

これをマンデーと呼ん

ク王國時代には︑ これを國外へ出すこと
︒陸ダイヤ族は︑ これに反し性質が從順

のあたりである︒

ち並んで見える︒

された︒安萬侶はこれを三巻の書物にま

なくなる︒だが︑これではまたあまりに

るまい︒しかし︑これでは︑漢文流に﹁

32766910263294119116112658743

じ︑また顔回は︑ これほどまでその師を

た者はなかった︒ これこそは︑わが道を

いた︒﹁さあ︑これへおすわりくださ
ると︑﹁たったこれだけですがね︑行

もである︒もしこれがお仕置きになれ
つたのである︒これを許せば︑即言の
︒どうしてまたこれは︒﹂驚く農夫に︑

く申すうちに︑これはもう都ぢや︒や
いことがある︒これにからかさがある

はう︒﹂わる者﹁これは京に住まひ致す

三れ十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
98
ニ ニニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニニ

さがあるから︑これを費ってやらう一

は古がさちや︒

これはおもしろいそ︒

これは︑へんなことに

を見んこと︑

兵庫へくだる︒

これぞ汝が第一の孝行

これを限りと思ふなり

これを限りの合職と思

取り込めてこれを討たんとしけれ

これ

これ︑これ︑どうしたのだ︒

2

暗くなってみる︒これなら︑漕望鏡を出

さうである︒全艦これを聞いてをどりあ

つくものでなく︑これに巻き込まれたら

iトルもあらう︒これを避けて北へ遠廻

いいかい︒﹂と︑これはまたたいそう明

ことができない︒これを熾嚢あらはす

かるわけである︒これほど遠いところに

べし︒﹂と叫び︑これは﹁君側清むべし

の鮎検を受けて︑これもそのままトラッ

しあげず︑ ただこれを最後の参内と思

を當てて︑﹁これは尊氏を追ひかく

まねして︑﹁これは朝敵の首を取る

の子ならば︑ これほどの道理に迷ふ

りこナり︒ 今はこれまでと︑湊川の北

引き返す︒尊氏これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

ひ︑

全うすべし︒

ひやうご

はこれは︒や︑

れば︑なるほどこれは古がさちや︒こ

がきは︒﹂冠者﹁これ︑この骨でござり

をつけました︒これ︑この通り︑きつ

ります︒﹂大名﹁これが︒﹂冠者﹁はあ︒

﹁はつ︒﹂大名﹁これは何ぢや︒﹂冠者﹁

がき︒﹂わる者﹁これ︑骨みがきとはこ

ざる︒﹂わる者﹁これ︑地紙とはこの紙

う︑田舎の人︑これぢや︒﹂冠者﹁や︑

畠蟹鰻登1鯉1鼎1騨騨鷺ツ多2響騨鞍懸騨響騨
t事書図図図圏圏図墨取園塊茎園囹園園囹
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130
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210

218

224

十節5 で︑少年の老父が︑ これに代って見張りに
十川9 年がみた︒ある夜︑ これも鐵道線路がこは
十η1 みるわけでもない︒ これをさがし出すのは
十η7 楊少年は︑ てっきりこれだと思った︒ 言い
十購2 や︑道具を入れた︑ これも朱塗りの箱を︑
十卸1 ︒いかけ屋が隠る︒ これも︑いろいろな道
十㎜2 いふやうに聞える︒ これを聞きつけて︑子
まみり ま し た ︒

や

もなし︒寄せ手これを見て︑進まんと

り︒弟の彌五郎これを敵に見せじと︑

つて死にけり︒これを軍の初めとして

たりけり︒足助これを聞きて︑﹁︿略﹀

て埋まりけり︒これよりのちは︑寄せ

も類なし︒義貞これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

海峡に集中してこれを待つ︒明治三十

︒﹁ねえさん︑これまでずるぶんわが

又略﹀︒﹂やっとこれだけが︑私の口か

ものですが︑ただこれだけで見ても︑約

が國語に︑敬語がこれほどに護達したの

國語のいき方で︑これも敬語のうちには

356435645510417

219

226

園囹鄭重園星斗園

しになった︒﹁これを飲ませておやり

十十十十十十十十十十十十十十
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これ一これ

こ

これいじょう一ころ
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三986園 これ︑これ︑どうしたのだ︒
あは

これいじょう ﹇此以上﹈︵名︶1 これ以上

十㎜11 粟も︑大豆も︑かうりやんも︑これ以上實
﹇五裂﹈︵ 名 ︶ ﹇ v し ぶ ん ご れ つ

これはこれ

のれないといふほど︑ゆたかにみのった︒
これつ

これはこれは ︵感︶ 4 コレハコレハ

一732囹 コレハコレハ︑メヅラシイ大キナモ

は

モダ︒

八鵬9囹 これはこれは︒
十湿7園 これはこれは︑思ひがけないお志︒
十二873園 や︑これはこれは︒
もり

十㎜1

交通路には︑鐵道があり︑︿略﹀︑これらの

﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二つの方法をい

延長は︑約二萬六千キロにもなるといはれる︒

十一㎜4

つしょにしたのである︒これらは名前であるから︑
割合ひ簡盟−でもあらうが︑

金網を張って壁の代りにしてるるが︑こ
増石を掘る人︑鑛石を運ぶ人︑支柱を立

れらはみんな風通しをよくするためである︒

十一刎8
十一一124

御憐察

心中御憐察あらせられ︑願ひの通り︑

﹇御憐察﹈︵名︶1

てる人一−これらがいつしょになって︑
これんさつ
十二佃9囲團

これんびん

家名のところ御真倉あらせられ候はば︑

心中御憐察あらせられ︑願ひの通り︑
家名のところ御憐慰あらせられ候はば︑

十二備10圓団

汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑

十二備3圓團何とぞ私への御三患と思し召され︑

これんびん

これもり ﹇野毛﹈︹人名︺1 維盛 εたいらのこれ これんびん ﹇御憐欄﹈︵名︶2 御憐慰 御憐慰．

これら

八316図 大將維盛は︑命からがら加賀の國へ逃げ
﹇此等﹈︵ 代 名 ︶ 1 1

のびたり︒
これら

入螢したてのころは︑馬のそばへ近寄る

ことが︑こはかった︒

五667国

五研1 文子さんが︑ちゃうど三年生になったばか

りのころ︑︿略﹀子犬を一匹もらって膨ました︒

五佃3 文子さんが︑四年目になった秋のころ︑兵

ちゃうど︑文子さんが五年生になったころ︑

隊さんから︑次のやうな手紙が來ました︒

五柵1

利根は︑勇ましく北支那へ出征しました︒

六145

寒い冬の風が吹くころは︑︿略﹀木に︑む

氏神様のお祭のころになりました︒

後の通信を首にして︑︿略﹀︑走り出しました︒

五柵8 まだ︑あたりはうす暗いころ︑利根は︑最

六252

秋のお祭のたいこが︑村村に鳴りひびくこ

しろやこもの着物を着せて︑暖くしてやります︒

六269

秋が終りに近づき︑そろそろ冬が誹るころ

ろになると︑

六273

お寺の小僧になってまもないころ︑ある日︑

には︑この黄色にだんだん赤みが増して來て︑
をしやう

六柵5
ちじごろ・ごぜんにじごろ・このごろ・さんがつご

七262

七138

ちやうどそのころ︑學校には︑何百人とい

そのころから︑潮がだんだんさして來て︑

和尚さんにたいそうしかられました︒
ろ・さんじごろ・じゅういちがつごろ・じゅういち

おしまいごろ︒くじごろ・こごさんじごろ・こごは

六326團 これらのほかに︑みかたの潜水艦どうし ころ ﹇頃﹈︵名︶64 ころ■いつごろ・いまごろ︒
で︑信些しあふ機械がある︒
めいにおぼえようとしてゐます︒

八229国 これらの人たちは︑日本語を︑一生けん

七323

そのころから︑書間は︑細いたんぼの一部

そのころ︑都は奈良にありました︒

な ら

ふけが人が運ばれて︑

ごろ・すえごろ・ちかごろ・としごろ・なかごろ・

ある年の春のころから︑

七川10

種まきがすんで十日あまりたったころ︑

静かだといふみなかの夜も︑このころは︑

ところで︑そのころ︑ひょっこりと皇湾へ

災が起ってるた︒

七㎜3 そのころ︑東京市中は︑いたるところに火

雨戸をしめてから︑始めてほっとするほどです︒

七395

︿略﹀若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

七377

で︑もう苗代の仕事が始ります︒

七365

四355

まだ︑鏡といふものが︑めったにない
このころになると︑おたまじゃくしは︑尾
それに︑今年もまた︑その大蛇が出て來
るころになりましたので︑

五276園

のっけ根のところが︑少しふくれて來ました︒

五232

ころのことでしたから︑

四598

ろくじさんじっぷんごろ

なわしろのころ・ひごろ︒ひるごろ・よなかごろ・

八2210團 たとへ︑これらの民族のことばがちがつ じごろ・じゅうさんじさんじっぷんごろ・しょうこ
てるても︑

九545 これらの仕事は︑家で毎朝起きると︑まつ
夜具をかたづけ︑雨戸をくるのと量りはないが︑

九877 ちよつと見たところでは︑ほとんど中敷と
見えるこれらの星にも︑名前や番號があり︑

九二10囹 これらの計器が一目で見分けられるやう
にならないと︑一人前ではないのです︒
九別1一 オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひつじなど
かちく

がつながれる︒これらの家畜は︑神にささげるも

のとして︑︿略Vえらばれたものである︒
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ころ一ごろうさぶろう

現れたのが︑オランダ人です︒

て︑

七M2 そのころ︑南支那の海上に海賊の一團がゐ

にほひがして︑

八215團 白いふさになった花の咲くころは︑よい
八239團 朝夕ひえびえとして︑空がほんたうにき
れいに澄むころになりました︒

北へ行きましたが ︑

がん
八246国 この春︑私がこちらへ來たころは︑雁も

九836

ぼくの仕事がおひおひいそがしくなったの
いつのころからか︑北斗は︑清くんのうち

は︑そのころからです︒

九848

一本松がはっきり見えるやうになったころ

の子馬の青と︑解そう仲よしになりました︒

九977

十一982

この作業が終るころは︑日没のおそい北

このころは︑割合ひなぎの日が多い︒

洋にも夕暮がだんだんせまって︑

十一993

なかった︒

十一伽5 そのころは︑まだかたかなもひらがなも

このころになると︑北東の季節風が吹き

そのころのほとんどあらゆる身分の人々

あ

き

東大寺の大佛ができ︑インドから高僧が

深い藍色が頭の上にかぶさったころには︑

﹇塊﹈■いしころ

五郎︑おちついてあげるんだよ︒

﹇五郎﹈︹人名︺1 五郎

ひ

だ

わしは

﹇五郎三郎﹈︹人名︺2

淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三

五郎三郎

飛騨山脈が︑蓮華・鷲羽・水晶・五郎と︑

れんげ

﹇五郎﹈︹地名︺1 五郎

みた︒

十二709

母の手は︑堅く五郎三郎の袖にすがって

郎は︑押つ取り刀でその場へかけつけたが︑

十二689

ごろうさぶろう

︿略﹀︑うねり績く雄大荘嚴な姿︒

十一938

ごろう

五473園

ころう

ころ

もう太陽は没して残光は見られなかった︒

十二㎜12

頭が︑そろそろあかね色に染まりかけて來た︒

十二㎜4 針路を愛へたころから︑︿略﹀入道雲の

てから︑二時間もたったころであった︒

十二旧1 濫費な太陽が︑シドニー沖の海面に落ち

う他の一隊は︑︿略﹀前線の橋へと急いでみる︒

十二価8 橋が三分の一ほどできあがったころ︑も

渡海して來たこうのはなやかな奈良の都を︑

十二451

ろ︑大和の安騎野で狩をなさった︒

やまと

の作︑約四千五百首を
もんむ

十二407

十一圏3
だ

から︑︿略﹀海が︑いくら力を出して泳いでも︑
と

ころは︑正月二十日謀りのことなれば︑

文武天皇がまだ皇子でいらっしゃったこ

始め︑

いつも

尼子の本城である出雲の富田城は︑そのこ

そのころ東京に博覧會が開かれた︒

たかね

十二429

なかなか前へ出してくれない︒
ろ毛利軍に團まれてるた︒

九伽5

そのころ︑京都のある寺に︑ひんのよい小
何年かたって︑もう蹄って來るころにな
このころになると︑野原には︑黄色な花が
夏の初め︑草原があざやかなみどりにおほ

十764

そのころ︑わが國で使はれてるた外註製の

ら

やっと目がさめたころ︑遠いところを通る
小さな子どもは︑給も字もわからないころ

中庭のあんずが咲いて︑花びらが胡同へち
そのころから紫式部は︑筆をとって有名
な源氏物語を書き始めました︒

十一358

らちらと降って労るのも︑このころである︒

二面2

から︑この門柱の聯を眺めてみる︒

直別11

その聲を聞くのは︑

十細9

比良の高嶺の雪も消え︑浩々の氷打ち解けて︑

ひ

十993図

自動織機と︑

十803

日ののぼるころには︑もう儀式は終ってみる︒

九別4東の地平線が白み︑まもなく夜が明けて朝

はれるころ︑オボの祭がもよほされる︒

黒雲2

咲き始める︒

九矯4

つたので︑

北川2囹

僧さんがみた︒

八6210園 自分の行ってみたころとは︑すっかり愛 九梱1
つた︒

八塚7 イタリヤのピサの町に︑タもやがこめて︑
日が静かに落ちて行くころでした︒
のは︑みごとなものです︒

八鵬5 このころ︑夕やけの空を︑日が落ちて行く
吊釜8 大豆や︑かうりやんなどの種をまくころは︑
もう満洲の春が深くなってゐます︒

九132 何といふ森林のつらなりであらうとおどろ
くころは︑まだ御料林のほんの三三へはいったば
かりなのである︒

九514 波が静かなうねりに愛って沖から押し寄せ
るころになると︑

げの煙が︿略﹀立ちのぼる︒

九517 ちやうどそのころ︑︿略﹀漁船からは︑朝

ころ︑時鐘番兵がことことと後甲板に來て︑

九532 人の顔がやっと見分けられるやうになった
九784 生まれたのは︑去年の春︑ちやうど櫻の花
の咲くころでした︒

九825 で︑ぼくは︑そのころ學校から鯖ると︑す
ぐ牧場へ行って見ました︒

月ぶりでうちの馬屋へつれて録りました︒

九832 秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑五箇

ころがす一ころも

586

﹇転﹈ ︵ 五 ︶ 6

サ・ーシ・ース︾

ころが・す

コロガス

ヲニ人デコロガシマシタ︒

ころがす

︽一

九盟11

ごろくにち

七578

ころがり出す

︽一

十四5

九剛7 えらばれた家畜は︑決して責つたり︑殺し

九636図幽暗を殺して︑われも死すべきなり︒

五六日

﹇五六日﹈︵名︶1

ころげ落ちる

ふはふはとまるくなって︑風が吹いて回る
︵副︶一

ゴロゴロ

と︑ころころところがり出す︒
ごろごろ

︵感︶1

ころころ︑ころころ

コロス殺す︽ーサ・一

ごろっぱ

波にゆら

頭のすぐ上を︑かもめが︑五六羽とんで行

﹇五六羽﹈︵名︶3 五六羽

五547

かもめが五六羽とんで來て︑

きました︒

七56圃

れて浮かんでる︒

八63 燕が︑電線や物干竿に︑五六羽ぐらゐ並ん

﹇五六百﹈︵名︶1

五六百

で止ってみるのを︑よく見かけます︒

ごろっぴやく

ラバウルは︑南洋の町としてはりつぼで

あるが︑戸敷は五六百を敷へるに過ぎない︒

十一矧5

ころ・ぶ ﹇転﹈︵四五︶8ころぶ︽ービ・ーブ・ーン︾

この間︑私が︑山でたきぎを拾ってゐま

ぼくがころぶと︑二三人が︑ばたばたと倒

試みに寒期の馬を追ひ落したるに︑ころ

途中でころんで︑雪だるまになって起きあ

十﹁憐4図閣

ころぶ人を笑うてころぶ雪見かな

ころぶ人を笑うてころぶ雪見かな

黒い衣のそろひでまふと︑

﹁︿略﹀︒﹂小僧さんは︑ををしくもかういつ

月は十五

月はまつ

十一伽4図魍

がる者もある︒

八823

びて倒るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒

八331図

れかかって來た︒

六949

すと︑つい︑足がすべってころびました︒

六582園

四317園ころんでも︑よくしまひまで走った︒

大キナカミナリガ︑ゴロゴロトナリマシ 四299 何かにつまついてころびました︒

ころこうころころ

タ︒

一514

たり︑︿略﹀できないことになってみる︒

それから五六日たって︑のろ狩をやった︒

︵上一︶

2

月夜の晩︑子どもたちが五六人集って︑か
﹇転落﹈

子どもたちは︑いきなりどなうの上にかけ
賊は︑坂からころげ落ちて︑

あがらうとして︑ころげ落ちるものもあります︒

五171

︽ーチ・ーチル︾

ころげおち・る

げふみをして遊んでゐました︒

五皿2

二545 ハジメニ︑雪ノタマヲコシラヘテ︑ソレ ごろくにん ﹇五六人﹈︵名︶1 五六人
一一546 スルト︑ダンダン大キクナッテ︑コロガ

スコトガデキナクナリマシタ︒

三981園 このかめをころがしてみよう︒
三982園 みんなでころがさうよ︒

三984 かけごゑをかげながら︑みんなでかめを
ころがします︒

﹇転出﹈︵五︶1

三987園 おもしろいから︑かめをころがしてゐ ころころ ︵副︶1 ころころ
るのです︒

ス︾

ころがりだ・す

と︑ころころところがり出す︒

十圏5 ふはふはとまるくなって︑風が吹いて來る

ころが・る﹇転﹈︵五︶3ころがる︽iリ・ール︾

︵四五︶

8みごろし

ぎやかに聞え始めます︒

ころし

ころ・す﹇殺﹈

オヂイサンバ︑オコッテ犬ヲコロシテ
すると︑あの熊になって出て來たわる者た

九梱5

夜まんまるい︒

四半1圏國白い衣のそろひでまふと︑

黒やみの夜︒

四達6圏圖

さうして︑これをよけようとして︑賊のさ ころも ﹇衣﹈︵名︶4 衣むはごろも
城から大きな石を四五十︑一度に落したの
かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑きつ
ねを追ひかけしが︑殺さんもふびんと思ひて︑

九603図

で︑また何百人か殺された︒

七604

わぐところを射させて︑五千人齢りも殺した︒

七595

ちは︑この劒で︑みんな殺されてしまひました︒

六82

シマヒマシタ︒

二882

シ︾﹇▽いころす・やきころす

7

四872園早く川の水でからだを洗って︑がま 七375 蛙の聲が︑﹁ころころ︑ころころ︒﹂と︑に
のほをしいて︑その上にころがるがよい︒
十僻4 ともすればころがりさうになるからだを︑
はめ板や︑手すりにっかまって支へながら︑

十一809 その間を際立ってくっきりと︑うぐひす
の聲がころがるやうに績いて走る︒

ごろくじつセンチ ︵名︶1 五六十センチ
八音10 五六十センチもあるのが︑いういうと泳い
で︑

ごろくせんにん ﹇五六千人﹈︵名︶1 五六千人
千人も死んだ︒

七579 賊は︑坂からころげ落ちて︑たちまち五六
ごろくせんメートル ︵名︶1 五六千メートル
トルもあらう︒

十二節4 下は海面すれすれまで︑上は五六千メー
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ほんじやうばう

て︑衣を脱ぎ捨て︑尼子勝久と名のった︒

こはす︽ーサ・ーシ︾

︽ーッ︾

︽iレ︾

けた︒

これ︑この通り︑きつねの鳴くやうに︑

こんこんといふほど︑よく張ってござります︒

十二854園

聞多は︑痛みも感じないかのやうに︑こ

コンドハキツネ︒コンコン︒

︵感︶一 コンコン

し

紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑

し

﹇紺地﹈︵名︶1 紺地

十一583図

こんじ

ニ817囹

こんこん

んこんと眠ってみる︒

十二728

かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ︑更に こんこん ﹇昏昏﹈︵副︶1 こんこん

今曉

第一︑並み並みならぬ根氣がいる︒
﹇今暁﹈︵名︶1

曲輪地

我か陸海軍今曉遂に英米軍と戦闘状態に入
﹇根拠地﹈︵名︶3

船は爆音高く根意地を出て行く︒

コンコ

するとう

こんがう

ルックサック・水筒・金剛杖の身支度も
Oかまくらのこんごろうかげまさ

スル︾

あちらこちらに︑紡綿を引き延したやうな

今生にて汝が顔を見んこと︑これを

﹇今生﹈︵名︶2 今生

おそれ多くは候へども︑今生にて今

紺青

紺青の大空には︑書の月がうっすらと出

マタ少シイクト︑コンドハキジが來マ

﹇今度﹈︵名︶44 コンド こんど 今度

オカアサンガ︑カンナクヅヲモッテオイ

デニナリマシタ︒コンドハヨクモエマシタ︒

二345

シタ︒

一四4

こんど

一々お聞きになるに及んで︑

十一一川1

宮は︿略﹀︑慶喜の言上するところを

一族のうち︑一人も生き残りてあら ごんじょう・する ﹇言上﹈︵サ変︶1 言上する ︽⁝

十一川6 空は紺青に澄み渡り︑

こんじやう

て︑日は西へ傾きかけてみる︒

十272

こんじやう

こんじょう ﹇紺青﹈︵名︶2

こんじやう

ひとたび︑玉顔を拝し奉らんために参内仕りて候︒

十二992図國

限りと思ふなり︒

十二894図園

こんじょう

雲が︑金色に︑くれなみに︑色づき始めます︒

七賢10

りが金色にかがやき渡ったといふことです︒

七361 急に病人のからだから光がさし出て︑あた

ここ北千島の一角を根擦地とする二百隻 こんじき ﹇金色﹈︵名︶2 金色

十一988

船は︑︿略﹀︑残雪をいただく島山の峯を

︵副︶2

アラレヤコンコ︑

雪ヤコンコ︑

一一522図

今後

アラレヤコンコ︑
﹇今後﹈︵名︶1

もしこれがお仕置きになれば︑今後忠
金剛山

楠木正成がたてこもった千早城は︑けは
こんがうざん

ごんごろう

かひがひしく︑

十一832

こんこうづえ

ん間は︑金剛山のほとりにたてこもり︑
こんがう
﹇金剛杖﹈︵名︶1 金剛杖

こんがうざん

十二898図國

しい金剛山にあるが︑まことに小さな城で︑

七572

こんがうざん

﹇金剛山﹈︹地名︺2

義を働ます道がないであらう︒

十二5910囹

こんご

二523圃國雪ヤコンコ︑

こんこ

目當てに︑根古地へと波を切って行く︒

十一川10

の流し聖賢漁船は︑いま出動準備の最中である︒

十一983

こんきょち

る

十52図

ごんぎょう

十ニー55

新しい工夫をこらして行った︒

十809

十一219図 ここに本性房といふ大力の僧︑衣の こんき ﹇根気﹈︵名︶2 根二
袖を結んで引き違へ︑

ごろんごろん ︵副︶1 ごろんごろん

こはい

︽ーイ・ーカッ︾

十ニー64 爆音とともに︑家ほどもある御影石が︑
﹇ 恐 ﹈ ︵ 形︶2

ごろんごろんと︑倒れ落ちる︒
こわ・い

五667團 入螢したてのころは︑馬のそばへ近寄る
ことが︑こはかった︒
やうな氣持がしました︒
﹇小脇﹈︵名︶1

こわき

七915 とばうと思って下を見ると︑何だかこはい
こわき
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑弓をこわきにはさ

んで︑ざんぶと水にとび込んだ︒

九桝1

こわごわ ︵副︶1 こはこは

コハス

五668團 ﹁オーラ︑オーラ︒﹂といひながら︑こは
﹇ 壊 ﹈ ︵ 五︶4

こは馬に近づく︒
こわ・す

二897 マタオコッテ︑ウスヲコハシテ︑火ニ
クベテシマヒマシタ︒

こはれる

くすのきまさしげ

八651 電信も電話も︑敵のためにごはされたので︑ こんこうざん
通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

十川9 ある夜︑これも色道線路がこはされてみる
のを五重し︑地だんだふんでくやしがった︒

こはばる

十一449園 豆まきをするつて︑このお人形さんを
﹇強張﹈ ︵ 五 ︶ 1

犬きがこはしました︒
こわば・る

﹇壊﹈︵ 下 一 ︶ 2

九㎜3 手足が︑石のやうにごはばつて診る︒
こわ・れる

きつねの鳴くやうに︑こんこんといふ
ほど︑よく張ってござる︒

十一一812園

三961 にいさんは︑こはれてみたごみ箱のふ こんこん ︵副︶2 こんこん
たをなほしました︒

十㎜9 ある少年が︑七道のこはれてみるのを見つ

コンドラテンコしょうしょう一こんな
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大キイノニカサネマシタ︒

二547 コンドハ︑少シ小サイノヲコシラヘテ︑
二816囹 コンドハキツネ︒コンコン︒
二826囹 ﹁コンドハ︑私ガヤッテミマセウ︒﹂

友田くんも︑ぼくをねらふ︒今度こそうま

を命ぜられた︒

六938
くあててやらうと︑力いっぱい投げてやった︒

六973園今度は︑ぼくが取ってみせるぞ︒
やがて着陸しました︒

と思ってゐましたが︑今度は︑いよいよやって來

一議すると︑今度は︿略﹀奇怪な物の精

これで︑もう大丈夫︒こんどこそ安心︒

たやうです︒

十川3圓

しばふ
が寄り集って︑夜の芝生にをどるやう︑

十一襯9

十一一893図圓今度の合職︑天下の安否と思へば︑

二984園 こんど︑みなさんが二年生になったら︑ 六義7 今度は︑遠い空から飛行機がやって予て︑
三88囹 ﹁こんどは︑ぼくのをとばすよ︒﹂

十二伽1図国

その上を賊はわれ先にと渡った︒今度こそ

行ったり來たりします︒

七609
は︑千早城も危く見えた︒

今度は︑下を見ないで︑向かふの山をじつ

と見つめました︒

七9210

今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑

この糸を自分の方へたぐり始めました︒

七価2

鳩は︑ふと︑たかの一群を見たので︑すば

今度は︑野田先生がとばれる番である︒

一せい射撃を受けた︒

やく低空に移った︒すると︑今度は敵軍に見つけ

八666
られて︑

八845

︿略﹀︑高い温度で熱せられます︒

きたへられた鐵の柱は︑今度は機械に掛け
今度こそは︑上できの炭に嶢いてみようと

られて︑外側をまるくけづられて行きます︒

八鵬6
九778

ぢやあ︑今度の子馬は︑ぼくに世話をさ

考へながら︑

九797園

春枝﹁さっきは︑うれしい時のお話をう

せてください︒

罫描2囹

かがひましたが︑こんどは︑苦しい時のことをお
話してくださいませんか︒﹂

今度も︑やはり愛馬が弾で戦死しました︒

船の勤めば話に聞くほど苦しいものでない

十959園

九鵬8園今度こそ︑つかまへてやるぞ︒
十観2

︹人名︺3

コンドラ

今度はすばらしい勝報がやって來た︒

コンドラテンコ少將も︑あれで戦死をし

コンドラテンコ筆端は︑ロシヤ兵から父の

コンドラテンコ少將の墓は︑どうか保存

︵形状︶55 コンナ こんな

四92

ソレハ︑ドンナオカタデアッタデセウ︒

さうすると︑こんなにはがわるくな

先生が︑こんなお話をなさいました︒

海は廣いよ︒こんな川が出馬流れこ

こんな大きな木を︑切っていいもの

こんな大きな木のことですから︑それ

でせうか︒

四86囹

んでも︑へいきだ︒

三471囹

らないでせう︒

三422囹

一一965

コンナコトヲ考ヘテヰルウチニ︑

二95一

子ヲ︑ネズミノオヨメサンニスルノハヲシイ︒

二663園ホンタウ且々イ子ダ︒コンナヨイ

こんな

していただきたいと思ひます︒

十969園

やうにしたはれてみた將軍で︑

十913

たのです︒

十911囹

テンコ少將

コンドラテンコしょうしょう

十二㎜7

ろにて討死せんと約束したりける者ども

十二㎜7図今度の合戦に一足も引かず︑一つとこ

今度の合職は天下の安否たるべし︒

大敵︑今勢を怪くして來たるなれば︑

三107 こんどは︑二人でいっしょにあげました︒ 七372 今度は︑牛がまぐはを引いて︑泥水の中を︑
ころに︑あまった土地のあるのが見えました︒

三149 こんどは︑西の方のとほい︑とほいと
三311 しかし︑大蛙は︑こんどこそと︑力いっぱ

こんどは︑そのことをおちいさんに聞

いいきを吸ひこみました︒

三495
いてみました︒

今まで︑羽をついてみた花子さんと春

かといふことになりました︒

四96 こんどは︑切りたふした木を︑どうする

四656
枝さんは︑こんどは︑いうびんごっこをするこ
とにしました︒
枝さん︑ごへんじをください︒

四698園 こんどは︑私が先に書きますから︑春 八985 長い柱のやうに延されたこの鐵が︑今度は

つめました︒今度はあがりました︒

四911囲 たこの込めをなほして︑下墨を少し
四則3團今度は︑この前のやうに︑はっかしがら
ないで︑ぜひ︑いうぎをして見せてください︒

五241 また何日かたちました︒今度は︑胸の爾わ
きが破れて︑そこからも二本の足が出ました︒

五467 ぐぐ︑ぐぐっと︑今度は私のうきが︑水の
中へ引きこまれました︒

五527 汽車が止ったので︑私たちはおりました︒
今度は︑そこから馬車に乗って︑

六152 毎年ある花火は︑今度はやめださうですが︑

六296国 春雄︑をぢさんは︑今度︑漕水艦の艦長
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はそれは︑大さわぎでした︒

四467 ある日のこと︑金の牛は︑ふとこんな
ことを考へました︒

四485 人がかいても︑こんなにきれいにはか
けないでせう︒

四893團 こんなたこは︑今までだれも見たこ
とがないのでせう︒
いか︒こんなものがあがるものか︒

よ︒

七351園
ば︑

こんなにしんせつにしていただいてるれ

七466園さうして︑こんなこともあったと︑世の
こんな山城一つ︑何ほどのことがあるもの

中に傳へてもらひたい︒

七576

かと︑賊が城の門まで攻めのぼると︑

こんなに早く起きることはめったにないの
まあ︑けさはどうしたのです︑こんなに

早く起きてlI

八槻6園

で︑

八㎜8

てるたのに︑今見ると︑こんなに短くなってみる︒

四897国⁝園 なんだ︑骨が二本しかないぢやな 七683囹 けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのび
四備9 北風は︑すぐ南風を追ひはらひます︒こん
漁夫﹁着物だな︒こんなきれいな着物は︑

なことを︑何べんもくりかへしてみるうちに︑
四冊9園
見たことがない︒

先生︑この間から︑いろいろ考へてるた

が毎日きまったやうに降る︒

十脚1

夏は︑金魚費りがやって参る︒﹁︿略﹀︒﹂こ

わたしがこんなに病氣で︑いっとも知

んなことをいって通る︒

れない身になってみるのに︑

十一4010園

とが何よりも知りたいのですよ︒

十一網8国 こんなに遠く離れてみると︑うちのこ

私をこんなに丈夫にしてくれたのでせう︒

十一価3国毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑

あの強い日本の兵隊さんが︑こんなも

十一梛1国 こんなにして野の草花をいけたりする
と︑

のやさしい心を持ってるられるのかと︑

十一⁝⁝4国

こんなところに猫がみるはずはないと思

つて︑あたりを見まはすと︑

十一榴3

のになじみのないわれわれには︑

十一昂3 耕されてみないこんな堅い原野といふも

よい町があったのかと

十一㎜3 赤道下のボルネオにも︑こんなに氣持の

をだいて門口に立ってるるのを見ると︑

十一加5 女たちが︑夕方など︑こんな姿で子ども

が出るかと思はれるほど美しい聲である︒

十二545 あの恐しい形相から︑どうしてこんな聲

インド洋へ出ると︑こんなおだやかな

こんな太い雨を見たことはなかった︒
十二川11園

十二㎜6

こんなん

晩ばかりではありません︒

困難に際訂すると︑おのつから人の心が

﹇困難﹈︵名︶2 困難 困難
こんなん
九節11囹 諸君は︑これからいろいろな困難にあふ

十㎜2

こんなん

これをさがし出すのは︑非常に困難であり︑

﹇困難﹈︵形状︶1 困難

わかるものである︒

十一一282

だらう︒

こんなん

五402園あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こん 九2210国 大雨だ︒スコールといって︑こんな大雨
な白い糸が出て來るものですね︒

こんな心配をしてみる時に︑無事錦って
こんなことをいって︑笑った︒

こんな小さな望遠鏡でさへ︑はっきり見え
いつ︑米英の飛行機が飛んで來るかも知
﹁︿略﹀︒﹂村中にこんなうはさがひろがると︑

わたしも︑こんなところはいやだよ︒

もう︑こんなところには來ないね︒
十筋1園

こんなことを思ひながら︑地平線を見た︒

長い変の一うねを刈りあげるたびに︑こん
なひとりごとをいった︒

十川6

十㎜11

十川12囹

十7610囹︺こんなことでいいのか︒

父も︑だまってはみなかった︒

十738

れないのに︑こんなことでどうするか︒

十535囹

るのですから︑

十383

九脳4

來るのですから︑うれしくてなりません︒

九掴5園

のですが︑とうとうこんなものを作りました︒

五584園 こんな小さな神様を︑私は︑見たことも︑ 九392園
聞いたこともございません︒

五827園 ﹁ほうら︑こんな大きな︑赤い花が二つ
咲いた︒﹂と︑に こ に ご 顔 ︒

六392園 こんなけしきは︑南洋のどこへ行っても
見ることができます︒

六754 こんな大火事の起ったのも︑
みようなどとは︑

六麗3園 わたしが︑ここで︑こんなにしかられて

こんな子どもの

六麗6 こんなことを考へてるると︑雪舟は︑何だ
﹁夕やけ小 や け ︒ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

か悲しくなって︑
六幽1

歌が︑聞えて來ました︒

七710 あさりは︑こんな言いところに︑もぐって
み る の か な と 思 ひ ながら︑ド

七810園 おや︑こんな貝が出た︒

七113囹 ぼく︑こんなおもしろいものを見つけた

こんにち一さ

590

こんにち

﹇今日﹈ ︵ 名 ︶ 1 3
た か さご

今日

七佃6 今日︑高砂族といってみる島の人が︑未開
の生活をしてみるだけでありました︒

こんにちは
は

﹇今日﹈︵感︶6

コンニチハ

一551圏國﹁ヤ︑コン＝チハ︒﹂
ニー22囹

こんにちは︒

ウサギサン︑コンニチハ︒

カメサン︑コン一一分野︒

﹁コン＝チハ︒﹂

ニー23園

一552圏圖

六571囹
こんにちは︒

やうな大都市となったのは︑

八963 大阪が︑︿略﹀︑煙の都と呼ばれて︑今日の

に際しては︑かならず木曾から御用材を奉ること

九111 明治の大御代から昭和の今日まで︑下遷宮
六572園

十一一蹴一

あるでせう︒

こんぶ

こんにち

十二佃1圏圓

こんよう・する
シ︾

︽一

吉岡︑今夜︑おまへはねられるか︒

﹇混用﹈ ︵サ変︶ 1 混用する

今日では︑男も混用したり︑あるものは

いつぼんに使用されたりするが︑それが度を越す

十一309

と︑かへってばかていねいになったり︑

さ

︵感︶8

これですきなのを︑おすくひなさ

下すずめ︒

さ︑早くん︑ぼくが﹃ようし︒﹄といっ

さ︑弓矢を返すよ︒

さ︑やすまうよ︒﹂と

さ︑

さ

﹇然﹈︵副︶1 さ
おほぐし
十㎜10図会 ﹁大串か︒﹂﹁さん候︒

さ

こんぶの林が

﹇昆布﹈︵名︶2

さ

︵終助︶10

﹁さ︑飛ばさうかな︒﹂といふと︑﹁早い

サ さ

十ニー02園 ﹁さ︑仕事にかからう︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑目をこすって起きた︒

八伽6園 さ︑静かに起きませうね︒﹂といふと︑

なあ︒﹂といふ者もみた︒

八5110囹

七736囹さ︑みんなで︑いっしよに計ってみよう︒

たら︑︿略﹀しるしをつけてくれたまへ︒

七727囹

五欄2囹

四793圏國

い︒

三603囹

五426圃

こんぽう

七127園

コンヤ

今夜

町の十字路にさしかかると︑棍棒を持つ

にするでせう︒

こんぼう

﹇今夜﹈︵名︶10

ヲヂサン︑コンヤモマタ︑
カゲエヲシ

今夜は天神さまお
の祭です︒

軍隊が︑
今夜この町を通るので︑

五112団今夜は︑
ここでとまります︒

四797圏國今夜はだいぶ
つもるでせう︒

三668

テ見セテクダサイ︒

二807囹

ニナリマス︒

ニー04囹コンヤハ雨デスガ︑ アスハヨイ天キ

こんや

た二三人の男がとび出して來た︒

十二206

こんぼう
﹇棍棒﹈︵名︶1 棍棒

こんぶといつしょに︑お正月のおかざり さ

こんぶ

ず現在の位置を海圖に書き込んで行く︒

ぢやうぎ
コンパス・定木を手にしながら︑絶え

になってみる︒

つても︑やはり月がなかったらさびしい︒

十429 今日私たちは︑それが死の世界であると知 コンパス ︵名︶一 コンパス
十一308 今日では︑男も混用したり︑あるものは
いっぱんに使用されたりするが︑
めたたへられて る ま す ︒

十一371 今日では︑世界にすぐれた文學としてほ
十一374 源氏物語の一節を簡軍にして︑それを今
日のことばで表したものですが︑

して︑

十︻協10 今日もし︑かたかなもひらがなもないと

今日に傳はつて み る ︒

十一梱5 古代のいひ傳へが︑古事記に載せられて

來の歴史を知るとともに︑

十一梱9 われわれは今日古事記を讃んで︑國初以
おほとものやかもち

十二413 大伴家持が長歌の中によみ入れた次の
ことばは︑今日孟夏の間に置く歌はれてるる︒
を成して︑今日に進んで來たのであるが︑

十二M6 わが國は︑︿略﹀︑世界にたぐひなき國髄

八568

二798国國手ガミヲヤレバイイサ︒

十二襯9 國語には︑祖先以來の感情・精神がとけ

十343園きみ︑
今夜うちへ來ないか︒

三467囹

つりをしてみるがいいさ︒

八稲10園 ﹁それよりも︑タイピストさ︒﹂と︑いつ

五枷6囹

四125囹勢のよいのがあたりまへさ︒

﹁ときどき︑雨がふるからさ︒﹂

込んでをり︑さうして︑それがまた今日のわれわ

十一617図圓義朝は武略の奥義を極めたるものな

はどうだい︒

十一998園
今夜はなぎらしいが︑水温や潮の流れ

れば︑ 定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

れを結びつけて ︑

こんにちいご ﹇今日以後﹈︵名︶1 今日以後

十二402今日以後は︑一身一家をかへりみること
なく︑

﹁いたづらずきのおばけだからさ︒﹂

﹁あのかささぎの巣を見てみるのさ︒﹂

﹁をす さ ︒ ﹂ と い ひ ま す ︒

たので︑︿略﹀ふきだしてしまひました︒
九795囹

九㎜2囹
十327園

十362園買ったのさ︒
十二529園 それから飲み物といふのが︑人間の生
き血さ︒﹂

は︑それを持って出かけました︒

三214囹さあ︑刀を出せ︒﹂牛わか丸はびくと
さあ︑ぼくはうさぎ︑君はたぬきだ

もしません︒

三834園

﹁さあ︑來たぞ︒﹂と︑とのさまのけら

さあ︑ごゑんりょなくめしあがってく

よ︒﹂と︑勇さんがいひました︒

三二3園
ださい︒

四394園

四422圃圖

四422圏圓

﹁さあ︑これでいつお正月が來ても

﹁さあさあ︑集れ︑月が出た︒

﹁さあさあ︑集れ︑月が出た︒

いたちは︑弓に矢をつがへましたが︑

いそがしさ・うつくしさ・うるわしさ・うれしさ・

四625園
五182園

﹁さあ︑もうちき︑まゆを作りますよ︒﹂

﹁ねえさん︑語るでせうか︒﹂﹁さあ︒﹂

さあ︑お菓子をあげよう︒

さあ

さあ︑舟にお乗りなさい︒

八386 頼朝は︑さあ︑この女にはゆだんができな

さあ︑ここからいつしょに飛ばしませう︒

いといふので︑石のらうへ入れてしまひました︒
八544園

﹁さあ︑おりるよ︒﹂といふ合圖をされた︒

﹁さあ︑元氣を出して︒﹂と大きな聲を掛

八782園さあ︑出かけよう︒
八791園
けられる︒

野砲も︑︿略﹀︑さあ︑いつでもお役にたつ

八828囹

ぞと︑どっかり身がまへるやうになります︒

八脳1

一騎討の勝負をいたさう︒

﹁さあ︑行かう︒﹂とせきたてました︒

さあ︑

さあ︑きみものぞいてごらん︒

さあ︑私たちも︑しっかりしませうよ︒

さあ︑ここへちよつとおすわりなさい︒

さあ︑どうぞこちらへおいでください︒

さあ︑御参内だ︒

さあ︑これへおすわりください︒

さあ︑切るなら︑この母もろともに切

さあ︑おはなしください︒

つておくれ︒

さあさ

﹁ザー︒﹂といふ機械の動く音になりました︒

︵感︶1
さあさあ

︵感︶1

さあさあ

四m3圃 さあさ︑かざってあげませう︒

﹁さあ︑どんな品物を送ってあげるかな︒ さあさ

六柵9

さあ︑できたぞと思ふと︑うれしくてたま ざ一 ︵感︶一 ザi

物をうつしませう︒

六649
らない︒

六809園

らう︒﹂﹁さあ︑どうだらうな︒﹂

六994園﹁あの人は學問はできるが︑弓はどうだ

十㎜12園 さあさあ︑金魚をお買ひなさい︒

ざあっと

︵感︶1

︵副︶3

ざあっ︑ざあっ

ざあっと

丸の幕が行く手をさへぎる︒

ざあっと

十659 ざあっ︑ざあっと︑スコールのやうに︑弾

ざあっざあっ

一518 雨ガ︑ザアットフッテキマシタ︒

さあ︑私たちも︑いっしよに歌はうではあ ざあっ ︵感︶一 ザアッ

七118園さあ︑指で勢よくつぶすのだよ︒﹂
七534

さあ︑これから︑だんだん早くなりますよ︒

さあ︑みなさんもお振りなさい︒

りませんか︒

七554

さあ︑十四メートルぐらみかな︒

ナンダラウ︒

七5310

717154464198592

106214医】囹園〔奎】園
園丁桑園園

さ・あまさ︒あやうさ・ありがたさ・いさましさ・

さ・かしこさ・かたじけなさ・かなしさ・かわい

えらさ・おおきさ・おそろしさ・おもさ・おもしろ

五375園

いいそ︒﹂とおっしゃいました︒

かさ・こさ・さむさ︒さやけさ・さわがしさ・しず

五392園

さ・きよさ・くちおしさ・くらさ・くるしさ︒けだ
かさ・しずけさ・しろさ・しんぼうつよさ・すずし

といひました︒

さ・するどさ・たかさ・たのしさ・たんちょうさ・
ちかさ︒つめたさ・つよさ・てぼやさ・とうとさ・

■おおぐまざ・カシオペヤ

五悩1園

座

ながさ・なつかしさ・はげしさ︒はやさ・ひろさ︒

2

六439囹﹁さあ︑次には︑あなたがたのすきな動

︵名︶

ふかさ・まずしさ・みずみずしさ・やかましさ・や
﹇座﹈

さしさ

ざ・こぐまざ・りょうざ

サァ︑

十十十十十十十十九九
二ニ ニ ニ 一 一 118 5了 36 126 31

さ ←あおさ・あかるさ・あささ・あたたかさ・あっ

ざ

十二496 修行者は︑座を立ってあたりを見まはし
たが︑佛の御重も人影もない︒

サア

十二544 羅刹は座に着いて︑おもむろに口を開い
︵感︶42

た︒

さあ

一653囹
サァ︑ ドウゾ オアガリクダサイ︒

P園

七663園

さあ︑港の口の防波堤へ來ました︒
二人

七562

三81園 ﹁さあ︑ 野原へ行ってとばさう︒﹂

早クオオキナサイヨ︒

W14囹サア︑ 犬デス︒

I3園サァ︑

W3

一一

一一

一一

591
さ一ざあっと

さあのう一さいご

592

五799 ざあっと︑つめたい水をかけると︑いい氣
持だ︒

あっとすべって行く車輪の響き︒

九撹8圃汽車はたちまちトンネルにはいった︑ざ
十珊7 いなごの群は︑雨のやうに︑ざあっと畠に
降った︒

さあのう ︵感︶1 さあ︑のう

六伽6園﹁さあ︑のう︒﹂と︑一人がおんどを取る
と ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ ズ 略V︒﹂と網をたぐります︒
﹇祭﹈

︵名︶与じちんさい・みそまはじめさい
さい

さい

︹地名︺2 票 察
さい

﹇藝﹈

そ

十二278それから敷年たって︑陳・葵の厄があっ

ちん

さい

た︒

十二279孔子は楚の國へ行かうとして︑ 弟子たち
さい

際

とともに陳・藥の野を旅行した︒
﹇際﹈︵名︶4

七柵6圓 それで︑このさい︑船具や武器のお引き

さい
渡しを願ひたいと思ひます︒

博士6囹 この際︑秀吉にくみして身を立てようと
思ふ者があったら︑すぐに行くがよい︒

十二672 うつ向けになった際︑刀がせなかへまは
つてみたのである︒

﹇歳﹈

δごじゅうよさい・さんじっさい・さん

却の際︑スイッチ一つで爆破して行くのである︒

十二皿4 橋には︑︿略﹀嬉嬉が仕掛けてあり︑退
さい

十937園
︽ース

閣下は︑最愛のお子様を二人とも失はれ
際書する

さいぎやう

西行法

困難に際會すると︑おのつから人の心が

﹇際会﹈︵サ変︶1

て︑平氣でいらっしゃる︒

ル︾

さいかい・する

十二282

細工

﹇西行法師﹈︹人名︺1

わかるものである︒

さいぎやう

さいぎょうぼうし
師

西行法師

利根は︑最後の通信を首にして︑﹁行け︒﹂

の命令とともに︑走り出しました︒

五柵8

これが︑名人といはれた自分の最後の曲だ

七297 でも︑最後まで︑りっぱに歌ひ通しました︒

七471

かうして︑家は最後まで無事であった︒

と思って︑用光は︑静かに吹き始めた︒

七鯉4

に最後の面會を求めました︒

七価9 彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノイツ

ある︒

八515 最後の仕事は︑この翼に︑紙をはることで

力強い手で︑だんだん組み立てられて行きます︒

あま
﹁その男︑尼が細工にはよもまさり候 八鵬3 作られたものは︑最後に︑職工さんたちの

﹇細工﹈︵名︶2

十﹇343
さいく

はじ︒﹂

九6410図園

れるときまってはみない︒

満洲國皇帝陛下は︑大本管の歴史的な

最後の太鼓が打ち鳴らされると︑奉仕の

敵ながら︑最後まで職ひぬいた敷千の簸

骨導をかけて最後の仕あげをする仕方は︑

十二伽6図

ごあいさつ

その最後のお別れに︑母宮殿下に御挨拶

蒙彊へ御出征の時︑最後の御局面をなさ

正行︑︿略﹀︑とかくも申しあげず︑た

砕けるやうな調べに︑

十一柵1 最後はまた急流の岩に激し︑荒波の岩に

つたのも︑この同じ櫻の間であった︒

十一161

を申していらっしゃるのであった︒

十一108

あたりは︑海のやうになってしまふ︒

国劇5 一たび︑この川があふれたが最後︑ここら

︿略﹀︑尊い母の姿であったのでせう︒

十糊10 この勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑

十悩9

よ︒

十7210園

くだけは︑最後までどうしても泳がう

九㎜8 おくれたって︑ほかの人がやめたって︑ぼ

人々は︑︿略﹀︑静かに祭場へ進んで行く︒

九159

買物袋をさしあげた︒

十二299金細工のうまい大工が︑必ず人にほめら 八伽2 最後にねえさんは︑ひもであんだきれいな
祭具

儀式に使はれるいろいろな祭具が運ばれる︒

﹇祭具﹈︵名︶2

奉仕の人々は︑︿略﹀︑祭具やお供へものを

さいぐ

九159

さいけいれい

最

九字10

﹇最敬礼﹈︵名︶4

ささげて︑静かに祭場へ進んで行く︒
さいけいれい

三174圏さいけいれいをして︑こゑをそろへて

敬禮

最敬禮をしてから仰ぎ見ますと︑︿略﹀︑陛

﹁君が代﹂を歌ひました︒

八612

下は︿略﹀︑熱心に職況をごらんになっていらっ
しゃいます︒

十二柵1圃

九334

二人は︑古製をこめて最敬穫をしました︒

じゅうしさい・しさい︒しちじっさい・しちじゅう

嚢表を聞し召し︑︿略﹀︑うやうやしく最敬禮をあ

しちさい・じっさい・じゅういつさい・じゅうしち

そばされた︒
最後

最後の百メートルといふところで︑白が︑

﹇最後﹈︵名︶20

ぐいぐい出て來ました︒

五929

さいご

さい・じゅうばつさい・じゅうろくさい・にさいご

﹇最愛﹈︵名︶1

最愛

ま・にじゅうしさい︒にじゅうはっさい・はちじゅ
ういっさい
さいあい

ざい ﹇在﹈5やまぐちざい

593
さいご一ざいせい

しゆう

だこれを最後の参内と思ひ定めて退出す︒

︵名︶

6

最期

εあっもりのさい

十二刎6 雌雄をこの一學に決する最後の決職は︑
﹇最期﹈

刻々にせまる︒
さいご

ご・ふちんかんのさいご
十697囹 りっぱな最期だ︒

十702 大きくめぐってふり返ると︑やがてレパル
スの最期が來た︒

旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒

それは︑明け方になるにつれて激しく︑
最高貼

最高文化

今こそ︑二千七百六十三メートルの最高

﹇最高点﹈︵名︶1

夜明け前の一時間ぐらみに最高潮に達する︒

十一勉12

十一961

さいこうてん

﹇最高文化﹈︵名︶1

鮎に立つたのである︒

そこに世界の原動力が力強くひそみ︑

さいこうぶんか
十二㎜3翻

最高文化の源泉が高鳴ってみるのだ︒

再三再四

最初δにっ

再三再四︑考へた結果︑﹁︿略﹀︒﹂と命じ

﹇再三再四﹈︵副︶1

いかに梶原殿︑この川は西國一の大川

﹇西国＝︵名︶1

つひに湊川にて討死仕り候︒

さいごくいち
そや︒

十梱7上輿
さいさんさいし
た︒

十一一608

さいしょ

妻子がこひしくなったか︒

﹇最初﹈︵名︶9

十104園

さいしょ

ぼんさいしょ

さいしょは︑スケートをつけて氷の上

佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑

たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

十755

その最初の一音が︑すでにきやうだいの

耳にはふしぎに響いた︒

十一㎜10

﹇祭場﹈︵名︶6 祭場

て︿略﹀︑ねらひ績けてるた高角砲の勇士たちは︑

十二加8 最初︑敵の大空襲かと︑職闘配置につい
さいじょう

御神木の前に南面して作られてみる︒

九147 祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮・外宮の

九149 祭場の東から南へかけた林の傾斜面は︑拝

観者や︑︿略﹀で︑うづめつくされてみる︒

ささげて︑艀かに祭場へ進んで行く︒

九161 奉仕の人々は︑︿略﹀︑祭具やお供へものを

へい
九給2 祭場には︑中央と塗すみに︑五色の幣がか

うがうしく立てられてみる︒

祝詞が讃まれる︒

のりと

九163 大麻を振って祭場が清められ︑おごそかに

て静かに祭場を退出した︒

九169 をの入れを終って︑奉仕の人々は︑一拝し

古來わが下民は︑皇室を中心とし︑至誠

さいじょう ﹇最上﹈︵名︶1 最上

最新鋭

の心を表すためには︑最上の敬語を用ひることを

十一3110

﹇最新鋭﹈︵名︶1

ならはしとしてみる︒

ざいせい

﹇際﹈︵サ変︶2 際する ︽ーシ︾

出爽に際し︑事務所の係員が︑﹁︿略﹀︒﹂

5ございせいちゅう

と挨拶する︒

あいさつ

十二83

材を奉ることになってみる︒

九111 御遷宮に際しては︑かならず木曾から御用

さい・する

ウェールズを一番艦に︑レパルスがこれに導き︑

十642 英國が最新鋭をほこるプリンスーオブー

最初は︑淺いところにるますが︑︿略﹀︑だ さいしんえい

最初に︑先生から︑できあがりのグライ
日本最初の寺といはれる四天王寺など︑
こ

八942

午前十時︑最初の太鼓が︑あたりの静けさ
夜が明けて︑最初に出かける班は︑トラク
タi班だ︒

九踊2

を破って鳴らされる︒

たい

九154

ダーを見せていただいた︒

八466

んだん深いところへはいって行きます︒

七867

に立つことも︑なかなかむつかしいのですが︑

四515

西國一

十一一978贈位逆臣西國より攻めのぼり候名︑︿略﹀︑

十7010 わが偵察機は︑なほも大空をめぐりながら︑
さいごく ﹇西国﹈︵名︶1 西國
十㎜5図 能登守教纒は︑今日を最期とや思ひけん︑
︿ 略 ﹀ ︑ 敵 を 散 々 に射れば︑

この母の慈愛によらなかったら︑︿略﹀︑

十欄2囹 どうぞりつぽに最期をおかざりください︒
十二741

山口在に非命の最期をとげたであらう︒
さいこう ﹇再興﹈︵名︶1 再興﹇Vあまごけさいこ
う

採鑛

九㎜10 かれらは︑鹿介を中心として︑主家の再興 さいし ﹇妻子﹈︵名︶1 妻子
﹇採鉱﹈︵名︶1

を企てた︒

さいこう

十二93 ﹁採鑛へ縛進軍︒﹂と書いた電燈看板に迎
へられて︑︿略﹀坑内深くはいって行く︒

ざいごうぐんじん ﹇在郷軍人﹈︵名︶1 在郷軍人

八583 在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團の人々
が並んで︑変湯をついであげてゐます︒

十二98 そこから︑各自受持の採鑛現場へと急ぐ︒

さいこうげんば ﹇採鉱現場﹈︵名︶1 採卵現場
西郷隆盛

さいがうたかもり
さいがうたかもり

さいこうたかもり ﹇西郷隆盛﹈︹人名︺1
かつやすよし

十二備1 江戸城は︑官軍方の西郷隆盛︑徳川方の
勝安芳のわっか二回の量見で︑しかも談笑のうち

に開城の約が成立した︒

さいこうちょう ﹇最高潮﹈︵名︶1 最高潮

さいぜんせん一さえ

594

下︑四人の大名にお預けといふことになった︒

孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才

能に慮じてわかる程度に教へた︒

十二313

十二圏10 最前線の決戦場︑南半球の珊瑚海で聞く さいのう ﹇才能﹈︵名︶1 才能

さいぜんせん ﹇最前線﹈︵名︶1 最前線

ラジオ放送一1大本螢褒表である︒
さいだい ﹇最大﹈︵名︶1 最大むせかいさいだい

さいたま

十二224

通じないから︑すべての材料は兵隊の肩へ載せら
れ︑

﹇最良港﹈︵名︶1

最良港

︿略﹀そのままトラックへ乗り込み︑前進する︒

十二鵬7 工兵隊は︑鯨つた材料をトラックに積み︑

さいりょうこう

部隊は︑ダバオ州政廉・市役所・裁判 十一㎜8 赤道をさしはさんで︑︿略﹀︑南の最良港

十二盟10 われら最大の目標であった敵航空母艦サ さいばんしょ ﹇裁判所﹈︵名︶1 裁判所
ラトが型は︑

祭壇
さいだん

祭典

さいふく

九156

齋服を着て︑定めの場所へ集って來た︒

﹇在留邦人﹈︵名︶1

﹇最良﹈︵名︶2

最良

在留邦人
︿略﹀︑皇軍はダバオをめざして押し寄せた︒

さいりょう

良の檜である︒

わが南洋のトラックを北の最良の港とす
材料δきょうりょう

れば︑南の最良港はこのラバウルである︒

十一㎜8

﹇材料﹈︵名︶3

機盟の材料をいただいて︑いよいよ製作に

ざいりょう

ざいりょう
八497

とりかかった︒

半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入

﹇幸﹈︵名︶3

幸ひ

幸ひにしてこのころは︑割合ひなぎの日

さうして︑幸ひはただそれだけではなか

︵副助︶33 さへ

やさしいおことばを︑たまはることさへあ

ところで︑この六年でさへ長いと思はれる

かういふと︑みなさんは︑嘉湾にさへ行け

ば︑バナナの木がどこにでもあって︑

八141

八69 いくぶん︑黄色に見えるのさへあります︒

しだとさへ思ひました︒

七柵8 むしろオランダ人と職って︑死んだ方がま

水さへもくれません︒

七襯9 武器や船具を返さないばかりか︑日本船に

のに︑外國には︑

七8910

七479 目には涙さへ浮かべてみた︒

りました︒

七341

さえ

つた︒

十二衡3

が多い︒

十一981

つがひ︑ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

十一647直願ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち

さいわい

りまじって︑遠くの方で聞えます︒

六704

えます︒

はこのラバウルである︒
所・電話局などの要所をまたたく間に占領して︑
さいたまけん ﹇埼玉県﹈︹地名︺1 埼玉縣
さいふく
さいたま
サイレン ︵名︶2 サイレン
八85 埼玉縣のあるところで︑︿略﹀︑はなしたも さいふく ﹇祭服﹈︵名︶1 齋服
奉仕員たちは︑目にしみるばかりの眞白な 六699 遠く走るポンプ自動車のサイレンの音も聞
﹇祭壇﹈︵名︶1

さいだん

のだといふことがわかりました︒

さいだん

よくなれた象が︑大きな材木を︑運んで

みるところです︒

六451園

七423 明かるい日光をあびて︑祭壇が︑美しく︑ ざいもく ﹇材木﹈︵名︶2 材木
さいだん

にぎやかに見えました︒
齋壇

さいだん

﹇斎壇﹈︵名︶1

さいいうき

しりと組み合はせる︑︿略﹀︑︿略﹀と念じながら︒
さいいうき
さんごくし

三國志とか︑西遊記といった支那の昔物語

ざいりゅうほうじん

でもない別のことを演じたりする︒

をやるつもりなのだが︑猿は途中で︑︿略﹀︑とん

十㎜4

最中5まつ さいゆうき ﹇西遊記﹈︵名︶1 西遊記

十183図魍今し︑母は齋壇をしつらへ︑日の丸の 十全ー110 太い︑がんじょうな材木を︑︿略﹀がつ

さいだん
小旗二もとをかかげつ︒

さいちゅう ﹇最中﹈︵名︶3 さい中

三573 今︑田うゑのさい中です︒

さいちゅう
七256 このつらい手當の最中にも︑少年は︑決し
て垂湾語を口に出しませんでした︒

﹇祭典﹈︵名︶2

の流し網出漁船は︑いま出動準備の最中である︒

十一984 ここ北千島の一角を根擦地とする二百隻 十二203 在留邦人を︑一刻も早く救ひ出したいと︑
さいてん
つてみる︒

九153 きちんと姿勢を正して︑祭典の震るのを待 九177 十萬五千町歩にわたる木曾の御料林中︑最

災難

り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒

たいこ

九二7 まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた
﹇災難﹈︵名︶1

八96 また︑時にあらしや︑そのほかの思ひがけ

さいなん

罪人

ない災難に︑あはないともかぎりません︒
﹇罪人﹈︵名︶1

十二591 かれらは︑罪人としてひとまつく略V以 十二鵬1 ここの橋が完成しない以上︑トラックは

ざいにん

595
さえかえる一さえる

八598 たんぼの水たまりには︑うすい氷さへ張つ
てるます︒

はれ︑大小一萬以上の工場がここにあって︑

八891 それもそのはず︑大阪は︑煙の都とさへい

す︒﹂

九備1園 手を合はせて辞みたい氣持にさへなりま

じられるのです︒

九回10囹 自分のからだの一部分のやうにさへ︑感
九二7園 愛機のプロペラにだきついて喜ぶ人さへ
あります︒

るのですから︑

十383 こんな小さな望遠鏡でさへ︑はっきり見え
十735 ひまさへあれば︑織機のことを調べ績けて
みたのである︒

十7710 ますます笑はれて︑だれ一人相手にさへし

十二512囹
ないが︑

前半分を聞いてさへ︑私は喜びにたへ

ひたすら任務を遂行する姿には︑神の尊

ささへ感じられるのである︒

十二伽4

御目には︑御感涙の光るのさへ辞せら

中には國語といふことさへも考へない人

ほのかな春の香を感じるやうにさへ思つ

十二m3圃
れた︒

た︒

十二柵9
十二⁝⁝9
がある︒

國語を忘れた國民は︑國民ではないとさ
じっと見つめてみると︑一つ一つの星の

へいはれてみる︒

十二衛7
十二川6

灰色の大きな木を押し立てたやうな龍巻

呼吸さへ聞えて來るやうだ︒

十一一訓8

さへぎ

さえかへる

︽ーッ︾

空には︑半月がさえかへってみた︒
さへぎ
﹇佐伯氏﹈︹人名︺1 佐伯氏

﹇冴返﹈︵五︶1

基地へ鯖着することのできない危険さへ

さへ起ってるる︒

十二躍7

なくなる︒

十828 ほとばしってみるやうにさへ感じられる︒

起る︒

さえぎし

十二412

ない︒

九㎜5
6

﹇遮﹈︵四五︶11

さへぎる

丸の幕が行く手をさへぎる︒

十伽7 海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に張

そもそも笠置の城と申すは︑︿略﹀︑谷

られた鐵張網が︑行く手をさへぎつてみる︒

十一169図

深くして萬丈の青七道をさへぎる︒

が︑われは急にその前路をさへぎり︑︿略﹀︑激し

十一538図敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし

く敵を砲撃せしかば︑

天地も暗くなるのは︑︿略﹀厚い雲によ

つて︑日光がさへぎられるからです︒

十﹁774

﹁敵︑前後をさへぎつて︑御方は陣

しい木かげでさへぎられ︑

十一惣7 焼けつくやうな眞書の暑さは︑緑色の涼

をへだてたり︒

十二904図書

十二川11 幾重にも輪を重ねて湧きあがったと思ふ

﹇嚇﹈︵名︶2 さへづり

うちに︑太陽をさへぎり︑青空を埋めて行った︒
さえずり

耳を澄ますと︑遠く近く︑さまざまの小

鳥のさへづりが聞かれる︒

十一883

に聞えて來る︒

さへっる ︽ーリ︾

十二鵬3 どこからか︑カナリヤのさへづりが朗か

﹇嚇﹈︵五︶1

八塒8 廣い空を見︑澄んだ空腹を吸って︑満洲ひ

﹇冴﹈︵下一︶4

︽ーエ︾

さえた空だ︒

さえる

ばりは︑さもうれしさうにさへづります︒

どこまでも

九鵬1 ただ晴れた夜空に星がきらきらとさえ︑銀

酒興5圃

︽ーッ・ーラ・ さ・える

蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば

そしう

河があざやかに中天にかかってみる︒

かんとさえた冬空︑太陽が︑まぶしく仰

十484圃

て︑

がれる︒

黒日とぼくとの間には︑さへぎるもの一つ

ざあっ︑ざあっと︑スコールのやうに︑弾

十一価8 月のさえた夜︑友人と二人町へ散歩に出
十6510

九

宿舎のほかには︑目をさへぎる何物もない︒

るとかすみ水牛あゆむ

九372図魍

ーリ・ール︾

さえぎ・る

のことばは︑今日國民の聞に廣く歌はれてるる︒

來たのを︑大伴家持が長歌の中によみ入れた次

おほとものやかもち

大伴氏・佐伯氏が︑上代からいひ傳へて さえず・る

おほとも

九㎜12

さえかえ・る

十川8 内地に着きさへすれば︑完全な治療をする
病院が︑

のだ︒

十獅2園 水さへ引けば︑すぐここへもどって來る
十﹁311 何でも﹁御﹂や﹁お﹂をつけさへすれば
敬語になると思ったり︑

たりするのは︑

十一312 敬語を使ひさへすれば禮儀になると考へ

十一338図圃白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの敷
さへ見ゆる秋の夜の月

十一而2園 家賃さへも梯へない今の身の上ではな
いか︒

十一餌8 船着き場も︑家らしい家さへも見えない︒

十一㎜8 一間先も見えなくなるくらゐ降り績く時
は︑息苦しくさへなって來る︒

さえわたる一さがす
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さえわた・る

﹇冴渡 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

さえ渡る

︽ーッ︾

十一麗3 月は︑ますますさえ渡って來る︒

さお ﹇竿﹈︵名︶5 サヲ さを 竿εたけざお．

一一825園長イ竹ノサヲデ︑舟ヲコギマス︒

つりざお・はたざお・ものほしざお

尾をおろして來てさをにつけるかと

鯉が︑︿略﹀︑やねよりもたかく尾をあげます︒

三184 さをの先の矢車がからからとなると︑

三188
思ふと︑また︿略﹀をどりあがります︒

六㎜2 ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ
れながら︑しだいに網の外へ出ます︒

︽ース︾

十一齪5
さかき

さか木

天地の榮えるこの大御代に生まれ合はせ

たのを思ふと︑

十鯉1

これをさがし出すのは︑非常に困難であり︑

どうしてもさがし出さなければならない︒

みんなは︑︿略﹀︑打ち切らうといひ出した︒

十姫4園

始めました︒

六814 弟は︑自分の机の前へ行って︑何かさがし

︽ーメ︾

新しいしめなはをはったり︑さかきを さがしはじ・める ﹇捜始﹈︵下一︶1 さがし始める

﹇榊﹈︵名︶4

四614

さかき
あげたりなさいました︒

またある神様は︑︿略﹀︑さか木を︑根のつ

らず死しけり︒
﹇捜当﹈

︵下一︶

2

さがしあてる

川を泳いで渡ったり︑遠くにかくしてあ

さがしあ・てる
︽ーテ︾

五冊9團

る手ぶくろを︑すばやくさがしあてたりします︒

りかうな利根は︑戦場で︑敵のみるところ
をさがしあてたり︑

五備3

ース︾

フタリハ︑川ヘハイッテ︑サカナヲサガ

﹁ドレ︑ドレ︒﹂ト︑灰ノ中ヲサガシテ︑

シマシタ︒

一578

ーシ・ース・ーセ︾

太宰のみことは︑このさか木に︑鏡と玉を さが・す ﹇捜﹈︵四五︶2一 サガス さがす ︽ーサ・

いたままほって︑持っていらっしゃいました︒

五58

五61

神様がたは︑さか木を︑ずっと前へお出し

かざって︑岩屋の前にお立てになりました︒

五77

になって︑鏡を大神に見せておあげになりました︒

すそ引くはての松原に︑
すると︑向かふのけしきが︑小さく︑さか
そのさかさまに見えるけしきを︑大きくし

私は︑草の葉を一枚一枚かぞへるやう

しかし︑いくらさがしても︑そのすがた

おかあさんのあとをおっかけて行っ

田道間守は︑それをさがしに行くことに

さっそく︑さがさせてみませう︒

八203團

このほかまだありますから︑さがしてこ

な場所をさがします︒

七876 それでも油蝉の子は用心して︑急いで安全

なったのです︒

六207

聖業9園

て︑ときどき︑おちぢをさがすのでせう︒

三806圃

うと︑草を分けて行きました︒

私は︑またほかのきりぎりすをさがさ

が見えません︒

三708

に︑目でさがしました︒

三706

みるのです︒

三97園らくかさんにつける石を︑さがして

三96園 ﹁何をさがしていらっしゃるの︒﹂

がしました︒

二人は︑よささうな石をあちこちとさ

﹁ヤケタ︑ヤケタ︒﹂トオッシャイマシタ︒

二375

六623

さまに見えた︒

六622

太平洋の波が立つ︒

から雲がわき︑

四44囲白いあふぎをさかさまに︑

さま

八714図 見れば︑へさきに長き竿を立て︑赤き扇 さかさま ﹇逆様﹈︵形状︶5 さかさま﹇▽まつさか
をとりつけ︑

三94

サオ

かけた下

︵名︶一

十一㎜2 じゃがいものやうなかつかうで砂糖のや

サオ
うにあまいサオ︑︿略﹀のやうなドリヤン︒

さか ﹇坂﹈︵名︶2 坂5くだりざか・ごくらくじ
ざか・のぼりざか
七578 賊は︑坂からころげ落ちて︑たちまち五六

て見ようと思って︑︿略﹀︑のぞいて見た︒

でも︑すっかりさかさまちゃないの︒

千人も死んだ︒

八7810 急な坂にかかると︑前の方で︑野田先生が︑ 六668囹

﹁さかさまでも︑よく見えるでせう︒﹂

榮えます

︽一

十一198図荒尾馬より逆さまに落ちて︑起きも直 三739

六671囹

﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 大きな聲を掛けられる︒

さかい ﹇境﹈︵名︶1 界δくにざかい

十一954 右下から吹きあげる風は︑もうもうと雲
﹇栄在 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

を巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散する︒
さかえま・す

榮える

十二襯9 この國歌を奉唱する時︑︿略﹀︑榮えます

さかえる

わが皇室の萬歳を心から祈り奉る︒
﹇栄﹈ ︵ 下 一 ︶ 2

エ・ーエル︾

さか・える

つまでもさかえませうそ︒

五966囹 天皇の御位は︑天地のつづくかぎり︑い さがしだ・す ﹇捜出﹈︵五︶2 さがし出す ︽ーサ・
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さかだてる一さがる

らんなさい︒

すと︑松林の中に石のらうがありました︒

セウネ︒

めでた︑めでたとさかなたち︑

まふやら歌ふやら︒

五M2圃

みんな

胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり

店先で見るのとは︑まるでちがった感じです︒

びれを上下に張って進むかっかうは︑さかな屋の

八掴9

呼 さかなや ﹇魚屋﹈︵名︶1 さかな屋

八421 月の光にすかして︑あちらこちらさがしま

さがせど見えず︒

八876図圏 船内くまなく たつぬる三たび︑
べど答へず︑

つた美しい七つの星を︑さがすことにしませう︒

九894 その邊の空に︑ひしゃくのやうな形に露な

ル︾

次から次へとかかってゐました︒

六槻7

川をさかのぼって行くと︑りっぱな橋が︑

九903 さっきさがさうとしたのがこれで︑北極星 さかのぼ・る﹇潮﹈︵五︶4さかのぼる︽ーッ・一
といふ星です︒
そばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀︒﹂かうい

つて︑雀をさがしに立って向かふへ行った︒

十一406

2

さか立てる

だくりう

︽ーク︾

怪々と流れる濁流をさかのぼること約三
十敷年前にさかのぼる︒
さか毬く

せ
白波みなぎり瀬は高鳴りて︑さか巻く水

﹇逆巻﹈︵四︶1

十995図

さかま・︿

十一一262

四時間︑

十一㎜8

の支流にそひながらさかのぼって行くとする︒

さがみ

かまくら

ごんこらうかげまさ

相模の國の住人︑鎌倉の椹五郎景正とい

へ渡りたまふ︒

九622図

波打際まで逆茂木を仕掛け︑︿略﹀大

ふもの︑先祖より名高きつはものなり︒
さかも ぎ
﹇逆茂木﹈︵名︶1 逆茂木
さかも ぎ
さかもぎ

十一2210図

﹇酒盛﹈︵名︶2 酒もり

船どもを並べて︑横矢を射んとかまへたり︒
さかもり

七156 酒もりが始ると︑この少女も座敷へ出て︑

﹁︿略﹀︒﹂主從六人︑心おきなく酒もりをし

酒をついでまはりました︒

た︒

十槻9

﹇栄行﹈︵四︶2 さかゆく 榮ゆく ︽一

をこそいのれとしのはじめに

十二45黒蓋西ひがしむつみかはして榮ゆかむ世

カ・ーク︾

さかゆ・く

ゆる時にあへらく思へば

十一麗3図圏御民われ生けるしるしあり天地の榮

十一9810もつぼらさけやますの泳ぎまはってみさ 九126 今︑︿略﹀︑森林懸道に乗りかへて︑木曾川 さか・ゆ ﹇栄﹈︵下二︶1 榮ゆ ︽ーユル︾
うな場所をさがして︑投網にかかる︒

十一一678 かれらは︑なほも聞多をさがしたが︑も
うどこにも見つからなかった︒

︵下一︶

に︑︿略﹀二本煙突の大きな客船の姿が窩つた︒
﹇逆立 ﹈

︽i

十二榴2 よい獲物はないかとさがしてみる漕望鏡
さかだ・てる

あしがら

ゑちこ

かうづけ

むさし

さがみ

時︑相模の足柄山を越えたまふ︒

さが
﹇相模守時世﹈︹人名︺1 相

武藏・相模のつはものども︑まっしぐ

さがみ

かまくら
騎︑︿略﹀︑鎌倉へ齪れ入る︒
むさし

十一639図

らに打ってかかる︒
みのかみ

さがみのかみときより

さがみの

ふと﹁はひまつ﹂の間に︑︿略﹀﹁たかね

ざくら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒

十一913

十二62図韻高殿の窓てふまどをあけさせてよも

ら

あをによし奈良の都は咲く花のにほ

な

の櫻のさかりをぞみる

十一一449図魍

ふがごとく今さかりなり

﹇盛﹈与もえさかる

ぜんに

さがる
さがみ

相模上将頼の母を︑松下輝尼といへり︒

﹇離﹈与とおざかる

相模の國

れさがる・ぶらさがる

﹇下﹈︵五︶3 さがる ︽ーリ・ール︾←た

さかる

﹇相模国﹈︹地名︺2

かつさ

さが・る

相模

さがみのかみときより

九641図

さがみのくに

り・わかざかり

テ︾
も速かりけり︒
十二48図圃としどしにわが日の本のさかゆくも
さがみ
四559 をんどりは︑首の毛をさか立てて︑鏡にさがみ ﹇相模﹈︹地名︺3 相模 相模
いそしむ民のあればなりけり
うつる自分のかげをめがけて︑とびついて
九93図 東國の賊を平げて︑尊︑西へ回りたまふ さかり ﹇盛﹈ ︵名︶ 3 さかり 盛り 5はなざか

來ます︒

﹇肴﹈︵名︶ ■ さ け さ か な

ててるます︒

四562鏡の中のをんどりも︑首の毛をさか立 十一249図 越後・上野・武藏・相模の軍勢六萬鯨
さかな

さかな ﹇魚﹈︵名︶2 サカナεおさかな

一574園﹁サカナヲトッテ入レヨウヨ︒﹂

さかなた

一578 フタリハ︑川ヘハイッテ︑サカナヲサガ 模守
シマシタ︒

さかなたち ﹇魚達﹈︵名︶2 サカナタチ

さがみの

九75図説本島尊︑相模國より御船にて上縮

國
やまとたけるのみこと

二515囹氷ガハッテ︑サカナタチハサムイデ

ち

さかん一さき
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さがりました︒

五108團 まことにかうがうしくて︑しぜんと頭が
六搦4 船があがると︑からだを︿略﹀︑船がさが
ると︑からだを沈めるやうにしてゐました︒

﹇盛﹈︵形状︶16

さかん

盛ん

十二柳3 この工兵隊の螢苦︑思へばただ頭がさが
る︒

さかん

をさかんにかり取ってみました︒

七568

三人とも︑旗竿の先を見あげてみる︒

それから先は︑どこへ行くのでせうか︒

るやうになった︒

七659

あれが十ニメートルの高さかな︒﹂といつ

花子さんも︑旗竿の先を見あげる︒

青空に綿を大きくちぎって︑あとからあ

七673

十一734
とから投げ出したやうで︑なかなか盛んな感じの

七742

さき

先εいっけんさ

みつばちが︑盛んに花から花へ飛んでゐ
サキ

たり︒

それが花の軸で︑その先に︑赤むらさき色

はす

野田先生が先に︑すぐ績いて石井先生がす

源作ちいさんは︑一メートルばかりの長さ

たかくらじ

私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神劒を奉り︑

きりのやうにとがった梢の先を天に向け

十二317園﹁仁﹂についても︑︿略﹀︑ある者には

て眞直に立つものは︑かうやまきである︒

十一821

た︒

と聞いてみて︑兄より先に誘えてしまふほどでし

十一352

兄が史記を讃んでみるのを︑そばでじつ

を孚ひけん︑梶原は︑佐々木に四五間ばかり進み

十梱5図人目には何とも見えざりけれど︑内々先

金のとびが御弓の先に止ったことを思った︒

十564

仲よくわたれ︒

十305圏國大きな雁はさきに︑小さな雁はあとに︑

の先でしめるのですから︑

九備7園例へば小さなねぢをしめるにしても︑指

に嶢けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

九757

い刃物が︑

八棚6 まるい鋼鐵の棒の先についてみる︑するど

べられる︒

八831

流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑

八752宗義纏は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑

なし︒

八339図今は先へも進まれず︑後へひかんやうも

の︑大きな蓮のつぼみのやうなものがっきます︒

八1610

て︑國旗掲揚垂の先を見あげる︒

する雲です︒

十一916
﹇先﹈︵名︶32

た︒

さき

竹の先をそっと引きよせながら︑虫か

うつって︑ねぎを︿略﹀たべはじめました︒

二52圏 ツヅクタンボノ ソノサキハ︑ ヒロ
イ︑ヒロイ海ダッタ︑
三184 さをの先の矢車がからからとなると︑
三723 竹の先についてみる白いねぎが︑
三733 きりぎりすは︑すばやく竹の先にのり

き・ゆくさき・ゆびさき・われさきに

き︒はさき・へさき・ほさき・まっさき・みせさ

四194 松並木を通りぬけると︑たんぼでは︑稻 き・えんさき・おさき・たちさき・てさき・のきさ
五399 細い糸を︑さかんに口から出して︑自分の
からだのまはりを包んで行きました︒

五933 はく手が︑さかんに起りました︒

六975 いつのまにか︑空がくもって︑雪がさかん
に降りだして來た︒

六帽9 すると︑わが歩兵も︑さかんに機關銃を撃
ち出しました︒

三736

﹁こんどは︑私が先に書きますから︑
先にあがった子どもの足を引っぱって︑は
先にかけあがった子どもは︑平たいさんに
つり糸がぴんとはって︑つり竿の先が︑お

そっと近づくと︑くるりと葉のうらへま
はって︑足の先だけ見せてゐます︒

六113

げました︒

品川4猿田二神が︑先に立って︑甲案内申しあ

さるたひこの

じぎをするやうに︑しきりに動いてゐます︒

五472

しがみつきます︒

五178

ねのけようとするものもあります︒

五172

春枝さん︑ごへんじをください︒﹂

四698園

もでこまの腹をたたきます︒

細い棒の先にひもをつけて︑そのひ

ごのロへはこびました︒

七518 みなさんを乗せる船は︑今さかんに起重機

四529

を動かして︑荷物を積んでゐます︒

さかんな

ものはあるまい︒

七768圃 しかし︑ 夏ほど明かるくて︑

船で出かけ︑︿略﹀︑貿易をしてゐました︒

ぼうえき

七柵8 その以前から︑日本人は︑さかんに南方へ
八535 みんなは︑さかんに飛ばした︒

八895 大阪は︑實に日本第一の工業都市で︑各種
の工業がさかんに行はれます︒

八896 大阪は︑また︑昔から商業のさかんなとこ
がん

ろです︒

八慨1 雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと
して︑さかんに空を渡って行きます︒

九233国熱幣の盛んな植物のみどりといふみどり
がすっかり洗はれて︑

十796 豊田式人力織機は︑盛んに國内に使用され

599
さき一さきばらい

﹁むつかしいことを先にすることだ︒﹂と教へた︒
﹁︿略﹀︒﹂といった顔回が︑先生よりも先

に死んでしまった︒

十一一356

づ直衣の袖をぞぬらされける︒

なほし

十一一995図中納言︑いまだ奏し奉らざる先に︑ま
十二㎜11 くちをしさが︑足の先から頭のてっぺん

咲き出づ

︽ーデ︾

聡いそざき・いなむらがさき・たちばな

まで突き抜けて走る︒
﹇崎﹈

﹇咲出﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

のこじまがさき

さき

さきい・ず

先がけ

︽ーラ︾

︽ーッ︾

︽ーシ︾

みたのである︒
﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるやう

な研究熱は︑どうすることもできなかった︒

十743

父は︑とうとう佐吉をよその大工の家にあ
この間に立って︑佐吉を働ましたり︑慰め

づけてしまった︒

十744
十746

佐吉の考へは︑かうであった︒

佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心の中で深く両親に

たりしてくれたのは︑母であった︒

わびた︒

十747

十749

佐吉は︑もうじっとしてゐられなくなった︒

明治二十三年︑佐吉が二十四歳の時のこと

織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

明治三十八年は︑佐吉にとって忘れること
外國製の自動織機と︑佐吉の自動織機と︑

どちらがすぐれてみるかを験すことになった

英垂物のものを五十墓︑米誌製のものを十

塁︑佐吉のものを五十皇すゑつけて︑一年にわた

十807

だが︑その結果は︑惜しいことに佐吉の負

る済しい比較試験が行はれた︒

十808

機械の取扱ひがたやすく︑故障が少く︑絶

けであった︒

えず正確に動くことにおいて︑佐吉のものに及ぶ

十821

咲き長く ︽ーク︾

右手に見おろす斜面に咲き尽く黄色な花

﹇咲続﹈︵五︶1

ものはなかった︒

十一919

さきつづ・く

5おさきて

は︑大きなのが﹁しなのきんばい﹂︑

サキ
﹇先﹈︵副︶4 さきに 婁二

にっしん

さきに日清戦畢の時︑︿略﹀馬が揮でた

カ

﹇咲匂﹈︵五︶1 咲きにほふ ︽ーフ︾

襲一一敵二封シ勇進敢職シタル鷹下將

キ

さきに︑羽柴秀吉と軍を交へるにあたり︑
たかかげ
輝元のをぢ小早川隆景は︑七城の城主を集めて︑
サキ

七418

さきばらい

咲き始める ︽一

このころになると︑野原には︑黄色な花が

﹁オー︒﹂と聲を高くあげて︑神様のおいで

﹇先払﹈︵名︶2 先彿ひ

咲き始める︒

九肪4

メル︾

さきはじ・める ﹇咲始﹈︵下一︶1

にもわがやまと魂をよく表してゐます︒

十一悩5 らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑いか

さきにお・う

卒モ︑

十一574図圓

﹁︿略﹀︒﹂とたつねたことがあった︒

十幽4

ふれ︑大王かはいさうに思ったことがあります︒

十958囹

つひに旅順開城を申し出て來た︒

十849さきに一月一日︑ステッセル將軍は︑︿略﹀︑

さきに

次から次へと︑佐吉の考へは高まって行つ さきて

佐吉は上京して︑目をかがやかしながら︑
十771

佐吉は︑︿略﹀一二の織機を作りあげたが︑
佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑新しい巨篇をふるつ

この日︑佐吉の織機を操って︑りつぼに布
十794

である︒

十7910

十804

のできない年である︒

十802

ごと佐吉の自動織機が完成された︒

そこで︑更に七年間の工夫が績けられ︑み

十795

を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

十793

て立ちあがった︒

十781

これもまんまと失敗であった︒

十777

その機械館へ毎日通った︒

十764

い空想になりがちであった︒

たが︑︿略﹀︑ややもすれば︑手のとどきさうもな

十761

たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

九376図圃白々とあんずの花の咲き出でて今年も 十755 佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑
﹇先駆﹈︵名︶1

春の日ざしとなりぬ
さきがけ
ひで よ し

咲ききる

九悩4 尼子方は秀吉の軍勢に加って︑毛利攻めの
先がけとなった︒
﹇咲切﹈ ︵ 五 ︶ 1

六下3 まだ十分咲ききらない花は︑ちゃうど︑お

さきき・る

咲きそろふ

ひな様のぼんぼりのやうなかっかうです︒
﹇咲揃 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

咲きだす

四486白い菊の花が︑咲きそろったやうなのも

さきそろ・う

﹇咲出﹈ ︵ 五 ︶ 2

あります︒
さきだ・す

した︒

六研7 すみれも︑一週間ばかり前から咲きだしま

先立つ

だしたこのむらさきの花は︑
﹇先立﹈ ︵ 五 ︶ 1

かれは︑︿略﹀︑わがジャワ攻略に先立ち︑

︽ーチ︾

九鉗10 青いものはまったくなかった野原に︑咲き
さきだ・つ

十二伽1

濠洲からジャワのバンドンへ移り︑

十734 佐吉は︑父の大工の仕事を助けて働いてゐ

さきち ﹇佐吉﹈︹人名︺21 佐吉5とよださきち
たが︑ひまさへあれば︑織機のことを調べ績けて

さきほど一さく

600

になる先梯ひをなさいました︒

七436 お供へしたものをみんなさげてから︑神様
のお蹄りになる先導ひがとなへられました︒
さきほど ﹇先程﹈︵名︶2 さきほど 先ほど

十二424

かきのもとのひとま

ろ

やまべのあかひと

有名な歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人
をのこやも空しかるべき萬代に語りつぐ

の作も︑また萬葉集によって傳へられてるる︒

十二445
山上心良の作である︒

やまのうへのおくら

べき名は立てずして

日まはりは︑暑い日をいっぱい受けて︑金

ちの小草も米がなる︒

のお皿のやうなのが︑三つ咲いてみる︒

五809

朝顔は︑二つ咲いてみた︒

けさは︑朝顔が三つ咲いてみた︒

オハカノソバノハギハ︑アカイ花ガニ

やがて︑まつ白な花が咲いて︑何ともいへ

べに白ゆりが︑ ゆめ見るやうに咲いてみる︒

六鵬2圏圏梅が咲いてみる︒

ない︑よいかをりがあたりに満ちあふれます︒

六258

六鵬3圃園

ツ三ツサイテヰマシタ︒

一468

ソレガ︑カレ木ノ枝ニカカッタカト思

キキャウノ花モサイテヰマシタ︒

春子︑チューリップが咲いたよ︒

見ると︑︿略﹀チューリップの花が一つ︑

夕食後は︑ぼくらの最も樂しい時間で︑

その庭に︑日まはりが咲いてみる︒

櫻が咲いてをりま
七754囲

おそくても一年二箇月たつと︑敷メートル

古い株を切って出た芽は︑それよりも早く

成長して花が咲きます︒

八167

の高さに成長して︑花が咲きます︒

八166

︿略﹀︑お國じまんの話に花を咲かせたりします︒

七803團

した︒

菊の花咲く 七303囲春は九段のお社に︑

ろがあらはれました︒

六燭8 さくらの花が︑いっぱいに咲いてみるとこ

や︑むらさきの花が︑美しく咲いてゐます︒

六佃8 寒い冬も知らないやうに︑︿略﹀赤や︑白

さうや︑ひなぎくも︑咲いてゐます︒

六⁝⁝⁝2 すみせんの花が四つ︑かはいらしいさくら

にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒

六事8

六鵬2園

す︒﹂と︑正男さんがいひました︒

﹁梅は︑花よりもにほひが咲くので

二906

一49一

一ドニ

カレ木二丁ヲ茄子セマセウ︒﹂トイッ

フト︑一ドニパット花が咲キマシタ︒
二909園

テ︑アルキマシタ︒

スルト︑カレ重氏花が咲イテ︑

二915園花ヲ咲力セテゴラン︒
二919

花ザカリニナリマシタ︒

はれわたり︑

花が一千ンニ咲イテ︑テフテフガトン

二929囹 モウード︑花ヲ二七セテゴラン︒
二933イクラマイテモ︑花ハ咲キマセン︒

二954

秋空高く

デヰマシタ︒

四264圃

あの花が︑私の枕もとで︑今もまだ明い

明治節︒

四皿6團

み

植ゑ

岸は︑青葉でおほはれてゐますが︑ところ

てるます︒

五491

米はたからだ︑たからの草を︑

どころに︑つつじの赤い花が咲いてゐました︒

五647圏

ことしゃほう年︑穗に穂が咲いて︑

りゃ︑こがねの花が咲く︒

五655圏

山べに野

五828園﹁ほうら︑こんな大きな︑赤い花が二つ
五838

咲いた︒﹂と︑にこにこ顔︒

五851

四858 このかたは︑さきほどお通りになった さ・く ﹇咲﹈︵四五︶54 サク 咲ク 咲く ︽ーノー・

五947圃

呂きょうどうさ

ーカ・ーキ・ーク︾

﹁アサガホガサイタヨ︒﹂

神様がたの弟さんです︒

イッテミルト︑ハチウエノアサガホガ︑

作業

作業場

あすからうれしい夏やすみ︑

一445

作

ニツサイテヰマシタ︒

一442園

5

︽一

テンコ両蓋の墓は︑どうか保存していただきたい
咲き齪れる

十969囹 ただ︑先ほども申しましたが︑コンドラ

﹇咲乱﹈︵下一︶1
ぶ つさうげ

と思ひます︒

さきみだ・れる
レ︾

︵名︶

﹁作業や め ︒ ﹂

﹇作業﹈

十﹇川6 眞赤な佛桑華の花が咲き法れてるる︒
さぎょう

ぎょう
九川9囹

んだんせまって︑濃霧が一面に立ちこめる︒

十一992 この作業が終るころは︑︿略﹀夕暮がだ
十一捌6 かうした作業が五時間も潔いて︑一萬尾
に近い漁獲に船は満載である︒

十二m9 この危写物を掘り出す作業が︑︿略﹀銃
丸が飛んで覚る中で︑平然と行はれる︒

﹇作業場﹈︵名︶1

十二価一 シャツ一枚で︑作業を指揮する隊長があ
るQ
さぎょうば

九川1 作業場は︑かなり離れた小高い岡の上であ
る︒

さぎょうふく ﹇作業服﹈︵名︶1 作業服
しり

﹇作﹈︵名︶3

ちか足袋に︑尻あてといったいでたちである︒

た び

十二77 鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑作業服・
さく

を二十巻に牧めたのが︑萬葉集である︒

十二408 あらゆる身分の人々の作︑約四千五百首

601
さく一さくら

八172 やがてそれが開くと︑中に黄色な花が︑矢
車のやうに並んで咲きます︒
いて行って︑ふさのやうになります︒

八173 かうして︑花が次から次へと︑何段かに．咲

八176 花が咲いてから三四箇月たつうちに︑この
ふさがだんだん大きくなって︑

すみれの花

八215国白いふさになった花の咲くころは︑よい
にほひがして︑

咲いてみた︒

八686圏 春來たときは 川土手に︑
が

なごりとて

あをによし奈良の都は咲く花のにほ

花はむかしの色に咲く︒
な ら

十二449図圃

︽ーイ︾δつんざく

花は咲いてもたちまち散り︑人は生まれ

ふがごとく今さかりなり
十二4810
てもやがて死ぬ︒
さく

尾をさいてごらんになると︑たいそうりっ

﹇裂﹈︵五︶2

五305

さ・︿

荷作り場では︑まぐろやさめの腹をさいて︑

ぱな劒が出て來ました︒

九505
さく

5おしさぐ

﹇裂﹈︵下二︶Oはりさく

氷を入れて送り出す者や︑

さぐ

八相1 小さなきんせんくわが︑むらがって咲いて
みるやうなのは︑﹁いぼやぎ﹂でありました︒

六町3

北川が先頭に立ち︑江下︑作江が︑これに

江下︑作江は︑北川をはげますやうに︑

つづいて走ってゐます︒

助

すけ

そこに︑作江が倒れてゐました︒
作江︑よくやったな︒
﹁︿略﹀︒﹂弁理は答へました︒

班長は︑撃ち破られた鐵條網の方へ︑作江

い

たけじ

さくえ

じよう

﹇作江伊之助﹈︹人名︺1
のすけ

い

の

作江伊之

﹁天皇陛下萬歳︒﹂藤江はかういって︑静か

さくえ

工兵は︑︿略﹀︑鐵條勤めがけて突進しました︒

六㎜9

さくさく

墾岩機をかかへて︑﹁ダ︑ダ︑ダ︑ダ︒﹂

︵副︶5

さくさく

と鑛石に穴をあける︒

十寸ー11

さくがん

さくがん
﹇露岩機﹈︵名︶1 竪岩機

作江伊之助︑江下武二︑北川丞︑三人の

さくえいのすけ

に目をつぶりました︒

六窩9

を向かせながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒

狂態3

六旧1

六鯉9囹

六櫨7

︿略﹀︑あとから押して行きました︒

六梱4

作江

さくえ

﹇作江﹈︹人名︺7

八拠9 つばきが一りん咲きさうになってみた︒

八目10葉が出ないうちに咲くのですから︑花の色
で︑その邊が︑ぱっと明かるくなるほどです︒

値鞘1 れんげうの咲いたそばに︑子どもがよく集
つて來ます︒

九784 生まれたのは︑去年の春︑ちやうど櫻の花
の咲くころでした ︒
てふ

九柵7 戦國の世とはいへ︑京都では花が咲き︑人
は蝶のやうに浮かれてみた︒

九川8 よく見ると︑むらさきの花が咲いてみる︒
九鵬5 赤い花も少しまじって咲く︒

十㎜1 中庭のあんずが咲いて︑花びらが胡同へち
らちらと降って來るのも︑このころである︒

十一704図團濃きるりの 色あざやかに︑ 咲く
ものは露草の花︒

古き都の

さくがんき

らん
十一9010 小さなすみれや︑蘭もところどころに咲
いてるる︒

十一913 高さ一メートルにも足らない﹁たかねざ
かすが
若草山も春日野も︿略﹀︑

くら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒
十一一371晒骨

さくさくと小じゃりをふんで︑女學校

のせいとさんが來ました︒

三172圏

さくさくと玉じゃりをふんで︑神殿の御

門の前へ進みました︒

五98国

かめば︑さくさくと歯切れよく︑朝の氣

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑

十45図南参道に入れば︑夜來の雨に清められし
十505國

ほかほかと︑立ちのぼる湯氣を見つめな

分を新たにする︒

ざくざく

ざくざくと︑稻を刈る音が聞えます︒

︵副︶1

がら︑私は︑さくさくと白菜をかむ︒

十521圃
ざくざく

﹇作戦﹈︵名︶2 作戦

六128

し き
十585 飛行基地の兵舎では︑各攻撃隊の指揮官た

さくせん

てい
砲煙弾雨の間︑王は︑彼我の職況を御守

ちが︑しきりに作戦をねってみる︒
さつ

十一141

︵副︶1

ざくつと

察になって︑作戦の御指導をなさったのである︒
ざくっと

あの時︑ざくつとおや指を皮に突き立て

たら︑しゅつと︑しぶきがほとばしって︑

十494圏

その作品は︑︿略﹀︑遠く海外にも傳はり

﹇作品﹈︵名︶1 作品

十479図

さくひん

﹇作物﹈︵名︶1 作物

て︑名工のほまれはなはだ高し︒
さくもつ

荒されてしまった︒

サクラ

さくら

櫻←たか

十㎜7 作物は︑ひとたまりもなく︑むざんに酔ひ

﹇桜﹈︵名︶13

スズキサンガ︑サクラノエヲカキマシ

ねざくら・やえざくら・やまざくら・やまざくらば

さくら

な
タ︒

一252

三52國さくら︑さくらだ︑野山は花だ︒

さくらい一さけびつづける

602

三52圃 さくら︑さくらだ︑ 野山は花だ︒
六二1

さくらそう

﹇桜草﹈︵名︶1

さくらさう

すみせんの花が四つ︑かはいらしいさくら
櫻の間

げんくわん

﹇桜間﹈︵名︶2

酒もりが篭ると︑この少女も座敷へ出て︑

酒をついでまはりました︒

七157

たけるは︑︿略﹀︑酒によってよろよろしな

がら︑奥の間へ行かうとしました︒

七159

もつばらさけやますの泳ぎまはってみさ

かれは︑刀のさげ緒をたすきに掛け︑か

﹇下緒﹈︵名︶1 さげ緒

ひがひしく身支度をしてから︑

十二725

さげお

十一棚6

さけがかかってみるのだ︒
かんぱん
見る見る甲板はます・さけの山︒

十一棚3網の糸も切れるばかり︑大きなますや︑

うな場所をさがして︑投網にかかる︒

十一989

御ひつぎは︑表玄關から︑母宮殿下のさけ ﹇鮭﹈︵名︶3 さけ
王が︿略﹀蒙彊へ御出征の時︑最後の御

尉面をなさったのも︑この同じ櫻の間であった︒

十一162

御居間︑櫻の間にまつおはいりになった︒

十一158

さくらのま

さうや︑ひなぎくも︑咲いてゐます︒

六鵬8 さくらの花が︑いっぱいに咲いてみるとこ
ろがあらはれま し た ︒

六燭9 風が吹いてみるらしく︑さくらの枝がゆれ
てるます︒

七303圃春は九段のお社に︑ 櫻が咲いてをりま
した︒

七313圃櫻の花の遺族章︑ 女の人も見えました︒

炸裂

このへんの敵のやうすを探るために︑思は

ぬ

さくれつ
﹇炸裂﹈︵サ変︶3 炸裂する

スル︾
さくれつ

十槻6
さけび

やみを

艦は︑たちまちさげかちを取って︑突つ

﹇酒肴﹈︵名︶1 酒さかな

検使は︑酒さかなを宗治に供へた︒

デッキの上に︑

叫び呂やさけび

部隊長のするどい叫びが傳はつた︒

﹁杉野はいっこ︑杉野はゐ

荒波あらふ

十慨7

海はますますしけて來て︑波や風の音が︑

﹁おかあさん︒﹂と︑かすかな叫びが聞かれ

まさに︑後戸者を失った者の悲痛な叫び

1 叫び績ける

十糊3 輸送船からは︑船員たちが︑銃をはなせと

︽ーケル︾

さけびつづ・ける ﹇叫続﹈ ︵下一︶

でなくて何であらうq

十二259

ました︒

十㎜7

悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くなって來ました︒

あくま

十悌3

ずや︒﹂

貫ぬく中佐の叫び︑

八871図團

﹇叫﹈︵名︶5

さけさかな

込んで行った︒

十二㎜11

すきまもなく炸裂する砲揮を縫って︑たち さげかじ ﹇下舵﹈︵名︶1 さげかち

︽⁝シ・

炸裂する弾の破片が︑海上一面にしぶきを

さくれつ

﹁ダーン︒﹂と音をたてて︑敵の砲弾が兵士
ちこめた︒

の目の前で炸裂し︑あたり一面に︑砂ぼこりがた

儲君9

立ててみる︒

十6510

まち爆弾を投下した︒

十6410

する

さくれつ・する

ず時を過して︑

七629

九783 生まれたのは︑去年の春︑ちやうど櫻の花 さぐ・る ﹇探﹈︵五︶1 探る ︽ール︾
の咲くころでし た ︒

十295 櫻も紅葉して︑みんな赤い夕日を受けてゐ
る︒

ぞ春のにしきなりける

十一328図國 見わたせば柳さくらをこきまぜて都
十一913 三夏に櫻の暗黒である︒

十一鵬4 のどかな春の日の光の中に︑あわただし
く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

の櫻のさかりをぞみる
櫻井

十二62図題高殿の窓てふまどをあけさせてよも
﹇桜井﹈︹地名︺1

強い酒をたくさんつくれ︒

酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入
なんでも︑その子が︑山で酒の流れてゐ

げに持って錦りました︒

六586囹それが酒でございましたので︑父のみや

がいたします︒

六583園起きようとすると︑そのへんに︑酒の香

いふことですが︑ほんたうですか︒

六578園聞けば︑あなたは︑山で酒を見つけたと

るところを︑見つけたといふのです︒

六557園

れて︑がぶがぶと飲みました︒

五296

五291園

十二951図圓 父上︑︿略﹀︑汝を櫻井より返されし さけ﹇酒﹈︵名︶8酒﹇▽おさけ

さくらい
は︑︿略﹀︑腹を切れと残されしにもあらず︒

さくらいのえき ︹題名︺1 櫻井の騨

十二882 櫻井の騨
まさつら

さくらいのえき ﹇桜井駅﹈︵名︶1 櫻井の騨
河内へ返さんとて︑櫻井の騨にてさとしけるやう︑

かはち

十二888図 その子正行が︿略﹀供したりけるを︑
さくらいろ ﹇桜色﹈︵名︶2 さくら色 鼠色

三766国 その中で︑︿略﹀︑つやつやとさくら色

に光ってみるのが︑一ばんすきでした︒
九496 六七十センチもある鯛が︑つやつやした櫻
色のはだに︑むらさきの星をきらめかしてみる︒

603
さけぷ一ささ

﹇叫﹈︵四 五 ︶ 3 1

聲をかぎりに叫び績ける︒
さけ・ぶ

さけぶ

ビ・ーブ・ーン︾5おめきさけぶ

叫ぶ

︽ーバ・一

﹁︿略﹀︒﹂次郎さんは︑うれしさうな聲でさ

けびました︒

六448

七168
﹁︿略﹀︒﹂と叫んで︑︿略﹀︑かの大男をひつ

﹁あっ︒﹂とさけんで︑たけるは倒れました︒

を向かせながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒

六旧7 班長は︑撃ち破られた鐵條網の方へ︑作江

七6410

十4510図

﹁たき木︑たき木︒﹂と叫びつつ︑︿略﹀

かれは︑やがて﹁おお︒﹂と力ある聲に

物を運びて︑かまの火にことごとく投じたり︒

十471図

かれは﹁慶喜討つべし︒﹂と叫び︑これ

又略﹀︒﹂きやうだいは思はず叫んだ︒

﹁きれいだなあ︒﹂ぼくが思はず叫ぶと︑

﹁津波だ︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

十148

九悩1

︽ーケ・ーケル︾

︽ーゲ︾5おさげ

水兵は︑頭をさげて聞いてみたが︑やがて

︿略﹀敬禮し︑にっこりと笑って立ち去った︒

十649 古同度をさげて行くと︑敵艦は︑いっせいに

高度をさげて︑︿略﹀近づいて來る︒

防空砲火を撃ち出す︒

十二㎜4

にいさんは︑いつも︑腰にふくろをさげ

張は︑夜具をかつぎ︑手に変粉と塩をさげ︑

﹇左舷﹈︵名︶4 左舷

敵船は︑左舷に傾いたまま静かに沈んで

︵名︶一 サゴ椰子

太郎さんは︑ねえさんや弟たちと︑ささ

﹇笹﹈︵名︶6 ささ

みよ子さんは︑ささの小枝を持って︑橋

の上に立ちました︒

三254

の葉を取って︑ささ舟を作りました︒

三243

ささ

ないほど日本内地の風景によく似てみる︒

生えてみるけれども︑ここがセレベスだとは思へ

十一鵬8 ニッパ椰子や︑サゴ椰子や︑びんらうが

サゴやし

ら爆撃して來たが︑

十二圏5 一隊は左舷から︑他の一隊は遠く後方か

ろそろあかね色に染まりかけて來た︒

へたころから︑左舷にまはった入道雲の頭が︑そ

十二㎜4 南西の風に向かって︑かすかに針路を憂

行く︒

十二捌10

十二梱7 船は︑ぐっと左舷に傾いた︒

さげん

妻は︑︿略﹀︑布ぎれなどを持つた︒

十脳9

うな腰皮をさげてみる︒

九773 腰には︑毛皮で作った小さなざぶとんのや

てるる︒

五695團

︿略﹀小さな日の丸の旗がのぞいてゐました︒

一384圃小サナチャウチン サゲテコイ︒
四228 ふろしきつつみをさげてゐましたが︑

﹁悪者が三人︑あの墓地にll﹂と叫ぶや さ・げる ﹇提﹈︵下一︶5 サゲル さげる ︽ーゲ︾

叫びて︑立ちあがりぬ︒

十㎜7

朝早く大きな聲で叫びながら︑ふれ歩いて

うにいった︒

十㈱8
來る︒

風叫び海怒りて︑波は山のごとくなれ

﹁あと四キロだ︒﹂と先頭で叫ぶ︒

ども︑

十一541図
十一871

﹁ようし ︒ ﹂ と 叫 ぶ ︒

つかんで︑まりのやうに投げつけた︒
七735

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが帽子を振りながら︑

十二佃7

﹇裂﹈与はりさける
避ける

﹁船が見えます︒﹂と︑偵察員が突然叫ぶ︒
さける

﹇避﹈︵下一︶3

わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに右手で
トラックや戦車は︑全部木かげにかくし

さげる

これを避けて北へ遠廻りをする︒
﹇下﹈︵下一︶6

終りに︑お供へしたものをみんなさげてか

る・ぶらさげる・ゆりさげる

さ・げる

十二烈5

て︑敵の砲撃の目標になることを避けてみる︒

十一槻10

顔をおほってみる兵もあった︒

十701

さ・ける

十二㎜5

は﹁君側清むべし︒﹂といきまく︒

十一川9

ぼくらに叫んでみる︒

十一933

ツに組みつきました︒

七佃7 ﹁ようし︒﹂と叫ぶが早いか︑すばやくノイ

八561 ﹁萬歳︒﹂と大きな聲で叫んだ︒
八639 ﹁萬歳︑萬歳︒﹂と叫びながら行きました︒
八794 ﹁しっかりのぼれ︒﹂と叫ばれた︒
八798 ﹁やあ︑兎︑兎︒﹂と大聲に叫んだ︒
八8310 ｪ﹀︒﹂ と ︑ だ れ か が 叫 ん だ ︒

ｪ﹀︒﹂かう叫んで︑狼介は太刀を投げ捨

七435

ぐっとそりかへるやうにして︑頭を後へさ

ら︑︿略﹀先彿ひがとなへられました︒

げます︒

七885

十255

﹁︿略﹀︒﹂といって頭をさげた︒

十371

だ︒

十248 その時︑五兵衛は︑力いつぽいの聲で叫ん

は︑大きなたいまつを持ってとび出して來た︒

十222 ﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五兵衛

てた︒

九重4

見た狼介は︑ わ れ 鐘 の や う な 聲 で 叫 ん だ ︒

八852 ﹁萬歳︒﹂と︑だれかが叫んだ︒
八853 ﹁野田先生︒﹂と︑だれかが叫んだ︒
八欄4圃 私はすぐ電話に向かって︑かう叫びます︒
九期6 ﹁︿略﹀︒﹂と︑船の上から先生が叫ばれた︒
九櫛3 川をへだてた封岸から︑鹿革の姿をちらと

「〈

「〈

ささう一さざなみ
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三268 みよ子さんは︑さっとささの小枝をふ
り あ げ て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂といひました︒

持って︑︿略﹀︑おもしろくおまひになりました︒

五66 かづらをたすきにかけ︑ささの葉を手に
十一838 せまい道の半側には︑大きなささが︑ぼ
くらの頭をおほふくらゐ高く茂ってみた︒
みた︒

﹇支﹈︵ 下 二 ︶ 3

支ふ

︽1へ︾

十一892 道端には︑ささがめづらしく花をつけて
ささ・う

十一186心寄せ手これを見て︑︿略﹀︑引かんとす
るもかなはずして︑心ならずも支へたり︒

佐々木︑あぶみふんばり立ちあがり︑大

︿略﹀︑向かふの岸に打ちあげたり︒

十麗9図

いかに佐々木殿︒

﹇佐々木殿﹈︹人名︺！

佐々木叢

音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒

ささきどの

十麗2図國

ささきのしろうたかつな ﹇佐々木四郎高綱﹈︹人名︺
たかつな

う

だ

かげすゑ

こういん

一騎は梶原の源太景季︑一騎は佐々木の

かちはら

2佐々木の四郎高綱佐々木の四郎高綱

十川4図
たかつな

﹁宇多天皇九代の後胤︑近江の國の住

四郎高綱なり︒

十撹10図園

人︑佐々木の四郎高綱︑宇治川の先陣そや︒﹂

かれは︑一枚の皿を爾手にささげて︑し

ばしかま場にごをどりしぬ︒

十474図

十一602図園 されば︑ただ今敵方に押し寄せ︑三 ささ・ぐ ﹇捧﹈︵下二︶1 ささぐ ︽ーゲ︾
方に火をかけ︑﹈方にて支へ候はんに︑︿略﹀︑矢
を恐れん者は火を逃るべからず︒
大勢なり︑︿略﹀と思ひて︑門の内へ引く︒

︽ール︾

︵五︶

1

捧げたまふ

︽一

この天皇の御ためなればこそ︑われわれ國

十一6310図爲朝︑しばし支へて防ぎけるが︑敵はささげたてまつ・る ﹇捧奉﹈ ︵五︶ 1 ささげ奉る
十559

﹇捧給﹈

ささげ蓋くす

︽一

皇帝陛下は︿略﹀︑皇軍の將兵︑職残
﹇二丁﹈︵五︶1

長い長い物語を讃みあげるのに︑ほとん
ど心魂をささげ壷くしたことであらう︒
つつ
﹇機銃﹈︵名︶1 ささげ銃

つつ
衛兵隊はささげ銃の敬禮を行ひ︑︿略﹀乗

みかは

︽ーセ︾

十一189図圓

す

ささげまいら・す

あすけ

ささげまみら
しげのり

﹁三河の國の住人︑足助の次郎重範︑

﹇捧参﹈︵下二︶1

員一同は︑皆︑姿勢を正して軍艦旗に敬冒する︒

九571

ささげつつ

十一協2

シ︾

ささげつく・す

の勇士に︑しばし祈念を捧げたまうた︒

十二柵6圃

ウ︾

ささげたま・う

民は︑命をささげ奉るのである︒

ささ・える ﹇支﹈︵下一︶3支へる︽一へ︾
十旧2園わくは心棒で支へ︑︿略﹀︑漆がまんべん
なく行き渡るやうにして乾かします︒
手すりにっかまって支へながら︑働きました︒

十字5 ころがりさうになるからだを︑はめ板や︑
だくりう

十二悩10 肩まで濁流につかって︑打ち込まれる橋
柱を︑しっかり支へてるる兵隊がある︒

十棚5図内々先を孚ひけん︑梶原は︑佐々木に四

ささき ﹇佐々木﹈︹人名︺5 佐々木

佐々木︑ズ略﹀︒﹂といひければ︑梶原︑

五間ばかり進みたり︒
十棚6図

腹帯解いて引きしむる︒

十棚9図 佐々木︑その間につとはせぬいて︑川へ
さっと打ち入れたり︒
梶原︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑佐々木︑

刀を抜いて︿略﹀︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑

十齪4図

かたじけなくも↓天の君に命をささげまみらせて︑

明治のみか

﹇捧﹈︵下一︶10 ささげる 捧げる ︽

この城の一の木戸を堅めたり︒

おちいさま︑

ゲ・ゲル︾呂おささげもうす

ささ・げる

天皇陛下の

奉仕の人々は︑︿略﹀︑祭具やお供へものを

ささげませう︒

四278圃
どに

旅に出かけて行く人が︑︿略﹀その錦りに

ささげて︑静かに祭場へ進んで行く︒

九161
九㎜11

これらの家畜は︑神にささげるものとして︑

︿略﹀えらばれたものである︒

は︑﹁︿略﹀︒﹂と感謝の祈りをささげる︒
かちく

九加12

僧は︑この家畜の一頭一頭に祈りをささげ︑

喜びの歌を歌ふ︒

九別2

ふさ

﹁バナナ︑バナナ︒﹂といひながら︑太い

心でございます︒﹂と誓った︒

十帽9園私どもは︑一命をささげて霊境を守る決
十一踊7

と見れば︑あの恐しい羅刹は︑たちまち

バナナの房をささげる︒

端嚴な蚕篭天の姿となって︑修行者を空中にさ

たいしゃくてん

十二575

初めはみんな淡紅色の旗を捧げて︑歌つ

さげ︑さうしてうやうやしく地上に安置した︒
十二㎜11

敵航空母艦サラトガ型は︑かくて珊瑚海

てるるかに見える︒

ザ︑ザ︑ザi

﹁ザ︑ザ︑ザー︒﹂と︑力強く水をかきます

︵感︶一

に重げるすばらしい供へ物となった︒

十二惣11

五905

ざざざ一

さざ波

目の前に︑關門海峡はさざ波をたたへ︑

﹇小波﹈︵名︶4

と︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒
さざなみ

九皿3囲
4圃

ふり返ると︑守門海峡はさざ波をたたへ︑

車窓から言託の船が見える︒

九

605
さざなみ一さしかかる

いそがしさうに船が動いてみる︒

が起る︒

十一梱2 網を引きあげる片端から︑海面にさざ波
十二㎜8 さざ波一つ立たない︑鏡のやうな海面を
すべって行く船の跡が︑
さざなみ

さざなみ ﹇漣﹈︵名︶1 漣
さざなみ

かげろふ

十一562図 敵の司令長官ロジェストウェンスキー
中夏は︑︿略﹀︑わが駆逐艦漣・陽炎の二隻に追
︹課名︺2 ささ聖

撃せられ︑つひに捕らへらるるに至れり︒
ささぶね

︽ーク︾

十二388図闘

いしの

おいしいごちそうでございます︒

石にささ
さざれ石

さしあげる

︽一

ついては︑今日の記念に︑閣下にさしあ

買物袋をさしあげた︒

げたいと思ひます︒

十947囹

で書けば︑さし當り﹁草木青﹂と書いて満足しな

ければなるまい︒

かまを開かんとすれば︑今しも朝日︑は

﹇差出﹈︵下二︶1 さし出づ ︽ーデ︾

十468図

さしい・ず

宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑

﹇差出﹈︵四︶1 さし出す ︽ーセ︾

なやかにさし出でて︑かま場を照らせり︒
さしいだ・す

義家︑背を向けてうつぼにささせけり︒

九613図

﹇差入﹈

︵下一︶ 1

さし入れる

てから︑火をつけるといったやり方では︑

︽⁝

六㎜6 破壌筒を持って行って︑鐵愚管にさし入れ

レ︾

さしい・れる

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒

十燗4図 首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ

では︑おみやげに玉手箱をさしあげま さし・いる ﹇差居﹈︵上一︶1 指しみる ︽ーヰ︾

女は︑井戸から水をくんで︑ほをりの命に

そのかたがたへ︑花をさしあげました︒

せう︒

三佃4園

五鵬1

四㎜5

女は︑つりばりを水で洗って︑海の神様に

さしあげる︒

五襯6

ろへさしかかりました︒

五㎜2 利根は︑もう百メートルで本部といふとこ

物をつんで︑この通にさしかかりました︒

四価3 今︑日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷

ーリ・ール︾

この劒を︑天皇にさしあげることにいた さしかか・る ﹇差掛﹈ ︵五︶6 さしかかる ︽ーッ・

さしあげる︒

六61囹

しませう︒

劒を天皇にさしあげると︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せ

さしあげるやうに︒

六67囹朝になったら︑きっとこの劒を︑天皇に
六76

八伽1

最後にねえさんは︑ひもであんだきれいな

一郎さんが︑一枚の給をさしあげた︒

時︑

十一㎜2 船がラバウルの湾の入口にさしかかった

つた時︑機は︿略﹀︑火だるまになって自爆した︒

十676 二番機が︑︿略﹀その右舷前方にさしかか

明する︒

失禮ながら︑ただ今︑お名をさしあげま 九㎜3 やがて金州にさしかかると︑車掌さんが説

になって︑天皇はお目ざめになりました︒
せう︒

七1710囹

﹁おしまひに︑おかあさんに記念品をさ

八楢3

しあげます︒﹂

八桝7園

十一旧3 ﹁クサキハアヲイ﹂といふのを漢字だけ

小さいながら︑は さしあたり ﹇差当﹈︵副︶1 さし揺り

さざれいし

佐保の川原は水あせて︑

さざれ

﹇細石﹈︵名︶2

やく音静か︒

さざれいし
七2810図荘園
つきりと歌はつづいて行きます︒

君が代は千代に八千代にさざれ石の

︵下一︶

13

5いちりんざし・ひざし・ひとさし・ひとさし

いはほとなりてこけのむすまで

十二襯6憂世
さし
﹇差上﹈

のまい・まなざし・ものさし
さしあ・げる

グ・ーゲル︾δおさしあげる

ささ舟

ささ舟⁝⁝⁝二十三

三28画
三研4園

﹇笹舟﹈︵名︶3

ささやく

これは︑まださしあげたことのない︑

三236七 ささ舟
ささぷね
の 葉を取って︑ ささ舟を作りました︒

三243太郎さんは︑ねえさんや弟たちと︑ささ
﹁みんなで︑ささ舟のきゃうさうをさ
三245園
せよう︒

三252 次郎さんも三郎さんもく略﹀︑めいめいの
ささやき

ささ舟を持って︑小川の岸に並びました︒
﹇囁﹈︵名︶1

ささやき合ふ

︽一

十二㎜3 今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑

ささやき

﹇二 合 ﹈ ︵ 五 ︶ −

の小波はなごやかなささやきを績けてるる︒

ヒ︾

すると︑人々は︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと︑

ささやきあ・う

六997

小さな聲で︑ささやき合ひました︒

十二川4 北斗七星は北のはつれにるて︑内地のあ

ささやきがお ﹇囁顔﹈︵名︶1 ささやき顔

﹇囁﹈︵ 四 五 ︶ 2

りかをささやき顔にまたたいてみる︒
ささや・く

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが耳もとでささやくや

うですが︑だれもみるのではありません︒

十二2

ざしき一さしはずす

606

十一一206 兵士を漏載したトラックが︑ダバオ市内
に突入して︑町の十字路にさしかかると︑

ざしき ﹇座敷﹈︵名︶3 ざしき 座敷呂おざしき
とうさんにごあいさつをしました︒

四141 にいさんは︑︿略﹀ざしきへあがって︑お
七156 酒もりが始ると︑この少女も座敷へ出て︑
じんじらう

酒をついでまはりました︒

﹇差来﹈ ︵ 力 変 ︶ 1

さし來

︽ーキ︾

九擢7 甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷へ行った︒
さし・く

さしこむ

けくもこの峯に 光さし來ぬ︒
﹇刺込 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

︽ーン︾

九704図魍朝日︑いまあらはれて︑ ああ︑はる
さしこ・む

生きてゐます︒
﹇差込﹈

︵五︶

3

さしこむ

さし込む

七857 その管を木の根にさしこんで︑汁を吸って
さしこ・む
︽ーム・ーン︾

が︑いっぱいにさしこんでゐます︒

六鵬6 小さな温床に︑今日も︑おだやかな冬の日
十545 初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を照ら
や

し

し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒
さし込む夜であった︒

十二枷5 椰子の葉越しに︑窓から月の光が美しく
さしさわり ﹇差障﹈︵名︶1 さしさはり
だの働きも望めないやうに︑

十㎜7 血管に少しでもさしさはりがあれば︑から
さしず ﹇指図﹈︵名︶2 指圖
︿略﹀人々の働きによって︑消しとめられた︒

七皿3 火は前後二回おそったが︑元帥の墨画と︑

た︒

指算する

︽ーシ︾

十粥3 秀吉は︿略﹀みつから堤防工事の指圖をし
﹇指 図 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 3

六盟7 班長も︑部下を指圖しながら進みました︒

さしず・する

七曲2

元帥は︑家に残ってみた人々を指齢しなが

︵五︶

5

サシダス

さし出す

おちいさんによく指画していただいて︑

ら︑みつから防火につとめた︒

九799囹
﹇差出﹈

ひとつ一生けんめいにやって見るかな︒
さしだ・す

私は︑手に持ってみた竹を︑そっとき

さし云ふ

︽1へ︾

︽ーデ︾

八912

この島に向かって︑︿略﹀かけ渡された橋

す︽ーシ・ース︾

くし

ばかりでも︑二十もあって︑まるで中之島を︑た

くさんの串でさし通したやうになってゐます︒

うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝

八囲3三下の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくや

つかまへようとして手をさしのべると︑鳩

静かに手をさしのべると︑ステッセル將軍

トマトぐらみの大きさの實の生ってみる

2 さしのぼる ︽一

さしのぼる朝日の光に輝いて︑らんまん

︵四五︶ 4

さしはさむ ︽

さしのぼる朝日のごとくさわやかに

﹇差挟﹈

績いてかかる安藝の太郎を︑左のわきに

ほんじやうばう

爾軍は︑足守川をさしはさんで封陣した︒

赤道をさしはさんで︑︿略﹀を北の最良

さしはず・す ﹇差外﹈︵四︶1 さしはっす

︽ース︾

の港とすれば︑南の最良港は︿略﹀である︒

十一㎜7

しはさみ︑︿略﹀︑績け打ちにぞ投げつくる︒

んで引き違へ︑︿略﹀大石を︑かるがると脇にさ

十一2110図本性房といふ大力の僧︑衣の袖を結

十帽2

み︑︿略﹀︑海へつっとそ入りにける︒

さしはさみ︑弟の次郎を︑右のわきに取ってはさ

十備9図

ミ・ーン︾

さしはさ・む

もたまほしきは心なりけり

十一一510図魍

と咲きにほふ山櫻の花は︑

十一掛5

ル︾

さしのぼ・る ﹇差上﹈ ︵四五︶

木が︑︿略﹀︑往來まで枝をさしのべてみる︒

十一㎜5

は︑その手を堅くにぎった︒

十887

は︑また翼をひろげて飛びあがった︒

八673

べ・ーベル︾

オニハ︑イロイロノタカラモノヲサシダ さしの・べる ﹇差伸﹈ ︵下一︶ 3 さしのべる ︽1

︽ーシ・ース︾

一855
シマシタ︒

三716

水兵は︿略﹀大尉の顔を見つめてみたが︑

りぎりすのみる方へさし出しました︒
十116

王は︑武官のさし出すこの電報を御一讃

﹁︿略﹀︒﹂といって︑その手紙をさし出した︒

ののち︑

兵隊さんがさし出す紙切れを手に取って︑

十一138
十一桝3

﹇刺違﹈︵下二︶1

一字一字薄あかりにすかしながら讃んだ︒
さしちが・う

正成︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂とちぎり︑兄弟

さして

さし出る

二階へあがってみても︑さして涼しい風は

︵副︶1

ともにさし違へて︑同じ枕に伏しにけり︒

十二937図

さして

﹇差出﹈︵下一︶4

なささうである︒

九価10
さし・でる

爾がはからさし出た木の枝が︑まどに
病人のからだから光がさし出て︑あたりが

とどきさうでした︒

四202
七3510

日が沈んだばかりのところがら︑さし出た

金色にかがやき渡ったといふことです︒

七梛7

さしとほす

さし通

今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に

いく百筋のこまかい金の矢が︑夕空を染めて︑
九9010

﹇刺通﹈︵五︶2

すれすれに當てて︑︿略﹀見てゐますと︑

さしとお・す

607
さしまねく一さす

十一6410図

一人の官

さし招

一矢にて射落さんとしけるが︑﹁︿略﹀︒﹂

と思案して︑つがひたる矢をさしはっす︒
さしまね・く ﹇差招﹈︵四︶2 さしまねく
︽ーク︾

八715図 へさきに長き竿を立て︑︿略﹀

く

さし向く

︽⁝ケ︾

あふぎ
熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂と︑扇をあげてさし招く︒

女︑その下に立ちて︑陸に向かひてさしまねく︒
十鵬1図
そよしなか

﹇差向﹈ ︵ 下 二 ︶ 2

八294図 木曾義仲︑都へ攻めのぼると聞きて︑平

き

さしむ・く

家は︑あわてて討手をさし向けたり︒

︵下一︶

1

さし向ける ︽一

十一一m5國團 是非是非官軍さし向けられ︑御取り
﹇ 差 向﹈

つぶしに相成り候はば︑
さしむ・ける
ケ︾

勢をさし向けたのであるが︑

十衛9 宗治の態度に︑秀吉はいよいよ怒って︑軍
さしも ︵副︶5 さしも

八314図 馬の上には人︑人の上には馬︑重なり重
なって︑さしもに深きくりから谷も︑平家の人馬
にてうづまれり︒

九旧9 さしもの敵も︑この一城をもてあましたが︑

九榴2 さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く
の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒
も︑日ならずしてできあがった︒

十幡4 夜を日に縫いでの仕事に︑さしもの大堤防

﹇砂上﹈︵名︶1

砂上

十一223図 さしもに深き手々︑死人にて埋まりけ
り︒

さじょう

さかも

ぎ

打際まで逆茂木を仕掛け︑
座上

﹁︿略﹀︒﹂と問ひければ︑

さしわたし

葉のさしわたしが一メートルもあって︑

﹇差渡﹈︵名︶2

六432園

さしわたし

さしわたしニメートルもある︑土で固めた

﹇刺﹈︵四五︶8

サス

さす

︽⁝サ・ーシ・f

圓形のかまの上へそっと手を置いた︒

九742
さ・す

ス︾貼つきさす

針の刀をこしにさして︑おわんの舟に

ルノカホヲチクリトサシマシタ︒

一一296水ガメノ中ニカクレテヰタハチガ︑サ
三516

のり︑︿略﹀︑川をのぼって行きました︒
それを折って下ると︑ねえさんが︑︿略﹀︑

一りんざしにさして︑飯皇の上にかざった︒

八慨3

九614図宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑
するどき矢をささしめたまふことよ︒

義家︑背を向けてうつぼにささせけり︒

九618図圖

早朝は︑︿略﹀︑三十六さしたる黒羽の

さす︑指す

︽ーサ・

勇サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガラ︑カサ

アタリガアカルクナッテ︑日ガサシテ

サス

寒風はだへをさす滋⁝洲のあした︑

それを︑ふしぎにも聞多のさしてみた刀

十一586図
矢を負ひ︑

十二671
が防いだ︒

十二柵2圏

﹇差﹈︵四五︶22

六223

でも︑ときどき雨がやんで︑空が明か
このじゅ氷に朝日がさすと︑きらきら
さうして︑大急ぎで︑日本をさして蹄って

と光って︑みごとなものです︒

四506

るくなり︑かっと強い日がさして來ます︒

三567

ヲサシテ出カケマシタ︒

一一98

キマシタ︒

一522

ーシ・⁝ス︾5ゆびさす

さ・す

十一2210図南は稻村が崎にて砂上道せまきに︑波
﹇座上﹈︵名︶1

十二929図 正成︑座上にみつつ︑心配季に向かひ︑

ざじょう

來ました︒

潮がだんだんさして來て︑︿略﹀波うちぎ

日本に春が写ると思へば︑もう矢もたても

はも︑もうすっかり︑海の水でかくされてるまし

七138
た︒

八119

それが拳蟹姫で︑木曾に住んでゐましたが︑

たまらず︑北をさして進むのです︒

風のたよりにこのことを聞いて︑うばをつれて︑

八391

寒い夕空をものともせず︑南東をさして高

鎌倉をさしてくだりました︒

かまくら

八663

野田先生が杖でさされる方を見ると︑

く飛んでみた鳩は︑

八梱2 三月の聲を聞くと︑満洲でも︑春らしい日

八801

光がさして來ます︒

しば垣の内の僧庵に︑折から夕日がさし

そうあん

雲が切れて︑日光がさして來た︒

すくと生ひ立つ幹は長く︑

九173 二もとの御神木を仰げば︑天を指してすく
九㎜4

十一3710

かた
和歌の浦に潮みち來れば潟をなみあ

て︑西側はみすがあげられ︑

しべをさしてたつ鳴きわたる

十二435図魍

あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑鶴

が鳴きながら飛んで行く︒

十二439

がかさをさすならば︑

人がかさをさ

十二868魍圓えいえい︑かさをさすならば︑人

かさをさすならば︑

すならば︑ おれもかさをささうよ︒

十二869圏圓

かさをさすならば︑

おれもかさをささうよ︒

人がかさをさ

人がかさをさ

十二8610圏國 えいえい︑︿略﹀︑人がかさをさすな
らば︑

十二876圏國

かさをさすならば︑

すならば︑ おれもかさをささうよ︒

十二877圏國

さす一させる
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すならば︑

おれもかさをささうよ︒

おれもかさをささうよ︒

十二878圃園 かさをさすならば︑
すならば︑

さ・す﹇注﹈︵五︶3さす︽ーシ・ース︾

人がかさをさ

あちこちに油をさしてやったり︑︿略﹀︑

八棚1 若い職工さんもみて︑油をさしたり︑
九川6園
のみ

つち

よごれたところをきれいにしてやったりします︒

さす

︽ーシ︾

十ニー52 馨を持つ人︑それを槌で打つ人︑その穴
﹇ 点 ﹈ ︵ 五 ︶1

に水をさす人︒
さ・す
べに

さすが

直話5 下の方は白で︑花の口もとのところに︑こ
い紅をさしてゐます︒

さす ﹇止﹈Oいいさす
﹇流石﹈︵ 副 ︶ 1 0

えうさい

十687 さすがに︑不沈をほこるだけのねばりがあ

さすが

ると思はせる︒

十911園 さすがの要塞も︑あの砲弾にはかなひま
せんでした︒

十923囹 さすがは日本人です︒
十粥4 これには︑さすがの秀吉も驚いた︒

十一426 さすがに子どもは︑じっと聞きながら目
つな よ し

を伏せてみたが︑

十二596 糞痴綱吉は︑さすがにこの事件の始末に
心を痛めた︒

ゆるんでしまった︒

十二721 母の一念に︑さすが張りつめた兄の心も
はん ぎ ゃ く

十二柵10 慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達した
時︑宮はさすがに御憤りをお感じになったが︑
あみ

日ざしもさすがに強くなった︒

十二川4 潮の色は︑濃い藍から少しつつ緑に愛り︑

﹇授給﹈

︵四︶

1

授けたまふ ︽

十二㎜6 さすがに南洋の名物だ︒
さずけたま・う

ヒ︾

大神授けたまひし︑稻の穗のそよ

おほみかみ

九62図圏
ぐかぎりは︑あし原の中つ國なり︒
■おさずけくださる・おさずける
︽ーッ︾

﹇摩﹈︵五︶2

かめをだき起して︑せなかをさすって

さする

さす・る

さずける

三欄9

飛行機の熱を計ったり︑︿略﹀︑痛いとこ

やります︒

九麗3園
座席

機上整備兵の座席の前には︑たくさんの

﹇座席﹈︵名︶1

ろをさすってやったりするのです︒
ざせき

九備9園

計器が並んでゐます︒
サセタマへ︾

﹁あの扇の雨中を︑射させたまへ︒﹂と︑

させたまう︵助動︶2させたまう︽サセタマヒ・
八734図圏

しばし神に祈りて見開けば︑

︽ーシ︾

昭憲皇太后かぎりなくめでさせたまひて︑
左折す

左折して更に大鳥居を過ぎ︑︿略﹀︑静か

﹇左折﹈︵サ変︶1

しばしば行啓あらせられたりとそ︒

十94図

十51図

させつ・す

させる

︽ーセ︾呂かいて

五㎜9

たべものにもよく氣をつけて︑間食などは︑

できるだけさせないやうにしました︒

をさがしあてたり︑︿略﹀︑何をさせてもすばらし

五緬5 りかうな利根は︑戦場で︑敵のみるところ

いはたらきをしました︒

五描9囹さうおっしゃらないで︑今日だけ︑私に

﹁ぢやあ︑今度の子馬は︑ぼくに世話を

つりをさせてください︒

九797囹

からだの手入れをしたり︑運動をさせたり︑

させてください︒﹂

九835

ステッセル將軍は愛馬にまたがり︑はや足

ぼくの仕事がおひおひいそがしくなったのは︑

をさせたり︑かけ足をさせたりして見せたが︑中

十977

かけ足をさせたりして見せたが︑

庭がせまいので︑思ふやうには行かなかった︒
十977

おまへには︑決して犬死をさせないそ︒

まつ役人たちに評議をさせ︑また學者の

十㎜6囹

意見をも微した︒

十二597

︽サセ・サセル︾

賊のさわぐところを射させて︑五千人鯨り

︵助動︶13 させる

七595

させる

これに火をつけて︑橋の上に投げさせた︒

も殺した︒

七611

どっとときの聲をあげさせたり︒

﹇為﹈︵下一︶11

に歩みを移せば︑参道はまた右折す︒

直結2

特にこのことに大御心をかけさせられ︑そ

さ・せる

んさせる・かんしんさせる・こうちんさせる・しろ

八304図

すぐ役人に命じてその船を調べさせ︑

くろさせる・しんぽさせる・ぜんしんさせる・たち

九1110

櫛で手入れをしたり︑足をあげさせてひづ

めの裏をさうちしたりしても︑

九854

くし

のおぼしめしによって︑

おうじょうさせる・ばくはさせる・ばくはつさせ
る・ぱちくりさせる・はんしゃさせる・びっくりさ
せる・ふんきさせる・ぼっしゅうさせる・まんぞく

させる︒

十一996

一種のあこがれに似たなつかしさを畳え

整へてから不動の姿勢を取った︒

﹁みんなで︑ささ舟のきゃうさうをさ 十862 帽子と︑手袋とを持って來させ︑身支度を

させる・むにやむにゃさせる
せよう︒

三246園

毎日︑きまったやうに︑運動をさせてやり
ました︒

五五8

609
さぞ一さっき

十一㎜7團 かうしたやさしい情がこもってみるの
だと考へさせられました︒

十一脳一 ブイリピンの島々よりもかへって日本に
近いものを感じさせるのは︑意外だつた︒

十二62図圏高殿の窓てふまどをあけさせてよも

たい

︵四五︶

5

さそふ

︽ーッ・ーハ・一

よりなが

﹇左大臣︺︵名︶2

■ごさたしょ

山をはなれけん︑

さた
さだいじん

とあれば︑

左大臣

かはぎり

十一589図左大臣館長︑爲朝に向かひ︑﹁︿略﹀︒﹂

り︒

さだ・む

だむ

夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ

﹇定﹈︵四︶1

定まる

︽ーレ︾

︽ーメ︾←おもいさ

午後二時四十五分︑勝敗すでに定まれ
定む

さだめて

定めて

ゆくて

義朝は武略の奥義を極めたるものな

検使が参るでございませう︒

十一617ロロ凶國

定める

︽ーメ︾呂おさ

なうなう︑そなたは定めて主人持ちで

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

十二833園

﹇定﹈︵下一︶3

ござらう︒﹂

だめる︒みさだめる

さだ・める

明治三十七年︑︿略﹀︑木曾の御料林中に︑

九103 この御儀は︑天武天皇の御時に定められ︑
ぢとう
第一回忌大典は︑持統天皇の御代に行はれた︒
九121

せう

敵の大空襲かと︑職圖配置について照

神宮備林が定められることになった︒

十二加9

準を定め︑ねらひ績けてるた高角砲の勇士たち

じゅん

は︑

十ニー18

ざっかしょう

左端の穂高に績いて︑槍岳が︑それこそ

重なれば山うるはしく︑

島なれば

日にやけた漁夫たちが︑︿略﹀敷々の海の

﹇雑貨商﹈︵名︶1

さちお 5いとうさちお

少女は︑この町の雑貨商の娘で︑父はイン

ド人でしたが︑母は日本人でした︒

九288

雑貨商

幸を︑漁船から小さな舟に移す︒
がいせん
まさに山の幸を得ての凱旋だ︒

九484

海めぐらせり︑ 山の幸海幸多く︒

九56図魍

さち﹇幸﹈︵名︶3幸与うみさち・うみのさち

天を突く槍の穂先のやうに突き立ってるる︒

十一936

ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひを定め さたん ﹇左端﹈︵名︶1 左端
わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ

定め

丈齢のろかいあやつりて︑
﹇定﹈︵名︶1

奉仕員たちは︑目にしみるばかりの七並な
﹇定﹈︵副︶6

﹁さだめて︑お待ちになっていらっしゃ

一人の子が︑御壷のため軍に出でしこ

義家︑定めてしさいあるべしと思ひ︑

十125閥国

明日御切腹なさる由︑定めて秀吉方から

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

十欄1囹

さっき

﹇先﹈︵名︶12 さっき さつき

てるる︒

に︑︿略﹀支那風の商店が︑ぎっしりと軒を並べ

十一別1

九588図家來︑あるじを見て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑ ざっかてん ﹇雑貨店﹈︵名︶1 雑貨店
ごふく
道路の爾側には︑雑貨店と呉服店を中心

るであらう︒﹂

六224園

さだめて

齋服を着て︑定めの場所へ集って來た︒

さいふく

九157

さだめ

定めぬ波まくら︑

十一鵬7図圃

中してこれを待つ︒

撃つの計を定め︑あらかじめ全力を朝鮮海峡に集

十一522図

てひようと放つ︒

八738図

﹇定﹈︵下二︶3

十一544図

さだま・る

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

十996図

の櫻のさかりをぞみる
十一609図 左大臣︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑
はう
十二伽10 食事は子どものやうに一々たべさせ︑絹 さだか ﹇定﹈︵形状︶1 さだか
帯は日に何回となく取り代へ︑

さぞ

十二川7 ちよつと張りの抜けた神経を引きしめさ
せる︒

﹇嚥﹈︵副︶5

六796園 ﹁めっきり寒くなって︑兵隊さんたちも︑

さぞ

さぞ︑お困りだら う ︒ ﹂

十934囹 祖國のために働くことができて︑私も満
足ですが︑あの子どもたちも︑さぞ喜んで地下に
ろうじ ゃ う

眠ってみることでせう︒

せう︒

十醜4園長い篭城に︑さぞお氣つかれのことで

たことでありませ う ︒ ﹂

十一96園 ﹁雨で︑殿下には︑さぞお困りになつ

﹇誘﹈

の雨で︑農家はさぞ喜ぶことでせう︒

十一98園 二月齢りも雨が降らなかったから︑こ
さそ・う

四714国朝さそってください︒

ヒ︾δおさそいする

りやうみ

六148 二十四日の午後から︑ねえさんをさそって︑
ぜひ來てください ︒

十加12 夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬
の日は︑いかにもさむざむとした氣持を起させる︒

三笠の

みかさ

引き潮にさそはれて︑遠く沖の方にただよへり︒

十一244図 横矢を射んとかまへたる敷千の兵船も︑
しか

十二381図圃鹿の鳴く音にさそはれて︑

さっさと一さっぱり
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さっする

孔vおさつしいたす・おさつしもうす

二柵6 ぼくは︑さっき見た牛のことを考へて︑ さっす ﹇察﹈︵サ変︶呂おさつしくださる
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 思ひました︒

さっそく

さっそく

この川べりは︑もうほとんど雪がなくな

﹇早速﹈︵副︶8

さっそく︑桑の葉をもらって來て︑箱の中

五佃8園

頼朝は︿略﹀︑顔も姿も︑美しく上品に見

さっそく︑さがさせてみませう︒

さっそく信書管をとりはっして︑手あつく

九802

さっそく︑その組み立てに取りかかり︑苦

さっそく︑そのことを祖父にいひますと︑

かい

秀吉に︑高松城水攻めの計を申し出た者が
あったので︑秀吉はさっそくこれを用ひ

十搦3

心の末︑やっと思ひ通りの織機ができあがった︒

十786

かんこしたが︑

八679

えましたので︑さっそく舞姫にきめました︒

八355

へ入れてやりますと︑

五328

さっそく

つて︑雑草が一面に芽ぐんでみる︒

十二襯3

三697 私は︑さっきから︑せいより高くのびたざっそう ﹇雑草﹈︵名︶1 雑草
草の中に︑じっと立ってゐます︒
六641 さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑するすると
はいるくらみの大きさに作って︑

六814 さっきから︑せっせと︑くつ下をあんでゐ
たねえさんがい ひ ま し た ︒

九495 ついさっきまでぴちぴちとはねてみたやう
な︑六七十センチもある鯛が︑

九903 さっきさがさうとしたのがこれで︑北極星
といふ星です︒

九描2園さつきは︑うれしい時のお話をうかがひ
ましたが︑

十212 よひ祭の支度に心を取られて︑さっきの地
震には︑一向氣がつかないもののやうである︒

十一845 時々見おろす谷底に︑さつき出徹した温
泉宿が︑だんだん小さくなって行く︒

さっそく病院へかつぎ込んで︑みんなで介
さっちやう

薩長

さっと

さっと

イギリスは︑薩長を通じて官軍に好意

さっちやう

﹇薩長﹈︵名︶1

﹇颯﹈︵副︶16

一どに動きま

みよ子さんは︑さっとささの小枝をふ
風がさっと吹いて︑草が

天手力男神は︑この時とばかり︑さっと
白のカッターからは︑さっと︑かいがいっ
せいに立ちあがりました︒

五937

岩戸をおあけになりました︒

五83

あめのたちからをの

した︒

三711

りあげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三268

さっと

を見せようとしてみた︒

十二価6

さっちょう

抱したが︑

はう

さっきの槍岳が︑﹁︿略﹀︒﹂といふやうに︑ 十鵬2

しかしいかにも嚴然とそびえてみる︒

十一962

つき娘がひいてみた曲をまたひき始めた︒

十一欄6 天略﹀︒﹂ベートーベンはかういって︑さ
さつき見た時は距離が遠かったので︑レ

かん ぱ ん

十一一川11
キシントンの甲板が見えず︑

ざっし

五七1 すると︑月は枝の間にじっとしてゐますが︑

さっさと ︵副︶1 さっさと
雲はさっさと走って行きます︒
ざっし
﹇雑誌﹈︵名︶2 雑誌 雑誌

十脳4 私たちは︑毎日︑本や︑新聞や︑雑誌を讃

ざっし
んでゐます︒

十一489 心を無理にしづめようとして雑誌を開き
ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒

七135

先生にお願ひしますと︑先生は︑たもで勢

城兵はさっと引きあげたが︑二三十人だけ

よく︑さっとおすくひになりました︒

七601

これを聞くと︑頼朝の顔色はさっと攣りま

はふみとどまった︒

した︒

八375

八7310図扇は︑かなめぎはを射切られて︿略﹀ひ

それはちやうど︑潮がさっと引いて行くや

らひらとまはりて︑さっと海中に落ち入りたり︒

うである︒

厚別12

十棚10暉藺凶佐々木︑その間につとはせぬいて︑川へ

いけずき

宇治川速しといへども︑生食といふ日本

さっと打ち入れたり︒

十槻6図

岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと

一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと渡り︑

連鏡あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

もせず︑︿略﹀︑向かふの岸に着きにけり︒

十二5図

十価8図
十一佃4

甲板からは︑一時にさっと右手を學げて︑

妹の顔は︑さっと赤くなった︒

︿略﹀︑海へさっと打ち入れ︑泳がせけり︒

十二倣7

雲の中央から︑縄のすだれを掛けたやう

なは

沈んで行くギリシャ弔旗に︑敬禮が送られた︒

十二矯4

︵副︶1

ざっと

な雨足が︑さっとたれさがって來た︒

ざっと

一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗

さっぱり

さっぱり

つて行くとしても︑ざっと四十三年かかるわけで

十二個4
ある︒

新しいしめなは︑白い紙︑うら白の葉︑

︵副︶2

四634

さっぱり

ただぼんやり見てみるだけでは︑いったい

何もかもさっぱりときれいに見えて︑

どれがどうなのか︑さっぱり見當がつきません︒

九879

611
さっぱりする一さびしい

さっぱり・する

︵サ 変 ︶ 1

さつばりする

︽ーシ︾

さつまいも

笹島の國の住人︑熊谷の次郎直兜︒﹂
教纒︑﹁さては︑大將に組めとや︒﹂と

と名のる︒﹁さては汝のためにはよき相手ぞ︒

十三6図國
十川3図圏

里5ふるさと・やまざと

義朝重ねて︑﹁さては︑遥かの弟に

て︑敵の船を飛んでまはる︒

こそあれ︒

十一632図圓
﹇里﹈︵名︶3

二394圃里ノミヤゲニ︑ ナニモラッタ︒
二571間お正月言い︑里から來い︒

二393圃アノ山コエテ︑里へ行ッタ︒

さと

九213團 ひげをそったあとのさつばりした惨忍で︑
﹇薩摩芋﹈︵名︶1

持物をせいとんしてみると︑
さつまいも

さて

といっしょにたべました︒

六106 ふかしたさつまいもをかごから出して︑弟
﹇籾﹈︵副︶1

十欄2図 いとほしく思ひけれど︑さてもあるべき

さて

ことならねば︑泣く泣く首を打ちにけり︒

さて﹇掬﹈︵接︶4さて

砂糖■こおりざとう

じゃがいものやうなかつかうで砂糖のや

にほひも砂糖もおほまけだ︒﹂と歌ふ︒

﹇砂糖﹈︵名︶2

十一圏1

うにあまいサオ︑

十㎜3囹

五396囹 かひごは︑︿略﹀︑﹁さて︑どこにまゆを さとう
作らうかな︒﹂といふやうなやうすをしました︒

八399 さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者は
ないかと︑氣をつけてゐましたが︑

て︑その附近を見ると︑いろいろの星の列があり

さとす

︽ーシ︾

なつめの砂糖づけもあった︒
﹇諭﹈︵四五︶2

﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるやう

え

だ

まさつら

その子正行が︿略﹀供したりけるを︑
里見

植ゑわたす

さなへがそろた︒

田園のつづく限りは︑

そろた︑出そろた︑

十一693不為

五643圏

その日もロシヤ皇帝の旨を奉じて︑部下の

﹇最中﹈︵名︶1 さなか

早苗のみどり︒

さなへ

さなか

さながらnVかみよさなが

將士を集めて︑激働してみたさなかであった︒

十915

さながら ﹇宛︺︵副︶2

﹇鯖﹈︵名︶2 さば

はだは赤銅

しゃくどう

十438図 すずなりの赤き實︑夕日を浴びて︑さな

ら
さんごじゅ

がら珊瑚珠のかがやくに似たり︒
さながらに︒

十一脳5図圃吹く潮風に黒みたる

さねとも 5みなもとのさねとも
さば

さねみつ 5あきのたろうさねみつ

やさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑

九4910 四角な箱の中には︑近くの海で取れたあぢ

﹇鯖雲﹈︵名︶1

さば雲

さばの斑鮎に似てみるのでさば雲といひ︑

はんてん

十一722 青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑
さばぐも

さばの斑貼に似てみるのでさば雲といひ︑

はんてん

十一723 青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑

さびうるし

中塗りの盆は︑内側ばかりが塗ってあって︑

﹇錆漆﹈︵名︶1 さび漆

外側はまださび色のままである︒

十搬6

塗って行く︒

十伽3 その手は︑盆を一枚一枚︑はけでさび色に

江田・大館・里見・︿略﹀の面面を始 さびいろ ﹇錆色﹈︵名︶2 さび色

おほだち

﹇里見﹈︹人名︺1

河内へ返さんとて︑櫻井の騨にてさとしけるやう︑

かはち

十二888図

な研究熱は︑どうすることもできなかった︒

十743

さと．す

十獅10

九929 さて︑この北極星や北斗七星を目當てにし さとうづけ ﹇砂糖漬﹈︵名︶1 砂糖づけ
ます︒

塗り物の並んでみるのを見ましたが︑

十伽5 さて︑みなさん︒私は︿略﹀︑いろいろな

さてさて︵感︶4さてさて
八367囹 ﹁さてさて︑このたびの舞は︑日本一の
できであった︒

さとみ

悟り

どうか残りを聞かせて︑私に悟りを開

﹇悟﹈︵名︶2

めとして︑

十二785園 ﹁急げ︒﹂﹁はつlIさてさて︑それが 十一248図
しの主人は︑立板に水を流すやうに︑ものをいひ
つけられるお方ぢや︒

さとり

かせてくれ︒

十二8110園 さてさて︑書きつけに合ってうれしう 十二513囹
ござる︒

つ御主人に急いでお目にかけよう︒

八379

﹇早苗﹈︵名︶2

をさとって︑︿略﹀知らせてやりました︒
さなへ
さなへ 早苗

さなえ

カッ・ーク︾

四593

それからは︑おとうさんと二人で︑さび

さと・る ﹇悟﹈︵五︶− さとる ︽ーッ︾εおさとる
十伽4園 これはさび漆といふものです︒
この娘は︑頼朝が義仲を攻めようとするの さびし・い ﹇寂﹈ ︵形︶ 12 さびしい ︽1・ーイ・一

十二838囹 さてさて︑かたじけなうござる一1ま 十二556 そこにほんたうの悟りの境地がある︒

さては︵感︶4さては
七215園 ﹁さては︑だましたのか︒﹂と︑尊はしば
らく考へていらっしやいましたが︑

さびしがる一さましはじめる

612

しくくらしてゐました︒
五225 しかし︑おたまじゃくしには︑たくさんの
兄弟があるのですから︑親のそばにるなくても︑
ちっともさびしくはありませんでした︒

腰には︑毛皮で作った小さなざぶとんのや

さま・おひなさま・おひめさま・おほしさま・おま

さかさま・だいりさま・つづけざま・てんじんさ

ま・こうこうさま・ごくろうさま・ごちそうさま・

三267

三264

さび土

ちどおさま・かみさま・かみさまがた・からいとさ

﹇三郎﹈︹人名︺7

三郎さん

次郎さんも三郎さんもよろこんで︑めい

うな腰皮をさげてみる︒

九772

三251

さぶろうさん

んしょんぼりとして︑さびしさうに見えます︒
﹁三郎さん︑一ちゃく︒﹂

六745 平生は聴唖なをばさんが︑今日は︑いちば

六相6 さびしい本堂の柱にくくりつけられて︑
三269園

﹁三郎さん︑ばんざい︒﹂

三274園﹁三郎さんの舟には︑てふてふのせん
をばさんのうちの三郎さんが︑私のお

どうさんがのったから︑かったのでせう︒﹂

四257

ざぶんざぶん

波が︑ざぶんざぷんとむねにあたりま

︵副︶1

りるのを見つけて︑︿略Y走って來ました︒

三772

ざぶんざぶん
した︒

やく音静か︒

まへ︒

十柵4

さほどに思ひたまはば︑その馬求めた
偉容する時には︑さほどとも思はなかった
一人の患者が︑︿略﹀急に悪くなって︑

パパイヤなどもあって︑

さま・おいしゃさま・おかげさま・おこさま・おこ

さまたち・おじいさま・おしゃかさま・おつきさ
ま・おとうさま・おとひめさま・おにいさま・おひ

千何百人の乗員が號令に從って規律正しく

朝日にかがやく軍艦旗が︑海風にひらめき

他の家來どもこのさまを見て︑﹁危きこ

ぶとを郎等に持たせて歩み出でたるさま︑いかな

さまざま5くものさ

る鬼神といへども恐れずといふことなし︒

﹇狭間﹈■やざま

まざま

十四5

まるく輪になったその中で︑猿がさまざま

﹇覚始﹈︵下一︶1

さまし始める

耳を澄ますと︑遠く近く︑さまざまの小

さましはじ・める

鳥のさへづりが聞かれる︒

十一882

な藝をする︒

げい

十㎜3

ふし︑︿略﹀︑その打ち方によって音が違ふ︒

どらにも大小さまざまがあって︑音色も違

さまざま ﹇様様﹈︵形状︶3

さま

十一587図獅子の金物打つたる甲を着︑︿略﹀︑か

これ行きちがへて︑教纒に組ませず︒

十相6図 義経︑目にたつさまはしたれども︑かれ

氣違ひとののしる︒

十454ロロ凶人はこの檬を見て︑たはけとあざけり︑

とかな︒︿略﹀︒﹂とて︑手に汗をにぎりけり︒

九616図

ながらしづしっとのぼって行くさまは︑

九574

活動するさまは︑いかにも目ざましい︒

九548

れのごとくくだるさま︑人わざとも思はれず︒

八343図聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ

まっさかさま・ゆりこさま・わかだんなさま

ま・としこさま・とのさま・におうさま・のけざ
めいのささ舟を持って︑
てふてふが︑三郎さんの舟に止りました︒ ま・はちまんさま・ははうえさま・ほとけさま・

じっとしてみる間に︑
三272園

﹁︿略﹀︒﹂と︑三郎さんがいひました︒

六M2 和尚さんは︑どんなに︑さびしかったらう
と思って︑急いで行って見ると︑びっくりしまし
た︒
九352園 おかあさんに別れて︑さびしいかね︒

九354園 天皇陛下がいらっしゃるから︑さびしく
ありません︒
九998 何だか一人取り残されたやうな︑さびしい
氣持になる︒

つても︑やはり月がなかったらさびしい︒

さほ ﹇佐保﹈︹地名︺1 佐保
九㎜2 急に車内がさびしくなる︒
十4210 今日私たちは︑それが死の世界であると知 十二387図書佐保の川原は水あせて︑石にささ

︽ーラ︾

九673図圓

十一488 何だかさびしい氣がして︑私は自分の部 さほど ﹇然程﹈︵副︶2 さほど
屋へもどりまし た ︒

さびしがる

十一725 いわし雲ともいひますが︑見たところは
﹇寂 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

さびしい雲です ︒
さびしが・る

﹇錆土﹈︵名︶2

十︻497囹私がみなくなっても︑さびしがらない ザボン ︵名︶一 ザボン
十一㎜9 そのほか︑パイナップルや︑ザボンや︑
で︑よく勉強してくださいね︒
さびつち

ざぶとん

にさまがた・ありさま・うじがみさま・うみのかみ

十伽4園さび土と漆と︑まぜ合はせて作ったもの さま ﹇様﹈︵名︶7 さま 様5あにがみさま．あ
です︒

十三5圓 さび土は︑その土地特有のもので︑これ
﹇座布団﹈︵名︶1

がなかなか塗り物には大切なものです︒
ざぶとん

613
さます一さむさ

︽ーメル︾

急に目をさまし始める︒
サマス

さます

︽ーサ・一

1

さまたげる ︽ーゲ

さむ．い

﹇寒﹈︵形︶28

サムイ

寒い

︽ーイ・ーカ

けさは︑寒い北風が吹きまくり︑たんぼの

水たまりには︑うすい氷さへ張ってゐます︒

八597

く飛んでみた鳩は︑

﹁氷ガハッテ︑サカナタチハサムイデ 八663 寒い夕空をものともせず︑南東をさして高

満洲に住んでみる日本の子どもたちは︑ 八706圃 今は枯草︑ 川土手を︑ 寒い北風 吹き
まくり︑

寒い冬の日でも︑一日に一度はかならず︑
九三5園

それに︑寒いと嚢動機もうまく動かない

ことに寒い時に︑それが多いのです︒

寒い夜

一めん︑まつ

今は二月︑内地ではまだ寒い風が吹いて

眞冬のやうに寒い夜だ︒

︹題名︺1

寒さのために︑まどガラス

れいか
外は︑零下二十度といふ寒さです︒

すると︑寒さのために指がこはりついて

九㎜9 日本では感じられないやうな︑痛い寒さが

しまって︑わるくするとくさります︒

九備9園

開かれます︒

八冊9 寒さを防ぐために︑しめてあった二重窓が

ひがけないきびしい寒さが︑二三度ぶり返したり︑

八醜2 春が︑ほんたうにやって溜るまでには︑思

たへて行くのと︑同じことなのです︒

八㎜4 暑さや寒さにうち勝って︑からだや心をき

六854團

白にごほったのはきれいなものです︒

四482

さむさ ﹇寒﹈︵名︶9寒さ

六792 寒い夜

さむいよる

みるであらうに︑

十一鵬10

九㎜12

しいでせうね︒

九柵3園寒い時もたいへんでせうが︑暑い時も苦

ので︑温めてやるのに苦心をします︒

九帯1園

北斗をつれて運動に出かけました︒

九838

寒ければ寒いほど︑子どもたちは喜びま 八個3園 ﹁ずるぶん寒いな︒﹂
寒ければ寒いほど︑子どもたちは喜びま
それは︑寒いほど︑スケート場の氷がか

寒からう︒
冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹
寒い冬は︑もうすっかり︑どこかへ行って
文子さんは︑︿略﹀︑寒い日の朝︑︿略﹀︑停

寒い冬の風が吹くころは︑
﹁めっきり寒くなって︑兵隊さんたちも︑
さぞ︑お困りだらう︒﹂

六796囹

六793外では︑寒い風が吹いてゐます︒

六252

車場まで見送ってやりました︒

巴鴨5

しまひました︒

五205

きまはって︑︿略﹀︑水をこはらせたりします︒

四擢7

四792圏國烏のかん太は

ちかちになって︑すべりよくなるからです︒

四526

す︒

四525

す︒

四525

いくら寒くても︑元氣よくスケートをします︒

四512

セウネ︒﹂トイヒマシタ︒

二516囹

九4610 これを合圖に︑今まで眠ってみた港の船が︑ ラ・ーク・ーケレ︾δうらさむい
﹇覚﹈︵五 ︶ 1 0

シ・ース︾■おさます

さま・す

一682 オホシサマガ︑目ヲサマシマシタ︒
四胴2 弱い光を出してみたお日様が︑目をさまし
て︑暖い光を送るやうになります︒

六83 御軍人たちは︑目をさましました︒
六716 朝︑おかあさんに呼び起されて︑目をさま
すと︑

まします︒

八燭1 やなぎの木が︑ほかの木よりも早く目をさ

けて静かに歩いてみるのですが︑

十価6 さうした人々の目をさますまいと︑氣をつ

かかへて甲板へ出ました︒

かんばん

十描3 患者が目をさましさうなので︑私は︑箱を
十㎜4 あくる朝になって︑始めて目をさました︒
かうきやうがく

十一圏2 よく晴れた朝など︑この一大交響樂に
しばしば目をさまされることがある︒

︵下一︶

もう目をさましてみるのですから︒

十二衙5乱しやくやくや︑すみせんが︑雪の下で︑
﹇妨﹈

ル︾5おさまたげいたす

ヘイタイサン︑サムイデセウ︒

さまた・げる

六834團

入螢馬肥は︑寒い風が吹きまくる豊満で︑

その年は氣候が不順で︑九月の中ごろ急に
寒くなり︑雨が降り績きました︒

八101

教練をしたり︑︿略﹀骨がをれましたが︑

七834團

六柵8園﹁でも︑夜は寒いでせうね︒﹂

みどりの葉が生き生きして︑

ここばかりは︑寒い冬も知らないやうに︑

まだ︑寒いのに︑感心な花だこと︒

はや夏の暑さをおぼゆ︒

六佃5

六樹3圃圓
一割といふ高い關税を彿ふ

さみだれ

サマラン

をさまたげるために︑

七麗3 さうして︑日本船や支那船が︑貿易するの

︹地名︺一

ことを命じました︒

サマラン

﹇五月雨﹈︵名︶1

十一筋図 サマラン
さみだれ

通す日影に︑

十一677図圃 さみだれの晴れ間うれしく︑︿略﹀︑
白雲を

さむざむ一さゆう
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押し寄せて下る︒

サ村

︽ーキ︾

﹇雨﹈δはるさめ

11

さめる

︽ーメ・ーメル︾

この敵の將校は︑寝床の上に半身を起し

愛の態度を聞くや︑病床にさめざめと泣いた︒

十二衡6
︵下一︶

て︑さめざめと泣いてみた︒
﹇覚﹈

つくし

高倉下は︑はっと目がさめました︒

目がさめた︒

目のさめるやうな菊の花です︒
少年は︑けさも目がさめると︑．︿略﹀神だ

六71

夢心3

朝︑目がさめたのは︑五時過ぎであった︒

なに向かって︑舞禮をしました︒

七238

六鵬8

のばうやは

二心5間ぽかぽかとあったかい日に︑

5おめざめる

さ・める

十407 空氣も水もないとすると︑︿略V︑月の世界

十315 寒さが骨身にしみて︑しいんとする︒
では︑書はこげつくやうな暑さ︑夜はその反回に︑
ひどい寒さであらうと思はれます︒
りやうみ

十劉1 夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬

さむざむ ﹇寒寒﹈︵副︶1 さむざむ

﹇ 寒 ﹈ ︵ 形︶1 寒し
ひをけ

の日は︑いかにもさむざむとした氣持を起させる︒
さむ・し

十二69図魍大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人
︵名︶一

は霜やふむらむ
サむら

さむらひ

ゆめ

やっと目がさめたころ︑︿略﹀その聲を聞

くのは︑夢の中の聲のやうに思はれる︒

十㎜9

四196 サ村の入口で︑ルックサックをせおった 九㎜3 ぼくは早くから目がさめた︒
﹇侍﹈︵名︶2

中學校の生徒さんが︑二人乗りこみました︒
さむらい

むらひにならうと考へました︒

ほうわうぼく

十一川4

まだ︑なかば眠りからさめない心のうち

し

それが︑みんな目のさめるほどみごとな
や

目もさめるやうな緑の葉の椰子の木や︑

ものばかりである︒

十一鵬12

に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒

十一781

三514 一回転ふしは︑都へ行って︑りっぱなさ 十一778 ふと︑目がさめる︒
三556 さうして︑だれにもまけない︑りっぱな
さめ
﹇覚﹈■おめざめ

さむらひになりました︒
さめ

夕方から夜になると︑さも自分たちの世界

北斗は︑おくびやうさうな目つきをして︑

ねますと︑父はさも得意さうに︑﹁をすさ︒﹂とい
ひます︒

九814

﹁買ったのさ︒︿略﹀︒﹂正男くんは︑さも自

始めて見る世界をさもめづらしさうに眺めました︒
十363

顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ

分で買ったやうな口振りでいふ︒

十一384

女の子は︑さもくやしさうである︒

もだるさうで︑病身らしく見える︒

十一3910

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささうにいってゐ

やうに︑紫の君は源氏にいった︒

十一451 ﹁︿略﹀︒﹂と︑さも大綬なことででもある

十一伽1

二人は︑不意の來客に︑さも驚いたらし

るのは︑若い女の聲である︒

いやうすである︒

十一佃1

よく見ると︑豆のさやのやうな物を舟にし

﹇英﹈︵名︶2 さや

ぼうらしく︑羅刹は舌なめずりをした︒

十二5210 ﹁︿略﹀︒﹂といふそばから︑さも食ひしん

さや

て︑それに何か乗ってゐました︒

五573

さやか

﹇鞘﹈︵名︶5しりざや

五575囹 コ豆のさやに︑虫が乗ってゐます︒﹂
さや

計量ぬと目にはさやかに見えねども

﹇明﹈︵形状︶1

十一335図圃

さやか

風の音にぞおどろかれぬる

水は底まで

秋風にたなびく雲の絶え間よりもれ

さやさやさや

さやさやさやと鳴る風に︑

︵副︶1

澄んでみた︒

八702圖

さやさやさや

いつる月のかげのさやけさ

十一348図魍

三瀬の荘司が︑︿略﹀さもとくいさうに︑ さやけさ ﹇明﹈︵名︶1 さやけさ
いい考へが浮かんだ︒﹂さもうれしさうに︑

篤い空を見︑澄んだ空氣を吸って︑満洲ひ
ばりは︑さもうれしさうにさへづります︒

八価7

にこにこする︒

七694

何か聲高く話してみるのに出あった︒

七636

だといふやうに︑さわぎたてます︒

七392

鳳鳳木などが茂り︑
さめ ﹇鮫﹈︵名︶4 さめ3わにざめ
九486 大きなさめ一1その白い腹が朝の太陽に光さも ﹇然﹈︵副︶13 さも

り︑ひれが力強くぴんと左右に張ってみる︒

九488 このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急
ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ二って行く︒
よく並べられる︒

九492 見る見るまぐろもさめも︑次から次へ行儀
九505 荷作り場では︑まぐろやさめの腹をさいて︑
氷を入れて送り出す者や︑

十二733 一命を取り止めた聞多が︑當時の母の慈 九794 子馬はをすですか︑めすですか︒﹂とたつ さゆう ﹇左右﹈︵名︶13 左右

さめざめ ︵副︶2 さめざめ
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さよう一ざらざらする

六柵2 ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ

ます︒

ら

も︑さやう致しては政道が立ちませず︑

一674園
﹁サヤウナラ︒﹂

一262囹
センセイ︑サヤウナラ︒
一675園
﹁サヤウナラ︑ゴキゲンヨウ︒﹂

三912園﹁さやうなら︒﹂といひました︒
三914園﹁さやうなら︒﹂といひました︒
三川3園 さやうなら︒
三川4園 さやうなら︒
三川6園 ごきげんよう︑さやうなら︒
三穐1園 さやうなら︒
手を ふりました︒

四215園﹁さやうなら︑さやうなら︒﹂と
四216園﹁さやうなら︑さやうなら︒﹂
五116国さやうなら︒
五637園﹁さやうなら︒﹂

﹁また冬が來るまで︑さやうなら︒﹂とい

六176国さやうなら︒
六886国さやうなら︒
七848国さやうなら︒
八258国さやうなら︒
八葉6園

ふ氣持で︑ スケートの手入れをして︑
﹁さやうなら︒﹂﹁さやうなら︒﹂マルタは︑

﹁さやうなら︒﹂ベートーベンは立って

﹁さやうなら︒﹂﹁さやうなら︒﹂

とびあがりながら手を振った︒

九㎜3園
九㎜3囹

十﹁備5囹
出かけた︒

いって︑

れながら︑しだいに網の外へ出ます︒
十二935心血 われもさやうに思ふなり︒
八価10 つるしたランプは︑静かに左右へ動いてゐ さようなら ﹇左様﹈︵感︶22 サヤウナラ さやうな

おもりは左右へ振ります︒

八二7 おもりを糸でつるして︑それを動かすと︑

びれを上下に張って進むかっかうは︑

八手7 胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり

ルぐらゐはあるでせう︒

馬柵8 左右の足をいっぱいに延したら︑三メート
九124 この神宮備林は︑︿略﹀木曾谷の左右の山々
にある︒

九128 やがて︑左右を取り巻く山の木々に︑われ
われは目を移すやうになる︒

九487 大きなさめ一1その白い腹が朝の太陽に光
り︑ひれが力強くぴんと左右に張ってみる︒
と思ひて︑左右の耳の間をねらひてひようと射る︒

九604図 きつねを追ひかけしが︑殺さんもふびん

なき木立となりて︑

十47図 参道の左右を始め︑到るところすき問も
くわいらう

おほなぎなた

十59図 中央の拝殿︑左右の廻廊︑庭上の白砂︑
すべて清らかに︑嚴かなり︒

十三9図 矢も皆蓋きければ︑大太刀︑大長刀を左

さやう

法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せら

右に持って︑散々になぎ倒す︒

れた︒

十二637

﹇左様﹈︵形状︶6

三態5園 さやうでございます︒

さよう

三㎜3園 さやうでございますか︒

六711園

﹁さよ子︑おまへは︑あした︑學校があ

五面2園 さやうでございます︒
十一伽6国 さやうなら︒
九647図圖 さやうのことに︑なれたるものにて候︒さよこ ︹人名︺1 さよ子

十二623園助ける道はないかと思ひましたけれど

どこから出たの︒

皿εおさら

海から來たの︒

﹇皿︺︵名︶5

るのだから︑︿略﹀もうおやすみ︒﹂

皿のおさかな︑

もう一度目

さら

五416圃

皿のおさかな︑

泳ぐところ

皿のおさかな︑

かまより皿を取り出しみたるかれは︑

見たいなあ︒

五418圃
が

五433圃

十4610図

かれは︑一枚の皿を重手にささげて︑し

︿略﹀と力ある聲に叫びて︑立ちあがりぬ︒

さらふ ︽ーッ︾

強い潮風が一時に吹きつけて來て︑︿略﹀︑

﹇捜﹈︵五︶1

﹇更﹈5なおさら

ばしかま場にごをどりしぬ︒

十474図
さら

さら・う

さらさ
﹇更紗地﹈︵名︶1 更紗地

←ジャワさらさ

眠いのも︑さらって行ってしまひました︒

十柵7

さらさじ

さらさ

さらさ

はるかなる

様を散らした更紗地と︑︿略﹀︑赤や︑緑の薄いき

やう

も
十一別5 その店先は︑赤や黄色のあざやかな花模

さらさら

かすかに響き︑

川の流れか︑さらさらと

︵副︶2

れ地などがいつばいにかざられ︑

さらさら

麓のわたり

ふもと

九711図圏

らと降りかかる︒

すずめ親子の

︵副︶1

ねたあとは︑

さらさらさら

さらさ

九鯉2 粉雪が︑ぼくの前の友だちの肩に︑さらさ

四803圏

さらさらさら

らさらと雪の音︒

黒くて︑ざらざらしてみる表面が︑しだい

ざらざら・する ︵サ変︶2 ざらざらする ︽ーシ︾

にはぎ取られて行くと︑始めて︑あの鋼鐵の白い

八㎜7

一面にざらざらしたやうな感じである︒

光が︑かがやき始めます︒

十374

さらす一さる
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﹇ 晒 ﹈ ︵ 五︶1

さらす

︽ーシ︾

七価5 彌兵衛は︑もうこの上がまんして︑日本の

さら・す

恥を塁湾にさらしたくありませんでした︒
十二盟9園

﹁サラトガ型撃沈︒﹂やった︒

サラトガがた ︵名︶3 サラトガ型

に捧げるすばらしい供へ物となった︒

十二盟11 敵航空母艦サラトガ型は︑かくて珊瑚海

さらに

更に

十二㎜12園 航空母艦サラトガ型︑ヨークタウン型
﹇更﹈︵副︶28

二隻撃沈︑

さらに

からさらに南支那へ渡ったりしてゐました︒

七相3 垂湾へも︑早くから往罪して︑︿略﹀︑そこ

て︑遠いオーストラリヤまで行くのがあるといふ

八88 南洋の島々から︑中には︑さらに海を越え
ことです︒

九178 この御神木は︑さらに︿略﹀えり抜きのぞ
ま夫たちによって︑伐られて行った︒

かれは︑愛機の敗因を根性よく調べ︑更に

ごと佐吉の自動織機が完成された︒

十809
新しい工失をこらして行った︒
しつど
温度と淑度に愛りのない土藏が選ばれ︑

十悩6園
更に︑室の中で乾かす必要があるのです︒

その後には︑とげのある鐵線が張りめぐら

され︑更にその後には︑屋根型の鐵壷網が︑嚴重

十㎜8

びんご

更に秀吉から︑備中・備後の二箇國を與

びつちゆう

に設けられてみる︒

十衛5

へるから︑みかたになってくれないかとすすめら
更に︑中支那・南支那のものを合はせたら︑

れた時︑

十㎜2

月が出てみれば︑出てみたで美しく︑星の

實におびただしい敷字にのぼるであらう︒

十一4

ニューアイルランド島をあとにして︑更
岸べから︑せまい水道を通って︑更に袋

たいふう

更にわが南洋から巻き起る騰風は︑

一海といふ海︑水といふ水に號令して︑

十二粥6圏
︿略﹀

更に攣著して南へ廻る︒

世界最大の波紋を描く︒

十二加10更に英の職艦ウォースバイト型にも︑大

十二川12

﹇然﹈︵接︶3 さらば

損害を與へたことがわかる︒
さらば

して︑﹁さらば一矢仕り候はん︒

十一2010上国 足助これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と思案

大將の前には爆死に子討たるるとも

かへりみず︑︿略﹀︒いざさらば︑大要に矢風を負

十一656図圓

はせ︑引き退けんと思ふは︑いかに︒

ほんくわい

われもさやうに思ふなり︒いざさら

ば︑同じく生をかへて︑この本懐を達せん︒

十二935図國

さらば︑さらば︒

δきゅうサラワクおうこく・きゅうサラワ

だく
サラワク川の川口から︑廣々と流れる濁

︵名︶一

サラワク特産

︹課名︺2

サラワクの印象

サル 猿 猿

サラワクの印象
さる

四

四

﹇猿﹈︵名︶24

サラワクの印象

一777 マタ少シイクト︑ムカフカラサルが來

さる

十一㎜1

十一312

サラワクのいんしょう

が︑大きな頭を振りながら時々現れて來ては︑

十一劉4 サラワク特産のオランウータンの子ども

サラワクとくさん

流をさかのぼること約三四時間︑

りぼつ

十一㎜7

サラワクがわ ︹地名︺一 サラワク川

クおうこくじだい

サラワク

十二832園

十二832五型 さらば︑さらば︒

た熱しますら男の子も

さらば﹇然﹈︵感︶3さらば
夜であれば︑また更に美しい︒
ひ だ
更に右へ右へとのびる飛騨山脈が︑︿略V︑ 九363図魍 父母の國よさらばと手を振ればまなぶ
びやうぶ

十一937

屏風のやうに︑︿略﹀そそり立ち︑

十一脳11

に南へ航海を績けると︑

十一㎜10

しい喜びを感じるのであります︒

九416 更に︑ことばで話したことを文字で書き表 十一麗9 私たちは︑この歌を口ずさんで︑更に新
しますと︑今まで氣つかなかった考への不足や︑
感じ方の淺さがはっきりわかって︑

九922 夜九時に北斗七星を見てその位置を押え︑
更に十時︑十一時に見ると︑

のやうにひろがった湾内へはいると︑そこにケン
大きな石を二つに割り︑四つに割り︑用

九伽1 しかし︑鹿介の太刀風は更にするどかった︒

る︒

は︑いつでも更に高いところに立っておいでにな

十二348囹私が力のあらん限り修養しても︑先生

途によっては更にいくつにも小さく割って行く︒

十ニー66

ダリといふ小さな町があった︒
きょだん

十51図 左折して更に大鳥居を過ぎ︑︿略﹀︑静か
に歩みを移せば︑参道はまた右折す︒
いっしゆん

十167図閣 更にラングーンの上空に現れ︑巨弾を
投じたる一瞬︑
をめぐって︑二度目の爆撃に移る︒

十654 われわれ爆撃機隊は︑更に大きく揮幕の中

更に︑皇帝陛下は南方へ向かはせられ︑
︿略﹀︑しばし祈念を捧げたまうた︒

十二柵4圏

十759 更に進んでは︑ひとりでに︑布がずんずん 十二675 更に︑前から顔面を深く切り込んだ︒
織られて行くやうにもなるであらう︒

十7910 そこで︑更に七年間の工夫が績けられ︑み

617
さる一されど

マシタ︒

さる
六衙7 猿が︑上手にぶらんこをしてゐました︒

な藝をする︒

げい

一792 サルモ︑キビダンゴヲモラッテ︑ケライ 十㎜3 まるく輪になったその中で︑猿がさまざま
ニナリマシタ︒
途中で︑きょとんとして止めてしまったり︑

一807 モモタラウハ︑犬ト︑サルト︑キジヲツ 十㎜5 支那の昔物語をやるつもりなのだが︑猿は
レテ︑オニガシマヘワタリマシタ︒

ラ門ノ戸ヲアケマシタ︒

たり︑︿略﹀︑なかなかいそがしい︒

さる

一815 サルハ︑スルスルト門ヲノボッテ︑中型 十㎜7 猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいつ

さる

﹇然﹈︵連体︶1

さる

一動がをかしいほど人間に似てをり︑

一826サルト犬ハ︑ヒッカイタリカミツイタリ 十一別10 オランウータンは猿の一種で︑その一墨・
シマシタ︒

一863 サルガアトオシヲシマス︒

リカヘッコヲシマシタ︒

スワリマシタ︒

サルハ︑﹁アツイ︑アツイ︒﹂トイッテ︑

ニ295
水ガメノ中ニカクレテヰタハチガ︑サ
ルノ カホヲチクリトサシマシタ︒

ニ296サルハ︑﹁イタイ︑イタイ︒﹂トナイテ︑
戸グチノ方へ ニゲマシタ︒
マシタ︒

二306サルハ︑ジブンガワルカッタトアヤマリ

満月はやく猿澤の

さるさは

さるさは
﹇猿沢﹈︹地名︺1 猿澤

﹁さるをがせ﹂

さるさわ

かびたり︒

十二383図團

さるたひご

も

池の水の面に浮

み

さるたひこ
さるたひご ﹇猿田彦﹈︹人名︺1 猿田彦

﹇猿田彦神﹈︹人名︺1

猿田彦

さるたひこの

五欄7園私の名は︑猿田彦と申します︒

さるたひごのかみ

さるたひこの

サルトカニ

五皿4猿田彦神が︑先に立って︑御蔵内申しあ

神

︹課名︺2

げました︒

さるとかに

ニ28七サルトカ＝⁝⁝⁝二十三
二235七サルト力二

なほざね

うら

さるほどに︑源平のつはもの︑壇の浦に

て攻め戦ふ︒

十柵4図

と思ひ︑︿略﹀︑みぎはの方へ急ぎ行く︒
だん

十価2図さるほどに︑熊谷の次郎直實は︑﹁︿略V︒﹂

くまがい

まもなく︑去って行かなければならない日 さるほどに﹇然程﹈︵接︶2さるほどに
やがて︑九月もなかばを過ぎると︑燕は︑
十月には︑績々と去って行きます︒

その中で︑いちばんさわがしくて︑大きな

﹇然﹈︵接︶6 されど

やや平なるところに着きぬ︒されど︑こ

れより下︑︿略﹀岩石︑壁のごとくつき立ちたり︒

八338図

は無事にくだり︑

八331馬足ををりて死ぬるもあり︒されど︑三匹

されど

たり︑︿略﹀︑なかなかいそがしい︒

十畑7 猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいつ

音をたてるのは︑猿まはしのどらであらう︒

十川12

さるまわし ﹇猿回﹈︵名︶2 猿まはし
やがて︑︿略V︑弟子たちこの師を見かぎ

今を去る千二百年の昔︑

十五分鯨りで︑スコールは東の方へ去つ

ザル

ざる

スコールの去った東の海から︑やがて月
﹇筑﹈︵名︶2

灰ヲザルニ入レテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑

のたまふところ︑ことわりにこそ︒さ

れどこれは︑︿略﹀︑この鏡の下に父の入れたまひ

九681図圖

まりに高くして︑買ふもの一人もなく︑

毎日竹を切って來て︑ざるやかごを 九662図 まことにならびなき馬なり︒されど償あ
さるをがせ

大木から長くひげのやうにぶらさがる

︵名︶1

十一875

さるおがせ

作ってゐました︒

四324

アルキマシタ︒

二908

ざる

が出て來るのであった︒

十二㎜6

て行った︒

十二㎜8

十二396

り去りて︑手助けをする者一人もなし︒

十453図

八77

そろそろ日本を去って行きます︒

八76

本に︑なごりを惜しんでみるのかも知れません︒

八72

きえさる・たちさる・とびさる︒のがれさる

十一661適齢何とてさることのあらん︒
二236 サルガ︑柿ノタネヲヒロヒマシタ︒
二24一 サルハ︑カニニイッテ︑柿ノタネトト さ・る ﹇去﹈︵四五︶7 去る ︽ーッ・ーリ・ール︾←

マシタ︒

シマシ

二244 サルハ︑ニギリメシヲオイシサヴ湯田ベ

二266サルガアソビ二月マシタ︒
二273サルハジブンバカリタベマシタ︒
二285ミンナデ︑サルヲコラスコトニ
タ︒

二287サルヲヨビニヤリマシタ︒
直写

二288サルガ︑カニノウチへ來テ︑ヒバチノ

灰ノ中ニカクレテヰタ栗ガ︑サルニ
ニ292

R

ポント トビツキ マ シ タ ︒
一一

水ヲ カケニイキマシタ︒

Q9

されども一さわる

618

されば︑ただ今敵方に押し寄せ︑三方に火をかけ︑

十一601図國利を得ること夜討にしくこと候はず︒

されば

さわぎ

︵名︶3

サロン

ジャワ人たちは︑男でも女でも︑サロン
男女ともサロンをまとひ︑女は日本風の

さわがしい

さわがしさ

︽ーシ・ース︾

尊は︑お子檬たちが︑何か大きな聲をして︑

氣がして︑わいわいさわいでゐました︒

六514

城のやぐらから大きな石を投げ落して︑賊

さわいでいらっしゃるのをお聞きになって︑

七578

さうして︑これをよけようとして︑賊のさ

のさわぐところを︑さんざんに射た︒

七594

ザワザワ

ざわざわ

さわぐいそ

わぐところを射させて︑五千人鯨りも殺した︒

われは海の子︑白波の

﹁があがあ︒﹂とさわいで行く︒

十一撹3下戸

十圏9

︵副︶2

べの松原に︑ 煙たなびくとまやこそ︑

木ノハガ︑ザワザワトオトヲタテマシ

秋風はさわや

梢吹く風が︑思ひ出したやうにざわざわと

青空ははてもなく澄み︑

﹇爽﹈︵形状︶4 さわやか

この美しい木々の緑と︑さわやかな鳥の

さわやかな山道を︑汽車は鐘を鳴らしな

さはらのじふらうよしっら

佐原十郎男連

さはらのじふらうよしっら

名︺1

サハル

さはる ︽ーッ・一

ヒタヒニサハッテミマシタ︒

﹇触﹈︵五︶1一

δさしさわり

二422

リ・ール︾

さわ・る

さわり

眞先にかけ進めば︑三千電電も績いて進む︒

八3310図 佐原十郎義連進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

﹇佐原十郎義連﹈︹人

もたまほしきは心なりけり

十二510図題さしのぼる朝日のごとくさわやかに

がら登る︒

十一川9

聲のごちそうを前にして︑

十一8010

かに海をわたる︒

八291圃

さわやか

音をたてる︒

九柳5

タ︒

一503

︽ーイ・一 ざわざわ

夕方小川などは︑サロンのままマンデー
﹇騒﹈︵形︶2

日本の國は︑今︑たいそうさわがしいや
その中で︑いちばんさわがしくて︑大きな
﹇騒﹈︵名︶1

騒がす

夕方から夜になると︑さも自分たちの世界
︽ーイ・ーグ︾■

だといふやうに︑さわぎたてます︒

七393

さわぐ

さわらのじゅうろうよしっら

王は︑︿略﹀︑あたりのさわがしさで︑目

﹇騒﹈︵五︶2

しかし︑徒黛を組んで天下を騒がすとい
天下を騒がした者は︑たとへ武士でも︑
δおおさわぎ

普通ならば打ち首である︒

十二611

ふことは︑重い罪である︒

十二589

さわが・す

をおさましになった︒

十一1110

さわがしさ

音をたてるのは︑猿まはしのどらであらう︒

十鉗11

うである︒

六57園

ク︾

さわがし・い

をするマライ人でいっぱいである︒

十﹁泌11

じゅばんを着てみる︒

十一㎜3

を腰に巻いてみる︒

十一脳5

サロン

一方にて支へ候はんに︑

て︑ゆめゆめ︑世のつねのことに用ふべからず︒

始めたり︒されど︑めざす色はたやすく攣るべく

十446図 喜三右衛門は︑赤色の焼きつけに熱中し
もあらず︑

氣違ひとののしる︒されど︑喜三右衛門は︑︿略﹀

十455図人はこの様を見て︑たはけとあざけり︑
夕日に映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒
源氏の者ども︑﹁︿略﹀︒﹂と口々にいふ︒

されども ﹇然﹈︵接︶4 されども
八761図

されども義纒は︑太刀にて熊手を防ぎ防ぎ︑つひ
教纒︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑敵の船を飛んでま

に弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒
十川4︹図

はる︒されども義纒を見知らざれば︑甲かぶとの
よき武者を︑義纒かと目をかけてかけまはる︒

経に組ませず︒されども︑いかにしたりけん︑義

十相7図 義経︑︿略﹀︑かれこれ行きちがへて︑教
纏の船に乗り當り︑あはやとばかり飛んでかかれ
ば︑

のぼるべきやうなし︒されども城中鳴りを静めて︑

十一174図 たとへ防ぎ戦ふ者なくとも︑たやすく

﹇然﹈︵接︶4

人ありとも見えざりければ︑
されば

れば︑今この馬︑ゆめにも求め得べしとは思はざ

九678図園 その黄金ありとも知らせたまはず︒さ
りき︒

ぎ

︽ーテ︾

九684口藺凶圖汝の夫の一大事あらん時にまみらせよ さわぎた・てる ﹇騒立﹈ ︵下↓︶ 1 さわぎたてる
とて︑たまひき︒されば︑家貧しくして苦しむな
さかも

どは︑世のつねのことなり︒

十一231図 波打際まで逆茂木を仕掛け︑沖四五町

﹇騒﹈︵四五︶6

たちさわぐ

さわ・ぐ

五238

がほどに大船どもを並べて︑横矢を射んとかまへ
たり︒されば︑この堅陣を打ち破って攻め寄せん

おたまじゃくしは︑︿略V︑うれしいやうな

こと︑たやすかるべしとは見えざりけり︒

二466 ケンチャンガンバへ行ッテ︑ハリバコニ
サハッタリ︑キレヲヒッパッタリシマシタ︒
はまぐりでした︒

三776 何か足にさはるので︑つかんでみると︑
五678団 あたたかい馬のからだや︑すべすべした︑
やはらかい毛なみにさはると︑

六柵6 ほんたうに︑手に取って︑さはってみたい
やうな氣がします ︒
くまで

七78 小さな熊手で砂をかくと︑かちりとさはる
ものがあります︒

七86 すると︑小石のやうなものが︑手にさはり
ました︒

七107 ひやりと︑足にさはるものがありました︒
ために︑手でさはったからです︒

八鵬1 それは︑つい今しがた︑番人が火をつける

さはるとどうやら熱氣を吐いてみる︒

九鵬9 よひの間は家の中がむっとして︑柱も壁も︑

十一784 首筋に水晶のはけがさはったやうなつめ

祭に招く

七695

五伽9

五目8 三

三

三

コ︑二︑三︑四︒﹂と︑掛聲勇ましく

コ︑二︑三︑四︑五︑六︒﹂と︑動き

あら

く

5ありあけさん・いずさん・こんこうざ

十二圏8 三
﹇山﹈

﹇算﹈︵名︶1

算
さん

δあきおさん・あまさん・あめやさん・いさむ

﹇傘﹈δらっかさん

ん・うさぎさん・うらしまさん・うんてんしゅさ

さん・いさむさんたち・いちろうさん・いとやさ

さん

十一544図引は︑算を齪して逃れ去らんとす︒

さん

ふじさん︒ぼうしょうざん・ムラピさん

ん・だいおしょうざん・ナチブさん・にれいさん・

さん

その敷は︑

な聲で︑次々に番號を送って行きます︒

七811団圓

髄操をしますが︑

三

三

日本武尊⁝⁝⁝十四

七783国國

やまとたけるのみこと

バナナ⁝⁝⁝十三

日本武尊

バナナ

木曾の御料林⁝⁝⁝九

三

三

そ

八619

八514

き

草原のオボ

木曾の御料林

九765

九299

さうげん

草原のオボ

姿なき入城⁝⁝⁝十五

三

胡同風景

三

九脳5
こどう

姿なき入城

十629
半旗の影⁝⁝⁝十六

＋描−〇三

胡同風景

＋一鵬12

十一102
十一謝4
セレベスのみなか
セレベスのみなか

十一泌1
十二277

御旗の影

レキシントン撃沈記

ダバオへ⁝⁝⁝二十

十二m9

は

たさである︒

ダバオヘ

す

︽ール︾

十二湿2

でつ

三の次に零を二十七つけたものになる︒

レキシントン撃沈記

@三

光姦

さはる

︵名︶

二︑三︑四︑五︑六︒

燭吉

三三三三三三

こ

﹇ 障 ﹈ ︵ 五︶1

霞躍菱伽羅輔言聾蕩llを1撃ll三型
一︑

オミヤノ石ダン︑一二三︑ 四五六七︑
二十五ダンデゴシンゼン︒

五人ばやしは

コ︑二︑三︑四︑五︑六︑七︑八︒﹂と

十八まで干た時︑

笛やたいこでにぎやかな

をし

さわ・る

三

ウサギトカメ

國引き⁝⁝⁝十二

國引き

海軍のにいさん⁝⁝⁝十三
海軍のにいさん
光は空から⁝⁝⁝十二
祭に招く⁝⁝⁝十四

光は空から

27

十一⁝⁝2悪例へば︑何か氣にさはることがあって
︹課名︺30

心の落ち着かない時には︑
さん

ニー21

二24 三 ウサギトカメ⁝⁝⁝十二

三24
三128

四24
四捻5

五24
五121

六24

三

れ

昌．．
．
．．．．．．．

笛一一天一一＿オー；茗三三三三三三三三

三 三

さ
一一ん十十十十十十十十十十十十九九九九八八七七六
二ニ

四三三

三 三 三

三 三三 三

三

619
さわる一さん

さんが一さんごかいのしょうり

620

ん・おじさんたち・おしょうさん・おとうさん・お

ん・おかあさん・おこさん・おじいさん・おじさ
十一901
三箇所

三月

り返って西を見れば︑残月が傾いてみる︒

深い藍色が頭の上にかぶさったころには︑

﹇残光﹈︵名︶2 残光

十二㎜4

みかたの第一線は︑︿略﹀ざんがうの中か

﹇塑壕﹈︵名︶5

に受けて︑異様に輝き渡ってみる︒
ざんがう
ざんがう 重壕

五描1

後の方には︑帯のやうな致壕と︑︿略﹀灰

ら︑敵をこうげきしましたが︑
ざんがう

十㎜10

突き進む皇軍下士の前には︑錘壕も︑トー

色のトーチカが築かれてみて︑

チカも︑敵兵も︑何もなかった︒

十悩5

宣傳班員は︑ざんがうの暗がりの中で︑

フィリピンのざんがうの中で︑日本の

長唄を聞くなんて︑うれしいことだね︒

十一桝5囹

接聲器の貼検をしてみた︒

十一梱1

塑壕

もう太陽は没して残光は見られなかった︒
なな
海面は︑今落ちかかる太陽の残光を斜め

十二断1

ざんこう

やや響く平なところに︑三角鮎を示す石

﹇三箇所﹈︵名︶1

﹇三月﹈︵名︶1

三月ごろ

三月の聲を聞くと︑満洲でも︑春らしい日
﹇三月頃﹈︵名︶2

き

きやく

ざんごう

十二927図七十二人の者ども︑皆五箇所︑三箇所︑

さんかしょ

があった︒

とうさんたち・おとうとさん・おにいさん・おにん
ぎょうさん・おばあさん・おばさん・おもちゃやさ
さんがつ

傷を負はぬはなかりけり︒

かべさん・かまきりじいさん・かみゆいさん・かめ
八倒2

ん・およめさん︒かいぐんのにいさん・かぜさん・
さん・かんじょさん・かんぬしさん・きぬこさん・
さんがつごろ

殊に︑季節風が南西にかはる三月ごろか

きせつ

光がさして來ます︒

じんさん・げんさくじいさん・こぞうさん・こども

ぎょうじゃさん・きんぎょやさん・くもさん︒ぐん

十一η5
ヒつ

ボルネオの雨季は︑十月に始って三月ご
三巻

ぎゃく
﹇三脚﹈︵名︶2 三脚

三脚

安萬侶はこれを三巻の書物にまとめて︑

﹇三巻﹈︵名︶1

十一伽9

さんかん

ろに終る︒

十一㎜3

ら始って︑十一月ごろまではよく灰が降り︑

さん・こまいぬさん︒さぶろうさん・じいさん・
しゃしょうさん・しょうじさん・しょうやさん・
しょっこうさん・しょっこうさんたち・じろうさ
ん・すいへいさん・すいへいさんたち・すずきさ
ん・すずきはなごさん・せいとさん・せいとさんた
ち・せんどうさん・たけださん・たろうさん・ちょ

さんきゃく

天皇に奉った︒

さん・にいさんたち・ねえさん︒ねずみざん・はな

うさん・つとむさん︒としこさん・とびさん・にい
ごさん・はやしさん・はやしはるえさん・はるえさ

参宮だより

参宮だよ

正平二年十二月二十七日︑楠木正行︑

珊瑚海

敵艦隊を一隻も鯨さず︑珊瑚海の海神

敵航空母艦サラトガ型は︑かくて珊瑚海

最前線の決職場︑南半球の珊瑚海で聞く

珊瑚海の勝利

珊瑚海の勝利

珊瑚海の勝利

さんご

四

十二312
十二㎜7

四

さんごかいのしょうり

ラジオ放送Il大本螢嚢表である︒
さんご
︹課名︺2 珊瑚海の勝利

十二圏10

に捧げるすばらしい供へ物となった︒

十二塑！1

のごちそうに供へてやる︒

十二㎜2囹

十一η図珊瑚海

さんごかい ﹇珊瑚海﹈︹地名︺4

弟正時ら一族をうちつれて︑吉野の皇居に参向し︑

十二973図

長さ一メートルばかりの望遠鏡が︑三脚 さんこう・す ﹇参向﹈︵サ変︶1 参向す ︽ーシ︾

かうつう

三脚は︑やっときのふできあがった︒
産業

港がよけれぽ︑しぜん政治・交通・産業

せいち

﹇産業﹈︵名︶1

三キロ

ズ略﹀﹂と書いた電燈看板に迎へられて︑

︵名︶1

︹課名︺2

さんぐう

三キロ︑四キロと坑内深くはいって行く︒

十二94

さんキロ

の中心となるので︑

十﹁㎜10

さんぎょう

十359圓

の上にのってみる︒

十354

ん・はるおさん・びょういんのへいたいさん・ふみ

こさん・へいたいさん・へいたいさんからのてが
み・へいたいさんたち・ほんだいさむさん・ほんだ
さん・まさえさん︒まさおさん・みなさん︒みよこ
さん・めだかさん・ももたろうさん・ゆりこさん・

﹇三角﹈︵名︶2

三角

わたなべさん︒わたなべまさおさん
さんかく

さんが 呂いくさんが

九959 風は吹いてみないが︑波が︑目の前の水面 さんぐうだより
り

参宮だより

参宮だより⁝⁝⁝八

に︑小さな三角の小山をこしらへ︑

二

二

さんぐう

五87

五23

残月

東には今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

﹇残月﹈︵名︶1

十二431

ざんげつ

な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる︒
三角黙
﹁三角鮎︒﹂といふ聲がする︒

﹇三角点﹈︵名︶2

もやう
十一矧7 運河には︑いろいろな模様をかいた小さ
さんかくてん
十一899園

621

さいいうき

さんごくし
﹇三国志﹈︵名︶1 三國志

十珊4 三國志とか︑西遊記といった支那の昔物語

さんごくし

さんごくし
をやるつもりなのだが︑
さんごじゅ
﹇珊瑚珠﹈︵名︶1 珊瑚珠

さんごじゅ
さんごじゅ

十438図柿の梢は︑︿略﹀赤き實︑夕日を浴びて︑
さながら珊瑚珠のかがやくに似たり︒
さんごせう
さんごしょう ﹇珊瑚礁﹈︵名︶2 珊瑚礁
さんごせう
十一訓11 このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ
さんごせう

るせみか︑井戸をほっても水は出て來ない︒

十一踊1 船は︑淺い珊瑚礁を警戒していかりをお
ろした︒

ながと

﹇燦燦﹈︵副︶1
せき

さんさん

さんざん

散々

今日︑おごそかに観艦式︒

﹇散散﹈︵副︶6

七麗8 そこで︑オランダの長官は︑たびたび日本

ざんざん ︵副︶1 ざんざん

右に持って︑散々になぎ倒す︒

おほなぎなた

十柵9図 矢も皆盛きければ︑大太刀︑大長刀を左

氏のものども多く手を負ひ︑射殺さる︒

十㎜7図 重籐の弓持って︑敵を散々に射れば︑源

しげどう

るを︑義家の軍さんざんに討ちて︑

九597図 はたして︑敵︑三百齢騎をかくしおきた

んいやがらせをしました︒

船を取り調べたり荷物を没幸したりして︑さんざ

ぼつしう

に賊のわる口をいはせた︒

七591 正成は︑この旗を城門に立てて︑さんざん

のさわぐところを︑さんざんに射た︒

十川2
三四箇月

三時ごろ

五

三十

靖國神社⁝⁝⁝一一一十

さんじゅう ︹課名︺1
七26

オチバ⁝⁝⁝三十一

三十九

むしば⁝⁝⁝三十九

︹課名︺3

萬葉集⁝⁝⁝三十九

曇霞祭⁝⁝⁝三十九

︹課試︺1

三十三

晴れたる山⁝⁝⁝三十五

萬壽姫⁝⁝⁝三十四

六月の世界⁝⁝⁝三十四

﹇三十四歳﹈︵名︶1

源氏物語⁝⁝⁝三十四

八

六

十27
十一27

しやうがい

三十七

三十七分

七難八苦の生涯は︑三十四歳で終りを告

さんじゅうしさい

︹課名︺1

﹇三十七分﹈︵名︶1

十お話⁝⁝⁝三十七

五番︑春山監視哨︑三十七分︑北︑敵︑

さんじゅうど ﹇三十度﹈︵名︶1 三十度

中型︑三十︑三千︑南東︒

八欄6題下

さんじゅうしちふん

三211

さんじゅうしち

げた︒

九衙7

三十四歳

五番︑春山監視哨︑三十七分︑ 北︑敵︑

﹇三十﹈︵名︶1 三十

八

十二27 六

七29

三212 十一

さんじゅうく

三210九軍かん⁝⁝⁝三十一
五28七かひご⁝⁝⁝三十一
八28七ひよどり越⁝⁝⁝三十一

二29 八

さんじゅういち ︹課名︺4 三十一

中型︑三十︑三千︑南東︒

八欄7圏園

花が咲いてから三四箇月たつうちに︑︿略﹀︑さんじゅう

﹇三四箇月﹈︵名︶．2

腐る日も︑來る日も︑ざんざん降った︒

さんしかげつ

八177

この三四箇月土を見ることのできなかつ

あのバナナが生るのです︒

十二欄3
三時間

た目には︑皆たまらなくなつかしい︒

三時間め

積年では︑三時間めに︑三年生以上の合同

﹇三時間目﹈︵名︶2

思ひ思ひに沖へ快走してかれこれ三時間︑

﹇三時間﹈︵名︶1

十一989

さんじかん
さんじかんめ

五832

﹇三時頃﹈︵名︶1

三時間めの合同髄操の時は︑汗でべとべと

髄操があった︒

五852
した︒

さんじごろ

六

二210九イモヤキ⁝⁝⁝三十三

さんじゅうさん

九27

元帥は︑胸をなでおろしながら︑三時ごろ さんじゅうご ︹課名︺2 三十五
六29 八 南洋⁝⁝⁝三十五
三時過ぎ

おいとまを申しあげて︑自宅へ蹄つた︒

七m1

﹇三時過﹈︵名︶1

三時過ぎになると︑ひと休みする︒

さんじすぎ

九川5

三四百メートル

八29

聞多︑三十歳の壮年に及んで︑何一つ さんじゅうし ︹課名︺3 三十四

三十分

三十歳の井上聞多は︑山口在に非命の最

﹇三十分﹈︵名︶1

しかもその突撃まで︑時間は︑あと三十分
︵名︶1

三尺五寸

三四百メートルも走ったので︑熱くてた
﹇三尺五寸﹈︵名︶1

当朝は︑︿略﹀︑三尺五寸の太刀に︑
︿略﹀︑三十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一585図

さんじゃくこすん

まらない︒

十二柵8

さんしひゃくメートル

といふせつばつまった場合でありました︒

六柵5

さんじっぷん

期をとげたであらう︒

十一一7310

孝行も壷くさないのに︑

十二734囹

七578 城のやぐらから大きな石を投げ落して︑賊 さんじっさい ﹇三十歳﹈︵名︶2 三十歳

さんざん

の日をあび︑

八268圏 旗艦長門以下百敷十隻︑ さんさんと秋

さんさん

こちに散在してみるやうですが︑

十963園 ときに︑ロシヤ軍の戦死者の墓は︑あち

さんざい・する ﹇散在﹈︵サ変︶1散在する︽ーシ︾

さんごくし一さんじゅうど

さんじゅうなんねん一サンチ

622

三十何年

九価5 それだのに︑寒暖計は三十度を越えたがる︒
さんじゅうなんねん ﹇三十何年﹈︵名︶1

5ごさんしん

面くらひましたよ︒

さんしん
ル︾

お電話があり︑吉岡旧庵がふたたび参

九751 三十何年炭を嶢いてるても︑かまから取り さんしん・する ﹇参進﹈︵サ変︶1 参進する ︽ ス
出すまでは︑︿略﹀氣がかりである︒

﹇参﹈︵サ変︶呂はせさんずる

進ずると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑陛下は仰せられた︒

十二擢9囲
さんずる

四28七かぐやひめ⁝⁝⁝三十二

さんじゅうに ︹課名︺3 三十二

七27 六 光明皇后⁝⁝⁝三十二
﹇三隻﹈︵名︶4

三隻

さんせき

二隻・三隻と績いて港へはいって來る︒
クチク

︿略﹀を一番艦に︑レパルスがこれに績き︑

わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

十一568図

馳逐艦三隻が先行してみるではないか︒

十643

ス︒

山上

十︻926
た︒

その邊から︑ところどころに残雪があっ
船は︑︿略﹀︑残雪をいただく島山の峯を
さんせん

山川
﹁山川﹂﹁父母﹂のやうに︑︿略﹀︑音でも訓

﹇山川﹈︵名︶2

目當てに︑根痛地へと波を切って行く︒

十一姻9
さんせん

でも讃める場合があります︒

十宙3

﹁さんせん﹂﹁ふぼ﹂︑あるひは﹁やまかは﹂

月を直樫三センチのピンポンの球︑地球

どりの苗が出そろって行くのは︑

十二柵5

三千人

まつ︑谷川のほとりに︑三千人の番兵を置

﹇三千人﹈︵名︶2

を十島センチのゴムまりとしてみても︑

七583

さんぜんにん

三千人の弟子のうち︑顔回ほど︿略﹀師

いて︑城兵が汲みに來られないやうにした︒

十一一251

﹇三千余騎﹈︵名︶4

三千鯨船

の教へを實行ずることに心掛けた者はなかった︒
さんぜんよき

大層源土舟︑︿略﹀︑ひそかに三千鯨

みなもとのよしっね

八335図

大型︑これを見て︑︿略﹀︑届先にかけく

さはらのじふらうよしっら

だれば︑三千飴騎︑馬を並べてかけくだる︒

八342図 佐原十郎義連進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

くだるやいなや︑三千齢騎︑

三千至人
うん

一度にどつ

三二にかけ進めば︑三千齢騎も績いて進む︒

﹇三千余人﹈︵名︶1

とときをあげて︑平家の城に火を放つ︒

八345図

さんぜんよにん

霞のごとく並びみたり︒

か

十一1710図 そのかげに甲武者三千倭人︑︿略﹀︑雲

たちまち鑛石清亮のトロッコが︑↓皇︑

﹇三台﹈︵名︶1 三垂

十一ー16

さんだい

参内﹇▽ごさんだい・よ

﹇参内仕﹈︵四︶1

おそれ多くは候へども︑今生にて今

さんだいつかまつ・る
︽ーリ︾

ひとたび︑玉顔を拝し奉らんために参内仕りて候︒

十一一993図国

参内仕る

正行︑︿略﹀︑とかくも申しあげず︑た

﹇参内﹈︵名︶1

二藍︑三嘉とできあがる︒

さんだい

十二欄6図

しのさんだい
三千

五番︑春山監視哨︑三十七分︑北︑敵︑

﹇三千﹈︵名︶1

﹁ちぢはは﹂と︑音でも訓でも讃める場合があり
さんぜん

八欄8圏國

三センチ

三センチぐらみのあさりでした︒

︵名︶3

中型︑三十︑三千︑南東︒

さんセンチ

七79

だこれを最後の参内と思ひ定めて退出す︒

ます︒

十手3

騎を引きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越に出づ︒

十637園敵主力ハ︑駆逐艦三隻ヨリ成ル直衛ヲ配 八327図

九477

十一26 五見わたせば⁝⁝⁝三十二
さんじゆうにち ﹇三十日﹈︵名︶1 三十日
ん敵の大軍に出あって︑はげしく戦った︒

三十八隻

八648 錦州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜ
さんじゅうはち ︹課名︺2 三十八

二211 十 コモリウタ⁝⁝⁝三十八

九28 七 ことばと文字⁝⁝⁝三十八
さんじゅうばつせき ﹇三十八隻﹈︵名︶1
艦以下敷隻のみ ︒

﹁第一班︑総員三十名︒

三十

十一565図 三十八隻のうち逃れ得たるもの︑巡洋 ざんせつ ﹇残雪﹈︵名︶2 淺雪

七807国囹

さんじゅうめい ﹇三十名﹈︵名︶1 三十名
さんじゅうよねんまえ ﹇三十余年前﹈︵名︶1
齢年前
の正しい古記録を讃み︑古いいひ傳へをそらんじ

十一衡5 かれが天武天皇の仰せによって︑わが國
始めたのは︑三十蝕年前のことである︒

さんじゅうろく ︹課名︺2 三十六

七28七苗代のころ⁝⁝⁝三十六
十二26 五奈良の四季⁝⁝⁝三十六
さんじゅうろく ﹇三十六﹈︵名︶1 三十六

﹇山上﹈︵名︶1

十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一586図 五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三
さんじょう

十924園海の魚雷が︑山上から泳いで來るのには︑ 七378 ニセンチか三センチぐらみの︑若々しいみ サンチOにじゅうはっサンチ

623
さんちゃん一さんねん

さんちゃん ︹人名︺2 三ちゃん

ぐにあがりました︒

七438 三人の神主さんが︑静かに︑私たちの前を

と︑春枝さんの三人が集ってみる︒

七658 國旗掲揚塁のそばに︑勇さんと︑正男さん

通って錦られました︒

三人は︑舟と並んで川のふちを走って

三人は︑いっしょに舟を出しました︒

一人落ち︑三人落ちして︑とうとう先頭か
九㎜11

それからも︑三人代る代るのぞきながら︑

三人は食堂車へはいった︒

かれら三人寄り合ひて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

たとへ鬼神なりとも︑われら三人がつ

かみかからば︑などか勝たざるべき︒﹂

十備3図國

小舟に乗り︑教纒の船に並べて乗り移り︑

十皿10図

にいさんからおもしろい説明を聞いた︒

十379

ら三四人めになった︒

九9810

涙のうちに明かしました︒

天4
21
0やがて︑うばも呼んで︑三人は︑その夜を
ノ

三261

をぢさんたち三人は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

三人並んで次

おかあさんと︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑

三人が︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足
﹁今のうちだ︒﹂と元氣を出して︑みかた三

神主さんが︑三人お見えになりました︒

さんねん

すると︑三人もあとを追ひかけた︒

﹁悪者が三人︑あの墓地にll﹂と叫ぶ

三人とも

三人張り

三人張りの弓に十三束三伏せの矢をつ

﹇三年﹈︵名︶2 三年

がへ︑︿略﹀︑しばし堅めてちょうと放つ︒

十一194図

さんにんばり ﹇三人張﹈︵名︶1

七659 三人とも︑旗竿の先を見あげてみる︒

くを持って︑木のくつをはいてゐられました︒

七409 三人置もまつ露な着物を着て︑︿略﹀︑しや

さんにんとも ﹇三人共﹈︵名︶2

心は︑驚きと感激でいっぱいになって︑

十一備2 荒波の岩に砕けるやうな調べに︑三人の

頼んだ︒

十一川10 三人は︑﹁どうかもう一曲︒﹂としきりに

やうにいった︒

十㎜6園

十鯉9

三人現れた︒

三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの 十η7 すると︑そこにかくれてみたあやしい者が︑
小野くんと︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲
はくわい

工兵は︑三人つつ組になって︑長い破壊
一人倒れ︑二人倒れ︑三人︑四人︑五人と︑

三人の工兵は︑火をつけた破壊筒をしっか
もちろん︑三人のうち︑だれ一人︑破壊筒
三人の心は︑持った一本の破壊筒を通じて︑

三人は︑一つの爆揮となって︑まっしぐら
七409

に突進しました︒

六槻1

一つになってゐました︒

六梱7

をはなしたものはありません︒

六㎜9

りとかかへ︑鐵條誉めがけて突進しました︒

六m9

次々に倒れて行きます︒

六佃9

筒をかかへながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒

とう

六備8

よく教室へ闘って行った︒

六977

ぼって︑旗を取るのだ︒

六956

人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒

六955

あとも︑並んでついた︒

六898

えん日へ行って︑すず虫を買ってかへった︒

五855

の段︒

膳棚4圃赤いはかまの官女さん︑

自動車に乗りました︒

三904

行きます︒

三257

四895団 口わるの三ちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひ さんにん ﹇三人﹈︵名︶29 三人
ました︒

山中

四908国 ﹁やあい︒﹂といったのは︑やはり三
﹇山中﹈︵名︶1

ちゃんだったやうです︒
さんちゅう

三町

ち入れるをのの響きのこだまで漏たされる︒

九182 神代さながらの山中は︑しばらくの間︑打
﹇三町﹈︵名︶1

残敵

八298図 雨軍たがひに押し寄せて︑その間わっか

さんちょう

﹇残敵﹈︵名︶1

に三町ばかりとなれり︒
ざんてき

なって︑

三度

十二別7 残敵は︑今やまったく袋の中のねずみと
﹇三度﹈︵名︶3

八7310図 扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

さんど

舞ひあがり︑二度三度︑ひらひらとまはりて︑

九梱8 勝久を奉じる尼子勢は出雲に入り︑一城を
築いて三度ときの聲を作った︒
山東

十261 二度三度︑村の上を︑海は進みまた退いた︒
﹇山東﹈︹地名︺1

九川1園 むすこは︑勉強のため山東へ渡って行つ

さんとう

た︒

さんどう ﹇参道﹈︵名︶3 参道δみなみさんどう

十47図 御古塁當時︑習得の楽髪もてたてまつり

六価3園 ここは︑明治神宮の参道です︒
たる木々は︑参道の左右を始め︑到るところすき
間もなき木立となりて︑

十53図左折して更に大鳥居を過ぎ︑︿略﹀︑艀か
三度め

に歩みを移せば︑参道はまた右折す︒
﹇三度目﹈︵名︶1

四916團 三度めにあげた時は︑たこはまつす

さんどめ

ざんねん一さんべい

624

三鵬9 かうして三年たちました︒
五832

生以上

残念

残念がる

︽ール︾

三羽

年号では︑三時間めに︑三年生以上の合同

﹇三羽﹈︵名︶1

参舜

︹題名︺1

参拝

射落すほどの上手なり︒

さんぱい

十42

ル︾

八359

三番機

一番︑二番︑三番と︑十二番の舞がめでた
﹇三番機﹈︵名︶1

くすみましたが︑

さんぼんき

三びき

三匹

三百年

の國のものともきまってゐませんでした︒

が︑今から三百一一十年ぐらゐ前までは︑まだどこ

﹇三百年﹈︵名︶1

幕臣にはまた︑三百年の奮恩を思って︑

さんびやくねん

主君の馬前に討死しなければ︑いさぎよしとしな

十二佃5

︵名︶1

三百メートル

いやたけ心がみなぎってみる︒

かうした火山は︑︿略﹀︑低いのでも三百

さんびやくメートル

メートル︑高いのになると八千メートル

十389

三百

敵︑三百遠島をかくしおきたるを︑︿略﹀

﹇三百余年前﹈︵名︶1

さんざんに討ちて︑つひに敵軍を攻め破りぬ︒
飴年前

﹇三百六十年﹈︵名︶1

柿右衛門は︑今より三百齢年前︑肥前の

さんびやくよねんまえ

ありた

十476図

有田に出でし陶工なり︒

一二百六十年

さんびやくろくじゅうねん

です︒

八畑4 それは︑今から三百六十年ばかり昔のこと

眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低い

緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに績いて見えた︒

十一896

二番機・三番機が︑二艦の針路をねらって︑ さんぷく ﹇山腹﹈︵名︶1 山腹
﹇三匹﹈︵名︶3

それぞれ右から左から魚雷を嚢射した︒

十673
さんびき

ろ︑

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑弓をこわきにはさ

十二価8

ゑもん

﹇三分＝︵名︶1

三分の一

ここの橋が三分の一ほどできあがったこ

さんぶんのいち

や︑身をかはして︑ざんぶと川へとび込んだ︒

九衙2 鹿介は︑︿略﹀河村新左衛門であると知る

かはむらしんざ

んで︑ざんぶと水にとび込んだ︒

九捌1

赤いのを三びき︑赤白のぶちを二ひき ざんぶと ︵副︶2 ざんぶと
すくって︑ガラスばちに入れました︒

三612

三匹ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑

して立ちあがれり︒

九㎜10

三

上歯は︑明治以來日本の領土になりました さんべい ﹇散兵﹈︵名︶1 散兵

﹇三百二十年﹈︵名︶1

谷を渡り︑走って行く︒

七m4

九596図

南参道に入れば︑夜來の雨に清められし さんびやくよき ﹇三百余騎﹈︵名︶1 三百語聾

﹇参拝﹈︵名︶1

足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑参辞の人々︑︿略﹀︑

十45図

さんぱい

参拝

八721図圓空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑かならず

さんば

膿操があった︒

十一一185 かうして︑三年も五年も石の山に通って
ざんねん

は︑石工の仕事を見豊えて行くのである︒
﹇残念﹈︵形状︶10

四381園 ﹁それはざんねんであらう︒

ざんねん

五伽4 残念さうに︑つり糸をいちっていらっ
しやったが︑

六冊！ 第一班は︑残念にも︑とうとう成功しない
で終りました︒

九239團 おまへにもぜひ一つと思ふのだが︑これ

みかい ゑ い

﹁ざん ね ん ︒ ﹂

ばつかりは送りやうがないのが残念だ︒
九脳1園

きなかりし由︑母はいかにも残念に思ひ候︒

九脚9

り︑手製のチーズやバタなどを供へたりする︒

参辞するものは︑子ひつじの料理をあげた

十121蟹田 威海衛攻撃とやらにも︑かくべつの働 さんぱい・する ﹇参拝﹈︵サ変︶1 参拝する ︽ース
十141園 豊島沖の海戦に出なかったことは︑艦中
一同残念に思ってみる︒
しろうま

のが︑まったく残念であった︒

十一9610 富士・淺間・白馬・立山等の姿を見ない さんぱん ﹇三番﹈︵名︶1 三番

かうなっては何ともしやうがない︒

十二616 浪士を預った大名も残念とは思ひながら︑

﹇残念﹈︵五︶1

念に候まま︑きっと曲律致し候所存に候︒

十一一柵6圏田 當家滅亡を見つつ長らへ居り候も残
ざんねんが・る

十135囹 おまへの残念がるのも︑もっともだ︒
さんねんせい ﹇三年生﹈︵名︶4 三年生
た︒

二968囹 三年生も︑これでべんきゃうをしまし 八332図 されど︑三匹は無事にくだり︑身ぶるひ
五研1 文子さんが︑ちゃうど三年生になったばか
りのころ︑︿略﹀︑子犬を一匹もらって來ました︒

三年

五川1 三年置の文子さんがつれて歩いてみるのに︑ さんびやくにじゅうねん
とくこん
七237 公學校の三年生であった徳坤といふ少年は︑ 百二十年
さんねんせいいじょう ﹇三年置以上﹈︵名︶1

625
さんぽ一し

さんぽ

散歩

九㎜3 散兵の隊形をとって︑遠巻きにのろを追ひ
出して行く︒

﹇散歩﹈︵名︶2

五158 二人とも︑ほんたうに久しぶりのお休みで︑

さんぽ

村のはつれまでさんぽに來たところです︒

三方

小さなみすぼらしい家の前まで來ると︑

十一塒8 友人と二人町へ散歩に出て︑︿略﹀︑ある
﹇三方﹈︵名︶2

十一訓2

この島の中央を︑屋根のやうな山脈が走

つてみる︒

ラバウルの町も︑その後にこの山脈を控
内地の山によく似た山脈の森の中には︑

へ︑︿略﹀家々が山の中腹に並んでみる︒

十一囲3
十一川6

夜が当て︑山脈の上の黒水晶のやうにつ

どんな動物がみるのか想像がつかない︒

十一畑4

やつやした大陸に︑南十字星がかかって︑

八柵9

﹁今︑三眠ですから︑もうあと一度眠っ
︵名︶2

三メートル

楽土ートル︑下土ートル︑三叉ート
左右の足をいっぱいに延したら︑三斜ート

ル︒﹂と聲を出して敷へる︒

七737園

さんメートル

たら︑まゆを作りますよ︒﹂といひました︒

五353園

四616 小さい三方に︑白い紙とうら白をしい さんみん ﹇三眠﹈︵名︶1 三眠

さんぽう

て︑鏡餅をのせてお供へになりました︒
三方にのせて供へられました︒

三方

子規
山門高き松風に︑

勇サンノ弟ノ正次サンバ︑三リンシャニ

﹇三輪車﹈︵名︶1 三リンシャ

富田城の南三里︑布部山に敵を迎へ討つた︒

ふ ぺやま

﹇三里﹈︵名︶1 三里

ら三四人めになった︒

さんり

九麗8

︹課名︺

し

ノッチ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

一一607

さんりんしゃ

し

二22

山ノ上⁝⁝⁝四

四

七421 お米や︑お酒や︑︿略﹀などを︑それぞれ

ぼうそうちょう
﹇三方﹈︵名︶2

山門

建長︑圓畳古寺の

山門をぎいととざすや秋の暮

﹇山門﹈︵名︶2

ルぐらゐはあるでせう︒
さんもん

十988図書
十二773図面

三勇士

一二勇士

三勇士⁝⁝⁝百十六

︹課名︺2

昔の音やこもるらん︒

さんゆうし

二十一
一一十一

R7

大連から⁝⁝⁝十九

船は帆船よ⁝⁝⁝四

君が代少年

君が代少年⁝⁝⁝二十三

朝の海べ⁝⁝⁝四

村祭

村祭⁝⁝⁝十八

神の劒⁝⁝⁝四

支那の春

支那の春⁝⁝⁝十四

天の岩屋⁝⁝⁝四

乗合自動車

乗合自動車⁝⁝⁝十九

富士山⁝⁝⁝四

二重橋

二重橋⁝⁝⁝十六

春⁝⁝⁝四

ラジオノコトバ

ラジオノコトバ⁝⁝⁝十六

四一四四一四四一四四一四四一四四一四四一

2223221822142219221622162
5245215215215215215

さんぽう ﹇参謀﹈ Oつのださんぽう・やまがたさん
さんぼう
かつて三方より園む︒

九596図義家あやしみて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑手をわ

十一601図圖 されば︑ただ今敵方に押し寄せ︑三
方に火をかけ︑一方にて支へ候はんに︑

十搦1 三本足の錐であったのが︑二本は折れて一

きり

さんぼんあし ﹇三本足﹈︵名︶1 三本足

六310
山ハ⁝肋−

がやがや何かわからぬことをいひながら︑

ぼくたち三四人は︑列を離れて眞一文字に
三四人つつ一かたまりになって︑石の上
三四人め
一人落ち︑三人落ちして︑とうとう先頭か

﹇三四人目﹈︵名︶1

で働いてみる︒

十二糾10

すべりおりた︒

八816

三四人は︑車のかち棒にとりつきます︒

四伽9

千里の海も さんよにん ﹇三四人﹈︵名︶3 三四人

本足になってみるので︑なかなかくだけません︒
さんぼんマスト ︵名︶1 三本マスト
なんのその︒

八43圏 船は帆船よ︑ 三本マスト︑

だのぶなが

さんまんこせん ﹇三万五千﹈︵名︶1 口語五千
お

十術8 そこへ︑織田信長が三萬五千の大軍を引き
つれて︑攻めて來るといふ知らせがあった︒

さんみゃく ﹇山脈﹈︵名︶5 山脈εひださんみや
く

十一943

九9810

ぼくらが今立ってるるところと向かふの さんよにんめ
山脈との間は︑千丈の谷となって︑

八八七七七六六六五五五四四四三三三ニニ

十十十十十十十十十十十十十九九九八

だいれん

大八洲⁝⁝⁝四

戦地の父から⁝⁝⁝十八

戦地の父から

稻むらの火⁝⁝⁝二十

明治神宮⁝⁝⁝四

盗むらの火

よど

な聲で︑次々に馬食を送って行きます︒

八533
九341
九鵬9
十646
十湘4
16
十一1
十一川8
十一㎜3

黒龍江の解氷⁝⁝⁝四

敬語の使ひ方⁝⁝⁝二十五

十二312

皿

サラワクの印象

十二佃1

︵名︶3市

敬語の使ひ方
﹇市﹈

δけんとうし・ちいさなでんれいし・でん

ちはすでに知った︒
﹇使﹈
れいし

し

弟子たちこの師を見かぎり去りて︑手助

﹁かつて師の教へたまふことあり︒

それよりのち︑義家は匡房を師として學

﹇師﹈︵名︶10 師

九5810図

し

びけり︒

九594図國

けをする者一人もなし︒

十453口藺凶

三千人の弟子のうち︑顔面ほどその師を

知り︑師の教へを守り︑師の教へを實行ずること

十二251

に心掛けた者はなかった︒

十一一251 師の教へを守り︑

し

十二252

サラワクの印象

八89市
7を貫ぬいて流れる淀川は︑

十二334園

また顔回は︑これほどまでその師を慕つ

しかし退いて一人でみる時は︑師の教

十一一305 顔回は師を慰めるやうにいった︒

てるたのであった︒

十二276

師の教へを實行ずることに心掛けた者は

玉のひびき⁝⁝⁝四
だうとん

﹁︿略﹀︒﹂といふ答へを聞くが早いか︑ト

道頓堀附近の町町です︒

十二221

ラックは︑市の中央部へ突き進んで行った︒
死

もう︑死も生もありませんでした︒

﹇死﹈︵名︶8

六俄1

し

孔子がよく顔回を知ってみたやうに︑顔

へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒

﹇紙﹈5がようし・しんぶんし・つうしんし

回もまたよくその師を知ってみた︒

十二343
し

十421月の世界は︑いはばまったく恐しい死の世
今日私たちは︑それが死の世界であると知

界ですが︑

十429

九52図星

日の出つる國にしあれば︑

日の本と

し︵副助︶3し5いつしか︒いましがた

い文句であったり︑詩の一節であったりするが︑

月に關するものがどんなに多いか︒
れん
十別8 家々の門には︑聯が書かれてある︒めでた

十426 ごらんなさい︑歌でも︑俳句でも︑詩でも︑

た︒

六悩8 二年生の時に習った詩が︑思ひ出されまし

死といふものが︑この時ほど容易で︑當然 し ﹇詩﹈︵名︶3 詩

つても︑やはり月がなかったらさびしい︒

十619

この人がなくなったら︑︿略﹀神代以來

まことに死の突撃である︒

に思はれたことはなかった︒

十662

の尊い歴史も文學も︑その死とともに傳はらない

十一耀8

七十歳の孔子は︑弟子顔回の死にあって︑

でしまふかも知れないのであった︒

十二249

月は死の世界であるといふことを︑私た

聲をあげて泣いた︒

十二伽3

なかった︒

八921いちばんにぎやかな場所は︑市の中央の︑

四五六七︑

孔子と顔回⁝⁝⁝二十四

珊瑚海の勝利
さんご

孔子と顔出

珊瑚海の勝利

︵名︶20 四■こどもし

nVさえぎし

一︑二︑三︑四︑五︑六︒

オミヤノ石ダン︑一二一二︑

二十五ダンデゴシンゼン︒

﹁一︑二︑三︑四︑五︑六︑七︑八︒﹂と．

かぞへて︑十八まで來た時︑

五個9

三541
三塒8
五㎜8

七811国損 ﹁一︑二︑三︑四︑五︑六︒﹂と︑大き

農操をしますが ︑

七783團國 コ︑二︑三︑四︒﹂と︑掛聲勇ましく

七726

四四四四四
四四四四四

大連から
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彗㍉瓠二冨∴媚二三四四一四四一四
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しし

一一

し一し

626

627
し一しあげ

ほめたたへたり︒
さいだん

十183図韻今し︑母は卑語をしつらへ︑
遠く來たものだと思はないではみられないが︑

十一㎜9 赤道を越えて南半球に入ると︑だれしも
し ︵接助︶6 し

ぜひとも︒﹂

七幡9園 ﹁風の都合もありますし︑どうか今日は
九854 教へることは何でもよく畳えるし︑︿略﹀
ひづめの裏をさうちしたりしても︑

九863園 幅もあるし︑骨組も丈夫になった︒

九棚7囹潮の流れもいいし︒
十川6 どらにも大小さまざまがあって︑音色も違

から︑この門柱の聯を眺めてみる︒

心を無理にしづめようとして雑誌を開き

﹇地﹈︵名︶6

んごがつにじゅうしちにちこぜんよじしじゅうごふ

﹇路﹈Oはこねじ・やまじ・ゆめじ

ん・ろくじさんじっぷんごろ
じ

あま
﹁その男︑尼が細工にはよもまさり候

この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ

き軍に負くることあらじ︒

十柵2図國

はじ︒﹂とて︑なほ一間つつ張りみたり︒

九6410図園

地5あかじ・あかじにしき・き じ︵助動︶9じ︽ジ︾

ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒

十一489

じ

腹を地につけて︑ふせをしたり︑

そのたびに︑鯉のかげが地の上をおよ

れじ・さらさじ
ぎます︒

三194
五備7国

﹁地の下には︑枯れた葉などが入れてあ

与あんこくじ・かんえいじ・ごくらくじざ

こらう

海巻きあぐる龍巻も

山行かば

起らば起れ︑

み
海行かば水つくかばね︑

有爲の奥山今日越えて︑淺き夢見

見じ酔ひもせず︒﹂

う ゐ
十二548図國國 ﹁有爲の奥山今日越えて︑ 高き夢
ゑ

みはせじ︒

へ
草むすかばね︑ 大君の邊にこそ死なめ︑ かへり

十二418図魍

おどろかじ︒

十一価1図圏

に立ちふさがりていひけるは︑﹁︿略﹀︒﹂

十一1910図弟の彌五郎これを敵に見せじと︑矢面

や

軍兵満ち満ちて︑よものがし候はじ︒

六533園穴をほって︑地にかくれることもできま 十鵬7図圓助けまみらせんと思へども︑みかたの
せん︒

るから︑夜もぽかぽか暖いよ︒﹂

六㎜9園

正行︑頭を地につけて︑︿略﹀︑ただこ

︑5
51
0まもなく︑静かに下へおりて行って︑地に
ノ
着いた︒

ふし︑︿略﹀打ち方によって音が違ふ︒

十二㎜5図
﹇寺﹈

れを最後の参内と思ひ定めて退出す︒

にこした顔を見せてみるし︑︿略﹀小さなトマト
じ

十一㎜3 パイナップルも︑道のすぐそばで︑にこ
ぐらみの大きさの實の生ってみる木が︑︿略﹀︑往
來まで枝をさしのべてみる︒

じ ﹇字﹈︵名︶8 字5いちじいちじ・にじいじょ

か・してんのうじ・せいがんじ・てんのうじこうえ
ん・とうだいじ・ほんのうじのへん

十二565下馬

う

四171 ばうしには︑金で字が書いてありまし じ ︹時﹈ 宝くじごろ・こごいちじごじゅうごふん・

﹇慈愛﹈︵名︶2

と︑ 一首の歌を書き

慈愛δごじあい

一命を取り止めた聞多が︑
寸時の母の慈

しあげを終ると︑高射砲は︑ まるい鐵の皇

﹇仕上﹈︵名︶2 しあげ 仕あげ

の上で︑砲身を空へ向け︑

八鵬6

しあげ

山口在に非命の最期をとげたであらう︒

十二7310 この母の慈愛によらなかった︿
ら略
︑﹀︑

愛の態度を聞くや︑ 病床にさめざめと泣いた︒

十二732

じあい

とどめ︑

き敷にいる名をぞとどむる

かへらじとかねて思へばあつさ弓な

じ酔ひもせず︒

じゅうじ・ごぜんじゅうじじゅうごふん・こぜんに

十二棚−図魍

こごさんじごろ・こごにじ・こごにじしじゅうごふ

た︒

四493 子どもたちは︑この氷の上に︑指で字

じ・ごぜんにじごろ・ごぜんはちじ・さんじごろ・

じ・ごぜんしちじ・ごぜんじゅういちじ・ごぜん

ん・こごはちじ・こごはちじごろ・ごじ・ごぜんご

四651團 書きぞめの字は ﹁昭和の光﹂︑

を書いたり︑人の顔をかいたりして
六川2 山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ
るうちに︑字がすられ︑給がすられ︑

しちじ・じゅういちじ・じゅういちじごろ・じゅう
いちじじっぷんまえ・じゅうさんじさんじっぷんご
じゅうごふん・とおかさんじしじっぷん・にじゅう

ろ．じゅうじ・じゅうじにじっぷん・じゅうにじし
いちじさんじっぷん・にじゅうじ・はちじ・はちじ

けたのがある︒

九㎜7 柱を立てて︑それに字を書いた旗を結びつ

﹁生﹂に當てて讃んだもので︑それらの温み方が︑

十備6 ︿略﹀といったわが國のことばを︑漢字の

しじつぶん・めいじさんじゅうはちねんいちがつい
つかごぜんじゅういちじ・めいじさんじゅうはちね

自然﹁生﹂の字の訓となったのです︒

十別11 小さな子どもは︑給も字もわからないころ

しあげる一しおひがり

628

﹇仕上﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

仕あげる

︽ーゲ︾

十悩9 下塗りと中塗りができた上へ︑上塗をかけ
どうやう
て最後の仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑
しあ・げる

しあはせ

かは︑外國を見返してやらうと固く決心した︒

︽ーシ︾

た︒

十315

しいんと

しお

しいんと

寒さが骨身にしみて︑しいんとする︒

︵副︶1

目がしらが︑じいんと熱くなって早る︒
仕打

濱田彌兵衛は︑︿略﹀不法な仕打に︑腹が

﹇仕打﹈︵名︶1

﹇試運転﹈︵名︶1

試講話

試運轄をして︑その爆音を聞いてみて︑

張は︑夜具をかつぎ︑手に母語と塩をさげ︑

九梱7囹

潮5くろしお・ちしお．ひき

そのころから︑潮がだんだんさして來て︑

九幽12

﹁水温は紅ますに適度︑潮の流れは蝕

今夜はなぎらしいが︑水温や潮の流れ

それはちやうど︑潮がさっと引いて行くや
うである︒

十一999囹

はどうだい︒

十一9910園

波を子

船は獲動機を止めたまま︑網もろともに︑

り速くないやうです︒﹂

十一蜘4

夜明けまで潮のまにまに任せるのである︒

かた
和歌の浦に警みち來れば潟をなみあ

十一齪6図囲生まれて潮にゆあみして︑

守の歌と聞き︑

十二435図魍

ひたひたと寄せる潮の静かな音︑︿略﹀

和歌の浦に潮が満ちて來ると︑

しべをさしてたつ鳴きわたる
十二438

十二4310

までが︑聞かれるやうな感じのする歌である︒
あみ
潮の色は︑濃い藍から少しつつ緑に攣り︑

日ざしもさすがに強くなった︒

十二鋤4

十二㎜5 太平洋に績く南支那海の潮の色と︑イン

朝の潮風あびながら︑

弟と二人︑海べ

ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑
しほ
﹇潮風﹈︵名︶4 画風 潮風
しおかぜ

4図圃吹く潮風に黒みたる

はだは赤銅

しゃくどう

強い潮風が一時に吹きつけて來て︑

をかける︒

七42圃

十一

十鵬6

さながらに︒
しほ

﹁潮の流れが逆になったから︑みんな元 十二51図魍汐風のからきにたへて枝ぶりのみな
たくましき磯の松原

しおき

︹臭名︺2

与おしおき
しおひがり

潮干狩

塩からい海水を飲まされる︒

九961 うっかりすると︑呼吸の調子で︑がぶりと

潮流に負けてはならないと︑ぼくはく略﹀ しおから・い ﹇塩辛﹈︵形︶1 塩からい ︽ーイ︾
潮の流れはますます急になるのか︑いくら
潮の流れもいいし︒

手足に力を入れても︑進みはにぶい︒

九988

力をこめて︑潮の流れと戦ふ氣持で泳いだ︒

九985

氣を出せ︒﹂先生の聲である︒

九9710囹

七138

の人たちが︑潮干狩をしてゐました︒

海岸は︑一面に潮が引いてみて︑もう大勢

﹇潮﹈︵名︶16

妻は︑なべや︑︿略﹀︑布ぎれなどを持つた︒

十川9

試証悟する

この織機を︑村の人々の前で︑試運臆する

﹇試運転﹈︵サ変︶1

︿略﹀︑しっかり確めてから︑

九㎜8園

しうんてん

立って腹が立って︑たまりませんでした︒

七佃2

しうち

十二圏1

十772 自分のめざしてみる織機を仕あげて︑いつ じいんと ︵副︶1 じいんと
﹇幸﹈︵名︶1

六735園 ほんたうにきのどくだったが︑けがのな

しあわせ

いのが︑まあ︑何よりのしあはせだ︒

しあわせ ﹇幸﹈︵形状︶1 仕合はせ5おしあわせ
思案す

︽ースル︾

足助これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と思案し しうんてん・する

﹇思案﹈ ︵ サ 変 ︶ 2

十二799圏 それは仕合はせなこと︒
しあん・す

十一208図
て︑

︽ーヰ︾

はかま

塩nVてしお

手のひらに塩をのせてやると︑うまさうに

﹇塩﹈︵名︶2

九845

しお

日がやって來た︒

十一6410ロロ凶ただ一矢にて射落さんとしけるが︑ 十789
﹁︿略﹀︒﹂と思案して︑つがひたる矢をさしはっす︒

じいさん ﹇爺﹈︵名︶4 ちいさん与かまきりじい
さん・げんさくじいさん
は思った︒

九729 かまが病氣をしてみるなilと︑ちいさん なめます︒
九738 ちいさんがのぞいた︑あのかまから火氣を
送って︑︿略﹀むし焼きにする仕掛なのだ︒

しみる

七67

九771 汗をふきふき︑ちいさんは小屋へはいって︑ しお
のこぎりを持ち出した︒

九778 今度こそは︑上できの炭に焼いてみようと
考へながら︑ちいさんは一心に木をひいてみる︒
ジーッ

﹇下居﹈ ︵ 上 一 ︶ 1

﹁ジーッ︒﹂と︑せみが鳴きだした︒

︵感︶一

五786

じ一つ

し・いる

十二946図 刀を右の手に抜き持ちて︑袴の腰を押
しさげ︑自害せんとそしみたりける︒

八脳9 寺院の中は︑もう︑うす暗くなってゐまし

じいん ﹇寺院﹈︵名︶1 寺院3だいじいん

629
しおひがり一しかし

二

潮干狩

七23 二 潮干狩⁝：⁝・六

七66
﹇潮干狩﹈︵名︶2

潮干狩

七67 海岸は︑一面に潮が引いてみて︑もう大勢

しおひがり

の人たちが︑潮干狩をしてゐました︒

︽ーレ︾

ん︒

十﹁738

太陽でも月でも︑おぼろにしか見えませ
視界

地平線はけむり︑視界は急にせまくなつ

﹇視界﹈︵名︶1

十二蹴1

しかい

て︑︿略﹀︑何もかも見えなくなってしまった︒

9

じがい・す

しか・︿

四角

司會者

自害す

仕掛く

︽iセ︾

はかま

︽ーケ︾

が仕掛けてある︒

十二麗3 橋には︑︿略﹀爆藥が仕掛けてあり︑退

﹇死火山﹈︵名︶1 死火山

却の際︑スイッチ一つで爆破して行くのである︒
しかざん

月は地球と違って︑︿略﹀︑火山といっても︑

みんな死火山ですがね︒

十392

﹁チョンギース︒﹂もう︑ついそこです︒

﹁よさうか︒﹂と思ひました︒しかし︑お

冬の間は︑︿略﹀︒しかし︑北風が少しゆだ

野や山が︑また︑雪でまつ白になります︒

兵たいさんがしかるやうにいひます︒しか

小さなめだかを見ると︑︿略﹀仲間ではな

﹁︿略﹀︒﹂と︑お供の者が申しました︒しか

にいさんは︑私のそばへ掛けました︒しか

て來ました︒

し︑入れ代りに︑大勢の人が︑どやどやとはいつ

五731

し︑虫ではありませんでした︒

五577

らく略﹀ちっともさびしくはありませんでした︒

まじゃくしには︑たくさんの兄弟があるのですか

いかと︑思ったこともありました︒しかし︑おた

五223

し︑にこにこして︑うれしさうな顔です︒

五176

しかし︑南風は︑すぐに元氣をとりかへします︒

四価5

す︒

んを七てるると︑暖い南風が︑そっとやって來ま

四備3

ひ出して︑また一生けんめいに走りました︒

とうさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっしゃったのを思

四305

えません︒

しかし︑いくらさがしても︑そのすがたが見

三708

力いっぱいいきを吸ひこみました︒

といひました︒しかし︑大蛙は︑こんどこそと︑

三311子蛙は︑﹁をじさん︑およしなさい︒︿略﹀︒﹂

神戸の市街が︑まるで給のやうに美しく見 しかし ︹然﹈︵接︶78 しかし
火山灰の降らないところに︑新ラバウル
﹇司会者﹈︵名︶1

﹇四角﹈︵形状︶1

四角な箱の中には︑近くの海で取れたあぢ

ぎ

南は稻村が崎にて砂上道せまきに︑波

﹇仕掛﹈︵下二︶1

やさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑

九4910

しかく

しさげ︑自害せんとそしみたりける︒

十二946図刀を右の手に抜き持ちて︑袴の腰を押

害せん

八728図
萬一射そんずるならば︑弓切り折りて自

﹇自害﹈︵サ変︶2

九佃7囹 當番にあたった私が司評者になりませう︒

しかいしゃ

の市街を作ることになってみる︒

十一

えるではありませんか︒

七564

七73囹 これから潮干狩をするのですが︑いつも しがい ﹇市街﹈︵名︶2 市街

塩水

のやうに︑四人つつ一組になって︑仲よく貝をお
﹇潮水﹈︵名︶1

取りなさい︒

しおみず

九502 まるいをけの中には︑いかが折り重なって︑
しをれる

今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである︒
﹇萎﹈︵ 下 一 ︶ 1

四m8 天人のしをれたやうすを見て︑漁夫ズ略﹀︑

しお・れる

羽衣をお返しいた し ま せ う ︒ ﹂
しか
﹇鹿﹈︵名︶6 鹿 鹿

しか
七206園 この國の野原には︑大きな鹿がたくさん

しか

をります︒

しか
九槻8 床の間には︑︿略﹀大きな鹿の角と三日月
の前立てとのついたかぶとが︑かざってある︒

九伽5園鹿の角に三日月の前立ては︑まさしく山

さかも

十一2210図

仕掛与でんきじかけ・と
あのかまから火氣を送って︑このかまの中

﹇仕掛﹈︵名︶2

打際まで逆茂木を仕掛け︑

一二笠の しかけ

みかさ

中鹿介であらう︒
しか
九㎜12 のろといふのは︑北島に住んでみる鹿の一
しか

種である︒

十二381図圏 鹿の鳴く音にさそはれて︑

み

けいじかけ

さるさは

山をはなれけん︑ 満月はやく猿澤の 池の水の

九7310

も

の丸太をむし嶢きにする仕掛なのだ︒
ふんどう

室の横雨には︑重い分銅のついた仕掛があ

︽ーケ︾

上下二段にわかれた戸だなで︑中にはわく

﹇仕掛﹈︵下一︶2

きで︑わくが回轄してみる︒

十伽1

しか・ける

仕掛ける

つて︑︿略﹀︑目に見えないくらみゆっくりした動

十島7

面に浮かびたり︒
しか
かれはその身に着けてみる鹿の皮を取つ

十一一5310

て︑それを地上に敷いた︒

しか ︵副助︶3 しか

四896団國 なんだ︑骨が二本しかないぢやな
いか︒

十598 日没までわっか︸時間鯨りしかなかったが︑

しかし一しかし

630

﹁︿略﹀︒﹂と︑一人の子どもがいひました︒

七M4

海賊の一撃がみて︑彌兵衛も︑これまでず

みぶん苦しんだことがあります︒しかしノイツは︑

五鵬8

しかし︑じっと月を見つめてゐますと︑月は動か
さいたま

︿略﹀︑武器を返さうといひません︒

埼玉縣のあるところで︑︿略﹀︑はなしたも

何百キロの海を︑一氣に飛ぶことも︑決し

てふしぎではありません︒しかし︑その中には︑

八93

つともっと︑南へ飛んで行くのです︒

のだといふことがわかりました︒しかし︑燕はも

八87

ないで︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒

五伽2 利根は︑むっくりと立ちあがりました︒し
てうせん

かし︑もう走る力がありません︒

た人の子孫でした︒しかし︑だれにも負けない忠

六245 田道間守は︑昔︑朝鮮から日本へ渡って來
義の心を持ってゐました︒

今年生まれた子燕がたくさんゐます︒

旅順は︑どこへ行っても静かな美しい町

ます︒しかし︑かういっただけでは︑まだなかな

しかし︑このやうに星が動くといふのも︑

か見當がつかないでせう︒

實はわれわれの住んでみる地球がまはるから︑さ

九926

う見えるだけのことですが︑

をぢ﹁痛ましいと思ひます︒しかし︑よ

四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒し

拝みたい氣持にさへなります︒﹂

くこれまで戦ってくれた︑︿略﹀と︑手を合はせ

九麗9囹
て

かし︑鹿介の太刀風は更にするどかった︒

九衡10

し︑富田城は名城であるだけに︑なかなか落ちさ

九平1 諸城は︑片端から尼子の手に返った︒しか

八252国

で︑︿略﹀︒しかし︑︿略﹀旅客港口を眺めたりす

す︒しかし︑長い間かはいがって育てたみかんが︑

六287 その時は︑目がまはるほどいそがしいので
日本中はもちろん︑遠い支那へも︑満洲へも︑旅

うにもなかった︒

ると︑心持がひとりでに︑ひきしまって來るやう

利がおぼつかない︒しかし︑鹿介は腹をきめた︒

八485園動かないものを作るなら︑少しくらゐ寸 九齪7 敵の大軍が押し寄せたのでは︑みかたの勝

に思ひました︒

だっのだと思ふと︑心が勇んで︑

六466囹 なるほど︑日本によく似てゐますね︒し

法がまちがっても︑できないことはありません︒

九榴1敵の前軍はしばしばくつれた︒しかし︑何

かし︑これも南洋の田植です︒

六521 お子様たちは︑︿略﹀︑みんな逃げておしま

しかし︑このグライダーのやうに︑空中を飛ぶも

九㎜3 ロシヤ人の女の子だ︒﹁あのかささぎの巣

た︒しかし︑かれはまだ死ねなかった︒

九燭8 鹿介は︑男泣きに泣いて主君におわびをし

は敵にはばまれて近づくことができなかった︒

九価1 みかたは一時氣勢をあげた︒しかし︑援軍

といっても二倍以上の敵である︒

ひになりました︒しかし︑聖徳太子だけは︑お逃

やっと一本の砲身ができあがるのです︒し

のになると︑さうはいきません︒

糸を短くすれば︑振り方が早く︑長くすれ
ば︑振り方がおそくなります︒しかし︑糸の長さ

学研9

かりできあがったとはいへません︒

かし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大砲がすつ

八十9

げになりませんでした︒

城を守ってみる隊もみるから︑すぐには取れない︒

六944 敵の城の旗を取れば︑勝つのだ︒しかし︑

六967囹今日は赤の勝ち︒しかし︑どちらもよく
戦った︒

を見てみるのさ︒﹂しかし︑﹁かささぎ﹂といふ日
一メートルなら一メートルにきめておくと︑

を︑

こんなん
諸君は︑これからいろいろな困難にあふ

ます︒しかし︑この時とばかり撃ち出す敵の弾に

六宙8 工兵は︑︿略﹀︑命令のくだるのを待ってゐ

十206

おまへの残念がるのも︑もっともだ︒し

今の地震は︑別に激しいといふほどのもの

に思ってみる︒しかし︑これも仕方がない︒

十142園海戦に出なかったことは︑艦中一同残念

立てるやうなことはできない︒

かし︑今の職孚は昔と違って︑一人で進んで功を

十135園

だらう︒しかし︑負けてはならない︒

九刎11園

本語がわからないらしい︒

ぼくの仕事がおひおひいそがしくなったの

たいわん

北の北海道でしたら︑ほぼ眞中言ですが︑
おきなは

反封に南の沖縄や肇湾でしたら︑ずっと低くなり

九892

いさもいっそう深くなって來ました︒

は︑そのころからです︒しかしそれだけに︑かは

九836

ことばで話す時には︑

けわかりやすく書き表すことができます︒しかし︑

文字で書き表す場合には︑︿略﹀できるだ

︿略﹀︑振る時間は同じです︒

さかんなものはあるま

九435

は︑ほとんど︑顔を向けることができません︒
七2610 先生もはげますやうにいはれましたが︑し
かし︑この重い傷ではどうなるであらうかと︑
夏ほど明かるくて︑

七766圖 ﹁暑いなあ︒﹂ だれもがさういふ︒しか
し︑
い︒

七佃5 彌兵衛が腹を立てたのは︑それがためであ
ります︒しかし︑彌兵衛は︑︿略﹀︑できるだけお
だやかに出て︑

631
しかし一しかし

ではなかった︒しかし︑︿略﹀︑今まで纏験したこ

﹁おのれ︒﹂と︑一時に怒りがこみあげる︒．

とのない︑無氣味なものであった︒
十696

しかし︑それも直ちに消えて︑﹁ああ︑りつばだ︒
りつぼな最期だ︒﹂といふ感じに愛る︒

しかし︑佐吉は︑﹁このくらみのことで弱るもの

十781 貧しさは︑ひしひしと身にせまって曲る︒
か︒﹂と︑新しい勇氣をふるって立ちあがった︒

十908園 乃木歩軍は︑﹁いや︑ねばり強いのはロ
シや兵です︒︿略﹀︒﹂といふ︒﹁しかし︑日本軍の

二十八サンチの砲弾には︑弱りました︒﹂

十㎜3 銃をはなせと聲をかぎりに叫び臨ける︒し
かしく略﹀︑だれ一人銃をはなした者はなかった︒

どいっては︑もの笑ひである︒しかし︑自分の動

十一275 私は︑まだめしあがりません︒︿略﹀な
作であっても︑それが相手のためにする場合は︑
︿略﹀敬語にする の で あ る ︒

いふのである︒しかし︑一たび他人の前へ出た場

十一288 をばさんは︑どうなさいます︒と敬って
合には︑

十一366 紫式部が男であったら︿略﹀かな文は書

十一柵3園

一曲ひかせていただきませう︒﹂︿略﹀︒

﹁ありがたうございます︒しかし︑まことに粗末
清い月の光が流れるやうに入り込んで︑

なピヤノで︑それに溶血もございませんが︒
十一川1

ピヤノのひき手の顔を照らした︒しかし︑べ一
バランガへ通じる白い道は︑その観測所

トーベンは︑ただだまってうなだれてみる︒

十一槻7

から手に取るやうに見えるので︑わが軍の貨物自
動車は︑一髪＝塁正確な射撃にみまはれる︒しか

﹁クサキハアヲイ﹂といふのを漢字だけ

し︑この道以外に部隊の進撃路はないので︑
で書けば︑さし當り﹁草木青﹂と書いて満足しな

十一伽4

ければなるまい︒しかし︑これでは︑漢文流に
その苦心は一通りのことでなかった︒し

﹁サウモクアヲシ﹂と讃むこともできる︒

十一㎜7

せいは日本人よりもずっと高く︑力も強

かし︑かうした苦心はやがて報いられて︑

十一㎜3

そうとく

以前はここにニューギニヤ州の試斬が住

い︒しかし氣立てはやさしく︑

かれは考へた︒しかし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ今のこと

さも食ひしんぼうらしく︑羅刹は舌なめ

ばだけでは︑まだ十分でない︒

十二532

ほとんどあらゆるほめことばが︑かれら

ずりをした︒しかし︑修行者は少しも驚かなかつ
た︒

に浴びせられた︒しかし︑徒黛を組んで天下を騒

十二589

綱吉は︑元衆情に動かされない人ではな

がすといふことは︑重い罪である︒

十二607

とりあへず︑確者が二人來た︒しかし︑

いが︑しかし理非にも明かるい人であった︒

十二694

すでに大政を奉還したかれに︑逆心など

聞多のからだは︑血だらけ泥だらけである︒

十二佃2

この將校は︑恐怖と失望とでがっかりし

あるべきではないが︑しかし何事も時勢であった︒

十二櫛5

たやうすであった︒しかし︑一日︑二日とたつう

傷の手當てをていねいにしてやることは︑

ちに︑その氣持はだんだんなくなって行った︒

並みたいていのことではなかった︒しかし︑二人

十二桝2

のわが衛生兵は︑︿略﹀︑心からしんせつに看護を

十一㎜11

んでみた︒しかし今では︑日本軍がここにどっか

國語といふことさへも考へない人がある︒

してやった︒

十二備10

だれでも國語のありがたさをしみじみと感じる︒

しかし︑︿略﹀︑ことばの通じないところへ行くと︑

なまけようと思へば︑なまけられないこ

り腰をすゑて︑

とはない︒しかし︑決してそんな氣持にはなれな

十指ー34

い︒

かなかったでせう︒︿略﹀︒しかし︑かな文であれ
ばこそ︑︿略﹀︑その時代の生活をこまやかに寓し

このあたりは︑時に氣味悪いほど静かな

十二川11囹

﹁いい星ですね︒まもなく月も霞ませ

季節風に揺られて︑

なぎが訪れる︒︿略﹀︒しかし︑今日は快い南西の

十二圏2

出すことができたのです︒

十二333園毒忌は︑︿略﹀︑何だかぼんやり者のや
うに見える︒しかし退いて一人でみる時は︑師の

十一438 紫の君も︑源氏をほんたうのにいさんだ
と思ふほどなついて來た︒しかし︑紫の君は︑や

ほかの弟子は︑教へについていろいろ

教へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒

う︒﹂︿略﹀︒﹁しかし︑インド洋へ出ると︑こんな

十二338園

はり︿略﹀泣くことがある︒

質問もし︑それで予を啓爽してくれることがある︒

十一887 霧もだんだん深くなる︒しかし︑小屋の
人は︑﹁天氣は大丈夫です︒﹂と︑先生たちにいつ

南西季節風が︑時には十日も急いて高

い波が立ちます︒しかし︑波には波の美しさがあ

十二㎜1園

おだやかな晩ばかりではありません︒
﹁今のは佛の御聲でなかったらうか︒﹂と︑

しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ會得して實行
十一一4810

にかかる︒

てるた︒

に︑しかしいかにも嚴然とそびえてみる︒

十一962 槍岳が︑﹁ここまでお出で︒﹂といふやう

しかた一しがみつく

632

つて︑

一機も敵を

十二㎜5 洋上哨戒の軍調さは︑やりきれないもの
がある︒しかし︑︿略﹀大東亜海へ︑

しがつとおか

兄から
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四月十日
鹿介

﹇四月十日﹈︵名︶1

四月十日

﹇謡曲﹈︹人名︺33

五117團
しかのすけ
鹿介は︑五ってしばしば手がらを立てた︒

かのすけ︒やまなかしかのすけゆきもり
九伽6

寄せつけないためには︑

十二㎜7 今日こそは︑敵に見参したいものである︒

かれは︑神聖をよい相手とつけねらった︒

ある日のこと︑鹿介は部下をつれて︑城外
川をへだてた封岸から︑鹿介の姿をちらと

見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒

九伽2

を見まはってみた︒

九搦1

鹿介を討ち取らうと思った︒

名を械上腿介勝盛と改め︑折もあらば

たらぎおほかみのすけかつもり

九伽8

仕方

しかし近づくにつれて︑その黒い物は︑しだいに
しかた

九関10

﹇仕方﹈︵名︶11

大きく空へひろがって行く︒
しかた

四84圓 しかたがない︒
ありません︒

四592 娘は泣いて悲しみましたが︑しかたが
雪曇6園 しかたがない︑わたしは山へ行かう︒

学位は︑この小僧さんを主君と仰いだ︒

を企てた︒

平塚2

だのぶなが

しかし︑鹿介は腹をきめた︒

お

九齪7

とを知って︑かれをたよった︒

九偶7 鹿介は︑織田信長に毛利攻めの志があるこ

同盾した︒

九榴8 鹿介を一目見た信長は︑この勇士の苦節に

九悩2 鹿介の血を吐くことばに︑信長は大きくう

﹁︿略﹀︒﹂勝久は︑かういって鹿介に感謝し

なついて見せた︒
九価7
た︒

九型8 鹿介は︑男泣きに泣いて主君におわびをし

︽ーク︾

やがて管玉は満身の力をこめて︑鹿介を投

つたのである︒

雪囲7

たちまち狼介の大きなからだが︑鹿介の上

鹿介は︑それをじっとふみこたへたが︑

げつけようとした︒

九囲8
九協10

鹿介は組み敷かれた︒

へのしかかった︒

とたんに︑鹿介はむっくと立ちあがった︒

九伽10

九伽3

狼介の大きなからだは︑もう鹿介の足もと
現れ出た狼を︑霊山が討ち取った︒﹂鹿

にぐったりとしてみた︒

九伽5

九伽6囹

鹿介は︑身をやつして京都へのぼった︒

書置の大音聲は︑雨岸に響き渡った︒

介の大音聲は︑誓書に響き渡った︒

九㎜8

かれらは︑甲介を中心として︑主家の再興

調質5
九伽10

ふくまひこゑ

ゑもん

もん

重手を負ひながらも︑鹿介は大力の新左衛

じまん

すると︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑

まつ地紙よくとござる︒

﹇地紙﹈︵名︶3 地紙

七878

先にかけあがった子どもは︑兵たいさんに

木とか︑草とかにのぼって︑安心だと思ふ

しがみつきます︒

五178

しがみつ・く ︵五︶2 しがみつく ︽ーキ︾

十一一852囹 まつ地紙よく︒

十一一812園 これ︑地紙とはこの紙のこと︒

十二811園

じがみ

後から鹿北のもとどりをつかんで引き倒した︒

諸掛6

門を組み伏せてしまった︒

九樹4

あると知るや︑︿略﹀ざんぶと川へとび込んだ︒

九観1 鹿介は︑それが敵方の一人河村新左衛門で

かはむらしんざ

ながら︑廻腸はじっと水のおもてを眺めた︒

鹿介は西へ送られた︒

と捕らはれの身となった︒

九三1 鹿介は主君に志を告げ︑許しをこうてわざ

た︒

九擶6 鹿介は︑りんとした聲で大音に答へた︒
九梛2 鹿介もただ一人︑流れを切って進んだ︒
九梛3 狼介は︑弓に矢をつがへて鹿介をねらった︒

九儒8 川端の石に腰掛けて︑來し方行く末を思ひ

九柵4

五伽6園 ああ︑しかたがない︒

九梛−〇

六226 田道専守には︑風を帆にいっぱいはらんで
走る船が︑おそくておそくて︑しかたがありませ

九協4 大男のかれは︑比量を力で仕とめようと思

仕方ない

た び
ちか足袋

しかし︑鹿介の太刀風は更にするどかった︒

んでした︒

軍帽3園 歩く時︑ああいふふうに頭が傾いて︑へ
んなかつかうに見えるが︑あれは胴なのだから仕
方がない︒

十751 今のやうな仕方では︑みんながきっと困る

十142園 しかし︑これも仕方がない︒
時が來るに違ひない︒

終りとでは︑ずるぶん攣って來ましたね︒

十916園 それに︑日本軍の砲撃の仕方が︑初めと

どうやう

十悩10 上漆をかけて最後の仕あげをする仕方は︑
中塗りと同様で︑
﹇仕 方 無 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

十﹇柳2園 そんなことをいったつて仕方がない︒
しかたな・い

﹇地下足袋﹈︵名︶1

七m7 兵士は︑仕方なく撃つことをやめました︒
じかたび

しり

ちか足袋に︑尻あてといったいでたちである︒

た び

十二77 鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑作業服・
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しかも一じかん

しかも

と︑前足のつめで︑しっかりとそれにしがみつき
﹇然﹈︵接︶ 1 5

ます︒

しかも

かもおもしろいお方でありました︒

五988天のうずめのみことは︑しっかりした︑し
六柵5 わが歩兵のために︑突撃の道を作らうとい
ふのです︒しかもその突撃まで︑時間は︑あと三

十二佃8

粛々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し
宮が︑︿略﹀︑將軍家茂に嫁ぎたまうたの

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒
いへもち

十二㎜2

は︑當時から七年前のことである︒しかも︑この
御降嫁による公武一和の望みは︑ほんの束の間の
わっか二回の愚見で︑しかも談笑のうち

夢であった︒

十一一価2
に開城の約が成立した︒

和尚さんにたいそうしかられました︒

をしやう

みようなどとは︑おとうさんも︑おかあさんも︑

六搬3園 わたしが︑ここで︑こんなにしかられて

ゆめにもお知りにならないだらう︒

八148 梨畠や桃畠へはいって︑︿略﹀もぎ取って

通りかかったある大尉がこれを見て︑︿略﹀︑

たべたら︑みなさんはきっとしかられるでせう︒
十108

﹁︿略﹀︒﹂と︑ことばするどくしかった︒

しかるに﹇然﹈︵接︶3しかるに

十二㎜2︑見渡す限り︑大海原は︿略﹀︑油を流し

ば︑漢文が普通であった︒しかるに︑蜜蝋の語る

十一伽7 文字といへば漢字ばかりで︑文章といへ

十分といふせっぱつまった場合でありました︒

たやうな静かさ︑軍調さだ︒しかも搭乗員は︑

たふじょうゐん

六捌8三人の心は︑持った一本の破並置を通じて︑

一瞬といへども氣をゆるめてはみないのである︒

父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打

朝敵を滅して御代を安んじまみらせ

与かんぼんしかん・しゅうばんしかんどの・

時間5いちじかん・いち

め・しちじかん・じゅうにじかんはん・なんじか

じかんあまり・ごじかん・さんじかん・さんじかん

じかん ﹇時間﹈︵名︶11

りんぐんしかんがっこうよか

しかん

すでに牡年に及び候︒

よと申しおきて死して候︒しかるに︑正行・正時︑

十二983図圓

ほどなく天下また齪れ︑

ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒しかるに︑

十二977図圓

ところは︑すべてわが國の古いことばである︒

一つになってゐました︒しかも︑敷秒ののちには︑

源平敷を響くして勝負を決せんこと︑

しかりといへども︑一旦の身命を助

﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑正名︑﹁し
かるべくおぼえ候︒﹂

十二908半信

あるべからず︒

らんために︑多年の忠烈を失ひて︑敵に降ること

十二896図圖

十一659図圓しかるべく候︒

決してしかるべきにあらず︒

十一613図國

しか・り﹇然﹈︵ラ変︶4しかり︽ーリ・ール︾

その破壌筒が︑恐しい勢で爆表するのです︒
七嗣9 ノイツは︑︿略﹀︑日本船に水さへもくれま
せん︒しかも︑そのやうすがすこぶるわうへいで︑

八156 大きな︑ばせうに似た植物が︑きちんと行
しよくかく

儀よく︑しかも︑たくさん植ゑてあるのです︒
人形のかはいらしい一手を思はせます︒しかも︑

八⁝⁝5 小さな鋭角があって︑それが︑ちやうど
その手は︑︿略﹀ ︑ 絶 え ず 動 い て ゐ ま す ︒

九114 御造螢に要する檜の数は︑一萬二千本に近
く︑しかもすべてえりすぐった良質のものである︒
ろうもん

︽ーケル︾

十57図 赤松の木立を負ひたる櫻門は︑一幅の給 しかりつ・ける ﹇叱付﹈ ︵下一︶ 1 しかりつける
壼に似て︑しかも尊嚴のおもむきをそへたり︒

ん・にじかん・はちじかんはん︒やくさんしじか

みかたになってくれないかとすすめられた
時︑宗治が︑﹁だれが二君に仕へるものか︒﹂と︑

十型8

空氣も水もないとすると︑︿略﹀︑月の世界では︑

十404 月はいつも晴天なのです︒︿略V︒しかも︑

あった︒

しかもその突撃まで︑時間は︑あと三十分

敵の弾は︑ますますはげしく︑突撃の時間

は︑いよいよせまって來ました︒

当薬4

といふせつばつまった場合でありました︒

六柵5

六901 膿操の時間になった︒

朝禮の時間に︑ラジオでも︑そのお話が

ん・よじかんめ・ろうどうじかん

﹁︿略﹀︒﹂大きな聲で︑干たいさんがしかる

これは︑なかなか聞きませんでしたが︑決
おとう様にしかられるにちがひない︒

五868

しかりつけるやうにいったこともあった︒

五一2

やうにいひます︒

五176

しか・る﹇叱﹈︵五︶7しかる︽ーッ・ーラ・ール︾

書はこげつくやうな暑さ︑夜はその反封に︑ひど
い寒さであらうと思はれます︒

十451図 研究に費す金はしだいにかさみ︑しかも
工夫に心をうばはれては︑おのつから家業もおろ
そかならざるを得ず︒

六田7園

してしかったり︑たたいたりしないで︑

六m6

十797 豊田式人力織機は︑盛んに國内に使用され
るやうになった︒しかも︑かれはこれに滞足せず︑

お寺の小僧になってまもないころ︑ある日︑
すぐ動力機械の製造にとりかかった︒

しかんこうほせい一しきりに
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八鵬4 その一回一回の時間が︑どうやら同じであ

七801團 夕食後は︑ぼくらの最も賑しい時間で︑
るやうに思はれてなりません︒

八佃2 糸の長さを︑一メートルなら一メートルに
きめておくと︑︿略﹀︑振る時間は同じです︒

九伽2圏 もっといろいろお聞きしたいのですが︑
をぢさんのお錦りになる時間になりました︒

十538 朝禮の時間に︑校長先生から︑職孚の始つ
﹁ 交代の時間だ︒﹂

たことについてお話があった︒
十ニー38園

士官候補

十二盟4 時間のたつのがもどかしくてならない︒
しかんこうほせい ﹇士官候補生﹈︵名︶1
生

十一88 陸軍士官學校豫科を御卒業になった王は︑
士官候補生として︑︿略﹀︑演習をなさってみた︒

じかんどおり ﹇時間通﹈︵名︶1 時間通り

時間表通

九佃3囹時間通りに飛行機の整備ができて︑︿略﹀︑
頭上を堂々と出窓して行く時です︒

じかんひょうどおり ﹇時間表通﹈︵名︶1
り

九㎜6 さうして︑時間表通り二十↓時三十分に︑

し

史記

き

四季5ならのしき

兄が史記を讃んでみるのを︑そばでじつ

﹇史記﹈︵名︶1

十一351

しき

き

内地ではまだ寒い風が吹いてみるであら

﹇四季﹈︵名︶1

と聞いてみて︑

しき
し

十一㎜10
四騎
ぐわいたう

時機
ぢき

﹇式後﹈︵名︶1 式後

九別5 式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ

しきご

青山にこもる大

やま

つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒

海原に敷島の國︑

﹇敷島﹈︵名︶2 敷島

敷島のやまとごころを人とはば朝日

春秋のながめっきせず︒

九57図面

しきしま
秘︑

十﹁悩3言言

﹇指揮﹈︵サ変︶1 指揮する ︽ースル︾

ににほふやまざくら賢

﹇敷地﹈︵名︶1 敷地

敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立て

ちやうど︑たんざく形のみどりの敷物を︑

式部Oむらさきしきぶ

式部は︑文學の天才であったばかりか︑

敷物

ちやうど︑たんざく形のみどりの敷物を︑

﹇頻﹈︵副︶12 しきりに

呂ひとしきり

五921

つり糸がぴんとはって︑つり竿の先が︑お

旗を立てた船が︑たくさん出てみて︑しき

じぎをするやうに︑しきりに動いてゐます︒

五472

かせになりました︒

五53 まったくさんの鶏を集めて︑しきりにお鳴

しきりに

しきり

きちんと間を置いて︑敷き並べたやうです︒

七3710

しきもの n敷物﹈︵名︶1

た︒

婦人としてもまことに圓平な︑深みのある人でし

十一361

しきぶ ﹇式部﹈︹人名︺1

きちんと間を置いて︑敷き並べたやうです︒

七3710

べ︾

しきなら・べる ﹇敷並﹈︵下一︶1 敷き並べる ︽

てあって︑それにしめなはが張ってありました︒

七407

しきち

る︒

十一一鵬一 シャツ一枚で︑作業を指揮する隊長があ

しき・する

その後に︑水色の外套を着た將校が四騎

﹇四騎﹈︵名︶1

うに︑四季のないセレベスのみなかでは︑
しき

十8710
﹇時機﹈︵名︶1

績いて來た︒

じき

ヂキ

一時︑秀吉の軍に降り︑時機を待て︒

モウヂキオボンデスカラ︑オハカノ

﹇直﹈︵副︶9

十両5囹
じき

﹁461園

勇サンモ︑ヂキニ年生デハアリマセン

サウヂニイキマセウ︒

カ︒

二丁2園

ほうら︑もうちきだ︒

いや︑わたしは︑もうちきおりますから︑

さあ︑もうちき︑まゆを作りますよ︒

もうちきでございます︒

三266園
三鵬6囹
五392囹
五714囹

ぢき消燈ラッパが鳴りますから︑これで

かまはずに︑お掛けなさい︒

七847團

もうちき六時ね︒

ハルビン騨にぴたりと停車した︒
し き

八捌7園

やめます︒

き

しき ﹇子規﹈︹人名︺3 子規 子規 与まさおかし

ぼくは︑もうちき訪れる春を考へながら︑

き

あたりを見まはした︒

﹇指揮官機﹈︵名︶1

Oおじぎ・おじぎする
しきかんき

じぎ

十二別5

先頭の指揮官機の翼が︑きらきら光る︒
し き
﹇指揮官達﹈︵名︶1 指揮官たち
し
き
しきかんたち

飛行基地の兵舎では︑各攻撃隊の指揮官た
ちが︑しきりに作戦をねってみる︒

十584

指揮官機

十二欄6

し

子規

ひ

十984 島々に灯をともしけり春の海

子規

十983 雪幾る頂一つ國ざかひ 子規
十988 山門をぎいととざすや秋の暮

﹇敷﹈与したじき
士氣

しきじんりきしょっき・ぶんれつしき

しき ﹇式﹈ Oかんかんしき・しゅくがしき・とよだ
しき

﹇士気﹈︵名︶1

十一533図 わが軍の士氣大いに振るふ︒

しき
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しきる一しげる

りにおうゑんをしてゐます︒

︽ーイ・ーキ︾

て︑それを地上に敷いた︒

利を得ること夜討にしくこと候はず︒
ぢく
﹇軸﹈︵名︶3 ぢく 軸 軸

たいていは︑木の細い根をぢくにして︑ま
まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本の
それが花の軸で︑その先に︑赤むらさき色
はす

しくしく

白兎は痛くてたまりません︑はまべで

︵副︶3

雪舟は︑何だか悲しくなって︑とうとう︑

どうしたのか︑その子が尼さんのそばへ
﹇仕組﹈︵名︶2

仕組み

機械で動かせば︑もっと早く往復するやう
その通路をくぐれば︑部落全髄の家をた
仕組む

︽ーン︾

つねることができる仕組みになってみる︒

十一泌6

な仕組みになるだらう︒

十759

しくみ

來て︑立つたまましくしく泣きだした︒

十一393

しくしく泣きだしました︒

六皿7

しくしく泣いてゐました︒

四845

しくしく

の︑大きな蓮のつぼみのやうなものがっきます︒

八1610

軸が出ます︒

ちく

八169

るい穴をほり︑その中にはいってゐます︒

七854

じく

大船の通

敵弾いよ

︽ーク・ーシ︾

黒潮のたぎるただなか︑
うらやす

十二旧8

重忠

Oはたけやまの

艦長は︑敵船の行動としては鯨りに大謄

﹇重忠﹈︹人名︺2

すぎると思って︑しげしげと見た︒

しげどう

δおおぐしのじ

﹁汝がやうなる者は︑いつも重忠にこ

重事

しげちか

﹇重親﹈︹人名︺1

重籐の弓持って︑敵を散々に射れば︑

﹇茂Aロ﹈︵五︶1

茂り合ふ ︽ーッ︾

与あすけのじろうしげのり

てんがい

なら・︿略﹀・くりなどの木々が茂り合

海はますますしけて來て︑波や風の音が︑

﹇時化﹈︵下一︶1 しける ︽ーケ︾

﹇茂﹈︵五︶11

しげる 茂る

︽ーッ・ーリ︾

草が︑青々と茂ってゐました︒

正面に︑松の木が茂ってみて︑白いやぐら

くろぐうと︑

茂った夏草︒

ときは木の茂った清らかな道がうつりまし
七756圏

た︒

影響2

が見えました︒

六器2

なくなりましたが︑

五494 茂った竹やぶがあって︑しばらく川が見え

五249

うしく見えます︒

5おいしげる
三166圃 しげった松の間に︑おやねがかうが

しげ・る

悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くなって來ました︒

あくま

十鵬2

し・ける

つて︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれる︒

十一801

しげりあ・う

しげのり

十柵7図

しげどう

ろうしげちか
しげちか
十鵬8図國﹁たぞ︒﹂と問へば︑﹁重親︒﹂と答ふ︒
しげどう
﹇重籐﹈︵名︶1 重籐

しげちか

そ助けられんずれ︒﹂

十脳3図心

百鯨騎ひしひしとくつわを並ぶ︒

十㎜8図圓重忠︑まつ瀬ぶみ仕らん︒﹂とて︑五

じろうしげただ

しげただ
十一5910底意敵に園まれて強陣を破るにも︑︿略﹀︑

し・く ﹇如﹈︵四︶1 しく ︽ーク︾
七2510 徳坤は︑しきりに高校のことをいひました︒

七悩5 くもには︑それがすぐわかるものとみえて︑
しきりにこの糸を︑引つばったり動かしたりして
ゐましたが︑

七価2 今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑
この糸を自分の方へたぐり始めました︒

九791 母馬が︑生まれたばかりの子馬をしきりに
さうして︑それが︑しきりに﹁秋だ︑秋だ︒﹂

なめてやってゐました︒
九鵬10

と鳴きたてるやうに思はれる︒

そのかげがはって行く︒

九騰4 雲はしきりに流れて︑早春の畠を︑野を︑
し き
十584 飛行基地の兵舎では︑各攻撃隊の指揮官た
ちが︑しきりに作男をねってみる︒
﹁どうかもう一曲︒﹂としきりに頼んだ︒

十二楢8 上半身にやけどをした敵の將校は︑夜と

十﹇襯1

敷く

なく書となく︑しきりに苦痛をうったへた︒
﹇頻﹈nVふりしきる
しく

しきる
6

﹇敷﹈

︵四五︶

し・︿

四617 小さい三方に︑白い紙とうら白をしい

Oくみしく
て︑鏡餅をのせてお供へになりました︒

﹇仕組﹈︵五︶1

つまり︑時計の機械に︑振子を仕組んだも
しげし

船はしだいに波間に沈み︑

﹇繁﹈︵形︶2

九66図圏

いよあたりにしげし︒

八878図闘

しげ・し

ので︑これが振子時計の始りです︒

八柵8

四872囹川の水でからだを洗って︑がまのほ しく・む
をしいて︑その上にころがるがよい︒
六91 田のあぜに︑むしろを敷いてもらって遊ん
でるた弟が︑

九88図 皮だたみ八重︑きぬだたみ八重を波の上
に敷きて︑その上におりたまへり︒

十一榴1 みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列

ひもしげく︑ 浦安の國そこの國︒
をしいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒
しか
十二541 かれはその身に着けてみる鹿の皮を取つ しげしげ ﹇繁繁﹈︵副︶1 しげしげ

しけん一しごと

636

みる︒

九724 青々と茂ったみどりの梢に︑煙がなびいて
十294 高くのびたポプラや︑茂ったアカシヤは︑
あざやかな黄色 ︒

十一839 せまい道の爾側には︑大きなささが︑ぼ

十一2210図

沖四五町がほどに大船どもを並べて︑

それで︑その時刻に︑あの國旗掲揚毫の しごちょう ﹇四五町﹈︵名︶1 四五町

現れた時刻︑方向︑敵か︑みかたか︒

かげの長さを計るのですね︒

七721園
八道1圏

ところで︑大空の他の星は︑時刻によって しごと ﹇仕事﹈ ︵名︶ 34 しごと 仕事 n▽おしご

三902

しごとがすむと︑うんてんしゅはをぢさ

と・はりしごと

横矢を射んとかまへたり︒

九909
かなりあり場所が攣って行きます︒

んたちに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

九襯5園飛行機のもどって來る時刻がおそいと︑
氣が氣ではありません︒

してをります︒

くらの頭をおほふくらゐ高く茂ってみた︒
や し
十︻η5 目もさめるやうな緑の葉の椰子の木や︑

の ぎ
時刻を以って︑︿略﹀司令官乃木大憲と︑敵の司

鳳直木などが茂 り ︑

ごく

十282圃圓

ごくらく

獄︑こっちへ來れば極樂︒﹂

ここち

かういふところで︑︿略﹀日本語を聞く
ぢごく

四五間

と︑まるで地獄で佛にあった心地がし︑

﹇四五間﹈︵名︶1

四五十

十川5図内々先を畢ひけん︑梶原は︑佐々木に四

しごけん

﹇四五十﹈︵名︶1

五間ばかり進みたり︒

しごじゅう

四五十メートル

城から大きな石を四五十︑一度に落したの
で︑また何百人か殺された︒

七603

︵名︶1

四五十メートルのばした時は︑だれの

しごじゅうメートル

四918国

四五センチ以上
住民はパプア族で︑︿略﹀︑髪はちぢれて︑

︵名︶1

たこよりも高くあがってゐました︒
十一㎜12

しごセンチいじょう

四五千メートル

四五センチ以上にはのびない︒

︵名︶1

ある︒

そのころから︑書間は︑潜いたんぼの一部

だんだんなれて量ると︑日々の仕事がお

かげひなたなく働く上に︑人の仕事まで引

最後の仕事は︑この翼に︑紙をはることで

一日一日と︑のどかな春になって行くとと

る す

おとうさんの留守中︑おかあさんを助け

兵隊さんといつしょに仕事をすることは︑

これらの仕事は︑︿略﹀夜具をかたづけ︑

からだの手入れをしたり︑運動をさせたり︑

ぼくの仕事がおひおひいそがしくなったのは︑

九835

雨戸をくるのと攣りはないが︑

九545

お國のために孝行です︒﹂といひます︒

九355囹

て︑家の仕事に精を出したり︑

九225團

もに︑春のいそがしい仕事が始って行きます︒

八搦10

つとマ本の砲身ができあがるのです︒

八繊7 このやうに︑いろいろな仕事を重ねて︑や

八醜4

かうした仕事がもう一度くり返されると︑

八515

き受けるやうにしたので︑

八396

り干たりして︑すを作る仕事をつづけました︒

七価7 くもは︑この上を︑いそがしさうに行った

もしろく︑ゆくわいになります︒

七836團

で︑もう苗代の仕事が始ります︒

七366

明治三十八年﹈月五日午前十一時Ilこの六576囹 おかげさまで︑どうやら︑うちで仕事を

令官ステッセル皇軍とが會派することになった︒

十831

十﹁川7 うつそうと茂った林の中では︑

ほうわうぼく

しけん εのうじしけんじょう・ひかくしけん

しこ

じけん ﹇事件﹈︵名︶1 事件
十二73 入坑の時刻がせまった︒
つ な よし
ぢごく
十二596 將軍綱吉は︑さすがにこの事件の始末に じごく ﹇地獄﹈︵名︶3 地獄 地獄
ぢ
﹁とんぼ︑とんぼ︑あっちへ行けば地
心を痛めた︒

﹇醜﹈︵名︶1

事故

時候

十二幽3

十二398図圃今日よりはかへりみなくて大君のし 十287園 では︑こっちへ來れば地獄ぢやないか︒

しこ
みたて

﹇事故﹈︵名︶1

この御楯と出で立つわれは
じこ
﹁第一班︑縮員三十名︒事故なし︒﹂
しこう
﹇子貢﹈︹人名︺1 子貢

七807團園
しこう
しこう

﹇時候﹈︵名︶1

十二294 子貢といふ弟子がいつた︒
じこう

がどこまでも高く澄んでゐます︒

十一㎜4團今︑こちらはいちばんよい時候で︑空
しご・く﹇扱﹈︵五︶2しごく︽ーキ・ーク︾
八504 それで︑紙でひごを︑ごしごしとしごきな
がら︑熱くして曲げる︒

ち︑片手には鐵棒をにぎってみて︑時々︑毛抜き

十島4 片手には︑大きな毛抜きのやうなものを持
を鐵棒で勢よくしごく︒

しごせんメートル

く︑四五千メートルのところに浮かんでゐます︒

七717圓正男くんのせいと︑かげの長さと同じに 十一742 むら雲・おぼろ雲は︑︿略﹀などより低

じこく ﹇時刻﹈︵名︶7 時刻εきしょうじこく
なった時刻は︑

637
しごとば一しじゅう

九佃3囹 をぢさんは︑もう五年間もこの方の仕事
をしていらっしやいます︒

九㎜1園 飛行機の整備といっても︑いろいろな仕
事がありますが︑

九価4園 機上では︑どんな仕事をするのですか︒

九柵1園 それで︑片手つつ手袋を脱いで︑仕事を
します︒

十八ー86

じさく

かうして︑三年も五年も石の山に通って

四五日前

青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑四五
﹇四五日前﹈︵名︶1

﹇自作﹈︵名︶1

四歳

自作

この兵隊さんは︑︿略V︑自作の俳句を讃

んでくれと︑わざわざやって來たのである︒

十一悩9

し

し

尼子の蕾臣は︑涙のうちに四散した︒

﹇獅子﹈︵名︶4 獅子 獅子
し
し
爲朝は︑︿略﹀︑紺地に獅子の丸を縫ひ

し

その子︑まことに獅子の氣性あれば︑

←はなさかじじい

使者

﹁ジジ︒﹂と聲をたてて︑とんで行った︒

︵感︶一 ジジ

じじい

﹇使者﹈︵名︶4

しじゅう

援軍から使者が來て︑コ時︑秀吉の軍に

その日の三方︑使者を以って︑﹁︿略﹀︒ぜ

歎願書をたつさへた關東方の使者は︑

﹇四尺﹈︵名︶1 四尺

狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑︿略V︑

四十

オイシャサマ⁝⁝⁝四十

︹課名︺1

﹇始終﹈︵副︶1 しじゅう

二212 十一

しじゅう

四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒

九侃9

ししゃく

さへられて︑目的を達しない︒

︿略﹀京都へ向かったが︑いつれも途中官軍に押

十二麗8

ひおいでを︒﹂といって來た︒

十閥6

降り︑時機を待て︒﹂といふことであったが︑

十㍑4

に使者を立て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十m10図新中納言知盛これを見て︑門経のもと

しんぢゅうなごんとももり

ししゃ

五798

じじ

はね返りて死せずといへり︒

十二891図圖

丈の谷に投ず︒

十二889図画獅子は子を産み︑三日にして︑敷千

し

十一584図同じく獅子の金物打つたる甲を着︑

着︑

たるひたたれに︑同じく獅子の金物打つたる甲を

十一584図

しし

九柵5

石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい仕 しさん・する ﹇四散﹈︵サ変︶1 四散する ︽ーシ︾

は︑石工の仕事を見畳えて行くのである︒

十一一196
仕事場

弟子たちは︑︿略﹀︑仕事場の掃除をした

﹇仕事場﹈︵名︶1

事をしてみるやうで︑決してさうではない︒
しごとば
十ニー84

り︑馨などをやく火のふいごをふいたりする︒

四五日たって︑兵たいさんから︑お手紙が

しごにちまえ

日のうちに︑皮が黄色になり︑

八184

まみりました︒

四梱2

九筋12 自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう しごにち ﹇四五日目︵名︶2 四五日
といふので︑大工の仕事に取りかかった︒

十735 佐吉は︑父の大工の仕事を助けて働いてゐ
たが︑

をやってくれ︒

十742園 ほかのことを考へないで︑みっしり仕事

た︒

四五人
四五分

そばに︑人が四五人立ってゐました︒

だ

紫紺

わっか四五分の間に︑すっかり海面を暗

﹇四五分﹈︵名︶1

ひ

﹇紫紺﹈︵名︶1

飛騨山脈が︑︿略﹀︑紫紺のはだあざやか
にそそり立ち︑うねり輝く雄大荘嚴な姿︒

十一938

しこん

くしてしまった︒

十二幽12

しごふん

三875

しごにん

﹇四五人﹈︵名︶1

を見つけたので︑それを摘んで來ていけてみまし

十7410 布を織る仕事も︑決してゆるがせにしては 十一備10團 つい四五日前も︑野原でききやうの花
おかれない︒

十伽7 職人は︑話しながらも︑仕事の手はちっと
もゆるめない︒

十槻3園 なかなか手敷のかかる仕事です︒

十備4 夜を日に維いでの仕事に︑さしもの大堤防
も︑日ならずしてできあがった︒

﹁ さ︑仕事にかからう︒﹂

十一299 姉は︑仕事をしてゐます︒
十一一102園

十ニー19鑛石を運んでしまったあとの坑内に︑支
柱を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒

﹁かの人は︑かくかくとのたまへり︒﹂と
﹇四歳﹈︵名︶1

これは︑聖徳太子が︑四歳の御時のことで
あったと申します︒

六539

しさい

いへば︑義家︑定めてしさいあるべしと思ひ︑

九588図

十ニー32 鑛員たちは︑だれも見てみない下槍なと しさい ﹇子細﹈︵名︶1 しさい
ころで仕事をするので︑

十ニー53 堅い石に︑長い墾を打ち込んで行くこの
仕事は︑生やさしいものではない︒
十ニー510 日の出から日の入りまで︑同じやうな仕
事を︑くり返しくり返し点けてやる︒
山のからだである︒

十ニー74 けれども︑仕事の相手は大きな岩であり︑ じざい ﹇自在﹈︵形状︶δじゆうじざい

イ︾

四十二

ねずみのちゑ⁝⁝⁝四十二
四十人

たぬきの腹つづみ⁝⁝⁝四十二
﹇四十人﹈︵名︶1

ぼくたち四十人は︑野田先生と石井先生に

八

十二

︹課名︺2

四十近いこの兵隊さんは︑

四178 にいさんは︑しじゅうにこにこしながら︑ しじゅうちか・い ﹇四十近﹈︵形︶1 四十近い ︽一

軍かんやひかうきのおもしろい話を︑いろい
十一桝8

八773

しじゅうにん

四29

三213

しじゅうに

ろとしてくれました︒
五29 八 おさかな⁝⁝⁝四十一

しじゅういち ︹課名︺1 四十一
しじゅうご ︹課名︺2 四十五

七210 九 笛の名人⁝⁝⁝四十五

九29 八 海の幸⁝⁝⁝四十五

は

︹課名︺4

四十八

機械：⁝⁝・四十八

映書⁝⁝⁝四十八

初冬二題⁝⁝⁝四十八
﹇四十八﹈︵名︶4

四十八機

四十八

みんなで 四十八あった︒

四十六︑ 四十七︑四十八︒

四十八︒

﹇四十八機﹈︵名︶1

まあ︑四十八も︒

しじゅうはっき

﹇四十名﹈︵名︶1

四十名

もう四十八機も撃ち落したのですね︒
かれは︑アメリカから濠洲へ派遣された
︵名︶1

らうし

四十メートル

くらのすけ

﹇四十余人﹈︵名︶1
らかうづけのすけ

理論の浪士︑大石内藏之助を始め四十饒

四十鯨人

四十メートルも空中をとんで︑先生は︑地

き

︹一名︺3

望をとげたといふので︑

しじゅうろく

四十六

人が︑︿略﹀︑吉良上野介を討って︑あっばれ本

十二582

あかほ

しじゅうよにん

上の人となられた︒

八854

しじゅうメートル

四十名の航空將校の一人で︑

十二慨10

しじゅうめい

九型8園

満洲の冬⁝⁝⁝四十八

ち八十九十ち

つれられて︑山のスキー場へ行った︒

8711う9111011う
ま

十683 四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふと
四

し

しじゅうごど ﹇四十五度﹈︵名︶1 四十五度

九ふなつり⁝⁝⁝四十四
︹課名︺2 四十七

九林の中⁝⁝⁝四十四

しじゅうしち

十二28七修行者と羅刹⁝⁝⁝四十七

五211 十 川をくだる⁝⁝⁝四十七
しじゅうしち ﹇四十七﹈︵名︶1 四十七
二毛1園 四十六︑四十七︑四十八︒

九九ニニじ十七六四じ
11911910了107ゆ2222ゆ
し

たん︑ふしぎにもむくむくと起き直った︒
十五度以上

しじゅうごどいじょう ﹇四十五度以上﹈︵名︶1

十一964 あの絶頂へ登る傾斜は︑少くとも四十五
度以上はあらう︒

2

2

デンシャゴッコ・・⁝⁝四十四

九金の牛⁝⁝⁝四十四

101010

園園〔奎】園

しじゅうさん ︹課名︺1 四十三

十28 七 柿の色⁝⁝⁝四十三
しじゅうさんねん ﹇四十三年﹈︵名︶1 四十三年
つて行くとしても︑ざっと四十三年かかるわけで

十二梱4 一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗
ある︒

十ニ

しじゅうし ︹課名︺5 四十四

2

13

十三 川⁝⁝⁝四十四

3
2

1

八五四

しじゅういち一じしん

638

十

二31 十三
八211

ケンチャン⁝⁝⁝四十六

グラノーダー﹁日本號﹂⁝⁝⁝四十六

﹇四十六﹈︵名︶！ 四十六

十一28七姉⁝⁝⁝四十六

一一衙1園 四十六︑四十七︑四十八︒

しじゅうろく

﹇死傷﹈︵名︶3 死傷
ほりょ

わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈

十一566図敵の死傷及び捕虜は︑司令長官以下一

ししょう

萬六百齢人︒

十一567図

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒
キンセウ
我が軍ノ損失・死傷ノ僅少ナリシバ︑

十﹁572眉雪

亡君の仇を報いたのは︑義には相違な

﹇私情﹈︵名︶1 私情

十二605園

しじょう

いが︑みだりに騒動を起したのは︑結局私情を以

つて國法を破ったのである︒

宮は︿略﹀︑慶喜の言上するところを一々

攣るも道理︑これには深い事情があったの

﹇事情﹈︵名︶2 事情

八376

じじょう

です︒

お聞きになるに及んで︑事情止むを得なかったか

十二川2

四

﹇死傷﹈︵サ変︶1死傷する︽ーシ︾

れの心中をあはれみたまうた︒

﹇四条中納言﹈︹人名︺1

賊は何千人か死傷した︒

ししょう・する
七613

時鐘番兵

楠木正行︑︿略﹀︑吉野の皇居に参向し︑

しじょうちゅうなごん
條中納言

十二973図

﹇時鐘番兵﹈︵名︶1

四條中納言によりて奏し奉る︒

時鐘番兵がことことと後甲板に來て︑﹁絡

じしょうばんへい

たいわん

昭和十年四月二十一日の朝︑垂湾で大きな

﹇地震﹈︵名︶4 地震

員起し五分前︒﹂と︑當直道校に報告する︒

九532
じしん

七235

639
じしん一しずか

地震がありました ︒

静かな︑明かるい︑支那の春です︒

いほど︑静かに流れてゐます︒

五206

﹁地震だ︒﹂と︑少年は思ひました︒

七247園

わらのおうちを︑箱の中へ入れてやると︑

自信

︽ーシ・ース・ースル・

あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋
それでみかんの木は︑しもや雪をじっとこ
青い海に︑静かにかげをうつしてみるやし

おそらく︑しりごみするだらうと思はれた
﹁天皇陛下萬歳︒﹂作江はかういって︑静か

少年は︑︿略﹀︑やがて息を深く吸って︑静
静かだといふみなかの夜も︑このころは︑

三人の神主さんが︑静かに︑私たちの前を
これが︑名人といはれた自分の最後の曲だ
がんぺき

船は︑静かに岸壁をはなれて行きます︒

静かな夜の兵員のどの室からも︑力強い

八991

おやと思ってみる間に︑動いてみた鐵の火

イタリヤのピサの町に︑夕もやがこめて︑

柱が︑静かに止ります︒

日が静かに落ちて行くころでした︒

八脳6

八面9 つるしたランプは︑静かに左右へ動いてゐ

八伽6園

八㎜5園

奉仕の人々は︑︿略﹀︑祭具やお供へものを

さ︑静かに起きませうね︒

そうつと︑静かにお仕事をしませうね︒

ます︒

九161

をの入れを終って︑奉仕の人々は︑一辞し

ささげて︑静かに祭場へ進んで行く︒

九169

伐り倒された御神木は︑︿略﹀木馬に乗せ

て静かに祭場を退出した︒

九186

おとうさんは︑静かに目をつむって︑歌

られ︑木馬道を静かに運ばれて行く︒

九246團

いろいろなお話を静かに聞き︑書かれたも

聲に耳を傾ける︒

九4010

のをくり返し謹んで︑ことがらや心持がよくわか

﹁ボー︒﹂と︑力強い汽笛が︑突然この静か

日の出前の海は︑油でも流したやうに静か

つた時は︑同じやうに喜ばしいものです︒
である︒

九455
九462

波が静かなうねりに愛って沖から押し寄せ

な港の空氣をゆり動かす︒

るころになると︑

九513

影を投げかけてみる︒

九川4 青々とした木が︑鏡のやうに静かな海面に

十887

静かに手をさしのべると︑ステッセル將軍

りであった︒

十7210園静かに眠れ︒﹂といふ︑われわれの心や

に歩みを移せば︑参道はまた右折す︒

八251国旅順は︑どこへ行っても静かな美しい町 十52図左折して更に大鳥居を過ぎ︑︿略﹀︑静か

奉讃の聲が聞えて來るのは︑この時です︒

七815團

七538

と思って︑用光は︑静かに吹き始めた︒

七472

通って錦られました︒

七438

雨戸をしめてから︑始めてほっとするほどです︒

七395

かに歌ひだしました︒

七284

ひろがってゐます︒

六梱6園東京の近くには︑かうした静かな野原が︑

に目をつぶりました︒

六旧9

道眞は︑その弓矢を静かに受け取り︑

六㎜8

の木の罵眞がうつりました︒

六385

らへて︑静かに眠ってゐます︒

六254

の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒

五457

かひごは︑静かにはひあがって來て︑

五395

ではなかった︒

十205 今の地震は︑別に激しいといふほどのもの
十213 村では︑︿略﹀︑さっきの地震には︑一向氣
がっかないもののやうである︒
﹇自信﹈︵名︶1

じしん ﹇自身﹈5かれじしん
じしん

死す

十一別6 それは︑見てみると自信に満ちた生活ぶ
﹇ 死 ﹈ ︵ サ 変︶5

りである︒
し・す
ーセ︾

九634図國 弓矢に採りて死するは︑つはものの望
むところなり︒

九636図圓汝を殺して︑われも死すべきなり︒
十一199図 必殺のねらひなれば︑荒尾馬より逆さ
まに落ちて︑起きも直らず死しけり︒

十二891図圖 その子︑まことに獅子の氣性あれば︑
はね返りて死せずといへり︒

を安んじまみらせよと申しおきて死して候︒

十一一983図園 一族を助け養ひ︑朝敵を滅して御代

しずか ﹇静﹈︵形状︶67 しっか 静か5ものしず
か

ました︒

三127 らくかさんは︑草の中へしっかに落ち

三617みどりのもは︑しっかに開きました︒

三164圏 おほりの水はしっかに明かるく︑
四418 かぐやひめを乗せた車は︑︿略﹀︑しっか

それで︑またみんなは静かになった︒

で︑

八525

に天へのぼって行きました︒
四槻2 天人は︑それを着て︑静かにまひます︒

まもなく︑静かに下へおりて行って︑地に
着いた︒

八559

五197 どっちから︑どっちへ流れるのかわからな

五196 川の水は︑静かに流れてゐます︒

しずかさ一しずまりかえる

640

は︑その手を堅くにぎった︒
やく音静か︒

ひたひたと寄せる潮の静かな音︑

修行者はかう考へて︑静かに羅刹に問ひ

このあたりは︑時に氣味悪いほど静かな
日の出などは︑︿略﹀赤く︑大きくもえ
その割れ目が静かにひろがって︑深い藍
軍艦行進曲を聞きながら︑われわれは︑

﹇静﹈︵名︶4
みやま

静かさ

﹁総員起し︒﹂この號令で︑朝の静かさがた

艦内は深山のやうな静かさである︒

住民の家がところどころに鮎在し︑内地
見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑

ぬれて︑

しっく呂ひとしずく
ここは川ばた︑やなぎの芽︑

﹇滴﹈︵名︶3

ひろがる波のわがまるい︒

御軍帽のひさしからは︑雨のしっくがし
兵隊の顔から︑手先から︑胸から︑汗の
しっくが︑スコールのやうな勢ではね落ちる︒

十二価4

たたり落ち︑

十一94

しっくが落ちるたび︑

六悩6圏

しずく

油を流したやうな静かさ︑急調さだ︒

十二㎜2

のみなかの村を歩いてみるやうな静かさである︒

十一㎜10

ちまち破られ︑起床ラッパは勇ましく響き︑

九5310

九531

しずかさ

だまったまま︑静かに端坐してみた︒

十二脳4

色が頭の上にかぶさったころには︑

十二描12

あがって︑静かな海面に在るのである︒

十二㎜1

なぎが訪れる︒

十二脱7

が銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒

波もすっかり静かになって︑時々飛び魚

敵船は︑左舷に傾いたまま静かに沈んで

0

まんべんなく行き渡るやうにして乾かします︒

ぶつだん

十

十榴3園 時計仕掛で静かに回輻させながら︑漆が
はへ

十撚7図幽 おとろへし蝿の一つが力なく障子には
ひて日はしっかなり
十塒7 さうした人々の目をさますまいと︑氣をつ
けて静かに歩いてみるのですが︑

書き記した︒

開削8 静かに筆を取って︑城中のあと始末を一々

ふなばた

十倒9 二さうの舟は︑静かに近づいて︑満漏とた
たへた水の上に︑舷を並べた︒
十㎜2 風のない静かな月の出である︒
十一105 母宮殿下は静かにおっしゃった︒
御ひつぎの車は︑︿略﹀︑立川飛行場から︑

たかなわ

十一148
あま

静かに高輪の御殿へお進みになってみた︒
て︑静かにお纒を讃んでみる︒

十一382 年とった上品な尼さんが佛壇に花を供へ

波静かなり︒

十一551図 明くれば二十八日︑天よく晴れて海上
十一818 危ふげにかけ渡された一本の丸木橋の上
を︑静かに渡る︒

十一986

見渡す限りは︑午後の静かな海である︒
もやう

十一川7 運河には︑いろいろな模様をかいた小さ

な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる︒
ろくしやう

十一㎜5 その静かなたちみふるまひを見て︑

十一川3 そこには︑緑青を薄くとかして流した
やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十一脳4 南にウォウォニ島を見ながら︑船は静か
にスタリン湾へはいる︒

十十

二行二かニニ
く
121 しナ 50 43
1 。10た910

十
石にささ しずけさ ﹇静﹈︵名︶7 静けさ

十二242 林のやうに静かになってみた邦人の間か
ら︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒
十一一388図圏 佐保の川原は水あせて︑

202

八451図團
みやま

たたずみて︑

しばし聞きいる

林の

深山の霰氣に打たれて︑だれ一人静けさを

れいき

奥の秋の静けさ︒

九152

たい こ

午前十時︑最初の太鼓が︑あたりの静けさ

破る者はない︒

九154

ひとしきり︑重い認⁝けさが績きましたが︑

を破って鳴らされる︒

生き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静

やがて︑﹁おかあさん︒﹂と︑かすかな叫びが聞か

十柵4

れました︒

十一7810

ほたるが群がって青白い光を見せ始める

けさをふるはせて︑頭の上から降り注いで干る︒

と︑世界は太古のやうな静けさの中へはいって行

十一㎜7
く︒

住民のまばらな︑廣大なセレベスの夜の
静けさは︑

十一㎜8

しずこころ ﹇静心﹈︵名︶1 しづごころ

ひさかたの光のどけき春の日にしつ

朝日にかがやく軍艦旗が︑海風にひらめき

﹇静静﹈︵副︶1 しづしづ

こころなく花の散るらん

十一柵2図魍
しずしず

﹇倭文苧環﹈︵名︶1

しづのをだまき

しつのをだま

静まり返る

若宮堂の舞の袖︑

ながらしづしっとのぼって行くさまは︑

九573

しずのおだまき
き

くり返し︑ かへしし人をしのびつつ︒

十二762園

﹇馬返﹈︵五︶2

あれほど活氣に滞ちて生きもののやうに活

しずまりかえ・る
︽ーッ︾

動してみた魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑

九516

今までしんと静まり返って︑死んだやう

になってみた校舎の中から︑

十一一235

641
しずまります一しせい

しずまりま・す
シ︾

﹇静 々 ﹈ ︵ 四 ︶ 1
しんれい

︵四五︶

3

しづまります

静まる

︽一

︽ーッ・ーリ︾

みつから世を守り︑國をしづめ︑民草をもみそな

十67図 今とこしへに神璽としづまりまして︑御

﹇静﹈

はすらん︒
しずま・る

八736図 風やや静まり︑扇も少しくおちつきて︑

n▽ねしずまる

射よげに見えたり︒

九89図 はたして荒波おのつから静まりて︑御船
は進むことを得たり︒
すぐ安心して静まってしまひます︒

九858手のひらで暴く首やせなかをなでてやると︑

シヅム

沈む

︽ーミ・一

しずみかか・る ﹇沈掛﹈︵五︶1沈みかかる︽iッ︾
はいけい
沈みかかった太陽を背景にして︑
十一一蹴9

﹇ 沈 ﹈ ︵ 四五︶2一

ム・ーン︾

しず・む

キドキニョロリトウゴキマス︒

七柳3

日は︑ぐんぐんと落ちて行きます︒︿略﹀︒

ずんずん︑沈んで行きます︒

敵弾いよ

今︑日が沈んだばかりのところがら︑

八877図圏船はしだいに波間に沈み︑

七柳7

眞赤な鐵の柱は︑そのほのほの中を︑下へ

いよあたりにしげし︒

八999

ところが︑途中海が荒れて︑むすごは船

下へと沈んで行きます︒

九脳6園

しつむ

静む

また太陽が沈んで行く︒
﹇静﹈︵下二︶2

︽ーメ︾

要脚としづまりまして︑御みつから世を

しんれい

十二欄9圃

沈むギリシャ國

されども城中鳴りを静めて︑人ありと
︹題名︺1

太平洋は︑皇國の薄めによってのみ︑

沈める

︽ーメ・ーメル︾

文治と︑へさきにすわって︑船があがると︑

﹇沈﹈︵下一︶2

とこしへに﹁太平﹂の海なのである︒
しず・める

からだを浮かすやうに︑船がさがると︑からだを

六櫛5

沈めるやうにしてゐました︒
をけ

八994 するすると下の方へおりて來て︑︿略﹀油

﹇静﹈︵下一︶1

しづめる ︽ーメ︾

の桶の中へ︑眞赤なからだを沈めにかかります︒
しず・める

心を無理にしづめようとして雑誌を開き

ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒

十一489

至誠

古弊わが薬膳は︑皇室を中心とし︑至誠

﹇至誠﹈︵名︶1

ならはしとしてみる︒

﹇姿勢﹈︵名︶8

ステッセル將軍は︑︿略﹀︑身支度を整へて

陸軍砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母宮殿

不動の姿勢をしたトラックの上の勇士も︑

十二擢1 わが漕水艦の甲板には︑艦長を始め乗組

校庭に居並ぶ邦人も︑

十二243

下の御前に不動の姿勢でお立ちになった︒

十一105

から不動の姿勢を取った︒

十862

軍艦旗に敬禮する︒

九572 艦長を始め乗員一同は︑皆︑姿勢を正して

つてみる︒

九152 きちんと姿勢を正して︑祭典の始るのを待

したりします︒

七7810国 ﹁ふせ︒﹂の姿勢で︑小銃を撃つけいこを

七787国﹁氣をつけ︒﹂の姿勢をきちんとしたり︑

しせい

姿勢

の心を表すためには︑最上の敬語を用ひることを

十一3110

しせい

臣たちも︑この御文を拝見してひとしく泣いた︒

十二桝3 徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝

四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふと じ・する ﹇持﹈︵サ変︶1 持する ︽⁝スル︾

大きな赤い夕日が沈むところだ︒

とともに沈んでしまった︒

九㎜5

十684

二番艦が︑レパルスが︑沈んだぞ︒

たん︑ふしぎにもむくむくと起き直った︒

泳いでみる兵士の鐵かぶとが︑沈むかと思

十705園

十㎜1

ふとまた浮かぶ︒

やがて指がピヤノにふれたと思ふと︑や
さしい沈んだ調べは︑

十一麗7

行く︒

一593 ドヂャウハ︑ソコノハウヘシヅンデ︑ト 十二梱10 敵船は︑左舷に傾いたまま静かに沈んで

旗

十二柵8

沈むギリシャ國旗

しずむギリシャこっき

も見えざりければ︑

十一174図

守り︑國をしづめ︑民草をもみそなはすらん︒

十68図

しず・む

十二㎜6園

沈んで行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

三638上の方へ浮かんで行ったり︑下の方へ 十二槻7 甲板からは︑一時にさっと右手を墨げて︑
あ︑舟が沈む︑沈む︒

ななめに沈んだりしました︒
一一一861園

三861園 あ︑舟が沈む︑沈む︒
しまひました︒

四477 金の牛は︑︿略﹀︒そのまま海に沈んで
六307團 この潜水艦が︑水の中へもぐるのだと聞
くと︑沈んだきりで︑浮かないことがありはしな
いかと︑思ふものもあるやうだが︑

六313團 もぐりたいと思へば︑いつでも︑漕水艦
の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒
でるるか︑︿略﹀︑それらを一々はかる機械がある︒

六331團 漕水艦が︑今︑何メートルの深さに沈ん しずめ ﹇鎮﹈︵名︶1 鎭め

じせい一した

642

﹇時勢﹈︵名︶1

時勢

員が︑不動の姿勢で立ってるる︒
じせい

十二鵬2 大政を奉還したかれに︑逆心などあるべ
﹇辞世﹈︵名︶1

上世

きではないが︑しかし何事も時勢であった︒
じせい

みごとに切腹をした︒
﹇四隻﹈︵名︶1

四隻

十鵬7 舞が終ると︑︿略﹀と路世の歌を残して︑
しせき

十一558図 宮島ネボカトフ聖画︑今は逃れぬとこ
ろと畳悟したりけん︑にはかに五聖ニコライ一世

﹇四銭﹈︵名︶1

四鏡

以下四隻を畢げて︑その部下とともに降服せり︒
しせん

じせき 呂ごじせき
四703囹 ﹁四銭の切手を 一枚ください︒﹂

雪をもつて迎へてくれた︒

ぶき

しぜん ﹇自然﹈︵名︶5 自然Oだいしぜん
ふ
九湘9園 ここへ始めて來た諸君を︑自然はこの吹

十93図 この御苑は︑明治天皇御みつから︑森の
下道・下草まで何くれと御仰せありて︑自然のま
まに作らせたまひ︑

十脳1 子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ
たり︑︿略﹀︑ お ほ ら か に の び て 行 く ︒
みゃくはく

十一55圃 ああ︑自然の大きな脈搏︒
てんがい

しぜん

自然

もともと支那各地で︑いろいろな音が行は

両足で水をけって進む︒

十価10

わが國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當てて

れてるたのが︑自然わが國へもはいって︑

十描6

讃んだもので︑それらの並み方が︑自然﹁生﹂の
﹁このまま自然に乾かすのですか︒﹂

字の訓となったのです︒
淫酒7園

かうつう

歩いて行くと荷が揺れて︑自然に分銅がど

らに當る︒

十川3

せいち

港がよければ︑しぜん政治・交通︒産業
四千キロ

東京から︑四千キロもあるフィリピンで︑

︵名︶1

の中心となるので︑

十一㎜10

八82

しせんキロ

四千名

校舎の中から︑どっとばかりに四千名の

﹇四千名﹈︵名︶1

十二236

しせんめい

始祖

これが︑日本における自動織機の始祖であ

﹇始祖﹈︵名︶1

邦人が出て來た︒

しそ

十801
る︒

四さう

出登線に︑四さうのカッターが並びました︒

﹇四艘﹈︵名︶2

五907

沖の旗をまはって︑四さうのカッターは︑

しそう

五922

だんだん︑こちらへ近づいて來ました︒

六244

田道間守は︑昔︑朝鮮から日本へ渡って來

下5くつした・てした・のき

さうして︑それが尼子家の子孫であること

た人の子孫でした︒

﹇下﹈︵名︶60

がわかった︒

九個2

てうせん

陣を開いて退散すべし︒

十一626図圖もし一家の氏族ならば︑すみやかに

十一802 なら・︿略﹀・くりなどの木々が茂り合 しそく ﹇氏族﹈︵名︶1 氏族
﹇自然﹈︵副︶8

つて︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれる︒
しぜん

さがりました︒

五108團 まことにかうがうしくて︑しぜんと頭が しそん ﹇子孫﹈︵名︶2 子孫
八905 かうして︑多くの品物が︑自由自在に集つ
たり︑散らばったりするので︑しぜん大阪が︑一
大商業都市として嚢達したのです︒

九967 ゆっくりと︑自然に爾腕で水を大きくかき︑した

した・ましたあたり・みぎした・めした・ゆかし

一561

川バタノスナヲホルト︑下カラ水が出

た・ゆきのしたみち

テキマス︒

三226 べんけいが上を切ると︑牛わか丸は下

へとびおります︒

かけた下

三638上の方へ浮かんで行ったり︑下の方へ

ななめに沈んだりしました︒

四45囲白いあふぎをさかさまに︑

から雲がわき︑

四933團ほかのたこは︑下の方であがったり

出る老︑高いところを走ってみるので︑川

落ちたりしてゐますが︑

五511

は︑ずっと下の方に見えました︒

五目3 それでも利根は︑揮の下をくぐるやうに抜

下に置くと︑飛べないので︑地面をはって

木にのぼって︑下をごらんになる︒

けて︑走りつづけました︒

五悩7

六117

もっと下を見る︒

行きます︒

六853國川の水も︑堅い氷の下で眠ってゐます︒

六656

べに

六研4 下の方は白で︑花の口もとのところに︑こ

﹁地の下には︑枯れた葉などが入れてあ

い紅をさしてゐます︒

六佃9囹

橋の下をくぐって通る時︑﹁ゴー︒﹂といふ

るから︑夜もぽかぽか暖いよ︒﹂

六撹9

たけるは︑︿略﹀︑苦しい息の下からたつね

電車のひびきがして︑寓眞がかはりました︒
七174

もう残ったところは︑腹の下の方だけです︒

ました︒

七883

とばうと思って下を見ると︑何だかこはい

やうな氣持がしました︒

七915

643
した一じだい

いて︑離れないやうな氣がします︒

七925 ちよつと下を見ると︑足がぴったり板につ
七9210 今度は︑下を見ないで︑向かふの山をじつ
と見つめました︒

た︒

七研2 もう︑圓の下の端は︑地平線にかかりまし

八67 大きさだけは︑親燕と同じですが︑まだ口
ばしの下の赤色が︑親燕ほどこくありません︒
八214團 あの下を何度も通りました︒

八306図不意を討たれて︑平家の軍は︑上を下へ
の大さわぎ︒

八338図 されど︑これより下︑十四五丈ばかりは︑
こけむしたる岩石︑壁のごとくつき立ちたり︒
着いた︒

八5510 まもなく︑静かに下へおりて行って︑地に

八715図見れば︑へさきに長き竿を立て︑赤き扇
をとりつけ︑一人の官女︑その下に立ちて︑

八992 止ったとたん︑するすると下の方へおりて
射て︑

八998 眞赤な鐵の柱は︑そのほのほの中を︑下へ
下へと沈んで行きます︒

八999下へ下へと沈んで行きます︒

八川8囹ああしてからだをしぼると︑中の水が勢
よく下へ出る︒

のがあって︑︿略﹀歩くのにはおどろきました︒

八柵6 下へおりると︑胸のところに足のやうなも

ぎますが︑

八柵9 ほかの魚は︑腹を下にし︑背を上にして泳
ふち

されどこれは︑わらはこの家にまみり

北より少し西へ寄った方に︑ますを下に︑

し時︑この鏡の下に父の入れたまひて︑

九682図圖
九896

少し曲った柄を上に︑ちやうどひしやくを立てた
北斗七星が見つかったら︑その七つの中の︑

やうなかつかうになってゐます︒

九899

下の端に過る二つの星に注意しませう︒

がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え

すれすれに去てて︑下からじっと見てゐますと︑

十一205図葉

この者︑甲の下に腹巻を重ねて着た

谷川が︑下で遠く鳴ってみる︒

ればこそ︑︿略﹀ここを射よと胸をたたくらん︒

十一846

流れ落ちる︒

十一852 帽子の下からわき出る汗が︑顔を傳って

下から風が強く吹きあげる︒
どなう
揮の下草もえ出つる土嚢かな

十一桝5図圏

十一929

大きな神棚があって︑その下を通過する

下は海面すれすれまで︑上は五六千工事

艦長は一見掃海艇と思ったのであるが︑

﹇舌﹈︵名︶1

舌

今見ると︑その下の飛行甲板がはっきり見えて

﹇次第﹈︵名︶2

次第5てあたりしだい

時代■えどじだい・かま

文字に書き表したものは︑︿略﹀︑場所が違

十5610

私たち少宇摩も︑この光榮ある大きな時代

心持を傳へることができます︒

つてみても︑時代がへだたってみても︑ちゃんと

九431

あんじだい︒めいじじだい

くらじだい・きゅうサラワクおうこくじだい・へい

じだい ﹇時代﹈︵名︶3

て︑切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑

十二佃4 かれは︑静寛院宮に事の次第を申しあげ

ことに喜ばしい次第です︒

十897園 ここに閣下と親しくおあひするのは︑ま

しだい

て︑上品なあまさが口に残る︒

九237国白い實を舌の上にのせると︑すっととけ

した

十二筋1

トルもあらう︒

十二川4

もう目をさましてみるのですから︒

十一一梛5囹 しゃくやくや︑すみせんが︑雪の下で︑

時︑鑛員たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から祈る︒

十一一810

の下を立つたままでらくに通行することができる︒

九911今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に 十一川6 西洋人の残して行った家は床が高く︑そ
九棚2

なかった島の裏側の海岸が︑見えて來た︒
おかあさん︑あの下を通って來たのね︒

夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ

九卿7圏圓

九佃1

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒

五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに

下の村を見おろした︒

十211

雲はますますこくなり︑雲の下では︑もの
めざす地鮎に來て︑雨をついて雲の下へ出

すごくスコールがあばれてみる︒

十602
十604

てみたが︑

﹁重箱﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下を
﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を音

訓で讃んだり︑

十摺5
十桁6

で讃んだりする場合も︑まれにはあります︒

兵士たちは︑鐵條網の下をほって︑もぐつ

上塗りは︑二階の方がいいのです︒

十界4園下塗りは下の部屋でしますが︑中塗りと
十榴6

て︑くぐり抜けたのだ︒

五尺もある厚い氷︑︿略﹀︑その下で︑
眠ってみた黒龍江が︑

十一44團

人︑あの墓地にll﹂と叫ぶやうにいった︒

九127 切りそいだやうながけの下の青い淵や︑ 十㎜5 楊少年は︑苦しい息の下から︑﹁悪者が三
︿略﹀水の清さに︑目をうばはれるのであるが︑

九631図 景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ
の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

したいと一したがって

644

に生きてみるのである︒

十一367 かな文であればこそ︑︿略﹀︑その時代の
下等

生活をこまやかに寓し出すことができたのです︒
﹇下糸﹈︵名︶1

四911満了へていただいたやうに︑たこの糸め

したいと

しだいに

をなほして︑下糸を少しつめました︒
﹇次第﹈︵ 副 ︶ 1 7

六伽3 ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ

しだいに

れながら︑しだいに網の外へ出ます︒

七158 客も︑しだいに鰯って行きました︒
七384 葉先が︑朝風にかるくゆれるやうになると︑
短いたんぼは︑しだいににぎやかになります︒

七869 からだも大きくなり︑形も色も︑しだいに
攣って︑丈夫さうになります︒

七研4 圓は︑しだいに半圓となりました︒

十六度まで戦ひけるに︑その長しだい

しだいにやみの世界を照らすやう︑

十二923図

しかし近づくにつれて︑その黒い物は︑

に亡びて︑のちにはわっかに七十三騎となりにけ
り︒

十二脚8

夜の燈火をしたって湿る虫は︑蛾や︑こが

しだいに大きく空へひろがって行く︒

九描6

した・う﹇慕﹈︵五︶3したふ慕ふ︽ーッ・ーハ︾
が

コンドラテンコ少將は︑ロシヤ兵から父の

ね虫など︑

十913

また顔回は︑これほどまでその師を慕つ

やうにしたはれてみた將軍で︑

十二276

下枝

上着を取って︑はんの木の下枝に掛けた︒

﹇下枝﹈︵名︶1

てるたのであった︒

したえだ

十二㎜9

へ︾

﹇従奉﹈︵五︶1

と思ひたまひて︑

九82図

したがいまつ・る
ラ︾

︽一

汝︑おそれ多くも︑朝廷の仰せに從ひま
﹇従﹈︵四五︶14したがふ從ふ︽ーッ・
ーハ・ーヒ・ フ︾
くまそ

熊襲のかしら川上たけるは︑︿略﹀︑のちに

九1710

進むに從って空は明かるく︑眼下に隠々と︑

だんうん

智勇すぐれた城主︑これに從ふ五千の二士︑

白い断雲がかかる︒
十衛10

林の中を︑︿略﹀進んで行くにしたがつ

五人の部下が︑これに從つた︒

たやすくは落ちるはずがなかった︒

十罰6

十一813
十一918

朝起きるから夜寝るまで︑︿略﹀︑いつさ

行くにしたがって︑花は美しかった︒

て︑小川のせせらぎはだんだん高く聞えて來る︒

十二326

かれらをりっぱに三法に從はせるのが︑

憶良は︑遣唐使に從って支那へ渡ったこ

けんたうし

い禮に從ひ︑禮にかなへよといふのである︒

十二445
ともある︒

佛の大慈悲であると思って︑

十二644囹

一族十六人︑從ふ兵五十鯨人︑思ひ思

ひに並みみて︑一度に腹をぞ切ったりける︒

十二939図

するしんき

十二麗2 敗走するにしたがって︑橋といふ橋を片

端から破壊する︒

﹇従﹈︵下一︶1 從へる ︽iへ︾

﹇従﹈︵下二︶δうちしたがう

る音がはっきりと聞えて來る︒

十二筋9 近づくに從って︑敵艦の推進器の回了す
したがう

したが・える

巡洋艦高雄を先導

じゅんやう

御召艦比叡は進む︑

ひえい

﹇従﹈︵接︶4

したがって

加古・古墨をうしろに從へて︒

ふるたか

八275圃
に︑

その以前から︑日本人は︑さかんに南方へ
ぼうえき
船で出かけ︑︿略﹀︑貿易をしてゐました︒したが

かうした檜は︑一朝一夕に得られるもので

やうにしなければならない︒

に︑植林によって︑あとからあとから育てて行く

なく︑したがって︑つねに大木を保護するととも

九116

て︑

つて︑その途中にある並製へも︑早くから往卜し

七柵10

したがって

伐り方は古式にしたがって︑御神木の根も

は︑朝廷の仰せにも從ひませんでした︒

七144

したが・う

つらぬによって︑汝を討てとの勅をかうむり︑

七176囹

從ひまつる

尊に從ひたまへる后︑弟橘町︑﹁︿略﹀︒﹂

八877図早船はしだいに波間に沈み︑ 敵弾いよ したがいたま・う ﹇従給﹈︵四︶1 從ひたまふ ︽一
いよあたりにしげし︒
にはぎ取られて行くと︑

八㎜8 黒くて︑ざらざらしてみる表面が︑しだい
八田一 ランプの動きがしだいに小さくなって︑の
ちにはかすかにゆれるだけですが︑

九886 地平線からしだいに見あげて︑頭の割地ま
で行く途中︑適中邊より少し低いところに︑

九旧2 いつのまにか狼介は切りたてられて︑しだ
いに水際に追ひつめられて行った︒

十一871 道標の敷字がしだいにへって行くのが︑

十4410図 研究に費す金はしだいにかさみ︑
力と頼まれる︒

十623

活動するさまは︑いかにも目ざましい︒

とへく略Vをのを︑はっしと打ち込むのである︒
十一887 空がしだいに曇って來た︒
十一991 ぐっと速度を落しながら一直線に進む船 九547 千何百人の乗員が號令に且って規律正しく
のともから︑網がしだいにくり出されて︑

十一皿9 調べは︑ちやうど東の空にのぼる月が︑

645
したきりすずめ一じだんだ

十401 水ばかりか空氣もないのです︒したがって︑
雲や︑雨や︑あらしや︑さういった︑この地球上

したく

支度

εおした

下見分

る ︽ーチ︾

たたり落ち︑

十一94 御軍帽のひさしからは︑雨のしっくがし

それはく略﹀︑今に露でもしたたりさうな︑

なまなましい︑あざやかな美しさである︒

十369

彌兵衛が︑末次船二さうを仕立て︑荷物や

武器を積んで︑塁湾に着いた時︑

七撒10

この御苑は︑明治天皇勧みつから︑森の した・てる ﹇仕立﹈︵下一︶1 仕立てる ︽ーテ︾
﹇下検分﹈︵名︶1

ぼうらしく︑羅刹は舌なめずりをした︒

十一一5210 ﹁︿略﹀︒﹂といふそばから︑さも食ひしん

下見分をした乃木將軍は︑陣中にふさはし したなめずり ﹇舌舐﹈︵名︶1 舌なめずり

い會見所の情景にほほ笑んだが︑

十843

したけんぶん

下道・下草まで何くれと御仰せありて︑

十92図

下草

聞多は︑やがて農夫たちの手で自宅へ運 したた・る ﹇滴﹈︵五︶1 したたる ︽ーリ︾

聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ宣る

おいとまを申しあげて︑自宅へ鋸つた︒

十二664
途中︑

十二688

に見られる氣象現象は︑一つもありません︒

十一304 女は男よりもいっそうていねいにものを

10

﹇下草﹈︵名︶1

いふのが︑わが國語のならはしである︒したがつ

︵名︶

したくさ

ばれた︒

て︑女の使ふ敬語には︑やや特殊のものがある︒

一641圖 シタキリスズメ︑ オヤドハドコダ︒

したきりすずめ ﹇正切雀﹈︵名︶2 シタキリスズメ

﹇支度﹈

一643圃 シタキリスズメ︑ オヤドハドコダ︒
したく

く・みじたく
みると︑おかあさんは︑︿略﹀︑もうすっかりお

十896園

ここに閣下と親しくおあひするのは︑ま
何といってもいちばん耳に親しいものは︑

ことに喜ばしい次第です︒

十加8

水を運ぶ一輪車の音であらう︒

神におなりになった王に︑母宮殿下は︑
母君としての御慈愛に湛⁝ちたお迎へのおことばを︑

十一164

﹇下敷﹈︵名︶1

下敷き

親しくおかはしになったのであった︒
したじき

まして︑けがをした者や︑つぶれた家の下
﹇親﹈︵下一︶1

親しめる

︽ーメル︾

敷きになった者は︑どんな氣持であったらう︒

七981
したし・める

したたり落ち

この人たちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑

黒い漆を塗って行く︒

十梱4園 下塗りは下の部屋でしますが︑中塗りと

上塗りは︑二階の方がいいのです︒

十桝9園 下塗りができあがると︑その上へ︑この

下塗りと中塗りができた上へ︑上漆をかけ

やうに中塗りをします︒

て最後の仕あげをする仕方は︑

十桝9

﹇下道﹈︵名︶1 下道

十92図 この御苑は︑明治天皇富みつから︑森の

したみち

しだん

しだれやなぎが

こくたん

しだれやなぎ

ひろがった︒

﹇枝垂柳﹈︵名︶1

下道・下草まで何くれと御仰せありて︑

しだれやなぎ
三656圏

したん

御幸は紫檀にも黒檀にもあらずして︑た

だ黒きぬり机なり︒

ある夜︑これも鐵道線路がこはされてみる

のを三見し︑地だんだふんでくやしがった︒

十川10

いかばかりの思ひにて︑この手紙をし じだんだ ﹇地団太﹈︵名︶1 地だんだ
﹇鼠落﹈︵上一︶1

たためしか︑よくよくお察しくだされたく候︒
したたりお・ちる

十78図

その青白い︑しみじみと親しめる光が︑わ したん ﹇紫檀﹈︵名︶1 紫檀
れわれに大きな慰めを與へるからです︒

十424

十伽10

佛の慈悲によって︑助ける道でもあらば したぬり ﹇下塗﹈︵名︶4 下塗り

といふ下心であったらう︒

十二627

三968 ﹁ごはんですよ︒﹂と呼ばれて︑行って したごころ ﹇下心﹈︵名︶1 下心
ぜんのしたくをしていらっしゃいました︒
六687 おとうさんは︑夜業をやめて︑急いでした

五446 私たちは︑急いでつりのしたくをしました︒ したし・い ﹇親﹈︵形︶3 親しい ︽ーイ・ーク︾
くをして︑家を出られました︒

八626 夕飯の支度にいそがしいおかあさん︒

八633 明くる朝は早く起きて︑出血の支度をして
あげました︒

八梱5 みんなが︑いっしよに働いたので︑朝の支
度はすぐできあがった︒

八槻7囹 ﹁まあ︑︿略﹀︑こんなに早く起きてーー
それに︑朝御飯の支度もちゃんとできて︒﹂

八旧3園 朝御飯の支度からお庭のさうちまで︑
︿略﹀︑すっかり し て く れ た の で す よ ︒

十212 よひ祭の支度に心を取られて︑さっきの地
震には︑一向氣がつかないもののやうである︒
子をしらべたり︑網の支度をしたり︑
自宅

十132圓田

十一985 いま出動準備の最中である︒爽動機の調 したた・む ﹇認﹈︵下二︶1 したたむ ︽ーメ︾
﹇自宅﹈︵名︶3

七㎜1 元帥は︑胸をなでおろしながら︑三時ごろ

じたく

︹課名︺

二235

三23
三28
三236

四28
四321

五28

@七

アシタハウンドウクワイ⁝⁝⁝七

七

かぞへて︑十八まで來た時︑
十721
七月

七月のはじめまでだね︒

﹇七月﹈︵名︶2

三585囹

しちがつ

サルトカニ
九895

月十八日

七月二十日

月曜日
金曜日

晴

晴

くもり

正
晴
七時むごぜんしちじ
﹇七時間﹈︵名︶1

七時間

七月

七

七

七

七月二十日

﹇七月十六日﹈︵名︶1

水曜日

﹇七月十八日﹈︵名︶1

火曜日

﹇七月十七日﹈︵名︶1

木曜日

﹇七月十九日﹈︵名︶1

七月十九日

しちがつじゅうくにち

少し西へ寄った方に︑

七月の中ごろですと︑夜九時ごろ︑北より

らくかさん⁝⁝⁝七

ささ舟⁝⁝⁝二十三
十九日

ささ舟

かぐやひめ⁝⁝⁝三十二

五858
月十七日

五837

苗代のころ⁝⁝⁝三十六

七月十八日

しちがつじゅうはちにち

七月十七日

しちがつじゅうしちにち

かぐやひめ

潜水艦

漕水艦⁝⁝⁝二十九

かひこ

かひこ⁝⁝⁝三十﹈

六28
七28
五848
月十六日

五866

﹇七時﹈︵名︶1

しちしゃく

﹇七十機﹈︵名︶1

﹇七十歳﹈︵名︶1

﹇七尺﹈︵名︶1

聲をあげて泣いた︒

七十機

七十歳

七尺

十二249七十歳の孔子は︑弟子顔回の死にあって︑

しちじっさい

機七十機と︑ ︿略﹀出節して行く時です︒

九備4園 何といっても︑︿略﹀︑爆音勇ましく五十

しちじっき

ふ︒

十島ー37 七時間の勢働時間も︑やがて過ぎてしま

しちじかん

二988塾
﹁勇サン︑モウ七時スギマシタ︒

しちじ

﹇七月二十日﹈︵名︶1

七月十六日

しちがつじゅうろくにち

ひよどり越

ひよどり越⁝⁝⁝三十一

苗代のころ

曳−︐7

五824

七

二︑三︑四︑五︑六︑七︑八︒﹂と

しちがつはっか

二塁媛⁝⁝⁝七

ことばと文字

ことばと文字⁝⁝⁝三十八

柿の色⁝⁝⁝四十三

コ︑

ニ十五ダンデ ゴシンゼン︒

オミヤノ石ダン︑ ＝一三︑ 四五六七︑

3

修行者と羅刹

らせつ

修行者と羅刹⁝⁝⁝四十七

山の生活二題⁝⁝⁝七

姉

姉⁝⁝⁝四十⊥ハ

永久王⁝⁝⁝七

十28

106／X43

柿の色

し

十434

九381

九23
九28

ノリ〇

八28

七362

せんする

六295

五313

サルト肩口⁝⁝⁝二十三

酔幽麗驚多梶3481837828583818683583
（
七七七七二七七七七七七七七七七七七二七七ニ
一一28

二ニニー一一432382231236229231232223222322

27

コニオ多七七二七七二紳汁一一並ワ、．、鵡茸溢せ溢みみみ晶、をキ，井晶ワ

しち

二23

一ち十十十十十十十十九九九八八七七六六五五四四三三三ニニニ

ニ

しち一しちじゅうしち
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十一583図爲朝は︑七尺ばかりなる男の︑目角二

七尺五寸

五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三

﹇七尺五寸﹈︵名︶1

つに切れたるが︑

しちしゃくこすん

十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一586図

七十

電車⁝⁝⁝七十

︹課名︺3

十四

五33

しちじゅう

雲のさまざま⁝⁝⁝七十

かんこ鳥⁝⁝⁝七十

十一

九31 十一
十一212

七十ぐらみのおばあさんと︑赤ちゃんをお

しちじゅう ﹇七十﹈︵名︶1 七十

五737

七十一

七十九

扇の的⁝⁝⁝七十一

︹課名︺1

ぶったをばさんとでした︒

しちじゅういち

八33 十四

子馬⁝⁝⁝七十九

︹課名︺2

三39 二十一

しちじゅうく

七十五

みもん袋⁝⁝⁝七十九

七十三

七十三騎

その乱しだいに亡びて︑のちにはわっ

﹇七十三騎﹈︵名︶1

世界一の織機⁝⁝⁝七十三

︹課名︺1

子ども八百屋⁝⁝⁝七十五

︹課名︺1

六34 十五
しちじゅうご

五34 十五

しちじゅうさん

十31 十一

しちじゅうさんき

十二924図

七十四

かに七十三騎となりにけり︒

海⁝⁝⁝七十四

二十

︹課名︺4

三38

しちじゅうし

十五 夏⁝⁝⁝七十四
十五 弓流し⁝⁝⁝七十四

︹課名︺6

十鎌倉⁝⁝⁝七十四

七34
八34

十二211

十八 シャシン⁝⁝⁝七十七
十六 雪の日・・・⁝⁝七十七

七十七

しちじゅうしち

二36
四34

647
しちじゅうしちさい一じちんさい

七35 十六 兵螢だより⁝⁝⁝七十七

八35十六山のスキー場⁝⁝⁝七十七
十一

末廣がり⁝⁝⁝七十七

十一31十二 山の朝⁝⁝⁝七十七
十一一212

七十七歳

七996 市民があわてふためいてみる中を︑七十七

しちじゅうしちさい ﹇七十七歳﹈︵名︶1
歳の老元帥は︑赤坂離宮へと急いだ︒

しちじゆうに ︹課試︺2 七十二

四33 十五 にいさんの入管⁝⁝⁝七十二
九32 十二 炭焼小屋⁝⁝⁝七十二
十二927図

七十年

七十六

がらん
奈良七重七堂伽藍八重櫻︒

しちなんはっく

﹇七難八苦﹈︵名︶3

七難八苦

﹁願はくは︑われに七難八苦を與へたま

しやうがい

七難八苦は︑もとより望むところである︒

へ︒﹂と祈った︒

裏面1園

九価−〇

げた︒

﹇七人﹈︵名︶2

七人

九夏7 七難八苦の生涯は︑三十四歳で終りを告
しちにん

四284ぼくたち七人は︑白い 線にそって並び
ました︒

七年

十幽8その時︑七人の城主は︑いつれも︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇七年﹈︵名︶1

と誓った︒

りやうしよく

前後七年にわたる長い職に︑尼子方は多く
﹇七年間﹈︵名︶1

七年間
そこで︑更に七年間の工夫が置けられ︑み

﹇七年目﹈︵名︶1

七年め

七八人

土の中へもぐってから七年めに︑やっと長
﹇七八人﹈︵名︶1

﹇七万﹈︵名︶2 論意

十一一916図 かくて直義の五十萬騎︑楠木が七百饒
す ま
騎に打ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒
しちまん

下上の大軍にひしひしと取り園まれた︒

九悩6 尼子勢は︑ほどなく︑元春・隆景の率みる

﹇七万五千余騎﹈︵名︶1

七萬

九燭2 七萬の大軍に園まれては︑上月城は一たま
りもない︒

しちまんこせんよき

十一175図賊の寄せ手七萬五千鯨騎︑︿略﹀岩の

五千鯨騎

鑛石を運んでしまったあとの坑内に︑支

﹇支柱﹈︵名︶2 支柱

上を傳ひて︑一の木戸口の邊まで寄せたりけり︒
しちゅう

十ニー19

鑛石を掘る人︑鑛石を運ぶ人︑支柱を立

柱を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒

Oふかすのしち

稻村が崎︑名

七里が濱

﹁ボクハシチョウ兵ダヨ︒﹂

﹇十重兵﹈︵名︶一 シチョウ兵

﹇市中﹈︵名︶5えどしちゅう・とうきょう

十ニー23
てる署
しちゅう

しちゅう

二631囹

しちょうへい

七郎

七里が濱の磯傳ひ︑

﹇七里浜﹈︹地名︺1

﹇七郎﹈︹人名︺1

劒投ぜし古職場︒

十二744図工

しちりがはま

將の

しちろう

しばしもたまらず死にてけり︒
ぢちん

十一674図矢のなかばまで射込みたれば︑七郎は

門をはいると︑ゑい兵所に︑兵たいさん ろう

七百鹸騎

七401

じちんさい

七398

七29

地鎭祭⁝⁝⁝三十九

地鎭祭

今日は︑その地鎭祭がありました︒

﹇地鎮祭﹈︵名︶4 地鎭祭

八

ぢちん

八

興亡すべて夢 じちんさい ︹課名︺2 地一再 地鎭祭

七百年

歴史は長し七百年︑

﹇七百年﹈︵名︶1
英雄墓はこけむしぬ︒

﹇七百余騎﹈︵名︶2

正季︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑七百録騎を前後

に立てて︑大勢の中へかけ入りけり︒

十一一909図

しちひゃくよき

に似て︑

十二767図置

しちひゃくねん

が七八人腰をかけてゐました︒

四732

しちはちにん

い地下の生活が終るのです︒

七8610

しちねんめ

は︑當時から七年前のことである︒

十一一m2

しちねんまえ ﹇七年前﹈︵名︶1 七年前
いへもち
宮が︑︿略﹀︑將軍家茂に嫁ぎたまうたの

ごと佐吉の自動織機が完成された︒

十7910

しちねんかん

討死し︑それに糧食がとうとう書きてしまった︒

九重10

七十一一人の者ども︑皆五箇所︑三箇所︑ しちねん

しちじゆうににん ﹇七十二人﹈︵名︶1 七十二人
傷を負はぬはなかりけり︒

しちじゅうねんあまり ﹇七十年余﹈︵名︶1

七十八

八佃5 この爽見があってから︑七十年齢り過ぎて︑

弄り
︹画名︺
2

︹課名︺1

十六 夏の午後⁝⁝⁝七十八
十三 ぼくの小馬⁝⁝⁝七十八

しちじゅうはち

五35
九33
六33

しちじゅうろく

十四 軍旗⁝⁝⁝七十六
母の心に生

しちじゅうろくにち ﹇七十六日﹈︵名︶1 七十六日

七城

十178図圏 それより七十六日
汝︑
は︑
﹇七城﹈︵名︶2

きて︑今日の入城を待てり︒
しちじょう

十紹4 主家を守るべき七城のうち︑六城がすでに
落ちてしまった今︑
た か かげ

﹁︿略﹀︒﹂とたつねたことがあった︒

十幽5小早川盆景は︑七城の城主を集めて︑

十一一373図圃

しちせい 息ほくとしちせい
がらん
しちどうがらん ﹇七堂伽藍﹈︵名︶1 七堂伽藍

しつ一しっき
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七404 校長先生が︑地鎭祭といふのは︑︿略﹀だ
﹁今から︑地宵祭が始ります︒﹂

いじな儀式だと︑お主なさいました︒
七414園

七442園 これで︑地二相はすみました︒

しつ ﹇室﹈︵名︶9 室←かいけんしつ・せいひん
ちんれつしつ・ちんれつしつ
べにはりました︒

六872團 ただしくんの誓書は︑ぼくたちの室のか

七815團静かな夜の兵螢のどの室からも︑力強い
食込の聲が聞えて來るのは︑この時です︒

七822国 ぼくらが︑朝夕寝起きする室の壁ぎはに
は︑銃を立て掛けておくところがあって︑
してありますから︑

七827團室のすみからすみまで︑よくせいとんが
七佃1 その室にみたオランダ人が︑逃げ出して急
を知らせました︒

八梱5 まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑いく
つか並んでみるガラスの箱でした︒
八皿1 この室の中央に︑直樫五メートルぐらみの︑
まるい池があって︑

やうなものが︑順順に並んでみて︑

八冊5 次の室には︑ガラスを張った︑大きな窓の

﹇質﹈︵名︶1

質

室の中へしのびこむ︒

十一784 つめたい空誉が︑吸ひつけられるやうに
しつ

りして︑鐵の質を固くし︑強くします︒

︑90
ノQ︾− このやうに︑打つたり︑熱したり︑冷した
じっかげつ ﹇十箇月﹈︵名︶1 十箇月

シッカリ

おそくても一年二箇月たつと︑
﹇確﹈︵副︶29

しっかり

しつ

八165 バナナは︑苗を植ゑてから早くて十箇月︑
しっかり

かり

二801︹計図ゲンキデ︑オクニノタメニシッカリ
ガラスばちを︑爾手にしっかり持って︑

ハタラケト︑カイテヤラウ︒

三619
四296囹

おばあさんは︑しめきった一間の中で︑

﹁しっかり︒﹂

ぼくはそろそろとあるきだしました︒

四388

おばあさんの手に︑しっかりとすがりつ

しっかりとかぐやひめをだいてをります︒
四402

しっかりたのむよ︒

いてるたかぐやひめのからだは︑
四775園

日にやけた︑まつ黒な顔に︑白いはちまき

五767囲にいさん︑しっかり︒
五898

かかりの兵隊さんは︑︿略﹀︑利根のからだ

をしっかりしめてゐます︒

五㎜4

を︑しっかりとだきかかへました︒

これから︑しっかりと手をつないで行く
ぼくが︑山をのぼりかけると︑爾足をしつ

日本も南洋も︑みんなお米のできる國なのです︒

六471囹
六947

﹁今のうちだ︒﹂と元氣を出して︑みかた三

かりとっかまへて︑引っぱる者がある︒

六955

三人の工兵は︑火をつけた破壊筒をしっか

人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒

六伽1

武男くんたちも︑︿略﹀︑今のうちから︑

りとかかへ︑警告網めがけて突進しました︒
七844国

しっかりやるやうにしてください︒

木とか︑草とかにのぼって︑︿略V︑前足の

九205團園 ﹁おとうさん︑しっかり︒﹂

九947 先生の激働のことばをしっかり心にだいて︑

﹁小島︑廣田︑しっかり泳げ︒﹂先生の聲

先頭から順々に海へはいって行った︒

試運轄をして︑︿略﹀︑その震動の具合が

援がありがたかった︒

九994園
九m10囹

飛行機にお酒を供へたり︑しっかり頼む

どうかと︑しっかり確めてから︑

九掴9囹

9囹 ぼくは︑友だちと﹁しっかりやらう︒﹂

ぞと願ったり︑

九

あれは︑いけ花のいちばんもとになる

網の綱をしっかりつないでおくんだぞ︒

といひながら︑手をにぎった︒

十一998園

ものですから︑しっかりとおけいこをしておかな

十一帽6團

肩まで濁流につかって︑打ち込まれる橋

ければなりませんよ︒．
だくりう

柱を︑しっかり支へてるる兵隊がある︒

十二悩10

しっかりする し

十二搦7 私は︑その土をしっかりと握ってみた︒

しっかり・する ﹇確﹈ ︵サ変︶6

天のうずめのみことは︑しっかりした︑し

つかりする ︽ーシ・ーシロ・ーセイ︾

かもおもしろいお方でありました︒

五988

さあ︑私たちも︑しっかりしませうよ︒

九831 足もしっかりして來ました︒
十578園

十川1戯しつかりしろ︒

十川1園 しっかりしろ︒

十二701書しつかりせい︒

私は︑天蓋に鼻木をしっかりと結びつけた︒ しっかりなさ・る ﹇確﹈ ︵五︶ 1 しっかりなさる

つめで︑しっかりとそれにしがみつきます︒

七878
八499

﹁しっかりのぼれ︒﹂と叫ばれた︒

主翼も尾翼も︑しっかりと結びつけた︒

しっき

しっき
﹇湿気﹈︵名︶1 渥氣

毒虫と爆氣から逃れるために︑部落全艦

どくむし

十一晒1

しっき

三㎜⁝8圏圃 かめさん︑しっかりなさい︒

︽ーイ︾

八793囹

いろいろな大砲が︑どしどし作られて︑日

八508

八皿4

本の國をしっかり守ってくれるのです︒
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じっき一じっと

十騎

は︑高さ一丈ぐらみの竹で作った床の上にできて
﹇十騎﹈︵名︶1

みる︒

じっき

十一611図圓 夜討などいふこと︑汝らが同士軍︑
十騎二十騎の私ごとなり︒

十㎜10 道の爾側おのおの十キロ以内のとこぢを︑

じつキロいない ︵名︶1 十キロ以内
これに當ててるる︒

しっけい ﹇失敬﹈︵感︶3 シッケイ しっけい

日月

﹁タダシタン︑シッケイ︒﹂

﹁あら︑いやだ︑しっけいなんて︒﹂

六835團 シッケイ︒
六837囹
﹇日月﹈︵名︶2

六874国團
じつげつ

おし立ててみる者がある︒

羽黒

十二322

質素

葉のうらに︑きりぎりすは︑まだじっと

かぐやひめは月を眺めて︑じっと考へ

金の牛は︑もう︑じっとしてゐられなく

五455

きらきらと光って笑ったり︑青くすんで︑

二人は︑じっと︑うきを見つめました︒

じっと月を見つめてゐますと︑月は動かな

すると︑月は枝の間にじっとしてゐますが︑

てるられなくなった︒

六632 かう思ひつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし

てるる︒

六596 二人の村の人は︑子どもの後姿をじっと見

らへて︑静かに眠ってゐます︒

六254 それでみかんの木は︑しもや雪をじっとこ

雲はさっさと走って行きます︒

五鵬1

いで︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒

五鵬8

とにいさんを見つめる︒

五685団﹁ヒヒン︒﹂とないて︑大きな目で︑じつ

五665團馬は︑おとなしくじっとしてみる︒

じっと考へこんだりします︒

五561

見あげます︒

四季7 天人は︑悲しさうな顔をして︑じっと空を

なりました︒

四473

こむやうになりました︒

四356

してみるやうです︒

その当行方法として︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒ 三717

十歳

色のあまり黒くない︑十歳ぐらみのかはい

﹇十歳﹈︵名︶3

九273

じっさい

十歳の時︑軍に出て敵の首を取ったほど

い少女が︑日の丸の旗を振りながら︑

九旧5園

いはんや罪すでに十歳に到りぬ︒

強いおまへのことだ︒

十二892図鑑

︵感︶1しつ︑しつ

六脳5囹﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑ふしぎ

しつしつ

まるで失神したやうに︑かれはそこに突つ

﹇失心﹈︵サ変︶1失神する︽ーシ︾

に︑ねずみは︑じっとして動きません︒
十2210

しっしん・する

十センチ

立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒

︵名︶1

兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑
﹇質素﹈︵形状︶2

東郷元帥の家は︑質素な︑古い木造建であ

十87図御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑
しつど

と渥度に攣りのない土塁が選ばれ︑

しつど

十悩5園だから︑夏でも冬でも︑できるだけ温度

しつど
﹇湿度﹈︵名︶1 灘度

つた︒

七983

しっそ

十センチ︑二十センチと進んで行く︒

古聖8

じつセンチ
七6210 向かふに︑日月を金銀で現した錦の御筆を︑

十一179図 見あぐれば︑錦の御重に日月を金銀に
て打って着けたるが︑天日にかがやき渡り︑
じつげん・する ﹇実現﹈︵サ変︶1實現する︽ーシ︾

﹇実行﹈︵名︶1

の夢を實現しようといふのである︒

ゆめ

十799 人の力から︑機械の力に移すといふ︑多年
じっこう

十二339圏 しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ會
得して實行にかかる︒

に︑雪舟は︑いろいろと考へつづけました︒

六相7 柱にくくりつけられて︑じっとしてみる間

とら

ねずみは︑じっとして動きません︒

ぼくはそれを持って︑じっと金魚を見 六脳6 ﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑ふしぎに︑

デモ︑笑ハナイデ︑ジットガマンシテヰ

じっこう・する﹇実行﹈︵サ変︶3實行ずる︽ース じっと ︵副︶5一 ジット じっと じっと
マシタ︒

二426

三605

ル・ーセヨ︾

の教へを實行ずることに心掛けた者はなかった︒

十二252 三千人の弟子のうち︑顔出ほど︿略﹀師

ました︒

す︒

七478

七886 しばらくは︑そのままで︑じっと動かない

海賊どもは︑じっと耳を傾けて聞いた︒

金魚は︑やっとおちついたといふやうに︑ 六柵7 虎が︑じっとこちらを向いてすわってゐま

私は︑さっきから︑せいより高くのびた
草の中に︑じっと立ってゐます︒

三698

しばらくじっとしてゐましたが︑

三636

十二321 あらゆる欲望にうちかって︑禮を篤行せ
よといふのである︒

十一一328 顔回なればこそ︑この最もむつかしい教
へを︑そのまま實行ずることができたのである︒
じっこうほうほう ﹇実行方法﹈︵名︶1 實行方法

じつに一じつは
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でるますが︑

と見つめました︒

七931 今度は︑下を見ないで︑向かふの山をじつ

もしません︒

七二3 さうして︑そのまま︑じっとして動かうと

八988 鐵の柱は︑熱い櫨の中で︑じっとがまんを

七佃4 彌兵衛は︑じっとノイツを見つめました︒
してみるのです︒

八㎜3 職工さんは︑張りつめた氣持で︑機械が運
﹁おや︒﹂と思ひながら︑そこに立ち止って︑

労するのを︑じっと見つめてゐます︒
八価7
じっと見つめました︒

八伽4圃 この大空のはてのはてまで︑私たちは︑
︿略﹀︑じっと︑にらみ渡してみるのです︒

見つめた︒

九726 源作ちいさんは︑その煙のやうすをじっと
九741 源作ちいさんは︑もえさかるほのほの色を
じっと見た︒

九855 足をあげさせてひづめの裏をさうちしたり
しても︑じっとおとなしくしてゐます︒

九911 今どれか︸つの星を︑東へさし出た軒端に
すれすれに當てて︑下からじっと見てゐますと︑

九鵬9 川端の石に腰掛けて︑來し方行く末を思ひ

九二8 鹿介は︑それをじっとふみこたへたが︑
ながら︑鹿介はじっと水のおもてを眺めた︒
十301 二人は︑じっととんぼを見てみる︒

じっと私 を 見 つ め た ︒

＋5710
母も︑﹁︿略V︒﹂といって︑目に涙をためな

十498圏 わたしは︑じっと梢を仰ぎ見た︑

がら︑

十771佐吉は︑もうじっとしてゐられなくなった︒
た︒

＋備10 このまま︑じっとしてはみられないと思つ

十一113

王は︑母宮殿下にじっと御注目になり︑

兄が史記を讃んでみるのを︑そばでじつ

敬禮をあそばされた︒

十一352

さすがに子どもは︑じっと聞きながら目

と聞いてみて︑

十一426

日本軍がここにどっかり腰をすゑて︑濠

を伏せてみたが︑

十一川1

﹁︿略﹀︒﹂さう思ひながら︑修行者は︑じ

洲のかなたまでじっとにらみつけてみるのだ︒
十一一502

かう廣げて︑この金物でじっとしめる

つとそのものすごい形相を見つめた︒

十二818園

かう志げまして︑この金物でじっとし

によって︑要もとしめてでござる︒

めます︒

十二859囹

手に取るやうに見える距離まで追ひつめ

實に

一つ

船の人々は︑ほっとした氣持で︑その雨

もう︑じっとしてはみられない︒

て︑砲口をじっと向けると︑敵船は急に止った︒

十一一泌2
十二鵬6

十一一㎜10

だまって︑じっと見つめてみると︑

足をじっと見送ってみる︒

﹇実﹈︵副︶14

一つの星の呼吸さへ聞えて継るやうだ︒

十二川5
じつに

大阪は︑實に日本第一の工業都市で︑各種
昭和二十四年は︑第五十九回の正遷宮に當

の工業がさかんに行はれます︒

八894
九105

あまみ

るが實に一千二百有齢年の歴史を重ねてみる︒

甘味は少いが︑働いたぼくたちには︑實に
草原では︑たとへ小さなオボでも︑旅をす

うまい︒

九川7
九珊4

十272

月の世界に都があって︑そこで天人が舞つ

秋の空は︑實に高い︒

る者には實に大きななぐさめであり︑

十428

てるるなどは︑實に美しい想像ですね︒

短期間にあれほど進むとは︑實にえらい︒

が實に勇ましいことです︒

十901園私のいちばん感じたことは︑日本の軍人
十922園

更に︑中支那・南支那のものを合はせたら︑

十939園閣下は︑實にりっぱな方です︒

尊敬や謙遜の心をこまやかに表すことの

實におびただしい敷字にのぼるであらう︒

十㎜3

十一318

目の前のゴムの木の根へ︑︿略﹀稻妻が

できるのは︑實にわが國語の一大特色であり︑

あらゆる生命の源泉であるだけに︑それ

宮の御文は︑實に言々血涙の御文章であ

鋭く切り込む時など︑實にすさまじい光景である︒

十一圏12

十二憶2
つた︒

十二伽6

﹇十羽﹈︵名︶1 十羽

はまた實に偉大な存在である︒
じつぱ

じつは

實は

八64 時には︑十羽二十羽も︑ずらりと並んでゐ

ることがあります︒

じつは︑海でつりをしてみたら︑つりば

﹇実﹈︵副︶6

五佃1園

じつは

じつは︑この間︑つりばりをのどにかけ

りがなくなってしまひました︒

まして︑たいへん苦しんでみるところでございま

五重5園
す︒

八冊9 ﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑あの頭

しかし︑このやうに星が動くといふのも︑

といってみる部分が實は胴で︑

實はわれわれの住んでみる地球がまはるから︑さ

九926

う見えるだけのことですが︑

十一佃8園實はその︑今ちよつと門口で聞いたの

黒鮎と呼ばれるもので︑見たところごま

ですがII
十二髄6
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しっぱい一してんろっキロ

粒のやうだが︑實は地球より大きいのがあり︑

しっぱい ﹇失敗U︵名︶2 失敗
を作りあげたが︑これもまんまと失敗であった︒

疾風

︽1へ︾

さいだん

多量ながら︑ただ今︑お名をさしあげま

書きつけに合ってうれしうござる︒し

シテ

して

δかろうじて・さし

いかにも大きな末廣がりぢや︒して︑
17

新しい仔が代ってとび出して行くなど︑ま
さしもの大堤防も︑日ならずしてできあが

谷深くして萬丈の青岩道をさへぎる︒

波は山のごとくなれども︑沈着にして

ジンヰ

ミ

イ

ツ

一二天皇陛下ノ御稜威ノ致ス所ニシ

幸ひにしてこのころは︑割合ひなぎの日

山上最良の作である︒

やまのうへのおくら

をのこやも空しかるべき萬代に語り

﹇死出﹈︵名︶1 死出

つぐべき名は立てずして

してみると

もし國語の力によらなかったら︑われわ

けうりやう

自五車

﹇四天王寺﹈︵名︶2

をふんで︑橋梁地へかけつける︒

十一902

︵名︶1

四・六キロ

中房温泉から四・六キロと記した道標が

してんろっキロ

動物園があり︑

八945 四天王寺に近い天王寺公園には︑美術館や

ど︑みんな古いいはれのある神社やお寺です︒

八942 また︑日本最初の寺といはれる四天王寺な

してんのうじ

四天王寺

十二鵬1 鐵砲をかついだ工兵が︑自華車のペタル

じてんしゃ ﹇自転車﹈︵名︶1

みるといはなければならない︒

赴くのも︑︿略﹀︑一つには重語の力があづかって

してみると︑一旦緩急ある時︑國を暴げて的野に

れの心は︑どんなにばらばらになることであらう︒

十一一備2

してみると ︵接︶1

とて︑︿略﹀︑海へつっとそ入りにける︒

十桝1図國﹁いざ︑おのれら︑死出の旅の供せよ︒﹂

しで

十二444図圃

が多い︒

十一982

テ︑固ヨリ人爲ノ能クスベキニアラズ︒

モト

十一571呼量

熟練なるわが砲員の撃ち出す砲揮は︑

十一541図

ずも支へたり︒

十一185図引かんとするもかなはずして︑心なら

十一169図

て一片の白雲峯を埋め︑

十183図圏甘し︑母は聖壇をしつらへ︑日の丸の 十一168図 そもそも笠置の城と申すは︑山高くし
小旗二もとをかかげつ︒

︵接助︶

則るるやうにすべること二町鹸にして︑

天地ときは

あめつち

浦安の安らかにして︑

されど債あまりに高くして︑買ふもの一

されば︑家貧しくして苦しむなどは︑

飛行機の整備なくしては︑空中職も敵地
こくたん

文机は紫檀にも黒檀にもあらずして︑た

爆撃もありませんよ︒
したん

つた︒

十幡5

ことに簡にして巧みなものであった︒

十817

行幸ありし時の玉座︑今もそのままに拝せらる︒

十88図御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑

だ黒きぬり机なり︒

十78図

九伽9囹

世のつねのことなり︒

九685図國

人もなく︑

九663ロロ凶

みはあらず︑

九71図圃

やや平なるところに着きぬ︒

八336図

堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

八319風後は山けはしく︑前は海近くして︑守り

て・またしても・をして

して

あの書きつけに合はせてみたか︒

十二849園

て︑便はいかほどでござらうか︒

十二8110囹

して︵接︶2して

せう︒

七1710園

十778 佐吉は︑︿略﹀これならといふ一壼の織機 しつれい ﹇失礼﹈︵形状︶1 失禮
十784 今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて︑
面目を一新した設計圖ができあがった︒

しっぱい・する ﹇失敗﹈︵サ変︶1失敗する︽ーシ︾
﹇疾風﹈︵名︶1

九754 失敗した時は︑ひどく氣持が悪い︒
しっぷう

めざして押し寄せた︒
﹇十遍﹈︵名︶1

十返

十二204 北方から疾風のやうに︑皇軍はダバオを
じつぺん

シッポ

十二929図 客殿に並みみて︑垂準十返ばかり同音
﹇尻尾﹈︵名 ︶ 一

に唱ふ︒

しっぽ

失望

ニ495 タベナガラ︑トキドキシッポヲフッテ
﹇失望﹈︵名︶1

ヰマシタ︒

しつぼう

十一一櫛5 この將校は︑恐怖と失望とでがっかりし
たやうすであった︒

しつぼう・する ﹇失望﹈︵サ変︶1失望する︽ーシ︾
十二614 世間はすっかり失望してしまった︒
しっぽうやき ﹇七宝焼﹈︵名︶1 七肩焼
たい せ う

十二川9 雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と

質問

が︑あざやかに封照して︑まるで大きな型置焼の
﹇質問﹈︵名︶2

置物でも見てみるやうだ︒
しつもん

問もし︑それで予を啓幸してくれることがある︒

十二337囹 ほかの弟子は︑教へについて︿略﹀質

しつらふ

十一一338園 しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ會
﹇設﹈︵ 下 二 ︶ 1

得して實行にかかる︒
しつら・う

しとう一しな
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﹇四頭﹈︵名︶1

立ってるる︒

しとう

つてゐます︒
﹇ ▽ こ し どう

四頭

自動車

十942園私は︑馬がすきで︑旅順に四頭の馬を飼
しどう

じどうしゃ ︹山名︺2 自動車

三871 二十三 自動車
﹇自動車﹈︵名︶17

ジドウシャ

三311 二十三 自動車⁝⁝⁝八十七
じどうしゃ

εかもつじどうしゃ・のりあいじどうしゃ・ポンプ
じどうしゃ

自動織機

ぢとう

しとしと︑細

第︸回の大典は︑持統天皇の御代に行はれた︒

シドニー沖

もえて明かるい若草に︑

︵名︶一

翼赤な太陽が︑シドニー沖の海面に落ち

﹇四度目﹈︵名︶1 四度め

四度めの眠りをすましたかひごは︑二日三

﹇仕留﹈︵下一︶1 仕とめる

︽ーメ︾

﹇支那﹈︹地名︺17 シナ 支那 5きたしな・

シナニモトドキマス︒

この次におあひする時には︑職孚のこと

ここは︑支那のある町です︒

2

四

そこで遊んでみる支那の子どもたちが︑

五163
五206

かはいがって育てたみかんが︑︿略﹀遠い

静かな︑明かるい︑支那の春です︒

支那の子どもたちが︑六七人やって來まし

本の兵たいさんは︑︿略﹀車を引いて行きます︒

四佃4 支那の子どもたちに手つだはれながら︑日

四研2

や︑支那の子どものお話をしてあげませう︒

四m7團

ニー75圃

なかい

なかしな・ひがししなかい・みなみしな・みなみし

しな

つたのである︒

九伽5 大男のかれは︑鹿介を力で仕とめようと思

しと・める

日すると︑からだもずっと大きくなって︑

五386

しどめ

てから︑二時間もたったころであった︒

十二搬10

シド＝1おき

い雨が降る︒

六悩3圃

市内には︑自動車が走り︑電車が走り︑地 しとしと ︵副︶1 しとしと

ですから︑

八952
騨前には︑馬車や自動車が行ったり湿たり

下鐵道も通じてゐますが︑

九㎜1

自動車に乗って︑タンジョン・プリヨク

してみる︒

十一川4

の港から︑ジャカルタの町へ向かって行く︒

自動車の運猿手は︑若いジャワ人で︑
自動車小屋

まつ︑自動車小屋が見るまに焼けた︒

﹇自動車小屋﹈︵名︶1

︿略﹀タマリンドの並木路を走り績ける︒

十一㎜2

七㎜10

じどうしゃこや

路

二623 一郎サンバ︑オモチャノジドウシャヲ じどうしゃどうろ ﹇自動車道路﹈︵名︶︑2 自動車道
持ッテ︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ ト イ ヒ マ シ タ ︒

ある少年は︑自動車道路の見張りを受け持
﹇自動織機﹈︵名︶6

そこで︑更に七年間の工夫が績けられ︑み

これが︑日本における自動織機の始祖であ
そのころ︑わが國で使はれてるた外手製の

外國製の自動織機と︑佐吉の自動織機と︑

た︒

十804

六289
何千塁といふ自動織機が勢そろひをして︑
ぢとう
﹇持統天皇﹈︹人名︺1 持統天皇
この御書は︑天武天皇の御亡に定められ︑

大きいのは︑漏洲や︑支那や︑南洋などへ

行く船です︒

七5510

おほはれてゐます︒

六852団支那の重い野原は︑今︑白い雪で一面に

支那へも︑滞洲へも︑旅だつのだと思ふと︑

この自動織機の出現によって︑日本は︑

九104

じとうてんのう

︿略﹀︑すばらしい速さで織り出す光景は︑

十825

︿略﹀︑世界に乗り出すやうになった︒

十823

てるるかを験すことになったのが︑

自動織機と︑佐吉の自動織機と︑どちらがすぐれ

十803

る︒

十801

ごと佐吉の自動織機が完成された︒

十7910

じどうしょっき

つてみたが︑急病で寝込んでしまった︒

十刎2

り︑水路があって︑

三875 と中まで來て︑ふと見ると︑正男さんの 十㎜11 交通路には︑鐵道があり︑自動車道路があ
家の前に︑自動車が止ってゐました︒
三883園 ﹁自動車のこしゃう︒﹂といひました︒
の車・を持って來て︑とりつけました︒

三898 さうして︑自動車につけてあったほか
をぢさんたち三人は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

自動車に乗りました︒

三906

三909 自動車がうなりだしました︒
三916 自動車は動きだしました︒

三918 自動車は走って行きます︒
三919 私たちは︑自動車が見えなくなるまで︑
見てゐました︒

四198道が︿略﹀のぼりになって︑自動車は大
きな音をたてて︑ぐんぐんのぼりました︒
六406 せきゆは ︿略﹀︑自動車や船を走らせたり
するのに︑なくてはならないものであることを︑
六柵8 雷一車や︑自動車が︑ひっきりなしに通りま
す︒

八810 汽車や自動車も︑かなはないくらみの早さ
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十㎜9 殊に支那のやうに︑廣くて大きな國では︑
交通路が何よりも大切である︒
全に保つことができないうちは︑支那の活動も︑

たも

十㎜6 この長い長い交通路を︑りつぼに整へ︑安
襲達も望めない︒

十価9

だいぜん

﹇支那人﹈︵名︶1

だいぜん
品川大膳

支那人与マライじん

敵方に︑品川大膳といふ荒武者がみた︒

﹇品川大膳﹈︹人名︺1

もともと支那各地で︑いろいろな音が行は

れてるたのが︑

九伽8

しながわだいぜん

しなじん
しなじんインドじんたち

さいいうき

十一別1支那人は︑どこへ行ってもさうであるや

さんごくし

十㎜4 三國志とか︑西遊記といった支那の昔物語

︽ーッ︾

みる︒

しなせん

支那船

﹇信濃金梅﹈︵名︶1

しなのきんば

さうして︑日本船や支那船が︑貿易するの

四310

五141

二十二

四
四

支那の子ども⁝⁝⁝十四

支那の春⁝⁝⁝十四
支那の春

信濃丸

しなの

支那町

品物

六809園

開いてみると︑あなたのみもん文といっ

さあ︑どんな品物を送ってあげるかな︒

かうして︑多くの品物が︑自由自在に集つ

しょに︑いろいろな品物が出て來ました︒

六858團
八905

たり︑散らばったりするので︑
ちんれつ

品物を見ていただきたいと思ひます︒

十伽3園 これから︑製品陳列室で︑できあがった

支那料理

長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなるや

﹇地鳴﹈︵名︶1 地鳴り

十207

じなり

﹇支那料理﹈︵名︶1

うな地鳴りとは︑

しなりょうり

次男

八237国命あれは︑支那料理の店のかんばんです︒

長男は南山で︑次男は二百三高地で︑そ

﹇次男﹈︵名︶1

十932囹

じなん

る

十一656図圓

しにかさな・る

阪東武者のならひとて︑大將の前に

は親死に子討たるるともかへりみず︑いやが上に

も死に重なって戦ふと聞く︒

九麗10

まことに死物ぐるひの職であった︒

しにものぐるい ﹇死物狂﹈︵名︶1 死物ぐるひ

ふちはらののぶたか

大きくなって︑藤原宣孝の妻となりま

死人

死ぬ ︽ーナ・i二・ーヌ・ーン︾

さしもに深き累々︑死人にて埋まりけ

﹇死人﹈︵名︶1

δやけしぬ

し・ぬ ﹇死﹈︵五︶19

り︒

十一223図

しにん

したが︑不幸にも早く夫に死に別れました︒

十一358

レ︾

わが哨艦信濃丸より︑無線電信にて しにわか・れる ﹇死別﹈︵下一︶1 死に別れる ︽一

せうかんしなの

﹇信濃丸﹈︵名︶1

十一525図

しなのまる

支那風

南洋のどこの町にも見られるあの支那風

﹇支那風﹈︵名︶1

﹁敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒

しなふう

十一加2

﹇支那町﹈︵名︶1

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒
しなまち

このあひだ︑支那町を見に行った時︑お
﹇品物︺︵名︶4

もしろいかんばんが見つかりました︒

八232国
しなもの

﹇死重﹈︵四︶1死に重なる︽ーッ︾

右手に見おろす斜面に咲き績く黄色な花 れぞれ戦死をしました︒
しに 5いぬじに・うちじにする・うちじにつかまつ
は︑大きなのが﹁しなのきんばい﹂︑

十一9110

い

しなのきんばい

をさまたげるために︑

七皿2

﹇支那船﹈︵名︶1

うに︑ここへも支那の生活をそのまま持ち込んで

十二5 あれほど廣い支那のことであるから︑
をやるつもりなのだが︑

十一別1 支那人は︑︿略﹀︑ここへも支那の生活を
そのまま持ち込んでみる︒

十一別3 團結力の強いかれらは︑またたくまに支
しふくわん

那街を作り︑そこに支那でやって來たのとそつく
け んたうし

りそのままの生活と習慣とをくりひろげる︒
ともある︒

十二445 憶良は︑遣唐使に從って支那へ渡ったこ

しなふ

五25

市内には︑自動車が走り︑電車が走り︑地 四餌1 二十二 支那の子ども
しなのはる ︹課名︺2 支那の春

﹇ 擁 ﹈ ︵ 五︶1

かんとん

しなかくち ﹇支那各地﹈︵名︶1 支那各地

那街を作り︑

十一別3 團結力の強いかれらは︑またたくまに支

つた返したやかましさは見られない︒

十一加11 上海や廣東あたりの支那街の︑あのご

しゃんはい

しながい ﹇支那街﹈︵名︶2 支那街

るひやうしに︑

五634 すると︑ 一度しなったあはの董が︑はね返

しな・う

市内電車のやうに町の中をどんどん走る︒

十一㎜1 まもなく︑汽車はマゲランの町にはいり︑

しないでんしゃ ﹇市内電車﹈︵名︶1 市内電車

下竜道も通じてゐますが︑

．八952

通じ︑

八899 その川水は︑市内の何十といふ堀から堀へ しなのこども ︹課名︺2 支那の子ども

しない ﹇市内﹈︵名︶2 市内←ダバオしない

しない一しぬ

しぬ一じばく
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五385 そののち︑だんだんやせて行って︑三日め
には︑五匹とも死んでしまひました︒

心残りなく笛を吹いてから死にたいと思った︒

七461 自分は樂人であるから︑一生の思ひ出に︑

どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思

永久の命を得ようといふのだ︒

十二706
風はぴたりと死んだやうに止んで︑

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒
十二鯉10

九608図國

御前に︑

死ぬるかくごで

わが陸軍のひかりの軍旗︒

天皇陛下の

十一214図

聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ

れのごとくくだるさま︑人わざとも思はれず︒

八343図

漕水艦は︑︿略﹀︑敵の港の中へしのびこ

しのびこ・む﹇忍込﹈︵五︶2しのびこむ︽ーム・
六347團

ーン︾

つめたい空氣が︑吸ひつけられるやうに

んだりして︑ふいうちをする︒

十一784

室の中へしのびこむ︒

十63図

ル・ーレ︾

つつしみて︑御在世中の大御歌・御歌を

しのびまつ・る﹇遵奉﹈︵四︶2しのびまつる︽一

おどろきて死にたるなり︒

二言ともいはず︑兄弟同じ枕に倒れ重

﹁矢は當らぬに︑死にて候︒﹂

九6010図圓

昔の武志野の面影︑そのまま今に残りて︑
阪東武者のならひとて︑大將の前に

なって死にけり︒

し・ねる

九鵬9

へ
大君の邊にこそ死なめ︑
︽ーネ︾

︽ービ︾

しづのをだまき

かへしし人をしのびつつ︒

若宮堂の舞の袖︑

﹇偲﹈︵四︶1 しのぶ

とこしへに大御心をしのびまつるも︑
しの・ぶ

くり返し︑

十419

夜︑月から地球を見るとすると︑われわれ

かへりみ しばい ﹇四倍﹈︵名︶1 四倍

が常に見る月の四倍ぐらみな地球が︑天にかかつ

死ねる

﹇死﹈︵下一︶3

て見えるわけです︒

ル︾

しばかり

しょねつ

そうあん
きれいに作ったしば垣の内の僧庵に︑

﹇柴垣﹈︵名︶1 しば垣

﹇柴刈﹈︵名︶一 シバカリ

十一3710

しばがき

僥けっくやうな暑熱が地上を支配する︒

十一π12

やがてぎらぎらと太陽が中天にのぼると︑

﹁先生が生きていらっしゃる限り︑ど しはい・する ﹇支配﹈ ︵サ変︶ 1 支配する ︽ース
﹁先生が生きていらっしゃる限り︑ど
しのぎ

うして私が死ねませう︒﹂といった顔回が︑

十二355園

うして私が死ねませう︒﹂と答へた︒

十二271囹

しかし︑かれはまだ死ねなかった︒

はせじ︒

十二417図圏

しばしもたまらず死にてけり︒

十一674図矢のなかばまで射込みたれば︑七郎は 十二763団圃

は親死に子音たるるともかへりみず︑

十一655図圖

しのびまつれば︑
むさしの

十96図

びて倒るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒

八331図試みに数匹の馬を追ひ落したるに︑ころ

敵地に進む︑

六778圏

七579 賊は︑坂からころげ落ちて︑たちまち五六 し・ぬ ﹇死﹈︵ナ変︶8 死ぬ ︽ーナ・一二・ーヌル︾
千人も死んだ︒

七色8 もし翻れないなら︑むしろオランダ人と戦
つて︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒

八115 途中で死んで蹄って來ない燕も︑かなり多
いといふことです︒
で死んで行く蒙古人たちにとっては︑

九㎜9 文字通り大自然のふところに生まれ︑そこ
せんざいいちぐう

十617園﹁千載一遇の好機である︒全力をつくせ︒﹂
﹁ は い ︑ 死 ん で 錦ります︒﹂

十一128園 この附近の住民が病氣で︑今にも死に
さうだと申してみるのでございます︒

十一431 紫の君は︑︿略﹀おばあさんに死なれて︑
たった一人この世に取り残されてしまった︒

十一㎜6 十一月ごろまではよく灰が降り︑植物は
枯れ︑名物のほたるまでが死んでしまふ︒

十二235 今までしんと静まり返って︑死んだやう
になってみた校舎の中から︑
﹁︿略﹀︒﹂といった顔回が︑先生よりも先

十二268園 死んだのではないかと心配した︒
十二357
に死んでしまっ た ︒

十二4110

﹇錦﹈︵名︶1

しの

思へば︑しのぎをけつつて職ひぬいた爾將
軍である︒

十889

大君のお側で死なう︑この身はどうなつ しのぎ

てもかまはない ︒

十一一447 男と生まれた以上︑萬代に傳ふべき名も

十二43図圏

﹇忍﹈︵下二︶1

ぐいはほの力をぞおもふ
しのば・す

しのばす

︽ーセ︾

る︒

十692

その自爆と同時に魚雷がレパルスに命中す

しの・ぐ ﹇凌﹈︵四︶1 凌ぐ ︽ーグ︾
立てないで︑どうして空しく死なれようか︒
一714 オヂイサンバ︑山ヘシバカリニ︑
しの
十一一491 花は咲いてもたちまち散り︑人は生まれ
いそ崎にたゆまずよするあら波を凌 じばく ﹇自爆﹈︵名︶2 自爆

てもやがて死ぬ ︒

十二538圓 どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑

655
じばくする一しばらく

しょである︒
自爆する

︽ーシ︾

十693 惹いてまた一機︑これも自爆と命中といつ
﹇自爆 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

しばし

林の

十677 機はぱっと赤い火を吐きながら︑火だるま

じばく・する

﹇暫﹈︵副︶ 1 8

になって自爆した ︒
しばし

奥の秋の静けさ︒

八448車馬 たたずみて︑ しばし聞きいる

ゑ

もん

﹁待てしばし︑︿略﹀︒﹂と思案して︑

十一6310図皇朝︑しばし支へて防ぎけるが︑
十一648図園

かうして︑北洋にただよふ小船のせま苦

しばしもたまらず死にてけり︒

十一674図矢のなかばまで射込みたれば︑七郎は
十一㎜6
しい船室に︑しばしの夢が結ばれる︒

皇帝陛下は︿略﹀︑皇軍の將兵︑戦残
しばしば

なくなりましたが︑

五494 茂った竹やぶがあって︑しばらく川が見え

子どもたちは遊ぶことをやめて︑しばらく

流れこんで來ました︒

五503 しばらく行くと︑向かふの岸から︑小川が
五皿7

しばらくは︑﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂と︑

月を見てゐました︒

たがひにいひはってゐました︒

五餌3

さうして︑しばらく枝こしに月を見てゐま

したが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五餌8

ばらく︑目をつぶっていらっしゃい︒

五柵1園私が︑その舟を押してあげますから︑し
五塵7

海の神様は︑しばらくお考へになって︑

くめでさせたまひて︑しばしば行啓あらせられた

ち

﹁︿略﹀︒﹂と︑尊はしばらく考へていらっし

それからしばらくして︑少年はいひました︒

あとしばらくで︑かげがく略﹀︑ぼくの

へる︒しばらくして︑正男﹁待てよ︑︿略﹀︒

七686 正男さんは︑あちらこちらと歩きながら考

七281

やいましたが︑

七216

らくすると︑雪舟がかはいさうになりました︒

六備7 自分の部屋へ蹄ってみた和尚さんは︑しば

しやった︒﹁︿略﹀︒﹂

六674 しばらく見てゐられたおかあさんは︑おっ
ここの住宅地に明け暮れを送ると︑しば
かうきやうがく

よく晴れた朝など︑この一大交響樂に
しばしば目をさまされることがある︒

十一圏1

しば北緯一度半の熱帯にみることを忘れてしまふ︒

十﹇惣5

りとそ︒

この御苑は︑︿略﹀︑昭憲皇太后かぎりな

敵の前軍はしばしばくつれた︒

鹿介は︑職ってしばしば手がらを立てた︒

﹇屡﹈︵副︶5

の勇士に︑しばし祈念を捧げたまうた︒

十一一柵6圏

九伽6

齢一︑目を閉ぢ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし神 しばしば

さ

十94図

信長︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし感じてやまざ 九撹10

に祈りて見開けば ︑

八735図

りナり︒

九6910図

九衙3 二人はしばし水中で職つたが︑︿略﹀︑鹿革
は大力の新左衛門を組み伏せてしまった︒

き

十72図西神門を出でて行く道は︑しばし森林の
奥に人をいざなふ ︒

十435図 かま場より出でし喜三右衛門は︑しばし
縁先にやすらひぬ ︒

う

宇治橋を渡ると︑青々としたしばふがつ
しばふ

やがて木立遠ざかりてみどりの芝生遠く

七713囹

でるますが︑

せいと同じ長さになります︒

廣く績き︑︿略﹀︑尋物殿を望む︒

七886 しばらくは︑そのままで︑じっと動かない
しばらく

一心すると︑今度は︿略﹀奇怪な物の精
﹇暫﹈︵副︶41

八6610

この重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしば

にほほをすりつけて︑途中の無事を祈った︒

の右の足にとりつけた兵は︑しばらく鳩のからだ

八654 通信紙をつめたアルミニュームの管を︑鳩

つづいて起る鯨震におどろいて︑

金魚は︑やっとおちついたといふやうに︑ 七978 命からがら逃げ出した者も︑しばらくは︑
またしばらくこぎます︒

しばらくじっとしてゐましたが︑

三635

しばらく

十一備1

しばふ
が寄り集って︑夜の芝生にをどるやう︑

十74図

づいて︑鶏が遊んでゐました︒

五93團

しばふ
十439図 この美しさに︑しばし見とれたる喜三右 しばふ ﹇芝生﹈︵名︶3 しばふ 芝生
衛門は︑︿略﹀直ちにまたかま場へ引き返しぬ︒

十474図かれは︑一枚の皿を爾手にささげて︑し
ばしかま場にごをどりしぬ︒

十一119 軍務のおつかれで︑王は︑ある草しばし
かり寝のゆめをお結びになってみたが︑

十一195図十三束三伏せの矢をつがへ︑満月のご
とく引きしぼり︑しばし堅めてちょうと放つ︒

十一216図 矢叫びの音︑ときの聲︑しばし止む時
なかりけり︒

ほんたうにしばらくでしたね︒

しばらく行くと︑牛の引いてみる車を
おひこしました︒

四195

四151園

十一2310図 しばし祈念をこらしつつ︑︿略V黄金 三857
しみつ

作りの太刀を抜きて︑海中へ投げ入れたり︒
てこそ立ちとまりつれ

十一344図圃 道のべに清水青るる柳かげしばしと

しばりあげる一じぶん
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らく飛び績けてるたが︑
﹁︿略﹀︒﹂しばらく考へてるたガリレオは︑

やがて︑自分の脈を取ってみました︒

八鵬7

れる水の清さに︑目をうばはれるのであるが︑

ふち
九126 しばらくは︑︿略﹀青い淵や︑勢こんで流

九182神代さながらの山中は︑しばらくの間︑打
ち入れるをのの響きのこだまで滞たされる︒

九338 しばらくして顔をあげると︑巡査のあとに
ついて出て行く母の後姿がちらと見えたきり︑

九656図國 すべて物は破れたるところをつくろへ
ば︑しばらくは用をなすものぞ︑

九798 父は︑しばらくだまってゐましたが︑
﹁︿略﹀︒﹂と許してくれました︒

九旧6 しばらくはたがひに呼吸をはかってみたが︑

十冊9 水兵は驚いて立ちあがりしばらく大尉の顔
を見つめてみた が ︑

十262 高下では︑しばらく何の話し聲もなかった︒
で深く重書にわびた︒

十748圓 しばらくお許しください︒﹂と︑心の中
十矧3 といって︑その任務は︑しばらくも捨てて
おくことができない︒

十矯11 黄色や︑紅白の糸たばがくりひろげられて︑
しばらくは話がにぎやかに績く︒

十一187図 しばらくありて︑木戸の上なるやぐら
より︑名のりけるは︑

十一811 しんせつな山のお招きの席に︑しばらく

十一麗5

﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれはしばらく澄み

多量の出血に︑しばらくは氣を失ってゐ

きった空を眺めてみたが︑
十一一6710

︵下一︶

1

しばりあげる

立ってしばらくこちらを見てみた母が︑

た聞多が︑ふと見まはすと︑

十二鵬3
﹇二上﹈

左手をあげた︒

︽ーゲ︾

しばりあ・げる

それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあげた
﹇縛付﹈

︵下一︶

1

しばりつける

ままで︑長い間だんばんをつづけました︒

七三8

︽iケ︾

しばりつ・ける

ハンマーや︑シャベルや︑つるはしを荷

﹇縛﹈︵五︶一

シバル

︽ーラ︾﹇▽くいしば

物塁にしばりつけ︑鐵砲をかついだ工兵が︑

十二撹10
しば・る
る

︵名︶

2

慈悲

むこくほうとだいじ

オヂイサンバ︑トウトウシバラレテシマ
﹇慈悲﹈

ヒマシタ︒

二938
じひ

ひ︒だいじひ

佛の慈悲によって︑助ける道でもあらば
といふ下心であったらう︒

十二626

地ひびき

地響き

とよもす秋の査すぎ

めりめりと氷が割れる︑砕ける︑地響

きをたてながら︒

十一51圃

このままにしておいたら︑四百の命が︑村

﹇四百﹈︵名︶1 四百

十218

しひゃく

四百キロ

一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗

︵名︶1

もろとも一のみにやられてしまふ︒

十二棚3

しひゃっキロ

﹇痺﹈︵名︶1 しびれ

つて行くとしても︑

しびれ

まだできあがらない橋のたもとには︑戦

車隊・野砲隊・衛生隊が︑しびれを切らして待ち

十二鵬5

しぶき

あの時︑ざくつとおや指を皮に突き立て

︵名︶4

かまへてみる︒

しぶき

十495圃

炸裂する揮の破片が︑海上一面にしぶきを

たら︑しゅつと︑しぶきがほとばしって︑

大粒の雨が︑ものすごい音をたててゴム

立ててみる︒

十661
十一圏7

船もまた両舷にかみ出す白いしぶきを︑

の葉をたたき︑しぶきをあげ︑

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

ひ いろ

十二川3

正行︑︿略﹀父の首を見て︑悲しみに

ジブン

自分εごじぶん

たへず︑ひそかに持佛堂の方へ行きけり︒

十二943図

どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思 じぶつどう ﹇持仏堂﹈︵名︶1 持佛堂
﹇地響﹈︵名︶5

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒

十二706
じひびき

サルハジブンバカリタベマシタ︒

﹇自分﹈︵名︶64

二273

サルハ︑ジブンガワルカッタトアヤマリ

四559

をんどりは︑︿略﹀︑鏡にうつる自分の

四476 金の牛は︑自分のからだが金であった
ことを︑すっかり忘れてみたのです︒

マシタ︒

二306

﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響きとと じぶん
もに︑東京の何十萬の家は︑一度に震動した︒

七973

八574

は︑すべてを忘れて立ってるた︒
十一891 それからも︑しばらく道が急だつた︒

ものすごい地響きにおどろいて︑町の入々

十一鵬6 二人は戸外にたたずんで︑しばらく耳を
澄ましてみたが︑

十175図圏汽車の來る重き力の地ひびきに家鳴り

は︑皆とび出して來ました︒
つち
八978 それを大きな鐵の槌が︑ごとん︑ごとんと
うす
地響きをたてながら︑臼のやうにつぶしたり︑
や な
﹁︿略﹀︒﹂

十一川2 しばらくして︑兄は恐る恐る近寄って︑
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かげをめがけて︑とびついて來ます︒
りと思ってみるのだな︒﹂

四563園 ﹁おや︑自分のかげを︑ほかのをんど
四746 私は︑なんだか︑自分が呼ばれたやうに
思ひました︒

五399 細い糸を︑さかんに口から出して︑自分の
からだのまはりを包んで行きました︒

五679團自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し
でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒
いつまでも忘れられないで︑

五692團 だから︑自分のかはいがつた馬のことは︑

五撹1 自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬になるの
だと思ふと︑うれしくてたまりませんが︑
トルの深さに沈んでみるか︑

六329團 自分の乗ってみる潜水艦が︑今︑何三戸
六813 弟は︑自分の机の前へ行って︑何かさがし
始めました︒

六二7 自分の部屋へ錦ってみた和尚さんは︑しば
﹁西の國で︑自分より強い者はない︒﹂

らくすると︑雪舟がかはいさうになりました︒
七145園

いで︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

七252 少年は︑自分の苦しいことは一口もいはな

だと感じたのかも知れません︒

七279 これつきり︑自分は︑遠いところへ行くの
七459 ただ︑自分は狂人であるから︑︿略﹀︑心残
りなく笛を吹いてから死にたいと思った︒
と思って︑用光は︑静かに吹き始めた︒

七471 これが︑名人といはれた自分の最後の曲だ
七472 曲の進むにつれて︑用光は︑自分の笛の音
によったやうに︑ただ一心に吹いた︒

七839国上官のかたがたは︑ぼくらを︑自分の弟
自分の家を嶢くのは︑近所の家々へ︑めい

か子のやうにしんせつにしてくださいます︒

田川9
わくをかけることになる︒

今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑
燕は︑決して自分の國を忘れません︒

この糸を自分の方へたぐり始めました︒

七価2
八118

明くる日になって︑やっと︑大石橋の自分

私は自分で拍手をした︒

けめぐってゐます︒

九桁9囹飛行機が︿略﹀並んで蹄って來る時︑あ

自分の飛行機を早く知りたいために︑尾

れは自分の飛行機だといふことがわかりますか︒

翼にちよつと色をぬっておくとか︑

九佃8囹

十138囹すべて上官の命令を守って︑自分の職務

に精を出すのが第一だ︒

かうして︑自分の田のすべての稻むらに火

正男くんは︑さも自分で買ったやうな口振
十537

﹁︿略V︒﹂と︑自分で自分を働ました︒

りでいふ︒

十363

をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒

十228

下の村を見おろした︒

八127囹自分の家へ︑いそいそと蹄って來た燕を 十211 五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに
八538

はくしゅ

迎へる人の心は︑

八677

しばらく考へてるたガリレオは︑やがて︑

の鳩舎にたどり着いたのである︒

八櫛7

せめて自分のめざしてみる織機を仕あげて︑

﹁︿略V︒﹂と︑自分で自分を働ました︒

次に︑私が︑自分でこしらへた前掛をあげ

十537

自分の脈を取ってみました︒

八価6

十772

自分の魂は︑飛行機といっしよに空をか

﹁自分一人が承知すれば︑主家は安全︑

自分のことを﹁わたくし﹂といふのが︑

自分のことや目下のもののことを︑

十一275 しかし︑自分の動作であっても︑それが

十一271

すでに謙遜したことばであり︑

十一265

謙遜していふのがわが耳語のいき方で︑

十一264 相手を尊敬するためには︑自分のことを

十姫3囹自分の村に起つたことだ︒

には︑ほとんど物のないことも思った︒

十㎜9 張は︑自分の二人の息子のことを思ひ︑倉

五千の命は量る︒﹂と思った︒

十⁝⁝10園

へ︑この水で見殺しにすることはできない︒

十備8 自分と生死を共にするといってみるとはい

て持ち場を離れないえらさに︑

十902囹 工兵隊が自分の任務を果すまでは︑決し

︿略﹀外國を見返してやらうと固く決心した︒

た︒

隊長は︑自分の子のやうにかはいがりまし
﹁︿略﹀︒﹂といって︑自分の氣持を傳へます︒

た︒

九3410
九395

自分の思ってみることを︑話したり書いた
ことばで話したことを文字で書き表します

九408
りして︑

九418

と︑︿略﹀︑自分の考へや感じを︑いっそうくはし

自分の考へをできるだけわかりやすく書き

くし︑深くして行くことができます︒

九434

ぼくは︑自分の弱い心持が恥つかしくなつ

表すことができます︒

た︒

九㎜6

二郎9園自分のからだの一部分のやうにさへ︑感
じられるのです︒

九網1園

七6710 それから︑三日ばかりたったある日︑正男 九備10園 たとへ︑自分は地上に居残っても︑
さんが︑自分のかげを見ながら考へこんでみる︒

じぶん一しほんあし
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相手のためにする場合は︑
自分のことを謙遜していふのと同じく︑自分の身

十一289 しかし︑一たび他人の前へ出た場合には︑
内の者のこともまた謙遜していふのである︒

十一289 自分の身内の者のこともまた謙遜してい
ふのである︒

十一301 ただ自分の身内でない目上の人のことと
なると︑

の仲間ではないかと︑思ったこともありました︒

夕方から夜になると︑さも自分たちの世界

だといふやうに︑さわぎたてます︒

七392
自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう

といふので︑大工の仕事に取りかかった︒

九珊11

自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう

十一柵1国

自分ながら

いけ花ほど︑いける人の氣持のよく現

れるものはないと︑自分ながらびっくりすること
自分ら

へい

しり

人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通

﹇自分等﹈︵名︶1

があります︒

じぶんら

十2510

し

る︑白い︑恐しい海を見た︒

う

雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと

かかしは︑田の中に立って︑四方を見てゐ

くまそ

るので︑何でもよく知ってゐました︒

かせて︑四方に勢を張り︑

七143 熊襲のかしら川上たけるは︑力のあるにま

と︑

七602 賊が︑四方からこれをめがけて押し寄せる

この聲が四方に呼び掛けでもしたやうに︑

九513 太陽があかあかと四方の山々を照らし︑
九梱9

これよりのちは︑︿略﹀︑ただ四方を園

︿略﹀蕾臣が︑績々と勝久のところへ集った︒

十一225図

みて︑遠攻めにこそしたりけれ︒

︹人名︺一 ジポ・ヌガラ

その時︑ジャワの英雄ジポ・ヌガラが現

﹁待っておくれ︒﹂それは︑しぼるやうな

﹇四本﹈︵名︶1 四本

四本足

だんだん短くなって行きました︒

五243 四本足になったおたまじゃくしは︑尾が︑

は︑思ってゐませんでした︒

五216 自分たちの親が︑あの四本足の蛙だらうと

しほんあし ﹇四本足﹈︵名︶2

てあって︑それにしめなはが張ってありました︒

七407 敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立て

しほん

母の聲である︒

十二709

十一95 御軍服は︑しぼるやうにぬれてみた︒

よく下へ出る︒

八相8囹ああしてからだをしぼると︑中の水が勢

いすいと浮きあがります︒

八川6 ときどき︑からだをしぼるやうにして︑す

る

しぼ・る﹇絞﹈︵五︶4しぼる︽ール︾⑫ひきしぼ

れて︑五年間も守り績けた︒

十一鋤10

ジポヌガラ

四方を偵察してみたが︑

﹁やっと骨組ができた︒﹂と︑思はずそれを 十二⁝⁝⁝8 艦長は︑また漕望鏡をあげて︑くまなく

﹇自分乍﹈︵副︶2

かれらは︑自分たちだけの世界を築きあ

といふので︑大工の仕事に取りかかった︒

九矯11
十一別5
げる︒

八5010

じぶんながら

十一488 私は自分の部屋へもどりました︒
つも自分の心がこもってみなければなりません︒

自分

持ちあげて︑自分ながら見とれてみると︑

十一柵9團 もとといっても︑形ばかりでなく︑い
十一慨6 一臣民である自分も︑しみじみと生きが
ひを感じるとよんでゐます︒

十二334園 しかし退いて一人でみる時は︑師の教
へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒
十二524園 おまへは自分のことばつかり考へて︑
﹇自分﹈︵代名︶4

人の腹のへってみることを考へてくれない︒
じぶん

地べた

その邊を走ったり︑地べたに尻もちをつい

﹇地﹈︵名︶1

八衙1

がん

て︑穴をほったり︑

十踊8

じべた

しへい ﹇四平﹈︹地名︺1 四平
七175園自分は女ではない︒
し へい
八6210園自分の行ってみたころとは︑すっかり攣 九㎜7 四平に着く︒
つた︒

んで助けたいのは山々であるが︑

十二641囹 自分とても︑かれらを法衣の袖にくる

れっ

十二645囹 自分はわざと將軍のなぞも解かず︑そ シベリヤ ︹地名︺一 シベリヤ
のまま退出したのである︒

れつ

ば︑敵艦隊は四分五裂のありさまとなれり︒

四71

金の牛は︑小高い岩の上にあがって︑

大きな枝は四方にひろがって︑

して︑さかんに空を渡って行きます︒
しぶんこれつ ﹇四分五裂﹈︵名︶1 四分五裂
十一549図 敵艦にせまり︑無二無三に攻撃せしか しほう ﹇四方﹈︵名︶9 四方←いちメートルしほ
じぶんたち ﹇自分達﹈︵名︶6 自分たち

五605

四方を見わたしました︒

五216 おたまじゃくしは︑︿略V︑自分たちの親が︑ 四448
あの四本足の蛙だらうとは︑

五219 小さなめだかを見ると︑これも︑自分たち

659
しま一しまう

﹇島﹈

︵名︶

29

島

εあきつしま・おおやし

山の幸海幸多く︒

島なれば山うるはしく︑

海めぐらせり︑

九54図圏

九55図魍島なれば認めぐらせり︑

ま・おきのしまふきん・おにがしま・きたちしま・

しま

こじま・しきしま・なかのしま・はっしま

島なれば

島の端をまはってしまへば︑あとはらく

がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え

十一㎜8

それからまた一日半ぐらゐ南へ航海を績

ジャワは︑果物の島︒

6

汽船をこの島へ寄せるとしたならば︑
更に南へ航海を掻けると︑半日もたった

島の北の端に︑深い水をたたへた論い湾
この島の中央を︑屋根のやうな山脈が走
皇軍がこの島を治めるやうになってから︑
この島の住民の数は九萬人労りで︑みん
かれは︑︿略﹀︑偵察隊として出動の途中︑
この島に不時着して負傷したのであった︒
しま
﹇縞﹈︵名︶1 縞

山々のひ
しまひ与おしま

薄きみどり︑こきみどり︑
見る目うるはし︒

シマヒ

ころんでも︑よくしまひまで走った︒

四306囹負けてもよいから︑しまひまで走れ︒
四317囹

四363 はじめはだまってゐましたが︑しまひに

一番しまひにるたわにざめが︑

悲しさうに答へました︒

四843

四979 しまひにえんがはへ出て︑﹁鬼は外︑鬼

百人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といつ

は外︒﹂といひながら︑豆を︿略﹀まきますと︑

七616

﹇仕舞﹈︵五︶燭 シマフ しまふ ︽ーッ・

た賊も︑しまひには十萬ばかりになった︒

シマヒニ︑青イ柿ヲ攣目ニナゲツケテ︑

アンナニオクレテシマッタ︒

ーハ・ーヒ・ーフ・1へ︾5おしまう

しま・う

二276

ニー41園

イクラ私ガテッテヰテモ︑雲サンガ

イッテシマヒマシタ︒

二695園

イクラ私が空デイバッテヰテモ︑風

來ルト︑カクサレテシマヒマス︒

二717囹

オヂイサンバ︑オコッテ犬ヲコロシテ

ナンが來ルト︑吹キトバサレテシマヒマス︒

二883

マタオコッテ︑ウスヲコハシテ︑火口

シマヒマシタ︒

クベテシマヒマシタ︒

二898

ヒマシタ︒

ヘンジヲシマシタ

コンナコトヲ考ヘテヰルウチニ︑イツ

二938 オヂイサンバ︑トウトウシバラレテシマ

一一952

﹁ハイ︒﹂ト︑勇サンバ

ノマニカネムッテシマヒマシタ︒

汽車はだんだん小さくなって︑とほく

ガ︑マタネテシマヒマシタ︒

二997

ました︒

三229 べんけいは︑へとへとにつかれてしまひ

の方へ行ってしまひました︒

シマヒニ︑青イ柿ヲ十二ニナゲツケテ︑ 二研5
シマヒニ︑灰ガ︑トノサマノ目ヤロニ
ハイリマシタ︒

二933

イッテシマヒマシタ︒

二274

い・おしまいごろ・みじまい

﹇仕舞﹈︵名︶8

だ縞なして︑

しま

九706図魍

しま

十二搦2

なパプア族である︒

十一躍11

十一

つてみる︒

十一川2

があって︑

十一㎜1

のち︑南へずっと連なる大きな島が見えて宣る︒

十一㎜11

︿略﹀カビエングといふ港をえらぶであらう︒

十一㎜11

けると︑一つの島が見えて量る︒

十一㎜9

なかった島の裏側の海岸が︑見えて來た︒
くだもの

だ︒

九981園
九梱3

は︑ 一本の草も生えてゐませんでした︒

四443 海の中に︑小さな島がありました︒
四443 その島に︑一匹の金の牛がゐました︒
四446 あちらこちら歩きましたが︑この島に

四451 海の向かふに︑もう一つ島が見えまし
た︒

えてゐました︒

四452 その島には︑みどりの草が一めんに生

て︑みどりの島を眺めました︒

四461 次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ

島を眺めては︑おなかをいっぱいにしました︒

四463 金の牛は︑おなかがすくと︑みどりの

四471囹あの島の草をほんたうにたべたら︑
どんなにおいしいだらう︒
たいと思ひました︒

四806 白兎が︑島から向かふの陸へ行ってみ
六213 田道間守は︑あの國この島と︑たつねてま
はりました︒
たかさご

七㎜6 今日︑高砂族といってみる島の人が︑未開
の生活をしてみるだけでありました︒

七川1 そこで島の人や︑南支那から來る船と貿易
をしたり︑

八9010 それは︑淀川の中にある細長い島ですが︑
れた橋ばかりでも︑二十もあって︑

八9010 この島に向かって︑北から南からかけ渡さしまい
八916 中之島や︑その附近には︑高い建物が並び︑

國の名は大八洲國︒

大いなる島八

島の東の端には︑中之島公園があります︒
つあれば︑

九46図圃 島々かず多ければ︑

しまう一しまう
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三315 ﹁ぼん︒﹂と大きな音がして︑大蛙のお
なかがやぶれてしまひました︒

三447 みんなはだまってしまひました︒
三533 おには︑一寸ぼふしをつまんで︑一口に
のんでしまひました︒

三895園﹁タイヤの中のチューブにあながあ
いて︑梅醤がぬけてしまったのです︒﹂
ひます︒

三欄6 ﹁わあ︑わあ︒﹂いひながら︑行ってしま

四478 そのまま海に沈んでしまひました︒

もう︑今では︑なれてしまって︑そんな

ことは何でもなくなってしまった︒

五676團
ことは何でもなくなってしまった︒

五684團毎日馬をかはいがってやると︑馬の方で
も︑ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒

かうなると︑もう馬ではなくなって︑

まったくの友だちになってしまふ︒

五691團

﹁まあ︑利根が︒﹂といったまま︑つっぷし

つれないどころか︑申しわけのないこと

て︑泣いてしまひました︒

五心9

五㎜6園

じつは︑海でつりをしてみたら︑つりば

りがなくなってしまひました︒

五心2囹

つりばりをなくしてしまふなんて︑あんまりだ︒

をしてしまひました︒
四502 これは︑木の枝といふ枝が︑すっかり
五柵8園 つりばりを︑魚に取られてしまひました︒
氷に包まれてしまふのです︒
四586園 これをおまへにあげるから︑だいじに 五個5園 おまへからいひ出しておいて︑だいじな

しまっておおきなさい︒
四589 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑おかあさんは︑まも

なくなくなってしまひました︒

御軍人たちもみんな︑ぐうぐうねてしまひ
すると︑あの熊になって出て來たわる者た
あわてて︑ぎゅっとつかんだら︑あと足が

いつのまにか︑十年といふ長い月日が︑
そのままにしておけば︑みかんの木は︑
おいしさうなみかんが︑山といふ山︑谷と
いふ谷を︑うづめつくしてしまひます︒

六276

弱ってしまひますから︑

六266

たってしまひました︒

六215

取れてしまひました︒

六117

ちは︑この劒で︑みんな殺されてしまひました︒

六82

ました︒

六52

またかくれてしまひました︒

四844 わにざめが︑白兎をつかまへて︑からだ 五儒5園 それは︑兄のだいじなつりばりで︑私も
困ってしまひました︒
の毛をみんなむしり取ってしまひました︒
くま
四905国 けれども︑空で二三べんまはって︑落 六46 ふいに︑大きな熊が山から出て來て︑すぐ︑
ちてしまひました︒
四榊6囹 ﹁北風︑おまへは︑もう北の國へかへっ
てしまへ︒﹂と︑南風がいひます︒

五205 寒い冬は︑もうすっかり︑どこかへ行って
しまひました︒

五299 そのうちに︑よひがまはって︑大蛇は︑と
うとう眠ってしまひました︒

五385 そののち︑だんだんやせて行って︑三日め
には︑五匹とも死んでしまひました︒
﹁さやうなら︒﹂と一聲おっしゃったまま︑

少彦名神は︑もうお姿が見えなくなってしまひま

五639

した︒

五674国 もう︑今では︑なれてしまって︑そんな

六344團

じゅんやう

かうくうぼ

山のやうな戦艦や︑巡洋艦や︑航空母

シンガポールも︑︿略﹀︑攻め落されてし

艦も︑この魚雷にはちぢみあがってしまふのだ︒
六376囹

まひました︒

荷物まで焼けてしまったのださうです︒

六722 風しもになってみたので︑一度運び出した

六881国あなたのお人形は︑私のポケットにし

頭のところへ飛んで行ったが︑友田くんが︑

まってあります︒

六937

今︑飛び出さうとする飛行機に︑乗客が

ひょいとしゃがんだので︑それてしまった︒

六備2

乗ってしまふと︑いきなり爆音がして︑

六幽2 そのうちに︑空も消え︑野原も消え︑みん

火に追はれて︑︿略﹀︑かたはしから焼きた

な消えてしまひました︒

てられ︑焼き殺されてしまひました︒

七228

恐しい海賊が︑どやどやと乗り移って來て︑

七光をとり園んでしまった︒

七456

まへといふので︑

七606 もうこの上は︑何でもかでも攻め落してし

七618 それが前後から官軍に討たれて︑ちりぢり

大きなアルミニュームの食器に︑山もり

に逃げてしまった︒

にした御飯を︑見るまに平げてしまひます︒

七7910国

この小さな虫が︑やがて木をおりて︑いつ

のまにか︑柔かい土の中にもぐりこんでしまひま

七866
す︒

くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒

七985 はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は

七鵬8 私は︑くものりかうなのに︑すっかり感心

あ︑とうとうかくれてしまひました︒

してしまひました︒

七佃5
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ておいて︑武器や船具を没牧させてしまひました︒

九備9囹

だ︒

すると︑寒さのために指がこはりついて
せまいところで修理をしてみると︑まる

長い戦に︑尼子方は多く討死し︑それに
重手を負ひながらも︑召替は大力の新左衛
ところが︑途中海が荒れて︑むすごは船

漆が乾く時には水分を吸牧しますが︑乾

づけてしまった︒

十悩2園

いてしまったら水分を受けつけません︒

のも︑眠いのも︑さらって行ってしまひました︒

十描8 潮風が一時に吹きつけて予て︑氣分の悪い

十鵬1 胸をなでおろしてみないと︑つひ患者とい

つしょになって︑吐いてしまひさうです︒

十儒7 一人の患者が︑船が揺れだしてから急に悪

目の光もにぶくなってしまひました︒

くなって︑︿略﹀︑目のまはりに黒いかげができて︑

十柵9 白衣を取りはっすと︑またへなへなと︑寝

しまひました︒

十㎜9 それと同時に︑全身の氣力は︑なくなって

いや初めはつらかったが︑もうなれてし

村から海へ移した五兵衛の目は︑たちまち
このままにしておいたら︑四百の命が︑村
かうして︑自分の田のすべての稻むらに火
始めてわれにかへった村人は︑︿略﹀ただ
とんぼを追ひかけると︑とんぼはすいとそ

父は︑とうとう佐吉をよその大工の家にあ

雲のやうに消え去ってしまった︒

十745

畠はもちろんのこと︑家でも︑︿略﹀︑みん

來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒

十割8 がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて

つてみたが︑急病で寝込んでしまった︒

十節3 ある少年は︑自動車道路の見張りを受け持

荒されてしまった︒

十㎜8 作物は︑ひとたまりもなく︑むざんに食ひ

な水びたしになって︑くつれてしまふのだ︒

十川7

あたりは︑海のやうになってしまふ︒

十川6 一たび︑この川があふれたが最後︑ここら

くらもなくなってしまった︒

十㎜7 大事にしまっておいた倉の物も︑あと︑い

くらもなくなってしまった︒
くロリ

くら
十蹴6 大事にしまっておいた倉の物も︑あと︑い

水勢には︑はたと困ってしまった︒

十嶺2 軍勢には︑ちっとも驚かない宗治も︑この

落ちてしまった今︑

床に︑からだがたたまってしまひました︒
姦しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ

十閑4 主家を守るべき七城のうち︑六型がすでに

とうとう︑林の中へもぐり込んでしまった︒

十279

だまって︑五兵衛の前にひざまついてしまった︒

十268

をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒

十229

もろとも一のみにやられてしまふ︒

十219

そこに吸ひつけられてしまった︒

十215

か遠いところへ散らばってしまふ︒

九劉12

まった︒

九矯8園

九㎜7

とともに沈んでしまった︒

九脳6園

門を組み伏せてしまった︒

聞達5

糧食がとうとう引きてしまった︒

りやうしよく

九㎜1

で汗と油でぐっしょりになってしまひますよ︒

九術8園

しまって︑わるくするとくさります︒

七備3 ノイツは︑︿略﹀︑彌兵衛を一室にとちこめ

八78 十一月の初めになれば︑もうほとんど︑そ
の姿を見せなくなってしまひます︒
動きもできなくなってしまったのです︒

八103 燕は︑︿略﹀ずぶぬれになって︑もう︑身
八242国 かうりやんも大豆も︑刈り取ってしまひ
ました︒

八385 かへって︑はだ身はなさず持ってるた刀を︑
見つけられてしまひました︒

八387 頼朝は︑さあ︑この女にはゆだんができな
いといふので︑石のらうへ入れてしまひました︒

八506 曲げ過ぎて︑ひごを折ってしまった者もゐ
たやうだ︒

八558 一機が風にあふられて︑上へ向かったかと
思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒

八681 手あつくかんこしたが︑任務を果して氣が
ゆるんだのか︑鳩は︑取扱兵の手にだかれたまま︑
つめたくなってしまった︒

八佃1 二人とも思はずふきだしてしまひました︒
八目7 子どもたちは︑︿略﹀︑スケートの手入れを
して︑ちゃんとしまっておきます︒
吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒

八二10 黄色な砂ぼこりを運んで來るので︑これが

八柵6 それが︑一度蒙古風が吹き通ると︑すつか

もちろん︑月は地球と違って︑とっくの昔︑

﹁これだけ︑たたいてしまはう︒﹂

れて︑豆畠の方へ飛んで行ってしまった︒
十338園

りよごれが彿はれてしまって︑

九337 子はそのまま泣き倒れてしまひました︒

十392

すっかり冷えてしまった天盛ですから︑

九809囹扱ふ人がいけないから︑馬に悪いくせが
ついてしまふのだ ︒

すぐ安心して静まってしまひます︒

九858手のひらで聡く首やせなかをなでてやると︑ 十561 さうして︑心の底にあった不安は︑まるで

九981園島の端をまはってしまへば︑あとはらく

しまかげ一しまる
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十盟12 悪者たちは︑そのままどこかへ姿をかくし
十ニー01

鑛石を運んでしまったあとの坑内に︑支

上着などは脱いでしまふ︒

しば北緯一度半の熱帯にみることを忘れてしまふ︒
十ニー18

てしまった︒

十㎜11 それっきり︑少年の息は絶えてしまった︒

生死を超越してしまへば︑もう淺はかな
らうし

だが︑世間はすっかり失望してしまった︒

島影

來た︒

十一一㎜7

早朝から飛び出して︑一日中︑島影一つ

見えない洋上に哨戒飛行を績けるのである︒
あかひこ
島木赤彦

雪ふれば山よりくだる小鳥多し

﹇島木赤彦﹈︹人名︺1

あかひこ

しまぎあかひこ

障子のぞとにひねもす聞ゆ

十楢7 島木赤彦

しまる

南洋の島々から︑中には︑︿略﹀︑遠いオー

ひ

大いなる島八

島々に灯をともしけり春の海 子規
さんごせう
このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ

木々の色が︑フィリピンの島々よりもか

遠くわが南洋の島々まで︑太平洋の波

﹇始末﹈︵名︶1

始末δあとしまつ

將軍綱吉は︑さすがにこの事件の始末に

つなよし

﹁しまった︒﹂と思ひながら︑すぐはね

﹇島山﹈︵名︶1 島山

呂ひきしまる

目當てに︑根披地へと波を切って行く︒

十一川9 船は︑︿略﹀︑残雪をいただく島山の峯を

しまやま

五伽3園 しまった︒大きいのを逃した︒

起きました︒

四301園

ニー58園 シマッタ︑シマッタ︒

ニー57園シマッタ︑シマッタ︒

しまった︵感︶4シマッタしまった

心を痛めた︒

十二596

しまつ

十二川3圃島々は︑大空の星座のごとく並び︑

は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二描4圃

へって日本に近いものを感じさせるのは︑

十一㎜11

るせみか︑井戸をほっても水は出て來ない︒

十一川11

十984図圃

つあれば︑ 國の名は大八洲國︒

九45図魍島々かず多ければ︑

ストラリヤまで行くのがあるといふことです︒

八88

十分深く穴を掘ってしまふと︑火藥を固 しまじま ﹇島島﹈︵名︶7 島々

七時間の螢働時間も︑やがて過ぎてしま

柱を組み立てる室員が仕事にかかる︒

ふ︒

くつめる︒

十ニー63

あかほ

赤土の浪士︑︿略﹀四十半人が︑︿略﹀︑

らかうづけのすけ

十二614

母の一念に︑さすが張りつめた兄の心も
その國旗も︑吸ひ込まれるやうに海の中
かりに︑太陽をもつともっと遠いところ

わっか四五分の間に︑すっかり海面を暗
地平線はけむり︑視界は急にせまくなつ
それっきり︑今まで聞えてみたレキシン
﹇島影﹈︵名︶2

セレベスの島影は︑どこか日本の山を思
はせるやうな姿で︑地平線の上に浮かびあがって

十一㎜7

しまかげ

トンの推進器の音は︑聞えなくなってしまった︒

十一一㎜6

て︑︿略V︑何もかも見えなくなってしまった︒

十二㎜2

くしてしまった︒

十二㎜1

と︑同じものになってしまふであらう︒

で見るとすれば︑結局は︑あの︑︿略﹀小さな星

十二鵬3

へ姿を没してしまった︒

十二搬6

ゆるんでしまった︒

十二722

いふので︑江戸市中はすっかり興奮してしまった︒

吉良上野介を討って︑あっぼれ本望をとげたと

き

十一一584

夢も迷ひもない︒

十一一555

に死んでしまった︒

十二357

﹁︿略﹀︒﹂といった顔回が︑先生よりも先

十一一137

十㎜5 支那の昔物語をやるつもりなのだが︑猿は
途中で︑きょとんとして止めてしまったり︑

十㎜4 思はず夜のふけるのも知らないで︑見とれ
てしまふ︒

十一353 兄が史記を忌んでみるのを︑そばでじつ
と聞いてみて︑兄より先に畳えてしまふほどでし
た︒

十一427 子どもは︑じっと聞きながら目を伏せて
みたが︑とうとう︿略﹀︑泣き入ってしまった︒

て︑たった一人この世に取り残されてしまった︒

十一431 紫の君は︑︿略﹀秋おばあさんに死なれ
十一473 ほんたうに︑あのねえさんが︑よその人
になってしまふのかしら︒
とうとういへないでしまひました︒

十一507 それがのどまで出てみるのですけれど︑

十一815 林を出はつれて︑頭の上の緑のおほひが
土盤きてしまった時︑

十一柵8 折からともし火がぽっと明かるくなった
と思ふと︑ゆらゆらと動いて消えてしまった︒
あきてしまひまし た ︒ ﹂

十一桁4国 ﹁はらんを︑何度も何度もいけるのは︑
十一柵9 この人がなくなったら︑︿略﹀︑つまり神

代車來の尊い歴史も文學も︑その死とともに傳は
らないでしまふかも知れないのであった︒

十一㎜8 住民たちは︑日本軍の強さと心のやさし
さを知って︑すっかりなついてしまった︒

十一㎜6 十一月ごろまではよく灰が降り︑植物は
枯れ︑名物のほたるまでが死んでしまふ︒

十一盟6 ここの住宅地に明け暮れを送ると︑しば
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じまん一じめじめする

じまん ﹇自慢﹈︵名︶1 じまん5おくにじまん・

﹇染入﹈ ︵ 五 ︶ 1

しみ入る

︽ール︾

三297 大きなのがじまんの土蛙は︑

ちからじまん
しみい・る

しみこむ

︽ーム・ーン︾

﹇染出﹈︵下一︶1

しみ出る

︽ーデ︾

ほったあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑

ぼった︒

しみ・でる

七83
少しつつくつれて行くので︑

清らかな水を警手にすくひあげると︑こ

九156

目にしみるばかりの懐乱な齋服を着て︑

さいふく

ほりつくやうなつめたさが全身にしみとほる︒

十一796

九249團さうして︑この歌の一句一句が︑腹の底しみとお・る ﹇染透﹈︵五︶1 しみとほる ︽ール︾
﹇ 染 込 ﹈︵五︶2

にしみ入るやうに思はれる︒
しみこ・む

みこんだりして︑

その向かふに︑眞一文字に白い線を引いた

十315

各国のけたてる眞白な波が︑くっきりと目

寒さが骨身にしみて︑しいんとする︒

にしみる︒

十645

やうな砂濱が︑目にしみるやうに罵った︒

九梱6

三499囹雨がふると︑水は︑︿略﹀︑地めんへし し・みる ﹇染﹈︵上一︶4 しみる ︽ーミ・ーミル︾

ちの心に︑しみこむやうに聞えました︒

七289 心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にみる人た
しみじみ ︵副︶6 しみじみ

ぎなのだllといふことを︑しみじみと感じる︒

九259国 おまへたちは︑おとうさんたちのあとつ

市民与えどしみん

十型10図

績いてかかる安藝の太郎を︑左のわきに

一しめしめて︑

さしはさみ︑弟の次郎を︑右のわきに取ってはさ

將官ステッセルが当無のために書くし

︵助動︶3 しむ ︽シム・シムル︾

み︑

しむ

くんこう

十857富国

たる動功をよみしたまひ︑武士の名説を保持せし

おきのしま

小巡洋艦をして︑敵艦隊を沖島附近

むることを望ませらる︒

にいざなひ寄せしむ︒

十一529図

二度の戦に勝つことを得て︑敵軍の

一箇所

出歯に際し︑事務所の係員が︑﹁︿略﹀︒﹂

﹇事務所﹈︵名︶1 事務所

氣を屈せしむ︒

十二999図圓
じむしょ

﹇締﹈δひとしめ

と挨拶する︒

あいさつ

十二83

しめ

ロシヤ軍の職死者の墓は︑︿略﹀

うち中

に集めて墓標を立て︑︿略﹀︑霞草の氏名や︑生ま

十965園

思ひきって︑からだをずぶりと水の中へつ しめい ﹇氏名﹈︵名︶1 氏名
﹇市民﹈︵名︶4

れ故郷も書いておきたいと思ひますが︑

市民は︑まったく生きた氣持もなかった︒

新年おめでたうございます︒

﹇締切﹈︵五︶3 しめきる ︽ーッ︾

一間の戸が︑ひとり

ガラス窓をしめきった機内は︑むれるや

じめじめする ︽ーシ︾

きのふの雨でじめじめして︑うっかりす

ると足がすべる︒

十一867

じめじめ・する ︵サ変︶1

うな暑さである︒

十二㎜10

でにあきました︒

四399 すると︑しめきった

しっかりとかぐやひめをだいてをります︒

四388 おばあさんは︑しめきった一間の中で︑

しめき・る

そろって︑

門松立てて︑しめかざりして︑

七977

正行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心
にしみて忘れず︒

十二965図

﹇締﹈︵下二︶2

十二965寄身にしみ心にしみて忘れず︒
し・む

しむ ︽ーメ︾■ひきしむ
からあや

能登守教経は︑︿略V︑唐綾をどしの甲着
を
て︑鍬形打つたるかぶとの緒をしめ︑

十柵6図

四637國

ひきつづき起る鯨震に︑家は震ひ︑地はゆ しめかざり ﹇注連飾﹈︵名︶1 しめかざり
その結果︑江戸市中が兵火にかかれば︑

徳川の家を救ふことは︑結局江戸百萬の
市民を救ふことである

十二槻1

百萬の市民はどうなることか︒

十一一川9

れ︑市民があわてふためいてみる中を︑

七995

しみん

けると︑つめたさが身にしみわたる︒

九955

十423 その青白い︑しみじみと親しめる光が︑わ しみわた・る ﹇染渡﹈︵五︶1 しみわたる ︽ール︾
れわれに大きな慰めを與へるからです︒

十一麗6 一臣民である自分も︑しみじみと生きが

十㎜4 張は︑しみじみと幸福にひたった︒
ひを感じるとよんでゐます︒

十二伽1囹あなたがたが︑私に示されたしんせつ
と︑あなたがた同志の友情のうるはしさに︑しみ
じみ感じて泣いてみるのです︒

十二幽1 ことばの通じないところへ行くと︑だれ
でも國語のありがたさをしみじみと感じる︒
しみつ
﹇清水﹈︵名︶3 清水
しみつ

しみづ

十一344図國 道のべに清水流るる柳かげしばしと し・む ﹇染﹈︵上二︶2 しむ ︽ーミ︾

しみず

てこそ立ちとまりつれ

十一794 山からわき流れる清水が︑かけひをまつ
清水の流れだといふこの川べりは︑

しみづ

しぐらにかけ抜けて通る︒
十一一柵2

しみつむねはる

十襯5 高松の城主清水宗治は︑急いで天守閣への

しみづむねはる

しみずむねはる ﹇清水宗治﹈︹人名︺1 清水宗治

しめす一しも
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﹇ 示 ﹈ ︵五︶4

示す

︽ーサ・ーシ・ース︾

の岸へ出ました︒

や

ねがはら

夜がふけると︑思ひなしか屋根瓦が少し

しめって來る︒

九鵬5

を︑どんどんかける︒

十918囹攣ったといふよりは︑すばらしい進歩を 七44圃 しめった砂をけりながら︑ 波うちぎは

しめ・す

示しました︒

十一143 第一線の將兵たちは︑この電文が示すや
うに︑ひたすら光榮に感激して︑

しめなは

もうかうなったらしめたものです︒

︽ーメ・

六271

シメル

しめる

ボルネオの住民であるダイヤ族は︑クチ

﹇締﹈︵下一︶14

一517

ひきしめる・ふみしめる

日にやけた︑まつ黒な顔に︑白いはちまき

オニハ︑モンヲシメテ︑マモッテヰマシ

マドヲシメマシタ︒

一81一
タ︒

五898

静かだといふみなかの夜も︑このころは︑

をしっかりしめてゐます︒

七395

寒さを防ぐために︑しめてあった二重窓が

雨戸をしめてから︑始めてほっとするほどです︒

八三9

開かれます︒

九柵6囹例へば小さなねぢをしめるにしても︑指
の先でしめるのですから︑

九柵8園小さなねぢをしめるにしても︑︿略﹀︑厚

九⁝⁝7園指の先でしめるのですから︑

十二817園

かう廣げて︑この金物でじっとしめる

要もとしめて︒

かなめ

い大きな手袋をはめてみては︑しめられません︒

十二818園

によって︑要もとしめてでござる︒

かう廣げて︑この金物でじっとしめる
によって︑要もとしめてでござる︒

十二819圓

十二859囹

かう廣げまして︑この金物でじっとし

要もとしめては︒

︽シメ︾

目と目はおたがひに物をいって︑全員白

十二858園
めます︒

十二踊8

しめる

國民として︸身一髄のやうにならしめて

︵助動︶1

鉢巻をきりつとしめた︒
しめる

十二幽10

﹇地面﹈︵名︶8 地めん 地面

みるのである︒

三499園雨がふると︑水は︑︿略﹀︑落葉の間に

じめん

たまったり︑地めんへしみこんだりして︑

下に置くと︑飛べないので︑地面をはって

﹁ゴー︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まは

それから︑地面のおはらひをして︑うがち

立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける

するすみ

下←かざしも・かわしも

半年も地面のやうに動かなかった川が︑

﹇下﹈︵名︶1

六254

偏見の當日は︑霜が深かったが︑朝からよ

それでみかんの木は︑しもや雪をじっとこ

く晴れてみた︒

らへて︑静かに眠ってゐます︒
しも

十877

しも

され︑はるかの下より打ちあげたり︒
しも
﹇霜﹈︵名︶3 しも 霜 霜

十齪8図梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流

しも

今︑動きだした︒

十一52圃

と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九957

ぞめがありました︒

七429

りの家も︑ぐらぐらと動きました︒

七246

行きます︒

六118

るく地面をたたく︒

三545 目から辛めんへとびおりました︒
ワタクシバ︑オカアサントイッショニア 五689團 いかにもうれしさうに前足をあげて︑か

ーメル︾5おしめる・だきしめる・にぎりしめる・

し・める

し
ンでも大部分を占めてみる︒

十一脳2

し
十一901 やや廣く平なところに︑三角鮎を示す石 し・める ﹇占﹈︵下一︶2 しめる 占める ︽ーメ︾
があった︒

十二梛10園あなたがたが︑私に示されたしんせつ
﹇湿﹈︵四 ︶ 誘 く い し め す

と︑あなたがた同志の友情のうるはしさに︑
しめす

しめた ︵感︶2 しめた

します︒

しめたまふ

︽一へ︾

三召5圏 ﹁しめた︒﹂と思ふと︑むねがどきどき

﹇締 給 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

五伽8囹 しめた︑大きな魚だ︒
しめたま・う

しめたまう

腹帯解いて引きしむる︒
︵助動︶1

︽シメタマフ︾

十梱8図國 しめたまへ︒﹂といひければ︑梶原︑
しめたまう
﹇注連縄﹈︵名︶5

九619仁多 するどき矢をささしめたまふことよ︒
しめなわ

四614 新しいしめなはをはったり︑さかきを
あげたりなさいました︒

四633 新しいしめなは︑白い紙︑︿略﹀︑もう
お正月になったやうな氣がしました︒
てあって︑それにしめなはが張ってありました︒

七408 敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立て

檜のあら木造りで︑

九147 しめなは︒まん幕を張りめぐらした祭場は︑
じゅれい

︽ーッ︾

九172 しめなはでかざられた︑樹齢二百敷十年に
しめる

及ぶ二もとの御神木を仰げば︑
﹇ 湿 ﹈ ︵五︶3

五485 朝つゆにしめった小道を通って行くと︑川

しめ・る
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しも一しゃしん

ひをけ

十二69図圃 大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人
は霜やふむらむ
しもつけのかみ

しも ︵副助︶←いましも・おりしも・さしも
せいわ

こういん

しもつけのかみ

しもつけのかみ ﹇下野守﹈︵名︶1 下野守

﹇下手﹈︵名︶1

下手

朝︑大回としてまかり向かふ︒

十一625図圓 ﹁清和天皇九代の後胤︑下野守源義
しもて

にはいった︒

十二柵9 ぼくも︑長靴をはいたまま︑下手の淺瀬
﹇▽いちりんしゃ・かもつじどうしゃ・き

︽ヂャ︾

十二861園

末廣がりとは︑扇のことちや︒

ぢやあ

おお︑さうちや︒

十二865園なるほどこれは古がさちや︒
︵接︶−

十一一866園

じゃあ

﹁ぢやあ︑今度の子馬は︑ぼくに世話を

じゃがいも

しゃがむ

︽ーン︾

じゃがいものやうなかつかうで砂糖のや

﹇芋﹈︵名︶1

εおしゃかさま

させてください︒﹂

九797園
しゃか

十一鵬1

じゃがいも

しゃがむ

頭のところへ飛んで行ったが︑友田くんが︑

︵五︶2

うにあまいサオ︑
しゃが・む

﹇車﹈

かんしゃ・きどうしゃ・けんいんしゃ・さんりん

しゃ

六936

ぢゃ

ぢや

満人は︑その聲に聞きとれて︑そばにしや
ジャカルタ

自動車に乗って︑タンジョン・プリヨク

︹地名︺2

ジャカルタ

﹇尺﹈δこしゃく・さんじゃくこすん・し
しやく

しゃくどう

もう目をさましてみるのですから︒

射撃←いっせいしゃげ

﹇車掌﹈︵名︶一 シャシャウ

車掌さん

シャシャウハボクダ︒

しゃしん 窺

車掌さんが︑ボーイに︑﹁︿略﹀︒﹂といひつ

シャシン

シャシン⁝⁝⁝七十七

︹課名︺2

十八

シャシン

﹇写真﹈︵名︶17 シャシン

ケフ︑ミンナデシャシンヲウツシマシ

かへりに︑たいまをいただき︑宇治橋の

六395 富眞がかはりました︒

の木の罵眞がうつりました︒

六386 青い海に︑静かにかげをうつしてみるやし

してあげませう︒

六363囹今日は︑おもしろい南洋の富眞を︑うつ

鳥居のそばで︑しゃしんをとりました︒

五111国

ニ︑﹁オ早ウ︒﹂ヲイヒマス︒

二804團私ハ︑マイアサ︑ニイサンノシャシン

ガナ︒﹂

二796国肉﹁シャシンニ︑コエモウツルトイイ

ドンナニヨロコブコトデセウ︒﹂

一一792国囹﹁コノシャシンヲニイサンが見タラ︑

タ︒

二776国

眞5おしゃしん

しゃしん

二774 十八

ニ36

しゃしん

けてるた︒

早川9

明する︒

九㎜3 やがて金州にさしかかると︑車掌さんが説

しゃしょうさん ﹇車掌﹈︵名︶2

ニ443國

しゃしょう

射撃にみまはれる︒

十一搬6 わが軍の貨物自動車は︑一町一節正確な

き

しゃげき ﹇射撃﹈︵名︶1

三人ともまつ白な着物を着て︑︿略﹀︑しや

﹇笏﹈︵名︶1
七4010

しゃく

しゃく・しちしゃく・しちしゃくこすん・にしゃく

しゃく

十一矯図

の港から︑ジャカルタの町へ向かって行く︒

十一川5

ジャカルタ

がんだり︑腰掛けたりして︑

八価9

ひょいとしゃがんだので︑それてしまった︒

しゃ・じてんしゃ・じどうしゃ・じどうしゃどう

←かいたくしゃ・こうけいしゃ・しかい

ろ・しょくどうしゃ・のりあいじどうしゃ・ポンプ
﹇者﹈

じどうしゃ
しゃ

しや・しゅぎょうしや・しゅぎょうしゃとらせつ・
視野

せんししゃ・はいかんしゃ
﹇視野﹈︵名︶1

十367 望遠鏡の圓い視野に︑月がくっきりと浮き

しや

︵接︶−

出して見える︒
じゃ

︵助動︶10

三99園ぢゃ︑これはどうでせう︒
じゃ

市役所
ダバオ攻撃部隊は︑ダバオ州政臆・市役

﹇市役所﹈︵名︶1

くを持って︑木のくつをはいてゐられました︒
しやくしょ

とかく申すうちに︑これはもう都ぢや︒ 十一一224

けられるお方ぢや ︒

十一一786園 立板に水を流すやうに︑ものをいひつ
十一一787園

しゃくどう

赤銅

はだは赤銅

所・︿略﹀などの要所をまたたく間に占領して︑
﹇赤銅﹈︵名︶1

さながらに︒

﹇荷薬﹈︵名︶1

十二田4篤しやくやくや︑すみせんが︑雪の下で︑

しゃくやく

しゃくやく

十一餌5図乱吹く潮風に黒みたる

しゃくどう

十一一804囹 これを責ってやらうllなうなう︑田
舎の人︑これぢや ︒

十二807囹 廣げれば大きな末廣がりぢや︒
十二825園 それはまた高いことちや︒
十二844囹 これは何ぢや︒
十二849園 いかにも大きな末廣がりぢや︒

しゃしんき一ジャワ
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六426 また︑ちがった寓眞が出ました︒

六458 すると︑その時︑爲眞がかはって︑田植を

六449囹 これはおまけですが︑タイ國の爲眞です︒
してみるところがうつりました︒

六462圏 日本の爲眞ね︒
青々とすみきってゐました︒

六477 空は︑今︑爲眞で見た南洋の海のやうに︑
六鵬1 ﹁ゴー︒﹂といふ電車のひびきがして︑爲眞
がかはりました︒

たをあけておくと︑この圓をゑがくやうすがわか

︵サ変︶

1

窺生する ︽一

しゃでん

﹇社殿﹈︵名︶1 社殿
けいだい

ことに住吉神社は︑境内が廣く︑社殿がお

車内

﹁もう少し︑車内の温度をあげてくれた

﹇車内﹈︵名︶3

ごそかに珪月まれます︒

八944
しゃない

九重10園

﹁あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵

まへ︒﹂といひつけてるた︒
さうち

九鋤5
急に車内がさびしくなる︒

橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えない︒
九㎜2

込む︒

シャベル

水で︑じゃぶじやぶ顔を洗ってから︑
︵名︶3

じゃまあっかひ

じゃま物

安南・

十一919

右手に見おろす斜面に咲き績く黄色な花

左は︑急な斜面が神秘な谷底へ深く落ち

は︑大きなのが﹁しなのきんばい﹂︑

十一956

込んでみる︒

しゃりしゃり

しゃりしゃりと︑かみそりの音が氣持よ

︵副︶1

じゃり 5こじゃり・たまじゃり
九198團

しゃりしゃり

しゃりやう

車輌隊

まことに奔流のやうな職車隊・車輌隊

﹇車両隊﹈︵名︶1

しゃりやう

く響くたびに︑ひげの中からおとうさんの顔が現
れて來る︒

十二棚9

しゃりょうたい

の前進である︒

七501圃車輪と

七496國車だ︑

車輪に︑

車輪だ︒

皮おびすべるよ︒

皮おびすべるよ︒

ゴムの車輪の上にとりつけられた︑小がた

ジャワ﹇▽ちゅうおうジャワ

これは︑ジャワの植物園にある鬼ばすと

︹地名︺9

日本人は︑︿略﹀︑タイや︑ジャワ・スマト

ジャワは︑果物の島︒

の残ってみるところだといふことを思ふ︒

十一鵬7 このあたりがいちばんジャワらしい風習

十一蹴8

少年たちであった︒
くだもの

十一㎜6 これを追ってみるのは︑みんなジャワの

ラあたりまで進出して︑

七佃9

いふ大きなはすです︒

六431園

ジャワ

るひがないか︑ていねいに調べたりします︒

九柵6囹車輪に空襲を入れたり︑︿略﹀︑機械にく

あっとすべって行く車輪の響き︒

九観8圃汽車はたちまちトンネルにはいった︑ざ

の封戦車砲は︑

八佃8

七502圃車輪と

車輪に︑

太郎サンノ弟ノ次郎サンバ︑小サイ しゃりん ﹇車輪﹈︵名︶6 車輪
シャベルですくっては︑トロッコに積み

﹇邪魔扱﹈︵名︶1

いはば︑新参者のオランダ人が︑古参の日
﹇邪魔物﹈︵名︶1

シャム

斜面

心にかかる︑

このじゃま物を取り除き︑この危険物を
︹地名︺一

﹇斜面﹈︵名︶4

ところによると︑︿略﹀高い山の斜面が︑

眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低い
緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに塞いて見えた︒

十一896

ほとんど全部︑バナナ畠であることがあります︒

八159

しゃめん

シャムはまだはるか︒

八53圃とまり重ねて

シャム

掘り出す作業が︑

十二⁝⁝8

じゃまもの

本人をじゃまあっかひにしたのです︒

七穐5

じゃまあつかい

物蔓にしばりつけ︑鐵砲をかついだ工兵が︑

十二湿10

ハンマーや︑シャベルや︑つるはしを荷

十一一115

シャベルヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

ニ603

シャベル

八伽9

九921 寓軍機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ じゃぶじゃぶ ︵副︶1 じゃぶじやぶ
るやうに爲眞にうつります︒

十975 食後︑三見室から中庭へ出て︑記念の爲眞
を取った︒

窮眞機

十一価9團 その時にうつした宝器を同封しておき
﹇写真機﹈︵名︶1

ましたから︑見てください︒
しゃしんき

シャセイ

九918 爲眞機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ
﹇写生﹈︵ 名 ︶ 一

たをあけておくと ︑
しゃせい

﹇ 写生﹈

一447 ボクハ︑クレヨンデシャセイヲシマシタ︒
しゃせい・する
シ︾

ましたね︒

﹇車窓﹈︵名︶1

車窓

八196團 去年の今ごろ︑學校園の菊の花を爲生し
しゃそう

車窓から何百の船が見える︒

九皿4圃 目の前に︑關門海峡はさざ波をたたへ︑

シャツ一枚で︑作業を指揮する隊長があ

シャツもズボンも破れて︑泥だらけだ︒

シャツ ︵名︶2 シャツ
十一一209

る︒

十一一価一

667

つたことがある︒

十一鋤9 百年ばかり前︑ジャワが︑オランダと戦
十一踊10 その時︑ジャワの英雄ジポ．ヌガラが現
れて︑五年間も守り績けた︒

かれは︑︿略﹀︑わがジャワ攻略に先立ち︑

し︑その上陸に成功した︒

十二伽5 わが陸の精鋭は︑ジャワのバリ島を奇襲
十二搦1

ジャワ攻略

ジャワ海

濠洲からジャワのバンドンへ移り︑
︹地名︺一

十一脳図 ジャワ海
︵名︶一

ジャワ更紗

ざらさ

ジャワ人たち

ジャン

じゃんじゃんじゃん

︵感︶

ージャン︑

ジャン︑

猿まはしのどらであらう︒﹁ジャン︑ジャ

ン︑ジャン︒﹂と︑激しくたたいておいて︑

十鉗12
上海

しゃんはい

上海や二番あたりの支那街の︑あのご

かんとん

﹇上海﹈︹地名︺1

しゃんはい

十一加10

シャンハイ

︵名︶2

ジャンプ

つた返したやかましさは見られない︒

ジャンプ

ジャンプ垂では︑上手な人たちが︑かはる

ジャンプ墓

野田先生が杖でさされる方を見ると︑なる

︵名︶2

先生も︑ジャンプをなさるさうだ︒

がはるジャンプをしてみる︒

八837
八839園

しゅ

ジャンプ壁では︑上手な人たちが︑かはる

﹇首﹈5いっしゅ・やくしせんごひゃくしゅ

﹇珠﹈5さんごじゅ

﹇手﹈3うんてんしゅ・うんてんしゅさん

がはるジャンプをしてみる︒

八837

ほどりつぽなスキー場で︑ジャンプ墾も見える︒

八802

かれは︑︿略﹀︑わがジャワ攻略に先立ち︑ ジャンプだい

ジャワこうりゃく
十二伽1

︵名︶一

濠洲からジャワのバンドンへ移り︑
ジャワさらさ

十一川6 ジャワ人たちは︑男でも女でも︑サロン
ざらさ
を腰に巻いてみる︒いはゆるジャワ更紗で︑
ジャワじん ︵名︶2 ジャワ人
十一㎜2 自動車の運轄手は︑若いジャワ人で︑

︵名︶一

ワ人の品のよい一家族が乗って來た︒

十一踊4 スチャンといふ騨で乗りかへた時︑ジャ
ジャワじんたち
を腰に巻いてみる︒

十一廻5 ジャワ人たちは︑男でも女でも︑サロン

十一311 一 ジャワ風景

ジャワふうけい ︹課名︺2 ジャワ風景

﹇雌雄﹈︵名︶1

﹇集﹈与まんようしゅう

十二劉6

雌雄をこの一三に決する最後の決職は︑

しゆう

刻々にせまる︒

コモリウタ⁝⁝⁝三十八

︹野心︺22 十
二21一十

じゅう

十 コモリウタ
二381

十 お話⁝⁝⁝三十七
三211
三372十 お話
四211十 満洲の冬⁝⁝⁝四十八
十満洲の冬
四481
五211十 川をくだる⁝⁝⁝四十七
五478十川をくだる
六211十 聖徳太子⁝⁝⁝五十
しやうとく
六501十聖徳太子
七211十 機械⁝⁝⁝四十八
七484十機械
八211十 グライダー﹁日本號﹂⁝⁝⁝四十六
八461十 グライダー﹁日本號﹂
九211十 武士のおもかげ⁝⁝⁝五十七
九577十 武士のおもかげ

二十五ダンデゴシンゼン︒

﹇中﹈

5いちにちじゅう・うちじゅう・から

だじゅう・きょうじゅう・せかいじゅう・にっぽん

じゅう

ともいってみる︒

かれは︑一を聞いて十を知る男だ︒﹂
十二339園

八九十︑

十211十 不沈艦の最期⁝⁝⁝五十八
﹇酒﹈5ぶどうしゅ
さいご
﹇樹﹈5かつようじゅりん・しんようじゅ・し 十581十不沈艦の最期
十一211十 晴れ間⁝⁝⁝六十七
んようじゅりん
十一676十晴れ間
じゅいちい ﹇従一位﹈︵名︶1 從一位
十 鎌倉⁝⁝⁝七十四
十二737 從一位侯爵にのぼり︑︿略﹀︑功績は高く︑ 十二211
かまくら
十二743十鎌倉
信望はすこぶる厚かった︒
しゆいう
じゅう ﹇十﹈ ︵名︶2十
しゅいろ ﹇朱色﹈︵名︶1 朱色
しゆいろ
オミヤノ石ダン︑一二三︑ 四五六七︑
﹇432圏
毒々しいまでに朱色のとんぼが︑壁に止

つたりしてみるのを見ると︑

十一川4

﹇州﹈3かんとうしゅうだいいち・ダバオ
しゅう

雌雄

しゅう

しゅう

しゅうせいちょう・ニューギニヤしゅう

しゅう

アヒコデショ︒

ジャンケンポン

十一川2 一 ジャワ風景
︵名︶一

一333圏ジャンケンポンヨ︑

じゃんけんぽん

じゃんじゃんじゃっ ︵感︶ ージャン︑ ジャン︑
ジャツ

聞える︒

十畑2 ﹁ジャン︑ジャン︑ジャッ︒﹂といふやうに

じししし
ゅゆゆゆ

ジャワかい

ジャワかい一じゅう

﹇住﹈δいしょくじゅう

じゅう・ひとばんじゅう・ふゆじゅう・むらじゅう
じゅう

四鵬4 そこには︑日本の兵たいさんが︑銃を持つ

じゅう ﹇銃﹈︵名︶12 銃亭きかんじゅう
て番をしてゐます︒

﹁ドン︒﹂決勝を知らせる銃の音がしました︒

五155 兵たいさんは︑今日は銃を持ってゐません︒
五935
はいなう

く行進したり︑

かまの周圏を︑ぐるぐるとめぐり歩きぬ︒

みなさんの周園には︑どんな塗り物がある

十464図

動軸6
城の周團のたんぼは︑たちまち湖のやうに

か氣をつけてごらんなさい︒

十備8
なった︒

住宅の周園には︑すくすくとのびたゴム

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑

十﹁盟2

急心は︑もう暗くなってみる︒
十一

十一

鏡⁝⁝⁝五十三

むしば

むしば⁝⁝⁝三十九

オイシャサマ⁝⁝⁝四十

︹課名︺22

十一

鏡

十一

十一

少彦名神⁝⁝⁝五十六

オイシャサマ

十一

少彦名神

十一

十﹁

養老⁝⁝⁝五十四

十一

十一

大演習⁝⁝⁝五十六

出航

出航⁝⁝⁝五十一

養老

やうらう

十一

かんこ鳥⁝⁝⁝七十

大演習
かんこ鳥

十一
十一

十二775

末廣がり

﹇十一月﹈︵名︶1

十﹁

十一月

十一月ご

八77 十一月の初めになれば︑もうほとんど︑そ

じゅういちがつ

﹇十一月頃﹈︵名︶1

の姿を見せなくなってしまひます︒

殊に︑季節風が南西にかはる三月ごろか

きせつ

じゅういちがつごろ

十﹁盟5

ろ

ら始って︑十一月ごろまではよく灰が降り︑
月四日

十一時

木村正一

﹇十一時﹈︵名︶2

十一月四日

じゅういちがつよっか ﹇十一月四日﹈︵名︶1 十一

八259團
じゅういちじ

夜九時に北斗七星を見てその位置を畳え︑

更に十時︑十一時に見ると︑

九922

﹇十一時頃﹈︵名︶1

十一時ごろ

十一一㎜9 五月七日︑十一時の書食前である︒

あとからあとから來る兵隊さんを迎へて︑

じゅういちじごろ
八589

﹇十一時十分前﹈︵名︶1

とうとう︑夜の十一時ごろまで働きました︒

十一人

十二人のうち︑十一人まではありましたが︑

﹇十一人﹈︵名︶1

十﹁時十分前に︑ステッセル將軍が會見所

十一時十分前

じゅういちじじっぷんまえ

十878

に着いた︒

八351

じゅういちにん

あとの一人がありません︒

十二競9

黒鮎は︑︿略﹀︑その敷や大きさは︑凡そ

じゅういちねん﹇十一年﹈︵名︶1十一年

十一メートルはあると思ひます︒

十一メートル

十一メートル︑車窓メートル︒

︵名︶3

十一年を週期として増減してみる︒

七675園

じゅういちメートル

雲のさまざま⁝⁝⁝七十

八931

七739園

世界一の織機
雲のさまざま

世界↓の織機⁝⁝⁝七十三

十一

末廣がり⁝⁝⁝七十七

十一
十﹁

中でも縦揺メートル︑横十一メートルとい

十一

十一

十一

十一

すくなひこなの

十一

十一

十二鵬4

りとまはりながら︑砲撃を鋤けた︒

七789團背嚢と銃を肩に︑歩調を合はせて勇まし 十二捌5 なほもわが塩水艦は︑敵船の周園をぐる
七822團 ぼくらが︑朝夕寝起きする室の扇ぎはに
じゅういち

十十十十十九九八八七七六六五五四四三三ニニ

は︑銃を立て掛けておくところがあって︑

七㎜5 オランダ兵士が︑揮をこめた銃を持ってか
けつけて來まし た ︒

八625 銃や劒を見せてもらって大喜びの弟︑
戒してみる︒

九527 舷門には︑銃を手にした番兵があたりを警

どり込んだ︒

十体4 兵士は︑銃を持つたまま︑みんな水中へを

聲をかぎりに叫び績ける︒

十㎜3 輸送船からは︑船員たちが︑銃をはなせと
十欄4 しかし海岸へ泳ぎ着いた兵士で︑だれ一人

自由

背負って歩いてゐました︒

銃をはなした者はなかった︒
はいなう
十一捕10團 みんな銃をかついで︑重さうな背嚢を
﹇自由﹈︵名︶2

十二搦9 目が見えない上に︑手の自由もきかない︒

じゆう

十二囲5 二人の衛生兵の手を︑自由のきかない雨
方の手で︑堅く握った︒

じゆう n自由﹈︵形状︶1 自由δふじゆう

周園

六313團 その水を押し出せば︑自由に海の上へ浮
﹇周囲﹈︵名︶6

くことができる の だ ︒

しゅうい

ニー一了33703562512542562532392402
2 了0 2 2 1 1 1 4 12 5 12 2 12 4 12 5 12 3 12 1 12
12512

じゅう一じゅういちメートル

668

669
じゅういつかげつ一じゅうご

ふすばらしく大きな石には︑

じゅういつかげつ ﹇十一箇月﹈︵名︶1 十一箇月
十895園 私も︑十一箇月の三蔵順を守りましたが︑
つひに開城することになり︑

じゅういつかしょ ﹇十一箇所﹈︵名︶1 十一箇所
箇所まで傷を負ひたり︒

十一一926図甲を脱いでその身を見れば︑正成十一
じゅういつさい ﹇十一歳﹈︵名︶4 十一歳

この少女は︑

十月

十月には︑久々と去って行きます︒

﹇十月﹈︵名︶4

八77

フィリピンで︑ある年の十月の末︑子ども

じゅうがつ

八82

九月の末から︑十月の初めにかけて︑汽車

が燕をつかまへました︒

八108
き

ボルネオの雨季は︑十月に立って三月ご

ロつ

や飛行機で︑何回にも送ったといふことです︒

十一圏3
ろに終る︒

十月十八日

習慣

ゆり子

しふくわん

習慣

﹇十月二十日﹈︵名︶1

六161国十月十八日
じゅうがつはっか

しふくわん

十月二十

そこに支那でやって來たのとそっくりそ

﹇習慣﹈︵名︶2

六177国十月二十日

日

とし子

九344 たった十一歳︑内地なら國学童校四年生の じゅうがつじゅうはちにち ﹇十月十八日﹈︵名︶1

まさつら

十㎜1 愛路少年隊には︑十一歳から十七歳までの
少年がみて︑
かなち

十二887図 その子正行が今年十一歳にて供したり
けるを︑河内へ返さんとて︑

十一別4

土地の習慣や生活には目もくれない︒

のままの生活と習慣とをくりひろげる︒

十一別4

十二9710図國 その時︑正行十一歳に相成り候ひし しゅうかん

﹇縦横﹈︵名︶2

縦横

を︑合職の場へはともなはで︑河内へ返し︑
じゅうおう

うかん

十二佃9

じゅうがん

銃丸

作業が︑砲揮が飛び︑ねらひ撃ちの銃丸
﹇周期﹈︵名︶1

週期

が飛んで來る中で︑平然と行はれる︒
しゅうき

黒貼は︑︿略﹀︑その敷や大きさは︑凡そ
与てつどうじゅうぎょういんたち

十一年を週期として増減してみる︒

十二悦9

じゅうぎょういん

十九

十九 きりぎりす
三696

四25四 乗合自動車⁝⁝⁝十九
四37十九 豆まき⁝⁝⁝九十四

夏やすみ⁝⁝⁝九十四

十九 豆まき
四946

五38十九

小さな温床⁝⁝⁝百六

十九 夏やすみ
五941

六38十九

母馬子馬⁝⁝⁝九十四

六柵1 十九 小さな温床

七944十九 母馬子馬

七38十九

動員⁝⁝⁝百二十一

大砲のできるまで

八25食 大連から⁝⁝⁝十九
八38十九 大砲のできるまで⁝⁝⁝九十六
八965十九

病院船⁝⁝⁝百三十四

九梱5 十九 動員

九39十九
十39十九

朝顔に⁝⁝⁝百二十五

病院船

十九

十悩6 十九

雪國の春⁝⁝⁝百三十五

朝顔に

銃劒

十九

︵名︶3

雪國の春

砂の上を︑ひとりでにすべって行く︑ふし

︹課名︺23 十五

お正月⁝⁝⁝五十六

つゆ⁝⁝⁝五十六

二561十五 お正月

三33十五

十九 カゲエ
二806

一一33 十五

じゅうご

ぎな銃劒である︒

十槻1

かぶとが集票を引きずって動いて行く︒

ぎらぎらと太陽の光を反射させながら︑鐵

砂の上には︑ 銃劒だけが残ってみる︒

﹇銃剣﹈

十九

十九

ん2888

三561十五 つゆ

カゲエ⁝⁝⁝八十

︹課名︺25

107け13531253
三27六 牛わか丸⁝⁝⁝十九
三37十九 きりぎりす⁝⁝⁝六十九

二37十九

じゅうく

じ
131131う二ニー一

じゅうう εごふうじゅうう

めぐりながら︑演習をなさってみた︒

︽一

﹇銃丸﹈︵名︶1

十一89 王は︑︿略V︑今日も武二野を縦横にかけ しゅうかん ﹇週間﹈ εいっしゅうかん・にさんしゅ

に脈うつ︒

﹇十億﹈︵名︶1

十億

十一一帽7圃 世界の電波は︑この海洋を越えて縦横
じゅうおく

いちおくどうはう

十二別2 遠く大戦果は︑一億同胞に︑いな大東亜
しうかいだう

十億の民族に︑全世界に︑かく放送されてるる︒
しうかいだう

しゅうかいどう ﹇秋霊堂﹈︵名︶1 秋海業

七宝する

九研5 背戸のみぞ端に︑秋海巣がかはいらしい薄
﹇収穫﹈︵サ変︶1

赤の花をつける︒

しゅうかく・する
シ︾

よくできて︑この間一部分だけ牧回しました︒

十一価9團 この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう

十十ゆ十十十十

四33 十五 にいさんの入螢⁝⁝⁝七十二

ほ

や

四722 十五 にいさんの入螢
や

十二㎜8
十五夜

十五分鯨りで︑スコールは東の方へ去つ
十五ヤ

この十五夜には︑月の世界から迎へ

マライを進む⁝⁝⁝百一

燕岳に登る

つばくろだけ

十一32 十三 燕岳に登る⁝⁝⁝八十二

十二32 十三

十一826十三

︵名︶1 十三時三十分ごろ

じゅうさんじさんじっぷんごろ ﹇十三時三十分頃﹈

いちばん年若でした︒

八356
萬壽は︑ 當年やうやく十三︑舞姫の中では

十五ヤオ月サマ︑ 見テハネル︒
十二棚5 十三 マライを進む
八月の十五夜も近くなったある夜︑か じゅうさん
﹇十三﹈︵名︶1 十三

﹇十五夜﹈︵名︶5

て行った︒

じゅうごや

四358

一703圏

五34 十五 子ども八百屋⁝⁝⁝七十五
五751 十五 子ども八百屋

四365園

ぐやひめは聲をたてて泣きました︒

六34 十五 みもん袋⁝⁝⁝七十九

七34 十五 夏⁝⁝⁝七十四

六791 十五 みもん袋

いよいよ十五夜になりました︒

七743 十五 夏
四385

にまみりますので︑かへらなければなりません︒

八34 十五 弓流し⁝⁝⁝七十四

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒

十二別2 十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の

三束三伏せ

月は十五

白い衣のそろひでまふと︑

ケンチャン⁝⁝⁝四十六

三人張りの弓に十三二三伏せの矢をつ
十一194図

十
ケンチャン

じゅうさんぞくみつぶせ ﹇十三束三伏﹈︵名︶2

十三

川⁝⁝⁝四十四

︹課名︺24

夜まんまるい︒

四窩2魍幽

九35 十五 遠泳⁝⁝⁝九十四
じゅうさん

十三

十三

ぼくの小馬⁝⁝⁝七十八

川土手

川土手⁝⁝⁝六十八

三511

三32

二501

二32

十三人

艦長のことばにはげまされて白
︑組十三人

十三メートル

にこにことうれしさ
十三人の選手の顔は︑

冬

いうびん⁝・⁝六十五

一寸ぼふし

一寸ぼふし⁝⁝⁝五十一

冬⁝⁝ ⁝五十

十四

十二欄6 太陽は直脛十三メートルといふ大きなも

七664園ぼくは︑十三メートルないと思ふ︒

じゅうさんメートル ︵名︶2

うでした︒

五938

の選手は︑ カッターに乗りうつりました︒

五896

じゅうさんにん ﹇十三人﹈︵名︶2

りて︑手答へ高くはたと射る︒

十一211図
十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼ

がへ︑

十三

川

上

新年⁝⁝⁝六十三

にいさんの愛馬

新年

火事⁝⁝⁝六十八

十三

十三

火事

にいさんの愛馬⁝⁝⁝六十五
十三

錦の御壷⁝⁝⁝六十一

十三

十三

錦の御壷

十三

ぼくの子馬

四32

のになって︑

十三

元日や⁝⁝⁝九十八

バナナ⁝⁝⁝十三

十三

元日や

︹課名︺ 25

十三

じゅうし

十三

三

十三

十三

十三

海軍のにいさん⁝⁝⁝十三

十三

十三

八745 十五 弓流し

姿なき入城⁝・・⁝・十五

九945 十五 遠泳
三

十十九九八八八七七六六五五四四四三三ニニ

983了8368326136836536332443463
13132249212726148111

十24

十35 十五 漢字の音と訓⁝⁝⁝百十四
十榊3 十五 漢字の音と訓
十一34 十五 われは海の子⁝⁝⁝百出
十一皿1 十五 われは海の子
十二34 十五 シンガポール陥落の夜⁝⁝⁝百十
六

十二備1 十五 シンガポール階落の夜

しゅうこう・する﹇集合﹈︵サ変︶3集合する︽一
シ・ースル︾

﹁作業やめ︒﹂みんな道具をきちんとまとめ

合しました︒

七403 午前十時に︑四年以上の生徒が︑そこに集
九四10
て集合する︒

十二76 集合した鑛員は︑東方へ向いて整列する︒
しゅうこうち ﹇集合地﹈︵名︶1 集合地

十五分鹸

八778 集合地は︑村はつれの一本杉のそばであっ
た︒

り

じゅうごふんあまり ﹇十五分余﹈︵名︶1

十十十十十
四四四四四

しゅうこうする一じゅうし

670

じ
じ

み113うし33う更92うし二う二ニー一993873了136532了632了03265
じ

いうびん

じゆうじざい

﹇自由自在﹈︵形状︶2

自由自在

かうして︑多くの品物が︑自由自在に集つ

たり︑散らばったりするので︑しぜん大阪が︑一

八905

しかし︑かな文であればこそ︑當時の國

大商業都市として嚢達したのです︒

十一366

語を自由自在に使って︑その時代の生活をこまや

北千島の漁場⁝⁝⁝九十七

六36

五823

ばらの芽

十七

ばらの芽⁝⁝⁝百二十六

秋のおとつれ

秋のおとつれ⁝⁝⁝百四

廣瀬中佐

ひろせ

廣瀬中佐⁝⁝⁝八十六

油蝉の一生

あぶらぜみ

油蝉の一生⁝⁝⁝八十五

菅原道眞

すがはらのみちざね

菅原道眞⁝⁝⁝九十八

日記

日記⁝⁝⁝八十二

白兎

白兎⁝⁝⁝八十

花火

花火⁝⁝⁝六十四

ネズミノヨメイリ

ネズミノヨメイリ⁝⁝⁝六十五

︹課名︺22

εみなみじゅうじせい

かに罵し出すことができたのです︒
じゅうしち

じゅうじせい

軍旗⁝⁝⁝七十六

けいやう

國旗掲揚毫⁝⁝⁝六十五

二655

三35

二35

扇の的

三645

國旗掲揚毫

星の話⁝⁝⁝八十七

四805

四35

あふぎ

星の話

扇の的⁝⁝⁝七十一

源氏と平家⁝⁝⁝九十九

北千島の漁場

六981

五36

静寛院宮⁝⁝⁝百七

七36

源氏と平家

静物院宮

七851

じゅうしち

﹇十七﹈

︵名︶1

十二伽7 十七 太陽
十七

十二36 十七 太陽⁝⁝⁝百二十八

十一榊5 十七 いけ花

十一36 十七 いけ花⁝⁝⁝百十四

十柵1

十37

九悩8

九37

八861

八36

︵名︶1 十字

︵名︶1 十時←ごぜんじゅうじ

夜九時に北斗七星を見てその位置を卜え︑

十一時に見ると︑
﹇十四五丈﹈︵名︶1 十四五丈

壁のごとくつき立ちたり︒

これより下︑十四五丈ばかりは︑こけむ

みにする煙幕が︑︿略﹀うすくなって來ました︒

あと十四五メートルで鐵條網といふ時︑頼

じゅうしごメートル ︵名︶1 十四五メートル

じ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十
七七七七七七七七七七七七七七七七七七

日本武尊⁝⁝⁝十四

軍旗

祭に招く⁝⁝⁝十四

電車

電車⁝⁝⁝七十

支那の春⁝⁝⁝十四

1睾態1乾乳垂古鰯晶晶南西古茜言茄藁無罪
すると︑ 白い船禮の舷側に︑十字のしる

に7した8しに2じが123じ10了39731444136341342354
す ごる図ご十
赤9 6363
しが赤く描かれてみる︒

十ゆ十十十十十十九九八八七七七六六六五五五四

九ゆ

八ゆ

六ゆ

671
じゅうじ一じゅうしん

つねもり

十七歳

のちに聞けば︑平の纒盛の子︑敦盛とて︑

﹇十七歳﹈︵名︶1

生年十七にぞなりにける︒

十㎜1図

じゅうしちさい

少年がみて︑

十㎜1 愛路少年隊には︑十一歳から十七歳までの

十時二

三月ほどたつと︑もう十七嗣ぐらみの

じゅうしちはち ﹇十七八﹈︵名︶1 十七八

四341

﹇十時二十分﹈︵名︶1

むすめに見えました︒
十分

十時二十分︑戦闘たけなはなる時︑

じゅうじにじっぷん

十一136図田

御神木は︑さらに白衣を着た十四名のえり

﹇十四名﹈︵名︶1 十四名

宮機を迎ふるの光榮に浴す︒

九178

じゅうしめい

抜きのぞま夫たちによって︑伐られて行った︒

﹇主従﹈︵名︶1 主從

從者みな︑船底におそれ伏したり︒

﹇従者﹈︵名︶1 從者

じゅうしメートル ︵名︶1 十四メートル
．七663園 さあ︑十四メートルぐらみかな︒
じゅうしゃ

九8エ図

從順

主從六人︑心おきなく酒もりをした︒

しゅうじゅう

十撹9

のうかう

陸ダイヤ族は︑これに反し性質が從順な

じゅうじゅん ﹇従順﹈︵形状︶1

十一泌10

ので︑︿略﹀︑農耕をしてみる︒

それでも︑せ骨に深くくひ込む重傷であ

じゅうしょう ﹇重傷﹈︵名︶1 重傷

つた︒

十二673

武装した兵士を滞訂したトラックが︑

﹇十字路﹈︵名︶1 十字路

十二206

じゅうじろ

先生が來られて︑重心のところを指にのせ

﹇重心﹈︵名︶1 重心

︿略﹀︑町の十字路にさしかかると︑

じゅうしん

八511

て︑﹁︿略﹀︒﹂と い は れ た ︒

じゅうしん ﹇銃身﹈︵名︶1 銃身

十敷年前

十榴8 兵士たちは︑砂の底で︑砂といっしよに堅
く銃身をにぎりしめた︒

じゅうすうねんまえ ﹇号数年前﹈︵名︶1
十二262 早書年前にさかのぼる︒
じゅうすうばい ﹇十数倍﹈︵名︶1 十数倍

十二搬7 時には地球の十数倍もあるのが現れるこ
とがある︒

しゅうせい ﹇終生﹈︵名︶1 終生
十二521囹 終生の弟子にならう︒
じゅうせい ﹇銃声﹈︵名︶1 銃聲
聞えました︒

﹇縦走﹈︵サ変︶1

縦走する

︽一

八591 夜の明けないうちから︑北の方で︑千丁が
じゅうそう・する
シ︾

した︒

じゅうたく

﹇住宅﹈︵名︶3

住宅

遠く國務院や︑広東軍司令部の建物が夕日

にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒

冷川10
さうして︑赤屋根の住宅が︑あちらこち
住宅の学園には︑すくすくとのびたゴム

らの緑の中に貼在してみる︒

十一笛2
十一盟2

﹇集中﹈

住宅地

︵サ変︶

1

集中する

ここの住宅地に明け暮れを送ると︑

﹇住宅地﹈︵名︶1

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑
じゅうたくち

十一惣5
しゅうちゅう・する
︽ーシ︾

十︻523図敵を近海に迎へ撃つの計を定め︑あら
舟艇

駆逐艦からも︑︿略﹀︑波澗に浮かぶ舟艇か

﹇舟艇﹈︵名︶1

かじめ全力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒
しゅうてい

肝斑7

らも︑兵士が歯を食ひしばって鷹戦する︒

七8910

外國には︑十何年も︑土の中にもぐつてゐ

十一948 そこから右へ縦走して︑燕の絶頂をめざ じゅうなんねん ﹇十何年﹈︵名︶■ 十何年
じゅうだい ﹇十台﹈︵名︶2 十墓

る蝉があるといふことです︒

六31十二

ウサギトカメ⁝⁝⁝十二

國引き⁝⁝⁝十二

園難＋＋＋＋主主準急圭主主主

一し38うニニー一82372364357361

ぼくの望遠鏡

千早城⁝⁝⁝五十七

千早城

小さな傳令旨

小さな傳令使⁝⁝⁝六十四

炭焼小屋⁝⁝⁝七十二

水師螢⁝⁝⁝八十二

炭焼小屋

水師螢

山の朝⁝⁝⁝七十七

山の朝

菊水の流れ・⁝ ⁝−八十八

菊水の流れ

その時︑十 二になる娘がありま

︵名︶2 十二

十二時

十二月

﹇十二月九日﹈︵名︶1

十二の時おとうさんをおなくしでしたが︑

月九日

十二月八日⁝⁝⁝五十二

﹇十二月八日﹈︵名︶2

十二月九日の書過ぎである︒

じゆうにがつここのか
十583

九

じゆうにがつようか

十210

八日

﹇十二時間半﹈︵名︶1

十522九十二月八日

これで新京へは八時間半︑ハルビンへは︑

じゅうにじかんはん
間半

十二時四十五分︑﹁突つ込め︒﹂の命令であ

十二時四十五分
十647

1

じゅうにじしじゅうごふん ﹇十二時四十五分﹈ ︵名︶

十二時間半で行くことができます︒

神だな⁝⁝⁝六十一

十二

なくなられたあなたのおかあさんは︑

42た9に883773922221111
2 。
1171
八224團

ねずみのちゑ

ねずみのちゑ⁝⁝⁝四十二

じ
神だな

ぼくの望遠鏡⁝⁝⁝六十一

五641十二 田植

五24 三 光は空から⁝⁝⁝十二
五31十二 田植：⁝⁝・六十四

三213十二
三427十二
四213十二
四611十二

三24三

二441
十ニ デンシャゴッコ

二213
十ニ デンシャゴッコ⁝⁝⁝四十四

二24三

十806 英國製のものを五十皇︑米國製のものを十 じゆうに ︹課名︺25 十二
璽︑佐吉のものを五十費すゑつけて︑
十干ー17 やがて︑十二︑二十垂と長くつながって︑
坑外へ運搬されて行く︒

じゅうだい ﹇重代﹈︵名︶2 重代
元春を︑おのれそのままにして置けようか︒

九価9 尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの
十二999図國 重代の武功︑返す返すも神妙なり︒
じゅうだい ﹇重大﹈︵形状︶1 重大
十二糊2 慶喜は︑事のすこぶる重大なのを知って︑
大阪から海路江戸へ錦つた︒

じゅうだいのかぶと ︹題名︺1 重代のかぶと

九櫨6 重代のかぶと

に［コニニニニ

な

八ゆ十十十十十十九九八八七七六

十

じゅうしん一じゅうにじしじゅうごふん

672

673
じゆうにセンチーじゅうぶん

る︒

十一一欄5 月を直脛三センチのピンポンの球︑地球

じゆうにセンチ ︵名︶1 十ニセンチ
を十ニセンチのゴムまりとしてみても︑

じゆうににん ﹇十二人﹈︵名︶1 十二人
あとの一人がありません︒

八351 十二人のうち︑十一人まではありましたが︑
じゆうにばん ﹇十二番﹈︵名︶1 十二番

八359 一番︑二番︑三番と︑十二番の舞がめでた
くすみましたが︑

五909 十二本のかいは︑まるで一本のかいのやう

じゆうにほん ﹇十二本﹈︵名︶1 十二本
に︑きちんとそろひます︒

じゆうにメートル ︵名︶3 十ニメートル
ちやうど十ニメートル︒

七739園十一メートル︑十ニメートル︒

﹇十人﹈︵名︶2

十人

七741園あれが坐視メートルの高さかな︒

七7310園
じゅうにん

八821 十人︑二十人︑次々にすべり始めた︒

﹇住人﹈︵名︶8

ごんこらうかげまさ

住人

十一9510 そこは︑十人とは乗れないほどせまかつ
た︒

じゅうにん
かまくら

かうづけの

ふかす

﹇十人乗﹈︵名︶1

十一671図上野國の住人深巣の七郎︑
りそこそこ

十人乗

八887十八大阪

九25 四 戦地の父から⁝⁝⁝十八
九38十八 飛行機の整備⁝⁝⁝百八

九㎜3 十八 飛行機の整備

ゆかしい心⁝⁝⁝百二十

敵前上陸⁝⁝⁝百二十八

十38十八

十年

﹇十年﹈︵名︶2

十人乗りそこそこの再選機船が︑

じゅうにんのりそこそこ
十一979
じゅうねん

十伽1 十八敵前上陸

﹇十八﹈︵名︶1 十八

﹇十八歳﹈︵名︶1

十八町

十八歳

﹇十八町﹈︵名︶1

十八歳の學生ガリレオは︑

﹇週番士官殿﹈︵名︶2

十分

週番

三㎜3園 いや︑おとひめさま︑何もかも︑もう

じゅうぶん ﹇十分﹈︵形状︶5

﹁︿略﹀︒﹂と︑人員の報告をされます︒

七805国週番士官殿が見えると︑班長殿は︑

整列して︑週番士官殿の來られるのを待ちます︒

七805国夜の鮎呼があるので︑めいめいの部屋で

士官殿

しゅうばんしかんどの

十一171図 つづら折りなる道をあがること十八町︑
へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒

じゅうばつちょう

八鵬3

じゅうばつさい

かぞへて︑ 十八まで來た時︑

二鵬2 コ ︑二︑三︑四︑五︑六︑七︑八︒﹂ と

じゅうはち

十二悩1 十八 梅が香

十二37十八 梅が香⁝⁝⁝百三十四

十一㎜7 十八 ゆかしい心

十一37十八

いつのまにか︑十年といふ長い月日が︑
たとへ︑十年たっても二十年たっても︑

たってしまひました︒

六214
九323園

十倍

重箱

せたけの十倍二十倍もある樹木のかげを

﹇十倍﹈︵名︶1

わたしはきっと錦って來ますから
じゅうばい

行くと︑

十一川7

﹇重箱﹈︵名︶1

十八

﹁重箱﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下を

じゅうばこ

挙上5

︹課名︺26

訓で讃んだり︑

じゅうはち

二26五西ハタヤケ⁝⁝⁝十八
二36十八 シャシン⁝⁝⁝七十七
二774
十八 シャシン

たこあげ⁝⁝⁝八十八

三667
十八 お祭

三26五鯉のぼり⁝⁝⁝十八
三36十八 お祭⁝⁝⁝六十六
四36十八

さがみ

九622図 相模の國の住人︑鎌倉の権五郎景正とい

五881
十八 カッターの競畢

カッターの競孚⁝⁝⁝八十八

四882十八 たこあげ

五37十八

盛︒

ふもの︑先祖より名高きつはものなり︒
いはみ
九櫛9園 かくいふは石見の國の住人︑械木筆介勝

大阪⁝⁝⁝八十八

では︑まだ十分でない︒

もう十分にいただきました︒

延したりして︑十分にきたへます︒

十分でございます︒
つち
八979 それを大きな鐵の槌が︑︿略﹀︑棒のやうに

六25四 村祭⁝⁝⁝十八
六37十八 梅⁝⁝⁝百二
むさし

落雪7図園武平の國の住人︑大串の次郎高名︑

十齪10図囹近江の國の住人︑佐々木の四郎高綱︑

十一2610

さねみつ

六撹8 十八 梅
き

十二492 しかし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ今のことばだけ

あ

十柵3図圖武豊の國の住人︑熊谷の次郎直上︒

七37十八
しげのり

とびこみ皇⁝⁝⁝九十

十襯8図 ここに土佐の國の住人︑安藝の太郎實光
あすけ

八37十八

七902十八 とびこみ垂
みかは

とて︑およそ二三十人が力ある大力の者︑
十一188図圓 三河の國の住人︑足助の次郎重範︑

じゅうぶん一じゅうろく
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は︑私たちに十分な熱と光とを送ってくれる︒

十二個5 これほど遠いところにありながら︑太陽

じゅうぶん﹇十分﹈︵副︶7十分
三研6囹 いや︑もう十分いただきました︒
六738園 いや︑手記ひは︑ねえさんに十分しても
らひました︒

十分咲ききらない花は︑

六柳3 ふっくらとした花びらがだきあって︑まだ
七585 城中には︑十分水の用意がしてあった︒

九m4園 また︑いつ飛び出しても︑十分働けるや
うに手入れをしておくことなのです︒

十二84園 今日も︑十分氣をつけて働いてくださ
い︒

重砲

十七ー63 十分深く穴を掘ってしまふと︑火藥を固
﹇重砲﹈︵名︶2

くつめる︒

じゅうほう

馬や牽引車で引いて行く野砲や︑重砲

けんいん

八967 飛行機を撃ち落す高射砲︑︿略﹀封職車砲︑

横たへて︑

﹇銃砲火﹈︵名︶1

銃砲火

八鵬10 野砲も︑重砲も︑ずらりと大きなからだを
じゅうほうか

十萬

十梱10 海岸からの敵の銃砲火は︑ますます烈しさ
を加へて來た︒

﹇十万﹈︵名︶2

七616 百人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といつ

じゅうまん

た賊も︑しまひには十手ばかりになった︒

十萬騎
ゑつ

八106 何しろ十萬といふ敷ですから︑これを送る
のはたいへんなことでした︒
﹇十万騎﹈︵名︶1

たひらのこれもり

じゅうまんき
ちゆう

八295図大釜平維盛は︑十萬騎を引きつれ︑越
中の國︑となみ山に陣を取る︒

じゅうまんこせんちょうぶ ﹇十万五千町歩﹈︵名︶1

十萬五千町歩にわたる木曾の御料林中︑最

十萬五千町歩

九176
十萬鯨騎

平家の軍勢十萬鯨騎︑一の谷に城をかま

﹇十万余騎﹈︵名︶1

良の檜である︒

じゅうまんよき

八318図
へて︑源氏の大軍を防ぐ︒
住民

もうこれで南洋の住民と見まちがへられ

﹇住民﹈︵名︶8

九1910国

じゅうみん

早々とした蒙彊の原野︑第一線における

る心配はなくなった︒

十一118

︵名︶5

十メートル

住民たちが︑丸木舟でわれわれの船に近

さを知って︑すっかりなついてしまった︒

十一矯6

づいて來て︑

じゅうメートル

四912團十メートルばかり糸を出して︑かげん

十メートル進みました︒

を見てゐますと︑

七666園十メートルぐらみかしら︒

六佃6

深さが十メートルもあるやうな︑深い油の

七739園山メートル︑十一メートル︑
桶の中へ︑

をけ

八993

からだがやっとはいるやうなせまいとこ

﹇修理﹈︵名︶1 修理

いや︑十雨のうち︑一志ばかりも引い

てくださらぬかといふのでござる︒

十一一829園

十二824園十雨でござる︒

九675図鏡の箱の底より黄金十雨を取り出す︒

九672図圏 ﹁黄金十雨とこそいひつれ︒﹂

じゅうりょう ﹇十両﹈︵名︶4 十爾

ろで修理をしてみると︑

九宙7園

しゅうり

十一一348囹私が力のあらん限り修養しても︑

シ︾

しゅうよう・する ﹇修養﹈︵サ変︶1 修養する ︽一

一人の患者が︑

十㎜4 牧毒する時には︑さほどとも思はなかった

スル︾

この附近の住民が病氣で︑今にも死に しゅうよう・する ﹇収容﹈︵サ変︶1 牧弄する ︽一

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

十一127囹

附近には︑わっかな住民の家がところど

さうだと申してみるのでございます︒

十一㎜8

住民はパプア族で︑

ころに貼在し︑

十一㎜10

この島の住民の敷は九萬人鯨りで︑みん
なパプア族である︒

十一蹴11

住民のまばらな︑廣大なセレベスの夜の

住民たち

ボルネオの住民であるダイヤ族は︑クチ

静けさは︑

十一㎜8
十一脳2

し

﹇住民達﹈︵名︶6

ンでも大部分を占めてみる︒

じゅうみんたち

住民たちも︑心から日本軍になついて︑
大東亜の建設に協力してくれてみる︒

九255團

おまへたちが大きくなるのを︑︿略﹀た
くさんの住民たちが︑手をひろげて待ってるる︒

九2510團

さう思ふと︑高石の光澤も︑ひだも︑硬

じゅうろく

じゅうろう

︹尋者︺25 十六

δさわらのじゅうろうよしっら

度も︑重量感も︑みな美しく見えて詣るのだ︒

十ニー09

附近の密林やゴム園の中にかくれてみた住 じゅうりょうかん ﹇重量感﹈︵名︶1 重量感
翌朝︑王の御宿舎の前には︑蒙古の住民

民たちも︑安心して町へ蹄って來ました︒

九268
十一133

住民たちは︑日本軍の強さと心のやさし

たちが並んでみた︒

十﹁㎜7

九ゆ七ゆ十十十十十十十九九八八七七六六五五四四三三三二ニニ

じ
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四ラジオノコトバ⁝⁝⁝十六

十六

十六

劇の午後⁝⁝⁝七十八

雪の日

雪の日⁝⁝⁝七十七

金魚

金魚⁝⁝⁝五十九

十六

夏の午後
雪合戦

雪合職⁝⁝⁝八十八

十六

十六

兵螢だより⁝⁝⁝七十七

十六

十六

海底を行く⁝⁝⁝百二

山のスキー場

山のスキー場⁝⁝⁝七十七

兵螢だより

十六

塗り物の話⁝⁝⁝百十八

海底を行く

十六

﹇十六度﹈︵名︶1

花のごとき少年なり︒

じゅうろくど

み

十六度

十六人

十二923図取って返してこの勢にかかり︑︿略﹀︑

さ

﹇十六人﹈︵名︶1

三時が間に十六度まで心ひけるに︑
う

橋本正員・宇佐美正安・︿略﹀・和田

まさかず

じゅうろくにん
まさたか

十二939図
﹇十六機﹈︵名︶1

十六機

正隆を始めとして︑一族十六人︑從ふ兵五十録人︑

じゅうろつき
りくわし

月光の曲⁝⁝⁝百五

櫛の歯を引くやうに京都へ向かったが︑

置を底ひ奉る歎願書をたつさへた關東方の使者は︑
しゅぎょうしゃ

十二484

﹇修行者﹈︵名︶13

修行者

かけた︒

十二5110
十二537

修行者は︑いっそう謙遜な心でいった︒

修行者は︑どこまでも眞劒であった︒

十一一532 しかし︑修行者は少しも驚かなかった︒

聞き︑それをくり返し口に唱へた︒

十二553 修行者は︑うっとりとしてこのことばを

心に感動するかのやうに見えた︒

十二569 木は︑枝や葉を震はせながら︑修行者の

たい
あの恐しい羅刹は︑たちまち端嚴な帝

繹天の姿となって︑修行者を空中にささげ︑

しやくてん

十二575

て︑修行者の足もとにひれ伏しながら︑

十二577 もろもろの尊者︑多くの天人たちが現れ

十二579 この修行者こそ︑ただ一すぢに道を求め
しゃか
て止まなかった︑ありし日のお繹町回であった︒
らせつ
︹課名︺2 修行者と羅刹

しゅぎょうしゃとらせつ

修行者と羅刹

第一線に近い三田に︑待機してみた時の

﹇宿営﹈︵名︶2 省電

十二28七修行者と羅刹⁝⁝⁝四十七
らせつ
十二478七修行者と羅刹
しゅくえい

十一旧8

すぐ隣りの宿螢にみた一人の兵隊さんが︑

ことであった︒

十一榴9

︿略﹀︑夜中にやって來た︒

柿そっくりのマンゴーがある︒

十一㎜11 形は︑まくはうりのやうで︑味は︑熟し

じゅくしがき ﹇熟柿﹈︵名︶1 熟し柿

いました︒

十一273 妹たちも︑きのふの祝賀式にいらっしや

長い間の難行苦行に︑身も心も疲れきつ しゅくがしき ﹇祝賀式﹈︵名︶1 祝賀式
た︸人の修行者が︑

修行者は︑座を立ってあたりを見まはし
﹁︿略﹀︒﹂さう思ひながら︑修行者は︑じ

たが︑佛の御姿も人影もない︒

十二496
十二502

修行者はかう考へて︑静かに羅刹に問ひ じゅくしかけ ﹇熟掛﹈︵名︶1 熟しかけ

つとそのものすごい形相を見つめた︒

十一一509

ひらりと樹上から飛んだ︒

十166図圏敵︿略﹀二十敷機と︑空中職はなばな 十二5610 修行者は︑﹁︿略﹀︒﹂と高らかにいって︑
しく︑陸鷲は︑その十六機をほふれり︒
しかのすけゆきもり

主家

甚次郎は︑この日から山中鹿介幸盛と名

﹇主家﹈︵名︶6

九桝9

しゅか

かれらは︑鹿介を中心として︑主家の再興

のり︑心にかたく主家を興すことを誓った︒
を企てた︒

九柵10

押し寄せて來る波を見ながら︑宗治は︑主
家毛利輝元を案じた︒

てるもと

十王2

主家を守るべき七城のうち︑堅城がすでに
落ちてしまった今︑

十粥4

﹁自分一人が承知すれば︑主家は安全︑

月光の曲

五千の命は助る︒﹂と思った︒

十粥10園

十六

もののふの情⁝⁝⁝百十九

こ

十六歳

十六七

主家の難を救はうと︑朝廷へ寛大の御庭

十六

み

﹇十六七﹈︵名︶1

て戦ふ折から︑ 敵の矢にて右の目を射られぬ︒

じゅうろくしち

十鵬6図 わが子小次郎が年ごろにて十六七ばかり︑

じ

十二撒6

十六

もののふの情

御旗の影⁝⁝⁝十六

塗り物の話

支］くふ〔支］＜

九623図十六歳にて敵の大軍に向かひ命
︑を捨て

﹇十六歳﹈︵名︶1

やまとをぐなの皇子は︑ 御年十六︑

﹇十六﹈

︵名︶1 十六

十六

三

十六

十六

十六

十六

十六

十六

十六

四 二重橋⁝⁝⁝十六

十六 兵タイゴッコ

十六 兵タイゴッコ⁝⁝⁝五十八

6ろ戦3ろ4ろ11931053276162515755574245145
＜75654
じゅうろくさい

じ

・トゆ

675
じゅうろく一じゅくしかけ

しゅくしたてまつる一しゅっこう

676

祝し奉る

盛塩は︑男泣きに泣いて主君におわびをし
鹿家は主君に志を告げ︑許しをこうてわざ
主君の馬前に討死しなければ︑いさぎょ

しゅくん

戦艦カリフォルニや型と︑ウォースパイ

しとしないやたけ心がみなぎってみる︒
しゅくん
﹇殊勲﹈︵名︶1 殊勲

十二加12

しゅくん

十二佃5

と捕らはれの身となった︒

九搦1

た︒

1

九搦8

︵五︶

の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒
﹇祝奉﹈

や し
十二悩9 のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ
しゅくしたてまつ・る
︽iリ︾

しゅくしゃ

十一価4 二本の門松のうち︑その一本を以て聖壽
の萬歳を祝し奉り︑

しゅくしゃ ﹇宿舎﹈︵名︶5 宿舎 宿舎与こしゅ
しゅくしゃ

くしや

でに︑

十二6110

綱吉は︑法親王に種々御物語をしたつい

ト型を血祭にあげた︑殊動⁝輝く海の荒鷲が︑
九川3 宿舎の前に︑一同が整列する︒
九η6 宿舎のほかには︑目をさへぎる何物もない︒ しゅじゅ ﹇種種﹈︵副︶1 種々

九脳12 ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎の庭
へ持って來て植ゑた︒

熟す

︽ーシ︾

︽一

ちれうじよ

少年の傷は思ったよりも重く︑その日の午

δこしゅしよう
主上

ほかの馨者二人目︑何くれとこの手術を

しゅしょう

﹇主上﹈︵名︶1

主上︑︿略﹀︑玉顔殊にうるはしく︑諸
﹇樹上﹈︵名︶1

樹上
修行者は︑﹁︿略﹀︒﹂と高らかにいって︑

主人皿vこしゅじん

もし事功がありましたら︑主人勝久に︑

﹇主人﹈︵名︶9

九偽10園

しゅじん

ひらりと樹上から飛んだ︒

十二572

じゅじょう

卒をみそなはし︑正行を近く召したまふ︒

十二997図

しゅじょう

手傳つた︒

十二729

後︑かりに作られた治療所で手術を受けました︒

七256

九筋10 ぼくたちの一行が大勢やつて來たので︑宿 しゅじゅつ ﹇手術﹈︵名︶2 手術
舎がせまくなった︒

﹇熟﹈︵五︶！

九軒11 別に宿舎の建てましをしなければならない︒
じゅく・す

﹇Vごじゅくすい

る畠の向かふには︑
じゅくすい
﹇熟練﹈︵形状︶1

熟練

すず
十一断12 黄色に熟したレモンが鈴なりになってゐ

じゅくれん

熟練する

十一541図沈着にして熟練なるわが砲員の撃ち出
﹇熟練﹈︵サ変︶1

す砲弾は︑よく敵艦に命中して
シ︾

じゅくれん・する

十佃9 盆をくるくるまはしながら︑熟練した手早
さで︑職人は︑︿略﹀︑こくそをつめて行く︒

出雲一國をいただきたうございます︒
しゅくん ﹇主君﹈︵名︶6 主君5こしゅくん
九668図國 かかる名馬に乗りて見参に入れたらん 十柵1 主人に案内された塗り物の工場は︑薄暗い

十悩8

十槻10

主人の話に感心しながら︑上塗りの部屋へ

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑主人は戸を開いた︒

土藏の中である︒
には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒
九687口q凶圓良き馬にめして︑主君の御感にあっか 十梱8 主人の話は︑中塗りのことになる︒

りたまへ︒

九梱3 鹿介は︑この小僧さんを主君と仰いだ︒

はいる︒

十二785囹

それがしの主人は︑立板に水を流すや

主人といふ者は︑きげんのよいことも

それがしは︑末廣がり屋の主人でござ

うに︑ものをいひつけられるお方ぢや︒

十二798囹
る︒

十二835園

あり︑悪いこともある︒

つて冬を越した人形が︑

十二掛1 のんきな主人に置き忘れられ︑雪にうま

しゅじんもち ﹇主人持﹈︵名︶1 主人持ち

主戦艦隊

三笠に乗れる東郷司令長官は︑六隻の

﹇主戦艦隊﹈︵名︶2

十二833園そなたは定めて主人持ちでござらう︒

しゅせんかんたい

主戦艦隊を率みて︑︿略﹀敵の主力に當り︑

十一534図

十一554図主戦艦隊及び巡洋艦隊は︑直ちに東方

へ向かって敵の進路をふさぎ︑

しゅぞく 5にしゅぞく

ぶんた
氣鋭の井上聞多が︑反芳野を向かふにま

しゅちょう・する ﹇主張﹈︵サ変︶1 主張する ︽一
シ︾

δながしあみしゅつぎょせん

はして︑幕府に封ずる武備を主張した︒

十二658

﹇出撃﹈︵名︶1

出撃

しゅつげき

しゅつぎょ

出血

十614 出撃の訓示をする司令の目は︑ぎらぎらと

光ってみる︒

多量の出血に︑しばらくは氣を失ってゐ

﹇出血﹈︵名︶1

十二6710

しゅっけつ

出現

この自動織機の出現によって︑日本は︑

﹇出現﹈︵名︶1

た聞多が︑

しゅつげん

︹書名︺2

出航

︿略﹀︑世界に乗り出すやうになった︒

十823
しゅっこう

677
しゅっこう一しゅび

七212 十一 出航⁝⁝⁝五十一
出航

まもなく出航です︒

﹇出航﹈︵名︶3

七515 十一 出航
しゅっこう
七5210

七536 いよいよ出航です︒

出航する

︽一

七備3囹日本へ蹄らうと思ひますから︑ぜひ︑出
﹇出航﹈︵サ変︶2

航を許可していただきたうございます︒
しゅっこう・する

も じ
七566 この船は︑あすの朝門司へ着いて︑正午ご

シ︾

ろ門司を出航します︒

︿略﹀︑堂々と壷 湾 の 港 を 出 航 し ま し た ︒
︽一

七梱5 彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑
出港する

出動

東郷司令長官は︑直ちに全軍に出動を

﹇出動﹈︵名︶2

たら︑しゅつと︑しぶきがほとばしって︑
しゅつどう

命じ︑

﹇出動準備﹈︵名︶1

出動準備

かれは︑︿略﹀︑偵察隊として出動の途中︑

十一528図
十一一櫛2

しゅつどうじゅんび

ここ北千島の一角を根擦地とする二百隻

の流し申出漁船は︑いま出動準備の最中である︒

十一984

出嚢皿vこしゅっぱつ

﹁ドン︒﹂と出撃のあひつです︒

﹇出発﹈︵名︶8

五908

出議の前の晩︑文子さんは︑利根にたくさ

しゅっぱつ

五m9

四十近いこの兵隊さんは︑前線への出獲

館の庭に勇ましく響き渡った︒

十一827園

十一悩8

出獲後

出護に際し︑事務所の係員が︑﹁︿略V︒﹂

を明日に控へながら︑

﹇出発後﹈︵名︶1

冥護後一時間ばかり︑やっと層雲を抜け
たので︑少し高度を取ったが︑

十二㎜12

しゅっぱつご

と挨拶する︒

あいさつ

十一一83

まつ偵察機隊が出登し︑八時を過ぎて︑大

ていさつ

堂々と出獲して行く時です︒

十621

時々見おろす谷底に︑さつき出獲した温

編隊は︑敷隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒

十一845

汽船に乗って︑わが南洋のトラック島を

泉宿が︑だんだん小さくなって行く︒

いやしい身ながら︑大君の御楯となって

出護し︑眞南へくだって行くと︑

十一㎜7
十二403

カッターの競畢の出獲線です︒

出爽線

出甲線に︑四さうのカッターが並びました︒

﹇出発線﹈︵名︶2

出獲するのである︒

五886

しゅっぱつせん
五907

十595園

﹇出発用意﹈︵名︶1

荷作りされたみかんは︑汽車や汽船にのせ
錦州へ向けて出署したわが軍が︑

爆音勇ましく五十機七十機と︑頭上を

クチンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面

﹇主﹈︵副︶1

主として

い

す

朱塗り

海ダイヤ族は︑︿略﹀︒主として海べに住

しゅぬ

客の腰掛ける朱塗りの椅子や︑

す

朱塗りの椅子や︑︿略﹀︑これも朱塗りの箱

い

十脆1

﹇嬬神﹈︵名︶1

じゅばん

守備 εだいせききょう

男女ともサロンをまとひ︑女は日本風の

﹇守備﹈ ︵名︶ 1

しゅびたい

しゅび

じゅばんを着てみる︒

十一泌4

じゅばん

を︑てんびん棒でかついでやって当る︒

しゅぬ

十矯2

しゅぬり

み︑すなどりを業としてみるが︑
しゅぬ
﹇朱塗﹈︵名︶2 朱塗り

十一泌6

しゅとして

して細長くのびた奮サラワク王國の首都である︒

十﹇㎜6

出爽用意

﹁各部隊︑直ちに出惜用意︒﹂の命令が︑

しゅっぱつようい

九m5言出獲前には︑どんな準備をしますか︒

明くる朝は早く起きて︑出護の支度をして しゅっぱつまえ ﹇出発前﹈︵名︶1 出事前

んごちそうをしてやりました︒

八633

いよいよ出陳といふ時は︑日没までわっか

績いて農耕班が出動の用意をしてみる︒

のうかうはん

あげました︒

九獅4

﹇出港﹈︵サ変︶1

スル︾

しゅっこう・する

十597

るけはひがない︒

︽一

八方へ飛ぶ︒
一時間鯨りしかなかったが︑
なかぶさ
﹁出獲︒﹂山田先生の聲が︑中脳温泉旅 しゅと ﹇首都﹈︵名︶1 首都

十588 だが︑敵は軍港深くたてこもって︑出港す

シュッ︑シュッ︑シュッ

しゅつしゅつしゅつしゅつ ︵感︶一 シュツ︑
一一鵬3﹁シュッ︑シュッ︑シュッ︑シュッ︒﹂と︑

きくわん車が大きな音をたてて來ました︒

八 百 屋 だ ︑ 毎日︒

﹇出征﹈︵サ変︶2

出征する

五757圃 おとうさんは出征︑ おかあさんと四人

しゅっせい ﹇出征﹈︵名︶1 出征■こしゅっせい

で︑

シ・ースル︾

しゅっせい・する

九備4園

八645

きんしう

られて︑ふるさとを出署して行きます︒

六294

シ・ースル︾

四243園 出征する孫が︑今日汽車で通ります しゅっぱつ・する ﹇出発﹈︵サ変︶7 雲斗する ︽一
のでね︑見送りに行くところなんですよ︒
五備1 ちゃうど︑文子さんが五年生になったころ︑
利根は︑勇ましく北支那へ出征しました︒
しゅつと ︵副︶1 しゅつと

十495圏 あの時︑ざくつとおや指を皮に突き立て

しゅびしきれる一じゅんようかんいか

678

︿略﹀といふ歌 を よ ん で み る ︒

︽ーレ︾

守備しきれ

十二397 九州方面の守備に向かった兵士の一人が︑

る

しゅびしき・れる ﹇守備切﹈︵下一︶1

しきれなくなっ て ︑

十849 ステッセル行軍は︑わが激しい攻撃に守備

四498 ガラスの氷もきれいですが︑じゅ氷と

じゅひょう ﹇樹氷﹈︵名︶2 じゅ氷

いふのはもっときれいです︒

四505 このじゅ氷に朝日がさすと︑きらきら
じゅもく

と光って︑みごとなものです︒
じゅもく

べう

十川6 家でも︑土塀でも︑樹木でも︑廟でも︑み

どべい

じゅもく ﹇樹木﹈︵名︶2 樹木 樹木
んな水びたしになって︑くつれてしまふのだ︒

主翼

十一川8 せたけの十倍二十倍もある樹木のかげを
﹇主翼﹈︵名︶2

行くと︑

しゅよく

種類

バナナに至っては︑その種類の多いこと

は︑音訓にいろいろ種類があって︑

十一川2
だけでもびっくりさせられる︒
じゅれい

先生の激働のことばをしっかり心にだいて︑

やうなものが︑順順に並んでみて︑

八⁝⁝5次の室には︑ガラスを張った︑大きな窓の
九947

試運轄をして︑その爆音を聞いてみて︑

準備■しゅつどうじゅ

あすからは︑また新しい職闘の準備にか

一口にいふと︑飛行機がいつでも飛び出

それぞれ︑準備に取りかかった︒

﹇巡洋艦﹈︵名︶6

じゅんやうかん

急いで魚雷襲射の準備がなされた︒

春雄さんは︑せんかんや︑じゅんやうかん

でも︑じゅんやうかんはゆくわいな軍

かうくうぼ

コばん里−いのは︑じゅんやうかんで

じゅんやう

山のやうな職艦や︑巡洋艦や︑航空母
八274圏

巡洋艦高雄を先導に︑

﹇巡洋艦以下﹈︵名︶1

巡洋艦

それといつしょに︑もっと眩い︑巡洋艦

以下

十一566図

この証左の戦に︑︿略﹀︑三十八隻のう

じゅんようかんいか

か駆逐艦らしい推進器の音も混って來る︒

十二篇11

じゅんやう

艦も︑この魚雷にはちぢみあがってしまふのだ︒

六343團

すか︒﹂

三344園

かんですよ︑

三336園

や︑︿略﹀などのことをよく知ってゐます︒

三324

巡洋艦巡洋艦﹇▽しょうじゅんようかん

じゅんやう

じゅんようかん

十二伽5

十二617

九m5重出襲前には︑どんな準備をしますか︒

せるやうに︑準備をしておくことなのです︒

九柵3囹

かるのだ︒

九251団

んび

じゅんび ﹇準備﹈︵名︶5

順調であるか︑その震動の具合がどうかと︑

九柵9園

じゅれい ﹇樹齢﹈︵名︶1 樹齢
先頭から順々に海へはいって行った︒
じゅれい
しめなはでかざられた︑樹齢二百敷十年に じゅんちょう ﹇順調﹈︵形状︶1 順調
及ぶ二もとの御神木を仰げば︑

九172

順畢みちじゅん

先頭から一人一人︑順に泳ぎ始めた︒

﹇順﹈︵名︶1

九956

じゅん
純

それは︑わが古代の人々が︑︿略﹀︑極め

﹇純﹈︵形状︶1

十二474

じゅん

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもく

て純な感情に生きてみたからである︒
しゅんかん
﹇瞬間﹈︵名︶3 瞬間 瞬間
しゅんかん

十703

しゅんかん

その瞬間︑轟然たる響きとともに︑わが

ぐわうぜん

この瞬間であった︒

しゅんかん

と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒

十鵬4

十二悩3

漕水艦から撃ち出した各面は︑

ある日︑突然インド人の巡査が來て︑母に
娘のみるのを見て︑巡査は︑﹁この子もい
インド人の子と聞くと︑インド人の巡査は
﹁︿略﹀︒﹂母はさういひながら︑巡査を辞む

巡査のあとについて出て行く母の後姿がち
じゅんじゅんに

東京騨の前にある大きな建物が︑じゅん

順順に

﹇順順﹈︵副︶3

六二8

じゅんにあらはれ︑

順々に

じゅんじゅんに

らと見えたきり︑

九338

やうにして︑娘を一間へ呼びました︒

九315

やうすを攣へました︒

九3010

つしょだ︒﹂といひます︒

九302

同行を求めました︒

九301

八478 胴髄︑︿略﹀︑いちばん大きな主翼︑それか じゅんさ ﹇巡査﹈︵名︶5 巡査
ら水平尾翼・垂直尾翼などである︒

八508 主翼も尾翼も︑しっかりと結びつけた︒

三笠に乗れる東郷司令長官は︑︿略﹀︑

しゅりょく ﹇主力﹈︵名︶1 主力δてきしゅりょ
く
十一535図

上村艦隊とともに先頭なる敵の主力に盛り︑

しゅりょくかん ﹇主力艦﹈︵名︶1 主力艦重てき
しゅりょくかん
十589 いっそのこと︑こっちから出かけて行って︑
﹇種類﹈︵名︶3

軍港内の主力艦をたたきつけるか︒
しゅるい

いろいろな種類に分けて︑

六286 山から取って來たみかんは︑一家そう出で︑

十柵9 漢字には︑このやうに音と訓があり︑中に

679
じゅんようかんたい一じょうがい

ち逃れ得たるもの︑巡洋艦以下敷隻のみ︒
じゅんようかんたい ﹇巡洋艦隊﹈︵名︶1

巡洋艦隊

十一554図 主職艦隊及び巡洋艦隊は︑直ちに東方
へ向かって敵の進路をふさぎ︑

﹇丈﹈

■いくひゃくじょう・いちじょう・い

ていせんじょう
じょう

ちじょうごしゃく・じゅうしごじょう・せんじよ
じょう

﹇状﹈

﹇条﹈

﹇丞﹈

言いちじょう・えどじょう・おおさか

5げんじものがたりごじゅうしじょう

5ねんがじょう

5いくじょう・すうじょう

3きたがわじょう

う・にじゅうじょう・にじょう
じょう

﹇帖﹈

春聯

じょう

﹇城﹈

﹇春聯﹈︵名︶1

じょう

じょう・きんしゅうじょう・こうづきじょう・しち

たい文字を書いた春聯が張りつけられる︒

十二6 正月には︑門の戸びらに︑眞歪な紙にめで

じょう

しゅんれん

くじょ・さいばんしょ・じむしょ・せいこうじょ・

しょ ﹇所﹈ 5えいへいじょ・かいけんじょ・かんそ
せったいじょ・ぞうせんじょ・ちゅうざいしょ・ち

軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗

そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

活動するさまは︑いかにも目ざましい︒

九575

九564

﹇乗員一同﹈︵名︶1

乗員一同

員は︑これから訓練に取りかかるのである︒

九572 艦長を始め乗員一同は︑皆︑姿勢を正して

じょういんいちどう

軍艦旗に敬薩する︒

にいさんといっしょに︑唱歌を歌ひました︒

﹇唱歌﹈︵名︶5 唱歌

五492

しょうか

五492 すると︑川の音も︑同じ唱歌を歌ってみる

﹁母﹂といふ唱歌を歌った︒

やうに聞えました︒

八桝6

ぼくが唱歌を歌ふと︑

に唱歌ををそはりてみる

九374図工わらべらはちひさき笑顔ならべつつ兵
九846

宗治は︑城下にたてこもってみる五千の生

しょうかい

δようじょうしようかい・ようじょう

命をも考へた︒

十柵7

綱吉は︑元來情に動かされない人ではな じょうか ﹇城下﹈︵名︶1 城下
義を立て︑理を壷くし︑情を述べて残る

←こどもじょうかい

しょうかいひこう
じょうかい

﹇生涯﹈︵名︶1

貼うんどうじょう・きょうぎじょう・

けっせんじょう・スキーじょう・スケートじょう・

しょうがい

﹇場﹈

たちかわひこうじょう・ていしゃじょう・ていりゅ

げた︒

九千7

す︒

生涯

五柵7團 高いしゃうがいをわけもなくとびこえま

しょうがい ﹇障害﹈︵名︶1 しゃうがい

七難八苦の生涯は︑三十四歳で終りを告

しやうがい

しやうがい

じょう・ひこうじょう・ミンガラドンひこうじょ

乗員

すると︑乗員は一度にとび起きて︑手早く
千何百人の乗員が號令に從って規律正しく

その時︑ノイツは城外の別館にゐましたが︑

を見まはってみた︒

九腸1 ある日のこと︑鹿介は部下をつれて︑城外

通課や︑そのほか敷人の者がそばにるました︒

つうやく

七価10

千何百人の乗員は︑なほ安らかな眠りを績 じょうがい ﹇城外﹈︵名︶2 城外

﹇乗員﹈︵名︶5

5きむらしょういち

う・やまのスキーじょう

うじょう・とうきょうひこうじょう・のうじしけん

じょう

ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

十二皿6

いが︑しかし理非にも明かるい人であった︒

十二607

かうしたやさしい情がこもってみるのだと

十一佃6国ほんたうに勇ましい人の心の中には︑

情

じょう・たかまつじょう︒ちはやじょう・とだじょ

シャウ

﹇情﹈︵名︶3

う・ゆうがくじょう・ろくじょう

﹇笙﹈︵名︶ 一

じょう

りょうじょ・ほうへいかんそくじょ・ゆちゃせった
﹇書﹈︵名︶5ごさたしょ・たんがんしょ

いじょ
しょ

しょう ﹇省﹈5くないしょう
しょう ﹇哨﹈εはるやまかんししょう・ぼうくうか
んししょう
しよう ﹇商﹈5ざっかしょう・ぼうえきしょう
しょう

デンデンダイコニ︑
しやう

シャウノフェ︒

しょう ﹇章﹈5いそくしょう・えりしょう

一一397圃
﹇仕様﹈︵名︶3

しょう ﹇礁﹈5さんごしょう
しよう

六123園﹁この牛は︑しやうがないそ︒﹂と︑大き
な聲で弟がひとりごとをいひます︒

十﹇402園まあ︑しやうのない犬きですこと︒

使用

九547

つり床をくくる︒

九542

けてるるのであらう︒

九528

じょういん

十二617 浪士を預った大名も残念とは思ひながら︑ しょういち
﹇使用﹈︵名︶1

かうなっては何ともしやうがない︒
しよう

十一314 敬語の使用は︑禮儀にかなふとともに︑
︿略﹀敬ふ直心がことばに現れることが︑

じょう ﹇上﹈ 5しょうかいせんじょう・せかいせん
しじょう・ちきゅうじょう・ちへいせんじょう・よ

しょうかいせん一じょうげ

680

しょうかいせん ﹇哨戒線﹈︵名︶1 哨戒線

哨戒線

十二姫10 いよいよ︑命令された哨戒線の果てまで
來た︒

しょうかいせんじょう ﹇哨戒線上﹈︵名︶1
上

十二川6 豫定の哨戒線上に針路を取りもどしたと

せうかい

見る間に︑︿略﹀スコールの中へ突つ込む︒
せうかい
しようかいちゅう ﹇哨戒中﹈︵名︶2 哨戒中

第一電が來た︒

十592 哨戒中のわが漕水艦から︑﹁敵艦登見︒﹂の

哨戒飛行

せうかい
十一一鯛3 ハワイの西方海面を哨戒中のわが漕水艦
は︑

しょうかいひこう ﹇哨戒飛行﹈︵名︶1

十二㎜7 早朝から飛び出して︑一日中︑島影一つ
見えない洋上に哨戒飛行を績けるのである︒
しょうかこう ﹇松花江﹈︹地名︺1 松花江
﹇正月 ﹈

︵名︶

2

正月

εおしょうが

十一56圃 松花江をのみ︑ウスリー江をのみ︑
しょうがつ

つ・わどうごねんしょうがつにじゅうはちにち
十惣6 正月には︑門の戸びらに︑愚考な紙にめで
たい文字を書いた春聯が張りつけられる︒

正月氣分

十二615 正月が過ぎて︑二月にいよいよ切腹とい
ふことがきまった︒

しょうがつきぶん ﹇正月気分﹈︵名︶1
分を味はふ︒

十惣7 子どもたちは︑その新鮮なかざりに正月氣
しょうがっこう ﹇小学校﹈︵名︶1 小鉢校

十762 次から次へと︑佐吉の考へは高まって行つ
たが︑わっか小言校を出ただけのかれには︑
しょうがつはっかあまり ﹇正月二十日余﹈︵名︶1

正月二十日着り
十993図 ころは︑正月二十日饒りのことなれば︑

﹇城下町﹈︵名︶1

城下町
だくりう

見渡すと︑意い城下町のたんぼへ︑濁流が

じょうかまち

十襯6

じょうくう

﹇上空﹈︵名︶4 上空

更にラングーンの上空に現れ︑巨弾を

八661 二三回︑上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑
きょだん

いっしゆん

十167圏

投じたる一瞬︑

﹇将軍﹈ ︵名︶ 6 量器

商業

互いちだい

δステッセル

しょうぐん・たいしょうぐん・のぎしょうぐん・

しょうぐん

つと南海特有の積高雲が多いことであらう︒

十一一㎜11 基地の上空は一面の層雲で︑行く手はき

一度あの戦場の上空を飛んだ︒

わが哨艦信濃丸より︑無線電信にて 十727 それから三日め︑われわれの一隊は︑もう

せうかんしなの

ものすごい勢で流れ込んで來る︒
せうかん
﹇哨艦﹈︵名︶1 哨艦

しょうかん

十一525図
高官

上官

陛下には︑將官ステッセルが祖國のた

﹇将官U︵名︶1

﹁敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒

しょうかん

十855誕生
﹇上官﹈︵名︶2

くんこう
めに壷くしたる動功をよみしたまひ︑

十914

りょうしょうぐん

じょうかん

中隊長考を始め︑上官のかたがたは︑

乗客

1

二軍綱吉は︑さすがにこの事件の始末に

つなよし

もとより︑將軍の心はよくわかってゐ

自分はわざと將軍のなぞも解かず︑そ

﹇将軍方﹈︵名︶1

が取ってあります︒

將軍がた

八199團町の名に︑日露戦孚當時の將軍がたの名

しょうぐんがた

は︑當時から七年前のことである︒

のまま退出したのである︒
いへもち
十二柵1 宮が︑︿略﹀︑將軍家茂に嫁ぎたまうたの

十二645園

た︒

十二641園

いことはなかった︒

十二639囹あの話を︑將軍から聞いた時ほど苦し

心を痛めた︒

十二596

やうにしたはれてみた將軍で︑

コンドラテンコ少將は︑ロシヤ兵から父の

七838国

すべて上官の命令を守って︑
上甲板

十138園

︹上甲板﹈︵名︶1

副長はもう上甲板に出て︑今日の天氣はど

じょうかんばん

九535

うかと空を眺めてみる︒

偵察員は偏流測定器から目が離せず︑コ

へんりう

じょうき 尋すいじょうき
ぢやうぎ
﹇定規﹈︵名︶1 定木
じょうぎ

ぢやうぎ

十二盟2

﹇乗客﹈︵名︶2

ンパス・定木を手にしながら︑
じょうきゃく

今︑飛び出さうとする飛行機に︑乗客が
乗ってしまふと︑

六備1

︵名︶

みなさんといつしょに︑あとからあとから︑
乗客が乗ります︒

七522

﹇商業﹈

﹇上京﹈

︵サ変︶

1

上京する

法親王はおえらいお方と承ってみたの

﹇上下﹈︵名︶3 上下

びれを上下に張って進むかっかうは︑

八網8 胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり

じょうげ

に︑欝血家のなぞがお解けにならなかったとは︒

十二633園

大阪は︑また︑昔から商業のさかんなとこ しょうぐんけ ﹇将軍家﹈︵名︶1 將軍家

しょうぎょうとし

しょうぎょう

八896
ろです︒

じょうきょう・する
︽ーシ︾

佐吉は上京して︑目をかがやかしながら︑
その機械館へ毎日通った︒

十764

681
じょうけい一しょうじさん

十二10 上下二段にわかれた戸だなで︑中にはわく
が仕掛けてある︒

十一一409 かく上下を問はず︑國民一般が︑事に燭
﹇情景﹈︵名︶1

情景

れ物に感じて歌をよむといふのは︑
じょうけい

﹇条件﹈︵名︶1

條件

い會見所の情景にほほ笑んだが︑

十843 下見分をした乃木論判は︑陣中にふさはし
じょうけん

十二楢8

上半身にやけどをした敵の下校は︑夜と

昇降機

この敵の將校は︑寝床の上に半身を起し

なく書となく︑しきりに苦痛をうったへた︒

十二枷6
﹇昇降機﹈︵名︶2

て︑さめざめと泣いてみた︒
しょうこうき

やがて軌道車からおり︑昇降機に分乗し

少乱民

﹁交代の時間だ︒﹂雇員たちは︑現場を引

て︑敷百メートルのたて坑を一子におりて行く︒

十二96
十気重39

﹇少国民﹈︵名︶1

きあげて昇降機に乗る︒

しょうこくみん

はうき

十村1 和睦の條件として︑毛利方の領地︑備中・
︿略﹀・伯書の五箇國をゆづらうと申し出た︒

も

﹇正午頃﹈︵名︶1

に生きてみるのである︒
しょうこごろ

正午ごろ

この船は︑あすの朝門司へ着いて︑正午ご

ろ門司を出航します︒

七566

じ

私たち少國民も︑この光榮ある大きな時代

十5610

せきばん

昭憲皇太后 与めいじてんのうしょうけんこうだい

しょうけんこうたいごう ﹇昭憲皇太后﹈︹人名︺2
こうおんふたはしら
をはめ︑石筆はちびてわっかに寸書を残すのみ︒

十710図 昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤

十旧9

七643囹

﹁大塔宮を御道筋に待ち受け申し︑この

ネエサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑シャウ

﹇障子﹈︵名︶12 シャウジ しやうじ 障

御旗を︑この荘司が手に入れたのだ︒﹂
しょうじ
子

花子さんは︑その光を︑二かいの窓の

ジノガラスカラ外ヲ見ナガラ︑

二棚一

四542

すると︑そのしゃうじをあけて︑中から

しゃうじにあててみました︒

ねえさんがのぞきました︒

四543

もっと下を見る︒屋根だ︒しゃうじだ︒

その障子をこなたへたまはりて︑なに

すすけたる障子の破れを︑

六657 おや︑だれかが︑しゃうじの間から顔を出

六656

してみる︒

九642図

九646ロ弓蔵圖

どこからかかすかに羽音がして障子に輕く

がしに張らせ候はん︒

九鵬8

されて︑

十一一髄2

はへ

おとろへし蝿の一つが力なく障子には

家々の窓も障子も︑いっせいにあけはな

ひて日はしっかなり

十桝7図圏

ぞとにひねもす聞ゆ

十櫛8図録雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の

障子をもれて來る窓際の明かりで︑

ぼさと止った虫が︑

秀吉は︑それを上座にすゑて︑﹁︿略﹀︒﹂と

十柵2
﹇消散﹈︵サ変︶−

いってほめそやした︒

スル︾

しょうさん・する

右下から吹きあげる風は︑もうもうと雲
を巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散する︒

十一954

消散する

︽一

十93図 この御苑は︑︿略﹀昭憲皇太后かぎりな じょうざ ﹇上座﹈︵名︶1 上座
くめでさせたまひて︑

しょうけんこうたいごうぎょか ﹇昭憲皇太后御歌﹈

十二64 昭憲皇太后御歌 朝ごとにむかふ鏡のく

︵名︶1 昭憲皇太后御歌

しょうこ

もりなくあらまほしきは心なりけり
しようこ ﹇証拠﹈︵名︶1 二心
しょうこ

少將は︑︿略﹀︑部下の二士を集めて︑

﹇荘司﹈︵名︶2

荘司Oいもせのしょう
荘司は︑わうへいに答へた︒

ニ607

勇サンノ弟ノ正次サンバ︑三リンシャニ

しょうじさん ﹇正次﹈︹人名︺1 正次サン

六摺3囹正治くん︑正治くん︒

がら︑文治が立ちあがりかけると︑

六旧3囹 正治くん︑正治くん︒﹂と大飯に呼びな

起動2園 あれは︑きっとはま屋の正治くんだよ︒

墓標を立て︑︿略﹀︑逸士の氏名や︑生ま しょうじくん ﹇正治君﹈︹人名︺3 正治くん

智勇すぐれた城主︑これに從ふ五千の上士︑

七641

じ

しょうじ

たやすくは落ちるはずがなかった︒

十幡1

れ故郷も書いておきたいと思ひますが︑

十965囹

十915

し

十404 月のどこ一つくもったところがないのが︑ しょうし ﹇将士﹈︵名︶3 心置口▽こうぐんしよう
その書手です︒

しょうこう ﹇将校﹈︵名︶5 將校←こうくうしょ

ぐわいたう

十137園將校も兵士も︑皆一つになって働かなけ

うこう・とうちょくしようこう
ればならない︒

十8710 その後に︑水色の外套を着た將校が四騎
績いて來た︒

たやうすであった︒

十二伽4 この將校は︑恐怖と失望とでがっかりし

しょうしたち一じょうず
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ノッチ︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ト イ ヒ マ シ タ ︒
ろうじ ゃ う

しょうしたち ﹇将士達﹈︵名︶1 將士たち
くり物がどれほど喜ばれたことか︒

十875 長い間篭城してみた影写たちに︑このお
しょうじはり ︹題名︺1 障子張り

九6310障子張り
じょうしゅ ﹇城主﹈︵名︶5 城主

たかか げ

十襯5 高松の城主清水宗治は︑急いで天守閣への

しみつむねはる

九欄2 城主尼子義久は︑
涙をのんで敵に降った︒
ぼった︒

智勇すぐれた城主︑ これに從ふ五千の將士︑

と誓った︒

十概5 小早川隆景は︑七城の城主を集めて︑
十構8 その時︑七人の城主は︑いつれも︑﹁︿略﹀︒﹂
十衛10

たやすくは落ちるはずがなかった︒
﹁ふせ︒﹂の姿勢で︑小銃を撃つけいこを

しょうじゅう ﹇小銃﹈︵名︶3 小銃
七791国
したりします︒

七794團 小銃や機關銃を撃つたり︑
七823團 室の壁ぎはには︑ ︿略﹀︑手入れのよくと
せうじゆん

どいた小銃が︑行儀よく並んでゐます︒
しょうじゅん ﹇照準﹈︵名︶1 照準
せうじゆん

助けてみた高角砲の勇士たちは︑

十二別8 戦闘配置について照準を定め︑ ねらひ
しょうじゅんようかん ﹇小巡洋艦﹈︵名︶1 小巡洋
艦

て︑

敵艦隊を沖島附近にいざなひ寄せしむ︒

おきのしま

十一528図 東郷司令長官は︑︿略小
﹀巡洋艦をし

しょうじょ・ロシヤしょうじょ

しょうじょ ﹇少女﹈︵名︶9 少女δスレンバンの

かひがひしく働いてゐました︒

七155 そのうちに︑ 一人の美しい少女がまじって︑

七156

酒もりが始ると︑この少女も座敷へ出て︑

少々

射落すほどの上手なり︒

八722図圓空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑かならず

二451圃

﹁ほんたうにじゃうずですね︒﹂

ウンテンシュハジャウズ︒

上手

正男サンガ︑アンマリジャウズニ︑オイ

三867囹

﹁じゃうずにできたこと︒﹂

新年おめでたうございます︒

﹁昭和の光﹂︑

三964園

書きぞめの字は

かひごは上手にたべました︒

猿が︑上手にぶらんこをしてゐました︒

さる

六七センチばかりの魚が︑︿略﹀︑岩に生え

岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

乗ず ︽ージ︾

魚を取ることも上手である︒

われは︑これに乗じてすかさず攻撃せ

﹇乗﹈︵サ変︶1

十一545図

じょう・ず

十一鵬1

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

八描7

がはるジャンプをしてみる︒

八837 ジャンプ毫では︑上手な人たちが︑かはる

田くんの方が上手でした︒

七907 二人ともとびこみの練習をしましたが︑本

うに︑土の中を上手にもぐって行きます︒

七853 前足が丈夫ですから︑けらや︑もぐらのや

た海藻の間を上手に泳いでゐました︒

七132

六僻8

知らなかった︒

六備4園 これほど︑おまへが上手だとは︑今まで

ら︑みかん取り歌を歌ふ人たちで︑

六282 上手にはさみを使って︑みかんを取りなが

五333

教へてもらった﹁愛國行進曲﹂です︒

五193 まだ上手には歌へませんが︑兵たいさんに

にできて︑

四652圏

シャサマノマネヲスルノデ︑

二424

上手

今まで︑やさしくお給仕をしてみた少女は︑じょうず ﹇上手﹈︵形状︶16 ジャウズ じゃうず

酒をついでまはりました︒

ふり返ると︑少女は︑いかにも尊いるげん

すっくと立ちあがって︑

七162
七169

色のあまり黒くない︑十歳ぐらみのかはい

に満ちて︑立ってをります︒

九274

少女は︑この町の雑貨商の娘で︑父はイン

い少女が︑日の丸の旗を振りながら︑

九288

たった十一歳︑内地なら國民學校四年半の

ド人でしたが︑母は日本人でした︒

九344
この少女は︑

少女は︑たくみに日本語・英語・マライ

語・インド語を使ひわけながら︑

九348

δコンドラテンコしょうしょ

日本の少女らしい︑つつましやかな心
﹇少将﹈

を育ててください︒

十一伽3團
しょうしょう

ち

大和鍛冶のきたへ打つたる矢じりを

か

﹇少少﹈︵副︶1

う・ネボカトフしょうしょう・よしおかしょうしょ
う
しょうしょう

やまと

十一193平倉

常食

小人

パンの實︑バナナ・タロいもなどを常食

﹇常食﹈︵名︶1

少々用意仕りて候︒

十一㎜一

じょうしょく

﹇小人﹈︵名︶1

としてみる︒

しょうじん

ふのが小人である︒

掌信號兵

十二292園困ったら悪いことでも何でもするとい
﹇掌信号兵﹈︵名︶1

上手δまいじょうず

艦橋には︑望遠鏡を持つた掌信三兵が遠く

しょうしんこうへい

九526

﹇上手﹈︵名︶1

を見張ってみる︒

じょうず
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しょうずる一じょうない

しかば︑

しょう・ずる

﹇生﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

﹇使用 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 3

生ずる

︽ージ︾

使用する

︽⁝サ・

十二鵬8 魚雷はうなりを生じて突進して行く︒
しよう・する
ーシ︾

るやうになった︒

十796 豊田式人力織機は︑盛んに國内に使用され

病院として使用し ︑

十838 日本軍がここを占領してから︑直ちに野戦

乗ずる

︽ージ︾

十一309 今日では︑男も混用したり︑あるものは
﹇乗﹈ ︵ サ 変 ︶ 2

いつぼんに使用されたりするが︑
じょう・ずる

九悩9 毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑
みかたは一時氣勢をあげた︒
もわからない︒

十一一備8 そのすきに乗じて︑かれらは何をしたか

商船

﹇小説﹈︵名︶1 小説
でふ
十一3610 源氏物語五十四帖は︑わが國の偉大な小

しょうせつ

﹇商船﹈︵名︶1

説であるばかりでなく︑
しょうせん

だが︑國旗を掲げてみない︒

しやうせんぐう

正遷

十一一伽5 近づいて見ると︑五千トンぐらみの商船

宮

しようせんぐう ﹇正遷宮﹈ ︵名︶2 正遷宮

しやうせんぐう

九102 二十年ごとにあらたに御殿舎を御書芸にな
り︑そのたびに正遷宮の志望が行はれる︒

九105 昭和二十四年は︑第五十九回の正遷宮に當
しやうさう

るが實に一千二百有鯨年の歴史を重ねてみる︒
しょうそういん ﹇正倉院﹈︵名︶1 正倉院
しやうさう

正倉院は天平の

むかしを固く封じたり︒

十一一376実質 大佛殿に佛燈の 光は今もかがやき
て︑

しょうそつ ←きがしようそつ

じょうたい

δせんとうじょうたい
上代

﹇上代﹈︵名︶1

︵サ変︶

さへぎ

承知する

︽一

﹁自分一人が承知すれば︑主家は安全︑

秀吉は︑承知しなかった︒

﹁承知しました︒﹂

日本人は︑なかなか承知しませんでした︒

4

焦貼

おほや
黒潮と鵬風と︑その焦鮎に︑神は大八

洲を生み︑皇祖皇宗は國を肇めたまふ︒

しま

十二柵8團

じょうとう

止ったところは商店街の眞中である︒

﹇上東門院﹈︹人名︺1

レンズは︑だいぶ上等なんだ︒

﹇上等﹈︵形状︶1 上等

十362囹
院

︵名︶2

消燈ラッパ

そののち上東門院に仕へて︑紫式部の名

じょうとうもんいん

七柵3

ない

聖徳太子

聖徳太子⁝⁝⁝五十

︹課名︺2

しやうとく

﹇聖徳太子﹈︹人名︺3

聖徳太子

聖徳太子

聖徳太子

ぢき消燈ラッパが鳴りますから︑これで

十

城内δペキンじょう

たちまち︑城内にラッパが鳴り響きました︒

じょうない ﹇城内﹈︵名︶1

あったと申します︒

六539 これは︑聖徳太子が︑四歳の御時のことで

せんでした︒

六521 しかし︑聖徳太子だけは︑お逃げになりま

お方でありました︒

六502 聖徳太子は︑お生まれつき︑たいそう賢い

しょうとくたいし

六501

しやうとく

六211 十

しょうとくたいし

やめます︒

七847国

消燈ラッパが鳴り渡るので︑

七8110團 九時には︑﹁みんなおやすみなさい︒﹂と︑

しょうとうラッパ

は一世に高くなりました︒

十一3510

上東門

十一加12 商店街からのびた敷本の鋪装道路は︑

つてみることである︒

な商店街が思ったよりも清潔であり︑きちんと整

せいけつ

十一加9 町を歩いてまつ感じることは︑このやう

十一㎜2

武門の家である大伴氏・佐伯氏が︑上代 しょうてんがい ﹇商店街﹈︵名︶3 商店街

おほとも

じょうだい

十二412

6

﹇承知﹈

からいひ傳へて來たのを︑
しょうち・する

七

シ・ースレ︾

十柵3

十972園

受備10囹

五千の命は助る︒﹂と思った︒
せうちう
﹇焼酎﹈︵名︶1 焼酎

しょうちゅう

嶢酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせ

せうちう

十二726

の小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒
城中

城中には︑十分水の用意がしてあった︒

﹇城中﹈︵名︶4

七585

じょうちゅう

ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出
て︑どっとときの聲をあげた︒

七598

上でき

されども城中鳴りを静めて︑人ありと

静かに筆を取って︑城中のあと始末を一々
書き記した︒

十二8

十一174図

商店

今度こそは︑上できの炭に焼いてみようと

﹇上出来﹈︵形状︶1

も見えざりければ︑

九778

じょうでき

考へながら︑

﹇商店﹈︵名︶3

南洋のどこの町にも見られるあの支那風

心齋橋筋には︑りつぼな商店が並び︑

しんさい

しょうてん

十一加2

八922

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

﹇焦点﹈︵名︶1

十一加4 さうして︑この町も他の町々と同じやう
くわけう
に︑商店の持主はほとんど華僑である︒
しょうてん

しょうなん一じょうぶ
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しょうなん

﹇昭南 ﹈ ． ︹ 地 名 ︺ 2

九27図昭南

昭南

十二蹴3 明日は昭南に入港する︒

六371 いちばん初めに︑美しい日の丸の旗のひら

しょうなんとう ﹇昭南島﹈︹地名︺2 昭南島

シンガポールも︑︿略﹀︑攻め落されてし

めいてるる昭南島のけしきがうつりました︒
六377﹇n国

まひました︒名も︑昭南島とあらためられて︑

十㎝9
けた︒

十㎜11

ある少年が︑薄野のこはれてみるのを見つ
少年は︑線路の上に二王立ちになり︑

二王立ちになり︑持ち合はせてるた布を振

つて︑やっと列車を少年の寸前で止めた︒

十善1

ある少年は〜自動車道路の見張りを受け持

つてみたが︑急病で寝込んでしまった︒

十節2

そこで︑少年の老父が︑これに代って見張

りに出かけた︒

十刎5

十訓9

少年は︑氣を失った︒

しょうねん ﹇少年﹈︵名︶22 少年5あいうしょう

十盟11

十刎8 かうして︑父親は︑少年の身代りとなった︒
やう
楊といふ少年がみた︒

七243 まもなく朝の御飯になるので︑少年は︑そ

ねんたい・きみがよしょうねん・ようしょうねん
とくこん
七237 公下校の三年生であった徳坤といふ少年は︑

生年

それっきり︑少年の息は絶えてしまった︒
﹇生年﹈︵名︶3
しげただ

つねもり

畠山の次郎重忠︑生年二十一になりける

が進み出で︑

十㎜3図

しょうねん

十㎜11

﹁地震だ︒﹂と︑少年は思ひました︒

の時外へ出てみた父を呼びに行きました︒
七247
どかく

七247 そのとたん︑少年のからだの上へ︑そばの
建物の土角がくつれて來ました︒

にて︑海へつっとそ入りにける︒
﹇少年達﹈︵名︶3

少年たちは︑愛路少年隊を組織してみるの

しょうねんたち

十㎜11
である︒

少年たち

十界2図死出の旅の供せよ︒﹂とて︑生年二十六

生年十七にぞなりにける︒

七2410 少年は︑頭と足に大けがをして︑道ばたに 十㎜1図 のちに聞けば︑平の纏盛の子︑敦盛とて︑
倒れてゐました︒

いで︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

七252 少年は︑自分の苦しいことは︸口もいはな
七255 少年の傷は思ったよりも重く︑
七257 このつらい手當の最中にも︑少年は︑決し
て皇湾語を口に出しませんでした︒
いみん

九8610

さうして︑りつばな乗馬になり︑軍人さん

午後二時四十五分︑勝敗すでに定まれ

﹇勝敗﹈︵名︶1 勝敗

を乗せて堂々と歩くでせう︒
しょうはい

り︒

十一543図

十二伽8

上半身にやけどをした敵の將校は︑夜と

じょうはんしん ﹇上半身﹈︵名︶1 上半身

﹇上品﹈︵形状︶3 上品

なく書となく︑しきりに苦痛をうったへた︒
じょうひん

頼朝は︿略﹀︑萬壽を呼び出しましたが︑

顔も姿も︑美しく上品に見えましたので︑

八355

九238團白い實を舌の上にのせると︑すっととけ

ぶつだん

年とった上品な尼さんが佛壇に花を供へ

あま

て︑上品なあまさが口に残る︒

十一381

﹇勝負﹈︵名︶3 勝負

て︑静かにお纒を並んでみる︒

いまだ天の明けざる前に勝負を決す

九搦10囹 さあ︑一騎討の勝負をいたさう︒

しょうぶ

十一608図圏

前足が丈夫ですから︑けらや︑もぐらのや

丈夫呂おじようぶ・

源平敷を書くして勝負を決せんこと︑

ること︑何のうたがひも候はず︒

十一612図園

決してしかるべきにあらず︒

じょうぶ ﹇丈夫﹈︵形状︶9
七852

だいじょうぶ

七869

からだも大きくなり︑形も色も︑しだいに

うに︑土の中を上手にもぐって行きます︒

これを追ってみるのは︑みんなジャワの

七895

九824

ます︒

八193團

手もとからはなすのがいやでしたが︑さう

私もずっと丈夫で︑毎日冠しく暮してゐ

攣って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒

夜風に當り︑朝日に當ると︑すっかり色が

憂って︑丈夫さうになります︒
じゃうの
﹇城介義景﹈︹人名︺1
城

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒

七273 少年は︑あくる日の書ごろ︑︿略V︑遠くの 十㎜3 かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑
町にある醤院へ送られて行きました︒

すけよしかげ

じゃうのすけよしかげ

介義景

九644図

﹇乗馬﹈︵名︶1

しければ︑

じょうば

乗馬

義民野景︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と申

じょうのすけよしかげ

少年たちであった︒

七281 それからしばらくして︑少年はいひました︒ 十一㎜6
七283 少年は︑ちよつと目をつぶって︑何か考へ
てるるやうでしたが︑

七ばかり︑花のごとき少年なり︒

達書7図 かぶとをあふのけて見れば︑︿略﹀十六

少年がみて︑

十㎜1 愛路少年隊には︑十一歳から十七歳までの

685
じょうぶん一じょうりゅう

しないと︑子馬が丈夫にならないのです︒

九8210 放牧に出してから︑北斗のからだはめきめ
き丈夫になりました︒

九863園 幅もあるし︑骨組も丈夫になった︒

﹇上聞﹈︵名︶1

上聞

いかにも丈夫さうだ︒

私をこんなに丈夫にしてくれたのでせう︒

十一衡3国毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑
十ニー73
じょうぶん

﹇将兵﹈︵名︶3

將兵

へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

十一577図 勝報上聞に達するや︑司令長官にたま
しょうへい

九347 隊長以下何百の將兵と︑マライ人・インド
人の鐵道三業員たちの先頭に立って︑

十一5710図 將兵︑すべて感泣せざるはなかりき︒
十二柵5圃 更に︑皇帝陛下は︿略﹀︑皇軍の將兵︑
城兵

職残の勇士に︑しばし祈念を捧げたまうた︒
﹇城兵﹈︵名︶4

七584 まつ︑谷川のほとりに︑三千人の番兵を置

じょうへい

いて︑城兵が汲みに來られないやうにした︒

正平二年十二

正平二年十二月二十七日︑楠木正行︑

﹇正平二年十二月二十七日﹈︵名︶1

月二十七日
十二971図

勝報諾いちだいしょ

﹁英砲艦撃沈︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑矢つ

﹇勝報﹈︵名︶4

弟正時ら一族をうちつれて︑

うほう

しょうほう
十549

ぎ早の勝報である︒

勝報上聞に達するや︑司令長官にたま

そこへまた敵航空母艦ヨークタウン型撃

すると︑今度はすばらしい勝報がやって

へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

十一577図
十一一㎜7
來た︒

十二圏2

消防

おとうさんは︑消防の役目でお働きにな

﹇消防﹈︵名︶2

沈の勝報である︒

しょうぼう

六693園

わたしは︑消防にばかり働いてみて︑手

るのだから︒

六735園

聖皇天

傳ひもできず︑まことにすまなかった︒
しやうむ

﹇聖武天皇﹈︹人名︺1

正面呂ましょうめん

この時︑正面やや遠く除する南神門のけ
城門

に賊のわる口をいはせた︒
しやうや
﹇庄屋﹈︵名︶1 民屋さん

しやうや

しょうやさん

急いで山手へかけ出した︒

ゆくて

十235園 荘屋さんの家だ︒﹂と︑村の若い者は︑

丈蝕のろかいあやつりて︑

﹇丈余﹈︵名︶1 丈鯨

十一鵬6図圏

じょうよ

﹇乗用﹈︵名︶1 乗用

定めぬ波まくら︑

じょうよう

一度かうしてオボの祭にえらばれた家畜は︑

決して責つたり︑殺したり︑乗用にしたりするこ

九刎7

﹇将来﹈︵名︶1 將來

とができないことになってみる︒
しょうらい

﹇勝利﹈ ︵名︶ 2 勝利 息さんごかいの

十7610囹︺日本の将來をどうするのだ︒
しょうり

しょうり

上陸3てきぜんじょ

全身が勝利の喜びで震へるのを︑どうと

し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒

九㎜7 富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押
十二㎜2

もすることができない︒

うりく・てきぜんじょうりくする

じょうりく ﹇上陸﹈︵名︶1

上陸員

﹇上陸開始後﹈︵名︶1

そのうちに上陸員が蹄艦する︒

﹇上陸員﹈︵名︶1

し︑その上陸に成功した︒

九565

じょうりくいん

白首

じょうりくかいしご

雨のやうな猛射を浴びせて來る︒

十伽6 上陸開始後︑まもなく海岸一帯の敵陣から︑

九梱8図圏敵前に上陸すなり秋の雨

じょうりく・す ﹇上陸﹈︵サ変︶1 上陸す ︽ース︾

正成は︑この旗を城門に立てて︑さんざん じょうりゅう ﹇上流﹈︵名︶1 上流

﹇城門﹈︵名︶1

上陸開

聖武天皇の皇后を︑光明皇后と申しあげ 十二伽6 わが陸の精鋭は︑ジャワのバリ島を奇襲

しやうむ

﹇正面﹈︵名︶3

正面に︑海の神様が腰を掛けていらっしゃ
正面に︑松の木が茂ってみて︑白いやぐら

七591

じょうもん

だかさ︑美しさ︒

十53図

が見えました︒

六悩2

る︒

五柵5

しょうめん

ます︒

七322

皇

七588 番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切りこ しょうむてんのう
んで來て︑旗をうばって引きあげた︒

七601 城兵はさっと引きあげたが︑二三十人だけ
はふみとどまった︒

十幣6園 ﹁もし今日中に和睦するなら︑城兵の命
は︑宗治の首に代へて助けよう︒﹂

属兵一同

十一137図田 宮機を迎ふるの光榮に浴す︒將兵一

しょうへいいちどう ﹇将兵一同﹈︵名︶1
同感激にたへず︒

しょうへいたち ﹇将兵達﹈︵名︶1 理事たち

十一142 第一線の將兵たちは︑この電文が示すや
うに︑ひたすら光榮に感激して︑

しょうへいにねんじゅうにがつにじゅうしちにち

じょうろう一しょくどうしゃ
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九123 備林は︑木曾川の上流が︑白い御影石の川
じゃうらふ

床をかんで流れる木曾谷の左右の山々にある︒
じゃうらふ

ふち

じょうろう ﹇上膓﹈︵名︶1 上騰

﹇昭和﹈︵名︶3

昭和

奉持して︑東海道を西へのぼった︒

十二麗3 一日︑上膓土御門藤子は︑宮の御文を
しょうわ

七235

たいわん

昭

昭和十年四月二十一日の朝︑毫湾で大きな

地震がありました︒

﹇昭和十六年﹈︵名︶1

昭和十六年のこの日こそ︑われわれ日本人

しょうわじゅうろくねん

十523

和十六年

﹇昭和十六年

が︑永久に忘れることのできない日である︒
昭和十六年十二月

しょうわじゅうろくねんじゅうにがつ
十二月﹈︵名︶1

明治の大御代から昭和の今日まで︑

四651圃書きぞめの字は ﹁昭和の光﹂︑
九1010

﹇昭和二十四年﹈︵名︶1

昭和二十四年は︑第五十九回の正遷宮に當
﹇昭和六年﹈︵名︶1

昭和六年の秋のことでした︒

﹇女王﹈︵名︶1

女王

昭和六年

昭和六年十二

果物の女王と呼ばれるマンゴスチンがあ
初夏

木の間からもれる初夏の光に︑
女學校

教室のぞとは︑うららかな初夏です︒
﹇女学校﹈︵名︶1

三173圃さくさくと小じゃりをふんで︑女早校

われは︑これに乗じてすかさず攻撃せ

﹇諸艦﹈︵名︶2 諸艦

のせいとさんが來ました︒
しょかん

しかば︑敵の諸母型多大の損害をかうむり︑

十一545図

十一547図魚雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦を始め︑

﹇色﹈ ﹇Vあんこくしょく・ぎんはくしょく・

その他の諸艦も多く相ついで沈没せり︒
しょく

﹇食﹈︵名︶1

食■いしょくじゅう

こくぼうしょく・たんこうしょく
しょく

をりから南へ飛行中だつた燕は︑食にうゑ︑

つめたい雨にずぶぬれになって︑

八102

まもなく︑食事のラッパが響く︒

﹇食事﹈︵名︶5 食事

ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見畳えて

食事中

はう
食事は子どものやうに一々たべさせ︑繍

﹇食事中﹈︵名︶1

﹇食卓﹈︵名︶1食卓

しょくたく

ちやうど︑お書の食事中であった元帥は︑

﹇食堂車﹈︵名︶2

食堂車

食卓には︑電燈が明かるくついてみる︒

三人は食堂車へはいった︒

九㎜9 夕食して︑母に手紙を書かうと思って︑食

九㎜11

しょくどうしゃ

九㎜10

しょくたく

しょくたく

七986

しょくじちゅう

帯は日に何回となく取り代へ︑

たい

十二伽10

んなの談笑で食事はにぎはった︒

十974 職陣料理のとぼしいものではあったが︑み

みて︑にこにこしながら食事を運んでくれる︒

九㎜1一

事のうまいこと︒

九569 一時間齢りも活動したあとであるから︑食

九568

しょくじ

を取った︒

十975 食後︑會見室から中庭へ出て︑記念の罵眞

ここは︑昭和十六年六月三日︑︿略﹀みそ しょくご ﹇食後﹈︵名︶1 食後

昭和十六年六月三日

﹇昭和十六

昭和十六年十二月︑ラングーン第一回

十158図圏

る︒

じょがっこう

十一469

九149

しょか

﹇初夏﹈︵名︶2

十一㎜9

じょおう

八643 昭和六年十二月三十一日の夕暮に︑︿略﹀︑
はと
血に染まった一羽の鳩が︑飛んで來た︒

月三十一日

﹇昭和六年十二月三十一日﹈︵名︶1

しょうわろくねんじゅうにがっさんじゅういちにち

八97

しょうわろくねん

るが實に一千二百有鯨年の歴史を重ねてみる︒

九104

昭和二十四年

しょうわにじゅうしねん

まはじめ祭の行はれたところである︒

九138

年六月三日﹈︵名︶1

しょうわじゅうろくねんろくがつみつか

の爆撃に︑

十一齪8 昭和の聖代に生をうけた私たちは︑

昭和

しょうわしちねんにがつにじゅうににち ﹇昭和七年
昭和七年二月一一十一百の午前五時︑

二月二十二日﹈︵名︶1 昭和七年二月二十二日
六描6

十五年

しょうわじゅうごねん ﹇昭和十五年﹈︵名︶1
十一103 昭和十五年の春︒
しょうわじゅうごねんくがつむいか ﹇昭和十五年九
月六日﹈︵名︶1 昭和十五年九月六日
夜のやみにとざされてるた︒

十一146 昭和十五年九月六日︑防空演習で帝都は

昭和十七年一

しょうわじゅうしちねんいちがつにじゅうさんにち
﹇昭和十七年一月二十三日﹈︵名︶1

十一㎜5 昭和十七年一月二十三日︑わが海軍特別

月二十三日
陸職隊が︑この土地に敵前上陸して︑

﹇昭和

十七年二月十九日﹈︵名︶1 昭和十七年二月十九

しょうわじゅうしちねんにがつじゅうくにち

日

﹇昭和

十二価5 昭和十七年二月十九日︑わが陸の精鋭は︑
ジャワのバリ島を奇襲し︑

しょうわじゅうねんしがつにじゅういちにち

十年四月二十一日﹈︵名︶1 昭和十年四月二十一
日
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しょくにん一しょっき

堂車へ行った︒

やはらかな膏藥のやうなものを︑細い竹べらでつ

かうやく

しょくにん ﹇職人﹈︵名︶4 職人
ぼん
十船2 職人が︑白木の盆のところどころへ︑黒い︑
めてみる︒

十佃9 熟練した手早さで︑職人は︑一つ一つのす
き間へ︑こくそをつめて行く︒

十伽2 そのかげで︑職人の手が動いてみる︒
もゆるめない︒

﹇植物﹈︵名︶6

植物

十伽7 職人は︑話しながらも︑仕事の手はちっと
しょくぶつ

八135 バナナが︑どこでできるか︑どういふ植物
に生るか︑みなさんはそれを知ってゐますか︒

九117

しょくりん

植林

つねに大木を保護するとともに︑植林によ

﹇植林﹈︵名︶1

つて︑あとからあとから育てて行くやうにしなけ
ればならない︒

諸君

ふ
ここへ始めて來た諸君を︑自然はこの吹

﹇諸君﹈︵代名︶4

九訓9園

しょくん

﹇諸卒﹈︵名︶1

諸卒

十二998図主上︑︿略﹀︑諸卒をみそなはし︑正行

しょそつ

﹇所存﹈︵名︶1 所存

を近く召したまふ︒

しょぞん

當家滅亡を見つつ長らへ居り候も残

は

うりふ

﹇諸隊﹈︵名︶2 諸隊

念に候まま︑きっと豊悟致し候所存に候︒

十二備7國田
しょたい

で

絶ちて︑︿略﹀敵を包園せり︒
しょだな

隊は︑敵の後尾をつく︒

片岡・出羽・瓜生・東郷︵正路︶の諸

十﹇535図

かいたくしや

諸君をりっぱな開拓者にしょうとして︑

十一555図片岡・瓜生・東郷の諸隊はその退路を

雪をもつて迎へてくれた︒

ぶき

九加10囹

こんなん
諸君は︑これからいろいろな困難にあふ

よい試練を與へてくれた︒

九川11囹
だらう︒

や︑車が並べてある︒

十一446 りつばな書棚に︑たくさんの人形や︑家

しょだな

立川12園諸君は︑新しい東亜のために︑ここで大 しょだな ﹇書棚﹈︵名︶1 書棚
地を開くのだ︒

女子青

愛路村に住んでみる青年は︑難路青年隊を
﹇女子青年団﹈︵名︶1

諸城

女性的

七城は︑片端から尼子の手に返った︒

﹇諸城﹈︵名︶1

﹇女性的﹈︵形状︶1

巻雲のかぼそい女性的な美しさに比べる

しよくかく

燭角

しよくかく

﹇触角﹈︵名︶1

佐吉は︑︿略﹀︑ひまさへあれば︑織機のこ

十772 自分のめざしてみる織機を仕あげて︑いつ

と進歩させなければならないといふのである︒

十753 それには︑どうしても︑織機をもつともつ

︑とを調べ長けてみたのである︒

十736

き

せかいいちのしょっき・とよだしきじんりきしょっ

しょっき ﹇織機﹈︵名︶9織機εじどうしょっき・

り︑つめたい水で食器を洗ったり︑

七835団 寒い風が吹きまくる螢庭で︑教練をした

にした御飯を︑見るまに平げてしまひます︒

七799国大きなアルミニュームの食器に︑山もり

私たち女子の組も︑先生につれられて︑大 しょっき ﹇食器﹈︵名︶2 食器

八佃3 その上のところに︑小さな鯛角があって︑

しょっかく

九鉗8

しょちょう ﹇所長﹈︵名︶1 所長
くんじ
髄操がすんで︑所長の訓示があった︒

マライの英軍を急追し︑所在に撃破しなが しょち5こしょち
こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の
警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

十二川3

ら南下する皇軍が︑

九265

八139 ﹁ばせう﹂といってみるものに︑よく似た しょざい ﹇所在﹈︵名︶2 所在
植物に生る果物です︒

九233国 熱帯の盛んな植物のみどりといふみどり

八155 あの大きな︑ばせうに似た植物が︑
がすっかり洗はれて︑

年團

八583

と︑

十一774

じょせいてき

九梱10

しょじょう

が並んで︑音無をついであげてゐます︒

在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團の人々

じょしせいねんだん

組織し︑女子は婦女隊を組織し︑

そしき

十㎜11

演習の辞観に出かけました︒

八592

十一873 植物に︑憂つたものがあるやうになった︒ じょし ﹇女子﹈︵名︶2 女子
枯れ︑名物のほたるまでが死んでしまふ︒

十一躍5 十一月ごろまではよく灰が降り︑植物は
しょくぶつえん ﹇植物園﹈︵名︶1 植物園

職務

六431囹 これは︑ジャワの植物園にある鬼ばすと
﹇職務﹈︵名︶1

いふ大きなはすです︒
しょくむ

食物

十138園 すべて上官の命令を守って︑自分の職務
に精を出すのが第一だ︒
﹇食物﹈︵名︶1

八105 このつかれはてた鳥を拾ひ集めて︑暖い家

しょくもつ

食用

に入れてやり︑食物を與へてやりました︒
﹇食用﹈︵名︶1

九姫12 皮は着物にしたり︑肉は食用にしたりする︒

しょくよう

しょっこう一しらせたまう
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かは︑受領を見返してやらうと固く決心した︒

職工さん

十481

八
しょねつ

初冬二題

しょねつ

やがてぎらぎらと太陽が中天にのぼると︑
︹地名︺一

ジョホールバル
﹇助命﹈︵名︶1

ジョホールバル
助命

じょめい

安藝侶はこれを三巻の書物にまとめて︑

﹇書物﹈︵名︶2

のの一つである︒

十一欄9

しょもつ

古事記といって︑わが國でも最も古い書

天皇に奉った︒

十一糊10

しょんぼり

平生は元氣なをばさんが︑今日は︑いちば

︵副︶1

物の一つになってみる︒

しょんぼり

しらき

﹇地雷﹈︵名︶2

地雷

﹁地雷だ︑氣をつけろ︒﹂部隊長のするど

しらが

げんきで

橋の土垂には︑こていねいにも地雷が埋
﹇白髪﹈︵名︶2

白いけむりが立ちのぼり︑

みるみるしらがのおちいさ
昔むかしの話です︒
花をつけようとした褻が︑そのまま枯れて︑
﹇白木﹈︵名︶3

白木

見えるかぎりの変畠は︑しらがになった︒

十㎜5

ん︑

若いうらしまは︑

三稲2圏

しらが

設してある︒

十二鵬7

い叫びが傳はつた︒

言訳6園

じらい

んしょんぼりとして︑さびしさうに見えます︒

六745

書物

白木

次に︑お供へものをいろいろと︑白木の机

ぼん
職人が︑白木の盆のところどころへ︑

の上に運ばれました︒

七419
十㎜2

白木づくり

こくそをつめた白木の盆が︑

みんな白木づくりで︑眠いろのかなぐが︑

﹇白木造﹈︵名︶2

十伽1
造り

しらきづくり
五105團

ひのき

神宮の御殿舎は︑すべて檜の白木造りであ

きらきらとしてゐますが︑

るから︑

九113

白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの敷

通す日影に︑ はや夏の暑さをおぼゆ︒
ふところ

白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し

﹇白白﹈︵副︶1

白々

しらじら明け

江南のしらじら明けを攻め進むすめら

﹇白白明﹈︵名︶1

︹知﹈︵名︶2 知らせ

だのぶなが

この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か

りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

九678図國

ハ︾

しらせたま・う ﹇知音﹈︵四︶1 知らせたまふ ︽

つれて︑攻めて困るといふ知らせがあった︒

十帽9 そこへ︑織田信長が三尊五千の大軍を引き

お

聞いて︑はっとした︒

十531 さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といふ臨時の知らせを

しらせ

御軍うしほのごとし

九367図魍

しらじらあけ

春の日ざしとなりぬ

九376図圏白々とあんずの花の咲き出でて今年も

しらじら

ては︑︿略﹀︑輕さうに浮いて行く︒

十二悩4

雲を

十一681図圃野に立てば野はかがやきて︑白

さへ見ゆる秋の夜の月

十一338図魍

野明天皇の御製で︑長歌としては短いも しらくも ﹇白雲﹈︵名︶3 白雲

じょめい

助命になるに違ひない︒﹂

十二593園﹁お預けになっても︑きっとそのうち

じょめい

九27図

ジョホールバル

焼けつくやうな暑熱が地上を支配する︒

十一川11

十778 佐吉は︑︿略﹀︑一心に考へぬき︑これなら しょねつ ﹇暑熱﹈︵名︶1 暑熱
といふ＝塁の織機を作りあげたが︑

十787 さっそく︑その組み立てに取りかかり︑苦
心の末︑やっと思ひ通りの織機ができあがった︒
日がやって來た ︒

十789 この織機を︑村の人々の前で︑試運轄する
十793 この日︑佐吉の織機を操って︑りっぱに布
を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

初冬

十二463

十814 何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ じょめい．てんのう ﹇雪明天皇﹈︹人名︺1 静明天皇
ると織機はおのつから止り︑

十822 押しも押されもしない﹁世界一の織機﹂と
しよくくわう

いふ光榮が︑かれの上にかがやいた︒

しょっこう ﹇燭光﹈︵名︶1 燭光
しよくくわう

﹇職工﹈︵名︶2

三の次に零を二十七つけたものになる︒

十二慨1 これを燭光であらはすと︑その敷は︑
しょっこうさん
三年ぐらみの︑若い職工さんもみて︑

八㎜10 その機械のそばには︑高等科を卒業して二

職工さんた

八齪2 職工さんは︑張りつめた書毛で︑機械が運
蔵するのを︑じっと見つめてゐます︒

しょっこうさんたち ﹇職工達﹈︵名︶1
ち

﹇初冬﹈︵名︶1

力強い手で︑だんだん組み立てられて行きます︒

八鵬4 作られたものは︑最後に︑職工さんたちの
しょとう

十544 初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を照ら
﹇諸島﹈︵名︶呂ソロモンしょとう．トラッ

し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒
しょとう

クしょとう・パラオしょとう・ビスマルクしょとう

十29 八 初冬二題⁝⁝⁝四十八

しょとうにだい ︹課名︺2 初冬二題
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しらせる一しり

しら・せる

﹇知﹈︵ 下 ︸ ︶ 1 5

知らせる

︽ーセ・ーセ

十伽5図豊松の葉の葉ごとにむすぶ白露のおきて
はこぼれこぼれてはおく
白波を立てながら︑行ったり來たりして︑

調べ

べ・ーベル︾←おしらべる・とりしらべる

七穐2 オランダの長官ノイツは︑すぐ役人に命じ

近年になって︑いろいろな方法で︑このこ

てその船を調べさせ︑

八113

﹁あわてないで︑よく調べてごらん︒﹂

とを調べてみますと︑

八524園

車輪に空氣を入れたり︑︿略﹀︑機械にく

星の動き方を︑もっとくはしく調べて見ま
すと︑

九915
さわぐいそ

九⁝⁝7囹

調べる

︽1

かれは︑すぐその悪者がどこから來たか︑
しらべる

が︑いちばん注意して調べるのは︑嚢動

登動機のおほひをはっして︑機械に手を

かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ︑更に

﹇白帆﹈︵名︶2 シラボ 白帆

したり︑

しらほ

ニツ三ツ︑

白帆が︑いくつも浮かんでゐます︒

ウイテヰタ︑

二61圃小サイシラホガ
ニ

十一㎜7

︽ーメル︾

午前二時ごろ︑もう東の空が白み始める︒

しらみはじ・める ﹇白始﹈ ︵下一︶ 1 白み始める

三748国

青イ海

十一984 嚢動機の調子をしらべたり︑網の支度を

新しい工夫をこらして行った︒

十809

當ててやうすを調べます︒

九相5園

機です︒

九柵8園

るひがないか︑ていねいに調べたりします︒

わがなつ

白波みなぎり瀬は高鳴りて︑さか巻く水

われは海の子︑白波の
煙たなびくとまやこそ︑

しらばくれる

︽ーレ︾

見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑
︵下一︶1

しかしノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂としらばくれて︑
﹇調﹈︵名︶4

やさしい沈んだ調べは︑︿略﹀のぼる月
最後はまた急流の岩に激し︑荒波の岩に

どたう

長唄の調べである︒
怒涛の中には︑︿略﹀私たちの血潮を
湧き立たせる︑勇ましい調べがあります︒

十一一㎜4園

十一梱4

砕けるやうな調べに︑

十一備2

が︑しだいにやみの世界を照らすやう︑

十一皿8

しらべ

武器を返さうといひません︒

七餌6

しらばく・れる

油を流したやうな静かさ︑軍鶏さだ︒

十二㎜1

かしき住みかなれ︒

べの松原に︑

十一撹2図圃

も速かりけり︒

十994図

まるで戦場のやうです︒
せ

六㎜3

五115團 またやうすを知らせますから︑たのしみ しらなみ ﹇白波﹈︵名︶4 白波

ル︾

にして待っておいで︒

﹁ドン︒﹂決勝を知らせる銃の音がしました︒

てあげよう︒

五658国 國男︑今日は︑軍隊の馬のことを知らせ
五935

五麗9 利根のかかりの兵隊さんから︑ときどき︑
利根のやうすを知らせて來ました︒

五梱1 利根のてがらは︑かかりの兵隊さんから︑
くはしく文子さんに知らせて來ました︒

六884国 ときどき︑おうちのことや︑學校のこと
を知らせてください︒

六885團 私も︑職地のやうすを知らせてあげませ
う︒

六㎜5 へさきには︑大れふを知らせるまっかな吹
流しが二本︑

百二十四センチになった時︑知らせてください︒

七732園 春枝さんと︑花子さんは︑ぼくのかげが
七柵2 その室にみたオランダ人が︑逃げ出して急
を知らせました︒
この娘は︑︿略﹀︑そのことを︑義仲のとこ

ろへ知らせてやりました︒

八3710

十川12

﹇調﹈︵下一︶9

︿略﹀︑何名來たか︑それらを調べ始めた︒

しら．べる

白ゆり

が明けて朝日ののぼるころには︑

﹇白百合﹈︵名︶1

五946圏 あすからうれしい夏やすみ︑

しらゆり

しり

﹇尻﹈■おしり

べに白ゆりが︑ ゆめ見るやうに咲いてみる︒

山べに野

九劉3 そのうちに東の地平線が白み︑まもなく夜

佐吉は︑︿略﹀︑ひまさへあれば︑織機のこ しら・む ﹇白﹈︵五︶1 白む ︽ーミ︾
とを調べ績けてるたのである︒

十736

︽！ケ︾

八651 早くこのことを︑大石橋守備隊へ知らせよ しらべつづ・ける ﹇調続﹈ ︵下一︶ 1 調べ績ける
うとしたが︑

ちに早く知らせたいと思ひます︒

九384 そのことを︑おとうさんや︑︿略﹀︑お友だ

白露

︽ーメ︾

九398 離れてみて直接話ができないやうな時には︑ しらべはじ・める ﹇調始﹈ ︵下一︶ 1 調べ始める
手紙や文に書いて知らせます︒

十⁝⁝9 やがて呼吸が不正になり︑脈がかすかにな
﹇白露﹈︵名︶1

つたので︑物証殿に知らせました︒
しらつゆ

しり一しる

690

しり

しり
﹇尻当﹈︵名︶1 尻あて

﹇ 知 ﹈ 皿 V も のしり

しりあて
た び

しり

十二77 鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑作業服・
﹇後 込 ﹈

︵サ変︶

1

しりごみする

ちか足袋に︑尻あてといったいでたちである︒
しりごみ・する
︽ースル︾

六糊6 おそらく︑しりごみするだらうと思はれた
しりざや

道眞は︑その弓矢を静かに受け取り︑
﹇尻鞘﹈︵名︶1

十一585図獅子の金物打つたる甲を着︑三尺五寸

しりざや
の太刀に︑熊の皮のしりざや入れ︑

じりじり ︵副︶4 じりじり

九三6 天正六年七月十七日︑秋とはいへ︑まだ烈

七744圃 じりじりと︑ 照りつける太陽︒

くわつえふ

しい日光が︑じりじりと照りつけてみる︒

十一851 まばらな茎葉樹林を通して︑太陽がじ
りじりと照りつける︒
りじりと績けられて行く︒
﹇退﹈︵ 四 五 ︶ 4

退く

︽ーイ・ク︾

十ニー61 たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑じ
しりぞ・く

その邊を走ったり︑地べたに尻もちをつい

支流

びれを上下に張って進むかっかうは︑
しり
﹇尻餅﹈︵名︶1 尻もち
しり

十島8

しりもち

﹇支流﹈︵名︶1

て︑穴をほったり︑

しりゅう

今︑︿略﹀︑森林鐵道に乗りかへて︑木曾川

﹇視力﹈︵名︶1

視力

の支流にそひながらさかのぼって行くとする︒

九126
しりょく

顔から腕︑腕から胸へかけて僥けただれ︑

﹇汁﹈︵名︶4

汁呂みそしる

視力もほとんど失はれてるた︒

十二伽9
しる

そのみぞをつたはって︑ぽたりぽたりと
油蝉の子の口には︑針のやうな管がありま

落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒

六418囹
七857

すから︑その管を木の根にさしこんで︑汁を二つ

﹁汁﹂を﹁おみおつけ﹂などいふのがそ

て生きてゐます︒

十一306

もぎ取ってロへ入れると︑︿略﹀︑乾きき

の例である︒

十一㎜7

つたのどへ︑あまずっぱい汁が流れ込む︒

春雄さんは︑せんかんや︑︿略﹀︑せんする

らない人ばかり︑

三二5圏生まれた村にかへったら︑

だれも知

かんなどのことをよく知ってゐます︒

三325

この小さなお方の名を知らないか︒

知ってみるが︑

五598園

きっと︑あのもの知りのかかしが︑知っ

てるるでございませう︒

五603園

五606 かかしは︑田の中に立って︑四方を見てゐ

﹁おうい︑おまへは︑この小さなお方を

るので︑何でもよく知ってゐました︒

五608園

だれか︑知ってみるものはみないか︒

知ってみるか︒﹂

五爵3園

知ってみないか︒

五欄3園 おまへは︑日の神のお子様のつりばりを

六847ある日のこと︑知らない兵隊さんから︑手

ここばかりは︑寒い冬も知らないやうに︑

紙が來ました︒

これほど︑おまへが上手だとは︑今まで

みどりの葉が生き生きして︑

六㎜6

六価4園

その海藻は︑何だか知ってゐますか︒

知らなかった︒

七125園

この國にみたわる者のかしらは︑かねて︑

ねになりましたが︑だれも知りません︒

七126 先生がごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつ

七202

しやうじ

中にも︑芋瀬の荘司は︑宮のお通りにな

いもせ

尊の御勇武を聞き傳へて知ってゐましたので︑

ることを知って︑道に手下の者を配ってみた︒

七625

九906

けさは︑子どもたちが早く起きて︑朝御

そんな人は︑まだまだことばや文字のあり

この星を見つければ︑すぐ方角を知ること

がたさを知らない人です︒

九423

たりすることを︑おかあさんからの手紙で知って︑

九227團くに子や︑ひさ子の世話をよくしてくれ

ちに︑すっかりしてくれたのですよ︒

飯の支度からお庭のさうちまで︑私の知らないう

八旧4園

三322 をぢさんのお話を聞いたりして︑軍かん 八136 バナナが︑どこでできるか︑どういふ植物
に生るか︑みなさんはそれを知ってゐますか︒
のことはよく知ってゐます︒

リ・ール︾与おしる・みしる・よみびとしらず

十261 二度三度︑村の上を︑海は進みまた退いた︒し・る ﹇知﹈︵四五︶60 知ル 知る ︽ーッ・ーラ・一
へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒

十二333囹 しかし退いて一人でみる時は︑師の教

知りたまふ

︽ーハ︾

十二㎜2図圏退くべきを見て退くは︑後を全うせ
んがためなり︒

十二㎜3図無 退くべきを見て退くは︑
﹇知給 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

﹇退﹈︵下二︶3ひきしりぞく

しりたま・う

しりぞく

しりびれ

九582図圏 ﹁器量ある武將なれども︑なほ軍の道 四捌9囹 天人は︑うそといふものを知りません︒
五596囹 おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよく
を知りたまはず︒﹂とひとりごとのやうにいふ︒
﹇尻鰭﹈︵名︶1

八M8 胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり

しりびれ
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ができます︒

九柵1囹 飛行機の整備といふことについてよく知
りたいと思ってみたのです︒

九佃8囹自分の飛行機を早く知りたいために︑尾
お

だのぶなが

翼にちよつと色をぬっておくとか︑

ゑもん

九柵8 鹿介は︑織田信長に毛利攻めの志があるこ
とを知って︑かれをたよった︒
かはむらしんざ

九柳2 鹿介は︑それが敵方の一人河村新左衛門で
あると知るや︑︿略﹀ざんぶと川へとび込んだ︒

今もいういうと流れてみる

九三8 甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

九川7園母は︑そんなこととはつゆ知らず︑風の

どこか知らない騨に停車した︒

あそこの岡を知ってみるかね︒

日も雪の日も待ってるたが︑
九㎜10園
九㎜12

十429 今日私たちは︑それが死の世界であると知
つても︑やはり月がなかったらさびしい︒
は︑何か不安な氣持があることを知って︑

十534 ほこらしいやうな︑それでみて︑底の底に
十旧10園 漆はよく天賦を知ってみて︑雨か晴かは︑
その乾き具合ですぐわかるほどです︒

十宙1 毛利方は︑高松城の危いことを知り︑二郷
の援軍を送ってよこした︒

タダ

十㎜3 思はず夜のふけるのも知らないで︑見とれ
てしまふ︒

激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

十一575図圓皆此ノ成果ヲ見ルニ及ンデ︑唯々感
十﹁595図圓 九國のものども討ち從へ候について︑

こんなに遠く離れてみると︑うちのこ
われわれは今日古事記を讃んで︑國初以

とが何よりも知りたいのですよ︒

十一脳8国
十一個10
來の歴史を知るとともに︑

住民たちは︑日本軍の強さと心のやさし

さを知って︑すっかりなついてしまった︒

十一㎜7

日本人のバナナがすきなことを知って︑

この學校に監禁されてるた約八千の邦人

責りに來るのである︒

十一踊8

十二232

顔回ほどその師を知り︑︿略﹀︑師の教へ

が︑皇軍の入城を知って︑
十二251

を實行ずることに心掛けた者はなかった︒
かれは︑一を聞いて十を知る男だ︒

孔子がよく迎撃を知ってみたやうに︑顔

十二3310園

回もまたよくその師を知ってみた︒

十二342

十一一川3

こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の

■おしるこ

日本のしるしに

日本のしるしに

うたがある︒

山がある︒

はたがある︒

n▽にっぽんのしる

こっちの所在を知ってか知らずか︑

警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

﹇印﹈ ︵名︶ 16 しるし

十二川3
しるこ

二842囲

日本のしるしに

し・めじるし

しるし

二846囲

天皇陛下の

お授けくだ

二853圃

みてつから︑

六766圃

﹃ようし︒﹄といったら︑國旗掲揚皇のか

さる尊い軍旗︑ わが陸軍のしるしの軍旗︒

げの端に︑しるしをつけてくれたまへ︒

七728園

七729 勇さんは︑國旗掲揚毫のかげのところへ行
七735

そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み

十一散3図圃

御民われ生けるしるしあり天地の榮

重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑

九㎜11

を書いて︑

九㎜1 ﹁あじあ﹂のしるしのはいった用紙に手紙

つけてありますか︒

九㎜3園 をぢさんの飛行機には︑どんなしるしが

しをつけることもあります︒

九㎜2園撃ち落した敵機の敷だけ︑どこかにしる

ります︒

敵機の敷だけ︑どこかにしるしをつけることもあ

九佃1囹 しるしで思ひ出しましたが︑撃ち落した

さった紙に︑かくことにした︒

八491 先生が︑小さな穴で︑しるしをつけてくだ

いふことがわかりました︒

勇さんはしるしをつける︒

顔回もまたよくその師を知ってみた︒

八85 試みにしるしをつけて︑はなしたものだと

つて︑しるしをつける用意をする︒

十一一343

わしは︑何も知りませんよ︑行者さん︒

弱者は︑ぼう然としてほとんど手のくだ

十二516囹

末廣がり屋を知らぬによって︑かやう

何者かは知らぬが︑わいわいわめいて

しやうも知らない︒

十二696

十一一792囹
みる︒

十二797園

進むべきを知って進むは︑時を失は

そちは末廣がりを知らぬな︒

申すのでござる︒

十二8510園

十二㎜2図圓

慶喜は︑事のすこぶる重大なのを知って︑

ざらんがためなり︒
十一一柵2

月は死の世界であるといふことを︑私た

病院がわが軍に占領されたことを知った

大阪から海路江戸へ二つた︒

時︑

十二俗4
十二伽4

大小の合戦敷を知らず︑

十一633図圓 禮儀を知らば︑弓を伏せて降参仕れ︒

ちはすでに知った︒

十一661図圓 爲朝が手並みは︑汝も知りたるもの
を︒

しるす一しろ
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ゆる時にあへらく思へば

記す

︽ーシ︾5かきしるす

十二旧9 すると︑白い船膿の舷側に︑十字のしる
﹇記﹈︵五︶2

しが赤く描かれてみる︒
しる・す

た︑小さな金属の板がついてゐました︒

八84 すると︑その右の足に︑日本の文字を記し

﹇司令﹈︵名︶2

呂みちしるべ

立ってるる︒

しるべ
司令

十一902 中台温泉から四・六キロと記した道標が

しれい

十614 出撃の訓示をする司令の目は︑ぎらぎらと
光ってみる︒

十722 基地へ蹄ると︑司令は泣いてみた︒

ぎ

しれいかん ﹇司令官﹈︵名︶2 司令官﹇▽こういぐ
の

んしれいかん・こうじょうほうへいしれいかん
十832 わが攻園軍司令官乃木大將と︑敵の司令官
ステッセル將軍とが
﹇司令長官﹈

︵名︶

2

司令長官

十9110園初めから終りまで︑同じ司令官でした︒
しれいちょうかん

しれる

︽ーレ︾

い︒﹂

四126園

このすばらしい舟になるために︑あ

の木は︑ぐんぐんのびたのかもしれない︒

四821囹ぼくらの方が負けるかもしれない︒
これで︑いっか︑おとうさんのお話に聞

いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

六631園

これつきり︑自分は︑遠いところへ行くの

六728囹嶢け死んだのかも知れません︒
七2710

十一鯉12

何千何百といふ敷知れない小鳥たちが︑

子路には︑ひょっとすると︑さういふ考

いっせいに歌を奏する︒

へがわいたのかも知れない︒

十二289

あんまりへったので︑つい︑うは言が

出たかも知れないが︑

十二518園

いひ表すに︑最もふさはしい文字かも知れない︒

十二川5 赤道といふ文字は︑︿略﹀落日の美観を

られてるる︒

十二窃5 目の前には︑敷知れぬ細引きが掛け並べ

何十本とも知れない細い︑白い糸が︑

だと感じたのかも知れません︒

七鵬9

まもなく︑去って行かなければならない日 しれわた・る ﹇知渡﹈︵五︶1 知れ渡る ︽ーッ︾
九伽7 かれの勇名は︑みかたのみか︑もう敵方に

諸君をりっぱな開拓者にしょうとして︑

かいたくしや

﹇試練﹈︵名︶1 試練

﹇子路﹈︹人名︺2 子路

き一本目子路が︑とがり聲で孔子にいつ

﹇白﹈︵名︶10

﹇代﹈5なわしろ

シロ

ハシレ

シロカテ

アカカテ

白δあかしろ・うらじ

子路には︑ひょっとすると︑さういふ考

しろ

ハシレ

最後の百メートルといふところで︑白が︑

五937

五936

白のカッターからは︑さっと︑かいがいっ

白が勝ったのです︒

ぐいぐい出て來ました︒

五931

浮かんでゐます︒

五885青い波の上に︑赤・白・黄・みどりの旗が

五851赤一つ︑白一つ︒

一153圃

ろ・ましろ・まっしろ

しろ

へがわいたのかも知れない︒

十二288

た︒

十二284

しろ

よい試練を與へてくれた︒

九川10園

しれん

も知れ渡ってみた︒

八73

これから行かうとする遠い國のことを︑話

本に︑なごりを惜しんでみるのかも知れません︒

八75

そのまま取ってたべるのだなと思ふかも知

し合ってみるのかも知れません︒

八143

れませんが︑それは大きなまちがひです︒

いたづらに朽ち果てたかも知れないわた
海といふより︑平原といった方がよいかも

しが︑︿略V領主となったのは︑

心乱4園
十397

知れません︒

もう︑何度雨ごひをしたか知れない︒

わたしがこんなに七島で︑いっとも知
それとも︑大陸の氣候が私に合ふのか
この人がなくなったら︑︿略﹀神代以來

家のまはりのゴム林には︑名も知れない
鳥が來て鳴き始める︒

十一盟10

でしまふかも知れないのであった︒

の尊い歴史も文學も︑その死とともに傳はらない

十一田9

も知れません︒

十一価4團

れない身になってみるのに︑

十一411園

十矧5

知れないのに︑こんなことでどうするか︒﹂

十一5510図敵の司令長官ロジェストウェンスキi十535園 ﹁いつ︑米噸の飛行機が飛んで寄るかも

呂とうこうしれいちょうかん
中將は︑きのふの職闘に傷を負ひ︑

司

十一577図 勝報上聞に達するや︑司令長官にたま
へる勅語の中に︑天略﹀︒﹂と仰せられたり︒

ほりょ

しれいちょうかんいか ﹇司令長官以下﹈︵名︶1
令長官以下

﹇知U︵下一︶23

知れる

十一567図 敵の死傷及び捕虜は︑司令長官以下一
萬六百鯨人︒

し・れる

しれいぶ δかんとうぐんしれいぶ

﹇▽いいしれる

三102囹 ﹁これなら︑ちゃうどいいかもしれな

693
しろ一しろい

せいに立ちあがりました︒

六907園 前列は赤︑後列は白︒
べに

六二4 下の方は白で︑花の口もとのところに︑こ
い紅をさしてゐます︒

むらさきの花が︑美しく咲いてゐます︒

六佃7 みどりの葉が生き生きして︑赤や︑白や︑

きんしくんしやう

十885 乃木將軍は︑黒の上着に白のズボン︑胸に
は︑金鶉動章が掛けられてあった︒

一284 シロモ︑ヨロコンデツイテイキマス︒

しろ ︵名︶7 シロ しろ
一一478囹 ﹁シロ︑シロ︒﹂ト呼ビマシタガ︑シロ

バヰマセンデシタ︒
二478園﹁シロ︑シロ︒﹂ト呼ビマシタガ︑

二482 シロバヰマセンデシタ︒
五686団國 ﹁しろ︑しろ︒﹂と呼ぶと︑しろが尾を
﹁し ろ ︑ し ろ ︒ ﹂ と 呼 ぶ と ︑

ふってとんで來るやうに︑
五686国園

五686團 しろが尾をふってとんで來るやうに︑
やまじろ

しろ ﹇城﹈︵名︶33 城■おしろ・かさぎのしろ・
六916 みかたの城には︑赤い旗がひるがへり︑

六916敵の城には︑白い旗がなびいた︒

こんがうざん

六944 しかし︑城を守ってみる隊もみるから︑す

六943 敵の城の旗を取れば︑勝つのだ︒
ぐには取れない︒

七573 千早城は︑けはしい金剛山にあるが︑まこ
とに小さな城で︑

七574 城の附近いつたいは︑すっかり人や馬でう
づまった︒

七576 こんな山城一つ︑何ほどのことがあるもの
かと︑賊が城の門まで攻めのぼると︑

七577 賊が城の門まで攻めのぼると︑城のやぐら

これにこりて︑賊は︑城の水をたやして︑

から大きな石を投げ落して︑

七581

賊が︑︿略﹀押し寄せると︑城から大きな

苦しめようとはかった︒

七603

賊は︑大きなはしごを作り︑これを城の前

石を四五十︑一度に落したので︑

七607

かれらは︑兵力を以て皇湾の港を占領し︑

の谷に渡して橋にした︒

2

そこに城を築きました︒

七

八318図平家の軍勢十萬至論︑一の谷に城をかま
へて︑源氏の大軍を防ぐ︒

くだるやいなや︑三千饒騎︑一度にどつ

とときをあげて︑平家の城に火を放つ︒

八346図

てん

豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天

とよとみひでよし

しゅかく

八927

城を出ると︑堀ばたの廣場に︑教育塔がそ

守閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒
びえて︑

八934

かなざは

くわんげん

秀吉の援軍が今日來るかあす重るか︑それ

九591図義家︑金澤の城を攻めんとする折︑
九悩9

を頼みに勝久は城を守った︒

このあかつき︑城の内にて管絃した
この城が落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑託ち

はしばひでよし

まひつるは︑この人々にておはしけり︒

十㎜6図解
心向2

に毛利方を攻めるに違ひない︒

せめてこの城だけでも︑持ちこたへなけれ

あもり

ながら

かなはぬ時は︑城を枕に討死せよといふ

ばならないと思った︒

十島5
十衛2園

お心と思ひます︒

城近く流れてみる足守川は︑長良川の水を
それを一氣に流し込んだのであるから︑城

集めてあふれるばかりであった︒

十描6
十描8

の周面のたんぼは︑たちまち湖のやうになった︒

十術3 その間にも︑水かさはずんずん増して︑城

の石垣はすでに水に没した︒
み

十捌4 宗治は︑巳の刻を期して︑城をあとに︑秀

そもそも笠置の城と申すは︑山高くし

吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒

十一168図

しげのり

三河の國の住人︑足助の次郎重範︑

あすけ

ここにて一息休めて︑城の中をきっと

て一片の白雲峯を埋め︑

十一178図

みかは

見あぐれば︑

十一189図圓

これを軍の初めとして︑大手・からめ

下乗の君のおはします城なれば︑

︿略﹀︑この城の一の木戸を堅めたり︒

十一191園園

これよりのちは︑寄せ手雲霞のごとし

手︑城の内︑をめき叫んで攻め戦ふ︒

十一215図
十一224図

敵に園まれて強陣を破るにも︑城を

といへども︑城を攻めんといふ者なく︑

﹇白葦毛﹈︵名︶1 白あし毛
くコリ

攻めて敵を滅すにも︑

十一598図圖
しろあしげ

白あし毛の馬に︑黒い鞍を置いて乗ってゐ

おほりの水はしっかに明かるく︑白

﹇白﹈︵形︶78 白い ︽ーイ・ーク︾尋あお

十878
た︒

じろい

しろ・い

三165圃

竹の先についてみる白いねぎが︑葉

いやぐらはくっきりとそびえ︑

みるみるしらがのおちいさ

げんきで

そのたびに︑白い布をひろげたやうに︑

のそばにすれすれになると︑

三724
三757團

ひろがります︒

若いうらしまは︑

三麗8圏白いけむりが立ちのぼり︑

ん︑ 昔むかしの話です︒

四44圃白いあふぎをさかさまに︑かけた下

しろい一しろい
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から雲がわき︑

おほはれてゐます︒

みかたの城には︑赤い旗がひるがへり︑敵

の城には︑白い旗がなびいた︒

六917

ぽっかり浮 六945 白い旗は︑つい︑目の前にひらひらしてゐ

四284 ぼくたち七人は︑白い線にそって並び
ました︒

四434圃空にはまるいお月さま︑

六欄9

正面に︑松の木が茂ってみて︑白いやぐら
空には︑白い雲がぽっかり浮かんで︑

が見えました︒

六悩2

るが︑手がとどかない︒
かんだ白い雲︒
四486 白い菊の花が︑咲きそろったやうなのも 六951 まだ︑白い旗がひらひらしてみる︒

あります︒

四616 小さい三方に︑白い紙とうら白をしい
て︑鏡餅をのせてお供へになりました︒

その時は︑ニミリぐらみの小さな︑白いう

何十本とも知れない細い︑白い糸が︑
がいし
電柱の碍子が︑ くっきりと白い︒

あの黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔か

白い紙をはった︑いかにも飛びさうなかつ

白い帆かげ

沖の方は︑白くもやでかすんで︑見通しが

て︑上品なあまさが口に残る︒

﹁パンパン︒﹂と︑白い煙の輪を吐きながら︑

左手の山の頂が︑銀のやうに白く光り始め

きかない︒

九453
九466
ると︑

︿略﹀︑漁船が眞直に近寄って來る︒

九468

九471 海面から立ちのぼってみた白いもやが︑薄

まるまると肥えたまぐろ︑︿略﹀︑大きなさ

れて行って︑

九486

黄色な煙の中に︑白い煙がまじってみる︒

めllその白い腹が朝の太陽に光り︑
九727

九966 目の前を︑白いかもめが海面とすれすれに

その向かふに︑眞一文字に白い線を引いた

飛んで行く︒

九棚5

やうな砂濱が︑目にしみるやうに窮つた︒
わ せ
何よりも︑たんぼに早稻の穗が出そろって

九町8

燕が︑川水にすれすれに飛んでは︑白い

つばめ

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒

北の方では︑二三日前に雪が降ったので︑

腹を見せてちう返りをしてみた︒

九柵10

九脳12

十623

十846囹

人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通

白い御飯から︑あたたかいみそ汁から︑

白い着物の上に山吹色の着物を重ねて︑

口から鼻から︑白い水を吐き出す︒

かけ出して來た女の子は︑

十﹁389

十㎜2

十985図面赤い椿白い椿と落ちにけり碧梧桐

あの新聞紙を︑白くぬっておくやうに︒
へきごどう

ほかほかと︑立ちのぼる湯氣を見つめながら︑
だんうん
眼下に津々と︑白い噺雲がかかる︒

十517圃

る︑白い︑恐しい海を見た︒

十2510

﹁用意llどん︒﹂白い花びらを︑まき散ら 遠い山の峯が白くなってみる︒

ゆらりゆらゆら︑春の水︑

堀ばたの悪場に︑教育塔がそびえて︑白い
表面が︑しだいにはぎ取られて行くと︑始
木曾川の上流が︑白い御影石の川床をかん
で流れる木曾谷の左右の山々にある︒

九123

めて︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき始めます︒

八柵9

姿を︑くっきりと大空に現してゐます︒

八937

がうつってた︒

八688圃

したやうであった︒

八5410

かうをしてみる︒

八468

にほひがして︑

八214團白いふさになった花の咲くころは︑よい

な實の出て來るバナナは︑

八133

七㎜3圃

七一9

じのやうなものです︒

七864

四633 新しいしめなは︑白い紙︑うら白の葉︑ 七439 その時︑あの白い着物が︑ほんたうに美し
いと思ひました︒
何もかもさっぱりときれいに見えて︑
かへったり︒

月は十五

四馬1圃白いはまべの 松原に︑ 波がよったり︑

夜まんまるい︒

四榴1圃國 白い衣のそろひでまふと︑

かへったり︒

四悩1圃 白いはまべの 松原に︑ 波がよったり︑

こ

五202 どこからともなく︑綿のやうに白い︑やは
らかなやなぎの花がとんで來ます︒
んな白い糸が出て來るものですね︒﹂

五402囹 ﹁あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑

五487 流れが急で︑白い波が︑石と石との間にわ
き返ってゐました︒

五884 夏の空は︑からりと晴れて︑白いかもめが︑

五555白い波をたてて︑走ってゐました︒
海の上を︑すいすいとんで行きます︒

五898 日にやけた︑まつ愚な顔に︑白いはちまき
をしっかりしめてゐます︒
六366 かべには︑白い布がはってあって︑

六396 あたり一面に︑ぱっと白い花をまき散らし
たやうです︒

六852團支那の廣い野原は︑今︑白い雪で一面に 九237團 白い實を舌の上にのせると︑すっととけ

695
しろう一しろくじゃく

十一707 眞綿を薄く引き延したやうな白い雲の出
るのを︑巻雲といひます︒
をおほったやうになりますから︑

十一717 のちには︑ごく薄い︑白い絹か何かで空

はんてん

十一722 青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑
さばの斑鮎に似てみるのでさば雲といひ︑
群生する白い雲があります︒

十一731 いわし雲よりぐっと大きな塊になって︑

一だんと大きなはんの木の間に︑かぶつ

航空将校が︑白い寝床の上に横たはってるた︒
十一一欄1

船もまた爾舷にかみ出す白いしぶきを︑

た白い手拭が見える︒
十一一脳3

白いすだれを掛けたやうなスコールの中

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

ひいろ

十一一川6
←ささきのしろうたかつな

へ突つ込む︒

しろう

あのたこを︑次郎と二人で外へ持つ
次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少

わにざめは︑白兎のいふとほりに並び

四832

白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞへながら︑渡っ

もう一足で陸へあがらうといふ時︑

て行きました︒

四837

一番しまひにるたわにざめが︑白兎を

白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒

四843

白兎は痛くてたまりません︑はまべで

つかまへて︑

四845

白兎が今までのことを申しますと︑神

しくしく泣いてゐました︒

様は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

四849

四854 白兎はすぐ海の水をあびました︒
四867 白兎は泣きながら︑また今までのこと

白兎がそのとほりにしますと︑からだ

を申しました︒

は︑すぐもとのやうになりました︒

四874

太郎サンノ弟ノ次郎サンバ︑小サイ

﹁︿略﹀︒﹂と︑次郎さんがいったので︑みん

﹁︿略﹀︒﹂次郎さんは︑うれしさうな聲でさ

しろうま

しろうま

富士・淺間・白馬・立山等の姿を見ない

しろくじゃく ﹇白孔雀﹈︵名︶1 白くじゃく

のが︑まったく残念であった︒

十一9610

白兎はそれを見て︑﹁︿略﹀︒﹂といひま しろうま ﹇白馬﹈︹地名︺1 白馬

けびました︒

六448

なが笑ひました︒

六436

︿略﹀︑ゆり子さんも︑みんな集りました︒

六358 正男さんも︑太郎さんも︑次郎さんも︑

ました︒

三273 又略﹀︒﹂と︑太郎さんと次郎さんがいひ

ささ舟を持って︑小川の岸に並びました︒

三251 次郎さんも三郎さんもよろこんで︑︿略﹀

シャベルヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二603

次郎は喜んで︑﹁ばんざい︒﹂といひま じろうさん ﹇次郎﹈︹人名︺6 次郎サン 次郎さん

ぼくも次郎も︑うれしくてうれしくて

安藝の太郎を︑左のわきにさしはさみ︑
白兎

白兎⁝⁝⁝八十

︹課名︺2

白兎
白兎

白兎が︑島から向かふの陸へ行ってみ

﹇白兎﹈︵名︶11

十七

十七

ました︒

四829

した︒

四817

たいと思ひました︒

四806

しろうさぎ

四805

四35

しろうさぎ

弟の次郎を︑右のわきに取ってはさみ︑

十備9図

十麗10図弟の次郎も︑すぐれたるつはものなり︒

たまりません︒

四943團

した︒

四921團

しのばして︑風に向かって走りました︒

四903団

て出た時は︑

四891国

じろうなおざね・はたけやまのじろうしげただ

しげのり・おおぐしのじろうしげちか・くまがいの

十﹁746 ところどころに青空が見え︑雲の端々が じろう ﹇次郎﹈︹人名︺6 次郎 5あすけのじろう
白く見えて︑その間から日光がもれたりします︒

十一757雨の降ったあげく︑山の間などから流れ
るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑

十一761 底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが
つた形に現れる白い雲は︑積雲といひますが︑
にばないちご﹂などが︑貼々と入り掌れてみた︒

十一922 白い﹁はくさんいちげ﹂や︑深紅の﹁べ
十一搬5 バランガへ通じる白い道は︑その観測所
から手に取るやうに見えるので︑
はっしま

十一悩1 向かふの沖の初島に︑白い波が打ち寄せ
てるるのが見えるといふ︑給のやうな歌です︒

十一㎜1 眞青な空には︑白い雲が光を帯びて流れ
てるる︒

十﹇漉4 白い山羊もみれば︑黒いのもみる︒

十一η3 目の前に立ちふさがってみる火山が︑白
い煙を吐いてみたが︑

がずらりと川岸に立ち並んで見える︒

十一㎜9 密林が切れて︑白い壁に赤い屋根の建物
十二価3 全員が︑マライ人より黒く日にやけて︑
歯だけが妙に白い ︒

十二旧9 すると︑白い船髄の舷側に︑十字のしる
しが赤く描かれてみる︒

十一一伽7 バリ島の敵の野戦病院には︑アメリカの

しろくま一じんいん

696

﹇雛﹈︵形状︶1

しわくちゃ

しわくちゃになってみた羽が︑みるみる延

びて來ます︒

七888

しわくちゃ

を描いて︑消えずに残ってみる︒

四488 白くじゃくが︑羽をいっぱいにひろげた 十二㎜9 船の跡が︑いつまでたっても二本のしわ

しろくま

やうなのもあります︒
しろくま
しろくま ﹇白熊﹈︵名︶1 白熊
六尺8 白熊が︑頭をふってゐました︒

︵下一︶

白さ

1

白黒させる

臣

しはぶきの聲一つしない︑神代さながらの

﹇臣﹈︵名︶2

義貞重臣たるの道を克くさんため︑
仰ぎ願はくは︑臣が心をあはれみた
神

一音は一音より妙を加へ神に入って︑

﹇神﹈︵名︶1

十一㎜3

しん

まへ︒﹂と︑しばし祈念をこらしつつ︑

十一238図圓

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十一236圏

しん

山中は︑

九181

五896 艦長のことばにはげまされて︑白点十三人 しわぶき ﹇咳﹈︵名︶1 しはぶき

しろぐみ ﹇白組﹈︵名︶1 白組

﹇白黒﹈

の選手は︑カッターに乗りうつりました︒
しろくろさ・せる
︽ーセ︾

﹁︿略﹀︒﹂目を白黒させながら︑ノイツは︑

﹇白﹈︵名︶1

かけつけて來たオランダ人にいひました︒

七伽5

しろさ
たいせう

白し

︽ーク・ーシ︾

十二川8 雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と
﹇ 白 ﹈ ︵形︶2

が︑あざやかに封照して︑
しろ・し

かつらぎ

白っぽい

︽ーシ︾

︽ーク︾

敬語の使用は︑︿略﹀︑眞の敬意︑すなは
あたりは眞のやみである︒
寝

窓を開けはなし︑かやをつって︑︿略﹀

﹇寝﹈︵名︶1

﹇人﹈

むインドじん︒オランダじんたち・がい

か

かへ

十二3110園己に克って禮に復るのが仁である︒

陣←いちじん

ゑつ

ここに︑﹁仁﹂の全艦が説かれてみる︒

たひらのこれもり

﹇陣﹈︵名︶6

十二327
じん

義仲は︑五萬騎を引きつれ︑これも同じ

中の國︑となみ山に陣を取る︒

ちゆう

八295図大豊平維盛は︑十萬騎を引きつれ︑越
八297図

屋島の合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平

く︑となみ山のふもとに陣を取る︒

家は海に船を浮かべて︑相野せり︒

八712図

しく︑敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒

十一229図面の方を見渡せば︑北は山高く道けは

陣を開いて退散すべし︒

十一626図圖もし一家の氏族ならば︑すみやかに

十二904図國敵︑前後をさへぎつて︑御方は陣を

廣い支那のことであるあから︑今でも日本

﹇真意﹈︵名︶1 音量

へだてたり︒

しんい

の眞意がわからないで︑いつ心得違ひのらんばう

十㎜5

者が︑現れないともかぎらないからである︒
ジンヰ
﹇人為﹈︵名︶1 人当
キセキ

じんい

前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑
ジン
モト
ミィッ
＝一天皇陛下ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人

十一572園園

ヰ

神域いよいよ嚴かならんとす︒

しんみき

爲ノ能クスベキニアラズ︒
しんみき
﹇神域﹈︵名︶1 神域
しんいき

﹇新一﹈︹人名︺2 新一

十48図
しんいち

七849團年月日新一

七808團週番士官殿が見えると︑班長殿は︑

つてから︑次のやうにおっしゃいました︒

七71 先生は︑私たち四年生の人員をお調べにな

﹇人員﹈︵名︶3 人員

新一︑子馬が生まれたよ︒

んインドじんたち・まんしゅうじん・まんじんた

九786園
孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑

じんいん

ち・もうこじん・もうこじんたち・ロシヤじん

ん・にっぽんじん・マライじん・マライじんしなじ

じん・ジャワじん・ジャワじんたち・せいようじ

こくじん・きょうじん・こだいにっぽんじん・しな

じん

南半球の星を眺めながら寝につくのである︒

十一畑12

しん

十二678

ち敬ふ眞心がことばに現れることが︑

十一314

九365図團 あふぎ見るマストの上をゆるやかに流 しん ﹇真﹈︵名︶2 眞
るる雲は白く光れり
だき雪白し︒
﹇知 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

しろしめす

十二392図魍 かへりみすれば葛城の 山のいた
しろしめ・す

九43図幽 この國を神生みたまひ︑ この國を
﹇白 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

値しろしめし︑ この國を神まもります︒
しろっぽ・い

十㎜2 黄色な土が︑すっかり白つぼくなった︒
しろはちまき ﹇白鉢巻﹈︵名︶1 白鉢巻

十二節8 目と目はおたがひに物をいって︑全員白
しわ

鉢巻をきりつとしめた︒
﹇搬﹈︵名︶3

十二315

いつれも﹁仁﹂の一部の説明で︑その行
ひやすい方面を述べたのである︒

十二318

八515 もし︑しわでもできると︑風の受け方がう じん ﹇仁﹈︵名︶4 仁

しわ

まく行かないので︑水平に飛ばない︒
しわができたり︑干割れがしたりします︒

十桝4園 早く乾かし過ぎると︑あとでちぢんで︑

697
しんえい一しんごうき

﹁︿略﹀︒﹂と︑人員の報告をされます︒

十二鵬8 工兵隊は︑鯨つた材料をトラックに積み︑

︹地名︺一

シンガポール

︿ 略 ﹀ ︑ 器 材 と 人員の鮎検を受けて︑

シンガポール

しんえい 畢さいしんえい

シンガ

六374園 どんなことがあっても落ちないと︑イギ
リスがいばってみたシンガポールも︑

ポール陥落の夜

シンガポールかんらくのよる ︹虚名︺2
十二34 十五 シンガポール陥落の夜⁝⁝⁝百歩
六

十二備1 十五 シンガポール陪落の夜
シンガポールぐんこう ︵名︶一 シンガポール軍港

﹇心願﹈︵名︶1

心願

プ リ ン ス ー オ ブ ーウェールズと︑

十585 シンガポール軍港にみる英國東洋艦隊旗艦
しんがん
はちまん

当量

新京

しんく

﹇深紅﹈︵名︶1

まさもろ

寺正師

十二938図

まさもろ

深紅

2

神宮

息あったじんぐ

神宮橋

まさたか

﹇神宮橋﹈︵名︶1

一族十六人︑從ふ兵五十飴人︑

じんぐうばし

神宮御

神宮備林

十43図神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊
神宮学林

花の御紋章を賦するかしこさ︒
︹題名︺1

神宮備林

じんぐうびりん

九99

﹇神宮備林﹈︵名︶2

︵サ変︶ 4

進軍する ︽一

川床をかんで流れる木曾谷の左右の山々にある︒

﹇進軍﹈

六84 勇ましくふるひ立って︑大和へ進軍しまし

シ・ースル︾

一萬五千の精兵が堂々と進軍して來た︒

た︒

九散5

嚢動機の音をとどろかしながら︑開拓に進
軍する︒

九分3

その氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑

神経5ぜんしんけい

進軍して行くところが寓りました︒

十一佃9團映書の中に︑日本の兵隊さんが︑︿略﹀︑

十二川7

しんけい ﹇神経﹈︵名︶1

﹇進撃路﹈︵名︶1 進撃路

ちよつと張りの抜けた神経を引きしめさせる︒
しんげきろ

この道以外に部隊の進撃路はないので︑

﹇神剣﹈︵名︶1 神言
たかくらじ
私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神田を奉り︑

どうしてもこの難關を突破しなければならない︒

十一槻7
しんけん

修行者は︑どこまでも草臥であった︒

﹇真剣﹈︵形状︶1 眞劒

金のとびが御弓の先に止ったことを思った︒

十563
しんけん

﹇森厳﹈︵形状︶1 森嚴

十二537

九187 木やり歌は︑中立神宮直読の森嚴な空馬を

しんげん

しんかう

﹇信仰﹈︵名︶1 信仰

しんかう

明かるくふるはせて︑いつまでも響き渡った︒
しんこう

5しょうしんこうへい

深更を過ぎて︑お電話があり︑

﹇深更﹈︵名︶1 深更

オボを作り︑大地をまつるやうになった︒

九㎜11 いっとはなしに信仰となって︑このやうな
しんこう

しんこう

木曾の御料林中に︑神宮備林が定められる 十二柵7圃

じんぐうびりん

九1110

この神宮備林は︑木曾川の上流が︑︿略﹀ しんごうき ﹇信号旗﹈︵名︶2 信老匠

ことになった︒

九123

しんぐん・する

十一923白い﹁はくさんいちげ﹂や︑深紅の﹁べ しんぐん 5そうしんぐん
︵名︶

にばないちご﹂などが︑鮎々と入り倒れてみた︒
﹇神宮﹈

う・かしはらじんぐう・こうだいじんぐう・なかだ

じんぐう

神宮の御殿舎は︑すべて檜の白木造りであ

ちじんぐうびりん・めいじじんぐう
ひのき

九113

﹁宮城﹂﹁神宮﹂﹁宮内省﹂の﹁宮﹂は︑﹁き

るから︑

十価7

﹇神宮御造営﹈︵名︶1

ゆう﹂﹁ぐう﹂﹁く﹂などいろいろの音で讃みます︒

﹇神宮御造営用

以來︑神宮御造螢の用材は︑永久につきる

じんぐうこぞうえい

九121

造螢
心配がなくなったのである︒

神宮御造語用材中

じんぐうこぞうえいようざいちゅう

材中﹈︵名︶1

げくう

まはじめ祭の行はれたところである︒

だいじな︑内宮・外宮の御神木を伐り出したみそ

ないくう

十1210馬田八幡様に日参致し候も︑そなたが︑あ 九138 ここは︑︿略﹀︑神宮御造螢用材中いちばん
﹇神気﹈︵名︶1

っぽれなるてがらを立て候やうとの心願に候︒
しんき

眞紅

神宮寺正師・和田正隆を始めとして︑

十51図 大鳥居を過ぎ︑神器身にせまるをおぼえ じんぐうじまさもろ ﹇神宮寺正師﹈︹人名︺1 神宮
﹇新京﹈︹地名︺4

つつ︑静かに歩みを移せば︑参道はまた右折す︒
しんきょう

十二時間半で行くことができます︒

八223国 これで新京へは八時間半︑ハルビンへは︑

九㎜4 この子は新京へ母と録るところで︑マルタ
といふ名ださうだ︒

三川8 ﹁あじあ﹂は︑ 一浴に國都新京へせまって
行く︒

﹇真紅﹈︵名︶1

九川12 兵隊さんたちは新京で下車した︒
しんく

十一一川1 見渡す限りの海が︑眞紅のきらめきにも
え立って行く︒

しんこうしあう一じんち
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九梱7図圃 秋晴れや旗艦にあがる信號旗
みかさ

︵名︶

心魂

1

神社

︽ース

与いくだまじん

︽一

ワ・スマトラあたりまで進出して︑

信書管は血にまみれ︑身には重い傷を負つ
大石橋守備隊では︑さっそく信書管をとり
甚次郎

甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷へ行った︒

じんじらう

甚次郎︑このかぶとは祖先傳來の寳︑こ
甚次郎は︑胸がこみあげるやうにうれしか
甚次郎の目は︑いつのまにか涙で光ってゐ
しかのすけゆきもり

甚次郎は︑この日から山中鹿介幸盛と名

しん・ずる

︻信﹈︵サ変︶1

■ふしんじんもの

﹇親切﹈︵形状︶9

信ずる

︽ージ︾

しんせつ

りこうなものはめったにないそ︒

十126履團何にてもゑんりよなくいへと︑しんせ

しんせつな山のお招きの席に︑しばらく

つに仰せくだされ候︒

十一811

心からしんせつに看護をしてやった︒

は︑すべてを忘れて立ってるた︒
てつや
十二桝3 二人のわが衛生兵は︑代る代る徹夜して︑

十二桝10囹あなたがたが︑私に示されたしんせつ

﹇進﹈︵下一︶1

進ぜる

︽ーゼ︾

と︑あなたがた同志の友情のうるはしさに︑
しん・ぜる

へた︒

十柵2園 明日︑私の首を進ぜよう︒﹂と宗治は答

新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の

﹇新鮮﹈︵名︶1 新鮮

九507

しんせん

新鮮

四角な箱の中には︑近くの海で取れたあぢ

﹇新鮮﹈︵形状︶2

朝は︑見るからにきびきびとして︑威勢がよい︒
しんせん

やさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑

九501

十塑7 子どもたちは︑その新鮮なかざりに正月氣

5こしんぜん

分を味はふ︒

しんぜん

寝皇

寝垂の後には︑めいめいの持物を置くた

爾側には寝奎があって︑

﹇寝台﹈︵名︶2

七824團

しんだい

かうして︑あたたかい心で育てられ︑しん しんたい δこしんたい
このやうに︑しんせつにしていただくので︑

ながあります︒

七824團

こんなにしんせつにしていただいてるれ じんち ﹇陣地﹈︵名︶7 陣地﹇▽てきじんち・ゆう

しんせつにしてやれば︑馬ほどすなほで︑

わが軍は︑勇ましく敵にとつげきして︑と

うとう︑その陣地をせんりゃうしました︒

五伽7

する日が來ました︒

いよいよ︑わが軍が︑敵の陣地にとつげき

五宙6

ぐんじんち

上官のかたがたは︑ぼくらを︑自分の弟

ば︑皇后様におせわをしていただくのと︑同じこ

九809囹

か子のやうにしんせつにしてくださいます︒

七839国

とではないか︒

七351囹

が︑いつのまにか日本中にひろがりました︒

どんな重い病氣でも︑きっとなほるといふうはさ

七342

せつな手で︑荷作りされたみかんは︑

六292

しんせつ

かたく信じてゐます︒

夕曇2囹整備は戦闘なりといふことを︑私たちは

しんじん

のり︑心にかたく主家を興すことを誓った︒

九曜8

た︒

九悩7

つた︒

九型9

れをおまへにゆつる︒

九旧3園

九慨7

じんじろう

はっして︑手あつくかんこしたが︑
じんじらう
﹇甚次郎﹈︹人名︺5 甚次郎

八679

て︑息もたえだえであった︒

八646

十一531図 わが旗艦三笠は︑職闘旗をかかぐると しんしょかん ﹇信書管﹈︵名︶2 信書管
ともに︑信號旗を以て令を各区にくだせり︒
しんこうしあう ﹇信号為合﹈︵五︶1 信志しあふ

信仰スル

六327国 これらのほかに︑みかたの潜水艦どうし

︽ーフ︾

﹇信 仰 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

で︑信溢しあふ機械がある︒
しんこう・する
キンセウ

十一573図圓 損失・死傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神

ル︾

﹇心魂﹈︵名︶1

ヨ
嬢ノ加護二由ルモノト信仰スルノ外ナク︑

しんこん

十一伽2 長い長い物語を讃みあげるのに︑ほとん
﹇震災﹈﹇ ▽ か ん と う だ い し ん さ い

ど心魂をささげ書くしたことであらう︒
しんさい
しんさい

呂

しんさい
しんさいばしすじ ﹇心斎橋筋﹈︹地名︺1 心骨橋筋

八922 心齋橋筋には︑りつぼな商店が並び︑
しんざえもん ﹇新左衛門﹈︹人名︺2 新左衛門
かわむらしんざえもん

九観4 重手を負ひながらも︑鹿介は大力の新左衛

九観3 新左衛門もとび込んだ︒
門を組み伏せてしまった︒

しんざんもの ﹇新参者﹈︵名︶1 新参者

七麗5 いはば︑新参者のオランダ人が︑古参の日
﹇神社﹈

本人をじゃまあっかひにしたのです︒
じんじゃ
かうつのみや

じゃ・すみよしじんじゃ・やすくにじんじゃ
いいはれのある神社やお寺です︒
﹇進出﹈︵サ変︶1

進出する

八943 高津宮や︑︿略﹀四天王寺など︑みんな古

シ︾

しんしゅつ・する

ふついん

七佃10 日本人は︑︿略﹀︑無印や︑タイや︑ジャ
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しんちゅう一じんば

し居り

心中

神勅
にぎのみこと

朝敵とともに身命を捨て候事は︑朝

﹇新漬﹈︵名︶1

新づけ

神殿

新づけの白菜︑何といふみつみつしさで

す

﹇震動﹈

深度

︵サ変︶

1

震動する

の響きと震動が︑からだに傳はつて來ます︒
しんどう・する

︽1

シ︾

七974

﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響きとと

あくまで徳川を討たなければ︑武家政治

﹇新日本﹈︵名︶1 新日本

もに︑東京の野良萬の家は︑一度に震動した︒
しんにっぽん

新年

新年⁝⁝⁝六十三

うち中

を土垂からくつがへして︑新日本を打ち立てるこ

十二佃4

とができないとする硬論がある︒

十三

新年

門松立てて︑しめかざりして︑

﹇新年﹈︵名︶7

﹁昭和の光﹂︑

新年おめでたうございます︒

新年おめでたうございます︒

上手

﹁新年おめでたうございます︒﹂と卜い

﹁新年おめでたうございます︒﹂

にできて︑
四685團

てありました︒

四687

新年に持つわれわれ日本人の心持が︑す

﹇人馬﹈︵名︶2

人馬

数萬の寄せ手︑どうと打ちすゑられ︑

なだれを打って人馬落ち重なる︒

十一222図

谷も︑平家の人馬にてうづまれり︒

八315図重なり重なって︑さしもに深きくりから

じんば

しんのう

う・ほうしんのう・りんのうじのみやこうべんほう

しんのう n▽せいかんいんのみやちかこないしんの

らすらと品よくよみ出されてゐます︒

十一価5

みん

﹁君が代﹂歌って︑

新年おめでたうございます︒

隠隠へ行って︑

なにこにこ︑

四647囲たこあげしたり︑羽つきしたり︑

新年おめでたうございます︒

四644圃

そろって︑

四641圃

しんねん

四636 十三

四31

さくさくと玉じゃりをふんで︑神殿の御 しんねん ︹君名︺2 新年

﹇神殿﹈︵名︶2

親電

神殿は︑外宮と同じやうに︑お屋根がか

﹇親電﹈︵名︶1

今︑日本皇室に封し奉り︑慶祝の親
しんと

あたりはしんとして︑せき一つするものも

︵副︶2

﹇深度﹈︵名︶1

また深度を少しつつ減らして行って︑艦
震動

はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は

﹇震動﹈︵名︶4

はげしい震動がひとまつ過ぎると︑すぐに

い

震動の具合がどうかと︑しっかり確めてから︑

九柵9園爆音を聞いてみて︑順調であるか︑その

居間へとって返した︒

七987

くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒

七984

しんどう

長は︑雲霞鏡を何秒間かちよつと出して見た︒

十二脳7

しんど

んだやうになってみた校舎の中から︑

十二235すると︑今までしんと静まり返って︑死 四653團書きぞめの字は

ありません︒

六棚3

しんと

電を︑書き終ったところである︒

十二佃3圏國

しんでん

やでふいてありました︒

五103團

門の前へ進みました︒

五99国

しんでん

あらう︒

十503圃

しんづけ

廷へ恐れ入り候事と︑誠に心痛致し居り候︒

︽ーリ︾

十二鴇9閥国

はくわいとう

六事1 今︑わが工兵は︑︿略﹀︑長い破壊筒をか

六908 爾方に分れて︑それぞれ陣地についた︒
かへながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒

六塀2 見れば︑敵の陣地には︑ぎっしりと︑鐵條
網が張りめぐらされてゐます︒

七794国 相手の陣地に︑﹁わあっ︒﹂と大聲をあげ
て︑はげしく突撃したりします︒
﹇心中﹈︵名︶2

十一梱一 ラジオを敵の陣地へ放送する宣傳班員は︑
しんちゅう

十一一m2 慶喜の言上するところを一々お聞きにな
るに及んで︑事情止むを得なかったかれの心中を
あはれみたまうた ︒

十二備9図心 心中御憐察あらせられ︑願ひの通り︑
陣中

家名のところ御憐慰あらせられ候はば︑
﹇陣中﹈︵名︶3

十843 下見分をした乃木芸人は︑陣中にふさはし

じんちゅう

い會見所の情景にほほ笑んだが︑

十一鵬2 このはりつめた第一線の陣中で︑ふと猫
の鳴き聲を耳にした︒

陣中新聞

十二柵5 やがて長州征伐の大事が起って︑家茂は
こう
その陣中に薫じ︑

じんちゅうしんぶん ﹇陣中新聞﹈︵名︶1

しんぢゅうなごん

十一悩10囹 陣中新聞に登表してはどうですか︒
しんぢゅうなごんとももり

しんちゅうなごん ﹇新中納言﹈︵名︶1 新中納言

しんちょう

十㎜10図新中納言知盛これを見て︑教纒のもと
に使者を立て︑
しんちょう

しんちょう ﹇慎重﹈︵形状︶1 愼重

に

﹇神勅﹈︵名︶1

十二矯4園 みんな愼重にやれ︒
しんちょく

心痛致

十565 天照大神が︑瑳瑳杵尊にくだしたまうた 十悩9 だまって椅子に腰をおろしてみると︑機關
神勅を思った︒

しんつういたしお・り ﹇心痛居﹈︵ラ変︶1

しんぽい一しんもん
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しんぱい ﹇心配﹈︵名︶5 しんぱい

心配■こし

んぽいくださる・こしんぱいもうしあげる

四鵬1国 この次には︑何か︑みもんひんを持って
來てくださるとのことでしたが︑そんなしんぽい
をしないでください︒

六311団沈んだきりで︑浮かないことがありはし
ないかと︑思ふものもあるやうだが︑今の潜水艦
は︑うまくできてみるから︑そんなしんぱいは︑
まったくない︒

九腸10

やがて二百十日が來て︑農家はただ風ばか

りを心配する︒

﹇審判﹈︵名︶1

しんばん

十一一269園死んだのではないかと心配した︒
しんばん

神秘

三247囹ねえさんは︑あの橋の上でしんばん
をしてください︒
左は︑急な斜面が神秘な谷底へ深く落ち

﹇神秘﹈︵形状︶1

十一956

しんぴ

込んでみる︒

﹇新聞﹈︵名︶1

攣ったといふよりは︑すばらしい進歩を
心棒

十二738

八十一歳の光冠ある長壽を終るまで︑功

しんぱう

績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

しんぱう

しんぼうつよさ ﹇辛抱強﹈︵名︶1 辛抱強さ

あれほど守り績けた辛抱強さには︑敬服

のほかありません︒

十906園

進歩させる ︽一

呂こしんぼく・こしんぼくきりはじめ

それには︑どうしても︑織機をもつともつ

しんぽさ・せる ﹇進歩﹈︵下一︶1

しんぼく

セ︾

と進歩させなければならないといふのである︒

十753

たかくらじ

やまとたけるのみこと

神武天皇の昔︑高倉下が順鞘を奉り︑

神武天皇や日本武尊の御事蹟︑その

一旦の身命を助らんために︑多年の

﹇身命﹈︵名︶4 身命

もろやす

汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑

しんもん 呂にししんもん・みなみしんもん

廷へ恐れ入り重事と︑誠に心痛致し居り候︒

十二柵8属国朝敵とともに身命を捨て候事は︑朝

私身命に代へ願ひあげまみらせ候︒

十二旧4急冷

身命を近くして合職仕り︑

十二989図國今こそ師直・師泰の軍に立ち向かひ︑

もろなほ

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

十二896図圓

しんめい

神武天皇

重代の武功︑返す返すも神妙なり︒

ひうが

昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと

﹇神武天皇﹈︹人名︺4

しんみん 8いちしんみん

十二9910図圏

さしはっす︒心のうちこそ神妙なれ︒

十一651図 ﹁︿略﹀︒﹂と思案して︑つがひたる矢を

新聞5じんちゅうしん しんみょう ﹇神妙﹈︵形状︶2 神妙
ざっし

私たちは︑毎日︑本や︑新聞や︑雑誌を讃
新聞紙

びが︑

四993圃

前日︑壁に残ってみる弾のあとを︑ともか じんむてんのう

﹇新聞紙﹈︵名︶4

下見分をした乃木將軍は︑︿略﹀︑壁に張つ

十563

神武天皇は︑日向をおたちになって︑
あの新聞紙を︑白くぬっておくやうに︒

六42
十846囹

新聞紙は︑露量敗北の記事で満たされてゐ

十918園

﹇心棒﹈︵名︶2

示しました︒

しんぼう

わくは心棒で支へ︑時計仕掛で静かに回
この時計仕掛が嚢明されない前は︑夜中

轄させながら︑

新旧2園
十伽5園

信望

でも起きて︑心棒を手でまはさなければならなか
﹇信望﹈︵名︶1

つたのです︒

しんぼう

他古代のいひ傳へが︑

十847

たからである︒

十﹁個3

てある新聞紙に︑ふと目を注いで︑

十844

くも新聞紙で張り︑

十8310

しんぶんし

んでゐます︒

十桝4

ぶん

しんぶん

九122 要所︑神宮御造螢の用材は︑永久につきる しんぴょう3けんこくしんびょう
心配がなくなったのである︒
る心配はなくなった︒

九201国 もうこれで南洋の住民と見まちがへられ
九餌5園 こんな心配をしてみる時に︑無事錦って
しんぱい

來るのですから︑うれしくてなりません︒
しんぱい ﹇心配﹈︵形状︶4 シンパイ
心配

二75 勇サンバ︑天キガシンパイデタマリマセ
ンQ

二507 妹ガ︑﹁︿略﹀︒﹂トシンパイサウニイヒマ
シタ︒

六697 おばあさんもしんぱいさうです︒
下の村を見おろした︒

十211 五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに しんぽ ﹇進歩﹈︵名︶1 進歩

︽ ー シ・ースル︾

しんぱい・する ﹇心配﹈︵サ変︶5 しんぱいする
心配する

のだから︑しんぱいしないで︑もうおやすみ︒

六711園 さよ子︑おまへは︑あした︑血書がある

なくなりはしないかと心配しましたが︑

七331園 この子は︑ひどい目の病で︑ものが見え

だれ一人かかつてみない︒

九253国 おまへたちの心配するやうな病体には︑

701
しんや一す

しんや

﹇深夜﹈︵名︶1

深夜

針葉樹

十鵬5 深夜の空には︑ちりばめたやうに星がかが
やいて︑

﹇針葉樹﹈︵名︶2

十一863 そろそろ︑針葉樹が現れて來た︒

しんようじゅ

十一864 やがて針葉樹の密林へはいると︑急に快
い涼しさを畳える ︒

しんようじゅりん ﹇針葉樹林﹈︵名︶1 針葉樹林

︵サ変︶

1

信頼する ︽一

十﹁8110 この丸木橋に立って︑︿略﹀高い山々の
﹇ 信 頼﹈

針葉樹林を見あげる︒
しんらい・する
シ︾

十二254 わが道を傳へ得るただ一人の弟子だと︑
孔子はかねてから深く信頼してみた︒

しんラバウル ︵名︶1 新ラバウル

十一躍8 火山灰の降らないところに︑新ラバウル
の市街を作ることになってみる︒

だのぶなが

森林

じんりき ■とよだしきじんりきしょっき
お

﹇森林﹈︵名︶5

九109 用材は︑︿略﹀︑織田信長が︑木曾の森林か

しんりん

ら伐採して奉ったことがあり︑

九131 窓の外のけしきは攣っても︑︿略﹀生ひ茂
つたみどりの森林は︑つきることがない︒

九131 何といふ森林のつらなりであらうとおどろ
くころは︑

十72図西神門を出でて行く道は︑しばし森林の
奥に人をいざなふ ︒

で︑

十一倣2 山全髄が熱帯の森林におほはれてみるの

あげまつ

しんりんてつどう ﹇森林鉄道﹈︵名︶1 森林三道

道に乗りかへて︑

九125 今︑中央線の上松騨で汽車をおり︑森林鐵

しんるい

しんるみ

にいさんは︑しんるみの人たちに送られ

﹇親類﹈︵名︶1

四724
人類

て︑兵螢の門まで來ました︒
私たち人類にとって︑︿略﹀︑太陽ほどあ

﹇人類﹈︵名︶1

十二伽8

じんるい

神島

今とこしへに神鍵としづまりまして︑

りがたいものがあるだらうか︒
しんれい
﹇神霊﹈︵名︶4 言下
しんれい

しんれい

十67図

ヨロコ

キンセウ

ヨ

﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑祖宗ノ神

進路

く

す

﹇洲﹈︵名︶3 洲

狼介は︑︿略﹀︑洲にあがるが早いか︑四尺

九伽10園 あの川しもの洲こそよき場所︒

の大太刀を抜いて切ってかかった︒

九仙9

九伽9 それをじっとふみこたへたが︑片足が洲の

端にすべり込んで︑思はずよろよろとする︒
す
﹇巣﹈︵名︶9 す 巣 巣3くものす・ふるす

同じ巣へもどって託るといふのです︒
す
八樹4 かささぎは︑巣を作らうとして︑あちらこ

やなぎ

す

九㎜2園

﹁鳥の巣︒﹂といったら︑すぐわかった︒
はち
す

あのかささぎの巣を見てみるのさ︒

う・かんじあう・かんず・かんぱつす・くっす・げ

みす・かくこす・かんきゅうす・かんげんしたま

にす・えしゃくす・かいしす・かいふくす・かえり

セヨ︾暴あいたいす・いそんず︒うせつす・うちじ

す﹇為﹈︵サ変︶49スす︽シ・ス・スル・スレ・セ・

思はせるやうなでこぼこが︑目立って見える︒

十375 殊に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を

九㎜3園

掛けてみる︒

九㎜10 沿線の楊の木に︑かささぎが巣をいくつも

えんせん

鳥を育てるのです︒

八田5 かささぎは︑毎年新しい巣を作って︑ひな

ちら飛びまはります︒

八111

また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

八111

り來たりして︑すを作る仕事をつづけました︒
す
今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑來年

七言6 くもは︑この上を︑いそがしさうに行った

損失・死傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神 す

﹁皇祖皇宗ノ神雲上血塗リ︒﹂と仰せられ

︿略﹀︑國をしづめ︑民草をもみそなはすらん︒

十562図
てるる︒

十一573図圏
チン

ヨ
霊ノ加護二百ルモノト信仰スルノ外ナク︑

コタ

十一578図國

くぢら

霊二封フルヲ得ルヲ澤フ︒﹂と仰せられたり︒
しんう
﹇針路﹈︵名︶6 針路 針路

しんろ

爾戦艦は︑︿略﹀鯨がもりを食ってあばれ
しんう
るやうにもがきながら︑大きく針路を憂へた︒

十671

二番機・三番機が︑二曹の針路をねらって︑
それぞれ右から左から魚雷を登射した︒

十673

そこから針路を北西に取って︑スマトラ
島の北端を廻ると︑いよいよノーンド洋だ︒

十二鯉3

南西の風に向かって︑かすかに針路を攣
やっと切れめを見つけて︑豫定の哨戒線

へたころから︑

十二㎜3
十二烈6

艦長は漕望鏡を出したまま突進し︑その

上に針路を取りもどしたと見る間に︑
十一一鵬6

﹇進路﹈︵名︶1

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒
しんろ

よりて主戦艦隊及び巡洋艦隊は︑直ち
に東方へ向かって敵の進路をふさぎ︑

十一555図

す

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑
九632下弦

じす・けっす・こうげきす・こうふくす・こおどり

九657図圏若き人に見ならはせんとて︑かくする
されど償あまりに高くして︑買ふもの一

﹁などて︑かくはするぞ︒﹂と問ふ︒

じがいす・しす・じょうず・じょうりくす・せい
九663図

なり︒

す・ごらんず・させつす・さんこうす・しあんす・

す・ぞんじまいらす・ぞんず・たいさんす・たい
しゅつす・たいす・たっす・たままつりす・ちんぼ
しんみき

人もなく︑空しく引き錦らんとす︒

十49図神域いよいよ嚴かならんとす︒

つす・ついげきす・つきす・でんたつす・とうず・

とっしんす・にゅうじょうす・ねっちゅうしはじ

てんがい
汝︑にっこりとして天蓋を押し開き︑

十173図閣

焼きてはくだき︑くだきては焼き︑はて

岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと

野臥2図西水の引くをば待つべきか︒いかにせん︒

とすれば︑

十468図胸ををどらせつつ︑やをらかまを開かん

けをする者一人もなし︒

十453憂世子たちこの師を見かぎりさりて︑手助

はただばう然として︑歎息するばかりなり︒

十449図

む︒のうじゅしたまう・はいかんす・はいす・はい
れいどりょくす・へんせいす・ほういす・ほうげき

す・はっす・ふうず・ふくそうす・ふこくす・ふん

すんじまいらす・やすんず・やどりす・ゆあみす・

す︒ほかくす・ほじす・ほゆうす・まっとうす・や
ゆうしんかんせんす・よくす︒よみしたまう
けくだれば︑三千鯨騎︑馬を並べてかけくだる︒

八334図幽 義経を手本にせよ︒﹂とて︑眞先にか

よりみち

取って返し︑みぎはに打ちあがらんとす
いかにもして助けまみらせんと思へど
義経︑目にたつさまはしたれども︑かれ

されども︑いかにしたりけん︑義脚の船

6図圓源氏の方にわれと思はん者あらば︑教

十一172図

つづら折りなる道をあがること十八町︑

とて︑︿略V︑海へつっとそ入りにける︒

下網1図圖﹁いざ︑おのれら︑死出の旅の供せよ︒﹂

纏組んで生け捕りにせよ︒

十

に乗り當り︑

十川7図

これ行きちがへて︑教纒に組ませず︒

十川6ロa凶

も︑

三曲6図國

るところに︑熊谷︑波打際にてむずと組んで︑

十型3図

つと引くものあり︒

十王7図打ちあがらんとするところに︑後よりむ

もせず︑︿略﹀︑向かふの岸に着きにけり︒

八753口藺凶義経は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑ 十鵬5図
流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑

くまで
八756図 敵は︑船中より熊手をもつて︑義経のか
ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒
はちまん

九51図圏嚴として東海にあり︒
九579図 八幡太郎義家︑關白頼通の館にて軍の物
語しける時︑

ころに進み寄りて︑ゑしやくす︒

九589予断家︑︿略﹀︑匡房が車に乗らんとすると

かなざは

九5810図 それよりのち︑主家は匡房を師として學
びけり︒

九591図 義家︑金澤の城を攻めんとする折︑

ためつぐ

にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九592図 たまたま一行の雁︑刈田におりんとして︑
みうら

九629図 三浦の平太郎賢覧といふつはもの︑景正
が顔をふまへて矢を抜かんとす︒

九631図 景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ

その勢決然として︑あへて望むべきや

へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒

うもなし︒

十一183図

十一185図寄せ手これを見て︑進まんとするもか

進まんとするもかなはず︑引かんとす

なはず︑引かんとするもかなはずして︑

るもかなはずして︑心ならずも支へたり︒

十一185図

これを軍の初めとして︑大手・からめ

手︑城の内︑をめき叫んで攻め戦ふ︒

十一215図

十﹁225図城を攻めんといふ者なく︑ただ四方を

その志︑ひとへに皇軍をたすけ奉つ

夢みて︑遠攻めにこそしたりけれ︒

十一238図圏

て︑民生を安んぜんとするにあり︒

峡を曾て︑ウラジオストックに向かはんとす︒

十一519図太平洋第二・第三艦隊は︑今や朝鮮海

イ

ツ

一二天皇陛下ノ御稜威ノ致ス所ニシ

ミ

十一544図敵は︑算を上して逃れ去らんとす︒

ジンヰ

テ︑固ヨリ人爲ノ能クスベキニアラズ︒

モト

十一572図圏

道理にやつまりけん︑そののちは音もせず︒

十一637図 承引︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑

内かぶと︑

十一645郷軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる

照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

つがひ︑ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

十一647図願ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち
十一738

月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑
み
星行かば水つくかばね︑ 山行かば
へ

か

ぐ

大和には群山あれど︑

むらやま

有爲の奥山今日越えて︑

ゐ

淺き夢

とりょうふ

草むすかばね︑ 大君の邊にこそ死なめ︑ かへり

十二418図魍

みはせじ︒
あめ

十二458図魍

う

天の香具山︑ 登り立ち國見をすれば︑

十二548図圃園

・

す一す
702

703

す一ず

ゑ
見じ酔ひもせず︒

つはもの

十二565図圏 業革の奥山今日越えて︑
ただよし

じ酔ひもせず︒

淺き夢見

十二911図直義の兵ども︑︿略﹀よき敵なりと思
まさかず

まさたか

ひ︑取り込めてこれを討たんとしけれども︑

十二938図橋本正員・︿略﹀・和田正隆を始めと
して︑一族十六人︑從ふ兵五十鯨人︑

か︑二つのうちに戦を決すべきにて候︒

その黄金ありとも知らせたまはず︒

九665図求むることいかにもかなふべからず︒

やすく抜けず︒

九625図首を貫ぬきてかぶとに射つけたれば︑た

九608思量﹁矢は當らぬに︑死にて候︒﹂

めて︑

九605図矢は︑あやまたず頭上をすれすれにかす

十二991踏篭正行・正時が首をかれらに取らせ候 九582図圓 なほ軍の道を知りたまはず︒
すなはち南殿のみすを高く巻かせて︑

玉顔殊にうるはしく︑

十二997図

心中御憐察あらせられ︑願ひの通り︑

家名のところ御憐慰あらせられ候はば︑

十二備9國国

家名のところ御里慰あらせられ候は

九678図圓

十二佃10國團

九683図國世のつねのことに用ふべからず︒

ば︑

十二966図そののちは︑童どもと戦のまねして︑

︽ザラ・ザリ・ザル・ザレ・ズ・

九679図圓ゆめにも求め得べしとは思はざりき︒

ず

﹇図﹈︵名︶与せっけいず
ズ

︵助動︶

m

ず

ず

ここう

﹁これは朝敵の首を 取 る な り ︒ ﹂ と い ひ ︑

九6810図

ちん

十二㎜4図圏 朕︑汝を以って股肱とす︒

九6910図 ﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし感じてやまざりけり︒

こくたん

だ黒きぬり机なり︒
ほうたう

十78図 御机は紫檀にも黒檀にもあらずして︑た

したん

ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑

ヌ・ネ︾5あいかわらず・おもわず・こころなら

︽セ︾与あまてらすおおみかみ

九枷7 ねらひ違はず︑狼介が満月のごとく引きし

す

ず・すかさず・たえず・とりあえず・のこらず・ひ

︵助動︶16

とりのこらず・よみびとしらず

す

九647図圓 その障子をこなたへたまはりて︑なに

なし︒

八344図
思はれず︒

十131圏田

十123國團

わが子にくしとはつゆ思ひ申さず︒

君の御恩に報ゆるためには候はずや︒

十452図 家業もおろそかならざるを得ず︒

十4410図 苦心は︑それのみにあらざりき︒

いたづらに焼きてはくだき︑

十447障q凶 めざす色はたやすく量るべくもあらず︑

これが義経の弓なりと︑あざけらるる

弓を惜しみたるにはあらず︒

いくたびかことわりたれども︑許されず︒

八768図國

さがせど見えず︒

くはしほこ

ちたる

ひとりわが國にもてはやさるるのみなら

十997図 馬の毛も甲の色もさだかならず︒

ず︑遠く海外にも傳はりて︑

十4710図

十464図 鶏の聲を聞きては︑はや心も心にあらず︒

十463図 かまのかたはらを離れざりき︒

十456図柿の色を求めて止まざりき︒

一念ただ夕日に映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

十455図 喜三右衛門は︑動かざること山のごとく︑

十452図 家業もおろそかならざるを得ず︒

八766図圓

八727図

なだれのごとくくだるさま︑人わざとも

八339図今は先へも進まれず︑後へひかんやうも 十1110圓団 そなたは豊島沖の海職にも出でず︑

八308図矢を取る者は弓を取らず︒

弓を取らず︒

八307濫造を取る者は矢を取らず︑矢を取る者は

九614図 背を向けてうつぼにささせけり︒
がしに張らせ候はん︒

九657図上 しばらくは用をなすものぞ︑と若き人
に見ならはせんとて︑かくするなり︒

昭憲皇太后かぎりなくめでさせたまひて︑

十77図 日常の御生活のいかに御倹素にわたらせ
られしか︒

十94口自警

しばしば行啓あらせられたりとそ︒

十467図胸ををどらせつつ︑やをらかまを開かん
とすれば︑

十857図田 武士の愚智を保持せしむることを望ま

八872図鑑囹

さがせど見えず︒

は︑源氏一門の恥ならずや︒

八875図圓呼べど答へず︑

せらる︒

十価8図海へさっと打ち入れ︑泳がせけり︒

八876図圏呼べど答へず︑

春秋のながめっきせず︒

細父千足
にはかに風起り波だちさわぎて︑御船進

あめつち

九61三三

天地ときはみはあらず︑

まず︒

九79図

の國は︒

九72図圏

﹁杉野はいっこ︑杉野はみずや︒﹂

十一587図 三十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑かぶ

十川7図 かれこれ行きちがへて︑教導に組ませず︒
とを郎等に持たせて歩み出でたるさま︑

十一657図國 いざさらば︑大聖に矢風を負はせ︑
引き退けんと思ふは︑いかに︒

十二952図圖 汝を櫻井より返されしは︑父のあと
をとぶらはせんためにもあらず︑

ず一ず
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を孚ひけん︑

十期4図人目には何とも見えざりけれど︑内々先

もせず︑︿略﹀︑向かふの岸に着きにけり︒

十鵬5図 岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと
十塀2図園 ﹁ものの敷には候はねど︑武藏の國の
住人︑熊谷の次郎直撃︒﹂と名のる︒

眉間の眞中をぐざと射込みたりければ︑

の眞向砕きて︑
みけん

十一214図

秋來ぬと目にはさやかに見えねども

たやすかるべしとは見えざりけり︒

二言ともいはず︑︿略﹀倒れ重なって死にけり︒

十一233図

十一335図圃
風の音にぞおどろかれぬる

敵將ネボカトフ愛縁︑今は逃れぬとこ

せず︒

十一638図

大仁の前には親死に子討たるるとも

つひにはかなふべからず︒

道理にやつまりけん︑そののちは音も

十一655図國

十﹁654圏

かへりみず︑︿略﹀死に重なって職ふと聞く︒

の星を射けつつて︑

十﹁664図思ふねらひをあやまたず︑矢はかぶと

十一667図國汝は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ︒

七郎はしばしもたまらず死にてけり︒

ろと畳悟したりけん︑

十一557図

照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

十㎜3図 さてもあるべきことならねば︑泣く泣く

十柳7図圖名のらずとも首を取って人に問へ︒

十﹇674図

わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

十一568図

十一738

タダ

ジンヰ

十一572図國固ヨリ人爲ノ能クスベキニアラズ︒

モト

されども義纒を見知らざれば︑

月とは︑

ゆくて

しの

いそ崎にたゆまずよするあら波を凌

をのこやも空しかるべき萬代に語り

山上三瀬の作である︒
ゑ

やまのうへのおくら

み
つきせぬ親

暴き夢見じ醇ひもせず︒

淺き夢見じ酔ひもせず︒

まことに獅子の氣性あれば︑はね返

今は︑のがれぬところとおぼゆるぞ︒

敵に降ることあるべからず︒

取るに足らぬ敵どもは︑⁝太刀打って

皆五箇所︑三箇所︑傷を負はぬはなか

十二905圏

十二927図

かけ散らす︒

十二913図

十二897図國

りて死せずといへり︒

十二891図圓

王のみうらみに︑

こ

十二765ロ凶魍鎌倉宮にまうでては︑

十二565図圃

十二548図韻園

つぐべき名は立てずして

十二444図圃

の心のまことなりけれ

十二58図鑑目にみえぬかみの心に通ふこそひと

ぐいはほの力をぞおもふ

十二43図闘

定めぬ波まくら︑ ももひろちひろ海の底︑

十一欄7図圓丈鯨のろかいあやつりて︑

照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

月とは︑

大小の合戦敷を知らず︑

いかなる鬼神といへども恐れずといふ

十一5710図將兵︑すべて感泣せざるはなかりき︒
十一588図
ことなし︒

十一596図鑑

十一601図國利を得ること夜討にしくこと候はず︒
十一602図解火を逃れん者は矢を量るべからず︑

決してしかるべきにあらず︒

らず︒

十一633図圖兄に向かひて弓を引くことあるべか
兄に向かって弓引かんことあるべか
らずとは︑道理なり︒

十一635図國

十一739

十一575図國唯々感激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノ

勝たざるべき︒

將兵一同感激にたへず︒

十冊4図國 われら三人がつかみかからば︑などか
十一13エ粟田

矢を恐れん者は火を漁るべからず︒

十一603皇孫矢を恐れん者は火を隔るべからず︒
いまだ天の明けざる前に勝負を決すること︑

十一613図國

ること︑何のうたがひも候はず︒

十一185図引かんとするもかなはずして︑

合戦の事は武士にこそ任せらるべき
に︑道にもあらぬ御計らひ︑いかがあらん︒

十一615図國

十一212図 思ふねらひを違へず︑彌五郎がかぶと

通らざるべき︒

十一208図國 かぶとの眞向を射たらんに︑などか

らん︒

十一207図圖矢じり砕け折れて︑通らぬこともあ 十一628図 三朝聞きもあへず︑﹁︿略﹀︒﹂と答ふ︒

らず死しけり︒

十︻199図 荒尾馬より逆さまに落ちて︑起きも直

るもかなはずして ︑

十一185図進まんとするもかなはず︑引かんとす 十一608図圓 いまだ天の明けざる前に勝負を決す

もいはず︑かづらに取りつき岩の上を傳ひて︑

十一176図賊の寄せ手七萬五千饒騎︑堀・がけと 十﹇607圏 爲朝が矢二つ三つ放さんばかりにて︑

も見えざりければ︑官軍はや落ちたりと思ひて︑

十一174図 されども城中鳴りを静めて︑人ありと

ノ如シ︒

かれこれ行きちがへて︑教経に組ませず︒

早わざにはおとりけん︑聴いても飛び得

およそ二三十人が力ある大力の者︑おの

図

れにおとらぬ家來一人ともなひたり︒

9

。174
図図図

首を打ちにけり︒

十
十十十
112ず112111111
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すあし一すいすい

りナり︒

十二942図 敵より送り來たれる父の首を見て︑悲
しみにたへず︑ひそかに持佛堂の方へ行きけり︒

すいか

水火

宮が︑︿略﹀︑國のため民のためには︑水

﹇水火﹈︵名︶1

十一一柵1

火の中をもいとはない御畳悟で︑

患者は半敷ぐらみよって︑ところどころに

置いてある吸ひがら入れに︑吐く音が聞えます︒

十衙6

十二953二黒汝を櫻井より返されしは︑父のあとすいがらいれ ﹇吸殻入﹈︵名︶1 吸ひがら入れ
をとぶらはせんためにもあらず︑

十二954図圖 腹を切れと残されしにもあらず︒
るべしとも思はれず︒

﹇遂行﹈︵サ変︶1

遂行する

るとかすみ水牛あゆむ
ひつじ
高原にも牛や羊や水牛がみる︒

十一鋤3

ル︾

すいこう・する

﹇吸込﹈︵五︶8

スピコム

吸ひこむ

一言半句︑不平もぐちもこぼさず︑ひた

すいこ・む

大きなのがじまんの大面は︑うんとい

すいしえい

︹課名︺2

水師螢

水師糊

水師螢⁝⁝⁝八十二

十二

十32 十二
十829

すいしえい ﹇水師営﹈︹地名︺1 水師螢

だ

れんげ

わしは

水晶

十834 會見所は︑要撃から北西四キロばかりの地

鮎︑水師螢の一民屋である︒
ひ

すいしょう ﹇水晶﹈︹地名︺1

︵名︶3

するしやう
水しゃう 水晶

︿略﹀︑うねり績く雄大細々な姿︒

すいしょう ﹇水晶﹈

するしやう

水

四503ちゃうど水しゃうで作った木のやうで

晶■くろすいしょう
す︒

首筋に水晶のはけがさはったやうなつめ

十一910水晶のすだれを掛けたやうに降りしき
る雨を︑

たさである︒

十一784

草の芽の間から︑立ちあがる水蒸氣のか

すいじょうき ﹇水蒸気﹈︵名︶1 水蒸氣

げもなつかしい︒

十一一即4

するしんき

それといつしょに︑もっと輕い︑巡洋艦

それっきり︑今まで聞えてみたレキシン

スイスイ

すいすい

スイスイオヨイデイクウチニ︑ドコヘ

︵副︶8

イッタカ︑見エナクナルコトガアリマス︒

一597

すいすい

トンの推進器の音は︑聞えなくなってしまった︒

十一一㎜6

ちよつと張りの抜けた神経を引きしめさせる︒

十二川5 その氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑

か駆逐艦らしい推進器の音も混って駆る︒

十二購11

る音がはっきりと聞えて來る︒

十二踊9 近づくに從って︑敵艦の推進器の回宣す

するしんき

しかし︑大関は︑こんどこそと︑力いっぱ すいしんき ﹇推進器﹈︵名︶4 推進器 推進器
壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴から︑

大型爆揮が︑レパルスに吸ひ込まれるやう

ちやうおん

その國旗も︑吸ひ込まれるやうに海の中
ぐわうぜん

て來た︒

轟然たる爆音が︑聴音機に吸ひ込まれ

へ姿を没してしまった︒

十二櫨5

きをいっぱいに吸ひ込んだ︒

十一46圃眠ってみた黒龍江が︑︿略﹀︑春のいぶ

に落下すると思ふと︑

十651

ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒

九736

いいきを吸ひこみました︒

三311

きを吸ひこんで︑おなかをふくらましました︒

三297

イキヲイッパイスヒコミマシタ︒

二213勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑

︽ーマ・ーミ・ーン︾

すら任務を遂行する姿には︑

十一一柵4

︽ース

九372図閣蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば 十一938 飛騨山脈が︑蓮華・鷲羽・水晶・五郎と︑

そしう

十二962図圖 君の御用にも立ちまみらせんことあ すいぎゅう ﹇水牛﹈︵名︶2 水牛

十二964図正行︑腹も切り得ず泣き倒れ︑母とと
もにぞ歎きける︒

十二965図身にしみ心にしみて忘れず︒
十二985遣手 手を書くして合戦仕り候はずば︑父
の申しし遺言にもたがひ︑

ざうり

吸ひ込む

十一一994図玉顔を拝し奉らんために参内仕りて
候 ︒ ﹂ と 申 し も あ へず︑

づ直衣の袖をぞぬらされける︒

なほし

十二995図 中納言︑いまだ奏し奉らざる先に︑ま

十二㎜2図圖進むべきを知って進むは︑時を失は
ざらんがためなり ︒

十二㎜6図頭を地につけて︑とかくも申しあげず︑
ただこれを最後の参内と思ひ定めて退出す︒

十二柵7図今度の合職に一足も引かず︑一つとこ
ろにて討死せんと約束したりける者ども
すあし
﹇素足﹈︵名︶1 素足

十二佃7囑團私一命は惜しみ申さず候へども︑
すあし
あし

す
十一788 山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑素
水温

足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒
﹇水温﹈︵名︶2

十﹇999囹 今夜はなぎらしいが︑水温や潮の流れ

すいおん

はどうだい︒

り速くないやうで す ︒ ﹂

十一9910園 ﹁水温は紅ますに適度︑潮の流れは鯨 十二川10

すいせい一ずいぶん
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富 士 の山︒

四宙5圏 かもめすいすい とんで行く︑ 空にか
すんだ

富 士 の山︒

四伽2團 かもめすいすい とんで行く︑ 空にほ
んのり

五96国すきとほった水の中に︑たくさんの魚が︑
すいすいおよいでゐました︒

九摺4

二人はしばし水中で戦ったが︑︿略﹀︑鹿介

﹇垂直尾翼﹈︵名︶1

垂直尾翼

兵士は︑銃を持つたまま︑みんな水中へを

は大力の新左衛門を組み伏せてしまった︒
どり込んだ︒

十伽4
すいちょくびよく

3

吸ひつける

︽一

胴膿︑︿略﹀鼻木︑いちばん大きな主翼︑

︵下一︶

村から海へ移した五兵衛の目は︑たちまち

﹇吸付﹈

それから水平尾翼・垂直尾翼などである︒

八479

つちよ

九鵬8

水筒

するとう

すいっちょ︑すい

水筒

た︒

岸べから︑せまい水道を通って︑更に袋

﹇水道﹈︵名︶1 水道

十一脳10

すいどう

のやうにひろがった湾内へはいると︑
すみにん
﹇垂仁天皇﹈︹人名︺1 垂仁天皇

垂仁天皇の仰せを受けた田道間守は︑船に

すみにん

すいにんてんのう

乗って︑遠い︑遠い外國へ行きました︒

六203

漆が乾く時には水分を吸乱しますが︑乾

﹇水分﹈︵名︶2 水分

十悩1囹

すいぶん

いてしまったら水分を受けつけません︒

十悩2囹乾いてしまったら水分を受けつけません︒

君の仲間はずるぶん多いな︒

たきのあたりは︑ずるぶんみごとでせう︒

ずるぶん︑高いなあ︒

港内には︑ずるぶん船がゐますね︒

傾く家︑めちゃめちゃにつぶれる家もずる

南支那の海上に海賊の一團がみて︑彌兵衛

大連の港は︑ずるぶん大きくて︑毎日た

初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列に

ぼくも︑ずるぶん手傳つたよ︒

﹁ずるぶん寒いな︒﹂

十一885

それに︑日本軍の砲撃の仕方が︑初めと

﹁ねえさん︑これまでずるぶんわがま

とうとう合戦小屋にたどり着いたのが午

まをいってすみませんでした︒﹂

十一505園

終りとでは︑ずるぶん立って來ましたね︒

十916園

十377囹月の顔には︑ずるぶんあばたがあるね︒

十3510園

八悩3園

なったので︑ずるぶん列が長かった︒

八786

くさんの船が出たり︑はいったりして︑

八2110團

も︑これまでずるぶん苦しんだことがあります︒

七脳3

ぶん多かった︒

七975

七661園

七559

六545園

四819囹

つめたい空薫が︑吸ひつけられるやうに ずいぶん ﹇随分﹈︵副︶14 ずるぶん
吸ひつけられるやうに潜望鏡をのぞいて
スイッチ

橋には︑︿略﹀爆藥が仕掛けてあり︑退

︵名︶一

︵感︶1

立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける
とんぼを追ひかけると︑とんぼはすいとそ

するとう

﹇水筒﹈︵名︶3

こんがう

ルックサック・水筒・金剛杖の身支度も

﹁この水筒にも入れてください︒﹂

水筒の水を飲むと︑のどがごくりと鳴つ

するとう

十一832
十一859

かひがひしく︑

八585囹

すいとう

れて︑豆畠の方へ飛んで行ってしまった︒

十278

と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九958

すいと︵副︶2すいと

いっちよ︑すいっちょ︒﹂をくり返す︒

障子に輕くぱさと止った虫が︑やがて﹁す

すいっちょすいっちょ

却の際︑スイッチ一つで爆破して行くのである︒

十二醜4

スイッチ

みた艦長は︑

十二悌7

室の中へしのびこむ︒

十一783

そこに吸ひつけられてしまった︒

十214

ケ︾

すいつ・ける

五885夏の空は︑からりと晴れて︑白いかもめが︑
海の上を︑すいすいとんで行きます︒

六127 赤とんぼが︑すいすいと︑空を飛んでゐま
す︒

八景6 ときどき︑からだをしぼるやうにして︑す
いすいと浮きあがります︒

だは︑すいすいと前の方へ輕く進んで行った︒

九棚2 もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから
すいせい ﹇水勢﹈︵名︶1 水勢

十幽1 軍勢には︑ちっとも驚かない宗治も︑この
すみせん

水勢には︑はたと困ってしまった︒
﹇水仙﹈︵名︶2

六研9 すみせんの花が四つ︑かはいらしいさくら

すいせん

さうや︑ひなぎくも︑咲いてゐます︒
十一一観5覚しやくやくや︑すみせんが︑雪の下で︑
すみさう

もう目をさましてみるのですから︒
十加9 大きな水槽をのせた一輪車が︑天略﹀︒﹂と

すみ さ う

すいそう ﹇水槽﹈︵名︶1 水槽
きしみながら︑かん高い響きをたてる︒

すいぞくかん ︹課名︺2 水族館

八310 二十一 水族館⁝⁝⁝百九
八㎜1 二十一 水族館
八㎜2 にいさんといつしょに︑水族館へ行きまし

すいぞくかん ﹇水族館﹈︵名︶1 水族館
た︒

すいちゅう ﹇水中﹈︵名︶2 水中
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すいへい一すうじょう

前十一時︑みんなはずみぶんつかれてみた︒

九557

すいへい ﹇水兵﹈︵名︶6 水兵δいちすいへい

八479

三筋︑︿略﹀鼻木︑いちばん大きな主翼︑
水蜜桃

すみみったう

それから水平尾翼・垂直尾翼などである︒
すみみったう

﹇水蜜桃﹈︵名︶1
なし

おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに

﹇水面﹈︵名︶1

七月十八日

水面

水浴

水曜日

﹇水浴﹈︵名︶2

くもり

かれらは水浴がすきである︒

すいよく
十一晒11

水浴する

マライ人も水浴がすきである︒
﹇水浴﹈︵サ変︶1

十一泌10

ル︾

すいよく・する

せいりう

朝夕︑︿略﹀清流にはいって︑部落の人
水雷艇

わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈

﹇水雷艇﹈︵名︶1

﹇水雷艇隊﹈︵名︶2

水雷艇隊

わが駆逐隊・水雷艇隊は︑砲火をくぐ

攻撃を受けて︑

十一548図

﹇水路﹈︵名︶1

水路

つて敵艦にせまり︑無二無三に攻撃せしかば︑
すいろ

吸ふ

︽ーッ・ーヒ・ーフ︾

交通路には︑鐵道があり︑自動車道路があ
﹇吸﹈︵四五︶10

り︑水路があって︑

十㎜11
す・う

爾手をあげ

きれいな朝の空心を安いっぽい吸って︑

かに歌ひだしました︒

七783團

油蝉の子の口には︑針のやうな管がありま

︿略﹀︑掛聲勇ましく髄操をしますが︑

すから︑その管を木の根にさしこんで︑汁を吸つ

七858

て生きてゐます︒

太陽のゆたかな熱と光とを吸って︑すくす

くと育つた嘉湾のバナナは︑

八186

八燭7 久しぶりに辛い空を見︑澄んだ空氣を吸つ

さうして︑ともすると母馬にすり寄っては︑

て︑満洲ひばりは︑さもうれしさうにさへづりま
す︒

乳を吸ってばかりゐます︒

九817

十脳2 子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ

千里寄せくる海の氣を

敷字

吸ひて童と

胸を張って︑思ひきり深く朝の山の空氣

たり︑人情の温かさを吸って︑

十一799
を吸ふ︒

﹇数字﹈︵名︶2

﹇据﹈︵下二︶εうちすう

なりにけり︒

十一柵1図魍
すう

すうじ

十一871

道標の数字がしだいにへって行くのが︑

﹇数日﹈︵名︶1 敷日

力と頼まれる︒

すうじつ

七梱3 数日ののち︑彌兵衛を船長とする二さうの

﹇数十海里﹈︵名︶1

敷十海里

日本船は︑︿略﹀垂湾の港を出航しました︒

場所は︑パプアの東端から数十海里の海

すうじっかいり
と空だ︒

十二盟4

少年は︑︿略﹀︑やがて息を深く吸って︑静 すうじょう ﹇数回﹈︵名︶1 数條

て息を吸ふ︒

七63童男に向かってぼくたちは︑
七284

實におびただしい数字にのぼるであらう︒

十一546図績いてわが駆逐隊及び水雷艇隊の魚雷 十㎜3 更に︑中支那・南支那のものを合はせたら︑

すいらいていたい

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

十一568図

すいらいてい

たちがそろって水浴する眺めは壮観である︒

十一泌1

︽ース

風は吹いてみないが︑波が︑目の前の水面

に︑小さな三角の小山をこしらへ︑

九959

すいめん

育てられた木に生るのと同じことです︒

八146

水兵は︑くもの子を散らすやうに八方へ散すいみっとう

つて︑︿略﹀︑分隊ごとに甲板洗ひを始める︒

こすりながら頭を並べて進んで行く︒

九561 洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲板を
十109 水兵は驚いて立ちあがりしばらく大尉の顔
を見つめてみたが︑

お 話 し ま す︒

五848

十133 大尉は︑これを讃んで思はず涙を落し︑水 すいようび ﹇水曜日﹈︵名︶1 水曜日
兵の手をにぎって︑

十148 水兵は︑頭をさげて聞いてみたが︑

水平

十699 レパルスの水兵が甲板に倒れてみる姿が︑
はっきり見えた︒
﹇水平﹈︵形状︶1

八516 もし︑しわでもできると︑風の受け方がう

すいへい

まく行かないので︑水平に飛ばない︒
すいへいいん ﹇水兵員﹈︵名︶2 水兵員
九551 これは水兵員の受持である︒
つてずらりと整列する︒
﹇水兵﹈︵名︶2

水兵さん

九553 はだしのままの水兵員が︑後甲板にはせ集
すいへいさん

ぱた︑

三373圃 水兵さんは旗持って︑ ぱたばたばた
四168囹 ﹁かはいらしい水兵さんだぞ︒﹂といっ
て︑お笑ひになりました︒
すいへいさんたち ﹇水兵達﹈︵名︶1 水兵さんたち
ちで︑いっぱいです︒

五888 海岸も軍艦の上も︑おうゑんの水兵さんた
すいへいのはは ︹課名︺2 水兵の母

十97 二 水兵の母

十23 二 水兵の母⁝⁝⁝九
すいへいびよく ﹇水平尾翼﹈︵名︶1 水平尾翼

すうせき一すえつける
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﹇数隻﹈︵名︶1

敷込

十一553図 片岡隊の東方はるかに敷革の黒煙を見
る︒

すうせき

十一566図 三十八隻のうち逃れ得たるもの︑巡洋
艦以下敷革のみ︒

た︒

﹇数匹﹈︵名︶1

八裂

﹇数百機﹈︵名︶1

春分

敷百倍

敷百機

貨物自動車が︑魚市場を出て行くのは︑そ

﹇数分﹈︵名︶1

恐しい勢で爆登するのです︒
すうふん

九511

れから敷分ののちである︒
合本

ほさう
川にそって作られた数本の鋪装道路の爾

﹇数本﹈︵名︶2

十一加1

すうほん

の高さに成長して︑花が咲きます︒

八166 おそくても一年二箇月たつと︑教メートル

おちいさんは考へに考へたすゑ︑この

フィリピンで︑ある年の十月の末︑子ども

あふみ

みつうみ

この川︑近江の湖の末にて候へば︑

如意輪堂の壁板に︑おのおの名字を書

﹇末頃﹈︵名︶1 末ごろ

八63 夏の末ごろ︑燕が︑電線や物干竿に︑︿略﹀

すえごろ

とどめ︑

き連ねて︑その末に︑︿略﹀と︑ 一首の歌を書き

十二柵10ロロ凶

にょいりんだう

待つとも待つとも水ひまじ︒

十柵6図園

心の末︑やっと思ひ通りの織機ができあがった︒

十787 さっそく︑その組み立てに取りかかり︑苦

や飛行機で︑何回にも送ったといふことです︒

八108 九月の末から︑十月の初めにかけて︑汽車

が燕をつかまへました︒

八83

つけて︑その中に卵を生みます︒

七862 夏の末になると︑親蝉は︑木の皮にきずを

ことをとのさまに申しました︒

四378

え・こずえ

八3210図試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑ころすえ ﹇末﹈ ︵名︶ 7 すゑ 末 nVこしかたゆくす

すうひき

﹇数百倍﹈︵名︶1

びて重るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒
すうひゃくばい

さうして︑その中には︑︿略﹀太陽の敷
敷百メートル

やがて軌道車からおり︑昇降機に分乗し

︵名︶1

百倍といふすばらしいものがあるのである︒

十二榴8

すうひやっき

飛行機の爆音︑
藪秒

空をおほうて分列式︑分列式︒

大空の一角に︑

﹇数秒﹈︵名︶1

ち敷百機が︑

八284圃
すうびょう

たちま

て︑数百メートルのたて坑を一氣におりて行く︒

十二96

すうひゃくメートル

十7210園 敵ながら︑最後まで職ひぬいた数千の籔

すうせん ﹇数千﹈︵名︶2 敷千
よ︒

十一243図 横矢を射んとかまへたる敷千の兵船も︑
︿略﹀︑遠く沖の 方 に た だ よ へ り ︒

すうせんキロ ︵名︶1 敷千キロ

し

越えて︑おとうさんの心に通ってみるのだ︒

九209團 おまへたちの眞心が︑三千キロの海山を

し

速撃

十二889図圖獅子は子を産み︑三日にして︑敷千 戦場8 しかも︑敷秒ののちには︑その破壊筒が︑

すうせんじょう ﹇数千丈﹈︵名︶1 敷千丈

﹇数隊﹈︵名︶1
ていさつ

丈の谷に投ず︒
すうたい

十622 まつ偵察機隊が出督し︑八時を過ぎて︑大
編隊は︑数隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒

七繊7 大きなくもが一匹︑すうつと︑私の目の前

すうっと ︵副︶1 すうつと

﹇数人﹈︵名︶1

敷写

敷年

十883

すうめい

合名

武器を積んで︑垂湾に着いた時︑

ながさき

へいざう

へいざう

七棚6 濱田彌兵衛は︑長崎の貿易商末次平藏の船

の船長として︑

ばくれう
まもなく︑乃木將軍も︑数名の幕僚ととも すえづ・ける ﹇据付﹈ ︵下一︶ 2 すゑつける ︽一

﹇数名﹈︵名︶1

しく︑敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒

十一229図敵の方を見渡せば︑北は山高く道けは すえつぐへいぞう ﹇末次平蔵﹈︹人名︺1 末次平藏

なだれを打って人馬落ち重なる︒

並んで止ってみるのを︑よく見かけます︒
側には︑
へぶらさがって來ました︒
すゑつぐぷね
すえつぐぶね ﹇末次船﹈︵名︶2 末次船 末次船
十﹇別12 商店街からのびた岩本の鋪装道路は︑
すうと ︵副︶1 すうと
すゑつぐぷね
七柵1 末次船の船長濱田彌兵衛は︑
十一491 ふすまがすうとあいて︑着かざったねえ すうまん ﹇数万﹈︵名︶2 敷萬
七擢10 彌兵衛が︑末次船子さうを仕立て︑荷物や
十一221図数萬の寄せ手︑どうと打ちすゑられ︑
さんがはいって來ました︒
すうにん
つうやく

七備1 その時︑ノイツは城外の別館にゐましたが︑
﹇数年﹈︵名︶3

通雲や︑そのほか要人の者がそばにるました︒

すうねん

九櫛4 敏年は過ぎた︒

に到着した︒

十353 もう縁先に望遠鏡をすゑつけて︑にいさん

さい

ケ︾

ちん

十二278それから敏年たって︑陳・察の厄があっ すうメートル ︵名︶1 敷メートル

十457図 かくて数年は過ぎたり︒
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すえひろがり一すがた

と正男くんが︑代る代る観測をしてみる︒

十807 英國製のものを五十皇︑米國製のものを十
肇︑佐吉のものを五十毫すゑつけて︑

すえひろがり ︹課名︺2 末廣がり

末廣がり

十二212 十一 末廣がり⁝⁝⁝七十七
﹇末広﹈︵名︶11

十二775 十一 末廣がり
すえひろがり

さうと思ふ︒

十一一781園明日のお客の引出物に︑末廣がりを出
末廣がりを買はう︑末廣がりを買はう︒

末廣が り で ご ざ り ま す ︒

なるほど︑廣げれば大きな末廣がりぢ

や︑それが末廣がりでござるか︒

末廣が り は ご ざ ら う か ︒

末廣がりを買はう︑末廣がりを買はう︒

759110
園囹園園園
おのれは古がさを買うて來て︑やれ末

末廣がりとは︑扇のことちや︒

そちは末廣がりを知らぬな︒

いかにも大きな末廣がりぢや︒

2101095
囹囹園園園

る︒

す・える

える

﹇末広屋﹈︵名︶3

すゑる

末廣がり屋

︽ーエ︾←ひきす

秀吉は︑それを上座にすゑて︑﹁︿略﹀︒﹂と

いってほめそやした︒

十塒9

﹇据︺︵下一 ︶ 2

十二798囹 それがしは︑末廣がり屋の主人でござ

申すのでござる︒

十二796囹 末廣がり屋を知らぬによって︑かやう

と致さう︒

十二788園それがしは末廣がり屋を存ぜぬが︑何

すえひろがりや

廣がりで候の︑ 骨みがきで候のと申しをる︒

十十十十十 十十十十十
ニニニニニやニニニニニ
86 85 85 84 84
。 80 80 79 了9 78

十一㎜12

日本軍がここにどっかり腰をすゑて︑濠

すはう

周防の山口では︑今日も毛利侯の御前會

洲のかなたまでじっとにらみつけてみるのだ︒
すはう
﹇周防﹈︹地名︺1 周防

すおう

十二656
圖書

1

すがすがし

ろうもん
赤松の木立を負ひたる櫻門は︑

十55図玉垣に連なる鳥居の奥に︑すがすがしき

﹇清清﹈︵形︶1 すがすがしい ︽一

ろ
漁船をめがけて︑ぎいぎいと櫓の音もすが

すがすがし・い
ク︾

すがしく︑たくさんの小舟が近づいて行く︒

九479

九523

すがたのりっぱな

ふじの山︒

それでも父の姿を見ると︑少年は︑︿略﹀︑

ちらりと燕の姿を見た人は︑きっと﹁︿略﹀︒

顔も姿も︑美しく上品に見えましたので︑

私たちは︑その勇ましい姿を︑いつまでも

雨手をひろげて高くとばれる姿は︑なんと

堀ばたの廣場に︑教育塔がそびえて︑白い

今まで軍港のやみに包まれてるた軍艦の壮

姿を︑くっきりと大空に現してゐます︒

八937

いふ勇ましさであらう︒

八842

見送ってゐました︒

八6310

さっそく舞姫にきめました︒

八354

﹂といって喜びます︒

八125

の姿を見せなくなってしまひます︒

八78 十一月の初めになれば︑もうほとんど︑そ

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

七251

間に︑利根の元氣な姿が見えました︒

五佃6 すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ道の

あびせかけます︒

五柵2 のちには︑敵が利根の姿を見つけて︑弾を

ぎりすのすがたが見えました︒

三712 すると︑草の葉のうらに︑ちらときり

が見えません︒

三709 しかし︑いくらさがしても︑そのすがた

一一851圃

た・おすがた・みすがた

弟が持って來た圖書﹇を見ますと︑子どもが︑ すがた ﹇姿﹈ ︵名︶ 43 すがた 姿 与うしろすが

﹇図画﹈︵名︶2

議で︑

ずが
六831

すかさず

ただしくんの圖豊は︑ぼくたちの室のか

手をあげてけい禮をしてみる給でした︒

六871團
﹇透﹈︵副︶4

べにはりました︒

すかさず

すかさず︑わが歩兵の一隊は︑突撃に移り

ました︒

六尺6

すかさず︑二番機・三番機が︑二艦の針路
われは︑これに乗じてすかさず攻撃せ

をねらって︑︿略﹀魚雷を嚢射した︒

十673

十一545︹図

しかば︑敵の諸書皆多大の損害をかうむり︑
すかさず第三の男が︑大刀を振るって聞
多のせなかを眞二つ︒

十一一669

キヌ子サンガ︑キイロナハヲーマイヒ

すか・す﹇透﹈︵五︶5スカスすかす︽ーシ︾
一一32一

ガラスのふたをすると︑少しすかしてお

ロッテ︑日ニスカシナガラ︑

六鵬6囹

月の光にすかして︑あちらこちらさがしま

いても︑日中は︑二十四五度ぐらみになるから︑

八421

たそがれの薄明かりをすかして︑五兵衛の

すと︑松林の中に石のらうがありました︒
十2410

︵形︶

︽ーシ

兵隊さんがさし出す紙切れを手に取って︑

指さす方を一同は見た︒

十一悩4

﹇清清﹈

一字一字薄あかりにすかしながら讃んだ︒
すがすが・し
キ︾

すがだたみ一すき

710

こうかんばん

大な姿が︑だんだん現れて凝る︒

九525 後甲板には︑當直將校の姿が見え︑

だ

セレベスの島影は︑どこか日本の山を思

はせるやうな姿で︑︿略﹀浮かびあがって來た︒

十一㎜7

の色が︑

こんな姿で

︽ーイ・

すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ

﹇清﹈︵形状︶1 すがやか

九361図魍

すがやか

れ御軍の一人となりぬ

おばあさんの手に︑しっかりとすがりつ

すがりつ・く ﹇綻付﹈︵五︶3 すがりつく

四402

ーク︾

五505

ちゃうど親の手に︑子どもがすがりつくや

いてるたかぐやひめのからだは︑

それで︑石工の姿は︑山の中で見かける

九478

んの小舟が近づいて行く︒

すがる

︽ーッ・iリ︾5

つて來たばかりの漁船をめがけて︑︿略﹀︑たくさ

母親に子どもがすがりつくやうに︑今はい

うでした︒

あくま
ただ︑ふとそば近く︑恐しい悪魔の姿を

それほど日本人に似た姿である︒

十二499

羅刹は︑たちまち端嚴な帝繹天の姿と

した羅刹のみるのに氣がついた︒

﹇縄﹈︵四五︶3

十201図幽安らかに眠れ︑幼かりし時わが乳房に

とりすがる

すが・る
弟の姿も見えない︒

一言半句︑不平もぐちもこぼさず︑ひた
その國旗も︑吸ひ込まれるやうに海の中
潜望鏡に︑あかあかと燈火をともした二
はいけい

太陽を背景にして︑斜めにこっちへ向か

祖國日本の姿を思うて︑血の高鳴るのを

十一952

十二7010
みた︒

眞

﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ︒

﹇菅原道真﹈︹人名︺1

菅原道面

菅原道

菅原道

母の手は︑堅く五郎三郎の袖にすがって

菅原道眞

すがはらのみちざね

︹課名︺2

菅原道立⁝⁝⁝九十八

十七

すがはらのみちざね

十七

すがわらのみちざね

六36

六981

天神檬にまつられてるる菅原道眞といふか

すがわらのみちざね

六982

眞

たは︑生まれつき賢い人でありました︒

光盛の娘は︑そののち書夜︑頼朝をねらひ

十ニー26 一分のすきも許されない︒

ましたが︑少しもすきがありません︒

八384

八381園 ﹁すきをねらって︑頼朝の命を取れ︒﹂

すがだたみ八重︑皮だたみ八重︑きぬだ すき ﹇透﹈︵名︶4 すき
姿なき入城

ちぶさ

再び家に取って返すと︑今農夫たちにか

九87図

姿なき入城

平なき入城⁝⁝⁝十五

︹課名︺2

たみ八重を波の上に敷きて︑

三

三

すがたなきにゅうじょう

十24
十151

すがりて︑すやすやと眠りしごとく︒

十二691

感じた︒

十二國5

つて走って來るレキシントンの姿であった︒

十一一川10

本煙突の大きな客船の姿が窺った︒

十二偽3

へ姿を没してしまった︒

十二槻6

すら任務を遂行する姿には︑

十二柳4

つがれて闘った弟のあさましい姿︒

十二692

なって︑修行者を空中にささげ︑

十二575

たいしゃくてん

と至って小さく︑たよりなく見える︒

十一一176

十一泌7

子どもをだいて春望に立ってるるのを見ると︑

十一㎜5

マライ人の女たちが︑︿略﹀

九558 水兵は︑︿略V︑かひがひしくズボンをまく 十一㎜10 今目の前に現れて果た陸地の姿や︑木々
りあげ︑身輕な姿になって︑

九997 ふと氣がつくと︑小島くんの姿が見えない︒

九搦2 川をへだてた封岸から︑鹿介の姿をちらと
見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒
十156図魍 いざ︑汝も勇ましく入城せよ︑姿なく︑
聲なき汝なれども︒

十6910 レパルスの水兵が甲板に倒れてみる姿が︑
はっきり見えた︒
の身を︑かくす物は何一つない︒

十梱3 ぬれねずみの姿で海岸へはひあがった兵士

︿略﹀︑尊い母の 姿 で あ っ た の で せ う ︒

十糊2 この勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑
十捌3 身を清め︑姿を正した宗治は︑︿略﹀︑秀吉
の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒
十 12 悪者たちは︑そのままどこかへ姿をかくし
てしまった︒

つつ

色あざやか

十一701図圃 ふと見れば︑道のほとりに︑
咲くものは 露 草 の 花 ︒

ましき 姿を見せて︑ 濃きるりの
に︑

十一786 薄明の天地の中で︑山々の薄黒い姿が︑
ひ

だまって眠ってみる︒

十一939 飛騨山脈が︑︿略﹀︑紫紺のはだあざやか
しろうま

にそそり立ち︑うねり績く雄大荘嚴な姿︒

十人乗りそこそこの襲動機船が︑︿略﹀︑

のが︑まったく残念であった︒

十︻9610 富士・淺間・白馬・立山等の姿を見ない すがだたみ ﹇菅畳﹈︵名︶1 すがだたみ
十一981

満々と出て行く姿を見るであらう︒
パウルの生命で︑

十一㎜3 朝夕︑町の姿をうつすこの著い湾は︑ラ
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すき一すぎゆく

十二備8 長く戦ふやうにでもなったら︑そのすき
に乗じて︑かれらは何をしたかもわからない︒

すぎ

﹇過﹈

←おひるすぎ︒ごじすぎ・さんじすぎ・

たべすぎ・ひるすぎ
前の日に︑こな雪がたくさん降ったので︑
ぼくたちは︑︿略﹀︑スキーをつけ︑二本の

スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よく聞
すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ
思ひ底ひに︑スキーのあとを雪の上にゑが

きながら︑小鳥のやうにおりて來る︒

八821

になって︑びゆうとうなる︒

八817

える︒

八789

杖をつきながら︑そこへ集った︒

八779

スキーをするには︑ちやうどよかった︒

八777

すき ﹇好﹈︵形状︶14 すき5いたずらずき・おす スキー ︵名︶5 スキー
き・だいすき

一ばんすきでした︒

私たち

三766国 つやつやとさくら色に光ってみるの

三603園 これですきなのを︑おすくひなさい︒
が︑

四274圃菊はたふとい こもんしゃう︑
國男のすきなうちの犬を︑﹁しろ︑しろ︒﹂

の すきな花︒
五686團
と呼ぶと︑

た︒

五柳9 文子さんのうちでは︑みんな犬がすきでし

じよう

八775

あれがスキー場だ︒

野田先生が杖でさされる方を見ると︑なる

八m4

すきとほつた寒天のやうなからだから︑腕

すみれや︑蘭も︿略﹀咲いてみる︒どれ

が何本も出てゐます︒
らん

もこれも︑すき通るほどあざやかな色であった︒

十一911

すぎなの子︒

すぎな

いきれ地などがいっぽいにかざられ︑

十一加6 すきとほるやうな水色や︑赤や︑緑の薄

﹇杉菜﹈︵名︶1

杉野

たつぬる三たび︑ 呼べど答へず︑

﹁杉野はいっこ︑杉野はみずや︒﹂

﹇杉野﹈︹人名︺2

更埴7圃 つくしだれの子︑

すぎな
すぎの

八872受業囹

﹁杉野はいっこ︑杉野はみずや︒﹂

さがせど見えず︒

船内くまなく

八872図魍囹

たる木々は︑参道の左右を始め︑到るところすき

十48図 御造管當時︑國民の心心もてたてまつり

ぬ

うるし

すきまもなく炸裂する砲揮を縫って︑たち

さくれつ

間もなき木立となりて︑

十6410

まち爆揮を投下した︒

せたもので︑木地に︑すき間や︑きずをなくすた

三期7定米の粉と︑おがくつとを︑漆でねり合は

︽ーッ・ール︾

エビハスキトホッテ︑目ダマダケガ︑

すき通る

一595

ロク見エマス︒

ク
すきとほった水の中に︑たくさんの魚が︑
そのうちに︑青白かったからだが︑だんだ

すいすいおよいでゐました︒

五95国
五389

岩の間のすきとほつた水の中で︑

んすきとほって見えるやうになりました︒
七131

すきとほるやうなみどり色で︑菊の花のや
うに美しい形をしたのは︑

八柵6

﹇過行﹈

︵四︶

3 すぎ行く 過ぎ行く

むねたふ
あ べ

義家︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣

雪の下道

土ぼこりうづまき立つや十あまり荷馬

由比の濱べを右に見て︑

過ぎ行けば︑ 八幡宮の御やしろ︒

はちまん

十一一753図魍

ゆ ひ

車すぎ行く夏草の野路に

十桝2図心

き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒

九5910図

︽ーキ・ーク・ーケ︾

すぎゆ・く

き間へ︑こくそをつめて行く︒

十佃10 熟練した手早さで︑職人は︑一つ一つのす

めに︑かうしてつめてみるのです︒

ほどりっぱなスキー場で︑ジャンプ垂も見える︒
八804

いよいよ︑スキー場に着いた︒

八802

八7910囹

つれられて︑山のスキー場へ行った︒

ぼくたち四十人は︑野田先生と石井先生に

六439囹 さあ︑次には︑あなたがたのすきな動物 スキーじょう ︵名︶ 4 スキー場 5やまのスキー すきま ﹇透間﹈︵名︶4 すきま すき間
をうつしませう︒

六552園 錦りには︑年取ったおとうさんのすきな
ものを︑いろいろ買って來るといふことですね︒
くだもの

八134 バナナは︑きっとみなさんのすきな果物に
ちがひありません ︒

八209国 町には︑いくつかの廣場がありますが︑
私は︑給はがきにある大弓場がすきです︒

かれらは水浴がすきである︒

ほる

十942園私は︑馬がすきで︑旅順に四頭の馬を飼すきとお・る ﹇透通﹈︵五︶8 スキトホル すきと
ってゐます︒

十一備8国私もいけ花がすきなので︑いそがしい
中にも︑ずっと導けてやってゐます︒

十一晒11

マライ人も水浴がすきである︒

回りに障るのである︒

十一踊8 日本人のバナナがすきなことを知って︑

十一窟10

すぎ﹇杉﹈︵名︶1杉8いっぽんすぎ
れる大きな杉の木が︑立ち並んでゐました︒

五98国 道の爾がはには︑千年中たったかと思は

すぎる一すぐ
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﹇ 過 ﹈ ︵ 上一︶2一

スギル

過ぎる ︽ーギ・

ーギル︾εおおきすぎる・おもすぎる・かわかしす

す・ぎる

ぎる・だいたんすぎる・たべすぎる・とおりすぎ
る・ながすぎる・まげすぎる

二988囹 勇サン︑モウ七時スギマシタ︒
四獅2 門を過ぎると︑丁場があります︒
五228 春の日は︑だんだん過ぎて行きました︒
まで來ますと︑

五726 それから︑二つ三つ停留場を過ぎて︑表町
五㎜8 その年の秋も過ぎ︑冬の初めになりますと︑
利根は︑もう子犬ではありませんでした︒
ぎると︑すぐに居間へとって返した︒

七987 元帥は︑︿略﹀︑はげしい震動がひとまつ過

く月日が過ぎて行きました︒

七幅7 かういふかけ合ひをしてみる間に︑むなし
八76 やがて︑九月もなかばを過ぎると︑燕は︑
そろそろ日本を去って行きます︒

一月鯨

りも歩き績けて︑やうやく鎌倉に着きました︒

八392 二人は︑野を過ぎ山を越え︑︿略﹀
八佃5 この焚見があってから︑七十年鯨り過ぎて︑
九832 長い夏も過ぎ秋が來て︑
それからまた幾年か過ぎた︒

九伽4 数年は過ぎた︒
九⁝⁝7

ていさつ

十302 市場罵りの朝鮮馬が︑けたたましく鳴いて
過ぎる︒

深更を過ぎて︑お電話があり︑吉岡少

ふことがきまった︒

十二宙7圃
太陽は︑︿略﹀︑われわれに近いために︑

將がふたたび参進すると︑
十二偽5

づきん

時計を見ると︑二十時を過ぎてみる︒

特に大きく︑明かるく見えるに過ぎない︒
﹇頭巾﹈︵名︶1

十二㎜6
ずきん

自動車の運古手は︑若いジャワ人で︑び
︽1．イ・ーク︾

ろうどのづきんをかぶり︑

十一蹴2
すく

おなかがすいたので︑草をたべようと

﹇空﹈︵五︶4

四445

す・く

すると︑ふしぎに今まですいてみたお

思って︑あちらこちら歩きましたが︑

四457

金の牛は︑おなかがすくと︑みどりの

なかが︑急にいっぱいになりました︒

四463

おかげで︑金の牛は︑おなかがすいて

島を眺めては︑おなかをいっぱいにしました︒

四465

すく

︽ーイ︾

朝夕︑からだの毛をすいたり︑きれでから

﹇硫﹈︵五︶1

困るといふことはありませんでした︒
す・く

五佃5

すぐ﹇▽まっすぐ

だをふいてやったりしました︒
スグ

スグマヰリマス︒

﹇直﹈︵副︶74

デキタラ︑スグ送りマス︒

ケレドモ︑スグ消エマシタ︒

一305園

すぐ

二343
二777国

二

ました︒

三693

た︒

三398

らくかさん︿略﹀︒開くには開きまし

うちへかへると︑すぐたいこをならし

おいしゃさまは︑すぐ見てくださいまし

たが︑すぐに落ちて來ました︒

三91

十621まつ偵察機隊が出嚢し︑八時を過ぎて︑大 二鵬3 勇サンバ︑スグオキヨウト思ヒマシタ︒
編隊は︑敷隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒
あるが︑戸敷は五六百を敷へるに過ぎない︒

十一川6 ラバウルは︑南洋の町としてはりつぼで
十ニー37 七時間の勢働時間も︑やがて過ぎてしま
ふ︒

十二615 正月が過ぎて︑二月にいよいよ切腹とい

もうすぐお正月なので︑おちいさんは︑

﹁しまった︒﹂と思ひながら︑すぐはね起
きました︒

四302

四612

わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに

神だなをおかざりになりました︒
四817

は︑すぐもとのやうになりました︒

仲間を大勢つれて來ました︒
四854 白兎はすぐ海の水をあびました︒
四874 白兎がそのとほりにしますと︑からだ

を通らせます︒

四描1 すると︑みんなは︑すぐよけて兵たいさん

す︒

四聖8 すると︑北風は︑すぐ南風を追ひはらひま

ます︒

すぐ前に掛けてみたよそのをぢさんが︑

頭のすぐ上を︑かもめが︑五六羽とんで行

汽車が走り出すと︑すぐトンネルにはいり

四価5 しかし︑南風は︑すぐに元氣をとりかへし
五509
ました︒

きました︒

五547

五706

ちゃうど私たちの前へ來た時︑私たちは︑

︿略﹀︑立ってくださいました︒

すぐ立って︑席をゆづりました︒

五745

五撹5

月は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑

五859 朝起きると︑すぐすず虫を見た︒

﹁おあづけ︒﹂でも︑﹁おすわり︒﹂でも︑す

出たかと思ふと︑すぐまたはいります︒

出たかと思ふと︑すぐまたはいります︒
五梱4

五繊5

ぐおぼえました︒

五撹8囹 あれに︑すぐお乗りなさい︒
くま
ふいに︑大きな熊が山から出て來て︑すぐ︑

またかくれてしまひました︒

六46

713
すぐ一すくいあげる

六86 學校がすむと︑すぐ︑たんぼへ行きました︒
六112 大きなのが一匹︑すぐそばの稻の葉に止り
ました︒

六686 火事は︑少しはなれた川向かふの町だと︑
すぐわかりました ︒

ぐには取れない︒

六945 しかし︑城を守ってみる隊もみるから︑す
六悩3 私は︑すぐ宮城だといふことがわかりまし
た︒

七221 尊は︑すぐに︑おさとりになりました︒

八831

野田先生が先に︑すぐ篤いて石井先生がす

十㎜10

軍署殿は︑すぐ來られましたが︑患者はも

この際︑秀吉にくみして身を立てようと

思ふ者があったら︑すぐに行くがよい︒

十襯7囹

う口をきく力もありません︒

ねえさんは︑すぐに御飯をたき始めた︒

べられる︒

八伽1

みんなが︑いっしよに働いたので︑朝の支

かれは︑すぐその悪者がどこから來たか︑

﹁あの音は︑おもちゃ屋さんだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

と︑それぞれすぐわかる︒

十川10

︿略﹀︑翁島來たか︑それらを調べ始めた︒

十矧10

のだ︒

十踊2囹水さへ引けば︑すぐここへもどって亙る

八梱5
度はすぐできあがった︒

で︑ぼくは︑そのころ學校から蹄ると︑す

八伽4圃私はすぐ電話に向かって︑かう叫びます︒
九825

ぼくが行くと︑北斗は︑うれしさうにすぐ

ぐ牧場へ行って見ました︒

九844

ぼくのところへとんで來て︑

ベートーベンはピヤノの前に腰を掛けて︑

すぐ隣りの宿螢にみた一人の兵隊さんが︑

すぐ目の前のゴムの木の根へ︑︿略﹀︑幅

ま

もしあれば︑危険といふ魔が︑すぐねら

しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ會

得して實行にかかる︒

十二339囹

つて穿るからである︒

十ニー27

廣い稻妻が鋭く切り込む時など︑

十一圏10

にこした顔を見せてみるし︑

十一㎜2 パイナップルも︑道のすぐそばで︑にこ

十一鵬9

すぐにひき始めた︒

十一欄9

九858手のひらで轟く首やせなかをなでてやると︑ 十一836 道はすぐ登りになる︒
これはすぐ見つかります︒

すぐ安心して静まってしまひます︒

夜︑道に迷った時など︑この星を見つけれ
俗にいかり星とも山形星ともいひますが︑

機種の同じものはなかなかわかりません
おかあさんには︑うちの赤ちゃんの泣き

しかも︑かれはこれに満足せず︑すぐ動力

そのすぐあとから︑駆逐艦がついて行く︒

﹇過﹈︵上二︶3 過ぐ ︽ーギ︾

わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈

かくて年年は過ぎたり︒

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

十一568図

十457図

に歩みを移せば︑参道はまた右折す︒

十51図左折して更に大鳥居を過ぎ︑︿略﹀︑静か

す・ぐ

つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

かれらは︑すぐ火を消しにかからうとする︒ 十一一柵10 足もとからむくむくとにごって湧きあが

﹁鳥の巣︒﹂といったら︑すぐわかった︒

おかあさんにさういって︑タ飯がすむとす
十713

ただ︑軍馬も武器の一つですから︑私が

その乾き具合ですぐわかるほどです︒

︽ーゲル︾

十悩1園漆はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑ すくいあ・げる ﹇掬上﹈ ︵下一︶ 1 すくひあげる

すぐいただくわけにはいきません︒

十952園

機械の製造にとりかかった︒

十797

ぐ出かけた︒

十351

十2310

九鵬4

聲がすぐわかるやうなものです︒

九稲5囹

が︑違ふものなら︑近づけばすぐわかります︒

九佃2園

︿略﹀︑だれでもすぐ見つけます︒

九941

ば︑すぐ方角を知ることができます︒

九906

よくせいとんがしてありますから︑︿略﹀︑ 九895
ぷさう

七797團 すぐに兵器の手入れをして︑夕飯をたべ
ますが︑

七828團

暗がりでも︑すぐ武装することができます︒
七881 すぐにせなかが出る︒
ぎると︑すぐに居間へとって返した︒

七987 元帥は︑︿略﹀︑はげしい震動がひとまつ過
錦るとすぐ︑元帥は家の人に︑﹁︿略﹀︒﹂と

命じた︒

七㎜4

木の枝にくっつきました︒くもには︑それがすぐ

七餌5 たくさんの糸の中の一本が︑向かふの柿の
わかるものとみえ て ︑

七備1 近心に着いた時︑オランダの長官ノイツは︑
すぐ役人に命じてその船を調べさせ︑

八2310團夜は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか
めさうに近く見えます︒

八3710 そのことを︑義仲のところへ知らせてやり
ました︒すると︑義仲からはすぐ返事があって︑

八644 血に染まった一羽の鳩が︑飛んで來た︒取
扱兵が︑すぐだきあげて足の番號を見ると︑
向を見定めて︑矢のやうに飛んで行った︒

八662 上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑すぐ方

すくいだす一すぐれる
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救ひ出す

︽

シ︾

あげると︑︿略﹀つめたさが全身にしみとほる︒

十一795 玉のやうな︑清らかな水を書手にすくひ
﹇救 出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十二203 在留邦人を︑一刻も早く救ひ出したいと︑

すくいだ・す

﹇掬﹈︵五︶6

すくふ

︽ーッ・ーヒ︾←お

︿略﹀︑皇軍はダバオをめざして押し寄せた︒

すく・う

三454 正男さんは︑この川で池を作ったり︑

すくいなさる・おすくう

魚をすくったりして遊びます︒
すくひます︒

三583 太郎さんは︑はれまに小川でどぢゃうを

すくって︑ガラスばちに入れました︒

三612 赤いのを三びき︑赤白のぶちを二ひき

れて行くので︑手ですくって︑かい出しました︒

七84 水がしみ出て︑︿略﹀砂が︑少しつつくつ

ハ・！フ︾

救へる

︽ーヘル︾

少ない

︽

あの絶頂へ登る傾斜は︑少くとも四十五

すくなひこなの

﹇少量名神﹈︹人名︺5

少彦名

︹課名︺2愚筆名神丁丁名

少彦名神⁝⁝⁝五十六

十一

五212

少彦名神

それは︑少彦名神といふ神様でございま

大國主神は︑たいそうお喜びになって︑少

五633

少婦名神は︑あはの董につかまって︑する

ある日︑少彦名神は︑おっしゃいました︒

﹁さやうなら︒﹂と一聲おっしゃったまま︑

︵五︶3えりすぐる

した︒

すぐる

弟の次郎も︑すぐれたるつはものなり︒

﹇優﹈︵下二︶1 すぐる

十麗10図

すぐ・る

︽ーレ︾

少彦名神は︑もうお姿が見えなくなってしまひま

五638

すると︑おのぼりになりました︒

五621

彦名神を︑おうちへおつれになりました︒

五614

す︒

五611囹

神

すくなひこなのかみ

すくなひこなの

五564十一

神

すくなひこなのかみ

度以上はあらう︒

十一963

﹁もったいないが︑これで村中の命が救 すくなくとも ﹇少﹈︵副︶1 少くとも
すくすく

おかげで︑利根は︑子犬のよくかかる病氣

︵副︶5

へるのだ︒﹂

十225園

五㎜2

すくすく
にもならないで︑すくすくと育ちました︒

春になって︑暖い太陽が山一面にかがやき

太陽のゆたかな熱と光とを吸って︑すくす

だすと︑このみかんの木に若芽がすくすくとのび

六257
あがり︑

八186

二もとの御神木を仰げば︑天を指してすく

くと育つた塁湾のバナナは︑

九173

少い

イ・

住宅の周園には︑すくすくとのびたゴム

すくと生ひ立つ幹は長く︑

十一惣2

﹇少﹈︵形︶8

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑
すくな・い

雪の少い南満洲の畠はよく耕されて︑農家
がぼつぼつ見える︒
あまみ

甘味は少いが︑働いたぼくたちには︑實に

小さい時から︑よく勉強しましたので︑の

外國製の自動織機と︑佐吉の自動織機と︑

ちには︑すぐれた︑りっぱな人になりました︒

六984

機械の取扱ひがたやすく︑故障が少く︑絶 すぐ・れる ﹇優﹈︵下一︶7 すぐれる ︽ーレ︾
冬は冬で︑風量りの少ない胡同の廣場に︑

どちらがすぐれてみるかを験すことになった

十804

十944園今日乗ってまみりました馬も︑その中の

智勇すぐれた城主︑これに從ふ五千の將士︑

一頭で︑すぐれたアラビヤ馬です︒

十衛10

いつのまにか大木が少くなって︑せいの
低い細い木が目につくやうになった︒

源氏物語五十四帖は︑わが國の偉大な小

たやすくは落ちるはずがなかった︒
でふ

十一371

十一脳1一

クチンあたりに住んでみるのは︑入れ墨
にうわ
も少く︑小がらで柔和な顔をしてみる︒

十一894

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

十一567図わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈

子どもたちがたむろして︑日だまりを樂しみ︑

十踊4

えず正確に動くことにおいて︑

十819

うまい︒

九η6

九㎜9

つた二機になった︒

見るまに︑飛んでみる敷は少くなって︑た

ク︾δことばずくな・ひとずくな

︽

十一927 みんなが︑うれしがって雪をすくった︒

救ふ

八554

﹇ 救 ﹈ ︵ 五︶6

十二ー15 シャベルですくっては︑トロッコに積み
込む︒
すく・う

十267 始めてわれにかへった村人は︑この火によ
つて救はれたのだと氣がつくと︑

はうと思った︒

わぼく
十帽10 輝元はこれを聞き︑和睦をして宗治らを救
十二559 この喜びをあまねく世に分って︑人間を
救はなければならないと︑かれは思った︒

十二川10 徳川の家を救ふことは︑結局江戸百萬の
市民を救ふことである

十二穐1 結局江戸百萬の市民を救ふことである
置を請ひ奉る歎願書をたつさへた關東方の使者は︑

十二麗6 主家の難を救はうと︑朝廷へ寛大の御庭

﹇救﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

櫛の歯を引くやうに京都へ向かったが︑
すく・える
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スケートーすこし

説であるばかりでなく︑今日では︑世界にすぐれ
た文學としてほめたたへられてるます︒
かまくら

源實朝は︑鎌倉時代のすぐれた歌人

みなもとのさねとも

でありました︒

十一鵬10

で︑後世歌聖とたたへられた︒

十二433 人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの
スケート ︵名︶3 スケート

四513 子どもたちは︑いくら寒くても︑元始よ
くスケートをします︒

四515 さいしょは︑スケートをつけて氷の上
に立つことも︑なかなかむつかしいのですが︑
八重7 子どもたちは︑︿略﹀︑スケートの手入れを
︵名︶一

スケート遊び

して︑ちゃんとしまっておきます︒
スケートあそび

八捌8 スケート遊びと別れるのはいやですが︑春
の來ることは︑︿ 略 ﹀ ︑ 大 き な 喜 び で す ︒

四526 それは︑寒いほど︑スケート場の氷がか

スケートじょう ︵名︶2 スケート場

ちかちになって︑すべりよくなるからです︒
八梱4 あちらこちらの︑スケート場の氷もとけて︑
﹇凄﹈︵形 ︶ 1

すごい

︽ーイ︾δものすご

もうすべることはできなくなります︒
すご・い
い

スコール

九佃10園 もう四十八機も撃ち落したのですね︒﹂
正男﹁すごいなあ︒﹂

︵名︶17

九2210團 スコールといって︑こんな大雨が毎日き

スコール

まったやうに降る ︒

九233團 スコールの通り過ぎたあとには︑
すごくスコールがあばれてみる︒

十603 雲はますますこくなり︑雲の下では︑もの
十659 ざあっ︑ざあっと︑スコールのやうに︑揮

このころになると︑︿略﹀︑一日に何回と

丸の幕が行く手をさへぎる︒

十一圏4

中でもクチンのスコールは︑よそでは見

なく激しいスコールがおとつれる︒

十﹇圏5

兵隊の顔から︑手先から︑胸から︑汗の

スコールの荒れる夜など︑

られないほど猛烈なものである︒
十一圏10

十二価5
十二踊5

スマトラ名物の激しいスコ．ールが︑海上

スコールだ︒

しっくが︑スコールのやうな勢ではね落ちる︒
十二獅6

鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行くス

へのこのこと出て來たのだ︒
十一一㎜10

このスコールの足は︑まるでかけるやう

コールの足が︑はっきり見える︒

十二獅11

とうとう︑スコールが船の上へやって來

に右舷の海を渡って來る︒

十二㎜2

スコールの去った東の海から︑やがて月

十五分蝕りで︑スコールは東の方へ去つ

たからである︒

十二㎜8

て行った︒

十一一㎜6

が出て來るのであった︒

十二川7白いすだれを掛けたやうなスコールの中
スコールの中では︑灰色の大きな木を押

へ突つ込む︒

十二川8

少シ

少し

し立てたやうな龍巻さへ起ってるる︒

ニイヒツカッテ︑ハガキヲ出シニイキマシタ︒

ニー01 少シイクト︑トケイヤノ店カラ︑ラジオ

ガキコエテ來マシタ︒

二547 コンドハ︑少シ小サイノヲコシラヘテ︑

花子さんは︑痛いのが少しなほったやう

大キイノニカサネマシタ︒

三406

正男さんは︑少しわかったやうに思ひま

に思ひました︒

した︒

三491

三501光画がふると︑水は︑︿略﹀少しつつ山

﹁これを少しあげませう︒﹂金魚やさん

から谷へ︑谷から川へとったはって流れる︒
三614園

﹁︿略﹀︒﹂うさぎの勇さんは︑少し考へて

は︑もを︿略﹀入れてくれました︒

からいひました︒

三838

次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少

三851 たぬきの舟が︑少しおくれます︒

たこの糸めをなほして︑下糸を少し

しのばして︑風に向かって走りました︒

四903国

つめました︒

四911国

あなたのいらっしゃつた時は︑少しきず

︿略Vと聲をはりあげて︑豆をまきました︒

四961 ぼくは︑少しきまりがわるかったが︑
四皿2團

しかし︑北風が少しゆだんをしてみると︑

が痛んでゐましたが︑

暖い南風が︑そっとやって來ます︒

四柵3

天照大神は︑少しばかり岩戸をおあけに

外へ出ようとなさいました︒

五81 大神はふしぎにお思ひになって︑少し戸の

なって︑おのぞきになりました︒

五74

を︑少しでもとかさうとします︒

少シイクト︑ムカフカラ犬が來マシタ︒ 四日7 さうして︑北風の作った雪の山や︑氷の池

﹇少﹈︵副︶67

一761

すこし

マ夢心シイクト︑コンドハキジが來マ

一777マタ少シイクト︑ムカフカラサルが來
マシタ︒

シタ︒

少シタッテカラ︑勇サンバ︑オカアサン

一794
二95

すこしく一すこしも

716

のっけ根のところが︑少しふくれて來ました︒

五233 このころになると︑おたまじゃくしは︑尾

でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒

五679團 自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し

子犬ですから︑︿略﹀︑少しでもできると︑

五861 きうりを少しやった︒
五七2
頭をなでてほめてやりました︒

六134 私も︑少しつつ持って運びました︒
六685 火事は︑少しはなれた川向かふの町だと︑
すぐわかりまし た ︒

また︑少し暗くなったりします︒

六703 向かふの空に︑ぱっと火の粉があがったり︑
六932 少しつつ前進する︒
いても︑日中は︑二十四五度ぐらみになるから︑

六㎜6囹ガラスのふたをすると︑少しすかしてお

てるた雪舟は︑

六m1 少し泣きつかれて︑ぼんやり︑足もとを見

た︒

少しにごって行く水よ︒

村から町へ

六M1 夕方に近い本堂は︑少し暗くなってゐまし

ゆるやかに︑

六伽3圃春は春でも︑まだはじめ︑

七83 ほったあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑
少しつつくつれて行くので︑
ろにるることがわかりました︒

七88 はまぐりは︑あさりよりも︑少し深いとこ
七245 家を出て少し行った時︑︿略﹀︑地面も︑ま
はりの家も︑ぐらぐらと動きました︒
鳴く聲がします ︒

七363 春の少し暖い晩︑﹁くく︑くく︒﹂と︑蛙の

黒棚8囹 もう少し︒﹂といって︑聞き入れなかつ
た︒

七柵5 今日は畳悟がありますそ︒﹂と︑彌兵衛は︑

先生のお話では︑少しでもくるひがあると︑

少しつめ寄っていひました︒

八481

動かないものを作るなら︑少しくらゐ寸

決してうまく飛ばないさうだ︒

八484囹

できるだけおちついて︑氣をつけながら︑

法がまちがっても︑できないことはありません︒
八517

運動場に出ると︑北の風が少し吹いてみた︒

少しぬれてみるけれども︑できあがったの

少しつっぱって行った︒

八526
だ︒

八534

もう少し上まで行かう︒

ほんの少しでも︑あけ方がくるふと︑大砲

八809園

八醜1

一郎さんは︑もう少したってから起しま

それと似て︑少し愛つたのが﹁はうぼう﹂

の役目を果すことができないので︑

です︒

八価1

せう︒

八佃6囹

眞中置より少し低いところに︑かなり引き
な星が一つ見えるのが︑それです︒

九887

七月の中ごろですと︑夜九時ごろ︑北より
北より少し西へ寄った方に︑ますを下に︑

少し西へ寄った方に︑

九896
九896

少し曲った柄を上に︑ちやうどひしやくを立てた

夜がふけると︑思ひなしか屋根瓦が少し

やうなかつかうになってゐます︒
や ねがはら

平坐5

もう少し︑車内の温度をあげてくれたま

しめって來る︒

龍脳10囹
へ︒

石ころ一つ積み重ねたり︑︿略﹀︑オボは︑

九鵬5赤い花も少しまじって咲く︒
九㎜12

少し南分が悪いので︑水で顔を洗ってから︑

いっとはなしに少しつつ大きくなって行く︒
十価2

もし︑血管に少しでもさしさはりがあれば︑

病室の中をまはりました︒

十㎜7

お正月が來たから︑あなたも少しはお

からだの働きも望めないやうに︑

十一443囹

音もまさりて︑

行く水は少しにごれど︑

せせらぎ

﹁雪ちゃん︒﹂少しかすれた聲でした︒

とならしくなったでせうね︒
十一494
の

十一684図魍

先生は︑少し手かげんをなさったらい

ゆうべより少し沖へ出たな︒

十一856囹 ﹁もう少しがんばれ︒﹂

十一㎜1園

英語の少し話せる衛生兵の﹈人が︑片言

かがでせう︒

十二296囹
十一一柵7

川の少し上手に︑よそのをばさんも︑せ

の英語で慰めてやると︑

十二糊9

あみ
潮の色は︑濃い藍から少しつつ緑に攣り︑

つせとせりを摘んでみる︒

十二鋤4

やっと層雲を抜けたので︑少し高度を取

日ざしもさすがに強くなった︒

十二㎜12

また深度を少しつつ減らして行って︑艦

つたが︑やつばり暑さに攣りはない︒

十二川7

風やや静まり︑扇も少しくおちつきて︑

﹇少﹈︵副︶1 少しく

長は︑潜望鏡を何点間かちよつと出して見た︒
すこしく

射よげに見えたり︒

八736図

﹇少﹈︵副︶4 少しも

光盛の娘は︑そののち書夜︑頼朝をねらひ

少しもぞんじません︒

すこしも

五柵5園

ましたが︑少しもすきがありません︒

八383

どんなにかざったことばで話しても︑眞心

がこもらなければ︑少しも聞く人々を感心させま

九443
せん︒

717
すごす一すずしさ

﹇ 過 ﹈ ︵ 五︶2

過す

︽ーシ︾

十二532 しかし︑修行者は少しも驚かなかった︒
すご・す

ず時を過して︑

︽ーラ︾

十一673図

かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ

ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑

飛行機の整備ができて︑︿略﹀五十機七
爆弾をかかへた敵の飛行機は︑輸送船團の
今にも頭上に落ちかかるかと思はれるや

﹇鈴﹈︵名︶2

すず

ススキ

すすき

﹁それもよいが︑だれが︑そのすずを
﹇薄﹈︵名︶2

が
すす・く

飛んでみた︒

すすく

︽ーケ︾

すすけたる障子の破れを︑潭尼︑てっか

﹇煤﹈︵下二︶1

ら小刀にて切りまはしつつ張りみたり︒

九642図

すず

五95團五十鈴川のきれいな水で手を洗ひ︑口を

い

すす・ぐ﹇濯﹈︵四五︶6すすぐ︽ーガ・ーギ︾

すすぎました︒

として︑全身がひきしまった︒

九卸1 水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからつ

この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑心の底

十59図水屋の水に口すすぎて︑この門を入れば︑
十一797

汚名をすすぎ︑家名事立ち候やう︑

までが清められるやうな氣持がする︒

私身命に代へ願ひあげまみらせ候︒

十一而3圏国

絶を免れた︒

十二柑9 朝敵の汚名はすすがれ︑徳川の家名は臨

ススキガ︑オイデオイデヲシテヰマス︒ すずし・い ﹇涼﹈︵形︶7 スズシイ 涼しい ︽1・

スズキハ

赤いとんぼ

﹁これは涼しさうだ︒﹂
五857

二階へあがってみても︑さして涼しい風は

ねる時には︑涼しさうな聲で鳴いてみた︒

涼しさ

やがて針葉樹の密林へはいると︑急に快

﹇涼﹈︵名︶2

十一鮒10

朝の涼しさは︑その鳥の聲とともに内地

い涼しさを覧える︒

十一864

すずしさ

しい木かげでさへぎられ︑

十一盟7 焼けつくやうな事書の暑さは︑緑色の涼

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑

十一惣2 住宅の周園には︑すくすくとのびたゴム

なささうである︒

九価10

三677 氷やと金魚やが︑涼しさうでした︒

三633園

一36一 スズシイカゼガフイテキマス︒

ーイ︾

この炎天のもとのはるかな草原に︑白き

えんてん

一684

スズキサン

スズキサンガ︑サクラノエヲカキマシ

﹇鈴木﹈︹人名︺2

なすすきの穂が波のやうに揺れ︑

すずきさん

一25一

さん

タ︒

すず木

十一㎜1

すすき

つけに行くのかね︒﹂

三445園

三437園大きなすずをねこの首につけて︑

すず

うな︑激しい雷が鳴り響く︒

十一圏9

頭上から襲ひかかった︒

十伽9

十機と︑頭上を堂々と中事して行く時です︒

羽蟻4園

めて︑きつねの前なる土に立ち︑

九605図心は︑あやまたず頭上をすれすれにかす

七629 このへんの敵のやうすを探るために︑思は ずじょう ﹇頭上﹈︵名︶4 頭上
十一価6團 この一年間は︑︿略﹀︑めづらしいやら
白しいやら︑まるで夢のやうに過して來ました︒

すこぶる﹇頗﹈︵副︶3すこぶる
七柑9 そのやうすがすこぶるわうへいで︑
績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

十二738 八十一歳の光榮ある長壽を終るまで︑功

すさのを

十二㎜2 慶喜は︑事のすこぶる重大なのを知って︑
大阪から海路江戸へ過つた︒

のみこと

すさのおのみこと ﹇素菱鳴尊﹈︹人名︺1

のある神様が︑いらっしゃいました︒
すさまじい

︽ーイ︾

五257 すさのをのみことと申して︑たいそう勇氣
﹇凄﹈ ︵ 形 ︶ 2

八571 やがて︑また︑ごうごうとすさまじい音を

すさまじ・い

たてて︑たくさんの戦車が來ました︒

十一圏12 ゴムの木の根へ︑︿略﹀稻妻が鋭く切り

すさりをる

込む時など︑實にすさまじい光景である︒
すさむ εくちずさむ
﹇退居 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

﹇鈴木花子﹈︹人名︺一

スズキハナコ

﹇鈴木花子﹈︹人名︺一

さんにわたしました︒
すずきはなこ

一25図

すずきはなごさん

スズキハナコ

十二862園おのれは古がさを買うて來て︑やれ末 四679囹 ﹁すず木さん︒﹂といって︑一枚を花子

すさりお・る

廣がりで候の︑︿略﹀のと申しをる︒すさりをら
う︒

すじ ﹇筋﹈︵名︶2 スヂ すぢ5いくすじ︒いく
ひやくすじ・おんみちすじ・きんすじ・くびすじ・

ナコサン
すすき原

しんさいばしすじ・ひとすじ・みどうすじ

すすき原︑

スズキハナコサン︒
秋來たときは

八698圏

﹇商量﹈︵名︶1

一235園
筋かひ

六415囹木の幹にすちがつけてあるでせう︒
﹇筋交﹈︵名︶1

すすきはら

一一322園 ハノスヂガ︑キレイニ見エマスヨ︒
すじかい

の春を思はせるのであるが︑
すず
すずなり ﹇鈴生﹈︵名︶2 すずなり 鈴なり

進み寄る

ススム

デ︾

︽ーデ︾

︽ーリ︾

進む

すすめ︑すすめ︒

こゑでいふと︑
三122圏
﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑私は︑そっと

三704

85

チテ

さくさくと玉じゃりをふんで︑神殿の御
一かさごとに︑ぐんぐん早さをまして進み
たがひにあいさつのラッパを吹きかはし

天皇陛下の

御前に︑

敵に近寄ることもできる︒

六778圃

﹁わあ︒﹂といって︑かけて進んだ︒

わが陸軍のひかりの軍旗︒
六943

﹁今のうちだ︒﹂と脱塵を出して︑みかた一二

道眞は︑その弓矢を静かに受け取り︑前へ

六佃6

六佃6

破壊筒に力を入れて︑進めとばかり︑あと

二十メートル進みました︒

十メートル進みました︒

から押して行きました︒

六梱5

進んで︑きっと身がまへました︒

六欄9

人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒

六955

敵地に進む︑

死ぬるかくごで

六318団敵艦の進んで來る音を聞きわけながら︑

て︑海の上を進んで行くのは︑

六304團

ます︒

五914

門の前へ進みました︒

五99團

のりとをおよみになりました︒

五63天のこやねのみことは︑岩屋の前へ進んで︑

だか重くて進まないやうだ︒

おうい︑うさぎ君︑ぼくの舟は︑なん

こゑのする方へ︑二足三足進みました︒

十438図 仰げば庭前の柿の梢は︑大空に墨給をゑ

三853園

る畠の向かふには︑
﹇進﹈︵名︶1

進み

がき︑すずなりの赤き實︑夕日を浴びて︑
すず
十一川12 黄色に熟したレモンが鈴なりになってゐ
すすみ

進み出づ

手足に力を入れても︑進みはにぶい︒
﹇進 出 ﹈ ︵ 下 二 ︶ 3
佐原十郎義連進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

︽

九989 潮の流れはますます急になるのか︑いくら

八341図

さはらのじふらうよしっら

すすみい・ず

家來の者進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へたれ

眞先にかけ進めば︑三千饒騎も這いて進む︒
八719図
しげただ

ば︑﹁それ呼べ︒﹂とて︑鯨一を召し出す︒

進み出る

十㎜4図 畠山の次郎重忠︑生年二十一になりける
﹇進 出 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

が進み出で︑
すすみ・でる

﹇進 寄 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

︿略﹀︑弓と矢を︑道眞につきつけました︒

六㎜1 一人の若い男が︑つかつかと進み出て︑
すすみよ・る

︵四五︶

呂おすすむ・かけ

すすむ

九589図 義家︑︿略﹀︑匡房が車に乗らんとすると
﹇進﹈

ころに進み寄りて︑ゑしやくす︒
すす・む
︽ ⁝ マ ・ ー ミ ・ ーム・ーメ・ーン︾

ススメ

すすむ・せめすすむ・つきすすむ・マライをすすむ

一122圃 ヘイタイサン ススメ

タテタ

六擢7

チテタ トタテテ

一123圏 ヘイタイサン ススメ ススメ

班長も︑部下を指話しながら進みました︒
するが

曲の進むにつれて︑用光は︑自分の笛の音
によったやうに︑ただ一心に吹いた︒

七472

きになりました︒

七1910尊は︑東へ東へと進んで︑駿河の國にお着

ススメヨススメ︒
すすめ︑すすめ︒﹂と︑てんでに大きな

S圃 ススメヨススメ︒

ン︑

二654圃 カタカタカタカタ︑パンポンパンポ

一一

三122園

U5

すずなり一すすむ

718

八119

日本に春が來ると思へば︑もう矢もたても

御召艦ははるばると︑

皇禮砲二十一螢︑

艦列をぬって進

たまらず︑北をさして進むのです︒
ひえい
御召艦比叡は進む︑

八273圃

いざ︑進め︒

八287圃
む︒

八334図園

進めや︒﹂とて︑眞先にかけ進めば︑

八339図今は先へも進まれず︑後へひかんやうも
なし︒

八342図説

さはらのじふらうよしっら

三千齢騎も績いて進む︒

八342図佐原十郎義連進み出で︑︿略﹀︑眞先に

自分の行ってみたころとは︑すっかり攣

かけ進めば︑三千鯨騎も這いて進む︒

八6210囹

初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列に

つた︒進んだものだ︒

八785

大阪騨から南へ︑御堂筋といふ大通を進む

なったので︑ずるぶん列が長かった︒

なかのしま

と︑︿略﹀︑中之島といふところへ來ます︒

八908

外側をまはってみるものも︑内側をまは

八麗5 一匹として︑反封の方向へ進むものはあり
ません︒

つまり︑外側のものは︑大急ぎで進んで

つてみるものも︑そろって同時に進んでみるだら

八穐1園
う︒

八二2園

胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり

みる︑内側のものは︑ゆっくり動いてみる︒

びれを上下に張って進むかっかうは︑

八M8

八肪7 岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

八宙6 八本の足を一つにそろへ︑胴を先頭に︑ま

にはかに風起り波だちさわぎて︑御船進

るで矢のやうに進みます︒

九79図

719
すずむし一すずめ

まず︒

九89図 はたして荒波おのつから静まりて︑御船
は進むことを得たり︒

ささげて︑静かに祭場へ進んで行く︒

九161 奉仕の人々は︑︿略﹀︑祭具やお供へものを

血汐6 奉仕員は︑をのを取って御神木の前方南寄
りに進み︑

九203團敵陣へ突撃する時にも︑︿略﹀密林を︑
へとへとになって進んで行く時にも︑

九561 洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲板を
こすりながら頭を並べて進んで行く︒
九968 ゆっくりと︑自然に爾腕で水を大きくかき︑
二足で水をけって進む︒

九971 一本松を目當てに進んで行く︒

九986 きちんとそろって進んでみた列が︑だんだ
ん齪れて行った︒

だは︑すいすいと前の方へ鋤く進んで行った︒

九棚2 もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから
九枷2 鹿介もただ一人︑流れを切って進んだ︒

九㎜4 どんどん野原を進んで行くと︑向かふのく
ぼ地から︑二匹ののろが現れた︒

匹の親のろと一匹の子のろが出て來た︒

九㎜9 また進んで行くと︑やぶのところがら︑二

十61図 拝殿に進み︑明治天皇・昭憲皇太后御里
柱の神の御前に︑うやうやしくぬかつく︒

十136園しかし︑今の職孚は昔と違って︑一人で
進んで功を立てるやうなことはできない︒
十261 二度三度︑村の上を︑海は進みまた退いた︒

十569 勇ましい皇軍はもとより︑國国宝髄が︑一
つの火の丸となって進む時である︒

十623 進むに從って空は明かるく︑眼下に丁々と︑
だんうん

白い噺雲がかかる ︒

十7510

更に進んでは︑ひとりでに︑布がずんずん

織られて行くやうにもなるであらう︒

十一㎜3
ある︒

十二91

短期間にあれほど進むとは︑實にえらい︒

十922園

マライ人はいちばん進んでみて︑勢力も

海を進むなら︑水にひたるかばねともな

まっしぐらに坑道へ進んで行く︒

山を進むなら︑草の生えるかばねともな

わが國は︑︿略﹀︑世界にたぐひなき國燈

島々は︑大空の星座のごとく並び︑艦

船もまた爾舷にかみ出す白いしぶきを︑

こ．れなら︑漕望鏡を出したまま進んでも︑

おかあさんと︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑

﹇鈴虫﹈︵名︶2 すず虫

五859

朝起きると︑すぐすず虫を見た︒

えん日へ行って︑すず虫を買ってかへった︒

五856

すずむし

敵から見られるはずはない︒

十二㎜5

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

ひいろ

十二脳4

船は︑魚群のごとく進み︑

十一一術4圃

を成して︑今日に進んで來たのであるが︑

十一一幽6

十二㎜2︹聖篭 進むべきを知って進むは︑

ざらんがためなり︒

十二柵1こ組進むべきを知って進むは︑時を失は

れ︑

十二419

れ︑

十二419

教纒これを見て︑まつ眞先に進みたる安

五間ばかり進みたり︒

十梱5寮内槍先を孚ひけん︑梶原は︑佐々木に四
十備7図

わが輸送船團は︑マライ半島のコタバルを

藝の太郎が家來を︑どうとけて海へ落す︒

落棚3

兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑

めざして進んで行った︒

十梱9

砂を盛りあげながら︑もぐらのやうに進む

十センチ︑二十センチと進んで行く︒

十握5

船は︑黒い漆を流したやうな海原をけって

皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒
うるし

十儒6

急いで本隊に報告しようと思って走って行

進んでゐます︒

十㎜10

くと︑向かふから列車が進んで來る︒

をはり

十一184事寄せ手これを見て︑進まんとするもか
の

前陣に進みたる旗は︑美濃・尾張の

み

なはず︑引かんとするもかなはずして︑

十一1810図國

勢と見るはひが目か︒

スズメ

雀εおやすずめ・

﹁進め︒﹂の號令が掛った︒

ウヲシマシタ︒

一66一 スズメガ︑オヂイサンニイロイロゴチソ

オザシキヘトホシマシタ︒

一654 スズメハ︑大ヨロコビデ︑オヂイサンヲ

こすずめ・したきりすずめ

すずめ ﹇雀﹈︵名︶9

六942園

る︒

六925園次に進めの號令を掛けたら︑攻撃を始め

文化の進んだ國︑教養の高い國民にあっ すすめ ﹇進﹈︵感︶2 進め

十一247図心進めや︑つはものども︒
ては︑

十一252

がって︑

ぐっと速度を落しながら一直線に進む船

﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ︒

十一813林の中を︑奥へ奥へと進んで行くにした
十一952

十一991

のともから︑網がしだいにくり出されて︑

密林をきり開いては進む雲の峯

の方から︑進んで動いてくれます︒

十一佃4團晴れ晴れとして心の暫しい時には︑花
十一桝6番傘

すずめおやこ一ずつ

720

十一398園雀の子を︑あの惹きが逃したの︒
十一406 そばにるた女の一人は︑︿略﹀︑雀をさが
しに立って向かふへ行った︒

︽ーメ・ーメ

すそ

から雲がわき︑

すそ引くはての松原に︑

四46圏白いあふぎをさかさまに︑かけた下
太平洋の波が立つ︒

︵形状︶1

ずたずた

スタリン湾

スタリン湾

みことは︑劒を抜いて︑大蛇を︑ずたずた
︹地名︺2

南にウォウォニ島を見ながら︑船は静か
スタりン湾

白いすだれを掛けたやうなスコールの中
スタンプ
﹁スタンプを押しませんか︒﹂

︵名︶3

ぼくは︑てちやうに﹁あじあ﹂のスタンプ
しるしのはいった用紙に手紙を書いて︑書
︹地名︺一

スチャン

スチャン

スチャンといふ騨で乗りかへた時︑ジャ
捨つ

︽ーテ︾Oおりすつ・

ワ人の品のよい一家族が乗って來た︒
﹇捨﹈︵下二︶5

かなぐりすつ

す・つ

て戦ふ折から︑敵の矢にて右の目を射られぬ︒

九624図十六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を捨て

一命を捨てて︑君の御恩に報ゆるため

には候はずや︒

十122囲團

投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

十麗2図今はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ

朝敵とともに身命を捨て候事は︑朝

十一606図豊丸の袖にて彿ひ︑けちらして捨て候
はん︒

﹇宛﹈︵副助︶15

つつ

廷へ恐れ入り前事と︑誠に心痛致し居り候︒

十二柵8番前
ずつ

だいじゃ

三501園少しつつ山から谷へ︑谷から川へと

つたはって流れる︒

六134

少しつつ前進する︒

私も︑少しつつ持って運びました︒

いつものやうに︑四人つつ一組になって︑

わが工兵は︑三人つつ組になって︑

片手つつ手袋を脱いで︑仕事をします︒

なほ一間つつ張りみたり︒

氣をつけながら︑少しつっぱって行った︒
九651図

オボは︑いっとはなしに少しつつ大きくな

かれらは︑二三百戸ほどつつ集って生活

こちらの山でも︑三四人つつ↓かたまり

になって︑石の上で働いてみる︒
あみ
十一一川4 濃い藍から少しつつ緑に攣り︑

十ニー410

してみる︒

十﹁脳12

つて行く︒

九㎜12

菊間10園

八517

少しつつくつれて行くので︑

七83 ほったあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑

仲よく貝をお取りなさい︒

七73園

六描8

六932

つ取られて︑

水晶のすだれを掛けたやうに降りしき 五274園 八岐のをうちといふ大蛇に︑毎年一人つ

するしやう

﹇簾﹈︵名︶3

十一脳図
すだれ

十﹇㎜図

スチャン

間押してもらったスタンプを入れて︑

九㎜2

を二つ押してもらった︒

九㎜9

九㎜7囹

スタンプ

へ突つ込む︒

十二矧6

やうな雨足が︑さっとたれさがって來た︒

十二鋤3

る雨を︑いかにも氣持よささうにお眺めになった︒
なは
その雲の中央から︑縄のすだれを掛けた

十一910

すだれ

にスタリン灘へはいる︒

十一銅5

スタリンわん

にお切りになりました︒

五301

ずたずた

九慨1図圃突撃を待つ草むらに虫ずだく

十一411園 わたしがこんなに病氣で︑いっとも知 すだ・︿ ﹇集﹈︵五︶1 すだく ︽ーク︾
れない身になってみるのに︑あなたは雀の子に夢
雀の子が逃げて泣いた紫の君は︑

中なんですか︒

十一4210

十一471 屋根で雀がちゅうちゆう鳴いてゐます︒
十一471 あの雀は︑のんきでいいなあ︒

十一俗6不義 雀の子そこのけそこのけお馬が通る

四782圃 すずめ親子のものがたり︒

すずめおやこ ﹇雀親子﹈︵名︶2 すずめ親子

︽ーメル︾εお

四801圃 すずめ親子のねたあとは︑ さらさ
﹇進﹈ ︵ 下 一 ︶ 1 進 め る

らさらと雪の音︒
すす・める

すすめる

すすめる

八冊4圏 それで︑ ちゃうど内側も外側も︑そろつ
て進めるのだ︒

﹇勧﹈︵下一︶3

人々がすすめても︑元帥は︑
﹁︿略﹀︒ ﹂ と ︑

すす・める
ル︾
七曲7
﹁︿略﹀︒﹂といって︑聞き入れなかった︒

︿略﹀二箇國を與へるから︑
十衛6 更に秀吉から︑

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と す す め る と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 答 へ

みかたになってくれないかとすすめられた時︑

た︒

十一悩10

﹇裾﹈︵名︶1

十一獅4

七293 あちこちに︑すすり泣きの聲が起りました︒ スチャン ︵名︶一 スチャン

すすりなき ﹇畷泣﹈︵名︶2 すすり泣き

聲がもれた︒

十二241 人々の中からは︑かすかにすすり泣きの

すそ

すずりばこ ■おんすずりばこ

721
すっかり一すっと

十二川7 また深度を少しつつ減らして行って︑

一41一 スッカリデキテカラ︑オヂイサンニミテ

すっかり ︵副︶40 スッカリ すっかり すっかり
イタダキマシタ︒

一69一 オ月サマハ︑スッカリ森ノ上ニアガリ
マシタ︒

三968 おかあさんは︑赤ちゃんをおんぶしたま

ま︑もうすっかりおぜんのしたくをしてい
らっしゃいました ︒

ゐました︒

四303 が︑もうみんなから︑すっかりおくれて

四477 金の牛は︑自分のからだが金であった
ことを︑すっかり忘れてみたのです︒
四495査になると︑いつのまにか︑ガラスの氷
もすっかり消えますが︑
四501 これは︑木の枝といふ枝が︑すっかり
氷に包まれてしまふのです︒
四876園 おかげですっかりなほりました︒

﹁もう す っ か り 春 だ な あ ︒ ﹂

五M2 川ばたのやなぎが︑すっかり青くなりまし
た︒
五147園

五205 寒い冬は︑もうすっかり︑どこかへ行って
しまひました︒

五襯3園これで︑すっかりらくになりました︒
ぱうゑん き や う

六317圏細長い望遠鏡のやうなものがあって︑
海の上を︑すっかり見渡すことができる︒
六668園 でも︑すっかりさかさまちゃないの︒

だので︑賊はすっかり弱った︒

このごろは︑もうすっかり雲丹生活にな

れて︑毎日許しい日を送ってゐます︒

七776国

夜風に揺り︑朝日に判ると︑すっかり色が

攣って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒

七894

私は︑くものりかうなのに︑すっかり感心
こちらへ來てから︑半年鯨りになるので︑

してしまひました︒

七価7
八207国

窓といふ窓が︑すっかり開かれるので︑

から錦つた︒

十903園 任務を果すまでは︑決して持ち場を離れ

黄色な土が︑すっかり白つぼくなった︒

ないえらさに︑すっかり感心しました︒

十一㎜7 住民たちは︑日本軍の強さと心のやさし

十脱2

く ら

のすけ

さを知って︑すっかりなついてしまった︒

本望をとげたといふので︑江戸市中はすっかり興

十二584 大石内意之助を始め四十鯨人が︑︿略﹀

奮してしまった︒

︵副︶3

すっくと

すっくと

七162

立ちあがりました︒

六梱3 北川は︑決死の弓鋸をふるって︑すっくと

すっくと

がぼやけて來ます︒

がりだすと︑すっきりした感じがなくなって︑形

十一715 ところで︑この雲がだんだんふえてひろ

じの雲です︒

十一711 どこまでもこまやかで︑すっきりした感

て︒

もずっと早く走れて︑形がすっきりしてゐ

三339園 じゅんやうかんはく略﹀︑せんかんより

する ︽ーシ︾

すっきり・する︵サ変︶3すっきりするすっきり

くしてしまった︒

十二川12 わっか四五分の間に︑すっかり海面を暗

が銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒

十二㎜1 波もすっかり静かになって︑時々飛び魚

自分の行ってみたころとは︑すっかり攣 十二614 世間はすっかり失望してしまった︒

この町にも︑すっかりなれました︒

つた︒

しかし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大

八6210園

八千9

けさは︑子どもたちが早く起きて︑朝御

砲がすっかりできあがったとはいへません︒
飯の支度からお庭のさうちまで︑私の知らないう

八旧4園

それが︑一度蒙古風が吹き通ると︑すつか

ちに︑すっかりしてくれたのですよ︒

八榴6

すっかり耕した畠に︑大豆や︑かうりやん

りよごれが彿はれてしまって︑

八梛7

八柵10

スコールの通り過ぎたあとには︑︿略﹀

などの種をまくころは︑

九234国

思ってみることを︑話したり書いたりして︑

植物のみどりといふみどりがすっかり洗はれて︑
九408

すっかり相手にわかってもらった時ほど︑

何分かのうちに︑もう艦内はすっかりせい
それは肉眼で見るのとすっかり感じが違つ

十川7 私のからだは︑すっくと立ちあがって︑白

私は︑すっかり明かるい心になって︑學校 すっと ︵副︶3 すっと すっと

衣を着てゐました︒

すっくと立ちあがって︑

今まで︑やさしくお給仕をしてみた少女は︑
もちろん︑月は地球と違って︑とっくの昔︑

とんする︒

九549

十572

すっかり冷えてしまった天艦ですから︑

十391

て︑

七1310 海藻を拾った波うちぎはも︑もうすっかり︑ 十368

海の水でかくされてるました︒
七574 賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附近いつた
いは︑すっかり人や馬でうづまった︒
七615 方々で︑官軍が︑ひやうらうの道をふさい

ずっと一すでに

722

四904團 たこはすっとあがりました︒
八M7 胸びれをすっと左右に張り︑背びれ．しり
びれを上下に張って進むかっかうは︑

ずっと

ずっと

たいわん

反封に南の沖縄や塁湾でしたら︑ずっと低

おきなは

すみよし
つと南にある住吉神社︑

九891
電柱のかげも木のかげも︑ずっと延びた︒
やなぎ
土塀の上から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑

くなります︒

すっぱい

私もいけ花がすきなので︑いそがしい
せいは日本人よりもずっと高く︑力も強
更に南へ航海を駆けると︑半日もたった

ずっと向かふには︑川べりに並んだはん

︵形︶呂あまずっぱい

の木が目立つ︒

十二㎜9

のち︑南へずっと連なる大きな島が見えて來る︒

十一㎜11

い︒

十一㎜2

中にも︑ずっと急げてやってゐます︒

十一備8團

ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒

十脳9

九237團白い實を舌の上にのせると︑すっととけ 九川7
︵副︶22

て︑上品なあまさが口に残る︒
ずっと

三338園 せんかんよりもずっと早く走れて︑

三478園この川をずっとのぼって行くと︑山

なって︑強さうに見えました︒

と山が近よって︑せまい谷になる︒
四147 にいさんは︑前よりもずっと色が黒く
五77 神様がたは︑さか木を︑ずっと前へお出し
になって︑

五387 四度めの眠りをすましたかひごは︑二日三
日すると︑からだもずっと大きくなって︑

トラックから投げ出された木材を︑すつ
﹇捨置﹈︵四︶1

捨ておく

︽ーカ︾

九6010図圖捨ておかば︑ほどなく生き返るべし︒

すてお・く

ばだかの工兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒

十二悩2

五511 出ると︑高いところを走ってみるので︑川 すっぱだか ﹇素裸﹈︵名︶1 すっぱだか
は︑ずっと下の方に見えました︒

五811 今では︑ぼくよりもずっとせいが高いが︑
五佃1 利根の來るずっと前にも︑犬をかってみた
ことがあるので︑

六747園﹁をばさん︑これから︑ずっと私のうち すてき ﹇素敵﹈︵形状︶1 すてき
十一932囹向かふは晴れて︑山がすてきだぞ︒
にいらっしゃいね ︒ ﹂
その弓︑捨てたまへ︒
︹人名︺2

ステッセル

さきに一月一日︑ステッセル將軍は︑︿略﹀︑

ステッセル將軍とが二見することになった︒
十849

命じられた津野田参謀は︑二名の部下をつ

つひに三重開城を申し出て來た︒

ステッセル將軍は︑副官にいひつけて︑軍

れて︑ステッセル將軍のところへ行った︒

十8510
十86一

ステッセル紅軍は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑う

刀と︑帽子と︑手袋とを持って來させ︑

やうやしく湯手の禮をした︒

十865

四日に︑乃木將軍は︑ステッセル將軍に︑

ぶだう酒や︑鶏や︑白菜などを送りとどけた︒

十874

に着いた︒

十878 十一時十分前に︑ステッセル將軍が會見所

十887 静かに手をさしのべると︑ステッセル將軍

乃木將軍が︑﹁︿略﹀︒﹂とあいさつすると︑

は︑その手を堅くにぎった︒

ステッセル將軍は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

十894

十8910 ステッセル將軍が︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑乃

木戸軍は︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

十927 やがてステッセル將軍は︑口調を改めて︑

それからステッセル將軍は︑次のやうなこ

﹁︿略﹀︒﹂とていねいに悔みをのべた︒

十941

ステッセル將軍は愛馬にまたがり︑はや足

とを申し出た︒

十976

﹇既﹈︵副︶18 すでに

をさせたり︑かけ足をさせたりして見せたが︑
すでに

なしたるおもむき上奏せしところ︑

くなって來た︒

一もとは︑汝の愛機へ︒

ステッセルしょうぐん

︹人名︺13
の ぎ

ステッセル將軍

艦はすでに火災を起してみたが︑砲火はほ

とんど衰へない︒

十6810

十855図田陛下には︑將官ステッセルが払子のた 十232 日はすでに没して︑あたりがだんだん薄暗
くんこう
めに書くしたる上記をよみしたまひ︑

十854図田敵將ステッセルより開城の申し出でを 十185図閣 一もとは︑すでになき汝の部隊長鳴へ︑

ステッセル

八758図國捨てたまへ︒﹂と口々にいふ︒

八758図圏

六備6 ずっと野原の向かふに︑富士山が光って見 すてたま・う ﹇捨給﹈︵四︶2 捨てたまふ ︽一へ︾
えます︒

てるたのに︑

七682園 けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのび

八193團 私もずっと丈夫で︑毎日樂しく暮してゐ

七776国 ぼくも︑入戸以上ずっと元氣です︒
ます︒

い くだま

八792 石井先生も︑ずっと後の方から︑﹁しっか
かうつのみや

りのぼれ︒﹂と叫ばれた︒

八941 高津宮や︑その近くにある生國魂神社︑ず 十832 わが軽士軍司令官乃木大將と︑敵の司令官

723
すてる一すな

かはぎり

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

十995図夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ

落ちてしまった今︑

十備4 主家を守るべき七城のうち︑六城がすでに

の石垣はすでに水に没した︒

十帽3 その間にも︑水かさはずんずん増して︑城

語である︒

十一261 相手を﹁あなた﹂といふのが︑すでに敬
十一266 自分のことを﹁わたくし﹂といふのが︑
すでに謙遜したことばであり︑
り︒

十一543図 午後二時四十五分︑勝敗すでに定まれ
爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑すでに矢取って

つがふところに︑

十一671図

耳にはふしぎに響いた︒

十一㎜10 その最初の一音が︑すでにきやうだいの
十二892m凶圓 いはんや汝すでに十歳に饒りぬ︒
たかうち

︵下一︶

9

捨てる

︽ーテ・ーテル︾

る家の子どもが︑マッチをすって︑そのもえがら
を捨てたのが︑もとだといふことです︒
狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑︿略﹀︑

四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒

九桝9

おかあさんは︑一命を捨てて君恩に報い

よといってゐられるが︑

十139園

かうして︑自分の田のすべての孕むらに火
といって︑その任務は︑しばらくも捨てて

をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒

十229
十節3
おくことができない︒

永久の命を得ようといふのだ︒

十二538園どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑
﹁一言半句の教へのために︑この身を

捨てるわれを見よ︒﹂

十二571園

敵の乗組員は︑船を捨てて二隻のボート

漕水艦は︑思ひきりよく攻撃態勢を捨て

に乗り移った︒

十一一捌8

十二伽2

て︑ぐるりと艦首を向けかへた︒
すどう
﹇須藤九郎﹈︹人名︺2 須藤の九郎

る︒

すどおり・する

十一469

シ︾

す通りする

︽一

須藤の九郎つと寄りて︑深部が首を取
﹇素通﹈︵サ変︶1

スナ

砂

川バタノスナヲボルト︑下カラ水が出

﹇砂﹈︵名︶26

一564

イサムサントマサヲサンバ︑スナヲホッ

テキマス︒

一561

すな

す通りします︒

先生のおっしゃることが︑つい私の耳を

十一674図

といへば︑九郎︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒

須藤の九郎
すどう
十一652図爲朝︑須藤の九郎を呼びて︑﹁︿略﹀︒﹂

すどうのくろう

十二895図國正成すでに討死すと聞かば︑天下は
尊氏がままなるべし︒

十二佃1 すでに大政を奉還したかれに︑逆心など

十二983図圓 正行・正時︑すでに壮年に及び候︒
あるべきではないが︑

ちはすでに知った ︒

十二伽3 月は死の世界であるといふことを︑私た
十二購2 すでに太陽は没して︑西の方だけが眞赤
に暮れ残り︑

十二別10 この犯すでに早く︑わが勇敢無比な荒鷲
部隊は︑決死母艦を離れ︑決勝の翼をつらねて︑

﹇捨﹈

敵航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒
す・てる

Oなげすてる・ぬぎすてる
六755 さうして︑こんな大火事の起ったのも︑あ

はまべの砂で山を作りました︒

テ︑イケヲツクリマシタ︒

三781

せっかく作った砂の山が︑くつれだしました︒

三784すると︑波がだんだんよせて來て︑

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑砂をどんどん

もりあげました︒

三786

あげました︒

波うちぎは

三791 ぼくらは︑まけずにどんどん砂をもり

七44圏 しめった砂をけりながら︑

小さな熊手で砂をかくと︑かちりとさはる

を︑どんどんかける︒
くまで

ものがあります︒

七78

少しつつくつれて行くので︑

七83 ほったあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑

した︒

七86 砂を彿ってよく見ると︑大きなはまぐりで

べること二町蝕にして︑

八335図小石まじりの砂なれば︑流るるやうにす

すです︒

八備1 ﹁かれひ﹂が︑砂の中にもぐつてみるやう

と︑︿略﹀︑どこにるるのか見地がつきません︒

旗亭2 その平たいからだに︑ちよつと砂をかぶる

ら出して︑︿略﹀︑外を眺めてゐます︒

八備4 よくよく見ると︑二つの目だけを砂の聞か

坐骨6 岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

九949
十梱6

兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑

砂の上には︑銃劒だけが残ってみる︒

爾手をそろへて海岸の砂をほった︒

たい海の水が氣持よく感じられる︒

十梱7

十センチ︑二十センチと進んで行く︒

十梱8

すなお一すばらしい

724

十個10 砂の上を︑ひとりでにすべって行く︑ふし
ぎな銃劒である ︒

もぐらのやうに進む皇軍の鐵かぶとの列が見られ

十鵬5 向かふ側に︑砂を盛りあげながら︑︿略﹀
た︒

十鵬7 兵士たちは︑砂の底で︑砂といっしよに堅
く銃身をにぎりしめた︒

十儒7 砂といっしよに堅く銃身をにぎりしめた︒
十悩1 ﹁わあっ︒﹂とときの聲をあげ︑砂をけ立て
て︑いっせいに立ちあがった︒

十悩4 砂にまみれ︑血にまみれて突き進む皇軍將
士の前には︑

十一951 ややもするとくつれようとする砂と岩と
﹇素直﹈︵形状︶3

すなほ

の間を︑﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ︒
すなお

四351 何ごとにもすなほなかぐやひめでした
が︑

りこうなものはめったにないそ︒

九809囹 しんせつにしてやれば︑馬ほどすなほで︑

砂煙

砂つぶて

すなどり

十一泌6

砂の山

砂の山
砂はま

砂濱

主として海べに住み︑すなどりを業とし

てるるが︑

二

︹題名︺1
﹇砂浜﹈︵名︶4

三769

すなのやま
すなはま

その向かふに︑眞一文字に白い線を引いた

三763團波うちぎはや砂はまで︑貝を見つけま
した︒

九棚6

やうな砂濱が︑目にしみるやうに窮つた︒

そら︑あそこに見えるだらう︑あの砂濱
ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠

が︑到着駝だ︒

九川8囹
〆鯖9

砂原

波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海岸には︑

﹇砂原﹈︵名︶1

い砂丘をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒
十％6

すなはら

﹇砂埃﹈︵名︶1

砂ぼこり

廣い砂原や︑黒い岩底が現れて來た︒
すなぼこり

黄色な砂ぼこりを運んで曲るので︑これが
吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒

八麗8

宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑
景正︑すなはち刀を抜き︑忠次がようひ
一豊︑すなはちその馬を求めたり︒

主上︑すなはち南殿のみすを高く巻か
すなはち

敬語の使用は︑︿略﹀︑眞の敬意︑すなは

﹇即﹈︵接︶1

十一315

すなわち

せて︑玉顔殊にうるはしく︑諸卒をみそなはし︑

十二997図

九689図

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

九6210図

義家︑背を向けてうつぼにささせけり︒

九613図

すなわち﹇即﹈︵副︶4すなはち

一面に︑砂ぼこりがたちこめた︒

九853 北斗は︑ほんたうにりこうで︑すなほです︒ すなぼこり ﹇砂埃﹈︵名︶1 砂ぼこり
さくれつ
十鵬10 敵の砲弾が兵士の目の前で炸裂し︑あたり
﹇砂煙﹈︵名︶1

十麗5 そのとたん︑天地にとどろくやうな爆音と

すなけむり

砂子

いっしよに︑砂煙が︑あたりをおほひ包んだ︒
あま

﹇砂子﹈︵名︶2

九943 天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくま

すなご

き散らしてみるのが見られます︒

﹇砂礫﹈︵名︶1

な星と︑同じものになってしまふであらう︒

十一一鵬2 夜の空に銀の砂子をまいたと見える小さ
すなつぶて

十麗9 ものすごい砂つぶてが︑うつ伏した兵士た
﹇漁﹈︵名︶1

ちの全身をなぐりつけた︒
すなどり

ち敬ふ眞心がことばに現れることが︑

すると︑きりぎりすは︑すばやく竹の先

すばや・い ﹇素早﹈︵形︶6 すばやい ︽ーク︾

にのりうつって︑

三733

五備9團遠くにかくしてある手ぶくろを︑すばや

右の手で︑すばやく︑葉といっしょにっか

くさがしあてたりします︒

すばやく寝床をかたづけて︑かわいた手

まへました︒

六114
七778團

﹁ようし︒﹂と叫ぶが早いか︑すばやくノイ

拭で︑からだが赤くなるほどこすります︒
垂流7

南東をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑

ツに組みつきました︒

八665

たかの一群を見たので︑すばやく低空に移った︒

このすばらしい舟になるために︑あ

すばらし・い ﹇素晴﹈︵形︶21 すばらしい ︽ーイ・

四125園

ーク︾

りかうな利根は︑︿略﹀︑何をさせてもすば

の木は︑ぐんぐんのびたのかもしれない︒
五価5

すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ

らしいはたらきをしました︒

八817

中でも縦六メートル︑横十一メートルとい

すばらしい早さだ︒

になって︑びゆうとうなる︒

八847

私たちが︑︿略﹀︑何かすばらしいことを思

﹁いか﹂だともっとすばらしいさうです︒

ふすばらしく大きな石には︑

八931
八柵7

ひついた時などには︑

九383

とのついたかぶとが︑かざってある︒

しか
九槻8 すばらしく大きな鹿の角と三日月の前立て

何千塁といふ自動織機が勢そろひをして︑

十348囹月がすばらしいよ︒
十826

725

︿略﹀︑すばらしい 速 さ で 織 り 出 す 光 景 は ︑

十917囹攣ったといふよりは︑すばらしい進歩を
示しました︒

十一773 一天にはかに墨を流したやうに曇って︑
天地も暗くなるのは︑かうしたすばらしく厚い雲
によって︑日光がさへぎられるからです︒

十一934 ぼくらは︑何といふすばらしい景色を︑
西の方に見渡したことであらう︒
日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒

十一川3 海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑
十二撹8 それを立ち往生させないやうに︑わが工
兵隊のすばらしい活躍が展開する︒

うに︑太陽から出る熱量は︑すばらしいものであ

十一一個7 夏の日の暑さから考へてみてもわかるや
る︒

その中には︑︿略﹀︑また太陽の敷百倍と

いふすばらしいものがあるのである︒

十一一榴9

まったく熱帯の海の落日は︑すばらしい︒

十二㎜7囹 すばらしい日の入りが見られますよ︒
十一一㎜9

十二惣11 敵航空母艦サラトガ型は︑かくて珊瑚海

十二㎜7 今度はすばらしい勝報がやって來た︒
に捧げるすばらしい供へ物となった︒
スピットファイヤー ︵名︶一 スピットファイヤi

﹇濡﹈︵名︶1

ずぶぬれ

中戦はなぱなしく︑陸鷲は︑その十六機をほふれ

りくわし

十164図圃敵スピットファイヤー二十単機と︑空
り︒

ずぶぬれ

八102 をりから南へ飛行中だつた燕は︑食にうゑ︑
つめたい雨にずぶぬれになって︑

ぶりとはいって行くのは︑

七911 皇の上から︑まっさかさまに︑水の中へず

ずぶりと ︵副︶2 ずぶりと

スピットファイヤー一すべりおりる

九954

思ひきって︑からだをずぶりと水の中へつ
︹地名︺一

すべすべ致す

︽ーシ・一

スペールマン

けると︑つめたさが身にしみわたる︒

︵五︶2

スペールマン海峡

スペールマンかいきょう

海峡
十一銅図
すべすべいた・す

十一一816園とくさをかけてみがいてあるによって︑

ス︾

すべすべ致す︒

︽ーシ︾

九655図逸すべて物は破れたるところをつくろへ

すべての軍兵を率みて︑富田城の南三里︑

ば︑しばらくは用をなすものぞ︑
ぺやま

九齪8

布部山に敵を迎へ討つた︒
くわいらう

ふ

十510図中央の拝殿︑左右の廻廊︑庭上の白砂︑

すべて上官の命令を守って︑自分の職務

すべて清らかに︑嚴かなり︒

かうして︑自分の田のすべての稻むらに火

に精を出すのが第一だ︒

十招8園
十228

鐵材を使ふことができなかったために︑す

をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒

べて木材によって︑︿略﹀作り直して行った︒

十783

十稲9 どの漢字もすべて音で潜むか︑または訓で

どの音で讃み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑

讃むのが普通です︒

十佃1

將兵︑すべて感泣せざるはなかりき︒

工みならはしによってきまるのです︒

十一5710図

十一906 行手の道も﹁はひまつ﹂も︑すべて夢の

興亡すべて夢

しかるに︑阿禮の語るところは︑すべて

やうに霧の中に薄れてみる︒

わが國の古いことばである︒

十一伽7

歴史は長し七百年︑

すべての材料は兵隊の肩へ載せられ︑砲

英雄墓はこけむしぬ︒

十二768図圏
に似て︑

私たち人類にとって︑否︑すべての生物

火ををかしてのかけ足である︒

十二価10

十二佃8

すべりおりる

ぼくたち三四人は︑列を離れて眞一文字に

﹇滑降﹈ ︵上一︶ 1

﹁先生︑もうすべらしてください︒﹂

﹇滑﹈︵五︶1 すべらす ︽ーシ︾

にとって︑

八816

︽ーリ︾

すべりお・りる

八807園

すべら・す

十二857園とくさをかけてみがいてあるによって︑
すべすべする

あたたかい馬のからだや︑すべすべした︑

︵サ変︶1

すべすべ致します︒
すべすべ・する

すべて

すべてを張りかへんは︑はるかにたや

﹇総﹈︵名︶2

やはらかい毛なみにさはると︑

五677團
すべて

すく候︒

しんせつな山のお招きの席に︑しばらく

九652図圓
十一811

は︑すべてを忘れて立ってるた︒
すべて

没牧してみた荷物や︑武器・船具︑そのほ

﹇総﹈︵副︶20

七捌1

すべて

かすべての物を返すことを約束しました︒
とうげん
すべての艦艇はうやうやしく︑ 登舷禮︑
八278圃

ひのき

神宮の御殿舎は︑すべて檜の白木造りであ

君が代のラッパ︒

九113
るから︑

御造畢に要する檜の敷は︑一萬二千本に近
く︑しかもすべてえりすぐった良質のものである︒

九114

文字に書き表したものは︑︿略﹀︑それを讃
むすべての人たちに︑︿略﹀︑ちゃんと心持を傳へ

九4210

すべての窓や出入口は開かれる︒

ることができます︒

九545

すべりかた一すます

726

すべりおりた︒

すべり込む

︽ーン︾

八857 午後は︑先生について︑一人一人目正しい

すべりかた ﹇滑方﹈︵名︶1 すべり方

﹇滑込 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

すべり方を教へていただいた︒
すべりこ・む

﹇滑出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

すべり出す

︽ーサ︾

端にすべり込んで︑思はずよろよろとする︒

九伽9 それをじっとふみこたへたが︑片足が洲の
すべりだ・す

﹇滑出﹈︵下一︶1

すべり出る

︽ーデ

八847 先生は鉢巻をして︑すべり出された︒
すべり・でる
ル︾

十一756 雨の降ったあげく︑山の間などから流れ
るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑

︽ーメ︾

すべりはじ・める ﹇滑始﹈︵下一︶1 すべり始める

八821 やがて︑十人︑二十人︑次々にすべり始め
た︒

すべりよい

︽ーク．

八832 そのみごとなすべりぶりに見とれてみると︑

すべりぶり ﹇三振﹈︵名︶1 すべりぶり

﹇為重 ﹈ ︵ 形 ︶ 2

先生たちは︑もう目の前へ來られた︒
すべりよ・い
ーサ︾

四527 それは︑寒いほど︑スケート場の氷がか
ちかちになって︑すべりよくなるからです︒

すべる

︽ーッ・ーラ．ーリ．

八804 いかにもすべりよささうな傾斜が︑長く績
﹇ 滑 ﹈ ︵ 五︶23

いてるる︒

ール︾

すべ・る

三258 舟は︑すべるやうに流れて行きます︒

四521 のちには︑すべりながらまがったり︑後
向きにすべったり︑

四522 後向きにすべったり︑

四523

後向きにすべったり︑友だちと手をつ
この間︑私が︑山でたきぎを拾ってゐま

なぎあったりして︑思ふままにすべります︒

六582囹

車輪に︑

皮おびすべるよ︒

すと︑つい︑足がすべってころびました︒

七503圃車輪と

ると足がすべる︒

割られた石材は︑石積み車に載せられて︑

山の道をすべるやうに運ばれて行く︒

十ニー69

すべって行く船の跡が︑

十二蹴8 さざ波一つ立たない︑鏡のやうな海面を

ズボン

水兵は︑︿略﹀︑かひがひしくズボンをまく

︵名︶4

急いで上着を着たり︑ズボンをはいたりし

シャツもズボンも破れて︑泥だらけだ︒
す ま
﹇須磨﹈︹地名︺1 須磨

かくて直義の五十萬騎︑楠木が七百飴
す ま
騎に打ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒

十二916図

すま

十二209

は︑金鶉動章が掛けられてあった︒

きんしくんしやう

十885 乃木將軍は︑黒の上着に白のズボン︑胸に

てるると︑思はず頭を柱にぶっつける︒

九㎜10

りあげ︑身輕な姿になって︑

九558

ズボン

れるやうになるのです︒

小石まじりの砂なれば︑早るるやうにす すべ・れる ﹇滑﹈︵下一︶1 すべれる ︽ーレル︾
四519 そのうちにく略﹀︑だんだんうまくすべ

ちう返りをして落ちるもの︑まっさかさま

べること二町齢にして︑

八336図
八553

先生︑まだすべってはいけませんか︒

スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よく聞

に落ちるもの︑横へすべって行くもの︑

八789

﹁ようし︑

える︒

八806囹

ここからすべりたい者は︑す

八814園

すべりだい者は︑すべってよろしい︒

べつてよろしい︒﹂といはれた︒

八814囹

野田先生が先に︑すぐ葺いて石井先生がす

べられる︒

八831

それからぼくたちは︑のぼって行ってはす
べり︑おりてはまたのぼった︒

八835

みんなそこへ行くと︑今︑石井先生がすべ すまいいた・す ﹇住﹈︵五︶1 住まひ致す ︽ ス︾
十二792園 これは京に住まひ致すわる者でござる︒

十852

をばさんのうちから︑二眠をすましたかひ

四度めの眠りをすましたかひこは︑

午後の演習をすまして︑兵舎へ錦って來

兵器の手入れをすまし︑靴下を洗ったり︑

翌日︑爾軍代表は︑旅順開城の談判をすま

靴をみがいたりしてゐました︒

八622

ると︑みもん袋が來てるました︒

六855団

五386

ごを︑二十匹もらって來ました︒

五314

から︑内宮へおまるりをしました︒

ないくう

五91国 まつ︑外宮のおまるりをすまして︑それ

げくう

林をぬって長距離をすべるのは︑ほんたう すま・す ﹇済﹈︵五︶6 すます ︽iシ︾

られるところである︒

八8310

八859

に愉快であった︒

ちやうど︑グライダーが空中をすべるやう
あちらこちらの︑スケート場の氷もとけて︑

に︑手ぎはよく水を切って︑おりて來ます︒

必備5
八梱4

もうすべることはできなくなります︒

九観8團汽車はたちまちトンネルにはいった︑ざ
砂の上を︑ひとりでにすべって行く︑ふし

あっとすべって行く車輪の響き︒

十三1

きのふの雨でじめじめして︑うっかりす

ぎな銃劒である︒

十一868

727
すます一すみれ

︵五︶3

したのであった︒
﹇澄﹈

ス︾δとぎすます

すま・す

すます

澄ます

︽ーシ・一

十脳4 張は︑遠くを流れてみる川の音に︑耳をす
ました︒

鳥のさへづりが聞かれる︒

十一882 耳を澄ますと︑遠く近く︑さまざまの小

十一鵬6 二人はく略V︑しばらく耳を澄ましてゐ
たが︑やがてピヤノの音がはたとやんで︑

六402囹 勇ましい日本のらくかさん部隊が︑スマ

スマトラ ︹地名︺5 スマトラ
トラの空から︑地上へおりて行くところです︒

ふついん

六404 スマトラを始め︑南洋からたくさんのせき
ゆが出ること︑

七㎜9 日本人は︑︿略﹀︑佛印や︑タイや︑ジャ

スマトラ島

ワ・スマトラあたりまで進出して︑

九27図 スマトラ
︹地名︺一

十一篇図 スマトラ
スマトラとう

島の北端を廻ると︑いよいよインド洋だ︒

十二㎜3 そこから針路を北西に取って︑スマトラ
スマトラめいぶつ ︵名︶一 スマトラ名物
十一一晒6 スマトラ名物の激しいスコールが︑海上
﹇炭﹈︵名︶7

炭

へのこのこと出て來たのだ︒
すみ

九757

源作ちいさんは︑一メートルばかりの長さ
炭を取り出しながら︑源作ちいさんは︑か

に嶢けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

九759

今度こそは︑上できの炭に焼いてみようと

まの天井や壁をこつこつとたたいてみた︒

九778
スミ

すみ与かたすみ・よす

アル日︑犬が畠ノスミデ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

﹇隅﹈︵名︶4

考へながら︑ちいさんは一心に木をひいてみる︒

すみ
二865

み

ナキマシタ︒

し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒

たが︑

十一麗5 かれはしばらく澄みきった空を眺めてゐ

青々とそびえてみる︒

十一捌9 澄みきった大空のもとに︑ナチブ山が

きって︑

十一惣3 木立の間を流れる空軍はひえびえと澄み

すみだ
﹇隅田川﹈︹地名︺1 隅田川
すみだ

六麗6水の流れが見えて︑隅田川のけしきになり

すみだがわ

ました︒

と︑

すみやか

陣を開いて退散すべし︒

十一626馬込もし一家の氏族ならば︑すみやかに

﹇速﹈︵形状︶1 すみやか

十一加9 この地に住みついた日本人の男女を見る

五806畠のすみの日まはりは︑暑い日をいっぱい すみつく ﹇住着﹈︵五︶1 住みつく ︽ーイ︾
受けて︑

住みか

初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を照ら

九724

炭焼がまの裏の山道には︑︿略﹀木馬道が︑

炭焼がまから立ちのぼる煙である︒

炭焼小屋

一本一本の丸太を︑あの炭焼がまへ入れて︑

﹇炭焼小屋﹈︹課名︺2

い

くだま

すみよし
﹇住吉神社﹈︵名︶2 住吉神社

炭焼小屋

炭焼小屋⁝⁝⁝七十二

十二

﹇董﹈︵名︶4 すみれ

三55團すみれ︑たんぽぽ︑れんげ草︑花のお

すみれ

ごそかに拝まれます︒

八943 ことに住吉神社は︑境内が早く︑社殿がお

つと南にある住吉神社︑
けいだい

すみよし

八941 高津宮や︑その近くにある生國魂神社︑ず

かうつのみや

住吉神社

すみよしじんじゃ

九722

九32 十二

すみやきごや

九777

曲りくねって山の奥の方へ計いてるる︒

九766

すみやきがま ﹇炭焼窯﹈︵名︶3 炭焼がま

七827團室のすみからすみまで︑よくせいとんが
してありますから︑

七827團室のすみからすみまで︑
墨δいれずみ

墨給

一天にはかに墨を流したやうに曇って︑

﹇墨﹈︵名︶1
十一772

すみ

﹇墨絵﹈︵名︶1

天地も暗くなるのは︑
すみえ

仰げば庭前の柿の梢は︑大空に墨給をゑ
すみか

わがなつ

さわぐいそ

蛙のすみかが︑かうして︑たんぼいつばい

﹇住処﹈︵名︶2

がき︑すずなりの赤き實︑夕日を浴びて︑

十437図
すみか

七3810

われは海の子︑白波の

にひろがるのです︒

十一皿5子鼠
べの松原に︑

煙たなびくとまやこそ︑

二55一 ソレカラ︑炭デ目トロヲツケマシタ︒

かしき住みかなれ︒

︽iッ︾

六478
十544

青々とすみきってゐました︒

空は︑今︑窺眞で見た南洋の海のやうに︑

すみき・る﹇澄切﹈︵五︶5すみきる澄みきる

九737 そのかまには︑炭に焼く丸太がぎっしりと
つめ込まれてみるのだ︒

九7410 二三日たってから︑かまの口を開いた源作
ちいさんは︑眞黒に僥けた炭を外へ取り出した︒
すまでは︑どんなに焼けたかが氣がかりである︒

九751 三十何年炭を焼いてみても︑︿略﹀取り出

やねが美しい︒
した︒

らん

すみれの花

六柳7 すみれも︑一週間ばかり前から咲きだしま

咲いてみた︒

八685圏 春來たときは 川土手に︑
が

いてるる︒

十一㎜11

そうとく

以前はここにニューギニヤ州の纏督が住

セレベスの夜の静けさは︑内地の都會や

んでみた︒

十一珊9

クチンあたりに住んでみるのは︑入れ墨

主として海べに住み︑すなどりを業とし

町に住む人々には︑想像もつかないであらう︒

十一脳6
てるるが︑

十一脳1一
にうわ

七442囹これで︑地鎭祭はすみました︒

七782團鮎呼がすむと︑︿略﹀︑﹁一︑二︑三︑四︒﹂

勅諭の奉讃がすむと︑班長殿から︑いろ

と︑掛聲勇ましく髄操をしますが︑

七817團

一番︑二番︑三番と︑十二番の舞がめでた

いろな命令や注意などを受けます︒

た︒

甲板洗ひがすむと︑﹁顔洗へ︒﹂﹁たばこぼ

冬がすんで︑また︑明かるい春が來まし

くすみましたが︑

八359

九562

八伽5圏

何十年も昔から︑ほんたうの日本人も住

その他︑マライ人がたくさん住んでみる︒

も少く︑小がらで柔和な顔をしてみる︒

十一泌8

土がほり返され︑くれ打ちがすむと︑田に
種まきがすんで十日あまりたったころ︑

呈しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ

腔操がすんで︑所長の訓示があった︒

おかあさんにさういって︑夕飯がすむとす

一慮の儀禮がすむと︑一同は机を取り團ん

﹁ねえさん︑これまでずるぶんわがま

できるだけの手を書くさないでは︑こ

髄操がすむと︑みんな軌道車に乗り込む︒

﹇澄﹈︵五︶1一

スム すむ 澄む ︽ーミ・一

ハジメハ水ガニゴッテヰマシタガ︑ダ

川の水は︑すんではみませんが︑青い空を

きらきらと光って笑ったり︑青くすんで︑

八239團

朝夕ひえびえとして︑空がほんたうにき

じっと考へこんだりします︒

五561

うつしながら︑ゆっくりと流れて行きます︒

五534

ンダンキレイニスンデイキマシタ︒

一572

ム・ーン︾﹇▽ながれすむ

す・む

の母の心がすみません︒

十一一713園

十二82

まをいってすみませんでした︒﹂

十一506園

で着席した︒

十898

ぐ出かけた︒

十351

か遠いところへ散らばってしまふ︒

九剛11

九囲8

ん出せ︒﹂の號令がくだる︒
くんじ

十一泌2
んでみる︒

大きな太陽が︑私たちの住む地球から見
︽ーマ・ーミ・ーム・ーン︾

ると︑だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑

十二㎜9

すむ

しごとがすむと︑うんてんしゅはをぢさ

﹇済﹈︵五︶24

ごはんがすんでから︑職地の兵たいさん

一年生の旗取がすんで︑いよいよぼく
自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し

たちのかけっこになりました︒

四282

に︑みもん文をかきました︒

三974

んたちに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

三902

す・む

十一9010 小さなすみれや︑蘭もところどころに咲
すみれいろ ﹇董色﹈︵名︶1 すみれ色
暖い日を受けて ︑

澄み

六伽8 それこそ︑ほんたうのすみれ色をした花が︑

こんじやう

︽ーリ︾

住む

きをおのが心ともがな
﹇住︺︵五︶16

﹁この川かみに人が住んでみるな︒﹂

五681團

夕はんがすんでから︑おかあさんと︑ねえ

でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒

五854

さんと︑ぼくと三人で︑えん日へ行って︑

やあ︑もう毒忌がすんだのか︒

學校がすむと︑すぐ︑たんぼへ行きました︒

五鵬3園まことにすみません︒

七377

水がなみなみと張られます︒

七371

傳ひもできず︑まことにすまなかった︒

六736囹わたしは︑消防にばかり働いてみて︑手

六86

九927 實はわれわれの住んでみる地球がまはるか

六102囹

かけがへのない樂しい遊び場所であり︑

十矯1 ここに住んでみる子どもたちにとっては︑

組織し︑

そしき

十㎜11 愛路村に住んでみる青年は︑愛路青年隊を

種である︒

ら︑さう見えるだけのことですが︑
しか
九蹴12 のろといふのは︑高子に住んでみる鹿の一

八3810 それが萬壽姫で︑木曾に住んでゐましたが︑

ました︒

七網4 垂湾に住んでみる日本人も︑たくさんあり

七852 油蝉の子は︑土の中に住んでゐます︒

五265囹

四511 滞洲に住んでみる日本の子どもたちは︑

す・む

︽ーミ・ーム・ーン︾

十二56図魍 あさみどり澄みわたりたる大空の廣

十一川7 空は紺青に澄み渡り︑

渡る

すみわた・る ﹇澄渡﹈︵四五︶2 澄みわたる

十二掛4図魍 山路來て何やらゆかしすみれ草

すみれぐさ ﹇董草﹈︵名︶1 すみれ草

すみれいろ一すむ

728

729
すめらみいくさ一する

れいに澄むころになりました︒

八288圃 青空ははてもなく澄み︑ 秋風はさわや
かに海をわたる︒

八703圃さやさやさやと鳴る風に︑水は底まで
澄んでみた︒

八伽7圃水のやうに澄んだ空を︑雲が︑眞綿を散
らしたやうに飛んでゐます︒

て︑

八悩7 久しぶりに廣い空を見︑澄んだ空氣を吸つ
十一706 澄んだ青空に︑はけで悉くはいたやうな︑
︿略﹀白い雲の出るのを︑巻雲といひます︒

十一伽4團 今︑こちらはいちばんよい時候で︑空
がどこまでも高く澄んでゐます︒

十二川2 澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑

すめらみくに

十一価5

ケ︾

スラバヤ

﹇擦﹈nVくさずり・てすり・ほおずり

す・る

︽ーッ・ーラ・ール︾

ある家の子どもが︑マッチをすって︑その

﹇擦﹈︵四五︶5 する

もえがらを捨てたのが︑もとだといふことです︒

六755

六欄2山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ

るうちに︑字がすられ︑給がすられ︑たちまち本

になって出て來ます︒

やれ打つなはへが手をする足をする

字がすられ︑給がすられ︑

十一櫛8車篭

六川2

︽サ・シ・スル・ス

やれ打つなはへが手をする足をする

﹇為﹈︵サ変︶鵬 スル する

十一櫛8図圃

せいする︒がっかりする・がっしりする・かつどう

うする・かくれんぼする・かげんする・かする・か

じょうずる・かいそうする・かいてんする・かいほ

おわかれする・おんぶする・かいけんする・かい

する・おまちする・おまつりする・おむかえする・

がいする・おはなしする・おまいりする・おまたせ

る・おつかえする・おつれする・おともする・おね

いする・おじぎする・おそなえする・おつかいす

ききする・おこたえする・おことわりする・おさそ

る・おうらいする・おかえしする・おかんずる・お

んする・おうせんする・おうふくする・おうようす

る・えんずる・えんそうする・おあいする・おうえ

うんどうする・うんぱんする・えいずる・えとくす

る・うっかりする・うとうとする・うんてんする・

る・いらいらする・うおうさおうする・うちじにす

ちする・いってんする・いっぱいする・いっぺんす

あんないする・いきいきする・いっしんする・いっ

さっする・あいする・あんしんする・あんちする・

レ・セ・セヨ︾5あいえいずる・あいげきする・あい

する

ぬつく

新年に持つわれわれ日本人の心持が︑す

スラバヤ

︹地名︺一

らすらと品よくよみ出されてゐます︒

十一鋤図

スラバヤ

ずらりと

やぶのかげから木かげから︑

︵副︶8

四432圏

ずらりと

出て來てお山へ

ずらりと並んでわになった︒

りぬつくり︑子だぬきが︑

笛とたいこの音がひびいて來て︑ずらりと

集って︑
六柵3

並んだお祭のちゃうちんが︑うつりました︒

時には︑十羽二十羽も︑ずらりと並んでゐ
野砲も︑重砲も︑ずらりと大きなからだを

ることがあります︒

八64
八竜10

横たへて︑

はだしのままの水兵員が︑後甲板にはせ集
みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列

つてずらりと整列する︒

九554
十一慨10

をしいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒

密林が切れて︑白い壁に赤い屋根の建物
その爾志に︑竹と椰子の木で作った長屋

がずらりと川岸に立ち並んで見える︒
や し

すり

がずらりと並んでみる︒

十一泌4

と︑一人の戦 十一㎜10

九367除斥江南のしらじら明けを攻め進むすめら

すめらみいくさ ﹇皇御軍﹈︵名︶1 すめら御軍
御軍うしほのごとし
すめらみくに

すめらみくに ﹇皇御国﹈︵名︶1 皇二黒

九2310図圏 皇御壷のもののふは︑
友が突然歌ひだすと︑

すもう ﹇相撲﹈︵名︶2 すまふ与もうこずもう
六154團 お祭の日は︑おかぐらや︑すまふがあり
ます︒

や︑すまふを見たりしたいと思ひます︒

ぼくが行くと︑北斗は︑うれしさうにすぐ
ぼくのところへとんで穿て︑鼻をすりつけます︒

九845

途中の無事を祈った︒

八655

しばらく鳩のからだにほほをすりつけて︑

六168團 みなさんといっしょに︑︿略﹀︑おかぐら すりつ・ける ﹇擦付﹈ ︵下一︶ 2 すりつける ︽一

ちぶさ

かんこする・かんしゃする・かんしんする・かんす

︽ーッ︾

する・がまんする・かんきんする・かんげきする・
すり寄る

﹇擦寄﹈︵五︶1

る・かんせいする・かんそくする・かんちする・か

さうして︑ともすると母馬にすり寄っては︑
乳を吸ってばかりゐます︒

九816

すりよ・る

七8210誓書のつかれで︑みんなすやすやと眠って

すやすや ︵副︶3 すやすや
みると︑

すがりて︑すやすやと眠りしごとく︒

十202図圃安らかに眠れ︑幼かりし時わが乳房に
十㎜7 さうして︑またすやすやと眠りだした︒
すらすら ︵副︶1 すらすら

する一する

730

きゅうついする︒きゅうていしする・きょうきす

きちゃくする・きねんする・きゅうしゅうする・

んどうする・きかんする・さしゅうする・きする・

する・せいこうする・せいさくする・せいじんす

きりする・すどおりする・すべすべする・せいかつ

しんらいする・すいこうする・すいよくする・すっ

いうちする・ねんずる・ねんねする・はいかんす

する・ぬらぬらする・ねおきする・ねっする・ねら

る︒にっこりする・にゅうえいしたて・にゅうこう

つする・はけんする・はせさんずる・はたあげす

る・はくする・はくねつする・ばくはする・ばくは

はいする・はいそうする・はかいする・ばくげきす

ぜっきょうする・せっきんする・せっする・せっぱ

る・はいぐんする・はいけんする・はいじゅする・

くする・せっぷくする・せつめいする・せんこうす

る・はっきする・はっきりする・はっけんする・

る・せいのびする・せいりつする・せいれつする・

くっする・ぐったりする・くふうする・くみする・

る・せんしする・ぜんしんする・せんそうする・せ

する・はっぴょうする・はつめいする・はつれいす

ばっさいする・はっしゃする・はっする・はったつ

る・せいせいする・せいちょうする・せいとんす

ぐんせいする・けいかいする・けいけんする・けい

んたくする・せんぼつする・せんりょうする・ぞう

んする・きょかする︒くがくする・ぐずぐずする・

こする・けいそくする・けいはつする・けいれいす

げんする・そうじする・そうしたら・そうして・そ

る・きょうそうする・きょうりょくする・きょうれ

はする・げきめつする・げきれいする・げしゃす

はんしゃする・はんする・ばんする・はんだんす

る・はれつする・はんえいする・はんきょうする・

る・げきする・げきたいする・げきちんする・げき

る・そうだんする・ぞうちょうする・そしきする・

とあんしんする・ひとやすみする・ひょうする・ひ

る・はんてんする・びっくりする・ひていする・ひ

うしゃする・そうする・そうすると・そうぞうす

んざいする・ぞんずる・たいきする・たいくつす

そつぎょうする・それにしても・そんけいする・ぞ

る・けっしたまう・けっしんする・けっする・げん
つする・こうかいする・こうげきする・こうさんす

ざんする・けんじょうする・けんそんする・けんぶ
る・こうして・こうしんする・こうずる・こうふん

しょうする・ぶそうする・ふっこうする・ふなです

る・ぶんじょうする・べとべとする・べんきょうす

らひらする・ふさふさする・ふじちゃくする・ふ

ほうかんする・ほうこくする・ほうじする・ほう

る・へんしんする・ほうあんする・ぼうえきする・

る・たいしゅつする・たいしょうする・たいじんす

んざする・たんそくする・ちゃくせきする・ちゃく

しょうする・ほうそうする・ほうどくする・ほうの

る・たいする・たいせいする・だいひょうする・

する・さしずする・さっぱりする・ざらざらする・

つする・ちょうおんする・ちょうしゅうする・ちょ

りくする・ちゅういする・ちゅうしする・ちょうえ

する・こうようする︒ごうれいする・こおどりす

さんざいする・さんしんする・さんぱいする・しう

ほじゅうする・ほぞんする・ぼっしゅうする・ぼっ

うする・ぼうびする・ほくじょうする・ほこする・

たっする・だでんする・たびする・たむろする・た

んてんする・しきする・しさんする・ししょうす

とした・ちんぼつする・ちんれつする・ついげきす

うする︒ちょうせつする・ちょくりつする・ちょっ

こんようする・さいかいする・さいする・さくれつ

る・じする・しっかりする・じつげんする・じっこ

る・こだまする・ごつごつする・ごんじょうする・

うする・しっしんする・しっぱいする・しつぼうす

する・てきぜんじょうりくする・てつやする・では

もやいする・やくそくする・ややもすると・ややも

いれいする・めんかいする・めんする・めんずる・

う・むしむしする・めいずる・めいちゅうする・め

る・みえがくれする・みぶるいする・みやこしたま

うそうする︒しゅうちゅうする・しゅうようする・

いりする・てんかいする・てんざいする・てんず

すれば・ゆうきひゃくばいする・ゆうしょくする・

する・まいせつする・まんさいする・まんぞくす

じゅくれんする・しゅちょうする・しゅっこうす

ても・どうじょうする・とうずる・とうちゃくす

る・でんたつする・とうかする・どうして・どうし

ゆっくりする・よういする・ようじんする・ようす

いさつする・ていしする・ていしゃする・てかげん

る・しゅっこうする・しゅっせいする・しゅっぱつ

る・どうふうする・とかいする︒どきどきする・と

いはいする・らっかする・りょこうする・れんこす

る・ようするに・ようはいする・よろよろする・ら

る・つうかする・つうこうする・つやつやする・て

する︒しゅとして・しゅびしきれる・じょうきょう

して・とつげきする・とっしんする・とつにゅうす

せいする・しゅうかくする・しゅうこうする・じゅ

する・しょうさんする・しようする・しょうずる・

る・とっぱする・ともすると・ともすれば・なんか

る・しはいする︒じばくする・じめじめする・しゃ

じょうずる・しょうちする・しりごみする・しんぐ

する・なんめんする・にこにこする︒にづくりす

る・ろうじょうする・わくわくする・わする︒わぼ
つする・しんずる・しんどうする・しんぱいする・

んする・しんこうしあう・しんこうする・しんしゅ

ニ807囹

でべんきゃうをしました︒三年生も︑

マタ︑カグエヲシテ見事テクダサイ

シャ

ニ968園

でべんきゃうをしました︒四年の人

ミノオヨメサンニシマシタ︒十八

一403タ︒ツチヲタカクシテ︑山ヲツクリマ

二972園

二773

ヨンデシャセイヲシマシタ︒ラジオノ
一447

﹂ト︑ナクコエガシマシタ︒ネエサンハ

くする

ヲ水デアラッタリシマシタ︒オハカノ
一466
ニ㎜7

二996

さまが︑國を廣くしたいとお考へにな

ヘンジヲシマシタガ︑マタネ

︒マジメナカホシテ︑セッセトトホ
一545圃

ほくの方で音がしました︒﹁︿略﹀︒﹂と

勇サンバ

一662ロイロゴチソウヲシマシタ︒オホゼイデ

]2

た︒神さまは︑かうして國を廣くなさ

一684 ︑オイデオイデヲシテヰマス︒オ月サ

三158

三132

24

8

3

トトリカヘッコヲシマシタ︒サルハ︑二
︒カニハ大ケガヲシマシタ︒ソコへ︑ハ

ヲコラスコトニシマシタ︒サルヲヨ

三694 ました︒おじぎをしたり︑小さい手を

三695い手をたたいたりしては︑たいこをな
三703は︑そっとこゑのする方へ︑二足三足
三717 すは︑まだじっとしてみるやうです︒

三765國めのやうな形をした︑つやつやとさ
三821園ぼくはたぬきにしよう︒﹂といって︑
三828園かち山ごっこをしょうよ︒﹂と︑太郎
三841園しょに舟遊びをしよう︒﹂たぬき﹁よか

三881園したので︑﹁どうしたのです︒﹂と聞
三953んのお射つだひをして︑庭の草を取り
三969おぜんのしたくをしていらっしゃいま
これ︑これ︑どうしたのだ︒﹂子ども三
三986園

三989囹﹁そんなことをしてはいけない︒か
三川1 いねいにおじぎをします︒うらしま﹁ち
三棚4 かめは︑おじぎをしながら︑どこかへ

三梱6 うらしまがつりをしてゐます︒そこへ︑
三塀7園 やかなをどりをして︑ごらんにいれ
三鵬1園 かはったことをして︑おなぐさめい
三㎜2囹 も︑そのままにしておいていただき

四84圓を切ることにしよう︒﹂

四136ると︑くつの音がして︑だれかうちへ
四142んにごあいさつをしました︒うらの畠
四179話を︑いろいろとしてくれました︒に
四219 ︒橋をわたらうとすると︑向かふからも
四225氣よくあいさつをしました︒ホ町に近
﹁むすこの嫁にしたい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂な
四347囹

ふした木を︑どうするかといふことに

四354もらひました︒かうしてみる間に︑何年

四96

れいです︒﹁どうしたの︒早くおきめ
三607園
三609園ました︒﹁どれにしようか︒みんなき
三636 ︑しばらくじっとしてゐましたが︑そ

四376いさんは︑なんとかしてかぐやひめを引

三訓4 ︒﹂と大きな音がして︑下下のおなか
三322のお話を聞いたりして︑軍かんのこと
三404くすりをつけたりしてくださいました︒
一
三422園 ですがね︒さうすると︑こんなにま
三431囹まる︒なんとかして取られないくふ
三439園︑逃げることにしようではありませ
三454 ︑魚をすくったりして遊びます︒正男
三501園へしみこんだりして︑少しつつ山か
三525めさまのおともをして︑たびに出かけ
三527さまをたべようとしました︒一寸ぼふし
三586囹けると︑からりとした夏が來るよ︒﹂

ヤコヒバ︑ドウシテヰルデセウネ︒
二505囹

三641くなって見えたりしました︒ねえさんが

三638 ななめに沈んだりしました︒時には︑葺

二425シャサマノマネヲスルノデ︑花子サンバ
二434︑マジメナカホヲシテイヒマシタ︒花
二471 レヲヒッパッタリシマシタ︒オカアサン

ニアゲルコトニ シマシタ︒ネズミノ

黷U01男
囹 さん︑どれにしませう︒﹂と︑ねえ

シナガラ︑フッテ來
二535 ︒オッカケッコヲ

四383園守らせることにしよう︒﹂とおっしゃ
外391 口に立って番をしてをります︒夜中
四396 なくなって︑どうすることもできませ
Q

ニ664囹 ノオヨメサンニスルノハヲシイ︒セ
U園 ノオヨメサンニ シタイ︒﹂ト思ヒマシ
一一

一一

一一

二372 ガ︑オイシサウニシテヰマシタ︒オト

シナガラ︑フッテ來
ニ538 ︒トンボガヘリヲ

とにらめっこをしてみるのね︒﹂と
三643園
三671ついておまるりをしに行きました︒町
三681 ︑おされるやうにして︑はいでんの前

コレヲオシバニシマセウ︒﹂トイヒマ
二327園
ケノカタヅケヲシヨウ︒﹂ト︑オトウ
二334囹

三174圏さいけいれいをして︑こゑをそろへ
わか丸はびくともしません︒﹁︿略﹀︒﹂と
三217
三248園上でしんばんをしてください︒﹂と︑

一688︒﹂トイフコエガシマシタ︒オ月サマハ

一一

一734︑モモヲキラウトシマシタ︒スルト︑モ
一828タリカミツイタリシマシタ︒モモタラウ

サルガアトオシヲシマス︒キジガツナ
一864
ニー26園サギ﹁カケッコヲシヨウカ︒﹂カメ﹁ソレ

二87圃囹シタ天キニ シテオクレ︒トウタ
ニー43囹 ンデ︑ヒルネヲシヨウ︒グウグウグ
ニー46囹 サン︑ヒルネヲシテヰルゾ︒イマノ

2了

6

二208 ナア︒ヒロビロトシタマンシウへ︑勇

28

6

ト︑カサカサ音ガシマス︒キヌ子サンガ

31

U7 U6
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四406力でも︑なんともすることができませ
四464なかをいっぱいにしました︒おかげで︑
四473牛は︑もう︑じっとしてゐられなくなり
四494人の顔をかいたりして遊びます︒書に
四513氣よくスケートをします︒さいしょは︑
四523 をつなぎあったりして︑思ふままにす
四533 つめたい風に赤くしながら︑む中にな
四556 て︑逃げださうとしましたが︑急にひ
四574氣よく羽ばたきをしながら︑﹁こけこつ
四635なったやうな氣がしました︒十三 新年
四637圃てて︑しめかざりして︑うち中そろっ
四645圃
います︒たこあげしたり︑羽つきしたり
四645圃げしたり︑浮つきしたり︑みんなにこ
四656 いうびんごっこをすることにしました︒
四656 っこをすることにしました︒花子さんは
四728んなにあいさつをして︑門の中へはい
四756あがってけい禮をしました︒まもなく︑
四874 がそのとほりにしますと︑からだは︑
四885團り雨が降ったりして︑あげられなかっ
四934国つたり落ちたりしてゐますが︑ぼく
四968 ︒﹂と大さわぎをして︑豆を拾ひまし
四鵬3 り︑病氣になったりした兵たいさんが︑大
四佃1国 そんなしんぱいをしないでください︒あ
四鵬2團 たが來て︑お話をしてくださるのが︑何
四鵬4團 ︑ぜひ︑いうぎをして見せてください︒
四七8團 の子どものお話をしてあげませう︒二十
四鵬5 ︑ にこにこ笑ったりしながら︑立止って︑
四鵬7 まい通には︑ 買物をする人たちがたくさん
︑銃を持って番をしてゐます︒車を引い

二藍2 人は︑車の後押しをします︒みんな一生け
五317囹
も︑桑の葉をどうしたらいいかしら︒﹂
四備2 ︑水をこはらせたりします︒しかし︑北風
五324桑の葉をほしさうにして︑動いてゐます︒
四備4 北風が少しゆだんをしてみると︑暖い南風
五359ぞいて見ると︑どうしたことでせう︑あん
四稲7 少しでもとかさうとします︒すると︑北風
五366園
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁どうしたのでせうね︒﹂ね
四価1囹 野や山をまつ白にしてやる︒﹂と答へま
五369れて︑私は︑はっとしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
四備1 して︑野や山を暖くします︒暖い雨を︑二
五381らだをのばすやうにして︑そろそろたべ始
四備5園︑野山をまつ白にした代りに︑わたしは
五382たので︑私はほっとしました︒けれども︑
四佃5 らか︑よいにほひがして來ます︒見ると︑
五383ても桑をたべようとしないのが︑五匹ゐま
四㎜1園 ︑うちのたからにしよう︒﹂
五386かひこは︑二日三日すると︑からだもずつ
脂血2 て︑持って行かうとします︒松の木の後か
五397いふやうなやうすをしました︒かひごは︑
四掴7囹 ︑うちのたからにしようと思ひます︒﹂
五446いでつりのしたくをしました︒にいさんが
四重7 は︑悲しさうな顔をして︑じっと空を見あ
五469 って引きあげようとすると︑重くてなかな
五46圓
になって︑﹁どうしたら︑よからうか︒
五472
竿の先が︑おじぎをするやうに︑しきりに
五67 ふせたをけをだいにして︑とんとんふみ鳴
五521を見て︑ばんざいをしてゐました︒渡し場
ないくう
う ち
五92團 内宮へおまるりをしました︒宇治橋を渡
五528の町まで行くことにしました︒﹁ポポー︒﹂
五93団を渡ると︑青々としたしばふがつづいて
五557うからとびおりたりします︒小さな川と︑
五102国 ︑ありがたい氣がしました︒神殿は︑外 五562じっと考へこんだりします︒川にも︑いろ
五106團 ぐが︑きらきらとしてゐますが︑そのほ 五574やのやうな物を舟にして︑それに何か乗っ
五115国から︑たのしみにして待っておいで︒さ 五578た︒虫の皮を着物にして着ていらっしゃる
五151囹 にはげしい戦野をしたのも︑うそのやう 五617
山を開いて田や畠にしたり︑道をつけたり
五151囹 うそのやうな氣がするね︒﹂
五
6
3
1
園
V
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁何しに行くのです︒﹂﹁︿
五154 いさんが二人︑話をしてゐます︒兵たいさ 五665團
すって︑きれいにしてやる︒すると︑馬
五166 たいさんがへんじをすると︑みんな一度に 五666團
おとなしくじっとしてみる︒氣持がよく
五171 上にかけあがらうとして︑ころげ落ちるも 五669團
馬は︑おとなしくしてみる︒それでも︑
五173 て︑はねのけようとするものもあります︒
五
6
7
8
團
︑もう︑手入れをしないではゐられない
五174園
す︒﹁けんくわをしてはいけない︒﹂﹁︿
五681團
馬にすまない氣がする︒それで︑手入れ
五748ていねいにおじぎをして︑掛けました︒電
五805 つたり︑はなれたりしてみる︒畠のすみの
うれしいやうな氣がして︑わいわいさわい

五819でおかあさんの聲がした︒ぼくは︑帽子を

何だかかはいい氣がする︒暑い︑暑い︒う
五812

たり︑ねそべったりしました︒さうして︑

五238

︑顔を出してみたりしました︒それから︑

五835 つける中で︑行進をしたり︑かけ足をした

五826う庭の朝顔のせわをしてゐられた︒﹁︿略﹀

くつにとりついたりします︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五239

た時︑かちっと音がして︑劒の刃がかけま

がつまるやうな氣がしました︒水の上へ顔

五181

いさんが︑ けい禮をします︒番をしてみる

五304

五246

五192

四鵬5

い禮をします︒番をしてみる兵たいさんも

四鵬4

四鵬6 いさんも︑けい禮をします︒口にはいひま

四鵬6

が

する一する
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五835 をしたり︑かけ足をしたり︑髄操をしたり
火

五836 足をしたり︑禮操をしたりした︒七月十七
五836 たり︑腔操をしたりした︒七月十七日
五841 間めに︑共同作業をした︒ぼくたちは︑校
五921 しきりにおうゑんをしてゐます︒沖の旗を
五935 を知らせる銃の音がしました︒白が勝った
五皿2 集って︑かげふみをして遊んでゐました︒

五992 ︑おどけたやうすをして︑お笑ひになりま
五価9 とほりに︑みんながしてみました︒すると
五櫛1 月は枝の間にじっとしてゐますが︑雲はさ
五心4 も︑りっぱな軍犬にしてみたいと思ひまし
五佃9 だけさせないやうにしました︒おかげで︑

五佃7 だをふいてやったりしました︒毎日︑きま
五一2 つたり︑たたいたりしないで︑少しでもで
五柵6 わって︑お見送りをするやうになりました
五鯉1 たくさんごちそうをしてやりました︒自分
五備8團 につけて︑ふせをしたり︑川を泳いで渡
五佃9国 くさがしあてたりします︒もう︑軍犬の
五衡4 ︑ふいに近寄らうとする敵の見はりをした

五M1国 す︒もう︑軍犬のすることは︑どの犬に
五価4 とする敵の見はりをしたり︑隊と隊との間
曲価5 隊との間のお使ひをしたり︑何をさせても
五備6 ばらしいはたらきをしました︒そのうちに
雲丹5 さんが︑利根のかうしたばたらきを見て︑

五描7 間を行ったり來たりしました︒首わのふく
五柵9 ︑最後の通信を首にして︑﹁行け︒﹂の命令

五心2園 そんなに︑つりがしたいのか︒﹂ ほをり
五星5園 命﹁では︑つりをしてみるがいいさ︒し

﹁どんなことでもして︑おわびいたしま

五膳6園 ばりがない︒どうしょう︑困ったな︒あ
丁柵6園 わけのないことをしてしまひました︒﹂
五爵7園 ほでりの命﹁どうしたのだ︒﹂ほをりの
五個3園

うさんをだいじにしておあげなさい︒﹂

した︒起きようとすると︑そのへんに︑

五悩9 井戸の水をくまうとして︑女﹁まあ︑りっ
六593子どもは︑おじぎをして蹄る︒村の人一﹁
五流2 やうやしくおじぎをする︒ほをりの命﹁水
六616 ︑重ねたり︑別々にしたりして︑机の上を
五糊1園 つは︑海でつりをしてみたら︑つりばり
六α6 たり︑別々にしたりして︑机の上を見たり
みいくさびと
六48 なりました︒お供をしてみた大勢の御軍人
六α7 しきを︑のぞいたりしてみた︒そのうちに
六58園 たちも︑なんぎをしてゐられるであらう
六623るけしきを︑大きくして見ようと思って︑
六111 止ります︒取らうとしても︑なかなかつか 六632くは︑もう︑じっとしてゐられなくなった
六116 ばって︑逃げさうにしました︒あわてて︑
六637て︑動かないやうにした︒これで︑一本の
六122︑外へはひ出さうとします︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
六647をとりつけた︒かうしてできた二本の筒は
六168團 氏神檬へお参りをしたり︑おかぐらや︑
六648したり︑ちぢめたりすることができる︒さ
六168團 ︑すまふを見たりしたいと思ひます︒今 六663さんは︑目をまるくして︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀
六172国 ︒今から樂しみにしてるます︒二十四日 六664園
さん︑大きな聲をして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼく
六253 着物を着せて︑暖くしてやります︒それで 六666んを引っぱるやうにして︑つれて來た︒さ
六266 めます︒そのままにしておけば︑みかんの 六687て︑急いでしたくをして︑家を出られまし
六268 んも除きます︒かうして育てたみかんの實 六703 ︑少し暗くなったりします︒半鐘の音︑サ
六308團 ないことがありはしないかと︑思ふもの 六724囹
ばさん︑猫はどうしました︒﹂と聞きま
ばさんは︑﹁どうしたかわかりません︒
六325團 わけられるやうにしておくことがだいじ 六726囹
六346国 水艦は︑見はりをしてみる大きな敵艦に 六738園
︑ねえさんに十分してもらひました︒そ
六348国 へしのびこんだりして︑ふいうちをする 六745ちばんしょんぼりとして︑さびしさうに見
六795地の兵隊さんの話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂と
六348国 して︑ふいうちをする︒そのためには︑
六349国 たいせつ．だ︒かうした勇氣やおちつきは 六806囹
こしらへることにしませう︒﹂と︑おか
六813 した︒私は︑何にしようかと思ってみる
六351團 ︑きたへるやうにしなければならない︒
ま
六366 はって︑部屋を暗くしました︒かべには︑
れを入れることにしませう︒﹂といはれ
六827囹
六406 車や船を走らせたりするのに︑なくてはな 六832
手をあげてけい禮をしてみる給でした︒そ
六459 がかはって︑田植をしてみるところがうつ 六867團圏
あ︒郷土の味がする︒﹂などといひな
六473園 これでおしまひにしませう︒﹂といはれ
略﹀︒﹂といったりします︒あたたかい毛
六874團
六506 ら︑初めは︑仲よくしていらっしゃいまし 六891て︑氣がはればれとする︒學校へ行く時︑
六513 が︑何か大きな聲をして︑さわいでいらっ 六902 ︒きっと︑雪合職をするのだらうといって
六543 の人が︑二人で話をしてみる︒村の人一﹁ 六905 ﹂先生の大きな聲がする︒みんなは︑雪の
六564囹﹁おや︑うはさをすればかげとやら︑向 六907園
今日は︑雪合戦をする︒前列は赤︑後列
六576園 ら︑うちで仕事をしてをります︒﹂村の
六968園
︑またやることにする︒わかれ︒﹂どや
六三3 た︒あたりはしんとして︑せき一つするも
六梱3 んとして︑せき一つするものもありません
六589園

六583囹

一

六研2 ました︒ふっくらとした花びらがだきあっ
てみたいやうな氣がします︒すみれも︑
七1510 ︑奥の間へ行かうとしました︒この時でし

七128園正月のおかざりにするでせう︒﹂と︑先
七134ださうです︒何とかしてべらを取りたいと
七149 ︑ある日︑お祝ひをすることになりました

六柳6

六研8 んたうのすみれ色をした花が︑暖い日を二

をしたり︑いうぎをしたりします︒﹁︿略﹀

七329囹が見えなくなりはしないかと心配しまし
七331囹たが︑毎日︑かうして藥をいただいてみ
七342やうに︑しんせつにしていただくので︑ど
んなにしんせつにしていただいてるれば
七351園
皇后様におせわをしていただくのと︑同
七352園
七356 vこのやうな話をしながら︑藥の風呂に
七364 ﹂と︑蛙の鳴く聲がします︒そのころから
七373を︑行ったり來たりします︒かうして︑田
七391や︑牛にゑんりよをするやうに︑聲をひそ
七396から︑始めてほっとするほどです︒もうま
七406だくやうに︑お祭をするだいじな儀式だと
七416みんなのおはらひをしてくださいました︒
七429 ︑地面のおはらひをして︑うがちぞめがあ
七438 ︒﹂山田先生の聲がしました︒三人の神主

七264 ︑徳島が重いけがをしたと聞かれて︑代り
七281 ︒それからしばらくして︑少年はいひまし
七328 ︑藥をいただいたりしてゐました︒﹁︿略﹀

七162 ︑やさしくお給仕をしてみた少女は︑すつ
七171るぶると身ぶるひをして︑ズ略﹀︒﹂と︑苦
七203ない︑だまし討ちにするほかはないと思ひ
七205ろいろおもてなしをしながら申しました︒
七227はれて︑逃げようとするまもなく︑かたは
七239に向かって︑葬禮をしました︒神だなには
七246 一︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まはり
七251 ︑頭と足に大けがをして︑道ばたに倒れて

六㎜6囹 のガラスのふたをすると︑少しすかして
六棚7 つけられて︑じっとしてみる間に︑雪舟は
六事7 尚さんは︑しばらくすると︑雪舟がかはい
六二6 ︑ねずみは︑じっとして動きません︒近づ
六幡7 習ひました︒學問もしました︒雪舟は︑と
六佃7 網といふ時︑頼みにする煙幕が︑だんだん
らだを沈めるやうにしてゐました︒﹁︿略﹀

六五5 ます︒すると︑どうしたはずみか︑北川が
六搦5
で︑小鳥の鳴く聲がしてゐました︒﹁︿略﹀

六旧4 ら︑行ったり來たりして︑まるで職場のや
六悩4

六個6囹 の近くには︑かうした静かな野原が︑ひ
六個8 ﹂といふ説明の聲がしました︒むさし野が
六鵬1 いふ電車のひびきがして︑窺眞がかはりま
六斎7 東京︒﹂と呼ぶ聲がして來ました︒東京騨
しろくま

六一1 なほして︑おじぎをしました︒ときは木の
六事8 ︑上手にぶらんこをしてゐました︒白熊が
六闇1 りんが︑せいのびをしたやうなかっかうを
早早1 たやうなかっかうをしてゐました︒ライオ

六箇7

町︑いうぎをしたりします︒﹁︿略﹀︒﹂空に

いひものやうな形をしてゐます︒ズ略﹀︒﹂

ない︒私も畳悟をした︒私は寒肥である

七453ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒船

〉。

たましいどらの音がします︒まもなく出航

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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送りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑こ

と つがは

聲勇ましく髄操をしますが︑その時は︑

るしをつける用意をする︒春枝さんと︑花

計ってから︑どうしますの︒﹂正男﹁今︑

つた︒﹂春枝﹁どうずればいいのですか︒

だ︑さうだ︒かうすればいいんだ︒いい

びたりちぢんだりしてみる間に︑ぼくの

ら考へる︒しばらくして︑正男﹁待てよ︑

びたりちぢんだりするのだな︒﹂

う︒﹂正男﹁何とかして︑きちんと高さを

んな︑ここで何をしてみるのですか︒﹂

い錦の御旗︑どうしてそれを手に入れた

をお集めにならうとして︑大和の十津川か

やまと

百人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といつ

前の谷に渡して橋にした︒幅が一酌五尺︑

攻め寄せないことにした︒ある朝まだ暗い

らう攻めにしようとして︑賊は︑攻め寄せ

︑ひやうらう攻めにしようとして︑賊は︑

い︒番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切
︑これをよけようとして︑賊のさわぐとこ

は︑十分水の用意がしてあった︒二日たつ

に來られないやうにした︒城中には︑十分

でも︑みんな合圖をしてゐます︒ごらんな

210875118741010927658191687764865101
園園仁治 園端正園

り︑軍歌の練習をしたり︑お汁粉や︑大

食器に︑山もりにした御飯を︑見るまに

に兵器の手入れをして︑夕飯をたべます

なかをぺこぺこにして︑なつかしい兵螢

げしく突撃したりします︒このやうに︑

つけいこをしたりします︒時には︑朝早

銃を撃つけいこをしたりします︒時には

手をあげて敬禮をしたり︑背嚢と銃を肩

はいなう

の姿勢をきちんとしたり︑大きな目を見

国団喜喜團團團当無團

六幽6 元氣な子どもの聲がして︑みこしをかつい

六下7

今︑飛び出さうとする飛行機に︑乗客が

六側7 かと思ふと︑髄操をしたり︑いうぎをした

六閑1

六備2 と︑いきなり爆音がして︑みるみる︑鳥の

七68 人たちが︑潮干狩をしてゐました︒先生は
七109

七73囹 これから潮干狩をするのですが︑いつも
︒﹁パチン︒﹂と音がして︑まるい玉がはじ

4
園
9

七1110

七124園 おもしろいことをしてゐますね︒その海

七 七
52 46

する一する
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七808国 と︑人員の報告をされます︒それから︑

七803團 に花を咲かせたりします︒午後八時には

七価6 せんでした︒何とかして︑日本へ肥りたい
七備8 イツは︑まだ返事をしません︒又略﹀︒﹂す

七掴7 かういふかけ合ひをしてみる間に︑むなし

七821團 ︑手紙を書いたりします︒ぼくらが︑朝

八216国

たり︑はいったりして︑そのたびに︑貨

は︑よいにほひがして︑そこを馬車に乗

八2210国

︒朝タひえびえとして︑空がほんたうに

いにおぼえようとしてゐます︒たとへ︑

八399

八397

八379

一人︑もらひ泣きをしない者はありません

だれか母のうはさをする者はないかと︑氣

で引き受けるやうにしたので︑萬壽︑萬壽

が義仲を攻めようとするのをさとって︑そ

た紙に︑かくことにした︒穴と穴とを結び

びさうなかっかうをしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂と

八492

しごきながら︑熱くして曲げる︒曲げては

んめいだ︒話などをしてみるものは一人も

八468

八505

八498

八437

八255国順港口を眺めたりすると︑心持がひとり

八239団

八222国︑積み込まれたりします︒大連から︑特

八221国

八132日はバナナのお話をしませう︒あの黄色な
八149う︒垂湾のバナナにしても︑それと同じこ
八154た畠のやうな感じがします︒それほど︑あ
八162 ︑ 一本一本だいじにされてゐます︒まはり
八163か︑いろいろせわをしてやるのです︒實が

八72何かしら︑相談でもしてみるやうに見えま
八74 ︒これから行かうとする遠い國のことを︑

七827国︑よくせいとんがしてありますから︑い 七梱3 ち︑彌兵衛を船長とする二さうの日本船は
七834團る螢庭で︑教練をしたり︑つめたい水で
七8310国 やうにしんせつにしてくださいます︒そ

七841国 て︑毎日︑教練をしたり勉強したりして
七841團 したり勉強したりして︑軍人としてのり
七843国 ういふ兵螢生活をするやうになるのです
七844国 つかりやるやうにしてください︒手紙を

七七七七七七七七
113112112112111111110110

木の細い根をぢくにして︑まるい穴をほり
七854
とそりかへるやうにして︑頭を後へさげま
七885
もとびこみの練習をしましたが︑本田くん
七907
こはいやうな奉持がしました︒頭の上では
七916
七927離れないやうな氣がします︒空では︑大き
七979り︒まして︑けがをした者や︑つぶれた家
七柵3 ︑そのまま︑じっとして動かうともしませ
七鵬3 つとして動かうともしません︒これから︑
七佃4 ら︑いったい︑何をしょうとするのかと思
七鵬4 たい︑何をしょうとするのかと思ふと︑私
七悩7 ばったり動かしたりしてゐましたが︑やが
七価6 うに行ったり來たりして︑すを作る仕事を
七柵7圃 ナが︑せいのびをしてみる︒どこまでも
はま
七鵬7圃 ︑かんかん 音のする空だ︒二十四 濱
八528

ばしてみることにします︒﹂と︑先生が

ぼうえき

人が︑未開の生活をしてみるだけでありま

で進出して︑貿易をしてゐました︒したが

八529園

︒私は自分で拍手をした︒走って行ってグ

い︑かはいい氣持がして來る︒﹁︿略﹀︒﹂と

から來る船と貿易をしたり︑そこからさら

八538

で行く︒ちう返りをして落ちるもの︑まつ

︑馬のひづめの音がして來たと思ふと︑騎

ふ名をつけることにした︒十一

おうゑん

はくしゅ

に南支那へ渡ったりしてゐました︒嘉湾に

八552
ぼつしう

をじゃまあっかひにしたのです︒日本人は

﹂といって︑慮援をする︒二機が並んで行
八566

大演習

八555
んざんいやがらせをしました︒彌兵衛が︑

八563

り荷物を没牧したりして︑さんざんいやが

588642107

ダ人と︑けんくわをしょうといふのではあ

八八 104 102 101 100 100 100 99 98 9了 9了 97 97 96 96 90 84 83 82 82 81
107106

八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八
了7 67 66 65 63 62 61 61 59 59

7331335265

やうな︑大砲の音がします︒そのたびに︑
︑見たいやうな氣がしました︒けさは︑寒

ともいへない感じがして︑目が涙でいつぽ

りました︒最経伝をしてから仰ぎ見ますと

り︑靴をみがいたりしてゐました︒お湯か

きて︑出褒の支度をしてあげました︒おば

備隊へ知らせようとしたが︑電信も電話も

た︒つかまへようとして手をさしのべると

寒い夕空をものともせず︑南東をさして高

くわつそう

ったので︑スキーをするには︑ちやうどよ

ます︒その糸を短くすれば︑振り方が早く

へ︑行ったり來た町するのに︑その一回一

大寺院へ︑お参りをしました︒寺院の中は

つめてゐます︒かうした仕事がもう一度く

り︑こまかな注意をしながら︑熱心に働い

の質を固くし︑強くします︒さうしなけれ
︑強くします︒さうしなければ︑あの力の

して︑鐵の質を固くし︑強くします︒さう

熱したり︑冷したりして︑鐵の質を固くし

で︑じっとがまんをしてみるのです︒やが

したり︑長くしたりするのと同じやうに︑

まるくしたり︑長くしたりするのと同じや

の餅を︑手でまるくしたり︑長くしたりす

棒のやうに延したりして︑十分にきたへま

は︑どういふふうにして︑こしらへられる

砲や︑重砲llかうしたいろいろな大砲は

たり︑散らばったりするので︑しぜん大阪

ある︒先生は鉢巻をして︑すべり出された

るがはるジャンプをしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂と

よ︒﹂といふ合圖をされた︒ぼくたちも︑

まるで︑空中滑走をしてみるやうだ︒ふも
︒みんなが急停止をすると︑雪煙が一度に

942111108101010987568958
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振り方が早く︑長くすれば︑振り方がおそ

九294

九202團つた︒敵前上陸をして敵陣へ突撃する時
九207團しくない御奉公をすることができた︒朝
九211團つしょに︑戦孚をしてみるのだと思って
九215国びたび激しい戦をしたのに︑よくもなく
九218團ひったくるやうにして讃み始めた︒﹁︿略
九226團さ子の世話をよくしてくれたりすること
九226国よくしてくれたりすることを︑おかあさ
九261團︒家のお手傳ひをしながら︑一生けんめ

のやうに美しい形をしたのは︑﹁いそぎん
︑黄色やえび茶色をしてみるのは︑﹁いそ

がります︒﹁ああしてからだをしぼると

らだをしぼるやうにして︑すいすいと浮き

んといっても堂々としてゐます︒五六十セ

かの魚は︑腹を下にし︑背を上にして泳ぎ

一郎さん

﹂は︑攣った活動をします︒岩や砂の上を

︑静かにお仕事をしませうね︒

九491

︑手押車にのせたりして︑威勢よく右へ左

つとぶ魚の取引きをする魚市場の朝は︑見

九501 ぢやさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑

九508

舷門には︑銃を手にした番兵があたりを警

九509 るからにきびきびとして︑威勢がよい︒﹁

九527

ない︒かまが病氣をしてみるなーーと︑ぢ
九744

この次には︑何とかしてうまく焼きたいも

手を置いた︒かっとした火弄が手のひらを

の丸太をむし焼きにする仕掛なのだ︒源作

九729

九755

てるる︒そりの形をした木馬に︑木を山の

九7310

九768

九789 ︒見れば︑うす暗くしてある馬屋の奥の方

九296園たもお行儀をよくしないと︑日本の子ど
巡査を舞むやうにして︑娘を↓問へ呼び
︑

九804園

さんのお手傳ひをしたのです︒﹂といつ

まあ︑けさはどうしたのです︑こんなに

九3910たちも喜んで返事をしたり︑いろいろなこ

九355園
いっしよに仕事をすることは︑お國のた
九389園
は︑えらいことをしたものですね︒﹂﹁︿
九393囹
しょに山のぼりをして︑ほんたうにおも

九3310 ︑あとは涙にぼっとして︑何が何やらわか

九322園りません︒病氣をしないで︑元氣で待つ
九334感をこめて最敬禮をしました︒母は︑戸だ
九338ひました︒しばらくして顔をあげると︑巡

九952

九856

九855 ︑じっとおとなしくしてゐます︒物に早い

九855 の裏をさうちしたりしても︑じっとおとな

九835

九824

九814

﹈人落ち︑三人落ちして︑とうとう先頭か

掛けると︑ひやっとして氣持がよい︒ひざ

︒からだの手入れをしたり︑運動をさせた

いやでしたが︑さうしないと︑子馬が丈夫

やうさうな目つきをして︑始めて見る世界

︑おまへが世話をするといふのか︒よか

九315

は︑
子にほほずりをしました︒この子を今

も︑ここに︑かうして立ってるるのです

九3910ろなことを話したりしてくれます︒それは

九9810

のだ︒しんせつにしてやれば︑馬ほどす

九319

︑からだ中を目にし︑からだ中を耳にし

九401話したり︑書いたりすることばや︑文字が
九408 ︑話したり書いたりして︑すっかり相手に
九413私たちの心を樂しくしてくれます︒私たち
九414で考へたり感じたりしてみることを︑こと
九419 ︑いっそうくはしくし︑深くして行くこと
九419うくはしくし︑深くして行くことができま
九424 ︑話したり書いたりして︑始めてほんたう

九992 て︑間をつめようとしてもなかなか思ふや

九809囹

︑からだ中を耳にして︑じっと︑にらみ

九434したり書き足したりして︑自分の考へをで

九999 足に力を入れようとしたが︑力がはいらな

ぎは︑巣を作らうとして︑あちらこちら飛

す

野山に卵を生まうとして︑さかんに空を渡

を延してせいのびをし︑小さな芽をつけ始

んだり︑腰掛けたりして︑いつまでも早い

きふた吹き吹いたりしなければなりません

も︑ここに︑かうして立ってるる私たち

うちに︑すっかりしてくれたのですよ︒

ぼくは︑庭はきをするのでしたね︒﹂と︑

スケートの手入れをして︑ちゃんとしまつ

九437まはしを工夫したりするひまがありません
さかのぼって行くとする︒しばらくは︑切
︑大麻でおはらひをする時のやうに︑左右

一本松を

﹁これから遠泳をする︒一人残らず目的

らだを浮かすやうにして泳いだ︒

九946囹

九933 ︑北極星を柄の端にして︑北斗七星とどう

九929 北斗七星を目當てにして︑その附近を見る

九903 ︒さっきさがさうとしたのがこれで︑北極

九894 星を︑さがすことにしませう︒これはすぐ

九869たいほどつらい氣がします︒けれども︑北

驚いてかけ出さうとするやうな時でも︑﹁

九854 るし︑櫛で手入れをしたり︑足をあげさせ

くし

追ったり追はれたりしながら︑尊しく運動

のものである︒かうした檜は︑一朝一夕に

九449はなりません︒さうすることが︑昔から傳

九梱1

︒しはぶきの聲一つしない︑神代さながら

九8310

ら育てて行くやうにしなければならない︒

九4810たきの上を︑鉢巻をした若者が︑大きな魚

たので︑私は︑音のしないやうに起きて︑
︑おわんを並べたりした︒それから一郎さ

お悪夢を拝むことにしてゐまし﹁
た︿
︒略﹀

つでもからだを横にしたまま︑くねって行

を下にし︑背を上にして泳ぎますが︑﹁か

27675412947334549613756109910861078
團圏圃圃園割干園
囹
園

737
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九㎜2 いところで手招きをしてみるやうだ︒手足
九棚4 見えて來た︒青々とした木が︑鏡のやうに
九塒3 暑さはだれも影壁をしてみるが︑八月もな
動圧8 間は家の中がむっとして︑柱も壁も︑さは

のろは︑とぶやうにして岡を越え︑谷を渡

ともないが︑どうかしてつかまへてやらう

つぼみのやうな形をした︑かはいらしい花

九㎜11

耕班が出嚢の用意をしてみる︒ほかの班の

九㎜1
九川9

ん草の畠が︑青々としてみる︒ゑんどうが

おくとか︑何とかすることがあります︒

九泉4

の顔をかくことにしてゐます︒﹂春枝﹁い

これでおしまひにしようと思ひますが︑

九重2

かうはん

空中戦をやったりした方がいいとは思は
まうり
それをよいことにして︑敵の毛利がだん

うそ︑無事に旅をすることができますや

九鵬2 る︒その時ふと耳にするものは︑前の草原

︑楊の枝を立てたりするので︑オボは︑い

噺家4囹 ︑飛行機の整備をしてゐられるをぢさん

らは︑鹿介を中心として︑主家の再興を企

バタなどを供へたりする︒オボのそばには

九劉7 ︑殺したり︑乗用にしたりすることができ

九重10

九加8 ︑ラッパを吹いたりする︒参拝するものは

九㎜4 さなオボでも︑旅をする者には實に大きな

九㎜2 見渡すかぎり寒々として︑何一つ目にはい

事象6 ばにまうけられたりする︒その上に︑楊の

に宿舎の建てましをしなければならない︒
やなぎ

路櫛6
v鹿介は︑りんとした聲で大音に答へた
九伽8 介を投げつけようとした︒鹿介は︑それを
九伽9 ︑思はずよろよろとする︒たちまち狼介の
九旧5 足もとにぐったりとしてみた︒﹁︿略﹀︒﹂鹿

九㎜12

九㎜8園

九佃3囹 るやうに︑準備をしておくことなのです
九柵4園 るやうに手入れをしておくことなのです
九二5園 は︑どんな準備をしますか︒﹂をぢ﹁車輪

九矯11

九佃4園 もこの方の仕事をしていらっしゃいます
九㎜−〇

動議8 らかかすかに羽音がして障子に豪くばさと

九柵5囹 いろいろなお話をしてください︒またみ

九㎜6 なされる︒一度かうしてオボの祭にえらば
︑おのれそのままにして置けようか︒七難

九川10園 んをみたりなんかするのと似てゐますね

九川8園 いにしてやったりします︒﹂花子﹁私たち

九百7園 ところをきれいにしてやったりします︒

九重4囹 の手入れを眞先にします︒嚢動機のおほ

九川12

んな元氣よく學手をする︒マルタも︑おか

た︒ぼくがおじぎをすると︑みんな元氣よ

九㎜12園牛が︑かけっこをしてみる︒﹂と︑元氣

九㎜6 たり追ひ越されたりして︑満洲の大平野を

九鋤4 じあ﹂は防音装置がしてあるので︑馬橋を
九㎜1 車が行ったり來たりしてみる︒ここで︑兵

九㎜12シや少女が︑給仕をして働いてみた︒﹁︿略

十266

十241

十218

十207

十146園

十103園

こはりついたやうにして︑またたいてみる

たあたりを明かるくした︒始めてわれにか

を消しにかからうとする︒五兵衛は︑大弐

思った︒このままにしておいたら︑四百の

︑長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなる

十144園

にしみて︑しいんとする︒オンドル部屋の

安心なさるやうにするがよい︒﹂といひ

めざましい働きをして︑わが高千穂艦の

て︑﹁こら︑どうした︒命が惜しくなつ

きよしゆ

︑ズボンをはいたりしてみると︑思はず頭

りつぽな開拓者にしょうとして︑よい試

十319

孫を寝つかせようとして話をしてみる︒﹁︿

九五1 たもとのひっそりとした大草原にたちもど

ずまふが行はれたりして︑祭の三分は高ま

九麗3園 さすってやったりするのです︒飛行機の

九㎜1

十311

開拓者にしょうとして︑よい試練を與へ

﹀︒﹂﹁それがどうしたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

かせようとして話をしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

かいたくしや

九別10

九穐8園時は︑どんな氣がしますか︒﹂をぢ﹁痛ま

十316

九劉7 たり︑乗用にしたりすることができないこ

九掴5囹す︒こんな心配をしてみる時に︑無事錦

ふと︑心がからっとして︑全身がひきしま

九㎜11

くゆれてみる︒かうした光景は︑今までに

を見せてちう返りをしてみた︒突然︑後か

九柵1園 をなでてやったりしますよ︒﹂正男﹁整備

九川1

た︒それから髄操をする︒﹁えい︑やあ︒﹂

さうち

九価3囹 せん︒機上勤務をする人もゐます︒﹂正

九烈7

九㎝5

九㎝10園

愛川10園

十323囹

九二1園を脱いで︑仕事をします︒それに︑寒い

九㎜1

九η12

九蹴12

したり︑肉は食用にしたりする︒ぼくは︑

である︒皮は着物にしたり︑肉は食用にし

十326園

して︑いたづらをしたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十325園もに︑いたづらをした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十3110

二言2園 てやるのに苦心をします︒﹂花子﹁寒い時

︑肉は食用にしたりする︒ぼくは︑まだ見

九二7囹 いところで修理をしてみると︑まるで汗

かいたくしや

九備10囹 しまって︑わるくするとくさります︒そ

九備6園なねぢをしめるにしても︑指の先でしめ

九備4園 は︑どんな仕事をするのですか︒﹂をぢ﹁

九棚2園︑どんな手入れをしますか︒﹂をぢ﹁やは

〉。

九撫6園電力を調節したりします︒とにかく︑飛

九搦−〇

九価−〇

46259

九梱9 四方に呼び掛けでもしたやうに︑今まで敵
てるもと
きっかはもとはる
こばやかは
九齪3 來た︒輝元を大將とし︑吉川元春・小早川
こばやかはたかかげ
九麗4 小早川隆景を副將として︑一萬五千の精兵
九価8 いて主君におわびをした︒しかし︑かれは

九鵬4 あるか︑はっきりはしないが︑かなりたく

園園園園血

九㎜7囹 いねいに調べたりします︒が︑いちばん

九九九九九
120 120 119 118

九㎜9園機です︒試運轄をして︑その爆音を酬い

124

十328囹 どんないたづらをしたの︒﹂おちいさん

十976

十953園

︑正式の手績きをしてからいただきませ
取った︒別れようとした時︑ステッセル將

十353 が︑代る代る観測をしてみる︒長さ一メー

十宙7

拝み方をするやうにしなければなりません

た︑正しい讃み方をするやうにしなければ

︑下を音で讃んだりする場合も︑まれには

十387 はれてゐます︒かうした火山は︑どれもこ 十977 ︑かけ足をさせたりして見せたが︑中庭が
十405 ︑空氣も水もないとすると︑地球上のやう 十M5 紙を書きます︒かうして喜んだり書いたり
十4010 月の世界へ行ったとすると︑そのけしきは 十桝5 て讃んだり書いたりする文章は︑漢字とか
十415 に突つ立ってるるとしたら︑どんなに恐し
十佃6

十佃8園 くすために︑かうしてつめてみるのです
十梱4囹 塗りは下の部屋でしますが︑中塗りと上

十佃6

十506圏 朝の氣分を新たにする︒父も︑母も︑兄

情431 ういふものがないとしたら︑ほとんど生き
十531 せを聞いて︑はっとした︒私は︑學校へ急
＋梱−o園

十418 月から地球を見るとすると︑われわれが常

十536園 こんなことでどうするか︒﹂と︑自分で

十旧4園 く行き渡るやうにして乾かします︒この

のやうに中塗りをします︒盆のやうに簡

十541園 車を押し通さうとした米國︑及び英学に

十悩4囹

︑干割れがしたりします︒だから︑夏で

十555︑聞きもらすまいとした︒そのうちに︑私 十悩4囹 きたり︑干割れがしたりします︒だから
十578圓 あけたやうな氣がしますね︒さあ︑私た
＋悩−〇

けて最後の仕あげをする仕方は︑中塗りと

十613 りが明けて行かうとする基地で︑出撃の訓

つ一つ︑このやうにしてできあがったのだ

も︑擁ひのけようとするやうにもがいてゐ

十743 うな研究熱は︑どうすることもできなかつ
十751 ︑決してゆるがせにしてはおかれない︒今

十746 ましたり︑慰めたりしてくれたのは︑母で
十768 肩身のせまい思ひがした︒機械は︑どれ一
日本の將來をどうするのだ︒﹂佐吉は︑

223

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
221 221 219 219 218 218 218 218 216 215 215 213 211 210 210 206 202 201．153 152 150 14了 146

わぼく

ら堤防工事の指圖をした︒夜を日に綴いで

さんごくし

さい

︑この水で見殺しにすることはできない︒

︒七分と生死を共にするといってみるとは

十閑6 にもがいても︑どうしたことか︑からだが
十欄8 た︒内地に着きさへすれば︑完全な治療を
十側8 れば︑完全な治療をする病院が︑この勇士
十欄9 での問︑どうとでもして看護の手を書くし
十襯8囹 うとう︑水攻めにするつもりだな︒﹂こ

十一267

十一256

十一253

﹁行く﹂﹁食ふ﹂﹁する﹂も︑﹁まみる﹂﹁

かひをていねいにするためには︑ぜひと

かひをていねいにすることが︑非常に大

十一249直直の面面を始として︑越後・上野・武

十一171図岩を切って堀とし︑石をたたんで塀と

廣々とした蒙彊の原野︑第一

﹁この杖をかうして持ってるると︑永

かうづけ

む

へい

十一82園

ゑちこ

十一117

十一45圃大きなあくびをしてから︑春のいぶき

︒このまま︑じっとしてはみられないと思

詩の一節であったりするが︑いつれもりつ
︑それをつかまうとして追ひかける︒大通

いかにもさむざむとした身持を起させる︒

にもどって行ったりする︒鳴り物を使はな

やつる︒ほのぼのとした影が揺れながら動

別のことを演じたりする︒それが︑見てゐ
︑はやしを入．れたりしなければならないの

途中で︑きょとんとして止めてしまったり

猿がさまざまな藝をする︒三國志とか︑西

げい

を引くやうな響きがする︒その﹁ビューン

評に︑耳を傾けたりしてみるのである︒物

は夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを選

た︒がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹
︑また何かいはうとして口を動かしてみる

で來る︒このままにしておけば︑列車は︑

々と行進する︒かうした訓練を受けたのち

たいまつを持つたりしたまま︑うはのそら

た︒花をつけようとした変が︑そのまま枯

もう︑何度雨ごひをしたか知れない︒けれ

て︑みごとに切腹をした︒五人の者も︑皆

心おきなく酒もりをした︒やがて宗治は︑

これを聞き︑和睦をして宗治らを救はうと
かいしゃく
︑涙ながらに介錯をしてやった︒その夜︑

69151865451058711354579794
こともあった︒かうした宗治の態度に︑秀

した︒私は︑注射をして脈に注意してゐま

あって︑時々はつとします︒熱の高い患者

をしてみる人︑さうした人々の目をさます

みる人︑歯ぎしりをしてみる人︑さうした

ま︑兵士は身動きもしない︒かれらは︑雨

十伽8
十梱5
十燭5
十燭6
十価9
十儒7
十柵3

何萬の敵をものともせず︑戦ひぬいたこの

十614 地で︑出撃の訓示をする司令の目は︑ぎら

十7610園

＋㎜−〇

十663 は︑まるで演習でもするやうに落ち着いて

十771 佐吉は︑もうじっとしてゐられなくなった
十811 製のものと腕比べをする日が來た︒努力は

十7710 だれ一人相手にさへしなくなる︒貧しさは

十822 た︒押しも押されもしない﹁世界一の織機
十825 動織機が勢そろひをして︑いっせいに活動
十843 を掛けた︒下見分をした乃木將軍は︑陣中
十8610 うやしく老手の禮をした︒乃木將軍が︑た

十859 旨を傳達することにした︒命じられた津野

十933園 ︑それぞれ戦死をしました︒祖國のため

9

十912囹 も︑あれで戦死をしたのです︒﹂

145

十十十
1娼143143
109 8
十
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738

のである︒相手のすることに︑﹁御﹂や

るのは︑殊にさうした感じを深くします

十一503園
んを︑だいじにしてあげてくださいね

のごちそうを前にして︑しんせつな山の

れるやうな氣持がする︒胸を張って︑思

立つ︒生き生きとした小鳥の聲が︑あた

くなるのは︑かうしたすばらしく厚い雲

ようを降らしたりします︒一天にはかに

といひたい感じがします︒俳句で﹁雲の

鑑條か連なったりすることがあります︒

ら日光がもれたりします︒もくもくと大

なか盛んな感じのする雲です︒いわし雲

うした感じを深くします︒天候悪慣の兆

十一御3

十一伽1 ばを書き表さうとしたら︑どうなるであ

十一伽10

十一伽3 猫の鳴き聲を耳にした︒こんなところに

十一梱2 ︑据電器の鮎検をしてみた︒そのうち偶

十一伽1團

十一伽1團と心をやさしくし︑心を美しくしたい

十一佃6國

十一稲4團ん︒晴れ晴れとして心の忙しい時には

十一伽7国︒何を畳えるにしても︑そのもとをの

りとおけいこをしておかなければなり

72

十一柵6団

十﹁宙2国草花をいけたりすると︑その昔︑まさ

73

から︑今登らうとする燕の絶頂も︑槍岳

嵩︒﹂といふ聲がする︒ぼくらは︑胸が

っと急になったりする︒きのふの雨でじ

と︑前の方で聲がする︒額も︑せなかも

十一川10

十一川9 などの美しい羽をしたいろいろな小鳥が

十一㎜11

十一欄6 宮人たちは︑かうした心持を心ゆくまで

十一欄7 た︒しかし︑かうした苦心はやがて報い

十一糊4 方法をいっしよにしたのである︒これら

十一㎜10

十一㎜6 かすと歯ごたへがして︑乾ききったのど

なれない鳴き聲をして飛びまはってみる

この島へ寄せるとしたならば︑だれでも
るとくつれようとする砂と岩との間を︑

の一角を根擦地とする二百隻の流し網出

十一㎜8 を北の最良の港とすれば︑南の最良港は

ランド島をあとにして︑更に南へ航海を

たり︑網の支度をしたり︑特に船長たち

十一川8 張って壁の代りにしてるるが︑これらは
てるる︒しばらくして︑兄は恐る恐る近

十一㎜1 いもなどを常食としてみる︒魚を取るこ

十一躍1 はへておくやうにする︒船がラバウルの

十一川8 んな風通しをよくするためである︒家の
て︑ただぼうっとして︑ひき終ったのも

十一踊10園

を見ても︑何をしても︑始めてのもの

こんなに丈夫にしてくれたのでせう︒

れまで病氣一つしませんでした︒ 毎日

十一泌5 くさんの入れ墨をしてみる︒主として海

十一國8 きんなかつかうをして︑なつかしげに近

十一珊9 ち績くうつそうとした密林が切れて︑白

十一鉗9

十一四5

く奇妙な鳥の聲がする︒朝の涼しさは︑

が︑壁に止ったりしてみるのを見ると︑

十一脳7 ︑すなどりを業としてみるが︑性質が荒

ううれしい氣がします︒私もいけ花が
した︒こんなにして野の草花をいけた

花のおけいこをしてみるさうですね︒

くてたべられやしないよ︒﹂と︑以前

夜はまんじりともせず机に向かって︑か

兄は︑むっつりとして︑やや當惑のやう
︑ただうっとりとして感に打たれてみる

たうわく

・さけの山︒かうした作業が五時間も績

やりがたけ

るほどはっきりとしてみた︒左は︑急な

速須佐之男命﹂としたのは︑﹁草木﹂と

サノヲノミコト

ひらがなもないとして︑漢字ばかりで︑

し︑心を美しくしたいものだと︑つく

の中には︑かうしたやさしい情がこも

74

﹂をつけて敬語にするのである︒相手の

ら︑それを相手とする時︑おとうさん︑

さんは︑お仕事をしておいでです︒とい

す︒姉は︑仕事をしてゐます︒といふの

んに使用されたりするが︑それが度を越

た柔弱に聞えたりする︒それに︑何でも

﹁お﹂をつけさへすれば敬語になると思

了4

86

89

︑敬語を使ひさへすれば禮儀になると考

76

95

になると考へたりするのは︑大きなあや

7了

ハヤス

77

95

は︑皇室を中心とし︑至誠の心を表すた

78

98

90

ことをならはしとしてみる︒さうして︑

語の一節を簡輩にして︑それを今日のこ
︒顔はふっくらとしてみるが︑目もとは

しく見える︒どうしたのか︑その子が尼

出たりはいったりして遊んでみる中に︑

だした︒﹁どうしました︒子どもたち

︑いひ合ひでもしたのですか︒﹂とい

︑ついゆだんをして逃したのでせう︒

取られたらどうしませう︒﹂かういつ

お正月になった

ひだが︑それにしては︑まあ何といふ

い︒﹁豆まきをするつて︑このお人形

いさんのお供をするのですよ︒﹂﹁はい

さんがお嫁入りをします︒さう思ふと︑

たとたん︑はっとしました︒先生の目が
︑がやがや人望がします︒髪結ひさんが

えさんのお支度をしてみるところでした
ちさんなどと話をしてゐます︒何だかさ
だかさびしい氣がして︑私は自分の部屋
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し出。語こはに

を

たさ

理だちえ

理にしづめようとして雑誌を開きました

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

れが相手のためにする場合は︑私が御案

よいと支人は入おまつそらだひ一。つく簡は中へひけえれ仕仕相相敬た
う野獣度聲つり供きたれどんでどどたら若し心たささたた事事手手警め
とがををがとをををりにうをもううりとにととりへへりりををとのにに
しししししししすすししししししししししししすすすすすししすすすす
ててててまままるるたてまてたまたてててて るれれるるててるるるる
31
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一たんすさらのしれ
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する一する

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

人の首を取ったりする悪習が残ってみる

十二337園

十二317園

いろいろ質問もし︑それで予を啓蛮し

しいことを先にすることだ︒﹂と教へ

十二価6

十二川7

好意を見せようとしてみた︒もし︑日本

表に押し寄せるとすれば︑徳川の恩義を

がらで柔和な顔をしてみる︒かれらは︑
をかぼ
すわって針仕事もすれば︑陸稻の草取り

十二437

十二423

十二363園

十二339園

國へ行幸の御供をした時︑赤人が作った

集の歌には︑かうした國民的感激に満ち

過ちも二度とはしない男でございまし

顔寄は質問一つせず︑すぐ會得して實

十二搦8

十二桝⁝9囚一 怯なふるまひをしてはならない︒﹂と

十二佃6圏園

十二価8

て︑かれらは何をしたかもわからない︒

にうわ

のうかう

逃げ込み︑農耕をしてみる︒クチンあた

りから刈入れまでする︒かれらは水浴が

十二467

十二452

十二441

までも傳へようとした古人の心を︑われ

と︑平地は昏々として︑かまどの煙があ

と見るやうな氣がする︒小野老の歌であ

れるやうな感じのする歌である︒をのこ

十二協2園

十二枷4

十二桝1

當てをていねいにしてやることは︑並み
や し
しんせつに看護をしてやった︒椰子の葉

上半身にやけどをした敵の將校は︑夜と

十二531

取りかへっこをしてもよいといふので

刹は舌なめずりをした︒しかし︑修行者

は︑地球を中心として︑ぐるぐる廻って

ち

けて北へ遠廻りをする︒やっと切れめを

上では︑よくかうしたことがある︒波が
︑魚の群だつたりする︒殊に地平線上の

の人々は︑ほっとした氣持で︑その雨足
うみわし
る敵機をものともしないわが海鷲にも︑

つかり海面を暗くしてしまった︒と思ふ

は︑あるひはかうした落日の美観をいひ

を振り振り農操をする︒初めはみんな淡

佛にあった心地がし︑愛國の心が泉のや

ここ

んだり︑書いたりすることばが國語であ
︑物事を學んだりして︑日本人となるの

にだかれて︑かうした歌を聞きながら︑

を取っておじぎをした︒清水の流れだと
︑よみがへらうとしてるるのだ︒ぼくは

しみつ

つてのび出ようとしてみる物の溌刺たる

はつらつ

でも暖さうな顔をして︑妹の小さな手に

た︒もう︑じっとしてはみられない︒私

いところで見るとすれば︑結局は︑あの

そ十一年を週期として増減してみる︒太

機に乗って行くとしても︑ざっと四十三

ンチのゴムまりとしてみても︑太陽は直

陽の中心に置くとしても︑月は太陽の内

51113101410352251926194621

をののおゆ

いっせいに下薬をする︒朝の光を受けて
︒鑛水のにほひがして覚る︒﹁採鑛へ総

十二476

恐しい悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣

りないやうな氣がする︒七時間の勢二時

で荒っぽい仕事をしてみるやうで︑決し
ダバ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

るのです︒かうした温かい心は︑アメ

ない︒心を一つにすることが︑かんじん

十二499

せよ︑悪魔にもせよ︑佛のみことばと

相手は羅刹にもせよ︑悪魔にもせよ︑

も︑腕も︑黒々としてみる︒いかにも丈
くから弟子入りをしなければならない︒
︑仕事場の掃除をしたり︑馨などをやく

十二536園

見であった︒かうした天下の輿論に弔し

者は︑うっとりとしてこのことばを聞き

十二602

王に種々御物語をしたついでに︑﹁︿略﹀

十二553
十二6110

主張した︒堂々としたその議論に︑反三

いたりする︒かうして︑三年も五年も三

ふいごをふいたりする︒かうして︑三年

十二659

て︑刀を抜かうとした︒すると︑一刀が

ようん

わかるやうな氣がするといふ︒三

十二674

者の顔も︑ぼっとして見分けがっかない

誉者は︑ぼう然としてほとんど手のくだ

思はない倒れ方をする︒石の山で働く人

たことばで訓示をした︒人々の中からは

十二697

のかひはないにしても︑できるだけの

の慈悲だ︒決然として︑兄は刀を抜いた
十二712園

せうちう

徳川の家は何とかして護らなければなら

の心がなかったとしても︑朝敵の名をか

ば︑いさぎよしとしないやたけ心がみな

ことができないとする硬論がある︒幕臣

︑はやしものをするとは︒いやいや︑

がひしく身支度をしてから︑嶢酎で血だ

までも助けようとする母の一念に︑さす

ぬぞ︒手去てをしても︑ただ苦しめる

十二拍6

十二鵬10

十二鵬6

十二鵬4

十二872園

十二726

十二721

十二715園

十二707

十二695

た︒不動の姿勢をしたトラックの上の勇

を傳ふ涙を革ひもせず︑泣きながら歌ひ

そ

た孔子は︑ほっとしながら︑只略﹀︒﹂と

路には︑ひょっとすると︑さういふ考へ

楚の國へ行かうとして︑弟子たちととも

い︒孔子は平然として答へた︒﹁︿略﹀︒﹂

路には︑ひょっとすると︑さういふ考へ

ことでも何でもするといふのが小人で

れて用ひようとしません︒先生は︑少
つて手かげんをしたら︑人に用ひられ
ふことになりはしないか︒﹂顔回は師
た︒孔子の理想とする﹁仁﹂についても
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あくま

なところで仕事をするので︑なまけよう

十二507囹

十二507囹

けふ

電の手鼻きをしてもらひたい︒﹂と︑
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するがのくに一すると

コロガシマシタ︒スルト︑ダンダン大キクナッ

ぢやうぎ

十二η2 パス・定木を手にしながら︑絶えず現在

テ︑コロガスコトガデキナクナリマシタ︒

はいけい

犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑

四121

﹁︿略﹀︒﹂と︑︿略﹀︑見てみる人人もい

ひました︒すると︑あのちゑのあるおちいさ

ぼくはむ中で走りました︒すると︑何か

んが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

につまついてころびました︒

四299

X18オヂイサンバ木ニノボッテ︑灰ヲマキ 四315 ぼくはおしまひまで走りつづけました︒

イテ來テ︑灰ヲトバシマシタ︒

ソノ灰ヲモラッテ來マシタ︒スルト︑風が吹

二902

十二脳9 つた太陽を背景にして︑斜めにこっちへ
十一一泌3

るのを︑どうともすることができない︒
するが

するが

するがのくに ﹇駿河国﹈︹地名︺1 駿河の國
きになりました︒
磨墨

するすみ

﹇磨墨﹈︵名︶1

するすみ

七1910尊は︑東へ東へと進んで︑駿河の國にお着
するすみ

十撹7図 梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流
され︑はるかの下より打ちあげたり︒

一815 サルハ︑スルスルト門ヲノボッテ︑中学

するする ︵副︶7 スルスル するする

ラ門ノ戸ヲアケマシタ︒
すると︑おのぼりになりました︒

五633 少彦名神は︑あはの董につかまって︑する
六642 さうして︑さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑
するするとはいるくらみの大きさに作って︑
來て︑

八992 止ったとたん︑するすると下の方へおりて
九湘4 するするとあがって行く日の丸の旗が︑風
に大きくゆれてみる︒

十召9 もう一度爆平するとともに︑不沈艦は︑艦
尾からするするとマライの海へのまれて行った︒
十一一伽8 汽船からは︑するするとギリシャの國旗
があがった︒

するするするする ︵副︶1 するする︑するする

スルト

するする︑するする︒
︵接︶90

すると

七504圖 車輪と 車輪に︑ 皮おびすべるよ︒
すると

一735 オバアサンガ︑モモヲキラウトシマシタ︒

スルト︑モモガニツニワレテ︑中カラ大キナ
男ノ子ガウマレマシタ︒

一一545 雪ノタマヲコシラヘテ︑ソレヲニ人デ

すると︑先生がにこにこして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

おちいさんは考へに考へたすゑ︑この

その時︑大勢の天人が︑雲に乗ってお

﹁︿略﹀︒﹂と︑金の牛は︑ひとりごとをい

が︑ひとりでにあきました︒

りて來ました︒すると︑しめきった一間の戸

おもりにつけかへてから︑勇さんがあげ 四399

まは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

ことをとのさまに申しました︒すると︑とのさ

四379

マシタ︒スルト︑カレ木二花が咲イテ︑一ドニ
らくかさんをたたんで︑︿略﹀空へ向かっ

て︑ほめてくださいました︒

いて︑

三314

ひました︒すると︑ふしぎに今まですいてゐ

四456

もでこまの腹をたたきます︒すると︑こまは

たおなかが︑急にいっぱいになりました︒
ある日︑おひめさまのおともをして︑た 四531 細い棒の先にひもをつけて︑そのひ
びに出かけました︒すると︑おにが出て來て︑

四543 その光を︑二かいの窓のしゃうじにあ
ててみました︒すると︑そのしゃうじをあけ

勢よくぐんぐんまはります︒

風がさっと吹いて︑草が一どに動きま

鏡をひっこめました︒すると︑をんどり

て︑中からねえさんがのぞきました︒

は︑母型よく羽ばたきをしながら︑﹁こけごっ

ねぎを︑きりぎりすのからだに近づけま 四574
した︒すると︑きりぎりすは︑すばやく竹の先

白兎はすぐ海の水をあびました︒する

こう︒﹂と聲高く歌ひました︒

四854

と︑痛みがいっそうひどくなって︑どうにも

それから︑はまべの砂で山を作りまし
た︒すると︑波がだんだんよせて去て︑せっ

兵たいさんは︑車を引きながら︑ときどき︑

けて兵たいさんを通らせます︒

﹁︿略﹀︒﹂といひます︒すると︑みんなは︑すぐよ

四㎜1

たまらなくなりました︒

切りたふした木を︑どうするかといふこ
ちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

とになりました︒すると︑あのちゑのあるお

四97

かく作った砂の山が︑くつれだしました︒

三782

にのりうつって︑

三733

ぎりすのすがたが見えました︒

した︒すると︑草の葉のうらに︑ちらときり

三711

おひめさまをたべようとしました︒

三525

大蛙のおなかがやぶれてしまひました︒

くれました︒すると︑︿略﹀大きな音がして︑

おなかは︑まるでふうせん玉のやうにふ

てみました︒すると︑らくかさんはぱっと開

黷P04

そのまま落ちて來ました︒

て力いっぱいなげました︒すると︑開かないで

三85

花ザカリニナリマシタ︒

一一

一一

すると一すると

742

四㎜8 子どもたちに手つだはれながら︑︿略﹀車
を引いて行きます︒すると︑とつぜん一人の子ど
もが︑︿略﹀と歌 ひ だ し ま し た ︒

を︑少しでもとかさうとします︒すると︑北風は︑

四備7 さうして︑北風の作った雪の山や︑氷の池
すぐ南風を追ひはらひます︒

四M7﹁︿略﹀︒﹂と︑南風がいひます︒すると︑北
風は︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と 答 へ ま す ︒

四備2 暖い雨を︑何べんか降らせます︒すると︑
草や木が︑だんだんと芽をふき︑

五267 みことは︑︿略﹀だんだん山おくへおはい
りになりました︒すると︑おちいさんとおばあさ
んが︑一人の娘を中において︑泣いてゐました︒

五295 そのとほりに用意しました︒するとまもな
く︑あの恐しい大蛇が出て來ました︒

五492 唱歌を歌ひました︒すると︑川の音も︑同
大國主神は︑かかしに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

じ唱歌を歌ってみるやうに聞えました︒
五609
すると︑かかしは︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒

すると︑おのぼりになりました︒すると︑︿略﹀

五634 単層名神は︑あはの董につかまって︑する
あはの董が︑はね返るひやうしに︑小さな神様の
おからだは︑ぽんと空へとびあがりました︒

五665国︺馬のからだをこすって︑きれいにしてや
る︒すると︑馬は︑おとなしくじっとしてみる︒

子どもたちはく略﹀︑しばらく月を見てゐ

ました︒すると︑一人の子どもがいひました︒

五百1

為事9そのとほりに︑みんながしてみました︒す
ると︑月は枝の間にじっとしてゐますが︑雲は
さっさと走って行きます︒

五佃5利根が逼るだらうと思って︑待ってゐまし
た︒すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ道の間
に︑利根の元歪な姿が見えました︒

五儲1圏私が︑その舟を押してあげますから︑し
ばらく︑目をつぶっていらっしゃい︒すると︑ま
もなく︑きれいな御殿へお着きになるでせう︒

それは︑兄のだいじなつりばりで︑私も

困ってしまひました︒すると︑年取った神様が︑

五柵5園

六59

さうして︑劒をお受け取りになりました︒

すると︑たけみかつちの神は︑天略﹀︒﹂

私に︑海の御殿へ行くやうに教へてくれました︒

六81

すると︑あの熊になって出て來たわる者たちは︑

風が吹いて來ると︑この實は︑日に日に大

この劒で︑みんな殺されてしまひました︒

六264

きくなります︒すると︑いろいろな害虫が︑葉や
みんなもさう思ひました︒すると︑その時︑

枝にとりついて︑みかんの木を苦しめます︒
六458

窺眞がかはって︑田植をしてみるところがうつり
ました︒

尊は︑お子様たちが︑︿略﹀︑さわいでい
らっしゃるのをお聞きになって︑お庭へ出てごら

六516

といはれました︒すると︑をぢさんは︑﹁いや︑

手傳ひは︑ねえさんに十分してもらひました︒

若い人たちが︑︿略﹀︑的をめがけて弓を引

いてるるところへ︑道眞もやって來ました︒する

六992

と︑人々は︑﹁あの人は學問はできるが︑弓はど

で︑ささやき合ひました︒

うだろう︒﹂又略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと︑小さな聲

道眞は︑︿略﹀︑前へ進んで︑きっと身がま

へました︒すると︑今まで︑やさしさうに見えた

六㎜9

道眞が︑︿略﹀︑強さうに見えだしました︒

六夢4 足の親指で︑板の間に落ちた涙をいちって

みました︒すると︑今まで悲しさうだった雪舟の

顔は︑急に明かるくなって來ました︒

んど︑顔を向けることができません︒すると︑わ

六柵9 この時とばかり撃ち出す敵の揮には︑ほと

北川が先頭に立ち︑江下︑作江が︑これに

が歩兵も︑さかんに機關銃を撃ち出しました︒

つづいて走ってゐます︒すると︑どうしたはずみ

六伽5

か︑北川が︑はたと倒れました︒

手ですくって︑かい出しました︒すると︑小石の

七85 まはりの砂が︑少しつつくつれて行くので︑

草を分けて︑だんだん奥へはいっていらっ

やうなものが︑手にさはりました︒

しゃいました︒すると︑︿略﹀待ちかまへてみた

七2010

あたりの草をなぎ彿ひ︑火打石で火をきつ

わる者どもは︑一度に草に火をつけました︒

七223

火は︑急に方向をかへて︑向かふへ向かふへと︑

て︑その草におつけになりました︒すると︑︿略﹀

五741 いちばんあとからはいって來たのは︑七十

みんな逃げておしまひになりました︒

手傳ひもできず︑まことにすまなかった︒﹂

れに火をつけて︑橋の上に投げさせた︒

正成は︑︿略﹀︑たくさんのたいまつを出して︑こ

七609 今度こそは︑千早城も危く見えた︒すると︑

もえ移って行きました︒

んになりました︒すると︑お子檬たちは︑︿略﹀︑

左の手に︑めがねの玉を持って︑目から遠

ぐらみのおばあさんと︑赤ちゃんをおぶったをば

六737

さかさまに見えた︒

くはなした︒すると︑向かふのけしきが︑小さく︑

六622

さんとでした︒すると︑にいさんが︑小さな聲で︑
﹁ 立 た う ︒ ﹂ と いひました︒

五992 うずめのみことは︑わざと︑おどけたやう
すをして︑お笑ひになりました︒すると︑その恐
しい男がいひました︒

743
するどい一するどい

近まで前進した︒すると︑︿略﹀校舎の中から︑
十二2610

二つの星を結ぶ線を引き︑それをなほ右の

方へ延してみませう︒すると︑この二つの星の距

九901
離の五倍ばかりのところに︑きっと一つの星が見

七878 前足のつめで︑しっかりとそれにしがみつ
きます︒すると︑︿略﹀前足は堅くその場所にく

もん

兵士たちは︑︿略﹀フィリピン中學校附

すると︑羅刹はとぼけたやうに︑﹁︿略﹀︒﹂

修行者は︑︿略﹀このことばを聞き︑そ

まつ役人たちに評議をさせ︑また學者の

助ける道でもあらばといふ下心であった

このうはさが世間にもれて︑だれいふと

氣丈にも聞多は立ちあがって︑刀を抜か

その歌内につれて︑太陽はいよいよ赤く︑

﹇鋭﹈︵形︶5
ーカッ・ーク︾

するど・い

するどい 鋭い ︽ーイ・

と︑今度はすばらしい勝報がやって來た︒

ぬき︑不幸にも今この厄にあったのである︒する

十二㎜7 敵五十機の雷爆撃を相手に︑敢然と戦ひ

た刻刻に濃さを増して︑

大きくなる︒すると︑波どものうち振る旗も︑ま

十二㎜12

側に︑十字のしるしが赤く描かれてみる︒

思って︑しげしげと見た︒すると︑白い船蔵の舷

十二旧9 敵船の行動としては上りに大嫁すぎると

うとした︒すると︑一刀がまた後頭部をみまった︒

十二674

またこのことが法親王のお耳にはいった︒

なく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎じる者が多かった︒すると︑

十一一636

けで︑やがて御退出になった︒

らう︒すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられただ

十二627

多くの人々の一致した意見であった︒

意見をも徴した︒すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑

十二597

ふ深い意味が︑かれにはっきりと浮かんだ︒

れをくり返し口に唱へた︒すると︑﹁︿略﹀︒﹂とい

十二554

と答へた︒

十二515

すると顔回は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

この時︑おくればせにかけつけた二三を

どっとばかりに四千名の邦人が出て來た︒

つついて︑動かなくなります︒

見た孔子は︑ほっとしながら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

暑さは︑もうたくさんだといひたくなる︒

どうしても︑手袋を脱ぎます︒すると︑

花子﹁まあ︑四十八も︒するともう四十

八機も撃ち落したのですね︒﹂

九冊8園

するとくさります︒

寒さのために指がこはりついてしまって︑わるく

九備9園

を聞いた︒

するとある日の午後︑裏山の森で︑﹁︿略﹀︒﹂の聲

九価6

つかります︒

へたぐり始めました︒すると︑今までたるんでゐ

評価3 足をしきりに動かして︑この糸を自分の方

どうか今日はぜひとも︒﹂するとノイツは︑

た糸が︑だんだんまつ直になりました︒
七描10
﹁錦ることは許さん︒﹂と︑いつものやうにわうへ
いに答へました︒

八83 フィリピンで︑︿略﹀︑子どもが燕をつかま
へました︒すると︑その右の足に︑日本の文字を
記した︑小さな金属の板がついてゐました︒

ふくまひこゑ

た︒すると︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑後

じまん

鹿介は大力の新左衛門を組み伏せてしまつ

ました︒すると︑義仲からはすぐ返事があって︑

八3710 そのことを︑義仲のところへ知らせてやり 九柵5

たやすくは落ちるはずがなかった︒すると︑

から鹿卜のもとどりをつかんで引き倒した︒

ので︑
ほんのう

こんなことを思ひながら︑地平線を見た︒

かれは村の墓地を通ってみた︒すると︑そ
急いで報告しようと決心し︑いっさんに走
時々︑毛抜きを麺棒で勢よくしごく︒する
﹁︿略﹀︒﹂と︑輕やかな︑はずむやうな音を

十二234

集って來て︑糸屋さんを取り巻く︒

たてる︒すると︑どこからともなく女の人たちが

十矯9

と︑﹁ビューン︒﹂とあとを引くやうな響きがする︒

語言4

り出した︒すると︑三人もあとを追ひかけた︒

十η9

こにかくれてみたあやしい者が︑三人現れた︒

十㎜6

すると︑にはかに黒い雲がわいて來た︒

十獅11

信長は本能寺の攣にあった︒

十酩3

秀吉は︑承知しなかった︒すると意外にも︑

秀吉に︑高松城水攻めの計を申し出た者があった

十備2

︿略﹀刀を送って よ こ し ま し た ︒

八523 早いなあ︒﹂といふ者もみた︒すると︑先
生は︑﹁︿略﹀︒﹂ と い は れ た ︒

八621 今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまると
いふので︑急いで學校から鋸って來ました︒する
と︑もう兵隊さんは來てるて︑

見たので︑すばやく低空に移った︒すると︑今度

八666 高く飛んでみた鳩は︑ふと︑たかの一群を
は敵軍に見つけられて︑一せい射撃を受けた︒
八813 百五十メートルほどのぼった時︑ぼくが︑
といはれた︒

﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑野田先生が︑﹁︿略﹀︒﹂

背嚢からおまへの手紙が出て來た︒︿略﹀︒

はいなう

九216団

すると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑そばにるた職友が︑おまへ

の手紙をひったくるやうにして澄み始めた︒
九542 ﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり床の間をぬつ

て行く︒すると︑乗員は一度にとび起きて︑手早
くつり床をくくる ︒

八川7 まるい鋼鐵の棒の先についてみる︑するど
い刃物が︑ぐるぐるまはりながらやって穿る砲身
の中へ︑ぐいぐいとくひ入って行きます︒
九協1 鹿介の太刀風は更にするどかった︒
通りかかったある大尉がこれを見て︑︿略﹀︑

﹁こら︑どうした︒命が惜しくなったか︒︿略﹀︒﹂

十108
と︑ことばするどくしかった︒

十一圏12 ゴムの木の根へ︑耳をつんざくやうな雷

十麗7 部隊長のするどい叫びが傳はつた︒

﹇鋭﹈︵名︶1

鋭さ

鳴とともに︑幅廣い稻妻が鋭く切り込む時など︑
するどさ
る小鳥の聲に混って︑
﹇鋭﹈ ︵ 形 ︶ 1

するどし

︽ーキ︾

十一806 短い鋭さの中にも︑どこかやさしさのあ
するど・し

するめ

九618図圓 するどき矢をささしめたまふことよ︒
﹇蜴﹈︵名︶1

︽ーフ︾

九966

目の前を︑白いかもめが海面とすれすれに

燕が︑川水にすれすれに飛んでは︑白い

つばめ

飛んで行く︒

九鵬9
腹を見せてちう返りをしてみた︒

と見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛び越
︹地名︺2

スレンバン

えながら︑激しい掃射を浴びせかける︒

十667
スレンバン

︹課名︺2

︽一

スレンバンの

南下する皇軍が︑スレンバンの町にはいつ
スレンバン

た時のことです︒

九266
九27図
少女

すわりなほす

スレンバンの少女

スレンバンの少女⁝⁝⁝二十六
五

五

スレンバンのしょうじょ

九26
九263

すは
すは︑決戦である︒

︵感︶1

十二盟2

すわ

﹇座直﹈︵五︶1

私たちは︑きちんとすわりなほして︑おじ
ぎをしました︒

六悩9

シ︾

すわりなお・す

八634 おばあさんは︑つかれないやうにと︑焼い すわり εおすわり

するめ

すれあふ

たするめや氷砂糖を︑紙に包んであげました︒
﹇擦合 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

六糊6 爾側には店が並んでみて︑人が︑すれあふ

すれあ・う

ほどたくさん歩いてゐます︒

シタ︒

二417

サルガ︑カニノウチへ來テ︑ヒバチノ
正男サンバ︑人ギャウノソバニスワリマ

前ニスワリマシタ︒

二29一

四935團ぼくのたこは︑高い空に小さく見え

あと足を曲げて︑前足をついてすわった

て︑すわったやうに動きません︒

﹁すわれ︒﹂﹁待て︒﹂といひますと︑行儀よ

﹁すわれ︒﹂﹁待て︒﹂といひますと︑

かっかうは︑

五252

全野6

五柵5園

文治と︑へさきにすわって︑

くすわって︑お見送りをするやうになりました︒
六伽3

虎が︑じっとこちらを向いてすわってゐま

源作ちいさんは︑かまのそばにすわって︑

とコリ

六儲7
す︒

どっかりと︑また︑かまの前にすわって︑

たき口から中をのぞいて火のかげんを見た︒

九731
九746

子どもは︑おとなしくすわった︒

そばに︑二人の女がすわってみる︒

もくもくと立ちのぼる煙を見つめながら︑

十一386

家の中の机の上に︑大きなとかげがちよ

十一416

十一川2

をか
女たちは︑すわって針仕事もすれば︑陸

こんと頭をもたげてすわってみたり︑

δさんじゃくこすん・しちしゃくこすん

稻の草取りから刈入れまでする︒

ぽ

十一晒10
すん

︵副︶7

ズンズン

ずんずん

二888
松ハ︑ズンズン大キクナリマシタ︒

一377
ミヅノ上ヲ︑ズンズンハシリマス︒

ずんずん

けちらしながら︑寸時の休みなく追撃する︒

すれすれ ︵形状︶8 すれすれ5かいめんすれすれ すわ・る ﹇座﹈︵五︶17 スワル すわる ︽ーッ・一 すんじ ﹇寸時﹈︵名︶1 寸時
十二梱8 この道路を︑わが機械化部隊が︑英軍を
三725 竹の先についてみる白いねぎが︑葉 リ・ レ︾ おすわりくださる・おすわりなさる

のそばにすれすれになると︑
四222 めいめい左へよって︑すれすれに通り
ました︒

六撹1 これも︑みごとに︑ちゃうど第一の矢とす

ずんずんもえて行きました︒

花子さんと春枝さんは︑えんがはで︑爾 六旧2 ただその間にも︑無心の火は︑斜なはを傳

二558雪ダルマハ︑ドッカリスワッテヰマシタ︒ 四339この子は︑ずんずん大きくなりました︒

つ

れすれに並んで︑まん中を射抜きました︒

方に分れてすわりました︒
そのそばにすわりました︒

ずんずん︑沈んで行きます︒

て

九605半弓は︑あやまたず頭上をすれすれにかす 四669
めて︑きつねの前なる土に立ち︑

すれすれに當てて︑下からじっと見てゐますと︑

九911今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に 四671 一郎さんは︑まん中にポストをおいて︑

、

更に進んでは︑ひとりでに︑布がずんずん

＿譜

謂

は

十七
了510了

103

するどさ一ずんずん

744

745

織られて行くやうにもなるであらう︒

十㍑3 その間にも︑水かさはずんずん増して︑城
寸前

の石垣はすでに水に没した︒
﹇寸前﹈︵名︶1

十節1 少年は︑︿略﹀︑持ち合はせてるた布を振つ

すんぜん

﹇寸分﹈︵名︶1 寸分
あやま

て︑やっと列車を少年の寸前で止めた︒
すんぶん

い︒

﹇寸法﹈︵名︶1

寸法

十二躍5 この測定に寸分の誤りがあってはならな
すんぽう

背

八価9 ほかの魚は︑腹を下にし︑背を上にして泳

十995図

3生

せ
白波みなぎり瀬墜局鳴りて︑さか巻く水

も速かりけり︒

せい

﹁生﹂を﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂

﹁なる﹂と︑いろいろに讃みます︒

十描3

﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂と

いったわが國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當てて

十備5

それらの讃み方が︑自然﹁生﹂の字の訓と

讃んだもので︑

十割6
なったのです︒

五979園

せいも高うございますが︑鼻が恐しく高

敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立て

く︑目は︑鏡のやうでございます︒

てあって︑それにしめなはが張ってありました︒

七407

七683園ぼくのせいの高さに愛りはないのに︑

あるにちがひない︒

七688囹ぼくのせいの高さと同じ長さになる時が︑

ところが︑ぼくのせいの高さは︑百二十

四センチなんです︒

七η2園

にちぢんで︑ぼくのせいと同じ長さになります︒

七714囹あとしばらくで︑かげが百二十四センチ

七717園正男くんのせいと︑かげの長さと同じに

ぼくのせい

がっこうよねんせい・ごねんせい・さんねんせい・

土手の草︑

いつのまにか大木が少くなって︑せいの

勢εあまごぜい

せいは日本人よりもずっと高く︑力も強

﹇勢﹈︵名︶6

い︒

せい

の

をはり

その勢決然として︑あへて攻むべきや

み

前陣に進みたる旗は︑美濃・尾張の

正成・正季︑取って返してこの勢にか

三時が間に十六度まで戦ひけるに︑そ

の勢しだいに亡びて︑

十二923図

かり︑

十一一922図

勢と見るはひが目か︒

十一1810図圖

うもなし︒

十一183図

かせて︑四方に勢を張り︑

七144 熊襲のかしら川上たけるは︑力のあるにま

くまそ

十一㎜2

低い細い木が目につくやうになった︒

十一894

八986長い柱のやうに延されたこの鐵が︑︿略﹀︑
う
せいの高い大きな燈へ入れられて︑

高かった︒

夏來たときは

なった時刻は︑

せい

私は︑さっきから︑せいより高くのびた
今では︑ぼくよりもずっとせいが高いが︑

より

さんねんせいいじょう・しかんこうほせい・ちゅう

いざさらば︑同じく生をかへて︑ご

無常は生ある者の免れない運命である︒

昭和の聖代に生をうけた私たちは︑

もう︑死も生もありませんでした︒

八693圃

六槻1
十一麗8

十二491
ほんくわい

十二935図圓

生あるもののやうに飛び出して行った魚

の本懐を達せん︒

十二備11

﹇性﹈畢こくみんせい

雷のうなりを聞いて︑
せい

﹇星﹈

セイ

Oほくとしちせい・ほっきょくせい・み

せい

﹇背﹈︵名︶15

二787血温ハ︑セイガヒククテカホが出ナイ

せい

九614図宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑

五811

草の．中に︑じっと立ってゐます︒

三697

せいがだんだん高くなりました︒

うち出の小づちをふると︑一寸ぼふしは︑

ノデ︑ハコノ上二立チマシタ︒

三554

た︒

せ
せ ﹇瀬﹈︵名︶1 瀬 あさせ

十一9410 馬の背のやうに︑峯傳ひの道が績いてる

片が︑楊少年の肩や背にあたった︒

義家︑背を向けてうつぼにささせけり︒

はれつ
十鯉11 爆弾は︑大きな音をたてて破裂し︑その破

たの矢を抜きて弓につがへ︑

九601図義家︑背に負ひたるうつぼより︑かりま なみじゅうじせい

ぎますが︑

がくせい・なんねんせい・にねんせい・よねんせい

八484園動かないものを作るなら︑少しくらゐ寸 せい ﹇生﹈︵名︶5 生合いちねんせい・こくみん
寸鉄

法がまちがっても︑できないことはありません︒
﹇寸余﹈︵名︶1

﹇背﹈︵名︶6

せ
七柵1 足をもう一つの椅子の背にのせたままで︑

せ

十81図 石筆はちびてわっかに寸飴を残すのみ︒

すんよ

すんぜん一せい

せい一せいくうけん

746

せい

精

十一575図幽

激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

かれらは︑二三百戸ほどつつ集って生活

われわれは︑一日たりとも︑國語の力を

してみる︒

十一脳12

ースル︾

せいか ﹇成果﹈︵名︶1 成果
十二9910着古 大敵︑今勢を響くして來たるなれば︑
十一卿4 土地の習慣や生活には目もくれない︒
タダ
皆此ノ成果ヲ見ルニ及ンデ︑唯々感 せいかつ・する ﹇生活﹈︵サ変︶2生活する︽iシ・
﹇精﹈︵名︶4

今度の合戦は天下の安否たるべし︒

せい

みる大東亜海へ︑

けん
せいかいけん ﹇制海権﹈︵名︶1 制海槽
六573園 よくせいが出ますね︒
る す
けん
九225團 おとうさんの留守中︑おかあさんを助け 十二㎜5 制海権・制空論ともにわが手に握られて

て︑家の仕事に精を出したり︑

かりずに生活する日はない︒

十二柵4

それは︑見てみると自信に満ちた生活ぶ

青岩

静子院

山高くして一片の白雲峯を埋め︑谷深

﹇青岩﹈︵名︶1

静粛院宮

静寛輪留⁝⁝⁝百七

十四

﹇静寛院宮﹈︹人名︺1

十二33

宮

ちかこ

にんかう

静書院宮親子内親王は︑仁孝天皇の皇女︑
を ば

くせまひ

誓願寺

せいぐわんじ

﹇誓願寺﹈︵名︶1

さうして︑おもむろに誓願寺の曲舞を歌

けん
制海権・制空権ともにわが手に握られて

制空耳

今日のみそまはじめ祭の盛儀を拝観する

﹇盛儀﹈︵名︶1 盛儀

十二㎜5

せいくうけん ﹇制空権﹈︵名︶1

人々の列が︑

九145

せいぎ

つて︑舞ひ始めた︒

陰湿1

せいがんじ

孝明天皇の御妹︑明治天皇の御叔母君で︑
せいぐわんじ

十二柵8

親子内親王﹈︹人名︺1

せいかんいんのみやちかこないしんのう ﹇静岡院宮
ちかこ
静寛院宮親子内親王

て︑切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑

十二梱4

かれは︑静黒黒宮に事の次第を申しあげ

せいかんいんのみや

十四 静寛院宮

︹尊名︺2

くして萬丈の青岩道をさへぎる︒

十﹁169図

せいがん

りである︒

十一別6

どこまでも︑正確に作りあげるといふ注意 せいかつぶり ﹇生活振﹈︵名︶1 生活ぶり
オランダのホイヘンスといふ人が︑今まで
わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち

生活εぐんかんせいか

十一一研6

機械の取扱ひがたやすく︑故障が少く︑絶 せいかんいんのみや

わが軍の貨物自動車は︑＝塁＝塁正確な
艦長は漕望鏡を出したまま突進し︑その
﹇生活﹈︵名︶6

土の中へもぐってから七年半に︑やっと長
たかさご

今日︑高砂族といってみる島の人が︑未開
かな文であればこそ︑︿略﹀その時代の
支那人は︑︿略﹀︑ここへも支那の生活を

そこに支那でやって覧たのとそっくりそ
しふくわん

のままの生活と習慣とをくりひろげる︒

十﹁別4

そのまま持ち込んでみる︒

十一別1

生活をこまやかに窮し出すことができたのです︒

十一367

の生活をしてみるだけでありました︒

七柵7

い地下の生活が終るのです︒

七8610

いかつ・やまのせいかつにだい

つのあさ・こせいかつ・ちかせいかつ・へいえいせ

せいかつ

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

十二珊6

射撃にみまはれる︒

十一擢6

えず正確に動くことにおいて︑

十8110

着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒

十663

にない正確な時計を嚢明しました︒

八鵬6

が︑大切だといはれた︒

八482

十138囹 すべて上官の命令を守って︑自分の職務 せいかく ﹇正確﹈︵形状︶6 正確
に精を出すのが第一だ︒

せみ

﹇▽えいこくせい・がいこくせい・にっぽ

十一皿10 今度はいかにもものすごい︑いはば奇怪
しばふ
な物の精が寄り集って︑夜の芝生にをどるやう︑
﹇製﹈

んせい・べいこくせい

せい

﹇所為﹈︵名︶5

五849 くもってみたせみか︑朝からむし暑かった︒

せい

六108 稻がだんだん刈られて由るせみか︑いなご
が︑たくさんこちらへ飛んで來ます︒

八115 長い旅行を績けるせみか︑途中で死んで節

六588囹 あなたの孝行のせみですよ︒

税

仁徳天皇は︑︿略﹀︑堀江をお開きになり︑

﹇税﹈︵名︶1

るせみか︑井戸をほっても水は出て來ない︒

つて來ない燕も︑かなり多いといふことです︒
さんごせう
十一刎12 このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ
ぜい
八961
また︑六年間の税を免じて︑

精鋭

せいうけい ﹇晴雨計﹈︵名︶1 晴雨計
もやう
十一985 船長たちは︑晴雨計と空模檬を熱心に見
比べてみる︒

﹇精鋭﹈︵名︶1

聲援

十二晒5 わが陸の精鋭は︑ジャワのバリ島を奇襲

せいえい

﹇声援﹈︵名︶1

し︑その上陸に成功した︒
せいえん

九995 先生の聲援がありがたかった︒

747
せいけい一せいちょうする

﹇生計﹈︵名︶1

みる大東亜海へ︑

せいけい

生計

十452図やがて︑その日の生計も立ちがたく︑弟
子たちこの師を見かぎり去りて︑
せいけつ
﹇清潔﹈︵形状︶1 清潔

せいけつ
せいけつ

十一加10 町を歩いてまつ感じることは︑このやう

精巧

な商店街が思ったよりも清潔であり︑きちんと整
﹇精巧﹈︵形状︶2

つてみることであ る ︒

せいこう

星座

成功する ︽一

ル︾

せいさく・する

十478図

﹇製作﹈︵サ変︶1

製作する

︽ース

つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧なる
生死

自分と生死を共にするといってみるとはい

﹇生死﹈︵名︶2

陶器を製作するにいたれり︒
せいし

十粥8

の

だ

生死を超越してしまへば︑もう淺はかな

へ︑この水で見殺しにすることはできない︒

十二555
夢も迷ひもない︒
つ

かうつう

政治5ぶけせいじ

人としてのりっぽな精神を養って行くのです︒

七842団毎日︑教練をしたり勉強したりして︑軍

そのことばを通して︑古代日本人の精神

んでみる︒

十一梱8 古語には︑わが古代國民の精神がとけ込
十一慨1

まことにををしい精神を傳へ︑忠勇の心

を︑ありありと讃むことができるのである︒

がみなぎってみる︒

十二422

わが國語には︑祖先以來の感情・精神が

とけ込んでをり︑

十二幽8

御威光を昔に返しておくれ︒

三種5囹成人したら︑一日も早く毛利を討って︑

乃木題意は︑津野田参謀に命じて︑この聖 せいじん・する ﹇成人﹈︵サ変︶1成人する︽ーシ︾

せいち

旨を傳達することにした︒

せいじ

ヨ

せいせいする

我が聯A口艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前

レンガフ

﹇清清﹈ ︵サ変︶ 1

うに思ひました︒

五247 水の上へ顔を出すと︑氣がせいせいするや

︽ースル︾

せいせい・する

記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑

キセキ

十一5610圏

港がよければ︑しぜん政治・交通・産業 せい・す ﹇制﹈︵サ変︶1制ス ︽ーシ︾
これを許せば︑墨家の政治が成り立た

﹇正式﹈︵名︶1

ませぬ︒

せいしき

性質

十825

せいぞろい

バナナは︑︿略﹀︑敷メートルの高さに成長

︽一

何千皇といふ自動織機が勢そろひをして︑

﹇勢揃﹈︵名︶1 勢そろひ

機械の製造にとりかかった︒

十798 しかも︑かれはこれに漏足せず︑すぐ動力

一慮軍で受け取って︑その上︑正式の手 せいぞう ﹇製造﹈︵名︶1 製造
﹇性質﹈︵名︶2

性質が荒つぼく︑海賊を働いたり︑今で

シ︾

して︑花が咲きます︒

八166

成長する

与ダバオしゅうせいちょう

昭和の聖代に生をうけた私たちは︑

陸ダイヤ族は︑これに反し性質が從順な せいだい ﹇聖代﹈︵名︶1 聖代
十一麗8

のうかう

せいちょう

精神与こくみんせいし

二本の門松のうち︑その一本を以て聖壽

﹇聖寿﹈︵名︶1

聖恩

せいじゅ

十一悩4

﹇精神﹈︵名︶5

の萬歳を祝し奉り︑

ん

せいちょう・する ﹇成長﹈︵サ変︶2

ので︑︿略V︑農耕をしてみる︒

十一脳10

も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒

十一泌7

せいしつ

績きをしてからいただきませう︒

十953囹

正式

十二621囹政治を行ふ身ほどつらいものはござい

ない︒

十一一606囹

の中心となるので︑

十一㎜10

せいぢ
﹇政治﹈︵名︶3 政治

十858

十478図 つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧なる せいし ﹇聖旨﹈︵名︶1 聖旨
陶器を製作するにいたれり︒

十767 その精巧な機械を見て感心するとともに︑
何ともいへない肩身のせまい思ひがした︒

せいこうじょ ﹇製鋼所﹈︵名︶1 製鋼所
あんざん

︵サ変︶

4

九鋤1 春山の製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑

﹇ 成功﹈

ほのほが勇ましく見える︒

シ︾

せいこう・する

六佃1 第一班は︑残念にも︑とうとう成功しない
で終りました︒

六偽2囹 成功しましたか︒
十747囹 今にきっと成功してみせます︒

月越し

十二価6 わが陸の精鋭は︑ジャワのバリ島を奇襲
﹇勢越﹈︵名︶1

し︑その上陸に成功した︒
せいこし

﹇星座﹈︵名︶1

十一644図 ここに爲朝︑敵の勢越しに見れば︑
せいざ

船は︑魚群のごとく進み︑
﹇製作﹈︵名︶1

製作

十二術3圃島々は︑大空の星座のごとく並び︑艦
せいさく

とりかかった︒

八497 機禮の材料をいただいて︑いよいよ製作に せいしん

せいてん一せいひんちんれつしつ

748

成長して花が咲きます︒

る︒

﹇整頓﹈

︵サ変︶

2

せいとんする

はいなう

青年δあいうせいねん

何分かのうちに︑もう艦内はすっかりせい
﹇青年︺︵名︶1

青年工芸

愛路村に住んでみる青年は︑筆路青年隊を
﹇青年学校﹈︵名︶2

成否

εちょうしゅうせいばつ・ほうじょうだか
﹇成否﹈︵名︶1

九983園

潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜

お約束通り︑飛行機の整備をしてゐられ

整備5ひこうきのせいび

けるかどうかが成否の分れめだ︒

九佃4園

せいび ﹇整備﹈︵名︶9

るをぢさんに來ていただきました︒

りたいと思ってみたのです︒

九佃8囹初めに︑整備といふことについて︑をぢ

さんにお話をお願ひいたします︒

今︑お話をうかがって︑飛行機の整備の

時間通りに飛行機の整備ができて︑

事がありますが︑

九柵1園飛行機の整備といっても︑いろいろな仕

九伽4園

九稲3囹

飛行機の整備なくしては︑空中戦も敵地

大切なことはよくわかりましたが︑

爆撃もありませんよ︒

九伽9園

﹇整備員﹈︵名︶2 整備員
ねんれう

整備員が思ひきり帽子を振って見送って

整備員は︑燃料積み込みに大わらはである︒

﹇整備兵﹈︵名︶2

整備兵﹇▽きじょう

十二㎜9

陳列室

ちんれつ

﹇製品陳列室﹈︵名︶1

製品

整備兵といふのは︑みんな地上で働く人

せいひんちんれつしつ

ばかりですか︒

九価2囹

ものです︒

九麗1園飛行機にとって︑整備兵は母親のやうな

せいびへい

せいびへい

くれる基地の朝は︑

十612

せいびいん

かたく信じてゐます︒

九梱1園整備は戦圖なりといふことを︑私たちは

に考へなければなりません︒

林の傾斜面は︑拝観者や︑青年点播・國民 九伽10園 そこで航空部隊の働きと整備とは︑ 一つ
せいのび

煙突やアンテナが︑

せいのびをしてゐ

きりんが︑せいのびをしたやうなかっかう

﹇背伸﹈︵名︶3

七㎜7囲

をしてゐました︒

六窟9

せいのび

學校の生徒などで︑うづめつくされてみる︒

九1410

けたにいさんは︑

青年學校の服を着て︑赤いたすきをか

せいねんがっこう

組織し︑

そしき

十㎜11

たい・いちせいねん・じょしせいねんだん

せいねん

とんする︒

九549

まへの手紙が出て來た︒

九213国持物をせいとんしてみると︑背嚢からお 九欄1圓飛行機の整備といふことについてよく知

︽ーシ・ースル︾

せいとん・する

してありますから︑

七827国室のすみからすみまで︑よくせいとんが

八167 古い株を切って出た芽は︑それよりも早く せいとん ﹇整頓﹈︵名︶1 せいとん

十403 月は︑いつも晴天なのです︒

せいてん ﹇晴天﹈︵名︶1 晴天

せいと

せいと ﹇生徒﹈︵名︶5 生徒﹇▽こくみんがっこう

合しました︒

七403 午前十時に︑四年以上の生徒が︑そこに集

て玉ぐしをあげて拝みました︒

七433 次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表し
七448 新しいその講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑
いっしよに集って並んだ時のことを思って︑
學校の生徒などで︑うづめつくされてみる︒

九151 林の傾斜面は︑拝観者や︑青年都心・町民

﹇制動﹈︵名︶1

制動

十一1510 王が幼年學校の生徒でいらっしゃった時︑ 四723
せいどう

せいど 5かぞくせいど

政道

八833 はげしい制動を掛けられると︑もうもうと
﹇政道﹈︵名︶1

雪煙が立つ︒

せいどう

生徒さん

けれども︑さやう致しては政道が立ちませず︑

十二624園 何とか助ける道はないかと思ひました
せいとさん ﹇生徒﹈︵名︶3 せいとさん

し︑小さな芽をつけ始めます︒

三173圃 さくさくと小じゃりをふんで︑女學校 八㎜2 みどりがかったこずゑを延してせいのびを
のせいとさんが來ました︒

︽ーシ︾

四197 サ村の入口で︑ルックサックをせおった せいのび・する ﹇背伸﹈ ︵サ変︶ 1 せいのびする
中學校の生徒さんが︑二人乗りこみました︒

せいひ

ときせいばつ

せいばつ

だ︒

四206 たうげに來た時︑生徒さんが︑﹁海が見 五793 せいのびして︑手をのばしてみたが︑だめ
える︒﹂と大きなこゑでいひました︒
せいとさんたち ﹇生徒達﹈︵名︶1 生徒さんたち

六側4 次から次へ︑大勢の生徒さんたちが︑足並
みをそろへて行進して來ます︒

749
せいふう一せかい

ちんれつ

十伽2園 これから︑製品陳列室で︑できあがった
﹇清風﹈︵名︶1

清風

品物を見ていただきたいと思ひます︒
せいふう
制服

清風一陣︑坑内から坑外へ出る︒

﹇制服﹈︵名︶2

十ニー43
せいふく
て︑樫の棒をかつぎながら堂々と行進する︒

かし

十㎜2 みんな元氣のよい顔に︑國防色の制服を着

十一73
生物

﹇姓名﹈︵名︶1

姓名

はまた實に偉大な存在である︒
せいめい

十佃2殊に︑人の姓名や︑地名などには︑おのお
﹇正門﹈︵名︶1

正門

の特別な讃み方があります︒
せいもん

正門の前には︑お四つでいらっしゃる若

宮道久王殿下が︑

みちひさ

十一151

十一732

よく牧場の群羊にたとへます︒
﹇西洋人﹈︵名︶1

﹇成立﹈

︵サ変︶

西洋人

1

成立する

江戸城は︑︿略﹀わっか二回の會見で︑

せいりつ・する

十二衡2

シ︾

しかも談笑のうちに開城の約が成立した︒
せいりう
﹇清流﹈︵名︶1 清流
せいりう

せいりゅう

清流にはいって︑部落の人たちがそろつ

七804国

夜の貼呼があるので︑めいめいの部屋で

その時は︑大急ぎで武装して︑まつ暗な

整列して︑週番士官殿の來られるのを待ちます︒

兵舎の前に整列します︒

七833團

九554 はだしのままの水兵員が︑後甲板にはせ集
しゅくしゃ

つてずらりと整列する︒

九川3 宿舎の前に︑一同が整列する︒

せいわ

十一625図園

こういん

しもつけのかみ

︽ーッ︾

清和天皇九代の後胤︑下野守転義

﹇背負﹈︵五︶8 せおふ 背負ふ

朝︑大將としてまかり向かふ︒
せお・う

兄様がたの重いふくろをせおってい

中學校の生徒さんが︑二人乗りこみました︒

四196 サ村の入口で︑ルックサックをせおった

四861

今は重いふくろをせおっていらっ

らっしゃつたので︑

しゃつても︑

四877園

六281 みかんをせおって山をおりて來る人︑

六548園ああ︑あのいつも︑たきぎをせおって歩

整列与ぜんいんせいれ

︵サ変︶

5

整列する

︽一

はいなう

世界の人があ

世界εぜんせかい・つき

みんな銃をかついで︑重さうな背嚢を

﹇世界﹈︵名︶24

日本一のこの山を︑

四364園地は︑もと︑月の世界のものでござ

ふぎ見る︒

四55圃

のせかい

せかい

背負って歩いてゐました︒

十一佃10團

キーをつけ︑︿略﹀︑そこへ集った︒

八779 ぼくたちは︑ルックサックを背負って︑ス

來る︒

く子どものことでせう︒

﹇勢力﹈︵名︶1

六569 そこへ︑たきぎをせおった子どもが︑出て

勢力5ぜんせいりょ
マライ人はいちばん進んでみて︑勢力も

て水浴する眺めは牡観である︒

十一晒12

せいりょく
く

十一那3
ある︒

︽i

十二76 集合した鑛員は︑東方へ向いて整列する︒
陸軍幼年馬丁の制服をお召しになった北 せいよう ﹇西洋﹈︵名︶1 西洋
せいわ
俗にむら雲といってゐますが︑西洋では せいわてんのう ﹇清和天皇﹈︹人名︺1 清和天皇

﹇生物﹈︵名︶2

白川宮永久王は︑

せいぶつ

十一節6

せいようじん

精兵

西洋人の残して行った家は床が高く︑

て︑太陽ほどありがたいものがあるだらうか︒

十二伽8 人類にとって︑否︑すべての生物にとつ
十二伽2 地上のあらゆる生物は︑この熱︑この光
﹇精兵﹈︵名︶1

のおかげで生きてみるのである︒
せいへい

九慨4 一萬五千の精兵が堂々と進軍して來た︒

西北岸

せいほうかいめん ﹇西方海面﹈︵名︶1 西方海面
せうかい
は︑

﹇西北岸﹈︵名︶1

十二㎜2 ハワイの西方海面を哨戒中のわが潜水艦

せいほくがん

十一珊5 クチンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面
生命

して細長くのびた蕾サラワク王國の首都である︒
﹇生命﹈︵名︶5

病人が良藥を得︑壷草が清冷な水を得た

﹇整列﹈

﹁藁菰直︑整列︒﹂のラッパが一きは高く

﹇整列﹈︵名︶1

シ・ースル︾

せいれつ・する

響き渡ると︑

九552囹

つ

せいれつ

のにもまして︑大きな喜びであった︒

十二487

九珊10 蒙古人たちにとっては︑天と地が生命の父 せいれい ﹇清冷﹈︵形状︶1 清冷

せいめい
であり︑母である︒

一萬

十鴇7 宗治は︑城下にたてこもってみる五千の生
命をも考へた︒

十一㎜4 この悪い湾は︑ラバウルの生命で︑

トン級の船が百五十隻ぐらゐはらくにはいれる︒

十二㎜4 太陽こそは︑あらゆる生命の源泉なので
ある︒

十二伽5 あらゆる生命の源泉であるだけに︑それ

せかいいち一せがむ

750

います︒

四366園 この十五夜には︑月の世界から迎へ
にまみりますので︑
拝んでをりませう︒

四414囹 私も︑あの月の世界から︑お二人を
七393 夕方から夜になると︑さも自分たちの世界
だといふやうに︑さわぎたてます︒
る世界をさもめづらしさうに眺めました︒

九814 おくびやうさうな目つきをして︑始めて見
十406 空事も水もないとすると︑︿略﹀︑月の世界
では︑書はこげつくやうな暑さ︑夜はその反封に︑
ひどい寒さであらうと思はれます︒

十4010 かりに︑私たちが月の世界へ行ったとする
と︑そのけしきはどんなものでせう︒

十421 かういふふうに︑月の世界は︑いはばまつ
たく恐しい死の世界ですが︑

十422 いはばまったく恐しい死の世界ですが︑

十427 月の世界に都があって︑そこで天人が舞つ
てるるなどは︑實に美しい想像ですね︒
つても︑やはり月がなかったらさびしい︒

木々の間に無敷のほたるが群がって青白

ンコの實もある︒

十一㎜6
い光を見せ始めると︑世界は太古のやうな静けさ
そのきねは︑月の世界の兎がつく餅つき

の中へはいって行く︒

十一泌9

月は死の世界であるといふことを︑私た

かれらは︑自分たちだけの世界を築きあ

のきねとそっくりである︒

十一別5
げる︒

十二㎜3

わが國は︑神代このかた萬世一系の天皇

ちはすでに知った︒

十二幽5

をいただき︑世界にたぐひなき國腔を成して︑
つばめ
航空機は︑燕のごとく渡り︑世界の電

十二帽6圃

そこに世界の原動力が力強くひそみ︑

波は︑この海洋を越えて縦横に脈うつ︒
十一一欄2圃

世界一

押しも押されもしない﹁世界一の織機﹂と

﹇世界＝︵名︶1

最高文化の源泉が高鳴ってみるのだ︒

せかいいち

十822

いふ光榮が︑かれの上にかがやいた︒

十︸

世界一の織機
世界王冠

世界一の織機：⁝・⁝七十三

十一

﹇世界各国﹈︵名︶1

世界最大

セカイ中デ︑一バンエライカタノト

メサンニシタイ︒

コロへ︑アゲタイト思ヒマス︒

二676囹

一一684一塁カイ中口ハ︑私ヨリモットエライ

﹁セカイ中デ︑﹈バンエライアナタニ︑

人ガヰマスカラ︒

二702園

﹁セカイ中学ハ︑私室リモットエライ

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒﹂

二706園

﹁セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑

人ガヰマスカラ︒﹂

二724園

﹁セカイ中ニハ︑私ヨリモットエライ

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒﹂

﹁セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑

人ガヰマスカラ︒﹂

二731園
二747園

﹁セカイ中ニハ︑私心リモットエライ

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒﹂

人ガヰマスカラ︒﹂

二753園

﹁ナルホド︑セカイ中デーバンエライ

ノハ︑ネズミダ︒﹂

二767囹

世界中のゴムの大部分は︑南洋から出る

をのりまはしてみたい︒

三341囹ぼくは︑あれにのって︑せかい中の海

のです︒

六412園

史上

十二盟2

﹇世界第＝︵名︶1

世界第↓

﹁太平洋﹂1一それは︑世界第一の海

﹁おとうさん︑どこかへ行きませう︒﹂二人

︵五︶1 せがむ ︽ーン︾

十鵬2

せがむ

洋の名である︒

十二術2圃

せかいだいいち

部隊と航空部隊との決戦である︒

世界戦史上︑いまだかってなかった航空

わが國語の一大特色であり︑世界丁丁の せかいせんしじょう ﹇世界戦史上﹈︵名︶1 世界職
﹇世界最大﹈︵名︶1
たいふう

セカイ中

いふ水に號令して︑世界最大の波紋を描く︒
﹇世界中﹈︵名︶13

セカイ中江ヒビキマス︒

セカイ中デーバンエライカタノオヨ

せかい

十二糊6要撃風は︑︿略＞1一海といふ海︑水と

せかいさいだい

言語にその例を見ないところである︒

十一318

せかいかっこく

十732

十31

十429 今日私たちは︑それが死の世界であると知 せかいいちのしょっき ︹書名︺2 世界一の織機
十824 日本は︑あっぼれ綿布工業國として︑世界
に乗り出すやうになった︒

説であるばかりでなく︑今日では︑世界にすぐれ

でふ
十一371 源氏物語五十四帖は︑わが國の偉大な小
た文學としてほめたたへられてるます︒

十一麗9 ちやうど東の空にのぼる月が︑しだいに
やみの世界を照らすやう︑

中世界中

せかいじゅう

ニー76圏

十一湘7團 それでこそ︑世界の人人をびっくりさ
せるやうな大東亜職孚を︑戦ひぬくことができる

二664園

に違ひありませ ん ︒

十一㎜6 世界でいちばん大きな果物といはれるノ

751
せがれ一せせらぎ

﹇停﹈︵名︶1

せがれ

の子どもは︑かういってせがんだ︒
せがれ
﹇咳﹈︵名︶1

せき

十741園 おまへは大工のせがれだ︒
せき

六梱3 あたりはしんとして︑せき一つするものも
■いっせき・さんじゅうはつせき・さん

ありません︒

﹇隻﹈

せき︒しせき・すうせき・にせき・にひゃくせき・

せき

席

ひゃくごじっせき・ひやくすうじっせき・ろくせき
﹇席﹈︵名︶7

四232 私がわきへよって席をあけると︑おば

せき

あさんは腰をかげながら︑
一つもありませんでした︒

五704 人がいっぱい乗ってみて︑あいてみる席は︑

せきざい

石材

石炭

わが南洋のトラック島を出解し︑眞南へ

赤道をさしはさんで︑︿略﹀︑南の最良港

赤道といふ文字は︑︿略﹀落日の美観を

あの雲の眞下あたりが赤道であらうか

せきひつ

石筆

石筆はちびてわっかに八号を残すのみ︒

﹇石筆﹈︵名︶1

﹇石油﹈︵名︶2 せきゆ

六405 スマトラを始め︑南洋からたくさんのせき

ゆが出ること︑

を走らせたりするのに︑なくてはならないもので

六405 せきゆは飛行機を飛ばしたり︑自動車や船

積齪雲

あることを︑お話しになりました︒

せきらんうん ﹇積乱雲﹈︵名︶3

大空の積齪雲をいうどりぬ︒

十177図魍 ﹁天皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑若き血潮に︑

ことであらう︒

十二㎜1 行く手はきっと南海特有の積鼠雲が多い

十二湘3 書食も終らないうちに︑ものすごい積乱

﹇鶴鵠﹈︵名︶1 せきれい

雲が前方に立ちふさがって來た︒

﹇急﹈︵五︶1

せく ︽ーク︾

五502 川原の石の上を︑せきれいがとんでゐまし

せきれい

た︒

せ・︿

世聞

﹁うまく蓬けたかな︒﹂と氣がせく︒

﹇世間﹈︵名︶5

九751
せけん

世間では︑光るやうに美しいかぐやひめ

のことを聞いて︑

四345

相手にさへしなくなる︒

十779 世間からは︑ますます笑はれて︑だれ一人

このうはさが世間にもれて︑だれいふと

世間はすっかり失望してしまった︒

十一一595 世間の人々は︑だれもさう考へた︒

十二614

音もまさりて︑

行く水は少しにごれど︑

﹇細流﹈︵名︶3 せせらぎ

なく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎じる者が多かった︒

せせらぎ
の

十一685図魍

せせらぎ

﹇赤道下﹈︵名︶1

せきばん

十二631
せきばん

﹇石盤﹈︵名︶1

赤道下

せきゆ

割られた石材は︑石積み車に載せられて︑ 十81図

﹇石材﹈︵名︶1

十ニー69
赤子

日本人は陛下の赤子であること︑︿略﹀な

﹇赤子﹈︵名︶1

山の道をすべるやうに運ばれて行く︒
せきし

九291

赤十字旗

直ちに野戦病院として使用し︑屋根に大き

﹇赤十字旗﹈︵名︶1

どを︑いつも聞かされてゐました︒

十838

せきじゅうじき

﹇石炭﹈︵名︶1

﹁さあ︑行かう︒﹂とせきたてました︒

﹇急立﹈︵下一︶1せきたてる︽ーテ︾

な赤十字旗をひるがへしてみたからである︒
九313

せきた・てる
せきたん

どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

ばいえんが空をよごしてゐました︒

八柵3

十一㎜7

十一川図赤道

くだって行くと︑一日半ぐらゐで赤道に達する︒

十一㎜8

五727 二つ三つ停留場を過ぎて︑表町まで來ます せきどう ﹇赤道﹈︵名︶7 赤道
と︑人がたくさんおりて︑席があきました︒

五733 席はみんなふさがった上に︑立ってみる人
も︑たくさんありました︒

五745 ちゃうど私たちの前へ干た時︑私たちは︑

赤道を越えて南半球へはいると︑

はこのラバウルである︒

十一㎜9

すぐ立って︑席をゆづりました︒

九㎜2 席に蹄ると急に眠くなって來た︒

船は︑南支那海を眞直に南下して︑いよ

十一一窟4

十二川7

いよ赤道に近づいた︒

十二矧3

積雲

は︑すべてを忘れて立ってるた︒

十一811 しんせつな山のお招きの席に︑しばらく
﹇積雲﹈︵名︶3

十一761 底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが

せきうん

せきばん

昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤
をはめ︑石筆はちびてわっかに寸鯨を残すのみ︒

十81図

石盤

赤道下のボルネオにも︑こんなに氣持の

いひ表すに︑最もふさはしい文字かも知れない︒
せきどうか

つた形に現れる白い雲は︑積雲といひますが︑
十一768 積雲は二千メートル以下の高さですが︑

十一㎜3
石英

よい町があったのか

十一775 積雲や︑入道雲や︑かなとこ雲は︑いか
﹇石英﹈︵名︶1

にも壮大で︑強烈で︑男性的です︒
せきえい

ちやこちやに入り混ってみる石の面を見て︑

十ニー91 小さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こ

せたけ一せっしょうでんか
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十一792 どこからともなく︑つつましやかな小川
のせせらぎの音が︑かすかに聞えて來る︒

十﹁813奥へ奥へと進んで行くにしたがって︑小

こん じ や う

﹇背丈﹈︵名︶1

せたけ

川のせせらぎはだんだん高く聞えて創る︒
せたけ

十一川7 空は紺青に澄み渡り︑せたけの十倍二
十倍もある樹木のかげを行くと︑

フ・セタマへ︾

せたまう︵助動︶7せたまふ︽セタマヒ・セタマ
九86図圏 皇子は勅命を果して︑めでたくかへり
ごと申させたま へ ︒

九92図尊︑これををさめて︑后のみはかを作ら
せたまふ︒

十93図 森の下道・下草まで何くれと御仰せあり

十67図 ︿略﹀と︑神かけて祈らせたまへるを︑
て︑自然のままに作らせたまひ︑

返させたまへ︒

のに︒

1

接近する

︽

︽

十一596図圖大小の合職数を知らず︑中にもせつ
かくの合戦二十鯨軽度に及ぶ︒
ぜっけう
﹇絶叫﹈︵サ変︶1 絶叫する
ぜっけう

︵サ変︶

感極まり︑萬歳を絶叫する︒

ぜっきょう・する
スル︾

十二泌1
﹇接近﹈

堂々と接近して行くと︑汽船からは︑す

せっきん・する

十二伽7

シ︾

足もとには︑かなり大きな雪渓が見おろ

るするとギリシャの歯面があがった︒
せっけい
﹇雪渓﹈︵名︶2 雪渓 雪渓
せっけい

十一929

せっけい

された︒

ところどころに白雲がただよって︑中腹

をおほひ︑峯をかくし︑島々の雪漢と相映じて︑

十︻941

山々を奥深く見せる︒

きちんと作るためには︑設計圖がいる︒

穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと︑

せっしゅう ﹇雪舟﹈︹人名︺14 雪舟

﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑和尚さんは︑雪

六柵4 雪舟が︑子どもの時の話です︒
二相2

ぶるぶる︑ふるへてみた雪舟は︑大きな柱

舟を引っぱって︑本堂へ行きました︒

六相4

柱にくくりつけられて︑じっとしてみる間

にくくりつけられました︒

に︑雪舟は︑いろいろと考へつづけました︒

六相7

六皿6 雪舟は︑何だか悲しくなって︑とうとう︑

足もとを見てみた雪舟は︑何由なく︑足の

しくしく泣きだしました︒

親指で︑板の間に落ちた涙をいちってみました︒

六稲1

急に明かるくなって來ました︒

六備4 すると︑今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑

六備5雪舟は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑板

自分の部屋へ蹄ってみた和尚さんは︑しば

の間に給をかき始めたのでした︒

大きなねずみが一匹︑雪舟の足もとにるて︑

らくすると︑雪舟がかはいさうになりました︒

軍備8
六M3

設計圖を引いては︑組み立てた︒

曲げては設計圖に當てて見て︑形を整へる︒

六価7

六価6

雪舟は︑一心に給を習ひました︒

雪舟は︑にっこりしました︒

雪舟が︑板の間に︑涙でかいたねずみでし

今にもとびつきさうなやうすです︒

八505

た︒

六餌8

十774

二十

雪舟

雪舟⁝⁝⁝百十

﹇摂政殿下﹈︵名︶2

せっしやう

鼻許殿下

元帥は︑赤坂離宮に︑宮西殿下をお見ま

藩政殿下の御無事でいらっしゃるのを舞し

た元帥は︑胸をなでおろしながら︑

七9910

ひ申しあげたのである︒

七999

撮政殿下

せつしようでんか

ました︒

六備9 雪舟は︑とうとう︑日本一の給かきになり

せきこう

斥候になって森や林の中をかけまはった

六39

二十

せっしやう

今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて︑

り︑

七793国

せつこう

面目を一新した設計圖ができあがった︒
せきこう
﹇斥候﹈︵名︶1 斥候

十785

いつのまにか︑りっぱな設計圖ができる︒

八493

とになった︒

︑4
81
0それで︑私たちは︑第一に設計圖をかくこ
ノ

八489

十価10図幽敵に後を見せたまふな︒返させたまへ︑ せっけいず ﹇設計図﹈︵名︶6 設計圖

あふぎ

十価10図圖返させたまへ︑返させたまへ︒﹂と︑
扇をあげてさし招く︒

十鵬8図圓名のらせたまへ︒
せつ ﹇節﹈ Oいっせつ︒てんちょうせつ・めいじせ
つ

せっかく ﹇折角﹈︵副︶6 せっかく せっかく

すると︑波がだんだんよせて立て︑

せっかく作った砂の山が︑くつれだしました︒

三783

五722園 せっかく︑あけてくださったのだ︒

九823 ぼくは︑せっかくなれて來た北斗を︑手も
ごじゆくすみ

とからはなすのがいやでしたが︑
しまして︑申しわけもございません︒

六梱3

十一122囹 せっかくの御熟睡をおさまたげいた せっしゅう ︹課名︺2 雪舟
十一403園 せっかくなれて︑かはいくなってみた
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せっする一せなか

せっ・する﹇接﹈︵サ変︶2接する︽ースル・ース
レ︾

十二344園 ﹁先生は︑仰げば仰ぐほど高く︑接す
れば接するほど奥深いお方だ︒

十一一344園接すれば接するほど奥深いお方だ︒
せっせと ︵副︶6 セッセト せっせと せっせと

一542圃 アリガナランデ︑ セッセトトホル︒

一556圏デアフト︑チョット オジギシテ︑ ソ

一546圃 マジメナカホシテ︑ セッセトトホル︒
レカラダマッテ︑ セッセトトホル︒

六291 みんなにこにこしながら︑せっせと働きま
す︒

六814 さっきから︑せっせと︑くつ下をあんでゐ
たねえさんがいひました︒

十二㎜10 川の少し上手に︑よそのをばさんも︑せ
つせとせりを摘んでみる︒
せっせん
せっせん ﹇雪山﹈︹地名︺1 雪山
せっせん

十二483 ところは雪山の山の中である︒

せったいじょ ﹇接待所﹈︵名︶1 接待所与ゆちゃ

絶頂

やりがたけ

ちやうど接待所の前で︑隊長が︑﹁︿略﹀︒﹂

せったいじょ
八577

﹇絶頂﹈︵名︶4

と號令を掛けました︒
ぜっちょう

その他の山々も見えるさうだが︑

十一904 晴れてみれば︑︿略﹀燕の絶頂も︑蒔田

︵サ変︶

︵五︶

1

1

切迫する

︽一

せっぱつまる

天下の雲行きは︑ほとんど息苦しいまで

﹇切迫﹈

て︑切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑
せっぱく・する
シ︾

に切迫してみる︒

十二655
﹇切羽詰﹈

しかもその突撃まで︑時間は︑あと三十分

せっぱつま・る
︽ーッ︾

﹇切腹﹈︵名︶5

切腹←こせつぷくなさ

といふせつばつまった場合でありました︒

六柵5

る

せっぷく

舞が終ると︑︿略﹀と玉澤の歌を残して︑

十㎜3園私は︑お先に切腹をいたしました︒
十旧7

切腹といふのは︑どこまでも武士の二十

﹁切腹を申しつけよ︒﹂と命じた︒

みごとに切腹をした︒
十二609園

︵サ変︶

2

切腹する

︽一

正月が過ぎて︑二月にいよいよ切腹とい

を重んじた扱ひであった︒

十二612
十二615

ふことがきまった︒
﹇切腹﹈

弓折れ矢書きて︑勝久はいさぎよく切腹す

シ・ースル︾

せっぷく・する

九価3

ることになった︒

大石内藏之助ら一味の者は︑いさぎよく
切腹して︑名を後世に輝かした︒

十二649

めい

せつめい

絶壁

今日は節分で︑豆まきの日です︒
﹇絶壁﹈︵名︶1

説明呂にいさんのせつ

海水が︑絶壁のやうに目の前にせまったと
﹇説明﹈︵名︶4

思ふと︑

十255

ぜっぺき

四947

十﹇948 そこから右へ縦走して︑燕の絶頂をめざ せつぶん ﹇節分﹈︵名︶1 節分
した︒

十一958 とうとう︑燕の絶頂が來た︒

切に

十一963 あの絶頂へ登る傾斜は︑少くとも四十五
﹇切﹈︵副︶1

度以上はあらう︒

せつに

十一一柵4 かれは︑静寛院宮に事の次第を申しあげ

八備8

六梱8

にいさんの説明によると︑﹁たこ﹂といふ

﹁︿略﹀︒﹂といふ説明の聲がしました︒

それからも︑三人代る代るのぞきながら︑

ものは妙なもので︑

十3710

いつれも﹁仁﹂の一部の説明で︑その行

にいさんからおもしろい説明を聞いた︒

十二318

﹇説明﹈ ︵サ変︶ 2 説明する ︽一

ひやすい方面を述べたのである︒
せつめい・する

﹁︿略V︒﹂と︑勇さんのおとうさんが説明さ

サ・ースル︾

れたので︑

六382

しうかいだう

﹇背戸﹈︵名︶1 背戸

明する︒

九㎜3 やがて金州にさしかかると︑車掌さんが説
せど

赤の花をつける︒

九観5 背戸のみぞ端に︑秋工業がかはいらしい薄

せ と
せとないかい ﹇瀬戸内海﹈︹地名︺1 瀬戸内海
せ と
あれを越すと︑きれいな瀬戸内海へ出ます︒

﹇瀬戸物﹈︵名︶1 せと物

せと物のやうに固くなり︑ひびがはいった︒

七563

せともの

ぼくが︑君らのせなかの上を︑かぞへ

かめをだき起して︑せなかをさすって

﹇背中﹈︵名︶12 せなか

十㎜3
せなか

三㎜9

やります︒

からだは︑︿略﹀︑八つの谷につづくほど

ながらとんで行くから︑

四822園
五287園

そのうちに︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑

で︑せなかには︑こけも木も生えてをります︒
七8710

すぐにせなかが出る︒

中からみつみつしいからだが現れます︒

七881

と空色に光るのが︑

八胴3 光線のぐあひで︑せなかのあたりが︑年々

せなかあわせ一せまる
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すぐ安心して静まってしまひます︒

九857 手のひらで輕く首やせなかをなでてやると︑

九238團

おまへにもぜひ一つと思ふのだが︑これ

ばつかりは送りやうがないのが残念だ︒

十四7園

是非是非官軍さし向けられ︑御取り

恐れ入りますが︑ぜひおいでを︒

十一842 額も︑せなかも︑汗ばんで來た︒

十二備4着信
十二備4國團

是非是非官軍さし向けられ︑

つぶしに相成り候はば︑

十一909 薄日がぽかぽかとせなかを温める︒

十二6610 すかさず第三の男が︑大刀を振るって聞
多のせなかを眞 二 つ ︒

︽ーッ︾

ことばつかひをていねいにするためには︑

風の都合もありますし︑どうか今日はぜ

十二672 うつ向けになった際︑刀がせなかへまは ぜひとも ﹇是非﹈︵副︶2 ぜひとも
七二9囹
ひとも︒

つてみたのであ る ︒

十二柵1 弟が︑せなかのあたりまで泥をはねあげ
十一256

是非

是非

ならない︒

せまい

せまい通には︑赤いらふそくや︑︿略﹀は
このせまい通には︑買物をする人たちがた
いなごは︑せまいかこひの中から︑外へは
からだがやっとはいるやうなせまいとこ
ぼくたちの一行が大勢やつて來たので︑宿

その精巧な機械を見て感心するとともに︑

舎がせまくなった︒

十768

愛馬にまたがり︑はや足をさせたり︑かけ

何ともいへない肩身のせまい思ひがした︒

足をさせたりして見せたが︑中庭がせまいので︑

十977

せまい道の爾側には︑大きなささが︑ぼ

思ふやうには行かなかった︒

十一838

そこは︑十人とは乗れないほどせまかつ

くらの頭をおほふくらゐ高く茂ってみた︒

た︒

せまい水道を通って︑更に袋のやうにひ

十一9510
十一川10

地平線はけむり︑視界は急にせまくなつ

ろがった湾内へはいると︑

かうして︑北洋にただよふ小船のせま苦

﹇狭苦﹈︵形︶1せま苦しい︽ーイ︾

て︑︿略﹀︑何もかも見えなくなってしまった︒

十一一㎜1

十一㎜5

せまくるし・い

﹁あじあ﹂は︑

︽ーキ︾

一霞に國都新京へせまって

左折して更に大鳥居を過ぎ︑神氣身にせ

汝は︑別動隊編隊機長として︑近郊ミ

ンガラドン飛行場にせまり︑

十163図魍

まるをおぼえつつ︑静かに歩みを移せば︑
へんたい

十52図

行く︒

九川8

は︑いよいよせまって來ました︒

六佃5 敵の弾は︑ますますはげしく︑突撃の時間

ルといふところまでせまって︑

五価9 みかたの第一線は︑敵前わっか五十メート

せまる︽ーッ・ーリ・ール︾

南は稻村が崎にて砂上翻せまきに︑波

﹇狭﹈︵形︶1 せまし

しい船室に︑しばしの夢が結ばれる︒
せま・し

さかも ぎ

十一2210図

﹇迫﹈︵四五︶12

打際まで逆茂木を仕掛け︑
︽ーイ・ーカッ・ーク︾ せま・る

せ骨に深くくひ込む重傷であった︒
﹇狭﹈︵形︶12

十二673

九描10

ろで修理をしてみると︑

九柵6園

ひ出さうとします︒

六121

くさんみるので︑

四価7

すの實などを︑戸口に並べてみる店があります︒

四脳3

と山が近よって︑せまい谷になる︒

三479園この川をずっとのぼって行くと︑山 δもえせまる

せま・い

瀬ぶみ仕る

胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり

﹇背鰭﹈︵名︶1

﹇瀬踏仕﹈︵四︶1

十㎜8図圖重忠︑まつ瀬ぶみ仕らん︒

︽ーラ︾

せぶみつかまつ・る

びれを上下に張って進むかっかうは︑

八卦8

せびれ

背びれ

ぜひとも敬語の使ひ方をよく心得ておかなければ

て︑垣に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒
せなかあわせ ﹇背中合﹈︵名︶1 せなか合はせ
十一脚12 鋪装道路は︑町とせなか合はせに焼いて

せばまる

みる美しい傾斜面と︑︿略﹀公園地帯の間を走つ
てるる︒
﹇ 狭 ﹈︵五︶1

六㎜3 網が︑ぜばまって來た時︑網船は︑ぼくら

せばま・る

﹇是非﹈︵名︶1

の乗ってみる船を呼びました︒
ぜひ

ぜひ

十二714園母上︑かうなっては是非もございませ せぼね ﹇背骨﹈︵名︶1 せ骨
ぬ︒

﹇是非﹈︵副 ︶ 1 0

四鵬4国 今度は︑この前のやうに︑はっかしがら

ぜひ

ないで︑ぜひ︑いうぎをして見せてください︒
ひ見せたいと思ってみるが︑

五698団 いっか國男にも︑にいさんの愛馬を︑ぜ
六148 二十四日の午後から︑ねえさんをさそって︑
ぜひ看てください︒

六165團 お手紙のことを姉に申しましたら︑たい

六158團 どうぞ︑ぜひおいでください︒
へん喜んで︑ぜひ参りたいといってゐます︒
航を許可していただきたうございます︒

七備3囹日本へ闘らうと思ひますから︑ぜひ︑出

755
せみ一せめる

十255 海水が︑絶壁のやうに目の前にせまったと
思ふと︑

十7710 貧しさは︑ひしひしと身にせまって來る︒
十麗2 鐵條網が︑手のとどくところにせまった︒

攻めて敵を滅すにも︑

﹇攻倦﹈︵四︶1

攻めあぐむ

︽ーミ︾

εとおぜめ・ひょうろうぜめ・みずぜめ・もう

りぜめ

せめ
せめあぐ・む

堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

十一549垂泣に入りて︑わが駆逐隊・水雷艇隊は︑ 八321図後は山けはしく︑前は海近くして︑守り
砲火をくぐって敵艦にせまり︑

シ︾

六376園

マシタ︒

一823

せめこ・む

もうこの上は︑何でもかでも攻め落してし
﹇攻来﹈︵四︶1

攻め來たる

︽ール︾

︽ーミ︾

寄せ住いよいよ重なって︑木戸口の邊
セメコム

モモタラウハ︑犬トイッショニセメコミ

﹇攻込﹈︵五︶一

まで攻め來たる︒

十一218図

せめきた・る

まへといふので︑賊は︑大きなはしごを作り︑

七606

んたちによって︑攻め落されてしまひました︒

シンガポールも︑︿略﹀勇ましい兵隊さ

十一993 日没のおそい北洋にも夕暮がだんだんせ せめおと・す ﹇攻落U︵五︶2 攻め落す ︽ーサ・一
まって︑濃霧が一面に立ちこめる︒
しゆう

十二73 入坑の時刻がせまった︒
雌雄をこの一塞・に決する最後の決戦は︑

刻々にせまる︒

十二別6
せみ

せみ ﹇蝉﹈︵名︶8 セミ せみ 蝉 蝉δあぶら
ぜみ・あぶらぜみのいっしょう・おやぜみ

三588 せみがなく︑水遊びができる︑それより

一524 セミガ︑ウレシサウニナキダシマシタ︒

﹁ジーッ︒﹂と︑せみが鳴きだした︒

も︑今年は海へ つれて行ってもらへる︒
五786

五787 せみは︑桐の木で鳴いてみる︒

十備5

攻め戦ふ
だん

︽ーフ︾
うら

江南のしらじら明けを攻め進むすめら
﹇攻戦﹈︵四︶2

さるほどに︑源平のつはもの︑壇の浦に
これを軍の初めとして︑大手・からめ

尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの
せめて自分のめざしてみる織機を仕あげて︑

せめてこの城だけでも︑持ちこたへなけれ

いっかは︑外國を見返してやらうと固く決心した︒

十772

元春を︑おのれそのままにして置けようか︒

九悩9

せめて︵副︶5せめて

手︑城の内︑をめき叫んで攻め戦ふ︒

十﹁216図

て攻め戦ふ︒

十㎜4図

せめたたか・う

御軍うしほのごとし

九367図閣

五797 せみは︑びっくりしたやうに︑﹁ジジ︒﹂と せめすす・む ﹇攻進﹈︵四︶1 攻め進む ︽ーム︾
聲をたてて︑とんで行った︒
せみ
七757圏 木立には︑ 蝉が︑ 油を煮るやうに鳴き
たてる︒

七891 もう︑蝉の子ではありません︒

攻む

︽ーム・ーメ︾

七901 外陰には︑十何年も︑土の中にもぐつてゐ
﹇ 攻 ﹈ ︵ 下 二 ︶4
か な ざは

る蝉があるといふことです︒
せ・む

十一184図 その勢決然として︑あへて攻むべきや

九591図 直家︑金澤の城を攻めんとする折︑
うもなし︒

十一224図 これよりのちは︑寄せ手雲霞のごとし
といへども︑城を攻めんといふ弱なく︑

十一599図国 敵に障まれて強陣を破るにも︑城を

ばならないと思った︒

どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思

つて︑検使は︑酒さかなを宗治に供へた︒

十齪4園 せめてものお慰みと思ひまして︒﹂とい
十二706

﹇攻上﹈︵五︶3攻めのぼる︽ーリ・一

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒

ル︾

こんな山城一つ︑何ほどのことがあるもの

せめのぼ・る

七577
き

そよしなか

かと︑賊が城の門まで攻めのぼると︑

家は︑あわてて討手をさし向けたり︒

八293図木曾義仲︑都へ攻めのぼると聞きて︑平

逆臣西語より攻めのぼり候間︑

義家の軍さんざんに討ちて︑つひに敵軍

﹇看破﹈︵四︶1 攻め破る ︽ーリ︾

十二978図國
せめやぶ・る

攻め寄す ︽ーセ︾

されば︑この堅陣を打ち破って攻め寄

﹇攻寄﹈︵下二︶2

を攻め破りぬ︒

九598図
せめよ・す

せんこと︑たやすかるべしとは見えざりけり︒

十一232図

攻め寄せる ︽一

十一643図勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑入

﹇攻寄﹈ ︵下一︶ 3

れかへ入れかへ︑もみ合ひけり︒
せめよ・せる

賊が︑︿略﹀︑くやしがって攻め寄せると︑

セ・ーセル︾

この上は︑ひやうらう攻めにしようとして︑

正成は︑高いがけの上から大木を落させた︒

七592

七597

ま つり

賊は︑攻め寄せないことにした︒

﹇攻﹈︵下一︶3

攻める ︽ーメ・ーメル︾

九桝4園敵の毛利がだんだん攻め寄せて來る︒
せ・める

八379 この娘は︑頼朝が義仲を攻めようとするの

はしばひでよし

この城が落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑直ち

をさとって︑

に毛利方を攻めるに違ひない︒

十幣3

せめる一せる

756

お

だのぶなが

責める

︽ーメ︾

ノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と彌兵衛を責めます︒

﹇ 責 ﹈ ︵ 下一︶1

つれて︑攻めて來るといふ知らせがあった︒

十宙8 そこへ︑織田信長が三島五千の大軍を引き
せ・める
七備10

七326 その中に︑光明皇后のお建てになった︑せ

せやくいん ﹇施薬院﹈︵名︶2 せやく院
やく院といふ病院が立ってるました︒

七327 せやく院には︑大勢の病人がおしかけて︑
﹇芹﹈︵名︶4

せり

︿略﹀︑藥をい た だ い た り し て ゐ ま し た ︒

せり
つせとせりを摘んでみる︒

十二㎜10 川の少し上手に︑よそのをばさんも︑せ

十二柵6 母は時々弟の方を見ては︑またせりを摘
む︒

十二柵7 川底のせりの緑も︑高いはんの木の影も︑
ゆらゆら揺れて一つになる︒

十二欄1 湧きあがった水が︑すぐに流れ澄んで︑
せりの葉並みがいっそう美しく見える︒

せりふ

せりつみ ︹題名︺1 せり摘み
﹇台詞﹈︵名︶1

十二柵7 せり摘み
せりふ

十㎜7 猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいつ
たり︑

らせ

四903国

次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少

しのばして︑

びゆうびゆうと吹きまはって︑雪やあられ

すぐよけて兵たいさんを通らせます︒

ちょっと糸を持たせてくれたまへ︒

四書2

四939国園
四聖1
を降らせたり︑水をこはらせたりします︒

雪やあられを降らせたり︑水をこほらせた
暖い雨を︑何べんか降らせます︒

りします︒

四三2
四描2

五三4園今日一日だけ︑私に海へ行かせてくださ
さっそく︑さがさせてみませう︒

いませんか︑

五柵9囹

軍艦旗を朝風になびかせながら︑軍港を
せきゆはく略﹀︑自動車や船を走らせたり

出て行く時︑

六301団
六406

撃ち破られた膝撃網の方へ︑野江を向かせ

するのに︑なくてはならないものであることを︑

六号3

えびやめだかも︑泳がせて︒

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒

六伽6圃

魚が︑からだをくねらせて︑岩に生えた海
たくさんの兵士に守らせて︑大いにいば

藻の間を上手に泳いでゐました︒

七132

七147園

つてやらう︒

七803團

お國じまんの話に花を咲かせたりします︒

ひそかにみかたの兵を敵の後にまはらせ︑

七備3 どれほど彌兵衛たちを怒らせたかわかりま
せん︒

前後より︑どっとときの聲をあげさせたり︒

八302図

︑
ノ1
40
1うばを門のわきに立たせておいて︑姫は中

平たいからだをくねらせて泳ぎます︒

へはいりました︒

八価8

傾けて進みます︒

八備7 八本の長い足を上手にくねらせ︑頭を横に

ます︒

八佃5 ちやうど人形のかはいらしい爾手を思はせ

小型の漕水艦を思はせるやうな︑まるまる

始めます︒

八型5 外に鳥かごを持ち出して去て︑鳥を鳴かせ
九485

おちいさんが︑孫を寝つかせようとして話

と肥えたまぐろ︑

十319
はち

蜂の巣を思はせるやうなでこぼこが︑目立

す

をしてみる︒

十376

不沈をほこるだけのねばりがあると思はせ

つて見える︒

はとぶえ

いかにもさむざむとした氣持を起させる︒

十688
る︒

十踏1

十一131園

あとで︑りつぽにつくろはせてあげよ

これを飲ませておやり︒

せる︒

十盟9 鳩笛が天から響いて來て︑胡同をにぎはは
さんざんに賊のわる口をいはせた︒

十一453園

この世の別れに︑↓曲だけ吹かせてもら
七592

高いがけの上から大木を落させた︒

十一513

う︒

七593

家來の大男に宮の御寺を持たせて︑さもと

さうして︑その上へ油を注がせた︒

す︒

十一712

天女の輕い舞の袖を思はせるやうな雲で

はせました︒

時々おどけたことをいって︑みんなを笑

七612

軍服を汗ににじませて︑

くいさうに︑

る︑

七762囲

兵隊さんが通

七636

ひたい︒

せる ︵助動︶62 セル せる ︽セ・セル︾5いやが 七465囹

二879 ムリニ犬ヲナカセテ︑畠ヲホッテミマ
スト︑

二909囹カレ木二花ヲ咲カセマセウ︒
二915野花ヲ咲カセテゴラン︒
二929園モウード︑花ヲ咲カセテゴラン︒
う︒

四382園 おまへのうちを守らせることにしょ

757
セレベスーぜんいん

十一721 そろそろ天孫がくつれるなと思はせるの
が︑この雲です︒
サ

キ

十一⁝⁝10園まあ︑一曲ひかせていただきませう︒
ク

十一伽5 間違ひなく温ませるためには︑﹁久佐幾
ハ ア ヲ イ

セレベス

せる︑勇ましい調べがあります︒

セレベスの島影は︑どこか日本の山を思

セレベス

︹地名︺10

十一川図

セレベス

十一㎜7
セレベス

はせるやうな姿で︑

十一脳図
セレベス

特許遠以﹂とでも書かなければならなくなる︒

十一晒2 日本のかしは餅を思はせる︒
十一川図

﹁︿略﹀︒﹂と︑以前セレベスにみた人が笑

﹁︿略﹀︒﹂と歌ひたくなるのが︑セレベス

ここがセレベスだとは思へないほど日本

﹁ぢやあ︑今度の子馬は︑ぼくに世話を

さ子の世話をよくしてくれたりすることを︑

九797園

εオランダせん・かもつせん・けいびせ

ほう︑おまへが世話をするといふのか︒

させてください︒﹂

﹇船﹈

九804園

ん・しなせん・ながしあみしゅつぎょせん・にっぽ

せん

んせん・はつどうきせん・びょういんせん・ほまえ

﹇戦﹈εくうちゅうせん

せん・ゆそうせん
せん

﹇銭﹈←しせん

線δきっすいせん・けっしょ

せん

せん ﹇線﹈︵名︶8

うせん・しゅっぱつせん︒しょうかいせん・しょう

かいせんじょう・ちへいせん・ちへいせんじょう・

四284 ぼくたち七人は︑白い線にそって並び

ちゅうおうせん・よていせんじょう

八492

線を引きながらも︑私の心に浮かぶものは︑

さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を

遠く海の端に︑細い︑暗い︑一筋の線が見

ここからチチハルへ線が分れる︒

全員

その線は︑見る見る太くなった︒

5おぜん

﹁︿略﹀︒﹂訓示に答へるやうに︑全員のまな

﹇全員﹈︵名︶5

ざしがかういってみる︒

十618

ぜんいん

ぜん

十252

えた︒

十251

九㎜7

やうな砂濱が︑目にしみるやうに窺った︒

九梱5 その向かふに︑眞一文字に白い線を引いた

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒

九901

︿略﹀眞白なグライダーであった︒

八493

いつのまにか︑りつぽな設計圖ができる︒

穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと︑

住民のまばらな︑愚亭なセレベスの夜の

世話εおせわ・おせ

ました︒

セレベスには︑猛獣毒蛇がみないといふ︒

四季のないセレベスのみなかでは︑窓を

き

十一珊8
し

開けはなし︑かやをつって︑

十一鵬11

静けさは︑

十一卸一

まうじうどくじゃ

内地の風景によく似てみる︒

十一鵬10

のみなか道であった︒

十一購2

つて教へてくれた︒

十一踊11

十一㎜7 どこか日本の山を思はせるやうな姿で︑
地平線の上に浮かびあがって來た︒

十一踊9囹あれは︑馬に食はせるバナナだ︒
のであるが︑

十一川10 その鳥の聲とともに内地の春を思はせる
十九ー31 いっしよになって艦船を走らせるのと愛
りはない︒

かれらをりっぱに國法に從はせるのが︑

十一一514園私に悟りを開かせてくれ︒
佛の大慈悲であると思って︑

十一一644囹

十二669 いきなり聞多の浮足をつかんで︑前への
めらせた︒

多は︑やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた︒

セレベスのみなか
せわ

セレベスのみなか

三
三

﹇世話﹈︵名︶7

朝起きると︑おとうさんは︑もう庭の朝顔
﹁皇后様が︑御自分で︑病人のせわをな
皇后様は︑千人置病人のせわをなさると
まはりの草を取ったり︑肥料をやったり︑

九226国家の仕事に精を出したり︑くに子や︑ひ

そのほか︑いろいろせわをしてやるのです︒

八163

いふ大願を︑お立てになったさうだ︒

七354囹

さるといふことだが︑ほんたうだらうか︒﹂

七349園

のせわをしてゐられた︒

五826

わなさる・おせわなしくださる

せわ

十一㎜5

十一312

十二687 やっと手まねで水を飲ませてもらった聞 セレベスのいなか ︹課名︺2 セレベスのみなか
十一一706 頼みに任せてひと思ひに死なせてやるの
が︑せめてもの慈悲だ︒

十二柳1 足車を通らせ︑大砲を前進させて︑敵に
よゆう

立ちなほる鯨裕を與へないのである︒

十二佃8 御涙の乾くひまもない御身であらせられ
た︒

十二餌6 情を述べて残るところあらせられぬ宮の
御文の力であった ︒

十二帽4嗣皇帝陛下は南方へ向かはせられ︑

十二桝6園今こそ︑われわれに仇を討たせてくだ
さい︒

十二㎜4園海國に育つた私たちの血潮を湧き立た

ぜんいんせいれつ一せんこう
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十725 押さへきれない︑あらしのやうな感動が︑
全員の胸を走りまはるのであった︒

十二価2 全員が︑マライ人より黒く日にやけて︑

十二㎜10

更に英の戦艦ウォースバイト型にも︑大

損害を與へたことがわかる︒
十一一㎜11 職事カリフォルニや型と︑ウォースパイ
しゅくん
ト型を血祭にあげた︑殊動輝く海の荒鷲が︑

十二圏12鳶職艦カリフォルニや型一隻撃沈︑

歯だけが妙に白い︒

十二泌1園

戦艦ウォースバイト型一隻に大損害⁝

十二㎜6 全員はたちまち配置についた︒
全艦

全艦これを聞いてをどりあがった︒

﹇全艦﹈︵名︶2

1

戦艦ニコ

﹁磯射始め︒﹂艦長の聲は︑全艦に響き渡

︵名︶

にはかに戦艦ニコライ︻世以下四隻を

レンガフ

﹇前記﹈︵名︶1

前記
ヨ

東郷司令長官の襲せし職況報告の末尾

彌兵衛は︑︿略﹀︑武器や船具を返してくれ

具を没牧させてしまひました︒

七佃7

ノイツは︑武器や船具を返さないばかりか︑

るやうに︑たびたびかけ合ひました︒

日本船に水さへもくれません︒

七榊8

七備6園 ﹁それで︑このさい︑船具や武器のお引

没乏してるた荷物や︑武器・船具︑そのほ

き渡しを願ひたいと思ひます︒﹂

七梱1

むごせんぐう・しょうせんぐう

かすべての物を返すことを約束しました︒

せんぐう

﹇全軍﹈︵名︶1 全軍

東郷司令長官は︑直ちに全軍に出動を

ぜんぐん

命じ︑

敵の前軍はしばしばくつれた︒

﹇前軍﹈︵名︶1 前軍

十一528図

九齪10

ぜんぐん

火は前後二回おそったが︑元帥の指圖と︑

に逃げてしまった︒

七617 それが前後から官軍に討たれて︑ちりぢり

我が聯合艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前ぜんご ﹇前後﹈︵名︶7 前後
船客たち

星のおかげで︑昔から︑海員や船客たち

﹇船客達﹈︵名︶1

記ノ如キ奇績ヲ牧メ宮田ルモノハ︑

キセキ

十一5610圏

ぜんき

墨げて︑その部下とともに降服せり︒

十一558図

ライ一世以下

せんかんニコライいっせいいか

つた︒

十一一珊8

十二節5

ぜんかん

十二篇8 目と目はおたがひに物をいって︑全員白
鉢巻をきりつとしめた︒

ぜんいんせいれつ ﹇全員整列﹈︵名︶1 全員整列
十613 全員整列︒
せんいんたち ﹇船員達﹈︵名︶2 船員たち

十㎜3 輸送船からは︑船員たちが︑銃をはなせと
かんぱん

聲をかぎりに叫び埋ける︒

十一一梱1 甲板で船員たちがあわてふためいてみる
のが︑

職艦5りょ

せんえき Oめいじにじゅうしちはちねんせんえき
せんかん ﹇戦艦﹈︵名︶12 せんかん

せんか 5だいせんか

十一一川8

せんきゃくたち

七齪3

うせんかん

十一569図

船具

オランダの長官ノイツは︑︿略﹀︑武器や船

﹇船具﹈︵名︶5

にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

せんぐ

七竃3

りやうしよく

前後七年にわたる長い戦に︑尼子方は多く

五月下旬から︑そろそろ北千島の漁場が

本島をあとに︑

へだてたり︒

十二904図圖

せんこう

﹇戦功﹈︵名︶1 戦功

に立てて︑大勢の中へかけ入りけり︒

十二909図 二季︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑七百鯨騎を前後

敵︑前後をさへぎつて︑御方は陣を

活氣を帯びて配る︒その前後︿略﹀嚢動機船が︑

十一978

討死し︑それに糧食がとうとう書きてしまった︒

九二10

前後より︑どっとときの聲をあげさせたり︒

ひそかにみかたの兵を敵の後にまはらせ︑

︿略﹀人々の働きによって︑消しとめられた︒

三324 春雄さんは︑せんかんや︑︿略﹀︑せんする

陛下は外たうをも召されず︑熱心に職況を
うちでも︑母は︑ラジオの前で戦況に聞き
てい
砲煙弾雨の間︑王は︑彼我の苦況を御偵
察になって︑作職の御指導をなさったのである︒

さつ

十一141

入ってみた︒

十573

ごらんになっていらっしゃいます︒

八614

八303図

かう答へます︒

は︑どんなにか慰められたことであらう︒
かんなどのことをよく知ってゐます︒
三326 春雄さんにせんかんのことを聞くと︑ せんきょう ﹇戦況﹈︵名︶3 三冠

三328園 せんかんは︑一ばん大きくて︑一ばん
がっしりした軍かんです︒

三333囹ぼくは︑せんかんが大すきです︒

かうくうぼ

三337囹 でも︑じゅんやうかんはく略﹀︑せんか
じゅんやう

んよりもずっと早く走れて︑
艦も︑この魚雷にはちぢみあがってしまふのだ︒

六343甲山のやうな戦艦や︑巡洋艦や︑航空母 せんきょうほうこく ﹇戦況報告﹈︵名︶1 職況報告

﹁職艦一隻撃沈︒﹂

レパルスを︑どうしても撃滅しなければならぬ︒

十586 旗艦プリンスーオブーウェールズと︑職艦
十二㎜8囹
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せんこう一せんじょう

九鵬10園 もし職功がありましたら︑主人勝久に︑
出雲一國をいただきたうございます︒

せんこう ﹇線香﹈︵名︶1 線香与かとりせんこう
いんだ︒

全校

十一㎜5

かうして︑北洋にただよふ小船のせま苦

前日

船長の聲に︑防水具に身を固めた若者た

しい船室に︑しばしの夢が結ばれる︒

十一柵9
﹇前日﹈︵名︶1

ちが︑船室から出て來る︒

前日︑壁に残ってみる弾のあとを︑ともか

閣下のお子様が︑二人とも戦死なさった

映董の幕は︑

戦車εたいせんしゃほ
たったあれだけなのに︑

やがて︑また︑ごうごうとすさまじい音を
飛行機を撃ち落す高射砲︑戦車の厚い鋼鐵
封戦車砲は︑どんなに早く走る職車でも︑

トラックや職車は︑全部木かげにかくし
橋の上には︑やっかいにも︑敵のトラッ

一時に爆音が起り︑戦車・大砲・トラッ
クが︑績々と橋を乗り切って行く︒

十二鵬6

クや戦車がおいてきぼりになってみる︒

十一一鵬6

て︑敵の砲撃の目標になることを避けてみる︒

十一慨9

どんどん撃ちまくるやうな身がまへになります︒

八鵬9

の板を射抜く封戦車砲︑

八966

たてて︑たくさんの戦車が來ました︒

八573

何十垂の戦車が通る︒

六493圃

う

﹇戦死﹈︵五︶1戦死なさる︽ーッ︾

大きな机を用意し︑眞白な布を掛けた︒

くも新聞紙で張り︑望見室に當てられた部屋には︑

十8310

ぜんじつ

六995園机の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細
﹇全校﹈︵名︶2

七433 次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表し

ぜんこう
て玉ぐしをあげて辞みました︒

﹇戦史﹈︵名︶与せかいせんしじょう

﹇戦車﹈︵名︶8

さうですが︑おきのどくでなりません︒

十928囹

七448 新しいその講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑ せんしなさ・る
いっしよに集って並んだ時のことを思って︑

せんこう・する ﹇先行﹈︵サ変︶1先行する︽ーシ︾

戦國

駆逐艦三隻が先行してみるではないか︒

十643 ︿略﹀を一番艦に︑レパルスがこれに績き︑ せんしゃ
﹇戦国﹈︵名︶1

せんざいいちぐう

九㎜7 戦國の世とはいへ︑京都では花が咲き︑人

せんごく
てふ

は蝶のやうに浮かれてみた︒
せんざいいちぐう

せんざいいちぐう ﹇千載一遇﹈︵名︶1 千載一遇

﹇戦死﹈︵名︶2

十66園 千載一遇の好機である︒
せんし
戦死

せんし

十912囹 コンドラテンコ少將も︑あれで戦死をし
たのです︒

戦死者

十933囹 長男は南山で︑次男は二百三高地で︑そ
れぞれ職死をしました︒
﹇戦死者﹈︵名︶2

十963囹 ロシヤ軍の戦死者の墓は︑あちこちに散

せんししゃ

在してみるやうですが︑

早死する

︽ーシ︾

ぜんしゃ
船室

前者

同じであり︑後者は﹁久佐幾﹂と書くのと同じで

前者は﹁クサキ﹂を﹁草木﹂と書くのと

﹇前者﹈︵名︶1

片端からかけ渡して︑戦車を通らせ︑

十968囹戦死者のことまで︑深いお情をいただき 十二研1 敵が次々に爆破して行く橋梁を︑︿略﹀
﹇戦死 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

まして︑お禮のことばもありません︒
せんし・する

﹇船室﹈︵名︶2

十9510囹 今度も︑やはり愛馬が弾で戦死しました︒ 十一伽1
せんしつ

ある︒

十二棚9

せんしゃたい

﹇戦車隊﹈︵名︶2 戦車隊
しゃりやう

まことに奔流のやうな職車隊・車輌隊

の前進である︒

十二鵬4 戦車隊・野砲隊・衛生隊が︑しびれを切

﹇戦車兵﹈︵名︶一 センシャ兵

らして待ちかまへてみる︒
せんしゃへい

どたう
非常な勢で船首に砕け散る怒涛の中に

﹇船首﹈︵名︶1 船首

二611園﹁ボクハセンシャ兵ダヨ︒
せんしゅ

は︑

十二㎜2園

艦長のことばにはげまされて︑白組十三人

﹇選手﹈︵名︶4 選手

五896

せんしゅ

選手は︑力いっぱいこいでゐます︒

の選手は︑カッターに乗りうつりました︒

五926

艇長は︑大きな掛聲で︑選手をはげまして

十三人の選手の顔は︑にこにことうれしさ

五928
ゐます︒

先週の金曜日に抜いたのに︑もうのびた草

﹇先週﹈︵名︶1 先週

うでした︒

五938

五842

せんしゅう

ぼくらが今立ってるるところと向かふの

﹇千丈﹈︵名︶1 千丈

がだいぶある︒

せんじょう

十一943

﹇戦場﹈︵名︶5

戦場←こせんじょう

山脈との間は︑千丈の谷となって︑

せんじょう

をさがしあてたり︑

五価3 りかうな利根は︑戦場で︑敵のみるところ

六伽4白波を立てながら︑行ったり診たりして︑

荷作り場では︑︿略﹀︑まるで戦場のやうな

まるで戦場のやうです︒

いそがしさである︒

九507

せんじん一せんすいかん
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十726 それから三日め︑われわれの一隊は︑もう
一度あの戦場の上空を飛んだ︒

十二954図圏 われ︑たとへ戦場にて命を失ふとも︑
汝︑生き残りたらん一族どもを助け養ひ︑

う だ

こういん

せんじん ﹇先陣﹈︵名︶2 先陣δうじがわのせん
じん

十佃1図幽 ﹁宇多天皇九代の後胤︑近江の國の住
人︑佐々木の四郎高綱︑宇治川の先陣そや︒﹂
むさし
異端7図圖 ﹁武藏の國の住人︑大串の次郎重親︑

全身

宇治川のかち渡りの先陣そや︒﹂と名のりたり︒
﹇全身﹈ ︵ 名 ︶ 1 0

九川9 ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠

ぜんしん

い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒
として︑全身がひきしまった︒

九川1 水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからつ

十梱7そのくぼみに頭をかくし︑肩をかくし︑全
身を埋めた︒

十梱8 兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑
十センチ︑二十センチと進んで行く︒

十槻9 ものすごい砂つぶてが︑うつ伏した兵士た
ちの全身をなぐりつけた︒

十鵬6 一人の患者が︑船が揺れだしてから急に悪
くなって︑全身に冷汗が流れ︑

十㎜1 ふいてもふいても︑全身から汗がにじみ出
ます︒

十㎜8 それと同時に︑全身の霊力は︑なくなって
しまひました︒

十一796 清らかな水を爾手にすくひあげると︑こ
ほりつくやうなつめたさが全身にしみとほる︒

前進

十二圏2 全身が勝利の喜びで震へるのを︑どうと
﹇前進﹈︵名︶2

もすることができない︒
ぜんしん

六稲3園

をはり

﹁前進︒﹂の命令がくだりました︒
しゃりやう

の

まことに奔流のやうな象車隊・車輔隊

の前進である︒

十二皿1

み

前陣

戦陣衛生

前陣に進みたる旗は︑美濃・尾張の

﹇前陣﹈︵名︶1

十一1810警固

ぜんじん

﹇戦陣衛生﹈︵名︶1

勢と見るはひが目か︒

せんじんえいせい

戦陣衛生も行きとどいてみるから︑おま

全神経

へたちの心配するやうな病氣には︑だれ一人かか

九252團
つてみない︒

﹇全神経﹈︵名︶1

︵下一︶

1

前進させる

八㎜8圃飛行機が見えたら︑私たちの全神経が︑

ぜんしんけい

﹇前進﹈

いなづまのやうに動きます︒

よゆう

戦車を通らせ︑大砲を前進させて︑敵に

ぜんしんさ・せる
︽ーセ︾

十二柳1

立ちなほる齢裕を與へないのである︒

ぜんしん・する﹇前進﹈︵サ変︶4前進する︽一
六932

少しつつ前進する︒

シ・ースル︾

トラックの上の兵士たちは︑︿略﹀︑敵を
隊長の命令一下︑工兵隊は︑きほひかか

急追してフィリピン中置校附近まで前進した︒

十二234
十一一齪9

るやうに前進する︒

凱陣料理

器材と人員の貼検を受けて︑これもその

潜水艦

戦陣料理のとぼしいものではあったが︑み

﹇戦陣料理﹈︵名︶1

ままトラックへ乗り込み︑前進する︒

十二鵬9

十973

せんじんりょうり

潜水艦

潜水艦⁝⁝⁝二十九

︹課名︺2

七

潜水艦

せんする

七

せんする

んなの談笑で食事はにぎはった︒

六28

せんすいかん

六295

せんするかん 漕

春雄さんは︑せんかんや︑︿略﹀︑せんする

せんすいかん ﹇潜水艦﹈︵名︶27

三325

水艦

せんするかんは︑魚のやうに海の中へ

それは︑せんするかんとかうくうぼか

かんなどのことをよく知ってゐます︒
三356園
んです︒

三358囚囚

春雄︑をぢさんは︑今度︑潜水艦の艦長

もぐります︒

六296国

今日は︑平水艦のことを話してあげよう︒

を命ぜられた︒

六298団潜水艦は︑からだが小さい︒

六297国

今の潜水艦は︑うまくできてみるから︑

るのだと聞くと︑

六306團ところで︑この潜水艦が︑水の中へもぐ
六309團

もぐりたいと思へば︑いつでも︑漕水艦

そんなしんぱいは︑まったくない︒

の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒

六312團

潜水艦の乗組員の中には︑どんな音でも

聞きわけるやうな人が︑みなくてはならない︒

六319團

トルの深さに沈んでみるか︑

六331團自分の乗ってみる漕水艦が︑今︑何メー

六334團だから︑潜水艦は︑水の中にもぐってゐ

潜水艦には︑大砲もある︑機關銃もある︒

ても︑︿略﹀︑どこへでも行くことができる︒

六346團潜水艦は︑見はりをしてみる大きな敵艦

六337團

をぢさんのやうに︑潜水艦に乗って︑お

にこっそり近寄ったり︑

六353国

小型の潜水艦を思はせるやうな︑まるまる

國のために︑働きたくはないかね︒

と肥えたまぐろ︑

九485

哨戒中のわが潜水艦から︑﹁敵艦嚢見︒﹂の

せうかい

十592

第一電が來た︒

から︑﹁敵艦嚢見 ︒ ﹂ の 第 二 電 が 來 た ︒

十6010 十日三時四十分︑待ちに待つたわが潜水艦

十625 まさしく潜水艦の報告した地鮎まで來たに
は來たが︑どこにも敵艦らしいものは見えない︒

十二伽4 ﹁汽船だ︒﹂わが潜水艦は︑全速力で煙の
あとを追った︒

十二梱4 わが潜水艦から撃ち出した砲弾は︑船腹
きっすゐ
にみごと命中して︑吃水線に穴をあけた︒

十二悩5 なほもわが潜水艦は︑敵船の周團をぐる
りとまはりながら︑砲撃を績けた︒

十二桝10 わが潜水艦の甲板には︑艦長を始め乗組
員が︑不動の姿勢で立ってるる︒
行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

十二槻7 わが溜水艦の甲板からは︑︿略V︑沈んで
十一一慨2 潜水艦は︑思ひきりよく攻撃態勢を捨て

せうかい

潜水艦の漕望鏡かと︑近づいて見れば︑

て︑ぐるりと艦首を向けかへた︒
十一一㎜12
魚の群だつたりす る ︒

は︑

漕水艦

十二㎜3 ハワイの西方海面を哨戒中のわが潜水艦
せんすいかんだましい ﹇潜水艦魂﹈︵名︶1

漕水艦

二983

二965
﹁用意︒﹂と先生の聲︒

先生は︑つづけておっしゃいました︒

先生が︑こんなお話をなさいました︒

センセイ︑サヤウナラ︒

四287

すると︑先生がにこにこして︑﹁︿略﹀︒﹂

一261園

四315

教室で︑先生から︑﹁今日が︑どうして海

先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒

といって︑ほめてくださいました︒
五845

五869

六914

六905

六901

やがて先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑

先生は︑重畳の山の高さをはかられた︒

﹁集れ︒﹂先生の大きな聲がする︒

外に集るやうにと︑先生がいはれた︒

の記念日になったのでせう︒﹂と聞かれた時︑

六923

先生はいはれた︒

みんなは︑雪のたまをかかへた︒

六965

先生は︑私たち四年生の人員をお調べにな

﹁︿略﹀︒﹂と︑花子さんは︑その貝を持って︑

﹁先生に聞きに行きませう︒﹂

つてから︑次のやうにおっしゃいました︒

七71

七99

七98園

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

先生のところへ走って行きました︒
七910

先生がごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつ

私たちは︑先生といっしよに︑岩のそばへ

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃいました︒

ねになりましたが︑だれも知りません︒

七123

七129

七1210

先生にお願ひしますと︑先生は︑たもで勢

行きました︒

七134

先生は︑たもで勢よく︑さっとおすくひに

よく︑さっとおすくひになりました︒

七135

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生もはげますやうにいはれ

きたいのです︒﹂と︑徳坤はいひました︒

ましたが︑

七2610

生は︑徳坤がかはいさうでたまりませんでした︒

七271この重い傷ではどうなるであらうかと︑先

いみん

七273 父と︑母と︑受持の先生にまもられて︑遠

おとうさん︑先生はいらっしやらないの︒

くの町にある讐院へ送られて行きました︒

七277園

もう一度︑先生におあひしたいなあ︒

新しいその講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑

七277園
七448

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれたので︑みんな

いっしよに集って並んだ時のことを思って︑

は聲を出して喜んだ︒

八463

最初に︑先生から︑できあがりのグライ

ダーを見せていただいた︒

八466

先生が︑小さな穴で︑しるしをつけてくだ

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれた︒

決してうまく飛ばないさうだ︒

八4710 先生のお話では︑少しでもくるひがあると︑

八491

八488

先生が來られて︑重心のところを指にのせ

さった紙に︑かくことにした︒

八5010

すると︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

て︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

八523

先生が︑運動場の向かふのがけの上で︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれた︒

八5310

八5210

私たち女子の組も︑先生につれられて︑大

﹁集れ︒﹂といはれたので︑

八592

先生︑まだすべっては．いけませんか︒

演習の拝観に出かけました︒

八812園 ﹁先生︑もういいでせう︒﹂

﹁先生︑もうすべらしてください︒﹂

八827

八806囹

﹁先生︑ぼく︑早くなほつて︑學校へ行

先生の名を呼びました︒

八807園

七267園

七2510

なりました︒

い・のだせんせい・ベートーベンせんせい・やまだ

先生は二人とも︑まだ上へ上へとのぼって
せんせい

いせんせい・いしかわせんせい・こうちょうせんせ

せんせい ﹇先生﹈︵名︶76 センセイ 先生δいし

で︑信號しあふ機械がある︒

六326国 これらのほかに︑みかたの潜水艦どうし

どうし

せんすいかんどうし ﹇潜水艦同士﹈︵名︶1

十二桝8囹武士道こそは︑わが潜水艦魂なのだ︒

魂

761
せんすいかんだましい一せんせい

せんせいがた一せんそう

762

行かれたが︑

八834 雪煙が消えて︑先生の笑顔が浮かんだ︒
うだ︒﹂と︑だ れ か が 叫 ん だ ︒

八839園 ﹁おうい︑先生も︑ジャンプをなさるさ
八841 たちまち先生のからだは︑ちうに浮かんだ︒
八8410

﹁えいつ︒﹂掛聲といっしよに︑先生のから

八846 先生は鉢巻をして︑すべり出された︒
だは︑美しくちうをとんで行く︒

八854 四十メートルも空中をとんで︑先生は︑地
上の人となられ た ︒

八857 午後は︑先生について︑一人一人︑正しい
﹁かには︑ピヤノの先生ですね︒﹂

すべり方を教へていただいた︒
八㎎8園

九384 そのことを︑おとうさんや︑おかあさんや︑
先生や︑お友だちに早く知らせたいと思ひます︒

九391圓 先生︑この間から︑いろいろ考へてるた
のですが︑とうとうこんなものを作りました︒
九947 先生の激働のことばをしっかり心にだいて︑
先頭から順々に海へはいって行った︒

九981

﹁︿略﹀︒﹂と話された先生のことばが︑思ひ

﹁︿略﹀︒﹂先生の聲である︒

生が︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と 注 意 さ れ る ︒

九972 いつもそばを離れない警備船の上から︑先

九983
出された︒

九995 先生の聲援がありがたかった︒
﹁先生﹂﹁遠足﹂﹁飛行機﹂﹁高射砲﹂などは︑

九㎜6 船の上から先生が叫ばれた︒
十備10

音ばかりで讃む例で︑

十一468 先生のおっしゃることが︑つい私の耳を
す通りします︒

集ってゐます︒

十一474 先生の目が︑みんなの笑った顔が︑私に

十一475

先生が︑私に何かおっしゃったやうです︒

十一854園﹁先生︑休んでください︒﹂と︑後の方
﹁先生︑またおいでくださいませうか︒

でいつしか悲鳴をあげる︒

十一佃7園
きやうだいは︑口をそろへていった︒

﹁先生が生きていらっしゃる限り︑ど

うして私が死ねませう︒﹂と答へた︒

十二271園
十二288

そのみごとなすべりぶりに見とれてみると︑

先生たちは︑もう目の前へ來られた︒

八832

十一8810 しかし︑小屋の人は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑先生

全勢力

本國における海軍のほとんど全勢力を

﹇全勢力﹈︵名︶1

たちにいってみた︒

ぜんせいりよく

學げて編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑

十一517図

いちおくどうはう

遠く大戦果は︑一億同胞に︑いな大東亜

十億の民族に︑全世界に︑かく放送されてるる︒

十二脳2

助けないところを見ると︑先生はまだ君 ぜんせかい ﹇全世界﹈︵名︶1 全世界

子ではないのか

十551

十52図

おそれ多くも今日おくだしになった宣戦の

宣職の大詔換獲さる

帝國米英に宣戦を布告す

﹇戦線﹈︵名︶1 戦線

戦線に揮丸を一登でも多く送ってやりた

いと思へば︑

十ニー35

せんせん

大詔が︑ラジオを通して奉讃された︒

十52図

十二295園だから︑世の中が先生を受け容れて用 せんせん ﹇宣戦﹈︵名︶3 宣職

十二295囹先生の道は填りに招き過ぎます︒
ひようとしません︒

かがでせう︒

十二296園先生は︑少し手かげんをなさったらい

ほんたうに先生の大きいことがわかります︒

十二307囹今の齪れた世に容れられなければこそ︑
先生は︑仰げば仰ぐほど高く︑接すれ
ば接するほど奥深いお方だ︒

十二344囹

前線への画嚢を明日に控へながら︑その

もう他の一隊は︑橋梁材料を肩にかつい

ごんこらうかげまさ

相模の國の住人︑鎌倉の椹五郎景正とい

かまくら

﹇先祖﹈︵名︶1 先祖
さがみ

四鵬7囲

黒戸εだいとうあせん

この次におあひする時には︑戦孚のこと

た湿たいさんが︑大勢いらっしゃいました︒

四㎜3 職孚できずを受けたり︑病氣になったりし

んそうとうじ・にっしんせんそう

そう・だいとうあせんそうかいしいらい・にちうせ

せんそう ﹇戦争﹈︵名︶7

ふもの︑先祖より名高きつはものなり︒

九622図

せんぞ

で︑前線の橋へと急いでみる︒

十二価9

前夜︑︿略﹀︑わざわざやって來たのである︒

十一悩8

とても先生には追ひつけないから︑も ぜんせん ﹇前線﹈︵名︶2 前線δさいぜんせん
うよさうと思っても︑

十二346囹

十二348志望のあらん限り修養しても︑先生は︑
﹁先生が生きていらっしゃる限り︑ど

いつでも更に高いところに立っておいでになる︒

十二354園

﹁︿略﹀︒﹂といった顔回が︑先生よりも先

うして私が死ねませう︒﹂
十二356

先生がた

先生たち

校長先生が︑先生がたを代表して︑玉ぐし

﹇先生方﹈︵名︶1

に死んでしまった︒

せんせいがた

﹇先生達﹈︵名︶3

をあげて昇まれました︒

七432
せんせいたち

何百人といふけが人が運ばれて︑先生たち
は︑目がまはるほどいそがしかったのですが︑

七263

763
せんそうする一せんでんはんいん

や︑支那の子どものお話をしてあげませう︒

五148囹 ﹁ここで︑あんなにはげしい戦孚をした
のも︑うそのやう な 氣 が す る ね ︒ ﹂

︽ーシ︾

つめたい水で食器を洗ったり︑せんたく

したり︑なかなか骨がをれましたが︑

七835團

六672言向かふの家のせんたく物が見えます︒

九211国 おとうさんは︑いつも︑おまへたちとい せんたくもの ﹇洗濯物﹈︵名︶1 せんたく物
つしょに︑戦箏をしてみるのだと思ってみる︒

︵サ変︶

1

せんたくする

せんだって︑おかあさんからのお手紙
先端

船團5ゆそうせんだん

センチ

職地

ンチ・にじつセンチ・にセンチ・ひゃくにじゅうし

戦地の父から

センチ・ひゃくにじゅうはっセンチ・ろくしちじつ

センチ・ろくしちセンチ

︹県名︺2

戦地の父から

職地の父から⁝⁝⁝十八

せんちのちちから

九25 四

﹇船中﹈︵名︶1 船中

九189 四
せんちゅう

くまで
敵は︑船中より熊手をもつて︑義纏のか

ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒

八753図

末次船の船長濱田彌兵衛は︑

へいざう

七㎜1

長崎の貿易商末次平藏の船の船長として︑

﹁︿略﹀︒﹂船長の聲に︑防水具に身を固め

﹁︿略﹀︒﹂と︑そばに立ってるた船長がい

﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑船長はうつと

向かひ合って話してみる船長の後の空と

﹇前兆﹈︵名︶1 前兆

このおぼろ雲は︑天候の前兆としてはい

よいよ悪い方だといひます︒

十一7310

ぜんちょう

波とが︑明かるさを増して來た︒

十二㎜5

りと空を見あげた︒

十二川10

つた︒

十二㎜8

た若者たちが︑船室から出て來る︒

十一㎜9

け取った荷物をいつぽい積み︑

心門3 彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑受

いつも皇湾から南支那へ通ってゐました︒

ながさき

七川7

すゑつぐぷね

胴髄︑その先端にとりつける鼻木︑いちば せんちょう ﹇船長﹈︵名︶7 船長

﹇先端﹈︵名︶1

﹇船団﹈︵名︶1

月明かりだったので︑海岸を防備する敵軍

﹇戦地﹈︵名︶8

センチノニイサン︑オゲンキデスカ︒

戦地ではたらいていらっしゃる兵たい
ごはんがすんでから︑戦地の兵たいさん
面輔からかへってみると︑載地の兵隊さん
その親が︑軍犬として︑窮地ではたらいて
火ばちにあたってみかんをたべながら︑み

﹇宣伝班員﹈︵名︶1

宣傳班員

ラジオを敵の陣地へ放送する宣傳班員は︑

︿略﹀︑据聲器の貼込をしてみた︒

十一梱一

せんでんはんいん

に見比べてみる︒

私も︑職地のやうすを知らせてあげませ せんちょうたち ﹇船長達﹈︵名︶1 船長たち
もやう
十一985 特に船長たちは︑晴雨計と空模様を熱心
じっと梢を仰ぎ見た︑今は部隊長になつ

チ・しごセンチいじょう・じつセンチ・じゆうにセ

センチ与いっセンチ・ごろくじつセンチ・さんセン

て︑聖地へ行ってみるをぢさんを思ひながら︒

十501圃

う︒

六885團

んなで︑職地の兵隊さんの話をしました︒

六795

みると聞いた文子さんは︑

五柳3

から︑はがきが來てるた︒

五862

に︑みもん文をかきました︒

三974

さんのために︑

三947

一一775團

せんち

は︑いち早くわが船團の近づくのを感知した︒

十伽5

せんだん

ん大きな主翼︑︿略﹀垂直尾翼などである︒

八477

せんたん

にも︑そのことが書きそへてありました︒

十一幡3国

十135囹しかし︑今の戦争は昔と違って︑一人で せんだって ﹇先達﹈︵副︶1 せんだって
進んで功を立てるやうなことはできない︒

十143囹 そのうちに︑はなばなしい職孚もあるだ
らう︒

︽ース

十538 朝禮の時間に︑校長先生から︑職孚の始つ
たことについてお話があった︒

せんそうする ﹇戦争﹈︵サ変︶1 職孚する

全速

六882国 職事する時も︑お人形さんは︑私といっ

ル︾

﹇全速﹈︵名︶1

しょです︒

ぜんそく
﹁登射用意よろし︒﹂の報告があってから︑

艦は西へ向かって全速で突進した︒

十一一脳6

ぜんそくりょく ﹇全速力﹈︵名︶1 全速力

船髄

十二伽4 ﹁汽船だ︒﹂わが通水艦は︑全速力で煙の
﹇船体﹈︵名︶2

あとを追った︒

せんたい

十712 船盤は︑ぐっと左へ傾いてみる︒
十一一榴9 すると︑白い船膿の舷側に︑十字のしる
しが赤く描かれてみる︒

ぜんたい ﹇全体﹈︵名︶1 全盟5こくみんぜんた
い・ふねぜんたい・ぶらくぜんたい・やまぜんたい
センタク

﹁仁﹂の全髄が説かれてみる︒

﹇洗濯﹈︵ 名 ︶ 一

十二327
せんたく

一715オヂイサンバ︑山ヘシバカリニ︑オバア
﹇洗 濯 ﹈

サンバ︑川ヘセンタクニイキマシタ︒
せんたく・する

せんとう一ぜんに

764

﹇先頭﹈ ︵ 名 ︶ 1 5

先頭

六伽3 北川が先頭に立ち︑江下︑作江が︑これに

せんとう

つづいて走ってゐます︒

八783 野田先生が先頭に立たれ︑石井先生が︑み
んなのあとから來られた︒
るで矢のやうに進みます︒

油締5 八本の足を一つにそろへ︑胴を先頭に︑ま
九348 隊長以下定詰の將兵と︑マライ人・インド
人の鐵道從業員たちの先頭に立って︑少女は︑
先頭から順々に海へはいって行った︒

九947 先生の激働のことばをしっかり心にだいて︑
九956 先頭から一人一人︑順に泳ぎ始めた︒
んめいで水をけった︒

九987 ぼくは︑先頭におくれないやうに︑一生け

十時二十分︑職闘たけなはなる時︑

かたく信じてゐます︒

十一136荏田

職闘状態

船頭さんが︑舟をこいでゐました︒
﹇戦闘状態﹈︵名︶2

﹁古畳陸海軍は︑本八日未明︑西太平洋

せんどうたち

我か陸海軍今曉遂に英米軍と満潮状態に入
n船頭達﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂と︑せんどうたちも︑見てみる

人人もいひました︒

せんとうはいち ﹇戦闘配置﹈︵名︶1 戦闘配置
せう
敵の大空襲かと︑戦圏配置について照

﹇先頭部隊﹈︵名︶1

先頭部隊

準を定め︑ねらひ績けてるた高角砲の勇士たち

じゅん

十一一㎜8

は︑

が︑われは急にその前路をさへぎり︑

船内くまなく

たつぬる三たび︑

﹇船内﹈︵名︶2 船内

八873図鑑

せんない

せんない ︽ーイ︾

船内は︑何だかさうざうしく︑落ち着かな

べど答へず︑ さがせど見えず︒

十僻8

﹇詮無﹈︵形︶−

くなって來ました︒
せんない

さやう致しては政道が立ちませず︑ま

ことにせんないことでございます︒

十二624囹

うたん

せんなりびょうたん ﹇千生瓢箪﹈︵名︶1 千なりべ

青いパパイヤが︑︿略﹀︑千なりべうたん

のやうにぶらさがってみる︒

十一㎜1

水の都ですから︑大阪には︑大小千何百と

千丁百人

千何百人の乗員は︑なほ安らかな眠りを績

﹇千何百人﹈︵名︶2

いふ橋があります︒

八907

九528

せんなんびやくにん

千何百人の乗員が號令に從って規律正しく

けてるるのであらう︒

九547

暉尼呂まっしたぜんに

活動するさまは︑いかにも日﹈ざましい︒

時頼を招くことありけるに︑すすけたる

﹇禅尼﹈︵名︶2

しつつ張りみたり︒

障子の破れを︑輝尼︑てっから小刀にて切りまは

九643図

ぜんに

呼

十一537図敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし

せんとうぶたい

敵の司令長官ロジェストウェンスキi

宮機を迎ふるの光榮に浴す︒

十一561図

じゅんやう

先導

巡洋艦高雄を先導

加古・古鷹をうしろに從へて︒

ふるたか

御召艦比叡は進む︑

ひえい

﹇先導﹈︵名︶1

中將は︑きのふの職闘に傷を負ひ︑
せんどう

に︑

八274圃

せんどう

大勢のせんどうが乗りこんで︑﹁えいや︑

﹇船頭﹈︵名︶1

四109

せんどう

えいや︒﹂とこぎました︒
せんとう
せんとうき ﹇戦闘旗﹈︵名︶1 戦圖機 戦闘旗
みかさ
わが旗艦三笠は︑戦圖旗をかかぐると

ともに︑信號旗を以て令を各藩にくだせり︒

十﹇5210図

せんとう

センドウサン

のやうな翼をひるがへして︑掃射する︒

﹇船頭﹈︵名︶4

ハイ︑コレハセンドウサン︒

早クセンドウサンヲ見目テクダサイ︒ せんなんびやく ﹇千草百﹈︵名︶1 千何百

せん

八M10 輕快な職愛機といったやうすです︒
あくま
敵の職豊平の群が︑海面すれすれに︑悪魔

十伽5

九9810 一人落ち︑三人落ちして︑とうとう先頭か せんとうき ﹇戦闘機﹈︵名︶2 職圖機
ら三四人めになった︒

めようとしてもなかなか思ふやうにはいかない︒

九991 さうなると︑先頭からかけ離れて︑間をつ

せんどうさん
どうさん

九欄3 先頭からは︑どんどんおくれて行く︒
十187図圏 いざ︑親子を先頭に︑績け︑若鷲︒

一一822圏

四119

せんどうたち

る

十52図

において︑米英軍と戦圖状態に入れり︒﹂

十528囹

せんとうじょうたい

五522

どうさんがのったから︑かったのでせう︒﹂

三274園﹁三郎さんの舟には︑てふてふのせん

二824園

船頭さん

十一534図 司令長官は︑六隻の主職艦隊を率みて︑
﹁あと四キロだ︒﹂と先頭で叫ぶ︒

上村艦隊とともに先頭なる敵の主力に當り︑
十一871

り着いた︒

あんぷ
十一931 先頭は︑もう山小屋の右下の鞍部にたど

職闘

先頭の指揮官機の翼が︑きらきら光る︒

﹇戦闘﹈︵名︶5

十一一脚5

九196国 戦闘が一段落ついたので︑今日は久しぶ

せんとう

りの休養だ︒

かるのだ︒

九251国 あすからは︑また新しい戦闘の準備にか

九捌1囹整備は戦闘なりといふことを︑私たちは

765
せんにひゃくねん一ぜんや

り候はじ︒﹂とて︑なほ一間つつ張りみたり︒

あま
九649図 繹尼︑﹁その男︑尼が細工にはよもまさ
せんにひゃくねん ﹇千二百年﹈︵名︶1 千二百年
今を去る千一一百年の昔︑︿略﹀︑九州方面

﹇千人用︵名︶2

千人

の守備に向かった兵士の一人が︑

十二396

せんにん

七353囹 皇后檬は︑千人の病人のせわをなさると
こんがうざん

いふ大願を︑お立てになったさうだ︒

七573 千早城は︑けはしい金剛山にあるが︑まこ
﹇千人目﹈︵名︶1

千人め

とに小さな城で︑軍勢もわっか千人ばかり︒
せんにんめ

千年

た時︑急に病人のからだから光がさし出て︑

七359 さうして︑千人めの病人のおせわをなさつ
﹇千年﹈︵名︶1

五97團 道の爾がはには︑千年もたったかと思は

せんねん

﹇先皇﹈︵名︶2

先皇

れる大きな杉の木が︑立ち並んでゐました︒
せんのう
ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒

全部

八159

七⁝⁝2園

だが︑荷物は全部置いて行くのだぞ︒

里親メートルといふ高い山の斜面が︑ほと

んど全部︑バナナ畠であることがあります︒

トラックや職車は︑全部木かげにかくし

て︑敵の砲撃の目標になることを避けてみる︒

十一擢9
船腹

﹁︿略﹀︒﹂潜望鏡をおろしてから︑艦長は︑

ひとり言をいった︒

十二㎜7

十二㎜8 艦長は︑また潜望鏡をあげて︑くまなく

また深度を少しつつ減らして行って︑艦

四方を偵察してみたが︑

十一一脳7

長は︑濟望鏡を何秒間かちよつと出して見た︒

時はよし︑艦長は再び潜望鏡をあげた︒

機翼の響きのほかに︑船腹に當る波の音が

﹇船腹﹈︵名︶2

十二鵬1

十梛7

せんぷく

これなら︑潜望鏡を出したまま進んでも︑

2

前方

千愛鷹化

δうげんぜんぽ

皇帝陛下は︿略﹀︑皇軍の將兵︑職残

﹇戦没﹈︵名︶1 職残

﹇潜没﹈︵名︶1 潜没

︵サ変︶

1 漕没する ︽一

﹁潜没︒﹂と︑急に元氣な喜憂をくだし

﹇潜没﹈

よい刀を千本あつめるつもりで︑九

﹇千本﹈︵名︶2 千本

もう

一本で千本だ︒

い

す

せんめん

顔世なればこそ︑偉大な孔子の全面を︑

﹇全面﹈︵名︶1 全面

しゅぬ

客の腰掛ける朱塗りの椅子や︑洗面器や︑

﹇前夜﹈︵名︶1 前夜

十一悩9 前線への出登を明日に控へながら︑その

ぜんや

道具を入れた︑これも朱塗りの箱を︑

十漁1

せんめんき

よく認めることができたのである︒
せんめん
﹇洗面器﹈︵名︶1 洗面器

十二351

ぜんめん

三214園

百九十九本は取った︒

三211囹

せんぼん

十一一川2 艦は急速に潜没して行く︒

シ︾

せんぼつ・する

た︒

十二備10圓

せんぼつ

の勇士に︑しばし祈念を捧げたまうた︒

十一一柵5圏

せんぼつ

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

敵から見られるはずはない︒

十二備4

﹇千変万化﹈︵名︶1

わが潜水艦から撃ち出した砲弾は︑船腹

ものすごく聞え︑船内は︑何だかさうざうしく︑

十二鵬5 艦長は潜望鏡を出したまま突進し︑その

十二捌4

きっすゐ
にみごと命中して︑吃水線に穴をあけた︒

︵名︶

空と海とが︑刻々に千愛萬化の美しさを

せんぺんばんか
見せる︒

十一踊5

﹇前方﹈

奉仕員は︑をのを取って御神木の前方南平

う・ひだりぜんぽう

ぜんぽう

九166

りに進み︑

雲が前方に立ちふさがって來た︒
﹇潜望鏡﹈︵名︶12

太平洋の夜明け︑遠い地平線上に︑黒煙

せんぼうきょう

十二伽1

よい獲物はないかとさがしてみる潜望鏡

のなびくのが潜望鏡に窺った︒

吸ひつけられるやうに潜望鏡をのぞいて
﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑潜望鏡から目を離しな

潜水艦の潜望鏡かと︑近づいて見れば︑

潜望鏡でのぞく海面は︑︿略﹀太陽の残
光を斜めに受けて︑異檬に輝き渡ってみる︒

なな

十二鵬3

魚の群だつたりする︒

十二㎜12

がらかういった︒

十二悩4

みた艦長は︑

十二榴7

に︑︿略﹀二本煙突の大きな客船の姿が寓つた︒

十二旧2

二身鏡

十二976図園父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打 十二川3 書卓も終らないうちに︑ものすごい積齪

み ささぎ

十二㎜8図 討死せんと約束したりける者ども百千
先登

十三人︑先皇の陵に参って御いとまを申し︑
﹇先発﹈︵名︶2

五976 いよいよおたちといふ時︑先獲の者が︑急

せんばつ

いでかへって來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

十二㎜10 まだやっと明け始めたばかりなのに︑先
畿の各機は︑もう洋上遥かに飛び出して行った︒
せんばん δひきょうせんばん
メートル

せんひゃくごじゅうメートル ︵名︶1 千百五十

な か だち

九136 谷間をのぼって行くと︑やがて標高千百五
﹇全部﹈︵名︶3

十メートルの中立神宮備林に着く︒
ぜんぶ

前夜︑︿略﹀︑わざわざやって來たのである︒

せんゆう n戦友﹈︵名︶2 戦友
たくるやうにして讃み始めた︒

戦齪

︽ーサ・iシ︾

占領地

千里の海も

吸ひて

一たび占領地へはいれば︑ことばが通じな

いかぎり︑手も足も蕾ません︒

九342

せんろ

せんろ

全力をつくせ︒
わが海軍は︑︿略﹀︑あらかじめ全力を

﹇戦列﹈︵名︶1

職列

激しく敵を砲撃せしかば︑敵の艦列た

せんろ

前列は赤︑後列は白︒

﹇線路﹈︵名︶3

ぼくたちは︑畠の中のみちを走って︑

きだうしや

少年は︑線路の上に二王立ちになり︑持ち

せんろの方へ行きました︒

二悩7
十脚12

合はせてるた布を振って︑

坑口の前の線路には︑幾十毫の軌道車が︑
前路

鑛員たちの乗るのを待ってるる︒

十二74

﹇前路﹈︵名︶1

が︑われは急にその前路をさへぎり︑

十一538画面の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし

ぜんろ

線路﹇▽てつどう

ちまち齪れ︑早くも戦列を苦るるものあり︒

十一5310図

せんれつ

朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒

十一522図

十616園

九218団 そばにるた職友が︑おまへの手紙をひつ ぜんりょく ﹇全力﹈︵名︶2 全力

友だちも聲をそろへて︑

九241團 一人の戦友が突然歌ひだすと︑ほかの職
せんゆうたち ﹇戦友達﹈︵名︶1 戦友たち
﹇戦乱﹈︵名︶1

九241團 ほかの戦友たちも聲をそろへて︑
せんらん

占領する

六907囹

十二2710 あいにくこの地方に戦齪があって︑道は ぜんれつ ﹇前列﹈︵名︶1 前列
千里

はかどらず︑︿略Vろくろく食ふ物がなかった︒
﹇千里﹈︵名︶2

八44商船は帆船よ︑ 三本マスト︑

せんり

なんのその︒

童となりにけり ︒

守の歌と聞き︑ 千里寄せくる海の氣を

十一槻8図圃生まれて潮にゆあみして︑ 波を子

る

せんりょう・する ﹇占領﹈︵サ変︶6 せんりゃうす

五伽7 わが軍は︑勇ましく敵にとつげきして︑と
うとう︑その陣地をせんりゃうしました︒
七把1 かれらは︑兵力を以て思量の港を占領し︑
そこに城を築きました︒
はりま

九悩5 いち早く播磨の上月城を占領して︑ここに
たてこもった二千五百の尼子勢は︑

十837 日本軍がここを占領してから︑直ちに野職
病院として使用 し ︑

時︑

せんりょうち

﹇占領地﹈︵名︶1

十二伽4 病院がわが軍に占領されたことを知った

︿略﹀︒電話局などの要所をまたたく間に占領して︑

九97図

浦安の國そこの國︒
このわたりを斎く﹁あづま﹂ といふとそ︒

九67図團

うらやす

その名残れど︒

八885図團旅順港外うらみぞ深き︑軍神廣瀬と

十一一225 ダバオ攻撃部隊は︑ダバオ州政臆・ ぞ︵係助︶27ぞδよくぞ

そ

せんゆう一ぞ
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十桝10図

十94図

敵もみかたもこれを聞きて︑一度にどつ

しばしば行啓あらせられたりとそ︒

﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑又略﹀︒﹂とそいひけ

とそ笑ひける︒
十糊1図

敦盛とて︑生年十七にぞなりにける︒

る︒

十椥1図

生年二十六にて︑海へつっとそ入りにけ

見わたせば柳さくらをこきまぜて都

まりのごとく二三十︑融け打ちにぞ投

十M2図
る︒

十一221図
げつくる︒

十一328図魍

ぞ春のにしきなりける

十一332ロ薗凶魍やどりして春の山べにねたる夜は夢

秋來ぬと目にはさやかに見えねども

のうちにも花ぞ散りける

十一335図韻

山里の春の夕ぐれ來て見ればいりあ

風の音にぞおどろかれぬる

十一341図魍

義朝は武略の奥義を極めたるものな

ひの鐘に花ぞ散りける

十一617圏

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

﹁︿略﹀︒﹂とそ申しける︒

十一6110図爲朝まかり立ってつぶやきけるやう︑

いそ崎にたゆまずよするあら波を凌

しの

十一634図 義朝重ねて︑﹁︿略V︒﹂とそいひける︒

十二43図圃

高殿の窓てふまどをあけさせてよも

ぐいはほの力をぞおもふ

十二62園圃

わが

わが世

色はにほへど散りぬるを︑

の櫻のさかりをぞみる

十一一481國

色はにほへど散りぬるを︑

よたれぞ常ならむ︒

たれぞ常ならむ︒

十二563些細

十二8910図圓 これぞ汝が第一の孝行なる︒
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ぞ一ぞ

七宙4園

﹁そら︑大隊は︑おまへたちの破ったと
﹁どうしても許さないといはれるなら︑

ころから︑突撃して行ってみるぞ︒﹂

六事6園

十一一9310図 思ひ思ひに並みみて︑一度に腹をぞ切 六973園﹁今度は︑ぼくが取ってみせるぞ︒﹂
つたりける︒
はかま

みたりける︒

十二946図 袴の腰を押しさげ︑自害せんとそし
今日は畳悟がありますそ︒﹂

十梱7図國

十705園

いかに梶原殿︑この川は西月一の大川

二番艦が︑レパルスが︑沈んだぞ︒

十棚8図圏

佐々木の四郎高綱︑宇治川の先陣そや︒

馬の腹帯の延びて見え候ぞ︒

そや︒

十欄1事事
十鵬7圏

十二964図 腹も切り得ず泣き倒れ︑母とともにぞ

だが︑荷物は全部置いて行くのだぞ︒

十悩8図國

ぞう

武藏の國の住人︑大串の次郎重税︑宇
十⁝川1圏

おまへには︑決して犬死をさせないそ︒

さては汝のためにはよき相手ぞ︒

﹁まっかういふ汝はたぞ︒﹂

治川のかち渡りの先陣そや︒

十界7図國

いなごだぞう︒

﹁などて︑かくはするぞ︒﹂と問ふ︒

九632図圓

十㎜6園

十一849囹

十一247図國

﹁今日は︑あの山よりもつと高く登る

神も納受したまふぞ︒

いなごだぞう︒

十㎜3囹

ば︑しばらくは用をなすものぞ︑

一豊は仕へて日なほ轟く︑家も貧しか

九693図圓たれの馬ぞ︒﹂と問へば︑
九699図國

3囹

九姫3園

﹁やるぞ︑やるぞ︒﹂と何度も誓った︒

﹁やるぞ︑やるぞ︒﹂と何度も誓った︒

ただ︑困り方が違ふぞ︒

きっと大れふだぞ︒

聞多のからだには︑もう一滴の血も残

ひとつ當ってみませうIlなうなう︑

高うござるぞ︒

ころは何ぞ︒﹂

その遺言をつぶさに聞きて︑この母

﹁この期において︑おんみの願ふと

十一一905図圓今は︑のがれぬところとおぼゆるぞ︒

十一一873園 や︑これはおもしろいそ︒

︑十一一823園 いくらほどでござるぞ︒

十二822園

そなたは何をわいわいわめいてゐられるぞ︒

十二795園

つてゐませぬぞ︒

十二715園

十一一461図圃 うまし國ぞ︑ あきつ島大和の國は︒

十二291囹

十一㎜1園

十一998囹網の綱をしっかりつないでおくんだぞ︒

十一932園向かふは晴れて︑山がすてきだぞ︒

しんせつにしてやれば︑馬ほどすなほで︑ のだぞ︒﹂と︑石川先生がいはれた︒

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒
九8010園

十㎜4園

九657食事すべて物は破れたるところをつくろへ

つぞと︑どっかり身がまへるやうになります︒

﹁たぞ︒﹂と問へば︑﹁︿略﹀︒﹂と答ふ︒
むさし

七佃2囹

その代り︑長官の命はないそ︒

歎きける︒

八脳1

七伽2園

ぞ

野砲も︑重砲も︑︿略﹀︑いつでもお役にた

なほし
十二996図 まつ直衣の袖をぞぬらされける︒

き敷にいる名をぞとどむる

十一一捌1図韻 かへらじとかねて思へばあつさ弓な

ゾ

十二棚4図 その日吉野をうち出でて︑敵陣へとそ
向かひける︒

︵終助︶65

一一146園 オヤオヤ︑ウサギサン︑ヒルネヲシテ

ぞ

ヰルゾ︒

黷V03囹﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑

ニー55園 オヤ︑山ノ上ニダレカヰルゾ︒

飛行機にお酒を供へたり︑しっかり頼む

りこうなものはめったにないそ︒

九隅10園

ぞと願ったり︑

あまご
それにつけても︑御主君︑尼子家の御恩

五766間くに子も︑ひさ子も︑ あと押し頼むぞ︒

九

を忘れまいそ︒

園田2園

五895囹 みんな心を合はせて︑一生けんめい︑た

兵士の恥は艦の恥︑艦の恥は帝國の恥だ

ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ
やって來たぞ︒

十二961図園

ぼやと思ふ今日の御心ぞ︒

十1810園圃

十122國田幡のために軍には出で候ぞ︒

ぞ︒﹂と︑ことばするどくしかった︒

十107囹

﹁今度こそ︑つかまへてやるぞ︒﹂

﹁この牛は︑しやうがないそ︒﹂

十249囹

やったぞ︒

やったぞ︒

十一一931圏
十705囚四

十705園

らない︒

六707園

﹁だい ぶ 大 き い ら し い そ ︒ ﹂

六859国園 おい︑かき餅が得たぞ︒

六649 さあ︑できたぞと思ふと︑うれしくてたま

六123囹

五伽8園 ぐいぐい︑引くそ︒

つまでもさかえませうそ︒

五966園 天皇の御飯は︑天地のつづくかぎり︑い

ふれるまでこぐのだぞ︒

九鵬8園

いいそ︒﹂

四168囹﹁かはいらしい水兵さんだぞ︒﹂
太郎君︑ え ら い そ ︒
四317園
四394園 ﹁さあ︑來たぞ︒﹂
四625囹﹁さあ︑これでいつお正月が來ても

一一

そい一そう
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にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒
十二騰4園 獲物は大きいそ︒

十二珊10 行けといった時には︑敵艦の胴腹深く飛
そい

﹇添﹈←つき そ い

﹇ 沿 ﹈ 皿 V や まぞい

び込むんだぞと︑毎日いって聞かせてみる魚雷だ︒
そい

う

僧

﹇艘﹈﹇▽いっそう・しそう・なんじっそう・な

そう ﹇草﹈5さくらそう・ほうれんそう・れんげそ
そう
﹇僧﹈︵名︶5

んぞう・にそう
そう
たいこ

九脚7 まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた
り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒

ゑけい

九剛1 僧は︑この家畜の一頭一頭に祈りをささげ︑
喜びの歌を歌ふ ︒

ほんじやうばう

深浦10 安國寺の僧避止を招き︑秀吉方にその意を
傳へた︒

十一219図 ここに本性房といふ大力の僧︑衣の
袖を結んで引き違へ︑

層

十二379図圃 古人いへらく︑ 虫干しやをひの僧
とふ東大寺︒

﹇層﹈︵名︶1

さう

十一803 夜明けに近い薄あかりが︑重なり合った

そう

﹇総﹈■いっかそうどういん

葉の層を通して落ちて曲る︒
そう
﹇推定﹈︵形状︶m

一524 セミガ︑ウレシサウニナキダシマシタ︒

サウ

そう

シタ︒

二507

三66圏

今日はあ

妹ガ︑﹁︿略﹀︒﹂トシンパイサウニイヒマ

てふも小鳥もたのしさう︑

なたの花まつり︒

二人は︑よささうな石をあちこちとさ
小川の水が︑たのしさうに流れて行き

がしました︒

三94

ます︒

三238

﹁これは涼しさうだ︒﹂

氷やと金魚やが︑涼しさうでした︒

三633園

三677

きりぎりすは︑︿略﹀竹の先にのりう
頭から手ぬぐひを取りながら︑﹁︿略﹀︒﹂

つって︑ねぎをおいしさうにたべはじめました︒

三734
四146

にいさんは︑前よりもずっと色が黒く

とうれしさうにおっしゃいました︒

四148

爾がはからさし出た木の枝が︑まどに

なって︑強さうに見えました︒

四203

はじめはだまってゐましたが︑しまひに

とどきさうでした︒

四363

おうれし

なんとおいしさうな草だらう︒

悲しさうに答へました︒

四454囹

かざればみんなにこにこと︑

天人は︑悲しさうな顔をして︑じっと空を

さうなおひな様︒

四擢2圃
四㎜7

見あげます︒

あまりおもしろさうなので︑天照大神は︑
︿略﹀︑おのぞきになりました︒

五73

いです︒

す︒

五177
五255

たくさんの子蛙は︑草のかげのあちらこち

しかし︑にこにこして︑うれしさうな顔で

一698 コホロギガ︑ウレシサウニナイテヰマス︒ 五145 あたりは︑うれしさうな小鳥の聲でいっぱ
二245 サルハ︑ニギリメシヲオイシサウニタベ
マシタ︒

二372 オイモノ ニホヒガ︑オイシサウニシテ
ヰマシタ︒

二十匹のかひごは︑桑の葉をほしさうにし

らを︑うれしさうにとびまはりました︒

五324

四度めの眠りをすましたかひごは︑︿略﹀

て︑動いてゐます︒

桑の葉を︑おいしさうに︑たくさんだべました︒

五387

いかにもうれしさうに前足をあげて︑か

﹁︿略﹀︒﹂と︑つまらなささうに笑ひました︒

五442園 ﹁このへんが︑つれさうだね︒﹂
五464

五688国

なすも︑きうりも︑みんな暑さうにぐつた

るく地面をたたく︒

五814

十三人の選手の顔は︑にこにことうれしさ

ねる時には︑涼しさうな聲で鳴いてみた︒

詳しさうな聲が聞えて直る︒

りしてみる︒

五803

五857

うでした︒

五939

行ってごらんになると︑なるほど相手は恐

しさうな男です︒

五991

利根は︑なつかしさうに︑にほひをかぎ

よけて通るほど︑強さうな犬になりました︒

五種4 向かふから來る人は︑大人でも︑遠くから
五掴4国

残念さうに︑つり糸をいちっていらっ

ながら目の色をかへて喜びます︒

左の手で︑頭のあたりをつかむと︑あと足

しやったが︑

五㎜4
六116

おいしさうなみかんが︑山といふ山︑谷と

をふんばって︑逃げさうにしました︒

﹁︿略﹀︒﹂次郎さんは︑うれしさうな聲でさ

いふ谷を︑うづめつくしてしまひます︒

六274
六448

六709

六697

平生は元氣なをばさんが︑今日は︑いちば

火事は︑なかなか消えさうに見えません︒

おばあさんもしんぽいさうです︒

けびました︒

六745

769
そう一そう

んしょんぼりとして︑さびしさうに見えます︒

乱川1 すると︑今まで︑やさしさうに見えた道眞
が︑急に︿略﹀︑強さうに見えだしました︒

うに︑強さうに見えだしました︒

六梱2 道眞が︑急にがっしりと二王様か何かのや
六備4 すると︑今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑
急に明かるくなって來ました︒
六憎4 大きなねずみが一匹︑雪舟の足もとにるて︑
﹁︿略﹀︒﹂とうれしさうに笑ひながら︑勇さ

今にもとびつきさうなやうすです︒
七114

芋瀬の荘司が︑︿略﹀︑さもとくいさうに︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにいふ母親もあり

んが走って來ました︒

ました︒

七333

七636

何か聲高く話してみるのに出あった︒
七694 いい考へが浮かんだ︒﹂さもうれしさうに︑
にこにこする︒

七869 からだも大きくなり︑形も色も︑しだいに
攣って︑丈夫さうになります︒

はりっぱな親蝉です︒

七892 色はまだ青白くて︑弱々しさうですが︑形
七895 夜風に當り︑朝日に當ると︑すっかり色が
愛って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒

七896 さうして︑天氣のよい夏の日を︑樂しさう
に飛びまはり︑鳴きたてます︒

七912 まっさかさまに︑水の中へずぶりとはいつ
て行くのは︑いかにも愉快さうでした︒

七鵬6 くもは︑この上を︑いそがしさうに行った
り來たりして︑すを作る仕事をつづけました︒

いかにもすべりよささうな傾斜が︑長く績

よく飛びさうです︒﹂といはれた︒

かうをしてみる︒

八512園

八804

高射砲は︑︿略﹀︑砲身を空へ向け︑今にも

いてるる︒

八塚7

飛行機を撃ち落しさうなかっかうになります︒
庭へ出て見ると︑つばきが一りん咲きさう

﹁︿略V︒﹂と︑うれしさうにおっしゃって︑

になってみた︒

八梱10
八搦6

おとうさんにお見せになった︒

八洲8重い空を見︑澄んだ空氣を吸って︑満洲ひ

﹁︿略﹀︒﹂と︑心から感心して︑おとうさ

ふたかかへもありさうな大きな夕日です︒

ばりは︑さもうれしさうにさへづります︒
八搦7

九223團

はだかの兵隊さんたちが外へとび出して︑

んをうらやましさうに見てみた︒

九232團

兵隊さんたちはさう思ふと︑これもうれし

うれしさうに雨水を浴びてみる︒

九281

さうに︑にこにこしながら︑

まるいをけの中には︑いかが折り重なって︑

魚の行列の間を︑市場の人たちと魚問屋の

今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである︒

九502

九504

切って來たばかりの木を︑一メートルばか

若者たちが︑いそがしさうに右往左往してみる︒

九775

ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑父はさ

りの長さにそろへて︑讃しさうにひき始めた︒
九794

親子とも馬屋の外へ出しますと︑北斗は︑

も得意さうに︑﹁をすさ︒﹂といひます︒

九813

おくびやうさうな目つきをして︑

九828

母馬の草をたべるあとを追ひながら︑恥い

る世界をさもめづらしさうに眺めました︒

八2310團夜は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか 九814 おくびやうさうな目つきをして︑始めて見
めさうに近く見えます︒

八468 白い紙をはった︑いかにも飛びさうなかつ

野原を樂しさうに遊びまはってゐました︒

ぼくのところへとんで來て︑

九844 ぼくが行くと︑北斗は︑うれしさうにすぐ

なめます︒

この調子なら︑わけもなく遠泳ができさう

九846 手のひらに塩をのせてやると︑うまさうに
九9610

ふり返ると︑關門海峡はさざ波をたたへ︑

だと︑ぼくは喜んだ︒

義脚5圃

いそがしさうに船が動いてみる︒

九重4 八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

二階へあがってみても︑さして涼しい風は

ものが見えてもよささうなものである︒

なささうである︒

九価10

九麗2 しかし︑富田城は名城であるだけに︑なか

満人の赤帽がいそがしさうに荷物を運んで

なか落ちさうにもなかった︒

九踊12

あさぎり

みる︒

をおいしさうにたべてみる︒

九錨6 朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草

下の村を見おろした︒

十211 五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに

今に露でもしたたりさうな︑なまなましい︑

あざやかな美しさである︒

十369

十763 ややもすれば︑手のとどきさうもない空想

患者が目をさましさうなので︑

になりがちであった︒

十搦3

ともすればころがりさうになるからだを︑

はめ板や︑手すりにっかまって支へながら︑

十衙4

するしやう

張は︑うらめしさうに天を仰いだ︒

ちやう

つしょになって︑吐いてしまひさうです︒

十髄1 胸をなでおろしてみないと︑つひ患者とい
十訓4

十一101水晶のすだれを掛けたやうに降りしき

そう一そう
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る雨を︑いかにも氣持よささうにお眺めになった︒

十二舗5

うです︒

艦長は︑いかにもうれしさうである︒

たくさんのひかうきが︑廣いかんばんか
お正月には︑馬にあてて︑年賀状をよこ

それに今年は︑五年めに一度ある牛行列

毎年ある花火は︑今度はやめださうですが︑

六172團

牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白

今年は︑めづらしい牛行列が見られるさ

のたづなを引いて通るのは︑まるで給のやうださ

六157国

が通るさうです︒

六155国

六152

す兵隊さんもあるさうだ︒

五694團

ら勇ましくとんで行くさうです︒

四183

十一114 母宮殿下も︑御満足さうに王のお顔を御 そう ﹇伝聞﹈︵形状︶25 さう
覧になり︑︿略﹀︑御答禮をあそばされた︒

十一128園 この附近の住民が病氣で︑今にも死に
さうだと申してみるのでございます︒

十一379 のどかな春の日は︑暮れさうでなかなか
暮れない︒

十一384 顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ
もだるさうで︑病身らしく見える︒
十一3910 女の子は︑さもくやしさうである︒

十一737空一帯が灰色になって︑何だか頭を押さ
へっけられさうになります︒

十一759 高さは五百メートルぐらゐですから︑ま

風しもになってみたので︑一度運び出した
あとで聞けば︑この火事には︑焼け死んだ
べらといふ魚ださうです︒

皇后様は︑千人の病人のせわをなさると
をぢさんや︑をばさんも︑お穿りないさ

八柵7

九358

﹁いや︑孝行です︒﹂といって︑なかなか聞

﹁いか﹂だともっとすばらしいさうです︒

日本の馬は︑氣が荒いとかいはれるさう

かないさうです︒

この子は新京へ母と脇るところで︑マルタ

九807園
だが︑

九㎜5

冬になると︑この大きな停車場に大豆の山

といふ名ださうだ︒

九㎜8

閣下のお子様が︑二人とも戦死なさった

が積まれるさうだ︒

十928園

やりがたけ

さうですが︑おきのどくでなりません︒

おとうさんも︑おかあさんも︑お元氣

も見えるさうだが︑今日は何も見えない︒

十一905晴れてみれば︑︿略﹀︑笑覧その他の山々
十一櫓7国

お手紙によると︑︿略﹀︑熱心にいけ花

ださうで安心しました︒

モシモシ︑キヌコサンデスカ︒ハイ︑

﹇然﹈︵副︶86 サウ さう

のおけいこをしてみるさうですね︒

十一備3團
そう

サウデス︒

一293囹

ニー14園オカアサン︑アシタバオ天キデス︒ラ

ジオガサウイヒマシタヨ︒

二833園 ﹁サウデス︒﹂

ニー25園 カメ﹁サウダネ︒﹂

三421囹 夜ねる前にも︑みがくといいのです
がね︒さうすると︑こんなにはがわるくなら

﹁さうだ︑君︑かちかち山ごっこをし

ないでせう︒

れないかね︒

三999園さうだ︒私に︑このかめを費ってく

三856囹 たぬき﹁さうかね︒﹂

ようよ︒﹂と︑太郎さんがいひました︒

先生のお話では︑少しでもくるひがあると︑ 三828園
先生も︑ジャンプをなさるさうだ︒
﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑︿略﹀︑

頭は足のつけ根のところにあるのださうです︒

八描10

八839園

決してうまく飛ばないさうだ︒

八482

圖が︑教室に張ってあるさうですね︒

八198団私の送ってあげた大連の給はがきや︑地

うで︑何よりです︒

七775團

いふ大願を︑お立てになったさうだ︒

七354園

七133

人もあったさうです︒

六754

荷物まで焼けてしまったのださうです︒

六722

たさうです︒

うですね︒
つたく手に取れさうに見えます︒
十一9810 もっぱらさけやますの泳ぎまはってみさ 六719 ゆうべの火事で︑をぢさんのうちも︑焼け

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささうにいってゐ

うな場所をさがして︑投網にかかる︒
十一柳1

るのは︑若い女の聲である︒
十一榔8 色の青い零幸のなささうな若い男が︑
はいなう
十一佃10国 みんな銃をかついで︑重さうな背嚢を
背負って歩いてゐました︒

十一㎜1 青いパパイヤが︑手を延せばとどきさう
いかにも丈夫さうだ︒

なところに︑︿略﹀ぶらさがってみる︒
十ニー73

で︑輕さうに浮いて行く︒

十二価6 白雲が︑︿略﹀︑見るまに大きくふくらん

十二衙2 雪にうまって冬を越した人形が︑それで
も暖さうな顔をして︑︿略V手にだかれてみた︒

妹に︑ほほ笑みながら私はかういった

十一一研7 ふしぎさうに︑あたりを見まはしてみる

てをり︑

十二川3 南十字星は手の届きさうなところに二つ
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﹁︿略﹀︒﹂と答へますと︑﹁さうですか︑

四175囹 ﹁さうだ︑よく讃めたね︒﹂
四242囹

男﹁さうだ︑さうだ︒

正男﹁さう︑さう︒﹂

正男﹁さうだ︑さうだ︒

正男﹁さう︑さう︒﹂

七692園

七7110圏

正男﹁さう︒﹂

七7110園

七702園

五322 でも︑桑の葉をどうしたらいいかしら︒﹂

わたしもホ町まで行きますよ︒

には︑桑の木がないことに氣がつきました︒

といひました︒︿略﹀︑さういはれてみると︑うち

一中隊ばかり︒

兵隊さんが通る︑
だれもがさういふ︒

﹁暑

いろいろな方法で︑このことを調べてみま

ぎ

とう

九927 星が動くといふのも︑實は︿略﹀地球がま

はるから︑さう見えるだけのことですが︑

なると︑先頭からかけ離れて︑間をつめようとし

九991 とうとう先頭から三四人めになった︒さう

をぢ﹁さうではありません︒

太郎﹁さうでせうね︒

てもなかなか思ふやうにはいかない︒
九備6囹

九⁝⁝8園 をぢ﹁さうです︒

紅血3園

九m7虚空中蓋をやったりした方がいいとは思は

﹁スタンプを押しませんか︒﹂ボーイがさう

をぢ﹁さう思ふでせう︒

れませんか︒通ならさう思ひますが︒
九伽8囹

の

町の名に︑日露職孚必要の前軍がたの名

が取ってあります︒大山通とか︑乃木町とか︑東
がう

ガリレオは︑やがて︑自分の脈を取ってみ
さうだ︒

﹁さういはないと取れないよ︒﹂

月には水がないといひましたが︑︿略﹀︑雲

十567 神様が︑この國土をお生みになったことを

あ︑さうですか︒

さういへば︑そばに積まれた中塗りの盆は︑

︿略﹀︑外側はまださび色のままである︒

十慨5

十962園

艦をたたきつけるか︒さうだ︑明日こそlI

考へた︒さうだ︒

﹁日本の女の子だ︒﹂兵隊さんたちはさう思

十589 こっちから出かけて行って︑軍港内の主力

いと思った︒

十559 さう思ったとたん︑私は︑もう何もいらな

さういふものがないとしたら︑

十431

見られる泥象現象は︑一つもありません︒
や し
峯の月︑大海原の月︑椰子の木かげの月︑

や︑雨や︑あらしや︑さういった︑この地球上に

十401

ぐ出かけた︒

十351 おかあさんにさういって︑夕飯がすむとす

十288囹

いって著たので︑

九㎜8

八486囹

しかし︑このグライダーのやうに︑空中

郷町とか︑みなさうです︒

八202團

すと︑やはりさうであることがわかりました︒

八113

いなあ︒﹂

七766圏

五556白い波をたてて︑走ってゐました︒つかれ
ると︑ときどき木かげに休んだり︑さうかと思ふ
と︑急に高いところがらとびおりたりします︒

五815 樂しさうな聲が聞えて在る︒さうだ︑ぼく
ほでりの 命 ﹁ さ う だ ︒ ﹂

も行ってみよう︒
五伽1園

五伽9園﹁さうおっしゃらないで︑今日だけ︑私
八918

につりをさせてく だ さ い ︒ ﹂

ほをりの命﹁さうです︒

質を固くし︑強くします︒さうしなければ︑︿略﹀︑

八㎜1打つたり︑熱したり︑冷したりして︑鐵の

九281
ふと︑

九315

さうすることが︑︿略﹀私たちの國語を︑

六月になると︑伝馬につけて︑近くの牧場

十槻8園

九824

ますますりっぱにみがいて行くことになるのです︒

九449

やうにして︑娘を一間へ呼びました︒

﹁︿略﹀︒﹂母はさういひながら︑巡査を葬む

といひながら︑目をこすって起きた︒

八捌8囹﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁ああ︑さうだった︒﹂

八麗8囹

ました︒やつばりさうでした︒

八鵬9

がんじょうな大砲にはならないのです︒

公園は︑さう画くはありませんが︑

五侃3園
ほをりの命﹁さうです︒

ほをりの 命 ﹁ さ う で す ︒ ﹂

を飛ぶものになると︑さうはいきません︒

五梱1園

海の神様﹁さうか︒

五濁4囹
五㎜9園

六225 ﹁さだめて︑お待ちになっていらっしゃる
であろう︒﹂さう 思 ふ と ︑

男さんがたつねました︒﹁さうです︒

六412園 ﹁ゴムも南洋から出るのでせう︒﹂と︑正
六457 みんなもさう思ひました︒

六554園村の人一﹁さうです︒
﹁︿略﹀︒﹂さういひながら︑弟が持って來た

三曹を見ますと︑

六831

七178囹 なるほど︑さういふお方でいらっしゃい
ましたか︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑徳坤はいひました︒﹁さう

十塒6 いびきをたててみる人︑歯ぎしりをしてゐ

だ︒

七269囹

へ放牧にやることになりました︒︿略﹀︑さうしな

いや︑さうたやすくはいきません︒

七666園

いと︑子馬が丈夫にならないのです︒

春枝﹁さうね︒

七692園 急に思ひついたらしく︑手をうつて︑正

そう一そううん
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る人︑さうした人々の目をさますまいと︑

下欄5園 ﹁さうだ︒これくらみのことで
りある身の力ため さ ん ︒ ﹂

一かぎ

十㎜8 鳴り物を使はないで︑呼び聲でやって來る
者もみる︒まんぢゆう屋がさうだ︒

いって︑今一つの人形にも美しい着物を着せた︒

十一4510 いい着物を着せてあげなければ︒﹂さう

う思ふと︑心がちっとも落ち着きませんでした︒

十︻467 今日︑ねえさんがお嫁入りをします︒さ

へていただいたものでした︒

ひながら︑修行者は︑じっとそのものすごい形相
を見つめた︒

﹁きっとそのうち助命になるに違ひな

い︒﹂世間の人々は︑だれもさう考へた︒

十二595

9

そふ

沿ふ

げにもさうよの︒

げにもさうよの︒

︽！ウ・ーッ・一

ひの川にそって歩いていらっしゃると︑川

北︑ベーリングの荒海を巻き︑南︑

て︑垣に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒

十二備8囲

﹇添﹈︵五︶与よりそう

︿略﹀︑アメリカ大陸に沿うてひろがる﹁太平洋﹂
そう

ろうもん

赤松の木立を負ひたる櫻門は︑一幅の絶

書に似て︑しかも尊嚴のおもむきをそへたり︒
ざう
﹇象﹈︵名︶4 象 象
ざう
﹁あっ︑象が出た︒﹂次郎さんは︑うれし
六447囹

ぞう

よくなれた象が︑大きな材木を︑運んで

さうな聲でさけびました︒

六451園
ざう

みるところです︒

六儒6 象が︑のそりのぞりと歩いてゐます︒
ざう
ちやうど︑子犬が︑象でも引つぼつて行く

七546

そうあん

きれいに作ったしば垣の内の僧庵に︑折

やうですね︒
そうあん
﹇僧庵﹈︵名︶1 僧庵

十一3710

そうあん

から夕日がさして︑

いが︑

亡君の仇を報いたのは︑義には相違な

第一班︑総員三十名︒

﹁総員起し五分前︒﹂と︑當直覧校に報告

﹁総員起し︒﹂この號令で︑朝の静かさが

傳令員は號笛を吹きながら︑﹁総員起

﹇層雲﹈︵名︶3 層雲

十一757雨の降ったあげく︑山の間などから流れ

そううん

し︒﹂と呼んで︑つり床の間をぬって行く︒

九541園

たちまち破られ︑起床ラッパは勇ましく響き︑

九539園

する︒

九533園

そういんおこし ﹇総員起﹈︵名︶3 縮員起し

七807團囹

そういん

﹇総員﹈︵名︶1 県評

十二604園

ぼくたち七人は︑白い線にそって並び そうい ﹇相違﹈︵名︶1 相違

︵五︶

十57図

十二864園冠者﹁お許しくだされllさういはれそ・う ﹇添﹈︵下二︶1 そふ ︽1へ︾

げにも

これは︑へんなことになりをつた︒お

れば︑なるほどこれは古がさちや︒

十二866囹
お︑さうちや︒

げにもさうよ︑

おれもか

げにもさうよの︒

や︑これはおもしろいそ︒
げにもさうよ︑

げにもさうよの︒

十二874圃囹
さうよ︑

十二875圏國
さをささうよ︒

十二879圃情人がかさをさすならば︑
げにもさうよ︑

﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑だれにいふともなくさ

十二8710血忌
十二⁝⁝⁝3

﹇沿﹈

ういってから︑﹁爽射用意︒﹂を嚢令した︒

ヒ︾

そ・う

十一4910 さういへば︑よくねえさんにいろいろ教

十一504園だいじにしてあげてくださいね︒おか
あさんは︑さうお丈夫ではないんですから︒
ければ雨だなどといひます︒

十一7110 かさの中に星が見えれば空電︑さうでな

十一727 見たところはさびしい雲です︒夜︑この
雲の績く果に︑半月がうっすらとかかってみるの

四284

は︑殊にさうした感じを深くします︒

十一卿1 支那人は︑どこへ行ってもさうであるや

ました︒
はし

私は︑一度︑川にそって川口まで行ってみ
このたくさんの﹁いわし﹂が︑池のふちに
森林鐵道に乗りかへて︑木曾川の支流にそ

弟が︑せなかのあたりまで泥をはねあげ

十一㎜6 道は運河にそってみる︒
ほさう
川にそって作られた敷本の鋪装道路の爾

十二鵬2

側には︑

十一別1

ひながらさかのぼって行くとする︒

九126

そって︑みんな同じ方向へ泳いで行きます︒

八六4

たいと思ってゐました︒

五481

かみから箸が流れて來ました︒

五262

うに︑ここへも支那の生活をそのまま持ち込んで
みる︒

てるるのだ︒さう思ふと︑鑛石の光澤も︑︿略﹀︑

十ニー08 日本を守ってくれる寳が︑この中に生き
重量感も︑みな美しく見えて來るのだ︒
十ニー96 石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい仕
事をしてみるやうで︑決してさうではない︒

十二289 先生はまだ君子ではないのか一⁝鄭声に
は︑ひょっとすると︑さういふ考へがわいたのか
も知れない︒

十二495 そのあとに何か導くことばがなくてはな
らない︒かれには︑さう思はれた︒
十二502 ﹁この羅刹の聲であったろうか︒﹂さう思
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るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑
十二㎜11 今日も︑基地の上空は一面の層雲で︑
つたが︑やつぼり暑さに憂りはない︒

奏樂

肚観

十一川12

草原に︑大きなすすきの穗が波のやうに

樒れ︑とんぼが飛びかふのを見てみると︑

シ︾

十二齪9

︹課名︺2

荘嚴

さうち

掃除

飛騨山脈が︑︿略﹀︑紫紺のはだあざやか

だ

草原のオボ

十一年を週期として増減してみる︒
さうげん

そうげんのおぼ

草原のオボ

ボ

三

草原のオボ

さうげん

三

九312
九㎜1
ひ

﹇荘厳﹈︵形状︶1

十一939

そうごん

サウヂ

﹁モウヂキオボンデスカラ︑オハカノ

﹇掃除﹈︵名︶3

にそそり立ち︑うねり績く雄大荘嚴な姿︒

そうじ

一461園

草原のオ

黒鮎は︑︿略﹀︑その数や大きさは︑凡そ

十二㎜12 やっと層雲を抜けたので︑少し高度を取 ぞうげん・する ﹇増減﹈ ︵サ変︶ 1 増減する ︽一
ぞうえい δこぞうえい・こぞうえいとうじ・じんぐ
うこぞうえい・じんぐうこぞうえいようざいちゅう

十二脳2園 ﹁掃海艇らしいものが︑こっちへ突進

そうかいでい ﹇掃海艇﹈︵名︶2 掃海艇

艦長は一見掃海艇と思ったのであるが︑

して來る︒﹂

十一一矯1
﹇奏楽﹈︵名︶1

今見ると︑その下の飛行甲板がはっきり見えて︑
そうがく

十552 君が代の奏樂ののち︑うやうやしく奉讃さ
﹇壮観﹈︵名︶3

れるのを︑私たちは︑かしこまって聞いた︒
そうかん

﹁さうしかんば﹂のはだが︑梢からもれ

﹇草紙樺﹈︵名︶2

事場の掃除をしたり︑

十一892

シ︾

そうじ・する

九855

︵サ変︶

1

さうちする

﹁さうしかんば﹂の林が績く︒
﹇掃除﹈

︽一

足をあげさせてひづめの裏をさうちしたり
奏し奉る

しても︑じっとおとなしくしてゐます︒
﹇奏奉﹈︵四︶2

弟正時ら一族をうちつれて︑吉野の皇

そうしたてまつ・る

十二995図

義心その男色にあらはれければ︑中納

居に参向し︑四條中納言によりて奏し奉る︒

十二974図

ラ・ール︾

︽一

る太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒

十﹇865

そうしかんば

さうしかんば

弟子たちは︑石くつをかたづけたり︑仕

朝御飯の支度からお庭のさうちまで︑

八榴4園

サウヂニイキマセウ︒﹂

いっせいに活動し︑すばらしい速さで織り出す光

十826 何千皇といふ自動織機が勢そろひをして︑
景は︑見るからに直観である︒

十ニー84

せいりう

十一泌1 清流にはいって︑部落の人たちがそろつ
て水浴する眺めは牡観である︒

十二川9 海面から巻き起って雲に達する肚観は︑
そうげん ﹇草原﹈︵名︶6 草原←だいそうげん

九㎜3見渡すかぎり廣々として︑何一つ目にはい
らない草原では︑

九㎜5 草原を海にたとへれば︑オボはまさにその
燈皇である︒

九加2 夏の初め︑草原があざやかなみどりにおほ
はれるころ︑オボの祭がもよほされる︒
たちまち町ができる ︒

九加5 きのふまで木一本もなかったやうな草原に︑

十一珊6 森や林の間にひろびうとひろがってみる
草原が︑ふと褻畠のやうに感じられる︒

さうしたら

なほし
言︑いまだ奏し奉らざる先に︑まつ直衣の袖をぞ

︵接︶2

ぬらされける︒

九893 なかなか見當がつかないでせう︒さうした

そうしたら

ら︑︿略﹀︑ひしゃくのやうな形に連なった美しい

七つの星を︑さがすことにしませう︒

サウシテ さうして

勇ナンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑

﹇然﹈︵接︶87

ら︑私のからだをおまへにやってもよい︒

十二533囹あのことばの残りを聞かう︒さうした
そうして

イキヲイッパイスピコミマシタ︒サウシテ︑大

二213

キナコエデウタヒマシタ︒

風が吹いて來て︑らくかさんが吹きあ

げられました︒さうして︑どんどん北の方へ

三113

一寸ぼふしは︑せいがだんだん高くな

とばされて行きました︒

りました︒さうして︑だれにもまけない︑りっ

三555

うんてんしゅは︑その車をはっしました︒

ぱなさむらひになりました︒

さうして︑自動車につけてあったほかの車を

三898

持って來て︑とりつけました︒

かくしました︒さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

四547 ﹁おお︑まぶしい︒﹂といって︑手で顔を

花子さんは︑﹁︿略V︒﹂といって︑手紙を

笑ひました︒

四701

書きました︒さうして︑一郎さんのところへ

持って行って︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

て︑北風の作った雪の山や︑氷の池を︑少しでも

四佃5 暖い南風が︑そっとやって來ます︒さうし

すると︑北風は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へます︒さ

とかさうとします︒

うして︑ありったけの力を出して︑南風を追ひた

四価2

そうして一そうして
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てます︒

五99囲 神殿の御門の前へ進みました︒さうして︑
うやうやしく昇みました︒

五192 子どもたちは︑おとなしく川のふちに腰を
おろしたり︑ねそべったりしました︒さうして︑
お菓子をたべながら︑歌を歌ひ始めました︒

五203 どこからともなく︑︿略﹀やなぎの花がと
んで來ます︒さうして︑兵たいさんのかたの上に
も︑子どもたちの頭の上にも︑そっと止ります︒
五238 おたまじゃくしは︑︿略V︑わいわいさわい

でるました︒さうして︑ときどき︑水の上へ︑顔
を出してみたりしました︒

五244 四本足になったおたまじゃくしは︑尾が︑

だんだん短くなって行きました︒さうして︑水の
あまてらすおほみかみ

中にみるのが︑いやになって來ました︒
五967天照大神は︑ににぎのみことに︑﹁︿略﹀︒﹂

天皇はお目ざめになりました︒さうして︑劒をお

熊襲をおほろぼしになりました︒さうして︑︿略﹀

徳坤が︑︿略﹀目をあけました︒さうして︑

日本武尊と申しあげることになりました︒

光明皇后は︑︿略﹀

一人一人をおせわなさ

この世の別れに︑一曲だけ吹かせてもら

正成は︑高いがけの上から大木を落させた︒

七896 すっかり色が攣って︑見るからに丈夫さう

へ油を注がせた︒

つけて︑橋の上に投げさせた︒さうして︑その上

七611 たくさんのたいまつを出して︑これに火を

ころを射させて︑

さうして︑これをよけようとして︑賊のさわぐと

七593

中に傳へてもらひたい︒

ひたい︒さうして︑こんなこともあったと︑世の

七466園

さった時︑急に病人のからだから光がさし出て︑

いました︒さうして︑千人めの病人のおせわをな

七359

そばにるた父に︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

七276

受け取りになりました︒

稻がだんだん刈られて來るせみか︑いなご

が︑たくさんこちらへ飛んで來ます︒さうして︑

六109

枝についたままで︑たくさん船に積みまし

稻の葉や董に止ります︒

六222

時の天皇が︑︿略﹀お出ましになりました︒

た︒さうして︑大急ぎで︑日本をさして錦って來
ました︒

六603

さうして︑子どもの孝行をおほめになって︑年號
ぼくは︑書用紙を取り出した︒さうして︑

を︑﹁養老﹂とお改めになりました︒

六633

次に︑もう一枚の董用紙を︑ぐるぐると巻

その一枚をぐるぐると巻いた︒

六639

いた︒さうして︑さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑
するするとはいるくらみの大きさに作って︑
ぼくは︑おかあさんを引っぱるやうにして︑

な油蝉になります︒さうして︑天氣のよい夏の日

六667

を︑樂しさうに飛びまはり︑鳴きたてます︒

と仰せになりました︒さうして︑御鏡に︑御玉と︑

つれて顧た︒さうして︑ぼくの望遠鏡をのぞいて

すると︑わが歩兵も︑さかんに機工銃を撃

くもには︑︿略﹀︑やがてそれを傳って︑向

かれらは︑兵力を以て垂湾の港を占領し︑

物を與へてやりました︒さうして︑つかれのなほ

八105 鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れてやり︑食

いふ高い關税を梯ふことを命じました︒

そこに城を築きました︒さうして︑︿略﹀︑ 一割と

七麗2

がら︑やっと柿の木にたどり着きました︒

かふへ渡り始めました︒さうして︑風にゆられな

七悩8

じっとして動かうともしません︒

を引いておりて來たのです︒さうして︑そのまま︑

七鵬2 見ると︑くもは︑雨どひのところがら︑糸

くんしやう
て︑胸には︑うやうやしく動⁝章をつけた︒

七989 軍服を取り出し︑手早く着かへた︒さうし

もらった︒

たかちほ

焼け死んだ人もあったさうです︒さうして︑

御劒をおそへになって︑みことにお渡しになりな
ひうが

踏舞1

てたのが︑もとだといふことです︒

こんな大火事の起ったのも︑︿略﹀もえがらを捨

六754

がら︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになりました︒

くだりになりました︒さうして︑天照大神のおこ

三毛7 ににぎのみことは︑日向の高千穗の峯にお
とばどほりに︑日本の國をお治めになりました︒

ち出しました︒さうして︑敵前一面に︑もうもう

五鵬5 月は︑今︑雲から出て︑大急ぎではなれて

行きます︒さうして︑次の雲の方へ︑どんどん

と︑煙幕を張りました︒

汽笛が﹁ボi︒﹂とひびきました︒さうして︑大

むさし野が︑うすくなって消えると︑船の
きな貨物船が︑目の前にあらはれました︒

六齪1

走って行きます︒

て︑前の方にある木のそばへ行きました︒さうし

五悩8 その子どもは︑この時︑みんなからはなれ
て︑しばらく枝こしに月を見てゐましたが︑

四人つつ一組になって︑仲よく貝をお取
りなさい︒さうして︑海には︑どんな生きものが

七74園

くはしく文子さんに知らせて來ました︒さうして︑

五梱1 利根のてがらは︑かかりの兵隊さんから︑

みるかを︑︿略﹀見るやうになさい︒
み こ
やまとをぐなの皇子は︑︿略﹀お一人で︑

七185

おしまひに︑︿略Vと書いてありました︒
六78 高倉下が︑劒を天皇にさしあげると︑︿略﹀︑
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るのを待って︑南の暖い國へ送ってやりました︒

更に十時︑十一時に見ると︑この動き方が

大てい見當がつきます︒さうして︑北極星の近く

九923
に見える星ほど小さな圓をゑがき︑遠くに見える

八432萬壽は︑︿略﹀石のらうをたつねては︑母
をなぐさめてゐました︒さうして︑その明くる年
星ほど大きな圓をゑがきます︒

いと思った︒さうして︑心の底にあった不安は︑

まるで雲のやうに消え去ってしまった︒

て行く︒さうして︑時々︑くじゃくの羽で穂先を

十捌1 下塗りのできた盆の内側へ︑黒い漆を塗つ

作った細い筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

七声7 みなさんの周園には︑どんな塗り物がある

カシオペヤ座で︑︿略﹀︑だれでもすぐ見つ

けます︒さうして︑この邊︑北から南へかけて︑

か氣をつけてごらんなさい︒さうして︑それらが

あま

一つ一つ︑このやうにしてできあがったのだとい

ふことを︑よく考へてください︒

天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくまき散ら

九鵬10

このくらみあいきやうのある氣のきいた虫

してみるのが見られます︒

九942

の春︑舞姫に出ることになったのでした︒

うして︑糸でおもりをつるして︑同じやうなこと

八町4 ガリレオは︑急いでうちへ鰯りました︒さ
を︑何べんとなくやってみました︒
きれいな海の水が︑︿略﹀︑どの箱にも注い

ふとまた浮かぶ︒さうして︑口から鼻から︑白い

十欄2 泳いでみる兵士の鐵かぶとが︑沈むかと思

でるます︒さうして︑︿略﹀︑何ともいへないほど

八柵7

は︑めったにないものだ︒さうして︑それが︑し

美しいものが︑その中にはいってゐました︒
八目8園 さうだ︒さうして︑よくごらん︒

そのころ︑京都のある寺に︑ひんのよい小

﹁あじあ﹂はいつのまにか町へはいってゐ

さう思ったとたん︑私は︑もう何もいらな

して︑その後のやうすをラジオで聞いた︒
十5510

やがて宗治は︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑立
せいぐわんじ
くせ

悪者が三人︑あの墓地にll﹂と叫ぶやう

至誠の心を表すためには︑最上の敬語を

源氏は︑ちよつと紫の君のみる部屋へ行

﹁山は廣い︒﹂と︑ぼくはっくづく思った︒

かれは︑急いで家へ蹄つた︒さうして︑

その夜はまんじりともせず机に向かって︑かの曲

十一銅1

やらう︒

十一塀5囹はいってみよう︒さうして一曲ひいて

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

さうして何年かののちに︑きっとあの槍に登らう

十一973

つてみた︒さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十一442

ことばつかひが重んじられてみる︒

た長上を敬ふ家族制度の美風からも︑ていねいな

用ひることをならはしとしてみる︒さうして︑ま

十一321

にいった︒さうして︑またすやすやと眠りだした︒

十㎜7

舞を歌って︑舞ひ始めた︒

まひ

ちあがった︒さうして︑おもむろに誓願寺の曲

十手1

て恵瑳に︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十二4 これには︑さすがの秀吉も驚いた︒さうし

水を吐き出す︒

きりに﹁秋だ︑秋だ︒﹂と鳴きたてるやうに思は
しかのすけゆきもり

山中鹿介幸盛と名のり︑心にかたく主家

れる︒

九㎜5

あることがわかった︒

僧さんがみた︒さうして︑それが尼子家の子孫で

九梱2

三日月を仰いでは︑﹁︿略﹀︒﹂と祈った︒

を興すことを誓った︒さうして︑山の端にかかる

九悩9

九248国激戦の敷敷の場面が︑走馬燈のやうに次
から次へ思ひ出される︒さうして︑この歌の一句
一句が︑腹の底にしみ入るやうに思はれる︒

九293 日本には天皇陛下がいらっしゃること︑
拝むことに

︿略﹀などを︑いつも聞かされてゐました︒さう
して︑毎朝母といっしよに︑お罵眞を
してゐました︒

た︒さうして︑時間表通り二十一時三十分に︑ハ

九31一 インド人の子と聞くと︑インド人の巡査は
やうすを攣へました︒さうして母親に︑﹁さあ︑

ルビン騨にぴたりと停車した︒

それはちやうど︑潮がさっと引いて行くや
大草原にたちもどり︑オボだけが大地にぽつんと

うである︒さうして︑またもとのひっそりとした

九塑1

行かう︒﹂とせき た て ま し た ︒

ひよう長く見えます︒さうして︑ともすると母馬

九816 大きな犬ぐらみの大きさで︑足は︑ばかに
にすり寄っては︑乳を吸ってばかりゐます︒

この朝︑私は︑ラジオのいつもと違った聲

秋の空は︑實に高い︒さうして色が深い︒

残されるのである︒

十527

十272

九831足もしっかりして來ました︒さうして︑長
い夏も過ぎ秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑

せを聞いて︑はっとした︒

を聞いた︒さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といふ臨時の知ら

五箇月ぶりでうちの馬屋へつれて錦りました︒

九8610 北斗は︑きっと軍馬に買ひあげられるに違
ひありません︒さうして︑りっぱな乗馬になり︑
うして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を引き︑そ

九8910下の端に當る二つの星に注意しませう︒さ 十546 四時間めに︑みんなは講堂へ集った︒さう
れをなほ右の方へ延してみませう︒

そうしゃ一そうぞうする
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を譜に書きあげ た ︒

とんど数へ切れないほど存在する︒さうして︑そ

宇宙には︑太陽と同じやうな天理が︑ほ

幸ひはただそれだけではなかった︒

の中には︑︿略﹀︑また太陽の数百倍といふすばら

十二鵬7

の方から︑進んで動いてくれます︒さうして︑で

十一佃5国晴れ晴れとして心の着しい時には︑花
きあがったものにも︑その時︑その人の氣持が︑

私は︑その土をしっかりと握ってみた︒

しいものがあるのである︒

十二描8

そっくりそのまま現れるやうに思はれます︒

掃射

︽ース

何千畳百といふ数知れない小鳥たちが︑

同は︑皆︑姿勢を正して軍艦旗に敬書する︒
十一圏1

︵接︶1

さうすると

いっせいに歌を奏する︒

そうすると

早世仕る

もしまた病にかかり︑早世仕ること

﹇早世仕﹈︵四︶1

五儲8園 ほをりの命﹁さうすると︒﹂

そうせいつかまつる

十二986図國

︽ール︾

十一佃5團 こんなものやさしい心を持ってるられ

さうして︑この一握りの土に︑ほのかな春の香を

﹇掃射﹈︵名︶2

と見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛び越

掃射する

わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに右手で
﹇掃射﹈︵サ変︶−

顔をおほってみる兵もあった︒

ル︾

そうしゃ・する

あくま
敵の戦闘機の群が︑海面すれすれに︑悪魔
早春

早春の戸倉

雲はしきりに流れて︑早春の畠を︑野を︑

﹇早春﹈︵名︶1

のやうな翼をひるがへして︑掃射する︒

十囲6

九㎜4

そうしゅん

︹課名︺2

そのかげがはって行く︒

纏進軍

早春の満洲⁝⁝⁝百三十一

そうしゅんのまんしゅう
二十四

早春の浦洲
﹇総進軍﹈︵名︶1

二十四

奏する

そうせき

十987
七556

ぞうせんじょ

か

﹇造船所﹈︵名︶1

造船所

漱石

そうせき

たたかれて書の蚊を吐く木魚かな

右の方に︑林のやうに見える起重機ーーあ

﹇然然﹈︵感︶3 さうさう

れは造船所です︒

そうそう

さうさう︑︿略﹀あなたのおかあさん

さうさう︑それですよ︒

十一421圓

九皿1囹

さうさう︒

は︑十二の時おとうさんをおなくしでしたが︑

十一458園

月の世界に都があって︑そこで天人が舞つ

﹇想像﹈︵名︶3 想像

十428

そうそう

あの内地の山によく似た山脈の森の中に

てるるなどは︑實に美しい想像ですね︒

十一川6

セレベスの夜の静けさは︑内地の都會や

は︑どんな動物がみるのか想像がつかない︒

十一畑9

﹇騒騒﹈︵形︶1 さうざうしい ︽一

町に住む人々には︑想像もつかないであらう︒

ク︾

そうぞうし・い

船内は︑何だかさうざうしく︑落ち着かな

くなって望ました︒

十掛8

シ︾

︽ーサ・fスル︾ そうそう・する︹想像﹈︵サ変︶2想像する︽一

﹁君が代﹂のラッパが奏され︑︿略﹀乗員一

﹇奏﹈︵サ変︶2

へられて︑︿略﹀坑内深くはいって行く︒

九571

そう・する

も候はば︑君の御ためには不忠の身となり︑
そうせき
﹇漱石﹈︹人名︺1 漱石

感じるやうにさへ思った︒

わが國語には︑祖先以來の感情・精神が

るのかと︑ふと思ひました︒さうして︑ほんたう

そうしゃ

にならしめてみるのである︒

れわれを結びつけて︑國民として一身一瓢のやう

とけ込んでをり︑さうして︑それがまた今日のわ

十二幽9

に勇ましい人の心の中には︑かうしたやさしい情
がこもってみるのだと考へさせられました︒

十一協1 勅命のくだったことを承った亡君は︑そ
れこそ天にものぼるここちであったらう︒さうし
て︑長い長い物語を讃みあげるのに︑ほとんど心
十668

魂をささげ壷くしたことであらう︒

十一加3 支那風の商店が︑ぎっしりと軒を並べて
十701

えながら︑激しい掃射を浴びせかける︒

みる︒さうして︑この町も他の町々と同じやうに︑
くわけう
商店の持主はほとんど華僑である︒
十一劉2 鋪装道路は︑︿略﹀傾斜面と︑︿略﹀公園

地帯の間を走ってみる︒さうして︑赤屋根の住宅
が︑あちらこちらの緑の中に貼在してみる︒
時︑干害たちは︑天略﹀︒﹂と心から祈る︒さうし

十一一91 大きな神棚があって︑その下を通過する
て︑まっしぐらに坑道へ進んで行く︒

十二215 その人々の顔には︑感激の涙がとめどな

く流れた︒さうして︑聲をふるはしながら︑

八313

﹁︿略﹀︒﹂と︑何べんもくり返すのであった︒

十二327 ﹁仁﹂の全髄が説かれてみる︒さうして︑

八悩1

そうしんぐん

顔回なればこそ︑この最もむつかしい教へを︑そ
のまま實行ずることができたのである︒

たい

繹天の姿となって︑修行者を空中にささげ︑さ

しやくてん

十二575 あの恐しい羅刹は︑たちまち端嚴な帝 十二94 ﹁採鑛へ総進軍︒﹂と書いた電燈看板に迎
うしてうやうやしく地上に安置した︒
十二価3 江戸市民は︑兵火を免れた︒さうして︑
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そうだい一そうろう

や し
十一脳6 だが︑想像してみたココ椰子の林も︑船
着き場も︑家らしい家さへも見えない︒
はつらつ

﹇壮大﹈︵形状︶2

壮大

てるる物の溌刺たる力を想像しながら︒

十二柵9 芽をもたげ︑雪を割ってのび出ようとし
そうだい

九523 今まで軍港のやみに包まれてるた軍艦の壮
大な姿が︑だんだん現れて極る︒

十一776
総立ち

︵サ変︶

一

サウダンスル

︽1

そうっと
八柵5園

︵副︶1

そうつと

そうつと︑静かにお仕事をしませうね︒
村はそう出の大祭︒

そう出Oいっかそうで

としも豊年満作で︑

﹇総出﹈︵名︶1
騒動

みだりに騒動を起したのは︑結局私情

﹇騒動﹈︵名︶1

六191圃

そうで
そうどう

十二604園
を以って國法を破ったのである︒
そうとく

十一㎜11

んでみた︒

聞多︑三十歳の肚年に及んで︑何一つ

﹇壮年﹈︵名︶2

十二召4園

そうねん

走馬燈

しかるに︑正行・正時︑すでに壮年

孝行も蓋くさないのに︑

十二984図國

﹇走馬灯﹈︵名︶1

に及び候︒

サウモク

草木青

しかし︑これでは︑漢文流に﹁サウモク

﹇草木﹈︵名︶一

﹇草木青﹈︵O︶1

九648直話なにがしに張らせ候はん︒さやうのこ

これは東野第一の名馬とて︑商人の引

すべてを張りかへんは︑はるかにたや

とに︑なれたるものにて候︒

すく候︒

九652図圓
九696図圏

一命を捨てて︑君の御恩に報ゆるため

きてまみりしを︑一豊が求め得たるものに候︒

そなたのふがひなきことが思ひ出され

には候はずや︒

十123圏田
十128國国

十1210國団

いかばかりの思ひにて︑この手紙をし

てがらを立て候やうとの心願に候︒

て︑この胸は張りさくるばかりにて候︒

十132國團

あふみ

みつうみ

たためしか︑よくよくお察しくだされたく候︒

この川︑近江の湖の末にて候へば︑

待つとも待つとも水ひまじ︒

十柵7図圓

おほぐし
十鵬10図圖 ﹁大串か︒﹂﹁さん候︒

﹁ものの敷には候はねど︑武藏の國の

押し流され︑これまでたどり着きて候︒

住人︑熊谷の次郎直實︒﹂と名のる︒

十柳2満卓

ち

大和鍛冶のきたへ打つたる矢じりを

か

十鵬6図圓あれ︑ごらん候へ︒

やまと

少々用意仕りて候︒

十一193図圓

十一5910図圏 敵に園まれて強陣を破るにも︑︿略﹀

﹁クサキハアヲイ﹂といふのを漢字だけ
で書けば︑さし當り﹁草木青﹂と書いて渦足しな

﹇候﹈

︵四五︶

33

候ふ

候

︽ーハ・1

十一659図圓

よしとも

ただ兄にて候義朝などこそ︑かけ出

きよもり

まして清盛などがへろへろ矢︑何ほ

いまだ天の明けざる前に勝負を決す

しかるべく候︒

ること︑何のうたがひも候はず︒

十一608図國

どのことか咽べき︒

十一606送馬

で候はめ︒

にも︑利を得ること夜討にしくこと候はず︒

十一603図國
ぞうり

ざうり

そうろ・う

足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒

あし

十一788

す
山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑素

ければなるまい︒
ざうり
﹇草履﹈︵名︶1 草履

十一伽3

そうもくせい

アヲシ﹂と讃むこともできる︒

十一伽4

そうもく

馬燈のやうに次から次へ思ひ出される︒

九248国勝ちぬいて來た激戦の電卓の場面が︑走 十島1図國あまりに水が速うて︑馬をば川中より

そうばとう

壮年

積雲や︑入道雲や︑かなとこ雲は︑いか そうとく ﹇総督﹈︵名︶1 縮督
そうとく
以前はここにニューギニヤ州の縛督が住

﹇総立﹈︵名︶2

にも牡大で︑強烈で︑男性的です︒
そうだち

オホゼイ

相談5こそ

機内総立ちになり︑﹁萬歳︒﹂を連呼する︒

十594 一同︑思はず総立ちとなった︒
十706

そうだん ﹇相談﹈︵名︶2 サウダン
うだんなさる
一604圏 メダカサン︑ メダカサン︑

ヨッテナンノサウダン︒
八71 大勢の燕が並んでみるのを見ると︑何かし
﹇相 談 ﹈

ら︑相談でもしてみるやうに見えます︒

︽ーシ︾

そうだん・する

アゲルコト

二668 オトウサントオカアサンバ︑サウダンシ

早朝

テ︑オ日サマノトコロヘオヨメニ
ニシマシタ︒
﹇早朝﹈︵名︶1

そうち nVぼうおんそうち
そうちょう

十二㎜6 どんなに天候が悪からうと︑ 早朝から飛

増長する

﹇総長﹈ δやまがたさんぽうそうちょう

び出して︑
そうちょう

﹇増長﹈︵サ変︶一

︵フ︶・1へ︾

ぞうちょう・する
シ︾

﹁矢は當らぬに︑死にて候︒﹂と申せば︑
義家︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

九608図國
るは︑だんだん増長して覚ました︒

七146 ﹁自分より強い者はない︒﹂と思ふと︑たけ

十一659図圓 ただし︑御あやまりも候はん︒

十一6610図國兄にておはす上に︑思ふところあり
てわざとかく仕りて候︒

十二862囹 おのれは古がさを買うて來て︑やれ末
廣がりで候の︑骨みがきで候のと申しをる︒

十二862囹望みがきで候のと申しをる︒
を安んじまみらせよと申しおきて死して候︒

十一一983掌篇 一族を助け養ひ︑朝敵を滅して御代

はちまん
十129圓團 八幡様に日参致し候も︑そなたが︑あ

つばれなるてがらを立て候やうとの心願に候︒

十一一984図國

正行・正時︑すでに壮年に及び候︒

十二985図四手を書くして合職仕り候はずば︑父

の申しし遺言にもたがひ︑

十一一備4國国 汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑

か︑二つのうちに戦を決すべきにて候︒

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑

かれらが首を正行が手に掛けて取り

十二9810筆管

＋1210圓国てがらを立て候やうとの心願に候︒

十棚8図國 馬の腹帯の延びて見え候ぞ︒

十一一991図國正行・正時が首をかれらに取らせ候

一筋受けて御覧じ候へ︒

十価9図幽 よき大序とこそ見まみらせ候へ︒
十鵬7図國 みかたの軍兵満ち漏ちて︑よものがし
戻
︷ま
一じ︒
十一193図圏

私身命に代へ願ひあげまみらせ候︒

ここを遊ばし候へ︒

十二稲6圏国當家滅亡を見つつ長らへ居り候も残

十二備5只言

受けて御覧じ候へ︒

九國のものども討ち從へ候について︑

十一2010爾面凶國

十一594善管

十一602信士三方に火をかけ︑一方にて支へ候は

甲の袖にて彿ひ︑けちらして捨て候

それも一矢にて︑愛子を射通し候は

ただ兄にて候義朝などこそ︑かけ出

んに︑火を逃れん者は矢を赤るべからず︑
よしとも

十一604図圖

で候はめ︒

十一605図國
ん︒

十一606誉者
はん︒

念に候まま︑きっと覧悟致し候所存に候︒

きっと畳悟致し候所存に候︒

朝敵とともに身命を捨て心事は︑

誠に心痛致し居り候︒

朝廷へ恐れ入り候事と︑

家名のところ御煎患あらせられ候は

私は申すまでもなく︑
かぼく
↓門家僕の者ども︑深く朝恩を仰ぎ

候事と存じまみらせ候︒

そへる

︽1へ︾nVおそえ

朝恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒

﹇添﹈︵下一︶1

十二脳2國国
そ・える

山の肩のあたりから︑刃物でそいだやう

﹇殺﹈︵五︶1 そぐ

︽ーイ︾δきりそぐ

﹇束﹈8じゅうさんぞくみつぶせ

止ったり︑はなれたりしてみる︒

きうりにそへて立ててある竹に︑とんぼが

る・かきそえる

﹁しかるべくおぼえ候︒﹂

十二908圏

先皇の御心を休めまみらせ候︒

五804
十二977図圓

十二933図國朝敵を滅さばやと存じ候︒

そく

ぞく

﹇族﹈ δうみダイヤぞく・ダイヤぞく・たかさ

に突つ立ってるて︑

十ニー48

そ・ぐ

かねて思ひ定め候ひけるか︑つひに そく ﹇足﹈5なんぞく

十二979図圏逆臣西國より攻めのぼり君田︑

御取りつぶしに相成り候はば︑

十一203図圓

御許一筋受けて︑甲をためし候はん︒

十一一備4属團 私身命に代へ願ひあげまみらせ候︒

十一203図工

ほどはなかりけり︒

十二986図園 手を蓋くして合職仕り候はずば︑ 十一202図國 足助殿の御弓勢︑日ごろ承り候ひし
︿略﹀︑かひなき世のそしりをも急くべく候︒

十二987図園 もしまた病にかかり︑早世仕ること
も候はば︑

︽ーハ・ーヒ・

1私109887
隣圏圏圏長喜

十二988図圏君の御ためには不忠の身となり︑父 十一2010図圓 さらば一矢仕り候はん︒
のためには不孝の子ともなるべきにて候問︑

十二991遠里 身命を蓋くして合職仕り︑︿略﹀か︑
おそれ多くは候へども︑︿略﹀︑玉顔

︿略﹀か︑二つのうちに戦を決すべきにて候︒
十一一992図圓

候

113
113
113
113
113
、

を辞し奉らんために参内仕りて候︒

十二993図囹 今生にて今ひとたび︑玉顔を拝し奉
らんために参内仕りて候︒

念に候まま︑きっと豊悟致し候所存に候︒

十一一備6國田當家滅亡を見つつ長らへ居り候も残
十二備7圏田 きっと豊悟致し候所存に候︒
候ふ

十二柵7國團私一命は惜しみ申さず候へども︑
﹇候﹈︵ 助 動 ︶ 4 3

一︵フ︶・1へ︾

そうろう

九647図圖 その障子をこなたへたまはりて︑なに

十二979図圏

つひに湊川にて討死仕り候︒

がしに張らせ候はん︒

十二9710図圖

湊川にて討死仕り候︒

十121圓国 母はいかにも淺念に思ひ候︒

その時︑正行十一歳に相成り候ひし

あま
九6410図國尼が細工にはよもまさり候はじ︒

十二981図幽

を︑合戦の場へはともなはで︑

十122圏団何のために軍には出で候ぞ︒
十126國団 しんせつに仰せくだされ候︒

十 十十十十十
二ばニニ世職ニ

114

そうろう一ぞく
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賊

こぞく・パプアぞく・りくダイヤぞく
﹇賊﹈︵名︶19

賊 は ︑ ﹁︿略﹀︒﹂と押し寄せた︒

七616 百人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といつ

だので︑賊はすっかり弱った︒

七615 方々で︑官軍が︑ひやうらうの道をふさい

七614 賊が︑千早城一つをもてあましてみると︑

七613 賊は何千人か死傷した︒

はわれ先にと渡った︒

東國の賊を平げて︑尊︑西へ錦りたまふ

た賊も︑しまひには轟轟ばかりになった︒

九93図
あしがら

時︑相模の足柄山を越えたまふ︒

賊の寄せ手七萬五千蝕騎︑︿略﹀︑一の
賊軍

宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし

﹇賊軍﹈︵名︶1

木戸口の邊まで寄せたりけり︒

十一175図
ぞくぐん

九615図
者なれば︑

八77
九梱10

十月には︑心々と去って行きます︒
今まで敵についてみた奮臣が︑昏々と勝久

わが砲員の撃ち出す砲弾は︑よく敵艦

のところへ集った︒

十一542図

十一763

夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと

速力←ぜんそくりょ

髪も束髪のやうに結ってみる︒

そくはつ

ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲です︒
そくはつ
﹇束髪﹈︵名︶1 束髪
そくはつ

十一騒4

レパルスは︑速力がぐっと落ちてウェール

そくりょく ﹇速力﹈︵名︶4
く

十689

プリンスーオブーウェールズは︑︿略﹀︑八

ズの後方︑二千五百メートルの海上にある︒
十712

まもなくウェールズの速力は急に落ちて︑

ノットぐらみの速力で走ってみた︒

十714

艦長は幻日鏡を出したまま突進し︑その

ほとんど停止したかと思はれた︒

十二鵬6

﹇底﹈︵名︶18

ソコ

底5いわそこ・かわそ

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

海はひろびう

なみの底︑

心の底ま

たひやかつ

かしは手うてばごうごうと︑

みたでせう︒

さやさやさやと鳴る風に︑水は底まで

さうして︑この歌の一句一句が︑腹の底

にしみ入るやうに思はれる︒

九249團

澄んでみた︒

八703圏

でひびきます︒

七312圃

をが

五423圃

キドキニョロリトウゴキマスQ

一593 ドヂャウハ︑ソコノハウヘシヅンデ︑ト

こ・たにそこ・ふなぞこ

登動機船が︑本島をあとに︑六百海里の そこ

に命中して績績火災を起し︑黒煙海をおほふ︒

十一981

測定←へんりゅうそく

戦車・大砲・トラックが︑離々と橋を乗

北を望んで︑章々と出て行く姿を見るであらう︒

十二鵬7

り切って行く︒

﹇測定﹈︵名︶1

あやま

この測定に寸分の誤りがあってはならな
速度

ぐっと速度を落しながら一直線に進む船

﹇速度﹈︵名︶1

十二躍5

ていき
い︒

そくど

十一9810

のともから︑網がしだいにくり出されて︑

は︑何か不安な氣持があることを知って︑

十533 ほこらしいやうな︑それでみて︑底の底に

九佃2客星今︑海の底を走ってみるのね︒

九675図鏡の箱の底より黄金十七を取り出す︒

五つばかりの星はカシオペヤ座で︑俗にい 九575 軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗
員は︑これから訓練に取りかかるのである︒
ごく薄い︑白い絹か何かで空をおほった
俗にむら雲といってゐますが︑西洋では
よく牧場の群羊にたとへます︒

十一732

やうになりますから︑俗に薄雲といひます︒

十一718

かり星とも山形星ともいひますが︑

九9310

七608 幅が一丈五尺︑長さが二十丈︑その上を賊 ぞくに ﹇俗﹈︵副︶4 俗に

の谷に渡して橋にした︒

七607 賊は︑大きなはしごを作り︑これを城の前

と︑

七602 賊が︑四方からこれをめがけて押し寄せる

七5910

賊は︑攻め寄せないことにした︒

七597 この上は︑ひやうらう攻めにしようとして︑ そくてい

わぐところを射させて︑五千人肥りも殺した︒

七594 さうして︑これをよけようとして︑賊のさ

正成は︑高いがけの上から大木を落させた︒

七592 賊が︑これを聞いて︑︿略﹀攻め寄せると︑

に賊のわる口をいはせた︒

七591 正成は︑この旗を城門に立てて︑さんざん

苦しめようとはかった︒

七581 これにこりて︑賊は︑城の水をたやして︑

千人も死んだ︒

七578 賊は︑坂からころげ落ちて︑たちまち五六 ぞくぞく ﹇続続﹈︵副︶5 喜々 績績

のさわぐところを︑さんざんに射た︒

七578 城のやぐらから大きな石を投げ落して︑賊

かと︑賊が城の門まで攻めのぼると︑

七576 こんな山城一つ︑何ほどのことがあるもの

いったいは︑すっかり人や馬でうづまった︒

七574 園んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附近

ぞく

ぞく一そこ

そこ一そこ

780

十533底の底には︑何か不安な雪持がある
十5510 さうして︑心の底にあった不安は︑まるで
雲のやうに消え去ってしまった︒

十三2図圓 水の底には大綱あるらん︒

二人は︑よささうな石をあちこちとさ

がしました︒そこへ︑春枝さんが︑犬をつれて

三95

蛙の子どもが︑川ばたで遊んでゐまし

あそびに來ました︒

三281

うらしまがつりをしてゐます︒そこへ︑
ここがりゅうぐうでございます︒どう

たうげをおりたところで︑また止りま
勇さんが︑えんがはで︑鏡を持って遊ん

廣い庭の向かふに兵舎が立ってゐま

んどりが︑︿略﹀︑やって來ました︒

でるました︒そこへ︑勇さんによくなれたを

四553

した︒そこで女の子が一人乗りました︒

四213

ぞ︑そこへおかけください︒

三夕9囹

かめが出て來ます︒

三惑6

うらしま太郎が來ます︒

私は︑︿略﹀︑目でさがしました︒﹁チョン

三708

た︒そこへ牛が來て︑水をのみました︒

もせず︑水の底をくぐりて︑向かふの岸に着きに

十三6図 岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと
けり︒

ギース︒﹂もう︑ついそこです︒
三985 みんなでかめをころがします︒そこへ

十鵬7 兵士たちは︑砂の底で︑砂といっしよに堅
く銃身をにぎりしめた︒

十一75！0 天氣のよい日︑底が平で︑上が山の峯の
やうに積みあがった形に現れる白い雲は︑
までが清められるやうな堅持がする︒

十一797 この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑心の底

た かせ

て︑その底に高瀬川の鳴ってみるのが︑

そこ

遊びなれ

十一944 向かふの山脈との間は︑千丈の谷となつ

ソコ

十一㎜⁝8図圃 ももひろちひろ海の底︑
たる庭廣し︒

﹇其処﹈︵代名︶77

す︒そこへにいさんたちは行きました︒

二282 カニハ大ケガヲシマシタ︒ソコへ︑ハチ 四748

そこ

ガ來マシタ︒

痛みがいっそうひどくなって︑どうに

通をぬけて︑町の入口の門のところまで來

門を過ぎると︑廣場があります︒そこで遊
今度は︑胸の爾わきが破れて︑そこからも
今度は︑そこから馬車に乗って︑川口の町
まで行くことにしました︒

五527

二本の足が出ました︒

五242

んでみる支那の子どもたちが︑

四三2

持って番をしてゐます︒

ますと︑そこには︑日本の覧たいさんが︑銃を

四生3

ことといふ神様がおいでになりました︒

もたまらなくなりました︒そこへ︑大國主のみ

一一302 ウスガ︑上カラドシントオチテ來マシ 四857
タ︒ソコへ︑カニが來マシタ︒
一一871 犬が畠ノスミデ︑﹁︿略﹀︒﹂トナキマシ

タ︒オヂイサンガ︑ソコヲホッテミマスト︑

二886 犬ノ二二カヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ
松ヲ一本ウエマシタ︒
二928 トナリノオヂイサンバ︑︿略﹀︑カレ木ニ

ノボッテ︑トノサマノオカヘリヲマッテヰマ
シタ︒ソコへ︑トノサマガオ通リニナッテ︑

二956 花ガーメンニ咲イテ︑テフテフガトン
デヰマシタ︒ソコへ︑ 一人ノオヂイサンが出
テ來マシタ︒

次の停留場へ來た時︑をぢさんは︑そこで

おりるのかと思ったら︑おりませんでした︒

五724

ほをりの命は︑海べで泣いていらっしゃる︒

そこへ︑一人の年取った神様がおいでになる︒

五慨1

正面に︑海の神様が腰を掛けていらっしゃ

こに︑舟があるでせう︒

三曲8園私が︑いいことを教へてあげませう︒そ
五鵬5

﹁そこのかごの中に︑おいもがあるから︑

る︒そこへ︑女が出て早る︒

どこかの屋根が︑︿略V︑つい︑そこにある

そこへ︑たきぎをせおった子どもが︑出て

二人でおあがり︒﹂

六103園

六569
潤る︒

六626

今度こそうまくあててやらうと︑力いっぱ

やうに見えるではないか︒

六939

い投げてやった︒そこへ︑どこからかたまが飛ん

班長も︑部下を指卑しながら進み凹した︒

で來て︑ぼくの胸にあたった︒

午前十時に︑四年以上の生徒が︑そこに集

そこに︑作江が倒れてゐました︒

六慨7

七403

校長先生が︑︿略﹀と︑お話なさいました︒

合しました︒

︿略﹀︒そこへ神主さんが︑三人お見えになりまし

七409

た︒

七626 宮は︑どうしても︑そこをお通りにならな

そこへ花子さんが減る︒

ければならなかった︒

七667

とびこみ皇の中段へあがって︑そこから︑

二人ともとびこみの練習をしましたが︑

七906

は︑もうりつぽな網ができてゐました︒

七価9 晩になって︑また行って見ますと︑そこに

七側1 垂湾へも︑早くから往回して︑そこで島の

781
そこく一そこく

人や︑南支那から來る船と貿易をしたり︑

七川3 南支那から測る船と貿易をしたり︑そこか
らさらに南支那へ渡ったりしてゐました︒
七 1 かれらは︑兵力を以て皇湾の港を占領し︑
そこに城を築きました︒

八216團花の咲くころは︑よいにほひがして︑そ
こを馬車に乗って走るのは︑樂しいものです︒

八404 あたりを眺めてゐますと︑小さな門があり
ました︒そこへ召使の女が來て︑

八781 集合地は︑村はつれの一本杉のそばであっ
た︒ぼくたちは︑︿略﹀︑スキーをつけ︑二本の杖
をつきながら︑そこへ集った︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが叫んだ︒みんなそこ

﹁おや︒﹂と思ひながら︑そこに立ち止って︑

へ行くと︑

八8310

八価6

生活と習慣とをくりひろげる︒

そこに支那でやって観たのとそっくりそのままの

いくつもあける︒あけてはそこへ爆藥を

生死を超越してしまへば︑もう淺はかな

しばらくは氣を失ってみた聞多が︑ふと

夢も迷ひもない︒そこにほんたうの悟りの境地が

十二556

ふのが小人である︒君子はそこが違ふ︒

十二293園困ったら悪いことでも何でもするとい

つめる︒

十ニー12

く︒そこから︑各自受持の採鑛現場へと急ぐ︒

十二98 敷百メートルのたて坑を一華におりて行

しふくわん

して來た︒そこには︑取り入れるばかりになって
まるで失神したやうに︑かれはそこに突つ

みる︑たくさんの稻束が積んである︒

十2210
立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒

月の世界に都があって︑そこで天人が舞つ
二階へ行くと︑そこにも︑だまって塗り物

てるるなどは︑實に美しい想像ですね︒

十428
十伽8
を塗ってみる人たちがみた︒

屋根型の鐵條網が︑嚴重に設けられてみる︒

そこから五十メートルほど後の方には︑

十㎜9

ある︒
十二681

だのぶなが

宗治は︑あくまでも戦ひぬく決心であった︒
お

向かふに火が見える︒聞多は︑そこまで

そこへ︑織田信長が三里五千の大軍を引きつれて︑

十術8

十二鵬4

そこには︑まだ砲弾が飛びかひ︑

はって行った︒

十二684

見まはすと︑そこはいも畠の中であった︒
かれは村の墓地を通ってみた︒すると︑そ

攻めて來るといふ知らせがあった︒

十蹴6

その﹁ビューン︒﹂がはたと止ると︑そこ

こにかくれてみたあやしい者が︑三人現れた︒

十二鵬2 めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑そ

十鵬5

では︑どこかの子どもが︑もう頭をつるつるにそ

じっと見つめました︒

八柵3 入口のそばに池があって︑そこに︑甲の長

ろくしやう

そこには︑緑青を薄くとかして流した
袋のやうにひろがった湾内へはいると︑
かれらは︑またたくまに支那街を作り︑

くんこう

陛下には︑將官ステッセルが祖國のた

﹇祖国﹈︵名︶5 祖國

十二劉4

匠気のために戦っては着たが︑︿略﹀閣

祖國のために働くことができて︑私も滞

祖國日本の姿を思うて︑血の高鳴るのを

足ですが︑

十933園

下と會見することは︑喜びにたへません︒

十892園

めに蓋くしたる動功をよみしたまひ︑

十855図田

そこく

航空母艦ヨークタウン型撃沈の勝報である︒

十二圏1 ﹁サラトガ型撃沈︒﹂︿略﹀︒そこへまた敵

北西に取って︑スマトラ島の北端を廻ると︑

十二窺3 明日は昭南に入港する︒そこから針路を

めたまふ︒そこに世界の原動力が力強くひそみ︑

神は大八洲を生み︑皇祖皇宗は國を肇

おほやしま

こには歩兵の徒歩部隊が出てみるだけである︒

さが一メートルもある﹁うみがめ﹂が泳いでみる

十二㎜2圃

そこから右へ縦走して︑燕の絶頂をめざ

やがてそこへ登り着いたぼくらは︑

をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒

十㎜12

られてるるのである︒
ぶたい
日暮れ時の類同の廣場などに︑影給の舞皇

のには︑ちよつとびっくりしました︒

十一934

八型1 おもしろいのは︑その口のところです︒そ

十一948

それは︑︿略﹀御影石の岩塊である︒そ

こには︑いろいろこみ入った道具がついてゐます

十一別3

そこにケンダリといふ小さな町があった︒

十一脳12

やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十一川2

十一柵6歯黒雀の子そこのけそこのけお馬が通る

十一撚6歯黒雀の子そこのけそこのけお馬が通る

こは︑十人とは乗れないほどせまかった︒

十一9510

した︒

が︑

ねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑一りんざ

しにさして︑墨黒の上にかざった︒そこへ︑おか

八擢4

あさんが起きていらっしゃって︑
じんじらう

九倣7 甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷へ行った︒見
れば︑母もそこにるた︒

九珊9 文字通り大自然のふところに生まれ︑そこ
で死んで行く蒙古人たちにとっては︑

十214 村から海へ移した五兵衛の目は︑たちまち
そこに吸ひつけられてしまった︒

十223 五兵衛は︑大きなたいまつを持ってとび出

そこそこ一そそう

782

感じた︒

東京から放送されて來た︒

十二圏9 この夜感激の軍艦行進曲が︑遥か祖國の

︵接︶19

そこで

そこそこ 息じゅうにんのりそこそこ

三516 一寸ぼふしは︑都へ行って︑りっぱなさ

そこで

むらひにならうと考へました︒そこで︑針の
刀をこしにさして︑おわんの舟にのり︑︿略﹀︑
川をのぼって行きました︒

四91 おちいさんは︑﹁でも︑この木は︑切るよ

りほかにみちがあるまい︒﹂といひました︒
そこで︑切ることになりました︒

よい︒﹂といひました︒そこで︑大勢の大工を

四102 おちいさんが︑﹁くりぬいて︑舟を作るが

集めて︑舟を作ることになりました︒
五伽2園 ほをりの命﹁そこで︑お願ひがあるので
すがね︒﹂

六佃7 破壊筒を持って行って︑鐵條網にさし入れ
てから︑火をつけるといったやり方では︑とても
まにあひません︒そこで班長は︑まつ破壊筒の火
なはに︑火をつけることを命じました︒

七204 だまし討ちにするほかはないと思ひました︒
そこで︑尊をうやうやしく迎へて︑いろいろおも
てなしをしながら申しました︒

生活が終るのです︒そこで︑油蝉の子は︑深いと

七871 もぐってから七年めに︑やっと長い地下の
ころから︑だんだん恋いところへ移って︑
そこで︑おもしろい運動を始めます︒

七884 もう残ったところは︑腹の下の方だけです︒
七麗7 日本人は︑なかなか承知しませんでした︒
そこで︑オランダの長官は︑︿略﹀︑さんざんいや
がらせをしました︒

八103

南へ飛行中だつた燕は︑︿略﹀︑身動きもで

きなくなってしまったのです︒そこで︑その國の
人人は︑このつかれはてた鳥を拾ひ集めて︑

何分かのうちに︑もう艦内はすっかりせい

とんする︒そこで五分間の休みがあって︑

九5410

﹁庭中へ︒﹂﹁たばこぼん出せ︒﹂の號令がく

だる︒そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

九564

星にも︑名前や番鳥があり︑︿略﹀︑どれが

どうなのか︑さっぱり見當がつきません︒そこで︑

九882

飛行機の整備なくしては︑空中戦も敵地

まつ眞北へ向かって立って見ませう︒

影藤10園

かれはこれに滞足せず︑すぐ動力機械の製

↓つに考へなければなりません︒

爆撃もありませんよ︒そこで航空部隊の働きと整
備とは︑

十799

造にとりかかった︒︿略﹀︒そこで︑更に七年間の
さんぽう

工夫が績けられ︑

参謀総長から︑次のやうな電報があった︒
つ の だ
﹁︿略﹀︒﹂そこで三日︑乃木至仁は︑津野田参謀に

十858

といって︑その任務は︑しばらくも捨てて

命じて︑この聖旨を傳達することにした︒

虚夢5

おくことができない︒そこで︑少年の老父が︑こ

しかし︑これでは︑漢文流に﹁サウモク

れに代って見張りに出かけた︒

十一伽5

サ

キ

ハ

ア

ヲ

ではござらぬ︒

かめは︑うらしまの手を取って︑そこら

﹇其処﹈︵代名︶2 そこら

三撹9

そこら

組織す

みんなは待ってるたやうに︑そこらへ腰

をぐるぐる歩きます︒
十一859

そしき
﹇組織﹈︵サ変︶3 組織する

をおろして汗をふく︒

愛路村に住んでみる青年は︑愛路青年隊を

そしき・する
十㎜11

る ︽ーシ︾

組織し︑女子は婦女隊を組織し︑少年たちは︑愛

そしき

少年たちは︑愛路少年隊を組織してみるの

女子は婦女隊を組織し︑

路少年隊を組織してみるのである︒
十㎜11

である︒

十㎜12

九372図圃

蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば

そしう

そしう
そしゅう ﹇蘇州﹈︹地名︺1 蘇州

﹇諦﹈︵名︶1 そしり

るとかすみ水牛あゆむ
そしり

手を蓋くして合戦仕り候はずば︑

素性法師

見わたせば柳さくらをこきま

そせい
﹇素性法師﹈︹人名︺1 素性法師

︿略﹀︑かひなき世のそしりをも窪くべく候︒

十二985図画

十一327

そせい

そせいほうし

祖先以來

祖先傳來

だから︑わが國語には︑祖先以來の感

﹇祖先以来﹈︵名︶1

ぜて都ぞ春のにしきなりける
そせんいらい
ク

アヲシ﹂と工むこともできる︒そこで︑ほんたう

十一一帽8

﹇祖先伝来﹈︵名︶1

ヨ

甚次郎︑このかぶとは祖先傳來の寳︑こ

ヨロコ

﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑祖宗ノ神

﹇祖宗﹈︵名︶1 祖宗
チン

霞二封フルヲ得ルヲ澤フ︒﹂と仰せられたり︒

コタ

十﹁578二念

そそう

れをおまへにゆつる︒

直通3囹

そせんでんらい

情・精神がとけ込んでをり︑

に間違ひなく讃ませるためには︑﹁久佐幾波阿遠

職蓄蔵・野砲隊・衛生隊が︑しびれを切

以﹂とでも書かなければならなくなる︒

イ

十二鵬5

らして待ちかまへてみる︒そこで︑橋がひとたび
完成するが早いか︑︿略﹀︑績々と橋を乗り切って
そこな

なう︑そこな人︑そのやうに安いもの

﹇其処﹈︵連体︶−

行く︒

そこな

十二827園

783
そそぎこむ一そっと

そそぎこ・む

ます︒

﹇注込 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

﹇注﹈︵五 ︶ 5

注ぐ

そそぎこむ

︽ーン︾

︽ーイ・ーガ︾尋ふり

五504 こちらの岸からも︑小川がそそぎこんでゐ
そそ・ぐ

そそぐ

れて︑西の大阪湾に注いでゐます︒

七612 さうして︑その上へ油を注がせた︒
よど
八898 市を貫ぬいて流れる淀川は︑いく筋にも分

がら︑どの箱にも注いでゐます︒

八㎜7 きれいな海の水が︑こまかいあわをたてな
たふじょう

きつくやうに注がれる︒

十641搭乗員の目は一つになって︑海の上へ僥

だ

﹇季立 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

そそり立つ

︽ーチ・

に︑ふと目を注いで︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十844 乃木学説は︑︿略﹀︑壁に張ってある新聞紙

ひ

そそりた・つ
ーツ︾

十一939 飛騨山脈が︑︿略﹀︑紫紺のはだあざやか
にそそり立ち︑

そぞろ

十一959 それは︑大空の一角にそそり立つ御影石
の岩塊である︒

﹇漫﹈︵形状︶1

十69図 大御心のかたじけなさ︑そぞろに涙のわ

そぞろ

き出つるをおぼゆ ︒

そだ・つ﹇育﹈︵五︶4育つ︽ーチ・ーッ︾
五鵬2 おかげで︑利根は︑子犬のよくかかる病氣
にもならないで︑すくすくと育ちました︒
たい
八138 私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑垂
湾のゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

わん

八186 すくすくと育つた垂湾のバナナは︑かうし
てみなさんのお目にかかります︒

十二㎜3囹海國に生まれ︑海國に育つた私たちの
血潮を湧き立たせる︑勇ましい調べがあります︒

そだ・てる

﹇育﹈︵下一︶14育てる

︽ーテ・ーテル︾

小さいので︑かごの中へ入れて︑おばあ

利根は︑小さい時︑文子さんのうちで育て

さんと二人で育てました︒

四335
三見7

自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬になるの

られた︑勇ましい軍犬です︒

五皿1

ます︒

二十四日の午後三時ごろ︑そちらへ参り

﹁集れ︒﹂といはれたので︑私たちは︑みん

六173團
八542

■こそつぎょう

子どもたちは︑またそちらの方へ走って行

なそちらへ走って行った︒

く︒

十㎜10
そつぎょう

その機械のそばには︑高等科を卒業して二

私も︑利根を一生けんめいで育ててゐま そつぎょう・する ﹇卒業﹈︵サ変︶1 卒業する ︽一

だと思ふと︑うれしくてたまりませんが︑

五M7国

八㎜10

シ︾

かうして育てたみかんの實は︑

す︒

六268

かうして︑あたたかい心で育てられ︑しん そっくり ︵形状︶5 そっくり そっくり

長い間かはいがって育てたみかんが︑

そっと

形は︑まくはうりのやうで︑味は︑熟し

そのきねは︑月の世界の兎がつく餅つき

うぐひすそっくりな鳥の聲や︑

しふくわん

そこに支那でやって來たのとそっくりそ

︵副︶3

そっくり

その時︑その人の氣持が︑そっくりそ

そっと

そっと

今︑かりにそのままそっくり移して︑地

ソット

イモウトハ︑キキャウノツボミヲソット

︵副︶18

球を太陽の中心に置くとしても︑

十一一柵1

のまま現れるやうに思はれます︒

十一㎜6国

と思ふと︑たいそううれしい氣がします︒

そっくりまさえさんの手で︑かはいがられてるる

十一描5国私のおいて來た花ばさみや花器などが︑

そっくり

のままの生活と習慣とをくりひろげる︒

十一別3

のきねとそっくりである︒

十一泌10

十一甜7

柿そっくりのマンゴーがある︒

十一鯉12

さんにそっくりでした︒

四604 子どものやうですが︑なくなったおかあ

三年ぐらみの︑若い職工さんもみて︑

六292

六288

すみみったう

おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに

なし

せつな手で︑荷作りされたみかんは︑

八146

かささぎは︑毎年新しい巣を作って︑ひな

育てられた木に生るのと同じことです︒

早鐘5

檜は︑︿略﹀︑植林によって︑あとからあと

鳥を育てるのです︒

九117

最後にひらめいたのが︑二十何年いつくし

から育てて行くやうにしなければならない︒

十柵1

胡同は︑子どもたちを育ててくれる母のふ

み育ててくれた︑尊い母の姿であったのでせう︒
十圏12

日本の少女らしい︑つつましやかな心

ところのやうなものである︒

十一伽3團

を育ててください︒

転語こそは︑まことにわれわれを育て︑
そち

そちは末廣がりを知らぬな︒

﹇其方﹈︵代名︶1

われわれを教へてくれる大恩人なのである︒

十二柵6
そち

十二8510園

そちら

ツマンデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

にいさんは︑兵たいさんにあんないされ 一494

﹇其方﹈︵代名︶4

四736

そちら

て︑そちらへ行きました︒

そで一そと

784

のぞいたら︑

二佃2囲 土手の土 そっとあげて︑
ばうやが

つくしの

三629 ぼくは︑そのだいの上に︑そっとガラ
スばちをのせました︒

そで﹇袖﹈︵名︶10袖

風︒

外

正男さんのうちへ遊びに行かうと思っ

三872

はん︒

そと

勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑

シャウジノガラスカラ外ヲ見ナガラ︑

春の

つくしの
外はそよそよ

そっとあげて︑
のぞいたら︑

土手の土

かぐやひめのからだは︑ひとりでに外へ

四962園

﹁鬼は内︑福は外︒﹂といったので︑

﹁福は内︑鬼は外︒﹂

四979園

﹁鬼は外︑鬼は外︒﹂

﹁鬼は外︑鬼は外︒﹂

ある日︑岸の草につかまって︑池の外へ出

いなごは︑せまいかこひの中から︑外へは

机の上を見たり︑外のけしきを︑のぞいた
六652

外では︑寒い風が吹いてゐます︒
れいか

外をのぞいて見た︒

外に集るやうにと︑先生がいはれた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外から窓ごしに

六糊3 ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ

いったので︑私は︑急いで庭へ出ました︒

六描3

六901

六853団外は︑零下二十度といふ寒さです︒

六793

りしてみた︒

六617

ひ出さうとします︒

六121

五663帰馬をねどこから外へつれ出し︑

てみました︒

五248

が︑もとのやうに明かるくなりました︒

五84 天照大神が外へお出ましになると︑世の中

外へ出ようとなさいました︒

五81 大神はふしぎにお思ひになって︑少し戸の

四979囹

みんなが笑ひました︒

四977園

て出た時は︑

四891團あのたこを︑次郎と二人で外へ持つ

出て行きました︒

四404

﹁︿略﹀︒﹂といって︑手をふりました︒

て︑外へ出ました︒

十麗3図甲の袖︑草ずりもかなぐり捨て︑

四214外では︑その友だちが四人並んで︑

ほんじやうばう

十﹁181図 甲武者三千鯨人︑︿略﹀︑甲の袖を連ね
うんか
て︑雲霞のごとく並びみたり︒

十一219図

ここに本性房といふ大力の僧︑衣の

三703 ﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑私は︑そっと

十一606図国甲の袖にて彿ひ︑けちらして捨て候
十一712
す︒

自分とても︑かれらを法衣の袖にくる

しづのをだまき

母の手は︑堅く五郎三郎の袖にすがって
若宮堂の舞の袖︑
かへしし人をしのびつつ︒

はらはらと涙を甲の袖に落しつつ︑義
中納言︑いまだ奏し奉らざる先に︑ま
﹇外﹈︵名︶37

ばうやが

二鵬5圏

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

一一梱一

トイッテ︑二人デ外へ出マシタ︒

二555ヨルニナッテ︑私ハニイサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂

タ︒

二476私ハ︑ケンチャンヲツレテ︑外へ出マシ

イキヲイッパイスピコミマシタ︒

二212

二77外へ出テ︑空バカリ見テヰマス︒

そと

づ直衣の袖をぞぬらされける︒

なほし

十二996図

心その氣色にあらはれければ︑

十二994図

くり返し︑

十一一761図魎

みた︒

十二7010

んで助けたいのは山々であるが︑

十二642園

天女の輕い舞の袖を思はせるやうな雲で

袖を結んで引き違へ︑

こゑのする方へ︑二足三足進みました︒
三715 私は︑手に持ってみた竹を︑そっとき
りぎりすのみる方へさし出しました︒

三736 竹の先をそっと引きよせながら︑虫か
ごのロへはこびました︒

三802圃 おつむをそっとなでてあげませう︒

四596そっと一間へはいって︑包をあけて見
そっとのぞいて見ると︑女の顔がう

ますと︑中から出たのは︑一枚の鏡でした︒

四602
つってゐます︒
四備5 しかし︑北風が少しゆだんをしてみると︑
暖い南風が︑そっとやって來ます︒

五204さうして︑診たいさんのかたの上にも︑子
どもたちの頭の上にも︑そっと止ります︒

五788 そっと行って見ると︑一メートル急ぐらゐ
の高さのところに︑あぶらぜみが一匹止ってみる︒

六113 そっと近づくと︑くるりと葉のうらへま
はって︑足の先だけ見せてゐます︒

八527 私は︑そっと翼をなでてみた︒
圓形のかまの上へそっと手を置いた︒

九743 さしわたしニメートルもある︑土で固めた
十獅4 毛布を脱いでみる人に︑そっと掛けてあげ
る︒

十一柵9 友人がそっと立って窓の戸をあけると︑
清い月の光が流れるやうに入り込んで︑
と顔を出してみる黒い土を見つけた︒

十二柵6 荒なはで枝をつった松の根もとに︑そつ

785
そとがわ一その

れながら︑しだいに網の外へ出ます︒

七243 まもなく朝の御飯になるので︑少年は︑そ
の時外へ出てみた父を呼びに行きました︒

二つの目だけを砂の間から出して︑︿略﹀︑

れたまま︑そろそろと外へ出て來ます︒

︑80
ノ0り一 眞赤に焼かれた鐵の火柱が︑起重機でつら
八備5
外を眺めてゐます︒

八梱2 一郎さんは︑はうきを持って︑外へ出て行
つた︒

八価4 色人が︑外に鳥かごを持ち出して來て︑鳥
を鳴かせ始めます︒
つたみどりの森林は︑つきることがない︒

九1210 窓の外のけしきは攣っても︑︿略﹀生ひ茂

外側

それで︑ちやうど内側も外側も︑そろつ

て進めるのだ︒

八備3園
まつ︑このやうに内側を塗って︑それを

乾かしてから外側を塗るのです︒

十慨3園

中塗りの盆は︑内側ばかりが塗ってあって︑

外側はまださび色のままである︒

十擢6
そなへ

敵はけはしき山をたのみ︑後のぞなへ

﹇備﹈︵名︶1

八325図圓

そなえ

供へ富田おそなえも

敵航空母艦サラトガ型は︑かくて珊瑚海

﹇供物﹈︵名︶1

を怠りてあらん︒

そなえもの
の

に捧げるすばらしい供へ物となった︒

十二鯉12

あられ︑ひし餅︑桃の花︑

なたねの花
枝についたままの︑美しい︑かをりの高い
お米や︑お酒や︑︿略﹀︑いちご・バナナな

飛行機にお酒を供へたり︑しっかり頼む
オボといふのは︑地の神をまつるために︑

敵艦隊を一隻も蝕さず︑珊瑚海の海神

て︑静かにお纒を讃んでみる︒

十一一㎜2園

﹇備﹈︵下一︶1 そなへる ︽ーヘル︾

のごちそうに供へてやる︒
そな・える

は答へました︒

七M1園 ﹁海賊にそなへるためです︒﹂と︑彌兵衛

﹇其方﹈︵代名︶5 そなた
ほうたう

十119叢書聞けば︑そなたは豊島沖の海戦にも出

そなた

でず︑︿略﹀︑母はいかにも残念に思ひ候︒

十127國團母は︑その方々の顔を見るごとに︑そ

八幡様に日参致し候も︑そなたが︑あ

はちまん

なたのふがひなきことが思ひ出されて︑

十129属国

ひとつ立ってみませうlIなうなう︑

つぼれなるてがらを立て候やうとの心願に候︒

十二794園

そなたは定めて主人持ちでござらう︒

そなたは何をわいわいわめいてゐられるぞ︒

十二833園

その 5なんのその

ガオッシャッテソ
︑ノネモトニ︑水ヲ

その ﹇其﹈︵連体5
︶一
5 ソノ

一722 タ︒オバアサンバソ
︑ ノモモヲヒロッテ

一475

オカケニナリ︑
ソノワキニ︑オトウ

ヅクタンボノ ソノサキハ︑ヒロイ︑

一728 ト︑オバアサンバソ
︑ ノモモヲ横着マシ

ニ783團

ヂイサンバ︑マタ
ソノウスヲカリニ

タ︒オヂイサンバ︑
ソノ松ノ木デ︑ウス

二52圃
二889

ニ90一 タオヂイサンバ︑ソノ灰ヲモラッテ

二894

︑六年の人も︑
その前の人も︑これ
テタマリマセン︒ソノ時︑庭ノ方デ︑﹁

︒﹂トイヒマスト︑
ソノカ学田︑﹁︿略﹀︒

ると︑開かないでそのまま落ちて來ま

二961

二m5

ました︒ちゃうど
その時︑南の方から

参拝するものは︑子ひつじの料理をあげた

三85

んも正男さんも︑
そのあとをおって
あま

ぶつだん

つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒

十一382

二974園

三111

ました︒神さまは︑
その土地に太いつ

り︑手製のチーズやバタなどを供へたりする︒

三136

三121

式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ
十湿6

年とった上品な尼さんが佛壇に花を供へ

検使は︑酒さかなを宗治に供へた︒
なし
庭へ出した机の上に︑梨やぶだうを供へた︒

九回5

十川12

九加10

蒙古人が供へた一種の土まんぢゆうで︑

九㎜4

ぞと願ったり︑

九桝9園

どを︑それぞれ三方にのせて供へられました︒

七422

たちばなを︑みささぎの前に供へて︑

六236

も供へませう︒

四皿4圃

なえする・おそなえる

九231團 はだかの兵隊さんたちが外へとび出して︑ そな・える ﹇供﹈︵下一︶11 供へる ︽1へ︾与おそ
うれしさうに雨水を浴びてみる︒

九7410 二三日たってから︑かまの口を開いた源作
ちいさんは︑往訪に焼けた炭を外へ取り出した︒

九813 一週間ばかりたって︑親子とも馬屋の外へ
出しますと︑

ぞとにひねもす聞ゆ

十鵬8図圏 雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の

﹇外側﹈︵名︶7

十一469 教室のぞとは︑うららかな初夏です︒
そとがわ

をまるくけづられて行きます︒

八㎜7 鐵の柱は︑今度は機械に掛けられて︑外側
八棚3 外側がきれいにけづられて︑砲身の長さと︑
まるみとが︑きちんとそろって來ると︑

つてみるものも︑そろって同時に進んでみるだら

八皿9園 外側をまはってみるものも︑内側をまは
う︒

みる︑内側のものは︑ゆっくり動いてみる︒

八柵2園 つまり︑外側のものは︑大急ぎで進んで

その一その

786

ん文を送ったので︑そのへんじであった︒

その時は︑きっと︑に
五699團と思ってみるが︑

その時︑ひょっこり出
じをなさいません︒

そのお話があった︒教
間に︑ラジオでも︑

五591

五864

ぶくろといって︑その中には︑馬のだい

その時︑大勢の天人
きませんでした︒

五868

五696團

四398

その島に︑一匹の金
島がありました︒

その晩けらいたちを
あらう︒よし︑
三142
きになりました︒その土地が動きだし 四381園
その入口に立って
三145 ました︒神さまは︑その土地をつぎあは 四389 す︒おちいさんは︑
三194 をどりあがります︒そのたびに︑鯉のか

四443

どもがありました︒ その子どもは︑この時

その恐しい男がいひま
りました︒すると︑

その子その孫の︑次々
五963囹︑わが子わが孫︑
その子その孫の︑ 次々にお治
五963嗣子わが孫︑

三209囹︒﹁べんけいだ︒その刀がもらひたい

にひもをつけて︑そのひもでこまの

その島には︑みどり
四452．島が見えました︒
そのまま海に沈んで
れてるたのです︒

四477

てしまひました︒その時︑牛わか丸は︑

三289囹それを聞いて︑﹁その大きなぼけもの
四531

三231

三438園 の首につけて︑その音が聞えたら︑

五993
五号6

どもがいひました︒ そのとほりに︑みんな

五型8 した︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ その子どもがいひまし

もらって來ました︒ その親が︑軍犬として

その光を︑二かいの
四542 ます︒花子さんは︑
三445囹 よいが︑だれが︑そのすずをつけに
そのしゃうじをあけ
四543 みました︒すると︑
三481囹 まい谷になる︒その谷のおくから︑
三482園 て熾るのだが︑そのへんでは︑小さな 四67一 ポストをおいて︑そのそばにすわりま

五価9

その間に︑一郎さん
書きはじめました︒

ました︒かうして︑ その年の秋も過ぎ︑冬

四674

三487囹

五柳2

で來ます︒ みかたはそのままで︑ 一週間も

まへも︑いまにその山や海へ行っ

その手紙を春枝さん
三495 でした︒こんどは︑そのことをおちいさ 四707 した︒一郎さんは︑

曲芸3

はって流れる︒その水がまだなく

五柵8

三502園

りつづけましたが︑ その間︑第一線と本部

逃げだしました︒その時︑だいじなう

りました︒ ちゃうどその時︑ 敵の弾が︑ば

三548

五柵3

五m7 きして︑とうとう︑ その陣地をせんりゃう

五描3

五一7

そのかたがたへ︑花を
その代り︑今度は︑こ

一匹もつれない︒ その時︑何かが糸を引

その後は︑がやがや何

その御殿の門のそばに

りなさい︒私が︑ その舟を押してあげま

神様の御殿です︒

その者の倉を目あてに

くら

ます︒あなたは︑ その大きな木にのぼっ
︑鯛ののどから︑ そのつりばりを取って

六63園がをりますから︑

その前の年に︑天皇は

六391園どの美しさです︒ その海面にかげをうつ
六416園けてあるでせう︒ そのみぞをつたはって

六313團水を入れて沈む︒ その水を押し出せば︑
六348團ふいうちをする︒ そのためには︑乗組員

その時は︑目がまはる

そのけしきの美しさと

そのままにしておけば

その花が散ったあとに

六228と︑ 思ひがけなく︑
六261に満ちあふれます︒
六266の木を苦しめます︒
六276くしてしまひます︒
六287めて送り出します︒

︑

ぞの着物を取って︑持

その大蛇が出て猛るこ

そのほかには︑何のか

その羽衣がないと︑ま

五擢9囹
五柵4圏
五玉6園
五川9園

その時︑大勢の神様
四846 泣いてゐました︒
四872園 ほをしいて︑ その上にころがるが
そのとほりにします

三597 水をけがあって︑その中に︑金魚がた 四874いました︒白兎が
三628 いました︒ぼくは︑そのだいの上に︑そ 四柵4 らっしゃいました︒
三708 くらさがしても︑そのすがたが見えま 四鵬3團 うれしいのです︒
三757国 てくだけます︒そのたびに︑白い布 四皿8 みるのです︒でも︑
漁夫は︑
三765團 いろあります︒その中で︑つめのや 四柵2
四梱5囹 ひませう︒でも︑
三889 ひました︒見ると︑その車のタイヤが︑
三897 ︒うんてんしゅは︑その車をはっしまし 五106團としてゐますが︑
五276園に︑今年もまた︑
ひになったので︑そのへんが見ちがへ

五295 っけになりました︒そのとほりに用意しま

三958

三年4 魚が出て來ます︒その後から︑おとひ
三柵1園 ん︒いつまでも︑そのままにしておい
四68 ました︒とうとうそのてっぺんは︑空

五311ました︒みことは︑その劒を︑天照大神に

五283園 した︒﹁︿略﹀︒﹂﹁その目はまっかでござ
五291囹なって︑﹁よし︑ その大蛇をたいぢてや

曇112 ︒おどろいたのは︑その舟の早いこと

線香をつけました︒そのあくる日の朝︑箱
五359

五384が︑五匹ゐました︒そののち︑だんだんや

五346 ︒それも︑一日中︑そのまま眠りとほすの

五531走って行きました︒そのへんは菱畠で︑変

四132 たび通ひました︒そのおかげで︑日か

四172圏 した︒﹁大日本︑その次は何と讃む

四13エ ︒﹂といひました︒そののち︑早鳥は︑た

四214 りました︒外では︑その友だちが四人

五588 ﹂と︑大國主神は︑その神様に︑おたつね

五552と吹いてゐました︒その夜︑私は︑次のや

四331 本見つけました︒その竹を切って︑わ
四333 いさんは喜んで︑その子を手のひらに

787
その一その

六458 ひました︒すると︑その時︑窺眞がかはっ
七243

七222

なるので︑少年は︑その時外へ出てみた父

打石で火をきって︑その草におつけになり

七879 ぎにも︑前足は堅くその場所にくっついて

七864 夏かへるのですが︑その時は︑ニミリぐら

︒﹁あっ︒﹂と思ったその時︑空と水がひつ

七275られて行きました︒その夜︑つかれて︑う 七伽9 人々は︑手傳ひに︑その方へかけつけて二

七㎜3 て︑自宅へ錦つた︒そのころ︑東京市中は

七935

七886 ます︒しばらくは︑そのままで︑じっと動

六554園 人一﹁さうです︒その子です︒その子に

六554卜す︒その子です︒その子について︑この 島247 少年は思ひました︒そのとたん︑少年のか
六557園 人一﹁なんでも︑その子が︑山で酒の流

七255．思ったよりも重く︑その日の午後︑かりに

六597 をじっと見てみる︒そののち︑この親孝行

六583浮きようとすると︑そのへんに︑酒の香が 七262 びました︒ちやうどそのころ︑五二には︑

七99 ﹂と︑花子さんは︑その貝を持って︑先生

六柵8 あひ出て來ました︒そのにぎやかな元氣な

六佃5 な木が立ってみて︑その根もとに︑金網の

六榔2 くあがってゐます︒その後に︑りっぱな建

六価4 たくさん通ります︒その中に︑子どももま

六梱8 ︑簿記ののちには︑その破溢乳が︑恐しい

六梱1 はありません︒ただその間にも︑無心の火

六宙5 いふのです︒しかもその突撃まで︑時間は

六価7 にっこりしました︒そののち︑雪舟は︑一

六㎜7 と思はれた道眞は︑その弓矢を静かに受け

六988 若い人たちが︑大勢その家に集って︑かは

六962 上に立ちあがって︑その旗をふった︒﹁四

六913 かりの山を作って︑その上に︑旗を立てる

六873團 べにはりました︒その前に立って︑﹁︿五

六833

してみる給でした︒そのそばに︑﹁︿略﹀︒﹂

六755 ︑マッチをすって︑そのもえがらを捨てた

六645 の大きさに作って︑そのはしに︑虫めがね

六635 の大きさに巻いて︑その一方のはしに︑め

六633 出した︒さうして︑その一枚をぐるぐると

六623 さかさまに見えた︒そのさかさまに見える

七832團

七825国

七8110国

七754圃

七723囹

七721園

七653

七612

七608

七483

七448

七439

七426

七405

七401

七365

七353園

七325

七323

たながあります︒その上に︑ていねいに

七798團飯をたべますが︑そのおいしいことは︑

七784団

ことがあります︒その時は︑大急ぎで武

盟操をしますが︑その時は︑何ともいへ

だ︑鐵工場の前︒その庭に︑﹇ロまはりが

のですね︒﹂正男﹁そのとほりです︒﹂勇﹁

︒﹂春枝﹁それで︑その時刻に︑あの國旗

おちつきはらって︑その場をたち去った義

させた︒さうして︑その上へ油を注がせた

尺︑長さが二十丈︑その上を賊はわれ先に

略﹀︒﹂海賊どもは︑そのまま︑船をこいで

ことを思ひ︑新しいその講堂に︑全校の五

つて鋸られました︒その時︑あの白い着物

ました︒私たちに︑その意味はよくわかり

神様に申しあげて︑その家を︑いつまでも

りました︒今日は︑その地下祭がありまし

の鳴く聲がします︒そのころから︑書間は

八1110

八103 たのです︒そこで︑その國の人人は︑この

八95 た︑時にあらしや︑そのほかの思ひがけな

八93 りません︒しかし︑その中には︑今年生ま

八83 へました︒すると︑その右の足に︑日本の

八78 ば︑もうほとんど︑その姿を見せなくなつ

七梱6 ドノ﹂といふ名が︑そののち︑オランダ黒

七桝1 物や︑武器・船具︑そのほかすべての物を

七伽2園

七湘1 ︑刀を抜きました︒その室にみたオランダ

七重9 手に短刀を抜いて︑その胸に突きつけまし

七柵1 ましたが︑通学や︑そのほか落人の者がそ

七備10

七掴9

七桝2

七島2

れません︒しかも︑そのやうすがすこぶる

兵衛は答へました︒そのころ︑南支那の二

︑すぐ役人に命じてその船を調べさせ︑一

に見えてゐました︒その中に︑光明皇后の

七川10

七㎜10

ました︒ところで︑そのころ︑ひょっこり

した︒したがって︑その途中にある皇湾へ

つうやく

﹁撃つなら撃て︒その代り︑長官の命は

八65 ることがあります︒その中には︑親雪もゐ

たことがあります︒その年は熟蚕が不順で

さして進むのです︒その小さな胸には︑若

七863

七862

を生みます︒卵は︑そのままで冬を越して

皮にきずをつけて︑その中に卵を生みます

八221国

八1610

はいったりして︑そのたびに︑貨物が山

︒それが花の軸で︑その先に︑赤むらさき

八163 ︑肥料をやったり︑そのほか︑いろいろせ

八142 つて︑黄色なのを︑そのまま取ってたべる

が鳴り渡るので︑その前に︑日記をつけ 八99

︑まるい穴をほり︑その中にはいってゐま

面訴を求めました︒その時︑ノイツは城外

略﹀︒﹂﹁まったくその通りだ︒うはさに

七㎜8 だけでありました︒その以前から︑日本人

七125園 をしてゐますね︒その海藻は︑何だか知

七鵬2 のです︒さうして︑そのまま︑じっとして

六602 なって︑わざわざ︑そのところへお出まし

七299 歌ひ終った徳坤は︑その朝︑父と︑母と︑
な ら
后と申しあげます︒そのころ︑都は奈良に

七138 たうをたべました︒そのころから︑潮がだ

七855

七155 が集って來ました︒そのうちに︑一人の美

七152ことになりました︒その日は︑朝から︑大 七857 管がありますから︑その管を木の根にさし
七188 なった日本武尊は︑そののち︑東の國のわ

てい
八265圃 國の艦艇︑おお︑その雄姿︒第一列から

八298図 ひに押し寄せて︑その間わっかに三町ば

八385 れてしまひました︒その刀に見おぼえがあ

八383 した︒光盛の娘は︑そののち書伝︑頼朝を

八379 するのをさとって︑そのことを︑義仲のと

八363 しょに舞ひました︒その五番めの舞を舞つ

八3510 たくすみましたが︑そのうちで︑特に人の

八313図 り︒親も三つればその子も落ち︑弟も二

噴泉2 しぎに思ったのは︑そのランプの動き方で

八擢−o

八柵4 り來たりするのに︑その一回一回の時間が
八柵8 は左右へ振ります︒その糸を短くすれば︑
八㎜8 ほど美しいものが︑その中にはいってゐま
八川9囹 勢よく下へ出る︒その反動で︑くらげは
八佃6 順順に並んでみて︑そのガラス越しに︑い
﹁かれひ﹂﹁たこ﹂︑そのほか名前を始めて
八備8
あふぎ
八価3 ところへおりる時︑その胸びれは扇のやう
八描1 てるるやうすです︒その平たいからだに︑
︑おもしろいのは︑その口のところです︒

八416 なでした︒三月は︑その夜ひそかに︑うば

八389 でした︒唐糸には︑その時︑十二になる娘

八悩−o

すから︑花の色で︑その邊が︑ぱっと明か

八4210 も呼んで︑三人は︑その夜を涙のうちに明 八佃2 がついてゐますが︑その上のところに︑小
正432 ました︒さうして︑その明くる年の春︑舞 八佃5 はせます︒しかも︑その手は︑ピヤノでも
八旧9 とおほめになった︒その夜︑みんなが集つ
八477 いただいた︒胴髄︑その先端にとりつける

八519 つっぱって行った︒その時︑もうだれかが

八燭8 づります︒満人は︑その聲に聞きとれて︑
八搦6 みごとなものです︒その大きなこと︑何と

八551 したやうであった︒その中を︑私のグライ
八595 大砲の音がします︒そのたびに︑早く飛ん

九88図波の上に敷きて︑その上におりたまへり
しやうせんぐう

八625 つてみる兵隊さん︑そのそばで︑銃や劒を

八6310 ました︒私たちは︑その勇ましい姿を︑い 九102舎を御造螢になり︑そのたびに正遷宮の御
九109奉ったことがあり︑その後百年鯨りたって
心をかけさせられ︑そのおぼしめしによつ
九1110

八669 をうばひ︑一弾は︑その腹部をつらぬいた

八676 の小さな傳凶冷は︑その夜︑どこで休んだ

八672 に止った︒ちやうどその時︑附近にみたわ

八831 先生がすべられる︒そのみごとなすべりぶ

八758図國 氏の者ども︑﹁その弓︑捨てたまへ︒

八715図 け︑一人の官女︑その下に立ちて︑陸に

げましてくれた︒そのたびに︑・からだ中
九206国
九272喜んで迎へました︒その中にたった一人︑
九337 ︒﹂の一こと︒子はそのまま泣き倒れてし
九344年生のこの少女は︑その後︑皇軍のある隊
九346を命じられました︒その隊は︑この地方の
九383 ついた時などには︑そのことを︑おとうさ

八889 に見えます︒それもそのはず︑大阪は︑煙

八886図國 ︑軍神廣瀬とその名残れど︒十八

九415ばで話してみると︑その考へや感じが︑心
九445で書かれてあれば︑その文を讃む人々が︑
九447 ︑喜んでいつまでもその話に耳を傾けます

九517 のである︒ちやうどそのころ︑港のあちら
立ち︑きつねは︑その矢につき託りて倒
九606図
矢を折り捨てて︑その場に敵を射倒しけ
九626図

九646図圏 これを見て︑﹁その障子をこなたへた
あま
九6410図圓れば︑繹尼︑﹁その男︑尼が細工には

九6610図國くと聞きて︑﹁その馬の償は︑いかば

九673図幽思ひたまはば︑その馬求めたまへ︒償
九677算置み多かりしに︑その黄金ありとも知ら

九689図︒ 一豊︑すなはちその馬を求めたり︒や

九9210︒まつ︑北斗七星とその附近にあるいくつ

九726 ︒源作ちいさんは︑ その煙のやうすをじつ
九737吸ひ込まれて行く︒ そのかまには︑炭に焼
九802ません︒ さっそく︑そのことを祖父にいひ
九817 つてばかりゐます︒ そのかはいいやうすは
九825 です︒ で︑ぼくは︑そのころ學校から蹄る
九836がしくなったのは︑ そのころからです︒し
九871堂々と歩くでせう︒ その勇ましいやうすを
九884の星がありますが︑ その中で一つだいじな
九889それです︒もっともその高さは︑見る場所
九893さうしたら︑どこかその邊の空に︑ひしゃ
九899星が見つかったら︑その七つの中の︑下の
九912てるますと︑やがてその星は︑軒端にかく
九922時に北斗七星を見てその位置を剰え︑更に
九929星を目當てにして︑その附近を見ると︑い

︒試運韓をして︑その爆音を聞いてみて

九998びしい氣持になるQその氣持を梯ひのける
九川5 を投げかけてみる︒その向かふに︑眞一文
九柵2 墨にかかってみる︒その時ふと耳にするも

と

だ

爾岸に響き渡った︒そののち︑幾たびか激

くと立ちあがった︒その手には︑血に染ま

る出雲の富田城は︑そのころ毛利軍に園ま

いつも

︑順調であるか︑その震動の具合がどう

93499
園園

八899 湾に注いでゐます︒その川水は︑市内の何
いくだま

八914 ゐます︒中之島や︑その附近には︑高い建
かうつのみや

八941 してある高津宮や︑その近くにある生半魂

九463空氣をゆり動かす︒その音が︑港を四手で
九486ろ︑大きなさめllその白い腹が朝の太陽
九497きらめかしてみる︒その間にまじって︑帯

110

110

125

129

八973 うにとけてゐます︒その鐵を︑大砲の形と
八998 ︑眞赤な鐵の柱は︑そのほのほの中を︑下
八欄9 かがやき始めます︒その機械のそばには︑

九九九九九

129

その一その

788

789
その一その

十416 木もありませんよ︒その代り︑一つうらや

撃糊7 をさへぎつてみる︒その後には︑とげのあ

＋旧−o迫 て︑雨か晴かは︑その乾き具合ですぐわ

十452図を得ず︒やがて︑その日の生計も立ちが
十462図ごとく投じたり︒その夜︑喜三右衛門は
十477図工なり︒かれは︑その後いよいよ研究を
十479図するにいたれり︒その作品は︑ひとりわ
十546集った︒さうして︑その後のやうすをラジ
十601 ︑雲である︒時時︑その切れめから海が見
十675事が︑魚雷を放ってその右舷前方にさしか
十692 ︑火だるまになる︒その自爆と同時に魚雷
十713と左へ傾いてみる︒そのすぐあとから︑駆
十716と横着けになった︒そのとたん︑ウェール
十764あった︒たまたま︑そのころ東京に博覧會
十765かがやかしながら︑その機械館へ毎日通つ
十767 いてみた︒かれは︑その精巧な機械を見て
十786がった︒さっそく︑その組み立てに取りか
十803できない年である︒そのころ︑わが國で使
十808が行はれた︒だが︑その結果は︑惜しいこ
やまがたさんぽう
十853ましたのであった︒その夜︑山縣参謀総長
ぐわいたう
十879置いて乗ってみた︒その後に︑水色の外套
十882みたなつめの木に︑その馬をつないだ︒ま
十888ステッセル將軍は︑その手を堅くにぎった
十914はれてみた將軍で︑その日もロシヤ皇帝の
十944園みりました馬も︑その中の一頭で︑すぐ
十953園
軍で受け取って︑その上︑正式の手醜き
十梱9図 しむる︒佐々木︑その間につとはせぬい
主題5 ﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大部分の漢字
十佃5 と訓とに注意して︑その場合に慮じた︑正
十伽2 づ高く積んである︒そのかげで︑職人の手
十伽2 の手が動いてみる︒その手は︑盆を一枚一
十伽5園 です︒さび土は︑その土地特有のもので
十捌9園 ができあがると︑その上へ︑このやうに

九価9 の敵毛利を︑せめてその片われの元春を︑

九塒5園 げして︑一時でもその領主となったのは
二郎10 れの元春を︑おのれそのままにして置けよ
の ぎ
虚脱5園 東州第一の高山︑その手前の岡に︑乃木

九㎜5 早春の畠を︑野を︑そのかげがはって行く
富川5 と︑ひと休みする︒その時︑うどん粉をふ
やなぎ

九㎜6 うけられたりする︒その上に︑楊の枝をた
略﹀︒﹂と祈り︑またその錦りには︑﹁︿略﹀

九㎜6 れば︑オボはまさにその燈塁である︒旅に
九㎜9

九㎜11 の祈りをささげる︒そのお禮のしるしとし

九㎜12 さげるものとして︑その年の春に生まれた
十95図 の巨巌野の面影︑そのまま今に残りて︑

むさしの

十89亡し時の玉座︑今もそのままに葬せらる︒
十106園 面目とも思はず︑そのありさまは何事だ
十116 ︿略﹀︒﹂といって︑その手紙をさし出した

十127圏団され候︒母は︑その方々の顔を見るご
十1310園ゐられるが︑まだその折に出あはないの
十166配慮 しく︑陸鷲は︑その十六機をほふれり

りくわし

十143園畢もあるだらう︒その時には︑おたがひ
十226 五兵衛は︑いきなりその稻むらの一つに火
十248 る代る見くらべた︒その時︑五兵衛は︑力
十251 一筋の線が見えた︒その線は︑見る見る太
虚292 にただよってみる︒その煙の中に︑ぽかり
十3010 なっても薄青い空︒その空に︑星がいっぱ
しょうこ

十404 ところがないのが︑その女工です︒しかも
十407 くやうな暑さ︑夜はその完封に︑ひどい寒
十4010 へ行ったとすると︑そのけしきはどんなも

りめぐらされ︑更にその後には︑屋根型の

141047117329311725821211103488513817468
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けようとした委が︑そのまま枯れて︑見え

た︒五人の者も︑皆そのあとを追った︒響

れそれすぐわかる︒その中で︑いちばんさ
︒まるく輪になったその中で︑猿がさまざ

とざされてるた︒その中を︑王の御なき

へ御出征になる︒その最後のお別れに︑

つめてみた氷︑その下で︑眠ってみた

そろと歩いて行く︒その鳴き聲が胡同に響

飛ぶと︑風を受けてその笛が鳴る︒笛には

る︒子どもたちは︑その新鮮なかざりに正

て來ると︑いっそうその聯の美しさが心に

あることがわかり︑その文字の意味がわか

︑遠いところを通るその聲を聞くのはゆ
︑め
夢

大きさのどらでも︑その打ち方によって音

やうな響きがする︒その﹁ビューン︒﹂が
ふんどう
をぶらさげておき︑その壷金に分銅をつる

遊ぶわけではない︒その邊を走ったり︑地

んなで介抱したが︑その夜は︑ただ眠り績

かいはう

つた︒悪者たちは︑そのままどこかへ姿を

音をたてて破裂し︑その破片が︑楊少年の

はれつ

った︒かれは︑すぐその悪者がどこから來

まった︒といって︑その任務は︑しばらく

鋼毒してやった︒その夜︑宗治は髪を結

いふ老臣があった︒その日の夕方︑使者を

現を招き︑秀吉方にその意を傳へた︒和睦

けい

はさんで封陣した︒その間にも︑水かさは

ねたことがあった︒その時︑七人の城主は

をなぐりつけた︒﹁その場を動くな︒﹂部

い叫びが傳はつた︒その聲の終らないうち

敵陣地へ突進する︒そのとたん︑天地にと

海岸の砂をほった︒そのくぼみに頭をかく

圃ぞ飛るてあ．〕。れ大をや遊4・？音？まけた介叙・現即詐ね浄シ．こ官海．9
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九梱1 家の再興を企てた︒そのころ︑京都のある

十423 ものはありません︒その青白い︑しみじみ
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九観3 さうにもなかった︒その間に︑毛利の大軍

十445図 場へ引き返しぬ︒その日より︑喜三右衛

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
一 一 一

櫻の間であった︒その御居間で︑神にお

かがやき渡り︑そのかげに甲武者三千

く並びみたり︒そのほか︑やぐらの上

待ちかけたり︒その勢決然として︑あ

靴を縫ってみる︒そのそばにある蕾式の

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂そのいひ方がいかにも

ぐにひき始めた︒その最初の︸音が︑す

様にかがやいて︑その身には︑にはかに

書き始めました︒そののち上東門院に仕

死に別れました︒そのころから紫式部は

世界理智の言語にその例を見ないところ

け﹂などいふのがその例である︒﹁行く﹂

ふものがあって︑その使ひ方が特別に議

投げ入れたり︒その夜の月の入り方に

十一悩9

十一盟5

十一佃5国

十一佃5国

十一桁7国

十一柵2團

十一幡4團

十一備9團

日に控へながら︑その前夜︑自作の俳句

通じる白い道は︑その観測所から手に取

十一佃6国

い歴史も文學も︑その死とともに傳はら

持が︑そっくりそのまま現れるやうに

にも︑その時︑その人の氣持が︑そつ

つたものにも︑その時︑その人の氣持

えるにしても︑そのもとをのみこむご

けたりすると︑その昔︑まさえさんと

った︒さうして︑その夜はまんじりとも

よつとふり返ってその娘を見た︒かれは

由自在に使って︑その時代の生活をこま
︒どうしたのか︑その子が尼さんのそば

十一桝8

牧穫しました︒その時にうつした寓眞

泣いた紫の君は︑その年の秋おばあさん

十一伽5

︑
十一537図 ︑ 力
われは急にその前路をさへぎり︑

十一柵5

十一伽8

い文章になると︑その苦心は一通りのこ

を︑漢字ばかりでそのままに書き表すご

十一捌10

十一梱4と競鵡醗け御事蹟︑その他古代のいひ傳へ

燕の絶頂も︑聖岳その他の山々も見える

で辮當をたべる︑そのおいしいこと︒空

聲が聞えて來る︒その間を際立ってくつ

高さになります︒その頂が開いたのは︑

々が白く見えて︑その間から日光がもれ

十一㎜5

十﹇川2

十﹇㎜8

十一蹴4

十一燭7

十一価4

十一価3

十一慨7

間も守り績けた︒その英雄を生んだのが

つたことがある︒その時︑ジャワの英雄

族が乗って湿た︒その静かなたちみふる

ナナに至っては︑その種類の多いことだ

を聲高く讃んで︑その何ともいへないほ

萬歳を祝し奉り︑その一本を以て親の長

本の門松のうち︑その一本を以て丁字の

とよんでゐます︒その大きな︑力強い調

やりがたけ

うげ﹂であった︒その間々に︑白い﹁は

十︻獅10

ンコの實もある︒そのほか︑パイナップ

路を走り績ける︒その緑の木かげにも︑

うに美しかった︒その邊から︑ところど
たかせ
丈の谷となって︑その底に高瀬川の鳴つ

十一騰11

を知るとともに︑そのことばを通して︑

十一637図 やつまりけん︑そののちは音もせず︒

十一558図 四隻を畢げて︑その部下とともに降服

十一555図・東郷の諸隊はその退路を絶ちて︑午 十一欄8 ところは︑ことばそのまま文字に書き表

十一547図 爾旗艦を始め︑その他の諸艦も多く相

いものであった︒そのころは︑まだかた

のお手紙にも︑そのことが書きそへて

出て來た犬きが︑その車を引いた︒庭で

陣にのぞむ︒その志︑ひとへに皇化

ちょうと放つ︒その矢︑はるかなる谷

11021019

車に乗りました︒その夜︑おとうさんも

114113柵10910910了

にくり出されて︑その長さが約五千メi

206

街の里中である︒その夜は︑高原の町マ

ぶつさう

來たのとそっくりそのままの生活乙獣撒

のうち︑顔回ほどその師を知り︑師の教

御製を始め奉り︑そのころのほとんどあ

︒かういふ兵士やその家族たちの歌が︑

つかしい教へを︑そのまま實行ずること
︑顔回もまたよくその師を知ってみた︒

といふのである︒その専行方法として︑

の一部の説明で︑その行ひやすい方面を

は︑これほどまでその師を慕ってみたの

く信頼してみた︒その影回が︑年若くて

日本人であった︒その人々の顔には︑感

のやうに思はれ︑その岩石を何百萬年も

る石の面を見て︑その目を見わけ︑それ

と︑倒れ落ちる︒その大きな石を二つに

れを槌で打つ人︑その穴に水をさす人︒

つち

く連絡を取るのもそのためである︒これ

な神棚があって︑その下を通過する時︑

へも支那の生活をそのまま持ち込んでゐ

めは牡観である︒その他︑マライ人がた

園んで米をつく︒そのきねは︑月の世界

廊下へ出なくてもその通路をくぐれば︑

ンは猿の一種で︑その一塞二動がをかし
や し
落の里中を走り︑その爾側に︑竹と椰子

さる

んど華僑である︒その店先は︑赤や黄色

くわけう

た家は床が高く︑その下を立つたままで
ぶた
取るためである︒その木かげで豚が遊び
︒朝の涼しさは︑その鳥の聲とともに内

ラパウルの町も︑その後にこの山脈を控

碧い湾があって︑その湾の奥に︑ラバウ

恩木などが茂り︑その間に︑眞赤な佛桑

わうぼく

ならば︑だれでもその北端にあるカビエ

76282865148252993229531051036315113
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790

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

修行者は︑じっとそのものすごい形相を
しか
ひながら︑かれはその身に着けてみる鹿

ある木に登った︒そのてっぺんから身を

なぞも解かず︑そのまま退出したので

した︒堂々としたその議論に︑反封黛は

音も出なかった︒その夜である︒下男淺

無意識に︑聞多はその場をうまくのがれ

1訪133132132130126

日とたつうちに︑その氣持はだんだんな

みるかに見える︒その歌聲につれて︑太

十一衙4園 かれてみた︒﹁その邊をあんまり言い
十二儒3 のが見えた︒と︑そのあとを追っかける
おほや
十一而8間 黒潮と魔風と︑その糊置に︑神は大八

られない︒私は︑その土をしっかりと握

する︒さうして︑その中には︑太陽より

じ風だといはれ︑その歎や大きさは︑凡

みる︒今︑かりにそのままそっくり移し
堆︒であらはすと︑その数は︑三の次に零

778116

たは︑生まれつき賢い人でありました︒その上︑

﹇其内﹈︵副︶22 そのうち

小さい時から︑よく勉強しましたので︑
そのうち

したが︑そのうちにおよぎだしました︒

三636 金魚は︑︿略﹀︑しばらくじっとしてゐま

四292 聞くが早いか︑かけだしました︒そのう

さいしょは︑スケートをつけて氷の上

ちに︑二人がぼくを追ひこしました︒

に立つことも︑なかなかむつかしいのですが︑

四518

だんだん大きな聲を出しながら︑豆を

そのうちにく略﹀︑すべれるやうになるのです︒

四975

まきました︒そのうちにうっかりして︑﹁︿略V︒﹂

れて︑がぶがぶと飲みました︒そのうちに︑よひ

といったので︑

ない︒ところが︑その雄大な美観を待ち
なは
もなく︑一際暗いその雲の中央から︑縄

五298 酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入

四度めの眠りをすましたかひごは︑︿略﹀︑

がまはって︑︿略﹀眠ってしまひました︒

そのうちに︑青白かったからだが︑だんだんすき

桑の葉を︑おいしさうに︑たくさんだべました︒

五389

るが︑今見ると︑その下の飛行甲板がは

とほって見えるやうになりました︒

げふみをして遊んでゐました︒そのうちに︑月に

五皿4 月夜の晩︑子どもたちが五六人置って︑か

天神様にまつられてるる菅原調革といふか

六618 ぼくは︑この二つを︑．重ねたり︑別々にし

けんくわが始りました︒

そのうちに︑何か︑ちょっとしたことで︑つい︑

六506 初めは︑仲よくしていらっしゃいましたが︑

いただくにちがひありません︒

五捌5團利根は︑そのうち︑きっと甲號功章を︑

隊は︑︿略﹀︑はげしく職ふ時が來ました︒

きをしました︒そのうちに︑利根のついてみる部

五価7 利根は︑戦場で︑︿略﹀すばらしいはたら

雲がかかりました︒

眞赤に暮れ残り︑その眞中にくっきりと

その

﹇其上﹈︵接︶2

いふことでしたね︒

そのうえ

六983

います︒その上︑からだ中から光を出して︑

五982園鼻が恐しく高く︑目は︑鏡のやうでござ

その上

ですがllあなたは︑演奏會へ行ってみたいとか

十一㎜8園 實はその︑今ちよつと門口で聞いたの

︵感︶1

ず歓聲があがる︒その笑顔がまだ終らな

を通って行った︒その食味悪い推進器の

したまま突進し︑その間に︑正確に敵の

はっきり見えて︑その艦首のかっかうか

つと出して見た︒その目にうつったもの

近づくにつれて︑その黒い物は︑しだい

目を見せだした︒その割れ目が静かにひ

つとした雪持で︑その雨足をじっと見送

なまり

ちに鉛色に憂り︑その鉛色の地平線を︑

もえ立って行く︒その時︑船もまた二十

塞黙黙欝5鰹型1練踊粥

は︑押つ取り刀でその場へかけつけたが

刀を振りあげた︒その時早く︑母親は︑

ところいくたらう

人︑所郁太郎が︑その場へかけつけた︒
まさつら

う︑そこな人︑そのやうに安いもので

と思ひければ︑その子正行が今年十一

の谷に投ず︒その子︑まことに獅子

て七たび分る︒その心︑ひとへに直義

で戦ひけるに︑その等しだいに亡びて

り︑甲を脱いでその身を見れば︑正成
ところなり︒その遺言をつぶさに聞

しみて忘れず︒そののちは︑童どもと
討死仕り候︒その時︑正行十一歳に

落しつつ︑義心その氣色にあらはれけ

を書き連ねて︑その末に︑かへらじと

を書きとどめ︑その日吉野をうち出で

し

子のからを破ってその水を飲み︑熟しか

する隊長がある︒その上を︑熱帯の太陽
こロつ

を受けて︑これもそのままトラックへ乗

が起って︑家茂はその陣中に莞じ︑績い

渡すはずはない︒その結果︑江戸市中が
にでもなったら︑そのすきに乗じて︑か

船は急に止った︒その瞬間︑轟薦たる響
バリ島を奇襲し︑その上陸に成功した︒

十十十十十十

の十十十十十十十十十十十十十十十

ことばであれば︑そのあとに何か尊くこ

653895929310410596349673810729661023
バ上船に渡戯す子、図図図圏野並図図図圏図囹人刀は鯖。園あひ修こ
上に光ってみる︒その國旗も︑吸ひ込ま

そ
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その一そのうち

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

そのくに一そば

792

たりして︑机の上を見たり︑外のけしきを︑のぞ
いたりしてみた︒そのうちに︑ふと︑おもしろい
ことを書見した︒

十二278

そ

孔子は楚の國へ行かうとして︑弟子たち

5おもりそのもの・たいようそのもの

とともに陳・藝の野を旅行した︒

そのもの

にいさんは︑私のそばへ掛けました︒

ことが︑こはかった︒

五728

五餌7 その子どもは︑この時︑みんなからはなれ

て︑前の方にある木のそばへ行きました︒

みんなは︑木のそばへ來ました︒

そば←おそば

それは︑をぢさんの家のそばを流れてみる︑

ソバ

五泊6

﹇側﹈︵名︶63

五観7

そば

山ノソバニ︑川ヲツクリマシタ︒

こんな子どもの歌が︑聞えて來

一404

オハカノソバノハギハ︑アカイ花ガニ

﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂

一467

六⁝⁝2

んな消えてしまひました︒

正男サンバ︑人ギャウノソバニスワリマ
ケンチャンガンバへ行ッテ︑ハリバコニ

竹の先についてみる白いねぎが︑葉

ある日︑おかあさんは娘をそばへ呼ん
一郎さんは︑まん中にポストをおいて︑

空の雲が水にうつって︑うきのそばを︑
入螢したてのころは︑馬のそばへ近寄る

五鵬4園

その御殿の門のそばに︑井戸があって︑

その御殿の門のそばに︑井戸があって︑

た︒

大きなのが一匹︑すぐそばの稻の葉に止り

そのそばに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑クレヨンで書い

私たちは︑先生といっしよに︑岩のそばへ

そのとたん︑少年のからだの上へ︑そばの

さうして︑そばにるた父に︑﹁︿略﹀︒﹂とい

國旗掲揚垂のそばに︑勇さんと︑正男さん

このやうすを見て︑そばにるたオランダ人

八778

﹁︿略﹀︒﹂といってみる兵隊さん︑そのそば

集合地は︑村はつれの一本杉のそばであっ

で︑銃や劒を見せてもらって大喜びの弟︑

八625

んでみた滞人の子どもにたつねますと︑

八235團何のかんばんだらうと思って︑そばで遊

たちが︑びっくりしました︒

七難6

通課や︑そのほか敷人の者がそばにるました︒

つうやく

七描1 その時︑ノイツは城外の別館にゐましたが︑

と︑春枝さんの三人が集ってみる︒

七658

ひました︒

七276

建物の土角がくつれて來ました︒

どかく

七248

行きました︒

七1210

てありました︒

六833

ました︒

六112

井戸のそばには︑大きな木が立ってゐます︒

五爵5園

大きな川の名を取って︑

ました︒そのうちに︑空も消え︑野原．も消え︑み

二417

ツ三ツサイテヰマシタ︒

くなります︒そのうちに︑堅いせなかの皮が縦に
シタ︒

七8710 前足は堅くその場所にくっついて︑動かな
割れて︑中からみつみつしいからだが現れます︒

三724

サハッタリ︑キレヲヒッパッタリシマシタ︒

二465

空中にただよってみるのは︑ほんたうにきれいで

七悩2 何十本とも知れない細い︑白い糸が︑︿略﹀

した︒そのうちに︑このたくさんの糸の中の一本

三875そばに︑人が四五人立ってゐました︒

のそばにすれすれになると︑
三886

が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました︒
八帽4 そのうちに︑﹁たこ﹂が泳ぎ始めました︒

四671

で︑何か包んだ物をわたしました︒

四584

といひました︒

そばにるたどこかのをぢさんが︑﹁︿略﹀︒﹂

九564 そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒そのうちに
上陸員が編艦する︒
てふ

九糊9 戦國の世とはいへ︑京都では花が咲き︑入
は蝶のやうに浮かれてみた︒そのうちに︑尼子の

奮臣がおひおひ京都に集って來た︒

みんながぼくらのそばへ視て︑

そのそばにすわりました︒

四937圏

九劉3 僧は︑︿略﹀︑喜びの歌を歌ふ︒そのうちに

四佃8

漁夫は︑そばへよってよく見ます︒

東の地平線が白み︑まもなく夜が明けて

あめのたちからをの

岩戸のそばにいらっしゃった天手力男神
かへりに︑たいまをいただき︑宇治橋の
兵たいさんのそばまで來ると︑

鳥居のそばで︑しゃしんをとりました︒

五109国

は︑︿略﹀︑さっと岩戸をおあけになりました︒

五82

十142囹 しかし︑これも仕方がない︒そのうちに︑
はなばなしい職孚もあるだらう︒

十555 おことばの＝言一句も︑聞きもらすまいと
した︒そのうちに︑私は︑目も︑心も︑熱くなつ

五169

兄弟があるのですから︑親のそばにるなく

て行くのを感じ た ︒

十一梱3 宣傳班員は︑ざんがうの暗がりの中で︑

五224

五667国

ゆっくり流れて行きます︒

五465

ても︑ちっともさびしくはありませんでした︒

接三等の鮎検をしてみた︒そのうち偶然にも︑東
京放送局からの電波がはいって來た︒

そ
楚の國

十二593囹 ﹁お預けになっても︑きっとそのうち
﹇楚国﹈︹地名︺！

助命になるに底 ひ な い ︒ ﹂

そのくに

793
そばちかく一そまふたち

八㎜9 その機械のそばには︑高等科を卒業して二
三年ぐらみの︑若い職工さんもみて︑

八柵2 入口のそばに池があって︑
八悩2 窓のそばに︑鳥かごがつるし出され︑

八価2 れんげうの咲いたそばに︑子どもがよく集
つて來ます︒

八価8 満人は︑その聲に聞きとれて︑そばにしや
がんだり︑腰掛けたりして︑

來て︑立つたまましくしく泣きだした︒
そばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀︒﹂かうい

おかあさんも︑そばでにこにこしながら

つて︑雀をさがしに立って向かふへ行った︒

十一401

十一484
眺めてゐます︒

天候悪攣の兆といはれる雲で︑そばに黒
そばに腰掛が興宮かある︒

い雲が龍のやうに憂いてるる場合には︑

りゆう

十一729
十一901

そのそばにある奮式のピヤノによりかか
パイナップルも︑道のすぐそばで︑にこ
トラックが︑帝國領事館の横へ來ると︑

姿を︑くっきりと大空に現してゐます︒

八936 堀ばたの軍場に︑教育塔がそびえて︑白い

﹁ここまでお出で︒﹂といふやうに︑しか

十414 ごつごつした火山が︑到るところにそびえ
て︑

しいかにも嚴然とそびえてみる︒

十一963

十一梱9 澄みきった大空のもとに︑ナチブ山が

﹇祖父﹈︵名︶4 祖父

青々とそびえてみる︒

九803 さっそく︑そのことを祖父にいひますと︑

そふ

祖父も︑﹁︿略﹀︒﹂と教へてくれました︒

祖父も︑﹁︿略﹀︒﹂と教へてくれました︒

九803

九864 ぼくは︑祖父のこのことばを聞いて︑ほん

九858 この間も祖父がいひました︒

﹇祖母﹈︵名︶1 祖母

たうにうれしいと思ひました︒

﹇素朴﹈︵形状︶1 素朴

﹇祖母宮殿下﹈︵名︶1

祖母宮殿下

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった祖母宮殿下のお

遥々とした蒙彊の原野︑第一線における

﹇粗末﹈︵形状︶2 粗末

しかし︑まことに粗末なピヤノで︑そ

そまふたち ﹇杣夫達﹈︵名︶1

そま夫たち

れに樂譜もございませんが︒﹂と︑兄がいふ︒

十一欄3囹

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

十一117

そまつ

いひつけ通りになさったのであらう︒

十一156

そぼみやでんか

國民の素朴な喜びがみなぎってゐます︒

十一撹7 その大きな︑力強い調子に︑古代のわが

そぼく

かうした歌を聞きながら︑

十二襯2 だれでも︑幼い時︑母や祖母にだかれて︑

﹁︿略V︒﹂といふそばから︑さも食ひしんそぼ

そば近く
あくま

﹁︿略﹀︒﹂と︑そばに立ってるた船長がい

﹇側近﹈︵副︶1

そびえ立つ

︽ーッ︾

ただ︑ふとそば近く︑恐しい悪魔の姿を
﹇本立﹈︵五︶1
ありあけ

そびえる

︽ーエ︾

つい向かふに︑ぐっと見あげるほどそぴ
﹇讐﹈︵下一︶7

おほりの水はしっかに明かるく︑白
むねには︑大きなかつを木が並んで︑爾

よく辞むことができます︒

抜きのぞま夫たちによって︑伐られて行った︒

八218国高いところにそびえてみるので︑町から 九179 御神木は︑さらに白衣を着た十四名のえり

はしに︑千木が高くそびえてゐました︒

五105團

いやぐらはくっきりとそびえ︑

三165圏

そび・える

え立ってるるのが︑有明山である︒

十一847

そびえたつ

した羅刹のみるのに氣がついた︒

十二499

そばちかく

つた︒

十二㎜8

ぼうらしく︑羅刹は舌なめずりをした︒

十二5210

つとなだれを打って道路へ押し出して來た︒

そばの學校から︑黒山のやうな邦人の群が︑わあ

十二228

にこした顔を見せてみるし︑

十一㎜2

つてみるのは︑妹であらう︒

﹁︿略V︒﹂と︑そばにるた戦友が︑おまへ 十一研9

の手紙をひったくるやうにして讃み始めた︒

九218團

九731 源作ちいさんは︑かまのそばにすわって︑

九847 唱歌を歌ふと︑北斗はいつまでもおとなし
く草をたべながら︑ぼくのそばで遊んでゐます︒

九971 いつもそばを離れない警備船の上から︑先
生が︑﹁︿略﹀︒﹂ と 注 意 さ れ る ︒

かうさく

九桝1 母はそばからいった︒

九型3 そばで︑満人たちが耕作の手を休めて︑こ
ちらを眺めてみる ︒

九㎜5 オボといふのは︑︿略﹀︑小高い岡に作られ
いつみ

たり︑泉のそばにまうけられたりする︒
九加1一 オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひつじなど
がつながれる︒

十324囹 そばを通る子どもに︑いたづらをした︒

十337 そばでは︑母が︑娘を相手にきぬたを打つ
てるる︒

言霊5 そばに積まれた中塗りの盆は︑

十価8 氣をつけて静かに歩いてみるのですが︑そ
ばへ行くと︑ぽっちり目をあける人があって︑
と聞いてみて︑

十一352 兄が史記を転んでみるのを︑そばでじつ
十一385 そばに︑二人の女がすわってみる︒

十一393 どうしたのか︑その子が尼さんのそばへ

そまりかける一そら

794

そまりか・ける

﹇帆掛﹈

︵下一︶

1

染まりかける

︽ーイ︾

染めかける ︽一

染めぬく

そめる

︽ーシ︾

︽ーイ︾

染める

︽ーメ︾

十描8図圓

そもそも︑いかなる人にておはすらん︒
そもそも笠置の城と申すは︑
そよ風

山小屋の前の小道をくだって行くと︑そ

﹇微風﹈︵名︶2

εほめそやす

十一168図
そよかぜ

そやす

ほほ

十一7910
よ風が頬にここちよい︒
くだもの

陸地の方から︑果物の香氣のやうなにほ

そよぐ

︽ーグ︾

大神授けたまひし︑稻の穗のそよ

﹇戦﹈︵四︶1
おほみかみ

ひをふくんだそよ風が流れて來る︒

十一踊3
そよ・ぐ

九63図魍
︵副︶4

ソヨソヨ

そよそよ

ぐかぎりは︑あし原の中つ國なり︒

土手の土

春の

つくしの

外はそよそよ

そっとあげて︑

一363木ノハガ︑ソヨソヨウゴイテヰマス︒

そよそよ
一一鵬5圏

のぞいたら︑

いその香をふくんだ風が︑そよそよと吹い

ばうやが
風︒

五549

ソラ

空δあおそら・あきそ

夏が來て︑海の方から︑そよそよと風が吹

てるました︒

六263

﹇空﹈︵名︶幽

いて來ると︑

そら

ソラガハレタ
アヲイソラニ

ら・あきのそら・うわのそら・おおそら・ひかりは

ヒカウキ︑

そらから・ふゆそら・ゆうそら・よそら

一181圃

ヒカウキ︑

一273圃

ムカフノ空二︑大キナニジガデマシタ︒

外へ出テ︑空バカリ見テヰマス︒

ヒルスギカラ︑空ガクモッテ來マシタ︒

ニヒロイノデス︒﹂

二77

二72

二9一

ケレドモ︑空ハ︑ダンダンクラクナッテ

Q 一バンハジメニ︑マンシウノ空ノウツ

來マシタ︒

イクラ私が空デイバッテヰテモ︑風

それを空へ向かって力いっぱいなげま

﹁︿略﹀︒﹂といって︑正男さんが︑同じや

雨がやんで︑空が明かるくなり︑

とうとうそのてっぺんは︑空の雲にと

ぽっかり浮

けれども︑空で二三べんまはって︑落

富士の山︒

かもめすいすい

とんで行く︑

て︑すわったやうに動きません︒
すんだ

四帽7圃

富士の山︒

かもめすいすい

見あげます︒

四伽4圃
んのり

五447

た︒

五249

空にほ

明かるい︑明か

にいさんが︑ひゅつと︑つり竿をふると︑

空には︑お日様が︑ぎらぎら光ってゐまし

るい若葉から︒

五122圃光は空から若葉から︑

とんで行く︑

四伽7 天人は︑悲しさうな顔をして︑じっと空を

空にか

四935團ぼくのたこは︑高い空に小さく見え

ちてしまひました︒

四905團

かんだ白い雲︒

四433雲脚にはまるいお月さま︑

どくやうになりました︒

四68

なってゐます︒

三747團遠いところで︑水と空がいっしょに

三567

うに空へなげました︒

三89

した︒

三84

サンが來ルト︑吹キトバサレテシマヒマス︒

二715囹

クシイコトガ︑カイテアリマシタ︒

一一

︽ーケ︾

あかね色に染まりかけて來た︒

十一一㎜5 左舷にまはった入道雲の頭が︑そろそろ

そま・る﹇染﹈︵五︶3そまる染まる︽ーッ︾

きうしや

六685 窓をあけて見ると︑西の方の空が︑まっか
にそまってゐます︒

八644 夕暮に︑大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染ま
はと

つた一羽の鳩が︑飛んで來た︒

そむく

九伽4 その手には︑血に染まった短刀が光ってゐ
る︒

﹇ 背 ﹈ ︵五︶1

六531園 おとう様のお心にそむいて︑けんくわを

そむ・く

︵下一︶

1

いたしました私たちでございます︒

﹇ 夏掛﹈

そめ δうがちぞめ・かきぞめ

ケ︾

そめか・ける

染め出す

十二脳8 頂を︑あかね色に染めかけてみた入道雲
の足もとから︑
﹇染出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ざらさ
十︻脳6 いはゆるジャワ更紗で︑赤や青や緑など

そめだ・す
くわてう

﹇染抜 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

で︑花鳥を染め出したはなやかなものが︑
そめぬ・く

﹇染﹈︵ 下 一 ︶ 3

六掘8 屋號を染めぬいた小旗も見えます︒
そ・める

トビガ︑空ヲトンデヰマシタ︒

ギンノツバサ︒

一526

六391囹 南洋の海は︑︿略V︑着物でもひたしてそ

一61一

めたいと思ふほどの美しさです︒

七柳8 日が沈んだばかりのところがら︑さし出た

一622園

そもそも

﹁ドウシテドウシテ︑ウミハ︑空ノヤゥ

いく百筋のこまかい金の矢が︑タ空を染めて︑
つめ
十496圃 おや指を皮に突き立てたら︑︿略﹀︑爪を
﹇抑﹈︵副︶2

黄いろく染めたものだった︒
そもそも

P9

︐

795
そら一そら

つり糸が︑空に大きなわをゑがきました︒

五465 空の雲が水にうつって︑うきのそばを︑
ゆっくり流れて行きます︒
うつしながら︑ゆっくりと流れて行きます︒

五535 川の水は︑すんではみませんが︑青い空を
五636 董が︑はね返るひやうしに︑小さな神様の
おからだは︑ぽんと空へとびあがりました︒

五884 夏の空は︑からりと晴れて︑

六127 赤とんぼが︑すいすいと︑空を飛んでゐま
す︒

がへってみるので す ︒

六379囹 このやうに日の丸の旗が︑南の空にひる
六402囹 日本のらくかさん部隊が︑スマトラの空

て︑

空と海とがとけあっ

明かるい海だ︑どこまでも︒

地平線は銀色で︑
七48圏

七474雲もない空には︑月が美しくかがやいてゐ
た︒

七928空では︑大きな入道雲が笑ってゐます︒
七935 ﹁あっ︒﹂と思ったその時︑空と水がひつく

日が落ちたあとの空は︑なんといふ美しさ

り返って︑ からだはもう水の中へもぐってゐまし
た︒

七柵6
でせう︒

空は赤から金に︑金からうす青に︑ぼかし

あげたやうです︒

七柵8

美しい空です︒
高い空だ︒

七㎜2

どこまでも

青い空だ︒

はなやかな空です︒
どこまでも

大空の一角に︑

飛行機の爆音︑
空をおほうて分列式︑分列式︒

細きこと針のごとく︒

たちま

晴れた
私の心に浮かぶものは︑青い空に飛んでゐ
まだ明けきらない空に︑またたく星を仰ぎ
小さな傳三遠は︑胸をふるはせながら︑か

空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑かならず

戦の眞最中に︑鳩は空高く舞ひあがった︒

八721図國

八6510

はいい目で空を見あげてみた︒

八659

ながら︑︿略﹀︑私も町角まで見送りました︒

八636

る眞白なグライダーであった︒

八494

る空に︑

八457図圏小枝小枝はかすかにふるふ︑

ち数百機が︑

八285圏

音のする空だ︒

さえた空だ︒
たたけば︑かんかん

どこまでも

七柵2

97515

れいに澄むころになりました︒

朝タひえびえとして︑空がほんたうにき

国軍圃圃〔i圓

から︑地上へおりて行くところです︒
青々とすみきってゐました︒

六477 空は︑今︑窩眞で見た南洋の海のやうに︑

六684 窓をあけて見ると︑西の方の空が︑まっか
にそまってゐます ︒

六702 向かふの空に︑ぱっと火の粉があがったり︑
また︑少し暗くなったりします︒

六975 いつのまにか︑空がくもって︑雪がさかん
に降りだして來た ︒

六欄9 空には︑白い雲がぽっかり浮かんで︑日の
丸の旗がひるがへってゐます︒

六襯5 放送局のアンテナが︑空高くうつりました︒
ましたが︑

六襯6 よく晴れた空を︑鳥がむらがって飛んでゐ
六襯7 今度は︑遠い空から飛行機がやって來て︑
やがて着陸しました︒

六槻9囹 ここは︑空のげんくわん東京飛行場です︒

六M2 そのうちに︑空も消え︑野原も消え︑みん
な消えてしまひました︒

八七七七七
23 109 109 109 108

扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

射落すほどの上手なり︒

八739図

汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日でも︑

舞ひあがり︑二度三度︑ひらひらとまはりて︑

空がどんよりとくもったやうに見えます︒

八888

の上で︑砲身を空へ向け︑

八鵬6 しあげを終ると︑高射砲は︑まるい鐵の垂

らしたやうに飛んでゐます︒

八伽7圏 水のやうに澄んだ空を︑雲が︑二重を散

どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見えたら︑

八伽5圏空のどこかに︑かすかなうなり聲が聞え︑
八鵬4

久しぶりに廣い空を見︑澄んだ空氣を吸つ

ばいえんが空をよごしてゐました︒

て︑満洲ひばりは︑

八価7

がん

みごとなものです︒

八鵬5 このころ︑夕やけの空を︑日が落ちて行く
のは︑

して︑

さかんに空を渡って行きます︒

八樹2 雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと

大な姿が︑ だんだん現れて疑る︒

九522東の空が明かるくなると︑︿略﹀軍艦の壮

うかと空を眺めてみる︒

九536副長はもう上甲板に出て︑今日の天氣はど

晴れた夜︑空を仰ぐと︑たくさんの星が︑

︿略﹀美しくかがやいてゐます︒

九875

その邊の空に︑ひしゃくのやうな形に連な

の中で一つだいじな星があります︒

九883 北の空にもたくさんの星がありますが︑そ
九893

北の空では︑星が︑北極星をほぼ中心に︑

つた美しい七つの星を︑さがすことにしませう︒

圓をゑがいて動いてみるのだといふことが

九915

九M1囹自分は地上に居残っても︑自分の魂は︑

そら一そり

796

飛行機といっしよに空をかけめぐってゐます︒

九晒1 何だか空がくもって來た︒
九㎜12 空には︑半月がさえかへってみた︒

十272秋の空は︑實に高い︒
十308 一郎と貞童が︑空に向かって歌った︒
夜になっ て も 薄 青 い 空 ︒
＋3010

にして︑ ま た た い て み る ︒

＋3010
その空に︑星がいつぽいこはりついたやう

十349夕方︑まだ明かるい空に︑半月が光り始め
た︒
だんうん

十623 進むに二って空は明かるく︑眼下に喜々と︑
白い断雲がかか る ︒

やいて︑

十備5 深夜の空には︑ちりばめたやうに星がかが

眞青な空には︑白い雲が光を帯びて流れ

んの顔もやっとわかるほどであった︒

十一㎜1
空は紺青に澄み渡り︑

こんじやう

十一川6

海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑

てるる︒

十一胴1

太陽の輝く青い空︑何といってあの明か

空と海とが︑刻々に千重萬化の美しさを

日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒
見せる︒

十一矯4
十ニー44

夜の空に銀の砂子をまいたと見える小さ

るさをいひ表したらよいだらう︒

十二柵2

つまり太陽は︑夜の空に無敷に輝く星の

な星と︑同じものになってしまふであらう︒

十二鵬3

雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と

と空だ︒

﹁そら︑大隊は︑おまへたちの破ったと

そら︵感︶2そら

ころから︑突撃して行ってみるぞ︒﹂

六二5園

空一帯

そら︑あそこに見えるだらう︑あの砂濱

が︑到着瀦だ︒

九棚8囹

δおぎゅうそらい

そらいったい ﹇空↓帯﹈︵名︶1

そらい

いわし雲がぐんぐんふえて下ると︑空一

帯が灰色になって︑

十一736

クロイクモガ︑空イッパイニヒロガリマ

空いつぼい

そらいっぱい ﹇空一杯﹈ ︵名︶ 3 空イッパイ 空

一50一

ひろがった︒

いっぱい
シタ︒

三654囲空いっぱいに

↓つなのであるが︑

晴れ渡った空に︑とびが盲同く鳴いてみた︒

十二川8

たいせう

りやうふう

が︑あざやかに封照して︑

涼風に吹き洗はれた空には︑みごとな
﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑船長はうつと

星がいつぽいまき散らされてみる︒

十二η1

十二η10

向かひ合って話してみる船長の後の空と

りと空を見あげた︒

十二㎜5

若虫に空をおほふ弾幕や︑いどみかかつ

波とが︑明かるさを増して來た︒

十二㎜2

うみわし
て慮る敵機をものともしないわが海鷲にも︑

しかし近づくにつれて︑その黒い物は︑

十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の

しだいに大きく空へひろがって行く︒

十二㎜8

十二泌2

場所は︑パプアの東端から数十海里の海

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒

十二盟4

ル︾

﹇空色﹈︵名︶1 空色

そらんじ始

︿略﹀︑わが國の正しい古記録を

﹇諸始﹈︵下一︶1

もやう
特に船長たちは︑晴雨計と空模檬を熱心

かれが

︽ーメ︾

﹇立日一三口﹈

れ

︵上一︶

1

そらんじる

︽ージ

稗田蜜語がそらんじるわが國の古傳を︑

﹇剃﹈δひげそり

十一桝1
そり

ひえだのあ

そらん・じる

蝕年前のことである︒

讃み︑古いいひ傳へをそらんじ始めたのは︑三十

十一侃5

める

そらんじはじ・める

に見比べてみる︒

十一985

と空色に光るのが︑
もやう
そらもよう ﹇空模様﹈︵名︶1 空模様

八M4 光線のぐあひで︑せなかのあたりが︑貼々

そらいろ

薄黒くおほふもので︑齪雲と呼ばれてゐます︒

雨雲はきまった形がなく︑空いっぱいに

十二川7

十一752

むさしの

十別3 それだけに︑空が美しい︒

くっきりと晴れた行く手の空には︑眞白

﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれはしばらく澄み

な入道雲がむっくりと首をもちあげて︑

十二川6

ぶさってみる︒

十一87 晴れた夏の空が︑武藏野の上におほひか
十一91 今まで晴れてみた空が急に暗くなって︑
大粒の雨が降りだした︒

空を︑もう一度ふり返って御覧になった︒

十一1310 今飛んでおいでになったはるかかなたの

十一717 ごく薄い︑白い絹か何かで空をおほった
やうになりますから︑俗に薄雲といひます︒
十一887 空がしだいに曇って來た︒
十一麗6

十一佃7 午前二時ごろ︑もう東の空が白み始める︒
きった空を眺めてみたが︑
やみの世界を照らすやう︑

十一麗8 ちやうど東の空にのぼる月が︑しだいに

十一伽4国今︑こちらはいちばんよい時候で︑空
がどこまでも高く澄んでゐます︒

十一脳2 窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊さ
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﹇権﹈︵名︶1

そり

︽ール︾

九768 そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積

そり

そりかへる

んで︑源作ちいさんが引いておりて來る︒
﹇反返 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

﹇剃﹈︵五︶2

げます︒
そ・る

られてるるのである︒
︵代名︶2
27

︽ーッ・ーラ︾

ソレ

それ

ニハノ木ノ

三412園

三356囹

三347園

がいひました︒﹁それもよいが︑だれ

いじなはです︒それが︑かうむしば

と聞きますと︑﹁それは︑せんするかん

すと︑﹁いいえ︑それはくちくかんで

五292園

五241 てみたりしました︒それから︑また何日か

五235 出して︑とうとう︑それが二本のかはいら

五233 來ました︒初めは︑それと氣がつかないほ

五315 もらって來ました︒それを箱に入れて︑ね

たくさんつくれ︒それを︑八つのをけに

三445園

三477園を聞きました︒﹁それは︑にいさんの

五372園

五407 うなまゆでしたが︑それが︑だんだんあっ

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁あ︑それですよ︒かひごは

三503園次の雨がふる︒それは︑ちゃうどお

五508 ︒汽車が來たので︑それに乗りました︒汽

水遊びができる︑それよりも︑今年は

ちが生まれる︑それで︑このうちが

三588

三506園

三605

五餌6 ふ名をつけました︒それは︑をぢさんの家

五986園

聞きになって︑﹁それは何者であらう︒

五574 うな物を舟にして︑それに何か乗ってゐま
れました︒ぼくはそれを持って︑じつ
と︑かかしは︑﹁それは︑少彦名神とい
ほしいといって︑それを買っていただ． 五611囹
した︒太郎さんは︑それを見て︑﹁︿略﹀︒

三691

ます︒﹂うらしま﹁それはおもしろい︒

それから半年ほどたっ

ら手紙が着ると︑それを︑利根に見せて

それからのち︑利根の

三818

五M3團

五皿8

三鯉7園

四162園﹀︒﹂といふと︑﹁それはいい︒大ぢゃ

﹇其﹈

二83 ヲツクリマシタ︒ソレヲ

くりしました︒﹁それはたいへんなご

︑とのさまは︑﹁それはざんねんであ 五M9

四憎2

てるませんでした︒それよりも︑ときどき

考へになりました︒それによって︑神様が

返します︒天人は︑それを着て︑静かにま

六627

六601

見えるではない︒
かそれは︑ここから百メ

時の天皇が︑それをお聞きになって
くも︑

五217

五51

四525
たちは喜びます︒それは︑寒いほど︑ス 五麗7園 ころです︒﹂神様﹁それは︑おきのどくな
海の神様﹁それは︑きっと日の神
四593
たがありません︒それからは︑おとうさ 五衙3囹
五榴4囹 の命﹁さうです︒それは︑兄のだいじな
四599 したから︑娘には︑それが何であるか
四677 した︒一郎さんは︑それをかばんに入れ 五柵8園 です︒﹂海の神妙﹁それは︑ほんたうにお
四705 すと︑花子さんはそれをはってポスト 五川7囹 ︒﹂海の神檬﹁あ︑それだ︒女に向かって
した︒田道間引は︑それをさがしに行くこ
四759 來ました︒見ると︑それがにいさんでし 六207
外國といふだけで︑それが︑どこの國であ
六211
四816囹
︒わにざめは︑﹁それはおもしろから
民間守は︑大喜びでそれを船に積みました
六221
四818 來ました︒白兎はそれを見て︑﹁︿略﹀︒
布がはってあって︑それに︑南洋のけしき
六367
四842
した︒わにざめはそれを聞くと︑たい
六419囹な器で受けます︒それを集めて︑かため
四梱3 と歌ひだしました︒それについて︑子ども
六559園二二﹁なるほど︑それはふしぎな話です
四柵4園
ます︒女﹁もし︑それは私の着物でござ
六563囹ます︒﹂村の人工﹁それにちがひあります
四佃8囹 と思ひます︒﹂女﹁それは︑天人の羽衣と
六578囹ます︒﹂村の人；それは何よりです︒聞
四伽4園 たします︒﹂天人﹁それがないと︑天へか
六586園れ出てをります︒それが酒でございまし
四梱1囹 しませう︒﹂天人﹁それは︑ありがたうご
六588園した︒﹂村の人；それは︑めでたい話だ

四381園

四372囹

ソレデ米ヲツクト︑

コシラヘ マ シ タ ︒

二89一

ソレガ︑

持って出かけ

カレ木ノ枝
ドンナ加湿

二904 ヲトバシマシタ︒

ソレハ︑

空へ向かって

三103せました︒﹁︿略﹀︒﹂ それを おもりにつけ
三153ました︒神さまは︑ それに つなをかけて
三288よにるた大詔が︑ それを 聞いて︑﹁︿略

三82 ︒﹁︿略﹀︒﹂二人は︑ それを
三84 くるくるまいて︑ それを

二947 ガピアリマセン︒

二342 ニアツメマシタ︒ソレニ︑ オトウサンが
二544 マヲコシラヘテ︑ソレヲ 二人デコロガ
二691園 ビックリシテ︑﹁ソレハ ダレデスカ︒
二694囹 ︒オ日サマハ︑﹁ソレハ 雲サンデス︒
二712園ビックリシテ︑﹁ソレハ ダレデスカ︒
二715園マシタ︒今一︑﹁ソレハ 風サンデス︒
二735園オトウサンバ︑﹁ソレハ ダレデスカ︒
二738園マシタ︒風ハ︑﹁ソレハ カベサンデス
二757園オトウサンバ︑﹁ソレハ ダレデスカ︒
二762囹シタ︒カベハ︑﹁ソレハ ネズミサンデ

ニー27園 シヨウカ︒﹂カメ﹁ソレハ オモシロイ︒﹂

それ

毛筋6 どこかの子どもが︑もう頭をつるつるにそ

持物をせいとんしてみると︑

九213團 ひげをそったあとのさっぱりした富加で︑

そる

七885 ぐっとそりかへるやうにして︑頭を後へさ

そりかえ・る

そり一それ

それ一それ
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八412

八389
なであったでせう︒それからまもなくのこ

る娘がありました︒それが萬壽姫で︑木曾

九589馬て︑ゑしやくす︒それよりのち︑義家は

九544

七208園

六851 手紙でした︒私は︑それを︑みんなの前で

六826園︑栗もあるから︑それを入れることにし

八977

八909

八5010
︿略﹀︒﹂と︑思はずそれを持ちあげて︑自 九807園
はれるさうだが︑それも馬が悪いのでは
八615 いらっしゃいます︒それを古した時︑私た 九888が一つ見えるのが︑それです︒もっともそ
八724図國 答へたれば︑﹁それ呼べ︒﹂とて︑鯨
九901星を結ぶ線を引き︑それをなほ右の方へ延
八8210 みんな杖を振って︑それに答へた︒野田二 九921
寓意にうつります︒それでなくても︑夜九
八889 たやうに見えます︒それもそのはず︑大阪 九928ですが︑今の場合︑それを考へに入れない
ぐま
九932熊座といひますが︑それは昔の人が︑それ
九938はっきりしません︒それよりも︑北極星の

八507

ふところへ來ます︒それは︑淀川の中にあ
つち
眞赤に焼かれます︒それを大きな鐵の槌が

ちんとできたので︑それを心髄にとりつけ

飛787

令が次々にくだる︒
それにつれて︑つり床

六806園 ︑私がいふと︑﹁それはいいね︒では︑

六739園 てもらひました︒それよりも︑あの風に

七281 のかも知れません︒それからしばらくして
八984

右へ動いてゐます︒それは︑つい今しがた

はならないのです︒それは︑ちやうどみな

六桝7 ︒近づいて見ると︑それは︑生きたねずみ
六欄5 て行進して來ます︒それが美しいわになつ

六伽6 た︒つづく二人も︑それにつれてよろめき

八研7

嚢面したのでした︒それは︑今から三百六

りを糸でつるして︑それを動かすと︑おも

九鵬−〇

九柵8 うしても泳がう
それからは︑何も考へ
九鵬5 さうなものである︒それだのに︑寒暖計は
九鵬3 鳴く虫の聲である︒それがはたして玉虫で

﹁︿略﹀︒﹂尊は︑﹁それはおもしろからう

八百4

九9510の小山をこしらへ︑それが顔に當って︑目

それを聞くと︑ぼくは
略﹀︒﹂といひます︒

七407 四本立ててあって︑それにしめなはが張つ
八㎜1

八㎜3

六912 りをこしらへては︑それを積み重ねた︒二

七568 門司を出航します︒それから先は︑どこへ

かっと怒った︒﹁それはげしからぬ︒お

きたへるのですが︑それだけではまだ足り

七617 萬ばかりになった︒それが前後から官軍に
七646囹

七639囹 の御旗︑どうしてそれを手に入れたのか

九155

ひ表すのですから︑それは聞いてみる人の

たりしてくれます︒それは皆︑おたがひに

九㎜−〇

掛けてみる︒ぼくがそれを見てみると︑﹁

九401

破って鳴らされる︒それを合圖に︑身も心

七6710
それから︑三日ばかり 八佃7 計を爽明しました︒それは︑まったくガリ
九百1二 をぢ﹁さうさう︑それですよ︒飛行機に
七878 つめで︑しっかりとそれにしがみつきます 八茶1 いったやうすです︒それと似て︑少し二つ
九麗6五 ではありません︒それはちやうど︑遠足
しよくかく
七898 たてます︒油蝉は︑それから二三週間生き 八柵4 さな鯛角があって︑それが︑ちやうど人形
九備5園 ことに寒い時に︑それが多いのです︒例
八柵10園 ︑にいさんは︑﹁それよりも︑タイピス
七脳4 ました︒くもには︑それがすぐわかるもの
九悩3圓 とろへるばかり︑それをよいことにして
八捌10 さうになってみた︒それを折って痴ると︑
七餌7 ゐましたが︑やがてそれを傳って︑向かふ
九伽4言 叫んだ︒﹁やあ︑それなる赤糸をどしの
あきあげいおりのすけ
八旧7園
おっしゃると︑﹁それは︑えらい︒感心
七備4 が腹を立てたのは︑それがためであります
為枷4 子方の秋上伊織介がそれを見て︑天空﹀︒﹂
さいたま
八伽8 た︒おかあさんは︑それをちよつとお當て
八84 がついてゐました︒それによると︑埼玉二
九囲8 うとした︒鹿介は︑それをじっとふみこた
八136 生るか︑みなさんはそれを知ってゐますか 八枷3鶴 たは思ふでせう︒それが︑いつも︑ここ
九個2 がるた︒さうして︑それが尼子家の子孫で
八143 かも知れませんが︑それは大きなまちがひ 八鵬5 よごしてゐました︒それが︑一度蒙古風が
九鵬7
それからまた幾年か過
八149 のバナナにしても︑それと同じことなので 九1010 後端年三りたって︑それが例になるやうに 九悩8 泊るかあす來るか︑それを頼みに勝久は城
かはむら
九衙1 者がある︒鹿介は︑それが敵方の︸人河村

ものだ︒さうして︑それが︑しきりに﹁秋

八154 うな感じがします︒それほど︑あの大きな

九427

九㎜11

九㎜8 の雲がたなびいた︒それを見てみたら︑母

滋雨12

散らばってしまふ︒
それはちやうど︑潮が

あり︑ 柱を立てて︑それに字を書いた旗を

それから五六日たって

九428

九㎜7

九篇12二 だんだんのびる︒それを毎朝見に行くの

八167 を切って出た芽は︑それよりも早く成長し
ぢく
八169 一本の軸が出ます︒それが花の軸で︑その

心にだけ残ります︒それに引きかへ︑文字

八171 がっきます︒やがてそれが開くと︑中に黄

九4210

場を出て行くのは︑それから数分ののちで

でも残りますから︑それを讃むすべての二

八179 だん大きくなって︑それにぎっしりと︑み

九511

八225團船が出ますので︑それに乗ると︑四日め 九438 かになりがちです︒それでは困りますから
八377 情があったのです︒それより一年ばかり二

十111園

つめてみたが︑﹁それは量りなおことば

十117 さし出した︒大尉がそれを取って見ると︑
あり

十178図圏 をいうどりぬ︒それより七十六日︑汝
十238 る五兵衛の目には︑それが蟻の歩みのやう
みる︒﹁︿略﹀︒﹂﹁それがどうしたの︒﹂﹁

十368 浮き出して見える︒それは肉眼で見るのと

十323囹

十379 男くんも︑笑った︒それからも︑三人代る
十414 とごろにそびえて︑それが眞黒な大空に突
十429 ね︒今日私たちは︑それが死の世界である
十442図國 けん︑﹁おお︑それよ︒﹂とつぶやき
それのみにあらざりき
りなり︒苦心は︑

十ニー92

十ニー58

その目を見わけ︑それによってこの石は

︑石に穴があく︒それが積り積って︑五

略﹀︒﹂﹁病氣︒それは氣のどくだ︒﹂

のであった︒三

と︑

おつきの者にそれをお渡しになった

十二278

いろ質問もし︑それで予を啓嚢してく

それから敷年たって︑

﹂とかいふのも︑ それである︒相手を尊

十二337園

あり明朗である︒それは︑わが古代の人

それが相手のためにす

鹿の皮を取って︑それを地上に敷いた︒

動作であっても︑

十二541

十二473

十二667

しか

それが度を越すと︑か

のことばを聞き︑それをくり返し口に唱

の人であるから︑ それを相手とする時︑

されたりするが︑

十二553
ば

それを今日のことばで

十二586園感心な者だ︒﹂﹁それでこそほんたうの

う

節を簡軍にして︑

それは︑この子の乳母

﹁︿略﹀︒﹂lIそれがのどまで出てゐ

︑きみは︒﹂と︑それがだしぬけに聲を

山々であるが︑それはかへってかれら

向かふへ行った︒

十二642園

た︒

ある︒紫の君は︑ それを部屋いっぱいに

十二685

縫ひ合はされた︒それから幾十日︑母の

待っておくれ︒﹂それは︑しぼるやうな

ではって行った︒それは農家のともし火

せなかを眞二つ︒それを︑ふしぎにも聞

十二709

十一一671

十二731

また時にそれが畠のうねのやう
ちにいってみた︒ それからも︑しばらく

つたり︑

なった︒ つひにはそれもなくなったと思

見つけたので︑ それを摘んで來ていけ

燕の絶頂が來た︒ それは︑大空の一角に

を界に消散する︒ それは︑ふしぎに思へ

雲を巻きあげて︑ それがこの尾根を界に

も明かるかった︒ それからは尾根傳ひに

十一604図圓出で候はめ︒ それも一矢にて︑眞中

十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十4410図

十677 になって自爆した︒それと同時に︑魚雷は
十694 といつしょである︒それを見るたび︑﹁お
十696 みあげる︒しかし︑それも直ちに消えて︑
十726 まはるのであった︒それから三日め︑われ
十752 が來るに違ひない︒それには︑どうしても
十774 うと固く決心した︒それからは︑ほとんど
十775 た︒組み立てては︑それを動かしてみた︒

んがゐました︒ それも一人でなく︑何

それは︑見てみると自

そればかりではない︒

立ち往生になる︒それを立ち往生させな

十二799園ござる︒﹂冠者﹁それは仕合はせなこと
十二805園や︒﹂冠者﹁や︑それが末廣がりでござ
十二808園あるによって︑それに合ったらば買ひ
十二825囹ござる︒﹂冠者﹁それはまた高いことち
十二853園紙よく︒﹂冠者﹁それこそ氣をつけまし
せられました︒

それは︑要するにわが

それにも増して大きい

それがどの邊にあるか

ぞれでこそ︑世界の人
友軍陣地からは︑

に傳はつてみる︒

それが︑みんな目のさ
で赤道に達する︒ それからまた一日半ぐ

やなどもあって︑

ぽいにかざられ︑ それが強烈な南洋の光

に似た姿である︒

なることがある︒ それほど日本人に似た

それは︑明け方になる
來て鳴き始める︒

界を築きあげる︒

つち

ければならない︒そればかりか︑追討の

して︑幸ひはただそれだけではなかった

時から一書した︒それは全く義を立て︑

えることがある︒それが太陽の黒鮎と呼

泉であるだけに︑それはまた實に偉大な

をり︑さうして︑それがまた今日のわれ

︵感︶1 それ

﹇某﹈

︵代名︶5

それがし

十二785園
それがしの主人は︑立板に水を流すや

それがし

七5910園
ぞれ︑敵が出た︒

それ

十二踊10 りと聞えて來る︒
それといつしょに︑も

十二田2圃 ﹁太平洋﹂1一それは︑世界第一の海

十十十十十十十

十811 をこらして行った︒それから四年め︑再び
十966園 いと思ひますが︑それについて何か御希
十価3 昔からのことばで︑ それを漢字に側てて讃
十槻2園 に内側を塗って︑ それを乾かしてから外

95

安寧侶の苦心は︑

116

のみ

111

114

115

129

十糊8 とばでありませう︒ それと同時に︑全身の

157711781163372108548519
團垂々
119

る︒馨を持つ人︑ それを槌で打つ人︑そ

102

9563567
132

十側9 たちを待ってるる︒ それまでの間︑どうと

67631045329
園

了4

144

十界7 るばかりであった︒ それを︼氣に流し込ん
い雲がわいて干た︒ それが︑みるみる近づ

十塒9 ち蹄つた︒秀吉は︑ それを上座にすゑて︑
十騰12

十㎜6 とを演じたりする︒ それが︑見てみる人に
十加6 のやうな胡同には︑ それがふしぎなほどよ
十盟1 氣持で眺めてみる︒ それが︑だんだん聞き
十圏5 す︒子どもたちは︑ それをつかまうとして

十﹁81 おあげになった︒ それをお受け取りにな

12
13
26
2了
28
30
3了
40
44
50
89

89

90

95

119

95

122

128

131

203

220

206

222

226

226

22了

15

799
それ一それがし

それから一それから

800

うに︑ものをいひつけられるお方ぢや︒
十二788園 それがしは末廣がり屋を存ぜぬが︑
と致さう︒
みなか

ぞれがしも呼ばはってみよう︒
＋二7810圓

十二796囹それがしは︑田舎からまみつた者でご
ざる︒

ソレカラ

それから

十二798圏それがしは︑末廣がり屋の主人でござ
る︒

︵接︶37

ヲミナヘシノ花ヲミツケマシタ︒

カウリャントイッテ︑日本ノキビニニ

おいしゃさまは︑おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂

して︑庭の草を取りました︒

ました︒それから︑おとうさんのお手つだひを

三952 兵たいさんのために︑もくたうをいたし

した︒

れから二人は︑あつい紙で︑舟を二つ作りま

三831 ﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎さんがいひました︒そ

山を作りました︒

とおっしゃいました︒それから︑はまべの砂で

三781 おかあさんに見せてあげると︑二男﹀︒﹂

聞きになりました︒

とおっしゃいました︒それから︑﹁︿略﹀︒﹂とお

三415

ロヲツケマシタ︒

大キイノニカサネマシタ︒ソレカラ︑炭デ目ト

タモノガ デキルコトガ︑カイテアリマシタ︒
ニ548コンドハ︑少シ小サイノヲコシラヘテ︑

︿略﹀︑

クシイ コトガ︑カイテアリマシタ︒ソレカラ︑

ニー94 一バンハジメニ︑マンシウノ空ノウツ

レカラ ダマッテ︑ セッセトトホル︒

一555圃デアフト︑チョットオジギシテ︑ ソ

ソレカラ︑

一485ハジ白丁︑ナデシコノ花ヲミツケマシタ︒

それから

何

四176

にいさんといっしょに︑おふろにはいり

ました︒それから︑みんなでごはんをいただき
ました︒

おみきもお供へになりました︒それから︑

豆を庭へ向かって元氣よくまきますと︑

おざしきの床の間にも︑鏡餅をおかざりにな

四622
りました︒

四984

おかあ．さんが雨戸をぴしゃりとおしめになり

ました︒それから︑みんなで豆を年の敷だけ
そのかたがたへ︑花をさしあげました︒そ

たべました︒

四㎜5

れから︑二六のことや︑うちのことなど︑いろい
ろお話しました︒
げくう

まつ︑外宮のおまるりをすまして︑それ

ないくう

五91團

あすは︑朝早く起きて日の出を拝み︑そ

から︑内宮へおまるりをしました︒

五113團

かしはらじんぐう

をぢさんは︑そこでおりるのかと思ったら︑

れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒

五η6

おりませんでした︒それから︑二つ三つ停留場を
私は︑また弟の方へ行きました︒それから︑

過ぎて︑表町まで來ますと︑

六142

夕方まで︑弟といっしょに遊びました︒

大きな鳥居が見えました︒それから︑ま正
やすくに

六燭2

神だなに向かって︑舞禮をしました︒︿略﹀︒

面に︑靖國神社がうつりました︒
七242

それから︑まもなく朝の御飯になるので︑少年は︑
その時外へ出てみた父を呼びに行きました︒

神主さんは︑︿略﹀おはらひをしてくださ
いました︒それから︑﹁オー︒﹂と聲を高くあげて︑

七417

神様のおいでになる先客ひをなさいました︒

すばやく寝床をかたづけて︑かわいた手

ありました︒

拭で︑からだが赤くなるほどこすります︒それか

七781団

ら︑兵舎の前に並んで︑黙呼を受けるのです︒

七808團週番士官殿が見えると︑班長殿は︑

ぼくたちに向かって︑﹁番號︒﹂といはれます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑人員の報告をされます︒それから︑

兵士は︑仕方なく撃つことをやめました︒

それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあげたままで︑

七枷8

長い間だんぼんをつづけました︒

︿略﹀︒それから︑アカシヤの並木の糟はがきもあ

八212国私は︑給はがきにある大廣場がすきです︒

まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助

つたでせう︒

けくださいと祈り︑それから頼朝の御殿へあがつ

八395

て︑うばと二人でお仕へしたいと願ひ出ました︒

最初に︑先生から︑できあがりのグライ

ダーを見せていただいた︒︿略﹀︒それから︑グラ

八476

部分部分の名を︑教へていただいた︒胴髄︑

イダーの部分部分の名を︑教へていただいた︒
八478

その先端にとりつける鼻木︑いちばん大きな主翼︑

雪煙が消えて︑先生の笑顔が浮かんだ︒そ

それから水平尾翼・垂直尾翼などである︒

れからぼくたちは︑のぼって行ってはすべり︑お

八835

りてはまたのぼった︒

茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒そ

八㎜3 私は︑飯垂を出してふいたり︑みんなのお

私は國語の﹁萬壽姫﹂を讃んだ︒それか

まんじゆのひめ

れから一郎さんを起しに行くと︑

八悩5

元氣で待ってるなさい︒︿略﹀︑わたしは

らねえさんは︑﹁母﹂といふ唱歌を歌った︒

きっと錦って來ますから一⁝それから︑日本の兵

神主さんが︑のりとを志まれました︒︿略﹀︒ 九324園

それから︑地面のおはらひをして︑うがちぞめが

七429

801
それこそ一それで

隊さんは︑かならず勝ってくれます︒

九742 源作ちいさんは︑もえさかるほのほの色を
じっと見た︒それから︑おもむろに立ちあがって︑
︿略﹀かまの上へそっと手を置いた︒

れから︑あちこちに油をさしてやったり︑

芦川6園機械に手を當ててやうすを調べます︒そ
しゅくしゃ

竿に高く國旗をかかげた︒︿略﹀︒それから髄操を

九節7 宿舎の前に︑ 一同が整列する︒︿略﹀︒旗
する︒

それぞれ

七421

お米や︑お酒や︑︿略﹀︑いちご・バナナな

どを︑それぞれ三方にのせて供へられました︒

式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ
二番機・三番機が︑二丁の針路をねらって︑

つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒

九別5
十673

それぞれ右から左から魚雷を焚射した︒

長男は南山で︑次男は二百三高地で︑そ

これは︑もともと支那各地で︑いろいろな

れぞれ戦死をしました︒

十933園
十能10

音が行はれてるたのが︑自然わが國へもはいって︑
十衛1

かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑

隆景は喜んで︑それぞれ刀を與へた︒

それぞれの嵩みならはしとなったのです︒
十㎜3

﹁あの音は︑おもちゃ屋さんだ︒﹂﹁今のは

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒
十川9

それだけに

それぞれ︑準備に取りかかった︒

あめ屋さんだ︒﹂と︑それぞれすぐわかる︒

十二617

﹇其丈﹈︵接︶2

ぼくの仕事がおひおひいそがしくなったの

が美しい︒

まれてもわからないほどである︒それだけに︑空

十劉3夜の胡町は眞罪なので︑それこそ鼻をつま

いさもいっそう深くなって來ました︒

は︑そのころからです︒しかしそれだけに︑かは

九836

それだけに

十394 それから︑よく麗なさい︒月の中に薄黒い︑
はんてん

大きな斑鮎のやうなものがあるでせう︒

十941 それからステッセル將軍は︑次のやうなこ
とを申し出た︒

人間の生肉︑それから飲み物といふのが︑人間の

十二528園 わしのたべ物といふのはね︑行者さん︑
生き血さ︒

それこそ ︵副︶5 それこそ
六研7 それこそ︑ほんたうのすみれ色をした花が︑

暖い日を受けて︑びろうどのやうに︑つやつやし
てるます︒

十別2 夜の胡同は眞暗なので︑それこそ鼻をつま
まれてもわからないほどである︒

十惣12 鳩が群になって飛んで來ると︑笛の音がい
ろいろに鳴って︑それこそ天上の音樂である︒
天を突く槍の穂先のやうに突き立ってるる︒

それつと︑みんなが走り出した︒

れでよくなくならないものだ︒
正男さんは︑まだよくわかりません︒そ

れで︑おとうさんに同じことを聞きました︒

三475

四913団かげんを見てゐますと︑たこは左の

方へかたむきます︒それでまたおろして︑た

自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し

この右のかたへ︑紙のテープをつけました︒

でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒

五681團

それで︑手入れにむちゅうになるのだ︒

ました︒それで今ここへやって來たのです︒

五柵6囹私に︑海の御殿へ行くやうに教へてくれ

六253 むしろやこもの着物を着せて︑暖くしてや

ります︒それでみかんの木は︑しもや雪をじっと

こらへて︑艀かに眠ってゐます︒

ら死にたいと思った︒それで︑海賊どもに向かつ

七462 一生の思ひ出に︑心残りなく笛を吹いてか

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笛を取り出した︒

それで︑その時刻に︑あの門下掲揚垂の

かげの長さを計るのですね︒

七721園

てくださいます︒それで︑みんなは仲よくはげま

七8310團上官のかたがたは︑︿略﹀しんせつにし
しあって︑

七描6囹 ﹁私どもは︑日本へ錦らうと思ひますか

器のお引き渡しを願ひたいと思ひます︒﹂

ら︑︿略﹀︒﹂︿略﹀︒﹁それで︑このさい︑船具や武

八489 きちんと作るためには︑設計圖がいる︒そ

れで︑私たちは︑第一に設計圖をかくことになつ

それっきり

﹇其切﹈︵副︶2

八525

げる︒

すると︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒そ

でひごを︑ごしごしとしごきながら︑熱くして曲

八504 ただ曲げただけでは曲らない︒それで︑紙

た︒

それっきり︑今まで聞えてみたレキシン

それっきり︑少年の息は絶えてしまった︒

それで

これほどたくさんの水が流れて︑そ

︵接︶18

三458園

それで

トンの推進器の音は︑聞えなくなってしまった︒

十一一㎜5

十㎜11

それっきり

九㎜10

十一936 左端の穂高に比いて︑槍岳が︑それこそ それっ ︵感︶1 それつ
十一枷10 勅命のくだったことを承った阿禮は︑そ
﹇ 其 其 ﹈ ・︵名︶11

れこそ天にものぼるここちであったらう︒
それぞれ

と待ってみるから だ ︒

五662團 馬屋には︑それぞれ受持の馬が︑ちゃん
六908 平方に分れて︑それぞれ陣地についた︒

それでいて一それに

802

八901 川と堀とは︑まるで網の目のやうに︑組み
合ってゐます︒それで︑大阪は︑水の都ともいは

れで︑またみんなは静かになった︒

七251

るやうに抜けて︑走りつづけました︒

あびせかけます︒それでも利根は︑弾の下をくぐ

五柵2

は︑なかなか勇氣がいった︒

もう︑上屋の人は︑だれがだれだか︑はつ

は︑自分の苦しいことは一口もいはないで︑

倒れてゐました︒それでも父の姿を見ると︑少年

少年は︑頭と足に大けがをして︑道ばたに

のちには︑敵が利根の姿を見つけて︑弾を

れてるるのです︒

うど内側も外側も︑そろって進めるのだ︒

八佃3園 外側のものは︑大急ぎで進んでみる︑内
側のものは︑ゆっくり動いてみる︒それで︑ちや
七5410

きりわからなくなりました︒それでも︑みんな合

九437 ことばで話す時には︑︿略﹀︑いひまはしを
工夫したりするひまがありません︒それで︑とか

もう鳥などはたいてい寝てゐますが︑それ

圖をしてゐます︒

おいやなのでせうか︒それとも︑馬がおきらひな

のでせうか︒﹂

私をこんなに丈夫にしてくれたのでせう︒それと

十一価3国毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑

それなら

ソレナラ︑

も︑大陸の氣候が私に合ふのかも知れません︒

ソレナラ

テンジンサマヘマヰリマス︒

︵接︶2
一426翻

それなら

白兎が今までのことを申しますと︑

トホシテアゲマセゥ︒

神様は︑﹁それなら︑海の水をあびて︑ねてゐ

四852圏

お祭の日は︑おかぐらや︑すまふがあり

うち中でついたかき餅と︑あなたたちが

一それに︑朝御飯の支度もちゃん

えうさい

﹁さすがの要塞も︑あの砲弾にはかなひ

ませんでした︒︿略﹀︒﹂︿略﹀︒﹁それに︑日本軍の

十916囹

討死し︑それに糧食がとうとう書きてしまった︒

りやうしよく

九糊1 前後七年にわたる長い職に︑尼子方は多く

ので︑温めてやるのに苦心をします︒

します︒それに︑寒いと爽動機もうまく動かない

九摺1囹 それで︑片手つつ手袋を脱いで︑仕事を

とできて︒﹂

に早く起きて

八槻6園 ﹁まあ︑けさはどうしたのです︑こんな

手傳って作った干柿と︑それに︑栗もあるから︑

六826園

通るさうです︒

ます︒それに今年は︑五年めに一度ある牛行列が

六154團

ろになりましたので︑

た︒それに︑今年もまた︑その大蛇が出て來るこ

残ったのは︑もうこの子だけになりまし

今日はよいお天氣でした︒それに日

︵接︶12 それに

るがよい︒﹂とおっしゃいました︒
それに

四887国

聞多のさしてみた刀が防いだ︒︿略﹀︒そ

それでも︑張は︑倉から変粉を出して來た︒

十二672

雪にうまって冬を越した人形が︑それで

れでも︑せ骨に深くくひ込む重傷であった︒

十二衙2

それどころか

閣下は︑最愛のお子様を二人とも失はれ

﹇其処﹈︵接︶1

も暖さうな顔をして︑妹の小さな手にだかれてゐ
た︒

それどころか

十938園

て︑平々でいらっしゃる︒それどころか︑かへっ
て満足してゐられる︒

バナナの畠は︑キャベツか︑それとも︑カ

それとも︵接︶3それとも
八152

﹁閣下は︑私から物をお受けになるのが︑

ンナでも作った畠のやうな感じがします︒

十956園

曜なので︑

がします︒

五275園

た︒

の動きに︑やはり脈は二つ打つといふぐあひでし

八塀2 ランプの動きがしだいに小さくなって︑の
ちにはかすかにゆれるだけですが︑それでも一回

でも油蝉の子は用心して︑急いで安全な場所をさ

七875

くことばがおろそかになりがちです︒

九描10園 すると︑寒さのために指がこはりついて
しまって︑わるくするとくさります︒それで︑片
手つつ手袋を脱いで︑仕事をします︒

十ニー75 仕事の相手は大きな岩であり︑山のから
だである︒それで︑石工の姿は︑山の中で見かけ
ると至って小さく︑たよりなく見える︒
それでいて ︵接︶2 それでみて
界ですが︑それでみて︑昔から月ほどやさしい︑

十422月の世界は︑いはばまったく恐しい死の世 十蹴10 倉には︑ほとんど物のないことも思った︒
平和な氣持を與へてくれるものはありません︒
は︑何か不安な寒寒があることを知って︑

十533 ほこらしいやうな︑それでみて︑底の底に

それでは︵接︶4それでは
三王1園 それでは︑何かかはったことをして︑
おなぐさめいたしませう︒
四七5園天人﹁それでは︑お禮にまひませう︒
六473園 それでは︑今日のげんとう會は︑これで
おしまひにしませう︒

十一麗4園﹁それでは︑この月の光を題に一曲︒﹂

それでも︵接︶9それでも
馬の足をかかへて︑ひづめを水で洗ってやるのに

五669團 馬は︑おとなしくしてみる︒それでも︑
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それにしては一そろう

それはそれは

三二5園

﹇其其﹈︵副︶3

それはそれは

それはそれは︑きれいな︑よいところ

四92

それも

かひごは︑頭をちゃんとあげて眠ります︒

﹇其﹈︵接︶2

それ故

それ故︑自分のことや目下のもののこと

﹇其故﹈︵接︶1

も前半分で︑まだあとの半分があるに違ひない︒
それゆえ

十一271

を︑︿略﹀︒︿略﹀︒などいっては︑もの笑ひである︒

それら

頭のところへ飛んで行ったが︑友田くんが︑

ひょいとしゃがんだので︑それてしまった︒

六936

れて︑豆畠の方へ飛んで行ってしまった︒

十279 とんぼを追ひかけると︑とんぼはすいとそ

月は十五

月はまつ

そろひ←せいぞろい

黒い衣のそろひでまふと︑

﹇揃﹈︵名︶2

四糎6圏圓

黒やみの夜︒

四旧1囲園白い衣のそろひでまふと︑

夜まんまるい︒

三等4

さなへがそろた︒

さなへがそろた︒

みんなそろっ

新年おめでたうございます︒

門松立てて︑しめかざりして︑

魚たちは︑そろってをどります︒

さきそろう・でそろう

四638圃

そろって︑

そろた︑出そろた︑

てまひ上手︒

四型5圏湖月の都の天人たちは︑
どれほどの早さで走ってみるか︑それらを一々は

五642圃

海の深さが︑どのくらみあるか︑︿略﹀︑

﹇其等﹈︵代名︶7

かる機械がある︒

それる

︽ーレ︾

みんなそろったね︒

外側がきれいにけづられて︑砲身の長さと︑

きちんとそろって進んでみた列が︑だんだ

ん齪れて行った︒

九986

て進めるのだ︒

八佃3園 それで︑ちやうど内側も外側も︑そろつ

う︒

つてみるものも︑そろって同時に進んでみるだら

八熊1園 外側をまはってみるものも︑内側をまは

まるみとが︑きちんとそろって巡ると︑

八梱4

八782園

に︑きちんとそろひます︒

五912 十二本のかいは︑まるで一本のかいのやう

そろた︑出そろた︑植ゑ手もそろた︒

そろた︑出そろた︑植ゑ手もそろた︒
それは昔の人が︑それらの星の列に大きな
つみ

﹁いたく罪作りたまふな︒それらはよ
わが國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當てて

それらが一つ一つ︑このやうにしてできあ
かれは︑すぐその悪者がどこから來たか︑
﹇逸﹈︵下一︶2

五652圃

そろた︑出そろた︑

それらも︑やはり同じ工場で︑受持受持に

五643圏

そ・れる

︿略﹀︑何名來たか︑それらを調べ始めた︒

十節11

がったのだといふことを︑よく考へてください︒

十伽7

字の訓となったのです︒

讃んだもので︑それらの讃み方が︑自然﹁生﹂の

十幡6

き敵かは︒﹂

下口1図圓

熊の形を考へたからです︒

九932

よって作られます︒

八達2

五651圃

六332国

うち中

十一一511園思ふに︑佛のみことばであらう︒それ そろ・う ﹇揃﹈︵四五︶16 そろふ ︽ーッ・ーヒ︾5

それも︑一日中︑そのまま眠りとほすので︑

五346

それも

それは︑よく物がおわかりでしたよ︒

あなたのおかあさんは︑︿略﹀︑それは そろい

それはそれは︑大さわぎでした︒

十一422園

でございます︒

えたりする︒それに︑何でも﹁御﹂や﹁お﹂をつ

十一418園

だと︑つくづく思ひました︒

ともっと心をやさしくし︑心を美しくしたいもの

十一柵10国 それにつけても日本の女たちは︑もつ

御主君︑尼子家の御恩を忘れまいそ︒

あまご

九悩2園 母はそばからいった︒﹁それにつけても︑

思ってみたのです ︒

飛行機の整備といふことについてよく知りたいと

いへん感激してみるのですが︑それにつけても︑

九㎜9囹 航空部隊のめざましい働きを聞いて︑た

それにつけても ︵接︶3 それにつけても

期をとげたであらう︒

ったら︑三十歳の井上聞多は︑山口在に非命の最

十二7310 それにしても︑この母の慈愛によらなか

こで生まれたのでせうか︒

七859 それにしても︑この油蝉の子は︑いつ︑ど

それにしても ︵接︶2 それにしても

しては︑まあ何といふよい髪でせう︒

櫛を使ふことをおきらひだが︑それに それら

それにしては ︵接︶1 それにしては

きれないものがある︒

れに︑攻撃目標のない洋上哨戒の軍監さは︑やり

十二㎜3 愛りやすい天候だけはにが手である︒そ

つれる︒︿略﹀︒ そ れ に 雷 が 多 い ︒

十一圏9 一日に何回となく激しいスコールがおと

もございませんが︒

十一梱4園 まことに粗末なピヤノで︑それに樂譜

のは︑大きなあやまりである︒

けさへすれば敬語になると思ったり︑︿略﹀する

十一311 ばかていねいになったり︑また柔弱に聞

て來ましたね︒

砲撃の仕方が︑初めと終りとでは︑ずるぶん攣つ

響

そろえ一ぞんじまいらす
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十46図参舞の人々︑あたかもいひ合はせたるご
とく︑足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒

十509圏 そろって健康に働く家族の︑怪しい朝飯
だと思へば︑

﹇揃﹈︵ 下 一 ︶ 1 2

そろへる

︽iへ︾←き

﹇揃﹈﹇▽うまぞろえ・おんうまぞろえ

壮観である︒

十一㎜1 部落の人たちがそろって水浴する眺めは
そろえ
そろ・える

りそろえる
こゑをそろへて ﹁君が代﹂を歌ひました︒

三619

損害nVだいそんがい

われは︑これに乗じてすかさず攻撃せ

﹇損害﹈︵名︶1

﹇尊敬﹈ ︵サ変︶ 2

尊敬する ︽i

敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心

まつ相手の人に封して尊敬の意を表すた

﹇尊敬﹈︵名︶2 尊敬

シ・ースル︾

そんけい・する

をこまやかに表すことのできるのは︑

十一317

めに︑

十﹁258

そんけい

しかば︑敵の諸艦皆多大の損害をかうむり︑

十一545図

そんがい

ガラスばちを︑奥手にしっかり持って︑ そん ﹇村﹈﹇▽あいうそん

かひこは︑どうやらからだをのばすやうに

﹁うちでもそろそろ始めるかね︒﹂

ぼくはそろそろとあるきだしました︒
四957囹

五381

秋が終りに近づき︑そろそろ冬が始るころ

して︑そろそろたべ始めましたので︑

六272

には︑この黄色にだんだん赤みが増して來て︑

そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け

て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒

七384

そろそろ日本を去って行きます︒

三175間きちんと並んで︑さいけいれいをして︑ 八76 やがて︑九月もなかばを過ぎると︑燕は︑

夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ

十一7110

オイデ

でも︑お約束だから︑そろそろごちそ

そろ北千島の漁場が転置を幣びて來る︒

十二551園

左舷にまはった入道雲の頭が︑そろそろ

うになりませうかな︒

十二㎜4

あかね色に染まりかけて來た︒

謙遜していふのがわが言語のいき方で︑

十一㎜3 しかし氣立てはやさしく︑日本人を心か

ら尊敬して︑なかなか勤勉に働く︒

︽ース

十二伽6 あらゆる生命の源泉であるだけに︑それ

﹇存在﹈︵サ変︶1 存在する

はまた實に偉大な存在である︒
ぞんざい・する
ル︾

艘が︑ほとんど敷へ切れないほど存在する︒

十二糊6 廣い廣い宇宙には︑太陽と同じやうな天

﹇存参﹈︵下二︶1

存じまみらす

御憐懲あらせられ候はば︑︿略﹀︑深

く朝恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒

十二M1閥国

︽ーセ︾

ぞんじまいら・す

シバ︑

まるで︑ありの行列のやうに︑あとからあ そんしつ ﹇損失﹈︵名︶1 損失
キンセウ
十一572図國 特二流が軍ノ損失・死傷ノ僅少ナリ
ぶた

とから︑ぞろぞろとつづいて行きました︒

ソロモン諸島
ソロモン諸島

︹地名︺2

大通を︑豚がぞろぞろと歩いて行く︒
十一川図

パプア島にも︑ソロモン諸島にも︑︿略﹀︑
これと肩を並べるやうな港はない︒

十一㎜5

ソロモンしょとう

十圏7

一幅の給

壷に似て︑しかも尊霊のおもむきをそへたり︒

十57図 赤松の木立を負ひたる櫻門は︑

ろうもん

とにかく︑そろそろ天氣がくつれるなと そんげん ﹇尊厳﹈︵名︶1 尊嚴

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒

九佃1

機でつられたまま︑そろそろと外へ出て來ます︒

四113 かいをそろへて 一かさ水をかくと︑舟 八9810 中から︑眞赤に焼かれた鐵の火柱が︑起重 十一264 相手を尊敬するためには︑自分のことを
はく略﹀︑鳥のとぶやうに走ります︒
歌ひました︒

四鵬4 それについて︑子どもたちは聲をそろへて
六欄5 次から次へ︑大勢の生徒さんたちが︑足並

思はせるのが︑この雲です︒
みをそろへて行進して來ます︒
七446 私たちは︑聲をそろへて校歌を歌ひました︒ 十一863 そろそろ︑針葉樹が現れて干た︒

こそかな氣持で︑軍人勅諭を奉讃します︒

ちょくゆ

七813團鮎呼が終ると︑みんな聲をそろへて︑お 十一977 にしんの漁期の終る五月下旬から︑そろ ぞんざい ﹇存在﹈︵名︶1 存在
八擢5 八本の足を一つにそろへ︑胴を先頭に︑ま
ほかの戦友たちも聲をそろへて︑︿略﹀︒

るで矢のやうに進みます︒
九241団
と歌ふ︒

そろそろ

五212

九775 切って來たばかりの木を︑一メートルばか ぞろぞろ ︵副︶2 ぞろぞろ
りの長さにそろへて︑擁しさうにひき始めた︒

薬酒5図 小舟に乗り︑教纒の船に並べて乗り移り︑
太刀先そろへて一時に打ってかかる︒

十梱5 王手をそろへて海岸の砂をほった︒
ソロソロ

十一備8 きやうだいは︑口をそろへていった︒
︵副︶14

一163圃 ココマデ オイデ ソロソロ

そろそろ
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そんじゃ一た

そんじゃ

﹇尊者﹈︵名︶1

尊者

存ず

︽ージ︾

て︑修行者の足もとにひれ伏しながら︑

十二577 もろもろの尊者︑多くの天人たちが現れ
﹇ 存 ﹈ ︵ サ変︶1

ぞんずる

存ずる

︽一

十二933図囹 ﹁七たびまで人間に生まれて︑朝敵

ぞん・ず

﹇存﹈︵ サ 変 ︶ 7

を滅さばやと存じ 候 ︒ ﹂ と 申 す ︒

ジ・ーゼ︾

ぞん・ずる

い︒

來てくださるとのことでしたが︑

そんなしんぽい

四三1国 この次には︑何か︑ みもんひんを持って
をしないでください︒

五996囹 おまへはだれだ︒どうして︑そんなに笑

んな聲をたてるのです︒﹂とお笑ひになった︒

五846囹 先生が︑﹁みみずぐらみに︑どうしてそ

ことは何でもなくなってしまった︒

五675團 もう︑今では︑なれてしまって︑そんな

何

五602園いや︑ぞんじません︒
五襯2園 ぞんじません︒
五柵5囹 少しもぞんじません︒
十949園お受けくだされば光榮に存じます︒
十齪2囹 ﹁時をたがへずおいでになり︑御殊勝に
存じます︒﹂

十一283 お志︑ありがたう存じます︒
と致さう︒

そんな

カメ﹁ソンナコトハナイヨ︒﹂

︵形状︶26

Q園

ソンナ

十二788囹 それがしは末廣がり屋を存ぜぬが︑
そんな
一一

二364園﹁ソンナニ早クハヤケナイヨ︒﹂
三301囹とても︑そんなものではありません︒
三854囹うさぎ﹁そんなことはないよ︒
三989園うらしま﹁そんなことをしてはいけな

P3

ふのか︒

五玉6園 ほでりの命﹁そんなことは︑いやだよ︒﹂
五御2囹 ほでりの命﹁そんなに︑つりがしたいの
か︒﹂

仏土3園 ﹁もしもし︑あなたは︑どうしてそんな
今の二水艦は︑うまくできてみるから︑

に泣いていらっしゃるのですか︒﹂

ほんたうに︑そんな氣持になることがあ

﹁そんなに語りたければ︑亘れ︒﹂

そんなしんぱいは︑まったくない︒

六311團
七柵10園

ります︒

八249国

︑
01見たところ︑そんなにむつかしいとは思は
ノ了4
れないが︑

﹁ずるぶん寒いな︒﹂そんなことをいって︑

そのことを︑おとうさんや︑︿略﹀︑お友だ

庭をはき始めた︒

八梱4

九386

ちに早く知らせたいと思ひます︒そんな時︑︿略﹀

よく︑﹁わかってみるから︑話さなくても

といって︑自分の氣持を傳へます︒

九422

海が荒れて︑むすごは船とともに沈んで

いいよ︒﹂といふ人がありますが︑そんな人は︑

九川6園

いやいや︑決してそんなことはありませ

しまった︒母は︑そんなこととはつゆ知らず︑
ん︒

﹁一時︑秀吉の軍に降り︑時機を待て︒﹂と

十957園
十三6

いふことであったが︑そんなことに慮じるやうな
﹁だれだ︒﹂農夫たちは︑口々にそんなこと

宗治ではない︒

十蹴1

してそんな氣持にはなれない︒

三299囹

そんなら︑このくらみもあったかね︒

そんなら︵接︶2そんなら

三468囹﹁そんなら︑海は水でいっぱいになつ

与おもうぞんぶん

て︑こぼれませんか︒﹂

た

﹇田︺︵名︶11 田δいなだ

ぞんぶん

た

田にきちんとうゑるのです︒

三575 二十センチぐらみにのびたいねの苗を︑

五605 かかしは︑田の中に立って︑四方を見てゐ

るので︑何でもよく知ってゐました︒

たり︑川に橋をかけたりなさいました︒

五617 野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけ

六91 田のあぜに︑むしろを敷いてもらって遊ん

でるた弟が︑

上に並べてあります︒

六131刈ったあとには︑くくった稻の束が︑田の

水がなみなみと張られます︒

七371 土がほり返され︑くれ打ちがすむと︑田に

七373 かうして︑田の土は︑だんだんこまかく耕

夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

されて行きます︒

にぎやかに聞え始めます︒

七375

ここの田も︑あそこの田も︑︿略﹀︑もうひ
そんなことをいったつて仕方がない︒

十228 かうして︑自分の田のすべての稻むらに火

七387

七387
十一研2園

なまけられないことはない︒しかし︑決

いや︑そんな氣持はありません︒

をいった︒

十一伽2園

ここの田も︑あそこの田も︑

たひたと︑水がたたへられてるます︒

十ニー34

た

一256

ノエヲカキマシタ︒センセイ︑サヤウ

ノエヲカキマシタ︒ハヤシサンガ︑フ

︒アメガヤミマシタ︒スズシイカゼが

一253

一361

フネヲウカベマシタ︒フネニハ︑ホが

他

一372

ニハヲツクリマシタ︒ツチヲタカクシ

をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒
﹇他﹈︵名︶10

一402

︑山ヲツクリマシタ︒山ノソバニ︑川

イラッシャイマシタ︒ドウゾ︑オアガリ

他の家來どもこのさまを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

一403

トオッシャイマシタ︒イッテミルト︑

アサガホガサイタヨ︒﹂トオッシャイ

メテクダサイマシタ︒ココハ︑ドコノ

コレハヨクデキタネ︒﹂トイッテ︑ボ

ミテイタダキマシタ︒オヂイサンバ︑﹁︿

︒ハシモカケマシタ︒スッカリデキテ

イシヲナラベマシタ︒ハシモカケマシ

︒コケモツケマシタ︒川ノフチニ︑イ

木ヲ五本ウエマシタ︒コケモツケマシ

︑川ヲツクリマシタ︒山二︑小サイ木

︻443

一442囚囚

一418

一416園

一413

一408

一407

一406

一405

一404

一314園

九616図

とて︑手に汗をにぎりけり︒

九909 ところで︑大空の他の星は︑時刻によって
かなりあり場所が攣って行きます︒

十658 一隊は右からウェールズへ他の一隊は左か
らレパルスへ襲ひかかる︒

十一547図敵の爾旗艦を始め︑その他の真理も多
く相ついで沈没せり︒
やりがたけ
十一905 晴れてみれば︑︿略﹀︑槍玉その他の山々

たけるのみこと

も見えるさうだが︑今日は何も見えない︒
やまと
十一梱4 神代の尊い物語を始め︑神武天皇や日本
武 尊の御事蹟︑その他古代のいひ傳へが︑

十一加3 さうして︑この町も他の町々と同じやう
くわけう
に︑商店の持主はほとんど華僑である︒
十一泌2 その他︑マライ人がたくさん住んでみる︒

イニヒロガリマシタ︒木ノハガ︑ザワ
トオトヲタテマシタ︒大ツブノアメガ︑

オシメニナリマシタ︒ピカリトヒカリ

ガ︑オチテキマシタ︒オカアサンバ︑イ

ロゴロトナリマシタ︒ワタクシバ︑オカ

カリトヒカリマシタ︒大キナカミナリ

アマドヲシメマシタ︒雨ガ︑ザアット

ットフッテキマシタ︒ユフダチガヤミ

フダチガヤミマシタ︒アタリガアカル

ウニナキダシマシタ︒ムカフノ空二︑

日ガサシテキマシタ︒セミガ︑ウレシサ

キナニジガデマシタ︒ワタクシバ︑オカ

アサンヲヨビマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカ

ガオッシャイマシタ︒アリガナランデ︑

ニスンデイキマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑イサ

イケヲツクリマシタ︒ハジメ二水ガニ
ガニゴッテヰマシタガ︑ダンダンキレ

ムサンガイヒマシタ︒フタリハ︑川ヘ

一584

ムサンガイヒマシタ︒イケヘハナスト︑

一582カ
混ガニヒキトレタ︒﹂ト︑マサヲサン

カナヲサガシマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑マサ
︑キコエテキマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカ

一586園

シャセイヲシマシタ︒ラジオノピヤノ

ニツサイテヰマシタ︒ムラサキノ大キ
一448

ガオッシャイマシタ︒ネエサントフタ

一588

チニ︑ドコヘノーッタカ︑見エナクナル

一447

一445

一463

アラッタリシマシタ︒オハカノソバノ

︑ツイテイキマシタ︒オハカノマハリ

一598

﹇誰﹈︵代名︶2

︻614

ー612

ワットニゲテッタ︒トビガ︑空ラト

ドヂャウヲトッタ︒﹂ト︑イサムサン

ヲサンガイヒマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑イサ

一464

一606團

ら爆撃して來たが︑

一466

三ツサイテヰマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカ

た

十佃7図國﹁たぞ︒﹂と問へば︑天領﹀︒﹂と答ふ︒

一468

雲斗ケニナリマシタ︒イモウトヲツレ

一625

一173圃
フクレタ フクレタ
ソラガハレタ

カミフウセン

空ヲトンデヰマシタ︒イケニヰルカメ
一478

ヲツミニイキマシタ︒ハジメニ︑ナデシ

た

ノ花ヲミツケマシタ︒ソレカラ︑ヲミナ

シキヘトホシマシタ︒スズメガ︑オヂイ

一652園 イデクダサイマシタ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂スズメ

タ

﹇482

一658

ヤカニヲドリマシタ︒オミヤゲニツヅ

ゴチソウヲシマシタ︒オホゼイデ︑ニギ

名のる︒

一484

ノ花ヲミツケマシタ︒松ノ木ノカゲニ

一662

5

一487

花モサイテヰマシタ︒イモウトハ︑キキ

一665

騰

一492

ウチヘカヘリマシタ︒クロイクモガ︑

イネ︒﹂トイヒマシタ︒ワタクシタチハ︑

︵助動︶

カミフ

まった・ちょっとした・ぼうえんきょうでみたつき

一496

トビハウタヒマシタ︒ウミノムカフへ

ルカメガキキマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ウシガナク

一498

一172ウ
圏フウ フクレタ フクレタ
一181圏

スズキサンガ︑サ

ワタナベサンガ︑

モ

一243ノエヲカキマシタ︒

た

た

十梛1図面﹁まっかういふ汝はたぞ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

一473園オスキナ花デシタヨ︒﹂ト︑オカアサ

で︑前線の橋へと急いでみる︒

十一一価8 もう他の一隊は︑橋梁材料を肩にかつい

1738683853187528432

一246ノエヲカキマシタ︒

︽タ・タラ・ダ・ダラ︾ 5し

十二泌5 一隊は左舷から︑他の一隊は遠く後方か

50

50

50
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56

5了

57

58

た一た
806

807
た一た

一673

一668

ツヅラヲアゲマシタ︒オヂイサンバ︑タ
ソウヨロコビマシタ︒﹁サヤウナラ︒﹂﹁︿

一681 ＞︒﹂日ガクレマシタ︒オホシサマガ︑目
アカルクナリマシタ︒ススキガ︑オイデ

一682 ︑目ヲサマシマシタ︒森ノ上ガ︑アカ
一683
一685 ︑カホヲダシマシタ︒ドコカデ︑﹁︿略﹀

一687園 ︑二月サマが出置︒﹂トイフコヱが
一688 イフコエガシマシタ︒オ月サマハ︑スッ

ケライニナリマシタ︒モモタラウハ︑犬
シマヘワタリマシタ︒オニハ︑モンヲ
︑マモッテヰマシタ︒キジガ︑トンデ

ノヤウスヲ見マシタ︒サルハ︑スルスル
門ノ戸ヲアケマシタ︒モモタラウハ︑犬

サシテ出カケマシタ︒少シイクト︑ト

タマリマセンデシタ︒大イソギデハが

ガキコエテ來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

X8
R

ウチヘカヘリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

W
P12

ニー14園ガサウイヒマシタヨ︒﹂トイヒマスト

︑﹁マア︑ヨカッタネ︒デハ︑オイシイ

マダ︑カメサンハ

コノヘンデ︑ヒル

ニー16園

ニー41囹 オクレテシマッタ︒

ヨ数十メコミマシタ︒キジハ︑トビマハ

ッテイタダキマシタ︒

トオッシャイマシタ︒三ウサギトカ

カミツイタリシマシタ︒モモタラウハ︑刀

ニー85

ニー51囹 イイキモチダッタ︒

ニー18

ヤウニムカヒマシタ︒オニノタイシャ

カホヲツツキマシタ︒サルト犬ハ︑ヒ

パイタタカヒマシタガ︑トウトウマケ

8

アサンガアリマシタ︒オヂイサンバ︑山

1

一712

3

一693 ノ上玉アガリマシタ︒マルイ︑マルイ

ーバンハジメニ︑

マンシウノ子ド

チノヨム本デシタ︒

8

テ見違クナリマシタ︒勇サンバ 外へ出

ア︒ヒロビロトシタ

ニー87

1

トゥトウマケマシタ︒オニハ︑ミンナ

3

ンタクニイキマシタ︒川カミカラ︑大キ

︑カイテアリマシタ︒ ソレカラ︑ヒロイ
ニタ モノガデキルコ

4

ニー94
19

ノ山ニ

村ダッタ︑タンボノツヅク

ノボッタラ︑山ノ ムカフハ

二237

ニ236

ニ231圃

タヤケ赤イ

秋ノ日二︑トホ
︒キレイニハレタ

タネヲヒロヒマシタ︒
カニガ︑ニギリメ

メガ出マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

ヲニ二四マキマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

サルハ︑カニニ
メシヲヒロヒマシタ︒

村ダッタ︒ツヅクタンボノ

T

二265

雨ガプリダシマシタ︒ テルテルバウズハ

ラクナッテ來マシタ︒トウトウ雨が フ

ニ272

ニ268

ンバカリタベマシタ︒シマヒニ︑青イ

イクツモトリマシタ︒サルハジブンバ

︑木ニノボリマシタ︒長イ手ヲノバシ
ヲ出シニ イキマシタ︒勇サンバ︑﹁︿略﹀

ニ274

タクサンナリマシタ︒サルガアソビニ

ウズヲツクリマシタ︒ ソレヲニハノ木

ニ266ガアソビニ來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイッ

Q

レ︒トウタヒマシタ︒ケレドモ︑空芝︑

木ニナリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

ニ248

シサウニタベマシタ︒カニハ︑柿ノタ
ウイテヰタ︑トホクノ方ニ

カヘッコヲシマシタ︒サルハニ
︑ギリメ

ウイテヰタ︒ニアシタハウ

二243
海二

二246
方二

ヒロイ 海ダッタ︑青イ︑青イ海
︑青イ 海ダッタ︒小サイシラホガ

ツヅク

コエデウタヒマシタ︒西ハ

マンシウへ︑勇サ

ナウタガ アリマシタ︒西ハ タヤケ赤イ

︑カイテアリマシタ︒ ヨンデイクウチ
20

パイスピコミマシタ︒ サウシテ︑大キナ

︑日本ノキビニ

20

ナカウサンシマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ユルシテヤリマシタ︒オ小雪︑イロイロ

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒モモタラウハ︑オ

ノヲサシダシマシタ︒モモタラウハ︑タ
ガシマヲタチマシタ︒タカラモノヲッ

タカラモノヲツンダクルマヲ︑犬ガヒ
クカヘッテ來マシタ︒オヂイサントオ

20

一716

ソウヨロコビマシタ︒オヂイサンバ︑モ

21

カフハ

ラウヲムカヘマシタ︒ホンダイサム

21

一72一 トナガレテ來マシタ︒オバアサンバ︑ソ

一725 ウチヘカヘリマシタ︒オヂイサンが山
一733 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒オバアサンガ︑モ

一728 ノモモヲ見セマシタ︒オヂイサンバ︑﹁︿

一734 ヲキラウトシマシタ︒スルト︑モモが
一738

一736 ノ子ガウマレマシタ︒オヂイサンモ二
一74一 トナヲツケマシタ︒モモタラウハ︑ダ
一744 ウツヨクナリマシタ︒アル日︑モモタラ
一753 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒フタリハ︑キビダ

一756 シラヘテヤリマシタ︒モモタラウハ︑勇
フカラ犬が來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一758 マシク出カケマシタ︒少シイクト︑ム
ーア63

62283364647536328643311586314186
圃囲囲〔妻事囲圃

ガクモッテ來マシタ︒ アシタバゥンド

一一
一［

一775 ダンゴヲヤリマシタ︒犬ハ︑ケライ二

ドハキジが來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一一

一一
一一
一一

P0 P0

21

Q6 Q5

一771園﹂﹁オコシニツケタモノハ︑ナンデス

カラサルが來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

一776 ︑ツイテイキマシタ︒マタ少シノークト
一778

一787囹﹂﹁オコシニツケタモノハ︑ナンデス
一795

一793 ケライニナリマシタ︒マタ少シイクト
一802園﹂﹁オコシニツケタモノハ︑ナンデス

99988766554448了8了8685858585848484838282828281818080

オ入レニナリマシタ︒﹁︿略V︒﹂ト︑弟が

ト︑弟ガイヒマシタ︒ボクハ︑﹁︿略﹀︒﹂

二366子ヲ見二行キマシタ︒ウサギノ子ハ︑
二367リニナッテヰマシタ︒オイモノコトヲ

R

二36一

ニ37一

サウニシテヰマシタ︒オトウサンガ︑﹁

ニ377

オイシクタベマシタ︒十

トオッシャイマシタ︒ワタクシタチハ

ニ376囹︑﹁ヤケタ︑ヤケタ︒﹂トオッシャイマ

サガシテ︑﹁ヤケタ︑ヤケタ︒﹂トォッ

ニ378

へ︑ハチが來マシタ︒ウスが來マシタ︒

タ︒ウスが來マシタ︒栗が來マシタ︒

ニ372

イッテシマヒマシタ︒カニハ大ケガヲ
ハ大ケガヲシマシタ︒ソコへ︑ハチガ

シタ︒栗が來マシタ︒ミンナデ︑サルヲ
二376園

ハタケへ行キマシタ︒オイモノニホヒ

ヲヨビニヤリマシタ︒サルガ︑天田ノ

ノ前ニスワリマシタ︒灰ノ中ニカクレ
冬扇カクレテヰタ栗ガ︑サルニポン

二393國

ニ391圃

エテ︑里へ行ツタ︒里ノミヤゲニ︑

ハ︑ドコへ行ッタ︒アノ山コエテ︑

コモリウタ

ントトビツキマシタ︒サルハ︑﹁アツイ︑

ヲカケニイキマシタ︒水ガメノ中口カ
中ニカクレテヰタハチガ︑サルノカ
二395圃

シタ︒栗モ來マシタ︒ハチモ來マシタ︒

へ︑カニが來マシタ︒栗モ來マシタ︒

ニ42一

ニ418

二415

ニ406

ヲオサヘテミマシタ︒正男サンガ︑アン

ニサハッテミマシタ︒オナカヲオサへ

ウノ手ヲトリマシタ︒ヒタヒニサハッ

ソバニスワリマシタ︒正男サンバ︑人ギ

オクヘトホシマシタ︒正男サンバ︑人ギ

︑ハイッテ來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ヤウが病質ニナッタノデ︑オイシャサマ

タ︒ハチモ來マシタ︒サルハ︑ジブンガ

ニ422

ヲカシクナリマシタ︒デモ︑笑ハナイデ

ニ402

二︑ナニモラッタ︒デンデンダイコニ

チクリトサシマシタ︒サルハ︑﹁イタイ︑

ジブンガワルカッタトアヤマリマシタ︒

二423

ガマンシテヰマシタ︒正男サンバ︑テイ

チノ方ヘニゲマシタ︒ウスガ︑上甑ラ

タトアヤマリマシタ︒八オチバ

ニ426

ヤサマヲヨビマシタ︒オイシャサマハ

林ノ中へ行キマシタ︒キイロナハヤ︑

ニ427

ニ403

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒花子サンガ︑モミ

ントオチテ來マシタ︒ソコへ︑カニガ

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒小トリガ︑チチ

トウ笑ヒダシマシタ︒正男サンモ笑ヒ

ホヲシテイヒマシタ︒花子サンバ︑トウ

ニ437

ヒッパッタリシマシタ︒オカアサンガ︑﹁︿

デンシャゴ

ニ464

トオッシャイマシタ︒私ハ︑ケンチャン

イラッシャイマシタ︒ケンチャンガソ
ニ47一

レテ︑外へ出マシタ︒私ハ︑オトナリノ

ンモ笑ヒダシマシタ︒十干

二475

ニ435

ガオッシャイマシタノデ︑オカアサンモ
︑ハタケニ出マシタ︒ミンナデ︑アチラ

ニ438

ニ476

ケレドモ︑スグ

コ乳切アツメマシタ︒ ソレニ︑オトウサ

モ︑スグ消エマシタ︒ 一寸アサンガ︑カ

オツケニナリマシタ︒

コンドハヨクモ

前角︑馬ガヰマシタ︒ケンチャンガ︑﹁

ンマ︒﹂トイヒマシタ︒馬ハ︑ヲケノ中

バヲタベテヰマシタ︒タベナガラ︑トキ

コシテ見テヰマシタ︒十四冬

ポヲフッテヰマシタ︒ケンチャンハ︑ニ

ノーサウニイヒマシタ︒私ガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ノ水ガコホリマシタ︒妹ガ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

人デコロガシマシタ︒

ルマヲツクリマシタ︒

コンドハ︑少シ

スルト︑ダンダン

ハジメニ︑雪ノ

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒二

デキナクナリマシタ︒

ヨルニナッテ︑

ソレカラ︑炭デ

出マシタ︒月が光ッテヰマ

イノニカサネマシタ︒

二人デ外へ

目トロヲツケマシタ︒

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒正男サンバ︑竹馬

月が光ッテヰマシタ︒雪ダルマハ︑ドッ
リスワッテヰマシタ︒十五 お正月

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒太郎サンバ︑竹ノ

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒太郎サンノ弟ノ

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒勇サンノ弟ノ正

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒花子サンノ弟ノ

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ユリ子サンノ弟

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒花子サントユリ

ヤンが生マレマシタ︒ダンダン大キク

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒カタカタ並並カ

ムスメニナリマシタ︒オトウサンモオ

略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒オトウサントオ

vトタノミマシタ︒オ日サマハ︑﹁︿略

ゲルコトニシマシタ︒ネズミノオトウ

vトタヅネマシタ︒オ日サマハ︑﹁︿略
トオッシャイマシタ︒ネズミノォトゥ

トオッシャイマシタ︒ネズミノォトゥ

〉。

〉。

オイデニナリマシタ︒

ドハヨクモエマシタG ミンナデ︑カレ枝

ニ48一

シロ︒﹂ト呼ビマシタガ︑シロバヰマセ
トモエアガリマシタ︒弟ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ニ483ロバヰマセンデシタ︒ツトムサンノウ

72722716122262348651875371376426
49

一【

ラスコトニシマシタ︒サルヲヨビニヤ

61653326514387543186543217643217
ッテ︑ヨロコビマシタ︒オカアサンガ︑大

48

49

49

49

50

51

54

51

54

54

54

55

55

55

55

58

59

60

60

61

62

63

64

65

66

66

6了

68

68

69

69

R6
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34

34

34

34

35

35

た一た
808

二704 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒雲モコトワリマ
T 雲モコトワリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

＞︒﹂トタヅネマシタ︒雲ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

W 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノオトウ

V13

ニ721 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノオトウ
ニ727 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒風モコトワリマ

＞︒﹂トタヅネマシタ︒風ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノオトウ

W 風モコトワリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

U

R

ニ744 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノオトウ
ベモコトワリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ニ751 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒カベモコトワリ
ニ752

＞︒﹂トタヅネマシタ︒カベハ︑﹁︿略﹀︒﹂

ニ755 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノオトウ
ニ758

略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノオトウ

ヨメサンニシマシタ︒十八

シャシン

ロシテシマヒマシタ︒犬ヲカハイガッ

ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑タ

二955フガトンデヰマシタ︒ソコへ︑一人ノ

二953イノハラヲ見マシタ︒花ガーメンニ咲

二956サンが出テ來マシタ︒見ルト︑私ノオ

二957 クニタカタデシタ︒私ハ思ハズ︑﹁オ

ヂイサンニヨクニタカタデシタ︒私バ
二957

ソウカナシミマシタ︒犬ノオハカヲツ

松ヲ一本ウエマシタ︒松ハ︑ズンズン

スヲコシラヘマシタ︒ソレデ米ヲツク
︑タクサン出マシタ︒トナリノオヂイ

きゃうをしました︒四年の人も︑五
二972園

きゃうをしました︒三年生も︑これで
二968園

二965 お話をなさいました︒﹁︿略﹀︒﹂ここまで

二963 コニコナサノーマシタ︒二十三 机とこ

ン大キクナリマシタ︒オヂイサンバ︑ソ

モノバカリ出マシタ︒マタオコッテ︑

スヲカリニ來マシタ︒米ヲツイテミマ

れをつかひました︒みなさんの生ま
二975園
こしかけもあったのです︒﹂ここまで
二978園

ツカンデマキマシタ︒イクラマイテモ︑

二棚8 キョ︒﹂トナキマシタ︒二十五 つくし

二梱5
ヤロニハイリマシタ︒トノサマハ︑﹁︿略

いさんがいひました︒ぼくたちは︑畠の

方で音がしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にい

トオッシャイマシタ︒オヂイサンバ︑ト

二悩5

二項2
ユメ
ッテカラ考ヘマシタ︒私ニハ︑オトウサ

二耐7 ろの方へ行きました︒汽車はぐんぐん

いさんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑きく

ハ︑オイデニナッタニチガピアリマセ
ンナオカタデアッタデセウ︒コンナコ

二価5 音をたてて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にい

二価2
ムッテシマヒマシタ︒ユメニ︑ヒロイ

ラレテシマヒマシタ︒二十ニ

二麗5團 やは目がさめた︒つくしだれの子
一巡4圃ばうやが のぞいたら︑外はそよそよ

トオッシャイマシタ︒オヂイサンバ︑灰

ンハトビオキマシタ︒庭デハマタウグ

二梱4 略﹀︒﹂トイヒマシタ︒勇サンハトビオ

一而7 ナクコエガシマシタ︒ネエサンバ︑﹁︿略

二㎜3

キヨウト思ヒマシタ︒ケレドモ︑ネムク

o2 ナコエデイヒマシタ︒勇サンバ︑スグ

二997タネテシマヒマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ネエサン

二996 ハヘンジヲシマシタガ︑マタネテシマ

エサンガイヒマシタ︒﹁ハイ︒﹂ト︑勇サ

が二年生になったら︑新しい 一年生
二984園
ウ七時スギマシタ︒早クオキナイト︑
二988園

二983 ておっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂二十四

二982 とを思ひ出しました︒先生は︑つづけて

こまでお話をきいたとき︑ふと︑私は︑

クベテシマヒマシタ︒犬ヲカハイガッ

ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑ソ
︑灰ヲトバシマシタ︒ソレガ︑カレ木ノ

ヲモラッテ來マシタ︒スルト︑風が吹
レ木ノ枝ニカカッタカト思フト︑一ド
ット花が咲キマシタ︒オヂイサンバヨ
ンハヨロコビマシタ︒灰ヲザルニ入レ

イッテ︑アルキマシタ︒トノサマガオ通
トオッシャイマシタ︒オヂイサンバ木
テ︑灰ヲマキマシタ︒スルト︑カレ木ニ

X

R

二766

R
ンヲウツシマシタ︒デキタラ︑スグ

ザカリニナリマシタ︒トノサマハ︑﹁︿略

ンハ︑ノコッテヰタ灰ヲカキアツメテ

サンクダサイマシタ︒トナリノオヂイ

一一
一一

89

89

89

リヲマッテヰマシタ︒ソコへ︑トノサマ

X7
X9

ニ771 略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒ネズミノオトウ

U団

28728742186518628653298642197643
89

一一

V国 ツシマシタ︒デキタラ︑スグ送りマス︒

V団 ト私が立チマシタ︒私ハ︑セイガヒ

オッシャイマシタ︒オトウサンガ︑﹁︿

ニイサンが見タラ︑ドンナニヨロ

ニ791国ノ上二立チマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑オバ
ニ792団圏
ニ794団

二803團 オッシャイマシタ︒私財︑マイアサ︑

ハイガッテヰマシタ︒アル日︑犬が畠

イサンガアリマシタ︒犬ヲーピキカッ

S圃 ︒朝日をうつした 日の丸のはた︒

R

ニ864

二868 略﹀︒﹂トナキマシタ︒オヂイサンガ︑ソ

ニ874 ︑タクサン出マシタ︒トナリノオヂイ

ノフカイ人デシタ︒コノ話ヲキイテ
ニ878 犬ヲカリ甲斐マシタ︒ムリニ犬ヲナカ

ニ876

ニ88一 モノバカリ出マシタ︒オヂイサンバ︑オ

88

88

88

88

88

89

89

90

90

90

90

90

9唾

91

92

91

92

92

V0 V0
V3 V3 V2

V8 V7 V7 V7
W6 W4

92

一一
一一
一一

一一
一一
一一
一一
一一
一一
一一
一一
一一

93

93

93

93

93

94

94

94

95
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へて︑十八まで來た時︑牛のたくさん

いさんがいひました︒くろいはこの車・
いくつか通りました︒﹁おや︒﹂と思っ
に走って行きました︒﹁︿略﹀︒﹂といつ

をおって行きました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑てん

ばされて行きました︒勇さんも正男さ

三244

三235

三233

三232

ささ舟を作りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎

けらいになりました︒七

がらりと落しました︒べんけいはかう

うでをたたきました︒べんけいは︑大き

ささ舟

もついて行きました︒らくかさんは︑草
國引き

三249 郎さんがいひました︒次郎さんも三郎
三253 川の岸に並びました︒みよ子さんは︑さ

しつかに落ちました︒三

お考へになりました︒神さまは︑海の

よに舟を出しました︒舟は︑すべるやう

橋の上に立ちました︒﹁ようい︑どん︒﹂

いてとび立ちました︒てふてふが︑三郎

の葉に止ってみたてふてふが︑おど

三255

三262

三258
三263

ところに︑あまった土地のあるのが

お引きになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

どうさんがのったから︑かったので

んの舟に止りました︒舟は︑だんだん

三273

のったから︑かったのでせう︒﹂と︑み

郎さんがいひました︒みよ子さんは︑さ

三275囹

子さんがいひました︒八蛙

三264

わたしになりました︒こんどは︑西の

三275囹

たで遊んでゐました︒そこへ牛が重て

三267

ところに︑あまった土地のあるのが

三278

三276

て︑水をのみました︒子蛙は︑びっくり

お引きになりました︒その土地が動き

あるのが見えました︒神さまは︑それに

三281

をのみに來ましたよ︒﹂といひました

うちへかへりました︒おとうさん蛙と

ちへやって來ました︒神さまは︑その

お引きになりました︒これも大きな舟

三282

略﹀︒﹂といひました︒きんじょにるた

三292

そびえ︑しげった松の間に︑おやね

しょに歌ひました︒五鯉のぼり
のよいばんでした︒牛わか丸が︑ふえ
らあるいてゐました︒五でうの橋に來

三296

三294園

しくらゐもあったかね︒﹂といひまし

略﹀︒﹂と答へました︒大きなのがじま

して︑今まで見たこともないほど

略﹀︒﹂といひました︒子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂

三289園

略﹀︒﹂といひました︒天金V︒﹂牛わか丸

うふくらましました︒子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂

かれてしまひました︒その時︑牛わか丸

三312

きを吸ひこみました︒おなかは︑まるで

のくらゐもあったかね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

三299囹

略﹀︒﹂といひました︒しかし︑大柏は︑

をふくらましました︒又略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

三304

三298

略﹀︒﹂といひました︒べんけいは︑なぎ

三309

一本で千本

へとびあがりました︒べんけいが上を

切ってかかりました︒牛わか丸は︑ひら

九十九本は取った︒もう

ななぎなたを持った大男が立ってゐ

郎さんがいひました︒天略﹀︒﹂と︑みよ

ちへやって來ました︒神さまは︑かうし

三287

三286園

三271 略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎

とさんが來ました︒きちんと並んで︑

た︒きんじょにるた大豪が︑それを聞

國を廣くなさったといふことです︒

代﹂を歌ひました︒私たちも︑いっし

三288

を轟くなさいました︒神さまは︑また

あるのが見えました︒神さまは︑その

わたしになりました︒東の方のとほい

95313848765368762186427543276415
囹
圃圃圃圃

ｿ7

Q2
Q3

二鵬5 からなくなりました︒牛のあとから︑

６ ︑大きな木をつんだ車や︑石をつんだ
二鵬7 だ車や︑石をつんだ車が︑いくつもい
いくつも通りました︒おしまひごろに

二鵬9 出してかぞへました︒﹁︿略﹀︒﹂といひ

二郎8

二研2園 なで四十八あった︒﹂といひました︒
二研3 略﹀︒﹂といひました︒汽車はだんだん

ぼくは︑さっき見た牛のことを考へ

二研5 行ってしまひました︒ぼくは︑さっき

二研6
二研8 略﹀︒﹂と思ひました︒もくろく

三61圃 と︑お出になったか︑おしゃかさま︒
三74 んをこしらへました︒﹁︿略﹀︒﹂二人は︑

三82 持って出かけました︒勇さんが︑らくか

勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂といっ

三85 まま落ちて來ました︒天略﹀︒﹂と︑勇さ

三84 いっぱいなげました︒すると︑開かない
三87

三91 ぐに落ちて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男

三89 うに空へなげました︒開くには開きま
三91 開くには開きましたが︑すぐに落ちて

てあそびに來ました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

こちとさがしました︒そこへ︑春枝さん

三93 男さんがいひました︒二人は︑よささう
三94
三95

三101 玉を二つ見せました︒﹁︿略﹀︒﹂それを

三98 勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂といっ

三田4 んがあげてみました︒すると︑らくかさ
っしょにあげました︒コ︑二の︑三︒﹂

三105 りと落ちて來ました︒﹁うまい︑うまい︒
三107

吹きあげられました︒さうして︑どんど

三109 もぱっと開きました︒ちゃうどその時︑
三113
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一一
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た一た

三313

やうにふくれました︒すると︑﹁ぼん︒﹂

で︑海にうかんだお城のやうです︒

三489
三491
三492

三494

三525

三523

三519

とおっしゃいました︒正男さんは︑少し
んは︑少しわかったやうに思ひました︒

いのがふしぎでした︒こんどは︑その

たやうに思ひました︒けれども︑考へて

たびに出かけました︒すると︑おにが

けらいになりました︒ある日︑おひめさ

のぼって行きました︒二

三497園 へ氣がつきました︒山には木がある
三508 はおっしゃいました︒十四 一寸ぼふし
三515 ならうと考へました︒そこで︑針の刀

ばんがっしりした軍かんです︒まる 三496 んに聞いてみました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おち

三315 ぶれてしまひました︒九三かん
三318 たうの軍かんを見たことはありません
三321 をぢさんにもらったゑを見たり︑を
三328園
三329園
三335 ﹁︿略﹀︒﹂かういったあとで︑きっと︑﹁

三353園 ︒﹁もっとかはったのはありませんか︒
やさまへ行きました︒おいしゃさまは︑

三395 ばん中苦しみました︒朝になっても︑
三397
三398 見てくださいました︒﹁︿略﹀︒﹂といっ

三545

三544

のんでしまひました︒一寸ぼふしは︑お
くりとっつきました︒おには︑﹁痛い︑

てて逃げだしました︒その時︑だいじな

えさんがいひました︒﹁︿略V︒﹂と︑ぼく
︒﹂と︑ぼくがいったので︑金魚やさんが

スばちに入れました︒﹁︿略﹀︒﹂金魚やさ

やさんが笑ひました︒赤いのを一二びき︑

しっかに開きました︒﹁︿略﹀︒﹂ガラスば

へ入れてくれました︒みどりのもは︑

とあるきだしました︒二

スばちをのせました︒おとうさんが︑﹁︿

凡てくださいました︒ぼくは︑そのだ

とおっしゃいました︒金魚は︑やっと
︑やっとおちついたといふやうに︑し

におよぎだしました︒もの間をおよ

じつとしてゐましたが︑そのうちにお

花火

て見えたりしました︒ねえさんが︑﹁︿略

に沈んだりしました︒時には︑花びらの

いって︑笑ひました︒十七

三651團 どんとなった︒花火だ︑きれい
目へ出て來ました︒目から地めんへ
ぼいに ひろがった︒しだれやなぎが
んへとびおりました︒おには︑おなかも 三655圃
なぎが ひろがった︒どんとなった︒
三657囲

三538痛い︒﹂といひました︒四

三536

三533

三402園 をたべすぎましたね︒﹂といって︑く 三527 たべようとしました︒一寸ぼふしは︑千
三529 おにに向かひました︒三

三405 してくださいました︒花子さんは︑痛い
たやうに思ひました︒おいしゃさまは︑

三407 いのが少しなほったやうに思ひました︒
三407
三417 お聞きになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑花子

三548

三414 とおっしゃいました︒それから︑﹁︿略﹀

黷S23 とおっしゃいました︒おかあさんとい

三426

こにこしてゐました︒十二

三555

た︒どんとなった︒何十︑何百︑赤い
三658争
三551 き忘れて行きました︒五
だん高くなりました︒さうして︑だれに 心672りをしに行きました︒町はにぎやかで
三673町はにぎやかでした︒ちゃうちんの火

三419 子さんは答へました︒おいしゃさまは︑

4187654171763118
三586囹

ると︑からりとした夏が來るよ︒﹂

︑黄色くなりました︒今︑田うゑのさ 三674いに並んでゐました︒新しいゆかたを
ンチぐらみにのびたいねの苗を︑田に 三674新しいゆかたをきた人が︑おほぜい歩
三675ぜい歩いてゐました︒爾がはに店がつ

のものにいひました︒一びきの若いね 三557 むらひになりました︒十五 つゆ
三572

三588

前へ出ていひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

三438囹︑その音が聞えたら︑逃げることに
三443 はかんしんしました︒年よりのねずみ

三591

三436

三444 ねずみがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなは

三598

三595
るやうになりました︒ある日︑にいさん

三604

三461
三465

三607囹

三605

三462 とを聞いてみました︒にいさんは︑﹁︿二

三476 じことを聞きました︒﹁︿略﹀︒﹂とおっ

三473 いさんは笑ひました︒正男さんは︑まだ

略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

60

61

61

61

61

61

62

62

63

63

63

63

63

63

64

64

いです︒﹁どうしたの︒早くおきめな

つと金魚を見ました︒どれもどれも︑

三687 っしょに拝みました︒かへりに︑私は

うれしくなりました︒せみがなく︑水 三677のを費ってゐました︒氷やと金魚やが︑
三677 が︑涼しさうでした︒お宮に近くなる
きたいと思ひました︒十六 金魚
三678人がいっぱいでした︒おかあさんに手
を買ひに行きました︒店には︑大きな
んおよいでゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ねえ 三681でんの前へ出ました︒はいでんの前に
をかしてくれました︒ぼくはそれを二 三684 うちんがありました︒大きな梅ばちの
三685んがついてゐました︒おかあさんも︑私

三447まってしまひました︒十三川

三575

三434

ねずみの

三425 さまのおうちを出た時︑花子さんは︑

一一

三692

三689

っていただきました︒一郎は大よろこ

っていただきました︒一郎は︑おもちゃ

いこをならしました︒十九

いこをならしました︒おじぎをしたり︑

三693 は大よろこびでした︒うちへかへると︑
三694
きりぎりす

三695

三697 せいより高くのびた草の中に︑じっと
三704 二足三足進みました︒もう︑ニメートル
三706 ︑目でさがしました︒﹁チョンギース︒
三711 が 一どに動きました︒すると︑草の葉
三713 すがたが見えました︒﹁みた︒﹂私は︑二
三η4圓 見えました︒﹁みた︒﹂私は︑手に持つ

表へ出て來ました︒又略﹀︒﹂心の中

三715 は︑手に持ってみた竹を︑そっときり
三716 方へさし出しました︒葉のうらに︑き
三722 ゑでまたなきました︒竹の先について
三728

三732 らだに近づけました︒すると︑きりぎり

と︑はまぐりでした︒おかあさんに見

やげができました︒﹂とおっしゃいま

とおっしゃいました︒それから︑はまべ

て︑せっかく作った砂の山が︑くつれ

砂で山を作りました︒すると︑波がだ

どんもりあげました︒にいさんもかせ

が︑くつれだしました︒﹁︿略﹀︒﹂といひ

子馬

せいしてくれました︒波は︑あとから

砂をもりあげました︒二十一

を作って遊びました︒勇さんは︑ぐわよ

ぎの顔をかきました︒耳を長くかきま

目を赤くぬりました︒太郎さんは︑それ

耳を長くかきました︒目を赤くぬりま

︑茶色にぬりました︒二人は︑はさみで

きの顔をかきました︒鼻の雨わきから
︑めんを作りました︒二人は︑めんを
︑めんをつけました︒又略﹀︒﹂と︑太郎

郎さんがいひました︒それから二人は︑

三762團

貝を見つけました︒おさらのやうなの

みると思ひました︒波うちぎはや砂

三868 おほめになりました︒二十三 自動車

三866 あわててやめました︒おかあさんは︑﹁︿

三884略﹀︒﹂といひました︒天下﹀︒﹂と聞き
三886 ますと︑そばにるたどこかのをぢさん
三888略﹀︒﹂といひました︒見ると︑その車
三889 ひしゃげてゐました︒ズ略﹀︒﹂と聞き
三891囹
ゐました︒﹁破れたのでせうか︒﹂と
三895圓
がぬけてしまったのです︒﹂といひ
三896略﹀︒﹂といひました︒うんてんしゅは︑
三898の車をはっしました︒さうして︑自動車

なら︒﹂といひました︒私も正男さんも︑

三899動車につけてあったほかの車を持つ
三901來て︑とりつけました︒しごとがすむと︑
三903園
ちどほさまでした︒どうぞ︑お乗りく
三904略﹀︒﹂といひました︒をぢさんたち三
三905園
︑ごくらうでした︒﹂といって︑自動
三906自動車．に乗りました︒うんてんしゅも
三907 んしゅも乗りました︒天子﹀︒﹂と︑自動
三909 がうなりだしました︒をぢさんたちは︑

まで︑見てゐました︒二十四長い道
と國旗を立てました︒私たちの立てた

車は動きだしました︒﹁ブッブウ︒﹂自動

なら︒﹂といひました︒自動車は動きだ

ふたをなほしました︒おかあさんは︑﹁︿

んは︑こはれてみたごみ箱のふたを

明かるくなりました︒にいさんは︑ごは

ておしまひになったので︑そのへんが

さんが︑枯れかかったかきねの朝顔を︑

庭の草を取りました︒おとうさんが︑枯

たうをいたしました︒それから︑おとう

ためになくなられた冷たいさんや︑職

城の方を辞みました︒また︑お國のた

勇ましく見えました︒みんな庭へ出て

た︒私たちの立てた國旗が︑風にひら

91

にたべはじめました︒﹁しめた︒﹂と思

三763團

三875車が止ってゐました︒そばに︑人が四

三873 って︑外へ出ました︒と中まで來て︑

三765国 のやうな形をした︑つやつやとさく
三766国 一ばんすきでした︒私は貝をたくさ

三881園たので︑﹁どうしたのです︒﹂と聞き

91

三734

三737りすは︑びっくりしたやうに︑かごの中
舟を二つ作りました︒長いひもをつけ
三738 この中ではねました︒私は︑またほか
三834園
い︒うまくできた︒さあ︑ぼくはう
三741 を分けて行きました︒二十 海
三836 勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂うさぎの
三745團
︑海へ行きました︒海はあまり白い 三838 へてからいひました︒うさぎ﹁たぬき君︑
三746国︺︑びっくりしました︒水はまつさをで 三861囹
水がはいって來た︒あ︑舟が沈む︑
三758国白い布をひろげたやうに︑ひろがりま 三864 いらっしゃいました︒勇さんも太郎さ

妻737 のロへはこびました︒きりぎりすは︑び

2976427664287432987
園

三772 ︑海へはいりました︒波が︑ざぶんざ 三876五人立ってゐました︒﹁なんだらう︒﹂
三772 むねにあたりました︒にいさんは︑ぼく 三878いで行って見ました︒正男さんがゐま
三774
およいで行きました︒ぼくは︑まだお
三878正男さんがゐましたので︑天略V︒﹂と
三775 とばして遊びました︒何か足にさはる

2197641765431653
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82
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た一た
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813
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お喜びになりました︒﹁ごはんですよ︒

じゃうずにできたこと︒﹂といって︑

三965

ちゃんをおんぶしたまま︑もうすつか

三964囹

三968

四66
見たことも聞いたこともないほど︑
四67 きな木になりました︒とうとうそのて
四71 くやうになりました︒大きな枝は四方

におっしゃいました︒にいさ．んは︑前よ

かへって來ましたね︒﹂とうれしさう

強さうに見えました︒おかあさんはお

四145園
四146

一つお

四148

にしばらくでしたね︒まあ︑

とおっしゃいました︒ぼくはうれしく

四151園

四155 りをとび歩きました︒にいさんは︑﹁︿略

四158

四157園︒いい子になった︒﹂といひました︒

いほどになりました︒毎朝日が出ると

四73

四153

いらっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おと

四77囹す︒﹁どうも困ったものだ︒﹂﹁︿略﹀︒

三969

三971園

四157囹 勇︑大きくなったね︒いい子になつ

略﹀︒﹂といひました︒そこで︑切るこ

ゐんではたらいたね︒﹂と︑おとうさ

四82 大木を見あげました︒あるちゑのある
三973 らおっしゃいました︒ごはんがすんで
三975 もん文をかきました︒二十六 うらしま 四83 いさんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂
四89

は︑大さわぎでした︒何十人︑何百人と

ることになりました︒こんな大きな木

かかってよかった︒早くうちへかへ

よかった︑よかった︒﹂みんな﹁行かう︑

四101

四95 すことができました︒こんどは︑切りた
四96 んどは︑切りたふした木を︑どうするか
四97 ふことになりました︒すると︑あのち

へりたくなりました︒たひ﹁これは︑ま

︑まださしあげたことのない︑おい

四169

が書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁大日本

お笑ひになりました︒ばうしには︑金で

四176

ふろにはいりました︒それから︑みんな

うだ︑よく詰めたね︒﹂

四186

四181

いらっしゃいました︒ねる時には︑ぼ

いさんはいひました︒おとうさんは︑﹁

うとしてくれました︒にいさんの乗っ

んと並んでねました︒四

乗合自動車

ところへ行きました︒松並木を通りぬ

四188

四177 んをいただきました︒にいさんは︑しじ

四175園

四174囹國︒﹂﹁あ︑わかった︑大日本帝國海軍︒

四171

四159園 くも大きくなったら︑海軍だよ︑に
四165 をなでてくれました︒ぼくはうれしく

略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂といふ

四91

三986囹 れ︑これ︑どうしたのだ︒﹂子ども三﹁

四93

三㎜4囹

︑だれかと思ったら︑この間のかめ

たちがっかまへたのだもの︒﹂うらし

三㎜4園 子ども一﹁よかった︑よかった︒﹂みん

三994囹

三雲2園
ってまみりました︒﹂うらしま﹁りゅう

略﹀︒﹂といひました︒そこで︑大勢の

三m3園

三訂9園

赤や︑黄でぬった門が見えるね︒﹂

︒向かふに光ったやねが見えるで

三伽3

三哲1 して三年たちました︒ある日︑うらしま

三鵬4囹

四103 ることになりました︒何年かたって︑
四105 ができあがりました︒海に浮かべてみ
四106 みると︑今まで見たことも聞いたこ
四107
見たことも聞いたこともない︑大き
四108 い︑大きな舟でした︒大勢のせんどう

三鵬2囹

三伽4園

四111

四189

四194 かり取ってみました︒しばらく行くと︑

四193

四196 車をおひこしました︒サ村の入口で︑

四137 へはいって來ました︒出て見ると︑海

四134たかになっていったといふことです︒

四208

四206

四205

なこゑでいひました︒山と山との問に

した︒たうげに來た時︑生徒さんが︑﹁

明かるいほどでした︒たうげに來た時

四204 にとどきさうでした︒黄色や︑赤い木

四202 爾がはからさし出た木の枝が︑まどに

んぐんのぼりました︒爾がはからさし

四138軍のにいさんでした︒にいさんは︑にご
四142 あいさつをしました︒うらの畠にみた

四202

四196 クサックをせおった中學校の生徒さん
四197 二人乗りこみました︒道がだんだんの

四143た︒うらの畠にみたおかあさんもかけ

四112 ぎました︒おどろいたのは︑その舟の早
四121 る人人もいひました︒すると︑あのち
四124囹くすの木で︑作った舟だ︑勢のよい
四126囹︑ぐんぐんのびたのかもしれない︒
四129略V︒﹂といひました︒そののち︑早鳥は
四132 だびたび通ひました︒そのおかげで︑
四133 なって困ってみた丁々は︑だんだん

いや︒﹂とこぎました︒おどろいたのは︑

三摺6相野いただきました︒﹂
せわになりました︒﹂

は︑何かかはったことをして︑おな

三柵5園

うかなさいましたか︒﹂うらしま﹁あま

三曲1園
三下6囹

三梱4囹︺ できませんでした︒では︑おみやげに
三相1囹 ﹁よくわかりました︒では︑おいとま

四62 すの木が生えました︒たいへんな勢で︑

三m4圏
生まれた村にかへったら︑
三皿4圃 れた村にかへったら︑だれも知らな
三皿7囲 ︑あけて見ました︑玉手箱︒白いけ
四45圃さかさまに︑かけた下から雲がわき︑

四64 とのびていきました︒何年かたつうち
四65 の木は︑今まで見たことも聞いたこ
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海が光ってゐました︒たうげをおりた

vとたつねました︒﹁︿略﹀︒﹂と答へ

四314

十五夜も近くなったある夜︑かぐやひ

いふ名をつけました︒世間では︑光るや
たくさんありました︒何ごとにもすな
なかぐやひめでしたが︑いつもおちい
わってもらひました︒かうしてみる間
︑何年かたちました︒ある年の春のこ
むやうになりました︒秋になって︑月
ん美しくなりました︒八月の十五夜も

で走りつづけました︒すると︑先生が

四432圃んでわになった︒空にはまるいお

四422圏国集れ︑月が出た︒みんなでつづみ

四412園時がまみりました︒お二人のご恩は
四416天人の用意して來た車に乗りました︒
來た車に乗りました︒かぐやひめを乗
四416
四417 かぐやひめを乗せた車は︑大勢の天人
四418 のぼって行きました︒八 たぬきの腹

四385十五夜になりました︒おちいさんの家

四318園 しまひまで走った︒かんしん︑かんし 四386 りを︑弓矢を持ったとのさまのけらい
四319 めてくださいました︒七かぐやひめ
四387 もとりかこみました︒おばあさんは︑し
四323
いさんがありました︒毎日竹を切って 四388あさんは︑しめきった一間の中で︑しつ
四326ごを作ってゐました︒ある日︑根もとの 四392お月さまが十も出たかと思ふほど︑あ
四331 ︑一本見つけました︒その竹を切って 四393 明かるくなりました︒﹁さあ︑來たぞ︒﹂
四332
女の子がゐました︒おちいさんは喜 四394囹
した︒﹁さあ︑來たぞ︒﹂と︑とのさま
四334 うちへかへりました︒小さいので︑かご 四396に矢をつがへましたが︑ふしぎに手足
四335 と二人で育てました︒この子を見つけ 四397もできませんでした︒その時︑大勢の
四337 がはいってゐました︒おちいさんは︑だ 四399 っておりて來ました︒すると︑しめきっ
四338 になっていきました︒この子は︑ずん
四399 ︒すると︑しめきった 一間の戸が︑ひと
四339 ん大きくなりました︒三月ほどたつと︑
四401 とりでにあきました︒おばあさんの手
四341 むすめに見えました︒光るやうに美し
四403と．すがりついてみたかぐやひめのから
四343 明かるいほどでした︒おちいさんは︑こ
四405外へ出て行きました︒もう︑だれの力
四407ができませんでした︒かぐやひめは︑お

四344
四349
四351
四353
四354
四356
露357
四358

四375

めたいと思ひました︒おちいさんは門

四451 方を見わたしました︒海の向かふに︑

四447えてゐませんでした︒金の牛は︑小高

四359 をたてて泣きました︒おちいさんやお
四434圃ぽっかり浮かんだ白い雲︒月にう
四363 はだまってゐましたが︑しまひに悲し
四436圃んぽこ打ちだした︒九二の牛
四363 しさうに答へました︒﹁︿略V︒﹂このこ 四443さな島がありました︒その島に︑一匹
四365園
せわになりましたが︑この十五夜に
四444 金の牛がゐました︒おなかがすいた
四371 もびっくりしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おち 四445 た︒おなかがすいたので︑草をたべよ
四446らこちら歩きましたが︑この島には︑

りおくれてゐました︒﹁よさうか︒﹂と

四377

いさんがいひました︒おちいさんは︑な

うか︒﹂と思ひました︒しかし︑おとうさ

のさまに申しました︒すると︑とのさま

さんは考へに考へたすゑ︑このことを

四452 一つ島が見えました︒その島には︑み
四453んに生えてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑金の
四379

とおっしゃいました︒いよいよ十五夜

下378
のもあるやうでした︒きまりがわるい

四384

vと︑おっしゃったのを思ひ出して︑

すぐはね起きました︒が︑もうみんな

ついてころびました︒﹁しまった︒﹂と

はむ中で走りました︒すると︑何かに

んめいに走りました︒﹁早く︑早く︒﹂﹁

くを追ひこしました︒﹁負けるものか︒

いか︑かけだしました︒そのうちに︑二人

にそって並びました︒﹁用意︒﹂と先生

けっこになりました︒ぼくたち七人は︑

くの前で止りました︒をばさんのうち
がら走って來ました︒五 菊の花

右と左へ逃げました︒まもなくホ町に

をひろってゐましたので︑うんてんしゅ
ッパをならしました︒にはとりは︑おど

略﹀︒﹂といひました︒道のまん中で︑

〉。

がのぞいてゐました︒私がわきへよっ

みをさげてゐましたが︑結びめから︑小

あさんが乗りました︒ふろしきつつみを

あいさつをしました︒ホ町に近いとこ

れすれに通りました︒うんてんしゅさん

合自動車が來ました︒めいめい左へよ

した︒川へ來ました︒橋をわたらうと

て︑手をふりました︒川へ來ました︒

子が一人乗りました︒外では︑その友

で︑また止りました︒そこで女の子が

た︒たうげをおりたところで︑また止

17653298421539643177197531874321
んめいに走りました︒﹁わあ︒﹂と手を

〉。
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四458

四457

四456

っぽいになりました︒次の日も︑金の

今まですいてみたおなかが︑急にい

りごとをいひました︒すると︑ふしぎに

四461 りの島を眺めました︒やはり︑おなかが

四462 い氣持になりました︒かうして︑金の
四464 いっぱいにしました︒おかげで︑金の

ほんたうにたべたら︑どんなにおい

四468なことを考へました︒﹁︿略﹀︒﹂金の牛

四466 はありませんでした︒ところで︑ある日
四471園

四474
られなくなりました︒いきなり海をめ
四475 んととびこみました︒金の牛は︑自分
四476 からだが金であったことを︑すっかり

四491

四487

また新しいちがったもやうが︑美しく
ど水しゃうで作った木のやうです︒こ
は︑木でこしらへたこまを︑氷の上で
鏡を持って出ました︒鏡で日の光を
じにあててみました︒すると︑そのし

いっぱいにひろげたやうなのもありま

花が︑咲きそろったやうなのもありま
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勇さんは思ひました︒をんどりは︑力い

神だな

略﹀︒﹂といひました︒新しいしめなは︑

みんなで舞みました︒小さい弟が︑﹁︿

とおっしゃいました︒心地︑神だなに

かざりになりました︒おちいさんは︑﹁︿

お供へになりました︒それから︑おざし

お供へになりました︒おみきもお供へ

げたりなさいました︒小さい三方に︑

かざりになりました︒新しいしめなは

鏡をだきしめました︒十二

んにそっくりでした︒娘は思はず︑﹁お

ですが︑なくなったおかあさんにそっ

わかりませんでした︒そっとのぞいて

ころのことでしたから︑娘には︑それ

ますと︑中から出たのは︑一枚の鏡で
は︑一枚の鏡でした︒まだ︑鏡といふ

とを思ひ出しました︒そっと一間へは

あさんのくださった物のことを思ひ

くくらしてるました︒娘は︑ふと︑おか

泣いて悲しみましたが︑しかたがあり

なってしまひました︒娘は泣いて悲し

んにあひたかったら︑これをあけて

だ物をわたしました︒ズ略﹀︒﹂といっ

くなるばかりでした︒ある日︑おかあさ
呼んで︑何か包んだ物をわたしました

にかいはうしましたが︑髭男はわるく

病氣でねてゐましたので︑書も夜も︑

行な娘がありました︒おかあさんが︑長

と聲高く歌ひました︒おかあさん

鏡をひっこめました︒すると︑をんどり

んくわになりました︒勇さんは︑かはい

42863185385419776542175532197428
園
もうお正月になったやうな氣がしまし

やうな氣がしました︒十三

新年

りませんか︒あったら早く出してく

にいさんの

腰をかけてゐました︒廣い庭の中ほど

と私もはいりました︒門をはいると︑

の中へはいりました︒おとうさんと私

管の門まで來ました︒にいさんは︑ここ

赤いたすきをかけたにいさんは︑しん

ポストへ入れました︒十五

と書いてありました︒春枝さんは︑﹁︿略

いって︑わたしました︒春枝さんがあけ

ポストへ入れました︒一郎さんは︑その

略﹀︒﹂といひました︒一郎さんが切手

︑手紙を書きました︒さうして︑一郎さ

略﹀︒﹂といひました︒花子さんは︑﹁︿略

四694囹

二人とも笑ひました︒一郎さんが大き

︑と
つし
書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂

春枝さんも︑受取ったはがきを讃んで

にこして盗みました︒﹁︿略﹀︒﹂春枝さん

さんにわたしました︒花子さんは︑にこ

さんにわたしました︒﹁林さん︒﹂とい

︑くばりに出ました︒﹁すず木さん︒﹂と

がはいってゐました︒一郎さんは︑それ

を取りに行きました︒一郎さんが︑もと

か書きはじめました︒その間に︑一郎

そばにすわりました︒花子さんと春枝

分れてすわりました︒一郎さんは︑まん

トをこしらへました︒花子さんと春枝

うをこしらへました︒花子さんは︑おか

手をこしらへました︒春枝さんは︑はが

んを呼んで來ました︒一郎さんは喜ん

することにしました︒花子さんは︑弟の

で︑羽をついてみた花子さんと春枝さ

31164151641642旦64318753197427655

四688團
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了3

四477 すっかり忘れてみたのです︒そのまま
四478 沈んでしまひました︒十 満洲の冬
四483 ︑まつ白にごほったのはきれいなもの

四496
四503
四528
四538
四543

四544 さんがのぞきました︒花子さんは︑ねえ

いって︑笑ひました︒をんどり

四547 で顔をかくしました︒さうして︑﹁︿略﹀

四545 顔へ光をあてました︒ねえさんは︑﹁お
四549

四553 って遊んでゐました︒そこへ︑勇さんに
て︑やって來ました︒勇さんは︑をんど

四553 勇さんによくなれたをんどりが︑ゑさ
四554

四555 りに鏡を見せました︒をんどりは︑ちょ
四557 げださうとしましたが︑急にひきかへ
四558 方へよって來ました︒をんどりは︑首の

63

︑たくさんゐました︒画すちのえりし

四735 が立ててありました︒にいさんは︑兵た
四737 そちらへ行きました︒にいさんと同じ
四738

四739
えりしゃうをつけた兵たいさんが來て
四741 ︑名を呼始めました︒だんだん呼んで
四743 んの名を呼びました︒にいさんは大き
か︑自分が呼ばれたやうに思ひました︒
たやうに思ひました︒弔い庭の向かふ
んたちは行きました︒おとうさんと二
ろで待ってゐました︒馬に乗った軍人
ました︒馬に乗った軍人さんが︑門を

四746 はい︒﹂と答へました︒私は︑なんだか︑

四746
四747
四749
四752
四752
四757 てけい禮をしました︒まもなく︑新しい
四758 ︑新しい軍服を着た一人の兵たいさん
四759 のところへ來ました︒見ると︑それが

四766 はびっくりしました︒にいさんは︑﹁︿略

四761 れがにいさんでした︒見ちがへるほど
四764 いさんになってみたので︑私はぴっく
四767囹︑お待たせしました︒國男︑これはに

四768早いさんが着てみた服だ︒おまへ持
四771 き包をわたしました︒にいさんの赤い
とおっしゃいました︒十六

雪の日

四773 一つついてるました︒おとうさんはに
四776

四787圃場急いで かへったよ︒烏のかん太は
みたいと思ひました︒ある日︑はまべへ

ずめ親子の ねたあとは︑さらさら

四807

わにざめがゐましたので︑これはよい

四802圃
四812

四815 略﹀︒﹂といひました︒わにざめは︑﹁︿略

とほりに並びました︒白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂

仏828 略﹀︒﹂といひました︒わにざめは︑白兎

四817 大勢つれて來ました︒白兎はそれを見
四832

四835 ︑渡って行きました︒もう一足で陸へ
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うまくだまされたな︒ぼくはここへ

一番しまひにる

四908国り三ちゃんだったやうです︒をぢさ
四909国教へていただいたやうに︑たこの糸
四911團を少しつめました︒今度はあがりま
四912団度はあがりました︒十メートルばかり
四915團ープをつけました︒三度めにあげた
四916国︒三度めにあげた時は︑たこはまつ
四917團ぐにあがりました︒ちゃうどよい風
四919團メートルのばした時は︑だれのたこ
あがってゐました︒次郎は喜んで︑﹁
四921国
い︒﹂といひました︒ぼくは糸をどん
四923團
四925国んくり出しました︒みんなが︑﹁わあ
四928国っ︒﹂といひました︒とうとう︑百五十
四931團みんな出しました︒だれのたこだっ
四935団 見えて︑すわったやうに動きません︒
四944團このよくあがったところを︑をぢさ

四904国かって走りました︒たこはすっとあ
つとあがりました︒けれども︑空で
四905団
ちてしまひました︒﹁やあい︒﹂とい
四906團
四908團
やあい︒﹂といったのは︑やはり三ち

四945團たいと思ひました︒十九 豆まき

とおっしゃいました︒白兎がそのとほ

のことを申しました︒大國主のみことは

たつねになりました︒白兎は泣きなが

ぞくおなりになったのです︒この大國

っていらっしゃったので︑おそくおな

ほどお通りになった神様がたの弟さん

おいでになりました︒このかたは︑さ

まらなくなりました︒そこへ︑大國主の

海の水をあびました︒すると︑痛みが

とおっしゃいました︒白兎はすぐ海の

たつねになりました︒白兎が今までの

しく泣いてゐました︒その時︑大勢の

取ってしまひました︒白兎は痛くてた

かりなほりました︒あなたは︑おなさ
たこあげ

作っていただいたたこを︑今日あげ

略﹀︒﹂と申しました︒十八

日あげてみました︒ほんたうによく
よくあがりました︒あの日から︑毎
よいお天氣でした︒それに日曜なの

︑あげられなかったのですが︑今日は

あげて遊びました︒あのたこを︑次
外へ持って出た時は︑みんなが︑﹁

四953 お供へになりました︒ぼくは︑早く晩

四954ばよいと思ひました︒だんだんうすぐ
四959 してくださいました︒ぼくは︑少しき
四961 きまりがわるかったが︑思ひきって︑﹁︿

V︒﹂といひました︒ぼくはだまって

今までだれも見たことがないので

四984の敷だけたべました︒二十 金しくんし

四983 おしめになりました︒それから︑みんな

四978 みんなが笑ひました︒しまひにえんが

四977 ︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みんなが笑

四963 て︑豆をまきました︒方々のへやをま
四969 て︑豆を拾ひました︒ぼくもおもしろ
四975 ら︑豆をまきました︒そのうちにうっ

だまってゐました︒みんな︑めいめい

いって︑笑ひました︒こんなたこは︑

四951 がおっしゃいました︒おかあさんは︑豆

のやうになりました︒喜んで大國主の

︒一番しまひにるたわにざめが︑白兎

いそうおこりました︒

いって︑笑ひました︒わにざめはそれ

渡って來たかったのだ︒あははは︒﹂

19431876443165396118864396432198
園
園園
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四993圃
天皇のお弓に止ったあの金のとびが︑今
四㎜3 ︑みもんに行きました︒戦孚できずを受け
四㎜4 ︑病氣になったりした兵たいさんが︑大勢
四㎜4 勢いらっしゃいました︒そのかたがたへ︑
四㎜5 ︑花をさしあげました︒それから︑引航の
四㎜6 いろいろお話しました︒兵たいさんたちは
四㎜7 喜んでくださいました︒私は︑また︑きつ
四川1 いって︑かへりました︒四五日たって︑兵
四川4 お手紙がまみりました︒この間は︑お見ま
四撹2團たのいらっしゃつた時は︑少しきずが痛

五101五うやしく舞みました︒何ともいへない︑

五m2団がたい氣がしました︒神殿は︑外宮と同

五99団門の前へ進みました︒さうして︑うやう

さうだんなさいました︒思ひかねの神とい

りました︒
つみ重ねたどなうの根もとにも

五104團でふいてありました︒むねには︑大きな
五105團くそびえてゐました︒みんな白木づくり
五108団と頭がさがりました︒かへりに︑たいま
五111團やしんをとりました︒方々を見物して︑
五112国て︑二見へ來ました︒今夜は︑ここでと
五142 っかり青くなりました︒つみ重ねたどなう

なって︑﹁どうしたら︑よからうか︒﹂

をお考へになりました︒それによって︑神

五143

がたくさん生えました︒
あたりは︑うれし

まっくらになりました︒大勢の神様が︑お

ていらっしゃいました︒太玉のみことは︑

さか木を︑根のついたままほって︑持って

五144

にお通しになりました︒またある神様は︑

をお作りになりました︒ある神檬は︑きれ

お鳴かせになりました︒ある神檬は︑大き

さることになりました︒まったくさんの鶏

にお立てになりました︒天のこやねのみこ

ち

ではないかと︑思ったこともありました︒

つたことがありました︒また︑小さなめだ

親ではないかと思ったことがありましたQ

思ってゐませんでした︒ それよりも︑とき

氣よく泳いでゐました︒ おたまじゃくしは

とつづいて行きました︒どれも︑これも︑

の中を泳いでゐました︒まるで︑ありの行

へ行ってしまひました︒静かな︑明かるい

す︒むらさきがかった赤いれんげ草が︑は

さんに教へてもらった﹁愛冠行進曲﹂です

ねそべったりしました︒さうして︑お菓子
︑歌を歌ひ始めました︒まだ上手には歌へ

くろを取り出しました︒﹁わあっ︒﹂と︑子

きます︒あとから來た子どもは︑兵たいさ

す︒先にかけあがった子どもは︑兵たいさ

ります︒先にあがった子どもの足を引っぱ

黒いぶたや︑ふとったひつじが二三匹走つ

一度に走り出しました︒子どもたちといっ

六七人やって來ました︒﹁おうい︒﹂兵たい

19874316943269828749

四醜2團 ずが痛んでゐましたが︑あなたのお話が

五151園はげしい職箏をしたのも︑うそのやうな

をおまひになりました︒かづらをたすきに
を手に持って︑ふせたをけをだいにして︑

くおまひになりました︒大勢の神様は︑ど
とお笑ひになりました︒あまりおもしろさ
おのぞきになりました︒神様がたは︑さか
ておあげになりました︒大神はふしぎにお
出ようとなさいました︒岩戸のそばにいら
あめのたちからをの

そばにいらっしゃった天手力男神は︑この
をおあけになりました︒天照大神が外へお
さんぐう

に明かるくなりました︒大勢の神様は︑手

う

てお喜びになりました︒二 参宮だより
げくう
こちらへ着きました︒まつ︑外宮のおま
おまるりをしました︒宇治橋を渡ると︑
すず

鶏が遊んでゐました︒五十鈴川のきれい

い

渡ると︑青々．としたしばふがつづいて︑

︑口をすすぎました︒すきとほった水の
した︒すきとほった水の中に︑たくさん
には︑千年もたったかと思はれる大きな

いおよいでゐました︒道の爾がはには︑

つれまでさんぽに來たところです︒﹁兵た

をおよみになりました︒天のうずめのみこ

99999999888888777666665555555444
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團團団團團團国国団
囹
立ち並んでゐました︒さくさくと玉じゃ

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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四麗3国 話がおもしろかったので︑痛みも忘れる
四醜4国 も忘れるほどでした︒きれいな花を︑わ
四鵬1国 さるとのことでしたが︑そんなしんぱい
四価3 通にさしかかりました︒町の男や干たちが

四阿6團痛まなくなりました︒この次におあひす
四柳6 って︑やって來ました︒子どもたちは︑ち
四鵬1 きます︒おくれて來た二三人目︑車の後押
四燗3 て︑と歌ひだしました︒それについて︑子
日の丸

春が來ました︑おひな様︒さあさ

上欄4 をそろへて歌ひました︒青空高く
四柵2圃

四佃6 うして︑北風の作った雪の山や︑氷の池を

四M2 ︑弱い光を出してみたお日蔭が︑目をさま
四目5園野山をまつ白にした代りに︑わたしは︑
四柵7圏 行く︑空にかすんだ 富士の山︒一人の
四這9園 れいな着物は︑見たことがない︒持って
四伽8 ます︒天人のしをれたやうすを見て︑漁夫

四柵6園︑これは私が拾ったのです︒持ってかへ
四桝7囹 ︑羽衣をお返ししたら︑あなたは︑まは
四槻1囹 いことを申しました︒﹂漁夫は羽衣を返

五43 をおしめになりました︒明かるかった世の
五43 ました︒明かるかった世の中が︑急にまつ

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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つたこともありました︒しかし︑おたまじ

五276園

るころになりましたので︑この娘に別れ

五347

だらうかと思ひました︒私は︑早くまゆを

らぎら光ってゐました︒あと足を曲げて︑

青々と茂ってゐました︒空には︑お日様が

池の外へ出てみました︒もう夏の初めでし
︒もう夏の初めでした︒草が︑青々と茂っ

するやうに思ひました︒ある日︑岸の草に

るやうな氣がしました︒水の上へ顔を出す

いやになって來ました︒水の中にみると︑

短くなって行きました︒さうして︑水の中

した︒四本足になったおたまじゃくしは︑

も二本の足が出ました︒四本足になったお

また何日かたちました︒今度は︑胸の両わ

出してみたりしました︒それから︑また何

わいさわいでるました︒さうして︑ときど

らしい足になりました︒おたまじゃくしは

がつかないほどでしたが︑のちには︑だん

少しふくれて來ました︒初めは︑それと氣

つすことがありました︒このころになると

だん過ぎて行きました︒水草が青々とのび

なくてもよいのでした︒春の日は︑だんだ

くはありませんでした︒また︑めだかや︑

五334

五333

五332

五326

五325

五323

五322

五321

五315

五314

五307

五305

五304

五303

五302

五299

五297

五296

五295

五294

五279

葉を切ってやりました︒かひこは上手にた

あることを思ひ出したからです︒さっそく

ろへ走って行きました︒あそこの畠に︑桑

ことに氣がつきました︒二十匹のかひこは

で︑もらって來ましたが︑さういはれてみ

︿略﹀︒﹂といひました︒私は︑かひこがほ

︑桑の葉をどうしたらいいかしら︒﹂と

十匹もらって來ました︒それを箱に入れて

から︑二眠をすましたかひこを︑二十匹も

五312さしあげになりました︒七かひこ

五309

こは上手にたべました︒ある朝︑大雨が降

︿略﹀︒﹂といひました︒小刀で︑葉を切っ

五317園

朝︑大雨が降りました︒風も吹いてゐまし

はお思ひになりました︒みことは︑その劒

ぱな劒が出て來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑みこ

︑劒の刃がかけました︒ふしぎにお思ひに

︑尾をお切りになった時︑かちっと音がし

︑まっかに流れました︒みことが︑尾をお

にお切りになりました︒血が︑たきのやう

う眠ってしまひました︒みことは︑劒を抜

がぶがぶど飲みました︒そのうちに︑よひ

い大蛇が出て來ました︒酒を見つけて︑八

とほりに用意しました︒するとまもなく︑

いひつけになりました︒そのとほりに用意

五397

五394

五393

五391

五389

五388

五386

五385

五384

五382

五381

五378

五376

五371囹

五369

五366園

五364園

虹359

五358

五357

五355

えるやうになりました︒ねえさんは︑﹁︿略

のうちに︑青白かったからだが︑だんだん

︑たくさんだべました︒そのうちに︑青白

罷めの眠りをすましたかひこは︑二日三日

も死んでしまひました︒四度めの眠りをす

いのが︑五匹ゐました︒そののち︑だんだ

︑私はほっとしました︒けれども︑どうし

うそろたべ始めましたので︑私はほっとし

略﹀︒﹂といのりました︒つみたての桑の葉

わてて窓をあけました︒桑をもらひに行く

ゆうべ︑つけました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂天略﹀︒

﹁︿略﹀︒﹂﹁どうしたのでせうね︒﹂ねえ

んやっておきました︒﹂﹁︿略V︒﹂ねえさ

を忘れませんでしたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五363 ねえさんを呼びました︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

五361

︑こしらへてもらったわらのおうちを︑二

︿略V︒﹂といひました︒ねえさんに︑こし

さんも考へてるましたが︑﹁︿略﹀︒﹂とたつ

五365囹

うなやうすをしました︒かひこは︑糸をは

五368園をつけませんでしたか︒﹂とたつねられ

五367

︑糸をはき出しました︒目に見えないやう

んなに元応のよかったかひごが︑みんな弱

いて見ると︑どうしたことでせう︑あんな

とり線香をつけました︒そのあくる日の朝

出るやうになりました︒ある夜︑私が本を

︿略﹀︒﹂といひました︒むしあつい日がつ

もうあと一度眠ったら︑まゆを作ります

前足をついてすわったかっかうは︑これま

五335

︒風も吹いてゐましたが︑私は︑いつもの

五398

五354園

ではありませんでした︒かうして︑陸へあ

五336

望ました︒﹁ぬれた葉を︑かひこにやつ

ってかへって來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ねえ

︿略﹀︒﹂と申しました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

うにとびまはりました︒六 八岐のをうち
いづも
︑いらっしゃいましたQ出雲におくだりに

五338

はし

が八人ございましたが︑八岐のをうちと
五273園
つ取られて︑残ったのは︑もうこの子だ
五274園
子だけになりました︒それに︑今年もま
五275囹

五342

ひこは眠りだしました︒私たちなら︑横に

︑かひこにやりました︒二日ほどたつと︑

︑ねえさんにいはれたので︑私は︑桑の二

五407

五406

五401

にね︒﹂といひました︒初めは︑うすい︑

りを包んで行きました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ふし

紙のやうなまゆでしたが︑それが︑だんだ
五344

五343

私は︑はっとしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ら箸が流れて來ました︒みことは︑﹁︿略﹀

五339園

うして︑陸へあがったたくさんの子蛙は︑
やまた

いて︑泣いてゐました︒﹁なぜ泣くのか︒﹂

おはいりになりました︒すると︑おちいさ

97485432199876543219864318762

819
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色な煙が出てゐました︒川の水は︑すんで

五619おなほしになりました︒ある日︑少彦名神

五548六羽とんで行きました︒いその香をふくん
五549 ︒いその香をふくんだ風が︑そよそよと吹
五551そよと吹いてゐました︒その夜︑私は︑次
五553んにお目にかけました︒川は︑初め走って
五554走って流れてゐました︒白い波をたてて︑
五555てて︑走ってゐました︒つかれると︑とき
すくなひこなの
五563あるやうに思ひました︒十一 少彦名神
五567ちへ近寄って來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑大國
五571者におっしゃいましたが︑お供の者にもわ
五572もわかりませんでした︒だんだん近寄って
五574に何か乗ってゐました︒﹁︿略V︒﹂と︑お供
五576お供の者が申しました︒しかし︑虫ではあ
五578ではありませんでした︒虫の皮を着物にし
五579さな神様でありました︒大國主神は︑﹁︿略
五584園
神様を︑私は︑見たことも︑聞いたこと
五584園
見たことも︑聞いたこともございません
五586 ︿略﹀︒﹂と申しました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑大國
五588おたつねになりましたが︑へんじをなさい
五592 ︑ひょっこり出て來たのは︑ひきがへるで
五593きがへるでありました︒大國主神は︑﹁︿略
五595園
︑よいところへ來た︒おまへは︑方々へ
五604 ︿略﹀︒﹂と申しました︒かかしは︑田の中
五606もよく知ってゐました︒大國主神は︑かか
五613 く略﹀︒﹂と答へました︒大國主神は︑たい
五615 へおつれになりました︒二人は︑兄弟のや
五616に仲よくなさいました︒心を合はせて︑野
五618かけたりなさいました︒人間や︑牛や︑馬
に聞えました︒茂った竹やぶがあって︑し

ちは馬車をおりました︒あみを干してある

五622は︑おっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂大國主神
五634おのぼりになりました︒すると︑ 一度しな

が見えなくなりましたが︑﹁ド︑ド︑ド︑

の音が聞えて來ました︒川が︑たきになっ

て落ちてみるのでした︒ときどき︑流れが

水をたたへてゐました︒川原の石の上を︑

が流れこんで來ました︒こちらの岸からも

れいがとんでゐました︒しばらく行くと︑

る停車場に着きました︒汽車が來たので︑

すがりつくやうでした︒まもなく︑川の近

で︑それに乗りました︒汽車が走り出すと

きました︒汽車が來たので︑それに乗りま

ンネルにはいりました︒出ると︑高いとこ

はばが廣くなりました︒ところどころに中

と下の方に見えました︒だんだん爾岸が開

な木が生えてゐました︒川はおだやかにな
まで左手を流れてみた川が︑右手を流れて
ぶしいほど光りました︒村のふみきりを通

︑舟をこいでゐました︒舟には︑子牛も乗

んざいをしてゐました︒渡し場がありまし
︒渡し場がありました︒船頭さんが︑舟を

子牛も乗ってゐました︒汽車が止ったので
ました︒汽車が止ったので︑私たちはおり
︑私たちはおりました︒今度は︑そこから
で行くことにしました︒﹁ポポー︒﹂と︑ラ

道を走って行きました︒そのへんは変畠で
黄色くなってゐました︒川の向かふ側に︑

つと︑海が見えました︒舟が︑何ざうもつ

行くのに出あひました︒町を通りぬけて︑

もつながれでるました︒川の水は︑ここで

五635すると︑ 一度しなったあはの董が︑はね雫
五636石へとびあがりました︒﹁さやうなら︒﹂と

あちこちに見えました︒車にかつををたく

53187421865432186431988764218754

五409 て見えなくなりました︒ある日︑竹田さん
五411 さんが遊びに來ました︒私が︑かひこの箱
︿略﹀︒﹂と︑感心したやうにいひました︒

五413園 なまゆができましたね︒﹂と︑感心した
五414

五414 したやうにいひました︒八 おさかな
五417囲 かな︑どこから來たの︒皿のおさかな︑

五421圖 さかな︑海から來たの︒海はひろびろ
五425圃 ひやかつをが みたでせう︒こんぶの林
五443 ぞきこんでいひました︒水草が︑たくさん
五444 くさん生えてゐました︒きっと︑魚がかく
五446 りのしたくをしました︒にいさんが︑ひゆ
五448 きなわをゑがきました︒ぽんと音をたてて
五452 大きくひろがりました︒にいさんと並んで
五454 ︑私もつり始めました︒二人は︑じっと︑
五456 ︑うきを見つめました︒あたりは静かで︑

五461 んのうきが動きました︒にいさんは︑あわ
わてて引きあげました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑つま

五463園 だ︑ゑさを取られたのか︒﹂と︑つまら

五462

五464 なささうに笑ひました︒空の雲が水にうつ

五468中へ引きこまれました︒強い手ごたへが︑
五469 をつたはって來ました︒はっと思って引き
五474 にいさんがいひました︒にいさんと二人で
五477 きらきらと光りました︒十 川をくだる

五482たいと思ってゐました︒おとうさんが︑許
五483 が︑許してくださったので︑きのふの日曜
五484 と二人で出かけました︒朝つゆにしめった
五485 た︒朝つゆにしめった小道を通って行くと
五486 と︑川の岸へ出ました︒流れが急で︑白い
五488 にわき返ってゐました︒岸は︑青葉でおほ
五491 い花が咲いてゐました︒にいさんといっし
五492 に︑唱歌を歌ひました︒すると︑川の音も
五493 みるやうに聞えました︒茂った竹やぶがあ

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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五638 ﹂と一三おっしゃったまま︑少彦名神は︑
五639くなってしまひました︒十二 田植
そろた︑出そろた︑さなへ
五642圏
五642圃 そろた︑出そろた︑さなへがそろた︒
五643圏︑さなへがそろた︒植ゑよう︑植ゑま
五651圏の花が咲く︒そろた︑出そろた︑植ゑ手
五651圃︒そろた︑出そろた︑植ゑ手もそろた︒
五652圃︑植ゑ手もそろた︒植ゑよう︑植ゑま
五664團を洗ひ︑鐵で作ったくしとはけで︑馬の
五668国ことが︑こはかった︒﹁オーラ︑オーラ︒
五673團かなか勇氣がいった︒もう︑今では︑な
五676国なくなってしまった︒あたたかい馬のか
五677国だや︑すべすべした︑やはらかい毛なみ
五692團自分のかはいがつた馬のことは︑いつま
五703と︑電車に乗りました︒人がいっぱい乗つ
五705 つもありませんでした︒私が︑にいさんと
五706 ︑すぐ前に掛けてみたよそのをぢさんが︑
五711立ってくださいました︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂と
五713 く略﹀︒﹂といひましたが︑をぢさんは︑﹁︿
五716 つちへ行きがけました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にい
五718にいさんがいひました︒﹁ありがたう︒﹂と
五721 ﹂と︑私もいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にい
︑あけてくださったのだ︒おまへ︑お掛
五722囹
五723にいさんがいひましたから︑私は掛けまし
五723から︑私は掛けました︒次の停留場へ干た
五724た︒次の停留場へ來た時︑をぢさんは︑そ
五725でおりるのかと思ったら︑おりませんでし
五725ら︑おりませんでした︒それから︑二つ三
五727りて︑席があきました︒をぢさんも︑ここ

席はみんなふさがった上に︑立ってみる人
︑たくさんありました︒いちばんあとから

日記
のせわをしてゐられた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にこ

五849 ︑朝からむし暑かった︒朝顔は︑二つ咲い

五851顔は︑二つ咲いてみた︒赤一つ︑白一つ︒
五852は︑汗でべとべとした︒夏は︑かんかんと
五853は︑かんかんとてつた方が︑氣持がいいと

五853 ︑氣持がいいと思った︒タはんがすんでか
五856ず虫を買ってかへった︒ねる時には︑涼し
五857さうな聲で鳴いてみた︒七月十九日 木曜
五859と︑すぐすず虫を見た︒元氣なので︑安心
五861元別なので︑安心した︒きうりを少しやつ
五861︒きうりを少しやった︒學校からかへって
五863ら︑はがきが來てるた︒この前︑みもんぶ
五864と︑みもん文を送ったので︑そのへんじで
五864 ︑そのへんじであった︒送ってあげたつり
五864あった︒送ってあげたつりだうぐで︑魚を
五865しみだと書いてあった︒七月二十日 金曜
五868も︑そのお話があった︒教室で︑先生から
海の記念日になったのでせう︒﹂と聞か
五871囹
五872 ︑﹁︿略﹀︒﹂と聞かれた時︑﹁︿略﹀︒﹂と︑朝
へおかへりになったからです︒﹂と︑朝
五874囹

五875 ︑ねえさんから聞いたことをお答へした︒
五876いたことをお答へした︒ラジオは︑一日中
五878で︑にぎやかであった︒十八 カッターの
五883一の競孚がありました︒夏の空は︑からり
そ︑日ごろきたへた力を︑ためすことが
五893園
五897一に乗りうつりました︒日にやけた︑まつ
五897りました︒日にやけた︑まつ黒な顔に︑白
五906弓のやうに曲りました︒出嚢線に︑四さう
五907カッターが並びました︒用意のラッパが鳴
火曜

先週の金曜日に抜いたのに︑もうのびた草

のうらの草をむしった︒先週の金曜日に抜

めに︑土ハ同作業をした︒ぼくたちは︑校舎

朝顔が三つ咲いてみた︒水色が二つに︑赤

り︑下汐をしたりした︒七月十七日

上の合同艦操があった︒暑い夏の日が︑か

赤い花が二つ咲いた︒﹂と︑にこにこ顔︒
五828園

いたのに︑もうのびた草がだいぶある︒一

五909せいにこぎ出しました︒十二本のかいは︑

五908のラッパが鳴りました︒﹁ドン︒﹂と出町の
水曜
くもってみたせみか︑朝からむし

vとお笑ひになった︒七月十八日

五918て︑小さくなりました︒旗を立てた船が︑

五916しのやうに起りました︒カッターは︑だん

﹁きゃっ︒﹂といったので︑見ると大きな

くさんに走って行った︒十七

おかあさんの聲がした︒ぼくは︑帽子をか

へ行って︑足を洗った︒ざあっと︑つめた
︑これもぼくが植ゑたのだと思ふと︑何だ

たてて︑とんで行った︒井戸ばたへ行って

せみは︑びっくりしたやうに︑﹁ジジ︒﹂と

て︑手をのばしてみたが︑だめだ︒ぼくの

は︑はだしで庭へ出た︒せみは︑桐の木で

と︑せみが鳴きだした︒ぼくは︑はだしで

ぎをして︑掛けました︒電車は︑また動き
や ほ
︑また動きだしました︒十五 子ども八百

て︑席をゆづりました︒二人は喜んで︑﹁︿

うど私たちの前へ來た時︑私たちは︑すぐ

たう︒﹂といひました︒おばあさんとをば

つたをばさんとでした︒すると︑にいさん

あとからはいって來たのは︑七十ぐらみの
︑赤ちゃんをおぶったをばさんとでした︒

97443221863 62919885769855399754
本一本きれいに抜いた︒とし子さんが﹁き

〉。

五728も︑ここでおりました︒にいさんは︑私の
私のそばへ掛けました︒しかし︑入れ代り
五729

五733やとはいって噛ました︒席はみんなふさが

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
82 82 81 81 了9 了9 了9 了9 了8 了8 74 74 了4 74 74 73 73 了3 了3 了3
五五五五五五五五五五五
84 84 84 84 84 84 84 84 83 83 83

た一た
820

821
た一た

五皿8

らく月を見てゐました︒すると︑一人の子

五脳8

門並6

汎濫6

五脳4

しに月を見てゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

木のそばへ行きました︒さうして︑しばら

の子どもがありました︒その子どもは︑こ

らだまって聞いてみた一人の子どもがあり

にいひはってゐました︒みんながわいわい

の子どもがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

五脳9

︿略﹀︒﹂といひました︒みんなは︑木のぞ

五鵬1

五価6

の子どもがいひました︒そのとほりに︑み

︑木のそばへ來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑その

の子どもがいひました︒しかし︑じっと月

五933 ︑さかんに起りました︒﹁ドン︒﹂決勝を知
五935せる銃の音がしました︒白が勝ったのです
五936しました︒白が勝ったのです︒白のカッタ
五938いに立ちあがりました︒十三人の選手の顔

五価6

ふ子どもがありました︒しばらくは︑﹁月

五939ことうれしさうでした︒十九 夏やすみ
五943圃
み︑まぶしく晴れた大空に︑ま罪な雲が
五価8

五月2

﹂と仰せになりました︒さうして︑御鏡に

口早7

﹂と仰せになりました︒ににぎのみことは

五919りました︒旗を立てた船が︑たくさん出て
五923らへ近づいて來ました︒決勝線まで︑わづ
五925ルぐらみになりました︒まだ勝ち負けはわ
五932ぐいぐい出て來ました︒はく手が︑さかん

でお受けになりました︒大勢の神様が︑お

五価9

ろいお方でありました︒行ってごらんにな

ことは︑しっかりした︑しかもおもしろい

いひつけになりました︒天のうずめのみこ

五言3

五梛2

五研1

義字7

五鵬4

たらいてるると聞いた文子さんは︑もらっ

一匹もらって來ました︒その親が︑軍犬と

やうど三年生になったばかりのころ︑をぢ

んのうちで育てられた︑勇ましい軍犬です

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
113 113 112 112 112 112 112 111 111 111 111 110 110 110 110 110 1n9 109 109 109

根はかしこい犬でしたから︑文子さんに教

ことを申しあげました︒ににぎのみことは

五佃1

五梛9

五畜8

五三6

五梛5

根をかはいがりました︒朝夕︑からだの毛

にも︑犬をかってみたことがあるので︑文

みんな犬がすきでした︒利根の來るずっと

さんがおつけになったのです︒文子さんの

といふ名をつけました︒それは︑をぢさん

てみたいと思ひました︒子犬には︑利根と

五掴6團 はいがってゐられたのと同じ氣持で︑私

五備6團 な軍犬になりました︒高いしゃうがいを

五佃7

動をさせてやりました︒たべものにもよく

した︒毎日︑きまったやうに︑運動をさせ

いてやったりしました︒毎日︑きまったや

さるたひこの

五㎜7

せないやうにしました︒おかげで︑利根は

さんが五年生になったころ︑利根は︑勇ま

おくだりになりました︒猿田彦神が︑先に

五㎜4

五佃8

すくすくと育ちました︒利根はかしこい犬

月と雲

をして遊んでゐました︒そのうちに︑月に

をお治めになりました︒二十一

五㎜1

月に雲がかかりました︒月は︑雲にはいっ
︒月は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出

五佃2

思ふと︑すぐ出︑出たかと思ふと︑すぐま

五五五五五五五五五
116 116 116 116 115 115 115 115

勢よくかけ出しました︒のちには︑敵が利

つたり來たりしました︒首わのふくろに︑

軍犬利根でありました︒利根は︑毎日︑五

がんばりつづけましたが︑その間︑第一線

敵をこうげきしましたが︑敵は多敷で︑弾

しく職ふ時が來ました︒みかたの第一線は

いはたらきをしました︒そのうちに︑利根

北支那へ出征しました︒りかうな利根は︑

1753エ8621

く略﹀︒﹂といひました︒うずめのみことは

おくだりになりました︒さうして︑天照大

やうな手紙が來ました︒利根は︑たいそう

んが︑四年生になった秋のころ︑兵隊さん

も︑手紙を出しました︒文子さんが︑四年

すを知らせて來ました︒文子さんも︑手紙

で見送ってやりました︒二

につらいと思ひました︒文子さんは︑日の

ました︒自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬

そうをしてやりました︒自分の育てた犬が

いることになりました︒出襲の前の晩︑零

子さんがねがってみたやうに︑利根は︑軍

さうな犬になりました︒お正月が來るとま

りも大きく見えました︒三年生の文子さん

ではありませんでした︒近所の︑どの犬よ

するやうになりました︒かうして︑その年

でてほめてやりました︒のちには︑文子さ

なか聞きませんでしたが︑決してしかった

待て︒﹂を教へました︒子犬ですから︑こ

來るのには困りました︒文子さんは︑をぢ

てたまりませんでしたが︑ただ學校へ行く

も︑すぐおぼえました︒文子さんは︑利根

531963118751973218653
117

問ひ返しになりました︒相手は︑急にやう

113

御案内申しあげました︒ににぎのみことは

恐しい男がいひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

は︑わざと︑おどけたやうすをして︑お笑
︑お笑ひになりました︒すると︑その恐し

文子さんは︑もらった子犬も︑りっぱな軍

五⁝⁝3園わかった︑わかった︒走ってみるのは雲
と ね
︑みんながいひました︒二十二 軍犬利根

きます︒﹁わかった︑わかった︒走って

みんながしてみました︒すると︑月は枝の

五鵬3園

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
102 102 102 101 101 101 101 101 100 100 99 99 99 98 98 98 98 9了 9了 9了 96
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五梛4

く略﹀︒﹂と申しました︒天照大神は︑この

さることになりました︒いよいよおたちと

102

げきする日が來ました︒午前五時︑まだ︑

んが︑利根のかうしたばたらきを見て︑涙
︑涙を流すほどでした︒いよいよ︑わが軍

て︑走りつづけました︒かかりの兵隊さん

五麗2

五欄9園

駆詰8園

五㎜7園

五伽6園

五伽5園

こへ︑一人の年取った神様がおいでになる

でりの命﹁取られたって︒﹂ほをりの命﹁

られてしまひました︒﹂ほでりの命﹁取ら

でりの命﹁どうしたのだ︒﹂ほをりの命﹁

をしてしまひました︒﹂ほでりの命﹁どう

とも︑つれなかったんです︒つれないど

六82 殺されてしまひました︒御軍人たちは︑目

六81 の熊になって出て來たわる者たちは︑この

六79 受け取りになりました︒すると︑あの熊に

六78 お目ざめになりました︒さうして︑劒をお

六77園

六75 ろへ︑かけつけました︒高倉下が︑劒を天

元氣な姿が見えました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑兵隊

って︑待ってゐました︒すると︑向かふの

五儒1園

五梛8園

五燭4園

なってしまひました︒﹂海の神様﹁つりば

海でつりをしてみたら︑つりばりがなく

いでくださいました︒何か御用でござい

﹁かしこまりました︒﹂

六94

六91 てもらって遊んでみた弟が︑遠くから私を

六86 ︑たんぼへ行きました︒今日は︑うちの稻

六84 ︑大和へ進軍しました︒二

六83 は︑目をさましました︒勇ましくふるひ立

︑﹁おお︑長くねたものだ︒﹂と仰せに

ひた走りに走りました︒本部では︑利根の

もに︑走り出しました︒敵の弾が︑うなり

兵隊さんは呼びました︒利根は︑もう百メ
五心2囹

りとだきかかへました︒一時間ばかりのの

りと立ちあがりました︒しかし︑もう走る

した︒この聲が通じたのか︑利根は︑むつ

うに呼びつづけました︒この聲が通じたの

さんは︑氣がくるったやうに呼びつづけま

五備4園

五襯4囹

五柵7園

五儲6園

りらくになりました︒﹂

五柵1園りを︑取って行ったものはないか︒﹂十

五㎜5園

うしうございました︒﹂

呼んでまみりました︒﹂海の神様﹁これで

今ここへやって來たのです︒﹂海の神様﹁

に教へてくれました︒それで今ここへや

五儲5囹︒すると︑年取った神様が︑私に︑海の

六112 の稻の葉に止りました︒そっと近づくと︑

六107

六106

はれました︒ふかしたさつまいもをかごか

六102園 んだのか︒早かったな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

六102園

いっしょにたべました︒稻がだんだん刈ら

六98 ︒稻を刈ってゐられたおとうさんと︑おか

六97 かばんをおろしました︒稻を刈ってゐられ

﹂と喜んで呼びました︒﹁ただいま︒﹂とい

稻刈

ろへさしかかりました︒ちゃうどその時︑

五儲5園困ってしまひました︒すると︑年取った

をせんりゃうしました︒四

五備7圃 たいと泣いてみた︑鯛もよろこびお

六53

六47

六46

六43

しぎなゆめを見ました︒薦購旙構脳が︑たけ

下といふ人がゐました︒夜︑ふしぎなゆめ

ぐうねてしまひました︒この村に︑高倉下

六48も︑ねむくなりました︒いつのまにか︑天

六48

倉下よ︒朝になったら︑きっとこの劒を

した︒お供をしてみた大勢の御軍人たちも

くおなりになりました︒お供をしてみた大

かくれてしまひました︒天皇は︑ふしぎに

へお進みになりました︒はるばると海を渡

六136

六135 つつ持って運びました︒一人ぼっちになつ

六131 たあとには︑くくった稻の束が︑田の上に

六131 へ行きました︒刈ったあとには︑くくった

六131

六126 なってふきだしました︒赤とんぼが︑すい

六121 こひをこしらへました︒いなごは︑せまい

六117 が取れてしまひました︒下に置くと︑飛べ

六117 て︑ぎゅっとつかんだら︑あと足が取れて

六116

六115

︑逃げさうにしました︒あわてて︑ぎゅっ

しょにっかまへました︒左の手で︑頭のあ

六105 略﹀︒﹂といはれました︒ふかしたさつまい

︑もう學校がすんだのか︒早かったな︒

んに知らせて來ました︒さうして︑おしま

六54

天から落ちて來ました︒高倉下は︑はっと

たかくらじ

みいくさびと

六66園

はっと目がさめました︒朝早く起きて︑倉

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑私は︑また弟

ちになって遊んでみた弟が︑たいくつして

さんの方へ行きました︒刈ったあとには︑

六69

六141

六138 あん︒﹂といひました︒おかあさんが︑﹁︿

じ

五梱3團 根は︑足をやられただけですから︑まも
五梱7 ︒と書いてありました︒この手紙を見て︑
︑利根が︒﹂といったまま︑つっぷして︑
五梱9
五梱9 ︑泣いてしまひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おと
お喜びになりました︒二十三秋
五槻2
五擢7圃 の畠で 鳴きました︒ぎんぎら葉の露︑
五榴4囲 の光が ぬれました︒とろとろもえる火
五伽2圃 になってをりました︒ところで︑ある日
五㎜3囹 ︒大きいのを逃した︒残念さうに︑つり

六71

き抜けて︑ゆめに見た神様の劒が︑ちゃん

穴52

五伽4 ちっていらっしゃったが︑ ふと︑つりばり

︑ちゃんとありました︒高倉下は︑急いで

ったりとたふれました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑かか

ばらと飛んで來ました︒利根は︑ばったり

1752199542975327553

六72

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
120 120 120 120 119 119 119 119 119 118 118 118 118 118 117 11了 117 11了

六73
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五心6園 どうしょう︑困ったな︒ああ︑しかたが
五聖1園 鳥一羽取れなかった︒おもしろくもない
筆墨4園 りの命﹁何かつれたか︒﹂ほをりの命﹁ち

、
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六371

されてしまひました︒名も︑昭南島とあ

リスがいばってみたシンガポールも︑わ

けしきがうつりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さ

六374囹

六503賢いお方でありました︒ある日︑太子は︑

六377園

六505でいらっしゃいました︒みんな︑お小さい

六478とすみきってゐました︒九 映壼

六141 た弟の方へ行きました︒それから︑夕方ま 六246の心を持ってゐました︒泣いて泣いて︑泣
六401 いっしょにいひました︒﹁︿略﹀︒﹂かういっ
六142 いっしょに遊びました︒三 祭に招く
六247泣いて︑泣きとほした田道間守は︑みささ
六408 ︑お話しになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男
六145 祭のころになりました︒去年︑あなたとい 六248さぎの前にひれふしたまま︑いつのまにか
男
さ
んがたつねました︒﹁︿略﹀︒﹂
六
4
1
1
六146 参りして︑樂しかったことが思ひ出されま 六249めたくなってゐました︒六 みかん
から海を渡って來たゴムで作ったもので
六424園
六164團 つかしくなりました︒お手紙のことを姉 六261ます︒その花が散ったあとには︑かはいら
六424囹
て湿たゴムで作ったものです︒﹂
六165團 とを姉に申しましたら︑たいへん喜んで 六268ます︒かうして育てたみかんの實は︑秋の
六426
また︑ちがった止血が出ました︒﹁︿
六175團に︑わたしの作ったお人形さんを︑持つ 六271ます︒もうかうなったらしめたものです︒
六426がつた窮眞が出ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎
にん
六203 仁天皇の仰せを受けた田道間守は︑船に乗 六271うかうなったらしめたものです︒秋が終り
六429大きな聲でいひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
六204 遠い外蓋へ行きました︒遠い外國に︑たち 六277さと︑みかんを作った人たちの喜びとは︑
六436と︑次郎さんがいったので︑みんなが笑ひ
六205 いって︑みかんに似た︑たいそうかをりの 六285す︒山から取って來たみかんは︑一家そう
六436 ︑みんなが笑ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さ
六207 ていらっしゃいました︒田道夕霞は︑それ 六288間かはいがって育てたみかんが︑日本中は
六442略﹀︒﹂といはれました︒﹁わにかな︒﹂と︑
六208 しに行くことになったのです︒遠い外面と 六293な手で︑荷作りされたみかんは︑汽車や汽
六444 ﹂と︑まつ先にいったのは勇さんでした︒
六214 たつねてまはりました︒いつのまにか︑十 六296国 の艦長を命ぜられた︒今日は︑底豆艦の 六444 つたのは勇さんでした︒﹁くじゃくかしら︒
六216 ︑たってしまひました︒やっと︑あるとこ 六307団 だと聞くと︑沈んだきりで︑浮かないこ 六446春枝さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂次郎さん
ざう
六219 みるのを見つけました︒田道間守は︑大喜 六315團︒水の中へもぐったら︑海の上が見えな 六447園
︒﹁あっ︑象が出た︒﹂次郎さんは︑う
六221 それを船に積みました︒枝についたままで 六341国 うち出すと︑生きた魚のやうに︑水の中 六448うな聲でさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂正男さん
六222 みました︒枝についたままで︑たくさん船 六344国 しまふのだ︒思っただけでも︑ゆくわい 六451園
眞です︒よくなれた象が︑大きな材木を
六222 くさん船に積みました︒さうして︑大急ぎ
六349団 いせつだ︒かうした勇氣やおちつきは︑
六453正男さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂みんなも
六223 さして蹄って來ました︒﹁︿略﹀︒﹂さう思ふ
六353團 春雄︑大きくなったら︑をぢさんのやう 六456園
てみたくなりました︒﹂みんなもさう思
六227 たがありませんでした︒日本へ錦って見ま 六357 んとう會がありました︒正男さんも︑太郎 六457んなもさう思ひました︒すると︑その時︑
六229 ていらっしゃいました︒田道間守は︑持つ 六361 も︑みんな集りました︒勇さんのおとうさ 六461ところがうつりました︒﹁日本の窮眞ね︒﹂
六231 間守は︑持って建ったたちばなの半分を︑
六365 略﹀︒﹂といはれました︒黒い紙をはって︑
六463り子さんがいひました︒勇さんのおとうさ
六232 皇后にけん上しました︒あとの半分を持つ 六366 ︑部屋を暗くしました︒かべには︑白い布 六475略﹀︒﹂といはれました︒黒い紙を取りのけ
六234 さぎにお参りしました︒枝についたままの
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六476ると︑今まで暗かった部屋が︑ぱっと明か
六477と明かるくなりました︒空は︑今︑憲章で
六477空は︑今︑窺眞で見た南洋の海のやうに︑
は︑ひざまづきました︒﹁︿略﹀︒﹂かう申し

六234 しました︒枝についたままの︑美しい︑か

六237

とうさんが説明されたので︑みんなはうれ

六239園 持ってまみりました︒﹂かう申しあげる

てたまりませんでした︒青い海に︑静かに

︼度にこ

六241 おさへにおさへてみた悲しさが︑

六383

の罵眞がうつりました︒﹁︿略﹀︒﹂

六387

六506ていらっしゃいましたが︑そのうちに︑何
六508けんくわが始りました︒太子の御父君を︑

六384

罵眞がかはりました︒あたり一面に︑ぱ

六511日尊と申しあげました︒のちに︑御心にお

六243 聲をたてて泣きました︒田道占守は︑昔︑

六395

白い花をまき散らしたやうです︒﹁︿略﹀︒﹂

六243 るばかりになりました︒田道占守は︑聲を
六244 から日本へ渡って來た人の子孫でした︒し

六396

ひのみこと

六245 て來た人の子孫でした︒しかし︑だれにも

六515てごらんになりました︒すると︑お子干た
六519おしまひになりました︒しかし︑聖徳太子
六521げになりませんでした︒お逃げにならない
六524 へお進みになりました︒尊は︑﹁︿略﹀︒﹂と
六528おたつねになりました︒太子は︑﹁︿略﹀︒﹂
六532園くわをいたしました私たちでございます
六536 ﹂とおっしゃいました︒橘豊日尊は︑太子
六538うお喜びになりました︒これは︑聖徳太子
六539の御時のことであったと申します︒十一
六544尽きれいになりましたね︒﹂村の忘恩﹁たき
六552園 蹄りには︑年取ったおとうさんのすきな

六625た︒ぼくはおどろいた︒どこかの屋根が︑
六628ふの家の屋根であった︒﹁︿略﹀︒﹂かう思ひ
さんのお話に聞いた望遠鏡が︑できるか
六631園
してゐられなくなった︒ぼくは︑壷用紙を
︑書用紙を取り出した︒さうして︑その一

枚をぐるぐると巻いた︒ちゃうど︑めがね
︑めがねの玉をはめた︒きちんとはまった

た︒きちんとはまった時︑巻いた紙を︑糸

つつ

とはまった時︑巻いた紙を︑糸できりきり
つつ
︑動かないやうにした︒これで︑ ﹈本の筒

本の筒ができあがった︒次に︑もう一枚の

を︑ぐるぐると巻いた︒さうして︑さっき

虫めがねをとりつけた︒かうしてできた二

できる︒さあ︑できたぞと思ふと︑うれし

けた︒かうしてできた二本の筒は︑うまく

か︒外をのぞいて見た︒長い物が︑ぼんや
うちに︑はっきりした︒電柱だ︒針金が︑

うにして︑つれて來た︒さうして︑ぼくの

さんのところへ行った︒﹁︿略﹀︒﹂おかあさ

もう︑むちゅうだった︒急いで︑おかあさ

鏡をのぞいてもらった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

れに教へてもらったの︒﹂ぼくは︑とく
六675園
六676ぼくは︑とくいだった︒﹁︿略﹀︒﹂
くが︑考へて作ったのです︒﹂
六678園
覇鰹が鳴りだしました︒窓をあけて見ると
六683
六685火事は︑少しはなれた川向かふの町だと︑
六686と︑すぐわかりました︒おとうさんは︑夜
六687て︑家を出られました︒おとうさんは︑警
六695て︑出て行かれました︒をぢさんのうちの
六697は︑恐しくなりました︒おばあさんもしん

さんは︑おっしゃった︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑

しばらく見てゐられたおかあさんは︑おっ

66

六558園ところを︑見つけたといふのです︒﹂村
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六561囹 が︑神業にとどいたのだらうと︑みんな
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六569 へ︑たきぎをせおった子どもが︑出て來る
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六568黒子がやって來ましたよ︒﹂

六575園元氣になられましたか︒﹂子ども﹁おかげ
︑山で酒を見つけたといふことですが︑
六579囹
六583園べつてころびました︒起きようとすると
六586囹が酒でございましたので︑父のみやげに
六587園に持って錦りました︒﹂村の人一﹁それは
六598 ︑都にも傳はりました︒おそれ多くも︑時
六602お出ましになりました︒さうして︑子ども
六604とお改めになりました︒十二 ぼくの望遠
六613ちいさんにいただいた︑古いめがねの玉と
六614んに買っていただいた︑小さな虫めがねが
な虫めがねが出て來た︒﹁︿略﹀︒﹂と思ひな
六614
六615囹 いものが見つかった︒﹂と思ひながら︑

六617 ︑のぞいたりしてみた︒そのうちに︑ふと
六618 しろいことを嚢為した︒左の手に︑めがね
六621 ︑目から遠くはなした︒すると︑向かふの
六622 く︑さかさまに見えた︒そのさかさまに見
六624 持って︑のぞいて見た︒ぼくはおどろいた
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六699よくかけて行きました︒遠く走るポンプ自
六708 ︑話し合ってゐました︒火事は︑なかなか
六714この中へはいりましたが︑火事が氣になつ
六715なか眠れませんでした︒朝︑おかあさんに
六718私はびっくりしました︒ゆうべの火事で︑
六719さんのうちも︑焼けたさうです︒火もとか
六721 いぶはなれてゐましたが︑卜しもになって
六721 ︑製しもになってみたので︑一度運び出し
六721ので︑一度運び出した荷物まで嶢けてしま
六722物まで焼けてしまったのださうです︒私は
︑猫はどうしました︒﹂と聞きました︒
六724園
六725 ︿略﹀︒﹂と聞きました︒をばさんは︑﹁︿略
さんは︑﹁どうしたかわかりません︒荷
六726園
にもみませんでした︑何べんも呼んでみ
六727圏
何べんも呼んでみたけれど︒焼け死んだ
六727囹

けれど︒焼け死んだのかも知れません︒
六728園
六731 ﹂と︑私はいひました︒やがて︑おとうさ
六732 ︑錦って來られました︒おとうさんは︑を
うにきのどくだったが︑けがのないのが
六734囹
ことにすまなかった︒﹂といはれました︒
六736園
六737略﹀︒﹂といはれました︒すると︑をぢさん
分してもらひました︒それよりも︑あの
六738園
︑火事を消しとめたのは︑えらいてがら
六741園
ぬきの場所が託ったのは︑まったく警防
六742園
六752て涙をこぼされました︒あとで聞けば︑こ
六753火事には︑驚け死んだ人もあったさうです
六753僥け死んだ人もあったさうです︒さうして
六754こんな大火事の起ったのも︑ある家の子ど

六755そのもえがらを捨てたのが︑もとだといふ
六759に︑かういはれました︒十四 軍旗

六795隊さんの話をしました︒天略﹀︒﹂と︑おち

六798いさんがいはれました︒﹁︿略﹀︒﹂といって

825
た一た

六802 弟が︑たべかけてみたみかんを見せました

六883團

雪が降った︒あたりが明かるく

六949たと倒れかかって來た︒やっと起きあがる

かんに降りだして來た︒小野くんと︑友田

がたうございました︒ときどき︑おうち

六893と︑曲ってついてみた︒向かふから︑友田

雪の上を歩いて行った︒ふり返って︑足あ
小野くんがやって來た︒﹁おはやう︒﹂﹁お

六892

でまた雪の上を歩いたら︑足あとも︑並ん

六888

六895

あとも︑並んでついた︒學校の窓も︑廊下

たみかんを見せました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私が

六898

︒髄質の時間になった︒外に集るやうにと

六802

六812 うさんがいはれました︒私は︑何にしよう

六899

にと︑先生がいはれた︒きっと︑雪合職を

あさんがいはれました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おと

六814 何かさがし始めました︒さっきから︑せっ

六901

って︑みんなは喜んだ︒﹁集れ︒﹂先生の大

六808

六815 ︑くつ下をあんでみたねえさんがいひまし

六902

雪の上に集って並んだ︒﹁︿略﹀︒﹂爾方に分

は︑それを積み重ねた︒高さ一メートル半

それぞれ陣地についた︒﹁築城始め︒﹂の號

らうか

六817囹 思って︑あんでみたのですけれど︑これ

六906

六903
六908

ねえさんが い ひ ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

六824園 が︑うち中でついたかき餅と︑あなたた

六815

略﹀︒﹂といはれました︒﹁︿略﹀︒﹂さういひ

六825園 ちが手傳って作った干柿と︑それに︑栗

六912

六828

六831 がら︑弟が持って來た圖董を見ますと︑子

き賢い人でありました︒その上︑小さい時

く教室へ臨って行った︒十七

六956かり腕を組んで進んだ︒三人のうち︑だれ
六959まつ先にのぼりかけた︒むちゅうになって
六961になってよちのぼった︒とうとう︑旗に手
六961う︑旗に手がとどいた︒ぼくは︑山の上に
六962 って︑その旗をふった︒﹁萬歳︒﹂と︑みん
六964が︑喜びの聲をあげた︒笛が鳴ったので︑
六965をあげた︒笛が鳴ったので︑爾軍は︑もと
六965 ︑もとの位置に並んだ︒先生はいはれた︒
六966んだ︒先生はいはれた︒﹁︿略﹀︒﹂どやどや
六967園どちらもよく戦った︒この次に雪が降っ
六968囹この次に雪が降ったら︑またやることに
六969のところへ寄って來た︒﹁︿略﹀︒﹂といって
た︒﹁うまくやったなあ︒﹂といって︑
六971園
たちまちできあがった︒先生は︑爾方の山

六914

ンで書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私が

六836

6

ら︑よく勉強しましたので︑のちには︑す
︑のちには︑すぐれた︑りっぱな人になり

菅原道眞

すがはらのみちざね

9了

8

六832 禮をしてみる給でした︒そのそばに︑﹁︿略

もいくつもこしらへた︒やがて先生が︑﹁︿

は︑白い旗がなびいた︒友田くんも︑小野

六915山の高さをはかられた︒みかたの城には︑
六922

六917

六842 とうさんにほめられたので︑弟はとくいに
六843 はとくいになりました︒私は︑私のだいす

9了

3

︑射抜いて立ちました︒隠匿は︑つづいて

高くつるからはなれた矢は︑﹁ぼん︒﹂と︑

さうに見えだしました︒あたりはしんとし

きっと身がまへました︒すると︑今まで︑
︑やさしさうに見えた道眞が︑急にがっし

するだらうと思はれた道眞は︑その弓矢を

道眞につきつけました︒おそらく︑しりこ

ぢめてやらうと思ったのでせう︑一人の若

道眞もやって來ました︒すると︑人々は︑
︑ささやき合ひました︒平生から︑風鐸で

いと思はれてるました︒ある時︑都良香と
︑弓の會がありました︒若い人たちが︑大

みやこのよしか

っぱな人になりました︒學問では︑道眞の

762197597276544

六845 みもん文を入れました︒兵隊さんからの手

が︑﹁笛を鳴らしたら︑たまを投げる︒

六924囹

ら︑たまを投げ始めたが︑とどかない︒少

六925囹進めの号令を掛けたら︑攻撃を始める︒

くんをめがけて投げた︒うまく頭のところ

六848 から︑手紙が來ました︒急いであけて見ま

六932

ところへ飛んで行ったが︑友田くんが︑ひ

六848 ますと︑いっか送ったみもん袋のお禮の手

六934

︑ひょいとしゃがんだので︑それてしまつ

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑みんなは︑雪

六935

ので︑それてしまった︒友田くんも︑ぼく

六927

六856團 あがって喜びました︒開いてみると︑あ

六936

いっぱい投げてやった︒そこへ︑どこから

六849 袋のお禮の手紙でした︒私は︑それを︑み

品物が出て來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私は

六937

︑ぼくの胸にあたった︒﹁ようし︒﹂といひ

︑雪のたまをかかへた︒﹁ビリー︒﹂と︑笛

六859国國 い︑かき餅が來たぞ︒干柿もある︒栗

六939

がら︑たまをつかんだ時︑﹁進め︒﹂の號令

六928

六862團 ず大野でいひました︒友だちの兵隊は︑

六941

め︒﹂の號令が掛った︒雨軍は︑﹁わあ︒﹂

i︒﹂と︑笛が鳴った︒﹁わあ︒﹂といひな

かき餅を焼きました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

六864国 大勢集って來ました︒だんろの火で︑か

六858国

のにほひをかいだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと

六942

いって︑かけて進んだ︒敵の城の旗を取れ

六929

六866国囚圃

六942

六856団 ん袋が來てるました︒私は︑とびあがっ

六869国 しくいただきました︒ただしくんの圖書

六943

六851 んなの前で苦みました︒支那の廣い野原は

六872国 のかべにはりました︒その前に立って︑

六865團

六879團 がはる︑はきました︒あなたのお人形は

六六六六六六六六六六六六六六六六六六
98
101 101 1m 100 100 100 99 99 99 98 98 98 98 98
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前脳2圃子さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ゆり

六梱9 矢を引きしぼりました︒これも︑みごとに
六麗2 まん中を射抜きました︒第三︑第四︑第五
六皿4 がへ︑矢を放ちました︒的をはつれる矢は
六齪5 本もありませんでした︒みんなは︑ただ︑
六齪6 んなは︑ただ︑よったやうになって︑大き
六皿7 くばかりでありました︒十八 梅
六鵬3圏 勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑花子
六脳1圏圓 れしい︒春が來たのね︒﹂と︑花子さ

六佃6

六白6

六備5

六冊4

は．いさうになりました︒もう許してやらう

分の部屋へ蹄ってみた和尚さんは︑しばら

をかき始めたのでした︒自分の部屋へ蹄っ

の間に給をかき始めたのでした︒自分の二

かるくなって來ました︒雪舟は︑足の親指

今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑急に明

めどなくこぼれました︒ぽたり︑ぽたりと
板の間をぬらしました︒少し泣きつかれて
り︑足もとを見てみた雪舟は︑国画なく︑

指で︑板の間に落ちた涙をいちってみまし
涙をいちってみました︒すると︑今まで悲

しつ︒﹂と追ひましたが︑ふしぎに︑ねず

と︑びっくりしました︒大きなねずみが一

一濫■
一L膚
一昌ロ

六白8
六鵬1

六麗9
六備2
六期3

六三3

ると︑それは︑生きたねずみではありませ

關銃を撃ち出しました︒さうして︑敵前一

118

118

うすくなって來ました︒一人倒れ︑二人三

十メートル進みました︒あと十四五メート

十メートル進みました︒二十メートル進み

鐵條網へ突進しました︒十メートル進みま

ました︒待ちに待った第一班の工兵は︑勇

の命令がくだりました︒待ちに待った第一

と︑煙幕を張りました︒﹁前進︒﹂の命令が

い のすけ

作江が倒れてゐました︒ズ略﹀︒﹂南江は答

話しながら進みました︒そこに︑南江が倒

は︑突撃に移りました︒班長も︑部下を指

くとどろき渡りました︒すかさず︑わが歩

壊筒を投げこみました︒爆音は︑天をゆす

しぐらに突進しました︒めざす点前網に︑

生もありませんでした︒三人は︑一つの爆

一つになってゐました︒しかも︑敷秒のの

から押して行きました︒三人の心は︑持つ
︒三人の心は︑持った一本の破壊筒を通じ

くと立ちあがりました︒江下︑作江は︑北

ずんもえて行きました︒北川は︑決死の勇

人︑破壌筒をはなしたものはありません︒

つとふみこたへました︒もちろん︑三人の

つれてよろめきましたが︑二人は︑ぐっと

が︑はたと倒れました︒つづく二人も︑そ

す︒すると︑どうしたはずみか︑北川が︑

めがけて突進しました︒北川が先頭に立ち

の工兵は︑火をつけた破壌筒をしっかりと

けることを命じました︒作江伊之助︑江下

さくえ

いよせまって來ました︒今となっては︑破
︑火をつけるといったやり方では︑とても

徳しないで終りました︒第二班に︑命令が
︑命令がくだりました︒敵の揮は︑ますま

118

ノ、

うと考へつづけました︒﹁︿略﹀︒﹂こんなご

子さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑春枝

六冊8

六田7

し暗くなってゐました︒和尚さんは︑どん

また本堂へ行きました︒夕方に近い本堂は

六桝6

ではありませんでした︒雪舟が︑板の間に

118

ノ、

六川8

評価1立枝さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男

六六9

六柵4 ︑急いで庭へ出ました︒いっか︑にいさん

六餌7

板の間に︑涙でかいたねずみでした︒和尚

！、

118

ノ、
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くしく泣きだしました︒涙が︑とめどなく

六価4二男さんがいひました︒みんなは︑正男さ

六M1

六柵5 か︑にいさんが作った小さな温床に︑今日

六欲8

ノ、

118

ノ、

！、

六堰7

六価6圃︑正男さんのいったことが︑おもしろい

六悩5圃

小さな温床

六鵬2園 ユーリップが咲いたよ︒來てごらん︒﹂

六三7團 しろいと思ひました︒十九

六鵬8 一つ︑にっこり笑ったやうに咲いてゐます

六桝8

んなに︑さびしかったらうと思って︑急い

六柳2 私は思はずいひました︒ふっくらとした二

でかいたねずみでした︒和尚さんはおどろ

六M2

六研2 した︒ふっくらとした花びらがだきあって

六掘9

前婦3 外から窓ごしにいったので︑私は︑急いで

六研7 前から咲きだしました︒それこそ︑ほんた

さんはおどろきました︒急いでなはを解い

︿略﹀︒﹂といひました︒雪舟は︑にっこり

今まで知らなかった︒﹂といひました︒

わたしがわるかった︒おまへは︑糟かき

六備1

六価6

︸心に給を習ひました︒胴上もしました︒

三勇士

した︒學問もしました︒雪舟は︑とうとう
の給かきになりました︒二十一

つた場合でありました︒工兵は︑今か今か

といふせつばつまった場合でありました︒

六衡5囹

六柵7

六柵6
六柵8
歯茎9
六姫6

六摺6

は︑にっこりしました︒そののち︑雪舟は

六価3囹

六㍑8 たうのすみれ色をした花が︑暖い日を受け
うに︑私はいひました︒﹁どうして︒﹂﹁︿四

六㎜3 って大きくなりました︒たった一メートル
六㎜1

て︑本堂へ行きま．した︒ぶるぶる︑ふるへ

いそうしかられました︒﹁︿略﹀︒﹂かういひ

雪舟

六㎜9忌地の下には︑枯れた葉などが入れてある
六m6

六梱2 にいさんはいひました︒二十
六棚3

六川4 るぶる︑．ふるへてみた雪舟は︑大きな柱に

芹川5 くくりつけられました︒初めは︑ただ恐し
梓川6 しさでいっぱいでしたが︑さびしい本堂の
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﹁作江︑よくやったな︒いひ残すことは

＞︒﹂作江は答へました︒﹁︿略﹀︒﹂班長は︑

六擢9園
六伽1

六伽2園 せん︒成功しましたか︒﹂班長は︑撃ち

六旧3 班長は︑撃ち破られた鐵條網の方へ︑作江

春の雨

略﹀︒﹂とさけびました︒﹁天皇陛下萬歳︒﹂

崎旧5圓 おまへたちの破ったところがら︑突撃し
六旧7

六旧9 かに目をつぶりました︒二十二
六櫛5

るやうにしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂文治が指

樋櫛2 ぐんぐん沖へ出ました︒おだやかな海です
六櫛7 略﹀︒﹂文治が指さしたので︑見ると︑船が

六伽8 す︒屋號を染めぬいた小旗も見えます︒子
六面7 ない︒﹂といひました︒あとをふり返ると

って︑何塁もつづいた大きな電車が來る︑

きな鳥居が見えました︒それから︑ま正面

建物があらはれました︒ズ略V︒﹂大きな木

豆をまいてやりました︒﹁ゴーン︒﹂と︑か
ぎんざ
お寺があらはれました︒にぎやかな銀座通

みるところが出ました︒小さな女の子が︑

大きな聲を出しました︒﹁︿略﹀︒﹂象が︑の

っかうをしてゐました︒ライオンが︑旧き
ざう

んが︑せいのびをしたやうなかっかうをし

らんこをしてゐました︒白熊が︑頭をふつ
︑頭をふってゐました︒きりんが︑せいの

しろくま

くさん泳いでゐました︒猿が︑上手にぶら

さる

ってある池が出ました︒水鳥が︑たくさん

菊のてんらん會でした︒ふんするが︑勢よ

た︒菊の御紋のついたまん幕が︑風にゆれ
︑風にゆれてゐました︒たくさんの菊の鉢

かにひびき始めました︒菊の御紋のついた

くに

國神社がうつりました︒﹁海ゆかば﹂の音

ころがあらはれました︒風が吹いてみるら

いものだと思ひました︒さくらの花が︑い

ももまじってゐました︒あの子どもたちの

かな道がうつりました︒﹁︿略﹀︒﹂お参りの

た︒ときは木の茂った清らかな道がうつり

て︑おじぎをしました︒ときは木の茂った

﹂の音樂が始りました︒私たちは︑きちん

が︑思ひ出されました︒﹁君が代﹂の音樂

二重橋がうつりました︒目の前にをがむ二
︒二年生の時に習った詩が︑思ひ出されま

ふことがわかりました︒二重橋がうつりま

いやぐらが見えました︒私は︑すぐ宮城だ

廣場があらはれました︒正面に︑松の木が

呼ぶ聲がして來ました︒東京騨の前にある

42132198763965532975221988543174
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六桝5 かけると︑ともにみた船方が︑﹁あぶない︒

六囲2 やがて網場へ來ました︒何十さうといふ船
心心5 網をたぐり始めました︒﹁さあ︑のう︒﹂と

六旧1 もかれも︑日に焼けたからだから︑玉の立
身旧3 網が︑せばまって來た時︑網船は︑ぼくら
六伽4 てるる船を呼びました︒網船二さうの間へ
六二6 すぐに乗り入れました︒大きなたもで︑網
六伽4 との海岸へ急ぎました︒いつのまに立てた
東京

六㎜5 た︒いつのまに立てたのか︑へさきには︑

六㎜7 ひるがへってゐました︒二十四

六梱1 を見せてもらひました︒初めに︑廣い野原
六梱2 い野原がうつりました︒ところどころに林

六榴2 ︑罵眞がかはりました︒たくさんのレール

六齪9 へとかかってゐました︒橋の下をくぐって

六麗7 のけしきになりました︒川をさかのぼって

六麗2 の前にあらはれました︒汽船から︑たくさ

六甲1 1︒﹂とひびきました︒さうして︑大きな

山霊6園 近くには︑かうした静かな野原が︑ひろ

鳴く聲がしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂といふ説
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ざ

な消えてしまひました︒もくろく

歌が︑聞えて來ました︒そのうちに︑空も

野がまたうつりました︒ずっと野原の向か

︑いちばん初めに出たむさし野がまたうつ

︑やがて着陸しました︒﹁︿略﹀︒﹂

がって飛んでゐましたが︑今度は︑遠い空

りました︒よく晴れた空を︑鳥がむらがつ

しい音樂が始りました︒大勢の人が︑並ん
︑空高くうつりました︒よく晴れた空を︑

れが美しいわになったかと思ふと︑腔操を

の動く音になりました︒印刷の工場です︒
︒山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流

いんさつ

もみあひ出て來ました︒そのにぎやかな元

て︑みこしをかついだ子どもたちが︑もみ

六㎜5 感通が︑うつりました︒県側には店が並ん
六柵1 いにかざってゐました︒にはかに︑笛とた
六柵3 來て︑ずらりと並んだお祭のちゃうちんが
六柵4 ちんが︑うつりました︒﹁︿略﹀︒﹂といふ元
六柵6
六柵7
六欄1
六欄1
六糊6
六襯2
六襯6
六襯6
六襯7
六襯8
六備5
六柵6
六櫓1
六櫓3

七44圏をかける︒しめった砂をけりながら︑波
七52圃らは石を投げてみた︑﹁一二の三︒﹂で投
七53圃三︒﹂で投げてみた︒弟の石が海に落ち

七68潮干狩をしてゐました︒先生は︑私たち四
七72 うにおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂勇さんと
くまで
七78 つて︑ほり始めました︒小さな熊手で砂を
七79ぐらみのあさりでした︒あさりは︑こんな
七81 ってほって行きました︒おもしろいほど︑
七82 たくさん出て來ました︒ほったあとに水が
七83出て來ました︒ほったあとに水がしみ出て
七85 つて︑かい出しました︒すると︑小石のや
七86 が︑手にさはりました︒砂を梯ってよく見
七87大きなはまぐりでした︒はまぐりは︑あさ
七89 ることがわかりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男

た一た
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七810園 や︑こんな貝が出た︒﹂と︑正男さんが︑
七92 んなの前へ出しました︒みんなは︑﹁︿略﹀

やまとたけるのみこと

七104 ﹂とおっしゃいました︒私たちは︑波うち

七101園 ものを見つけましたね︒まてがひといふ

七910

七149

七148

ひしく働いてゐました︒酒もりが熱ると︑

よ︑家もできあがったので︑ある日︑お祝

︿略﹀︒﹂と考へました︒いよいよ︑家もで

七2010ていらっしやいました︒すると︑かねてか

七209原へお出になりました︒身の丈にもあまる

七152 人が出はいりしました︒手下の者はいふま 七203かはないと思ひました︒そこで︑尊をうや
七154や女が集って來ました︒そのうちに︑一人 七205をしながら申しました︒﹁︿略﹀︒﹂尊は︑﹁︿

七151

をついでまはりました︒だんだん夜がふけ

七201ました︒この國にみたわる者のかしらは︑
七202傳へて知ってゐましたので︑一通りではと

七1910にお着きになりました︒この國にみたわる

だん増長して來ました︒ズ略﹀︒﹂と考へま

七1310 でかくされてゐました︒三 日本武尊
に
お授けになりました︒また︑↓つの小さ
七
1
9
5
七144 にも從ひませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂と思ふと
しものことがあったら︑忘れずに︑この
七197園
七199 ﹂とおっしゃいました︒尊は︑東へ東へと
七146

七106 な岩の方へ行きました︒ひやりと︑足にさ
七156

ん夜がふけて來ました︒客も︑しだいに錦

七212んで待ちかまへてみたわる者どもは︑一度
七213に草に火をつけました︒火は︑ものすごい
七215二
﹁さては︑だましたのか︒﹂と︑尊はし

七96 を思ひ出してみましたが︑だれにもわかり

七107 はるものがありました︒拾って見ると︑ぬ
七157

いに鋸って行きました︒たけるは︑もうね

ろへ走って行きました︒先生は︑ズ略﹀︒﹂

七108 見ると︑ぬらぬらした︑茶色な海藻でした
七158

間へ行かうとしました︒この時でした︒今

七119 ﹂と︑勇さんがいったので︑私たちは︑み

七116

指先に力を入れました︒﹁パチン︒﹂と音が

海藻を持ってるました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さ

七114 さんが走って來ました︒手には︑葉の根も

七113圓 ろいものを見つけたよ︒﹂とうれしさう

七177囹

七174

七169

七167

七166

七162

七161

︑たけるは倒れました︒ふり返ると︑少女

けるの胸を突きました︒﹁あっ︒﹂とさけん

ところにかくしてみた劒を抜いて︑たける

しくお給仕をしてみた少女は︑すっくと立

ました︒この時でした︒今まで︑やさしく

することになりました︒その日は︑朝から

七108 た︑茶色な海藻でした︒はばの眠いひもの
七159

七1110

るい玉がはじけました︒又略﹀︒﹂と︑みん

七178貰いらっしやいましたか︒西の國では︑私

かいさう

七1010園 わかめを拾ひましたね︒﹂と︑花子さん

七得10

七1110

ン︒﹂とつぶしました︒先生がごらんにな

七136 おすくひになりました︒べらが︑たもの中

七134 取りたいと思ひました︒先生にお願ひしま

七133 上手に泳いでゐました︒べらといふ魚ださ

七132 ねらせて︑岩に生えた海藻の問を上手に泳

七131 岩の間のすきとほつた水の中で︑きれいな

七1210 岩のそばへ行きました︒岩の間のすきとほ

七192仕へておいでになった︑尊の御を礁儘め煙爺

七192

七1810

七189

七188

七186

七185

七183

をお祈りになりました︒皇大神宮に仕へて

をお受けになりました︒尊は︑わっかの供
い せ
て御出焚になりました︒途中︑まつ伊勢の

︑都へお蹄りになった日本武尊は︑そのの

げることになりました︒草薙劒

ほろぼしになりました︒さうして︑これか

うむり︑ここへ來たのである︒﹂﹁︿略﹀︒

頃136 ぴちぴちとはねました︒海岸で︑書のおべ

はしくお思ひになったのでせう︑特に︑大

大任をお受けになったのを︑勇ましくも︑

父を呼びに行きました︒家を出て少し行つ
︒家を出て少し行った時︑﹁ゴー︒﹂と恐し

つて︑拝禮をしました︒神だなには︑皇大
︑その時外へ出てみた父を呼びに行きまし

學校の三年生であった徳坤といふ少年は︑

とくこん

きな地震がありました︒公認校の三年生で

へお進みになりました︒この時から︑この
あった
げることになりました︒熱田神宮におまつ

った尊は︑生き淺つたわる者どもを平げて

のちをお助りになった尊は︑生き残ったわ

殺されてしまひました︒あやふい漂いのち

行きました︒あわてたのは︑わる者どもで

もえ移って行きました︒あわてたのは︑わ

までもえせまって來た火は︑急に方向をか

におつけになりました︒すると︑ふしぎに

おさとりになりました︒天叢雲劒を抜いて

に火打石がありました︒尊は︑すぐに︑お

544976210998654311087

かいさう

七112 わかめかと思ひました︒又略﹀︒﹂とうれし

七122

七137 べんたうをたべました︒そのころから︑潮

七193

ていらっしやいましたが︑ふと御心に浮か
︑ふと御心に浮かんだのは︑御をば零丁命

七111 花子さんがいひました︒私は︑これがあの

七126 おたつねになりましたが︑だれも知りませ

の下からたつねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

七129 生がおっしゃいました︒私たちは︑先生と

七1710囹 と申してをりました︒響町ながら︑ただ
けいかう
けるは息が絶えました︒景行天皇の御子︑

七139 ︑あのあさりをほったところも︑海藻を拾

七194

くさなぎのつるぎ

七139 ころも︑海藻を拾った波うちぎはも︑もう
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ぐらぐらと動きました︒﹁地震だ︒﹂と︑少

所で手術を受けました︒このつらい手紬の

午後︑かりに作られた治療所で手術を受け

た︒少年の傷は思ったよりも重く︑その日

ばたに倒れてゐました︒それでも父の姿を

の人たちがかけつけた時︑少年は︑頭と足

七324

七323

七303圏

の都には︑赤くぬった宮殿や︑お寺のお証

都は奈良にありました︒野も︑山も︑木立

七314圏女の人も見えました︒遊心館の入口に︑

七305圏

ちらに見えてゐました︒その中に︑光明二

七316團

七307圏

皇后のお建てになった︑せやく院といふ病

を通って行きました︒かしは手うてばこ

の鳥居がありました︒とびらは金の御紋

が咲いてをりました︒日本一の大鳥居︑

やすくに
長い眠りにつきました︒心得國神社
七2910

七293泣きの聲が起りました︒いはほとなりて
七297んだん細くなりました︒でも︑最後まで︑
七298 つばに歌ひ通しました︒君が代を歌ひ終つ
七299 ︒君が代を歌ひ終った徳坤は︑その朝︑父

口に出しませんでした︒日本人は言語を使

書325

病院が立ってるました︒せやく院には︑大
七328

いかと心配しましたが︑毎日︑かうして

だいたりしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑うれ

ちれうじよ

七331園

そうよくなりました︒﹂と︑うれしさう

光明皇后

くわうみやう

るほどいそがしかったのですが︑徳坤が重

七332園

ら

が並んでをりました︒六

徳坤が重いけがをしたと聞かれて︑代りあ

七333

じよ

︿略﹀︒﹂といひました︒少年の傷は思った

國語を使ひ通して來たのです︒徳坤は︑し

七326

いうしうくわん

校のことをいひました︒先生の名を呼びま

七326

見まひに來られました︒徳坤は︑涙を流し

七335園長い間寝てゐましたが︑このごろは︑お

すやうにいはれましたが︑しかし︑この重

七3310

七338

七336囹

いぶよくなりました︒これも︑みんな皇

ちりと目をあけました︒さうして︑そばに

て︑うとうとしてるた徳坤が︑夜明近くな

七344

七341

ておやりになりました︒この風呂には︑い

本中にひろがりました︒光明皇后は︑手足

ることさへありました︒このやうに︑しん

を︑お立てになったさうだ︒ほんたうに

が︑あふれでるました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

七354園

七348

七346

七357

金色にかがやき渡ったといふことです︒七

人のおせわをなさった時︑急に病人のから

をおせわなさいました︒さうして︑千人め

つも絶えませんでした︒光明皇后は︑この

ろへ行くのだと感じたのかも知れません︒

七3510

七359
七361

ちよ
こむやうに聞えました︒さざれ いしの

静かに歌ひだしました︒きみがよは

考へてるるやうでしたが︑やがて息を深く

て︑少年はいひました︒﹁︿略﹀︒﹂少年は︑

︿略﹀︒﹂といひました︒これつきり︑自分

さうして︑そばにるた父に︑﹁︿略﹀︒﹂とい

お見まひになりました︒やさしいおことば

ばあさんもありました︒光明皇后は︑とき

へ送られて行きました︒その夜︑つかれて

でたまりませんでした︒少年は︑あくる日

いふ母親もありました︒﹁︿略﹀︒﹂と涙をこ

と︑徳坤はいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生

涙を流して喜びました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑調子

な

だちの名を呼びました︒ちやうどそのころ

先生の名を呼びました︒また︑友だちの名

角がくつれて來ました︒土角といふのは︑
ねんど
れんぐわ
︑
粘土を固めて作った
煉瓦のやうなもので

かく

と︑少年は思ひました︒そのとたん︑少年

944110966542108654311109766541109877
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とには︑ほり返された新しい土が︑暖い已

地貌祭はすみました︒今日は︑學校とし
七442囹
七445略﹀︒﹂といはれました︒私たちは︑聲をそ
七446 へて校歌を歌ひました︒歌ひながら︑この

に美しいと思ひました︒山田先生が︑﹁︿略

を通って節られました︒その時︑あの白い

田先生の聲がしました︒三人の神主さんが

ひがとなへられました︒﹁休め︒﹂山田先生

しをあげて拝みました︒終りに︑お供へし
︒終りに︑お供へしたものをみんなさげて

をあげて拝まれました︒次に︑高等科の人

がちぞめがありました︒うがちぞめといふ

うやしく讃まれました︒それから︑地面の

ませんが︑おちついた聲で︑うやうやしく

のりとを讃まれました︒私たちに︑その意

にぎやかに見えました︒神主さんが︑のり

のせて供へられました︒明かるい日光をあ

机の上に運ばれました︒お米や︑お酒や︑

先佛ひをなさいました︒次に︑お供へもの

をしてくださいました︒それから︑﹁オi︒

略﹀︒﹂といはれました︒神主さんは︑大麻

をはいてゐられました︒﹁氣をつけ︒﹂と︑

人お見えになりました︒三人ともまつ白な

はが張ってありました︒そこへ神主さんが

と︑お露なさいました︒敷地の中ほどに︑

の地声祭がありました︒講堂は︑東側の教
︑そこに集合しました︒校長先生が︑地鎭

立つことになりました︒今日は︑その地鎭

この田も︑ほり返した土のかたまりの間に

を置いて︑敷き並べたやうです︒苗が︑二

うつて行くのは︑見ただけでも氣持のよい

んで十日あまりたったころ︑凹い水の上に

10986543108764210875198631971978
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七454 つた夜のことであった︒どこからかあやし

七454 が︑ある港にとまった夜のことであった︒

七453 うとして︑船に乗った︒船が︑ある港にと

七449 いっぱいになりました︒九

七449 つしょに集って並んだ時のことを思って︑

七447 講堂がりつぼに立つた時のことを思ひ︑新

七586

七585

七582

七579

七578

七575

七574

七572

をうばって引きあげた︒正成は︑この旗を

水の用意がしてあった︒二日たっても︑三

來られないやうにした︒城中には︑十分水

苦しめようとはかった︒まつ︑谷川のほと

まち五六千人も死んだ︒これにこりて︑賊

ろを︑さんざんに射た︒賊は︑坂からころ

り人や馬でうづまった︒こんな山城一つ︑

ばかり︒これを園んだ賊は︑百萬といふ大

木正成がたてこもった千早城は︑けはしい

七628

七627

七625

七624

七623

七622

七618

七617

七616

郎義光といふ人がみた︒このへんの敵のや

なければならなかった︒お供の中に︑村上

手下の者を配ってみた︒宮は︑どうしても

︑敵方の者が多かった︒中にも︑芋瀬の荘

わっかに九人であった︒途中には︑敵方の

方へお向かひになった︒お供の者は︑わづ

ちりに逃げてしまった︒十三

は十萬ばかりになった︒それが前後から官

て︑初め百萬といった賊も︑しまひには十

きまさしげ

七455 ︑用光の船に近づいたと思ふと︑恐しい海
七5810

七631

七6210足に道をたどって來たが︑ふと見ると︑向

七633

七632

してみるのに出あった︒義光は大詰に︑﹁︿

は︑胸をとどろかした︒急いで近寄ると︑

御身に︑何事か起つたのではなからうか︒

︑日月を金銀で現した錦の御下を︑おし立
まゆ
ふしんの眉をひそめた︒あれこそは︑大塔

しやう

錦の御下

七457 をとり園んでしまった︒用光は︑逃げよう

上から大木を落させた︒さうして︑これを

賊のわる口をいはせた︒賊が︑これを聞い
︑五千人鯨りも殺した︒この上は︑ひやう

七634

笛の名人

七459 うにも武器がなかった︒とても助らぬと畳
七593

七592
七595

め寄せないことにした︒ある朝まだ暗いう

七637

いもせ

七459 助らぬと証悟をきめた︒ただ︑自分は下人
七464園 い︒私も畳悟をした︒私は樂人である︒

七597

︑﹁それ︑敵が出た︒一人ものがすな︒

つとときの聲をあげた︒賊は︑﹁︿略﹀︒﹂と

らうよしてる

七462 から死にたいと思った︒それで︑海賊ども
七466園 こんなこともあったと︑世の中に傳へて
七599

七473 に︑ただ一心に吹いた︒雲もない空には︑

七473 自分の笛の音によったやうに︑ただ一心に

七472 は︑静かに吹き始めた︒曲の進むにつれて

七471 れが︑名人といはれた自分の最後の曲だと

七604

七603

七602

七601

七601

︒ふみとどまってみたのは︑みんなわら人

また何百人か殺された︒ふみとどまってゐ

四五十︑一度に落したので︑また何百人か

だけはふみとどまった︒賊が︑四方からこ

兵はさっと引きあげたが︑二三十人だけは

︿略﹀︒﹂と押し寄せた︒城兵はさっと引き

七653

七651

七648囹

七645

七644園

七641

︑その場をたち去った義光は︑やがて宮に

りのやうに投げつけた︒錦の御旗を肩にか

七6310 ︿略﹀︒﹂とつめ寄った︒荘司は︑わうへい

七639園

追ひつきたてまつった︒大塔宮は︑義光の

てそれを手に入れたのか︒﹂とつめ撃つ

て︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒これが︑名人とい 七5910園

七475 美しくかがやいてみた︒笛の音は︑高く低

七604

んなわら人形であった︒もうこの上は︑何

七654

七4610

七468 つて︑笛を取り出した︒海賊どもは︑顔を

語477 ︑波を越えてひびいた︒海賊どもは︑じつ

七605

の谷に渡して橋にした︒幅が一丈五尺︑長

の御道筋をふさいだ上に︑錦の御零をけ

義光は︑かっと怒った︒﹁︿略﹀︒﹂と叫んで

の荘司が手に入れたのだ︒﹂義光は︑か

は︑わうへいに答へた︒﹁︿略﹀︒﹂義光は︑

七478 つと耳を傾けて聞いた︒目には涙さへ浮か

賊はわれ先にと渡った︒今度こそは︑千早

た︒やがて曲は終った︒﹁︿略﹀︒﹂海賊ども 七609

七608

七4710

七479 は涙さへ浮かべてみた︒やがて曲は終った

七655

心からお喜びになった︒十四
七611

︑谷底へどうと落ちた︒賊は何千人か死傷

その上へ油を注がせた︒橋は︑まん中から

︑橋の上に投げさせた︒さうして︑その上

のまに用意しておいたものか︑たくさんの

七697園正男くん︑わかったつて︑ほんたうにわ

七693園

七68！0

七682圓

七6710

いい考へが浮かんだ︒﹂さもうれしさう

まる︒急に思ひついたらしく︑手をうつて

つと長くのびてみたのに︑今見ると︑こ

ら︑三日ばかりたったある日︑正男さんが

國旗掲揚皇

けいやう

︑千早城も危く見えた︒すると︑正成は︑

七612

賊は何千人か死傷した︒賊が︑千早城一つ

七698園か︒﹂正男﹁わかった︑ほんたうにわかつ

七697囹

七609

七483 をこいで錦って行った︒十

七613

うらうの道をふさいだので︑賊はすっかり

七481園 だ︒あの笛を聞いたら︑わるいことなん

七531 人や︑積荷をしてみた人たちは︑これを合

七613

︑賊はすっかり弱った︒百人逃げ二百人逃

七6010

七5410 わからなくなりました︒それでも︑みんな

七615

七482園 んかできなくなった︒﹂海賊どもは︑そ

七554 とりで走り始めました︒さあ︑これから︑

七615

機械

七555 てい蹄って行きました︒右の方に︑林のや

ほんたうにわかったのか︒﹂正男﹁わかつ

七562 口の防波堤へ來ました︒あれを越すと︑き

ほんたうにわかった︒﹂春枝﹁どうずれば
七698囹
ます︒﹂勇﹁わかった︑やっとわかった︒
七715園
七715園た︑やっとわかった︒﹂春枝﹁どうなるの
七717園長さと同じになった時刻は︑あの國旗挙
七724囹ところに氣がついたな︒﹂花子﹁ほんたう
七727園ようし︒﹄といったら︑國旗掲揚奎のか
七732園十四センチになった時︑知らせてくださ
七734園センチになりました︒﹂
せみ
七756圃くろぐうと︑茂った夏草︒木立には︑蝉
七773国れて︑きみから來た手紙を渡された時は
七773團來た手紙を渡された時は︑ほんたうにう
七774團うれしく思ひました︒をぢさんや︑をば
七779團たづけて︑かわいた手拭で︑からだが赤

器に︑山もりにした御飯を︑見るまに平
七7910團

七931

た︒﹁あっ︒﹂と思ったその時︑空と水がひ

高足で皇をけりました︒﹁あっ︒﹂と思った

をじっと見つめました︒﹁えいつ︒﹂といひ

と︑山本くんがいったので︑今度は︑下を

七933

七9210

七935
七938

の上で笑ってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と聞きま

七936中へもぐってゐました︒水の上へ顔を出す

かった︒うまかったよ︒﹂とほめてくれ

よかった︑よかった︒うまかったよ︒﹂

二人は︑﹁よかった︑よかった︒うまか

七939園び方は︑どうだったい︒﹂と聞きますと︑
七941圓
七941園

﹂とほめてくれました︒ぼくは︑とびこみ

七889わくちやになってみた羽が︑みるみる延び
七905べて泳いで行きました︒とびこみ垂の中段
七907こみの練習をしましたが︑本田くんの方が
七907くんの方が上手でした︒上のいちばん高い

七861いつ︑どこで生まれたのでせうか︒夏の末
七882て來ます︒もう残ったところは︑腹の下の
七887が︑やがて起き直ったと思ふと︑からだは

七987

七986

七985

七983

七981

七981

七981

七979

七978

田977

に居間へとって返した︒たんすをあけて︑

といつしょに庭へ出たが︑はげしい震動が

お書の食事中であった元帥は︑家の人々と

いてい落ちてしまった︒ちやうど︑お書の

︑古い木造建であった︒はげしい震動に︑

︑どんな倉持であったらう︒東郷元帥の家

た家の下敷きになった者は︑どんな玉肥で

をした者や︑つぶれた家の下敷きになった

︒まして︑けがをした者や︑つぶれた家の

命からがら逃げ出した者も︑しばらくは︑

生きた氣持もなかった︒命からがら逃げ出

うやしく勅章をつけた︒﹁︿略﹀︒﹂といふ家

に︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒ひきつづき起る十

︑赤坂離宮へと急いだ︒戦時︑大正天皇は

︑日光にいらせられた︒元帥は︑赤坂離宮

て︑聞き入れなかった︒自分の家を焼くの

帥は︑家に残ってみた人々を指圖しながら

小屋が見るまに焼けた︒元帥は︑家に残つ

が︑元帥の心であった︒火は前後二回おそ

くものす

一安心したやうでした︒今度は︑前の方の

は︑ほっと一安心したやうでした︒今度は

木にたどり着きました︒くもは︑ほっと一

かふへ渡り始めました︒さうして︑風にゆ

かしたりしてゐましたが︑やがてそれを傳

の枝にくっつきました︒くもには︑それが

んたうにきれいでした︒そのうちに︑この

ルぐらみになりました︒何十本とも知れな

を引き出し始めました︒糸は︑一センチ︑

しろくなって來ました︒くもは︑やがて後

糸を引いておりて來たのです︒さうして︑

は︑びっくりしました︒見ると︑くもは︑

ぶらさがって富ました︒私は︑びっくりし

最後まで無事であった︒二十一

つて︑消しとめられた︒かうして︑家は最

の指圖と︑集って來た人々の働きによって

火は前後二回おそったが︑元帥の指圖と︑

つから防火につとめた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑人々

ち元帥の家をおそった︒まつ︑自動車小屋

方へかけつけて行った︒ところが︑火はた

火は近くの家に起つた︒元帥の家の人々は

庭の中央に安置された︒やがて︑火は近く

に︑又略﹀︒﹂と命じた︒お里下は︑庭の中

うに火災が起ってるた︒錦るとすぐ︑元帥

あげて︑自宅へ錦つた︒そのころ︑東京市

らつしやるのを拝した元帥は︑胸をなでお

をお見まひ申しあげたのである︒虐政殿下

110108741975298543329421109876321098
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七941園

七942

三日月が︑ゆらゆ

七943方へ泳いで行きました︒十九母馬子馬
たび︑水にうつった

東大震災の時であった︒﹁ドドッ︒﹂といふ
かはら
家は︑一度に震動した︒瓦が落ちる︑窓が

七962圏
七974

家もずるぶん多かった︒市民は︑まったく

七972

七976

七909くんがとんでゐました︒からだをぴんとの

七988

出し︑手早く着かへた︒さうして︑胸には

七977民は︑まったく生きた氣持もなかった︒平

七912かにも愉快さうでした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑本田

七989

無事に終りました︒﹂といふ心持で︑﹁
七811團園
七823團入れのよくとどいた小銃が︑行儀よく並
七826国ていねいにたたんだ軍服や︑背嚢などが
七836国なか骨がをれましたが︑だんだんなれて
七847團九時前になりました︒ぢき消燈ラッパが

七914本田くんがいひましたので︑いちばん上の

七994

くんしやう

七915 へのぼって行きました︒とばうと思って下
七916やうな心持がしました︒頭の上では︑夏の

七997
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七9810

七922本田くんがいひました︒﹁よし︒﹂といって

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七

105

831

た一た

た一た
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七回5 んと張り渡されました︒くもは︑この上を

七価4 んまつ直になりました︒かうして︑雨どひ

早上3 ︑今までたるんでみた糸が︑だんだんまつ

七価3 方へたぐり始めました︒すると︑今までた

七二8

親筆4

本業3

首柵1

七半9

びたびかけ合ひました︒ノイツは︑﹁︿略﹀

︒彌兵衛が腹を立てたのは︑それがためで

牧させてしまひました︒彌兵衛が腹を立て

積んで︑毫湾に着いた時︑オランダの長官

いやがらせをしました︒彌兵衛が︑末次船

七月5

七㎜4

口留2

七口1

七佃9

七佃7

ッパが鳴り響きました︒オランダ兵士が︑

七型10

ダ兵士が︑弾をこめた銃を持ってかけつけ

して急を知らせました︒たちまち︑城内に

ました︒その室にみたオランダ人が︑逃げ

の胸に突きつけました︒彌兵衛の部下も︑

イツに組みつきました︒彌兵衛は︑かた手

七梛5 かくれてしまひました︒日が落ちたあとの

七柳4 ︒櫛ほどになりました︒あ︑とうとうかく

七梛2 地平線にかかりました︒ずんずん︑沈んで
くし
七m4 いに半圓となりました︒櫛ほどになりまし

七描5 かとろとろと︑とけた物が動いてみるやう

七描4 ころです︒焼けきった鐵のやうにまっかで

七塚7

七価6

七型3

七里2

七価1

七衡1

七M8

七子3

七里2

飾りたいと思ひました︒もし蹄れないなら

たくありませんでした︒何とかして︑日本

彌兵衛たちを怒らせたかわかりません︒彌

したこともありました︒オランダ人の足が

で︑彌兵衛に面署したこともありました︒

つの椅子の背にのせたままで︑彌兵衛に面

日が過ぎて行きました︒ノイツは︑武器や

までずるぶん苦しんだことがあります︒し

︑彌兵衛は答へました︒そのころ︑南支那

碧空9 んばんをつづけました︒とうとうノイツは

七梱8 ノイツをしばりあげたままで︑長い間だん

七伽7 撃つことをやめました︒それから彌兵衛は

七型6 ランダ人にいひました︒兵士は︑仕方なく

七伽5 ツは︑かけつけて來たオランダ人にいひま

七里3

七伽1

七型9

七㎜6

あたりをにらみました︒又略﹀︒﹂目を白黒

の首に刀を突きつけたまま︑﹁︿略﹀︒﹂とい

かつて撃ちこみました︒彌兵衛は︑ノイツ

てかけつけて來ました︒﹁ドドン︒﹂兵士た

下も︑刀を抜きました︒その室にみたオラ

七塒7 る仕事をつづけました︒私は︑くものりか

七備9園︑武器を積んで來たのか︒﹂と彌兵衛を

七梛6 ひました︒日が落ちたあとの空は︑なんと

ダ人と職って︑死んだ方がましだとさへ思

七伽10

夕日

七十8 感心してしまひました︒晩になって︑また

築堤7 せう︒今︑日が沈んだばかりのところがら

七価8

しだとさへ思ひました︒彌兵衛は︑部下の

七価10 な網ができてゐました︒二十二

七柵7 ところがら︑さし出たいく繋筋のこまかい

七価10

上価8

七㎜5圃 どこまでも さえた空だ︒たたけば︑か

七描2

七冊1

は︑だまってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂ノイツは

だやかに申し出ました︒﹁︿略﹀︒﹂ノイツは

七価10

の者がそばにるました︒彌兵衛は︑まつお

後の面會を求めました︒その時︑ノイツは
つうやく
城外の別館にゐましたが︑通課や︑そのほ

八66 ますが︑今年生まれた子燕が︑たくさんま

八56圃 昔の人はどう見たか︒日本町に ふけ

七里7

七悩5

七梱4

七捌2

の間に響き渡りました︒もくろく

湾の港を出航しました︒﹁ヤヒヨ亀田ドノ﹂

日本船は︑受け取った荷物をいつぽい積み

すことを約束しました︒敷日ののち︑彌兵

くし

七二9 す青に︑ぼかしあげたやうです︒あちらこ

七子3 ︑たまりませんでした︒垂溝は︑明治以來

七備5

つめ寄っていひました︒このやうすを見て

わうへいに答へました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑彌兵

たびたび没黙してみた荷物や︑武器・船具

七斯10 に︑眞綿を引き延したやうな雲が︑金色に

七柵4 本の領土になりましたが︑今から三百二十

七宙2

七解7

七五6

も︑氣味わるく思ったやうですが︑わざと

が︑びっくりしました︒ノイツも︑氣味わ

すを見て︑そばにるたオランダ人たちが︑

八94 中には︑今年生まれた子燕がたくさんゐま

八86 ふことがわかりました︒しかし︑燕はもつ

八86 しをつけて︑はなしたものだといふことが

八84 の板がついてゐました︒それによると︑埼

八84 ︑日本の文字を記した︑小さな金属の板が

八83 が燕をつかまへました︒すると︑その右の

たかさご

七柵6 まってゐませんでした︒今日︑高砂族とい

七子5

七型8

吐き出すやうにいったあとで︑﹁︿略﹀︒﹂と

八97 六年目秋のことでした︒ヨーロッパのある

ぼうえき

七柵10 ︑貿易をしてゐました︒したがって︑その

七柵7 みるだけでありました︒その以前から︑日

七栩5︑たくさんありました︒濱田彌兵衛は︑長

七佃1

＞︒﹂とつけ加へました︒彌兵衛は︑じっと

八99 燕が︑急に落ちて來たことがあります︒そ

七三2 そこに城を築きました︒さうして︑日本船

︑雨が降り績きました︒をりから南へ飛行

さい

七川9 支那へ通ってゐました︒ところで︑そのこ

七島3

︑がまんも何もあったものではないと思ひ

ノイツを見つめました︒もう︑がまんも何

七四4 梯ふことを命じました︒いはば︑新参者の

脚註4 渡ったりしてゐました︒垂湾に住んでみる
なが

七川10 つこりと七七へ現れたのが︑オランダ人で

七湘5

七三4

八101
七禰5

ではないと思ひました︒﹁ようし︒﹂と叫ぶ

七襯6 じゃまあっかひにしたのです︒日本人は︑

七洋7 か承知しませんでした︒そこで︑オランダ
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たいへんなことでした︒九月の末から︑十

國へ送ってやりました︒何しろ興言といふ

八2310團
むころになりました︒夜は星が美しく︑

支那町を見に行った時︑おもしろいかん
八233團
八233團んが見つかりました︒赤い布ぎれのふさ
八234團れのふさをつるしたものですが︑何のか
八235團 ︑そばで遊んでみた満人の子どもにたづ
八238国り教へてくれました︒朝夕ひえびえとし

から南へ飛行中だつた燕は︑食にうゑ︑つ

機で︑何回にも送ったといふことです︒昔

八2410団︑旅順へ行きました︒旅順は︑どこへ行

八242團取ってしまひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑一年
八244団︑みなさんが讃んだ歌のとほりだと︑つ
八245国つくづく思ひました︒この春︑私がこち
がん
八246国 ︑私がこちらへ果たころは︑雁も北へ行
がん
八246国
雁も北へ行きましたが︑今は︑南へ南へ

青々と植ゑつけられた夏の荒田を︑思ひ浮

ることがわかりました︒ただ︑あの小さな

家の軒下で巣を作った燕が︑來年また︑同

す

物を與へてやりました︒さうして︑つかれ

は︑このつかれはてた鳥を拾ひ集めて︑暖

きなくなってしまったのです︒そこで︑そ

ちらりと燕の姿を見た人は︑きっと﹁︿略

今日︑始めて燕を見たよ︒﹂といって喜び

いそいそと鋸って來た燕を迎へる人の心は

日光を受けて︑育つた果物です︒私たちが

みるものに︑よく似た植物に生る果物です

10

でだいじに育てられた木に生るのと同じこ

て︑舞姫を集めました︒十二人のうち︑十
一人まではありましたが︑あとの一人があ
よからうと︑申し出た者がありました︒頼

1

ままもぎ取ってたべたら︑みなさんはきつ

し出た者がありました︒頼朝は一目見た上
した︒頼朝は一目見た上でと︑萬壽を呼び・

2

も︑カンナでも作った畠のやうな感じがし

萬壽を呼び出しましたが︑顔も姿も︑美し
しく上品に見えましたので︑さっそく舞姫
そく舞姫にきめました︒豊野は︑式年やう
はいちばん年若でした︒奉納の廿日は︑頼
人ともなく集りました︒一番︑二番︑三番
がめでたくすみましたが︑そのうちで︑特
ちで︑特に人のほめたのは︑五番めの舞で

3

八368囹本一のできであった︒お前の國はどこ︑

︑あの萬壽姫であったのです︒明くる日︑

の五番めの舞を舞ったのが︑あの萬壽姫で

いっしよに舞ひました︒その五番めの舞を

は︑五番めの舞でした︒この時には︑頼朝

4

大きな︑ばせうに似た植物が︑きちんと行
︒古い株を切って出た芽は︑それよりも早

35

35

に︑かざってあった菊の花を見て︑ふと

八

35

36

とを思ひ出しました︒去年の今ごろ︑學

ノ、

35

36

の花を罵生しましたね︒私の送ってあげ

ノ天

35

36

ノ＼

︒私の送ってあげた大連の給はがきや︑

35
ノ、

35
八

36

ノ天

いつながりがあったわけです︒こちらへ
すっかりなれました︒町には︑いくつか

の給はがきもあったでせう︒あの下を何
を何度も通りました︒白いふさになった

109755443311
35

35

ノ天
ノ、
ノ、
ノ、

35

35
ノ叉

35

ノ、
ノ、
ノ天
ノ、

て︑すくすくと育つた壷湾のバナナは︑か
だん
ふは︑明治節でした︒講堂の壇に︑かざ

匪〕国團團里国匿∋團〔壬〕匪〕

八251團はげしい戦があったとは︑どうしても思
八256国るやうに思ひました︒旅順の給はがきを
八257国きを別に送りましたから︑みんなでこら

あの家の軒下に作った古巣が︑なつかしい

54374765446753869886531419765432
︒白いふさになった花の咲くころは︑よ
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八八
4141 41 41 41 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3了 3了 37 37 37 3了

︿略﹀︒﹂といひました︒萬壽は閉る恐る︑

︿略﹀︒﹂と申しました︒これを聞くと︑早

細めにあいてるました︒うばを門のわきに

のらうをたつねました︒八幡様のお引合は

御殿は人ずくなでした︒萬壽は︑その夜ひ

びは︑どんなであったでせう︒それからま

ました︒これを聞いた無帽のおどろきと喜

く略﹀︒﹂と答へました︒これを聞いた萬望

︿略﹀︒﹂と申しました︒わけをたつねます

小さな門がありました︒そこへ召使の女が

︑力を落してゐました︒ある日のこと︑萬

にかはいがられました︒さて子馬は︑だれ
︑氣をつけてゐましたが︑十日たっても︑

引き受けるやうにしたので︑萬壽︑萬壽と

したいと願ひ出ました︒かげひなたなく刃

やく鎌倉に着きました︒まつ鶴岡の八幡宮

をさしてくだりました︒二人は︑野を過ぎ

木曾に住んでゐましたが︑風のたよりにご

になる娘がありました︒それが萬壽姫で︑

へ入れてしまひました︒唐糸といふのは︑
︑この女のことでした︒唐糸には︑その時

刀に見おぼえがあった頼朝は︑さあ︑この

けられてしまひました︒その刀に見おぼえ

身はなさず持ってるた刀を︑見つけられて

を送ってよこしました︒光盛の娘は︑その
︑頼朝をねらひましたが︑少しもすきがあ

曾の家に傳はつてみた︑大切な刀を送って

へ知らせてやりました︒すると︑義仲から

頼朝に仕へてるました︒この娘は︑頼朝が

には深い事情があったのです︒それより一

寒はさっと愛りました︒攣るも道理︑これ

85110107421087631109876543221086652

姫は中へはいりました︒月の光にすかして

109

833
た一た

糸を出してやりました︒二人がたがひに取
︑うれし泣きに泣いた時には︑頼朝を始め

ことになったのでした︒親を思ふ孝行の心

姫に出ることになったのでした︒親を思ふ

をなぐさめてゐました︒さうして︑その明

のうちに明かしました︒これからのち︑萬

取りあって泣きました︒やがて︑うばも呼

石のらうがありました︒正油がかけ寄って
かうし
うの中から申しました︒通流は︑格子の間

八田8

八513

八508

八508

八507

八506

八506

八503

八499

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒それで︑またみん

あ︒﹂といふ者もみた︒すると︑先生は︑

しっかりと結びつけた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑思は

れを胴艦にとりつけた︒主翼も尾翼も︑し

やうどきちんとできたので︑それを胴艦に

つてしまった者もみたやうだ︒私は︑ちや

ひごを折ってしまった者もみたやうだ︒私

つかしい︒ただ曲げただけでは曲らない︒

しっかりと結びつけた︒結ぶ糸の敷にも︑

八525

れども︑できあがったのだ︒私は︑そっと

と︑ぴんとはりあげた︒少しぬれてみるけ

みんなは静かになった︒やっと︑ぴんとは

少しつっぱって行った︒その時︑もうだれ

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒三

やっと骨組ができた︒﹂と︑思はずそれ

頼朝を始め居あはせた者に︑だれ一人︑も
八525

八523

八509園

頼朝は︑唐糸を許した上に︑下塵には︑た

者はありませんでした︒頼朝は︑唐糸を許

のはうびを與へました︒親子は︑うばとい

八527

八526

そっと翼をなでてみた︒何ともいへない︑

んで木曾へ錦りました︒九 林の中
八527

﹂と︑先生がいはれたので︑みんなは聲を

︑おべんたうをたべた︒四

なは聲を出して喜んだ︒道具は︑小刀・は

の風が少し吹いてみた︒ほんたうによいグ

﹂と︑先生がいはれた︒私たちは︑めいめ

は︑さかんに飛ばした︒私も飛ばしてみた

八5210

八534

た︒私も飛ばしてみた︒飛ぶ︑飛ぶ︒二十

八532
八535

いた︒白い紙をはった︑いかにも飛びさう

︒﹁︿略﹀︒﹂といはれたのには︑おどろいた

八536

一を見せていただいた︒白い紙をはった︑

たのには︑おどろいた︒私たちも︑あんな

はくしゅ

も一二に飛んで行った︒私は自分で拍手を

られて︑上へ向かったかと思ふと︑横へ傾

と︑胸がわくわくした︒一機が風にあふら

︑たった二機になった︒みんなが︑﹁わあ

散らしたやうであった︒その中を︑私のグ

びらを︑まき散らしたやうであった︒その

ライダーを持ちあげた︒﹁用意Ilどん︒﹂

そちらへ走って行った︒﹁︿略﹀︒﹂私たちは

︑﹁集れ︒﹂といはれたので︑私たちは︑み

︑なほかはいくなった︒先生が︑運動場の

私は自分で拍手をした︒走って行ってグラ

はくしゅ

八537

八557

八556

八554

八551

八551

八548

八543

八542

八539

八538

のを作るのかと思ったら︑なほうれしくな
︑なほうれしくなった︒それから︑グライ

を︑教へていただいた︒胴髄︑その先端に

﹂と︑先生がいはれた︒きちんと作るため

しをつけてくださった紙に︑かくことにし

紙に︑かくことにした︒穴と穴とを結びつ
なグライダーであった︒二
よ製作にとりかかった︒みんなは︑一生け

八八八八八八八八ノ、八八八八八八八八八ノ三八八八
59 59 59 59 59 59 58 58 58 5了 5了 5了 5了 56 56 56 56 56 56 55 55 55
ノ、
ノ、

傾いて落ちてしまった︒私のがまだ飛んで

まにか消えてゐました︒三

大演習

人もありませんでした︒たき火も︑いつの

いっぱいになりました︒拝観の人々も︑今

います︒それを辞した時︑私たちは︑何と

お出ましになりました︒最敬禮をしてから

向わかりませんでした︒やがて︑野外統監

つて走るのを見ました︒職のやうすは︑一

けて行くのを見ました︒騎兵が︑土をけつ

ちは辞観してゐましたが︑どこで大砲を撃

てるる人もありました︒野外統監部を遠く

とうかん

首をうづめてるました︒中には︑たき火に

てるます︒昇観に來た人々は︑皆外たうの

いやうな氣がしました︒けさは︑寒い北風

てて︑飛んで來ました︒ときどき︑あたり

の葬観に出かけました︒飛行機が勇ましい

で︑銃聲が聞えました︒私たち女子の組も

時ごろまで働きました︒二

と汗で︑眞黒になった兵隊さんが︑﹁︿略﹀

へ押しかけて來ました︒天略﹀︒﹂といたは

﹂と號令を掛けました︒兵隊さんは︑やれ

兵が近づいて來ました︒ちやうど接待所の

皆とび出して來ました︒績いて︑歩兵が三

さんの戦車が來ました︒ものすごい地響き

手傳ひに來たのでした︒やがて︑また︑ご

接待所へ手鑑ひに來たのでした︒やがて︑

の前を通り過ぎました︒軍隊が︑今夜この

ひづめの音がして來たと思ふと︑騎兵の一

名をつけることにした︒十一

﹂と大きな聲で叫んだ︒私は︑このグライ

て行って︑地に着いた︒みんなが︑コ禺歳︒

で行く︒涙が出て來た︒まもなく︑静かに

886521087310 98643195196539976311098
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60

尾翼などである︒見たところ︑そんなにむ

1

ノ、

が︑大切だといはれた︒﹁︿略V︒﹂と︑先生

2

60

60

61

61

八、八
八
八
八

いいかげんにやったのでは︑決して飛び
八487囹
48

八

圖をかくことになった︒これはたいへんむ

ノ、

48

5

61

61

61
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49
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八621校から蹄って來ました︒すると︑もう兵隊
八623がいたりしてゐました︒お湯からあがって
八624園 つて︑﹁生き返ったやうだ︒﹂といって
八627かわかしてあげました︒夕食後︑兵隊さん
八629ろいお話を聞きました︒おとうさんも感心
八6210﹁
園自分の行ってみたころとは︑すっかり
八6210は
園︑すっかり攣った︒進んだものだ︒﹂
八6210か
囹り愛つた︒進んだものだ︒﹂といひま
支度をしてあげました︒おばあさんは︑つ

さして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑たかの

のやうに飛んで行った︒寒い夕空をものと

八781

八778 一本杉のそばであった︒ぼくたちは︑ルッ

八777 は︑ちやうどよかった︒集合地は︑村はつ

八782園

︒﹁みんなそろったね︒さあ︑出かけよ

ながら︑そこへ集った︒﹁︿略﹀︒﹂と︑野田

と︑たかの一群を見たので︑すばやく低空

とある木の枝に止った︒ちやうどその時︑

ばらく飛び導けてみたが︑とうとうたまり

その腹部をつらぬいた︒この重い傷にも屈

八789 ながらのぼって行った︒スキーの雪をすべ

八786 ずるぶん列が長かった︒だんだんのぼり坂

八786 あひでは一列になったので︑ずるぶん列が

八785 ︒初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列

八784 なのあとから來られた︒初めは二列で進ん

どその時︑附近にみたわが兵が︑これを見

すばやく低空に移った︒すると︑今度は敵
︑一せい射撃を受けた︒一再は︑鳩の左の

兵が︑これを見つけた︒つかまへようとし

八795 めいにのぼって行った︒松林の中を通って

八794 のぼれ︒﹂と叫ばれた︒この聲にはげまさ

その夜︑どこで休んだことであらう︒明く

いてるた︒弱りきったこの小さな傳急使は

あがった︒飛び去ったあとの木の枝には︑
︑赤い血がついてみた︒弱りきったこの小

八804 よ︑スキー場に着いた︒いかにもすべりよ

八803

八798 兎︒﹂と大筆に叫んだ︒見ると︑大きな兎

ひろげて飛びあがった︒飛び去ったあとの

の鳩舎にたどり着いたのである︒大石橋守
︑手あつくかんこしたが︑任務を果して氣

取扱兵の手にだかれたまま︑つめたくなつ

を果して氣がゆるんだのか︑鳩は︑取扱兵

八799

込んだところであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑野田

で︑急に一箪を出した︒いよいよ︑スキi

メートルほどのぼった時︑ぼくが︑﹁︿略﹀

たてるやうにいはれた︒百五十メートルほ
八81一

が︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑野田先生

八8010

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒ぼくたち三四人は

八816 一文字にすべりおりた︒すばらしい早さに

八813

八819 雪煙が立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降

八815

春來たときは

川土手

めたくなってしまった︒十三

の花が咲いてみた︒ゆらりゆらゆら︑
土手の草︑

八826

八827 へとのぼって行かれたが︑二百五十メート

うつってた︒夏來たときは

八828 十メートルものぼったところで︑杖をあげ

高かった︒ちらとのぞいた

︒ちらとのぞいた大川に︑モーターボ

せいより

八829 ﹂といふ合圖をされた︒ぼくたちも︑みん

八8210振って︑それに答へた︒野田先生が先に︑

八833 もう目の前へ來られた︒はげしい制動を掛

すすき原︑

飛んでみた︒さやさやさやと

んぼが

﹂と︑だれかが叫んだ︒みんなそこへ行く

おりてはまたのぼった︒ジャンプ塁では︑

八834 先生の笑顔が浮かんだ︒それからぼくたち
山のスキー場へ行った︒前の日に︑こな雪

は底まで澄んでみた︒今は枯草︑川土手

が走ってた︒秋來たときは

ーボートが走ってた︒秋來たときは

す

雪煙が一度にあがった︒先生は二人とも︑

八821 ︑次々にすべり始めた︒思ひ思ひに︑スキ

八836

土

八8310

帆かげがうつってた︒夏來たときは

な雪がたくさん降ったので︑スキーをする

川土手に︑

八799松の中へ︑とび込んだところであった︒﹁︿

6了

八632 く略﹀︒﹂といひました︒明くる朝は早く起

はと

6了

ないやうにと︑焼いたするめや氷砂糖を︑

紙に包んであげました︒まだ明けきらない

町角まで見送りました︒皆が︑﹁萬歳︑萬

叫びながら行きました︒私たちは︑その勇

きうしや

でも見送ってゐました︒十二 小さな傳穿
はと

鳩舎へ︑血に染まった一羽の鳩が︑飛んで

きんしう

羽の鳩が︑飛んで來た︒取扱兵が︑すぐだ

が軍が︑つれて行った鳩であった︒信書穿

7531765418631110108665442211976542
6了

6了

匿到圃匿圓囲〔調〔調匿三号匿副耳副

れて行った鳩であった︒信書管は血にまみ

った︒錦州へ向かったわが軍は︑三十日︑

つて︑はげしく戦った︒早くこのことを︑

は空高く舞ひあがった︒二三回︑上空に輪
をゑがいて飛んでみたが︑すぐ方向を見定

66

66

66

66

66

66

6了

6了

67

6了

6了

6了

6了

67

68

68

68

68

68

錦州へ向けて出駕したわが軍が︑つれて行

9

69

息もたえだえであった︒錦州へ向かったわ

1

2

69

隊へ知らせようとしたが︑電信も電話も︑

1

目で空を見あげてみた︒職の眞最中に︑鳩

の右の足にとりつけた兵は︑しばらく鳩の
︑途中の無事を祈った︒小さな傳令使は︑

つた︒通信紙をつめたアルミニュームの管

たよるほかはなかった︒通信紙をつめたア

敵のためにごはされたので︑通信は︑ただ

八 八 八 八 八
65 65 65 65 65 65

3

69
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八
66

4

69
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91

だは︑ちうに浮かんだ︒爾手をひろげて高
︑思はず手をたたいた︒今度は︑野田先生

して︑すべり出された︒すばらしい早さだ

﹂と︑だれかが叫んだ︒﹁野田先生︒﹂と︑

﹂と︑だれかが叫んだ︒四十メートルも空
︑地上の人となられた︒お書になったので

られた︒お書になったので︑雪の上で︑樂

いおべんたうをたべた︒午後は︑先生につ

方を教へていただいた︒至りは︑村までく
ひろせ
んたうに愉快であった︒十七 廣瀬中佐

騨に近づくと︑晴れた日でも︑空がどんよ

がどんよりとくもったやうに見えます︒そ

業都市として獲達したのです︒水の都です
くし

ら南からかけ渡された橋ばかりでも︑二十

さんの串でさし通したやうになってゐます
とよとみひでよし

が︑大川をめぐらした眺めは︑いかにも大
てんしゅかく

す︒豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興され

工さんは︑張りつめた氣持で︑機械が運轄
めてゐます︒かうした仕事がもう一度くり

しかし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大

鏡のやうにかがやいた︑砲弾の通る路がで

すっかりできあがったとはいへません︒こ

のせる︑鋼鐵で作った皇もいります︒砲揮

作られます︒作られたものは︑最後に︑職

の上にとりつけられた︑小がたの封冊車砲

へ︑お参りをしました︒寺院の中は︑もう

落ちて行くころでした︒ガリレオといふ學

す暗くなってゐました︒ちやうど今︑番人
︑ランプに火をつけたばかりのところでし

ばかりのところでした︒天井からつるして

オの心をとらへました︒﹁おや︒﹂と思ひな
︑じっと見つめました︒つるしたランプは

つめました︒つるしたランプは︑静かに左
ために︑手でさはったからです︒ガリレオ
レオがふしぎに思ったのは︑そのランプの
﹂しばらく考へてるたガリレオは︑やがて

ランプの動き方でした︒左から右へ︑右か

つとびっくりしました︒中へはいって︑ま

って︑まつ目についたのは︑室の窓ぎはに

みるガラスの箱でした︒きれいな海の水が

中にはいってゐました︒ぼくは思はず︑﹁︿

にいさんがいひました︒すきとほるやうな

ぢやく﹂でありました︒ひのきの葉のやう

やうに美しい形をしたのは︑﹁いそぎんち

そばな﹂でありました︒小さなきんせんく

ぼやぎ﹂でありました︒﹁くらげ﹂もみま

﹁くらげ﹂もみました︒すきとほつた寒天

にいさんがいひました︒この室の中央に︑

ました︒すきとほつた寒天のやうなからだ

し﹂が泳いでゐました︒二千匹はみるだら

にいさんがいひました︒このたくさんの﹁

には︑ガラスを張った︑大きな窓のやうな

るるのが見られました︒﹁鯛﹂もみました︒

れと似て︑少し攣ったのが﹁はうぼう﹂で

輕快な戦闘機といったやうすです︒それと

きれいだと思ひました︒﹁あぢ﹂は︑水の
︑なかなか氣のきいた魚です︒延びれをす
せん
とは︑まるでちがった感じです︒輕快な戦

目もくれないといったふうです︒光線のぐ

が︑たくさんゐました︒﹁鯛﹂は︑なんと

た︒﹁鯛﹂もみました︒﹁あぢ﹂もみまし
︒﹁あぢ﹂もみました︒﹁かれひ﹂﹁たこ﹂
113

でもからだを横にしたまま︑くねって行き
︒﹁たこ﹂は︑攣った活動をします︒岩や

足をいっぱいに延したら︑三メートルぐら
︑いろいろこみ入った道具がついてゐます

大きなかにがゐました︒左右の足をいつば

こ﹂が泳ぎ始めました︒八本の足を一つに

のにはおどろきました︒﹁かれひ﹂は︑平

せんとう

114

城で︑近年復興された天守閣にのぼると︑

煙の立つやうになったのを︑たいそうお喜

うお喜びになりました︒大阪が︑水の都と

の脈を取ってみました︒やっぱりさうでし
︒やっぱりさうでした︒ランプが一回動く
打ちます︒おどろいたことには︑ランプの
つといふぐあひでした︒ガリレオは︑急い
いでうちへ象りました︒さうして︑糸でお

114

114

やうな大都市となったのは︑まことに︑尊

や︑重砲Ilかうしたいろいろな大砲は︑

みなさん︑考へてみたことがありますか︒

釜の中で︑白熱された鐵が︑どろどろにと

い柱のやうに延されたこの鐵が︑今度は起

となくやってみました︒おもりを糸でつる
︑このことを嚢忘したのでした︒それは︑
とを爽質したのでした︒それは︑今から三
な時計を螢明しました︒それは︑まったく
︑この卓見を慮落したものです︒つまり︑
械に︑振子を仕組んだもので︑これが振子
︑水族館へ行きました︒入口のそばに池が

298461071109752977753210443108759654
114

116

がたから取り出された︑大きな鐵のかたま

から︑猛士に焼かれた鐵の火柱が︑起重機

が︑起重機でつられたまま︑そろそろと外

かに止ります︒止ったとたん︑するすると

みる問に︑動いてみた鐵の火柱が︑静かに

かうしてきたへられた鐵の柱は︑今度は機

109
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109
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110

110
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11了

11了

11了
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八佃1 ︑ズ略﹀︒﹂と︑いったので︑二人とも思は

朝︑目がさめたのは︑五時過ぎであ

八⁝⁝1 きだしてしまひました︒二十二 母の日

八佃3

が︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑私は︑音のし

八㎜4 起きるところであった︒ねえさんが︑﹁︿略

八湘3 は︑五時過ぎであった︒ねえさんも起きる
八佃7

八佃8 きて︑着物を着かへた︒こんなに早く起き
八伽1 ぐに御飯をたき始めた︒私は︑飯皇を出し

度はすぐできあがった︒﹁︿略﹀︒﹂とねえさ

て︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑おかあさんは

さんにお見せになった︒おとうさんは︑﹁︿

ものをもらひました︒毎日の買物に持つ

だのぶなが

例になるやうになった︒明治の大御代から

林から伐採して奉ったことがあり︑その後

お

から伐り出されてみたが︑織田信長が︑木

天皇の御代に行はれた︒昭和二十四年は︑

ます︒すっかり耕した畠に︑大豆や︑かう

きなこと︑何といったらいいでせうか︑ふ

ます︒みどりがかったこずゑを延してせい

に廣い空を見︑澄んだ空氣を吸って︑湿掻

す︒れんげうの咲いたそばに︑子どもがよ

︑閉ぢ込められてみた人たちにとっては︑

ために︑しめてあった二重窓が開かれます
︑部屋の中のにごった空中が出て行って︑

空をよごしてゐました︒それが︑一度蒙古

中おせわになってみただんろや︑ペチカや

に動きます︒現れた時刻︑方向︑敵か︑

に︑飛行機が見えたら︑私たちの全神経

が︑眞綿を散らしたやうに飛んでゐます

︒水のやうに澄んだ空を︑雲が︑置綿を

かるい春が來ました︒水のやうに澄んだ

あさんにおつしゃつた︒二十三

今日はいい日だったね︒﹂と︑おかあさ
かんし
防空監視

な買物袋をさしあげた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑うれ

さんは︑ひもであんだきれいな買物袋をさ

略﹀︒﹂とおっしゃった︒最後にねえさんは

しらへた前掛をあげた︒おかあさんは︑そ

が︑自分でこしらへた前掛をあげた︒おか

をかいてくれましたね︒これはありがた

一枚の給をさしあげた︒﹁︿略﹀︒﹂次に︑私

﹂とにこにこなさった︒一郎さんが︑一枚

10984862716195117876109743227742108
圃〔i圓早宮圃 医】 医〕
曾
126

八㎜9 てるるやうに思はれた︒ねえさんは︑すぐ

﹁ああ︑さうだった︒﹂といひながら︑

﹂と大きな聲を出した︒﹁︿略﹀︒﹂といふと

八㎜3 おわんを並べたりした︒それから一郎さん
八椥5
八椥8園

日舞9 ︑目をこすって起きた︒水で︑じゃぶじや
八梱1園 はきをするのでしたね︒﹂と︑一郎さん
八悩2 つて︑外へ出て行った︒﹁ずるぶん寒いな︒

八号4 つて︑庭をはき始めた︒みんなが︑いっし
八悩6

八梱5 が︑いっしよに働いたので︑朝の支度はす
八梱9 ﹂とねえさんがいった︒庭へ出て見ると︑
八梱10 咲きさうになってみた︒それを折って來る
て︑びっくりなさった︒﹁︿略﹀︒﹂一郎さん

八擢3 ︑飯塁の上にかざった︒そこへ︑おかあさ
八拠5

八伽6囹 あ︑けさはどうしたのです︑こんなに早
が︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑おかあさんも

八三9園 んのお手傳ひをしたのです︒﹂といった
八旧1

八榴1 つとおわかりになった︒御飯の時︑おかあ

八旧4回すつかりしてくれたのですよ︒﹂とおつ
八旧8 ＞︒﹂とおほめになった︒その夜︑みんなが
八悩3 つて︑綴り方を讃んだ︒題は︑﹁ぼくのお
まんじゆのひめ

八桝5 の﹁萬壽姫﹂を讃んだ︒それからねえさん
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八桝4 ん﹂といふのであった︒私は國語の融離翻
八二6 ﹂といふ唱歌を歌った︒一郎さんがまた立
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もすべてえりすぐった良質のものである︒

職地の父から

九191團ず顔をなでまはした︒﹁︿略﹀︒﹂と思はれ
九194團れるほど日にやけた眞黒な顔に︑ぼうぼ
九196團
戦闘が一段落ついたので︑今日は久しぶ
九201團る心配はなくなった︒敵前上陸をして敵
九206團とはげましてくれた︒そのたびに︑から
九208団をすることができた︒朝夕︑武運長久を
九213国みる︒ひげをそったあとのさつばりした
九213團あとのさつばりした馬持で︑持物をせい
九214国 への手紙が出て來た︒たびたび激しい職
九215国たび激しい戦をしたのに︑よくもなくな

いつまでも響き渡った︒四

現れる︒伐り倒された御神木は︑用材の長

根もとへとぎすましたをのを︑はっしと打

って︑伐られて行った︒伐り方は古式にし

は︑さらに白衣を着た十四名のえり抜きの

しめなはでかざられた︑樹齢二百数十年に

じゅれい

御筆は︑かくて終ったのである︒しめなは

韻かに祭場を退出した︒内宮・外宮の御神

り始めの御開に移った︒奉仕員は︑をのを

めの場所へ集って來た︒やがて第二の太鼓

すら今日を待ってるた奉仕員たちは︑目に

場の東から南へかけた林の傾斜面は︑辞観

ん幕を張りめぐらした祭場は︑檜のあら木

まはじめ祭の行はれたところである︒みそ

の御神木を伐り出したみそまはじめ祭の行

ほんの入ロへはいったばかりなのである︒

ら山へ急く生ひ茂ったみどりの森林は︑つ

ばらくは︑切りそいだやうながけの下の青

きる心配がなくなったのである︒この神宮

められることになった︒以來︑神宮御造割

ものである︒かうした檜は︑一朝一夕に得
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九2210国 大雨が毎日きまったやうに降る︒はだか

九229国 りが急に暗くなった︒大雨だ︒スコール

九224国 ましさうに見てみた︒おとうさんの留守

九218團 ﹀︒﹂と︑そばにるた職友が︑おまへの手

九215團 もなくならなかったものだと思ひながら

九3410
うにかはいがりました︒兵隊さんたちとも

九345通課を命じられました︒その隊は︑この地
九346復奮工事に至りました︒隊長以下何百の將
九349のやうに活動しました︒隊長は︑自分の子

らわかりませんでした︒四
九3310

九334めて最敬禮をしました︒母は︑戸だなから
九336金事の前に立ちました︒親と子と﹁萬歳︒
九338き倒れてしまひました︒しばらくして顔を
九339 の後姿がちらと見えたきり︑あとは涙にぼ

九333窺眞の前に立ちました︒二人置︑萬感をこ

て町へ錦って志ました︒マライ人・支那人

園の中にかくれてみた住民たちも︑安心し
九389囹

九388園

なものを作りました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といつ

いろいろ考へてるたのですが︑とうとう

︑えらいことをしたものですね︒﹂ズ略

九351 ︑仲よしになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑兵隊
九383しいことを思ひついた時などには︑そのこ

九233團 コールの通り過ぎたあとには︑熱帯の盛

九222囲國 中湿生かと思った︒えらい子だ︒﹂と︑
る す

うにして讃み始めた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九234團 れて︑よみがへったやうになる︒おとう

九219国

九247國 ちが勝ちぬいて來た激職の籔敷の場面が

んを喜んで迎へました︒その中にたった一
九392園

九391園

うにおもしろかったよ︒﹂といって︑自

︑父はインド人でしたが︑母は日本人でし

兵隊さんもありました︒二

九409

九403

九399

手にわかってもらった時ほど︑うれしいこ

らない外罪人であったら︑いくら話してみ

ると︑話しかけられた人たちも喜んで返事

ンバンの町にはいった時のことです︒﹁皇

たちの目を引きました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁日本の

九394園

が︑母は日本人でした︒土地の學校へ通つ

九4010

んたうに愉快でした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

萬歳︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑聞く

も聞かされてゐました︒さうして︑毎朝母

九411

はやうすを攣へました︒さうして母親に︑

︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

母に同行を求めました︒娘のみるのを見て

九417

九416

九416

今まで氣つかなかった考への不足や︑感じ

更に︑ことばで話したことを文字で書き表

︑心の中で思ってみた時よりも︑はっきり

や心持がよくわかった時は︑同じやうに喜

へ︑文字に書き表したものは︑どこへでも

わかってみると思ったことでも︑話したり

表す場合には︑書いたものを何べんも讃み

だ︑ことばは︑思ったことを聲でいひ表す
九429

九423

九433

九427

︑子をだきしめました︒﹁おかあさん︒﹂母

娘を一間へ呼びました︒母は︑子をだきし

にほほずりをしました︒この子を今手ばな

︒﹂とせきたてました︒﹁︿略﹀︒﹂母はさう

静かに聞き︑書かれたものをくり返し讃ん

はよくかういひました︒三

むことにしてるました︒﹁︿略V︒﹂と︑母は
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九332 う一度母を呼びました︒母は涙をふいて立

九455

の海は︑油でも流したやうに静かである︒

九3210の上へつつぶしました︒﹁おかあさん︒﹂子 九443 に︑どんなにかざったことばで話しても︑

九325園たちがこの町へ來たら︑戸だなの中にあ 九442 つはりの心持を書いたのでは︑だれも感心
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めると︑どす黒かった海面が︑にぶい光線

る︒壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴
︒ちいさんがのぞいた︑あのかまから火氣

を見た︒眞赤に焼けた木から︑めらめらと

いて火のかげんを見た︒雪年に二けた木か

と︑ちいさんは思った︒源作ちいさんは︑

うすをじっと見つめた︒黄色な煙の中に︑

青々と茂ったみどりの梢に︑煙が

心の底まで清められた乗員は︑これから訓

一時間齢りも活動したあとであるから︑食

と︑洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲

けられるやうになったころ︑時鐘番兵がこ

門には︑銃を手にした番兵があたりを警戒

には︑望遠鏡を持つた掌信號兵が遠くを見

のやみに包まれてるた軍艦の壮大な姿が︑

のやうに活動してみた魚市場も︑ひっそり

箱を山のやうに積んだ貨物自動車が︑魚市

残して︑荷作りされた魚の箱を山のやうに

は︑近くの海で取れたあぢやさばが︑青光

る鯛が︑つやつやした櫻色のはだに︑むら

ぴちぴちとはねてみたやうな︑六七十セン

きの上を︑鉢巻をした若者が︑大きな魚を

ぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急ぎで岸

な︑まるまると肥えたまぐろ︑細長い魚雷

くの海から取って來た敷々の海の幸を︑漁

ぎやかに︑日にやけた漁夫たちが︑遠くの

うに︑今はいって來たばかりの漁船をめが

が︑港へはいって來たのをきっかけに︑二

す︒帆柱に旗を立てた漁船が︑港へはいつ

海の上をおほうてるたもやも消えてなくな

から立ちのぼってみた白いもやが︑薄れて

に︑今まで眠ってみた港の船が︑急に目を

9432964581027635110106510854386631107
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た炭を外へ取り出した︒﹁︿略﹀︒﹂と氣がせ

なめてやってゐました︒父もあとから以た

九786園 一︑子馬が生まれたよ︒﹂といひます︒

九8510囹
んだうを見てやったから︑北斗はりつぼ

九791 で︑母馬が︑生まれたばかりの子馬をしき

九788 馬屋へかけ込みました︒見れば︑うす暗く

九784 の花の咲くころでした︒ぼくが論旨から錦

間も祖父がいひました︒計略﹀︒﹂ぼくは︑

ちへっれて認りました︒北斗は︑ほんたう

遊んでみるやうでした︒九月に二歳頃まの

う仲よしになりました︒ぼくのみない時は

から放牧に出しましたが︑去年と違って︑

り馬らしくなりました︒今年も︑六月から

て運動に出かけました︒ぼくがかけ出せば
︑書しく運動しました︒二歳ごまになって

う深くなって來ました︒寒い冬の日でも︑

おひいそがしくなったのは︑そのころから

れるやうになりました︒からだの手入れを

屋へつれて遣りました︒いよいよ北斗は︑

しっかりして來ました︒さうして︑長い零

めき丈夫になりました︒足もしっかりして

遊びまはってゐました︒放牧に出してから

牧場へ行って見ました︒牧場には︑村のあ

はなすのがいやでしたが︑さうしないと︑

やることになりました︒ぼくは︑せっかく
︑せっかくなれて來た北斗を︑手もとから

はることもありました︒六月になると︑母

ぼくになれて來ました︒時には乳を飲むの

らしさうに眺めました︒大きな犬ぐらみの

﹂と教へてくれました︒子馬の名は︑北斗
︑北斗ときまりました︒一週間ばかりたつ

﹂と許してくれました︒ぼくは︑うれしく

らくだまってゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と許し

た︒父もあとから來たので︑ぼくが︑﹁︿略
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九741 のほの色をじっと見た︒それから︑おもむ
九743 ルもある︑土で固めた圓形のかまの上へそ
九743 上へそっと手を置いた︒かっとした火箭が
九744 を置いた︒かっとした火氣が手のひらを打
九745 らしてるるなと感じた︒どっかりと︑また
九747 て行くのを心に念じた︒二
九749 ら︑かまの口を開いた源作ちいさんは︑眞
九7410
た︒﹁うまく焼けたかな︒﹂と氣がせく︒

九7410 さんは︑眞黒に焼けた炭を外へ取り出した
九751園

九752 では︑どんなに焼けたかが氣がかりである
九753 である︒うまく焼けた時は︑とびあがるや
九754 かうと思ふ︒失敗した時は︑ひどく同論が
九756 ばかりの長さに焼けた炭の端を︑指の先で
九757 指の先でこすってみた︒堅くて︑うまく焼
畠758 火のまはりが悪かったのだ︒炭を取り出し
九7510 つこつとたたいてみた︒どこも悪くはない

九761 通じる口を︑ふと見たとたん︑おやと思つ
九762 とたん︑おやと思った︒木のやにがうんと
九764 は急に明かるくなった︒三
九766 道には︑丸太を並べた木馬道が︑曲りくね
九768 みる︒そりの形をした木馬に︑木を山のや
九772 のこぎりを持ち出した︒腰には︑毛皮で作

九7610 近くでぴたりと止った︒汗をふきふき︑ぢ

九772 腰には︑毛皮で作った小さなざぶとんのや
九774 をおろし︑切って來たばかりの木を︑一メ
九776 足しさうにひき始めた︒一本一本の丸太を
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九861囹
な二歳ごまになった︒この村に二歳ごま
九863園
骨組も丈夫になった︒﹂ぼくは︑祖父の
池865うれしいと思ひました︒二歳ごまの市が始

九783 の子馬です︒生まれたのは︑去年の春︑ち
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年半も手しほにかけた北斗といっしよにる

晴れた夜︑空を仰ぐと︑た

たいわん

九9710園
の流れが逆になったから︑みんな元氣を

を浮かしてみてくれた海が︑いくら力を出

り見えるやうになったころから︑今までか

何も氣がつかなかったが︑一本松がはっき

される︒遠くに見えた一本松が︑だんだん

うだと︑ぼくは喜んだ︒一本松を目當てに

て進む︒二列に並んだ列を︑まだだれも弔

た︒薄青く見えてみた海の水が︑いつのま

いと水の上へ浮かんだ︒風は吹いてみない
︑みんな元氣であった︒薄青く見えてみた

よ︑ぼくの番になった︒立ち止って︑手を

一人︑順に泳ぎ始めた︒いよいよ︑ぼくの

海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめたい

に海へはいって行った︒熱い海岸の砂をふ

斗七星とどうやら似た小さなひしゃく形に

大きな熊の形を考へたからです︒また︑北

の星を︑東へさし出た軒端にすれすれに當

目當てとなってくれたのは︑この星です︒

から︑夜︑道に迷った時など︑この星を見

さっきさがさうとしたのがこれで︑北極星

北斗七星が見つかったら︑その七つの中の

うどひしやくを立てたやうなかつかうにな

すを下に︑少し曲った柄を上に︑ちやうど

北より少し西へ寄った方に︑ますを下に︑

のやうな形に連なった美しい七つの星を︑

南の沖縄や皇湾でしたら︑ずっと低くなり
︒しかし︑かういっただけでは︑まだなか

おきなは

す︒北の北海道でしたら︑ほぼ眞中邊です

みます︒ちよつと見たところでは︑ほとん

るで寳石をちりばめたやうに美しくかがや

776518338769842107639766421106657
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︒﹁︿略﹀︒﹂と話された先生のことばが︑思

とそろって進んでみた列が︑だんだん早れ

だんだん早れて行った︒おくれる者︑列か

から三四人めになった︒さうなると︑先頭

けんめいで水をけった︒潮の流れはますま

い︒並んで泳いでみた小島くんも︑だんだ

︑だんだん弱って來たやうだ︒﹁︿略﹀︒﹂先

聲援がありがたかった︒ぼくは︑むちゅう

だか一人取り残されたやうな︑さびしい氣

うで腕と足を動かした︒ふと氣がつくと︑

に力を入れようとしたが︑力がはいらない

かすやうにして泳いだ︒一本松を見たが︑

泳いだ︒一本松を見たが︑まだかなり遠い

上から先生が叫ばれた︒ぼくは︑自分の弱

持が恥つかしくなった︒おくれたって︑ほ

やうに手足を動かした︒一本松が︑右手の

立ってるるのが見えた︒もう一息だと力を

う一息だと力を出した時︑ふしぎにからだ

方へ輕く進んで行った︒がけの下をぐるつ
︑今まで見えなかった島の裏側の海岸が︑

の海岸が︑見えて來た︒青々とした木が︑

えて來た︒青々とした木が︑鏡のやうに静

文字に白い線を引いたやうな砂濱が︑目に

やうのある氣のきいた虫は︑めったにない

子に欺くぱさと止った虫が︑やがて﹁︿略

うである︒ただ晴れた夜空に星がきらきら

九悩1

九悩1 ﹂といって頭をさげた︒母はそばからいつ

九旧9

九偽6園出て敵の首を取ったほど強いおまへのこ

弾でも受けて錦つた時は︑どんな氣がし

うど︑遠足に行った子どもの掌りを案じ

やったり︑よごれたところをきれいにし

行機がもどって來た時には︑どんな手入

りたいと思ってみたのです︒をぢさんは

す︒當番にあたった私が司二者になりま

居ていただきました︒をぢさんを園んで

九伽8 膳といふ荒武者がみた︒かれは︑鹿介をよ

九伽7 方にも知れ渡ってみた︒敵方に︑品川大膳

九伽6 ばしば手がらを立てた︒かれの勇名は︑み

九衡5 毛利軍に間まれてるた︒鹿介は︑戦ってし

九晒4

九伽2

九桝9 家を興すことを誓った︒さうして︑山の端

九悩7 まにか涙で光ってみた︒甚次郎は︑この日

九脳5園

せて來る︒成人したら︑一日も早く毛利

れまで戦ってくれた︑手がらを立ててく

単坐9 い相手とつけねらった︒名を械木上介勝盛

敷年は過ぎた︒尼子の本城である

だいぜん

たらぎおほかみのすけかつもり

したが︑撃ち落した敵機の敷だけ︑どこ

しで思ひ出しましたが︑撃ち落した敵機

か目じるしをつけたら︑いいぢやありま

話をうかがひましたが︑こんどは︑苦し

く︑飛行中に起つた故障は︑みんなこの

嗣子8

九時6

国包6

した聲で大音に答へた︒﹁︿略﹀︒﹂狼介は喜

﹂鹿介は︑りんとした聲で大音に答へた︒

九伽4園

九偽3

んぶと水にとび込んだ︒鹿介もただ一人︑

喜んでをどりあがった︒﹁︿略V︒﹂といひな

九搦2 鹿介の姿をちらと見た狼介は︑われ鐘のや

九楢2 てるた︒川をへだてた封岸から︑心眼の姿

を討ち取らうと思った︒ある日のこと︑鹿

十八機も撃ち落したのですね︒﹂正男﹁す

九椥2

九伽2 城外を見まはってみた︒川をへだてた封岸

る時間になりました︒これでおしまひに

九伽10

はよくわかりましたが︑をぢさんは︑や

九慌2 ︑流れを切って進んだ︒狼介は︑弓に矢を

揮幕をくぐり抜けたかしらと︑絶えず飛

中職をやったりした方がいいとは思はれ

九榔8

九三3 がへて鹿野をねらった︒尼子方の秋上伊織

抜いて切ってかかった︒しかし︑鹿介の太

あ︒﹂とはやしたてた︒占得は︑怒って弓

を︑ふつりと射切った︒みかたは﹁わあ︒

あきあげいおりの

尼子方の大胆と見た︒鹿の角に三日月の

鐘のやうな聲で叫んだ︒﹁︿略﹀︒﹂鹿介は︑

﹁よくわかりました︒ためになるお話を

九梛10

九178

九㎜4 介は太刀を投げ捨てた︒大男のかれは︑鹿

追ひつめられて行った︒﹁︿略﹀︒﹂かう叫ん

九協2

九髄1 風は更にするどかった︒いつのまにか狼介
︑改つた口調でいった︒﹁︿略﹀︒﹂甚次郎は

九旧1 月の前立てとのついたかぶとが︑かざって
九窩2

九偽1 てある︒兄は︑改つた口調でいった︒﹁︿略
︿略V︒﹂の聲を聞いた︒暑い日がやっと暮

︒命がけでほつたおかげですよ︒﹂

九槻8 れば︑母もそこにるた︒床の間には︑すぼ

母もそこ

がたうございました︒﹂

︑よくやってくれたなといひながら︑翼

ぜん

は︑﹁︿略﹀︒﹂と祈った︒一騎討

1を作って飛ばしただけでも︑うれしい

ばが一中はる十ししか話く 揮1がれ弾うや行りす來くうにで
れたよ職よ時湿たで目を よ幕をらまでどつ機た。て風の輕あ
てうくをく間機が思じう畏くを作をでも たがい當いがあくる
座こわやわにも ひるか行やくつ平平早早りもと番た るぱ。
敷ざかつかな撃撃出しが中つぐててつけ足 ど思にだ思氣さた
へいりたりりちぢしをひにてり飛てててによつつあきひのとだ
行ままりまま落落まつま嫁く抜ばくく錦行こててたま出き止晴
つししししししししけしつれけしれれつつれ來みつししいつれ
たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
。ご。方が。の敵がらが故なかだと 時子と時の私。や甲虫夜
見たが こで機
障としけ 手はどこにでがをうはが空
れ めいをれすの撃いこはいらで手が もろはす司ぢに に
ば
にいぢでね敷ちいん ひともをらどのを 。會さざめや星
、 ．k 1．レL． 0．レ・τ怯．L・・■｝・噂よ． 、、八ψ，自尋恥．1｝、・凶．土日71一＿−・「−，「
がらを立ててくれたと︑手を合はせて葬

︒母はそばからいった︒﹁︿略﹀︒﹂甚次郎の

るやうにうれしかった︒﹁︿略﹀︒﹂といって

吹く風が︑思ひ出したやうにざわざわと音

吹や子う

74365281172610371010867227551081
園園丁園園園医〕囹囹囹園園園医｝園池園園星園園医〕医〕
呼

にしみるやうに窺った︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑

︒﹁廣田よくやった︒もう大丈夫だ︒潮
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の下 を 通 っ て 來 た の ね ︒ ﹂

トンネルにはいった︑ざあっとすべって
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とばが︑思ひ出された︒潮流に負けてはな
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れと戦ふ氣持で泳いだ︒きちんとそろって

一醐圃元園。文えの・方う立や持上瀬、にだう聲一溜かけ堀船』
元詰よく泳いで行った︒十六 海底を行く

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
122

た一た
840

感慨1
九慨2
九麗3
九麗5
九撹6
九麗8
九麗9
九齪9

印池5 で仕とめようと思ったのである︒二人はむ

九伽3 むっくと立ちあがった︒その手には︑血に
九麗−〇

九伽7 に呼吸をはかってみたが︑やがて肝心は満
九伽8 を投げつけようとした︒鹿介は︑それをじ
九伽8 をじっとふみこたへたが︑片足が洲の端に
九㎜10 介の上へのしかかった︒鹿介は組み敷かれ

九㎜1 ︒鹿介は組み敷かれた︒爾岸の敵もみかた

九伽7囹 ︑鹿介が討ち取った︒﹂鹿介の大音聲は︑

九伽8 は︑爾岸に響き渡った︒そののち︑幾たび
九伽10 の一城をもてあましたが︑前後七年にわた

九伽9 びか激しい職があった︒さしもの敵も︑こ
九欄1 うとう墨きてしまった︒城主尼子義久は︑

九㎜2 涙をのんで敵に降った︒富田城には︑毛利

から尼子の手に返った︒しかし︑富田城は
落ちさうにもなかった︒その間に︑毛利の
てるもと
利の大軍がやって來た︒輝元を大判とし︑
が堂々と進軍して來た︒富田城がまだ取れ
敵の大軍が押し寄せたのでは︑みかたの標
ぺやま

し︑鹿介は腹をきめた︒すべての軍兵を率
部山に敵を迎へ討つた︒みかたの軍は約七
の軍は約七千であった︒まことに死物ぐる
塞ぐるひの戦であった︒敵の前軍はしばし
や枕を並べて討死した︒勝ちほこった敵の
死した︒勝ちほこった敵の大軍は︑やがて
かうづき

だのぶなが

て出雲一町にあふれた︒勝久は危くのがれ
お

て︑再び京都へ走った︒上月城

からまた幾年か過ぎた︒鹿介は︑織田信長
って︑かれをたよった︒鹿介を一目見た信
つた︒鹿介を一目見た信長は︑この勇士の
勇士の苦節に同情した︒﹁︿略﹀︒﹂

て主君におわびをした︒しかし︑かれはま

鹿介は西へ送られた︒ここは備中の高鷲

びつちゆう

れはまだ死ねなかった︒尼子重代の敵毛利
かふぺ
捕らはれの身となった︒守部川の秋

てちう返りをしてみた︒突然︑後から切り

と水のおもてを眺めた︒燕が︑川水にすれ

みどり色の上着を着たロシヤ婦人が本を讃
ばうせうざん
︑望小山が見えだした︒あの山の傳説を話

︒﹁︿略﹀︒﹂と指さしたところに︑みどり色

ったら︑すぐわかった︒この子は新京へ母

︒﹁鳥の巣︒﹂といったら︑すぐわかった︒

と︑後から聲を掛けた者がある︒ロシヤ人

てみたいと思ってみたこの汽車に乗れて︑

れるやうに動きだした︒ぼくは︑この春休

あげると︑母もあげた︒窓を開くことがで

乗った︒見送りに來た母が︑大勢の人にま

あ﹂に︑ぼくは乗った︒見送りに來た母が

十四歳で終りを告げた︒甲部川の水は︑こ

をつかんで引き倒した︒七難八苦の削減は

を組み伏せてしまった︒すると︑これも力

はしばし水中で職つたが︑重手を負ひなが

新左衛門もとび込んだ︒二人はしばし水中

んぶと川へとび込んだ︒新左衛門もとび込

然︑後から切りつけた者がある︒鹿介は︑

つばめ

135

九伽6 ︒二人はむずと組んだ︒しばらくはたがひ

山霊4 手には︑血に染まった短刀が光ってみる︒

軍はしばしばくつれた︒しかし︑何といつ

九鵬1
九榴3
九榴4
九鵬4
九塒5
九鵬7
九儒8
九鵬9
九榴9

九伽5 にぐったりとしてみた︒下略﹀︒﹂鹿介の大

九㎜3 利の旗がひるがへった︒苦節

九欄−o囹 し戦功がありましたら︑主人勝久に︑葺

九伽6園 たも聞け︒現れ出た狼を︑鹿介が討ち取

壷漿5 ︑涙のうちに四散した︒鹿介は︑身をやつ
九欄6 つして京都へのぼった︒戦勲の世とはいへ
九㎜8 のやうに浮かれてみた︒そのうちに︑尼子
九二9 おひ京都に集って填た︒かれらは︑鹿介を

みに勝久は城を守った︒毛利方の大砲を夜

きくうなついて見せた︒つひに再び時が來
では
よ秀
し吉の軍
︒つひに再び時が來た︒尼子ひ方
はりま
攻めの先がけとなった︒いち早く播磨の上
︑ここにたてこもった二千五百の尼子勢は

九悩2
九悩3
九悩4
九悩5
九悩7
九悩9

たは一時氣勢をあげた︒しかし︑援軍は置

しひしと取り園まれた︒秀吉の援軍が今日

九悩−〇

九価2 くことができなかった︒七萬の大軍に園ま
九価3 切腹することになった︒﹁︿略﹀︒﹂勝久は︑
たづらに朽ち果てたかも知れないわたし

43322112119774411863376543311094298
． ．一 ．、＿、．．．．，＿、。．一． L』、．．＿
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けんめいに苦養したかひがあって︑りつ

のぼって待ち急げた︒むすごは︑一生け

つたので︑年寄つた母は︑毎日毎日望小

て來るころになったので︑年寄つた母は

山東へ渡って行った︒何年かたって︑も

人暮しの家があった︒むすごは︑勉強の

給仕をして働いてみた︒﹁︿略﹀︒﹂

人は食堂車へはいった︒ロシヤ少女が︑給

園園園富盛囹．．．．

九柵10 ︑主家の再興を企てた︒そのころ︑京都の

心霊1 のよい小僧さんがみた︒さうして︑それが
僧さんを主君と仰いだ︒﹁︿略V︒﹂小僧さん
えいろく

九梱2 であることがわかった︒書置は︑この小僧
九個3

九梱7 と名のった︒時は來た︒永禄十二年六月の

えいろく

九個6 ︑尼子勝久と名のった︒時は來た︒永禄十

九個8 三度ときの聲を作った︒この聲が四方に呼

もその領主となったのは︑まったくおま
おまへの力であった︒﹂勝久は︑かうい
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九梱9 方に呼び掛けでもしたやうに︑今まで敵に

7654
園園囹

いって鹿介に感謝した︒鹿介は︑男泣きに

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

2B4

九個10 今まで敵についてみた蕾臣が︑績々と勝久
点心10 勝久のところへ集った︒諸城は︑片端から

九九九九
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九脳9 石橋で始めて停車した︒ホームへ出ると︑

九脳8園山の上でなくなったといふ︒﹂

無事7園雪の日も待ってるたが︑とうとう山の上

九脳6園 もに沈んでしまった︒母は︑そんなこと

九脳5園 へ編ることになった︒ところが︑途中海

九㎜12

九㎜11

九㎜10園

九㎜5

九㎜3

は早くから目がさめた︒この耳漏の土地に

月がさえかへってみた︒二

しりとにぎられてるた︒早世のやうに寒い

九㎜10園ね︒一人でよく來たね︒﹂と︑をちの聲︒

九㎜8

ぼのと明かるくなった︒あこがれてみた大

騨にぴたりと停車した︒ぼくが急いでおり

にか町へはいってみた︒さうして︑時間表

と急に眠くなって來た︒ふと氣がつくと︑

九型7 い草の芽がもえて來た︒よく見ると︑むら

九脳7 枯草におほはれてみた野原に︑青い草の芽

九脳6 一日と暖くなって來た︒枯草におほはれて

九⁝⁝⁝12 れも追ひつけなかった︒﹁ざんねん︒﹂﹁︿略

九⁝⁝⁝10 ︑みんなが走り出した︒三匹ののろは︑と

九㎜10匹の子のろが出て來た︒それつと︑みんな

九㎜7

九㎜6

九㎜4

て︑急いで逃げ出した︒なかなか足が早い

︑二匹ののろが現れた︒みんなが︑﹁わあ

九㎜7

に高く心耳をかかげた︒するするとあがつ

九烈2︑全身がひきしまった︒宿舎の前に︑一同

九㎜8

ゆれてみる︒かうした光景は︑今までに何

ちは︑元氣よく起きた︒日本では感じられ

床ラッパが鳴り響いた︒ぼくたちは︑元氣

九日8園 もうなれてしまった︒これでも樂しいこ

九矯8園 や初めはつらかったが︑もうなれてしま

九矯1

九脳12

九川10

九川10

庭へ持って來て植ゑた︒あとで︑﹁おきな

た野原に︑咲きだしたこのむらさきの花は

のはまったくなかった野原に︑咲きだした

九川9 ぼみのやうな形をした︑かはいらしい花だ

九脳4 ことをいって︑笑った︒三

九割4

︑今までに何度も見たが︑今朝ほど尊く思

九鵬6

大地を開く

もぐり込んでしまった︒﹁︿略﹀︒﹂また進ん

九脳11 V︒﹂といひつけてるた︒北の方では︑二三

九㎜3

つた︒あこがれてみた大陸に︑第一日を迎

︑﹁やあ︑よく來たね︒一人でよく來た

九脳12 二三日前に雪が降ったので︑遠い山の峯が
九㎜5

九獅8 ーイがさういって來たので︑ぼくは︑てち

仁山5

︑今朝ほど尊く思ったことはなかった︒そ

あんざん

聖母1 だか空がくもって來た︒玉山の製鋼所から
九㎜5

九踊10 を二つ押してもらった︒奉天に着いた︒こ
きつ
九矯11 らった︒奉天に着いた︒ここから安東・吉

九川6

思ったことはなかった︒それから髄操をす

やう

九脱3 められた︒落ち着いた︑美しい形である︒

九窃3 陽の白塔が眺められた︒落ち着いた︑美し

葛篭2 んがどやどやと乗った︒奉天はまことに平

画筆6

しゅくしゃ

九㎜4 て︑日光がさして來た︒雲はしきりに流れ
し
九㎜11園︑あそこで教練したのだが︑今は農事試
豊川6

の馬が︑露をふくんだ草をおいしさうにた

であることがわかった︒夜が明けて︑最初

九川2 日にやけた顔で笑った︒向かふの農家に︑

九川1 しながら︑日にやけた顔で笑った︒向かふ

九㎜8 いた︒それを見てみたら︑母を思ひ出した

九㎜8 ら色の雲がたなびいた︒それを見てみたら

九㎜7 地上から飛びあがった︒薄むらさきの夕空

九㎜4 がりながら手を振った︒大きな赤い夕日が

九㎜2 つしょにおりて行った︒急に車内がさびし

九川12 たちは新京で下車した︒ぼくがおじぎをす

九川8 かげも︑ずっと延びた︒﹁あじあ﹂は︑一

九川5園 のかげが長くなった︒﹂と︑マルタがい

九η7

九η5

九η4

九η4

九η4

九㎜3

九川8

天と地と一つになった大きな風景だ︒ここ

ど晴れた天氣になった︒目のとどくかぎり

︒まぶしいほど晴れた天氣になった︒目の

が晴れた︒風もやんだ︒まぶしいほど晴れ

次の日は︑雪が晴れた︒風もやんだ︒まぶ

ぞ︒﹂と何度も誓った︒次の日は︑雪が晴

九型11囹︺試練を與へてくれた︒諸君は︑これから

九㎝9園

ながら︑手をにぎった︒二

九川10囹

つて︑のろ狩をやった︒のろといふのは︑

九㎜1 をまつるやうになった︒見渡すかぎり廣々

九型8 書いた旗を結びつけたのがある︒文字通り

九㎜7 て︑それに字を書いた旗を結びつけたのが

九㎜7︑石ころを積み重ねたのがあり︑柱を立て

九鵬6 をたばねて突きさしたのがあり︑石ころを

九㎜4 めに︑蒙古人が供へた一種の土まんぢゆう

九卸6 甘味は少いが︑働いたぼくたちには︑實に

九η5

九四4

九四3

九四1

九矯12

九描10

︑うどん粉をふかした大きなまんぢゆうを

︑ぼくたちを喜ばした︒三時過ぎになると

ひき︑かんなを掛けた︒柱ができる︑板が

業場は︑かなり離れた小高い岡の上である

の仕事に取りかかった︒作業場は︑かなり

︑宿舎がせまくなった︒別に宿含の建てま

九騰10 一行が大勢やつて來たので︑宿含がせまく

九㎜8 たら︑母を思ひ出した︒夕食して︑母に手

九η9

る︒ぼくは︑まだ見たこともないが︑どう

くんじ
︑所長の訓示があった︒又略﹀︒﹂

九㎜9 つて︑食堂車へ行った︒食卓には︑電燈が

九躍11

うと疑心ごんで行った︒散兵の隊形をとつ

﹁ここへ始めて來た諸君を︑自然はこの
かい
もって迎へてくれた︒諸君をりっぱな開

九㎜12 知らない騨に停車した︒大きな木の上に星

九㎜1

あまみ

九㎜1 ﹂のしるしのはいった用紙に手紙を書いて

九鵬2

しょくたく

九㎜2 れて︑ボーイに頼んだ︒席に掌ると急に眠

九㎜2 ︑蓋間押してもらったスタンプを入れて︑

843
た一た

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十九九九九九九九
212121202020202020141414141311111010101010101099222221221221220220219

十十十＋＋十十十十十＋＋十十十十十十＋＋＋十十十十
24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21

黒い岩底が現れて來た︒﹁︿略﹀︒﹂と︑五兵

﹁見ろ︒やって來たぞ︒﹂たそがれの薄
十249園
十251指さす方を一同は見た︒遠く海の端に︑細
十251 い︑一筋の線が見えた︒その線は︑見る見
十252 ︑見る見る太くなった︒普くなった︒非常
十252くなった︒廣くなった︒非常な速さで押し
十253速さで押し寄せて來た︒﹁津波だ︒﹂と︑だ
十255 ﹂と︑だれかが叫んだ︒海水が︑絶壁のや

いつぽいの聲で叫んだ︒﹁︿略﹀︒﹂たそがれ

人敷へた︒集って來た人々は︑もえてみる
︑代る代る見くらべた︒その時︑五兵衛は

女を︑一人一人敷へた︒集って來た人々は

︑おひおひ集って來た︒五兵衛は︑あとか

兵衛は︑大聲にいった︒﹁︿略﹀︒﹂村中の人

が︑かけあがって來た︒かれらは︑すぐ火

にもどかしく思はれた︒やっと二十人前ど

追ふやうにかけ出した︒高皇から見おろし

いで山手へかけ出した︒績いて︑老人も︑

見て早鐘をつき出した︒﹁︿略﹀︒﹂と︑村の

の火は︑天をこがした︒山寺では︑この火

だん薄暗くなって來た︒稻むらの火は︑天

れはそこに突つ立つたまま︑沖の方を眺め
︑沖の方を眺めてみた︒日はすでに没して

てた︒まるで失神したやうに︑かれはそこ

と︑たいまつを捨てた︒まるで失神したや

衛はむちゅうで走った︒かうして︑自分の

の手がぽっとあがった︒一つまた一つ︑五

らの一つに火を移した︒風にあふられて︑

持ってとび出して來た︒そこには︑取り入

んで︑家へかけ込んだ五兵衛は︑大きなた

このままにしておいたら︑四百の命が︑望

﹂と︑五兵衛は思った︒このままにしてお

8765411097643211010987632886

ることができました︒﹂と感謝の祈りを

ひつけられてしまった︒風とは反封に︑波

る︒村から海へ移した五兵衛の目は︑たち

に下の村を見おろした︒村では︑豊年を祝

無氣味なものであった︒五兵衛は︑自分の

衛に︑今まで経験したことのない︑無前王

地鳴りとは︑年取つた五兵衛に︑今まで纒

長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなるや

どのものではなかった︒しかし︑長い︑ゆ

兵衛は家から出て來た︒今の地震は︑別に

りと笑って立ち去った︒三 姿なき入城

頭をさげて聞いてみたが︑やがて手をあげ

い︒﹂といひ聞かせた︒水兵は︑頭をさげ

の海戦に出なかったことは︑艦中一同残

﹁わたしが悪かった︒おかあさんの心は

なことが書いてあった︒﹁︿略﹀︒﹂大尉は︑

その手紙をさし出した︒大尉がそれを取つ

尉の顔を見つめてみたが︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

とばするどくしかった︒水兵は驚いて立ち

となって︑軍に出たのを男子の面目とも

子がこひしくなったか︒軍人となって︑

︒命が惜しくなったか︒妻子がこひしく

︑﹁こら︑どうした︒命が惜しくなった

讃みながら泣いてみた︒ふと︑通りかかつ
︒ふと︑通りかかったある大尉がこれを見

八年職掌の時であった︒ある日︑わが軍艦

もとのひっそりとした大草原にたちもどり

オボの祭にえらばれた家畜は︑決して費つ

のの中からえらばれたものである︒僧は︑
︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひつじ

その年の春に生まれたものの中からえらば

まで木一本もなかったやうな草原に︑たち

54298876598714861085433198165112510
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うに目の前にせまったと思ふと︑山がのし

朝鮮のみなか

に︑いたづらをした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
十325園

︑あのけやきにるた︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
十322囹
︒﹂﹁それがどうしたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
十323園

て行く︒水汲みに來た女の頭の上の水がめ

いっぽいこはりついたやうにして︑またた

がん
の光をかすかに残した大空を︑雁の群が渡
︑空に向かって歌った︒冬の論

ごに︑とんぼを入れた︒﹁動かないよ︒﹂

︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑とんぼを

りをやめて簾って來た︒﹁︿略﹀︒﹂

びたポプラや︑茂ったアカシヤは︑あざや

が眞赤だ︒高くのびたポプラや︑茂ったア

オンドルをたきだしたと見えて︑紫色の煙

飛んで行ってしまった︒﹁︿略﹀︒﹂重留が歌

の日をまともに受けた駐在所の庭で︑一郎

ちゅうざい

ひざまついてしまった︒五

の火によって救はれたのだと氣がつくと︑

始めてわれにかへった村人は︑この火によ

あたりを明かるくした︒始めてわれにかへ

り︑夕やみに包まれたあたりを明かるくし

きれて見おろしてみた︒稻むらの火は︑早

あとかたもなくなった村を︑ただあきれて

何の話し聲もなかった︒一同は︑波にゑぐ

白い︑恐しい海を見た︒二度三度︑村の上
︑海は進みまた退いた︒高垂では︑しばら

時何物も見えなかった︒人々は︑自分らの

に山手へ突進して來た水煙のほかは︑一時

忘れて後へとびのいた︒雲のやうに山手へ

とで︑陸にぶつかった︒人々は︑われを忘

山がのしかかって來たやうな重さと︑百雷
︑百雷の一時に落ちたやうなとどろきとで

318299744110687666432119987766
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十3310 のよい音が流れ出した︒六月の世界

十339 んとひやうしを取った︒とんからとんから

十332園

ら︑熱心に聞き入った︒お書過ぎには︑お
＋5410

十483圃りのゆずが黄ばんだ︒かんとさえた冬空
十484圃んだ︒かんとさえた冬空︑太陽が︑まぶ
十487圃の梢をつついてみた隣りのをぢさんは︑
十492圃﹂と︑投げてくれたをぢさんは︑よい人
十493圃んは︑よい人だつた︒あの時︑ざくつと
十494圃指を皮に突き立てたら︑しゅつと︑しぶ
十496圃爪を黄いろく染めたものだった︒なつか
十496圏く染めたものだった︒なつかしいゆずの
十498圃じっと梢を仰ぎ見た︑今は部隊長になつ
十527ジオのいつもと違った聲を聞いた︒ さうし
十527もと違った聲を聞いた︒
さうして︑﹁︿略﹀
十531を聞いて︑ はっとした︒私は︑學校へ急ぎ
十532波のやうにゆれてみた︒勇ましいやうな︑
十537自分で自分を働ました︒朝禮の時間に︑校
十538生から︑戦孚の始つたことについてお話が
十539についてお話があった︒﹁︿略V︒﹂
十541園を押し通さうとした米油︑及び英國に封
十542園敢然と立ちあがったのです︒いよいよ︑
十542園よ︑來るものが來たのです︒私たちは︑
十543圓善心がきまってみたはずです︒﹂
十544 初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を
十545教室にさし込んでみた︒四時間めに︑みん
十546みんなは講堂へ集った︒さうして︑その後
十547うすをラジオで聞いた︒﹁ハワイ空襲︒﹂と

十431

四十分︑待ちに待つたわが薪水艦から︑﹁
＋6010

十592そllこの時であった︒哨戒中のわが潜水
十593 見︒﹂の第一電が來た︒一同︑思はず総立
十594思はず総立ちとなった︒﹁︿略V︒﹂の命令が
十598時間搾りしがなかったが︑各部隊は︑こを
十599して基地を飛び立つた︒のぼっても︑のぼ
十602下して行くのが見えた︒雲はますますこく
十604 いて雲の下へ出てみたが︑敵艦の影はなく
十605 ことができなくなった︒﹁引き返せ︒﹂の命
十606 返せ︒﹂の命令が出た︒むちゅうで飛んで
十606むちゅうで飛んで來たのが︑賜りとなると
十607重い︒妙に︑つかれたやうな︑腹立たしい
十608持でいっぱいであった︒二

十415 突つ立ってるるとしたら︑どんなに恐しい 十555聞きもらすまいとした︒そのうちに︑私は
テンイウ
十417 思ふのは︑月から見た地球の美観です︒地 十556なって行くのを感じた︒﹁天佑ヲ保有シ萬
十4210 ︑やはり月がなかったらさびしい︒峯の月 十559 のである︒さう思ったとたん︑私は︑もう

て︑いたづらをしたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十401 あらしや︑さういった︑この地球上に見ら

十551今日おくだしになった宣戦の大詔が︑ラジ

十326園

十404 月のどこ一つくもったところがないのが︑

十552オを通して奉讃された︒君が代の奏樂のの

これが五枚めだったな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

んがぼくにかういった︒﹁どうして︒﹂﹁︿略

︑ずるぶん手傳つたよ︒﹂﹁レンズは︒﹂﹁

しながらだまってみた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男

す

十3910 水がないといひましたが︑水ばかりか空氣

十398 岩が︑流れて固まったものでせう︒月には

がん

十398 な火山からふき出した熔岩が︑流れて固ま

ようがん

十397 ふより︑平原といった方がよいかも知れま

十392 つかり冷えてしまった天膿ですから︑火山

十387 れてるます︒かうした火山は︑どれもこれ

十3710 もしろい説明を聞いた︒にいさんの説明

十378 も正男くんも︑笑った︒それからも︑三人

十378 ＞︒﹂と︑ぼくがいったので︑にいさんも正

十375 ︒殊に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣

はち

十374 ︒一面にざらざらしたやうな感じである︒

十366 望遠鏡に目を近寄せた︒望遠鏡の圓い視野

十364

十363 は︑さも自分で買ったやうな口振りでいふ

十362園 レンズは︒﹂﹁買ったのさ︒レンズは︑だ

十3510園

十359園 きのふできあがった︒ぼくも︑ずるぶん

十351 がすむとすぐ出かけた︒行ってみると︑正

十349 に︑半月が光り始めた︒おかあさんにさう

十348圏 らしいよ︒よかったら見に來たまへ︒﹂

十346園天皇望遠鏡を作ったんだ︒﹂﹁ほう︒﹂﹁︿

十344

十328園 んないたづらをしたの︒﹂おちいさんは︑

十4010 ちが月の世界へ行ったとすると︑そのけし

十554 ︑かしこまって聞いた︒おことばの；︸二

つめ

十611 見︒﹂の第二電が來た︒今日こそはと︑だ
十619易で︑確然に思はれたことはなかった︒今

さいご
＋5710︑じっと私を見つめた︒十 不沈艦の最期
せうかい

十561して︑心の底にあった不安は︑まるで雲の
十561に消え去ってしまった︒﹁︿略﹀︒﹂と仰せら
十564びが御弓の先に止ったことを思った︒天照
に に
十564に止ったことを思った︒天照大神が︑環瑛
ぎのみこと
十565杵尊にくだしたまうた神勅を思った︒神様
十565たまうた神勅を思った︒神様が︑この王土
十566國土をお生みになったことを考へた︒さう
十566になったことを考へた︒さうだ︒私たち二
十572 って︑學校から蹄つた︒うちでも︑母は︑
十573戦況に聞き入ってみた︒﹁︿略﹀︒﹂といふと
十575園
ことがわかりました︒﹂といふと︑母も︑
あめ
十577圓
で天の岩戸があけたやうな氣がしますね

＋5510
何もいらないと思った︒さうして︑心の底

十412 ら︑太陽に照らされた部分は︑目が痛いほ

いふものがないとしたら︑ほとんど生きが

十413 ひない︒ごつごつした火山が︑到るところ

845
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十705園沈没した︒﹁やったぞ︒やったぞ︒二番
十705囹﹁やったぞ︒やったぞ︒二番艦が︑レパ
十705園レパルスが︑沈んだぞ︒﹂機内縮立ちに
十707は︑引きあげて行った︒六

はれたことはなかった︒今日も雲が多い︒

報告した地竜まで來たには來たが︑どこに

＋7010ズの最期を見とどけた︒プリンスーオブーウ

どある水柱があがった︒と見るまに︑機は

すれにおりて登射した魚雷が︑みごとにウ

に次々と襲ひかかった︒一番機が海面すれ

＋7110きらきらと光ってみた︒七

パルスへ襲ひかかった一番機の魚雷も︑命
︑大きし
くん
針ろ路を愛へた︒ウェールズは右へ

左から魚雷を焚射した︒ウェールズを撃つ
︒ウェールズを襲った二番機が︑魚雷を放

るまになって自爆した︒それと同時に︑魚

舷前方にさしかかった時︑機はぱっと赤い

な水柱と火焔をあげた︒五

かかる︒深手を負ったウェールズは︑見る
︑見る見る傾き始めた︒四十五度まで早い

でに火災を起してみたが︑砲火はほとんど

むくむくと起き直った︒さすがに︑不沈を

の勇士に別れを告げた︒高角砲の目もくら

ほってみる兵もあった︒大きくめぐってふ

姿が︑はっきり見えた︒わが爆撃機隊の掃

しゅんかん

レパルスの最期が著た︒一つ大きくゆれた

た︒一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくも
けで︑海中に沈没した︒﹁︿略V︒﹂機内早立

くもくと黒煙を残しただけで︑海中に沈没

十731われの心やりであった︒十一 世界一の織
十734ういってあざけられた︒佐吉は︑父の大工
十735事を助けて働いてみたが︑ひまさへあれば
十736ことを調べ惹けてみたのである︒﹁︿略﹀︒﹂
十739だまってはみなかった︒﹁︿略﹀︒﹂とさとし
十743 ︒﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるや
十744ることもできなかった︒父は︑とうとう下
十745家にあづけてしまった︒この間に立って︑
十746 ︑慰めたりしてくれたのは︑母であった︒

最後まで戦ひぬいた敷千の霰よ︒静かに
＋7210囹

十722と︑司令は泣いてみた︒大任を果したわれ
十722てみた︒大任を果したわれわれ搭乗員も泣
十723れわれ搭乗員も泣いた︒地上勤務の者も泣
十724れわれの手をにぎった︒押さへきれない︑
十725走りまはるのであった︒それから三日め︑
十727 の職場の上空を飛んだ︒直下には︑何事も
十727には︑何事もなかったやうに︑青い波頭が
十728波頭がかがやいてみた︒この波頭へ向けて
十729 ︑大きな花束を落した︒﹁︿略﹀︒﹂といふ︑

たちまち二隊に分れた︒一隊は右からウェ

王一隊が敢然と現れた︒雷撃機隊は︑たち

がぽっともえあがった︒われわれ爆撃機十

ちまち爆弾を投下した︒大型爆弾が︑レパ

いて︑第二報があった︒﹁︿略﹀︒﹂機内に︑

しく漕水艦の報告した地嵩まで來たには來

次々に南へ飛び立つた︒進むに從って空は

る︒反響しつつあったわが隊は︑この報を

地響まで來たには來たが︑どこにも敵艦ら

十712みの速力で走ってみた︒玉髄は︑ぐっと左
十715て︑ほとんど停止したかと思はれた︒騙逐
十715停止したかと思はれた︒駆逐艦が寄りそふ
十715りそふやうに︑傾いたウェールズにぴたり
十716たりと横着けになった︒そのとたん︑ウェ
十718 ︑大きく立ちあがった︒績いてもう一度爆
十719 の海へのまれて行った︒あたり一面油の海
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れたのは︑母であった︒佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂

轄する日がやって來た︒黒山のやうに集つ
︒黒山のやうに集った人たちは︑布をみご

の織機ができあがった︒験してみると︑は
︑はたしてよく動いた︒この織機を︑村の

設計圖ができあがった︒さっそく︑その組

いて︑面目を一新した設計圖ができあがつ

まで作り直して行った︒今までの失敗の歩

ふことができなかったために︑すべて木材

ふるって立ちあがった︒鐵材を使ふことが

まんまと失敗であった︒世説からは︑ます

塁の織機を作りあげたが︑これもまんまと

か生まれて來なかった︒佐吉は︑一軒の土

引いては︑組み立てた︒組み立てては︑そ
︑それを動かしてみた︒だが︑思ふやうに

んど書も夜もなかった︒設計圖を引いては

やらうと固く決心した︒それからは︑ほと

してゐられなくなった︒せめて自分のめざ

本製のものでなかったからである︒﹁︿略﹀

身のせまい思ひがした︒機械は︑どれ一つ

物のやうに動いてみた︒かれは︑その精巧

通った︒銀色に光ったたくさんの機械は︑

の機械館へ毎日通った︒銀色に光ったたく

京に博覧會が開かれた︒佐吉は上京して︑

想になりがちであった︒たまたま︑そのこ

考へは高まって行ったが︑わっか小長田を
︑わっか小學校を出ただけのかれには︑や

やうに工夫したかった︒機械で動かせば︑

て行くよこ糸であった︒よこ糸は︑仔によ

ひ

吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑

考へは︑かうであった︒人間の衣食住とい

中で深く爾親にわびた︒佐吉の考へは︑か
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た一た
846
十836 も形もなくなってみた︒この一民屋だけが

十833 瀬見することになった︒會見所は︑手順か

十824 乗り出すやうになった︒何千塁といふ自動

十823 かれの上にかがやいた︒この自動織機の出

十821 に及ぶものはなかった︒押しも押されもし

十818 て巧みなものであった︒機械の取扱ひがた

十813 力はつひに報いられた︒何千本といふたて

十812 腕比べをする日が來た︒努力はつひに報い

十8010 工夫をこらして行った︒それから四年め︑

十809 に佐吉の負けであった︒かれは︑愛機の二

甥808 い比較試験が行はれた︒だが︑その結果は

十805 のが︑この年であった︒いはば︑日本と外

十805 かを験すことになったのが︑この年であっ

十803 わが國で使はれてるた外國製の自動織機と

観801 自動織機が完成された︒これが︑日本にお

十798 の製造にとりかかった︒人の力から︑機械

十797 用されるやうになった︒しかも︑かれはこ

十796 る︒翌年︑特許を得た︒豊田式人力織機は

十795 そ︑佐吉の母であった︒明治二十三年︑佐

十794 ぽに布を織ってみせた人こそ︑佐吉の母で

十793 ういってほめたたへた︒この日︑佐吉の二

十792園

十884

十882

十881

十881

十8710

十8710

十879

十878

十877

十877

十876

十875

十875

十873

十8610

十865

十864

十863

十859

十853

十852

十852

幕僚とともに到着した︒乃木二軍は︑黒の

に︑その馬をつないだ︒まもなく︑乃木將

︑片すみに生えてみたなつめの木に︑その

來た︒土塀で固まれた會見所に入り︑片す

鞍を置いて乗ってみた︒その後に︑水色の

將軍が會見所に着いた︒白あし毛の馬に︑

朝からよく晴れてみた︒十一時十分前に︑

當日は︑霜が深かったが︑朝からよく晴れ

物がどれほど喜ばれたことか︒魚見の當日

︒長い問篭城してみた將士たちに︑このお

菜などを送りとどけた︒長い間篭城してゐ

ほひにけり

︒ありがたく辞受したステッセル將軍は︑

ヤ語に詳して傳達した︒ありがたく舞受し

十8510 將軍のところへ行った︒ステッセル將軍は
こ
ら不動の姿勢を取った︒津野田参謀が︑二

十859

章が掛けられてあった︒静かに手をさしの

とにした︒命じられた津野田参謀は︑二名

を傳達することにした︒命じられた津野田

のやうな電報があった︒﹁︿略﹀︒﹂そこで三

をすましたのであった︒その夜︑山縣参謀

開城の談判をすましたのであった︒その夜

十958園孚の時︑乗ってみた馬が弾でたふれ︑大

十9410

十945園

十943園乗ってまみりました馬も︑その中の一頭

十941

十936 軍−はおだやかに語った︒﹁︿略﹀︒﹂

十933囹

十926

十926

十921圏

十918園砲兵司令官が代ったのでせう︒﹂﹁︿略﹀︒

十918園

十917二期ましたね︒攣ったといふよりは︑すぼ

十915

十914

十906園

十903園

やうにしたはれてみた前軍で︑その日もロ

十911囹かなひませんでした︒コンドラテンコ少

十908園

集めて︑激斯してみたさなかであった︒﹁︿

十9010園

うちとけた両敵軍の話が︑次か

十925園 は︑黒くらひましたよ︒﹂

十924園

︑次から次へと績いた︒やがてステッセル

ろうじゃう

とよんだのは︑この時である

やしく軍手の禮をした︒乃木三軍が︑たむ

ろうじゃう

しも

ぐわいたう

どべい

に︑水色の外套を着た將校が四騎績いて來
どべい
將校が四騎柔いて來た︒土塀で園まれた會

ばくれう

しやう

一骨の儀禮がすむ

を取り園んで着席した︒ステッセル將軍が

は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

私のいちばん感じたことは︑日本の軍人

十972圏

ぶん攣って來ましたね︒攣ったといふよ

い進歩を示しました︒たぶん︑攻城砲兵

サンチにも驚かれたでせうが︑海の魚雷

人とも職死なさったさうですが︑おきの

それ戦死をしました︒祖國のために働く

いねいに悔みをのべた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑乃木

やうなことを申し出た︒﹁︿略﹀︒﹂

乃木紅軍は答へた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

の一頭で︑すぐれたアラビヤ馬です︒つ

が弾で戦死しました︒閣下から馬をいた

かはいさうに思ったことがあります︒今

︒よくわかりました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

V︒﹂﹁承知しました︒﹂

十969園先ほども申しましたが︑コンドラテンコ

十962囹

十931

十928囹

︑同じ司令官でした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

十917園

十915 てるたさなかであった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十912園 ︑あれで職死をしたのです︒﹂

のを引っぽり出したのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

揮には︑弱りました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

つかり感心しました︒﹂といふと︑乃木
しんぱう
あれほど守り績けた辛抱強さには︑敬服

十837 民屋だけが残ってみたのは︑日本軍がここ

十887

をけつつて戦ひぬいた爾將軍である︒乃木

その手を堅くにぎった︒思へば︑しのぎを

やまがたさんぽう

十838 旗をひるがへしてみたからである︒前日︑

十8810

十889

十959園

な機械に目を見張つた︒﹁︿略﹀︒﹂みんなは

十841 ︑會見質に當てられた部屋には︑大きな机

ために戦っては來たが︑今開城に當って

十9510園
十898

十791

十842 し︑眞白な布を掛けた︒下見分をした乃木

十892園

間隠事を守りましたが︑つひに開城する
十899

つた︒﹁よくやった︒えらいものだ︒﹂

十843 掛けた︒下見分をした乃木將軍は︑陣中に

十895囹

くロリ

十844 所の情景にほほ笑んだが︑壁に張ってある
十847

で︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒新聞紙は︑露軍二

十847 記事で満たされてみたからである︒さきに

十8410 順開城を申し出て來た︒乃木將軍はこの旨 十901囹

やがて用意された書食が運ばれた︒職
ふんどう

ければならなかったのです︒﹂

は︑重い分銅のついた仕掛があって︑時計

いくらみゆっくりした動きで︑わくが回轄

が︑乾いてしまったら水分を受けつけま

んでみるのを見ましたが︑みなさんの周園

室で︑できあがった品物を見ていただき

塗りと中塗りができた上へ︑上野をかけて
ちん
御案内は終りました︒これから︑製品陳

うにしてできあがったのだといふことを︑

めざして進んで行った︒折悪しく月明かり

悪しく月明かりだったので︑海岸を防備す

の近づくのを感知した︒上陸開始後︑まも

頭上から襲ひかかった︒轟．鰹︑天地をゆす

來る︒爆弾をかかへた敵の飛行機は︑輸送

煙は天に立ちのぼった︒わが輸送船の一隻
敵弾のため火を嚢したのであった︒兵士は
火を亡したのであった︒兵士は︑銃を持つ
︒兵士は︑銃を持つたまま︑みんな水中へ
な水中へをどり込んだ︒敵の職妙機の群が
す烈しさを加へて來た︒泳いでみる兵士の

はなした者はなかった︒海岸へたどり着く

だれ一人銃をはなした者はなかった︒海岸

かし海岸へ泳ぎ着いた兵士で︑だれ一人銃

前に屋根形に張られた総理網が︑行く手を
で海岸へはひあがった兵士の身を︑かくす
︑波打際に突つ伏したまま︑兵士は身動き
へて海岸の砂をほった︒そのくぼみに頭を
かくし︑全身を埋めた︒砂の上には︑銃劒

つぶてが︑うつ伏した兵士たちの全身をな

病院船

室の中をまはりました︒毛布を脱いでみる

軍属殿に知らせました︒軍署殿は︑すぐ來

脈に注意してゐましたが︑やがて呼吸が不
︑脈がかすかになったので︑軍署殿に知ら

くなってしまひました︒私は︑注射をして

ほどとも思はなかった一人の患者が︑船が

味悪くなって來ました︒重い患者には︑船

かなくなって來ました︒よってはならない

へながら︑働きました︒患者は半数ぐらみ

ないと思ってゐましたが︑今度は︑いよい
︑いよいよやって來たやうです︒でも︑こ

しんだことのなかった私は︑船の勤めば話

で︑船よひに苦しんだことのなかった私は

ひどく揺れだしました︒今まで︑船よひに

て行ってしまひました︒おかあさん

船は︑黒い漆を流したやうな海原をけって

うるし

の空には︑ちりばめたやうに星がかがやい

かへて甲板へ出ました︒深夜の空には︑ち

かんぱん

してみる人︑さうした人々の目をさますま
きり
箱の中でくだきました︒三本足の錐であっ
︒三本足き
のり
錐であったのが︑二本は折れて

敵兵も︑何もなかった︒十九

木のやうにもろかった︒砂にまみれ︑血に

つせいに立ちあがった︒突撃だ︒第一線の

砂ぼこりがたちこめた︒兵士は︑﹁わあっ︒

く銃身をにぎりしめた︒﹁ダーン︒﹂と音を

ぐつて︑くぐり抜けたのだ︒兵士たちは︑

かぶとの列が見られた︒兵士たちは︑鐵條

た︒この瞬間であった︒一つ︑二つ︑三つ

しゅんかん

條網へいどみかかった︒この瞬間であった

の全身をなぐりつけた︒﹁その場を動くな︒
しゅんかん

99875395321110865421635411087644109

十973
十973 された二食が運ばれた︒職陣料理のとぼし
十974 ぼしいものではあったが︑みんなの談笑で
十974 笑で食事はにぎはった︒食後︑會見室から
十975 ︑記念の窺眞を取った︒別れようとした時
十976 つた︒別れようとした時︑ステッセル將軍

元日や

十978 やうには行かなかった︒やがて︑爾濃墨は

十977 をさせたりして見せたが︑中庭がせまいの
十9710 みながら別れを告げた︒十三
十備4 を漢字に當てて讃んだものです︒﹁國﹂﹁民

十四7 は︑だいたいきまった音で讃みますが︑漢

る﹂﹁なる﹂といったわが國のことばを︑

旨みならはしとなったのです︒﹁國﹂﹁民﹂

翌翌10 うな音が行はれてるたのが︑自然わが國へ
聖岳1
受備5

十幡5 ﹁生﹂に當てて警んだもので︑それらの讃
十旙6 生﹂の字の訓となったのです︒このやうに
十描8 ます︒音と訓を持つた漢字を︑二字以上組
帯備9 ことばが書き表された場合には︑どの漢字
主人に案内された塗り物の工場は︑薄

十佃5 て︑その場合に慮じた︑正しい讃み方をす
十畑1
うるし

十m7園 ︑漆でねり合はせたもので︑木地に︑す
十㎜9 はしながら︑熟練した手早さで︑職人は︑

十手1 ると︑こくそをつめた白木の盆が︑うつ高

十伽5園まぜ合はせて作ったものです︒さび土は
十伽9つてるる人たちがみた︒この人たちは︑下
肥伽10 ちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑黒い漆
十梱1 くの羽で穂先を作った細い筆で︑漆にまじ

どくところにせまった︒突然︑網を切るは
あたりをおほひ包んだ︒﹁︿略﹀︒﹂部隊長の

つの轟音がとどろいた︒ものすごい砂つぶ
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13了
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1認

1認

1認

十梱2 い筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

十搬5 へば︑そばに積まれた中塗りの盆は︑内側
十槻10 ら︑主人は戸を開いた︒上下二段にわかれ
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るどい叫びが傳はつた︒その聲の終らない

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

1認

十俊10 ︒上下二段にわかれた戸だなで︑中にはわ
十榴2囹 このわくへ︑塗った物をはさみます︒わ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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は︑すぐ來られましたが︑患者はもう口を

よひばん

はゐられないと思った︒軍勢には︑ちっと

五千の生命をも考へた︒自分と生死を共に

ればならないと思った︒宗治は︑城下にた

すでに落ちてしまった今︑せめてこの城だ

主家毛利手元を案じた︒この城が落ちれば

てるもと

らば︑平地に築かれた高松城が水びたしに

いで天守閣へのぼった︒見渡すと︑廣い城

室へ向かってゐました︒二十 ひとさしの

ければllかう思った私は︑もう船の動揺

︑白衣を着てゐました︒内地に着きさへす

顔が浮かんで來ました︒﹁︿略﹀︒﹂私のから

︑どうにかはきました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれ

たまってしまひました︒靴下は︑横になつ
︒靴下は︑横になったままで︑どうにかは

もがいても︑どうしたことか︑からだがき

三番の人が起しに來た聲を聞いて︑早く白

つくしみ育ててくれた︑尊い母の姿であっ
︑尊い母の姿であったのでせう︒あらし

に︑最後にひらめいたのが︑二十何年いつ

ともせず︑戦ひぬいたこの勇士の頭に︑最

くなってしまひました︒何萬の敵をものと

の力をこめて︑出したことばでありませう

な叫びが聞かれました︒満身の力をこめて

い静けさが績きましたが︑やがて︑﹁おか

210765295217410996421110987410
はたと困ってしまった︒二

145

にいったこともあった︒かうした宗治の態

りつけるやうにいったこともあった︒かう

亜目かとすすめられた時︑宗治が︑﹁︿略﹀

十㎜8

片忌7 らに介錯をしてやった︒その夜︑宗治は二

十㎜5

十㎜3圓切腹をいたしました︒決してむつかしい

て︑軍勢をさし向けたのであるが︑智勇す

十罰9 始末を一々書き記した︒五

宗治は髪を結ひ直した︒禰かに筆・を取って

かいしゃく

字にかき切られてみた︒﹁︿略﹀︒﹂といって

ともあった︒かうした宗治の態度に︑秀吉

あるが︑智勇すぐれた城主︑これに從ふ五

十棚5 かつて舟をこぎ出した︒五人の部下が︑こ

十罰6 部下が︑これに從つた︒向かふからも︑二

十罰2 夜は明けはなれてみた︒身を清め︑姿を正
み
出田3 身を清め︑姿を正した宗治は︑巳の刻を二

を申し出た者があったので︑秀吉はさつそ

十棚8 検使の舟がやって來た︒二さうの舟は︑静

落ちるはずがなかった︒すると︑秀吉に︑

堤防工事の指向をした︒夜を日に廉いでの

ふなばた
十梱10 水の上に︑舷を並べた︒﹁︿略﹀︒﹂天仁﹀︒﹂

十棚10

ふなばた
いて︑満満とたたへた水の上に︑舷を並べ

ふれるばかりであった︒それを一雨に流し

色心1囹 役目ごくらうでした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
あいさつ
に挨拶を取りかはした︒﹁︿略﹀︒﹂といって

ながら︑立ちあがった︒さうして︑おもむ

十湿3

を歌って︑舞ひ始めた︒五人も︑これに和

まち湖のやうになった︒三

十旧1

五人も︑これに和した︒美しくも︑嚴かな

おきなく酒もりをした︒やがて宗治は︑﹁︿

十旧2

かな舞ひ納めであった︒舞が終ると︑浮世

さかなを宗治に供へた︒﹁︿略﹀︒﹂主從六人

十旧2

︑みごとに切腹をした︒五人の者も︑皆そ

十湿6

十旧3

︑皆そのあとを追った︒検使は︑宗治の首

十湿9
垣はすでに水に没した︒援軍から使者が來

哀思7

さしはさんで封陣した︒その間にも︑水か

戦ひぬく決心であった︒そこへ︑織田信長

十旧8

だのぶなが

といふ知らせがあった︒輝元はこれを聞き
ゑけい
治らを救はうと思った︒安國寺の僧上覆を

お

吉方にその意を傳へた︒和睦の條件として

十旧10

十旧9 宗治の首を持ち蹄つた︒秀吉は︑それを上

﹂といふことであったが︑そんなことに鷹

をゆづらうと申し出た︒秀吉は︑承知しな

十川4 めしさうに天を仰いだ︒もう︑何度雨ごひ

ほんのう

は本能寺の攣にあった︒これには︑さすが

十㎜1 にそんなことをいった︒畠の土が︑ぽこぼ

十川6 浮かんでは來なかった︒ズ略V︒﹂﹁だれだ︒

十㎜3 つかり白つぼくなった︒せと物のやうに固

十川5 う︑何度雨ごひをしたか知れない︒けれど
て︑ズ略﹀︒﹂と思った︒天略﹀︒﹂と宗治は

血塗3 なり︑ひびがはいった︒花をつけようとし

さすがの秀吉も驚いた︒さうして恵覆に︑

略﹀︒﹂と宗治は答へた︒四

へながら︑かういった︒﹁︿略﹀︒﹂腹巻を取

く略V︒﹂といって來た︒宗治がたつねて行

十㎜5 畠は︑しらがになった︒たべる物が︑だん

十三4 ︒花をつけようとした褻が︑そのまま枯れ

よし

嘉といふ老臣があった︒その日の夕方︑使

に︑﹁︿略V︒﹂といった︒宗治はこれを聞い

といってほめそやした︒附録
吉は︑承知しなかった︒すると意外にも︑

援軍を送ってよこした︒爾軍は︑足守川を

れを一面に流し込んだのであるから︑城の

らずしてできあがった︒折から降り績く梅

水攻めの計を申し出た者があったので︑秀

109531844321109764229875422110109886
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十襯6楽 うと思ふ者があったら︑すぐに行くがよ
調襯8 ︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねたことがあった︒その
十幽8 たつねたことがあった︒その時︑七人の城
十価1 も︑﹁︿略﹀︒﹂と誓った︒隆景は喜んで︑そ
十備1 ︑それぞれ刀を與へた︒宗治は︑﹁︿略﹀︒﹂
びっ
十衛4 と︑きっぱりといった︒更に秀吉から︑四

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
もなくなってしまった︒﹁︿略﹀︒﹂張は︑自

なひとりごとをいった︒子どもたちとの約
ちゅうしう

束が︑果せると思っただけでも︑張はうれ
れしくてならなかった︒仲秋明月の夕暮で

ら大きな月が出て來た︒庭へ出した机の上
なし
出て來た︒庭へ出した机の上に︑梨やぶだ
なし
べに
︑
梨やぶだうを供へた︒
紅をつけたお菓子
べに

を供へた︒紅をつけたお菓子もかざった︒

けたお菓子もかざった︒らふそくには︑叩
愛路少年隊

いふ地域が設けられたわけも︑ここにある

﹁自分の村に起つたことだ︒どうしても

村の墓地を通ってみた︒すると︑そこにか
︑そこにかくれてみたあやしい者が︑三人

いって︑止めなかった︒ある日の夕方︑か

あでたい文字を書いた春暁が張りつけられ

出てみれば︑出てみたで美しく︑星の夜で
なん
美しい︒青みがかった明かるい夜空に︑南
れん
てるる︒胡同に面した家々の門には︑聯が

かにもさむざむとした氣持を起させる︒夜

う
︒大きす
なみ
水さ槽
をのせた一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂

る︒やっと目がさめたころ︑遠いところを

つる︒ほのぼのとした影が揺れながら動く

とか︑西遊記といった支那の昔物語をやる

さいいうき

る︒まるく輪になったその中で︑猿がさま

ろいうな道具を入れた荷をかついでみる︒

面器や︑道具を入れた︑これも朱塗りの箱

めん

夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを選ん

すやすやと眠りだした︒まもなく︑楊少年
こどう
の息は絶えてしまった︒三 胡同風景

﹂と叫ぶやうにいった︒さうして︑またす

てるるばかりであった︒あくる朝になって
︑始めて目をさました︒楊少年は︑苦しい

で︑みんなで介抱したが︑その夜は︑ただ

かいはう

姿をかくしてしまった︒この物音に驚いて

年の肩や背にあたった︒少年は︑氣を失つ
︒少年は︑氣を失った︒悪者たちは︑その

投げ爆弾を投げつけた︒爆揮は︑大きな雪

事ひつけないと思った一人が︑いきなり手

人もあとを追ひかけた︒追ひつけないと思

いつさんに走り出した︒すると︑三人もあ

つきりこれだと思った︒急いで報告しよう

しい者が︑三人現れた︒楊少年は︑てつき

212

くら
大事にしまっておいた倉の物も︑あと︑い
物のないことも思った︒それでも︑張は︑

も︑張はだまってみた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁ll﹂﹁

︑かういってせがんだ︒けれども︑張はだ

然大きな聲で ど な っ た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

年は︑雨戸きであった︒配る日も︑來る日

日も︑ざんざん降った︒﹁︿略﹀︒﹂張は︑遠

じみと幸福にひたった︒二

くには︑火がともった︒風のない静かな月

かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑

と行進する︒かうした訓練を受けたのち︑

ちみき

支那のものを合はせたら︑實におびただし

れてるるのを見つけた︒急いで本隊に報告
を少年の寸前で止めた︒ある少年は︑自動
張りを受け持ってるたが︑急病で寝込んで
病で寝込んでしまった︒といって︑その任
って見張りに出かけた︒折悪しくあらしに
くあらしになって來た︒がけを曲らうとし
︒がけを曲らうとした時︑烈しい風が念い
あひに落してしまった︒かうして︑父親は
やう
少年の身代りとなった︒楊といふ少年がゐ
やう
︒
楊といふ少年がみた︒ある夜︑これも鐵
だふんでくやしがった︒かれは︑すぐその
の悪者がどこから來たか︑どこへ逃げて行
︑どこへ逃げて行ったか︑何名來たか︑そ
て行ったか︑尊名來たか︑それらを調べ始
︑それらを調べ始めた︒悪者といっても︑

ち切らうといひ出した︒楊少年は︑﹁︿略﹀

212

212

212

212

212

212

212

212

212

の音に︑耳をすました︒一たび︑この川が

び︑この川があふれたが最後︑ここらあた
︑布ぎれなどを持つた︒二人の子どもは︑

3

り︑持ち合はせてるた布を振って︑やっと

8

209

212

212

212

213

油や︑マッチを持つた︒天略﹀︒﹂ズ略﹀︒﹂

に打たれて動いてみた︒いなご

は︑よく實のりかけた変畠を見渡しながら

ら︑﹁︿略V︒﹂と思った︒張は︑子どもたち

子どもたちと約束した物を︑ふと思ひ出し

出した︒たこがあった︒笛があった︒なつ

物を︑ふと思ひ出した︒たこがあった︒踊

があった︒笛があった︒なつめの砂糖づけ

めの砂糖づけもあった︒こんなことを思ひ

ながら︑地平線を見た︒すると︑にはかに

に黒い雲がわいて來た︒それが︑みるみる

來る︒雲ではなかった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

いまつを持つたりしたまま︑うはのそらで
︑ざあっと畠に降った︒作物は︑ひとたま

食ひ荒されてしまった︒明月
あは
ありがたい年であったらう︒粟も︑大豆も

は︑変刈をやってみた︒いくら汗が流れて

3
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210

3

も︑村の良民と違った着物を着てみるわけ
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ど︑ゆたかにみのった︒今日は夜明けから

ろよいっかれであった︒﹁︿略﹀︒﹂長い変の
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から変粉を出して來た︒﹁︿略﹀︒﹂井戸の水
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と張りつめてみた氷︑その下で︑眠つ

ぽいに吸ひ込んだ︒めりめりと氷が割

下で︑眠ってみた黒龍江が︑ひとつ大

うに動かなかった川が︑今︑動きだし
︑今︑動きだした︒あちら︑こちらに

川波が光りだした︒ああ︑自然の大き

十一117
十一1110

昏々とした蒙彊の原野︑第一線
お結びになってみたが︑あたりのさわが
と︑﹁何か起つたのか︒﹂とやさしく

をおさましになった︒﹁︿略﹀︒﹂おつきの

民たちが並んでみた︒王のお情に︑心か

れをお渡しになった︒翌朝︑王の御宿舎

お取り出しになった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おつ

しくお問ひになった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十︻125園

十一121

十一126

十一1210

十一132
十一133

十一134あげるためであった︒五
機でお蹄りになった王は︑武官のさし出
んでおいでになったはるかかなたの空を

27

2了

28

29

29

32

32

35

分にいただきました︒それ故︑自分のこ

いらっしやいました︒などいっては︑も

たび他人の前へ出た場合には︑自分のこ

心配申しあげました︒では︑一通りお話

よろしく申しました︒母は︑今日まみり

くおっしゃいました︒おかあさんは︑今

これほどに襲達したのは︑つまりわが國

とばの上に反映したのにほかならないの

てしまふほどでした︒父の計時は︑﹁︿略

ためとき

非常にりこうでした︒兄が史記を讃んで

文學の天才であったばかりか︑婦人とし

た︒父爲時が願ったやうに︑もし紫式部

な文は書かなかったでせう︒當時︑かな

くてはならなかったのです︒源氏物語五

し出すことができたのです︒かう考へる

日のことばで表したものですが︑ただこ

ぶつだん

く見える︒どうしたのか︑その子が尼さ

らう︒切りそろへた髪が︑ともすると扇

て︑かけ出して來た女の子は︑何といふ

あげられ︑年とった上品な尼さんが佛壇

あま

い︒きれいに作ったしば垣の内の僧庵に

そうあん

百年の昔に書かれた源氏物語が︑いかに

は︑世界にすぐれた文學としてほめたた

くのが普通であったからです︒しかし︑

紫式部が男であったら︑源氏物語のやう

深みのある人でした︒父爲時が願ったや

世に高くなりました︒式部は︑文學の天

語を書き始めました︒そののち上東門院

夫に死に別れました︒そのころから紫式

孝の妻となりましたが︑不幸にも早く夫

たか

の子が男であったら︑りっぱな回者に
十一354園
ふち
いって歎息しました︒大きくなって︑藤

35

服をお召しになった北白川宮永久王は︑

前にお 立 ち に な っ た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

十一138
十一139

返って御覧になった︒砲煙弾雨の間︑王

の御指導をなさったのである︒第一線の
百倍したのであった︒六

して︑勇氣百倍したのであった︒六

お進みになってみた︒午後八時ごろ︑御

みにとざされてるた︒その中を︑王の御

て御挨拶をなさったのも︑蒙彊へ御出征

御

色十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

つてまみりました︒これは︑おみやげ

︑求めてまみつた黒竹の杖でございま
十一1310

十一149

十一147

十一144

十一143

十︻142

お持ち留りになった杖を︑母宮殿下にお

下におあげになった︒それをお受け取り

むさしの

お受け取りになった母宮殿下は︑﹁︿略﹀

こりお笑ひになった︒二

晴れた夏の空が︑武藏野の

へあそばされてみた︒﹁︿略﹀︒﹂とおつし

科を御卒業になった王は︑士官候補生と

十一153

つけ通りになさったのであらう︒御ひつ

＞︒﹂とおっしゃった祖母宮殿下のおいひ

殿にお着きになった︒正門の前には︑お
十一156

身﹁1410

演習をなさってみた︒今まで晴れてみた
︒今まで晴れてみた空が急に暗くなって

十一156

つおはいりになった︒王が幼年學校の生

先にお立ちになった︒御軍帽のひさしか

十一159

粒の雨が降りだした︒演習が終って︑王

るやうにぬれてみた︒又略﹀︒﹂と︑中隊

十一161

の御里面をなさったのも︑この同じ櫻の

徒でいらっしゃった時︑北海道からお編

十一162

受﹇1510

十一96園ぞお困りになったことでありませう︒
十一98囹雨が降らなかったから︑この雨で︑農

十﹇162同じ櫻の間であった︒その御居間で︑神

しやう

晶のすだれを掛けたやうに降りしきる雨

十一163

御岳の影
が︑すでに謙遜したことばであり︑﹁行

文化の進んだ國︑教養の高い國民

になったのであった︒三

くおかはしになったのであった︒三

ての御慈愛に満ちたお迎へのおことばを

神におなりになった王に︑母宮殿下は︑

うにお眺めになった︒三

十一266

十一252

十一165

十一165

十一164

聖でお立ちになった︒母宮殿下は静かに

静かにおっしゃった︒﹁︿略﹀︒﹂大命を葬

におささげ申したものですから︑決死
つしやるのであった︒ズ略﹀︒﹂王は︑母

答禮をあそばされた︒四

敬禮をあそばされた︒母宮殿下も︑御満
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しくしく泣きだした︒﹁︿略﹀︒﹂といひな

十一4410園

しょだな

きがこはしました︒わたしがっくろつ
たしがっくろつたのですよ︒﹂と︑さ

十一404囹 はいくなってみたのに︒烏にでも取ら
十一474

十一474

十一468

に何かおっしゃったやうです︒顔が火の

が︑みんなの笑った顔が︑私に集ってゐ

ん︑はっとしました︒先生の目が︑みん

やうだllと思ったとたん︑はっとしま

ち着きませんでした︒先生のおっしゃる

十一424園 んがみなくなったら︑いったいあなた

十一483囹︺さんができました︒﹂といって︑ほめ

十一481

十一4710

ないでしまひました︒夕方︑迎への車が

はとだえがちでした︒にいさんだけが︑

に︑車に乗りました︒その夜︑おとうさ

迎への車が來ました︒ねえさんは︑山田

んなを笑はせました︒八

けが︑時々おどけたことをいって︑みん

綿を薄く引き延したやうな白い雲の出る

く口の中でふくんだやうに鳴く山鳩の聲

スを張りめぐらした部屋の中に︑たたず

りが︑重なり合った葉の層を通して落ち

っ︒生き生きとした小鳥の聲が︑あたり

晶のはけがさはったやうなつめたさであ

ね起きて窓を開いた︒つめたい空氣が︑

なるのは︑かうしたすばらしく厚い雲に

にはかに墨を流したやうに曇って︑天地

す︒その頂が開いたのは︑朝顔雲とか︑

な日光に照らされた入道雲が︑まぶしい

くとふくれあがったのは︑俗にいふ入道

やうに積みあがった形に現れる白い雲は

雲です︒雨の降ったあげく︑山の間など

す︒雨雲はきまった形がなく︑空いつぼ

ういふ雲のかかった場合ですが︑このお

あとから投げ出したやうで︑なかなか盛

のは︑殊にさうした感じを深くします︒

もいひますが︑見たところはさびしい雲

はこの雲のかかった時で︑かさの中に星

何かで空をおほったやうになりますから

すと︑すっきりした感じがなくなって︑

かで︑すっきりした感じの雲です︒天女

な氷の結晶の集ったもので︑雲の中でも

澄んだ青空に︑はけで置く
︑はけで輕くはいたやうな︑または眞綿

日本海海職
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十一393

十一4410園

十一404園 烏にでも取られたらどうしませう︒﹂

十一475

十﹁426 がら目を伏せてみたが︑とうとううつ伏

部屋へもどりました︒心を無理にしづめ
あいて︑着かざったねえさんがはいって
がはいって來ました︒﹁雪ちゃん︒﹂少し
ん︒﹂少しかすれた聲でした︒﹁︿略﹀︒﹂
しかすれた聲でした︒﹁︿略﹀︒﹂やっとこ

すみませんでした︒﹂llそれがのど

8439533210431629485975187664321098
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十一393そばへ來て︑立つたまましくしく泣きだ 十一445 ︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒りつぼな書棚に︑
十一394園 ︒﹁どうしました︒子どもたちと︑い

︑源氏は出て行った︒紫の君は︑人形の

の君は源氏にいった︒﹁︿略﹀︒﹂といって

着物を着せてあげた︒﹁︿略﹀︒﹂さういつ

十一452

十一457

十﹁455

次の間から出て來た犬きが︑その車を引

美しい着物を着せた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁はい︒﹂

十一394園 いひ合ひでもしたのですか︒﹂といひ
十一396 この子とどこか似たところがある︒﹁︿略

十一396 ひながら︑見あげた尼さんの顔は︑この
十一4510

が︑その車を引いた︒庭では︑うぐひす

十一463
十一464

十一398園あの尊きが逃したの︒かごに伏せてお
である︒そばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀

十一398園ごに伏せておいたのに︒﹂と︑女の子
十一401

十一406 つて向かふへ行った︒それは︑この子の
十一475

けきよ︒﹂と鳴いた︒七姉

十一416 おとなしくすわった︒尼さんは︑子ども

を︑私は感じました︒午後︑急ぎ足で學

十一465

十一421園 う︑なくなられたあなたのおかあさん

十一476

十一403園 だんをして逃したのでせう︒せっかく

十一422園 をおなくしでしたが︑それはそれは︑

十一423園がおわかりでしたよ︒今にでも︑この 十一477 学校の門を弥ました︒錦ってみると︑入

十﹁427 泣き入ってしまった︒とたんに美しい髪

十一489

て雑誌を開きましたが︑字も給も︑てん

てるるところでした︒きれいに髪を三つ

十一4210 の子が逃げて泣いた紫の君は︑その年の

十一489

晴れ着を着せられたねえさんは︑まるで

十一431 り残されてしまった︒紫の君は︑いとこ

十一491

十一494

十一494

十一492

十一433 られることになった︒あの乳母や犬きも
十一434 つしょに引き移った︒源氏は︑小さな妹
十一435 小さな妹でもできたやうに︑いろいろと
十一436 んだうを見てやった︒紫の君も︑源氏を

ろ教へていただいたものでした︒﹁︿略﹀

私の口から出ました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁はい︒﹂

十一4910

十一496

十一4310 求めてやったりした︒お正月になった︒

十一437 ふほどなついて來た︒しかし︑紫の君は

十一501

十一502園 した︒﹁生まれた家を出て行くのです

ただいたものでした︒﹁︿略﹀︒﹂

十一441 た︒お正月になった︒元日の朝︑源氏は

十一505

る部屋へ行ってみた︒さうして︑﹁︿略﹀

十一442

十一506園

つてうなづきました︒﹁︿略﹀︒﹂llそれ
十﹁444園 とならしくなったでせうね︒﹂といつ

十一443園 す︒お正月が來たから︑あなたも少し
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を忘れて立ってるた︒林の中を︑奥へ奥

かんむり

くわつえふ

しだいに曇って來た︒霧もだんだん深く

みぶんつかれてみた︒ここで辮當をたべ

小屋にたどり着いたのが午前十一時︑み

なたへと薄く見せた︒耳を澄ますと︑遠

のが樂しみであった︒あたりにだんだん

生に教へてもらった︒かはいい桃色の﹁

た︒葉がふちに似た﹁ななかまど﹂や︑

があるやうになった︒葉がふちに似た﹁

す︒植物に︑攣ったものがあるやうにな

しめふみしめ登った︒﹁あと四キロだ︒﹂

針葉樹が現れて來た︒やがて針葉樹の密

どがごくりと鳴った︒木の間では︑うぐ

みんなは待ってるたやうに︑そこらへ腰

うれしい笛が鳴った︒みんなは待ってる

石川先生がいはれた︒まばらな澗葉樹林

に︑さつき出回した温泉宿が︑だんだん

あへぎあへぎ登った︒時々見おろす谷底

かも︑汗ばんで來た︒はずむ呼吸が︑前

らゐ高く茂ってみた︒岩角が出︑木の根

と︑杖が岩に鳴った︒前の人の足あとを

決でたまらなかった︒道はすぐ登りにな

ら︑つり橋を渡った︒ごうごうと鳴る激

勇ましく響き渡った︒午前七時である︒

こまでのぼって來たのだ︒十三燕岳に

つばくろだけ

ある︒ふさふさした枝の冠をいただいて

りのやうにとがった梢の先を天に向けて

じまひを正し始めた高い山々の針葉樹林

ふげにかけ渡された一本の丸木橋の上を

いつのまにのぼったのか︑朝の日の光が

ひが書きてしまった時︑いつのまにのぼ

！07542！074439310981055296548521108552
生だちにいってみた︒それからも︑しば

89

はそれもなくなったと思ふと︑眼界が急

につくやうになった︒つひにはそれもな

しく花をつけてみた︒いつのまにか大木

ばらく道が急だつた︒霧の間に︑﹁さう

十一968

十一967園

十一96一

十︻9510

十一958

十一956

う︑燕の絶頂が來た︒それは︑大空の一

はっきりとしてみた︒左は︑急な斜面が

がら︑山をくだった︒十四

くはっくづく思った︒さうして何年かの

︿略﹀︒﹂といはれた︒東も北も一帯に雲

もう二三年たったら︑きみたちも槍へ

ルの最高鮎に立つたのである︒さっきの

ないほどせまかった︒今こそ︑二千七百

いわい歓聲をあげた︒道は︑ややなだら

やうに黒いて見えた︒みんなが︑わいわ

十一973

種のあこがれに似たなつかしさを畳えさ

つたく残念であった︒午後二時︑下山の

十一975

十一972 ︑下山の途についた︒﹁山は豪い︒﹂と︑

匙を示す石があった︒そばに腰掛が何皇

十一996

より少し沖へ出たな︒きっと大れふだ

十一971

四・六キロと記した道標が立ってるる︒

十﹇㎜1園

らは︑胸がをどつた︒やや廣く平なとこ

かにも明かるかった︒それからは尾根傳

十﹁柵2 網の綱の端につけた目じるしのランプも

十一㎜9 防水具に身を固めた若者たちが︑船室か

十一梱5 ぐりながら︑なれた手つきで魚をはっす

十一伽4 船は嚢動機を止めたまま︑網もろともに

十︻梱6 さけの山︒かうした作業が五時間も卜い

ざやかな色であった︒ふと﹁はひまつ﹂

から花へ飛んでみた︒行くにしたがって

石川先生がいはれた︒みつばちが︑盛ん

十一価8 あった︒月のさえた夜︑友人と二人町へ
十一鵬3囹

十一塒8い時のことであった︒月のさえた夜︑友

十一鵬5 ういって足を止めた︒二人は戸外にたた

て︑花は美しかった︒右手に見おろす斜

のやうに美しかった︒その邊から︑とこ

々と入り罵れてみた︒お花畠は︑まるで

十一研6 けてはいって行った︒友人も蒔いてはい

十一鵬6 く耳を澄ましてみたが︑やがてピヤノの

れはぼくの作った曲だ︒聞きたまへ︒
ころに残雪があった︒みんなが︑うれし

十一研7 人も績いてはいった︒薄暗いらふそくの
せつけい

あげるところへ來た︒下から風が強く吹

十一鵬3囹

十一鵬1 來客に︑さも驚いたらしいやうすである

燕の絶頂をめざした︒馬の背のやうに︑

感じるほどであった︒そこから右へ縦走

てそこへ登り着いたぼくらは︑何といふ
︑西の方に見渡したことであらう︒左端

十一㎜1

十一榴9園

十一柵8園

十一柵6

十一佃4

かいふことでしたね︒まあ︑

つと門口で聞いたのですが一1あなた

だしぬけだと思ったらしく︑口ごもりな

︑さっと赤くなった︒兄は︑むっつりと

十一柵4 ートーベンがいった︒妹の顔は︑さっと

あんぷ

ひの道が績いてるた︒ややもするとくづ

かにもをかしかったので︑いった者も聞

一曲ひか
すがりながら進んだ︒右下から吹きあげ

れてまみりました︒﹂と︑べートーベ
鞍部にたどり着いた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれ

雪渓が見おろされた︒先頭は︑もう山小

がって雪をすくった︒つひに︑霧の中に

んぼうげ﹂であった︒その間々に︑白い

咲いてみるのを見た︒眞夏に櫻の満開で

北千島の漁

﹂の花盛りであった︒小さなすみれや︑

だらかな道が綾いた︒薄日がぽかぽかと

やなだらかになった︒﹁三角匙︒﹂といふ

31975411087654187631108721108775531
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

かつたので︑いった者も聞いた者も︑思
︑いった者も聞いた者も︑思はずにつこ

思はずにっこりした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑兄が

︑すぐにひき始めた︒その最初の一音が

にはふしぎに響いた︒ベートーベンの爾

何者かが乗り移ったやう︒一音は一音よ

つと明かるくなったと思ふと︑ゆらゆら

いて消えてしまった︒ベートーベンは︑

は︑ひく手をやめた︒友人がそっと立つ

つき娘がひいてみた曲をまたひき始めた

き手の顔を照らした︒しかし︑べートー

曲をまたひき始めた︒﹁︿略﹀︒﹂きやうだ

だいは思はず叫んだ︒ひき終ると︑べ一
︑つと立ちあがった︒三人は︑﹁どうか

﹂としきりに頼んだ︒かれは︑再びピヤ

の前に腰をおろした︒月は︑ますますさ

しばらく澄みきった空を眺めてみたが︑

つた空を眺めてみたが︑やがて指がピヤ

と︑やさしい沈んだ調べは︑ちやうど東

指がピヤノにふれたと思ふと︑やさしい

として︑ひき終ったのも氣つかないくら

ンは立って出かけた︒﹁︿略﹀︒﹂きやうだ

口をそろへていった︒﹁まみりませう︒﹂

返ってその娘を見た︒かれは︑急いで家
︑急いで家へ鋸つた︒さうして︑その夜

不朽の名詮を博したのはこの曲である︒

たうございました︒おとうさんも︑お
うで安心しました︒こんなに遠く離れ

この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう

螢に︑待機してみた時のことであった︒

ってみる猫であった︒俳句

の鳴き聲を耳にした︒こんなところに猫

る︒このはりつめた第一線の陣中で︑ふ

澄みきった大空のもとに︑ナチ

音に耳を傾けてみた︒猫

電波がはいって來た︒長唄の調べである

器の鮎検をしてみた︒ そのうち偶然にも

る夜のことであった︒ ラジオを敵の陣地

くっく思ひました︒どうかまさえさん

へさせられました︒それでこそ︑世界

中には︑かうしたやさしい情がこもつ

︑ふと思ひました︒さうして︑ほんた

隊さんがゐました︒それも一人でなく
︑つけてゐました︒あの強い日本の兵

て歩いてゐました︒よく見ると肩のと

ころが譲りました︒みんな銃をかつい

を見に行きました︒誓書の中に︑日本

て︑できあがったものにも︑その時︑

書いてありましたが︑あれは︑いけ干

きてしまひました︒﹂と書いてありま

思ひ出されました︒﹁︿略﹀︒﹂と書いて

へ花摘みに行った時のことが︑なつか

ていけてみました︒こんなにして野の

うの花を見つけたので︑それを摘んで

そへてありました︒私のおいて來た花
︒私のおいて來た花ばさみや花器など

尽しておきましたから︑見てください

その時にうつした窮眞を同封しておき

だけ下汐しました︒その時にうつした

團瓦落團團国團團團團團團團團團書置團匡｝團匪〕下
88632974291765．321098554331105410998
た時のことであった︒すぐ隣りの温州に

123

123

ぐ隣りの宿螢にみた一人の兵隊さんが︑

んが︑俳句を作ったから見てくれといつ
︑夜中にやって來た︒夜︑燈火を用ひる

わかるほどであった︒兵隊さんがさし出

といふ二句であった︒四十近いこの兵隊

すかしながら讃んだ︒弾の下草もえ出つ

朝顔に

知れないのであった︒勅命のくだったこ

大きな苦心であった︒試みに︑今日もし

ラ

ゲ

サノヲノミコト

法をいっしよにしたのである︒これらは

須佐之男命﹂としたのは︑﹁草木﹂と﹁

ス

﹁久月下﹂と書いた︒前者は﹁クサキ﹂

ク

いろの方法を用ひた︒例へば︑﹁アメツ

を書き表さうとしたら︑どうなるであら

漢文が普通であった︒しかるに︑阿禮の

ひらがなもなかった︒文字といへば漢字

大きいものであった︒そのころは︑まだ

命をささげ蓋くしたことであらう︒とこ

ぼるここちであったらう︒さうして︑長

だったことを承った阿禮は︑それこそ天

た︒勅命のくだったことを承った阿禮は

この人がなくなったら︑わが國の正しい

十近い老人になった︒この人がなくなつ

歳の若盛りであった阿禮が︑今ではもう

へをそらんじ始めたのは︑三十蝕年前の

の非凡な人であった︒かれが天武天皇の

き表すことになった︒信望は︑記憶力の

部屋から出て行った︒十九

句を讃んでもらった満足を感謝のことば

つたまま笑ってみた︒兵隊さんは︑俳句

つねても︑だまったまま笑ってみた︒兵

︑又略﹀︒﹂と答へた︒﹁あなたの名前は︒

わざわざやって來たのである︒﹁︿略﹀︒﹂
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つしませんでした︒毎日毎日畠へ出て
丈夫にしてくれたのでせう︒それとも
に過して來ました︒この春植ゑつけた
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

ばで︑にこにこした顔を見せてみるし︑

どの美しい羽をしたいろいろな小鳥が︑
すず
みる︒黄色に熟したレモンが鈴なりにな

の標柱を打ち立てた當時から︑住民たち

がして︑乾ききったのどへ︑あまずつば

てんすみをけ

さんごせう

るのは︑意外だつた︒ただ︑海の色と︑
や し

笑って教へてくれた︒二

﹁︿略﹀︒﹂と

以前セレベスにみた人が笑って教へてく

なにほひをふくんだそよ風が流れて干る

ていかりをおろした︒日は︑もう山の端
くだ
う山の端にかくれた︒陸地の方から︑果

ふ小さな町があった︒船は︑淺い珊瑚礁

のやうにひろがった心内へはいると︑そ

だが︑想像してみたココ椰子の林も︑船

目の前に現れて來た陸地の姿や︑木々の

浮かびあがって來た︒赤道を越えて南半
︑だれしも遠く來たものだと思はないで

白い煙を吐いてみたが︑時々この火山が

入口にさしかかった時︑目の前に立ちふ

る︑トタンで作った圓筒形の天水桶が並

ゑんとう

く︑その下を立つたままでらくに通行す

洋人の残して行った家は床が高く︑その

の絡督が住んでみた︒しかし今では︑日

そうとく

ると︑半日もたったのち︑南へずっと連
︑深い水をたたへた汚い湾があって︑そ

りなついてしまった︒ニューブリテン島

20了

りのことでなかった︒しかし︑かうした
︒しかし︑かうした苦心はやがて報いら

文字に書き表された︒安幽門はこれを三

古語のままに残ったことである︒古語に

代に生まれ合はせたのを思ふと︑一臣民

の聖代に生をうけた私たちは︑この歌を

行く櫻の花をよんだ歌で︑優美の極みで

人たちは︑かうした心持を心ゆくまで味
︑都の春を懐しんだのでした︒箱根路を
かまくら

を虚しんだのでした︒箱根路をわが越え

た歌人でありました︒箱根山から伊豆山

鎌倉時代のすぐれた歌人でありました︒

おちあひなほぶみ

焚揚につとめました︒まことにこの人に

あり︑歌人であった落合直文が︑元旦に
もやう

元旦に門松をよんだ歌です︒二本の門松

いうな模様をかいた小さな船が︑三角の
くだ
の少年たちであった︒ニ ジャワは︑果
一面にとげの生えた鬼の頭のやうなドリ
︑花鳥を染め出したはなやかなものが︑

くわてう

︑かごを頭に載せた女たちが︑窓のとこ

ばせうの葉に包んだ御飯や︑バナナのあ

いふ騨で乗りかへた時︑ジャワ人の品の

がある︒葉に包んだ御飯は︑日本のかし
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214

214

214

214

215

215

215

215

んどん走る︒止ったところは商店街の眞

五年間も守り績けた︒その英雄を生んだ
︒その英雄を生んだのが︑この地方であ

十一川7

十一川6 内地の山によく似た山脈の森の中には︑

十一鵬3

十一鵬4 やうにつやつやした大陸に︑南十字星が

︑うつそうと茂った林の中では︑うぐひ

のるなか道であった︒耕されてみないこ

ぼる赤い火を眺めた︒ニ ビスマルク諸
薄くとかして流したやうな︑美しい謡⁝か

十一川8 聲や︑今まで聞いたこともない笛を吹く

十一描1零丁 道はいっか來た道︒﹂と歌ひたくな

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

の島へ寄せるとしたならば︑だれでもそ

一家族が乗って來た︒その静かなたちみ
︑オランダと職つたことがある︒その時
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215

めて︑天皇に奉った︒古事記といって︑
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持のよい町があったのかと驚かされるの

し

さらさ

から︑刃物でそいだやうに突つ立ってる

かり高く切り立つた山だ︒御影石の山々

かるさをいひ表したらよいだらう︒石の

あるが︑働きぬいた漏足で心は輕やかで

脇途につく︒疲れた五腔ではあるが︑働

石を運んでしまったあとの坑内に︑支柱

絡進軍︒﹂と書いた電燈看板に迎へられ

な國民儀禮を行ったのち︑いっせいに艦

に︑尻あてといったいでたちである︒嚴

しり

る︒鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑作業

つてみる︒集合した動員は︑東方へ向い

坑の時刻がせまった︒坑口の前の線路に

みると自信に満ちた生活ぶりである︒ス

に支那でやって射たのとそっくりそのま

この地に住みついた日本人の男女を見る

れほど日本人に似た姿である︒そればか

州のみなかへ行ったやうな回持になるこ

と椰子の木で作った長屋がずらりと並ん

や

ぐらみの竹で作った床の上にできてみる

禁じて保護してみたものである︒二 住
︑すくすくとのびたゴムの木立が緑色の
かう
奏する︒よく晴れた朝など︑この一大交

人に飼ひならされたもので人を見るとへ

ゴム林におほはれた公園地下の間を走つ

︒商店街からのびた敷本の鋪装道路は︑

な花模様を散らした更紗地と︑すきとほ
せいけつ
うな商店街が思ったよりも清潔であり︑
︑あのごつた返したやかましさは見られ

もやう

川にそって作られた敷本の鋪装道路の爾

ほさう

績くうつそうとした密林が切れて︑白い

面して細長くのびた奮サラワク王國の首

875110849776363976421212711211951963

十二204 めざして押し寄せた︒武装した兵士を満

十一一169 と割れる︒割られた石材は︑石積み車に

十二205 し寄せた︒武装した兵士を漏翻したトラ
こん ぽ う

十二205 した兵士を滞号したトラックが︑ダバオ
男がとび出して來た︒﹁萬歳︑萬歳︒﹂シ

十二206 ると︑棍棒を持つた二三人の男がとび出
十一一207

十一一213 から勇士がどなった︒もちろん日本人で

十二214 うん日本人であった︒その人々の顔には
十二217
ちは口々にたつねた︒﹁︿略﹀︒﹂といふ答

くり返すのであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑トラ

十二214 がとめどなく流れた︒さうして︑聲をふ
十二219

十二222 へ突き進んで行った︒ダバオ攻撃部隊は

路へ押し出して転た︒大東亜戦雫開始以

十一一227 げた︒兵士を載せたトラックが︑帝國領

十二226 く日章旗をかかげた︒兵士を載せたトラ
十一一2210

十一一231 校に監禁されてるた約八千の邦人が︑皇

十二232 序してこれを迎へたのであった︒トラッ
十二232 を迎へたのであった︒トラックの上の兵
十二234 校附近まで前進した︒すると︑今までし
十二235 まり返って︑死んだやうになってみた校
十二236 名の邦人が出て來た︒校庭は︑﹁萬歳︑

十二235 だやうになってみた校舎の中から︑どつ
十二237 歳︒﹂の聲で埋った︒トラックは︑校庭
十二238 校庭の中央に止った︒部隊長は︑トラッ
十二2310 ことばで訓示をした︒人々の中からは︑

十二249

は予をほろぼした︒﹂七十歳の孔子は︑

︑聲をあげて泣いた︒三千人の弟子のう
することに心掛けた者はなかった︒これ
掛けた者はなかった︒これこそは︑わが
ら深く信頼してみた︒その顔回が︑年若
は予をほろぼした︒天は予をほろぼし

年若くてなくなったのである︒﹁︿略﹀︒﹂

十二248囹

十二252
十二252
十二254
十二255

十二257囹

は予をほろぼした︒﹂まさに︑後聾者

に︑後輿者を失った者の悲痛な叫びでな
いふところを通った時︑突然軍兵に園ま
突然軍兵に静まれたことがある︒かつて
でらんばうを働いた︒不幸にも︑孔子の
顔が陽虎に似てみたところがら︑麗人は

ないかと心配した︒﹂といった︒する

あったか︒死んだのではないかと心配

前は無事であったか︒死んだのではな

けつけた顔回を見た孔子は︑ほっとしな

ればせにかけつけた顔回を見た孔子は︑

は孔子を取り園んだのである︒この時︑

十二258囹

十二259
十二263
十二263
十二264
十二266

十二265
十二266

十二267
十二268囹
十二268囹

さい

つてみたのであった︒三

そ

そ
それから敷年

その師を慕ってみたのであった︒三

回は一青年であった︒わが身の上の危さ

︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒孔子は五十蝕歳︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると顔回は︑﹁︿

十一一269園
十二2610

十二273

十二274
十二276
ちん

十二276

陳・藝の厄があった︒孔子は楚の國へ行
・察の野を旅行した︒あいにくこの地方
く食ふ物がなかった︒困難に際會すると
をもらす者があった︒き一本な子羽が︑
り聲で孔子にいった︒﹁︿略﹀︒﹂徳のある

たい︑徳の修つた君子でも困られるこ
し こう
は平然として答へた︒﹁︿略﹀︒﹂子羽とい

十二289ういふ考へがわいたのかも知れない︒孔

十二285園

十二284

十二283

十二281

十二279

十二2310 はりの心のこもったことばで訓示をした 十二278
十一一241 り泣きの聲がもれた︒部隊長の訓示が終
十一一242 に静かになってみた邦人の間から︑嚴か

十二243 が代の合唱が起つた︒不動の姿勢をした
孔子と顔回

十二2810
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十二244 ︒不動の姿勢をしたトラックの上の勇士
十一一245 ︑歌ひながら泣いた︒四
よ

十二248園 は予をほろぼした︒天は予をほろぼし

29

が違ふぞ︒困ったら悪いことでも何で

孔子は

孔子

﹁︿

の歌には︑かうした國民的感激に滞ちあ

︒﹁︿略﹀︒﹂といった意味で︑まことにを

歌の中によみ入れた次のことばは︑今日

からいひ傳へて來たのを︑大伴家持が長

おほとものやかもち

首を二十巻に定めたのが︑萬葉集である

つばな畳悟を表した歌である︒かういふ

面の守備に向かった兵士の一人が︑今日

な五 ら
︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒
奈良の四季

命でございました︒﹂と答へた︒五

男でございましたが︑不幸にも短命で

ふ者がをりました︒學を好み︑過ちも

︿略﹀︒﹂とたつねた︒孔子は︑﹁︿略﹀︒﹂

先に死んでしまった︒ある日︑魯の王公

﹁︿略﹀︒﹂といった顔回が︑先生よりも
ろ
あいこう

認めることができたのである︒六

その師を知ってみた︒顔回は孔子をたた

く年回を知ってみたやうに︑顔回もまた

行ずることができたのである︒五

︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒朝起きるから夜寝

︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒あらゆる欲望にう

やすい方面を述べたのである︒ところで

又略﹀︒﹂と教へた︒いつれも﹁仁﹂の

わかる程度に教へた︒孔子の理想とする

どんなに満足させたことか︒四

せん︒今の齪れた世に容れられなけれ

慰めるやうにいった︒﹁︿略﹀︒﹂このこと

て手かげんをしたら︑人に用ひられる

とだ︒道の修つた者が︑必ず人に用ひ

略﹀︒﹂孔子は答へた︒﹁︿略﹀︒﹂顔回は師

かげんをなさったらいかがでせう︒﹂

といふ弟子がいつた︒﹁︿略﹀︒﹂孔子は答

31338575432176232951984175328742
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と︑羅刹はとぼけたやうに︑﹁︿略﹀︒﹂と

十二602

十二601

十二601

致した意見であった︒かうした天下の輿
ようん
であった︒かうした天下の輿論に封して

くの人々の一致した意見であった︒かう

う謙遜な心でいった︒﹁︿略﹀︒﹂羅刹は首

十二604園

亡君の仇を報いたのは︑義には相違な

つて國法を破ったのである︒これを許

りに騒動を起したのは︑結局私情を以

十一一605園

十二605園

よ

十二515

︒あんまりへったので︑つい︑うは言

き

十二517園
い︑うは言が出たかも知れないが︑わ

あ

感激に満ちあふれたものが多い︒有名な
十二517園

やまと

子でいらっしゃったころ︑大和の安牛野

き

騎野で狩をなさった︒人麻呂も御供に加
十二519

は舌なめずりをした︒しかし︑修行者は

﹂羅刹は首を振った︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂

十一一531

十二603 ところは違ってみた︒﹁︿略﹀︒﹂

十二5110

︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒修行者は︑いっそ

麻呂も御供に加つた︒野中の一夜は明け

の道にすぐれてみたので︑後世歌聖とた

從って支那へ渡ったこともある︒この歌

た時︑赤人が作った歌である︒﹁︿略﹀︒﹂

十二544

十二541

十一一537

うりと目を光らした︒修行者は︑うつと

もむうに口を開いた︒あの恐しい形相か

それを地上に敷いた︒天馬﹀︒﹂羅刹は座

までも眞劒であった︒﹁︿略﹀︒﹂かういひ

十二613

十二613

十二611

十二6010

いふことがきまった︒細川越中守を始め

り失望してしまった︒正月が過ぎて︑二

んじた扱ひであった︒だが︑世間はすつ

士の名鑑を重んじた扱ひであった︒だが

た︒天下を騒がした者は︑たとへ武士で

︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒天下を騒がした者

十二608 ︒再三再四︑考へた結果︑﹁︿略﹀︒﹂と命

明かるい人であった︒再三再四︑考へた

しくも男と生まれた以上︑萬代に傳ふべ

十二552

くり返し口に唱へた︒すると︑﹁︿略﹀︒﹂

十二614

十二608

高僧が渡海して着たこうのはなやかな奈
十二554

はっきりと浮かんだ︒心は喜びでいっぱ

始め︑浪士を預った大名も残念とは思ひ

少しも驚かなかった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

でもりつぽに整った香具山に登って︑國

十二557

十二616

十二532

な感情に生きてみたからである︒﹁萬葉﹂

十二616

準備に取りかかった︒二月一日に︑輪王

でいっぱいになった︒この喜びをあまね

十二618

十一一558

ことばを書きつけた︒色はにほへど散り

十二6110

いと︑かれは思った︒かれは︑あたりの

十二561

近にある木に登った︒そのてっぺんから

十二6110

十二5510

ことばに耳を傾けた︒いひ知れぬ喜びが

十二566

るかのやうに見えた︒修行者は︑﹁︿略﹀

でも傳へようとした古人の心を︑われわ

にわきあがって來た︒病人が良藥を得︑

十二5610

いかと思ひましたけれども︑さやう致

に種々御物語をしたついでに︑﹁︿略﹀︒﹂

城へおいでになった︒綱吉は︑法親王に

者が霊草な水を得たのにもまして︑大き

りと樹上から飛んだ︒とたんに︑妙なる
に天上に響き渡った︒と見れば︑あの恐
しく地上に安置した︒もろもろの尊者︑

者の意見をも徴した︒すると︑﹁︿略﹀︒﹂

の始末に心を痛めた︒まつ役人たちに評

︑だれもさう考へた︒將軍綱吉は︑さす

といふことになった︒﹁︿略﹀︒﹂世聞の人
つなよし

れらに浴びせられた︒しかし︑卑下を組

り興奮してしまった︒﹁感心な者だ︒﹂﹁︿

っぽれ本望をとげたといふので︑江戸市

國法と大慈悲

十二578 ら︑心から禮拝した︒この修行者こそ︑
しゃか
求めて止まなかった︑ありし日のお繹迦

十二579

十二597

十一一596

十二595

十二592

十二588

十二584

十二583

しゃか
十一一5710 のお繹二様であった︒八

十二576

十二574

十二572

﹂と︑かれは考へた︒しかし︑﹁︿略﹀︒﹂

には︑さう思はれた︒修行者は︑座を立

あくま

あたりを見まはしたが︑佛の御軍も人影

しい悪魔の姿をした羅刹のみるのに氣が

みるのに氣がついた︒﹁︿略﹀︒﹂さう思ひ

羅刹の聲であったらうか︒﹂さう思ひ

ごい形相を見つめた︒﹁︿略V︒﹂と︑一度

一度は否定してみたが︑﹁︿略﹀︒﹂修行者

へを聞かなかったとは限らない︒よし
とばを教へられたのか︒思ふに︑佛の
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の御者でなかったらうか︒﹂と︑かれ
十二489園

大きな喜びであった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑かれ

身も心も疲れきった一人目修行者が︑ふ

へ行幸の御供をした時︑赤人が作った歌

歌聖とたたへられた︒和歌の浦に潮みち

十二523

首の中によみ入れた︑まことに調子の高
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そのまま退出したのである︒﹂と仰せ

よくわかってみた︒自分とても︑かれ

いことはなかった︒もとより︑將軍の

王のお耳にはいった︒法親王は左右の者
︑ 將軍から聞いた時ほど苦しいことは

歎じる者が多かった︒すると︑またこの

けにならなかったとは︒﹂と︑歎じる

お方と承ってみたのに︑將軍家のなぞ

がて御退出になった︒このうはさが世間

略﹀︒﹂と仰せられただけで︑やがて御退

といふ下心であったらう︒すると法親王

ありげに申しあげた︒佛の慈悲によって

6110975431010763
円盆園園
園囹
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

げんろく
略﹀︒﹂と仰せられた︒元禄十六年二月四

元治

する武備を主張した︒堂々としたその議

張した︒堂々としたその議論に︑反封蕪

うの音も出なかった︒その夜である︒下

てるる怪漢があった︒﹁だれだ︑きみは︒

早いか︑後に立つた今一人の怪漢が︑い

で︑前へのめらせた︒すかさず第三の男

も聞多のさしてみた刀が防いだ︒うつ向

してみた刀が防いだ︒うつ向けになった
︒うつ向けになった際︑刀がせなかへま

なかへまはってみたのである︒それでも

ひ込む重傷であった︒氣丈にも聞多は立
︑刀を抜かうとした︒すると︑一刀がま

た後頭部をみまった︒更に︑前から顔面

面を深く切り込んだ︒ほとんど無意識に

ほも聞多をさがしたが︑もうどこにも見

場をうまくのがれた︒あたりは眞のやみ

も見つからなかった︒多量の出血に︑し

くは氣を失ってみた聞多が︑ふと見まは

いも畠の中であった︒からだ中が︑なぐ

こまではって行った︒それは農家のとも

のともし火であった︒﹁︿略﹀︒﹂驚く農夫

を飲ませてもらった聞多は︑やがて農夫

は︑刀を振りあげた︒その時早く︑母親

の袖にすがってみた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

て︑兄は刀を抜いた︒﹁待っておくれ︒﹂

ながらにうなついた︒どうせ助らない弟

答へる力がなかった︒ただ︑手まねがい

十二872園

十一一865園 ことになりをつた︒おお︑さうちや︒

十一一853園 そ氣をつけました︒これ︑この通り︑

十二851園

十二8410圓 けに合はせてみたか︒﹂冠者﹁合はせま

十一一842園

け︑鐵砲をかついだ工兵が︑自号車のぺ

やいや︑あきれたやつめ︒や︑これは

者﹁合はせましたとも︒お讃みくださ

名﹁大儀であった︒急いで見せい︒﹂

をひしとだきしめた︒﹁︿略﹀︒﹂この子を

らんぱう

︑さすが張りつめた兄の心もゆるんでし
ところいく
もゆるんでしまった︒闘多の友人︑所郁
らんばう
その場へかけつけた︒かれは︑蘭方醤で

は︑蘭方署であった︒かれは︑刀のさげ

で傷口を縫ひ始めた︒聞多は︑痛みも感

この手術を手樽つた︒かうして︑六箇所
々に縫ひ合はされた︒それから幾十日︑

も一命を取り止めた聞多が︑當時の母の
にさめざめと泣いた︒﹁︿略﹀︒﹂ほどなく

かをる
明治の御代となった︒昔の聞多は井上馨
に時めく人となった︒從一位侯爵にのぼ
はすこぶる厚かった︒それにしても︑こ

慈愛によらなかったら︑三十歳の井上聞
非命の最期をとげたであらう︒まことに
かまくら

は︑母の力であった︒十鎌倉七里が
たいそう早かった︒汝を呼び出したの
︒汝を呼び出したのは︑鯨の儀ではな
かしこまりました︒﹂大名﹁急げ︒﹂冠
みなか

や︑うかと致した︒それがしは末廣が

る者﹁心得ましたllはて︑何を費っ

料をぎっしり積んだトラックが︑あとか

て來る︒爆破された橋の上には︑やつか

一ほどできあがったころ︑もう他の一隊

クから投げ出された木材を︑すっぱだか

︒工兵隊は︑鯨つた材料をトラックに積

ふ汚名をかうむつた︒すでに大政を奉還

何事も時勢であった︒朝臣のうちには︑

でに大政を奉還したかれに︑逆心などあ

方がもろくも敗れたのである︒たとへ︑

けだし當然であった︒慶喜は︑事のすこ

不臣の心がなかったとしても︑朝敵の名

ら海路江戸へ錦つた︒かれは︑静寛三宮
ちかこ
に謹書の意を表した︒二 静寛野宮親子

かずのみや

いへもち

を里宮と申しあげた︒宮が︑御兄孝明天

家茂に嫁ぎたまうたのは︑當時から七年

束の間の夢であった︒やがて長州征伐の

皇が崩御ましました︒宮には︑この爾三

りをお感じになったが︑慶喜の言上する

はんぎゃく

ち早く江戸に達した時︑宮はさすがに御

御身であらせられた︒三慶喜叛逆の報

情止むを得なかったかれの心中をあはれ

によしやう

をあはれみたまうた︒やさしい女性の御
︑熱火が鮎じられた︒われ︑かたじけな

まふところがあった︒一日︑上膓土御門

じゃうらふ

くも皇胤に生まれたとはいへ︑ひとたび

くわういん
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田舎からまみつた者でござる︒末廣が

て︑それに合ったらば買ひませう︒﹂

はやして舞はれたらよからう︒﹂冠者﹁

んが悪うござったら︑かうかうはやし

冠者﹁蹄りました︒﹂大名﹁大儀であっ

110

111

手で自宅へ運ばれた︒淺吉の急報によつ

にも人影はなかった︒弟の姿も見えない

その場へかけつけたが︑もう何もあとの

にかつがれて錦つた弟のあさましい姿︒
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112

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

吃水線に穴をあけた︒なほもわが手水艦

水艦から撃ち出した隈取は︑船腹にみご

十一一㎜7

十二鵬5

十二伽5

十二協4

したやうすであった︒しかし︑

望とでがっかりしたやうすであった︒し

されたことを知った時︑この將校は︑恐

船は︑左舷に傾いたまま静かに沈んで行

ボートに乗り移った︒敵船は︑左舷に傾

十二桝4

十二柵2

十二協9

十二伽8

さし込む夜であった︒この敵の止手は︑

のことではなかった︒しかし︑二人のわ
や し
に看護をしてやった︒椰子の葉越しに︑

に苦痛をうったへた︒目が見えない上に

半身にやけどをした敵の將校は︑夜とな

んなくなって行った︒上半身にやけどを

十二梱10

間にかくれて行った︒横倒しになったマ

十二伍6

きっすゐ

十二梱5
ぐっと左舷に傾いた︒敵の乗組員は︑船

がら︑砲撃を轟けた︒撃ち出す砲弾は︑

十一一捌4
十二梱6

海道を西へのぼった︒官軍は︑今や潮の
のともし火であった︒この間にも︑主家

十二捌8

た︒横倒しになったマストに掲げられた

十二梱9

御使ひだけであった︒四

十一一慨3

マストに掲げられたギリシャの国旗が︑

に着くことのできたのは︑宮の御使ひだ

涙の御文章であった︒﹁︿略﹀︒﹂徳川を写

十二槻4

十二櫨3

の胸をなでおろした︒江戸城は︑官軍方

家名は断絶を免れた︒奮臣たちは︑ほっ

の御文の力であった︒五 朝敵の汚名は

十二伽3

十二旧1

十二旧1

十二搬8

十二擢6

射の準備がなされた︒乗組員たちは︑今

かと燈火をともした二本煙突の大きな客
がう
な客船の姿が罵った︒アメリカから︑濠

たったころであった︒よい獲物はないか

ら︑二時間もたったころであった︒よい

に︑敬禮が送られた︒嚢射止め

姿を没してしまった︒わが漕水艦の甲板

十二麗3

十二齪2

十二伽9

十一一鵬4

十二伽6

十二伽2園

に零を二十七つけたものになる︒濃い色

ちうん︑かういっただけでは︑ほとんど

十二梛10園が︑私に示されたしんせつと︑あなた
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してひとしく泣いた︒徳川に封ずる朝議

開城の約が成立した︒江戸市民は︑兵火
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太陽私た
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十一一桝4

と艦首を向けかへた︒軍職病院にて

しながらかういった︒﹁︿略﹀︒﹂涙を浮か

命令を意外に思った︒﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑

持ち場についてみた勇士たちは︑艦長の

て︑しげしげと見た︒すると︑白い船膿

望鏡をのぞいてみた艦長は︑敵船の行動
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つかりと握ってみた︒さうして︑この一

る黒い土を見つけた︒もう︑じっとして

荒なはで枝をつった松の根もとに︑そつ

る︒庭におり立つた私は︑荒なはで枝を

てて崩れる︒崩れた雪は︑やがて雨落ち

國から生まれて來たかと思はれる白雲が

ばれるもので︑見たところごま粒のやう

たちはすでに知った︒太陽こそは︑あら

十一一伽1

その上陸に成功した︒バリ島の敵の野戦
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眞赤な

民は︑兵火を免れた︒さうして︑幸ひは

十二伽5

のです︒かうした温かい心は︑アメリ
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見せようとしてみた︒もし︑日本が官軍

國をうかがってみたのである︒現にフラ

を︑書き終ったところである︒あす

十二櫛6

とんど失はれてるた︒かれは︑アメリカ

念を捧げたまうた︒深更を過ぎて︑お

がら私はかういった

な手にだかれてみた︒ズ略﹀︒﹂ふしぎさ

うまって冬を越した人形が︑それでも暖

るやうにさへ思った︒﹁︿略﹀︒﹂のんきな

に銀の砂子をまいたと見える小さな星と

陛下は仰せられた︒この夜︑陛下のお
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︑かれらは何をしたかもわからない︒思

おやすみになったのは︑午前二時とう
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のさへ辞せられた︒更に︑皇帝陛下は
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十二僻3

みれの長靴をはいた弟が︑せなかのあた

拝をあそばされた︒十六
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あげて︑垣に沿った小路を︑とんで行く
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のが漕望鏡に寓つた︒﹁汽船だ︒﹂わが漕

ら濠洲へ派遣された四十名の航空將校の
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はちきれるやう

不時着して負傷したのであった︒病院が
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わが軍に占領されたことを知った時︑こ
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で煙のあとを追った︒近づいて見ると︑
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︑敵船は急に止った︒その瞬間︑轟﹂鰹た

を吐いて逃げ出した︒甲板で船員たちが

十一一伽2
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うに京都へ向かったが︑いつれも途中官
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んで行くのが見えた︒と︑そのあとを追

ここち

あみ
いよ赤道に近づいた︒潮の色は︑濃い藍
さすがに強くなった︒くっきりと晴れた
︒くっきりと晴れた行く手の空には︑眞

く違ふと聞いてみたが︑もうこのあたり

風はぴたりと死んだやうに止んで︑地平
︑ぽつんとともった船のともし火のやう

ら︑左舷にまはった入道雲の頭が︑そろ

すかに針路を攣へたころから︑左舷にま

に染まりかけて來た︒時計を見ると︑二
︑そばに立ってるた船長がいった︒まっ

てみた船長がいった︒まったく熱帯の海
︑あるひはかうした落日の美観をいひ表
の表情が攣って來た︒頂を︑あかね色に

色に染めかけてみた入道雲の足もとから
が湧きあがって來た︒何といふ延びの早
重ねて湧きあがったと思ふうちに︑太陽
青空を埋めて行った︒わっか四五分の間
なは

を暗くしてしまった︒と思ふまもなく︑

縄のすだれを掛けたやうな雨足が︑さっ
とたれさがって來た︒スコールだ︒スマ
のこのこと出て來たのだ︒緑の地平線は
なくなってしまった︒とうとう︑スコー
船の上へやって來たからである︒船止膿
こんな太い雨を見たことはなかった︒さ
見たことはなかった︒さすがに南洋の名
の方へ去って行った︒たぶん季節風に乗
人々は︑ほっとした氣持で︑その雨足を
割れ目を見せだした︒その割れ目が静か
りやうふう

頭の上にかぶさったころには︑もう太陽
りやうふう

光は見られなかった︒涼風に吹き洗はれ
んなにか慰められたことであらう︒﹁︿略

涼風に吹き洗はれた空には︑みごとな星

れ︑海國に育つた私たちの血潮を湧き

とりと空を見あげた︒﹁︿略﹀︒﹂向かひ合

せうかい

かるさを増して來た︒スコールの去った
︒スコールの去った東の海から︑やがて

洋上哨戒飛行

ちよっと出して見た︒その目にうつった

つて全速で突進した︒また深度を少しつ

用意︒﹂を嚢令した︒﹁容射用意よろし︒

︑突つ込んで行った︒﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑

氣な號令をくだした︒艦は︑たちまちさ

四方を偵察してみたが︑西の方へ向かつ
︑西の方へ向かった時︑﹁漕没︒﹂と︑急

は影を見せなかった︒三 レキシントン
︑ひとり言をいった︒だれもだまってゐ

戒線の果てまで來た︒ぐっと機の方向を

よいよ︑命令された哨戒線の果てまで來

これに巻き込まれたら一たまりもないの

きな木を押し立てたやうな龍巻さへ起つ

白いすだれを掛けたやうなスコールの中

針路を取りもどしたと見る間に︑白いす

立ちふさがって來た︒下は海面すれすれ

では︑よくかうしたことがある︒波がひ

雲のいたづらだったのか︒この洋上では

あってくれと願ったのに︑やっぱり雲の

ちまち配置についた︒今日こそは︑敵に

立たず︑油を流したやうな静かさ︑軍調

やっと層雲を抜けたので︑少し高度を取
︑少し高度を取ったが︑やつぽり暑さに

ラス窓をしめきった機内は︑むれるやう

機上の朝食を終ったばかりなのに︑ガラ

に飛び出して行った︒今日も︑基地の上

だやっと明け始めたばかりなのに︑先襲

出て煮るのであった︒二
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らこちらに黒ずんだ畠の土があらはに出

は︑川べりに並んだはんの木が目立つ︒

木の間に︑かぶった白い手拭が見える︒

が大きな聲で呼んだ︒立ってしばらくこ

くこちらを見てみた母が︑左手をあげた

た︒弟がかけ出した︒ぼくも︑弟のあと

母が︑左手をあげた︒弟がかけ出した︒

百メートルも走ったので︑熱くてたまら

あさん︒﹂といった︒三四百メートルも

の木の下枝に掛けた︒川の少し上手に︑
しみつ

を見てにっこりしたので︑ぼくは帽子を

取っておじぎをした︒清水の流れだとい

か向かふ側へ行った弟は︑土遊びに鯨念

くも︑長靴をはいたまま︑下手の淺瀬に

手の淺瀬にはいった︒足もとからむくむ

ごつて湧きあがった水が︑すぐに流れ澄

入れる︒水は思ったより冷たかった︒澄

つたより冷たかった︒澄んだ水の色︑川

冷たかった︒澄んだ水の色︑川べりの黒

ことのできなかった目には︑皆たまらな

あたりを見まはした︒晴れ渡った空に︑

はした︒晴れ渡った空に︑とびが高く鳴

びが高く鳴いてみた︒二十國語の力

だかれて︑かうした歌を聞きながら︑快

ぢごく

快い夢路にはいったことを思ひ出すであ

で地獄で佛にあった心地がし︑愛國の心
︑今日に進んで來たのであるが︑わが國
の力によらなかったら︑われわれの心は
ある︒一語を忘れた國民は︑國民ではな

やまと
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はいけい
にも︑沈みかかった太陽を背景にして︑
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時は距離が遠かったので︑レキシントン
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二314 ロナハヤ︑マッカナハガ︑タクサン
二317ヌ子サンガ︑キイロナハヲーマイヒロ
二323囹 スヂガ︑キレイニ見エマスヨ︒﹂ト
弟ハ︑﹁エンマクダ︑エンマクダ︒﹂ト
二353囹

クダ︑エンマクダ︒﹂トイッテ︑ヨロ
二354園
ボクハ︑﹁ソンナ＝早クハヤケナイヨ
二364囹
ホヒガ︑オイシサウ＝シテヰマシタ︒オ

ウヤハヨイ子ダ︑ネンネシナ︒バウ
二384團
アンマリジャウズニ︑オイシャサマノ

二425デ︑花子サンバ︑急＝ヲカシクナリマシ
二428男サンバ︑テイネノー一一ミテカラ︑﹁︿略﹀︒
二434 ︿略﹀︒﹂ト︑マジメナカホヲシテイヒ

テンシュハキミダ︒シャシャウハボ
二442圏
ヤシャウハボクダ︒アトノ四人ガ︑
二443團
︒﹂トシンパイサウニイヒマシタ︒私ガ︑

ク ラ ノ 學校前ダ︒﹁︿略﹀︒﹂
二454團

79

6

1

8

3

︑﹁ボクハホ兵ダヨ︒﹂トイヒマシタ
︑﹁ボクハキ兵ダヨ︒﹂トイヒマシタ
﹁ボクハハウ兵ダヨ︒﹂トイヒマシタ

見タラ︑ドンナ一一ヨロコブコトデ

すがたのりっぱな

三301園

三266囹

ふじの山︒日本

二來マシタ︒ムリ一一犬ヲナカセテ︑畠

三斜2

三307囹

も︑そんなものではありません︒﹂﹁︿

うら︑もうちきだ︒﹂と︑三郎さんが

しなさい︒どんなにおなかをふくらま

かんはゆくわいな軍かんですよ︑せ

ふうせん玉のやうにふくれました︒す

﹁コレハフシギダ︒キレイダ︑キレ

三337園

シギダ︒キレイダ︑キレイダ︒﹂ト

レイダ︑キレイダ︒﹂トオホメニナ

三371 は︑をぢさんのやうに︑海軍の軍人さん

ることにしようではありませんか︒﹂

三407 少しなほったやうに思ひました︒おい
三412園 一生使ふだいじなはです︒それが︑
三422圓 うすると︑こんなにはがわるくなら

三361園かんは︑魚のやうに海の中へもぐり

ど︑よいくふうだ︒﹂といって︑みん

ニセモノダ︒ワルイヤツダ︒

三439園

コレハ

モ︑ヂキニ年生デハアリマセンカ︒

三442囹

ハ︑ドンナオカタデアッタデセウ︒コ

しました︒﹁汽車だ︒正ちゃん︑見に

ダ︒ワルイヤツダ︒﹂トオッシャイマ

︒﹁くわもつ列車だ︒長い︑長い︒﹂と︑

ンノオトウサンダヨ︒﹂トイッテ︑ニ

い︑二年生︑春だ︑春だと︑小鳥が
年生︑春だ︑春だと︑小鳥がうたふ︒

三464囹

て︑海へ行くんだ︒﹂といひました︒

三461 ＞︒﹂と考へるやうになりました︒ある

三452 す︒いつも︑きれいな水が流れてゐま
三457圓 ︑どこへ行くのだらう︒これほどた
三459囹くならないものだ︒﹂と考へるやうに
だ︑野山は花だ︒花まつり

さくら︑さくらだ︑野山は花だ︒花
もりがかるいのだね︒﹂と︑勇さんが

二人は︑よささうな石をあちこちと

三482囹

三478園

三472園

は︑小さな谷川だ︒またこの川を

︑流れて來るのだが︑そのへんでは︑

のいふとほりだよ︒この川をずつ

んでも︑へいきだ︒﹂といって︑にい

三468囹は水でいっぱいになって︑こぼれま
せました︒﹁これなら︑ちゃうどいい

と︑よく．わかるだらう︒﹂とおっしゃ

男さんが︑同じやうに空へなげました︒

くかさんぶたいだ︒すすめ︑すすめ︒

三488園

りの水はしっかに明かるく︑白いや

三507囹

三505囹

三504囹

のと同じことだ︒﹂と︑おちいさん

うさんのげんきな間に︑おまへたち

へ行って︑りっぱなさむらひにならう

いさんのげんきな間に︑おとうさん
わか丸は︑﹁だれだ︒何の用か︒﹂と

三514

少しわかったやうに思ひました︒けれ

した︒﹁べんけいだ︒その刀がもらひ

三548 た︒その時︑だいじなうち出の小づちを

三565

三562 なって︑毎日のやうに雨がふります︒二

まけない︑りっぱなさむらひになりま
水が︑たのしさうに流れて行きます︒

りつづくとげんきな太郎さんも︑﹁いや
舟は︑すべるやうに流れて行きます︒

三556

う一本で千本だ︒さあ︑刀を出せ︒
んけいは︑へとへとにつかれてしまひま

あつめるつもりで︑九百九十九本は

三492

三483園
も大きな舟のやうに動いて︑こっちへ

草の中へしっかに落ちました︒三
︑大きな舟のやうに︑ぐんぐんとこつ

田
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郎さんも︑﹁いやだなあ︒﹂と討ひます
三877園

三855園
ゐました︒﹁なんだらう︒﹂と思って︑

かたがへたなのだ︒﹂たぬき﹁さうかね

月のはじめまでだね︒つゆがあける

と︑太郎さんは︑急にうれしくなりまし

さ︑これですきなのを︑おすくひなさ

︒みんなきれいだな︒﹂と︑ぼくがい

りのもは︑しっかに開きました︒﹁︿略

さんが︑﹁きれいな金魚ですね︒﹂と

ついたといふやうに︑しばらくじっと

これは涼しさうだ︒﹂とおっしゃいま

となった︒花火だ︑きれいだ︒囲い

には︑花びらのやうにひろがって大きく
ひ

つづいて︑いろいろなものを責ってみ

ねぎをおいしさうにたべはじめました︒

く取れますやうに︒﹂心の中でいの

のそばにすれすれになると︑きりぎり

一枚かぞへるやうに︑目でさがしまし

がら︑おされるやうにして︑はいでんの

んの火が︑きれいに並んでゐました︒

花火だ︑きれいだ︒空いっぱいに

｝ヲ

＿

−・亀

びっくりしたやうに︑かごの中ではね

、（

かたつむりのやうなのや︑いろいろあ

た︒おさらのやうなのや︑かたつむりの

をひろげたやうに︑ひろがります︒海

囹園園囹園囲圃国学團團

もごちそうさまでございます︒﹂

いしいごちそうでございます︒﹂うら

を思ひ出して︑急に家へかへりたく

三池4年掛

三皿7園︒私は︑おとひめでございます︒この

三獅5囹

三皿2

四52圃つ︒やさしいやうでををしくて︑たふ
四63えました︒たいへんな勢で︑ひるも夜も

ごちゃごちゃになって聞えます︒
四297 聲も︑

四294 くは 一生けんめいに走りました︒﹁早く

四342えました︒光るやうに美しいので︑家の

まだ赤ちゃんだね︒おかあさんの

三研7園

四345世間では︑光るやうに美しいかぐやひめ

なって︑りっぱな軍馬におなりなさ

三佃3園

﹁まあ︑よろしいではございませんか︒

四351何ごとにもすなほなかぐやひめでした

四307 また一生けんめいに走りました︒﹁わあ

けました︒﹁さうだ︑君︑かちかち山こ

おとひめ﹁さやうでございますか︒な

四298 せん︒ぼくはむ中で走りました︒する

ぎ︑君はたぬきだよ︒﹂と︑勇さんが

三柵9園

ちのぼり︑げんきで若いうらしまは︑

かも︑もう十分でございます︒長い
君︑よいお天氣だね︒これから︑いっ

三佃1圃

三聖3園
こぎかたがへたなのだ︒﹂たぬき﹁さ

て進まないやうだ︒﹂うさぎ﹁そんな

﹁では︑にぎやかなをどりをして︑ご

〉。

1」

63

中で︑つめのやうな形をした︑つやつ

三942
今日は日曜日で︑こうあほうこう日 四71 の雲にとどくやうになりました︒葺き
三956
の朝顔を︑きれいに取っておしまひに 四77囹も困ったものだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
三959 が見ちがへるやうに︑明かるくなりま 四115 て︑鳥のとぶやうに走ります︒即言﹀︒
といふ早い舟だらう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑
四117園
三964園
んは︑﹁じゃうずにできたこと︒﹂と
︿略﹀︒﹂﹁ふしぎだ︑ふしぎだ︒﹂と︑
三986園
れ︑どうしたのだ︒﹂子ども三﹁おもし 四118囹
しぎだ︑ふしぎだ︒﹂と︑せんどうた
三991園
い︒かはいさうだから︑はなしてお
四118園
︑﹁いや︑ふしぎでも何でもない︒あ
三994園 がっかまへたのだもの︒﹂うらしま﹁で 四123囹
三997園 かめは生きものだ︒ゆるしておやり︒ 四123園︑ふしぎでも何でもない︒あの勢の
三999園 ておやり︒さうだ︒私に︑このかめ
四124園木で︑作った舟だ︑勢のよいのがあ
三川1 きながら︑ていねいにおじぎをします︒
四127園れない︒鳥のやうに早い舟だから︑
三論9園 の間のかめさんだね︒﹂かめ﹁はい︑こ
四
127園やうに早い舟だから︑早鳥といふ
三皿5園 へ︒﹂かめ﹁さやうでございます︒それ
四134 ︑だんだんゆたかになっていったと
三皿5園
それは︑きれいな︑よいところでご
四146 vとうれしさうにおっしゃいました︒
三皿6囹 な︑よいところでございます︒﹂うら
四148 くなって︑強さうに見えました︒おか
三鵬5園 ゆうぐうのこ門でございます︒もう
なったら︑海軍だよ︑にいさん︒﹂と
四159囹
らしい水兵さんだぞ︒﹂といって︑お
三鵬6園
ます︒もうちきでございます︒﹂三
四168囹
﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁さうだ︑よく重めたね︒﹂
四175囹
三鵬9園
こがりゅうぐうでございます︒どう
四182は︑かうくうぼかんで︑たくさんのひか
三悩2 ろきながら︑りっぱないすにこしをか
かうちゃうのやうなものですよ︒﹂と︑
四185圏
三姻3 かけます︒いろいろな魚が出て來ます︒
四194 では︑稻をさかんにかり取ってみまし
三遍5園 が︑うらしまさんでございます︒﹂おと
四222 よって︑すれすれに通りました︒うん
三掴6囹 が︑うらしまさんでいらっしゃいます
りに行くところなんですよ︒﹂とい
四245園
︑私たちの すきな花︒天皇陛下の
四274圃

うゑができるのだ︒﹂おちいさんが︑
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四356

つと考へこむやうになりました︒秋に

四363 しまひに悲しさうに答へました︒﹁︿略

四372囹

それはたいへんなことだ︒だが︑迎

四364囹月の世界のものでございます︒長い

それはざんねんであらう︒よし︑そ

四372囹たいへんなことだ︒だが︑迎へに來
四381園

四392 ごろになると︑急にお月さまが十も
四396 へましたが︑ふしぎに手足の力がなく
四418 まれながら︑しっかに天へのぼって行
んとおいしさうな草だらう︒一口

四423圏園 みの打ちくらだ︒﹂お山の上では
四454園
四454園 おいしさうな草だらう︒一口たべた
四457 た︒すると︑ふしぎに今まですいてゐ
四457 みたおなかが︑急にいっぱいになりま
四458 が︑急にいっぱいになりました︒次の

四461 おなかがいっぱいになって︑よい氣持
四464 おなかをいっぱいにしました︒おかげ
四469園 なかがいっぱいになるのだから︑あ
四471囹 っぽいになるのだから︑あの島の草

場の氷がかちかちになって︑すべりよ

赤くしながら︑む中になってまはします

して︑﹁いたづらな花子さんね︒﹂と

としましたが︑急にひきかへして︑鏡
思ってみるのだな︒﹂と︑勇さんは

っきます︒たいへんなけんくわになりま

さんは︑かはいさうになって︑鏡をひつ
昔︑孝行な娘がありました︒

げるから︑だいじにしまっておおきな

娘には︑それが何であるかわかりませ

もうすぐお正月なので︑おちいさんは

さっぱりときれいに見えて︑もうお正

正月になったやうな氣がしました︒十
昭和の光﹂︑上手にできて︑新年おめ

いさんと同じやうな人が︑たくさんゐ
﹁けい禮︒﹂と元三な聲でいって︑立ち

分が呼ばれたやうに思ひました︒廣い

がへるほどりっぱな兵たいさんになつ

が着てみた服だ︒おまへ持ってか
ぽな兵たいさんだな︒これなら︑ごほ

こして︑﹁りっぱな兵たいさんだな︒

さんだな︒これなら︑ごほうこうも

いただいたやうに︑たこの糸めをな

やはり三ちゃんだったやうです︒を

たこはまっすぐにあがりました︒ち

て︑すわったやうに動きません︒みん

今日は節分で︑豆まきの日です

おまへがまくのだ︒﹂と︑おとうさん

いです︒花のやうなくんしゃう︑日の丸

う︑日の丸のやうなくんしゃう︑金のと

がやいて︑りっぱなてがらをあらはして

あなたがたのやうな子どもさんが︑ゐも

どでした︒きれいな花を︑わざわざ持つ

らしてはたいへんだと思って︑毎朝︑水

は︑この前のやうに︑はっかしがらない

たいこでにぎやかな

暖い光を送るやうになります︒かうなつ

と︑おうれしさうなおひな様︒あられ︑

五人ばやしは三の

いさんに︑ていねいにあいさつします︒何
聰、

風は︑もう前のやうに負けてばかりはみま

、

また︑雪でまつ白になります︒しかし︑

まへの出て來る時ではない︒わたしは︑
︑野や山をまつ白にしてやる︒﹂と答へ

r詞

の松の枝に︑きれいな物がかかってゐます

まあ︑よいけしきだらう︒﹂

日は︑よいお天盛だ︒なんとまあ︑よい

で︑野山をまつ白にした代りに︑わたし

、

四472囹 たべたら︑どんなにおいしいだらう︒
四472園 んなにおいしいだらう︒﹂金の牛は︑

四476自分のからだが金であったことを︑す

くらべてみょうではないか︒﹂とい
て來たかったのだ︒あははは︒﹂とい
すぐもとのやうになりました︒喜ん
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漁夫﹁天人の羽衣なら︑なほさらお返し

にはご用のない物でございます︒どうぞ

が︑どうなさるのでございますか︒﹂漁

な︒こんなきれいな着物は︑見たことが
︑それは私の着物でございますが︑どう

ます︒漁夫﹁着物だな︒こんなきれいな

︒漁夫﹁あれは何だらう︒﹂

囹園囹囹囹囹囹
＿

園．．一

囹

は︑﹁かはいさうに︒早く川の水で
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四491
いにひろげたやうなのもあります︒四
四892国囹 んなが︑﹁へんなたこだ︒﹂といっ
四492 ︑光ってみるやうなのもあります︒四 四892国画﹁へんなたこだ︒﹂といって︑笑ひ
四507 と光って︑みごとなものです︒風が
四896国章やんは︑﹁なんだ︑骨が二本しかな
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四梱7
四槻2

﹂天人は︑悲しさうな顔をして︑じっと空
︑それを着て︑静かにまひます︒天人﹁月

五43 かった世の中が︑急にまっくらになりまし
五44中が︑急にまっくらになりました︒大勢の
五52様がたは︑いろいろなことを︑なさること
五56ある神様は︑きれいな玉をたくさん作って
五57 て︑首かざりのやうに︑ひもにお通しにな
五73あまりおもしろさうなので︑天照大神は︑
五79 した︒大神はふしぎにお思ひになって︑少

五238

五237

だか息がつまるやうな氣がしました︒水の

中にみるのが︑いやになって來ました︒水

うな︑うれしいやうな氣がして︑わいわい

だかおそろしいやうな︑うれしいやうな氣

五407

五404

五399

五399

︿略﹀︒﹂と︑ふしぎに思っていひますと︑

な細い糸を︑さかんに口から出して︑自分

︒目に見えないやうな細い糸を︑さかんに

お

︑﹁あら︑きれいなまゆができましたね

い︑うすい紙のやうなまゆでしたが︑それ

五246

五245

五413園

した︒あたりは静かで︑ときどき︑川かみ

がせいせいするやうに思ひました︒ある日

と︑つまらなささうに笑ひました︒空の雲

五247

五457

へんが︑つれさうだね︒﹂と︑にいさん

﹂と︑感心したやうにいひました︒八

五464

ちついてあげるんだよ︒﹂と︑にいさん

︑おじぎをするやうに︑しきりに動いてゐ

五414

五472

出ました︒流れが急で︑白い波が︑石と石

でのおたまじゃくしではありませんでした

五473囹

歌を歌ってみるやうに聞えました︒茂った

五253

五487

五442園

五493

ちらを︑うれしさうにとびまはりました︒

︑大蛇を︑ずたずたにお切りになりました

五283園 ﹁その目はまっかでございます︒一つの

五277園

︒血が︑たきのやうに出て︑ひの川が︑ま

五255

五301

︑ひの川が︑まっかに流れました︒みこと

き︑流れがゆるやかになって︑青々と水を

て︑泣いてみるのでございます︒﹂と申

五302

五501

た︒そのへんは変畠で︑萎のほが出そろっ

した︒川はおだやかになって︑音もなく流

の谷につづくほどで︑せなかには︑こけ

五303

かけました︒ふしぎにお思ひになって︑尾

五514

五287園

五305

と︑たいそうりっぱな劒が出て來ました︒

五534

五531

五347

五345

ことでせう︑あんなに元受のよかったかひ

いて︑かが出るやうになりました︒ある夜

で︑首がつかれないだらうかと思ひました

だしました︒私たちなら︑横になってねる

五577

五574

五568園

五563

ました︒しかし︑虫ではありませんでした

と︑豆のさやのやうな物を舟にして︑それ

うな心持があるやうに思ひました︒十↓

五356

五582園

五582圓

たのは︑ひきがへるでありました︒大國主

い︑何といふお方だらう︒﹂と︑おっし

は︑﹁小さな神様だなあ︒いったい︑何
五377園

五592

︑﹁どうぞ︑元氣になりますやうに︒﹂

五377園氣になりますやうに︒﹂といのりました︒

五362︑みんな弱ってみるではありませんか︒私 五579 しゃる︑小さな神様でありました︒大國主

て來ました︒﹁何だらう︑あれは︒﹂と︑

五361

五343を一枚一枚ていねいにふいて︑かわかして 五563 ︒川にも︑いろいろな心持があるやうに思

えんとつから︑茶色な煙が出てゐました︒

彦名神といふ神様でございます︒からだ

しが︑知ってみるでございませう︒﹂と

五324

五603園

五85 の中が︑もとのやうに明かるくなりました
けさ︑元氣で︑こちらへ着きまし
五88團
い
すず
五94團五十鈴川のきれいな水で手を洗ひ︑口を

五306

︑桑の葉をほしさうにして︑動いてゐます

五308園れは︑たふとい劒だ︒﹂と︑みことはお

からだをのばすやうにして︑そろそろたべ

五611囹

夜︑私は︑次のやうなことを書いて︑おと

の葉を︑おいしさうに︑たくさんだべまし

うちゑのあるお方でございます︒﹂と答

さうかと思ふと︑急に高いところがらとび

五381

とほって見えるやうになりました︒ねえさ

二人は︑兄弟のやうに仲よくなさいました

五552

五387

五612園

五557

︑外宮と同じやうに︑お屋根がかやでふ
五103團
みんな白木づくりで︑難いろのかなぐが
五106團
五145たりは︑うれしさうな小鳥の聲でいっぱい
﹁もうすっかり春だなあ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五147囹
﹁ここで︑あんなにはげしい戦孚をした
五148園
のも︑うそのやうな氣がするね︒﹂
五151園
五158に久しぶりのお休みで︑村のはつれまでさ
五176いさんがしかるやうにいひます︒しかし︑
五177 して︑うれしさうな顔です︒先にかけあ
こ
これは︑たいへんだ︒さあ︑お菓子をあ
五182園
五194めました︒まだ上手には歌へませんが︑兵
五196す︒川の水は︑静かに流れてゐます︒どっ
五197からないほど︑静かに流れてゐます︒川の
五202ともなく︑綿のやうに白い︑やはらかなや
五202うに白い︑やはらかなやなぎの花がとんで
五206しまひました︒静かな︑明かるい︑支那の

五391

五616

した︒かひごは上手にたべました︒ある朝

五212 ︑ありの行列のやうに︑あとからあとから

︿略﹀︒﹂といふやうなやうすをしました︒

と︑かひこは︑静かにはひあがって來て︑

私は︑いつものやうに︑桑をもらってかへ

五216が︑あの四本足の蛙だらうとは︑思ってみ

五396

五395

五333

五218ける鯉やふなが︑親ではないかと思ったこ

五337

五221も︑自分たちの仲間ではないかと︑思った

五877

五867

今日は︑海の記念日で︑海軍のカッターの

︑音調で︑にぎやかであった︒十八

今日は︑海の記念日である︒朝禮の時論に

五865魚をつるのが隠しみだと書いてあった︒七

五882

の方にも︑同じやうな旗が小さく見えます

カッ

五887
五895囹

日にやけた︑まつ黒な顔に︑白いはちまき

ふれるまでこぐのだぞ︒﹂といふ艦長の

五892早して︑競評するのだ︒今日こそ︑日ごろ
五898

いかいが︑弓のやうに曲りました︒出嚢線
手が︑．あらしのやうに起りました︒カッタ

で一本のかいのやうに︑きちんとそろひま

五906
五915

五912

︒はく手が︑さかんに起りました︒﹁ドン︒

五㎜4

五933

五696團
は︑馬のだいすきなにんじんがはいって
五697国
がはいってみるのだ︒いっか國男にも︑
五701国
んを忘れないやうに頼むよ︒十四 電車
五722囹
けてくださったのだ︒おまへ︑お掛け︒
五748ひながら︑ていねいにおじぎをして︑掛け
五752圃
子どもの車だ︑八百屋の車だ︑子
五753團
車だ︑八百屋の車だ︑子どもの買出し︒
五762圏
と四人で︑八百屋だ︑毎日︒押せ押せ︑
五795ばしてみたが︑だめだ︒ぼくの手先より二
五798 ︑びっくりしたやうに︑﹁ジジ︒﹂と聲をた
五801かけると︑いい氣持だ︒げたをはいて︑う
五803りも︑みんな暑さうにぐったりしてみる︒
五808て︑金のお皿のやうなのが︑三つ咲いてみ

五佃3園雲が走ってみるのだらうか︒﹂

五心2節季が走ってみるのだらうか︑雲が走って

五646圃
めに︒米はたからだ︑たからの草を︑植
五662團
と待ってみるからだ︒馬屋へ行って︑馬
五665團
こすって︑きれいにしてやる︒すると︑
五666国
くて︑うれしいのだらう︒入歯したての
五676團
︑そんなことは何でもなくなってしまつ
五682團
手入れにむちゅうになるのだ︒これほど
五682團
むちゅうになるのだ︒これほど︑毎日馬
五686團
める︒國男のすきなうちの犬を︑﹁しろ︑
五687団
てとんで來るやうに︑にいさんの愛馬安
五689團
かにもうれしさうに前足をあげて︑かる
五691団
うなると︑もう馬ではなくなって︑まつ
五694團
隊さんもあるさうだ︒にいさんは︑いつ

五812れもぼくが植ゑたのだと思ふと︑何だかか

五964園

五947圖
五965園
五972囹

にお治めになる國であります︒みことよ

が︑ゆめ見るやうに咲いてみる︒あすか
なさい︒おだいじに︒天皇の勢位は︑天
まとして︑だいじにおまつりなさい︒﹂

︑目は︑鏡のやうでございます︒その上
あめ

かもおもしろいお方でありました︒行って

て︑﹁それは何者であらう︒天のうずめ
五989

︒﹁おまへはだれだ︒どうして︑そんな

ほど相手は恐しさうな男です︒うずめのみ
どうして︑そんなに笑ふのか︒﹂﹁︿略V︒

ました︒相手は︑急にやうすをかへて︑﹁︿

五996園

五995園

五991

五986囹

五983園も︑明かるいほどでございます︒﹂と申

五981囹

れた大空に︑ま白な雲が浮いてみる︒あ

五814るらしい︒樂しさうな聲が聞えて來る︒さ

五榴6平様が走ってみるのだよ︒﹂と︑一人の子
ぎで飛んで行くやうに見えます︒﹁︿略﹀︒﹂

えます︒﹁お月様ではない︒走ってみる

みるのは雲だ︑雲だ︒﹂と︑みんながい

ましたが︑敵は多数で︑弾は雨あられのや

かまはず︑はふやうにかけ出して︑利根の

の間に︑利根の国管な姿が見えました︒﹁︿
︑氣がくるったやうに呼びつづけました︒

今にも︑利根が惟るだらうと思って︑待つ

弾の下をくぐるやうに抜けて︑走りつづけ

るが早いか︑どんなにはげしく︑弾が飛ん

るものは︑軍犬利根でありました︒利根は

弾は雨あられのやうに飛んで來ます︒みか

征しました︒りかうな利根は︑戦場で︑敵

根を一生けんめいで育ててゐます︒どう

は︑なつかしさうに︑にほひをかぎなが

けないで︑りっぱにやりとげます︒あな

︑たいそうりっぱな軍犬になりました︒

さんから︑次のやうな手紙が來ました︒利

よいよ軍犬になるのだと思ふと︑うれしく

がねがってみたやうに︑利根は︑軍隊の軍

て通るほど︑強さうな犬になりました︒お

お見送りをするやうになりました︒かうし
︑利根は︑もう子犬ではありませんでした

るだけさせないやうにしました︒おかげで

毎日︑きまったやうに︑運動をさせてやり

った子犬も︑りっぱな軍犬にしてみたいと

28631511496539522374264274979843
指窓富戸〕
園
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んなことは︑いやだよ︒﹂ほをりの命﹁た
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根はえらい︒感心なやつだ︒﹂と︑おと
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五815が聞えて來る︒さうだ︑ぼくも行ってみよ
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五843る︒一本一本きれいに抜いた︒とし子さん
五857る時には︑涼しさうな聲で鳴いてみた︒遺
五859すず虫を見た︒元氣なので︑安心した︒き
五864たので︑そのへんじであった︒送ってあげ
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して︑つれないのだらう︒朝から︑一匹

りの命﹁ほんたうだ︒このつり竿を持つ
五襯7園

五槻4囹

五欄7園
なるほどつりばりだ︒﹂

で︑すっかりらくになりました︒﹂

の神様﹁あ︑それだ︒女に向かって︑鯛

しめた︑大きな魚だ︒引きあげてやらう

りの命﹁あ︑これだ︒たしかにこれです

五備1園 様﹁このつりばりでございますか︒﹂ほ

なんて︑あんまりだ︒﹂ほをりの命﹁ほん
︑どうしてそんなに泣いていらっしゃる

ておいて︑だいじなつりばりをなくして

六57園

六53

六47

五車5圏

五備5圃

うさわがしいやうである︒わがみこたち

だいじな︑だいじなつりばりが︑出て

だいじな︑だいじなつりば

︑これだ︒たしかにこれです︒﹂

にいさんのだいじなつりばりを︑魚に取

にさしあげるやうに︒﹂この御聲ととも

ぎをしてゐられるであらう︒﹂すると︑

五粥2園

五柵2園

れば︑おきのどくな︒私が︑いいことを
六58園

ある︒ き れ い な 水 だ な ︒ ﹂

戸があ る ︒ き れ い な 水 だ な ︒ ﹂

六125

六119

六116

六87

六77園

を飼ってみるつもりなのです︒私は︑をか

は︑いなごを飼ふのだといって︑土でかこ

んばって︑逃げさうにしました︒あわてて

刈です︒よいお天氣で︑あちらでもこちら

お︑長くねたものだ︒﹂と仰せになって︑

た︒天皇は︑ふしぎに︑ねむくおなりにな
あま
ました︒夜︑ふしぎなゆめを見ました︒天

まもなく︑きれいな御殿へお着きになる

六67園

女﹁まあ︑りっぱな神様が︑水にうつつ

花火は︑今度はやめださうですが︑二十四

六164團

六157團

遠い外國といふだけで︑それが︑どこの國

六187圃

︒としも豊年滞作で︑村はそう出の大祭

を思ひ出して︑急になつかしくなりまし

︑まるで絶のやうださうです︒どうぞ︑

です︒牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が

日の晩は︑いろいろな店が出てにぎはひま

六152

海の神様﹁何だ︒﹂

前の木に︑りっぱな神様がいらっしゃい

ました︒何か御用でございませうか︒﹂

︑それが︑どこの國であるかは︑わかりま

六155国

れは︑兄のだいじなつりばりで︑私も困

六211

女﹁さやうでございます︒﹂

だいじなつりばりで︑私も困ってしまひ

六224囹︸っていらっしゃるであらう︒﹂さう思ふ

つとこらへて︑静かに眠ってゐます︒春に

六211
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の御殿へ行くやうに教へてくれました︒

へ呼び集めるやうに︒﹂女﹁はい︒女は︑

︒すると︑いろいろな害虫が︑葉や枝にと
ますから︑いろいろな藥で︑害虫を何べん

り︑やがて︑まつ白な花が咲いて︑何とも
六267

て潤て︑おいしさうなみかんが︑山といふ

六265
六274

六258

る︒鯛﹁何か御用でございませうか︒﹂

様﹁いや︑たしかにあるはずだ︒だれか

しんでみるところでございます︒﹂海の

たしかにあるはずだ︒だれか︑知ってみ

ほんたうにお困りでございませう︒さっ

海 の 神様﹁りっぱな神様が︒﹂

六153

﹁ああ︑うまい水だ︒ごちそうさま︒﹂

あ︑この木のことだな︒のぼってみよう

をりの命﹁きれいな御殿︒何の御殿です

の命﹁どうしたのだ︒﹂ほをりの命﹁つり

はおお こ り に な る だ ら う な ︒ ﹂

を逃した︒残念さうに︑つり糸をいちって

腿麗撃壌黙墨蹟羅躍黙顯嵩鍵羅圏黙饗羅

六282おりて來る人︑上手にはさみを使って︑み
六283を歌ふ人たちで︑急に︑山はにぎやかにな
六284急に︑山はにぎやかになります︒山から取
六286そう出で︑いろいろな種類に分けて︑きち
六289満洲へも︑旅だつのだと思ふと︑心が勇ん
六292育てられ︑しんせつな手で︑荷作りされた
︑
六305国
しへないゆくわいなものだ︒ところで︑
六305国いゆくわいなものだ︒ところで︑この潜
水の中へもぐるのだと聞くと︑沈んだき
六307團
六308国くと︑沈んだきりで︑浮かないことがあ
六309團ふものもあるやうだが︑今の引水艦は︑
押し出せば︑自由に海の上へ浮くことが
六313團
六314国くことができるのだ︒水の中へもぐった
海の上が見えないだらうと思ふであらう
六315團
ばう
六316團ないだらうと思ふであらうが︑細長い望
ばうゑんきやう
長い望遠鏡のやうなものがあって︑海の
六316団
六322團も聞きわけるやうな人が︑みなくてはな
六324国ちから︑いろいろな音が︑聞きわけられ
六325国きわけられるやうにしておくことがだい
六325国おくことがだいじだよ︒これらのほかに
六335團みるのと同じやうに︑どこへでも行くこ
六339国 ︑いちばんだいじな武器は魚雷だ︒魚雷
六341囲いじな武器は魚雷だ︒魚雷をうち出すと
六341團︑生きた魚のやうに︑水の中をくぐりな
じゅんやう
六343團あたる︒山のやうな職艦や︑巡洋艦や︑
六344国あがってしまふのだ︒思っただけでも︑
六345圏けでも︑ゆくわいではないか︒引水艦は
六349團ちっきがたいせつだ︒かうした三好やお
六351国ら︑きたへるやうにしなければならない
六353国ばならない︒どうだ春雄︑大きくなった
六353国 ︑をぢさんのやうに︑潜水艦に乗って︑
今日は日曜日で︑子ども常會の日で
忌356
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六385 た︒青い海に︑静かにかげをうつしてみる

六378囹 られて︑このやうに日の丸の旗が︑南の

六586園

六584囹

六584囹

六581園

ります︒それが酒でございましたので︑

す︒ふしぎなことだと思って︑あたりを

たします︒ふしぎなことだと思って︑あ

﹁はい︑ほんたうでございます︒この間

六744

六735囹何よりのしあはせだ︒わたしは︑消防に

六734囹

六729囹 ﹀︒﹂﹁かはいさうに︒﹂と︑私はいひま

六407 くてはならないものであることを︑お話し

六399園

六398囹

︒﹂﹁まあ︑きれいだこと︒﹂と︑勇さん

六622

六616

六597

六594園

六589囹

めがねの玉いっぱいにひろがって︑つい︑

︑小さく︑さかさまに見えた︒そのさかさ

を︑重ねたり︑別々にしたりして︑机の上

ののち︑この親孝行な子どもの話が︑都に

六588園

えた︒そのさかさまに見えるけしきを︑大

︒村の人一﹁感心な子どもですね︒﹂村

とうさんをだいじにしておあげなさい︒

れは︑めでたい話だ︒あなたの孝行のせ

六834團

六823囹送ってあげるやうなものもないが︑うち

六796園

六759

六758園

六756

六745

も︑さぞ︑お困りだらう︒﹂と︑おちい

︑ひとりごとのやうに︑かういはれました

を捨てたのが︑もとだといふことです︒﹁︿

として︑さびしさうに見えます︒﹁︿略﹀︒﹂

ゐます︒平生は元氣なをばさんが︑今日は

んたうにきのどくだったが︑けがのない

︑らくかさん部隊だ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑勇

六392囹 つすのがやしの木で︑こんなけしきは︑

六419囹 を︑茶わんのやうな器で受けます︒それ

六623

い︑そこにあるやうに見えるではないか︒

六654

六637

六628

六626

︒屋根だ︒しゃうじだ︒おや︑だれかが︑

つと下を見る︒屋根だ︒しゃうじだ︒おや

はっきりした︒電柱だ︒針金が︑六本ある

いて︑動かないやうにした︒これで︑一本

︑向かふの家の屋根であった︒﹁︿略﹀︒﹂か

にあるやうに見えるではないか︒それは︑

六901

六863團園

六863團園

六858国

六844

六842

たので︑弟はとくいになりました︒私は︑

六841園

私は︑私のだいすきな︑かはいい人形と︑

六839園

︑きっと喜ばれるだらう︒なかなかいい

た︒﹁あら︑いやだ︑しっけいなんて︒

イデセウ︒ゲンキデ︑ハタライテクダサ

六758園 とだ︑やめることだ︒﹂おとうさんは︑

六656

は︑もう︑むちゅうだった︒急いで︑おか

が浮いて．みるやうだなあ︒﹂と︑太郎さ

六472園 なお米のできる國なのです︒それでは︑

六657

さんを引っぱるやうにして︑つれて來た︒

六428園

ない︒やめることだ︑やめることだ︒﹂

六439囹 あなたがたのすきな動物をうつしませう
六626

が出ました︒﹁何だらう︒まるで︑大き

六448 さんは︑うれしさうな聲でさけびました︒
六626

六427囹

六469園 ︑おもしろいことではありませんか︒こ

六467園︒日本と同じやうに︑南洋でもお米を作

六837園

六478 見た南洋の海のやうに︑青々とすみきって

六666

六659

︑
四歳の御時のことであったと申します︒

六668園すっかりさかさまちゃないの︒﹂﹁︿略﹀︒

六902

上に︑旗を立てるのである︒山は︑たちま

と︑雪合戦をするのだらうといって︑みん

つた︒外に集るやうにと︑先生がいはれた

い︒守る隊も︑必死だ︒ぼくが︑山をのぼ

六944 旗を取れば︑勝つのだ︒しかし︑城を守っ

六918 豪くんも︑今日は敵だ︒にこにこしてこち

六913
の方の空が︑まっかにそまってゐます︒火

六946

＞︒﹂ぼくは︑とくいだった︒﹁︿略﹀︒﹂

なれた川向かふの町だと︑すぐわかりまし

六685
六686

︒見ると︑小野くんだ︒ぼくがころぶと︑

みる︒﹁今のうちだ︒﹂と元来を出して︑

六948
六954園

とうさんは︑警防員なのです︒おとうさん

六958

ぼって︑旗を取るのだ︒ぼくは︑まつ先に

さんのうちの方角だから︑わたしは見ま

六975もって︑雪がさかんに降りだして來た︒小

六972 者がある︒友田くんだ︒ズ略﹀︒﹂と︑小野

りかけた︒むちゅうになってよちのぼった

でお働きになるのだから︒﹂といって︑

で焼けてしまったのださうです︒私は︑﹁︿

た︑學校があるのだから︑しんぱいしな

︑なかなか消えさうに見えません︒天略﹀

六692囹
六709
六722

六711囹

六959

六694囹

六688

六676

六671囹

略﹀︒﹂﹁さかさまでも︑よく見えるでせ

は︑﹁何だ︑何だ︒﹂といひながら︑

の兵隊は︑﹁何だ︑何だ︒﹂といひな

しょに︑いろいろな品物が出て來ました

なかいい思ひつきだ︒﹂と︑おとうさん

︑
たいそう賢いお方でありました︒ある日

六502

︑ たったあれだけなのに︑山がうつる︑
六483圃
六486圃
︑たったあれだけなのに︑五階︑六階︑
六492囲
︑たったあれだけなのに︑六十皇の戦車
六495圃
︑たったあれだけなのに︑何萬トンの︑
しやうとく
六496圃
ンの︑ほら︑軍艦だ︒十 聖徳太子

六539

六513皇と申しあげるお方であります︒尊は︑お
六532囹たしました私たちでございます︒橋をか
六535囹
受けいたすばかりでございます︒﹂とお

六544園
もみちが︑きれいになりましたね︒﹂村
六546園
なたは︑あの感心な子どものうはさを︑
六552囹おとうさんのすきなものを︑いろいろ買
六555囹このごろ︑ふしぎな話があるのです︒﹂
六559園ど︑それはふしぎな話ですね︒﹂村の人
六561囹神様にとどいたのだらうと︑みんながい
六575園
とうさんは︑元氣になられましたか︒﹂

／
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生まれつき賢い人でありました︒その上
六983 ︑

六皿2圏

鴨川9囹
と︑一生けんめいにお経を習はう︒わた

を讃まうと思ふのだけれど︑机に向かふ

六燭8 らの花が︑いっぱいに咲いてみるところが

六塒7 ︑お参りしたいものだと思ひました︒さく

六価6 の子どもたちのやうに︑お参りしたいもの

六搦2

は木の茂った清らかな道がうつりました︒

すぐれた︑りっぱな人になりました︒學
六984 ︑

︑ここで︑こんなにしかられてるような

量子8 す︒目のさめるやうな菊の花です︒日比谷

六百4

お知りにならないだらう︒﹂こんなこと

と︑今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑急

六慨2 ︒その後に︑りっぱな建物があらはれまし

六麗4園

つた雪舟の顔は︑急に明かるくなって來ま

六梛8 ました︒猿が︑上手にぶらんこをしてゐま

六千6

六冊4

六備4囹

六M7

六悩6

わが歩兵も︑さかんに機關銃を撃ち出しま

せっぱつまった場合でありました︒工兵は

が︑雨あられのやうに飛んで來ます︒昭和

ど︑おまへが上手だとは︑今まで知らな

れは︑生きたねずみではありませんでした

ひましたが︑ふしぎに︑ねずみは︑じっと

六欄1 工場です︒山のやうに積まれた紙が︑機械

六柵8

六期8 そのにぎやかな元氣な聲が︑急にかはって

六糊8 した︒そのにぎやかな元氣な聲が︑急にか

六幽1

六鵬9 の並木が︑にぎやかな通をきれいにかざつ

や

六佃4

︑雪舟がかはいさうになりました︒もう許

六佃1

す︒第一班は︑残念にも︑とうとう成功し

六型3 みるみる︑鳥のやうに小さくなります︒こ

ひ び

六下4

和尚さんは︑どんなに︑さびしかったらう

六二1 せいのびをしたやうなかっかうをしてゐま

の音樂が︑おごそかにひびき始めました︒

言為8

六㎜5 れました︒にぎやかな銀座通が︑うつりま

相盛1

北川をはげますやうに︑破壊筒に力を入れ

さる

六桝2

れては︑かはいさうだと思って︑和尚さん

今にもとびつきさうなやうすです︒かまれ

六梱4

はかういって︑静かに目をつぶりました︒

︿略﹀︒﹂といふ元氣な子どもの聲がして︑

六搦4

六搦3

からだを沈めるやうにしてゐました︒﹁︿略

六衡2圃

からだを浮かすやうに︑船がさがると︑か

出ました︒おだやかな海です︒文治と︑へ

から町へゆるやかに︑少しにごって行く

七73囹 が︑いつものやうに︑四人つつ一組にな

七72 つてから︑次のやうにおっしゃいました︒

七64圏 朝の海べはもう春で︑みんな樂しい︑新

七51圃 つて︑明かるい海だ︑どこまでも︒ぼく

七47囲 も︒地平線は銀色で︑空と海とがとけあ

七46囲 ける︒明かるい海だ︑どこまでも︒地平

かな元急な聲が︑急にかはって︑﹁ザi︒﹂

六撚5

はま屋の正治くんだよ︒正治くん︑正治

ひながら︑むちゅうになってほって行きま

七76年忌をつけて見るやうになさい︒﹂勇さんと︑

さん︑はま屋の船だよ︒﹂文治が指さし

七81

六一3園
六伽1

は︑﹁何といふ貝だらう︒﹂といって︑

すると︑小石のやうなものが︑手にさはり

くかぎりはまつさをな水です︒やがて網場

六事5うの間へ︑まっすぐに乗り入れました︒大

七94園

七85

子牛がねてみるやうな岩の方へ行きました

ふを知らせるまっかな吹流しが二本︑威勢

ぬらぬらした︑茶色な海藻でした︒はばの

と︑機械をいっぱいに掛けて︑もとの海岸

七106

ばの廣いひものやうな形をしてゐます︒﹁︿

六欄6

七109

七108

六欄3

って行くと︑りっぱな橋が︑次から次へと

かいさう

六齪8

た︒私は︑すぐ宮城だといふことがわかり

は︑かうした静かな野原が︑ひろがって
六夢3

心馳6圏

六伽6囹

六出5

六柵2 てるました︒にはかに︑笛とたいこの音が

ぎやかな通をきれいにかざってゐました︒

六旧9

ぎんざ

六桝5

六感4

六麗3園

きるが︑弓はどうだらう︒﹂又略﹀︒﹂又
六993園
﹀︒﹂﹁さあ︑どうだらうな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
六994園
六995囹の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細い
は線香より細いんだ︒﹂などと︑小さな
六996園
六㎜6 らく︑しりごみするだらうと思はれた道員
六㎜8 は︑その弓矢を静かに受け取り︑前へ重ん
六梱1 今まで︑やさしさうに見えた真弓が︑急に
六梱1 に見えた道心が︑急にがっしりと二王様か
六棚2 二王様か何かのやうに︑強さうに見えだし
六川2 かのやうに︑強さうに見えだしました︒あ
六麗1 た︒これも︑みごとに︑ちゃうど第一の矢
六皿1 第一の矢とすれすれに並んで︑まん中を射
六皿6 ︑ただ︑よったやうになって︑大きなため
六槻7 ため息をつくばかりでありました︒十八
﹁あ︑梅だ︒梅が咲いてみる︒
六鵬1圏國
六四4圃圏 寒いのに︑感心な花だこと︒﹂と︑ゆ
六脳4圏圓 のに︑感心な花だこと︒﹂と︑ゆり子
六梱6圏幽 ︒﹁花もきれいだけれど︑にほひがい
口早6 ︑今日も︑おだやかな冬の日が︑いっぱい
六鵬6 冬の日が︑いっぱいにさしこんでゐます︒
六鵬8 にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒﹁ま
六塀4 様のぼんぼりのやうなかっかうです︒下の
六柵4 うです︒下の方は白で︑花の口もとのとこ
六研6 さはってみたいやうな氣がします︒すみれ
六研9 て︑びろうどのやうに︑つやつやしてみま
六鵬6 い冬も知らないやうに︑みどりの葉が生き
ひとりごとのやうに︑私はいひました︒
六㎜1
六㎜5廻 さんが︑汗をかくだらう︒このガラスの
覧鵬7園 春といふよりは夏だよ︒﹂﹁︿略V︒﹂
六角1囹 るだけでは︑だめだ︒﹂かういひながら︑
、

869
だ一だ

七114 略﹀︒﹂とうれしさうに笑ひながら︑勇さん

七115 とにまるい玉のやうな袋のついてみる︑五
七118園 で勢よくつぶすのだよ︒﹂と︑勇さんが

七116 のついてみる︑茶色な海藻を持ってるまし

七131 た水の中で︑きれいな︑六七センチばかり

七125園︒その海藻は︑何だか知ってゐますか︒
七132 えた海藻の間を上手に泳いでゐました︒べ
七146囹 ﹁ひとつ︑りっぱな宮殿を建て︑たくさ

七133 した︒べらといふ魚ださうです︒何とかし

り︑ここへ來たのである︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

した︒﹁自分は女ではない︒天皇の御子

七172園なたは︑ただの人ではない︒いったい︑
七177園

七175園

七178園 ど︑さういふお方でいらっしゃいました

でせう︑特に︑大切礁舞尊にお授

七182園仰せられますやうに︒﹂といひ終って︑

た︒

急に方向をかへて︑向か

すると︑ふしぎにも︑今までもえせま

七207囹 なさってはいかがでございます︒﹂尊は︑

七194
七223
七224 まって來た火は︑

かうべ

七289 心に︑しみこむやうに聞えました︒さざれ 七431 ︑鍬で土をほる儀式であります︒校長先生
七298 ︑最後まで︑りっぱに歌ひ通しました︒君 七438の神主さんが︑静かに︑私たちの前を通つ
七2910 れながら︑やすらかに長い眠りにつきまし 七447地に︑講堂がりっぱに立つた時のことを思
七333 ＞︒﹂と︑うれしさうにいふ母親もありまし 七449うれしさでいっぱいになりました︒九笛
七337囹 な皇后様のお恵みでございます︒﹂と涙
七454にとまった夜のことであった︒どこからか
七342 りました︒このやうに︑しんせつにしてい 七459 ︒ただ︑自分は樂人であるから︑一生の思
七342 のやうに︑しんせつにしていただくので︑
七464園
をした︒私は詫人である︒今ここで︑命
ふ
七346 みがなほらないやうな者のために︑藥の風 七465囹
︑命を取られるのだから︑この世の別れ
七349園 なさるといふことだが︑ほんたうだらう 七469園
あ︑ひとつ聞かうではないか︒﹂といつ
七3410園 とだが︑ほんたうだらうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁ 七471れた自分の最後の曲だと思って︑用光は︑
七351園
﹁︿略﹀︒﹂﹁こんなにしんせつにしていた
七472 つて︑用光は︑静かに吹き始めた︒曲の進
七351園 こんなにしんせつにしていただいてるれ 七473笛の音によったやうに︑ただ一心に吹いた
七352園 くのと︑同じことではないか︒﹂﹁︿略﹀︒
は
終
っ
た
︒
﹁
だめだ︒あの笛を聞いたら
七
4
8
1
園
七353園 まったくその通りだ︒うはさに聞けば︑
七485圏
工場だ︑機械だ︒鐵だよ︑
七355園立てになったさうだ︒ほんたうに︑もつ 七486圃 工場だ︑機械だ︒鐵だよ︑音だよ︒
七355園 もったいないことだ︒﹂このやうな話を
七487圃
場だ︑機械だ︒鐵だよ︑音だよ︒どどど
七356 ﹂﹁︿略﹀︒﹂このやうな話をしながら︑藥の
七487圃
械だ︒鐵だよ︑音だよ︒どどどん︑どど
七3510
わ
を
な
さ
っ
た
時
︑
急
に
病
人
の
か
ら
だ
か
ら
光
七492圃ん︒ピストン︑腕だよ︒あっちへ︑こつ
七495圏ん︑がたとん︒車だ︑車輪だ︒ぐるぐる
七496圃とん︒車だ︑車輪だ︒ぐるぐるまはる
七512圃ぎり︒動くよ︑音だよ︑鐵だよ︑ぐるぐ
七513圃くよ︑音だよ︑鐵だよ︑ぐるぐる︑がた

︑ 神戸の港をたつのだと考へてください︒
七517
七518せる船は︑今さかんに起重機を動かして︑
うはや
七526せう︒向かふは上屋で︑見送りの人が︑い
七535 ︑いっしよに歌はうではありませんか︒い

がんぺき

七536 ︒あの︑うなるやうに大きな汽笛の音を︑

七538なさい︒船は︑静かに岸壁をはなれて行き

七4010
た︒三人目もまつ白な着物を着て︑えぼし

七551日がさを振ってみるではありませんか︒い

七545です︒ちよつと︑妙なかっかうでせう︒ち
七548の人は︑だれがだれだか︑はっきりわから

七539ちが︑一生けんめいで︑ハンケチや帽子を

七424 ︑美しく︑にぎやかに見えました︒神主さ

七232あるのが︑ この御民であります︒四 君が 七376
略﹀︒﹂と︑にぎやかに聞え始めます︒種ま
とくこん
七237た︒公學校の三年生であった徳坤といふ少
七383にかるくゆれるやうになると︑廣いたんぼ
七247園
きました︒﹁地震だ︒﹂と︑少年は思ひ
七384 ︑しだいににぎやかになります︒そろそろ
れんぐわ
七249て作った煉瓦のやうなものです︒父や︑皆
七391て︑たんぼいっぱいにひろがるのです︒書
七258人は國語を使ふものだと︑學校で教へられ
七392ゑんりよをするやうに︑聲をひそめてゐま
七259ら︑遠野は︑どんなに不自由でも︑國語を
七393さも自分たちの世界だといふやうに︑さわ
七269園ひました︒﹁さうだ︒早く元氣になって
七393の世界だといふやうに︑さわぎたてます︒
七269囹
さうだ︒早く元氣になって︑學校へ出る
七394るで夕立の降るやうに︑蛙の聲でいつぽい
・七2610先生もはげますやうにいはれましたが︑し
七395いつぼいです︒静かだといふみなかの夜も
七406守っていただくやうに︑お祭をするだいじ
七406 ︑お祭をするだいじな儀式だと︑お話なさ
七406をするだいじな儀式だと︑お話なさいまし

七271しかし︑この重い傷ではどうなるであらう
七271重い傷ではどうなるであらうかと︑先生は
七271 ︑徳治がかはいさうでたまりませんでした
七279遠いところへ行くのだと感じたのかも知れ
七284を深く吸って︑静かに歌ひだしました︒き

だ一だ
870

七718囹かげの長さが同じになるといふわけだら
七556右の方に︑林のやうに見える起重機llあ
せ と
七719園になるといふわけだらう︒﹂正男﹁さう︑
七563れを越すと︑きれいな瀬戸内海へ出ます︒
七752圃けたたましい響きだ︑鐵工場の前︒その
七564が︑まるで維のやうに美しく見えるではあ
七758圏が︑油を煮るやうに鳴きたてる︒びつし
七565やうに美しく見えるではありませんか︒こ
七768圃かるくて︑さかんなものはあるまい︒十
七573 ︑まことに小さな城で︑軍勢もわっか千人
七775團 ︑お攣りないさうで︑何よりです︒ぼく
七574は︑百萬といふ大軍で︑城の附近いつたい
七782團がすむと︑きれいな朝の空氣を這いつば
七585みに來られないやうにした︒城中には︑十
七788團つて︑くわつばつに手をあげて敬禮をし
七605は︑みんなわら人形であった︒もうこの上
七795團します︒このやうに︑野原や山を一日中
七618討たれて︑ちりぢりに逃げてしまった︒十
七796国おなかをぺこぺこにして︑なつかしい兵
七623お供の者は︑わっかに九人であった︒途中
ふ ろ
七801團の最も悪しい時間で︑お風呂へはいった
七623者は︑わっかに九人であった︒途中には︑
︑おかげで無事に終りました︒﹂とい
七8010団圏
七633そは︑大塔宮の御旗である︒もしや︑宮の
ちょくゆ
七814團うへて︑おごそかな馬持で︑軍人勅諭を
七633に︑何事か起つたのではなからうか︒義光
七815團奉讃します︒静かな夜の兵船﹇のどの室か
七636て︑さもとくいさうに︑何か聲高く話して
殿から︑いろいろな命令や注意などを受
七818團
七641 ︒荘司は︑わうへいに答へた︒﹁︿略﹀︒﹂義
七826国の上に︑ていねいにたたんだ軍服や︑背
司が手に入れたのだ︒﹂義光は︑かっと
七644囹
七832團 ︑天略﹀︒﹂と︑急に命令がくだることが
七651かんで︑まりのやうに投げつけた︒錦の御
武装して︑まつ暗な兵舎の前に整列しま
七833国
今見ると︑こんなに短くなってみる︒ぼ
七683園
七837團しろく︑ゆくわいになります︒点眼は︑
げだけが︑あんなにのびたりちぢんだり
七684園
七838国 一つの大きな家庭で︑中隊長寿を始め︑
ちぢん だ り す る の だ な ︒ ﹂
七685囹
分の弟か子のやうにしんせつにしてくだ
七839團
︑きっ と あ る は ず だ ︒ ﹂
七689囹
七839團のやうにしんせつにしてくださいます︒
七6810て︑立ち止まる︒急に思ひついたらしく︑
七842團
人としてのりっぱな精神を養って行くの
七692園 つて︑正男﹁さうだ︑さうだ︒かうすれ
螢生活をするやうになるのですから︑今
七692囹
男﹁さうだ︑さうだ︒かうすればいいん 七844国
七692園 かうすればいいんだ︒いい考へが浮かん 七844團しっかりやるやうにしてください︒手紙
七694 ︒﹂さもうれしさうに︑にこにこする︒三 七853らや︑ もぐらのやうに︑土の中を上手にも
七703園 みのかげを計るんぢやないよ︒あの國旗 七853うに︑土の中を上手にもぐって行きます︒
七856の口には︑針のやうな管がありますから︑

七878 す︒すると︑ふしぎにも︑前足は堅くその

七885 つとそりかへるやうにして︑頭を後へさげ

七889 します︒しわくちゃになってみた羽が︑み

七888 ふと︑からだは完全に抜け出します︒しわ

七891 ます︒もう︑蝉の子ではありません︒色は

七893 ですが︑形はりっぱな親蝉です︒夜風に當

七911

七896

︑何だかこはいやうな氣持がしました︒頭

から︑まっさかさまに︑水の中へずぶりと

夏の日を︑貧しさうに飛びまはり︑鳴きた

七895 見るからに丈夫さうな油蝉になります︒さ

七916
七926

いて︑離れないやうな氣がします︒空では

七9110園︑ぼくがとべないぢやないか︒﹂と︑三

のとび方は︑どうだったい︒﹂と聞きま

關東大震災の時であった︒﹁ドドッ︒﹂

七939園
七972

た者は︑どんな氣持であったらう︒東郷元

く家︑めちゃめちゃにつぶれる家もずるぶ

郷元帥の家は︑質素な︑古い木造建であっ

七975
七983

質素な︑古い木造建であった︒はげしい震

七981
七983

うど︑お書の食事中であった元帥は︑家の

て︑元帥はおごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた

︒﹁どうなさるのでございますか︒﹂と

七986
七992

七991囹

見まひ申しあげたのである︒掘政殿下の御

︒囁政殿下の御無事でいらっしゃるのを拝

七999
七9910

く

七醜2 いふのが︑元帥の心であった︒火は前後二

七皿5 ︑家は最後まで無事であった︒二十一

七鵬4 と思ふと︑私は︑急におもしろくなって來

七竃4 が︑だんだんまつ直になりました︒かうし

七705園 へ︒かういふわけなんだ︒正男さんは︑

七869に攣って︑丈夫さうになります︒土の中へ

七865な︑白いうじのやうなものです︒この小さ

七鵬4

七鵬9

七三7

物が動いてみるやうに見えます︒地上のみ

焼けきった鐵のやうにまっかです︒たらひ

こには︑もうりつばな網ができてゐました

私は︑くものりかうなのに︑すっかり感心

諸書6 上を︑いそがしさうに行ったり來たりして

七705囹 かういふわけなんだ︒正男さんは︑巻尺

七櫛6

七704囹 塁の高さを計るんだよ︒﹂正男﹁まあ︑待

七712圏︑百二十四センチなんです︒あとしばら 七876心して︑急いで安全な場所をさがします︒
七877かにのぼって︑安心だと思ふと︑前足のつ
七717園 かげの長さと同じになった時刻は︑あの

七山7 のみどりのあざやかなこと︑美しいこと︒
七人一 チと刻んで行くやうに︑動くのがはっきり

七旬2い空です︒はなやかな空です︒二十三秋

七研10 綿を引き延したやうな雲が︑金色に︑くれ

暁柵5圃 こまでも 高い空だ︒煙突やアンテナが
がいし
七欄1圃 こまでも 青い空だ︒電柱の碍子が︑く
はまだ やひやう

七㎜5團 までも さえた空だ︒たたけば︑かんか

七m2 の長官ノイツの不法な仕打に︑腹が立って

年壮7團 かん 音のする空だ︒二十四濱田彌兵

︑日本人は︑さかんに南方へ船で出かけ︑

七佃7 生活をしてみるだけでありました︒その以
七⁝⁝8

七十6 わをしょうといふのではありませんから︑

七m4 たのは︑それがためであります︒しかし︑
七二6 できるだけおだやかに出て︑武器や船具を

す

七口7 を返してくれるやうに︑たびたびかけ合ひ
い

撮記10 がすこぶるわうへいで︑高い椅子にふんぞ

鰻掴5園海賊はみないはずだ︒﹂としらばくれて︑

七価8 て︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒

七価7 した︒もし蹄れないなら︑むしろオランダ
聖旨2 衛は︑まつおだやかに申し出ました︒﹁︿略
ものやうにわうへいに答へました︒﹁︿略﹀

七賢2 ﹂と︑いつものやうにわうへいに答へまし
七柵2

包囲3園 さないといはれるなら︑今日は畳悟があ

で︑九月の中ごろ急に寒くなり︑雨が降り

土十萬羽の燕が︑急に落ちて來たことがあ

を︑一生けんめいにおぼえようとしてゐ
八2210国

八228団國には︑いろいろな民族が集ってみて︑

八225国へは︑毎日のやうに汽船が出ますので︑

八232團 ︑心持が合ふやうになりませう︒このあ
八234團が︑何のかんばんだらうと思って︑そば
八239国ほんたうにきれいに澄むころになりまし
八241團 ︑すぐつかめさうに近く見えます︒かう
八244團呼んだ歌のとほりだと︑つくづく思ひま
八251團こへ行っても静かな美しい町で︑ここで
八251團も静かな美しい町で︑ここであんなはげ
八256国しまって振るやうに思ひました︒旅順の
八257国順の給はがきを別に送りましたから︑み
八258團なさん︑おだいじに︒さやうなら︒十一
八271圃︑今日︑おごそかに観艦式︒皇禮砲二十
八291圏︑秋風はさわやかに海をわたる︒六 く

その年は氣候が不順で︑九月の中ごろ急に

をりから南へ飛行中だつた燕は︑食にうゑ

になって︑いろいろな方法で︑このことを

を送るのはたいへんなことでした︒九月の

る人の心は︑どんなにうれしいことでせう

ますと︑やはりさうであることがわかりま

くだもの

しませう︒あの黄色な皮をむくと︑中から
︑中から白い︑柔かな實の出て來るバナナ
たいわん

つとみなさんのすきな果物にちがひありま

にでもあって︑黄色なのを︑そのまま四つ

ナは︑皇湾のゆたかな日光を受けて︑育つ

が︑野生でできるのではありません︒ちや

まま取ってたべるのだなと思ふかも知れま
などが︑畠でだいじに育てられた木に生る
も︑それと同じことなのです︒垂湾では︑

でも作った畠のやうな感じがします︒それ
んど全部︑バナナ畠であることがあります
が︑ 一本一本だいじにされてゐます︒まは
︑梨や桃と同じやうに︑袋まで掛けてやる

八298図て︑その間わっかに三町ばかりとなれり
八301図て︑義仲︑ひそかにみかたの兵を敵の後
八327図﹀︒﹂とて︑ひそかに三千鯨騎を引きつれ
八332図れど︑三匹は無事にくだり︑身ぶるひし
八333図國
乗手が用心するならば︑馬もけがはな
八336図れば︑流るるやうにすべること二町鯨に
八355も姿も︑美しく上品に見えましたので︑さ

まかせて取らせるであらう︒﹂といひま
八3610黒

八364たのが︑あの三把姫であったのです︒明く
八368園は︑日本一のできであった︒お前の國は

はす

ます︒それが花の軸で︑その先に︑膿むら
が開くと︑中に黄色な花が︑矢車のやうに

な蓮のつぼみのやうなものがっきます︒や
な花が︑矢車のやうに並んで咲きます︒か

母はもうこの世の人ではないのかと︑力を

まで引き受けるやうにしたので︑萬壽︑萬

した︒それが萬各号で︑木曾に住んでゐま

7102

な顔で︑﹁そんなに労りたければ︑弱れ

38

1

ですが︑わざと平氣な顔で︑﹁︿略﹀︒﹂と吐

6

七宙8

＞︒﹂と吐き出すやうにいったあとで︑﹁︿略

傳はつてみた︑大切な刀を送ってよこしま

41

ノ、

38

七柵10園
七二1

行って︑ふさのやうになります︒花が咲い
ありがたう︒ 元氣で何よりです︒私もず
八192團
八193国︒私もずっと丈夫で︑毎日樂しく暮して

ます︒太陽のゆたかな熱と光とを吸って︑

七伽2園 けたまま︑﹁撃つなら撃て︒その代り︑

八2010団
がすきです︒図形で︑きれいな植込みの

七佃2園 全部置いて行くのだぞ︒﹂とつけ加へま

八72 談でもしてみるやうに見えます︒まもなく

八2010国︒圓形で︑きれいな植込みのある廣場で

ノ、

39

上番︒木曾の萬壽でございます︒﹂﹁︿略
八427囹

壽は︑その夜ひそかに︑うばをつれて︑石

きと喜びは︑どんなであったでせう︒それ

1

七佃5 んも何もあったものではないと思ひました

6521110429 39642274338327110109

八221苦︑貨物が山のやうにおろされたり︑積み
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八465のさし・分度器などである︒最初に︑先生
八468 ︑いかにも飛びさうなかっかうをしてみる
八479尾翼・垂直尾翼などである︒見たところ︑
︑
了0 見たところ︑そんなにむつかしいとは思は
ノ﹂弓−
6葉

︑目が涙でいっぱいになりました︒

拝観の

﹁生き返ったやうだ︒﹂といってみる兵

つた︒進んだものだ︒﹂といひました︒

よりとくもったやうに見えます︒それもそ

にあって︑林のやうに立ち並ぶ煙突から︑

日本第一の工業都市で︑各種の工業がさか

く︑社殿がおごそかに舞まれます︒四天王

豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天

てん

がもえあがり︑眞赤な鐵の柱は︑そのほの

行きます︒このやうに︑打つたり︑熱した

やうな︑がんじょうな大砲にはならないの

砲弾を撃ち出すやうな︑がんじょうな大砲

油の桶の中へ︑眞赤なからだを沈めにかか

をけ

た鐵の火柱が︑静かに止ります︒止ったと
をけ
メートルもあるやうな︑深い油の桶の中へ

いて︑中から︑眞赤に焼かれた鐵の火柱が

せん︒長い柱のやうに延されたこの鐵が︑

りするのと同じやうに︑大きな機械が︑思

延したりして︑十分にきたへます︒まるで

ぶしたり︑棒のやうに延したりして︑十分

てながら︑臼のやうにつぶしたり︑棒のや

うす

りは︑もう一度眞赤に焼かれます︒それを

れた鐵が︑どろどろにとけてゐます︒その

一かうしたいろいろな大砲は︑どういふふ

ばれて︑今日のやうな大都市となったのは

まどの煙の立つやうになったのを︑たいそ

つてみるのは︑大阪でなくては見られない

の帆柱が︑林のやうに見えます︒市内には

とよとみひでよし

齋橋筋には︑りっぱな商店が並び︑堀ばた

さい

串でさし通したやうになってゐます︒中之
︒いちばんにぎやかな場所は︑市の中央の

くし

の品物が︑自由自在に集ったり︑散らばつ

まるで網の目のやうに︑組み合ってゐます

昔から商業のさかんなところです︒市を貫

各種の工業がさかんに行はれます︒大阪は

氣持よく聞える︒急な坂にかかると︑前の
八7810

八634は︑つかれないやうにと︑焼いたするめや
八646が︑つれて行った鳩であった︒信書管は血
八647 って︑息もたえだえであった︒玉釧へ向か
八662見定めて︑矢のやうに飛んで行った︒寒い
八675枝には︑かはいさうにも︑赤い血がついて
八677 ︑どこで休んだことであらう︒明くる日に
八678舎にたどり着いたのである︒大石橋守備隊
八778つれの一本杉のそばであった︒ぼくたちは
八795ちは︑一生けんめいにのぼって行った︒松
八799 ︑とび込んだところであった︒﹁︿略﹀︒﹂と

つのまにか︑りつばな設計圖ができる︒線

る眞白なグライダーであった︒二

りて來る者︑まじめな顔でやって來る者も

ながら︑小鳥のやうにおりて來る︒途中で

嚢をしてみるやうだ︒ふもとへ別て急停

ら︑追ひたてるやうにいはれた︒百五十メ

にもすべりよささうな傾斜が︑長く績いて

みんなは喜んで︑急に元氣を出した︒いよ

どりつぼなスキー場で︑ジャンプ皇も見え

と︑なるほどりっぱなスキー場で︑ジャン

八7910﹁
十あれがスキー場だ︒もう一息︒﹂と︑

さに平茸があるからだ︒次に翼を作るため

まった者もみたやうだ︒私は︑ちやうどき

翼に︑紙をはることである︒もし︑しわで

行かないので︑水平に飛ばない︒できるだ
︑またみんなは静かになった︒やっと︑ぴ

も︑できあがったのだ︒私は︑そっと翼を

いグライダー日よりだ︒みんなは︑さかん
︒みんなは︑さかんに飛ばした︒私も飛ば

ヤンプ塁では︑上手な人たちが︑かはるが

た︒すばらしい早さだ︒﹁えいつ︒﹂掛聲と

村までくだり坂の道だ︒林をぬって長距離
ひろせ
は︑ほんたうに愉快であった︒十七 廣瀬
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られる︒そのみごとなすべりぶりに見とれ

1

︑まき散らしたやうであった︒その中を︑

なんといふ勇ましさであらう︒みんなは︑

がすべられるところである︒たちまち先生

ンプをなさるさうだ︒﹂と︑だれかが叫
八839囹

3

田先生がとばれる番である︒先生は鉢巻を

6

グライダーは︑硬直に飛んで行く︒ちう返

32108331951 99873831414721351065429
八
92

8

もの︑まっさかさまに落ちるもの︑横へす

た︒まもなく︑静かに下へおりて行って︑

ほこりと汗で︑眞黒になった兵隊さんが︑

たりをふるはすやうな︑大砲の音がします

行って︑見たいやうな氣がしました︒けさ
︑風當りの強い高地であるのに︑陛下は外
をも召されず︑熱心に職況をごらんになつ
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空に飛んでみる眞白なグライダーであった

1 4 6
囹 園

28105221

なは︑一生けんめいだ︒話などをしてみる

4365510211557565618553

八482うまく飛ばないさうだ︒どこまでも︑正確
八482 ︒どこまでも︑正確に作りあげるといふ注
八483といふ注意が︑大切だといはれた︒﹁︿略﹀
八484園かないものを作るなら︑少しくらゐ寸法
グライダーのやうに︑空中を飛ぶものに
八486園
せん︒いいかげんにやったのでは︑決し
八487園
かげんにやったのでは︑決して飛びませ
八487囹
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八麗7 がります︒このやうに︑いろいろな仕事を

八麗5 きらきらと鏡のやうにかがやいた︑魚期の

八棚3 ます︒外側がきれいにけづられて︑砲身の

八棚2 意をしながら︑熱心に働いてゐます︒外側

八梱2 を計ったり︑こまかな注意をしながら︑熱

八㎜5 行くのと︑同じことなのです︒かうしてき

八川9園

八川6

楓川5

八相2

八川2

八㎜9

八㎜9

とほつた寒天のやうなからだから︑腕が何

のは︑﹁いぼやぎ﹂でありました︒﹁くら

つて咲いてみるやうなのは︑﹁いぼやぎ﹂

八m10

らげは運動するのだ︒﹂と︑にいさんが

からだをしぼるやうにして︑すいすいと浮

のきの葉のやうな形で︑黄色やえび茶色を

︒ひのきの葉のやうな形で︑黄色やえび茶

心梱−o

八柵7 は︑音のしないやうに起きて︑着物を着か
八㎜8 を着かへた︒こんなに早く起きることはめ
八㎜9 とは違ってみるやうに思はれた︒ねえさん
八㎜6園 約束よ︒さ︑静かに起きませうね︒﹂と
八重8平 と︑﹁ああ︑さうだった︒﹂といひなが

暴走5囹 ﹁そうつと︑静かにお仕事をしませうね

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁さうだ︒さうして︑よくご

のは︑﹁いそばな﹂でありました︒小さな

八麗7 のやうに︑いろいろな仕事を重ねて︑やつ
八麗3

同時に進んでみるだらう︒つまり︑外側

あふぎ

つた感じです︒輕快な戦圖機といったやう

八槻1園 さんが︑﹁きれいなつばきね︒おかあさ
八型1園 かあさんのおすきな花だから︑ちやうど
八慨1園 さんのおすきな花だから︑ちやうどいい
八盟6園 たのです︑こんなに早く起きてllそれ
八榴7囹 は︑えらい︒感心なことだ︒﹂とおほめ
八旧7圏 らい︒感心なことだ︒﹂とおほめになつ
八悩4 かあさん﹂といふのであった︒私は國語の
八㎜1園 かはいいぬひとりだこと︒﹂とおつしゃ
八窩3 ひもであんだきれいな買物袋をさしあげた
八櫛6
vと︑うれしさうにおっしゃって︑おと
八伽9園 は︒今日はいい日だったね︒﹂と︑おか
八餌5圃 立ってるる私たちなのです︒雨の日︑風
八協2圃 陽がやけつくやうなまひる時︑冬の風が
八協7圃 ました︒水のやうに澄んだ空を︑雲が︑
八伽8七 綿を散らしたやうに飛んでゐます︒この
八㎜6圃 どこかに︑かすかなうなり聲が聞え︑飛
八伽7圃 飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見えたら
八伽8國 ︑いなづまのやうに動きます︒現れた時
八麗8 大きな風です︒黄色な砂ぼこりを運んで來

きが一りん咲きさうになってみた︒それを

八m7 行機を撃ち落しさうなかっかうになります
八鵬9 封職車砲は︑どんなに早く走る戦車でも︑
八散8園

した︒二千匹はみるだらうと︑にいさんが

八鵬9 どん撃ちまくるやうな身がまへになります

た︑大きな窓のやうなものが︑順順に並ん

そろって進めるのだ︒﹂

八佃5

︑ほんたうにきれいだと思ひました︒﹁あ

八慣4園

八悩6 がこめて︑日が静かに落ちて行くころでし
八M5

の胸びれは扇のやうにひろがります︒ちや

八M10

が空中をすべるやうに︑手ぎはよく水を切

八軒1園

八悩8 生が︑この町の有名な大寺院へ︑お参りを

八価3

八脳2 かり身がまへるやうになります︒かうして

八塒10 したランプは︑静かに左右へ動いてゐます

樹勢5

八悩3 かうして︑いろいろな大砲が︑どしどし作

八櫛2 ︒ガリレオがふしぎに思ったのは︑そのラ

せんとう

八柵4 間が︑どうやら同じであるやうに思はれて

てるる部分が實は胴で︑頭は足のつけ根の

八本の長い足を上手にくねらせ︑頭を横に

八備9

頭が傾いて︑へんなかっかうに見えるが

根のところにあるのださうです︒﹁︿略﹀︒﹂

のところに足のやうなものがあって︑のこ

八備10

えるが︑あれは胴なのだから仕方がない

八柵6

八二6 ︑今までにない正確な時計を爽明しました

八型2園

八鵬5 やら同じであるやうに思はれてなりません

八㎜8 振子を仕組んだもので︑これが振子時計の

八号3園

が︑あれは胴なのだから仕方がない︒﹂

こ﹂といふものは妙なもので︑あの頭とい

八鵬6 の箱でした︒きれいな海の水が︑こまかい

八田3園

︒これが︑﹁いか﹂だともっとすばらしい

に︑まるで矢のやうに進みます︒これが︑

八備7

八m1囹 思はず︑﹁きれいだなあ︒何の花ですか

一翼6

左右の足をいっぱいに延したら︑三メート

八柳2 て︑のちにはかすかにゆれるだけですが︑

八佃3囹 ほんたうにきれいだね︒でも︑花ぢやな

八柵7

ピヤノでもひくやうに︑絶えず動いてゐま

いふものは妙なもので︑あの頭といってゐ

八㎜3囹 いだね︒でも︑花ぢやない︒みんな海に

八柵9

めたのは︑五時過ぎであった︒ねえさんも

四囲8

八㎜4囹 んな海にみる動物だよ︒﹂と︑にいさん

八稲6

さんも起きるところであった︒ねえさんが

八備8

八m6 た︒すきとほるやうなみどり色で︑菊の花

八㎜3

八研10 長さを︑一メートルなら一メートルにきめ

八㎜6 ほるやうなみどり色で︑菊の花のやうに美

八㎜4

八四5 つるして︑同じやうなことを︑何べんとな

﹁いそぎんちゃく﹂でありました︒ひのき

八㎜8

八佃7 色で︑菊の花のやうに美しい形をしたのは

八悩7 春は︑うれしいだけではありません︑あり
八悩9 げうの花は︑眞黄色で︑枝一面につきます

八鵬7 てしまって︑きれいな青空が︑光るやうに
八鵬7 な青空が︑光るやうに︑地のはてまでひろ
八悩2 出て行って︑きれいな空誉が︑流れるやう
八悩2 思弁が︑流れるやうにはいって來ます︒窓

〉。

だ一だ
874

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九八八八八八八
16 16 16 16 15 15 14 14 14 13 13 13 13 13 13 12 12 12 12 11 11 11 11 10 10 10 137 136 136 136 136 135

九194團

つて子どものやうにはしゃぎながら︑ひ

は久しぶりの休養だ︒おとうさんたちは

ど日にやけた眞黒な顔に︑ぼうぼうとひ

隠171は︑かくて終ったのである︒しめなはでか
九175 つ幹は長く︑はるか臨嫁げやうな梢をいた
かんむり
九175 ︑はるかに冠のやうな梢をいただいてみる
九177御料林中︑最良の檜である︒午後になって
九181はっしと打ち込むのである︒しはぶきの聲
九184 つの切口から清らかな木のはだが現れる︒
九186られ︑木馬道を静かに運ばれて行く︒運材
九188中立神宮備林の森嚴な空写を明かるくふる

九281

九2710園︒﹂﹁日本の女の子だ︒﹂兵隊さんたちは

から育てて行くやうにしなければならない

一夕に得られるものでなく︑したがって︑

九215團

九212團

九203国

をひったくるやうにして讃み始めた︒天

だれからの手紙だ︒ちよつと見せてく

ならなかったものだと思ひながら︑もう

職事をしてみるのだと思ってみる︒ひげ

心に通ってみるのだ︒おとうさんは︑い

密林を︑へとへとになって進んで行く時

九2910
始ると︑母は日本人であるといふので︑敵

九288この町の雑貨商の娘で︑ 父はインド人でし
九291日本人は陛下の赤子であること︑ 日本には
九292富士山といふりっぱなお山があることなど
九296囹す︒富士山のやうにりっぱです︒あなた

ひの き

二十年ごとにあらたに御殿舎を御造螢にな

まうとして︑さかんに空を渡って行きます

一日一日と︑のどかな春になって行くとと

す︒見渡すかぎり平な地平線に︑大きなタ

たかかへもありさうな大きな夕日です︒害

て行くのは︑みごとなものです︒その大き

重ねてみる︒あらたに御殿舎を御造螢にな

九196團

げそりにむちゅうになってみる︒しゃり

は︑さもうれしさうにさへづります︒滞人

それが例になるやうになった︒明治の大御

九197團

九249團
底にしみ入るやうに思はれる︒あすから
九251團の準備にかかるのだ︒おとうさんを始め
九252団の者はみんな元氣だ︒職陣衛生も行きと
九253團ちの心配するやうな病氣には︑だれ一人
九258国んだちのあとつぎなのだーーといふこと
九258国ちのあとつぎなのだーーといふことを︑
九261團ら︑ 一生けんめいに勉強することだ︒五
九262国いに勉強することだ︒五 スレンバンの

すべて檜の白木造りであるから︑御造螢に

九198国

心配がなくなったのである︒この神宮備林
ふち
は︑切りそいだやうながけの下の青い淵や
︑目をうばはれるのであるが︑やがて︑囚

九218國

九217団平

祭の行はれたところである︒みそまはじめ

重心いちばんだいじな︑内宮・外宮の御神

のである︒このやうにして︑山を分けなが

はいったばかりなのである︒このやうにし

ロへはいったばかりなのである︒このやう

九232團

九231團

九2210團 暗くなった︒大雨だ︒スコールといって 九344たった十一歳︑内地なら國民學校尉年生の
九348て︑少女は︑たくみに日本語・英語・マラ
九349ながら︑りすのやうに活動しました︒隊長

九229團

九223団

九222国國

九221団圓

して︑うれしさうに雨水を浴びてみる︒

毎日きまったやうに降る︒はだかの兵隊

ると︑あたりが急に暗くなった︒大雨だ

をうらやましさうに見てみた︒おとうさ

つた︒えらい子だ︒﹂と︑心から感心

民導車の五年生だ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑心

九322囹をしないで︑元氣で待ってるなさい︒た

九315 ら︑
巡査を舞むやうにして︑娘を︸間へ呼

九303圓この子もいっしよだ︒﹂といひます︒母
九305園この子は︑日本人ではありません︒﹂と
九307園た︒﹁あなたの子なら︑日本人ではない
九307圓
の子なら︑日本人ではないか︒﹂﹁︿略﹀︒
九308囹違ひます︒私の子ではありません︒この

しみるばかりの眞白な齋服を着て︑定めの

は︑檜のあら木造りで︑内宮︒外宮の御神

九239国

九238国

九235国

九233国

とうさんは︑静かに目をつむって︑歌聲

うがないのが残念だ︒皇御主のもののふ

ぜひ一つと思ふのだが︑こればつかりは

つととけて︑上品なあまさが口に残る︒

よみがへったやうになる︒おとうさんた

には︑熱帯の盛んな植物のみどりといふ

九404ても︑どんなりっぱな手紙を書いてみても

九403くわからない外郭人であったら︑いくら話

九3910をしたり︑いろいろなことを話したりして

九396傳へます︒このやうに︑話しかける相手が
九398接話ができないやうな時には︑手紙や文に

九3410は︑自分の子のやうにかはいがりました︒

げくう

が︑美しい柱のやうに立ってるる中立神宮

に使はれるいろいろな祭具が運ばれる︒最

九239国

が︑走馬燈のやうに次から次へ思ひ出さ

のりと

さいふく

のをささげて︑静かに祭場へ進んで行く︒

九246團

すめらみくに

清められ︑おごそかに祝詞が讃まれる︒い

九248国

九405心持が通じ合ふやうなことはありません︒
々は︑一辞して静かに祭場を退出した︒内

らひをする時のやうに︑左右左と三たび︑

ないくう

る中立神宮備林の朝である︒やまがら・こ

九2010国

いふ森林のつらなりであらうとおどろくこ

われは目を移すやうになる︒窓の外のけし

︑これもうれしさうに︑にこにこしながら

すぐつた良質のものである︒かうした檜は

9731968321095442987276531071197758
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
48 48 48 4了 4了 46 46 46 46 46 45 45 44 44 44 44 44 44 44 44 44 43 43 43 43 42 41 41 40 40 40 40

ありません︒日本人である私たちは︑いつ

vと掛聲にぎやかに︑日にやけた漁夫た
水艦を思はせるやうな︑まるまると肥えた
︑細長い魚雷のやうなかじきまぐろ︑大き

〉。

もがすがりつくやうに︑今はいって出たば

やき渡ると︑はるかな海の上をおほうてる

てみた港の船が︑急に目をさまし始める︒

破って︑漁船が眞直に近寄って重る︒これ

山の頂が︑銀のやうに白く光り始めると︑

でだきかかへるやうに取り認んでみる裏の

笛が︑突然この静かな港の空氣をゆり動か

も流したやうに静かである︒ぱさつばさつ

を︑ますますりっぱにみがいて行くことに
︑油でも流したやうに静かである︒ばさつ

傳はつてみるだいじな私たちの國語を︑ま

れいに書き︑りつぽなことばで話すことを

文字を正しくきれいに書き︑りつぼなこと

心から感動するやうに︑眞心を正しいこと

れと反封に︑りっぱな心持が正しいことば

ないやうに︑どんなにかざったことばで早

心して讃まないやうに︑どんなにかざった

りの心持を書いたのでは︑だれも感心して

けを持つことが大切であります︒いくら美

で書くのと同じやうな心がけを持つことが

なりがちです︒それでは困りますから︑い

くことばがおろそかになりがちです︒それ

心の中を窮し出す鏡であります︒ただ︑こ

ものです︒このやうに︑ことばと文字は︑

った時は︑同じやうに喜ばしいものです︒

ろいうなお話を静かに聞き︑書かれたもの

ん︒また︑いろいろなお話を静かに聞き︑

は︑いつもこのやうに︑わが國のことばと

65383109632551010886422210988622101065

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
5了 57 56 55 55 55 53 53 53 53 52 52 52 51 51 51 51 50 50 50 50 50 50 49 49 49 49 49

︑小型の爆弾のやうなかつをが置かれ︑つ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
了9 了8 三二 了了 76 了6 了6 了6 了5 了5 了5 了5 了5 74 了4 73 了3 73 了3

かげんを見た︒重臣に焼けた木から︑めら

と見分けられるやうになったころ︑時鐘番

とつ一生けんめいにやって見るかな︒﹂
九7910園

夏は五時︑冬は六時である︒間もなく︑甲
これは水兵員の受持である︒﹁爾舷直︑整

をまくりあげ︑身輕な姿になって︑分隊ご

もの子を散らすやうに八方へ散って︑かひ

武士のお

古りも活動したあとであるから︑食事のう
︑まことにおごそかである︒軍艦旗を聡い
訓練に取りかかるのである︒十

ひとりごとのやうにいふ︒義家の家路︑
九583図
心725まから立ちのぼる煙である︒源作ちいさん
九727 つと見つめた︒黄色な煙の中に︑白い煙が
九728しい︒煙の色もへんだが︑煙の出るやうす

九825ないと︑子馬が丈夫にならないのです︒で
九827こちから︑同じやうな子馬がたくさん來て

九815な犬ぐらみの大きさで︑足は︑ばかにひよ

九813は︑おくびやうさうな目つきをして︑始め
九814をさもめづらしさうに眺めました︒大きな

すなほで︑りこうなものはめったにない
九8010園

深山のやうな静かさである︒人の顔がやっ

︑父はさも得意さうに︑﹁をすさ︒﹂といひ

そろへて︑樂しさうにひき始めた︒一本一
︑ぼくは︑むちゅうになって馬屋へかけ込

さなざぶとんのやうな腰皮をさげてみる︒

馬に︑木を山のやうに積んで︑源作ちいさ

作ちいさんの心は急に明かるくなった︒三

ふさいでるる︒これだ︑これが病氣のもと
︑これが病氣のもとだと︑源作ちいさんの

まはりが悪かったのだ︒炭を取り出しなが

うまく嶢きたいものだと思ふ︒源作ちいさ

は︑とびあがるやうにうれしい︒この調子

嶢けたかが氣がかりである︒うまく焼けた

出すまでは︑どんなに僥けたかが氣がかり

作ちいさんは︑眞黒に焼けた炭を外へ取り

見つめながら︑黄色な煙が︑薄むらさき色

嶢きにする仕掛なのだ︒源作ちいさんは︑

むし焼きにする仕掛なのだ︒源作ちいさん

っめ込まれてみるのだ︒ちいさんがのぞい

4853843385332107101082

九806園いがってやることだ︒日本の馬は︑氣が
九807園とかいはれるさうだが︑それも馬が悪い
九808園それも馬が悪いのではない︑扱ふ人がい
九809園がついてしまふのだ︒しんせつにしてや
九809園ふのだ︒しんせつにしてやれば︑馬ほど
九809園ば︑馬ほどすなほで︑りこうなものはめ

みやま

乗員は︑なほ安らかな眠りを績けてるるの
みやま
眠りを長けてみるのであらう︒艦内は深山
︒艦内み
はや
深ま山のやうな静かさである︒人の

れてるた軍艦の壮大な姿が︑だんだん現れ

たあすの朝を待つのである︒ちやうどその

ちて生きもののやうに活動してみた魚市場

を照らし︑波が静かなうねりに愛って沖か

それから敷分ののちである︒太陽があかあ

た魚の箱を山のやうに積んだ貨物自動車が

のやうないそがしさである︒新鮮をたつと

ちが︑いそがしさうに右往左往してみる︒
︑まるで戦場のやうないそがしさである︒

塩水を吹き出しさうである︒この魚の行列

が︑青光のする新鮮な色を見せ︑まるいを

見ものである︒四角な箱の中には︑近くの

まじって︑帯のやうなたち魚が︑いくつも
︑めづらしい見ものである︒四角な箱の中

ちとはねてみたやうな︑六七十センチもあ

648871421199365321077421109754

九828 廣い野原を蔑しさうに遊びまはってゐまし
九969
なく遠泳ができさうだと︑ぼくは喜んだ︒

九価4

てもよささうなものである︒それだのに︑

が見えてもよささうなものである︒それだ

へ︑いそがしさうに船が動いてみる︒﹁︿

︒﹁ありがたいぢやありませんか︒山

だいじな物資や︑郵便物や︑

九佃4圃初の海底トンネルだ︒﹁︿略﹀︒﹂

さである︒この調子なら︑わけもなく遠泳 九佃7圃

心するやうな樂しさである︒この調子なら

九8210 らだはめきめき丈夫になりました︒足もし 九9610
九9610

はっきり見えるやうになったころから︑今

九834 は︑乳を離れるやうになりました︒からだ
九976

ると︑みんなも同じだ︒﹁︿略﹀︒﹂先生の聲 九価4

九脳1喧嘩

九844 北斗は︑うれしさうにすぐぼくのところへ
九981

田979

九脳5圃

九846 てやると︑うまさうになめます︒ぼくが唱

九982囹へば︑あとはらくだ︒潮流の激しい一本 九二5 なものである︒それだのに︑寒暖計は三十

︒﹁︿略﹀︒﹂先生の聲である︒﹁︿略﹀︒﹂と話

九853 ︑ほんたうにりこうで︑すなほです︒教へ
九856 け出さうとするやうな時でも︑﹁ほうほう︒

九価10

涼しい風はなささうである︒ただ晴れた二

九価6 さは︑もうたくさんだといひたくなる︒す

九983圓

かが成否の分れめだ︒﹂と話された先生

九861圓 ら︑北斗はりっぱな二歳ごまになった︒

九993

九8610 ︒さうして︑りつぼな乗馬になり︑軍人さ 九992

人取り残されたやうな︑さびしい氣持にな

︒ぼくは︑むちゅうで腕と足を動かした︒

だん弱って來たやうだ︒﹁︿略﹀︒﹂先生の聲

もなかなか思ふやうにはいかない︒並んで

九鵬10

二連7

九鵬7

九鵬4

九鵬3

きりに﹁秋だ︑秋だ︒﹂と鳴きたてるや

が︑しきりに﹁秋だ︑秋だ︒﹂と鳴きた

︑めったにないものだ︒さうして︑それが

もただうるさいだけであるのに︑どこから

かなりたくさんの聲であることを感じる︒

それがはたして回虫であるか︑はっきりは

の草原で鳴く虫の聲である︒それがはたし

九鵬1 え︑銀河があざやかに中天にかかってみる

九995

心意1圏

うに︑一生けんめいで水をけった︒潮の流

九862園︑北斗ほどみごとなのは見かけないやう 九988 頭におくれないやうに︑一生けんめいで水

九876 石をちりばめたやうに美しくかがやいてゐ
九998

持を彿ひのけるやうに︑手足に力を入れよ

九僻1囹

の流れはますます急になるのか︑いくら手

九879 いったいどれがどうなのか︑さっぱり見二

︑もがいてみるやうである︒顔を水にひた

九衙1

九988

九885 その中で一つだいじな星があります︒地平

からだを浮かすやうにして泳いだ︒一本松

九9910

九999

招きをしてみるやうだ︒手足が︑石のやう

九989

九894 に︑ひしゃくのやうな形に連なった美しい

九㎜1

︒手足が︑石のやうにごはばつて揺る︒二

九863園 るし︑骨組も丈夫になった︒﹂ぼくは︑

九897 しやくを立てたやうなかつかうになってゐ

九㎜2

九862圓 は見かけないやうだ︒幅もあるし︑骨組

九904 さうとしたのがこれで︑北極星といふ星で

九㎜3

九鵬3

九911 出た軒端にすれすれに総てて︑下からじつ

九966 めが海面とすれすれに飛んで行く︒ゆつく

九963 初めは︑みんな元氣であった︒薄青く見え

九946園 目的地に着くやうに︒﹂先生の激働のこ

九9310 の星はカシオペヤ座で︑俗にいかり星とも

九936 ︑小熊座を包むやうにのろのろと曲りくね

九926 ︒しかし︑このやうに星が動くといふのも

九921 にうつります︒それでなくても︑夜九時に

九921 やうすがわかるやうに三夕にうつります︒

九916 がいて動いてみるのだといふことがわかり

九馴8囹

落川8囹

九捌7囹

九剛6

九梱6

九棚4

藤棚4

九棚1

九棚1

九㎜9

九㎜4

の白重が︑到着貼だ︒﹂ぼくは︑全身の

︑あそこに見えるだらう︑あの砂濱が︑

つた︒もう大丈夫だ︒潮の流れもいいし

が︑目にしみるやうに罵った︒﹁︿略﹀︒﹂ぼ

白い線を引いたやうな砂濱が︑目にしみる

が︑鏡のやうに静かな海面に影を投げかけ

した木が︑鏡のやうに静かな海面に影を二

を出した時︑ふしぎにからだは︑すいすい

が見えた︒もう一息だと力を出した時︑ふ

︑まるで機械のやうに手足を動かした︒一

て行く︒もう︑だめだ︒警備船へあがらう

九佃7

九研5

九柳3

九研2

の花に︑頭でっかちないちもじせせりが飛

が︑思ひ出したやうにざわざわと音をたて

とも︑日光はかすかに黄色味を帯びて︑二

︒よし書面はどんなに暑からうとも︑日光

もう何といっても秋である︒よし相当はど

﹂と鳴きたてるやうに思はれる︒もう何と

︑どこからかかすかに羽音がして障子に二

九914 出て西へはいるやうに︑星もだいたい東か

九期2

九967 ︒ゆっくりと︑自然に爾腕で水を大きくか

本州と九州の握手だ︑日本最初の海底ト

正価園頂門園馬面

聞いてみて︑順調であるか︑その震動の

ないか︑ていねいに調べたりします︒が

れをしておくことなのです︒﹂正男﹁出爽

備をしておくことなのです︒また︑いつ
︑十分働けるやうに手入れをしておくこ

も飛び出せるやうに︑準備をしておくこ

っても︑いろいろな仕事がありますが︑

どうぞ︑ いろいろなお話をしてください

九969 のよい日︑おだやかな海原を航海するやう

露店3圃

あくしゅ

九969 海原を航海するやうな心しさである︒この

11011011011旧10m110109

九九九九九九九九
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九鵬1 つても二倍以上の敵である︒新手はあとか
九欄3 の尼子勢もへとへとにつかれ︑多くの勇士
九燭4園 つた︒﹁いたづらに朽ち果てたかも知れ
九価6園 つたくおまへの力であった︒﹂勝久は︑
温語1 もとより望むところである︒書芸は主君に
ちゆう
九柵5 中の手甲部川の渡しである︒天正六年七月
九燭9 が︑川水にすれすれに飛んでは︑白い腹を
かはむらしんざ ゑもん
九衙2 の一人河村新左衛門であると知るや︑身を
九川8 何かいってみるやうだが︑こちらにはわか
九川8 じあ﹂は流れるやうに動きだした︒ぼくは
九川9 ちのところへ行くのである︒一度乗ってみ
だいをしやうざん

﹁右手は大和尚山で︑關全州第一の高山
城が手に取るやうに見えます︒﹂雪の少
︒ロシヤ人の女の子だ︒﹁︿略﹀︒﹂しかし︑

京へ母と錦るところで︑マルタといふ名だ
で︑マルタといふ名ださうだ︒﹁︿略﹀︒﹂と

は︑一生けんめいに苦學したかひがあっ

ルタといふ名ださうだ︒﹁︿略﹀︒﹂と指さし

たいし

か

があって︑りっぱな身分になり︑いよい
ち着いた︑美しい形である︒太子河を渡る
赤帽がいそがしさうに荷物を運んでみる︒
ょ品
う等
︒奉天はまことに平な大都市でほ
︑く
たりだ
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しい住宅があざやかに見える︒兵隊さんた

ふ︒汽車のかげだけではない︒電柱のかげ

いタ日が沈むところだ︒夕日とぼくとの間

におりて行った︒急に車内がさびしくなる

てるた︒質置のやうに寒い夜だ︒空には︑

んだ︒席に蹄ると急に眠くなって來た︒ふ

眞冬のやうに寒い夜だ︒空には︑半月がさ

に來て︑始めての朝だ︒窓がほのぼのと明
︑第一日を迎へるのだ︒起床ラッパが鳴り

は感じられないやうな︑痛い寒さが押し寄
︒まだなれない部屋なので︑急いで上着を

かいたくしや

こんなん

た︒諸君をりっぱな開拓者にしょうとし

いうな困難にあふだらう︒しかし︑負け

こんなん

これからいろいろな困難にあふだらう︒

こで大地を開くのだ︒この堪．衡を忘れる

とどくかぎりの廣野だ︒宿舎のほかには︑

になった大きな風景だ︒ここが大陸日本の

が大陸日本の第一線なのだ︒ぼくは︑友だ

しか

陸日本の第一線なのだ︒ぼくは︑友だちと

住んでみる鹿の一種である︒皮は着物にし

ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑谷を

九脳12 きな草﹂といふ草花であることがわかった

︑ほんたうにきれいに見える︒ぼくは︑こ

が小高く見えるだけである︒雲が切れて︑

まことに平な大都市で︑ただ北征の松林が

九筋11園署しいことって何だ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九矯2 班は︑トラクター班だ︒嚢動機の音をとど
九篇6園 が早くてたいへんだな︒﹂といふと︑﹁︿
九踊9園 しいことがあるんだよ︒﹂と答へる︒﹁︿
こうしゅれい

しけんぢやう

の山が積まれるさうだ︒やがて︑一人の兵

ね︒あれは公主嶺で︑昔︑ロシヤのコサ

九⁝⁝11

面影2園 やつ︑のろくないぢやないか︒﹂﹁︿略﹀︒
九川3園 ﹁こっちがのろまなんだよ︒﹂こんなこ
九脳3園 つちがのろまなんだよ︒﹂こんなことを
ゆ り
九脳8 百合のつぼみのやうな形をした︑かはいら
九川9 た︑かはいらしい花だ︒花びらにも葉にも
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そこで教練したのだが︑今は農事試験場

ほくりょう

6

たところをきれいにしてやったりします
備兵は母親のやうなものです︒飛行機の

九麗1 かし︑富田城は名城であるだけに︑なかな
九槻2 ︑なかなか落ちさうにもなかった︒その間
九麗6 大軍が押し寄せたのでは︑みかたの勝利が
九槻9 みかたの軍は約七千であった︒まことに死

おそいと︑氣が氣ではありません︒それ

すか︒﹂をぢ﹁さうではありません︒機上

﹁︿略
だ

とに死物ぐるひの職であった︒敵の前軍は

行機はただの機械だとは思はれません︒

見分けられるやうにならないと︑一人前

112

らないと︑一人前ではないのです︒﹂春

やつとはいるやうなせまいところで修理

れは自分の飛行機だといふことがわかり

せんが︑違ふものなら︑近づけばすぐわ
︑どれも同じやうではありませんか︒﹂

がすぐわかるやうなものです︒﹂勇﹁何か

はみんな同じやうだが︑おかあさんには

をつけたら︑いいぢやありませんか︒﹂

行機の整備の大切なことはよくわかりま

はれませんか︒私ならさう思ひますが︒

強いおまへのことだ︒どうかりつばな武

と

だ︒どうかりっぱな武士になり︑家の名
いつも

尼子の本城である出雲の富田城は

われ鐘のやうな聲で叫んだ︒﹁︿略﹀

まさしく山中鹿介であらう︒﹂鹿介は︑

にも山中鹿介幸盛である︒﹂狼介は喜ん
つた︒﹁めんだうだ︒組まう︒﹂かう叫

人は蝶のやうに浮かれてみた︒その

てふ

とめようと思ったのである︒二人はむずと

咲き︑
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や望子やただ新鹿や本やつこ。大いやややも行や人やさなやや機がやれ
うみ孫うのう盛介う城うばと私記いうううの機う前うういうう械氣うい
にででにでだででなでになだななちなだでなだなでにでだににだでなに
ああ浮あ。ああ聲あう武。らこやもがはらとせはなはらさ思とはもし
今るるかる組るらでるれ士どさとあの あ いまならあうへははあのて
まごこれ。ま』う叫出勾しにううはりでおり近ふいいなりか れ当りでや
それが尼子家の子孫であることがわかった
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か生きもののやうに思はれます︒自分の
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︑わが年來の望みである︒﹂小僧さんは︑
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だの一部分のやうにさへ︑感じられるの
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ほんた う に 黒 し み な ん だ ︒ ﹂

ボはまさにその燈嘉である︒旅に出かけて

また心強い目じるしである︒草原を海にた

實に大きななぐさめであり︑また心強い目

となって︑このやうなオボを作り︑大地を
︑大地をまつるやうになった︒見渡すかぎ

生命の父であり︑母である︒おのつからこ

一種の土まんぢゆうで︑小高い岡に作られ
︑天と地が生命の父であり︑母である︒お

する︒美しい夕やけだ︒みんなの顔が︑赤

離れた小高い岡の上である︒なれない手つ

んだ草をおいしさうにたべてみる︒朝日の

と︑野原には︑黄色な花が咲き始める︒赤

たうに 黒 し み な ん だ ︒ ﹂
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園囹

十101がこれを見て︑鯨りにめめしいふるまひと
のありさまは何事だ︒兵士の恥は艦の恥
十106園
艦の恥は帝國の恥だぞ︒﹂と︑ことばす
十107園
が︑﹁それは齢りなおことばです︒私に
十111囹
十118て見ると︑次のやうなことが書いてあった
るのも︑もっともだ︒しかし︑今の職孚
十135園

十98 ニ十七八年戦役の時であった︒ある日︑わ

九盟2 ぽつんと残されるのである︒タイ ピナン

九劉12 つと引いて行くやうである︒さうして︑ま

九刎11 く︒干しいにぎやかな祭がすむと︑みんな

九㎜8園 ︑﹁どうぞ︑無事に旅をすることができ
九㎜9園 とができますやうに︒﹂と祈り︑またそ
九加2 め︑草原があざやかなみどりにおほはれる
九別5 つて來て︑たいへんなにぎはひである︒き
九㎜5 たいへんなにぎはひである︒きのふまで木
一本もなかったやうな草原に︑たちまち町
九㎜5
九刎1 からえらばれたものである︒僧は︑この家
九劉9 り︑いかにも大陸的な蒙古ずまふが行はれ
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か︑れはそこに突つ
まるで失神したやうに
しやうや

五兵衛はむちゅうで走った︒かうして︑
︑

十136園で功を立てるやうなことはできない︒將
十139囹精を出すのが第↓だ︒おかあさんは︑一
十141園折に出あはないのだ︒豊島沖の海戦に出
十141園は︑箇中一同残念に思ってみる︒しかし
十143園なしい戦孚もあるだらう︒その時には︑
十146囹︑安心なさるやうにするがよい︒﹂とい
十204園これは︑ただごとでない︒﹂とつぶやき
十206 いといふほどのものではなかった︒しかし
十207れ方と︑うなるやうな地鳴りとは︑年取つ
十208 ことのない︑無氣味なものであった︒五兵
十208ない︑無氣味なものであった︒五兵衛は︑
十211 の庭から︑心配さうに下の村を見おろした
十213 つかないもののやうである︒村から海へ移
つなみ
十217園れて來た︒﹁大攣だ︒津波がやって來る
十225囹中の命が救へるのだ︒﹂と︑五兵衛は︑
十228
十2210

十235囹き出した︒﹁火事だ︒岩屋さんの家だ︒
しやうや
十235園だ︒荘屋さんの家だ︒﹂と︑村の若い者
十237者のあとを追ふやうにかけ出した︒ 高毫か
あり
十239れが蟻の歩みのやうにもどかしく思はれた
十242囹つておけ
大愛だ︒村中の人に別ても
十243園人に來てもらふんだ︒﹂村中の人は︑お
十252 ︒悪くなった︒非常な速さで押し寄せて來
十254囹せて來た︒﹁津波だ︒﹂と︑だれかが叫
十255海水が︑絶壁のやうに目の前にせまったと
十256しかかって來たやうな重さと︑百雷の一時
十257の一時に落ちたやうなとどろきとで︑陸に
十258びのいた︒雲のやうに山手へ突進して來た
十267によって救はれたのだと氣がつくと︑ただ
ちゅうざい
十276る︒秋の日をまともに受けた駐在所の庭で
十285園︑ 一郎は︑﹁反封だ︒きみ︑とんぼを取

十363

露でもしたたりさうなな
︑まなましい︑あ

にい
も自分で買ったやうな口振りでいふ︒

十285園︑とんぼを取るんだらう︒﹂﹁うん︑取る
十286園
︒﹂﹁うん︑取るんだ︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒
十287園
つちへ來れば地獄ぢやないか︒﹂﹁︿略﹀︒
十294るたうがらしが眞赤だ︒高くのびたポプラ
十295カシヤは︑あざやかな黄色︒櫻も紅葉して
がん
十302 ︒タベの光をかすかに残した大空を︑雁の
十311 いこはりついたやうにして︑またたいてみ
十315めが︑ゆれて鳴る音だ︒寒さが骨身にしみ
十321囹けやきの木があるだらう︒おばけが︑あ
づらずきのおばけだからさ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十327園
十331鳴く聲が聞える︒別な部屋では︑息子を相
︒﹁これが五枚めだったな︒﹂三略﹀︒﹂﹁
十332囹
︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁どうだ︑六枚織れるか︒﹂﹁
十334園
十336 ︿略﹀︒﹂息子が元氣に答へる︒話しながら
十336も︑二人の手が器用に動く︒そばでは︑母
十346園望遠鏡を作ったんだ︒﹂﹁ほう︒﹂﹁︿略﹀︒
十356園 てるる︒﹁りつぽな望遠鏡ですね︒﹂と︑
十358園男くんは︑﹁これでにいさんのお手製な
つつ
十358園にいさんのお手製なんだ︒見たまへ︑筒
つつ
十358園さんのお手製なんだ︒見たまへ︑筒はボ
つつ
十359園 へ︑筒はボール紙だらう︒三脚は︑やつ
十362囹ズは︑だいぶ上等なんだ︒﹂正男くんは︑
十362園 ︑だいぶ上等なんだ︒﹂正男くんは︑さ
十369
十369

あざやかな美しさである︒﹁きれいだな
︑

十369 なまし︑
いあざやかな美しさである︒﹁き

＋3610園 である︒﹁きれいだなあ︒﹂ぼくが思は

十374

十373

にざらざらしたやうな感じである殊
︒に︑

一面にざら
面は決してなめらかではない︒

あひっちを打つやうにいふだ
︒ が︑よく見

十372囹 くんが︑﹁きれいだらう︒﹂と︑あひつ

十374
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あのあばたのやうに見えるのは︑大部分
ふんくわ
のは︑大部分が火山で︑穴は噴火口です︒

の巣を思はせるやうなでこぼこが︑目立つ

ざらしたやうな感じである︒殊に︑半月の

十536囹

十534

十533

十533

か︑矢つぎ早の勝報である︒みんな︑胸に

のに︑こんなことでどうするか︒﹂と︑

の底には︑何か不安な氣持があることを知

な︑ほこらしいやうな︑それでみて︑底の

みた︒勇ましいやうな︑ほこらしいやうな

＋6510と︑スコールのやうに︑揮丸の幕が行く手

十649 突つ込め︒﹂の命令である︒高度をさげて
十652に吸ひ込まれるやうに落下すると思ふと︑
かんばん
十652ると思ふと︑みごとに後部甲板に命中する
十659 ︒防空砲火は︑必死である︒ざあっ︑ざあ

︑昔︑このたくさんな火山からふき出した

十618

十571

雷568

十567

十561

十559

十549

が︑この時ほど容易で︑當然に思はれたこ

﹂訓示に答へるやうに︑全員のまなざしが

時代に生きてみるのである︒私は︑すつか

︑はせ参じてみるのである︒勇ましい皇軍

ことを考へた︒さうだ︒私たち國民は︑天

は︑まるで雲のやうに消え去ってしまった

︑命をささげ奉るのである︒さう思ったと

十731 ︑われわれの心やりであった︒十一 世界

＋7210敷
園千の窪よ︒静かに眠れ︒﹂といふ︑わ

十5610

十665番機が海面すれすれにおりて嚢射した魚雷
十666した魚雷が︑みごとにウェールズに命中し

十671食ってあばれるやうにもがきながら︑大き

く

の丸となって進む時である︒私たち語誌民 十667機は艦橋をすれすれに飛び越えながら︑早

十641の上へ動きつくやうに注がれる︒おお︑見 十736を調べ績けてるたのである︒﹁︿略﹀︒﹂村中

柿の

三隻が先行してみるではないか︒各艦のけ

十578囹岩戸があけたやうな氣がしますね︒さあ 十678ズの舷側で︑みごとに大きな水柱と火焔を
十583 十二月九日置言過ぎである︒飛行基地の兵 十685思ふとたん︑ふしぎにもむくむくと起き直
十589 たきつけるか︒さうだ︑明日こそllこの十693爆と命中といっしよである︒それを見るた
せうかい
︑﹁ああ︑りつぼだ︒りつぼな最期だ︒
十592 明日こそllこの時であった︒哨戒中のわ十697囹
りつぼだ︒りつぼな最期だ︒﹂といふ感
十5910 も︑のぼっても︑雲である︒時時︑その切 十697園
だ︒りっぱな最期だ︒﹂といふ感じに愛
十606 令が出た︒むちゅうで飛んで簸たのが︑鶴 十697園
十699砲の目もくらむやうな光の中で︑レパルス
沼607 なると足が重い︒妙に︑つかれたやうな︑
十607 妙に︑つかれたやうな︑腹立たしいやうな 十701の掃射を避けるやうに右手で顔をおほって
十608 な︑腹立たしいやうな氣持でいっぱいであ 十704と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒
十714 エールズの速力は急に落ちて︑ほとんど停
十608 うな氣持でいっぱいであった︒二
十612 積み込みに大わらはである︒全員整列︒ほ 十715逐艦が寄りそふやうに︑傾いたウェールズ
せんざいいちぐう
十616園
﹁千載一遇の好機である︒全力をつくせ 十725ない︑あらしのやうな感動が︑全員の胸を
十725 の胸を走りまはるのであった︒それから三
十727何事もなかったやうに︑青い波頭がかがや

各艦のけたてる眞白な波が︑くっきりと目

よ︑あれは官戸ひだ︒﹂村中にこんなう
十737園
へは大工のせがれだ︒ほかのことを考へ
十741囹

とよ

十493圃ちさんは︑よい人だつた︒あの時︑ざく
十496圃いろく染めたものだった︒なつかしいゆ
十504圖いふみつみつしさであらう︒かめば︑さ
十506圃︑朝の氣分を新たにする︒父も︑母も︑
十509圏る︒そろって健康に働く家族の︑志しい
族の︑樂しい朝飯だと思へば︑あたたか
十511圃
飯の湯氣が︑幸福に︑私たちの顔を打つ
十513圃

十644
胸は大波のやうにゆれてみた︒勇まし
も︑

十644
十532

この朝︑私は
十525 ることのできない日である︒

心の友であり︑慰めであります︒七

永久に人間の心の友であり︑慰めでありま

は︑それが死の世界であると知っても︑や

逸するものがどんなに多いか︒月の世界に

ほどやさしい︑平和な氣持を與へてくれる

見る月の四倍ぐらみな地球が︑天にかかつ

るとしたら︑どんなに恐しいけしきでせう

びえて︑それが眞黒な大空に突つ立ってる

部分は︑きっと眞黒に見えるに違ひない︒

せう︒今もいふやうに︑光を調節するもの

反封に︑ひどい寒さであらうと思はれます

んてん
︑大きはな
斑鮎のやうなものがあるでせう︒

︒月は︑いつも晴天なのです︒この望遠鏡

十619

時ほど容易で︑當然に思はれたことはなか

て︑をかしなやつだ︒男のくせに︒﹂豊
十733囹

ら︑噴火口は︑非常に大きなものだといふ
︑非常に大きなものだといふことが考へら

で見てもわかるやうに︑月のどこ一つくも

十619

︑わが偵察機の報告である︒反韓しつつあ

はてしなく幽くだけである︒止むなく反轄

十5410 押さへながら︑熱心に聞き入った︒お査過 十662 ︒まことに死の突撃である︒だが︑わが機
十663で演習でもするやうに落ち着いて︑極めて
十663着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった

ると︑地球上のやうに︑太陽から埋る光や
︑書はこげつくやうな暑さ︑夜はその前生

十631

十627

す
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ら右へと往復するのであるが︑これを人の

を縫って行くよこ糸であった︒よこ糸は︑

ばならないといふのである︒佐吉が︑最初

い︒今のやうな仕方では︑みんながきっと

かれない︒今のやうな仕方では︑みんなが

ものは︑みんな大切なものであるから︑布
︑みんな大切なものであるから︑布を織る

佐吉の考へは︑かうであった︒人間の衣食

してくれたのは︑母であった︒佐吉は︑﹁︿

︑佐吉のもえるやうな研究熱は︑どうする

十824

十8110

十818

十818

十809

十806

十805

十803

十801

十799

十797

十796

簡にして巧みなものであった︒機械の取扱

ことに簡にして巧みなものであった︒機械

いことに佐吉の負けであった︒かれは︑愛

本と外國との腕比べである︒英國製のもの

なったのが︑この年であった︒いはば︑日

ることのできない年である︒そのころ︑わ

ける自動織機の始祖である︒明治三十八年

實現しようといふのである︒そこで︑更に

内に使用されるやうになった︒しかも︑か

式人力織機は︑盛んに國内に使用されるや

駝︑水師螢の一民屋である︒附近の家屋と

とばしつてみるやうにさへ感じられる︒十

世界に乗り出すやうになった︒何三皇とい

十828

料理のとぼしいものではあったが︑みんな

十937園
も失はれて︑平氣でいらっしゃる︒それ
十939圓
下は︑實にりっぱな方です︒私などの遠
の遠く及ぶところではありません︒﹂
十939囹
十941ル將軍は︑次のやうなことを申し出た︒﹁︿
十942園﹁私は︑馬がすきで︑旅順に四頭の馬を
十944園も︑その中の一頭で︑すぐれたアラビヤ
けくだされば光榮に存じます︒﹂
十949園
なるのが︑おいやなのでせうか︒それと
十955囹
も︑馬がおきらひなのでせうか︒﹂﹁︿略
十956囹
︑大聖かはいさうに思ったことがありま
十959園
立て︑わかることなら︑將士の氏名や︑
十965囹

い讃み方をするやうにしなければなりませ

このやうにいろいろな漢字の音と訓とに注

む時には︑このやうにいろいろな漢字の音

には︑おのおの特別な讃み方があります︒

漢字には︑このやうに音と訓があり︑中に

りする場合も︑まれにはあります︒漢字に

本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を音で

﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下を訓で

川﹂﹁父母﹂のやうに︑﹁さんせん﹂﹁ふぼ

︑音ばかりで讃む例で︑﹁神様﹂﹁笑顔﹂﹁

たのです︒このやうに︑訓にも︑音のやう
︑訓にも︑音のやうに二つ以上ある場合が

に當てて讃んだもので︑それらの息み方が

なる﹂と︑いろいろに甘みます︒これは︑

る﹂﹁生る﹂のやうに︑﹁生﹂を﹁うまれ

那各地で︑いろいろな音が行はれてるたの

國の昔からのことばで︑それを漢字に當て

は︑漢字妻達の襲音で︑これを漢字の音と

まいので︑思ふやうには行かなかった︒や
︑漢字にはいろいろな慰み方があります︒

644287653177643931884

が少く︑絶えず正確に動くことにおいて︑

と早く往復するやうな仕組みになるだらう

械の力で動かすやうに工夫したかった︒機

十835

な机を用意し︑貫白な布を掛けた︒下見分

るがへしてみたからである︒前日︑壁に残

は︑見るからに肚観である︒流れ出る綿布

て行くやうにもなるであらう︒次から次へ

ん織られて行くやうにもなるであらう︒次

十841

十839

十826

ない空想になりがちであった︒たまたま︑

くぬっておくやうに︒﹂といった︒新聞

十846囹

総長から︑次のやうな電報があった︒﹁︿略

十848満たされてみたからである︒さきに一月一
やま
の談判をすましたのであった︒その夜︑山
斗853

十852

よんだのは︑この時である︒四日に︑乃木

この上もない光榮であります︒どうぞ︑

十866園下より︑このやうなもったいないおこと
十867囹

十873
十8810

シや兵から父のやうにしたはれてみた將軍

て職ひぬいた両翌翌である︒乃木將軍が︑

十913

られてあった︒静かに手をさしのべると︑

＋7810て來た︒黒山のやうに集った人たちは︑布

したはれてみた翌翌で︑その日もロシヤ皇

十887

十7810たちは︑布をみごとに織って行くふしぎな

事914

激概してみたさなかであった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

乃木將軍はおだやかに語った︒﹁︿略﹀︒﹂

︿略﹀︒﹂とていねいに悔みをのべた︒﹁︿略

すが︑おきのどくでなりません︒深くお

十915

十776た︒だが︑思ふやうに動くものは︑なかな
十777心に考へぬき︑これならといふ一志の織機
十779 これもまんまと失敗であった︒世間からは
十784材によって︑こまかなところまで作り直し

將來をどうするのだ︒﹂佐吉は︑もうじ
＋7610囹

ものでなかったからである︒﹁︿略﹀︒﹂佐吉

︑わが日本製のものでなかったからである

まるで生き物のやうに動いてみた︒かれは
︒かれは︑その精巧な機械を見て感心する

やうな仕組みになるだらう︒更に進んでは
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十929園
十931

十936

9了
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11了

11了

11了
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
76 76 了6 了6 了6 了6 了5 了5 75 75 了5 了5 了5 了5 了5 74 了4 了4 74 了4
十791に織って行くふしぎな機械に目を見張つた
つた︒えらいものだ︒﹂みんなは︑かう
十792園
十794機を操って︑りっぱに布を織ってみせた人
十794た人こそ︑佐吉の母であった︒明治二十三
十795二十四歳の時のことである︒翌年︑特許を

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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だ一だ
880

881

だ一だ

十柵1 は︑薄暗い土藏の中である︒障子をもれて
十伽10

ざんがう

や

し

の方には︑帯のやうな塾壕と︑椰子の木か

十紺10

る︒﹁︿略﹀︒﹂この水ならば︑平地に築かれ

の手を短くし︑無事に送り届けてあげなけ

みて︑あらしのやうに撃ちまくって回る︒

きさへすれば︑完全な治療をする病院が︑

十個1

十襯9

十襯8園攻めにするつもりだな︒﹂この水ならば︑

十捕8

十㎜3 へ︑黒い︑やはらかな膏藥のやうなものを
べつて行く︑ふしぎな銃劒である︒鐵條網

士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑

かうやく

十佃3 はらかな膏藥のやうなものを︑細い竹べら
十齪一

十梱8

かうや く

十佃7圓 ねり合はせたもので︑木地に︑すき間や

十衛8 ︑しかりつけるやうにいったこともあった

十幽7園行くがよい︒どうだ︒﹂とたつねたこと

ひ包んだ︒﹁地雷だ︑氣をつけろ︒﹂部

行く︑ふしぎな銃劒である︒鐵條網が︑手

﹂部隊長の太い聲だ︒兵士は︑はさみを

十王1

十儲2囹

十備7 めてあふれるばかりであった︒それを︸氣

十伽2 盆が︑うつ高く積んである︒そのかげで︑

かかった︒この瞬間であった︒一つ︑二つ

十描8 一氣に流し込んだのであるから︑城の周羽

十幽10圏 て國境を守る決心でございます︒﹂と誓

がら︑もぐらのやうに進む皇軍の鐵かぶと

十術6

十描9 ︑たちまち湖のやうになった︒三

天地にとどろくやうな爆音といっしよに︑

十偽4

て︑くぐり抜けたのだ︒兵士たちは︑砂の

十麗4

十儒5

立ちあがった︒突撃だ︒第一線の鐵干網を

弓術6 なことに薫じるやうな宗治ではない︒宗治

十二6園 か塗り物には大切なものです︒﹂職人は︑

十枷8 ともゆるめない︒急な階段をのぼって二階

十儒7

まるで枯れ木のやうにもろかった︒砂にま

十㍑6 に鷹じるやうな宗治ではない︒宗治は︑あ
お
十術7 までも職ひぬく決心であった︒そこへ︑織

十伽5園 の土地特有のもので︑これがなかなか塗

十捌10圓 の上へ︑このやうに中塗りをします︒盆

十悩2

と︑氣をつけて静かに歩いてみるのですが

十網3 かった︒すると意外にも︑信長は本能寺の

きり

ほんのう

︿略﹀︒﹂といふことであったが︑そんなこ

軍勢をさし向けたのであるが︑智勇すぐれ

十慨1園 します︒盆のやうに簡軍なものでも︑表

十悩3

ました︒三本足の錐であったのが︑二本は

十幣6囹 今日中に和睦するなら︑城兵の命は︑宗

十衛10

十麗1囹 ︒盆のやうに簡輩なものでも︑表と裏と

高価7

者が目をさましさうなので︑私は︑箱をか

十齪6園

十搬2園 ︒まつ︑このやうに内側を塗って︑それ

十搦2

は︑ちりばめたやうに星がかがやいて︑船

しゅんかん

はまださび色のままである︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十島3

十二6

十鵬5

十柵1囹方から検使が参るでございませう︒どう

︒﹁このまま自然に乾かすのですか︒﹂﹁

十榴1 段にわかれた戸だなで︑中にはわくが仕掛

十槻7園

なく行き渡るやうにして乾かします︒こ

十旧3囹 ︑時計仕掛で静かに回轄させながら︑漆
十⁝⁝⁝4園

黒い漆を流したやうな海原をけって進んで

十儲5

になり︑脈がかすかになったので︑軍醤殿

︑やがて呼吸が不正になり︑脈がかすかに

が揺れだしてから急に悪くなって︑全身に

十旧3

十湿3 とは︑ことばずくなに挨拶を取りかはした

高湿2園

十捌9 二さうの舟は︑静かに近づいて︑満滞とた

十㎜8 を結ひ直した︒静かに筆を取って︑城中の

十㎜7

十罵3

めて︑出したことばでありませう︒それと

さん︒﹂と︑かすかな叫びが聞かれました

みるのが︑患者の何でもない身振りにも︑

十川7園

十矧4張は︑うらめしさうに天を仰いだ︒もう︑

十五4

十旧7 歌を残して︑みごとに切腹をした︒五人の

十旧3 も︑嚴かな舞ひ納めであった︒舞が終ると

た︒美しくも︑嚴かな舞ひ納めであった︒

でになり︑御殊勝に存じます︒﹂
あいさつ

十儲8

のけようとするやうにもがいてみるのが︑

あくま

うるし

十鵬6

十㎜4囹

十㎜2園 う︒どうぞりつばに最期をおかざりくだ

方は︑中塗りと同様で︑ここでも同じやう
︑ここでも同じやうな工程がくり返されて

どうやう

聞くほど苦しいものでないと思ってゐまし

＋悩−〇

十榴8 を刻むのと同じやうに︑目に見えないくら

十宙2

︑悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くなって來

すればころがりさうになるからだを︑はめ

はいって︑いろいろな塗り物の並んでみる
一つ一つ︑このやうにしてできあがったの
七てできあがったのだといふことを︑よく
︒折悪しく月明かりだったので︑海岸を防

十鵬3

十儲8

のため火を疑したのであった︒兵士は︑銃
あくま
群が︑海面すれすれに︑悪魔のやうな翼を

二面2くれた︑尊い母の姿であったのでせう︒あ

十㎜8

すが︑だれもみるのではありません︒とた

思ひながら︑どんなにもがいても︑どうし

十川9園

﹁だれだ︒﹂﹁だれだ︒﹂農夫たちは︑口

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁だれだ︒﹂﹁だれだ︒﹂農夫

不信心者がみるんだ︒﹂﹁だれだ︒﹂﹁だれ

今年は︑ひでりだ︒張は︑うらめしさ

ちやう

すれに︑悪魔のやうな翼をひるがへして︑

十川2

二戸5

來ました︒﹁さうだ︒これくらみのこと

ちやう

いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行

あく ま

岸へ泳ぎ着いた兵士で︑だれ一人銃をはな

敵陣から︑雨のやうな猛射を浴びせて配る
︑天地をゆするやうな音響とともに︑黒煙

てむつかしいものではございません︒﹂

写糊3

十縦4

＋悩−〇

十衡5
十伽8
十伽8
十協4
十伽7
十拠1
十伽3
十伽5
十伽5
十伽9
十鵬4

十川5囹

十矧8囹

十柵9 型の鐵自認が︑嚴重に設けられてみる︒そ

十㎜2 ききってみる︒黄色な土が︑すっかり白つ
くロリ

十㎜3 つた︒せと物のやうに固くなり︑ひびがは
十㎜6 くなって座る︒大事にしまっておいた倉の

︒﹁これでは大水だな︒﹂張は︑遠くを

ある年は︑雨遍きであった︒來る日も︑

十㎜10囹 へ行かうといふのだ︒干ぼしになっても
十川3囹
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通路が何よりも大切である︒交通路には︑

だしい合字にのぼるであらう︒この長い長
たも
い交通路を︑りっぱに整へ︑安全に保つこ
たも
りっぱに整へ︑安全に保つことができない
これを守る村のことで︑道の爾側おのおの

隊を組織してみるのである︒愛盛少年隊に
ほど廣い支那のことであるから︑今でも日
ともかぎらないからである︒愛路少年隊に

十η4里 の村に起つたことだ︒どうしてもさがし

すのは︑非常に困難であり︑みんなは︑何

がし出すのは︑非常に困難であり︑みんな

ばが攣ってみるわけでもない︒これをさが

着物を着てみるわけでもなければ︑ことば

つくりかへるばかりだ︒少年は︑線路の上

年隊には︑次のやうな美談がある︒ある七

12

十川2

んなところはいやだよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

︑くつれてしまふのだ︒﹁︿略﹀︒﹂張は︑夜

十川5 あたりは︑海のやうになってしまふ︒畠は
十川7
十踊1囹

へもどって來るのだ︒﹂
︑今年こそは豊年だ︒﹂

209

5

209

5
1

愚直2園
十㎜6囹

十踊8園 で︑倉がいっぱいになるな︒﹂と思った︒
十㎜11 た︒すると︑にはかに黒い雲がわいて來た
かった︒﹁いなごだ︑いなごの大群だ︒

年は︑てっきりこれだと思った︒急いで報
り績けてるるばかりであった︒あくる朝に
にーー﹂と叫ぶやうにいった︒さうして︑

大きな毛抜きのやうなものを持ち︑片手に

﹂とあとを引くやうな響きがする︒その﹁

るにそられてるるのである︒糸屋が來る︒

︿略﹀︒﹂と︑輕やかな︑はずむやうな音を

んでんだいこのやうな︑ブリキのつづみを

やかな︑はずむやうな音をたてる︒すると

らくは話がにぎやかに績く︒いかけ屋が來
︒これも︑いろいろな道具を入れた荷をか

と荷が揺れて︑自然に分銅がどらに當る︒

十四9囹 ︑おもちゃ屋さんだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑そ
十川9囹 今のはあめ屋さんだ︒﹂と︑それぞれす

は︑猿まはしのどらであらう︒﹁︿略﹀︒﹂と

のひらで︑どらを急に押さへるので︑﹁︿略

げい

さんごくし

く略V︒﹂といふやうに聞える︒これを聞き

中で︑猿がさまざまな藝をする︒三國志と

語をやるつもりなのだが︑猿は途中で︑き

昔物語をやるつもりなのだが︑猿は途中で

十踏2 る︒夜の胡同は黒暗なので︑それこそ鼻を

十脚3園 も砂糖もおほまけだ︒﹂と歌ふ︒秋には︑
十㎜5 る︒たとへ鳴りものであらうと︑呼び聲で
十加5 であらうと︑呼び聲であらうと︑管のやう
十加5 あらうと︑管のやうな胡同には︑それがふ
十加6 には︑それがふしぎなほどよく響き渡る︒
十加7 響き渡る︒このやうに︑いろいろな物音が
十加7 のやうに︑いろいろな物音が響くが︑何と
ふべん
十加8 水を運ぶ一輪車の音であらう︒水に不便な
ふべん
けん
十脚8 であらう︒水に不便な北京城内では︑一軒

まんぢゆう屋がさうだ︒朝早く大きな聲で
ゆめ
︑
夢の中の聲のやうに思はれる︒春は︑苗

を持って︑遊ぶわけではない︒その邊を走

ふのは︑小路のことである︒どこの家も︑

り︑土で愚子のやうなものをこしらへたり

物音には︑いろいろなものがある︒まつ︑

傾けたりしてみるのである︒物音には︑い

りを柔しみ︑夏は夏で︑ひんやりとした土

天地である︒冬は冬で︑風詰りの少ない胡

い思ひ出となる天地である︒冬は冬で︑風

ない樂しい遊び場所であり︑大きくなって

ないやうなこの胡国ではあるが︑ここに住

つながってみる感じである︒一見︑何の曲
︑何の曲もないやうなこの隅田ではあるが

響いて來るいろいろな物音に︑耳を傾けた

十㎜3 てもわからないほどである︒それだけに︑
十圏4 たで美しく︑星の夜であれば︑また更に美
なんきん
十泌5 空に︑南京玉のやうな星がばらまかれて︑

こうち

胡同が網の目のやうに通じてみる︒胡同と

1085532112
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十㎜1 る近づいて來る︒雲ではなかった︒ズ略﹀
適当2園
だ︑いなごの大群だ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁いなご

十十十十十十十十十十十十十十
212

言十十十十十十十十十十十十十十十十
215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 215 214 214 214 213 213 212

218

218

213

十㎜2園

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ﹁ い な ご だ ぞ う ︒ ﹂

天を見てみるばかりである︒ いなごの群は

けっくわん

る︒殊に支那のやうに︑堆くて大きな國で

働きも望めないやうに︑交通路に故障が起

ば血管のやうなものである︒もし︑血管に

でいへば血管のやうなものである︒もし︑

けっくわん

のない静かな月の出である︒二人の子ども

つた︒風のない静かな月の出である︒二人

た︒仲秋明月の夕暮である︒畠から大きな

ちゅうしう

︑こころよいつかれであった︒﹁︿略﹀︒﹂長

流れても︑曝しい汗であった︒いくら︑腰

といふほど︑ゆたかにみのった︒今日は夜

まりもなく︑むざんに食ひ荒されてしまつ
あは
︑何とありがたい年であったらう︒粟も︑

この群は︑雨のやうに︑ざあっと畠に降つ

98662210211110876

十十十十十十十十十
217 21了 216 216 216 216 216 216 216

十十十十十十十十
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十㎜3園︑おうい︒いなごだぞう︒﹂﹁いなごだぞ
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十㎜4囹
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十二8 ある︒めでたい文句であったり︑詩の一節

もたちは︑その新鮮なかざりに正月氣分を

門の戸びらに︑眞赤な紙にめでたい文字を

家の聯もわかるやうになって行く︒正月に

家の聯がわかるやうになり︑向かふの家の

ん大きくなって文字であることがわかり︑

十別8 あったり︑詩の︸節であったりするが︑い
十劉9 が︑いつれもりっぱな文字で書かれてある
十惣1 美しいかざりのやうな長持で眺めてみる︒

＋惣−〇

十盟2
十盟4
十塑5
十盟6
十惣7

十一2710

けて敬語にするのである︒相手のするこ

た謙遜していふのである︒だから︑おと

た︒﹁お目ざめでございますか︒せつ
︒﹁いや︑ほかでもございません︒こ

十一288

禮儀のあるいひ方である︒ただ自分の身

一た
十一2810

十一284 ば等は︑目上の人であるから︑それを相

近の住民が尊墨で︑今にも死にさうだ

十一2910

︒と敬っていふのである︒しかし︑

と申してみるのでございます︒﹂﹁︿略

今にも死にさうだと申してみるのでご

十一304

どいふのがその例である︒﹁行く﹂﹁來る

が飛語のならはしである︒したがって︑

十一303 いっそうていねいにものをいふのが︑わ

十一301 ︒ただ自分の身内でない目上の人のこと

を申しあげるためであった︒ 五

十一307

それは氣のどくだ︒﹂王は︑かうおつ

指導をなさったのである︒第一線の將兵

の電文が示すやうに︑ひたすら光榮に感
︑勇氣百倍したのであった︒六

十一3010

つてばかていねいになったり︑また柔弱

十一311 つたり︑また柔弱に聞えたりする︒それ

十一308︑女らしいことばである︒今日では︑男

十一313 ︑大きなあやまりである︒敬語の使用は

たかなわ

飛行場から︑静かに高輪の御殿へお進み
みち
の前には︑お四つでいらっしゃる若宮道

16

結びつけて飛ばすのである︒飛ぶと︑風を
︑笛の音がいろいろに鳴って︑それこそ天

通りになさったのであらう︒御ひつぎは

十一314 ともに︑常に適正であることと︑眞の敬

25

のが︑すでに敬語である︒また︑相手や

みることに氣つくであらう︒相手を﹁あ

表すために︑特別なことばを︑われわれ

つかひをていねいにするためには︑ぜひ

その使ひ方が特別に獲達してみるから︑

とが︑非常に大切なことになってみる︒

することが︑非常に大切なことになって

つかひをていねいにすることが︑非常に

かはしになったのであった︒三

十一354園

十一354囹

ぱな學者になるであらうに︒﹂といつ

ったら︑りっぱな導者になるであらう

十一354囹あ︑この子が男であったら︑りつばな

十一351 どもの時から非常にりこうでした︒兄が

十一325 にほかならないのである︒五

十一322 からも︑ていねいなことばつかひが重ん

十一319 例を見ないところである︒古來わが王民

十一318 が國語の一大特色であり︑世界各國の言

十一317 遜の心をこまやかに表すことのできるの

十︻316 ことが︑最も大切である︒敬語の使ひ方

25

が幼年早舟の生徒でいらっしゃった時︑
︑この同じ櫻の間であった︒その御居間

25

などいふのが普通である︒私もまみりま

に謙遜したことばであり︑﹁行く﹂﹁食ふ

わが國語のいき方で︑これも敬語のうち

かいふのも︑それである︒相手を尊敬す

十一363 爲時が願ったやうに︑もし紫式部が男で

十一362 てもまことに圓満な︑深みのある人でし

十一361 部は︑文學の天才であったばかりか︑婦

十一359 ︑筆をとって有名な源氏物語を書き始め

十一357 りましたが︑不幸にも早く夫に死に別れ

十一364 ︑源氏物語のやうな︑かな文は書かなか

十一363 ︑もし紫式部が男であったら︑源氏物語
かし︑自分の動作であっても︑それが相

十一365 文は女の書くもので︑男は︑漢文を書く

っては︑もの笑ひである︒しかし︑自分
たします︒のやうに︑﹁御﹂や﹁お﹂を

ませう︒もう十分にいただきました︒そ

御旗の

25

見わたせ
25

＋盟12

10541086531986533352107194324988772
癌腫園囹囹囹
25

＋盟12 それこそ天上の音樂である︒中庭のあんず
やなぎ
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12

12

12

12

12

13

14

14

14

14

15

15

25

十圏2 量るのも︑このころである︒楊のわたが︑

ぶきをいっぱいに吸ひ込んだ︒めりめ

な蒙古の住民の家である︒軍務のおつか

の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家であ

下も︑御満足さうに王のお顔を御覧にな

り戦ひぬく覧悟でございます︒どうぞ

ていらっしやるのであった︒﹁︿略﹀︒﹂王

奉公なさるやうに︒﹂大命を葬されて︑

︒母宮殿下は静かにおっしゃった︒﹁︿略

にも氣持よささうにお眺めになった︒三

だれを掛けたやうに降りしきる雨を︑い

りになったことでありませう︒﹂と︑

服は︑しぼるやうにぬれてみた︒﹁︿略﹀

晴れてみた空が急に暗くなって︑大粒の

みつた 黒 竹 の 杖 で ご ざ い ま す ︒ ﹂

︑わが子のやうに滞洲をだきかかへて

年も地面のやうに動かなかった川が︑

88419751106518726
．囹 園．
園
雪年圖圃

15

26

＋圏12 母のふところのやうなものである︒子ども

111111111010101099997654

十脳1 ところのやうなものである︒子どもたちは
十泌2 を吸って︑おほらかにのびて行く︒帝外米

十十十十十十十十十十十十十十十十

16

26

26

26

26

26

2了

2了

2了
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

文を書くのが普通であったからです︒し
︒しかし︑かな文であればこそ︑二時の

の國語を自由自在に使って︑その時代の

の生活をこまやかに蓋し出すことができ

は︑わが國の偉大な小説であるばかりで

部は︑やっぱり女でなくてはならなかつ

が國の偉大な小説であるばかりでなく︑

物語の一節を簡軍にして︑それを今日の

小説であるばかりでなく︑今日では︑世

のどかな春の日は︑暮れさう

美しく︑こまやかに乏し出してみるかが

がある︒この不幸な子を慰めるために︑
しょだな

十一439

といった︒りつばな書棚に︑たくさんの

あとで︑りつばにつくろはせてあげよ

とででもあるやうに︑紫の君は源氏にい

︑さも大石なことででもあるやうに︑紫

＞︒﹂と︑さも大寄なことででもあるやう

十一446
十一451

十﹇451
十一451
十一453圓

月だから︑きれいな着物を着せてあげた

んでみる︒お正月だから︑きれいな着物

十︻454園︒今日はお正月だから︑泣いてはいけ
十一457

十一457

そとは︑うららかな初夏です︒屋根で雀

﹁さあ︑御参内だ︒車にお召しくださ

十一469

十一461園

何だかうそのやうだ11と思ったとたん

あの雀は︑のんきでいいなあ︒ほんたう
す︒顔が火のやうになるのを︑私は感じ

十一472
十︻476

十一473

が︑一生けんめいに︑ねえさんのお支度

の日は︑暮れさうでなかなか暮れない︒

十一479

ぶつだん

れ︑年とった上品な尼さんが佛壇に花を

暮れない︒きれいに作ったしば垣の内の

十﹇4710

でよその人のやうに見えます︒分家のを

あま

花を供へて︑艀かにお経を讃んでみる︒

十一481

ろでした︒きれいに髪を結って︑晴れ着

る中に︑十ばかりであらうか︑白い着物

とはさもだるさうで︑病身らしく見える

さんを︑だいじにしてあげてください
も︑口ぐせのやうに﹁︿略﹀︒﹂といひな

ました︒心を無理にしづめようとして雑

で塞くはいたやうな︑または眞綿を薄く

十一489

十一511

く引き延したやうな白い雲の出るのを︑

十一503囹

十︻706

ふかはいらしい子であらう︒切りそろへ

十一707

ます︒ごくこまかな氷の結晶の集ったも

は︑さうお丈夫ではないんですから︒

と︒うっかり者だから︑ついゆだんを
十一402圏
う ば
十一407は︑この子の乳母であるらしい︒尼さん
十一408尼さんはもの静かに︑ズ略﹀︒﹂

十一708

こまでもこまやかで︑すっきりした感じ

結晶の集ったもので︑雲の中でもいちば

十一504囹

＋一4010い
囹つまでもかうなんでせう︒わたしが

十一711

十一708

もすると扇のやうに廣がつて︑肩の邊に
︑さもくやしさうである︒そばにるた女

十一4010園 がこんなに病氣で︑いっとも知れない

十一435 妹でもできたやうに︑いろいろと紫の君

十一419園 までも赤ちゃんでは困りますよ︒もう

十一418園 ことをおきらひだが︑それにしては︑

十一413囹︺わけのないことだと︑ふだんから教へ

十一722

空をおほったやうになりますから︑俗に
の雲のかかった時で︑かさの中に星が見
えれば天皇︑さうでなければ雨だなどと
さうでなければ雨だなどといひます︒と
空にうろこのやうに群生する白い雲は︑

十一7110

十一7110

十︻719

十一717

十一412囹は雀の子に夢中なんですか︒生き物を 十一713 袖を思はせるやうな雲です︒ところで︑

十一4010囹 わたしがこんなに病氣で︑いっとも知

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十一437 んたうのにいさんだと思ふほどなついて

了2

りゆう

りゆう
の兆といはれる雲で︑そばに黒い雲が龍

ら投げ出したやうで︑なかなか盛んな感

て通る︒玉のやうな︑清らかな水を両手

ぎの音が︑かすかに聞えて來る︒山から

く︑つつましやかな小川のせせらぎの音

る︒このにぎやかな聲の絶え間を縫って

たやうなつめたさである︒まだ︑朝の太

けがさはったやうなつめたさである︒ま

ひつけられるやうに室の中へしのびこむ

ちに︑山の夜明けだといふことが浮かぶ

もとへ流れるやうに聞えて謬る︒まだ︑

にも壮大で︑強烈で︑男性的です︒十二

は︑いかにも壮大で︑強烈で︑男性的で

のかぼそい女性的な美しさに比べると︑

に墨を流したやうに曇って︑天地も暗く

ます︒一天にはかに墨を流したやうに曇

入道雲です︒強烈な日光に照らされた入

上が山の峯のやうに積みあがった形に現

のよい日︑底が平で︑上が山の峯のやう

たく手に取れさうに見えます︒天氣のよ

どから流れるやうにすべり出る白い雲は

ばん陰氣で︑いやな感じの雲であること
︑いやな感じの雲であることはいふまで

す︒いちばん陰氣で︑いやな感じの雲で

薄黒くおほふもので︑齪雲と呼ばれてみ

が畠のうねのやうに︑天の一方から他方

はいよいよ悪い方だといひます︒むら雲

も月でも︑おぼろにしか見えません︒照

さへっけられさうになります︒太陽でも

で︑なかなか盛んな感じのする雲です︒

とほとんど受合ひだといひます︒いわし

黒い雲が龍のやうに績いてるる場合には

522155429665224101096433391087441099
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一806 鳥の聲がにぎやかに聞えて來る︒短い鋭

十一806 とができないやうに︑鳥の聲がにぎやか

十一805 たずんでみるやうである︒一々の鳴き聲

十一798 が清められるやうな氣持がする︒胸を張

十一796 ︑こほりつくやうなつめたさが全身にし

十一795 のやうな︑清らかな水を爾手にすくひあ

十一901

十一898

十一897

十一896

十一895

十一891

十一875

つた︒やや廣く平なところに︑三角洲を

は︑ややなだらかになった︒コニ角田︒﹂

十一8710

上まであとニキロだ︒晴れてみれば︑こ

まつ﹂が波のやうに績いて見えた︒みん

思ふと︑眼界が急に開けて︑山腹の斜面

木が目につくやうになった︒つひにはそ

︑しばらく道が急だつた︒霧の間に︑﹁

ら長くひげのやうにぶらさがる﹁さるを

十﹁808 中でふくんだやうに鳴く山鳩の聲が聞え
十一903

十一818 つてみる︒危ふげにかけ渡された一本の

十一811 にして︑しんせつな山のお招きの席に︑

十一908

十一906

十一905

傳ひに︑なだらかな道が続いた︒薄日が

︑すべて夢のやうに霧の中に薄れてみる

山々も見えるさうだが︑今日は何も見え

つけるのが樂しみであった︒あたりにだ

十一8010 の緑と︑さわやかな鳥の聲のごちそうを

十一809 聲がころがるやうに惹いて走る︒この美

十一818 木橋の上を︑静かに渡る︒この丸木橋に

通るほどあざやかな色であった︒ふと﹁
ほどあざやかな色であった︒ふと﹁はひ
︒﹁山は︑今春なのだ︒﹂と︑石川先

︒眞夏に櫻の満開である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十一915園

十一914

十一911

十一911

十一8110 げる︒きりのやうにとがった梢の先を天 十一9010 かがみ﹂の花盛りであった︒小さなすみ
十一821 を天に向けて謹直に立つものは︑かうや
みやま

十一821 のは︑かうやまきである︒ふさふさした
ひのき

つばくろだけ

十一823 つてみるのは︑檜である︒この深山の朝

十一825 でのぼって着たのだ︒十三燕岳に登る

十一919

十一917

面に咲き薄く黄色な花は︑大きなのが﹁

みつばちが︑盛んに花から花へ飛んでゐ

．十一829 渡った︒午前七時である︒きのふの雨は 十一915園山は︑今春なのだ︒﹂と︑石川先生が
十一831 太陽は︑ほがらかにこの温泉の谷間を照

十一833 らは︑小鳥のやうにをどる胸を押さへな

︒それは︑ふしぎに思へるほどはっきり

てるた︒左は︑急な斜面が神秘な谷底へ
︑急な斜面が神秘な谷底へ深く落ち込ん

最高貼に立つたのである︒さっきの槍岳

立つ御影石の岩塊である︒そこは︑十人

で︒﹂といふやうに︑しかしいかにも嚴

﹂といふと︑元金な山田先生は︑﹁︿略﹀

が︑まったく残念であった︒午後二時︑
︒その前後けなげにも︑十人乗りそこそ

出て行く姿を見るであらう︒幸ひにして

もやう

ま出動準備の最中である︒爽動機の調子

計と空模様を熱心に見比べてみる︒見渡

りは︑午後の静かな海である︒やがて︑
︑午後の静かな海である︒やがて︑船は

からただよふやうに汽笛が聞えて譲るの

力沿岸へ行く汽船であらうか︒一種のあ

ぎまはってみさうな場所をさがして︑投

つないでおくんだぞ︒今夜はなぎらし

︒きっと大れふだぞ︒﹂

潮の流れはどうだい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

まにまに任せるのである︒かうして︑北
十一932囹

方に見渡したことであらう︒左端の穗高

て︑山がすてきだぞ︒﹂と︑だれかが

︑網をあげるんだ︒﹂船長の聲に︑防

十一848

十一935

く槍の豊津のやうに突き立ってるる︒更

で満天の星のやうに美しかった︒その邊

十一849園 つと高く登るのだぞ︒﹂と︑石川先生

十一937

紺のはだあざやかにそそり立ち︑うねり
ねり避く雄大荘嚴な姿︒ところどころに
みるのが︑かすかに聞えて慮る︒この大
興奮を感じるほどであった︒そこから右

ぼくの作った曲だ︒聞きたまへ︒なか

十一川2 ﹂元氣のよい掛聲だ︒網を引きあげる片
十一川4 がかかってみるのだ︒力強くたぐりなが
十一川7 い漁獲に船は満載である︒濃霧がだんだ

十一851 いはれた︒まばらな澗葉樹林を通して︑

十一944
十一947

た︒馬の背のやうに︑峯傳ひの道が績い

のは︑若い女の聲である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

何といふいい曲なんでせう︒私には︑
︑さも情なささうにいってみるのは︑若

なかなかうまいではないか︒﹂かれは︑

11843
園園囹

くわつえふ

十一859 は待ってるたやうに︑そこらへ腰をおろ

︒﹁あと四キロだ︒﹂と先頭で叫ぶ︒

十一9410

十十十十十

びやうぶ

十﹁864 林へはいると︑急に快い涼しさを念える
十一867 り︑またぐっと急になったりする︒きの
十﹁8610囹

十一869 岩角を敷へるやうに︑ふみしめふみしめ
十一873 たものがあるやうになった︒葉がふちに

十一939

十一938 郎と︑大波のやうに︑屏風のやうに︑紫 十一価7
ドイツの有名な音庶家ベートーベン
びやうぶ
十一938うに︑屏風のやうに︑紫紺のはだあざや 十一鵬8 まだ若い時のことであった︒月のさえた

十一925

十一835ら動くのが︑愉快でたまらなかった︒道 十一921 やまきんぼうげ﹂であった︒その間々に
十一837 をふみしめるやうに︑ 一歩一歩登って行

851986510666418106219665
囹囹囹

園

十一866 いくぶんなだらかになったり︑またぐつ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十一939

ありあけ
みるのが︑有明山である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
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十一伽3囹ない今の身の上ではないか︒﹂と︑兄

十一柵1国
こむことが大切だと思ひます︒もとと

ました︒こんなにして野の草花をいけ
ても︑形ばかりでなく︑いつも自分の

十一柵8團

十一佃1

十一柵7團

十一佃2団

十︻榴10團

くりさせるやうな大東亜職孚を︑職ひ

こもってみるのだと考へさせられまし

た︒それも一人でなく︑何人も何人も

はいなう
ついで︑重さうな背嚢を背負って歩い

十一㎜5 やや當惑のやうすである︒ベートーベン
十一佃8團

まま現れるやうに思はれます︒いっか

十一鵬6 がら鯨りだしぬけだと思ったらしく︑口

十一椥1團しくしたいものだと︑つくづく思ひま

十一佃6團

十一帽8国

十一伽6 ートーベンは︑急に戸をあけてはいって
十一柳9 い元氣のなささうな若い男が︑靴を縫つ
十一研10 つてみるのは︑妹であらう︒二人は︑不

十一佃3囹 ︑まことに粗末なピヤノで︑それに樂

いたらしいやうすである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
た う わく

十一柵4囹 に粗末なピヤノで︑それに樂譜もござ

十一伽3国︑つつましやかな心を育ててください

十一柵1 ベンの達眼は異様にかがやいて︑その身

十︻㎜1 いの耳にはふしぎに響いた︒ベートーべ

十一㎜7

十一伽9

來た︒長唄の調べである︒﹁︿略V︒﹂と︑

線のある夜のことであった︒ラジオを敵

十一伽4團

から手に取るやうに見えるので︑わが軍

十一梱6園︑うれしいことだね︒﹂と︑みんなは

十﹇梱4

は︑一皇＝塁正確な射撃にみまはれる︒

ちばんよい時候で︑空がどこまでも高

十一鵬7 ると︑かはいさうに妹は盲人である︒天

十一m2 の身には︑にはかに何者かが乗り移った
十一槻6

十一慨6

こい︑いはば奇怪な物の精が寄り集って

はどういふお方でございますか︒﹂﹁︿

十一偽8

十一旧6

の峯

やっとわかるほどであった︒兵隊さんが

してみた時のことであった︒すぐ隣りの

はいがってみる猫であった︒俳句

といふ二句であった︒四十近いこ

十一桝3

十一纏5

十一枷3

十一皿3

ふかも知れないのであった︒勅命のくだ

二十八歳の若盛りであった阿禮が︑今で

三十鯨年前のことである︒六時二十八歳

記憶力の非凡な人であった︒かれが天武

は︑記憶力の非凡な人であった︒かれが

わざやって來たのである︒﹁︿略﹀︒﹂とす

十一桝6

にものぼるここちであったらう︒さうし

が國の古いことばである︒わが國の古語

へば︑漢文が並日通であった︒しかるに︑

いへば漢字ばかりで︑文章といへば︑漢

増して大きいものであった︒そのころは

さげ書くしたことであらう︒ところで︑

十一梛9

十一伽8

十一伽6

十一伽6

十一伽4

十一伽2

十一伽1

十一悩10

十﹇悩7
いけ花

の岩に砕けるやうな調べに︑三人の心は

博したのはこの曲である︒十七

さんも︑お元氣ださうで安心しました
︑お元氣ださうで安心しました︒こん

が︑私をこんなに丈夫にしてくれたの

ました︒こんなに遠く離れてみると︑

てのものばかりで︑めづらしいやら樂

をこんなに丈夫にしてくれたのでせう

さい︒いろいろな野菜がありますから

まるで夢のやうに過して來ました︒こ
りますから︑何だかあててごらんなさ
えさんは︑熱心にいけ花のおけいこを
もいけ花がすきなので︑いそがしい中

128

つての大きな苦心であった︒試みに︑今

れではまたあまりに長過ぎて︑讃むのに

﹂と書くのと同じであり︑後者は﹁久佐

﹂と書くのと同じである︒﹁ハヤスサノ

から︑割合ひ簡軍でもあらうが︑長い文

心は一通りのことでなかった︒しかし︑

御民

祈らうといふ意味で︑新年に持つわれわ

評者であり︑歌人であった落合直文が︑

おちあひなほぶみ

明治時代の地者であり︑歌人であった

人にふさはしい歌であります︒ひとつも

時代の有名な學者で︑古事記傳を大成し

といふ︑給のやうな歌です︒敷島のやま
︑江戸時代の有名な學者で︑古事記傳を

代のすぐれた歌人でありました︒箱根山

歌で︑優美の極みであります︒平安時代

櫻の花をよんだ歌で︑優美の極みであり

散るらん のどかな春の日の光の中に︑

い喜びを感じるのであります︒ひさかた

のわが國民の素朴な喜びがみなぎってみ

を思ふと︑一臣民である自分も︑しみじ

むことができるのである︒二十一

ままに残ったことである︒古語には︑わ

である︒殊に大切なことは︑かうしてわ

歴史であり︑文學である︒殊に大切なこ

や

初以來の尊い歴史であり︑文學である︒

百聖跡の昔のことである︒天の岩屋︑八

る︒これらは名前であるから︑割合ひ簡

いっしよにしたのである︒これらは名前

のにかへって不便である︒安萬侶は︑い

なる︒だが︑これではまたあまりに長過

い︒しかし︑これでは︑漢文流に﹁サウ

したら︑どうなるであらう︒﹁クサキハ

522977210554186187661654421877429
129

129

129

129

130

129

130

130

130

130

130

131

131

いさうに妹は盲人である︒﹁︿略﹀︒﹂とい

十一㎜10 の光が流れるやうに入り込んで︑ピヤノ

十一柵4 もわからないやうである︒きやうだいは
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

いへないほがらかな︑つつましい心を味
もやう

の帆をあげて艀かに浮かんでみる︒野原

は︑若いジャワ人で︑びろうどのづきん

ちらにるる︒黒影な空には︑白い雲が光

かぶり︑風のやうな速さでタマリンドの
ジャワ

まくはうりのやうで︑味は︑熟し柿そつ

ジャワの少年たちであった︒ニ

じやがいものやうなかつかうで砂糖のや

のやうなかつかうで砂糖のやうにあまい

かうで砂糖のやうにあまいサオ︑一面に

さめるほどみごとなものばかりである︒

えた鬼の頭のやうなドリヤン︒世界でい

ごとなものばかりである︒バナナに至つ
ざらさ

はゆるジャワ更紗で︑赤や青や緑などで

附近には︑わっかな住民の家がところど

くたん
︑色こは
黒檀のやうに黒くてつやつやして

みるやうな静かさである︒住民はパプア
︒住民はパプア族で︑こ
色く
はた
黒ん
檀のやうに

を歩いてみるやうな静かさである︒住民

着けてみるばかりで︑いつもはだか︑は
ニューブリテン島である︒島の北の端に

て︑なかなか勤勉に働く︒昭和十七年一

ウルといふりつぽな町がある︒朝夕︑町
︑ラバウルの生命で︑一二トン級の船が

十隻ぐらゐはらくにはいれる︒パプア島

と肩を並べるやうな港はない︒赤道をさ
港はこのラバウルである︒港がよければ
らみつけてみるのだ︒この島の中央を︑
だん

央を︑屋根のやうな山脈が走ってみる︒

ながら︑船は静かにスタリン湾へはいる

ローブの林のやうに見える岸べから︑せ

くだもの

て︑更に袋のやうにひろがった漕内へは

たそがれのかすかな光がただよってみて

果物の香氣のやうなにほひをふくんだそ

て︑責りに遷るのである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

人のバナナがすきなことを知って︑責り

十一踊9囹 食はせるバナナだ︒とても︑なまでは

レベスのみなか道であった︒耕されてゐ
︑ふと変畠のやうに感じられる︒ただと

︑ここがセレベスだとは思へないほど日

うぐひすそっくりな鳥の聲や︑今まで聞

ない笛を吹くやうな調子で鳴く奇妙な鳥

な調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒朝の

しょねつ

の春を思はせるのであるが︑やがてぎら

てん

と︑焼けつくやうな暑熱が地上を支配す

1

これが夏なのか秋なのかと考へてみたく

みると︑これが夏なのか秋なのかと考へ

きの穂が波のやうに揺れ︑とんぼが飛び

天のもとのはるかな草原に︑大きなすす

2

く︑ひな壇のやうに家々が山の中腹に並

2

町としてはりっぱであるが︑戸敷は五六

4

き

ラワク王國の首都である︒サラワク川の

の心々と同じやうに︑商店の持主はほと

る︒これがクチンである︒川にそって作

されるのがクチンである︒クチンは︑ボ

サラワク

ネオにも︑こんなに氣持のよい町があつ

ながら寝につくのである︒四

い風が吹いてみるであらうに︑四季のな

し

のまばらな︑廣大なセレベスの夜の静け
︑想像もつかないであらう︒今は二月︑

く︒住民のまばらな︑工大なセレベスの

世界は太古のやうな飽けさの中へはいつ

上の黒水晶のやうにつやつやした大陸に

7

へ行く︒さわやかな山道を︑汽車は鐘を

立つたままでらくに通行することができ
しをよくするためである︒家の軒下には
くはへておくやうにする︒船がラバウル
の島を治めるやうになってから︑火山灰
の敷は九萬人齢りで︑みんなパプア族で
︑みんなパプア族である︒パンの實︑バ
を取ることも上手である︒子どもが︑椰
セ

コブラを取るためである︒その木かげで
れるのも︑のどかな風景である︒三

セレベス

8

め出したはなやかなものが︑いつばんに

て來た︒その静かなたちみふるまひを見

残ってみるところだといふことを思ふ︒

だのが︑この地方である︒まもなく︑汽
︑市内電車のやうに町の中をどんどん走

ろは商店街の話中である︒その夜は︑高

島へ寄せるとしたならば︑だれでもその

ーアイルランド島である︒汽船をこの島

かして流したやうな︑美しい静かな海が

といふ港をえらぶであらう︒そこには︑

も︑のどかな風景である︒三

8
1210

9
3
4

山を思はせるやうな姿で︑地平線の上に

21了

6

うな︑美しい艀かな海が奥深く入り込み
やの椰
し 子の木や
︑目もさめるやうな緑の葉
さうげ
︑その間に︑眞ぶ
赤つな
佛野島の花が咲き齪

218

11

しも遠く來たものだと思はないではみら

218

208

思はせるやうな姿で︑地平線の上に浮か

8

9
218

208

させるのは︑意外だつた︒ただ︑海の色

十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

⑳8

ばらしくあざやかである︒南にウォウォ

214

214

215

215

215

215

8

121110
218

4

羽をしたいろいろな小鳥が︑聞きなれな
りべうたんのやうにぶらさがってみる︒

214
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河には︑いろいろな模様をかいた小さな
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

や黄色のあざやかな花模様を散らした更
︑すきとほるやうな水色や︑赤や︑緑の

主はほとんど華僑である︒その店先は︑

十一泌10

十一㎜8

十一㎜7

十一泌6

十一泌4

ライ人でいっぱいである︒支那人は︑ど

イ人も水浴がすきである︒かれらは︑こ

別がつかないほどである︒マライ人も水

ある︒そればかりではない︒何十年中昔

ど日本人に似た姿である︒そればかりで

なかへ行ったやうな氣持になることがあ

︒髪も束髪のやうに結ってみる︒マライ

かんとん

つく︒疲れた五髄ではあるが︑働きぬい

十ニー38圏 ︒﹁交代の時間だ︒﹂鑛子たちは︑現

破れて︑泥だらけだ︒足も手も顔も︑ほ

方から疾風のやうに︑皇軍はダバオをめ

心も︑わかるやうな氣がするといふ︒三

へてみる母のやうな山の心も︑わかるや

意志あるかのやうに思はれ︑その岩石を

うで︑決してさうではない︒一生を石の

事をしてみるやうで︑決してさうではな

働く人は︑大まかで荒っぽい仕事をして

が︑こちやこちやに入り混ってみる石の

木目のやうなものである︒小さな雲母や

へば︑木目のやうなものである︒小さな

を見覧えて行くのである︒大きな石が︑

組んで働けるものだと思ふ︒一人前の石

で石が割れるものだ︒よく山と取り組ん

あり︑山のからだである︒それで︑石工

の相手は大きな岩であり︑山のからだで

いかにも丈夫さうだ︒けれども︑仕事の

の道をすべるやうに運ばれて行く︒日が

りまで︑同じやうな仕事を︑くり返しく

ートルにもなるのである︒日の出から日

めて打ってるる音である︒ 一センチ︑ニ

眞直に打ち込むのだ︒第一︑並み並みな

のではない︒雄町に打ち込むのだ︒第一

刃物でそいだやうに突つ立ってるて︑眞
︑生やさしいものではない︒厄前に打ち

だ︒御影石の山々だ︒山の肩のあたりか

高く切り立つた山だ︒御影石の山々だ︒

いひ表したらよいだらう︒石の山

てくれる山の歓聲である︒清風一陣︑坑

満足で心は輕やかである︒ごうごうと響

94998665111071954310109744487752110

そくはつ

地などがいっぽいにかざられ︑それが強
十一泌10

しゃんはい

い︒色が美しいのではない︑形が美しい

太い︑がんじょうな材木を︑鳥居のやう

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

くわけう

られ︑それが強烈な南洋の光線に照り映
十一㎜12

せいけつ

さら

ことは︑このやうな商店街が思ったより

こへ行ってもさうであるやうに︑ここへ

もやう

思ったよりも清潔であり︑きちんと整つ

十﹇別1

べつ

と整ってみることである︒上海や廣東あ

に満ちた生活ぶりである︒スマトラ

︑鑛量器から快活な行進曲が響いて上る

い︒では︑元氣で行っていらっしゃい

たちである︒嚴かな國民儀禮を行ったの

といったいでたちである︒嚴かな士民二

ジ

もさうであるやうに︑ここへも支那の生

十二88

十二85園

十二79

十二78

十一剛6

十﹇塑1

はへ

住宅の周

十二810園 たちは︑﹁無事に働かしてください︒
十ニー04

い︑形が美しいのでもない︒揮丸になり

十二92内へはいれば眞暗で︑あたりの岩石に︑

いぶきが水のやうに流れ込んで來る︒家

中に眠ってみるのだ︒日本を守ってくれ
中に生きてみるのだ︒さう思ふと︑中石
さくがん
しく見えて來るのだ︒墾岩機をかかへて

十ニー05
十ニー08

十ニー07
十島ー010

いほど猛烈なものである︒大粒の雨が︑

かと思はれるやうな︑激しい雷が鳴り響

がいせん

木を︑鳥居のやうな形にがっしりと組み

の幸を得ての凱旋だ︒重石を運んでしま
十ニー110

がくつれないやうに︑働く人の足場が落

十ニー110

場が落ちないやうにと念じながら︒かう

十ニー18

ボルネオの住民であるダイヤ族は︑ク

十ニー21

る︒めいめい勝手なことはできない︒心

ボルネオ

に反し性質が從順なので︑海ダイヤ族に

十ニー22

にうわ

墨も少く︑小がらで柔和な顔をしてみる

十ニー25

にうわ

どの家も同じ作りで︑家の中に小さな通

ねらって來るからである︒鑛員同志に﹁

ことが︑かんじんだ︒

なほ足りないやうな氣がする︒七時間の

も見てみない眞暗なところで仕事をする

取るのもそのためである︒これはちやう

墨ニー26

十ニー36

十ニー32

十ニー29

十ニー27

れらは水浴がすきである︒朝夕︑部落の

のきねとそっくりである︒女たちは︑す

いはば部落の大通である︒女たちは︑勤
︒女たちは︑勤勉に働いて家を守ってみ

一分のすきも許さ

く︑小がらで柔和な顔をしてみる︒かれ

にすさまじい光景である︒三

耳をつんざくやうな雷鳴とともに︑年三

られないほど猛烈なものである︒大粒の

い︒焼けつくやうな眞書の暑さは︑緑色

まふ︒あの不愉快な蚊もみなければ︑旧

か

保護してみたものである︒二

ータンは猿の一種で︑その一墾一動がを

さる

して︑なつかしげに近寄って着る︒オラ

を見るとへうきんなかつかうをして︑な

ひならされたもので人を見るとへうきん

すのもこのあたりである︒これはたいて

11110874121210212111066876121098761010976654
浴する眺めは壮観である︒その他︑マラ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二306園

いふことは︑何でもありません︒今の

れ︑目だけが異様に光ってみる︒﹁日本

十一一211

のは世の中の恥でございます︒﹂この
が︑孔子をどんなに満足させたことか︒

を先にすることだ︒﹂と教へた︒いつ

仁﹂の一部の説明で︑その行ひやすい方

孔子は顔

かなへよといふのである︒ここに︑﹁仁﹂

實行ぜよといふのである︒その数行方法

い方面を述べたのである︒ところで顔回
かへ
十二3110玉容に復るのが仁である︒﹂と教へた︒

十二319

十二318

十二317囹

十二316囹をいはないことだ︒﹂と説き︑ある者

十二316無人を愛することだ︒﹂といひ︑ある者

十一一311

十一一309園

いのは君子の恥でございますが︑君子

︒﹁みんな無事で︑語言に監禁されて

べんもくり返すのであった︒﹁︿略﹀︒﹂と

十一一309園

十二217

十二213 ︒もちろん日本人であった︒その人々の
十二2110囹

十二229 から︑黒山のやうな邦人の群が︑わあっ
十二232 てこれを迎へたのであった︒トラックの
十二235 つて︑死んだやうになってみた校舎の中
十二241 中からは︑かすかにすすり泣きの聲がも
十二242 終ると︑林のやうに静かになってみた邦
十二242 ︑林のやうに静かになってみた邦人の間
十二322
十二327

十二342

十二3310囹

ほど奥深いお方だ︒大きな力で︑ぐん
︑ついて行くのである︒﹂といってゐ

﹁︿略﹀︒

なればこそ︑偉大な孔子の全面を︑よく
ることができたのである︒六

十二363園度とはしない男でございましたが︑不

さへぎ

もなれ︑山を進むなら︑草の生えるかば

かきのもとのひとま う

vといった意味で︑まことにををしい

は短いものの一つである︒﹁︿略﹀︒﹂とい

に雄大であり明朗である︒それは︑わが

目の前に見るやうにお歌ひになってみる

に生きてみたからである︒﹁萬葉﹂とは

修行者と

を得︑亡者が清冷な水を得たのにもまし

ろは雪山の山の中である︒長い間の難行

せっせん

むことができるのである︒七

とは﹁世世﹂の意で︑萬世までも傳へよ

を持ち︑極めて純な感情に生きてみたか

は︑まことに雄大であり明朗である︒そ

︿略﹀︒﹂といふのであって︑美しい光景

にりっぱなよい國である⑩﹂といふので

ほんたうにりつぼなよい國である︒﹂と

のぼり︑海のやうに見渡される池には︑

が︑中でもりっぱに整った香具山に登つ

する︒小野老の歌である︒萬葉集には短
じょめい
︒
野明天皇の御製で︑長歌としては短い

をののおゆ

たこうのはなやかな奈良の都を︑ありあ
をののおゆ
りありと見るやうな氣がする︒小野老の

︿略﹀︒﹂といふのであって︑後人を奮起

うな感じのする歌である︒をのこやも空
悼ｮの襟膨の作である︒憶良は︑丁丁

が︑聞かれるやうな感じのする歌である

と寄せる潮の静かな音︑鳴きながら飛ん

略﹀︒﹂といふ意味で︑ひたひたと寄せる

︑赤人が作った歌である︒﹁︿略﹀︒﹂とい

とに調子の高い歌である︒人麻呂は︑特

武天皇がまだ皇子でいらっしゃったころ

きぬ

ものが多い︒有名な歌人︑柿本人麻呂や
もんむ
人麻呂の歌である︒文武天皇がま

7375543321118543322852110107288419

でや

十二243 人の間から︑嚴かに君が代の合唱が起つ
十二253 るただ一人の弟子だと︑孔子はかねてか

ることができたのである︒五

んやり者のやうに見える︒しかし退い

十一一329

十二333園

くてなくなったのである︒﹁︿略﹀︒﹂まさ

してぼんやり者ではない︒﹂といって

十二256

十一一259 を失った者の悲痛な叫びでなくて何であ

十二335囹

十二259 な叫びでなくて何であらう︒二

十二345園

いて十を知る男だ︒﹂ともいってみる︒

十二259 た者の悲痛な叫びでなくて何であらう︒

十二265 うを働いた︒不幸にも︑孔子の顔が陽虎

十二3410園

十数年

十二266 子を取り園んだのである︒この時︑おく

十一一351

を知ってみたやうに︑顔回もまたよくそ

十二268囹 たか︒死んだのではないかと心配した

十一一352

十二268囹回︒お前は無事であったか︒死んだの
十二274 歳︑顔回は一青年であった︒わが身の上

十二363囹

それか

十二276 師を慕ってみたのであった︒三

十二363囹︑不幸にも短命でございました︒﹂と
なって出嚢するのである︒﹂といふ意味
略﹀︒﹂といふ意味で︑まことによく國民

な畳悟を表した歌である︒かういふ兵士

人としてのりっぱな畳悟を表した歌であ
めたのが︑萬葉集である︒かく上下を問
おほとも

の特色といふべきである︒武門の家であ
せじ︒﹁海を進むなら︑水にひたるかば

である︒武門の家である大伴氏・佐伯氏

〉。
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ましたが︑不幸にも短命でございまし

十一一284 があった︒き一本な前路が︑とがり聲で

十二282 の心がわかるものである︒弟子たちの中

十二404

は師を慰めるやうにいった︒﹁︿略﹀︒﹂こ

9219554

十二287 略﹀︒﹂徳のある者なら︑天が助けるはず

十二287 ︑天が助けるはずだ︒助けないところを

十二288 ︑先生はまだ君子ではないのか一i山路
十二292圓 といふのが小人である︒君子はそこが
十二295園 先生の道は齢りに尊き過ぎます︒だか
十二301園 果してよい大工だらうか︒君子も同じ
十二305

十二301圓君子も同じことだ︒道の二つた者が︑

十十十十十十十

4了

4了
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十二488

して︑大きな喜びであった︒﹁︿略﹀︒﹂と

十二489囹 今のは佛の御聲でなかったらうか︒﹂
十二492 者の免れない運命である︒﹂といふ今の

十二492 ふ今のことばだけでは︑まだ十分でない
十二492 けでは︑まだ十分でない︒もしあれが佛
﹁この羅刹の聲であったらうか︒﹂さ

十二493 れが佛のみことばであれば︑そのあとに
十二501囹

十二504囹 ︑この無知非道な羅刹のことばとは思
十二509 かう考へて︑静かに羅刹に問ひかけた︒

十二511囹︑佛のみことばであらう︒それも前半

振った︒﹁だめだ︑行者さん︒おまへ

は︑いっそう謙遜な心でいった︒﹁︿略﹀

刹はとぼけたやうに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた

十二511囹 ︒それも前半分で︑まだあとの半分が
十二515
十二5110

十二524園
︑どこまでも眞劒であった︒﹁︿略﹀︒﹂か

れるほど美しい聲である︒﹁︿略﹀︒﹂と歌

働ます道がないであらう︒﹂といふの

に忠義の者どもである︒もしこれがお

十二685 は農家のともし火であった︒﹁︿略﹀︒﹂驚

十二682

ないが︑みだりに騒動を起したのは︑

十二697

十二695

多は︑もう虫の息であった︒母・兄・讐

血だらけ泥だらけである︒醤者は︑ばう

りつけられるやうに痛む︒何よりも︑の

々の一致した意見であった︒かうした天

十一一6910 兄上︒﹂とかすかにいった︒兄の目は︑

十二706

十二701園

ぼるやうな母の聲である︒母の手は︑堅

れは︑しぼるやうな母の聲である︒母の

︑せめてもの慈悲だ︒決然として︑兄は

せい︒敵はだれだ︒何人みたか︒﹂た

十二6910 は︑涙でいっぱいである︒﹁︿略﹀︒﹂たつ

國法を破ったのである︒これを許せば

に動かされない人ではないが︑しかし理

十二709

非にも明かるい人であった︒再三再四︑

十二709

普通ならば打ち首である︒切腹といふの

いろお聞き及びでございませうが︑何

十二7110園

智を重んじた扱ひであった︒だが︑世間

十二728

によって︑ふしぎにも一命を取り止めた

感じないかのやうに︑こんこんと眠って

らんばう

︒﹁さあ︑切るなら︑この母もろとも

にせんないことでございます︒﹂と︑

十二724︒かれは︑蘭方馨であった︒かれは︑刀

いかにも心ありげに申しあげた︒佛の慈

十二732

命の最期をとげたであらう︒まことにあ

と仰せられただけで︑やがて御退出にな

十二741

尊いのは︑母の力であった︒十鎌倉

あらばといふ下心であったらう︒すると
けたいのは山々であるが︑それはかへ

十二742

くわじゃ
のあたりの大名でござる︒太郎冠者あ

かまくら

ってかれらの心であるまい︒散ればこ
は惜しまれるのだ︒かれらをりつばに

8743192598762686

やうに安いものではござらぬ︒責りま

な人︑そのやうに安いものではござら

者﹁いくらほどでござるぞ︒﹂わる者﹁
︒﹂わる者﹁十爾でござる︒﹂冠者﹁それ

︑債はいかほどでござらうか︒﹂わる

︑要もとしめてでござる︒﹂冠者﹁さて

つねの鳴くやうに︑こんこんといふほ

それが末廣がりでござるか︒﹂わる者﹁

ぞれは仕合はせなこと︒末廣がりはこ

廣がり屋の主人でござる︒﹂冠者﹁それ

からまみつた者でござる︒末廣がり屋
︑かやう申すのでござる︒﹂わる者﹁そ

まひ致すわる者でござる︒何者かは知

に水を流すやうに︑ものをいひつけら

たのは︑鯨の儀ではない︒明日のお客

囹十念十七園園選一池園元亀園園圓

十二537

十二546

かれらをりっぱに嗣法に從はせるのが
が︑佛の大慈悲であると思って︑自分
まま退出したのである︒﹂と仰せられ

九月二十五日目夜である︒あと四年で明
されようといふ時だ︒天下の雲行きは︑
ちやう
なかった︒その夜である︒下男淺吉の提
あった︒﹁だれだ︑きみは︒﹂と︑そ
それがだしぬけに聲をかける︒﹁井上
︒それを︑ふしぎにも聞多のさしてみた

へまはってみたのである︒それでも︑せ
深くくひ込む重傷であった︒氣丈にも聞
傷であった︒氣丈にも聞多は立ちあがつ
︒ほとんど無意識に︑聞多はその場をう

十十十十十十十十十十十十十十十十

十二539園 得ようといふのだ︒何でこの身が惜し
略﹀︒﹂と歌ふやうにいひ終ると︑﹁︿略﹀

︒でも︑お約束だから︑そろそろこち

十二549

十一一5410囹

十二555 へば︑もう淺はかな夢も迷ひもない︒そ
十二558 は喜びでいっぱいになった︒この喜びを
十一一567 にならうといふのである︒木は︑枝や葉
︿略﹀︒﹂と高らかにいって︑ひらりと樹

十二5610 感動するかのやうに見えた︒修行者は︑
十二572

十二573 音が起って︑朗かに天上に響き渡った︒

十二574 は︑たちまち端嚴蛋紅雲の姿となって

まった︒﹁感心な者だ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

あたりは眞のやみである︒かれらは︑な
そこはいも畠の中であった︒からだ中が

了了

了了

78
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了9

了9

了9
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十二579 こそ︑ただ一すぢに道を求めて止まなか
しゃか
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

らぬかといふのでござる︒﹂わる者﹁よ

た︒﹂大名﹁大儀であった︒急いで見せ

定めて主人持ちでござらう︒﹂冠者﹁い

冠者﹁末廣がりでござります︒﹂大名﹁

まみらぬも道理でござります︒かう致
つねの鳴くやうに︑こんこんといふほ
﹁これ︑この骨でござります︒とくさ
︑やれ末廣がりで候の︑骨みがきで候

候の︑重みがきで候のと申しをる︒す
これは︑へんなことになりをつた︒

十二868灘北 ︑かさをさすならば︑人がかさをさ
十二869圃園がかさをさすならば︑おれもかさを
十二876團園 ︒かさをさすならば︑人がかさをさ
十二877圏圏がかさをさすならば︑おれもかさを
しゃりやう

林とゴム林が無限に績くマライに︑ ただ

しゃりやう

ことに奔流のやうな職車隊・車輌隊の前

隊・車輌隊の前進である︒敵は次々に敗

で爆破して行くのである︒いかに快速を

往生させないやうに︑わが工兵隊のすぼ

きほひかかるやうに前進する︒ハンマー

もろくも敗れたのである︒たとへ︑慶喜

しかし何事も時勢であった︒朝臣のうち

逆心などあるべきではないが︑しかし何

十二桝3園

十二桝2

が漕水垂直なのだ︒日本人は︑怨じて

︑わが漕水艦魂なのだ︒日本人は︑噺

︒﹁敵の病院船だ︒攻撃は中止する︒

のこの命令を意外に思った︒﹁︿略﹀︒﹂艦

十二榴8 行動としては鯨りに大言すぎると思って

十二旧7 ひつけられるやうに野望鏡をのぞいてゐ

十二榴1 時間もたったころであった︒よい獲物は

＋二槻10 ︒襲射止め

だいたん

眞赤な太陽が︑シドニー沖

のは︑けだし轟然であった︒慶喜は︑事

十二悩8囹

は︑噺じて卑怯なふるまひをしてはな

かずのみや

事のすこぶる重大なのを知って︑大阪か

十二桝9囹

ば

から七年前のことである︒しかも︑この

治天皇の御叔母君で︑御幼名を歯髄と申

十二桝9園

を

ほんの束の間の夢であった︒やがて長州

だいたん

してかまはないのだ︒大士にも浮かびあ
はないのだ︒大謄にも浮かびあがって堂
︒ギリシャは敵國である︒敵船撃沈に遠
が︑手に取るやうに見える距離まで追ひ
けると︑敵船は急に止った︒その瞬間︑

文字通り百嚢百中だ︒船は︑ぐっと左舷
に傾いたまま静かに沈んで行く︒わが漕
吸ひ込まれるやうに海の中へ姿を没して

の航空將校の一人で︑わがジャワ攻略に

ひけふ

くひまもない御身であらせられた︒三

の市民を救ふことである11宮は︑御心

は︑今や潮のやうに東へ寄せて來る︒徳

に風前のともし火であった︒この間にも

宮の御

櫛の歯を引くやうに京都へ向かったが︑

︑宮の御使ひだけであった︒四

朝敵の

言々血涙の御文章であった︒﹁︿略﹀︒﹂徳

れぬ宮の御文の力であった︒五

ひはただそれだけではなかった︒當時︑

の強國は︑ひそかにわが國をうかがって
うかがってみたのである︒現にフランス
て︑長く戦ふやうにでもなったら︑その
シン

十二備4圃 大本管の歴史的な星表を聞し召し︑や

まことに危いことであった︒十五

には︑こていねいにも地雷が埋設してあ

静寛院

トンぐらみの商船だが︑國旗を掲げてゐ

十二佃4圃囹 終ったところである︒あす朝早く︑

上には︑やっかいにも︑敵のトラックや

97544721086518329210921

は︑チークのやうに重いものがある︒ト
つち

でかついで運ぶのだ︒大きな槌で橋柱を
︑汗でびしょぬれである︒のどがかわく

けて︑歯だけが妙に白い︒ハンマーを振
︑スコールのやうな勢ではね落ちる︒か

をかしてのかけ足である︒めざす橋のも
一つ向かふは敵前で︑そこには歩兵の徒
よゆう

隊が出てみるだけである︒まだできあが
さへ感じられるのである︒十四

がたいものがあるだらうか︒太陽は︑私

十二桝9囹 で泣いてみるのではありません︒あな

美しくさし込む夜であった︒この敵の將

みたいていのことではなかった︒しかし
︑心からしんせつに看護をしてやった︒

手當てをていねいにしてやることは︑並

っかりしたやうすであった︒しかし︑一
はうたい
事は子どものやうに一々たべさせ︑繍船

着して負傷したのであった︒病院がわが

5321105210

十三年かかるわけである︒これほど遠い

そ一億五千萬キロで︑月への距離の約四

ところにあるからである︒地球から太陽

太陽が月より非常に遠いところにあるか

の内部を廻るだけである︒地球と月との

ロもある一大火球だといふ︒もちろん︑

た實に偉大な存在である︒三二凡そ百四

れはまた實に偉大な存在である︒直平凡

らゆる生命の源泉であるだけに︑それは

る生命の源泉なのである︒あらゆる生命

らゆる生命の源泉なのである︒あらゆる

る︒月は死の世界であるといふことを︑

げで生きてみるのである︒月は死の世界

42113876544339

52264752310
鯨裕を與へないのである︒この工兵隊の
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十二梱6 は︑私たちに十分な熱と光とを送ってく
十二梱7 みてもわかるやうに︑太陽から出る熱量
十二梱7 ︑すばらしいものである︒太陽そのもの
十二梱9 もっともっと高熱である︒光の強さに至
十二齪4 黒いごま粒のやうなものが見えることが
十二麗5 黙と呼ばれるもので︑見たところごま粒
十二麗6 ころごま粒のやうだが︑實は地球より大
みる︒太陽のやうな天心は︑ただ一つあ

十二麗8 る大きなつむじ風だといはれ︑その敷や
十一一擢10

十二槻10 ただ一つあるだけであらうか︒かりに︑

十二柵3 のになってしまふであらう︒つまり太陽
十二柵4 敷に輝く星の一つなのであるが︑われわ
十二榴4 輝く星の一つなのであるが︑われわれに
梅が香

十二榴6 ︑太陽と同じやうな恥丘が︑ほとんど数
十一一鵬9 しいものがあるのである︒十八

十二価6 くらんで︑輕さうに浮いて行く︒やはら
十二燭7 て行く︒やはらかな日ざしが︑窓いつぽ
十二価9 で︑銀の糸のやうにまぶしく輝きながら

︒﹁︿略﹀︒﹂のんきな主人に置き忘れられ

の香を感じるやうにさへ思った︒﹁︿略﹀

十一一鵬8 りの土に︑ほのかな春の香を感じるやう

十二鵬4 のさへづりが朗かに聞えて來る︒庭にお
十二㎜9
十二摺1

十一一衙2 ︑それでも暖さうな顔をして︑妹の小さ
十二摺7 略﹀︒﹂ふしぎさうに︑あたりを見まはし
を追っかけるやうに︑﹁もういいかい︒﹂

十一一惚8 1はちきれるやうな芽をもたげ︑雪を割
十一一柵3
しみづ

十二柵9 だ畠の土があらはに出てみる︒ずっと向
十二襯2 した︒清水の流れだといふこの川べりは
十二川5 らうとしてみるのだ︒ぼくは︑もうちき

することばが國語である︒われわれは︑
︑日本人となるのである︒國語こそは︑

−

十二蹴7

十二蹴4

氣味悪いほど静かななぎが訪れる︒さざ

︒緯度は北緯三度だ︒このあたりは︑二

いよいよインド洋だ︒太平洋に績く南支

たない︑鏡のやうな海面をすべって行く

十二蹴8

十二㎜7

くれる大恩人なのである︒このやうに大

えあがって︑静かな海面に窺るのである

のともし火のやうに見える︒日の出など

かな海面に罵るのである︒しかし︑今日

たりと死んだやうに止んで︑地平線から

十二㎜1

の小波はなごやかなささやきを響けてゐ

十二㎜10

十二㎜1

向かって︑かすかに針路を攣へたころか

いろ

十二鋤3

のこと出て來たのだ︒緑の地平線は︑一

て來た︒スコールだ︒スマトラ名物の激

だれを掛けたやうな雨足が︑さっとたれ

ころが︑その雄大な美観を待ちわびてゐ

色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

十二矯5

十一一蹴6

十二踊7

けむり︑視界は急にせまくなって︑のち

いふ延びの早い雲だらう︒幾重にも輪を

十二脳4

十二㎜3

である︒このやうに大切な蛮語であるの
︒このやうに大切な國語であるのに︑と

やうに大切な西語であるのに︑ともすれ

國の心が泉のやうに湧き起るのを感じる

起るのを感じるのである︒わが國は︑二

日に進んで來たのであるが︑わが國語も

て一身一髄のやうにならしめてみるので

ならしめてみるのである︒もし國語の力

れの心は︑どんなにばらばらになること

は︑かういふやうに︑國家・國民と離す

らばらになることであらう︒してみると

十二㎜12

十二脳10

とのできないものである︒國語を忘れた

十二㎜1

へやって來たからである︒船全膿が︑む
第一の海洋の名である︒島々は︑大空

すがに南洋の名物だ︒十五分徹りで︑ス

たかれてるるやうな音を立て︑話し聲も

まるでかけるやうに右舷の海を渡って二
れた三民は︑國民ではないとさへいはれ

十二㎜3

の魂の宿るところである︒二十一

十二㎜7

見物にでも行くのであらう︒船の人々は

星は手の届きさうなところに光ってをり

た空には︑みごとな星がいつぽいまき散

その割れ目が静かにひろがって︑深い藍

十二㎜9
十二η2

十二㎜12

十二窟3

言下あたりが赤道であらうかーー雲の白

客たちは︑どんなにか慰められたことで

へ聞えて來るやうだ︒このやさしい目を

の國であるやうに︑太平洋は︑皇國の

十二川8

十一一窟6
一

太平﹂の海なのである︒附録

手の空には︑ 屓露な入道雲がむっくりと

たいせう

緑とが︑あざやかに封照して︑まるで大
でも見てみるやうだ︒波もすっかり静か
波もすっかり静かになって︑時々飛び魚

十二㎜7

十二㎜2園

こんなおだやかな晩ばかりではありま

て月が出て來るのであった︒二

があって︑非常な勢で船首に砕け散る
せう
洋上哨

十二川11園やかな晩ばかりではありません︒五月

十二川11園

十二盟8 か慰められたことであらう︒﹁︿略﹀︒﹂か

南支那海を眞直に南下して︑いよいよ

に﹁太平﹂の海なのである︒附録

へ轄じて︑遥かにアメリカの大陸をつ
ひうが
高鳴ってみるのだ︒日向を船出して︑
︑また浦安の國であるやうに︑太平洋

十一一㎜4

太平

どんなにばらばらになることであらう︒

十二㎜3

十二㎜11

へてくれる大恩人なのである︒このやう
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十二襯1圃 ばうやはよい子だ︑ねんねしな︒だれ
十二襯3 たことを思ひ出すであらう︒このやさし
十二襯5 がなつかしい警語である︒君が代は千代
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

明け始めたばかりなのに︑先登の各機は

上空は一面の層雲で︑行く手はきっと南

積齪雲が多いことであらう︒平心に空を

とであらう︒眞黒に空をおほふ揮幕や︑

天候だけはにが手である︒それに︑攻撃

ためには︑どんなに天候が悪からうと︑

戒飛行を老けるのである︒雲が低いので

食を終ったばかりなのに︑ガラス窓をし

内は︑むれるやうな暑さである︒出卑下

たふじょうみん

むれるやうな暑さである︒出獲後一時間
︑油を流したやうな静かさ︑軍調さだ︒

な静かさ︑軍調さだ︒しかも搭乗員は︑

るめてはみないのである︒﹁船が見えま

に見参したいものである︒しかし近づく
︒あれほど敵艦船であってくれと願った

ばり雲のいたづらだったのか︒この洋上

て見れば︑魚の群だつたりする︒殊に地

の雲の影は︑容易に見わけのつかないこ

だれを掛けたやうなスコールの中へ突つ

さ

では追つつくものでなく︑これに巻き込

を押し立てたやうな龍巻さへ起ってるる

こ

一たまりもないのだ︒更に愛題して南へ

ならない︒わっかな誤差から︑基地へ蹄

みたいていのことではない︒いよいよ︑
︑割合ひおだやかな日が績く︒ハワイの

めに受けて︑異様に輝き渡ってみる︒﹁︿
︑﹁漕没︒しと︑急に元氣な號令をくだし

︒﹂と︑急に元氣な號令をくだした︒奪
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うつったものは何であったか︒意外にも
レキシントンの姿であった︒さつき見た

であったか︒意外にも︑沈みかかった太

214

十二劉10

十二劉8

浮かし出してみるではないか︒周園は︑

西の方だけが悪露に暮れ残り︑その掌中

た︒何といふ天佑であらう︒すでに太陽

かにもうれしさうである︒全艦これを聞

そ︒みんな男娼にやれ︒﹂艦長は︑い

十二圏6 うもない高度爆撃だ︒あたるものではな

十二圏2

十一一盟10 われら最大の目標であった敵航空母艦サ

十二盟4

十二惣3

十二勉2

送11大本管嚢表である︒﹁航空母艦サ

十二圏7 撃だ︒あたるものではない︒大きな水柱

航空部隊との決職である︒場所は︑パブ

みた︒すは︑考訂である︒世界戦史上︑

︒六時三十分ごろである︒この訳すでに

が見えず︑あの攣にだだっぴろい艦橋の

十一一國11 く︑わが勇敢無比な荒鷲部隊は︑決死母

︑逃げられるものではない︒﹁︿略﹀︒﹂の

掃海艇と思ったのであるが︑今見ると︑

なってみる︒これなら︑潜望鏡を出した
︑その間に︑正確に敵の針路と速力を観

十二圏11

しんちょう

トンに違ひないのである︒﹁︿略﹀︒﹂艦長

しほにかけた魚雷だ︒行けといった時に

まったまま︑静かに端坐してみた︒大成

ダーン

﹁ダーン︑ダーン︒﹂ものすごい大砲の音と

︵感︶3

十二圏5 でもやって著たのだらう︒一隊は左舷か

ウン型撃沈の勝報である︒全身が勝利の

敷十海里の海と空だ︒時間のたつのがも

腹深く飛び込むんだぞと︑毎日いって聞

十一一泌4
だ一ん
六幡2
不備2

﹁ダーン︑ダーン︒﹂

ともに︑あたりの土が︑高くはねあがります︒
り終ったと思ふ時である︒衡平たる爆音

﹁ダーン︒﹂と音をたてて︑敵の砲揮が兵士

さくれつ

十榴9

たひ 鯛

たひ﹁これは︑まださしあげたことのな

﹇鯛﹈︹話手︺4

の目の前で炸裂し︑
たい

五欄2

鯛﹁じつは︑ この間︑

鯛﹁何か御用でございませうか︒﹂

い︑おいしいごちそうでございます︒﹂

三面4

五川5

鯛﹁あ︑

これで︑すっかりらくになりまし

つりばりをのどにか

と戦ひぬき︑不幸にもAフこの厄にあった
あらわし

た︒わが勇猛果敢な海の荒鷲が︑米のカ

た︒﹂

五襯3

タイ
ふついん
その以前から︑日本人は︑︿略﹀佛印や︑

︹地名︺2

ヤ型を撃沈したのだ︒更に英の戦艦ウォ

タイ

七三9

たい

﹇隊﹈︵名︶7

隊δあいうしょうねんたい・

タイや︑ジャワ・スマトラあたりまで進出して︑

る︒銀翼に︑眞赤な日の丸がくっきりと

九27図 タイ
基地へ錦るところである︒感極まり︑萬

かつて狂氣のやうに手を振った︒たった
がいか
鷲が︑大空高らかに︑凱歌をあげて基地

た︒みごとな編隊である︒高度をさげて

が見えた︒みごとな編隊である︒高度を

けまして︑

この厄にあったのである︒すると︑今度

︑十一時の書食前である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

げて轟沈させたのであらう︒それっきり

確かに命中したのだ︒思はず歓聲があが

魚雷二本が︑確かに命中したのだ︒思は

二回にわたる爆音である︒魚雷二本が︑

ついた︒艦は急速に漕没して行く︒こつ

生あるもののやうに飛び出して行った魚

も︑心は通じるのである︒生あるものの

てんいう

聞かせてみる魚雷だ︒いかに機械でも︑

111064310965951212119211111010964321543112
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は︑もう洋上遥かに飛び出して行った︒
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

いへいたい・かいぐんとくべつりくせんたい・かく
八備10

八冊7

五四1囲

こうげきたい・かたおかたい・ぎじょうたい・こう

あいうせいねんたい・いったい・えいせいたい︒え

へいたい・しゃりょうたい・しょたい・すいらいて
だいせききょうしゅびたい・ていさっきたい・てい

さったい・でんしんたい・にたい・ばくげききた

す︒

いたい︑いたいと泣いてみた︑

鯛もよ

六七十センチもある鯛が︑つやつやした櫻

﹁鯛﹂は︑なんといっても堂々としてゐま

﹁鯛﹂もみました︒

九496
︵助動︶

96

タイ

たい

︽タイ・タウ・タカッ・

色のはだに︑むらさきの星をきらめかしてみる︒
タク・タケレ︾εこえたがる

たい

やほうたい・らいげききたい

セカイ中デーバンエライ要石ノオヨ

勇サンハイッテ見事クナリマシタ︒

メサンニシタイ︒﹂ト思ヒマシタ︒

一バンエライカタノトコロへ︑アゲ

タイト思ヒマス︒

二677園

一バンエライアナタニ︑ムスメヲア
一バンエライアナタニ︑ムスメヲア

ゲタイト思ヒマス︒

二703園
二725園

一バンエライアナタニ︑ムスメヲア

ゲタイト思ヒマス︒

二748囹

﹁ぼくも汽車にのりたいなあ︒﹂

ゲタイト思ヒマス︒
二皿7囹

神さまが︑國を廣くしたいとお考へに

四348園

四347園

﹁私は︑どこへもまみりたうございま

いや︑うちへもらひたい︒

むすこの嫁にしたい︒

なんとかしてかぐやひめを引止めたいと

四352園
せん︒﹂

四454園

もしおかあさんにあひたかったら︑こ

一口たべたいなあ︒

思ひました︒

四377

四587囹

島から向かふの陸へ行ってみたいと

れをあけてごらんなさい︒

思ひました︒

四806

した︒

見たいなあ︒

にいさんの愛馬を︑ぜひ見せたいと思っ

川にそって川口まで行ってみたいと思って

泳ぐところが

早くまゆを作るところが見たいので︑

四839囹 ぼくはここへ渡って來たかったのだ︒
四945国 をぢさんに見せてあげたいと思ひま
五348

五436囲

五481

ゐました︒

あの大きな鯛をつってみたいのです︒

そんなに︑つりがしたいのか︒

りっぱな軍犬にしてみたいと思ひました︒

てるるが︑

五698国
五柳4
五御2園
五枷3園

六168国

六165国ぜひ参りたいといってゐます︒

なりました︒

三132

その刀がもらひたい︒

たひやかつ

二666圏

一一211

鯛

へて一路機首を北へ向け︑
﹇ 鯛 ﹈ ︵ 名 ︶ 10

せかい中の海をのりまはしてみたい︒

おかぐらや︑すまふを見たりしたいと思

三209園

みたでせ う ︒

三342園

をが

わたしの作ったお人形さんを︑持って

もぐりたいと思へば︑いつでも︑潜水艦

忘水艦に乗って︑お國のために︑働きた

くはないかね︒

六354国

の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒

六312團

行ってあげたいと思ひます︒

六176国

ひます︒

五聖3囹 あの大きな鯛をつってみたいのです︒

そのままにしておいていただきたう
ございます︒

三m2囹

かへりたくなりました︒

三研3父や母のことを思ひ出して︑急に家へ

たいと思ひます︒

海︑早く海へ行きたいと思ひました︒
三767團 私は貝をたくさんひろって︑かへり

三591

りばりを取ってやれ︒

五川9園芸に向かって︑ 鯛ののどから︑そのつ

五欄1 女は︑鯛をつれて出て來る︒

れないか︒

五糊8囚囚 では︑鯛をちょっとここへ呼んで來てく

まみってゐませ ん ︒

五鵬7囹鯛だけは病氣でねてゐますので︑ここへ

五424囲 海はひろびう なみの底︑

たい

十632 反韓しつつあったわが隊は︑この報をとら

りました︒

九346 その隊は︑この地方の鐵道の復奮工事に當

の後︑皇軍のある隊の日課を命じられました︒

九345 内地なら國民學校四年生のこの少女は︑そ

六946 守る隊も︑必死だ︒

ぐには取れない ︒

六944 しかし︑城を守ってみる隊もみるから︑す

五価5 隊と隊との間のお使ひをしたり︑

りをしたり︑隊と隊との間のお使ひをしたり︑

五備5 りかうな利根は︑職場で︑︿略V敵の見は

い・ふじょたい・べつどうたいへんたいきちょう・

ろこびおめでたい︒

たい

いたい・すうたい・せんしゃたい・だいいったい・

たい

894

895
だい
だい

六391園 着物でもひたしてそめたいと思ふほどの
美しさです︒

六456囹 ぼく︑行ってみたくなりました︒
六801園 兵隊さんに︑このみかんをあげたいなあ︒
ます︒

六事6 手に取って︑さはってみたいやうな氣がし

やりたいなあ︒﹂

六佃9囹 ﹁わたしのお人形さんを︑ここへ入れて

まらなくなる︒

六椛1園机に向かふと︑つい︑給がかきたくてた

のだと思ひました︒

六燭6 あの子どもたちのやうに︑お参りしたいも

した︒

八814囹﹁ようし︑ここからすべりたい者は︑す
べつてよろしい︒﹂といはれた︒

八柳8園今日はお祝ひの日ですから︑何か花をか
日本語が習ひたいといって︑︿略﹀毎日

ざりたいものですね︒

九256團

工場を見せていただきたいのですが︒

どうか保存していただきたいと思ひます︒

十966園 生まれ故郷も書いておきたいと思ひます
が︑
十佃8囹

十9610園

できあがった品物を見ていただきたいと
思ひます︒

十伽3園

ぎんねず

申しあげたいことがあります︒

お友だちに早く知らせたいと思ひます︒

十一鵬10園演奏會へ行って聞いてみたい︒

と︑雲の王者といひたい感じがします︒

十一767 銀白色または銀鼠色にかがやくのを見る

十備7囹

九385

あといく日もないと思ふと︑ぼくは泣きた

何とかしてうまく嶢きたいものだと思ふ︒

何人となくやって來る︒

九755

九㎜6園

飛行機の整備といふことについてよく知
またみなさんも︑聞きたいことがあれば︑

何でもおたつねください︒

寸志10囹手がらを立ててくれたと︑手を合はせて
拝みたい氣持にさへなります︒

自分の飛行機を早く知りたいために︑尾

主人勝久に︑出雲一國をいただきたうご

もっといろいろお聞きしたいのですが︑

翼にちよつと色をぬっておくとか︑

九佃8園

九悩1囹

九伽1囹

マルタはお書御飯をたべながら︑母といつ

一度乗ってみたいと思ってみたこの汽車に

ざいます︒

九㎜1

乗れて︑

九㎜1一

いつまでも愛養いたしたいと思ひます︒

今日の記念に︑閣下にさしあげたいと思

機械の力で動かすやうに工夫したかった︒

しょに聞きたいといふ︒

十758

十947園
ひます︒

十961園

十一珊2

﹁︿略﹀︒﹂と歌ひたくなるのが︑セレベス

つつましい心を味はひたいものです︒

これが夏なのか秋なのかと考へてみたく

戦線に弾丸を一襲でも多く送ってやりた

かれらを法衣の袖にくるんで助けたい

打電の手績きをしてもらひたい︒

だい

賦与いくじゅうだい︒

敵に見参したいものである︒

﹇代﹈δくだい

だい ﹇台﹈︵名︶8

だい

十二㎜7

十二佃6圏圏

のは山々であるが︑

十二642園

十二522園残りを教へていただきたい︒

ひ出したいと︑北方から疾風のやうに︑

十二203 一萬八千名の在留邦人を︑一刻も早く救

いと思へば︑

十一一135

なる︒

十一畑2

のみなか道であった︒

十一価8

しくしたいものだと︑つくづく思ひました︒

十一伽1團 もっともっと心をやさしくし︑心を美

よ︒

十一桝8團 うちのことが何よりも知りたいのです

いふことでしたね︒

十一鵬9園 あなたは︑演奏會へ行ってみたいとか

九868

ぼくは北斗のために喜んでやりたいのです︒

いほどつらい氣がします︒

九872

九㎜1園

元価6

もうたくさんだといひたくなる︒

七134 何とかしてべらを取りたいと思ひました︒

からいと

八373囹 唐糸の身代りに立ちたうございます︒
八396 お仕へしたいと願ひ出ました︒

八596 早く飛んで行って︑見たいやうな氣がしま

りたいと思ってみたのです︒

七267園 早くなほつて︑學校へ行きたいのです︒
七278囹 もう一度︑先生におあひしたいなあ︒

七462 心残りなく笛を吹いてから死にたいと思つ
た︒

七465園 一曲だけ吹かせてもらひたい︒

七467囹世の中に傳へてもらひたい︒
七569 みなさんは︑どこへ行きたいと思ひますか︒

七価6 日本の恥を塁湾にさらしたくありませんで
した︒

七価6 何とかして︑日本へ蹄りたいと思ひました︒
出航を許可していただきたうございます︒

﹁雁に手紙を頼みたい︒﹂といふことを︑

﹁そんなに蹄りたければ︑駈れ︒﹂

o

船具や武器のお引き渡しを願ひたいと思

810ま64
團囹す園圓

昔からいひますが ︑

八七
七七
2411了ひ116116

だい一だいえんしゅう

896

いちだい・いちだいいちだい・ごじゅうだい・こつ
十101

たいい

大

だ︒

九㎜5

ふと︑通りかかったある大尉がこれを見て︑

九悩6図画
だいいちれつ

水兵は驚いて立ちあがりしばらく大尉の顔

百敷十隻︑

せき

第一列
ながと

動員の第一夜なり明けやすき
﹇第一列﹈︵名︶1

八266圃第一列から第五列まで︑旗艦長門以下

﹇第一回目︵名︶2

ぢとう

第一回

この御事は︑天武天皇の御時に定められ︑

だいいっかい
九103

昭和十六年十二月︑ラングーン第一回

第一回の大典は︑持統天皇の御代に行はれた︒
の爆撃に︑

十161図圏

第一線と本部との間をお使ひするものは︑
九麗8

ここが大陸日本の第一線なのだ︒

廣々とした蒙彊の原野︑第一線における

第一線の鐵負心を破ってからは︑

第一線から飛行機でお錦りになった王は︑

十﹁榴2

このはりつめた第一線の陣中で︑ふと猫

第一線のある夜のことであった︒

第一隊

第一線に近い宿螢に︑待機してみた時の

﹇第一隊﹈︵名︶1

第一班

と︑この時︑わが雷撃機の第一隊が敢然と

﹇第一班﹈︵名︶3

待ちに待った第一班の工兵は︑勇んで鐵條

第一班は︑残念にも︑とうとう成功しない

だいえんしゅう

七807国酒

︹課名︺2

大演習

第﹁班︑総員三十名︒

で終りました︒

六佃1

網へ突進しました︒

六佃4

だいいっぱん

現れた︒

十655

だいいったい

ことであった︒

十﹁鵬8

の鳴き聲を耳にした︒

十一伽9

榮に感激して︑勇氣百倍したのであった︒

十一142第一線の將兵たちは︑︿略﹀︑ひたすら光

十一138

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

十一117

十悩2

軍犬利根でありました︒

五稲4

ルといふところまでせまって︑

五価8 みかたの第一線は︑敵前わっか五十メート

大尉がそれを取って見ると︑次のやうなこ だいいっせん ﹇第一線﹈︵名︶10 第一線

第一3かんとうしゅう

大尉は︑これを讃んで思はず涙を落し︑

﹇第一﹈︵名︶5

これも︑みごとに︑ちゃうど第一の矢とす
それで︑私たちは︑第︻に設計圖をかくこ

こまかいことはだんだん話してあげよう
すべて上官の命令を守って︑自分の職務
これぞ汝が第﹁の孝行なる︒
第一

第一電

第﹁︑並み並みならぬ根氣がいる︒

﹇第一﹈︵副︶1

﹇第︸電﹈︵名︶1

第一日

﹁敵艦発見︒﹂の第一電が來た︒

﹇第一日﹈︵名︶1

あこがれてみた大陸に︑第一日を迎へるの

だいいちにち

十593

だいいちでん

十ニー54

だいいち

十二8910図圓

に精を出すのが第﹁だ︒

十139園

が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒

九806園

とになった︒

八4810

れすれに並んで︑まん中を射抜きました︒

六醜1

にっぽんだいいち

だいいち・せかいだいいち・とうごくだいいち・

だいいち

十133

とが書いてあった︒

十117

を見つめてみたが︑

十109

︿略﹀︑ことばするどくしかった︒

きけいようだい︒さんだい・ジャンプだい・じゅう
だい・たかだい・とびこみだい・なんじゅうだい・
なんぜんだい・なんだい・にじゅうだい・にだい・
にもつだい

を持って來てくださいました︒

三626 おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑だい

スばちをのせました︒

三628 ぼくは︑そのだいの上に︑そっとガラ

らしながら︑おもしろくおまひになりました︒

五67 ふせたをけをだいにして︑とんとんふみ鳴
七909 墓の上から︑まっさかさまに︑水の中へず
ぶりとはいって行くのは︑

七933 ﹁えいつ︒﹂といひながら︑思ひきって︑両
足で蔓をけりました︒

七937 水の上へ顔を出すと︑本田くんと山本くん
が︑皇の上で笑ってゐました︒

八鵬1 この砲身をのせる︑鋼鐵で作った皇もいり
ます︒

八⁝⁝6 しあげを終ると︑高射砲は︑まるい鐵の墓
の上で︑砲身を空へ向け︑

だい ﹇題﹈︵名︶2 題δしょとうにだい・やまの
八悩3 題は︑﹁ぼくのおかあさん﹂といふのであ

せいかつにだい

つた︒

﹇大﹈︵形状︶1

十一麗4園それでは︑この月の光を題に一曲︒
だい

膿當り

十一644図大將義朝は︑大の男宮︑大きなる馬に だいいちや ﹇第一夜﹈︵名︶1 第一夜
﹇体当﹈︵名︶1

は乗ったり︑

たいあたり

十二矯9 できれば髄重りと︑艦長は心に決した︒

たいい ﹇大尉﹈︵名︶4 大尉Oりくぐんほうへい

897
だいえんしゅう一たいこ

大演習

八212 十一 大演習⁝⁝⁝五十六
﹇大演習﹈︵名︶1

八564 十一 大演習
だいえんしゅう

演習の葬観に出かけました︒

大和尚

だいをしやう

八592 私たち女子の組も︑先生につれられて︑大

ざん

だいおしょうざん ﹇大和尚山﹈︹地名︺1
だいをし や う ざ ん

﹇大音﹈︵名︶2

大音

置場5囹 右手は大和尚山で︑關東州第一の高山︑

山

だいおん

九伽6 鹿介は︑りんとした聲で大音に答へた︒

封岸

大恩人

﹇大儀﹈︵名︶2

大儀

大儀であった︒
︽ーシ︾

十二782園汝は大儀ながら京へのぼり︑急いで求

たいぎ

めてまみれ︒

待機する

退却

第一線に近い宿場に︑待機してみた時の

﹇待機﹈︵サ変︶1

十二842囹

十一旧8

たいき・する

﹇退却﹈︵名︶1

ことであった︒

たいきゃく

前もって爆藥が仕掛けてあり︑退却の際︑

スイッチ一つで爆破して行くのである︒

十一一麗4

大工

かひごは︑あれが大きらひですからね︒

﹇大工﹈︵名︶7

そこで︑大勢の大工を集めて︑舟を作
自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう

佐吉は︑父の大工の仕事を助けて働いてゐ
おまへは大工のせがれだ︒

父は︑とうとう佐吉をよその大工の家にあ

一人ぼっちになって遊んでみた弟が︑たい

くっして︑﹁ああん︒﹂といひました︒

六136

恨んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附近

﹇大軍﹈︵名︶10 大軍

七574

たいぐん

平家の軍勢十萬鉄騎︑一の谷に城をかま

いったいは︑すっかり人や馬でうづまった︒

八318図

高州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜ

へて︑源氏の大軍を防ぐ︒

八648

ん敵の大軍に出あって︑はげしく戦った︒

九623図十六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を捨て

その間に︑毛利の大軍がやって來た︒

て職ふ折から︑敵の矢にて右の目を射られぬ︒
九麗3

し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒

九麗6 富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押

にあふれた︒

九十4 勝ちほこった敵の大軍は︑やがて出雲一國

七萬の大軍にひしひしと取り園まれた︒

九悩6 尼子勢は︑ほどなく︑元春・隆運の率みる

お だのぶなが

九価2 七萬の大軍に黒まれては︑上月城は一たま
りもない︒

つれて︑攻めて謝るといふ知らせがあった︒

十㍑8 そこへ︑織田信長が三極五千の大軍を引き

十㎜2國

﹁いなごだ︑いなごの大群だ︒﹂

細工のうまい大工が︑必ず人にほめら たいぐん ﹇大群﹈︵名︶1 大群

︵サ変︶

1

たいくつする

陛下
八612
たいこ

﹇大元帥陛下﹈︵名︶1

﹇太古﹈︵名︶1

太古

大元帥

御統監の大元帥陛下がお出ましになりました︒

野外統監部へ︑天皇旗をお進めになって︑

だいげんすいへいか

出して行く︒

九㎜3 散兵の隊形をとって︑遠巻きにのろを追ひ

ほめられないからといって︑手かげん たいけい ﹇隊形﹈︵名︶1 隊形

﹇退屈﹈

準を定め︑ねらひ惹けてみた高角砲の勇士たち

じゅん

十一一加8

だいくうしゅう ﹇大空襲﹈︵名︶1 大空襲
せう
敵の大空襲かと︑職闘配置について照

するのが果してよい大工だらうか︒

十二301圏

れるときまってはみない︒

十二299園

づけてしまった︒

十744

十741園

たが︑

十735

といふので︑大工の仕事に取りかかった︒

九珊12

ることになりました︒

四102

だいく

五372囹

十一624図 あぶみふんばり突つ立ちあがり︑大音 だいきらい ﹇大嫌﹈︵形状︶1 大きらひ
あげて︑﹁︿略﹀︒﹂ と い ふ ︒

だいおんじょう ﹇大音声﹈︵名︶4 大音聲
九伽8 鹿介の大音聲は︑爾岸に響き渡った︒

十皿9図佐々木︑あぶみふんばり立ちあがり︑大
音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒

十脳5図太刀を抜いて額に當て︑大音嵩あげて︑
﹁︿略﹀︒﹂と名のり た り ︒

富麗4図 大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑大
﹇大恩人﹈︵名︶1

音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑

だいおんじん

十二備7 國語こそは︑まことにわれわれを育て︑
大願

われわれを教へてくれる大恩人なのである︒
﹇大願﹈︵名︶1

七354園 皇后様は︑千人の病人のせわをなさると

たいがん

﹇対岸﹈︵名︶1

いふ大願を︑お立てになったさうだ︒
たいがん

見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒

九搦2 川をへだてた封冊から︑鹿野の姿をちらと

︽ーシ︾

だいかん ﹇代官﹈︵名︶1 代官
は︑
はうぐわん
十一629図圏 御方の大將たる父判官の代官とし たいくつ・する

て︑鎭西八郎爲朝︑一陣を承って堅めたり︒

たいこ一だいじ

898

太鼓δで

十一㎜6 夜が來て︑︿略﹀︑世界は太古のやうな静
けさの中へはいって行く︒
たいこ
たいこ ﹇太鼓﹈︵名︶10 たいこ 太鼓

んでんだいこ・ふえたいこ

三691 一郎は︑おもちゃのたいこがほしいと
いって︑それを買っていただきました︒

九104

九回

第五列
ながと

らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒

こヒつ

その陣中に莞じ︑

その時︑だいじなうち出の小づちをお

これをおまへにあげるから︑だいじに

﹁この鏡は︑わがみたまとして︑だいじ

におまつりなさい︒﹂と仰せになりました︒

五971園

しまっておおきなさい︒

四586園

き忘れて行きました︒

三548

です︒

三412園おくの方のは︑一生使ふだいじなは

じ

旗艦長門以下だいじ ﹇大事﹈︵形状︶21 だいじ 大事δおだい

第三むたいへいようだ

︽ース︾

ある日︑太子は︑御兄弟のかたがたと︑お

太子の御父君を︑

橘終日尊と申しあげ

たちばなのとよひのみこと

庭で遊んでいらっしゃいました︒

六511

太子は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

ました︒
六529

橘豊日南は︑太子のこのおことばを︑お聞
Oおにたいじ

きになって︑たいそうお喜びになりました︒

六537
たいじ

十二佃4 やがて長州征伐の大事が起って︑家茂は

昭和二十四年は︑第五十九回の正遷宮に當 だいじ ﹇大事﹈︵名︶1 大事皿vいちだいじ
﹇第五列﹈︵名︶1

るが實に一千二百有鯨年の歴史を重ねてみる︒
だいこれつ
せき

八266圃第一列から第五列まで︑
百敷十隻︑

お米や︑お酒や︑お餅や︑魚・大根．にん

﹇第三﹈︵名︶3

第三︑第四︑第五と︑難解は︑目にもとま

第二・第三の雷撃機隊が︑次々に現れて攻 五梱4園 おまへからいひ出しておいて︑だいじな
つりばりをなくしてしまふなんて︑あんまりだ︒

退散す

今のうちから︑いろいろな音が︑聞きわ
六339團

まあ︑おとうさんをだいじにしておあげ

いちばんだいじな武器は魚雷だ︒

すみみったう

育てられた木に生るのと同じことです︒

八146 おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに

なし

に︑お祭をするだいじな儀式だと︑

七406 その家を︑いつまでも守っていただくやう

なさい︒

六589園

けられるやうにしておくことがだいじだよ︒

六325国

五言5圃だいじな︑だいじなつりばりが︑

託て神さまおよろこび︒

五備5圃だいじな︑だいじなつりばりが︑出て

困ってしまひました︒

五柵4園 それは︑兄のだいじなつりばりで︑私も

すかさず第三の男が︑大刀を振るって聞 五翌5園 にいさんのだいじなつりばりを︑魚に取
られて︑困ってみるところです︒
﹇退散﹈︵サ変︶−

陣を開いて退散すべし︒

十一626図圖もし一家の氏族ならば︑すみやかに

たいさん・す

多のせなかを眞二つ︒

十二6610

撃にかかる︒

十6710

らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒

六芸3

いにだいさんかんたい

だいさん

られました︒

じん︑︿略﹀などを︑それぞれ三方にのせて供へ

七4110

三694 うちへかへると︑すぐたいこをならし だいこん ﹇大根﹈︵名︶1 大根
ました︒

三695 おじぎをしたり︑小さい手をたたいた
りしては︑たいこをならしました︒
町上5圏 笛やたいこでにぎやかな 五人ばやしは
三の段︒

ろになると︑

六268 秋のお祭のたいこが︑村村に鳴りひびくこ

たいこ

六糊2 笛とたいこの音がひびいて湿て︑
九154 午前十時︑最初の太鼓が︑あたりの静けさ
を破って鳴らされる︒

九158 やがて第二の太鼓が山全膿に響き渡って︑
儀式に使はれるいろいろな祭具が運ばれる︒

九159 最後の太鼓が打ち鳴らされると︑奉仕の
人々は︑︿略﹀︑静かに祭場へ進んで行く︒
たいこ

第五

タイ國

六504

九脚8 まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた たいし ﹇太子﹈︵名︶4 太子5しょうとくたいし
﹇第五﹈︵名︶1

り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒
だいご

六槻3 第三︑第四︑第五と︑道眞は︑目にもとま
らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒
ほうたいび

だいごかいだいしようほうたいび ﹇第五回大詔奉戴
ほうたいび

日﹈︵名︶1 第五回大詔奉戴日
︹地名︺一

十二別4 くしくも第五回大詔奉戴日に下る︒
タイこく

六449園 これはおまけですが︑タイ國の心病です︒だいし ﹇第四﹈︵名︶1 第四
六脱3 第三︑第四︑第五と︑道眞は︑目にもとま
第五十

だいこじゅうくかい ﹇第五十九回﹈︵名︶1

899
だいじいん一たいしょう

ない

だいじひ

八161 これほどたくさん植ゑてあるバナナが︑一 だいじひ
本一本だいじにされてゐます︒
ナくう

宮・外宮の御神木を

くう

﹇大慈悲﹈︵名︶1

大慈悲■こくほうと

九139 神宮御造螢用材狙いちばんだいじな︑内 十二645囹 かれらをりっぱに國法に從はせるのが︑
佛の大慈悲であると思って︑
だいじゃ

だいじゃ

八岐のをうちといふ大蛇に︑毎年一人つ
それに︑今年もまた︑その大蛇が出て來

五292囹

五281園

それを︑八つのをけに入れて︑大蛇の來

よし︑その大蛇をたいぢてやらう︒

﹁いったい︑どんな大蛇か︒﹂

するとまもなく︑あの恐しい大蛇が出て來
そのうちに︑よひがまはって︑大蛇は︑と
みことは︑劒を抜いて︑大蛇を︑ずたずた
帝繹天

たいしゃくてん

﹇帝釈天﹈︵名︶1

﹇大将﹈︵名︶23

のぎたいしょう

たいしょう

シャウニムカヒマシタ︒

タイシャウ

大国δ

一833 モモタラウハ︑刀ヲヌイテ︑オニノタイ

ゑつ

一836 オニノタイシャウハ︑チカライッパイタ

たひらのこれもり

タカヒマシタガ︑トウトウマケマシタ︒

大淀維盛は︑命からがら加賀の國へ逃げ

中の國︑となみ山に陣を取る︒

ちゆう

八295図大器平良盛は︑十萬騎を引きつれ︑越
八316図

大魚源義経︑︿略﹀︑ひそかに三千鯨

みなもとのよしっね

のびたり︒

騎を引きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越に志づ︒

八323図

大手︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑眞先

八3210図大暑︑試みに敷津の馬を追ひ落したるに︑
八333図

よしっね

にかけくだれば︑

八717図 源氏の大霜義経︑これを見て︑

陸には大將留筆を始め︑源氏の軍勢︑馬

のくらをたたきて喜びたり︒

八742図

きっかはもとはる

こばやかはたかかげ

九柵4園 やあ︑それなる赤糸をどしの甲は︑尼子

八7610図國 ﹁まことの大將かな︒﹂

てるもと

方の大型と見た︒

十価4図圓 あっぼれ︑よき大將に組まん︒

正看として︑︿略﹀進軍して來た︒

九慨3 輝元を大喪とし︑吉川元春・小早川隆景を

十年9図國 よき大魚とこそ見まみらせ候へ︒

︽ース︾

﹁︿略﹀︒﹂とて︑これを取って大学義纒の

大山源義朝は︑赤地錦のひたたれ

みなもとの

﹁さては︑大吉に組めとや︒﹂

せいわ

十一625図心

しもつけのかみ

清和天皇九代の後胤︑下野守調車

こういん

に︑︿略﹀︑黒馬に黒くら置いて乗ったりけり︒

十一622図

十川3図國

見参に入れたれば︑見る人涙を流しけり︒

十鵬9図

十㎜1図圓 あっぼれ︑大酒かな︒

頭を地につけて︑とかくも申しあげず︑
退出する

︽一

﹇退出﹈︵サ変︶1

﹇退出﹈︵サ変︶2

をの入れを終って︑奉仕の人々は︑一拝し

たいしゅつ・する

ただこれを最後の参内と思ひ定めて退出す︒

十一一㎜6図

退出す

と見れば︑あの恐しい羅刹は︑たちまち
端嚴な帝繹天の姿となって︑

たいしゃくてん

十一一574

たいしゃくてん

にお切りになりました︒

五301

うとう眠ってしまひました︒

五298

ました︒

五296

るところに並べておけ︒

五291園

るころになりましたので︑

五276囹

つ取られて︑

五274園

九4410 昔から傳はつてみるだいじな私たちの謎語だいじゃ ﹇大蛇﹈︵名︶8 大蛇 大蛇
を︑

の中で一つだいじな星があります︒

九884 北の空にもたくさんの星がありますが︑そ

くコリ

困乏7囲 だいじな物資や︑郵便物や︑私たちを一
氣に運んでくれる︒
くらもなくなってしまった︒

十㎜6 大事にしまっておいた倉の物も︑あと︑い
十一503園 どうぞ私に代って︑おとうさんやおか
あさんを︑だいじにしてあげてくださいね︒

八脳8 ガリレオといふ姦濫が︑この町の有名な大

だいじいん ﹇大寺院﹈︵名︶1 大寺院

か

寺院へ︑お参りをしました︒
たいし か
﹇太子河﹈︹地名︺1 太子河

たいし

たいしか

九獅4 太子河を渡る︒
だいしぜん ﹇大自然﹈︵名︶3 大自然

九㎜9 文字通り大自然のふところに生まれ︑そこ
で死んで行く蒙古人たちにとっては︑

︽一

たいしゅつ・す

十一945 この大自然がくりひろげる景観に打たれ たいしゅつ n▽ごたいしゅっ
て︑

がへらうとしてるるのだ︒
曝し奉る

十二欄4 大自然は︑今︑春の喜びと活動に︑よみ
﹇対奉﹈︵五︶1

九169

シ︾

たいしたてまつ・る

十二佃2二心 今︑日本皇室に尊し奉り︑慶祝の親

自分はわざと將軍のなぞも解かず︑そ
のまま退出したのである︒

十二646園

て静かに祭場を退出した︒

リ︾

タイシテ

電を︑書き終ったところである︒
﹇大﹈︵副 ︶ 一

ニ431園タイシテワルクハナイヤウデス︒

たいして

たいしょう一たいする

900

朝︑大將としてまかり向かふ︒
はうぐわん

皇

たいせう
が︑あざやかに封照して︑

十︻629三園 ﹁御方の大診たる父判官の代官とし たいしょうてんのう ﹇大正天皇﹈︹人名︺1 大正天
て︑鎭西八郎爲朝︑一陣を承って堅めたり︒﹂

丈夫

﹇大正天皇御製﹈

大

︵名︶

大ぢゃうぶ

五291園よし︑その大蛇をたいぢてやらう︒

﹇対陣﹈

︵サ変︶

1

封陣する

︽ーシ︾
キ

︽一

カ

冬になると︑この大きな停車場に大豆の山

が積まれるさうだ︒
あは
十㎜10 粟も︑大豆も︑かうりやんも︑これ以上實

だいすき

大すき

愛馬ぶくろといって︑その中には︑馬の

ぼくは︑せんかんが戯すきです︒

春雄さんは︑軍かんが大すきです︒

﹇大好﹈︵形状︶5

のれないといふほど︑ゆたかにみのった︒

だいすき

三317
三334園
五696團

私は︑私のだいすきな︑かはいい人形と︑

だいすきなにんじんがはいってみるのだ︒

みもん文を入れました︒

六844

たい・する

済する ︽ーシ・ースル︾

﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に暮して︑元帥は

﹇対﹈︵サ変︶10

十957園私も︑馬は大すきです︒

なに︑大丈夫︒

﹁おかあさんは︑大丈夫でせうね︒﹂

大ぢゃうぶなれるよ︒

﹇大丈夫﹈︵形状︶6

大正天皇御製

大正天皇御製

だいじょうぶ

十二47

1

たいしょうてんのうぎょせい

十一644図画將義朝は︑大の男の︑大きなる馬に 七998 當時︑大正天皇は︑日光にいらせられた︒
は乗ったり︑

は親魂に子討たるるともかへりみず︑

十一655七曜 阪東武者のならひとて︑大將の前に

にあって︑

シ︾

十帽2

封ス

無二敵引高シ勇進出職シタル磨下將

﹇対﹈︵サ変︶1
サキ

大豆

畠に︑大豆や︑かうりやんなどの種をまく

かうりやんも大豆も︑刈り取ってしまひ

﹇大豆﹈︵名︶4

九㎜8

ころは︑もう滞洲の春が深くなってゐます︒

生造8

ました︒

八242團

だいず

卒モ︑

十︻574図國

たい・す

雨曇は︑足守川をさしはさんで封陣した︒

たいじん・する

い

八907 水の都ですから︑大阪には︑大小千軍百と だいじん 5さだいじん
だいしんさい ﹇大震災﹈︵名︶5かんとうだいしんさ
いふ橋があります︒
八951 大小の船の帆柱が︑林のやうに見えます︒
十四5 どらにも大小さまざまがあって︑音色も違
ふし︑︿略﹀︑その打ち方によって音が違ふ︒

十盟11 笛には大小があるから︑鳩が群になって飛
んで來ると︑笛の音がいろいろに鳴って︑

十一595図圖 大小の合戦数を知らず︑中にもせつ
かくの合戦二十鯨乱漫に及ぶ︒
たいしょうぐん ﹇大将軍﹈︵名︶1 大二軍
よしっね

︽一

十998図大將軍九郎義纒︑川端に打ち出で︑水の

おもてを見渡して︑
たいせう
﹇対照﹈︵サ変︶1 封照する

たいしょう・する

十二矧9 雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と

シ︾

た︒

十一一榊5

まつ相手の人に劃して尊敬の意を表すた

といふのが︑相手に封して禮儀のあるい

多くは家庭で用ひる物品などに劃して︑

氣鋭の井上聞多が︑反撃窯を向かふにま

徳川に封ずる朝議は︑この時から一卜し

はして︑幕府に封ずる武備を主張した︒

十二658

荻生但挾のいふところは違ってみた︒
ぶんた

をぎふ そらい

十一一602

に封しても申しわけのないことだと︑
ようん
かうした天下の輿論に封して︑ただ一人

十一413園生き物をいじめるといふことは︑佛様

﹁おなべ﹂︿略﹀などいふのがその例である︒

十一306

ひ方である︒

十一2910

めに︑

十一258

に射して︑日本は敢然と立ちあがったのです︒

十541囹横車を押し通さうとした米國︑及び英國

劃して小熊座といひ︑

九934 小さなひしゃく形に連なるのを︑大熊座に

おごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

七992

これで︑もう大丈夫︒

もう大丈夫だ︒

園囹園園囹

十︻656図圖 いざさらば︑大將に矢風を負はせ︑
引き退けんと思ふは︑いかに︒

たいしょう ﹇大詔﹈︵名︶2 大詔与だいごかいた
いしょうほうたいび
十52図 宣職の大詔換獲さる

37832

十九七七四
101 101 25 16

﹁天氣は大丈夫です︒﹂
十一889園
だいしょう ﹇大小﹈︵名︶6 大小
﹇退治﹈︵上一︶1 たいちる ︽ ヂ︾
八891 大阪は︑︿略﹀︑大小一萬以上の工場がここ たい・じる

た宣戦の大詔が︑ラジオを通して奉讃された︒

十552 お書過ぎには︑︿略﹀今日おくだしになつ
207

901
たいせい一たいそう

だいせい

﹇大政﹈︵名︶1

大政

十二佃1 すでに大政を奉還したかれに︑逆心など

︵サ変︶

1

大成する ︽一

﹇態勢﹈︵名︶←こうげきたいせい

あるべきではないが︑
たいせい
﹇ 大 成﹈

もとをりのりなが

たいせい・する
シ︾

本居宣長は︑︿略﹀︑古事記傳を大成して︑

わが國民精神の登揚につとめました︒

十一悩7

たいせいでん ﹇大成殿﹈︵名︶1 大成殿
十二35図 大成殿

八677 明くる日になって︑やっと︑大石橋の自分

だいせききょう ﹇大石橋﹈︹地名︺2 大石橋
の鳩舎にたどり着いたのである︒

九川9 大石橋で始めて停車した︒
大石橋守備隊

だいせききょうしゅびたい ﹇大石橋守備隊﹈︵名︶3
きうしや

の鳩が︑飛んで來た︒

はと

八643 大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染まった一羽

うとしたが︑

八649 早くこのことを︑大石橋守備隊へ知らせよ

じゃうな心がけを持つことが大切であります︒

九伽4囹今︑お話をうかがって︑飛行機の整備の
人間の衣食住といふものは︑みんな大切な

大切なことはよくわかりましたが︑

十7410

さび土は︑その土地特有のもので︑これ

ものであるから︑

十㎜6園

殊に支那のやうに︑廣くて大きな國では︑

がなかなか塗り物には大坊なものです︒
十㎜10

禮儀を重んじ︑ことばつかひをていねい

交通路が何よりも大切である︒

十一253

眞の敬意︑すなはち敬ふ無心がことばに

にすることが︑非常に大切なことになってみる︒

十一315

何を宣えるにしても︑そのもとをのみ

現れることが︑最も大切である︒

十一柵8国

殊に大切なことは︑かうしてわが國の古

こむことが大切だと思ひます︒

十一梱7

このやうに大切な諺語であるのに︑︿略﹀

傳が︑古語のままに残ったことである︒
十二粥8

尋しながわだいぜん

國語といふことさへも考へない人がある︒
だいぜん

十一一泌2

遠く大戦果は︑一億同胞に︑いな大東亜

いちおくどうはう

八679 大石橋守備隊では︑さっそく信書管をとり だいせんか ﹇大戦果﹈︵名︶1 大戦果
はっして︑手あつくかんこしたが︑

きがたいせつだ︒

飛行機を撃ち落す高射砲︑職車の厚い鋼鐵

髄操■こうどうたいそ

ゴムの車輪の上にとりつけられた︑小がた
﹇体操﹈︵名︶9

夏の日が︑かんかんてりつける中で︑行進
をしたり︑かけ足をしたり︑髄操をしたりした︒

五835

う

たいそう

の劃戦車砲は︑

八鵬8

の板を射抜く封戦車砲︑

八967

たいせつ ﹇大切﹈︵形状︶14 たいせつ 大切
十億の民族に︑全世界に︑かく放送されてるる︒
六349團 そのためには︑乗組員に︑勇氣とおちつ たいせんしゃほう ﹇対戦車砲﹈︵名︶2 至言車砲
やまとひめのみこと

あめのむらくものつるぎ

七194 尊の御をば倭姫命は︑︿略﹀︑特に︑大切
な天叢雲劒を尊にお授けになりました︒

てよこしました︒

八382 木曾の家に傳はつてみた︑大切な刀を送つ

が︑大切だといはれた︒

八482 どこまでも︑正確に作りあげるといふ注意
九4310 話すことばに注意して︑文字で書くのと同

六901

髄操の時間になった︒

それが美しいわになったかと思ふと︑腔操

をしたり︑いうぎをしたりします︒

六側6

七784團掛聲勇ましく髄操をしますが︑その時は︑

それから膿操をする︒
くんじ
髄操がすんで︑所長の訓示があった︒

何ともいへないよい氣持です︒

九川7

十二79 嚴かな愚民儀禮を行ったのち︑いっせい

九川8

に髄操をする︒

十二82 艘操がすむと︑みんな軌道車に乗り込む︒

﹇大層﹈︵副︶28 タイソゥ たいそう 大

て︑首を振り振り燈操をする︒

十二㎜10 波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を窮し

そう

たいそう

一737 オヂイサンモオバアサンモ︑タイソウヨ

一672 オヂイサンバ︑タイソウヨロコビマシタ︒

ロコビマシタ︒

タイソウツヨクナリマシタ︒

一743 モモタラウハ︑ダンダン大キクナッテ︑

一875 オヂイサントオバアサンバ︑タイソウヨ

犬ヲーピキカッテ︑タイソゥカハイ

ロコンデ︑モモタラウヲムカヘマシタ︒

二863

犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑

ガッテヰマシタ︒

ある日︑根もとのたいそう光ってみる

タイソウカナシミマシタ︒

二885
四328

わにざめはそれを聞くと︑たいそうお

竹を︑一本見つけました︒

兵たいさんたちは︑たいそう喜んでくださ

こりました︒

四842
四期7

北風と南風は︑たいそう仲がわるいやうで

いました︒

四㎎6

だいそうげん一たいてい

902

す︒

五48 思ひかねの神といふちゑのある神様が︑た
いそうよいことをお考へになりました︒

五257 すさのをのみことと申して︑たいそう勇氣
のある神様が︑いらっしゃいました︒

五306 尾をさいてごらんになると︑たいそうりっ
ぱな劒が出て來ました︒

五612園 からだは小さいが︑たいそうちゑのある
お方でございます︒

ると思ふと︑たいそううれしい氣がします︒

﹁もういいかい︒﹂と︑これはまたたいそ

十二778圏圃たいそう早かった︒
十一一欄5

﹇大草原﹈︵名︶2

大草原

う明かるい聲が︑︿略﹀︑はずんで來た︒
こ

蒙古の大草原を旅する者は︑あちこちにあ

もアつ

だいそうげん

九鵬2

もとのひっそりとした大草原にたちもどり︑

るオボを目當てに歩いて行く︒

九型1

オボだけが大地にぽつんと残されるのである︒

﹇大隊﹈︵名︶1

大隊

﹁そら︑大隊は︑おまへたちの破ったと
ころから︑突撃して行ってみるぞ︒﹂

六旧5園

だいたい

ウォースバイト型一隻に大損害⁝⁝⁝

十一一脳1囹職艦カリフォルニや型一隻撃沈︑戦艦

損害を與へたことがわかる︒

五614 大國主神は︑たいそうお喜びになって︑少 だいそんがい ﹇大損害﹈︵名︶2 大損害
十二㎜11更に英の職艦ウォースバイト型にも︑大
彦名神を︑おうちへおつれになりました︒

五佃6国 利根は︑たいそうりっぱな軍犬になりま
した︒

六57囹 日本の國は︑今︑たいそうさわがしいや
うである︒

六205 たちばなといって︑みかんに似た︑たいそ
うかをりの高いくだものがあることを︑

大喪にも浮かびあがって堂々と接近して

﹇大地﹈︵名︶3

大地

九刎12園

諸君は︑新しい東亜のために︑ここで大

しんかう

いっとはなしに信仰となって︑このやうな

地を開くのだ︒

ちやうど接待所の前で︑隊長が︑ズ略﹀︒﹂

﹇隊長﹈︵名︶4 隊長

オボだけが大地にぽつんと残されるのであ

オボを作り︑大地をまつるやうになった︒

九珊1
九盟2
る︒

八577

たいちょう

隊長は︑自分の子のやうにかはいがりまし

と號令を掛けました︒

た︒

九3410

﹇隊長以下﹈︵名︶1

隊長以下

シャツ一枚で︑作業を指揮する隊長があ

るやうに前進する︒

十二麗9 隊長の命令一下︑工兵隊は︑きほひかか
十二価一
る︒

二

大地を開く

大地を開く

大ていεな

九346 隊長以下何百の將兵と︑マライ人・インド

たいちょういか

人の隠道從業員たちの先頭に立って︑

九311
九脚1 二
みたいてい

たいてい ﹇大抵﹈︵副︶6

もう鳥などはたいてい寝てゐますが︑

位置を畳え︑更に十時︑十一時に見ると︑

この動き方が大てい見當がつきます︒

九923

くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒

七984 はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は

七875

るい穴をほり︑その中にはいってゐます︒

七854 たいていは︑木の細い根をぢくにして︑ま

した︒

七555 もう︑上屋の人は︑たいてい錦って行きま

たいてい

日や月が東から出て西へはいるやうに︑星 だいちをひらく ︹課名︺2 大地を開く
かなは︑だいたいきまった音で讃みますが︑
太陽が︑私たちの住む地球から見ると︑
だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑
だいたん
﹇大胆﹈︵形状︶1 大乱
だいたん

行くと︑

十二伽7

だいたん

十二㎜9

漢字にはいろいろな讃み方があります︒

十M7

もだいたい東から出て西へはいるのです︒

九914

六502 聖徳太子は︑お生まれつき︑たいそう賢い だいたい ﹇大体﹈︵副︶3 だいたい
お方でありました︒

六538 橘豊日尊は︑太子のこのおことばを︑お聞
きになって︑たいそうお喜びになりました︒
和尚さんにたいそうしかられました︒

をしやう

六佃6 お寺の小僧になってまもないころ︑ある日︑

七332園 毎日︑かうして藥をいただいてみるおか
げで︑たいそうよくなりました︒
八961 民のかまどの煙の立つやうになったのを︑
たいそうお喜びになりました︒

︽ーギル︾

十二榴8
だいち

すぎると思って︑しげしげと見た︒

艦長は︑敵船の行動としては論りに大膿

九848 いつのころからか︑北斗は︑清くんのうち だいたんす・ぎる ﹇大胆過﹈︵上一︶1 大臆すぎる
の子馬の青と︑大そう仲よしになりました︒

十一備8團 この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう
よくできて︑この間一等分だけ牧籍しました︒

十一備6国まさえさんの手で︑かはいがられてる

903
だいていぼう一タイピスト

大堤防

で人を見るとく略﹀なつかしげに近寄って理る︒

十﹁㎜7 これはたいてい人に飼ひならされたもの
﹇大堤防﹈︵名︶1

十島4 夜を日に勢いでの仕事に︑さしもの大堤防

だいていぼう

﹇大敵﹈︵名︶2

大敵

も︑日ならずしてできあがった︒
たいてき

十二975図幽 父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打
ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒

大典

今度の合戦は天下の安否たるべし︒

態度

大刀

大東亜戦争が去ると︑母は日本人であると

いふので︑敵の官憲からにらまれ︑

九2910

それでこそ︑︿略﹀大東亜職孚を︑戦

大東亜戦孚は︑一面にことばの戦です︒

十一佃8国

九342

﹇大東亜戦争開始

ひぬくことができるに違ひありません︒

だいとうあせんそうかいしいらい

さん︒﹂

大

日向を船出して︑都したまうた國は大

やま

十二柵2圏熱帯の海から流れ起る黒潮︑わが大日
ひうが

本の磯を洗ひながら︑北上し︑

十二欄6圏

﹇大日本帝国﹈︹地名︺1

稚︑わが大日本はおほやまと︑

だいにっぽんていこく

大東亜戦孚開始以來

日本帝國

以来﹈︵名︶1

﹇大日本帝国海軍﹈

四174園﹁あ︑わかった︑大日本帝國海軍︒﹂

︵名︶1 大日本帝國海軍

だいにっぽんていこくかいぐん

大東亜職事開始以來︑この學校に監禁さ 四173園 ﹁大日本帝國︒﹂

大

十一一2210

大塔宮

だいたふのみや

﹇大塔宮﹈︹人名︺4

れてるた約八千の邦人が︑

ほうでう

あれこそは︑大塔宮の御客である︒

大都市

第二与たいへいようだい

クワウソ

フ

﹁天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇詐ヲ践メル

テンイウ

大日本帝國天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒

十557図

﹇第二班﹈︵名︶1

第二班

第二報

第二班に︑命令がくだりました︒

﹇第二報﹈︵名︶1

﹇大任﹈︵名︶2 大任

いたはしくお思ひになったのでせう︑

﹇大爆音﹈︵名︶2 大爆音

その笑顔がまだ終らないうちに︑またし

ても大爆音が二回︑ はっきりと聴音された︒

十一一鎚2

だいばくおん

十722大任を果したわれわれ搭乗員も泣いた︒

︿略﹀︑

七193尊が二度の大任をお受けになったのを︑

たいにん

十636 績いて︑第一一報があった︒

だいにほう

六柵3

だいにはん

十611 ﹁敵艦爽見︒﹂の第二電が來た︒

大塔宮は︑義光の忠義を心からお喜びにな だいにでん ﹇第二電﹈︵名︶1 第二電

大塔宮を御道筋に待ち受け申し︑

︵名︶1 大日本帝國天皇

大塔宮は︑北條高山征伐のため︑兵をおだいにっぽんていこくてんのう ﹇大日本帝国天皇﹈

だいたふのみや

七655
つた︒

だいとし

大阪が︑水の都として襲達し︑︿略﹀︑今日
ほくりょう

奉天はまことに平な大都市で︑ただ北陵
﹇第二﹈︵名︶3

道眞は︑つづいて︑第二の矢を引きしぼり
やがて第二の太鼓が山全艦に響き渡って︑

大日本

︵名︶一 タイピスト

八佃−o園 ﹁かには︑ピヤノの先生ですね︒﹂と︑ぼ

タイピスト

ひ入り︑ 大爆音をあげて轟沈させたのであらう︒

第二・第三の雷撃機隊が︑次々に現れて攻 十二㎜4 魚雷は︑みごと敵艦の火藥庫か何かにく
﹇大日本﹈︹地名︺3

四172囹﹁大日本︑その次は何と讃むの︑にい

だいにっぽん

撃にかかる︒

十6710

儀式に使はれるいろいろな祭具が運ばれる︒

九158

ました︒

六下8

にだいさんかんたい

だいに

の松林が小高く見えるだけである︒

九㎜2

のやうな大都市となったのは︑

八963

﹇大都市﹈︵名︶2

七642園

七632

集めにならうとして︑

七621

塔宮

だいとうのみや

十二9910率由 大敵︑今戸を惹くして來たるなれば︑
﹇大典﹈︵名︶1

九103 この御儀は︑天武天皇の御主に定められ︑

たいてん
ぢとう

﹇態度﹈︵名︶2

第一回の大典は︑持統天皇の御代に行はれた︒
たいど
つて︑軍勢をさし向けたのであるが︑

十衛9 かうした宗治の態度に︑秀吉はいよいよ怒
十二733 一命を取り止めた聞多が︑罫引の母の慈
﹇大刀﹈︵名︶1

愛の態度を聞くや︑病床にさめざめと泣いた︒
だいとう

大東亜

十二6610 すかさず第三の男が︑大刀を振るって聞
多のせなかを眞二つ︒
﹇大東亜﹈︵名︶2

九255團 住民たちも︑心から日本軍になついて︑

だいとうあ

いちおくどうはう

大東亜の建設に協力してくれてみる︒

十二脳2 遠く大戦果は︑一億同胞に︑いな大東亜
十億の民族に︑全世界に︑かく放送されてるる︒
だいとうあかい ﹇大東亜海﹈︹地名︺1 大東亜海
けん

大東亜

みる大東亜海へ︑一機も敵を寄せつけないために

十二㎜5 制海椹・制空椹ともにわが手に握られて
は︑

だいとうあせんそう ﹇大東亜戦争﹈︵名︶3
職孚

だいひょう一たいへん

904

代表する

︽一

くがいふと︑にいさんは︑﹁それよりも︑タイピ
ストさ︒﹂

﹇代表﹈︵サ変︶3

だいひょう 3りょうぐんだいひょう

シ︾

だいひょう・する

孚するのだ︒

五892園 おまへたちは︑この軍艦を代表して︑競

をあげて辞まれました︒

七432 校長先生が︑先生がたを代表して︑玉ぐし

だいぶ

十二394図團

古人いへらく︑

大佛を見かけて遠

東大寺の大佛ができ︑ノーンドから高僧が

き冬野かな︒

十二451
ごくらく

は

長谷観音の

せ

むかしを固く封じたり︒

光は今もかがやき

大佛殿

翠嵐寺坂越え行けば︑

渡海して來たこうのはなやかな奈良の都を︑

正倉院は天平の

大佛殿に佛燈の

﹇大仏殿﹈︵名︶1

露坐の大佛おはします︒

十二751図魍
堂近く︑

だいぶつでん
て︑

しやうさう

十二374図魍

のです︒

十備5

世界中のゴムの大部分は︑南洋から出る

ふんくわ

大部分の漢字は一つの音で讃みますが︑

火山で︑穴は噴火口です︒

十382

あのあばたのやうに見えるのは︑大部分が

六412園

七433 次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表し だいぶぶん ﹇大部分﹈︵名︶5 大部分
﹇大分﹈︵副︶8

て玉ぐしをあげて拝みました︒
だいぶ

四797圃圓 今夜はだいぶ つもるでせう︒
五843 先週の金曜日に抜いたのに︑もうのびた草
﹁だいぶ大きいらしいそ︒﹂

がだいぶある︒

六707園

十一564図 敵艦の大部分は︑わが艦隊のためにあ
ほくわく
るひは撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑
ンでも大部分を占めてみる︒

し

七335園おなかの病氣で︑長い間寝てゐましたが︑ 十一脳2 ボルネオの住民であるダイヤ族は︑クチ

六719 火もとからは︑だいぶはなれてゐましたが︑
このごろは︑おかげでだいぶよくなりました︒

大佛

大福餅

﹇大平野﹈︵名︶1

大平野

﹁あじあ﹂は︑︿略﹀︑満洲の大平野をまつ
太平洋

5にし

太平洋の

太平洋

太平洋⁝⁝⁝百四十六

︹連名︺2

二十一

太平洋
﹇太平洋﹈︹地名︺10

二十一

すそ引くはての松原に︑
波が立つ︒

四51團

たいへいよう

たいへいよう

十二描1

十二310

たいへいよう

しぐらに突進す︒

九蹴6

だいへいや

とこしへに﹁太平﹂の海なのである︒

十二捌1圃太平洋は︑皇國の辛めによってのみ︑

九965 後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑ たいへい ﹇太平﹈︵形状︶1 太平
人も家も︑小さく見える︒

十362園 レンズは︑だいぶ上等なんだ︒

十二㎜8 桑畠の雪もだいぶ減って︑あちらこちら
に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒
たいふう
﹇台風﹈︵名︶2 雄風 西風
たいふう

たいふう

しま

十二蘭7圏 わが南洋から巻き起る麗質は︑
おほや
十二糊7圃 黒潮と麗風と︑その焦鮎に︑神は大八
﹇大福餅﹈︵名︶1

洲を生み︑皇祖皇宗は國を肇めたまふ︒

だいふくもち

﹇大仏﹈︵名︶3

まんの話に花を咲かせたりします︒

七802国 お汁粉や︑大福餅をたべながら︑お國じ
だいぶつ

八槻7

蒙古風といふのは︑︿略﹀︑海を越えて︑日

太平洋のかなたから押し寄せて來るみどり

本から太平洋まで吹いて行く大きな風です︒

の波が︑きらきらと光りだす︒

九473

十一川図太平洋

太平洋の夜明け︑遠い地平線上に︑黒煙

のなびくのが漕望鏡に窺った︒

十二伽1

ベーリングの荒海を巻き︑︿略﹀︑アメ

は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二描5圃遠くわが南洋の島々まで︑太平洋の波
十二帽1圃

太平洋︑南支那海︑東支那海︑日本海︑

リカ大陸に沿うてひろがる﹁太平洋﹂

十二嘲8圃

太平洋は︑甘露の鎭めによってのみ︑

オホーツク海
十二㎜8團

太平洋に績く南支那海の潮の色と︑イン

とこしへに﹁太平﹂の海なのである︒

十一一蹴4

﹇太平洋第二

ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑

本國における海軍のほとんど全勢力を

太平洋第二・第三艦隊

たいへいようだいにだいさんかんたい

十一517図

第三艦隊﹈︵名︶1

やあ︑たいへん︑たいへん︒

﹇大変﹈︵形状︶14 たいへん

大攣

墨げて編成せる太平洋第一一・第三艦隊は︑

やあ︑たいへん︑たいへん︒

たいへん

三859園

たいへんな勢で︑ひるも夜も︑ぐんぐん

三859囹

とのびていきました︒

四63

それはたいへんなことだ︒

たいへんなけんくわになりました︒

四372囹
四572

四皿7団枯らしてはたいへんだと思って︑毎朝︑

何しろ十萬といふ敷ですから︑これを送る

これは︑たいへんだ︒

水をとりかへてゐます︒

五182園

八107

905
たいへん一たいま

のはたいへんなことでした︒

九帽3園 寒い時もたいへんでせうが︑暑い時も苦
しいでせうね︒

手踊6囹 ﹁きみたちの班は︑朝が早くてたいへん
だな︒﹂

九別4 この時は︑遠いところがらたくさんの人が
集って來て︑たいへんなにぎはひである︒

十217園 大攣だ︒

大

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも大歪なことででもある

十242園 大壷だ︒村中の人に來てもらふんだ︒
十一451

やうに︑紫の君は源氏にいったQ
たいへん ﹇大変﹈︵副︶6 タイヘン たいへん

二675園池ノウチニ︑タイヘンヨイムスメガ

攣

アリマス︒

五川5園 この間︑つりばりをのどにかけまして︑
たいへん苦しんでみるところでございます︒

六165国 お手紙のことを姉に申しましたら︑たい
へん喜んで︑ぜひ参りたいといってゐます︒
八4810 第一に設計圖をかくことになった︒これは
たいへんむつかしいので︑

九鵬9園私たちは︑わが航空部隊のめざましい働
にっしん

きを聞いて︑たいへん感激してみるのですが︑

十959囹 日清職孚の時︑乗ってみた馬が揮でたふ
れ︑大漁かはいさうに思ったことがあります︒
ていさつ

十622 まつ偵察機隊が出嚢し︑八時を過ぎて︑大

だいへんたい ﹇大編隊﹈︵名︶2 大編隊
編隊は︑国字に分れて次々に南へ飛び立つた︒
十一一加3 十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の
大砲

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒
﹇大砲﹈︵ 名 ︶ 1 5

潜水艦には︑大砲もある︑機關銃もある︒

の軍かんをどしどしうちます︒
六337国

﹁ダーン︑ダーン︒﹂ものすごい大砲の音と

ときどき︑あたりをふるはすやうな︑大砲

ともに︑あたりの土が︑高くはねあがります︒

六備3

八595

大砲を作る工場へ行ってみると︑

あちらの村でもこちらの村でも︑かう
七593

つねに大木を保護するとともに︑植林によ

正成は︑高いがけの上から大木を落させた︒

いって︑この大木を見あげました︒

四82

九116

つて︑あとからあとから育てて行くやうにしなけ

青々と大空をおほふ檜の大木が︑美しい柱

九142

ればならない︒

どこで大砲を撃ってるるのか︑わかりませ

十一874

その鐵を︑大砲の形とは似ても似つかない︑

大砲のできるま

本鶯嚢表

あたりにだんだん霧がわいて來て︑大木

いつのまにか大木が少くなって︑せいの

乃木將軍はこの旨を大本螢に打電し︑

大

この夜︑満洲國皇帝陛下は︑大本螢の

﹇大本営発表﹈︵名︶1

かへりに︑たいまをいただき︑宇治橋の

﹇大麻﹈︵名︶5 たいま 大麻

九166 大麻でおはらひをする時のやうに︑左右左

祝詞が讃まれる︒

のりと

九163 大麻を振って祭場が清められ︑おごそかに

らひをしてくださいました︒

七416 神主さんは︑大麻をふって︑みんなのおは

てあるのです︒

七239 神だなには︑皇大神宮の大麻がおまつりし

鳥居のそばで︑しゃしんをとりました︒

五109團

たいま

ラジオ放送lI大本野望表である︒

十二圏10

最前線の決戦場︑南半球の珊瑚海で聞く

だいほんえいはっぴょう

歴史的な爽表を聞し召し︑

十二備4圃

十851

だいほんえい ﹇大本営﹈︵名︶2 大本螢

低い細い木が目につくやうになった︒

十一894

の幹を︑かなたへかなたへと薄く見せた︒

十一881

﹁さるをがせ﹂などを︑

大木から長くひげのやうにぶらさがる

のやうに立ってるる中立神宮備林の朝である︒

飛行機を撃ち落す高射砲︑︿略﹀野砲や︑

の音がします︒

ん︒

八603
八968
八971

重砲llかうしたいろいろな大砲は︑
八973

さうしなければ︑︿略﹀砲弾を撃ち出すや

いがたへ流し込みます︒

八㎜3

ほんの少しでも︑あけ方がくるふと︑大砲

うな︑がんじょうな大砲にはならないのです︒

典麗1

しかし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大

の役目を果すことができないので︑

八麗9

いろいろな大砲が︑どしどし作られて︑日

砲がすっかりできあがったとはいへません︒

八脳3

毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑

本の國をしっかり守ってくれるのです︒

九悩9

一時に爆音が起り︑戦車・大砲・トラッ

みかたは一時氣勢をあげた︒

十一一鵬6

クが︑績々と橋を乗り切って行く︒
よゆう

職車を通らせ︑大砲を前進させて︑敵に

大砲のできるまで

大砲のできるまで⁝⁝⁝九十六

︹課名︺2

立ちなほる三婆を與へないのである︒

十二町1

で

十九

十九

たいほうのできるまで

八38
八965

三331囹 大きな大砲がいくつもあって︑てき たいぼく ﹇大木﹈︵名︶7 大木

たいほう

たいまつ一たいよう
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﹇松明﹈︵名︶4

たいまつ

と来たび︑︿略 ﹀ を の を 打 ち 込 む ︒

たいまつ

十567

天皇陛下の大命を奉じて︑今こそ新しい國

生みのみわざに︑はせ参じてみるのである︒
もうきやう

地球上のやうに︑太陽から來る光や熱を調

節するものがないから︑

十405

かんとさえた冬空︑太陽が︑まぶしく仰

あたり一面油の海に︑南の太陽が︑きらき

らと光ってみた︒

十7110

がれる︒

十485囲

つて見えるでせうが︑

大命を葬されて︑王は蒙彊の地へ御出 十411 太陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光

タイヤ

与ごたいめん

征になる︒

七6010 たくさんのたいまつを出して︑これに火を 十一108
つけて︑橋の上に投げさせた︒

︵名︶2

見ると︑その車のタイヤが︑ひしゃげて

︵名︶2

し

ダイヤ族δうみダイヤぞく・

ボルネオの住民であるダイヤ族は︑クチ
ダイヤ族には︑陸ダイヤと海ダノーヤとの

太陽⁝⁝⁝百二十八

太陽

十七

︹課名︺2

十二36

太陽

だすと︑

大名
ゑつちゆうのかみ

九513

じりじりと︑

照りつける太陽︒

頭の上では︑夏の太陽が︑かんかんと照つ
太陽のゆたかな熱と光とを吸って︑すくす

大きなさめーーその白い腹が朝の太陽に光
太陽があかあかと四方の山々を照らし︑

り︑ひれが力強くぴんと左右に張ってみる︒

九487

うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝

八旧2圃雨の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくや

くと育つた皇湾のバナナは︑

年給6

太陽

十七

大名﹁要もとしめては︒﹂

七745圃

﹇大 名 ﹈ ︵ 名 ︶ 3

大命

春になって︑暖い太陽が山↓面にかがやき

﹇太陽﹈︵名︶55

大 名 ﹁やい︑太郎冠者︒

七917

六256

たいよう

十二旧7

たいよう

二種族がある︒

十一加4

ンでも大部分を占めてみる︒

十一脳2

りくダイヤぞく

ダイヤぞく

いて︑空氣がぬけてしまったのです︒﹂

太陽や月が︑大きなかさを着るのはこの

丸木橋に立って︑朝の太陽の前に身じま

まだ︑朝の太陽はのぼってみない︒

太陽でも月でも︑おぼろにしか見えませ
十一785

十一一慨4

ける︒

十一一鵬2

きのふの雨はからりと晴れて︑太陽は︑

くわつえふ

まばらな澗葉樹林を通して︑太陽がじ

﹁さうしかんば﹂のはだが︑梢からもれ

濃霧がだんだん薄れて︑太陽が洋上にに

しょねつ

やがてぎらぎらと太陽が中天にのぼると︑

太陽の輝く青い空︑何といってあの明か

ギリシャの國旗が︑朝の太陽に照らされ

その上を︑熱望の太陽がかんかん照りつ

るさをいひ表したらよいだらう︒

十ニー44

焼けつくやうな暑熱が地上を支配する︒

十︻川11

ぶい光を投げかける︒

十﹇梱8

る太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒

十一865

りじりと照りつける︒

十一851

ほがらかにこの温泉の谷間を照らしてみる︒

十一829

ひを正し始めた高い山々の針葉樹林を見あげる︒

十一819

ん︒

十一737

雲のかかった時で︑

十一718

かぶとが銃劒を引きずって動いて行く︒

三893園﹁タイヤの中のチューブにあながあ 十梱9 ぎらぎらと太陽の光を反射させながら︑鐵

ゐました︒

三889

タイヤ

十222 ﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五兵衛 たいめん
は︑大きなたいまつを持ってとび出して來た︒
をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒

十229 かうして︑自分の田のすべての稻むらに火

大名

十㎜5 農夫たちは︑はうきを持つたり︑たいまつ
﹇大名﹈︹話手3
︺1

を持つたりしたまま︑

だいみょう

十二592罪人としてひとまつ細川越中守以下︑
四人の大名にお預けといふことになった︒

十二616 浪士を預った大名も残念とは思ひながら︑
かうなっては何ともしやうがない︒

﹇大命﹈︵名︶2

十二776園 このあたりの大名でござる︒
たいめい

てるます︒

大名﹁や︑おのれ︑買物にはまんまとだ

大名﹁ 骨 み が き は ︒ ﹂

大名﹁ ま つ 地 紙 よ く ︒ ﹂

大名﹁いかにも大きな末廣がりぢや︒

大名﹁これが︒﹂

大名﹁ こ れ は 何 ぢ や ︒ ﹂

大名﹁大儀であった︒

大名﹁太郎冠者︑もどったか︒﹂

大名﹁急げ︒﹂

大 名 ﹁たいそう早かった︒

大名﹁このあたりの大名でござる︒

110852964210486う

まされて︑ 申しわけに︑はやしものをするとは︒

だ
十十十十十十十十十十十十十い
ニニニニニニニニニニニニニみ
87 85 85 85 85 84 84 84 84 83 了8 77 了了
よ
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たいようそのもの一たいりく

ながら︑緑の波の上に光ってみる︒

十二倣10 眞赤な太陽が︑シドニー沖の海面に落ち
てから︑二時間もたったころであった︒

十二伽8 人類にとって︑否︑すべての生物にとつ
て︑太陽ほどありがたいものがあるだらうか︒

十二欄1 太陽は︑私たちに絶えず熱と光とを二つ
てよこす︒

十二伽4 太陽こそは︑あらゆる生命の源泉なので
ある︒

十一一伽2 かりに︿略﹀︑地球を太陽の中心に置く
としても︑月は太陽の内部を廻るだけである︒
十二柵2 月は太陽の内部を廻るだけである︒

十二欄4 地球と月との距離が︑今の約二倍なくて
は︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

太陽のやうな天正は︑ただ一つあるだけ

であらうか︒

十二齪10
かりに︑太陽をもつともっと遠いところ

つまり太陽は︑夜の空に無敷に輝く星の

で見るとすれば︑

十一一柵1

十二榴3
一つなのであるが︑

幽い憎い宇宙には︑太陽と同じやうな天
その中には︑太陽より小さいもの︑太陽

腔が︑ほとんど敷へ切れないほど存在する︒

十二榴6
十二駕7
十二榴7

その中には︑︿略﹀︑また太陽の敷百倍と

太陽とほぼ同じ大きさのものもあるが︑

とほぼ同じ大きさのものもあるが︑
十二鵬8

波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を罵し

いふすばらしいものがあるのである︒

十二㎜10
十一一㎜11

その歌聲につれて︑太陽はいよいよ赤く︑

て︑首を振り振り盟操をする︒

を十ニセンチのゴムまりとしてみても︑太陽は直

十一而6 月を直樫三センチのピンポンの球︑地球

幾重にも輪を重ねて湧きあがったと思ふ

大きくなる︒

十一一川1

十二㎜4

もう太陽は没して残光は見られなかった︒
に受けて︑異様に輝き渡ってみる︒

なな
海面は︑今落ちかかる太陽の残光を斜め

うちに︑太陽をさへぎり︑青空を埋めて行った︒

十二脳11

樫十三メートルといふ大きなものになって︑

十二㎜9 大きな太陽が︑私たちの住む地球から見
ると︑だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑

十二㎜10 いふまでもなく︑太陽が月より非常に遠
いところにあるからである︒

十二梱1 地球から太陽への距離は︑凡そ一億五千

はいけい

また太陽が沈んで行く︒
沈みかかった太陽を背景にして︑

十二鵬6園
十二川9

萬キロで︑月への距離の約四百倍に當る︒

十二梱5 これほど遠いところにありながら︑太陽

すでに太陽は没して︑西の方だけが眞赤
太陽そのも

十二珊2

﹇太陽其物﹈︵名︶1

太陽そのものの温度は︑表面で約六千度︑
平

眠るるやうにすべること二町齢にして︑

﹇平﹈︵形状︶5

八336図

たいら

内部はもっともっと高熱である︒

十二纈8

の

たいようそのもの

に暮れ残り︑

は︑私たちに十分な熱と光とを送ってくれる︒

ある︒

十二梱7 太陽から出る熱量は︑すばらしいもので

スを通して太陽を見ると︑

十二髄3 濃い色ガラス︑または黒くいぶしたガラ
十二麗5 それが太陽の黒鮎と呼ばれるもので︑

十二齪7 黒駝は︑太陽の表面に起る大きなつむじ
風だといはれ︑

やや平なるところに着きぬ︒

食思7 見渡すかぎり平な地平線に︑大きな夕日が

ほくりょう

奉天はまことに平な大都市で︑ただ北陵

赤々とはいって行きます︒

九㎜2

天爵のよい日︑底が平で︑上が山の峯の

の松林が小高く見えるだけである︒

﹇平﹈︵下一︶4

平げる

︽ーゲ・ーゲ

やや廣く平なところに︑三角鮎を示す石

やうに積みあがった形に現れる白い雲は︑

十一7510

十一901
があった︒

ヨ︾

たいら・げる

七189 日本武尊は︑そののち︑東の國のわる者を

尊は︑生き残ったわる者どもを平げて︑な

平げよといふ勅をお受けになりました︒

ほも東へお進みになりました︒

七2210

七7910国大きなアルミニュームの食器に︑山もり

東国の賊を平げて︑尊︑西へ蹄りたまふ

にした御飯を︑見るまに平げてしまひます︒

あしがら

時︑相模の足柄山を越えたまふ︒

九93図

ゑつ

塩豆盛

たひらのこれもり

﹇平維盛﹈︹人名︺1

つねもり
平の経盛

大將平心盛は︑十萬騎を引きつれ︑越

たひらのこれもり

たいらのこれもり
ちゆう

八295図

﹇論断盛﹈︹人名︺1
つねもり

中の國︑となみ山に陣を取る︒

たいらのつねもり

大力

十m1図 のちに聞けば︑平の経盛の子︑敦盛とて︑

﹇大力﹈︵名︶3

生年十七にぞなりにける︒

九観4 重手を負ひながらも︑鹿介は大力の新左衛

だいりき

あ

き

さねみつ

門を組み伏せてしまった︒

十麗9図 安藝の太郎實光とて︑およそ二三十人が

ほんじやうばう

力ある大力の者︑

大陸nVアメリカたいり

ここに本性房といふ大力の僧︑

﹇大陸﹈︵名︶5

十一219図
たいりく

たいりくてき一たうえ
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八慨6 蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き起つ

く

て大陸を吹き渡 り ︑

九㎜5 あこがれてみた大陸に︑第一日を迎へるの
だ︒

十一価4囲 それとも︑大陸の氣候が私に合ふのか
も知れません︒

十一㎜4 夜が來て︑山脈の上の黒水晶のやうにつ
やつやした大陸に︑南十字星がかかって︑
十二幣5圃 かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑
︿略﹀︑遥かに ア メ リ カ の 大 陸 を つ く ︒
よきょう

けいば

たいりくてき ﹇大陸的﹈︵形状︶1 大陸的
にも大陸的な蒙古ずまふが行はれたりして︑

〆粕9 鯨興として︑勇ましい競馬があり︑いか
たいりくにっぽん ﹇大陸日本﹈︵名︶1 大陸日本

出ます︒

八223團
大連から

大連から︑特別急行列車の﹁あじあ﹂が
大連から

だいれん

︹課名︶2

大連から⁝⁝⁝十九

だいれん

大連から

だいれん
﹇大連発﹈︵名︶1 大連登

四

四

だいれんから

八25
八191
だいれんはつ
退路

片岡・瓜生・東郷の諸隊はその退路を

﹇退路﹈︵名︶1

大連護の﹁あじあ﹂に︑ぼくは乗った︒

だいれん

九八3
たいろ

十一556図

たいわん

絶ちて︑午前十時十五分まったく敵を霜露せり︒
たいわん
﹇台湾﹈︹地名︺20 墓湾 塁湾

たいわん

地震がありました︒

昭和十年四月二十一日中朝︑幽谷で大きな

六慨5園﹁あれは︑垂溝からのバナナです︒﹂
たいわん

七235

て︑

憂灘は︑明治以來日本の領土になりました
その途中にある藍本へも︑早くから往干し
垂潟に住んでみる日本人も︑たくさんあり
ました︒

七川4

濱田彌兵衛は︑︿略V船長として︑いつも
ところで︑そのころ︑ひょっこりと垂灘へ
かれらは︑兵力を以て垂滑の港を占領し︑
そこに城を築きました︒

七麗1

現れたのが︑オランダ人です︒

七川10

墓灘から南支那へ通ってゐました︒

七回8

垂潜のオランダの長官ノイツの不法な仕打

たいわん

七m1
に︑

七㎜4

九躍7 ここが大陸日本の第一線なのだ︒
だいりさま ﹇内裏様﹈︵名︶1 だいり様

が︑

大連

津川1

四川1魍 まあ︑お久しい︑だいり檬︒
たいりょう ︹揚名︺2 浸れふ

六312 二十三 乱れふ⁝⁝⁝百二十六
六櫛1 二十三 蒙れふ
たいりょう ﹇大漁﹈︵名︶3 哀れふ 大漁
威勢よく風にひるがへってゐました︒

六伽5 膨れふを知らせるまっかな吹流しが二本︑

十一724 またこの雲が出るといわしの大漁がある
といふので︑いわし雲ともいひますが︑
﹇大連﹈︹地名︺3

十一梱1囹 きっと大れふだぞ︒
だいれん

武器を積んで︑垂灘に着いた時︑

八197團私の送ってあげた大連の給はがきや︑地 七麗10 彌兵衛が︑末次船中さうを仕立て︑荷物や
圖が︑教室に張ってあるさうですね︒

恥を七七にさらしたくありませんでした︒

八2110團大連の港は︑ずるぶん大きくて︑毎日た 七口5 彌兵衛は︑もうこの上がまんして︑日本の
くさんの船が出たり︑はいったりして︑

七梱5

日本船は︑受け取った荷物をいつぽい積み︑

たい
私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑垂

︿略﹀︑堂々と皇子の港を出航しました︒
わん

八137

蔓灘にさへ行けば︑バナナの木がどこにで

溝のゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

いくら垂灘でも︑あの美しいバナナが︑野

もあって︑

八141
八144

璽灘では︑よく山ぞひの土地に︑バナナが

墓濟のバナナにしても︑それと同じことな

生でできるのではありません︒

のです︒

八148
八1410

皇溝から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ

植ゑてあります︒
かうぺ

太陽のゆたかな熱と光とを吸って︑すくす

汽船は︑いつもバナナを積んでゐます︒

八182

八186

たいわん

このつらい手當の最中にも︑少年は︑決し

﹇台湾語﹈︵名︶1 薫製語

南の沖縄や奎湾でしたら︑ずっと低くなり

おきなは

くと育つた璽潜のバナナは︑

ます︒

九8810

七257

たいわんご

たふ

︽一へ︾

宮機を迎ふるの光榮に浴す︒將兵一

﹇耐﹈︵下二︶3

て吉至濤語を口に出しませんでした︒
た・う

十一137団国

学風のからきにたへて枝ぶりのみな

しほ

同感激にたへず︒

たくましき磯の松原

十二51図國

十二942口D凶敵より送り來たれる父の首を見て︑悲

十二

十二

田植

田植

田植⁝⁝⁝六十四

︹課名︺2

しみにたへず︑ひそかに持越堂の方へ行きけり︒
たうえ

五31

﹇田植﹈︵名︶5 田うゑ 田植

五641
たうえ

909
たえ一だが

三573 今︑田うゑのさい中です︒
いつる月のかげのさやけさ
小川のせせらぎの音が︑かすかに聞えて詰る︒

三578園 ﹁つゆの雨がふるので︑田うゑができ 十一791 にぎやかな聲の絶え間を縫って︑︿略﹀
るのだ︒﹂

妙
ないが︑

十二田3囹

今開城に七って閣下と會歯することは︑

前半分を聞いてさへ︑私は喜びにたへ

喜びにたへません︒

十893園

六459 すると︑その時︑罵眞がかはって︑田植を た・える ﹇耐﹈︵下一︶2 たへる ︽1へ︾
してみるところがうつりました︒

六466囹 しかし︑これも南洋の田植です︒
﹇妙﹈︵形状︶1

七397 もうまもなく︑田植が始ります︒
たえ
に天上に響き渡った︒
絶えず

﹁︿略﹀︒﹂といひ終って︑たけるは息が絶え

このやうな話をしながら︑藥の風呂にはい
それっきり︑少年の息は絶えてしまった︒

﹇倒重﹈︵五︶1

倒れ重なる

二言ともいはず︑兄弟同じ枕に倒れ重

たおれかさな・る
︽ーッ︾

なって死にけり︒

十一214図

もし石の目を見まちがへれば︑石は︑

﹇倒方﹈︵名︶1 倒れ方

十ニー95

たおれかた

﹇倒﹈︵下一︶12 たふれる 倒れる ︽一

︿略﹀︑思はない倒れ方をする︒

たお・れる

五894囹

みんな心を合はせて︑一生けんめい︑た

レ・ーレル︾5なきたおれる

五㎜5

一人倒れ︑二人倒れ︑三人︑四人︑五人と︑

利根は︑ばったりとたふれました︒

ふれるまでこぐのだぞ︒

六佃9
六佃9

四人︑五人と︑次々に倒れて行きます︒

一人倒れ︑二人倒れ︑

次々に倒れて行きます︒

心理9

それが︑見てみる人にはかへっておもしろ
く︑笑ひ聲が絶えない︒

点る

︽ールル・ーレ︾■

倒れ落ちる

だが

﹁あっ︒﹂とさけんで︑たけるは倒れました︒

そこに︑三江が倒れてゐました︒

日清溶炉の時︑乗ってみた馬が揮でたふ

この物音に驚いて︑村の人たちがかけつけ

﹇鷹﹈︵名︶1 たか

南東をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑

︵接︶12

だが

たかの一群を見たので︑すばやく低空に移った︒

八664

たか

てみると︑楊少年が倒れてみる︒

十㎜1

れ︑大攣かはいさうに思ったことがあります︒

十958囹

にっしん

はっきり見えた︒

十6910 レパルスの水兵が甲板に倒れてみる姿が︑

倒れてゐました︒

七251 少年は︑頭と足に大けがをして︑道ばたに

七168

六俄8

と倒れました︒

すると︑どうしたはずみか︑北川が︑はた

﹇倒﹈︵下二︶2

﹇倒落﹈︵上一︶1

きつねは︑その矢につき當りて倒れたり︒

チル︾

たおれお・ちる

爆音とともに︑家ほどもある御影石が︑
ごろんごろんと︑倒れ落ちる︒

十期日64

︽一

九606図矢は︑︿略﹀︑きつねの前なる土に立ち︑

びて倒るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒

八331図試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑ころ

なきたおる

たお・る

δいたおす・きりたおす・なぎたおす・ひき

六伽6
たおし

nVよこだおし

十畑7

十㎜11

る病人が︑いつも絶えませんでした︒

七357

ました︒

七183

十二573 とたんに︑妙なる樂の音が起って︑朗か た・える ﹇絶﹈︵下一︶4 絶える ︽ーエ︾
﹇絶﹈︵副︶7

八892 林のやうに立ち並ぶ煙突から︑絶えず黒い

たえず
煙を吐き出してみるのです︒

八佃6 しかも︑その手は︑ピヤノでもひくやうに︑
絶えず動いてゐます︒

九桝3園 あらしにあってはみないだらうか︑︿略﹀
と︑絶えず飛行機の身の上を案じてゐます︒

絶え間

たおす

十8110 機械の取扱ひがたやすく︑故障が少く︑絶 たおす
えず正確に動くことにおいて︑
をなでおろしてみないと︑

十衙9 よってはならないと︑絶えず思ひ績けて胸

ぢやうぎ

十二㎜1 太陽は︑私たちに絶えず熱と光とを送つ
てよこす︒

たえだえ

ず現在の位置を急心に書き込んで行く︒

十二㎜2 コンパス・定木を手にしながら︑絶え
﹇絶絶﹈︵形状︶1

八647 信書管は血にまみれ︑身には重い傷を負つ

たえだえ

﹇絶間﹈︵名︶3

て︑息もたえだえであった︒
たえま

ぼくがころぶと︑二三人が︑ばたばたと倒
れかかって來た︒

六949

三脚11 だから︑車の動いてみる間︑絶え間なく たおれかか・る﹇倒掛﹈︵五︶1倒れかかる︽ーッ︾
﹁ キ リ キ リ ︑ リ リ リ︒﹂が響く︒

十一347図圃 秋風にたなびく雲の絶え間よりもれ

たかあしがに一たかい

910

切腹といふのは︑どこまでも武士の名智

みるのを見ると︑

十二614

たかあしがに

を重んじた扱ひであった︒だが︑世間はすっかり
﹇高足蟹﹈︵名︶1

失望してしまった︒

タカイ

たかい

高い

︽一

﹁たかあしがに﹂といふ︑大きなかにがゐ
﹇高﹈︵形︶82

五509 出ると︑高いところを走ってみるので︑川

は︑ずっと下の方に見えました︒

とっから︑茶色な煙が出てゐました︒

五533 川の向かふ側に︑工場があって︑高いえん

五557 さうかと思ふと︑急に高いところがらとび

ぼくの手先より二十センチも高い︒

おりたりします︒

五796

今では︑ぼくよりもずっとせいが高いが︑

せいも高うございますが︑鼻が恐しく高

五811

ツチヲタカクシテ︑山ヲツクリマシタ︒

五981園鼻が恐しく高く︑

く︑目は︑鏡のやうでございます︒

五979園

一403

五網6團 高いしゃうがいをわけもなくとびこえま

六206 たちばなといって︑みかんに似た︑たいそ

す︒

コ︑二の︑三︒﹂で︑たかくあげると︑

鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風をの

うかをりの高いくだものがあることを︑

たちばなを︑みささぎの前に供へて︑

うち出の小づちをふると︑一寸ぼふしは︑ 六235 枝についたままの︑美しい︑かをりの高い

はれわたり︑

六型5

放送局のアンテナが︑空高くうつりました︒

ともに︑あたりの土が︑高くはねあがります︒

菊の花咲く 六柵3 ﹁ダーン︑ダーン︒﹂ものすごい大砲の音と

は︑

私は︑さっきから︑せいより高くのびた 六川5 ﹁ひゆう︒﹂と︑音高くつるからはなれた矢
秋空高く

﹁こけこっこう︒﹂と聲高く歌ひました︒

ああ︑美

青空

ぼくのたこは︑高い空に小さく見え

日の嵩あげて︑

と歌ひだしました︒

一人の子どもが︑大きな聲で︑
青空高く

日の丸あげて︑

日本の旗は︒

むねには︑大きなかつを木が並んで︑爾
はしに︑千木が高くそびえてゐました︒

五105團

しい︑

四㎜5圏圖

高く

四㎜1圏幽

て︑すわったやうに動きません︒

四935国

﹁オー︒﹂と聲を高くあげて︑三惑のおいで

七593

七476

言書の荘司が︑︿略V︑さもとくいさうに︑

正成は︑高いがけの上から大木を落させた︒

笛の音は︑高く低く︑波を越えてひびいた︒

ずるぶん︑高いなあ︒

七908 上のいちばん高い段からは︑五年生の山本

七661囹

何か聲高く話してみるのに出あった︒

七636

になる先梯ひをなさいました︒

七417

四919團 四五十メートルのばした時は︑だれの 七407 敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立て
てあって︑それにしめなはが張ってありました︒
たこよりも高くあがってゐました︒

四577

明治節︒

四262圃

草の中に︑じっと立ってゐます︒

三697

せいがだんだん高くなりました︒

三554

んで︑やねよりもたかく尾をあげます︒

三187

どちらもぱっと開きました︒

三108

い・けだかい・こだかい︒なだかい

イ・ーウ・ーカッ・ーク︾δうずたかい︒かんだか

たか・い

ました︒

八宙8

たかあしがに

それはたいへんなことだ︒だが︑迎

漕水艦は︑からだが小さい︒だが︑︿略﹀︑

へに來てもけっしてわたさないから︑

四372園
六298團

港内にみる軍艦と︑たがひにあいさつのラッパを
吹きかはして︑海の上を進んで行くのは︑何とも
いへないゆくわいなものだ︒

七佃2園 ﹁そんなに肖りたければ︑錦れ︒﹂と吐き

出すやうにいったあとで︑﹁だが︑荷物は全部置
いて行くのだぞ︒﹂とつけ加へました︒

にいふ︒だが︑よく見ると︑月の表面は決してな

十373 きれいだらう︒﹂と︑あひっちを打つやう
めらかではない︒

十587 旗艦プリンスーオブーウェールズと︑戦艦レ

パルスを︑どうしても撃滅しなければならぬ︒だ
が︑敵は軍港深くたてこもって︑
十662 まことに死の突撃である︒だが︑わが機は︑

まるで演習でもするやうに落ち着いて︑極めて正
確に次々と襲ひかかった︒

思ふやうに動くものは︑なかなか生まれて來なか

十775 組み立てては︑それを動かしてみた︒だが︑
つた︒

ク サ キ ハ ア ヲ イ

だが︑その結果は︑惜しいことに佐吉の負けであ

十808 一年にわたる令しい比較試験が行はれた︒
つた︒

十一旧7 ﹁久佐幾波望遠以﹂とでも書かなければ
ならなくなる︒だが︑これではまたあまりに長過

し

ぎて︑讃むのにかへって不便である︒
や

想像してみたココ椰子の林も︑船着き場も︑家ら

十一脳6 船は静かにスタリン滑へはいる︒だが︑

まうじうどくじゃ

しい家さへも見えない︒
だが︑︿略﹀︑朱色のとんぼが︑壁に止ったりして

しゆい う

十一盟一 セレベスには︑猛獣毒蛇がみないといふ︒

911
たがい一たがい

くんがとんでゐました︒

七鵬5圃 どこまでも 高い空だ︒

い

す

七 3 一割といふ高い關税を彿ふことを命じまし
た︒

七M10 高い椅子にふんぞり返りながら︑
んど全部︑バナナ畠であることがあります︒

八159 何百メートルといふ高い山の斜面が︑ほと

かうした火山は︑︿略﹀︑低いのでも三百

あざやかな黄色︒

十389
熱の高い患者の氷が解けてみるので︑
どべい

どこの家も︑高い土塀を立てめぐらしてゐ

メートル︑高いのになると八千メートル
十塒10

十川5

るので︑小路は︑おのつから高い土塀績きになつ
てるる︒

文化の進んだ國︑教養の高い國民にあっ
紫式部の名は一世に高くなりました︒

ては︑

十一252

八218国高いところにそびえてみるので︑町から 十川6 おのつから高い土塀窪きになってみる︒
よく慰むことができます︒

十一3510

八6510 戦の眞最中に︑鳩は空高く舞ひあがった︒
八664 南東をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑

雲の中でもいちばん高く︑八千メートル

丸木橋に立って︑朝の太陽の前に身じま

ごうごうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐ

私たちはこの歌を聲高く讃んで

見あげるばかり高く切り立つた山だ︒

十二225 ダバオ攻撃部隊は︑︿略﹀要所をまたた

く間に占領して︑屋上高く日章旗をかかげた︒
あいさつ

十二233 トラックの上の兵士たちは︑高く手を振

先生は︑仰げば仰ぐほど高く︑接すれ

つて挨拶しながら︑

ば接するほど奥深いお方だ︒

十二344園

十二348園力のあらん限り修養しても︑先生は︑

東西の美しさを一首の中によみ入れた︑

いつでも更に高いところに立っておいでになる︒

まことに調子の高い歌である︒

十二432

十二738 八十一歳の光榮ある長壽を終るまで︑功

十二822囹高うござるぞ︒

績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

十二圃7

川底のせりの緑も︑高いはんの木の影も︑

晴れ渡った空に︑とびが高く鳴いてみた︒

ゆらゆら揺れて一つになる︒
十一一川7

十二㎜1園 風速二十メートルぐらみの南西季節風

たがひ5おたがい

が︑時には十日も績いて高い波が立ちます︒

﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂と︑たがひにい

やがて日本語を通して︑たがひにお話が

﹁申し受け﹂があって︑たがひに堅く連

しばらくはたがひに呼吸をはかってみたが︑
十一一128

九㎜6

に泣いた時には︑

八435 二人がたがひに取りすがって︑うれし泣き

に三町ばかりとなれり︒

八298図官軍たがひに押し寄せて︑その聞わっか

でき︑心持が合ふやうになりませう︒

八231団

きかはして︑海の上を進んで行くのは︑

六302国軍艦と︑たがひにあいさつのラッパを吹

ひはってゐました︒

五掴3

せまい道の縁側には︑大きなささが︑ぼ たがい ﹇互﹈︵名︶7

船は爆音高く根男面を出て行く︒

のだぞ︒﹂と︑石川先生がいはれた︒

十一849園﹁今日は︑あの山よりもつと高く登る

くらの頭をおほふくらゐ高く茂ってみた︒

十一839

らぐら動くのが︑愉快でたまらなかった︒

十一834

ひを正し始めた高い山々の針葉樹林を見あげる︒

十一8110

川のせせらぎはだんだん高く聞えて來る︒

十一814奥へ奥へと進んで行くにしたがって︑小 十一一825園 それはまた高いことちや︒

から一萬二千メートルの高さに︑

十一709

古同かつた︒

ぼくのせい

たかの一群を見たので︑すばやく低空に移った︒
より

八694圏 夏來たときは 土手の草︑
八842 爾手をひろげて高くとばれる姿は︑なんと
いふ勇ましさであらう︒

八田5 中之島や︑その附近には︑高い建物が並び︑
島の東の端には︑中之島公園があります︒
ろ
八986 この鐵が︑︿略﹀︑せいの高い大きな煉へ入
れられて︑高い温度で熱せられます︒

八987 高い温度で熱せられます︒
ド

八価2 高いところがら低いところへおりる時︑そ
あふぎ

十一988

の胸びれは扇のやうにひろがります︒

九187 運遠投が聲高く歌ふ木やり歌は︑

今︑こちらはいちばんよい時候で︑空

せいは日本人よりもずっと高く︑

がどこまでも高く澄んでゐます︒

十一伽4国
十一価6

西洋人の残して行った家は床が高く︑

き渡ると︑

九553 ﹁爾舷直︑整列︒﹂のラッパが一きは高く響
九鵬2 こほろぎがく略﹀聲高く鳴きたてる︒

十一㎜3

地熱のために暑くなり︑温度が高いので

十一川6

い上に︑

十ニー47

むしむしする︒

十二910

九柵4園機髄の中は︑ふだんでもかなり温度が高
九川4 旗竿に高く國旗をかかげた︒
十294 高くのびたポプラや︑茂ったアカシヤは︑

十272秋の空は︑實に高い︒

たがう一たかし

912

﹇違﹈︵四五︶4

たがふ

絡を取るのもそのためである︒
たが・う
ヒ・：フ︾

違ふ

︽ーハ・一

九皿6 ねらひ違はず︑狼介が宴曲のごとく引きし
一言耳にとどまらば︑わが教へにた

ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

十二893圏
がふことなかれ︒

十二985図幽 このたびこそ︑手を書くして合職仕
り候はずば︑父の申しし遺言にもたがひ︑

十二盟7 と︑豫期にたがはず︑一大勝報が︑電波
に乗ってやって來た︒
違ふ ︽⁝へ︾
みけん
思ふねらひを違へず︑︿略﹀︑眉間の眞

﹇ 違 ﹈ ︵ 下二︶1

十一212ロロ凶

たが・う

たかうち

中をぐざと射込みたりければ︑
たかうじ ﹇尊氏﹈︹人名︺3 尊氏 尊氏
たかうち

十二895図圓 正成すでに討死すと聞かば︑天下は

たがへる

︽一へ︾

﹁これは尊氏を追ひかくるなり︒﹂

尊氏これを見て︑﹁︿略V︒﹂と下知しけ

尊氏がままなるべし︒

十二918図
れば︑

﹇違﹈︵ 下 一 ︶ 1

十二967図國
たが・える

存じます︒﹂

﹇高雄﹈︵名︶1
ひえ い

じゅんやう

高雄

十湿2囹︺﹁時をたがへずおいでになり︑御殊勝に
たかお

﹇Vこぼやかわた

に︑ 加古・古老をうしろに從へて︒

ふ る たか

八274圏 御召艦比叡は進む︑ 巡洋艦高雄を先導
亜属

たかくらじ

この村に︑高倉下といふ人がゐました︒

六62園熊野の村に︑高倉下といふ者がをります

六53
から︑

ーー高倉下よ︒
高倉下は︑急いで︑天皇のおやすみになつ

高倉下は︑はっと目がさめました︒

六65園
六74

六71

たかくらじ

私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神劒を奉り︑

高倉下が︑劒を天皇にさしあげると︑

ていらっしゃるところへ︑かけつけました︒

六76
十563

金のとびが御弓の先に止ったことを思った︒
たかくら

たかくら

たかくらやま ﹇高倉山﹈︹地名︺1 高倉山
い せ
御殿舎を御藩校になる用材は︑もと伊勢の

九108

神路山・高倉山などから伐り出されてみたが︑

かみち

高さ

一メートル半ぐらみの高さのところに︑あ

﹇高﹈︵名︶21

五788

たかさ

高さ一メートル半ばかりの山を作って︑そ

ぶらぜみが一匹止ってみる︒

六912

何とかして︑きちんと高さを計れないも

あれが十型趣旨トルの高さかな︒﹂とい

つて︑國旗掲揚墓の先を見あげる︒

七741囹

して︑花が咲きます︒

八166 バナナは︑︿略﹀︑敷メートルの高さに成長

﹁これで︑百メートルの高さから飛ばす

と︑ニキロは行くはずです︒﹂

八471園

九889 もっともその高さは︑見る場所によってい

八欄3圏 飛んでみる高さは︑方向は︒

八千メートルから一睡二千メートルの高

くぶん違ひます︒

十一709

高さは五百メートルぐらゐですから︑ま

さに︑浮かんでゐます︒

入道雲の頂になると︑六千メートルから

積雲は二千メートル以下の高さですが︑

つたく手に取れさうに見えます︒

十一758
十一769

十一7610

高さ︸メートルにも足らない﹁たかねざ

八千メートルの高さになります︒

十一912

くら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒

十一晒1 部落全髄は︑高さ一丈ぐらみの竹で三つ

たかさご

今日︑高砂族といってみる島の人が︑未開

の生活をしてみるだけでありました︒

七㎜6

た床の上にできてみる︒
あの國旗掲揚嘉の高さを︑あててみるの
たかさご
たかさごぞく ﹇高砂族﹈︵名︶1 高砂族

先生は︑爾方の山の高さをはかられた︒

の上に︑旗を立てるのである︒

七672園

六914

です︒

のかな︒

七678園

あの國旗掲揚塁の高さと︑かげの長さが
同じになるといふわけだらう︒

七718囹

見あぐれば

ーケレ・ーシ︾Oなだかし

八455図心

されど債あまりに高くして︑買ふもの一

人もなく︑空しく引き錦らんとす︒

九662図

舞ひあがり︑二度三度︑ひらひらとまはりて︑

八739図扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

られ︑ゆりさげられ︑

八7210□D凶 時に風強く︑波高ければ︑船はゆりあげ

高きこずゑ︑

せいの高さに愛りはないのに︑かげだけ たか・し ﹇高﹈︵形︶13 たかし 高し ︽ーキ・ーク・
ぼくのせいの高さと同じ長さになる時が︑

が︑あんなにのびたりちぢんだりするのだな︒

七683圏
七688園

あるにちがひない︒

ところが︑ぼくのせいの高さは︑百二十

あの國旗掲揚墓の高さを計るんだよ︒

﹇隆景﹈︹人名︺2

七712園

七704園

たかかげ

かかげ

高倉下

四センチなんです︒

九掛6 尼子勢は︑ほどなく︑元春・隆景の率みる
七萬の大軍にひしひしと取り團まれた︒
たかくらじ

十衛1 三景は喜んで︑それぞれ刀を與へた︒
たかくらじ ﹇高倉下﹈︹人名︺7 高倉下

913
たかせがわ一たから

その作品は︑︿略﹀︑遠く海外にも傳はり

て︑名工のほまれはなはだ高し︒

十4710図

ひうが

与ほうじょうだかときせいばつ

十二62甘辛

︽ーッ・⁝リ・

高殿の窓てふまどをあけさせてよも
高鳴る

そこに世界の原動力が力強くひそみ︑

早雪日本の姿を思うて︑血の高鳴るのを
たかなわ

殿へお進みになってみた︒

ら

たかね

たかねざくら

高さ一メートルにも足らない﹁たかねざ

﹇高嶺桜﹈︵名︶1

比良の高嶺の雪も消え︑谷々の墨打ち解けて︑

十一馴2

たかねざくら

くら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒

出た者があったので︑

十柵2 すると︑秀吉に︑高松城水攻めの計を申し

︽ーッ︾

十善1 毛利方は︑高松城の危いことを知り︑二丁

高まる

いかにも大陸的な蒙古ずまふが行はれたり

﹇高﹈︵五︶2

の援軍を送ってよこした︒

九別10

たかま・る

して︑祭の氣分は高まって行く︒

たが︑

耕し始める

十761 次から次へと︑佐吉の考へは高まって行つ

﹇耕始﹈︵下一︶1

たからのお舟にのって來い︒

﹇宝﹈︵名︶8 たから 寳

持ってかへって︑うちのたからにしよう︒

この國のたからにいたします︒

九伽4園 甚次郎︑このかぶとは祖先傳來の寳︑こ

五646回米はたからだ︑たからの草を︑

こがねの花が咲く︒

五646圃米はたからだ︑たからの草を︑植ゑりゃ︑

四㎜3園

と思ひます︒

四佃7園持ってかへって︑うちのたからにしよう

四聖1園

二574圃

たから

のになじみのないわれわれには︑

十一肪3 耕されてみないこんな勢い原野といふも

がぼつぼつ見える︒

九㎜9 雪の少い南二才の畠はよく耕されて︑農家

などの種をまくころは︑

八御7 すっかり耕した畠に︑大豆や︑かうりやん

されて行きます︒

七374 かうして︑田の土は︑だんだんこまかく耕

たがや・す﹇耕﹈︵五︶4耕す︽ーサ・ーシ︾

八千7農夫たちは︑廣い︑奪い畠を耕し始めます︒

︽ーメ︾

たがやしはじ・める

せ
白波みなぎり瀬は高鳴りて︑さか巻く水 たかもり δさいこうだかもり

﹇高鳴﹈︵四五︶3

の櫻のさかりをぞみる
たかな・る

感じた︒

十二笛5

最高文化の源泉が高鳴ってみるのだ︒

十二柵3圃

も速かりけり︒

十995図

ール︾

たかちほ

ににぎのみことは︑日向の高千穗の峯にお

くだりになりました︒

五型6

たかとき

十一168図 山高くして一片の白雲峯を埋め︑谷深 たかつな 昼ささきのしろうたかつな
くして萬丈の青岩道をさへぎる︒
りて︑手答へ高くはたと射る︒

十一212図 十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼ たかどの ﹇高殿﹈︵名︶1 高殿

十一228図敵の方を見渡せば︑北は山高く道けは
しく︑敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒
ふだん

のかをりあり︒

十一鵬2図圃高く鼻つくいその香に︑ 不断の花
ぐし

左に高き大

十二67図幽山前に玉串とりてうねび山たかきみ
いつをあふぐ今日かな
問はばや遠き世々の跡︒

十二756図圃 登るや石のきざはしの
いちやう︑

十一149

たかなわ ﹇高輪﹈︹地名︺1 高輪
たかなわ
御ひつぎの車は︑︿略﹀︑静かに高輪の御

十二773図圏建長︑圓覧古寺の 山門高き松風に︑
昔の音やこもるらん︒

せて︑

十二997図 主上︑すなはち南殿のみすを高く巻か

高垂

ひ

たかせ
たかね
たかせがわ ﹇高瀬川﹈︹地名︺1 高瀬川
たかね ﹇高嶺﹈︵名︶1 高嶺
たかせ
十一944 千丈の谷となって︑その底に高瀬川の鳴 十993図 ころは︑正月二十日齢りのことなれば︑
﹇高台﹈︵名︶2

つてみるのが︑かすかに聞えて來る︒
たかだい

十238 高奎から見おろしてみる五兵衛の目には︑
あり
それが蟻の歩みのやうにもどかしく思はれた︒

二塁5図圃 浮世をば今こそわたれもののふの名を
こけ
高松の苔にのこして

ぼった︒

十262 高垂では︑しばらく何の話し聲もなかった︒ たかまつ ﹇高松﹈︹地名︺2 高松
たかち ほ
しみつむねはる
﹇高千穂﹈︵名︶1 高千穗
十襯5 高松の城主清水宗治は︑急いで天守閣への
たかち ほ

十98 ある日︑わが軍艦高千穂の一水兵が︑手紙

たかちほ

を讃みながら泣いてみた︒

たかちほかん ﹇高千穂艦﹈︵名︶1 高千穂艦

この水ならば︑平地に築かれた高松城が水
びたしになるのも︑間はあるまい︒

十襯9

十144囹その時には︑おたがひにめざましい働き たかまつじょう ﹇高松城﹈︵名︶3 高松城
をして︑わが高千里艦の名をあげよう︒
たかち ほ
たかちほのみね ﹇高千穂峰﹈︹地名︺1 高千草の峯

だから一たきだす

914

れをおまへにゆつる︒

十ニー08 日本を守ってくれる寳が︑この中に生き
てるるのだ︒

だから︵接︶9だから
五692団 もう馬ではなくなって︑まったくの友だ
ちになってしまふ︒だから︑自分のかはいがつた
馬のことは︑いつまでも忘れられないで︑

に及んでみる︒だから︑わが國語には︑祖先以來
の感情・精神がとけ込んでをり︑
高らか

がい

修行者は︑﹁︿略﹀︒﹂と高らかにいって︑

﹇高﹈︵形状︶2

十二572

たからか

しゅくん

殊動輝く海の荒鷲が︑大空高らかに︑凱

ひらりと樹上から飛んだ︒
か

十二㎜12
歌をあげて基地へ錦るところである︒

︻86一
キマス︒

二873

オニハ︑イロイロノタカラモノヲサシダ
モモタラウハ︑タカラモノヲモッテ︑オ

やります︒

だきかか・える

﹇堅魚﹈ ︵下一︶ 4・だきかかへる

かかりの兵隊さんは︑︿略﹀︑利根のからだ

︽1へ・1ヘル︾

五伽4

その音が︑港を毒手でだきかかへるやうに

を︑しっかりとだきかかへました︒

九463

取り並んでみる裏の山々にこだましながら︑

十﹇67圃やがて黒龍江は︑︿略﹀︑わが子のやう

その岩石を何百萬年忌だきかかへてみる

に漏洲をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒

十ニー98

﹇薪﹈︵名︶5 たきぎ たき木

母のやうな山の心も︑

たきぎ

六548園ああ︑あのいつも︑たきぎをせおって歩

川が︑たきになって落ちてみるのでした︒
だきあふ

︽ーッ︾

たきのあたりは︑ずるぶんみごとでせう︒
﹇抱合﹈︵五︶1

︵下一︶

1

だきあげる

︽一

ふっくらとした花びらがだきあって︑まだ
﹇抱上﹈

だき起す

︽ーシ︾

取扱兵が︑すぐだきあげて足の番號を見る
﹇抱起﹈︵五︶1

かめをだき起して︑せなかをさすって

たきだ・す

この間︑私が︑山でたきぎを拾ってゐま

﹁たき木︑たき木︒﹂と叫びつつ︑手當

源作ちいさんは︑かまのそばにすわって︑

﹇焚口﹈︵名︶1 たき口

﹇抱締﹈ ︵下一︶ 3

だきしめる ︽

﹁おかあさん︒﹂といって︑鏡をだきしめ

その時早く︑母親は︑血だらけの聞多の

母は︑子をだきしめました︒

﹇焚出﹈︵五︶1

たきだす ︽ーシ︾

からだをひしとだきしめた︒

十二718

九317

ました︒

四607

メ︾

だきし・める

たきロから中をのぞいて火のかげんを見た︒

九731

たきぐち

十459図國 ﹁たき木︑たき木︒﹂と叫びつつ︑

りしだいに物を運びて︑

十459図國

すと︑つい︑足がすべってころびました︒

六582圓

來る︒

く子どものことでせう︒

タカラモノヲツンダクルマヲ︑犬ガヒ

六569 そこへ︑たきぎをせおった子どもが︑出て

ソレデ米ヲツクト︑オカネヤタカラモ
たき

血が︑たきのやうに出て︑ひの川が︑まつ

﹇滝﹈︵名︶3

だきあ・う

六545囹

五497

かに流れました︒

五302

たき

ノガ︑タクサン出マシタ︒

二892

オカネヤタカラモノガ︑タクサン出マシタ︒

ソコヲホッテミマスト︑土ノ中カラ︑

ニガシマヲタチマシタ︒

一857

シマシタ︒

一855

六319国敵艦の進んで來る音を聞きわけながら︑ たからもの ﹇宝物﹈︵名︶5 タカラモノ
敵に近寄ることもできる︒だから︑漕水艦の乗組
員の中には︑どんな音でも聞きわけるやうな人が︑
海の深さが︑どのくらみあるか︑︿略﹀︑

みなくてはならない︒
六333国

それらを一々はかる機械がある︒だから︑漕水艦
は︑︿略﹀︑どこへでも行くことができる︒

八術1圓 ﹁たこ﹂といふものはく略﹀頭といって
みる部分が實は胴で︑頭は足のつけ根のところに
あるのださうです︒﹁だから︑歩く時︑ああいふ
ふうに頭が傾いて︑へんなかっかうに見えるが︑
十一5園 早く乾かし過ぎると︑︿略﹀︑干割れがし
しつど

たりします︒だから︑夏でも冬でも︑できるだけ
温度と灘度に攣りのない寸感が選ばれ︑
一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂ときしみながら︑かん

高い響きをたてる︒だから︑車の動いてみる間︑

十㎜11

絶え間なくズ略﹀︒﹂が響く︒

ゲ︾

だきあ・げる

十分咲ききらない花は︑

十一2810 自分の身内の者のこともまた謙遜してい 六柵2
ふのである︒だから︑︿略﹀といふよりは︑︿略﹀

といふのが︑相手に封して禮儀のあるいひ方であ

八644

る︒

十二295園 先生の道は至りに大き過ぎます︒だか

と︑

心当9

だきおこ・す

ら︑世の中が先生を受け容れて用ひようとしませ
ん︒

十二桝7 わが國語もまた︑國初生來縫蓋して現在

915
だきつく一たくさん

︽ーイ︾

十291 どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて︑
だきつく

紫色の煙が村中にただよってみる︒
﹇ 抱 付 ﹈︵五︶1

﹇炊 始 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

たき始める

︽一

九M6囹 愛機のプロペラにだきついて喜ぶ人さへ

だきつ・く

あります︒

メ︾

たきはじ・める

﹇焚火﹈︵名︶2

たき火

八伽1 ねえさんは︑すぐに御飯をたき始めた︒
たきび

した︒

八599 中には︑たき火にあたってみる人もありま

﹇ 渡 ﹈ ︵ 四 ︶1

たぎる

︽ール︾

八618 たき火も︑いつのまにか消えてゐました︒

九65図圃 黒潮のたぎるただなか︑ 大船の通

たぎ・る

たく

︽iイ・ーク︾

浦安の國そこの國︒

うらやす

ひもしげく︑
﹇ 焚 ﹈ ︵ 五 ︶3

八柵3 どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

た・く

ばいえんが空をよごしてゐました︒
たいこ

九脚8 まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた
り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒
める人などが︑

十ニー210 かまをたく人︑運魅する人︑方向を見定

だ・く﹇抱﹈︵五︶6だく︽ーイ・ーカ︾

しっかりとかぐやひめをだいてをります︒

四389 おばあさんは︑しめきった一間の中で︑
八681 鳩は︑取扱兵の手にだかれたまま︑つめた
くなってしまった ︒

九947 先生の石馬のことばをしっかり心にだいて︑
先頭から順々に海へはいって行った︒

十一㎜5 女たちが︑夕方など︑こんな姿で子ども
雪にうまって冬を越した人形が︑︿略﹀︑

をだいて門口に立ってるるのを見ると︑
十二槻2

幼い時︑母や祖母にだかれて︑かうした

妹の小さな手にだかれてみた︒

十二襯2
たぐひ

類

ふしぎといふも類なし︒

﹇類﹈︵名︶2

歌を聞きながら︑快い夢路にはいったことを
たぐい

十一245図

わが國は︑神代このかた萬世一系の天皇

をいただき︑世界にたぐひなき國艦を成して︑

十二幽6

たくさん

これほどたくさんの水が流れて︑そ

﹇沢山﹈︵形状︶40

三457園

たくさん

をどりもたくさんです︒

れでよくなくならないものだ︒
三柳9園

早鳥は︑たくさんの米や︑委や︑豆をつ

んで︑都の方へたびたび通ひました︒

四131

たくさんのひかうきが︑廣いかんばんか

ら勇ましくとんで行くさうです︒

四182

かうして︑たくさんの支那の子どもたちに

まったくさんの鶏を集めて︑しきりにお鳴

過つだはれながら︑︿略﹀車を引いて行きます︒

四佃4

五53

すきとほった水の中に︑たくさんの魚が︑

かせになりました︒

五95團

しかし︑おたまじゃくしには︑たくさんの

すいすいおよいでゐました︒

五223

兄弟があるのですから︑

もぐりたいと思へば︑いつでも︑潜水艦

陸へあがったたくさんの子虫は︑

六312国

五254

の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒

スマトラを始め︑南洋からたくさんのせき

たくさんのレールが光って︑何塁もつづい

汽船から︑たくさんの荷物がおろされます︒

ゆが出ること︑

六405

傷心3

六麗3

たくさんの菊の鉢が並んでゐます︒

た大きな電車が盗る︑汽車が逼る︒

六儒7

﹁ひとつ︑りつばな宮殿を建て︑たくさ

んの兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒﹂

七146園

たくさんのたいまつを出して︑これに火を

に︑たくさんの男や女が集って來ました︒

七153 手下の者はいふまでもなく︑手傳ひのため
七6010

くもは︑︿略﹀︑おしりのところがら︑たく

つけて︑橋の上に投げさせた︒
七⁝⁝⁝7

そのうちに︑このたくさんの糸の中の一本

さんの細い糸を引き出し始めました︒

七 2

大連の港は︑ずるぶん大きくて︑毎日た

が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました︒

八2110團

頼朝は︑唐糸を許した上に︑萬壽には︑た

くさんの船が出たり︑はいったりして︑

八438

やがて︑また︑ごうごうとすさまじい音を

くさんのはうびを與へました︒

八572

まるで中之島を︑たくさんの串でさし通し

たてて︑たくさんの職車が來ました︒
くし

八912

たやうになってゐます︒

わし﹂が泳いでゐました︒

八麗2 まるい池があって︑中に︑たくさんの﹁い

八擢3 このたくさんの﹁いわし﹂が︑池のふちに

合い南洋の天地と︑たくさんの住民たち

そって︑みんな同じ方向へ泳いで行きます︒

が︑手をひろげて待ってるる︒

九2510国

ろ
九479 漁船をめがけて︑ぎいぎいと櫓の音もすが

すがしく︑たくさんの小舟が近づいて行く︒

をちりばめたやうに美しくかがやいてゐます︒

九875 空を仰ぐと︑たくさんの星が︑まるで費石

暑さは︑もうたくさんだといひたくなる︒

の中で一つだいじな星があります︒

九883 北の空にもたくさんの星がありますが︑そ
九鵬6

九谷4 何虫であるか︑はっきりはしないが︑かな

たくさん一たくさん

916

りたくさんの聲であることを感じる︒
九重9園 機上整備兵の座席の前には︑たくさんの
計器が並んでゐます︒
集って來て︑たいへんなにぎはひである︒

九別4 この時は︑遠いところがらたくさんの人が
十224 そこには︑取り入れるばかりになってみる︑
たくさんの稻束が積んである︒
ようがん

十397 たぶん︑昔︑このたくさんな火山からふき
出した熔岩が︑流れて固まったものでせう︒

十766 銀色に光ったたくさんの機械は︑まるで生
き物のやうに動いてみた︒
しょだな

十﹁446 りっぱな書棚に︑たくさんの人形や︑家
﹁いや︑これでたくさんです︒﹂

や︑車が並べてあ る ︒

十一柵8園

十一脳5 海ダイヤ族は︑男女ともに胸から挙手・
顔にかけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒

タクサン

中でもりつぽに整った香具山に登って︑
﹇沢山﹈︵副︶48

たくさん

十二464 大和の國には︑たくさんの山々があるが︑
たくさん

二265 大キナ柿ガ︑タクサンナリマシタ︒
ンオチテヰマス︒

二314 キイロナハヤ︑マッカナハガ︑タクサ

オカネヤタカラモノガ︑タクサン出マシタ︒

二873 ソコヲホッテミマスト︑土ノ中カラ︑

二892 ソレデ米ヲツクト︑オカネや義甲ラモ
トノサマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナッテ︑

ノガ︑タクサン出マシタ︒
二924

ゴハウビヲタクサンクダサイマシタ︒
か通りました︒

二描2 牛のたくさんのってみる車が︑いくつ

中に︑金魚がたくさんおよいでゐました︒

三597 店には︑大きな水をけがあって︑その

たいと思ひます︒

三767国忌は貝をたくさんひろって︑かへり
道のまん中で︑にはとりがたくさんゑ
﹁むすこの嫁にしたい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと

さをひろってゐましたので︑

四248
四349

女は︑魚たちをたくさん呼んで誹る︒

んごちそうをしてやりました︒

五柵4

が︑たくさんこちらへ飛んで來ます︒

六108 稻がだんだん刈られて量るせみか︑いなご

六222 枝についたままで︑たくさん船に積みまし
六鵬4

水鳥が︑たくさん泳いでゐました︒

お参りの人が︑たくさん通ります︒

た︒

六餅7

爾側には店が並んでみて︑人が︑すれあふ

いふ人が︑たくさんありました︒

六糊7

けらいたちをたくさんやって︑おまへ

にいさんと同じやうな人が︑たくさん

七82

強い酒をたくさんつくれ︒

車にかつををたくさんつんで︑みせいよく

水草が︑たくさん生えてゐました︒

垂湾に住んでみる日本人も︑たくさんあり

大きな︑ばせうに似た植物が︑きちんと行

これほどたくさん植ゑてあるバナナが︑一

ちんれつ

前の日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

スキーをするには︑ちやうどよかった︒

八776

れてるます︒

八212團今はちやうど︑菊の花がたくさん陳列さ

本一本だいじにされてゐます︒

八161

儀よく︑しかも︑たくさん植ゑてあるのです︒

八156

たくさんゐます︒

八94 しかし︑その中には︑今年生まれた子燕が

た子燕が︑たくさんまじってゐます︒

八66 その中には︑親燕もゐますが︑今年生まれ

ました︒

七川5

をります︒

七206園

おもしろいほど︑たくさん出て來ました︒
しか
この國の野原には︑大きな鹿がたくさん

ほどたくさん歩いてゐます︒

おかあさんは︑豆をたくさんいってま

のうちを守らせることにしよう︒

四382園

ゐました︒

四737
四952

このせまい通には︑買物をする人たちがた

すに入れ︑神だなにお供へになりました︒
四価7

つみ重ねたどなうの根もとにも︑いつのま

ある神様は︑きれいな玉をたくさん作って︑

くさんみるので︑

五56

五143
五291園

﹁いいえ︑新しいのをたくさんやってお

にか︑草がたくさん生えました︒

五365園

かひごは︑︿略﹀︑桑の葉を︑おいしさうに︑

きました︒﹂

五388

五444

たくさんだべました︒

五539

引いて行くのに出あひました︒

二つ三つ停留場を過ぎて︑表町まで來ます
と︑人がたくさんおりて︑席があきました︒

五727

九861園

この村に二歳ごまもたくさんみるが︑北

子馬がたくさん來てるて︑

九827 牧場には︑村のあちこちから︑同じやうな

聞く魚が︑たくさんゐました︒

五735席はみんなふさがった上に︑立ってみる人 八榴8 ﹁かれひ﹂﹁たこ﹂︑そのほか名前を始めて
旗を立てた船が︑たくさん出てみて︑しき

も︑たくさんありました︒

五919

出嚢の前の晩︑文子さんは︑利根にたくさ

りにおうゑんをしてゐます︒

乱川9

917
たくまし一だけ

斗ほどみごとなのは見かけないやうだ︒

九二9囹飛行機がたくさん並んで饒って回る時︑
九梱3園 ためになるお話をたくさんお聞かせくだ
やなぎ

さいまして︑ありがたうございました︒﹂
舞って來る︒

十圏3 楊のわたが︑どこからともなくたくさん
十﹁㎜4 その緑の木かげにも︑山羊の群がたくさ
んみる︒

﹇逞﹈︵ 形 ︶ 3

たくまし

︽ーシキ・ーシ

十一泌2 マライ人がたくさん住んでみる︒
たくま・し
ク︾

九691図 いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑一

たくみ

巧み

だく

サラワク川の川口から︑三々と流れる濁

ものすごい勢で流れ込んで蘇る︒
りう

十一㎜7
だくりう

流をさかのぼること約三四時間︑
肩まで濁流につかって︑打ち込まれる橋

たくる
﹇手繰﹈︵五︶2

8ひったくる
たぐる

︽ーリ︾

柱を︑しっかり支へてるる兵隊がある︒

十一一脳10

たぐ・る

たくはへる
とひ

︽一へ︾

力強くたぐりながら︑なれた手つきで魚

﹁やつさ︑やつさ︒﹂と網をたぐります︒

十一捌5

六伽1

﹇蓄﹈︵下一︶1

屋根に落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶

をはっす︒

たくわ・える

十一η1

﹇竹﹈︵名︶16

ニツモレ︑

竹

おちいさんの切る竹には︑たびたび金

に小さな女の子がゐました︒

がはいってゐました︒

四336

止ったり︑はなれたりしてみる︒

五804 きうりにそへて立ててある竹に︑とんぼが

てあって︑それにしめなはが張ってありました︒

七407 敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立て

十79図竹の御硯箱は何のかざりもなく︑

や し

十一圏2 部落全禮は︑高さ一丈ぐらみの竹で二つ

た床の上にできてみる︒

だけ与それだけに

十一泌3 その爾側に︑竹と椰子の木で作った長屋

﹇岳﹈与やりがたけ

がずらりと並んでみる︒
たけ

︵副助︶86

た︒

ここから見るだけでも︑おなかがいっ

みんなで豆を年の敷だけたべました︒

五275園残ったのは︑もうこの子だけになりまし

四984

ぱいになるのだから︑

四469囹

ロク見場マス︒

一595 エビハスキトホッテ︑目ダマダケガ︑ク

ダケ

だけ

太郎サンバ︑竹ノツツヲ持ッテ︑
﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二594

ノハ

二524圏圓雪ヤコンコ︑アラレヤコンコ︑竹

たけ

きは目だちてたくましきを信長うち見て︑
にたくはへておくやうにする︒
みたて
十194図圃 汝︑ますらをなれば︑大君の御楯と起 たけ ﹇丈﹈←ありったけ・せたけ・みのたけ
しほ

ちて︑たくましく︑ををしく生きぬ︒

十二51図魍汐風のからきにたへて枝ぶりのみな

﹇巧﹈︵形状︶2

﹇内匠﹈︵名 ︶ ε あ さ の た く み

たくましき磯の松原
たくみ

たくみ

りぎりすのみる方へさし出しました︒

九348 少女は︑たくみに日本語・英語・マライ 二825国事イ竹ノサヲデ︑舟ヲコギマス︒
三715 私は︑手に持ってみた竹を︑そっとき
語・インド語を使ひわけながら︑

十818 よこ糸がなくなれば︑新しい仔が代ってと

竹の先についてみる白いねぎが︑

竹の先をそっと引きよせながら︑虫か

毎日竹を切って來て︑ざるやかごを

その竹を切って︑わって見ますと︑中

たった︑ 一日だけでいいのです︒

つりをさせてください︒

五伽9囹さうおっしゃらないで︑今日だけ︑私に

五伽7囹

いませんか︑

五伽4囹今日一日だけ︑私に海へ行かせてくださ

もなく︑よくなることと思ひます︒

五梱3団 利根は︑足をやられただけですから︑ま

できるだけさせないやうにしました︒

が︑聞えて來ます︒

三723

五459 川かみの板橋の上を通る荷車のひびきだけ

び出して行くなど︑まことに簡にして巧みなもの

すると︑きりぎりすは︑すばやく竹の先 五鵬9 たべものにもよく氣をつけて︑間食などは︑

四331

竹を︑一本見つけました︒

四331ある日︑根もとのたいそう光ってみる

作ってゐました︒

四323

ごのロへはこびました︒

三735

にのりうつって︑

三733
几vあさのたくみのかみ

であった︒

たくみのかみ

たぐりはじ・める ﹇手繰始﹈︵下一︶2 たぐり始め
︽ーメ︾

六伽5 網船は︑もう網をたぐり始めました︒

る

七価3 今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑
濁流

だくりう

﹇濁流﹈︵名︶3

この糸を自分の方へたぐり始めました︒
だくりゅう

だくりう

十襯6 見渡すと︑廣い城下町のたんぼへ︑濁流が

だけ一だけ

918

五柵7囹 鯛だけは病氣でねてゐますので︑
見せてゐます︒

六114 くるりと葉のうらへまはって︑足の先だけ

であるかは︑わかりません︒

六211 遠い外國といふだけで︑それが︑どこの國

六344團思っただけでも︑ゆくわいではないか︒
六483團 映蚕の幕は︑ たったあれだけなのに︑
山がうつる︑川がうつる︒
五階︑六階︑家が出て下る︒

六486圃映書の幕は︑ たったあれだけなのに︑
六492圃 映書の幕は︑ たったあれだけなのに︑
何十皇の頓悟が通る︒
何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒

六495囲 映董の幕は︑ たったあれだけなのに︑

六521 しかし︑聖徳太子だけは︑お逃げになりま
せんでした︒

だめだ︒

六川1囹 おまへは︑口でいって聞かせるだけでは︑

見ただけでも氣持のよいものです︒

七379 若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

ひたい︒

七465園 この世の別れに︑一曲だけ吹かせてもら
七601 城兵はさっと引きあげたが︑二三十人だけ
はふみとどまった︒

七684囹 せいの高さに攣りはないのに︑かげだけ
が︑あんなにのびたりちぢんだりするのだな︒
七883 残ったところは︑腹の下の方だけです︒

七麗1 守られるだけは︑守らなければならないと
いふのが︑

七㎜7 島の人が︑未開の生活をしてみるだけであ
りました︒

七柵6 けんくわをしょうといふのではありません

から︑

できるだけおだやかに出て︑

八67もう大きさだけは︑親燕と同じですが︑
八503ただ曲げただけでは曲らない︒
八517できるだけおちついて︑氣をつけながら︑
八789スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よく聞
える︒

八984きたへにきたへるのですが︑それだけでは
まだ足りません︒

これでおしまひにしようと思ひますが︑

終りに一つだけお聞きいたします︒

九伽3囹

九齪1 しかし︑富田城は名城であるだけに︑なか

もとのひっそりとした大草原にたちもどり︑

汽車のかげだけではない︒

ただ北陵の松林が小高く見えるだけであ

ほくりょう

なか落ちさうにもなかった︒

九㎜3
富川6

る︒

九盟2

オボだけが大地にぽつんと残されるのである︒

十687

十627

さすがに︑不沈をほこるだけのねばりがあ

青い海原が︑はてしなく暴くだけである︒

十338囹 ﹁これだけ︑たたいてしまはう︒﹂

二つの目だけを砂の間から出して︑きよう

のちにはかすかにゆれるだけですが︑

砲がすっかりできあがったとはいへません︒

八繊9しかし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大
八佃2

十704

もくもくと黒煙を残しただけで︑海中に沈

ると思はせる︒

下描3

閉ぢ込められてみた人たちにとっては︑春

りきょうりと目だまを動かしながら︑

八悩7

わっか小學校を出ただけのかれには︑

十762

没した︒

それは聞いてみる人の心にだけ残ります︒

十836 この一民屋だけが残ってみたのは︑
しつど
十悩5囹 夏でも冬でも︑できるだけ温度と淑度に

は︑うれしいだけではありません︑

九428

自分の考へをできるだけわかりやすく書き
表すことができます︒

つて︑

砂の上には︑銃劒だけが残ってみる︒

十一513

出ました︒

それを今日のことばで表したものですが︑

にいさんだけが︑時々おどけたことをい

十一496 ﹁︿略V︒﹂やっとこれだけが︑私の口から

ただこれだけで見ても︑

十一374

六千キロにもなるといはれる︒

十㎜1 北支那だけでも︑これらの延長は︑約二萬

けでも︑張はうれしくてならなかった︒

十断8 子どもたちとの約束が︑果せると思っただ

ばならないと思った︒

十粥5 せめてこの城だけでも︑持ちこたへなけれ

十個7

攣りのない土藏が選ばれ︑

九434

ただぼんやり見てみるだけでは︑いったい
どれがどうなのか︑

九879

しかし︑かういっただけでは︑まだなかな
實はわれわれの住んでみる地球がまはるか

か見當がつかないでせう︒

九892
九927

ほかの人がやめたって︑ぼくだけは︑最後

ら︑さう見えるだけのことですが︑

九㎜8

燈火をしたって承る虫は︑︿略﹀︑どれもこ

までどうしても泳がう
九型7

れもただうるさいだけであるのに︑

九⁝⁝7園小さなグライダーを作って飛ばしただけ
でも︑うれしいのですから︒

撃ち落した敵機の敷だけ︑どこかにしる
しをつけることもあります︒

九湘1園

919
たけうま一たける

十一備9国 たいそうよくできて︑この間一部分だ
け豊艶しました︒

十一㎜2 ﹁クサキハアヲイ﹂といふのを漢字だけ
で書けば︑

十一川2 バナナに至っては︑その種類の多いこと
だけでもびっくりさせられる︒

十一笛5 かれらは︑自分たちだけの世界を築きあ
げる︒

十二211 足も手も顔も︑ほこりにまみれ︑目だけ

右へ左へ廻りながら軍機で半弓線上を行

りやすい天候だけはにが手である︒

十一一躍4
かなければならないだけに︑

あの愛にだだっぴろい艦橋の上の方と︑

すでに太陽は没して︑西の方だけが眞赤

マストだけが見えたので︑

十一一川12

十一一齢2
竹馬

竹馬にむちを立てて︑﹁これは尊氏を

正男サンバ︑竹馬ニノッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

﹇竹馬﹈︵名︶2

に暮れ残り︑

二591

たけうま
イヒマシタ︒

十一一967図

追ひかくるなり︒﹂などいひて︑

武男くん

武男くん︑お手紙ありがたう︒

﹇武男君﹈︹人名︺2

七8410團武男くん

﹁︿略﹀︒﹂と仰せられただけで︑やがて御 七772團

たったこれだけですがね︑行者さん︒ たけおくん

﹁︿略﹀︒﹂といふ今のことばだけでは︑ま

が異様に光ってみる︒
十二492
だ十分でない︒

十一一6210

十一一5410園

退出になった︒

﹇竹竿﹈︵名︶1

竹竿

かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい

←えしたたけじ

←やまだたけし

てるた隣りのをぢさんは︑今みない︒

十487圃

たけざお

螢生活をするやうになるのですから︑

﹇竹取翁﹈︹人名︺1

竹取のおき

たけなわ

﹇甜﹈︵名︶1 たけなは

十時二十分︑戦闘たけなはなる時︑

宮古を迎ふるの光榮に浴す︒

十一136図團

かう

﹇竹張﹈︵名︶1 竹張り
らうか
濯い竹張りの廊下が部落の眞中を走り︑

十一泌3

たけばり

ぼん

たけべら ﹇竹箆﹈︵名︶1導べら
やく

塁壁3 盆のところどころへ︑黒い︑やはらかな膏

﹇建学雷神﹈︹人名︺2

たけみ

藥のやうなものを︑細い竹べらでつめてみる︒

たけみかずちのかみ

六55天照大神が︑たけみかつちの神といふ強

あまてらすおほみかみ

かつちの神

たけみかつちの神は︑﹁︿略﹀︒﹂この御聲と

い神様に︑かう仰せになってゐます︒

﹇竹薮﹈︵名︶1 竹やぶ

ともに︑劒が天から落ちて來ました︒

六59
たけやぶ

なくなりましたが︑

五494 茂った竹やぶがあって︑しばらく川が見え

七183 ﹁︿略﹀︒﹂といひ終って︑たけるは息が絶え

たけると申してをりました︒

七179囹西の國では︑私より強い者はないので︑

て︑

七171 たけるは︑思はずぶるぶると身ぶるひをし

七168 ﹁あっ︒﹂とさけんで︑たけるは倒れました︒

るの胸を突きました︒

七166 ふところにかくしてみた劒を抜いて︑たけ

七164囹﹁たける︑待て︒﹂

つてよろよろしながら︑

七159 たけるは︑もうねようといふので︑酒によ

長して來ました︒

七145 ﹁︿略﹀︒﹂と思ふと︑たけるは︑だんだん増

る

七843国武怪くんたちも︑やがては︑かういふ兵 たける ﹇果帥﹈︹人名︺8 たける 塁かわかみたけ

ち

十二712園 たとへ治療のかひはないにしても︑で たけおくんたち ﹇武男君達﹈︹人名︺1 武男くんた
きるだけの手を書くさないでは︑

十二価3 マライ人より黒く日にやけて︑歯だけが
妙に白い︒

無事京都に着くことのできたのは︑宮の

十二櫛3 そこには歩兵の徒歩部隊が出てみるだけ
である︒

十一一麗10

たけし

御使ひだけであった︒

たけじ

幸ひはただそれだけではなかった︒

十一一柵3

竹田さん

私は︑竹田さんのところへ走って行きまし

﹇竹田﹈︹人名︺2

たけださん

はまた實に偉大な存在である︒

た︒

五司1

昔︑竹取のおきなといふおちいさんが
ありました︒

四322

な

たけとりのおきな

ある日︑竹田さんが遊びに來ました︒

五325

十二伽5 あらゆる生命の源泉であるだけに︑それ
十二梱9 もちろん︑かういっただけでは︑ほとん
ど既望がつかない ︒

十二㎜3 月は太陽の内部を廻るだけである︒
であらうか︒

十二撹10 太陽のやうな野比は︑ただ一つあるだけ
うみわし
十一一㎜3 敵機をものともしないわが海鷲にも︑憂

たこ一だす

920

﹇凧﹈︵名︶ 1 7

ました︒

たこ

たこ

十矯9

張は︑子どもたちと約束した物を︑ふと思

ひ出した︒たこがあった︒

﹁かれひ﹂﹁たこ﹂︑そのほか名前を始めて

八描6

﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑︿略﹀︑

﹁たこ﹂は︑攣った活動をします︒

頭は足のつけ根のところにあるのださうです︒

八描8

聞く魚が︑たくさんゐました︒

潮曇8

四883團をぢさん︑この間作っていただいた たこ ﹇蛸﹈︵名︶4 たこ
たこを︑今日あげてみました︒
て出た時は︑

四891團 あのたこを︑次郎と二人で外へ持つ
四892團國 ﹁へんなたこだ︒﹂

﹁たこ﹂が泳ぎ始めました︒

たこあげ

たこあげ⁝⁝⁝八十八

︹課名︺2

十八

たこあげ
たこあげ

十八

﹇凧揚﹈︵名︶1

たし

︽タク︾

新年おめでたうございます︒

たこあげしたり︑二つきしたり︑ みん
四645團
︵助動︶ 1

なにこにこ︑

だし

﹇Vかいだし・ひきだし

よくよくお察しくだされたく候︒
十132圓團

たし

みんな︑めいめいのたこをあげてゐ

とがないのでせう︒

四893團 こんなたこは︑今までだれも見たこ

ます︒

四902團

しのばして︑風に向かって走りました︒

四903國次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少
四904團たこはすっとあがりました︒
をなほして︑下書を少しつめました︒

四909国教へていただいたやうに︑たこの糸め

げ26げ4

五閥3園 いや︑たしかにあるはずだ︒
＋二川12 魚雷二本が︑確かに命中したのだ︒

三度めにあげた時は︑たこはまつす 五備2囹 たしかにこれです︒

て︑すわったやうに動きません︒

﹇出抜﹈︵形状︶2

だしぬけ

ら︑ みんなに乗ってもらひます︒

だしぬけ

た

ち

まもり

五

田道三年⁝⁝⁝二十

六202

た

ち

五

まもり

田道間守

垂心天皇の仰せを受けた田道間守は︑船に

すみにん

たじまもり ﹇田道間守﹈︹人名︺10 田道間守

乗って︑遠い︑遠い外郎へ行きました︒

六203

田道聞守は︑それをさがしに行くことに

なったのです︒

六207

さう思ふと︑田道間守には︑︿略﹀船が︑

田道間守は︑大喜びでそれを船に積みまし

はりました︒

六Z2 田道山守は︑あの國この島と︑たつねてま
六221
た︒

六225

田道間守は︑持って異ったたちばなの半分

おそくておそくて︑しかたがありませんでした︒

六231

かをりの高いたちばなを︑みささぎの前に

を︑皇后にけん上しました︒

田道専守は︑聲をたてて泣きました︒

供へて︑田道間守は︑ひざまづきました︒

六236
六243

田道間守は︑昔︑朝鮮から日本へ渡って來

てうせん

六244

泣いて泣いて︑泣きとほした田道間守は︑

た人の子孫でした︒

六247

たす Oかきたす

かた
和歌の浦に潮みち困れば潟をなみあ

﹇鶴﹈︵名︶1 たつ

十二435図魍

たず

﹇出﹈︵五︶6一

ダス 出ス 出す ︽ーサ・一

しべをさしてたつ鳴きわたる
だ・す

す・うきだす・うごきだす︒うたいだす・うちだ

シ・ース・ーセ︾﹇▽あるきだす・いいだす・うかしだ

す・うつしだす・うなりだす・おいだす・おくりだ

だす・こぎだす・ころがりだす・さがしだす・さき

かけだす・かみだす・きりだす・くずれだす・くり

およぎだす・おりだす・かいだす・かがやきだす・

﹁だれだ︑きみは︒﹂と︑それがだしぬけ す・おしだす・おだす・おとりだす・おもいだす・

けだと思ったらしく︑

十一鵬6 ベートーベンも︑われながら飴りだしぬ
十二667

に聲をかける︒

六26

四935團ぼくのたこは︑高い空に小さく見え たじまもり ︹課名︺2 田道口封 田道間守

落ちたりしてゐますが︑

四933團ほかのたこは︑下の方であがったり

もとにもよりつけません︒

四931国だれのたこだって︑ぼくのたこの足

もとにもよりつけません︒

四931国だれのたこだって︑ぼくのたこの足

﹇確﹈︵下一︶1 確める ︽ーメ︾
四919團 四五十メートルのばした時は︑だれの たしか・める
九柵−o園 試運命をして︑︿略﹀︑しっかり確めてか
たこよりも高くあがってゐました︒

ぐにあがりました︒

四916團

たへ︑紙のテープをつけました︒

四914團それでまたおろして︑たこの右のか たしか ﹇確﹈︵形状︶3 たしか 確か

方へかたむきます︒

四913團かげんを見てゐますと︑たこは左の

た
た
こ四四こ八
あ883あ11了

921
だす一だす

だす・さしだす・すくいだす・すべりだす・そめだ
す・たきだす・つきだす・つるしだす・つれだす・
とびだす・とりだす・ながれだす︒なきだす・なき
だす・なげだす・なりだす・にげだす・ぬけだす・
ねむりだす・のびだす・のりだす・はいだす・はき
だす・はこびだす・はしりだす・ひかりだす・ひっ
ぱりだす・ひろがりだす・ふきだす・ふくれだす・
ふりだす︒ほりだす・みえだす・みせだす・もちだ

さうして︑ときどき︑水の上へ︑顔を出し

を追ひたてます︒

五239
てみたりしました︒

水の上へ顔を出すと︑氣がせいせいするや

うに思ひました︒

五246

目に見えないやうな細い糸を︑さかんに口
その上︑からだ中から光を出して︑天も

から出して︑

五399
五982囹

文子さんも︑手紙を出しました︒

地も︑明かるいほどでございます︒
五⁝⁝1

ふかしたさつまいもをかごから出して︑弟

一685 オ月サマガ︑カホヲダシマシタ︒

す・ゆれだす︒よびだす・よみだす・わらいだす

六106

人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒

みんなは喜んで︑急に元氣を出した︒

﹁さあ︑元氣を出して︒﹂

も︒﹂﹁これにも︒﹂と出されるので︑

八803

八79エ囹

八備4 二つの目だけを砂の間から出して︑きよう

りきょうりと目だまを動かしながら︑

す

おとうさんの留守中︑おかあさんを助け

る

﹁ねむいな︒﹂と大きな聲を出した︒

茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒

八㎜1 私は︑飯垂を出してふいたり︑みんなのお
八㎜5

て︑家の仕事に精を出したり︑

九226團

ビールや︑みんな出してあげてください︒

九326園戸だなの中にあるお米や︑かんづめや︑

九813

ばを口に出して︑思ってみることを傳へますが︑

九397 話しかける相手が目の前にみる時は︑こと

九8210

してみる︒

おや︑だれかが︑しゃうじの間から顔を出

といっしょにたべました︒

二96 少シタッテカラ︑勇サンバ︑至芸アサン
ニイヒツカッテ︑ハガキヲ出シニイキマシタ︒
六658
六955

ライオンが︑大きな聲を出しました︒

ヘリマシタ︒

二 1 大イソギデハガキヲ出シテ︑ウチヘカ

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男さんが︑六七センチもあ

る細長い貝を︑みんなの前へ出しました︒

このつらい手詰の最中にも︑少年は︑決し
たくさんのたいまつを出して︑これに火を
コメートル︑ニメートル︑三メートル︒﹂
と聲を出して敷へる︒

親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれたので︑みんな
するとう

﹁この水筒にも入れてください︒﹂﹁これに

くだる︒

九843

今までからだを浮かしてみてくれた海が︑

今年も︑六月から放牧に出しましたが︑

なかなか前へ出してくれない︒

﹁潮の流れが逆になったから︑みんな元

自分の職務に精を出すのが第一だ︒

や︑文のおもしろみを出してみるのです︒

十帽9 音訓にいろいろ種類があって︑意味の違ひ

十139囹

九踊12七種をまくと︑かはいい芽を出す︒

だは︑すいすいと前の方へ輕く進んで行った︒

九棚1 もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから

氣を出せ︒﹂先生の聲である︒

九9710囹

九978

くれない︒

いくら力を出して泳いでも︑なかなか前へ出して

九978

き丈夫になりました︒

放牧に出してから︑北斗のからだはめきめ

親子とも馬屋の外へ出しますと︑

九563園﹁顔洗へ︒﹂﹁たばこぼん出せ︒﹂の號令が
六柵2

﹁今のうちだ︒﹂と元氣を出して︑みかた三

二251圃囹早クメヲ出セ︑柿ノタネ︒

七92

きなこゑを出してかぞへました︒

二253圃圖早クメヲ出セ︑ 柿ノタネ︒
二鵬9おしまひごろになると︑にいさんは︑大

て︑お引きになりました︒

三137 神さまは︑︿略﹀︑ありったけの力を出し

七257
七611

て嘉湾語を口に出しませんでした︒

三257 三人は︑いっしょに舟を出しました︒

三215園さあ︑刀を出せ︒

七737

つけて︑橋の上に投げさせた︒

四695囹 あったら早く出してください︒
四912團十メートルばかり糸を出して︑かげん
を見てゐますと︑

八586

は聲を出して喜んだ︒

八464

石のらうから唐糸を出してやりました︒

八435

が︑皇の上で笑ってゐました︒

四929国 とうとう︑百五十メートルの糸をみん 七937 水の上へ顔を出すと︑本田くんと山本くん
な出しました︒

四974ぼくもおもしろくなって︑だんだん大
きな聲を出しながら︑豆をまきました︒
四餌2 今までは︑うとうと眠って︑弱い光を出し
てるたお日様が︑

四価3 さうして︑ありったけの力を出して︑南風

たすう一たずねる

922

十㎜7 滞身の力をこめて︑出したことばでありま

多足

たすき

かづらをたすきにかけ︑ささの葉を手に

持って︑︿略﹀︑おもしろくおまひになりました︒

赤く

︽ーケ︾

﹁汝がやうなる者は︑いつも重忠にこ

﹇助﹈︵下二︶1

ひがひしく身支度をしてから︑

3図園

たす・く

十
呂てだすけ

たすけ奉る

この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ

︽ーッ・ーリ︾

﹇助奉﹈︵四︶2

そ助けられんずれ︒﹂

たすけ
助け奉る

たすけたてまつ・る

十柵1図國

き軍に負くることあらじ︒

その志︑ひとへに皇臣をたすけ奉つ
助け船

一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

﹇助船﹈︵名︶1

て︑民生を安んぜんとするにあり︒

十一237足車
たすけぶね

十価3図圓

﹇助参﹈︵下二︶3

助けまみらす

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒

︽ーセ︾

たすけまいら・す

︵四︶

2

助け養ふ

︽一

いかにもして助けまみらせんと思へど
﹇助養﹈

汝︑生き残りたらん一族どもを助け

十一一982図葉生きてあらん一族を助け養ひ︑朝敵

を滅して御代を安んじまみらせよと

る

す

おとうさんの留守中︑おかあさんを助け

佐吉は︑父の大工の仕事を助けて働いてゐ

﹁もし今日中に和睦するなら︑城兵の命
十二287

助けないところを見ると︑先生はまだ君

徳のある者なら︑天が助けるはずだ︒

淺野内匠の家來のこと︑︿略﹀︑何とか

佛の慈悲によって︑助ける道でもあらば

自分とても︑かれらを法衣の袖にくる

この子をどこまでも助けようとする母の

呼

朝廷へ寛大の御庭番を請ひ奉る歎願書を

たつぬる出たび︑

﹇尋﹈︵下二︶1 たつぬ ︽ーヌル︾

船内くまなく

﹇尋﹈ ︵下↓︶ 24 タヅネル たつねる

ネズミノオトウサンバ︑ビックリシテ︑

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

二692

︽ーネ・ーネル︾皿Vおたずねくださる・おたずねる

たず・ねる

べど答へず︑ さがせど見えず︒

八874図魍

たず・ぬ

たつさへた關東方の使者は︑

十二皿7

たずさ・える ﹇携﹈︵下一︶1 たつさへる ︽一へ︾

一念に︑

十二721

んで助けたいのは山々であるが︑

十二642囹

といふ下心であったらう︒

十二626

助ける道はないかと思ひましたけれども︑

十二623園

子ではないのか

十二287

は︑宗治の首に代へて助けよう︒﹂といった︒

十柵7囹

たが︑

十735

て︑家の仕事に精を出したり︑

九225團

三861囹︼うさぎ君︑助けてくれ︒

Oおたすけくださる

青年学校の服を着て︑赤いたすきをか たす・ける ﹇助﹈︵下一︶10 助ける ︽ーケ・ーケル︾

﹇裡﹈︵名︶3

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒
たすき

四723

せう︒

十㎜10 張は︑倉から委粉を出して來た︒
なし
十川12 庭へ出した机の上に︑梨やぶだうを供へた︒

五66

けたにいさんは︑

十一剛11 奮サラワク王國時代には︑これを國外へ
出すことを禁じて保護してみたものである︒

ふところ

十二781園明日のお客の引出物に︑末廣がりを出 十二725 かれは︑刀のさげ緒をたすきに掛け︑か
さうと思ふ︒

十二価5 白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し
ては︑見るまに大きくふくらんで︑

十二搦6 私は︑荒なはで枝をつった松の根もとに︑
そっと顔を出してみる黒い土を見つけた︒
長は︑漕望鏡を何秒間かちよつと出して見た︒

十二脳8 また深度を少しつつ減らして行って︑艦
十二錨4 これなら︑潜望鏡を出したまま進んでも︑
敵から見られるはずはない︒

﹇多数﹈︵名︶1

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

十二珊5 艦長は漕望鏡を出したまま突進し︑その
たすう

五備2 敵をこうげきしましたが︑敵は追跡で︑揮
は雨あられのやうに飛んで志ます︒
﹇助﹈︵四五︶6助る︽ーッ・ーラ・ール︾

与おたすかる

たすか・る

十鵬9図國助けまみらせん︒﹂と申せば︑

﹁ねえさん︑罷るでせうか︒﹂

五374囹

養ひ︑

十二956︹凶國

ヒ︾

たすけやしな・う

も︑

晴事6︹凶夢

みければ︑土肥・梶原五十騎ぽかり出で來たり︒

心墨2図國助けまみらせん︒﹂とて︑後をかへり

く警防團のかたがたのおかげです︒

六741園 町のめぬきの場所が囲ったのは︑まった
七459 とても助らぬと生悟をきめた︒
五千の命は送る ︒ ﹂ と 思 っ た ︒

十酩10囹 ﹁自分一人が承知すれば︑主家は安全︑

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒

十一一705 どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思
十一一896図圓 一旦の身命を助らんために︑多年の

923
たそがれ一ただ

二713 ネズミノオトウサンバ︑ビックリシテ︑
﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

たかかげ

十幽8小早川隆盛は︑七城の城主を集めて︑
﹁︿略﹀︒﹂とたつねたことがあった︒

宗治がたつねて行くと︑治嘉は喜んで迎へ

ながら︑かういった︒

二736 ネズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ 十柵9
ネマシタ︒

﹁あなたの名前は︒﹂とたつねても︑だま

つたまま笑ってみた︒

二758 ネズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ 十一価5
ネマシタ︒

か︒﹂とたつねますと︑

つねることができる仕組みになってみる︒

三346 ﹁一ばん早いのは︑じゅんやうかんです 十一晒6 その通路をくぐれば︑部落全盟の家をた

たつねた︒

十一一361

あいこう

ある日︑魯の雷公が孔子に︑﹁︿略﹀︒﹂と

ろ

口々にたつねた︒

四237 ぼっちゃんはどこまで︒﹂とたつねまし 十二219 ﹁︿略﹀︒﹂と︑トラックの上の兵士たちは
た︒

五369 ﹁このへやで︑かとり線香をつけませんで
あめ

したか︒﹂とたつ ね ら れ て ︑

かった︒

たそがれの薄明かりをすかして︑五兵衛の

﹇黄昏﹈︵名︶2

十2410

たそがれ

あたりには︑まだたそがれのかすかな光

指さす方を一同は見た︒

十一筋4

ただ

これほどに強いあなたは︑ただの人では

﹇徒﹈︵名︶2

がただよってみて︑

ただ

ない︒

ただ

飛行機はただの機械だとは思はれません︒

七172園
九界8囹

﹇唯﹈︵副︶42

み

こ

やまとをぐなの皇子は︑︿略﹀︑ただお一人

初めは︑ただ恐しさでいっぱいでしたが︑

七979

曲の進むにつれて︑用光は︑自分の笛の音
つづいて起る鯨震におどろいて︑ただ﹁あ

によったやうに︑ただ一心に吹いた︒

七473

で︑熊襲をおほろぼしになりました︒

七185

六川6

きなため息をつくばかりでありました︒

六皿6みんなは︑ただ︑よったやうになって︑大

ただ

たそがれ

五986淫心のうずめ︑たつねてまみれ︒﹂とおい 十二702 たつねられても︑聞多には答へる力がな
ひつけになりました︒

つりばりを︑取って行ったものはないか︒

五㎜9園 みんなの者にたつねるが︑だれか︑︿略﹀

六213 田道間守は︑あの國この島と︑たつねてま
﹁をぢさん︑ゴムも南洋から出るのでせう︒﹂

はりました︒

六411

と︑正男さんがたつねました︒
しい息の下からたつねました︒

七174﹁いったい︑どういふお方ですか︒﹂と︑苦

八235国璽のかんばんだらうと思って︑そばで遊
わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へまし

んでみた満人の子どもにたつねますと︑
八407
た︒

石のらうをたつねました︒

八418 萬壽は︑その夜ひそかに︑うばをつれて︑

八432 弓田は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の
らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒
すか︒﹂とたつね ま す と ︑

九794 ﹁おとうさん︑子馬はをすですか︑めすで

ただ曲げただけでは曲らない︒

皆々︑顔を見合はせ︑ただあきれるたる

れよ︑あれよ︒﹂といふばかり︒

八3310図

電信も電話も︑敵のためにごはされたので︑

に︑

八503

通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

八652

君と親とに

いかなる弓の名人も︑ただ一矢にて射落

ただ身にもてる眞心を︑

みんなは︑ただうれしいのです︒

すことは︑むつかしと見えたり︒

八732図
八悩5

九244図圃

ただぼんやり見てみるだけでは︑いったい

つくすまで︒

九878

夜の燈火をしたって來る虫は︑︿略﹀︑どれ

どれがどうなのか︑さっぱり見當がつきません︒

やがて二百十日が來て︑農家はただ風ばか

もこれもただうるさいだけであるのに︑

九鵬7

九研10

ただ一心にやってゐますので︑苦しいと

りを心配する︒

こくたん

御机は紫檀にも黒檀にもあらずして︑た

したん

鹿介もただ一人︑流れを切って進んだ︒

は別に思ひませんが︑困ることはよくあります︒

九描4園
九旧2

だ黒きぬり机なり︒

十78図

十263 一同は︑波にゑぐり取られてあとかたもな

われにかへった村人は︑︿略﹀︑ただだまつ

くなった村を︑ただあきれて見おろしてみた︒
十267

焼きてはくだき︑くだきては焼き︑はて

て︑五兵衛の前にひざまついてしまった︒

十449図

はただぼう然として︑歎息するばかりなり︒

に映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

十456図動かざること山のごとく︑一念ただ夕日

十626 ただ︑青い海原が︑はてしなく績くだけで
ある︒

ただ一ただいま

924

十佃10図無
かいはう

ただいかやうにも︒

蒔けてみるばかりであった︒

十㎜3 みんなで介抱したが︑その夜は︑ただ眠り
十惣1 ただ美しいかざりのやうな氣持で眺めてゐ
る︒

園みて︑遠攻めにこそしたりけれ︒

十一225図面を攻めんといふ者なく︑ただ四方を
十一374 源氏物語の一節を︿略﹀今日のことばで
表したものですが︑ただこれだけで見ても︑
つがひ︑ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

十︻647図 願ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち
十︻㎜4 きやうだいは︑ただうっとりとして感に
打たれてみる︒

うなだれてみる︒

十一川2 しかし︑ベートーベンは︑ただだまって

ほさう

太陽のやうな天膿は︑ただ一つあるだけ

幸ひはただそれだけではなかった︒

この工兵隊の励労苦︑思へばただ頭がさが

だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒
る︒

十二柳3
十二価3
十二慨10
ただ

かはいくてたまりませんでしたが︑ただ學

﹇唯﹈︵接︶18

であらうか︒
ただ

五欄6

校へ行く時︑何べん追ひかへしても︑あとからつ

だれ﹈人︑破壌筒をはなしたものはありま

いて來るのには困りました︒

六梱1

せん︒ただその間にも︑無心の火は︑頑なはを傳
はって︑ずんずんもえて行きました︒

とても助らぬと畳悟をきめた︒ただ︑︿略﹀

燕は︑同じ家に錦って來るといはれてゐま

心残りなく笛を吹いてから死にたいと思った︒

七459

八114

す︒︿略﹀︒ただ︑︿略﹀︑途中で死んで蹄って來な

十一備3 三人の心は︑驚きと感激でいっぱいにな
つて︑ただぼうっとして︑ひき終ったのも二つか

い燕も︑かなり多いといふことです︒

まして︑お禮のことばもありません︒ただ︑先ほ

十969囹戦死者のことまで︑深いお情をいただき

ども申しましたが︑コンドラテンコ少將の墓は︑

どうか保存していただきたいと思ひます︒

あるいひ方である︒ただ自分の身内でない目上の

十一2910 ︿略﹀︒といふのが︑相手に封して禮儀の

人のこととなると︑他人の前でもやはり敬ってい

はなければならない︒

矢を恐れん者は火を漁るべからず︒ただ兄にて候

十一603図國火を逃れん者は矢を免るべからず︑

すべて夢のやうに霧の中に薄れてみる︒

義朝などこそ︑かけ出で候はめ︒

よしとも

十﹇907

陸地の姿や︑木々の色が︑︿略﹀日本に

ただ︑天地がいかにも明かるかった︒

近いものを感じさせるのは︑意外だつた︒ただ︑

十一踏1

海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑日本の内

草原が︑ふと萎畠のやうに感じられる︒

地に比べてすばらしくあざやかである︒

ただところどころに︑ニッパ椰子や︑サゴ椰子や︑

十一筋7

びんらうが生えてみるけれども︑︿略﹀日本内地

どこで大砲を撃ってるるのか︑わかりませ
ん︒ただ歩兵が︑︿略﹀︑土手のかげをかけて行く

君子だつて︑困る場合はある︒ただ︑

見まはしたが︑佛の御姿も人影もない︒

たつねられても︑聞多には答へる力がな

かった︒ただ︑手まねがいふ︒

十二702

ただ︑︿略﹀羅刹のみるのに氣がついた︒

十二498

困り方が違ふぞ︒

十二29！園

の風景によく似てみる︒

ことばと文字は︑いはば心の中を寓し出す

二階へあがってみても︑さして涼しい風は

ほくりょう

これに乗じてすかさず攻撃せしかば︑

﹇ロハ今﹈︵名︶5 ただ今

七1710囹失禮ながら︑ただ今︑お名をさしあげま

ただいま

敵の諸艦皆多大の損害をかうむり︑

十一545図

奉天はまことに平な大都市で︑ただ北陵 ただい ﹇多大﹈︵形状︶1 多大
閣下の御厚意を感謝いたします︒ただ︑
けにはいきません︒

軍馬も武器の一つですから︑私がすぐいただくわ

十951園

の松林が小高く見えるだけである︒

九㎜3

とさえ︑銀河があざやかに中天にかかってみる︒

なささうである︒ただ晴れた夜空に星がきらきら

九鵬10

る人の心にだけ残ります︒

鏡であります︒ただ︑ことばは︑︿略﹀聞いてゐ

九427

のを見ました︒

八604

ないくらみ︒

の弟子だと︑

十二253これこそは︑わが道を傳へ得るただ一人

で︑何だかぼんやり者のやうに見える︒

十二332園 教へを受ける時︑ただだまってみるの

よろん

十二579 この修行者こそ︑ただ一すぢに道を求め
しゃか
て止まなかった︑ありし日のお繹迦様であった︒
をぎふ そらい

十二602 かうした天下の輿論に益して︑ただ一人
荻生狙篠のいふところは違ってみた︒

十二716圏 手當てをしても︑ただ苦しめるばかり︒

頭を地につけて︑とかくも申しあげず︑

十一一968図 はかなき遊びにも︑ただこのことのみ
を底ひけり︒

十一一欄6図

ただこれを最後の参内と思ひ定めて退出す︒

十二川6 密林とゴム林が無限に績くマライに︑た

925
ただいま一たたかう

せう︒

八桝1園 ただ今から︑母の日のお祝ひをいたしま
す︒

十一76園ただ今︑北海道から蹄ってまみりまし
た︒

十一601図圖 されば︑ただ今敵方に押し寄せ︑三
方に火をかけ︑一方にて支へ候はんに︑

十一617図國 ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ
たらんには︑職ふともいかで利あらんや︒

ただいま ﹇只今﹈︵感︶2 タダイマ ただいま

職δみなとがわのたたか

ここであんなはげしい戦があったとは︑

﹇戦﹈︵名︶12

があって︑

たたかい
八251国

い

戦のやうすは︑一向わかりませんでした︒

どうしても思はれません︒

︑50

八608

九Z5團

たびたび激しい戦をしたのに︑よくもな

ノρ01 職の眞最中に︑鳩は空高く舞ひあがった︒

大東亜職孚は︑一面にことばの戦です︒

くならなかったものだと思ひながら︑

九342

りやうしよく

そののち︑幾たびか激しい載があった︒

九伽9

前後七年にわたる長い戦に︑︿略﹀糧食が
まことに死物ぐるひの戦であった︒
ほくわく

両日の戦に︑敵艦の大部分は︑︿略﹀
童どもと戦のまねして︑︿略﹀︑はかな

かれらが首を正行が手に掛けて取り

何萬の敵をものともせず︑職ひぬいたこの
宗治は︑あくまでも職ひぬく決心であった︒

陛下のおんため︑力の績くかぎり職ひ

ぬく畳悟でございます︒

十一111園

それでこそ︑︿略﹀大東亜職孚を︑職

ひぬくことができるに違ひありません︒

十一佃8團

雷爆撃を相手に︑敢然と職ひぬき︑

十二珊5 沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の

ーハ・ーヒ・ーフ︾与せめたたかう・ふせぎたたかう

たたか・う﹇戦﹈︵四五︶19タタカフ職ふ︽ーッ・

タカビマシタガ︑トウトウマケマシタ︒

一838 公憤ノタイシャウハ︑チカライッパイタ

五価8 利根のついてみる部隊は︑三倍といふ敵を

しかし︑どちらもよく走った︒

相手に︑はげしく職ふ時が來ました︒

六967園

にも武器がなかった︒

七458 土平は︑逃げようにも逃げられず︑職はう

つて︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒

薬価7 もし晦れないなら︑むしろオランダ人と戦

ん敵の大軍に出あって︑はげしく戦った︒

八649 錦州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜ

はげしく戦ふ折から︑︿略﹀︑わきにはさ

み持ちたる弓を︑海中にとり落したり︒

八747図

九伽6

二人はしばし水中で戦ったが︑︿略﹀︑鹿介

鹿介は︑戦ってしばしば手がらを立てた︒

祖國のために職っては來たが︑︿略﹀閣

下と會見することは︑喜びにたへません︒

十892園

は大力の新左衛門を組み伏せてしまった︒

九観4

ててくれたと︑

敵ながら︑最後まで戦ひぬいた敷千の震 九擢9園 よくこれまで戦ってくれた︑手がらを立

めて︑潮の流れと職ふ倉持で泳いだ︒

九985 潮流に負けてはならないと︑︿略V力をこ

て戦ふ折から︑敵の矢にて右の目を射られぬ︒

汝︑二度の戦に勝つことを得て︑敵 九624図十六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を捨て
軍の氣を屈せしむ︒

十二999圏

つのうちに職を決すべきにて候︒

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑二

十二991図圖

き遊びにも︑ただこのことのみを思ひけり︒

十二966図

あるひは撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑

十一564図

九麗10

とうとう書きてしまった︒

一264囹 オカアサン︑タダイマ︒

︽一へ・1ヘ

九㎜10
たたへる

六95囹﹁ただいま︒﹂
﹇称﹈︵下一︶3

たたう 与ほめたたう
たた・える

ル︾■ほめたたえる
顔面は孔子をたたへて︑﹁︿略﹀︒﹂といつ

六196圃 治る御代に︑神様の 恵みたたへる村祭︒
十一一343
てるる︒

たたへる

︽1へ︾

十二434 人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの
﹇湛﹈︵ 下 一 ︶ 6

で︑後世歌聖とたたへられた︒
たた・える

と水をたたへてゐました︒

五501 ときどき︑流れがゆるやかになって︑青々

よ︒

雄心7

勇士の頭に︑

十柵10

軍である︒

十889

思へば︑しのぎをけつつて戦ひぬいた雨雫

十7210園

iキ・ーク︾

七388 ここの田も︑あそこの田も︑︿略﹀︑もうひ たたかいぬ・く ﹇戦抜﹈︵五︶7 戦ひぬく ︽ーイ・
たひたと︑水がたたへられてるます︒

九撹3圃 目の前に︑心門海峡はさざ波をたたへ︑
車窓から何百の船が見える︒
いそがしさうに船が動いてみる︒

二藍4圃 ふり返ると︑下之海峡はさざ波をたたへ︑

ふ なばた

十樹10 二さうの舟は︑静かに近づいて︑満漏とた
たへた水の上に︑舷を並べた︒

十一㎜1 島の北の端に︑深い水をたたへた廣い湾

たたき一ただしくん

926

1

たたく

たたきつける

イ・

カ・⁝

子犬ですから︑︿略﹀︑決してしかったり︑

音のする空だ︒

陸には大任義纒を始め︑源氏の軍勢︑馬

八844

﹁︿略﹀︒﹂と︑兵隊さんが肩をたたくと︑

みんなは︑思はず手をたたいた︒

炭を取り出しながら︑源作ちいさんは︑か

まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた

タダシ

ゲンキデ︑孤客ライテクダサイ︒シッケ

︹人名︺一

六835團

ただし

しかるべく候︒ただし︑御あやまり

﹇但﹈︵接︶1 ただし

イ︒タダシ︒

ただし

︽ーイ・

正シイコトバガ︑キレイナコトバガ︑

﹇正﹈︵形︶11 正シイ 正しい

も候はん︒

十一659図圓
ただし・い
ーク︾

午後は︑先生について︑一人一人︑正しい

だれが︑いちばん正しいでせう︒

日本中ニキコエマス︒

ニー71圃

八857

七676園

眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち

りつぽな心持が正しいことばで書かれてあ

すべり方を教へていただいた︒

れば︑

九445
九446

それにつれて︑つり床は正しく一定の場所

千何百人の乗員が號令に從って規律正しく

かれが

︿略﹀︑わが國の正しい古記録を

わが國の正しい古傳︑つまり神代以來の

ただしくん

は︑ぼくたちの室のか

タダシタン

ただしくんの圖書

︹人名︺2

べにはりました︒

六871團

ただしくん

尊い歴史も文學も︑

十一桝7

讃み︑古いいひ傳へをそらんじ始めたのは︑

十一梛4

しい望み方をするやうにしなければなりません︒

十旧5 漢字を讃む時には︿略﹀場合に磨じた︑正

活動するさまは︑いかにも目ざましい︒

九547

に納められる︒

九544

つばなことばで話すことを忘れてはなりません︒

私たちは︑文字を正しくきれいに書き︑り

は︑喜んでいつまでもその話に耳を傾けます︒

り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒
﹁これだけ︑たたいてしまはう︒﹂

九448
を急に押さへるので︑

十㎜1激しくたたいておいて︑手のひらで︑どら

十987図魍

十338園

か
たたかれて書の蚊を吐く木魚かな

たいこ

九加8

まの天井や壁をこつこつとたたいてみた︒

九7510

﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

九353

とほめあげたり︒

八743図海には平家︑ふなばたをたたきて︑どつ

のくらをたたきて喜びたり︒

八742図

たたけば︑かんかん

﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぼくの肩をたたく者が

たたいたりしないで︑

五天2

六972

たらんには︑戦ふともいかで利あらんや︒

十一618図國 ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ
十一656図圖 阪東武者のならひとて︑大將の前に
ある︒

たたき

︵下一︶

22

七㎜6圃

はく略V︑いやが上にも死に重なって職ふと聞く︒
つたことがある ︒

十一㎜9 百年ばかり前︑ジャワが︑オランダと戦
十二906振当 いざや︑まつ前なる敵を一散らし追
ひまくって︑後なる敵と戦はん︒
三時が間に十六度まで戦ひけるに︑

十二923図 この勢にかかり︑打ち違へ︑かけ入り︑

﹇叩付﹈

魚市場の廣いたたきの上を︑

﹇三和土﹈︵名︶1

く戦ふやうにでもなったら︑

十二備7 もし︑日本が官軍と朝敵とに分れて︑長
たたき
九4810

︽ーケル︾

たたきつ・ける

︵四五︶

︽

十589 いっそのこと︑こっちから出かけて行って︑

﹇叩﹈

軍港内の主力艦をたたきつけるか︒
たた・く

キ・ーク・ケ︾

この者︑甲の下に腹巻を重ねて着た

大粒の雨が︑ものすごい音をたててゴム

ただごと

船二二が︑むちでたたかれてみるやうな
﹇徒事﹈︵名︶1

﹁これは︑ただごとでない︒﹂とつぶやき
ながら︑五兵衛は家から出て來た︒

十204囹

ただごと

音を立て︑

十二騰4

の葉をたたき︑しぶきをあげ︑

十一圏7

たたくらん︒

ればこそ︑前の矢を見ながら︑ここを射よと胸を

十一206図圓

と︑胸をたたいて立ちたりけり︒

三232 その時︑牛わか丸は︑あふぎでべんけい 十一204図工矢一筋受けて︑甲をためし候はん︒﹂
のうでをたたきました︒

三695 おじぎをしたり︑小さい手をたたいた
りしては︑たいこをならしました︒

四309 ﹁わあ︒﹂と手をたたいて︑笑ってみる

細い棒の先にひもをつけて︑そのひ

ものもあるやうでした︒

四531

もでこまの腹をたたきます︒
五689團 いかにもうれしさうに前足をあげて︑か
るく地面をたたく︒

五797 取れないと思ふと︑くやしくなって︑木の
幹をとんとたたく︒

927
ただしはじめる一ただよし

六873團二巴

ただしはじ・める
︽ーメ︾

﹇正始﹈

︵下一︶

1

正し始める

﹁タダシタン︑シッケイ︒﹂

十一819 丸木橋に立って︑朝の太陽の前に身じま
﹇ 正 ﹈ ︵ 五︶5

正す

︽ーシ・ース︾

ひを正し始めた高い山々の針葉樹林を見あげる︒
ただ・す

九153 きちんと姿勢を正して︑祭典の始るのを待
つてみる︒

九572 艦長を始め乗員一同は︑皆︑姿勢を正して
軍艦旗に敬流する ︒

の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒

十捌3 身を清め︑姿を正した宗治は︑︿略﹀︑秀吉

は︑思はず襟を正して︑

十二麗8 この國歌を奉唱する時︑われわれ日本人
えり

へんりう

十二川12 風に流される機の方向を正すため︑偵察
員は偏流測定器から目が離せず︑

八447図魍たたずみて︑ しばし聞きいる

直ちに

またかま場へ引き返しぬ︒
﹁各部隊︑直ちに出畿用意︒﹂

﹇漂﹈︵四五︶9 ただよふ

ただよひのぼる︒

ただよひのぼる

風のまに

白い糸が︑︿略﹀︑ふはふはと空中にただよ

︽ーッ・ーヒ・

きり
いつくともなく霧わきて︑

﹇漂上﹈︵四︶1

十一171図 つづら折りなる道をあがること十八町︑
へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒

ただよ・う

まに谷間より

九716図魍

︽ール︾

しかし︑それも直ちに消えて︑﹁︿略﹀︒﹂と ただよいのぼ・る

十595囹
十696

日本軍がここを占領してから︑直ちに野戦

いふ感じに攣る︒

はしばひでよし

この城が落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑直ち

病院として使用し︑

十837
十冊3

七洋10

ーフ・1へ︾

つてみるのは︑ほんたうにきれいでした︒
おんくし

九91図 七日ののち︑后の御櫛ただよひて海べに

浦安の國そこの國︒
︽ーッ︾

5かわだたみ・きぬだたみ・すがだたみ
十二727

勇さんが︑らくかさんをたたんで︑

いと

焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせ
の小さな墨針で傷口を縫ひ始めた︒

三83

その上に︑ていねいにたたんだ軍服や︑

をくるくるまいて︑
七826国

背嚢などが︑きちんと置いてあります︒

敷千の兵船も︑引き潮にさそはれて︑

ところどころに白雲がただよって︑中腹

たまたま︑遠くからただよふやうに汽笛

しい船室に︑しばしの夢が結ばれる︒

波にただよふ氷山も︑

たれ︑恐れんや︒

十一餌6図圏

ただよし

十二915図

直義の兵ども︑菊水の旗を見てよき

つはもの

その心︑ひとへに直義に近づき︑組ん

かくて直義の五十萬騎︑楠木が七百鯨

で討たんと思ふにあり︒

十二915図

敵なりと思ひ︑

十二9010図

ただよし

がただよってみて︑
ただよし
﹇直義﹈︹人名︺4 直義 直義

十一矯4 あたりには︑まだたそがれのかすかな光

來たらば來

十一㎜5 かうして︑北洋にただよふ小船のせま苦

が聞えて為るのは︑

十一994

をおほひ︑峯をかくし︑

十一9310

遠く沖の方にただよへり︒

十一244図

紫色の煙が村中にただよってみる︒

寄りぬ︒

敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし

東郷司令長官は︑直ちに全軍に出動を

に毛利方を攻めるに違ひない︒

十一527図
命じ︑

が︑

十﹇537図

十292 どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて︑
︽ーイ︾

よりて主職艦隊及び巡洋艦隊は︑直ち
だだっぴろい

黒潮のたぎるただなか︑
うらやす

たたまる

またへなへなと︑寝床に︑からだがたたま

﹇畳﹈︵五︶1

大船の通

あの攣にだだっぴろい艦橋の上の方と︑

︵形︶1

に東方へ向かって敵の進路をふさぎ︑

十一554図
だだっぴろ・い

十二川12

マストだけが見えたので︑

たたみ

つてしまひました︒

十糊9

たたま・る

ひもしげく︑

九65図圏

林の ただなか ﹇直中﹈︵名︶1 ただなか

たたず・む﹇停﹈︵四五︶3たたずむ︽ーミ・ーン︾
奥の秋の静けさ︒

十一804 緑色のガラスを張りめぐらした部屋の中
に︑たたずんでみるやうである︒

タダ

十﹁描6 二人は戸外にたたずんで︑しばらく耳を
澄ましてみたが︑

タダ
ただただ ︵副︶1 唯々

ダ︑ダ︑ダ︑ダ

せうちう

十一575図圖皆此ノ成果ヲ見ルニ及ンデ︑唯々感たたみばり ﹇畳針﹈︵名︶1 畳針
︵感︶一

激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒
だだだだ

ただちに

﹁ダ︑ダ︑ダ︑ダ︒﹂と重石に穴をあける︒ たた・む﹇畳﹈︵五︶3たたむ︽ーン︾

﹇直﹈︵副︶9

十ニー11

ただちに

てひようと放つ︒

八737図 ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひを定め
十443図 ﹁おお︑それよ︒﹂とつぶやきて︑直ちに

ただよわす一たちあがる

928

す

ま

騎に打ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒
ただよはす

︽iシ︾

十二919図圓 新手を入れかへて︑直義討たすな︒
﹇漂﹈ ︵ 五 ︶ 1

十一泌8 すきとほるやうな水色や︑赤や︑緑の薄

ただよわ・す

いきれ地などがいっぽいにかざられ︑︿略﹀︑まぶ

﹇崇﹈︵名︶1

たたり

しい色どりをただよはしてみる︒
たたり
n▽やけただれる

九82図圏 これ海神のたたりなるべし︒
ただれる

たち ﹇立﹈与いでたち・おたち・こだち・そうだ
﹇達﹈

n▽あなたたち・いさむさんたち．いしく

ち・におうだち・ゆうだち
たち

たち・いもうとたち・うおたち・おおみやびとた
ち・おこさまたち・おじさんたち・おとうさんた
ち・おとうとたち・おともだち・おまえたち・オラ
ンダじんたち・おんなたち・かぞくたち・かんじゃ
たち・きみたち・きゅうしんたち・ぎょふたち・け
らいたち・ごういんだち・こたち・こどもたち・こ

よしおたち・わかものたち・わたくしたち・わるも
のたち

太刀←おおたち・ひとたち

されども義纏は︑太刀にて熊手を防ぎ防

﹇太刀﹈︵名︶8

八761図

たち
ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒

かう叫んで︑狼介は太刀を投げ捨てた︒

十皿5図投げあげられて立ちあがり︑太刀を抜い

九囲4

もえぎにほひの甲着て︑黄金作りの太刀

て額に當て︑

十価6図

をはき︑連丘あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑
を
鍬形打つたるかぶとの緒をしめ︑いか物

十㎜7図

しげどう
作りの太刀をはき︑重籐の弓持って︑

遍身2図南はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ
みつからはける黄金作りの太刀を抜き

投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

十一2310図

て︑海中へ投げ入れたり︒
の太刀に︑熊の皮のしりざや入れ︑

立ちあが

十一585図獅子の金物打つたる甲を着︑三尺五寸
﹇立上掛﹈︵下一︶1

文治が立ちあがりかけると︑ともにみた船

︽iケル︾

たちあがりか・ける

六梛4

りかける

とりたち・さかなたち・しきかんたち・じぶんた
ち・ジャワじんたち・じゅうみんたち・しょうした

﹇立上﹈︵四五︶24立ちあがる︽ーッ・

﹁けい禮︒﹂と寺宝な聲でいって︑立ち

この聲が通じたのか︑利根は︑むっくりと

ふった︒

六962

ぼくは︑山の上に立ちあがって︑その旗を

立ちあがりました︒

五伽1

せいに立ちあがりました︒

五937白のカッターからは︑さっと︑かいがいっ

あがってけい禮をしま．した︒

四756

リール・iレ︾

たちあが・る

方が︑﹁あぶない︒﹂といひました︒

ち・しょうねんたち・しょうへいたち・しょっこう
さんたち・すいへいさんたち・せいとさんたち・せ
んいんたち・せんきゃくたち・せんせいたち・せん
ちょうたち・せんどうたち︒せんゆうたち・そまふ

たち・たけおくんたち・ちょうしんたち・でした
ち・てつどうじゅうぎょういんたち・てんにんた
ち・ともだち・にいさんたち・のうふたち・のりく
みいんたち・ひとたち・びょうにんたち・へいした

ち・へいたいさんたち・ほうしいんたち・ぼくた
ち・マライじんしなじんインドじんたち︒まんじん
たち・みいくさびとたち・みこたち・もうこじんた
ち・やくにんたち・やひょうえたち・ゆうしたち・

六諭3

北川は︑決死の勇氣をふるって︑すっくと

今まで︑やさしくお給仕をしてみた少女は︑

立ちあがりました︒

七163

すっくと立ちあがって︑

して立ちあがれり︒

八332図されど︑三匹は無事にくだり︑身ぶるひ

九332 母は涙をふいて立ちあがり︑娘の手を取つ

おもむろに立ちあがって︑︿略﹀︑土で固め

てお寓言の前に立ちました︒

九742

とたんに︑鹿介はむっくと立ちあがった︒

た圓形のかまの上へそっと手を置いた︒

十109 水兵は驚いて立ちあがりしばらく大尉の顔

九伽3

皿を取り出しみたるかれは︑やがて﹁お

を見つめてみたが︑

お︒﹂と力ある聲に叫びて︑立ちあがりぬ︒

十471図

十542園横車を押し通さうとした米國︑及び英國

に質して︑日本は敢然と立ちあがったのです︒

十717 そのとたん︑ウェールズから爆蛮の一大音

しかし︑佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑新しい勇氣

響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあがった︒
十782

をふるって立ちあがった︒

音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒

回漕9図佐々木︑あぶみふんばり立ちあがり︑大

十重5身投げあげられて立ちあがり︑太刀を抜い

﹁わあっ︒﹂とときの聲をあげ︑砂をけ立て

て額に乾て︑

十悩1

﹁︿略﹀︒﹂私のからだは︑すっくと立ちあが

て︑いっせいに立ちあがった︒
十川7

やがて宗治は︑﹁︿略V︒﹂といひながら︑立

つて︑白衣を着てゐました︒
十旧1

ひき終ると︑ベートーベンは︑つと立ち

ちあがった︒

十一川10

929
たちいず一たちのぼる

あがった︒

︿ 略 ﹀ 訓 示 を し た︒

十二239 部隊長は︑トラックの上に立ちあがって︑

たち魚

︽ーデ︾

太刀風
立ちがたし

︽ーク︾

たちこ・む

﹇立篭﹈︵下二︶1

立ちこむ ︽ーメ︾
かはぎり

もうもうと︑煙やガスが立ちこめる︒

2

たち去る

立ち去る

十冊5図教纏の船に並べて乗り移り︑太刀先そろ
︵五︶

おちつきはらって︑その場をたち去った義

﹇立去﹈

へて一時に打ってかかる︒
たちさ・る
︽ーッ︾

七653

︽iギ︾

水兵は︑︿略﹀︑やがて手をあげて敬直し︑

光は︑やがて宮に追ひつきたてまつった︒
十149

たちさわぐ

にはかに風起り波だちさわぎて︑御船進

﹇立騒﹈︵四︶1

にっこりと笑って立ち去った︒
たちさわ・ぐ

九78図
まず︒

十一一459三種

海原はかまめ立ち立つ︒

登り立ち石見をすれば︑

國原はけ
ぶり立ち立つ︑

海原はかまめ立ち立つ︒

てこそ立ちとまりつれ
立止る

︽ーッ・ール︾

歩くのをやめて︑立ち止まる︒

﹁おや︒﹂と思ひながら︑そこに立ち止って︑

ーリ・ール︾

立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける

﹇立直﹈︵五︶1 立ちなほる ︽ール︾

︽ーブ・一

職車を通らせ︑大砲を前進させて︑敵に

よゆう

﹇立並﹈︵五︶3立ち並ぶ

密林が切れて︑白い壁に赤い屋根の建物

﹁水には︑かなはない︒立ちのかう︒﹂

︽ーッ・

みるみるしらがのおちいさ

田草8圏白いけむりが立ちのぼり︑

昔むかしの話です︒

若いうらしまは︑

九471 海面から立ちのぼってみた白いもやが︑薄

ん︑

げんきで

たちのぼ・る ﹇立上﹈︵五︶11 立ちのぼる

なべや︑やくわんや︑布ぎれなどを持つた︒

張は︑夜具をかつぎ︑手に萎粉と塩をさげ︑妻は︑

十脳8園

たちのきくださる

たちの・く ﹇立退﹈︵五︶1立ちのく︽ーカ︾5お

がずらりと川岸に立ち並んで見える︒

十一㎜10

煙を吐き出してみるのです︒

八892 林のやうに立ち並ぶ煙突から︑絶えず黒い

れる大きな杉の木が︑立ち並んでゐました︒

五98團 道の爾がはには︑千年もたったかと思は

ン︾

たちなら・ぶ

立ちなほる齢裕を與へないのである︒

十一一柳2

たちなお・る

と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九957

じっと見つめました︒

八価6

七6810

たいさんを見てみるものもあります︒

四価6 にこにこ笑ったりしながら︑立止って︑兵

る

夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ たちどま・る ﹇立止﹈︵五︶4 立ち止まる 立ち止

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

十996図

︽ーメ・ーメル︾

敵艦の影はなく︑やがて夕やみがたちこめ

日没のおそい北洋にも夕暮がだんだんせ
濃霧がもうもうと立ちこめて︑︿略﹀目

十一一113

じるしのランプも︑光がぼんやりと見える︒

十一蜘2

まって︑濃霧が一面に立ちこめる︒

十一994

一面に︑砂ぼこりがたちこめた︒

画聖10敵の砲弾が兵士の目の前で炸裂し︑あたり

て︑何物も見ることができなくなった︒
さくれつ

十605

こめる

十二674 氣丈にも聞多は立ちあがって︑刀を抜か たちこ・める ﹇立篭﹈︵下一︶5 たちこめる 立ち
うとした︒

立ち出ず

十二糊3 草の芽の間から︑立ちあがる水蒸氣のか
﹇立出﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

げもなつかしい︒
たちい・ず

十麗4図 大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑大
音 聲 あ げ て ︑ ﹁ ︿略﹀︒﹂といひけれども︑

たちいふるまい ﹇立居振舞﹈︵名︶1 たちみふるま
ひ

﹇太刀魚﹈︵名︶1

十一騰6 その静かなたちみふるまひを見て︑
たちうお

たはってるるのは︑めづらしい見ものである︒

九497 帯のやうなたち魚が︑いくつもいくつも横 たちさき ﹇太刀先﹈︵名︶1 太刀先

立ち

十二撹6 いかに快速を寒星する機械化部隊も︑橋

たちおうじょう ﹇立往生﹈︵名︶1 立ち往生
が落ちれば立ち往生になる︒

︽ ー セ︾

たちおうじょうさ・せる ﹇立往生﹈︵下一︶1
往生させる

十二皿7 それを立ち往生させないやうに︑わが工

﹇野景 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

鹿介の太刀風は更にするどかった︒

﹇太刀風﹈︵名︶1

兵隊のすばらしい活躍が展開する︒
たちかぜ
漫筆10
たちがた・し

子たちこの師を見かぎり去りて︑

立川

十二4510図圏

道のべに清水流るる柳かげしばしと

十452図やがて︑その日の生計も立ちがたく︑弟たちた・つ ﹇立立﹈︵四︶2 立ち立つ ︽ーツ︾
たちかわひこうじょう ﹇立川飛行場﹈︵名︶1
飛行場

十一344図圏

御ひつぎの車は︑︿略﹀︑立川飛行場から︑ たちとま・る ﹇立止﹈︵四︶1 立ちとまる ︽ーリ︾
しみつ
静かに高輪の御殿へお進みになってみた︒

たかなわ

十一148

たちばな一たちまち

930

れて行って︑

たちばな

さき

か

崎より︑武者二騎︑引つ駈け引つ駈け出で來たり︒

橘

橘豊日尊
たちはなのとよひのみこと

太子の御父君を︑

豊日尊

たちばなのとよひのみこと

六511
ました︒

橘幽一日尊は︑太子のこのおことばを︑お聞

ッ・⁝リ︾

こらう

﹇立塞﹈
や

︵四五︶

3

立ちふさがる

目の前に立ちふさがってみる火山が︑白

︵下二︶

1

立ちまみらす

書食も終らないうちに︑ものすごい積齪
﹇立入﹈

かくては父の名も失ひ︑君の御用に
も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒

十二961図國

︽ーセ︾

たちまいら・す

雲が前方に立ちふさがって來た︒

十二川3

い煙を吐いてみたが︑

十一麗2

に立ちふさがりていひけるは︑

十﹁1910遅足の彌五郎これを敵に見せじと︑矢面

︽

たちふさが・る

きになって︑たいそうお喜びになりました︒

六537

橘豊日金と申しあげ

九519 もやひしてみる漁船からは︑朝げの煙が波 たちばなのとよひのみこと ﹇橘寧日命﹈︹人名︺2
の上に影を落しながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒

九725 炭焼がまから立ちのぼる煙である︒

九733 眞赤に焼けた木から︑めらめらとほのほが
立ちのぼってみる︒
九746 どっかりと︑また︑かまの前にすわって︑
もくもくと立ちのぼる煙を見つめながら︑
あんざん

極暑2 富山の製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑
ほのほが勇ましく見える︒

十519圃白い御飯から︑あたたかいみそ汁から︑
ぐわうぜん

ほかほかと︑立ちのぼる湯氣を見つめながら︑

十三2 轟然︑天地をゆするやうな音響とともに︑
黒煙は天に立ちのぼった︒

十一㎜4 虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山から
立ちのぼる赤い火を眺めた︒

十二468 國のやうすを見ると︑平地は丁々として︑
﹇橘﹈︵名︶5

かまどの煙があちらこちらに立ちのぼり︑
たちばな

たちまち本になって出て來ます︒

はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は
くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒

七984

千人も死んだ︒

七579賊は︑坂からころげ落ちて︑たちまち五六

︿略﹀︑

六914山は︑たちまちできあがった︒
六川3 積まれた紙が︑機械の問を流れるうちに︑

六205 たちばなといって︑みかんに似た︑たいそ たちまち ﹇忽﹈︵副︶27 たちまち
うかをりの高いくだものがあることを︑

六218 やっと︑あるところで︑美しいたちばなが
生ってみるのを見つけました︒

六231 田道間守は︑持って騙ったたちばなの半分
を︑皇后にけん上しました︒

六235 枝についたままの︑美しい︑かをりの高い
たちばなを︑みささぎの前に供へて︑

さき

たちま

今はとボートに

來る弾に たちまち失せて︑

八884園圃

移れる中佐︑

飛び

九5310 ﹁総員起し︒﹂この號令で︑朝の静かさがた

ちまち破られ︑

あっとすべって行く吏・輪の響き︒

九麗7圃 汽車はたちまちトンネルにはいった︑ざ

九三9 たちまち篤志の大きなからだが︑鹿介の上

きのふまで木一本もなかったやうな草原に︑

へのしかかった︒

九㎜6

機は︑たちまちほのほを吐き︑翼は︑

たちまち町ができる︒

空中分解を始めぬ︒

十171図魍

ぬ

十214 村から海へ移した五兵衛の目は︑たちまち

さくれつ

そこに吸ひつけられてしまった︒

雷撃機隊は︑たちまち二隊に分れた︒

まち爆弾を投下した︒

十651 すきまもなく炸裂する自署を縫って︑たち
十657

の周園のたんぼは︑たちまち湖のやうになった︒

十備8 それを一色に流し込んだのであるから︑城

十㎜8 交通路に故障が起れば︑國の活動は︑たち

激しく敵を砲撃せしかば︑敵の艦列た

まちとどこほることになる︒

十一539図

欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

うつりよう

ちまち齪れ︑早くも職列を離るるものあり︒

たちまち二面満載のトロッコが︑；塁︑

たちまち片岡隊の東方はるかに敷條の黒煙を見る︒

十一553図

十ニー15

花は咲いてもたちまち散り︑人は生まれ

二皇︑三壼とできあがる︒

てもやがて死ぬ︒

十二4810

と見れば︑あの恐しい羅刹は︑たちまち

たいしゃくてん

十二574

そればかりか︑追討の官軍がたちまち江

端嚴な帝鐸天の姿となって︑
たちまち先生のからだは︑ちうに浮かんだ︒ 十二掴7

空をおほうて分列式︑分列式︒

飛行機の爆音︑

たちまち︑城内にラッパが鳴り響きました︒

八841

ち敷百機が︑

八284圃大空の一角に︑

七佃3

六238囹 ﹁遠い︑遠い國のたちばなを︑仰せに 七柵10 火はたちまち元帥の家をおそった︒
よって︑持ってまみりました︒﹂
たちばな

橘の小島が

たちばな

たちばなのこじまがさき ﹇橘小島崎﹈︹地名︺1
びやうどう

橘の小島が崎

十川2図 ここに平等院のうしとら︑

931
たちむかう一たつ

戸表に押し寄せるとすれば︑

十二㎜6 全員はたちまち配置についた︒

︽ーヒ︾

十二㎜11 艦は︑たちまちさげかちを取って︑突つ
立ち向かふ

もろやす

たちもどる

︽ーリ︾

今こそ実直・師泰の軍に立ち向かひ︑

もろなほ

﹇立向 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

込んで行った︒
たちむか・う

十一一989図圓
﹇立戻 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

身命を盆くして合戦仕り︑
たちもど・る

立ツ起つ

九盟1 さうして︑またもとのひっそりとした大草
原にたちもどり︑

︽ータ・ーチ・ーッ・ーツ・ーテ︾■あいたつ・

た・つ ﹇立﹈︵四五︶94 タツたつ
立つ

四391

おちいさんは︑その入口に立って番を

スケートをつけて氷の上に立つこと

してをります︒

四516

あすは︑朝早く起きて日の出を拝み︑そ

互い庭の向かふに兵舎が立ってゐま

も︑なかなかむずかしいのですが︑

四748
す︒
かしはらじんぐう

五114團

町を通りぬけて︑川口に近い岸に立つと︑

れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒

五543

かかしは︑田の中に立って︑四方を見てゐ

海が見えました︒

五605

ぼく︑立ってゐますから︒

席はみんなふさがった上に︑立ってみる人
﹁立たう︒﹂といひました︒

私たちは︑すぐ立って︑席をゆづりました︒

皇孫ににぎのみことのお通りになる道を︑

猿田彦神が︑先に立って︑思案内申しあ
﹁ここに立って︑お月様を︑枝の間から
その御殿の門のそばに︑井戸があって︑

海の御殿の門の前に︑大きな木が立ってゐ

六574園

ます︒

いや︑まだいっかう役にたちません︒﹂

六873團 その前に立って︑﹁︿略﹀︒﹂といったりし

六952 みかたはと思って︑ちょっとふり返ると︑

﹁ぼん︒﹂と︑的のまん中の星を︑射抜いて

赤い旗も︑まだ立ってみる︒

立ちました︒

六川7

つづいて走ってゐます︒

六伽3 北川が先頭に立ち︑江下︑作江が︑これに

網の張ってある池が出ました︒

六樹5 大きな木が立ってみて︑その根もとに︑金

ふり返ると︑少女は︑いかにも尊いるげん

私たちの學校では︑新しい講堂が立つこと

地鎭祭といふのは︑新しく家が立つ土地の

このあき地に︑講堂がりっぱに立つた時の

今日︑みなさんは︑一律トンの汽船に乗つ

ちゅうれいたふ

不法な仕打に︑腹が立って腹が立って︑

八373囹

ます︒

八226團

別に︑望みはございませんが︑唐糸の身

からいと

旅客機で朝だてば︑夕方には大阪に着き

つてゐます︒

八218團並木道をのぼって行くと︑忠験塔が立

七柵2

が立って腹が立って︑たまりませんでした︒

七m2 オランダの長官ノイツの不法な仕打に︑腹

て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒

かうべ

七516

ことを思ひ︑

七447

神様に申しあげて︑

七404

七402 講堂は︑東側の教室の後に立ちます︒

になりました︒

七399

やく院といふ病院が立ってるました︒

に漏ちて︑立ってをります︒

私が︑にいさんと並んで立ってゐますと︑

七1610

五705

すぐ前に掛けてみたよそのをぢさんが︑ 七326 その中に︑光明皇后のお建てになった︑せ

るので︑何でもよく知ってゐました︒

あわだつ・いさみたつ・いでたつ・おいたつ・おた

五711

五745

五742園

も︑たくさんありました︒

五734

五712園

︿略﹀︑立ってくださいました︒

つ・おりたつ・きりたつ・きわだつ・さきだつ・そ
そりたつ・そびえたつ・たびだつ・つきたつ︒つつ
たちあがる・つったつ・とびたつ・なりたつ・のぼ
りたつ・ふるいたつ・まかりたつ・めだつ・もえた
つ・わきたつ

ニガシマヲタチマシタ︒

一858 モモタラウハ︑タカラモノヲモッテ︑オ

る︒

五悩4

井戸のそばには︑大きな木が立ってゐます︒

五榴5囹

見たまへ︒﹂と︑その子どもがいひました︒

五価7園

げました︒

五棚4

さるたひニの

ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれです︒

五㎜1園

さいで立ってをります︒

二786團 ウシロニ︑ネエサント私が立チマシタ︒ 五979園 下界へ行く途中に︑恐しい男が︑道をふ

二791團私ハ︑セイガヒククテカホが出ナイ
ノデ︑ハコノ上二立チマシタ︒
が立ってゐます︒

三204 見ると︑大きななぎなたを持った大男
三255 みよ子さんは︑ささの小枝を持って︑橋
の上に立ちました︒

草の中に︑じっと立ってゐます︒

三698 私は︑さっきから︑せいより高くのびた

太平洋の

三876 そばに︑人が四五人立ってゐました︒

波が立つ︒

四5エ圏 すそ引くはての松原に︑

たつ一たつ
932

代りに立ちたうございます︒

めて︑きつねの前なる土に立ち︑

みたて

汝︑ますらをなれば︑大君の御楯と起

井戸端のうるしの木が︑ぬうっと立ってる
この間に立って︑佐吉を働ましたり︑慰め
義経︑目にたつさまはしたれども︑かれ

こらう

土ぼこりうづまき立つや十あまり荷馬
や

どうしたのか︑その子が尼さんのそばへ

野に

そばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀︒﹂かうい

さみだれの晴れ間うれしく︑
野はかがやきて︑

しんせつな山のお招きの席に︑しばらく
丸木橋に立って︑朝の太陽の前に身じま
きりのやうにとがった梢の先を天に向け
かんむり

ふさふさした枝の冠をいただいて立つ
ひのき

中台温泉から四・六キロと記した道標が
立ってるる︒

十︻903

てるるのは︑檜である︒

十一822

て眞直に立つものは︑かうやまきである︒

十︻821

ひを正し始めた高い山々の針葉樹林を見あげる︒

十一819

は︑すべてを忘れて立ってるた︒

十一812

立てば

十一678図圃

つて︑雀をさがしに立って向かふへ行った︒

十﹇406

來て︑立つたまましくしく泣きだした︒

十一393

胸をたたいて立ちたりけり︒

十一204図弟の彌五郎これを敵に見せじと︑︿略﹀︑

車すぎ行く夏草の野路に

十摺2園圃

これ行きちがへて︑教経に組ませず︒

十栩6図

たりしてくれたのは︑母であった︒

十746

る︒

十312

ちて︑たくましく︑ををしく生きぬ︒

十193図魍

く立ってるるのが見えた︒

八4110 うばを門のわきに立たせておいて︑姫は中 九882 まつ眞北へ向かって立って見ませう︒
九㎜10 一本松が︑右手の海岸のがけの上に︑凹き
へはいりました︒
八715図 見れば︑へさきに長き竿を立て︑赤き扇
をとりつけ︑一人の官女︑その下に立ちて︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑野田先生が先頭に立たれ︑石

井先生が︑みんなのあとから來られた︒

八783

立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

八819 ふもとへ來て急停止すると︑ばっと雪煙が
八834 はげしい制動を掛けられると︑もうもうと
雪煙が立つ︒

八961 民のかまどの煙の立つやうになったのを︑
たいそうお喜びになりました︒
八 1 野砲も︑重砲も︑︿略﹀︑いつでもお役にた
つぞと︑どっかり身がまへるやうになります︒

正偽10 一郎さんが︑お座敷の羽中に立って︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と いって︑綴り方を讃んだ︒

八悩6 一郎さんがまた立って︑又略﹀︒﹂といった
ので︑

八梛5圏 それが︑いつも︑ここに︑かうして立つ
てるる私たちなのです︒

書協4圃 いつでも︑ここに︑かうして立ってるる
のです︒

九142 青々と大空をおほふ檜の大木が︑美しい柱
のやうに立ってるる中立神宮備林の朝である︒

一本を娘

九333 母は涙をふいて立ちあがり︑娘の手を取つ
てお窺眞の前に立ちました︒
九336 母は︑︿略﹀日の丸を取り出し︑

に與へて︑ふたたびお罵眞の前に立ちました︒

九348 隊長以下何百の門葉と︑マライ人・インド
人の鐵道從業員たちの先頭に立って︑少女は︑

九606遠矢は︑あやまたず頭上をすれすれにかす

ぼくらが今立ってるるところと向かふの

今こそ︑二千七百六十三メートルの最高

山脈との間は︑千丈の谷となって︑

十一942
十一961

﹁さやうなら︒﹂ベートーベンは立って出

友人がそっと立って窓の戸をあけると︑

鮎に立つたのである︒

十一梱9
かけた︒

十一備6

くに通行することができる︒

十一烈7 家は床が高く︑その下を立つたままでら

をだいて門口に立ってるるのを見ると︑

十一㎜6 女たちが︑夕方など︑こんな姿で子ども

十二349囹力のあらん限り修養しても︑先生は︑

東の野にかぎろひの立つ見えてか

ひむがし

いつでも更に高いところに立っておいでになる︒

修行者は︑座を立ってあたりを見まはし

へりみすれば月かたぶきぬ

十二426七洋
十二496

何とか助ける道はないかと思ひました

たが︑佛の御姿も人影もない︒

後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞

けれども︑さやう致しては政道が立ちませず︑

十二624囹
十二668

くすのきまさしげ

延元元年五月十六日︑楠木正成都を

ひやうご

多の両足をつかんで︑前へのめらせた︒

十二884図

わが潜水艦の甲板には︑艦長を始め乗組

たち︑五百鯨騎にて兵庫へくだる︒

十二櫨1

立ってしばらくこちらを見てみた母が︑

員が︑不動の姿勢で立ってるる︒

左手をあげた︒

十二鵬3

十二㎜8 さざ波一つ立たない︑鏡のやうな海面を

風速二十メートルぐらみの南西季節風

﹁︿略﹀︒﹂と︑そばに立ってるた船長がい

すべって行く船の跡が︑
十二㎜8
つた︒

十二㎜1園

933
たつ一たった

が︑時には十日も古いて高い波が立ちます︒

﹇ 断 ﹈ ︵ 四 ︶1

絶つ

︽ーチ︾

油を流したやうな静かさ︑軍調さだ︒

十二㎜2 見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑
た・つ

十一556図 片岡・瓜生・東郷の諸隊はその退路を
﹇経﹈︵五︶ 3 6

タツたつ︽ーチ・ーッ・ーツ︾

絶ちて︑午前十時十五分まったく敵を二型せり︒
た．つ

八166

バナナは︑苗を植ゑてから早くて十箇月︑

花が咲いてから三四箇月たつうちに︑この

おそくても一年二箇月たつと︑

八177

二三日たってから︑かまの口を開いた源作

たとへ︑十年たっても二十年たっても︑

更に南へ航海を績けると︑半日もたった
ちん

さい

それから敷年たって︑陳・薬の厄があっ

しかし︑

一日︑二日とたつうちに︑その

船の跡が︑いつまでたっても二本のしわ

氣持はだんだんなくなって行った︒

十一一㎜9

時間のたつのがもどかしくてならない︒

を描いて︑消えずに残ってみる︒

十二盟4

9

見おろせば︑いく百丈の谷は︑あたかも

見れば︑へさきに長き竿を立て︑赤き扇

八幡様に日参致し候も︑そなたが︑あ

山上書家の作である︒

やまのうへのおくら

をのこやも空しかるべき萬代に語り

正季︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑七百鯨騎を前後

勝報上聞に達するや︑司令長官にたま

いざさらば︑同じく生をかへて︑ご

トラック島を出序し︑眞南へくだって行

それは︑明け方になるにつれて激しく︑

慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達した

はんぎゃく

關東方の使者は︑︿略﹀︑いつれも途中官

海面から巻き起って雲に達する壮観は︑

たった︑

一日だけでいいのです︒

︵副︶13 たった たった
五㎜7園

たった

十二節9

軍に押さへられて︑目的を達しない︒

十二

時︑宮はさすがに御憤りをお感じになったが︑

十二m10

夜明け前の一時間ぐらみに最高潮に達する︒

十一盟12

くと︑一日半ぐらゐで赤道に達する︒

十一㎜8

たっ・する﹇達﹈︵サ変︶5達する︽ーシ・ースル︾

の本懐を達せん︒

ほんくわい

十二936図圖

へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

十一577図

たっ・す﹇達﹈︵サ変︶2達す︽ースル・ーセ︾

に立てて︑大勢の中へかけ入りけり︒

十二909図

つぐべき名は立てずして

十一一443図像

つぼれなるてがらを立て候やうとの心願に候︒

十1210圏田

はちまん

をとりつけ︑一人の官女︑その下に立ちて︑

八714図

屏風を立てたるがごとし︒

びやうぶ

八329図

十日たっても︑二十日たっても︑母の名を た・つ ﹇立﹈︵下二︶5 立つ ︽ーテ︾

ふさがだんだん大きくなって︑

八3910
いふ者はありません︒

その後百年承りたって︑それが例になるや

一郎さんは︑もう少したってから起しま

天90十日たっても︑二十日たっても︑
八柵6園

ノ∩﹂−

二95 少シタッテカラ︑勇サンバ︑オカアサン
せう︒

たとへ︑十年たっても二十年たっても︑

九323園

一週間ばかりたって︑親子とも馬屋の外へ
日がたつにつれて︑だんだんぼくになれて

九蹴2園何年かたって︑もう蹄って回るころにな

來ました︒

九819

出しますと︑

九812

ちいさんは︑眞黒に導けた炭を外へ取り出した︒

九749

わたしはきっと蹄って來ますから

九323園

うになった︒

九109

ニイヒツカッテ︑ハガキヲ出シニイキマシタ︒
三描9 かうして三年たちました︒

四65 何年かたつうちに︑このくすの木は︑
四104 何年かたって︑とうとう一さうの舟が
できあがりました ︒

むすめに見えました︒

四341 三月ほどたつと︑もう十七八ぐらみの
四354 かうしてみる間に︑何年かたちました︒
四川2 四五日たって︑兵たいさんから︑お手紙が
まみりました︒

五97国 道の雨がはには︑千年もたったかと思は
れる大きな杉の木が︑立ち並んでゐました︒
五241 それから︑また何日かたちました︒
五344 二日目どたつと︑かひごは眠りだしました︒

九躍11

た︒

十一一描6

てから︑二時間もたったころであった︒

十二伽1

眞赤な太陽が︑シドニー沖の海面に落ち

十二278

のち︑南へずっと連なる大きな島が見えて來る︒

十一㎜11

へ登れるよ︒﹂といはれた︒

﹁もう二三年たったら︑きみたちも槍

それから五六日たって︑のろ狩をやった︒

五掴9 それから半年ほどたって︑ちゃうど︑文子

十一967園

つたので︑

さんが五年生になったころ︑

六215 いつのまにか︑十年といふ長い月日が︑
たってしまひました︒
七377 種まきがすんで十日あまりたったころ︑

い︒

正男

七586二日たっても︑三日たっても︑汲みに來な
七587二日たっても︑三日たっても︑
七6710それから︑三日ばかりたったある日︑

さんが︑自分のかげを見ながら考へこんでみる︒

たって一たてまつる

934

六483圃 映壼の幕は︑ たったあれだけなのに︑

山がうつる︑川がうつる︒
六486圃 映書の幕は︑ たったあれだけなのに︑

五階︑六階︑家が出て來る︒
六492圃 信書の幕は︑ たったあれだけなのに︑

何十皇の戦車が通る︒
六495國映写の幕は︑ たったあれだけなのに︑
何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒
六佃4 たった一メートル四方ぐらみの廣さですが︑

八554 見るまに︑飛んでみる敷は少くなって︑た
つた二機になっ た ︒

九272 その中にたった一人︑色のあまり黒くない︑

十歳ぐらみのかはいい少女が︑

もとにもよりつけません︒

貴い

︽ーイ︾

君子だつて︑困る場合はある︒

﹇尊﹈︵形︶1

十二291囹
たっと・い

弾丸になり︑武器になり︑機械になる貴
たっとぶ

︽ーブ︾

新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の

﹇尊﹈︵五︶1

い銅が︑この重石の中に眠ってみるのだ︒

十ニー07

九508

たっと・ぶ

たづな

手綱

牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白

﹇手綱﹈︵名︶2

朝は︑見るからにきびきびとして︑威勢がよい︒
たづな

六156国

のたづなを引いて通るのは︑

起らば起れ︑

たてOみたて

佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑

たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

十755

十813 何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ

立て掛ける ︽一

銃を立て掛けておくところがあって︑

﹇立掛﹈ ︵下一︶ 1

ると織機はおのつから止り︑
たてか・ける

七822團

ケ︾

たて坑

やがて軌道車からおり︑昇降機に分乗し

﹇縦坑﹈︵名︶1

︿略﹀小銃が︑行儀よく並んでゐます︒
たてこう

て︑敷百メートルのたて坑を一匹におりて行く︒

十二97

楠木正成がたてこもった千早城は︑けは

だが︑敵は軍港深くたてこもって︑出港す

一族のうち︑一人も生き残りてあら

ん間は︑金剛山のほとりにたてこもり︑

こんがうざん

十二899m凶圖

命をも考へた︒

十網7 宗治は︑城下にたてこもってみる五千の生

るけはひがない︒

十587

たてこもった二千五百の尼子勢は︑

はりま
九悩5 いち早く播磨の上月城を占領して︑ここに

しい金剛山にあるが︑

こんがうざん

七572

くすのきまさしげ

ーリ︾

十一666ロ唱題義朝︑手綱かいくり三朝に向かひ︑ たてこも・る﹇立篭﹈︵四五︶5たてこもる︽iッ・
﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

8図圏龍巻きあぐる龍巻も

スコールの中では︑灰色の大きな木を押
し立てたやうな龍巻さへ起ってるる︒

十二湘8

おどろかじ︒

十一

九344 たった十一歳︑内地なら國民學校四年半の たつまき ﹇竜巻﹈︵名︶2 龍巻
紫の君は︑︿略﹀おばあさんに死なれて︑

この少女は︑

十一43！

たった一人この世に取り残されてしまった︒
十二535囹 たった二文句ですよ︒

﹇盾﹈︵名︶1

日本に春が早ると思へば︑もう矢もたても

それがしの主人は︑立板に水を流すや

ててありました︒

別に宿舎の建てましをしなければならない︒

る・こいたてまつる・ささげたてまつる・しゅくし

きたてまつる・かけたてまつる︒けがしたてまつ

︽ーッ・ーリ・ール︾ εいのりたてまつる・おいっ

たてまつ・る﹇奉﹈︵四五︶5たてまつる奉る

九珊11

中でも縦六メートル︑横十一メートルといたてまし ﹇建増﹈︵名︶1 建てまし
ふすばらしく大きな石には︑

八9210

中からみつみつしいからだが現れます︒

七8710

たてふだ ﹇立札﹈︵名︶1 立札
たて ﹇縦﹈︵名︶2 縦
そのうちに︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑ 四734 廣い庭の中ほどには︑何本も立札が立

たまらず︑北をさして進むのです︒

八119

たて

十二5410囹 たったこれだけですがね︑行者さん︒ たて ﹇立﹈ 5きだて・くみたて・つきたて・つみた
十二加10 たった今︑北斗カリフォルニや型と︑ て・にゅうえいしたて・まえだて︒もくぞうだて
しゅくん
︿略﹀を血祭にあげた︑殊動輝く海の荒鷲が︑

九㎜5囹廣田︑おくれたってかまはない︒

たって ︵高唱︶4 たって
九櫛7 おくれたって︑ほかの人がやめたって︑

くだけは︑最後までどうしても泳がう

九㎜7 おくれたって︑ほかの人がやめたって︑ぼ
十一研2囹 そんなことをいったつて仕方がない︒

だって ︵接︶1だって

十二785囹

三993囹 子ども四﹁だって︑ぼくたちがっかまへ たていた ﹇立板﹈︵名︶1 立板
たのだもの︒﹂

うに︑ものをいひつけられるお方ぢや︒

四931囲だれのたこだって︑ぼくのたこの足 たていと ﹇縦糸﹈︵名︶2 たて糸

だって ︵係助︶2 だって だって

935
たてめぐらす一たてる

たてまつる︒そうしたてまつる・たいしたてまつ

だのぶなが

る・たすけたてまつる・はいしたてまつる・はじめ
お

たてまつる・やすんじたてまつる
御造螢になる用材は︑︿略﹀︑織田信長が︑

木曾の森林から伐採して奉ったことがあり︑

九109

九112 御遷宮に際しては︑かならず木曾から御用
材を奉ることになってみる︒

たかくらじ

十47図 御造螢當時︑國民の眞心もてたてまつり
たる木々は︑

十563 私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神里を奉り︑
金のとびが御弓の先に止ったことを思った︒
天皇に奉った︒

﹇立巡﹈︵五︶1
どべい

立てめぐらす

︽一

十一髄9 安萬侶はこれを三巻の書物にまとめて︑
たてめぐら・す
シ︾

建物

十脳5 どこの家も︑高い土塀を立てめぐらしてゐ
﹇建物﹈︵名︶6

るので︑

たてもの

六榴8 東京騨の前にある大きな建物が︑じゅん
じゅんにあらはれ︑

六気2 その後に︑りっぱな建物があらはれました︒
建物の土角がくつれて來ました︒

どかく

七248 そのとたん︑少年のからだの上へ︑そぼの
八915 中之島や︑その附近には︑高い建物が並び︑
島の東の端には︑中之島公園があります︒

九川9 遠く國務院や︑關東軍司令部の建物が夕日
にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒
に立ち並んで見える︒
﹇立山﹈︹地名︺1

立山

十一珊10 白い壁に赤い屋根の建物がずらりと川岸
たてやま

十一9610 雲がとざして︑ぼくらの村はもとより︑
し ろ うま

富士・淺間・白馬・立山等の姿を見ないのが︑

た・てる
建てる

﹇立﹈︵下﹈︶63

タテル

たてる

立てる

︽ーテ・ーテル︾δうちたてる・おいたて

る︒おしたてる・おたてる・きりたてる・くみたて
る・けたてる・さかだてる・さわぎたてる・したて
る・せきたてる・つきたてる・なきたてる・はやし
たてる・やきたてる

﹁︿略﹀︒﹂と︑きくわん車が大きな音を

五804 きうりにそへて立ててある竹に︑とんぼが

﹁みみずぐらみに︑どうしてそんな聲を

止ったり︑はなれたりしてみる︒

たてるのです︒﹂とお笑ひになった︒

五846囹

五919 旗を立てた船が︑たくさん出てみて︑しき

りにおうゑんをしてゐます︒

いつでも勝っててがらをたてる︑

わが

高さ一メートル半ばかりの山を作って︑そ

白波を立てながら︑行ったり來たりして︑

ります︒

﹁ひとつ︑りつばな宮殿を建て︑たくさ

正成は︑この旗を城門に立てて︑さんざん

七備3 彌兵衛が腹を立てたのは︑それがためであ

に賊のわる口をいはせた︒

七591

てあって︑それにしめなはが張ってありました︒

七407 敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立て

んの兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒﹂

七146囹

ふを知らせるまっかな吹流しが二本︑

六欄5 いつのまに立てたのか︑へさきには︑参れ

まるで戦場のやうです︒

六伽3

の上に︑旗を立てるのである︒

六913

陸軍のほまれの軍旗︒

六785圃

六243 田道間守は︑聲をたてて泣きました︒

一503木ノハガ︑ザワザワトオトヲタテマシ 五佃3 敵の弾が︑うなりをたてて飛んで來ます︒
タ︒

小川の水がふえて︑音をたてて流れま

たてて來ました︒

二見4

三582
す︒

一一一756團沖の方から︑波がうねって來て︑は

朝早く起きて︑にいさんと國旗を立て

まべで︑どっと音をたててくだけます︒

三943
ました︒

私たちの立てた妻子が︑風にひらひら
自動車は大きな音をたてて︑ぐんぐん

して︑いつもより勇ましく見えました︒

三944
四201

のぼりました︒

八月の十五夜も近くなったある夜︑か
ぐやひめは聲をたてて泣きました︒

四359

風が吹いて去ると︑木の枝がふれあっ

白い波をたてて︑走ってゐました︒

てん

豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天

とよとみひでよし

つち

うす

それを大きな鐵の槌が︑ごとん︑ごとんと

地響きをたてながら︑臼のやうにつぶしたり︑

八978

守閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒

しゅかく

八926

した︒

八594 飛行機が勇ましい音をたてて︑飛んで來ま

たてて︑たくさんの職車が來ました︒

うち中 八572 やがて︑また︑ごうごうとすさまじい音を

て︑からからとかはいらしい音をたてます︒

四509

新年おめでたうございます︒

青い庭の中ほどには︑臨本も立札が立

そろって︑

四637圃門松立てて︑しめかざりして︑

四734

ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる

ててありました︒

五448
五555

﹁ジジ︒﹂と聲をたてて︑とんで行った︒

と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒
五798

だでん一たとえば

936

へい

八糊7 きれいな海の水が︑こまかいあわをたてな
がら︑どの箱にも注いでゐます︒

九162 祭場には︑中央と四すみに︑五色の幣がか
うがうしく立てられてみる︒

九457 ばさつばさっと︑波が足もとで輕く音をた
ててるる︒

九476 帆柱に旗を立てた漁船が︑港へはいって來
たのをきっかけに︑

九897 少し曲った柄を上に︑ちやうどひしやくを
立てたやうなかつかうになってゐます︒
音をたてる︒

九柳5 梢吹く風が︑思ひ出したやうにざわざわと

九麗10囹しかし︑よくこれまで戦ってくれた︑手
がらを立ててくれたと︑

九㎜5

﹁わあっ︒﹂と思はず聲をたてる︒

九伽6 鹿介は︑職ってしばしば手がらを立てた︒

九筋12 自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう
といふので︑大工の仕事に取りかかった︒
けたのがある︒

九㎜7 柱を立てて︑それに字を書いた旗を結びつ

重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑

九㎜12 そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み

十136囹しかし︑今の職孚は昔と違って︑一人で
豆が︑かさかさと音をたてる︒

進んで功を立てるやうなことはできない︒
十2810

十661 炸裂する弾の破片が︑海上一面にしぶきを
立ててみる︒

さくれつ

いびきをたててみる人︑歯ぎしりをしてゐ

の目の前で炸裂し︑

十塒5
この際︑秀吉にくみして身を立てようと

る人︑さうした人々の目をさますまいと︑

十字6園
思ふ者があったら︑すぐに行くがよい︒
はれつ
爆弾は︑大きな音をたてて破裂し︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑輕やかな︑はずむやうな音を

十η10
十㎜9

その中で︑いちばんさわがしくて︑大きな

﹁ボーン︒﹂と︑かはいらしい音をたてる︒

たてる︒

十η4

十川12

大きな水槽をのせた一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂と

すみさう

音をたてるのは︑猿まはしのどらであらう︒
十別11

きしみながら︑かん高い響きをたてる︒

めりめりと氷が割れる︑砕ける︑地響
大粒の雨が︑ものすごい音をたててゴム

きをたてながら︒

十一51圃
十一圏6

の葉をたたき︑しぶきをあげ︑

鑛石を掘る人︑鑛石を運ぶ人︑支柱を立

男と生まれた以上︑萬代に傳ふべき名も

てる人！1これらがいつしょになって︑

十ニー23

十二447

義を立て︑理を墨くし︑情を述べて残る

立てないで︑どうして空しく死なれようか︒

十二餌6

縁先の雪が︑かさりかさりと︑音をたて

ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

十二価8

船全膣が︑むちでたたかれてみるやうな

て崩れる︒

十二㎜4

音を立て︑

十851

だでん・する

﹁たとへ︑金銀にて作りたる弓なりと

たとへ︑これらの民族のことばがちがつ

﹇仮令﹈︵副︶13 たとへ

は︑旅順開城の談判をすましたのであった︒
たとえ

八2210国
てるても︑

たとへ︑十年たっても二十年たっても︑

も︑御命には代へがたし︒﹂

八763図園
九322園

たとへ︑自分は地上に居残っても︑

わたしはきっと錦って來ますから

草原では︑たとへ小さなオボでも︑旅をす

九備10園

たとへ鬼神なりとも︑われら三人がつ

る者には實に大きななぐさめであり︑

九㎜3

十佃3図圖

たとへ鳴りものであらうと︑呼び聲であら

かみかからば︑などか勝たざるべき︒

たとへ防ぎ戦ふ者なくとも︑たやすく

うと︑︿略﹀ふしぎなほどよく響き渡る︒

十加5

十一172図

たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑じ

のぼるべきやうなし︒

天下を騒がした者は︑たとへ武士でも︑

りじりと績けられて行く︒

十ニー61
十二611

たとへ治療のかひはないにしても︑で

普通ならば打ち首である︒

十二711囹

われ︑たとへ戦場にて命を失ふとも︑

きるだけの手を書くさないでは︑

十二954図解

汝︑生き残りたらん︼族どもを助け養ひ︑

﹇例﹈︵副︶5たとへば例へば

十二㎜9 たとへ︑慶喜に不臣の心がなかったとし
ても︑

たとえば

九備6園例へば小さなねぢをしめるにしても︑指

漢字は︑﹁こく﹂﹁みん﹂と讃むほかに︑

の先でしめるのですから︑

あす朝早く︑打電の手績きをしても

十桝8例へば︑﹁國民學校﹂の﹁國﹂﹁民﹂といふ
打電する

この旨を大本螢に打電し︑翌日︑爾軍代表

﹇打電﹈︵サ変︶1

らひたい︒﹂と︑陛下は仰せられた︒

十二佃6圏園

︽ーシ︾

十964囹 ロシヤ軍の戦死者の墓は︑︿略﹀なるべ だでん ﹇打電﹈︵名︶1 打電
しんぢゅうなごんとももり

く一箇所に集めて墓標を立て︑

十m10図新中納言知盛これを見て︑教纏のもと
に使者を立て︑

十偽9 ﹁ダーン︒﹂と音をたてて︑敵の塔婆が兵士

937
たとえる一たにそこ

十一佃1国例へば︑何か氣にさはることがあって
心の落ち着かない時には︑

十一旧9例へば︑﹁アメツチ﹂といふのを﹁天地﹂
と書き︑

たとへる

︵四五︶

6

たどり着く ︽一

とだな

七825團

はね

爾側には寝皇があって︑寝壼の後には︑

もものみ

︽ーイ・一

八329図
びやうぶ

見おろせば︑いく百丈の谷は︑あたかも

三匹ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑

屏風を立てたるがごとし︒

谷を渡り︑走って行く︒

九㎜11

その矢︑はるかなる谷をへだてて二町

ぼくらが今立ってるるところと向かふの

丈の谷に投ず︒

十二889図國

し

獅子は子を産み︑三日にして︑敷千

し

山脈との間は︑千丈の谷となって︑

十一943

鯨りのかなたに控へたる荒尾の九郎が甲を通して︑

十一196図

くして萬丈の青岩道をさへぎる︒

江田・大館・里見・鳥山・田中・羽 十一169図 山高くして一片の白雲峯を埋め︑谷町

﹇田中﹈︹人名︺1 田中
えだ おほだち

めいめいの持物を置くたながあります︒
たなか
がは

十一248図

たなびく

アマノ川︒

タナバタ

川・山名・桃井の面面を始めとして︑
タナバタノ

﹇七夕﹈︵名︶一
﹇棚引﹈︵四五︶3

富むらさきのタ空には︑ばら色の雲がたな

がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて
十一佃8国

日本の兵隊さんが︑山の谷あひを長い

來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒

十劉7

なったので︑ずるぶん列が長かった︒

八785 初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列に

秋風にたなびく雲の絶え間よりもれ たにあい ﹇谷間﹈︵名︶3 谷あひ

わがなつ
谷εいちのたに・きそだに・

煙たなびくとまやこそ︑
﹇谷﹈︵名︶14

﹇谷川﹈︵名︶4 谷川

列になって︑進軍して行くところが罵りました︒

三483園その谷のおくから︑流れて來るのだ

たにがわ

十一846

谷川が︑下で遠く鳴ってみる︒

聲が︑谷川の音にまじって聞えて來る中を︑

九144 やまがら・こまどり・うぐひすなどの鳴き

いて︑城兵が汲みに來られないやうにした︒

が︑そのへんでは︑小さな谷川だ︒
が︑そのへんでは︑小さな谷川だ︒
三501園雨がふると︑水は︑︿略﹀︑少しつつ山 七583 まつ︑谷川のほとりに︑三千人の番兵を置

三481園その谷のおくから︑流れて早るのだ

と山が近よって︑せまい谷になる︒

三481園この川をずっとのぼって行くと︑山

くりからだに

たに

かしき住みかなれ︒

十一皿4園

いつる月のかげのさやけさ

十一347夢想

びいた︒

九㎜7

ク︾

たなび・く

一391圏

︽一へ・1ヘ たなばた

十四ー89 たとへば石を割るには︑石の目を見わけ
﹇讐﹈︵下一︶3

なければならない ︒

たと・える

検証6 草原を海にたとへれば︑オボはまさにその

ル︾

燈毫である︒

十一733 俗にむら雲といってゐますが︑西洋では
よく牧場の群羊にたとへます︒

ない︒

﹇ 辿 着﹈

十二柵7 ちよつと手近にたとへるものが見つから
たどりつ・く
イ・ーキ・ーク︾

木にたどり着きました︒

七悩10 さうして︑風にゆられながら︑やっと柿の

八678 明くる日になって︑やっと︑大石橋の自分
の鳩舎にたどり着いたのである︒

押し流され︑これまでたどり着きて候︒

十脳1図工 あまりに水が速うて︑馬をば川中より
十㎜6 海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に張

谷から川へとったはって流れる︒

から谷へ︑谷から川へとったはって流れる︒
三501園

られた鐵翁忌が︑行く手をさへぎつてみる︒

十一884 とうとう合戦小屋にたどり着いたのが午

ほどで︑

山といふ山︑谷といふ谷を︑

いふ谷を︑うづめつくしてしまひます︒

六275

と落ちた︒

七613 橋は︑まん中からもえ切れて︑谷底へどう

おいしさうなみかんが︑山といふ山︑谷と たにそこ ﹇谷底﹈︵名︶4 谷底

からだは︑八つの山︑八つの谷につづく

︽ーッ︾

五286園

たどる

前十一時︑みんなはずみぶんつかれてみた︒
あんぷ
十一931 先頭は︑もう山小屋の右下の鞍部にたど
り着いた︒
﹇ 辿 ﹈ ︵ 五︶1

畢宿が︑だんだん小さくなって行く︒

賊は︑大きなはしごを作り︑これを城の前 十一845 時々見おろす谷底に︑さつき出嚢した温
の谷に渡して橋にした︒

七607

七6210 宮のおあとから急ぎ足に道をたどって來た 六275

たど・る

が︑

たな ﹇棚﹈︵名︶1 たな5かみだな・しょだな・

「

十一861 谷底から吹きあげる風が︑はだに快く感
じる︒

ら

たかね

谷々

十一957 左は︑急な斜面が神秘な谷底へ深く落ち

ひ

﹇谷谷﹈︵名︶3

込んでみる︒

たにだに

十994図 比良の高嶺の雪も消え︑翌々の氷打ち解
けて︑川水折ふしかさ増したり︒

白雲がただよって︑︿略﹀︑峯をかくし︑

十﹁223図 さしもに深き谷々︑死人にて埋まりけ
り〇

十一941
﹇谷間﹈︵名︶3

谷間

斗出の雪渓と相映じて︑山々を奥深く見せる︒
たにま
なかだち

風のまに

九135 このやうにして︑山を分けながら谷間をの
ぼって行くと︑︿略﹀中立神宮備林に着く︒
きり

ただよひのぼる︒

九715図圏 いつくともなく霧わきて︑
まに谷間より

十一831 きのふの雨はからりと晴れて︑太陽は︑
﹇他人﹈︵名︶2

他人

ほがらかにこの温泉の谷間を照らしてみる︒
たにん

身内の者のこともまた謙遜していふのである︒

十一288 一たび他人の前へ出た場合には︑︿略﹀

たぬき

たぬきの顔をかきました︒
太郎さんは︑それを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と

さあ︑ぼくはうさぎ︑君はたぬきだ

いって︑たぬきの顔をかきました︒

三822

三835囹

うさぎとたぬきは︑舟をこぎます︒

﹁ぼくがたぬきか︒

よ︒﹂と︑勇さんがいひました︒

三837園

三848圏圓うさぎの舟は︑木のお舟︑．たぬき

三843
どうの舟︒

たねん
り︒

人の力から︑機械の力に移すといふ︑多年

ああ︑多年の苦心は︑つひに報いられた

﹇多年﹈︵名︶4 多年

十473図

ゆめ

十799

・

一旦の身命を助らんために︑多年の

の夢を實現しようといふのである︒

多年噛しほにかけた魚雷だ︒

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

十二897図國
十一一描9

樂しさうな聲が聞えて來る︒

小川の水が︑たのしさうに流れて行き

なたの花まつり︒

三238
五814

このごろは︑もうすっかり兵螢生活にな

みんな樂しい︑

去年︑あなたといっしょにお参りして︑樂

七777團

新しい︒

七65圃朝の海べはもう春で︑

しかったことが思ひ出されます︒

六146

ます︒

今日はあ

たのし・い ﹇楽﹈︵形︶24 たのしい 樂しい ︽

三66圃

ーイ・ーカッ︒ーク︾

の舟は︑

たぬきの舟が︑少しおくれます︒

たぬきの腹つづみ

たぬきの腹つづみ⁝⁝⁝四十二
種﹇▽なたね

てふも小鳥もたのしさう︑

三851

たぬき君

たぬきはだんだんおくれます︒

八

︹課名︺2

たぬき君︑よいお天氣だね︒

﹇狸君﹈︵名︶1

三857
たぬきくん

三839園

四29

たぬきのはらつづみ

タネ

八たぬきの腹つづみ
﹇種﹈︵名︶1一

四421

サルガ︑柿ノタネヲヒロヒマシタ︒

たね

二236

サルハ︑カニ

ニイッテ︑柿ノタネトト

二242

さうして︑天国のよい夏の日を︑細しさう

タ食後は︑ぼくらの最も樂しい時間で︑

カニハ︑柿ノタネヲニハニマキマシタ︒

リカヘッコヲシマシタ︒

七801團

二247

柿ノタネ︒

れて︑毎日樂しい日を送ってゐます︒

二252圏幽
早クメヲ出セ︑

七896

私もずっと丈夫で︑毎日樂しく暮してゐ

そこを馬車に乗って走るのは︑樂しいも

留学國には︑いろいろな民族が集ってゐ

んたうをたべた︒

八856 お書になったので︑雪の上で︑樂しいおべ

て︑みんな増しく働いてゐます︒

八228團

のです︒

八216国

ます︒

八193團

に飛びまはり︑鳴きたてます︒

柿ノタネ︒
二257圏國
早ク木ニナレ︑柿ノタネ︒

二254圃園
早クメヲ出セ︑

種をまくと︑かはいい芽を出す︒

などの種をまくころは︑

九鋤12園

種まき

種まきがすんで十日あまりたったころ︑

﹇種蒔﹈︵名︶1

七377

たねまき

十一301身内でない目上の人のこととなると︑他
﹇狸﹈︹話手︺4

人の前でもやはり敬っていはなければならない︒

P事事 早ク木ニナレ︑ 柿ノタネ︒
二263圃圓
早クミガナレ︑柿ノタネ︒
二264圏園
早クミガナレ︑柿ノタネ︒
八佃8 すっかり耕した畠に︑ 大豆や︑かうりやん
一一

たぬき
たぬき﹁ よ か ら う ︒ ﹂

三852 たぬき﹁おうい︑うさぎ君︑ぼくの舟は︑

三842

たぬき﹁やあ︑たいへん︑たいへん︒

たぬき﹁ さ う か ね ︒ ﹂

なんだか重くて進まないやうだ︒﹂
三859

三856

たぬき ﹇狸﹈︵名︶8 たぬき呂おやだぬき︒こだ
三821園 ﹁ぼくはたぬきにしよう︒﹂といって︑

ぬき・うさぎとたぬき

Q6

たにだに一たのしい

938

939
たのしさ一ダバオへ

九413 このやうに︑ことばと文字は︑私たちの心
を樂しくしてくれ ま す ︒

課しさ

十一879

かはいい桃色の﹁いはかがみ﹂の花を︑

道端に見つけるのが樂しみであった︒

フ︾

冬は冬で︑風當りの少ない胡同の弓場に︑

かうした心持を心ゆくまで味はつて︑都

﹇頼﹈︵名︶3

頼み

頼みにする煙幕が︑だんだんうすくなって
秀吉の援軍が今日來るかあす早るか︑それ

十二㎜6

︵五︶
こぼつ

1

頼みたまふ

︽一

どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思

﹇頼給﹈

︵四五︶

13

タノム

たのむ

頼みたまふ孝明天皇が崩御ましました︒
﹇頼﹈

ネズミノオトウサンバ︑オ日サマノトコ

︽ーマ・ーミ・ーム・ーメ・ーン︾

たの・む

二682

ロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノミマシタ︒

しっかりたのむよ︒

五766圃

﹁雁に手紙を頼みたい︒﹂といふことを︑

くに子も︑ひさ子も︑

スタンプを入れて︑ボーイに頼んだ︒

九㎜2 用紙に手紙を書いて︑書間押してもらった

十一649上瓦汝負けばわれをたのめ︑

汝をたのまんなど︑父と兄と約束して︑

十一649図園汝負けばわれをたのめ︑われ負けば

道標の敷字がしだいにへって行くのが︑

束5いとたば・いなたば・は

﹁介錯頼む︒﹂兄は︑涙ながらにうな

かいしゃく

﹁どうかもう一曲︒﹂としきりに頼んだ︒

力と頼まれる︒

十一872
十一搬1

ついた︒

十二704園

﹇束﹈︵名︶．2
なたば

たば

おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を

上に並べてあります︒

六131刈ったあとには︑くくった稻の束が︑田の
六133

ダバオ

まとめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒

ダバオへ︑ダバオへ︒

︹地名︺3
十二202

北方から疾風のやうに︑皇軍はダバオを

ダバオへ︑ダバオへ︒

ダバオ

十二204

十二202

ダバオ攻撃部隊

ダバオ攻撃部隊は︑︿略﹀要所をまたた

︵名︶一

めざして押し寄せた︒

十二223

ダバオこうげきぶたい

く間に占領して︑屋上高く日章旗をかかげた︒

ダバオ州政磨

武装した兵士を満載したトラックが︑ダ

ダバオしない ︵名︶一 ダバオ市内

バオ市内に突入して︑

十二205

︵名︶一

ダバオ攻撃部隊は︑ダバオ州政廃・

ダバオしゅうせいちょう

︿略﹀・電話局などの要所をまたたく間に占領して︑

﹁敵はけはしき山をたのみ︑後のぞな 十二223

飛行機にお酒を供へたり︑しっかり頼むダバオへ ︹課名︺2 ダバオへ
十二24 三 ダバオへ⁝⁝⁝二十
ぞと願ったり︑

九M10園

へを怠りてあらん︒

八324絶域

昔からいひますが︑

八248国

あと押し頼むぞ︒

︿略﹀︑にんじんを忘れないやうに頼むよ︒

五701国愛馬を︑ぜひ見せたいと思ってみるが︑

四775園

頼む

家茂はその陣中に莞じ︑績いて杖柱とも

たのみたま・う

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒

十一一705

を頼みに勝久は城を守った︒

九悩8

來ました︒

近心7

たのみ

の春を樂しんだのでした︒

十一榴7

子どもたちがたむろして︑日だまりを算しみ︑

十矯5

九775 切って來たばかりの木を︑一メートルばか たのし・む ﹇楽﹈︵五︶2 樂しむ ︽ーミ・ーン︾
りの長さにそろへて︑樂しさうにひき始めた︒

九828 弓馬の草をたべるあとを追ひながら︑廣い
野原を蔑しさうに遊びまはってゐました︒

九8310 ぼくが止れば北斗も止り︑追ったり追はれ
たりしながら︑序しく運動しました︒

﹁ 樂 しいことって何だ︒﹂

九矯8囹 これでも樂しいことがあるんだよ︒
九矯11囹

か遠いところへ散らばってしまふ︒

九劉11 明しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ

十511圏 そろって健康に働く家族の︑樂しい朝飯
だと思へば︑

十川1 いくら汗が流れても︑呈しい汗であった︒
十箔2 ここに住んでみる子どもたちにとっては︑
かけがへのない樂しい遊び場所であり︑

十一備6團 何を見ても︑何をしても︑始めてのも
のばかりで︑めづらしいやら樂しいやら︑

十一佃4團晴れ晴れとして心の樂しい時には︑花
﹇楽﹈︵名︶1

の方から︑進んで動いてくれます︒
たのしさ
やうな燃しさである︒

九969 天氣のよい日︑おだやかな海原を航海する
たのしみ ﹇楽﹈︵名︶5 たのしみ 憎しみ

五115国 またやうすを知らせますから︑たのしみ
にして待っておいで︒

五865 送ってあげたつりだうぐで︑魚をつるのが
樂しみだと書いてあった︒

六172国 今から遷しみにしてゐます︒
しみなんだ︒

九昂1園 それを毎朝見に行くのが︑ほんたうに樂

たばこぼん一たべもの

940

十二201 三 ダバオへ
たばこぼん ﹇煙草盆﹈︵名︶2 たばこぼん

九566 火なは一本のたばこぼんのまはりには︑人

九563園﹁たばこぼん出せ︒﹂の號令がくだる︒

皿Vやたばね
たばねる

︽ーネ︾

の山ができて︑いろいろの話が出る︒
たばね
たば・ねる

﹇束﹈︵ 下 一 ︶ 1
やなぎ

﹇度﹈︵名︶13

たび﹇▽いくたび・ななたび・

があり︑石ころを積み重ねたのがあり︑

九畑6 その上に︑楊の枝をたばねて突きさしたの
たび

ひとたび・みたび
ぎます︒

三194 そのたびに︑鯉のかげが地の上をおよ

ひろがる波のわがまるい︒

小さな山の騨に着くたびに︑かごを頭に

に︑こんなひとりごとをいった︒

十﹁脳10

いにしへのふみ見るたびに思ふかな

載せた女たちが︑︿略﹀物図りにやって為る︒

十二54図圏
旅

おのがをさむる國はいかにと
たび

︽ースル︾

八192團

たびたび激しい戦をしたのに︑よくもな

みなさん︑たびたびお手紙をありがたう︒

器・船具︑

九214團

﹇多分﹈︵副︶3 たぶん

くならなかったものだと思ひながら︑
たぶん

1 たべかける ︽一

たぶん季節風に乗って︑ボルネオ見物に

たぶん︑攻城砲兵司令官が代ったのでせ

出した熔岩が︑流れて固まったものでせう︒

ようがん

十397 たぶん︑昔︑このたくさんな火山からふき
十918園
う︒

十一一㎜8

でも行くのであらう︒

たべか・ける ﹇食掛﹈ ︵下一︶

六802 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑弟が︑たべかけてみた

ケ︾

おくわしをたべすぎましたね︒

1 たべすぎる ︽一

タベスギデスネ︒

﹇食過﹈︵名︶一 タベスギ

みかんを見せました︒

三402園

ギ︾

たべす・ぎる ﹇食過﹈ ︵上一︶

ニ432囹

たべすぎ

ある日︑おひめさまのおともをして︑た

﹇旅﹈︵名︶5

三525

たび

びに出かけました︒

小さなオボでも︑旅をする者には實に大き

旅する

いざ︑おのれら︑死出の旅の供せよ︒

﹁どうぞ︑無事に旅をすることができま

旅に出かけて行く人が︑オボの前を通る時

ななぐさめであり︑また心強い目じるしである︒

九㎜4
九㎜7
には︑

九㎜8園
すやうに︒﹂

十M1図圖

こ

﹇旅︺︵サ変︶1

﹇足袋﹈与じかたび

たび・する

たび

三757團 そのたびに︑白い布をひろげたやうに︑
ひろがります︒

しっくが落ちるたび︑

六悩6團 ここは川ばた︑やなぎの芽︑ ぬれて︑

もげつ

るオボを目當てに歩いて行く︒

七961間まるくひろがる 水の輪が︑ いくつも 九㎜2 蒙古の大草原を旅する者は︑あちこちにあ
出ては消えるたび ︑

四132

んでやりませう︒﹂

︽ーメ︾

たべもの

たべ物

つみたての桑の葉をやると︑かひごは︑

﹇食物﹈︵名︶2

たべものにもよく氣をつけて︑間食などは︑

できるだけさせないやうにしました︒

五佃8

たべもの

︿略﹀︑そろそろたべ始めましたので︑

五381

にたべはじめました︒

三734 きりぎりすは︑︿略﹀︑ねぎをおいしさう

たべ始める

早早は︑たくさんの米や︑萎や︑豆をつ たべはじ・める ﹇食始﹈︵下一︶2 たべはじめる

おちいさんの切る竹には︑たびたび金

んで︑都の方へたびたび通ひました︒

四337

がはいってゐました︒
ぼつしう

オランダの長官は︑たびたび日本船を取り
調べたり荷物を没話したりして︑

七椴7

武器や船具を返してくれるやうに︑たびた

七伽10これまでたびたび五逆してみた荷物や︑武

びかけ合ひました︒

七備7

五331囹﹁葉が大きくて︑たべにくいから︑きざ

育てたみかんが︑日本中はもちろん︑遠い たべにく・い ﹇食悪﹈︵形︶− たべにくい ︽ーイ︾
支那へも︑漏洲へも︑旅だつのだと思ふと︑

六289

八221国毎日たくさんの船が出たり︑はいったり たびだ・つ ﹇旅立﹈︵五︶1 旅だつ ︽ーツ︾
して︑そのたびに︑貨物が山のやうにおろされた
り︑積み込まれたりします︒

うな氣がしました ︒

八595 そのたびに︑早く飛んで行って︑見たいや たびたび ﹇度度﹈︵副︶7 たびたび
九102 二十年ごとにあらたに御殿舎を御造螢にな
しやうせんぐう

り︑そのたびに正遷宮の御儀が行はれる︒

九199国 しゃりしゃりと︑かみそりの音が氣持よ
く響くたびに︑

九206團 そのたびに︑からだ中に力がわき起って︑
十694 それを見るたび︑﹁おのれ︒﹂と︑一時に怒
﹁︿略﹀︒﹂長い愛の↓うねを刈りあげるたび

りがこみあげる︒
十川5

941
たべる一たま

タベル

たべる

︽ーベ・

十一一527園わしのたべ物といふのはね︑行者さん︑
﹇食﹈︵下 一 ︶ 3 9

人間の生肉︑

た・べる

火ばちにあたってみかんをたべながら︑み

といっしょにたべました︒

六794
んなで︑聖地の兵隊さんの話をしました︒

七137

お汁粉や︑大福餅をたべながら︑お國じ

すぐに兵器の手入れをして︑夕飯をたべ

海岸で︑書のおべんたうをたべました︒

ーベル︾

七798團
七802国

ますが︑

二245 サルハ︑ニギリメシヲオイシサウニタベ
マシタ︒

二274 サルハジブンバカリタベマシタ︒

たい

たべる物が︑だんだんなくなって來る︒

ゆうをたべる︒

十㎜6

ここで辮當をたべる︑そのおいしいこと︒

小さなトマトぐらみの大きさの實の生つ

十一885

てるる木が︑早くたべてくださいといはんばかり

十一㎜4

なまではまつくてたべられやしないよ︒

に︑往來まで枝をさしのべてみる︒

十一矯9囹

いったい︑おまへは何をたべるのか︒
はう
食事は子どものやうに一々たべさせ︑繍

帯は日に何回となく取り代へ︑

たい

十二526園

まんの話に花を咲かせたりします︒

梨畠や桃畠へはいって︑枝のままもぎ取つ
それにぎっしりと︑みなさんのたべる︑あ
私たちは︑めいめいのグラノーダーを机の上

お書になったので︑雪の上で︑配しいおべ
おとうさんたちは︑赤むらさき色のマン
母馬の草をたべるあとを追ひながら︑難い
唱歌を歌ふと︑北斗はいつまでもおとなし
マルタはお書御飯をたべながら︑

朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草
その時︑うどん粉をふかした大きなまんぢ

それが畠のうねのやうに︑天の一方から

﹇玉﹈︵名︶38

タマ

たま

球

玉

揮息ガ

ある神様は︑きれいな玉をたくさん作って︑

敵をこうげきしましたが︑敵は多敷で︑弾

どんなにはげしく︑弾が飛んで起る中でも︑

のちには︑敵が利根の姿を見つけて︑弾を

それでも利根は︑弾の下をくぐるやうに抜

五佃3

ちゃうどその時︑敵の弾が︑ばらばらと飛

敵の弾が︑うなりをたてて飛んで來ます︒

んで來ました︒

五佃2

けて︑走りつづけました︒

五宙3

あびせかけます︒

五柵2

勢よくかけ出しました︒

五備9

は雨あられのやうに飛んで來ます︒

五備2

かざって︑岩屋の前にお立てになりました︒

五61 太玉のみことは︑このさか木に︑鏡と玉を

五56

ヲニ人デコロガシマシタ︒

二544 ハジメニ︑雪ノタマヲコシラヘテ︑ソレ

せんだま・みたま・めだま

ラスだま・てだま・なんきんだま・ひのたま・ふう

たま

他方へ幾條か連なったりすることがあります︒

十一7410

バナナの木がどこにでもあって︑黄色なの たほう ﹇他方﹈︵名︶1 他方

を︑そのまま取ってたべるのだなと
なし
ちやうど︑みなさんのたべる︑おいしい梨

巡査6

をおいしさうにたべてみる︒

九珊6

あさぎり

九㎜10

く草をたべながら︑ぼくのそばで遊んでゐます︒

九847

野原を下しさうに遊びまはってゐました︒

九827

ゴスチンを︑眞二つに割ってたべる︒

九237団

んたうをたべた︒

八856

に置いて︑おべんたうをたべた︒

八532

のバナナが生るのです︒

八179

てたべたら︑

八147

や水蜜桃などが︑

すみみったう

八145

八142

湾のゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

二378 ワタクシタチハオイシクタベマシタ︒

こ

わん

十二伽10

バヲタベテヰマシタ︒

二494馬ハ︑ヲケノ中ヘカホヲ入レテ︑カヒ 八137 私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑垂

ヰマシタ︒

一一495 タベナガラ︑トキドキシッポヲフッテ

たべようとしました︒

三527 すると︑おにが出て來て︑おひめさまを

四445 おなかがすいたので︑草をたべようと
思って︑あちらこちら歩きましたが︑

四454園 一口たべたいなあ︒﹂と︑金の牛は︑
ひとりごとをいひました︒

どんなにおいしいだらう︒

四471園あの島の草をほんたうにたべたら︑
四984 それから︑みんなで豆を年の敷だけた
べました︒

始めました︒

五193 さうして︑お菓子をたべながら︑歌を歌ひ
五334 かひごは上手にたべました︒

五383 けれども︑どうしても桑をたべようとしな

よく︑

かひごは︑︿略﹀︑桑の葉を︑おいしさうに︑

いのが︑五匹ゐました︒
五388

たくさんだべました︒
﹁あん な 青 い 桑 の 葉 を た べ て ︑

んな白い糸が出て滞るものですね︒﹂

五402園

六107 ふかしたさつまいもをかごから出して︑弟

たま一たまご

942

五伽3 かかりの兵隊さんは︑敵の弾が飛んで來る
のもかまはず︑

六613 おちいさんにいただいた︑古いめがねの玉
と︑︿略﹀︑小さ な 虫 め が ね が 出 て 來 た ︒

六621 左の手に︑めがねの玉を持って︑目から遠
くはなした︒

七115

手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋
おい︑きみたち︑このまるい玉を︑みん

のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒

七117園

飛び

まう・つくりたまう・とつぎたまう・とびたまう・

のうじゅしたまう・のぞみたまう・のたまう・はじ

めたまう・ひきたまう・まちたまう・みせたまう・

みたまう・みやこしたまう︒めしたまう・もうした

勝報上聞に達するや︑司令長官にたま

へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

十一577図

とて︑たまひき︒

九684斜脚汝の夫の一大事あらん時にまみらせよ

わたりたまう

﹁パチン︒﹂と音がして︑まるい玉がはじけ まう・もちたまう・もとめたまう・よみしたまう・

なで持ちたまへ︒

七1110

移れる中佐︑

オランダ兵士が︑弾をこめた銃を持ってか

ました︒

今はとボートに

けつけて來ました︒

近心5
八883図魍

つい︑そこにあるやうに見えるではないか︒

六625 屋根が︑めがねの玉いっぱいにひろがって︑

六634 めがねの玉が︑はまるくらみの大きさに巻

たまき

﹇環﹈δしずのおだまき

十55ロロ凶 玉垣に連なる鳥居の奥に︑すがすがしき
ろうもん
赤松の木立を負ひたる櫻門は︑

炸裂する弾の破片が︑海上一面にしぶきを たまがき ﹇玉垣﹈︵名︶1 玉垣

たちまち失せて︑

來る弾に

前日︑壁に残ってみる弾のあとを︑ともか

にっしん

玉のやうな︑清らかな水を爾手にすくひ
どなう
弾の下草もえ出つる土嚢かな

︽ーヒ・1へ︾δあ

をあげて拝まれました︒

七433 次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表し

て玉ぐしをあげて舞みました︒
ぐし

十二67図魍廣前に玉串とりてうねび山たかきみ

卵

いつをあふぐ今日かな

にはとりの卵や︑︿略﹀︑はすの實などを︑

﹇卵﹈︵名︶6

赤いらふそくや︑にはとりの卵や︑あひる

夏かへるのですが︑

わらの切れば

七863 卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の

つけて︑その中に卵を生みます︒

七863 夏の末になると︑親蝉は︑木の皮にきずを

し浮かべたり︑ えびやめだかも︑泳がせて︒

六塒4囲卵のからを浮かべたり︑

の卵や︑にんにくや︑はすの實などを︑

四掴4

戸口に並べてみる店があります︒

四悩4

たまご

今度も︑やはり愛馬が弾で職死しました︒

れ︑大攣かはいさうに思ったことがあります︒

十958囹

十一795

十9510園
あげると︑

月を直樫三センチのピンポンの球︑地球

十一桝5蚕下
十二糊5

﹇給﹈︵四︶2

たまふ

を十ニセンチのゴムまりとしてみても︑
たま・う

ずかりたまう・あそびたまう・あたえたまう・あわ

七432 校長先生が︑先生がたを代表して︑玉ぐし

ぐし
日清戦孚の時︑乗ってみた馬が弾でたふ たまぐし ﹇玉串﹈︵名︶3 玉ぐし 玉串

くも新聞紙で張り︑

十8310

立ててみる︒

十6510

いて︑その一方のはしに︑めがねの玉をはめた︒
六921囹﹁たまを作れ︒﹂みんなは︑雪のたまを︑

六635 一方のはしに︑めがねの玉をはめた︒
いくつもいくつもこしらへた︒

六922 みんなは︑雪のたまを︑いくつもいくつも
こしらへた︒

六924園 笛を鳴らしたら︑たまを投げる︒
やがて先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑

みんなは︑雪のたまをかかへた︒

六928

六931 ﹁わあ︒﹂といひながら︑たまを投げ始めた
が︑とどかない︒

六939 そこへ︑どこからかたまが飛んで來て︑ぼ
くの胸にあたった︒

時 ︑ ﹁ 進 め ︒ ﹂ の號令が掛った︒

六941 ﹁ようし︒﹂といひながら︑たまをつかんだ たま ﹇霊﹈むみたま

六備4 機關銃の弾が︑雨あられのやうに飛んで來

れみたまう・いれたまう・うみたまう・おしえたま
う・おもいたまう・おりたまう・かえりたまう・か

ます︒

六柵8 しかし︑この時とばかり撃ち出す敵の弾に

んげんしたまう・ききたまう・きたまう・くだした

う・しりたまう・すてたまう・せたまう・たのみた

たまう・したがいたまう・しめたまう・しらせたま

ころえたまふ・ささげたまう・さずけたまう・させ

まう・くれたまう︒けっしたまう・こえたまう・こ

は︑ほとんど︑顔を向けることができません︒

六m4 敵の弾は︑ますますはげしく︑突撃の時間
は︑いよいよせまって來ました︒
の汗を流してゐます︒

六梱2 だれもかれも︑日に焼けたからだから︑玉

943
たましい一たまる

がん

して︑さかんに空を渡って行きます︒

八九1 雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと

い・やまとだましい

たましい ﹇魂﹈︵名︶2 魂5せんすいかんだまし
九掴1囹 自分は地上に居残っても︑自分の魂は︑
飛行機といっしよに空をかけめぐってゐます︒

﹇騙討﹈︵名︶1

だまし討ち

十一一衛9 國語こそは︑國民の魂の宿るところであ
る︒

だましうち

玉砂利

たまたま

せう︒

三柵6

かめが︑玉手箱を持って來ます︒

あけて

この玉手箱は︑どんなことがあって
とはうにくれてうらしまは︑

も︑おあけになってはなりません︒

三柵9囹
三擢7圏

玉のひびき⁝⁝⁝四

玉のひびき

一

玉のひびき

︹課名︺2

見ました︑玉手箱︒

十二22

一

たまのひびき

十二41
なかま

ろ

たまらない

︽ーイ・一

仲麻呂の魂祭せん今日の月︒

﹇堪﹈︵形︶9

すると︑痛みがいっそうひどくなって︑
私は︑かひこがほしくてたまらないので︑

さあ︑できたぞと思ふと︑うれしくてたま
お纒を讃まうと思ふのだけれど︑机に向
九228團

ごうごうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐ

おとうさんはうれしくてたまらない︒

何よりも︑のどがかわいてたまらない︒

三四百メートルも走ったので︑熱くてた
この三四箇月土を見ることのできなかつ

﹇堪兼﹈

︵下一︶

1

たまりかねる

←ひだまり・ひとたまり・みずたまり

︽ーネ︾

たまりか・ねる

たまり

た目には︑皆たまらなくなつかしい︒

十二側4

まらない︒

十二鵬8

十二682

らぐら動くのが︑愉快でたまらなかった︒

十一835

かふと︑つい︑給がかきたくてたまらなくなる︒

六麗1園

らない︒

六649

もらって來ましたが︑

五321

どうにもたまらなくなりました︒

四855

カッ・ーク︾

たまらな・い

十一一386図圃

七202 一通りではとても勝てない︑だまし討ちに たままつり・す ﹇霊祭﹈︵サ変︶1 魂祭す ︽ーセ︾
するほかはないと思ひました︒

五98国 さくさくと玉じゃりをふんで︑神殿の御

たまじゃり ﹇玉砂利﹈︵名︶2 玉じゃり
門の前へ進みました︒

だます

︽⁝サ・ーシ︾

十44図南参道に入れば︑夜來の雨に清められし
﹇ 騙 ﹈ ︵ 五︶3

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑
だま・す

四838囹 ﹁君らはうまくだまされたな︒
七215囹﹁さては︑だましたのか︒﹂

﹇偶偶﹈︵副︶4

れて︑申しわけに︑はやしものをするとは︒

十二871園 や︑おのれ︑買物にはまんまとだまさ
たまたま

九591図 たまたま一行の雁︑刈田におりんとして︑
にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

十764 たまたま︑そのころ東京に博覧會が開かれ
た︒

十一994 たまたま︑遠くからただよふやうに汽笛
が聞えて來るのは ︑
ここち

十一一桝2 たまたまなつかしい日本語を聞くと︑ま
ちごく

るで地獄で佛にあった心地がし︑

三㎜4園 では︑おみやげに玉手箱をさしあげま

たまてばこ ﹇玉手箱﹈︵名︶4 玉手箱

らく飛び績けてるたが︑とうとうたまりかねて︑

八671 この重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしば

十一㎜3

自動車の運轄手は︑︿略﹀︑風のやうな速

タマリンド ︵名︶一 タマリンド

﹇堪﹈︵四五︶16 タマル たまる ︽ーラ・

さでタマリンドの並木路を走り績ける︒

ーリ︾

たま・る

ン︒

一一76 勇サンバ︑天キガシンパイデタマリマセ

ネズミサンニガリガリトカジラレテハ︑

二一08 勇サンバ︑ウレシクテタマリマセンデシ
タ︒

一一764園

ぼくはうれしくてたまりません︒

ケレドモ︑ネムクテネムクテタマリマセ

タマリマセン︒

二㎜4
ン︒

四524 かうなると︑おもしろくておもしろくて

．四166

白兎は痛くてたまりません︑はまべで

たまりません︒

四845

ぼくも次郎も︑うれしくてうれしくて

しくしく泣いてゐました︒

四943團

たまりません︒

ので︑かはいくてたまりませんでしたが︑

五鵬6 文子さんは︑利根がどこへでもついて來る

五搬2 自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬になるの

だと思ふと︑うれしくてたまりませんが︑

六384 みんなはうれしくてたまりませんでした︒

生は︑徳坤がかはいさうでたまりませんでした︒

七272この重い傷ではどうなるであらうかと︑先

オランダの長官ノイツの不法な仕打に︑腹

が立って腹が立って︑たまりませんでした︒

七m2

八119 日本に春が來ると思へば︑もう矢もたても

たまる一ため

944

たまらず︑北をさして進むのです︒

九802 ぼくは︑うれしくてたまりません︒

十一674図ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込み
﹇ 溜 ﹈ ︵ 五︶2

たまる

︽ーッ・ール︾

たれば︑七郎はしばしもたまらず死にてけり︒
たま・る

ダマル

だまる

︽ーッ︾

ソ

三499園雨がふると︑水は︑木の根や︑草や︑
落葉の間にたまったり︑
る︒

﹇ 黙 ﹈ ︵ 五︶24

十圏4 小さな光ったわたが︑土塀の片すみにたま
だま・る

一555團 デアフト︑チョット オジギシテ︑
レカラダマッテ︑ セッセトトホル︒

三447 みんなはだまってしまひました︒
だまってゐましたが︑

四362 ﹁なぜ泣くのか︒﹂と聞かれて︑はじめは

四672 花子さんと春枝さんは︑だまって何か
書きはじめました︒

急な階段をのぼって二階へ行くと︑そこに

父も︑だまってはみなかった︒

十㎜8
い

す

も︑だまって塗り物を塗ってみる人たちがみた︒

だまって椅子に腰をおろしてみると︑機關

の響きと震動が︑からだに傳はつて來ます︒

十悩8
けれども︑張はだまってみた︒
私はだまってうなづきました︒

十㎜3
十一505

薄明の天地の中で︑山々の薄黒い姿が︑

だまって眠ってみる︒

十一786

しかし︑ベートーベンは︑ただだまって

うなだれてみる︒

十一川2

﹁あなたの名前は︒﹂とたつねても︑だま

つたまま笑ってみた︒

十一衡5

せ

︽ーリ・ール︾

とこしへに民やすかれといのるなるわ
い

﹁くに﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるも

﹁たみ﹂とも讃みます︒

のですが︑

十備2

としどしにわが日の本のさかゆくも

いそしむ民のあればなりけり

十二48m凶圏

火の中をもいとはない鞍馬悟で︑

十二㎜10宮が︑︿略﹀︑國のため民のためには︑水

神敷としづまりまして︑御みつから世を

しんれい

﹇民草﹈︵名︶1 民草

十68図

たみぐさ

﹇手向﹈︵四︶1 たむかふ ︽ーヒ︾

守り︑國をしづめ︑民草をもみそなはすらん︒
たむか・う

たむかひしかたきも今日は大君の恵み

の露にうるほひにけり

十871図心

︽ーシ︾

冬は冬で︑風當りの少ない胡同の手始に︑

﹇為﹈︵名︶79

タメ

ためOおんため

職地ではたらいていらっしゃる兵たい

このすばらしい舟になるために︑あ

四482寒さのために︑まどガラス一めん︑まつ
白にこほったのはきれいなものです︒

の木は︑ぐんぐんのびたのかもしれない︒

四125園

さんのために︑もくたうをいたしました︒

三948

いさんや︑

三698 ときどき吹いて來る風のために︑草の
葉が面持よくゆれます︒
三947 また︑お國のためになくなられた兵た

ハタラケト︑カイテヤラウ︒

二801団圓ゲンキデ︑オクニノ毒悪ニシッカリ

ため

子どもたちがたむろして︑日だまりを樂しみ︑

十筋4

たむろ・する ﹇屯﹈︵サ変︶1 たむろする

と汗もが一面の地圖をゑがいてるる︒

はだ
十二価6 からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫

教へを受ける時︑ただだまってみるの たむし ﹇田虫﹈︵名︶1 田虫
だまって︑じっと見つめてみると︑一つ

で︑何だかぼんやり者のやうに見える︒

十二332園
十二㎜5

軍艦行進曲を聞きながら︑われわれは︑

だれもだまってみる︒

一つの星の呼吸さへ聞えて与るやうだ︒

十二脳3

十一一㎜7

たまはる

やさしいおことばを︑たまはることさへあ

﹇賜﹈︵四五︶2

民﹇▽みたみ・みたみわ

その障子をこなたへたまはりて︑なに
たみ

がしに張らせ候はん︒

九646言付

りました︒

七3310

たまわ・る

だまったまま︑静かに端坐してみた︒

四899團ぼくはだまってゐました︒
まって聞いてみた一人の子どもがありました︒

五感5 みんながわいわいいふのを︑初めからだ
七二5 ノイツは︑だまってゐました︒
つた︒

八788 みんなだまって︑あへぎながらのぼって行

﹁︿略﹀︒﹂と許してくれました︒

九798 父は︑しばらくだまってゐましたが︑

﹇民﹈︵名︶6

民のかまどの煙の立つやうになったのを︑

十64図國

たいそうお喜びになりました︒

八961

れ

十267 われにかへった村人は︑︿略﹀︑ただだまつ たみ
て︑五兵衛の前にひざまついてしまった︒

十364 にいさんは︑初めからにこにこしながらだ
まってみた︒

十508圏 父も︑母も︑兄も︑妹も︑だまって箸を

﹁國﹂﹁民﹂といふ漢字は︑︿略﹀︑﹁くに﹂

がよをまもれ伊勢のおほかみ
﹁︿略V︒﹂村中にこんなうはさがひろがると︑ 十M9

動かしてみる︒
十738

945
ため一ため

五645團植ゑよう︑植ゑましょ︑ み國のために︒
五654圏植ゑよう︑植ゑましょ︑ み國のために︒

五桝5盲あに神さまはつりのため︑ おとうと神
はかりのため︑

毎日まいに

ち海と山︑ おいでになってをりました︒

五伽6圃 おとうと神はかりのため︑
六348国 そのためには︑乗組員に︑勇氣とおちつ
きがたいせつだ︒

くはないかね︒

六354國 潜水艦に乗って︑お國のために︑働きた

兵のために︑突撃の道を作らうといふのです︒

六帯4 この鐵條網に破壌筒を投げこんで︑わが歩

に︑たくさんの男や女が集って來ました︒

七153 手下の者はいふまでもなく︑手傳ひのため

ほうでう

七346 手足の痛む病人や︑傷の痛みがなほらない
だいたふのみや

やうな者のために ︑

集めにならうとし て ︑

寒さを防ぐために︑しめてあった二重窓が

ために︑手でさはったからです︒

八儒9

兵隊さんといつしょに仕事をすることは︑

開かれます︒

九355園

その勇ましいやうすを思ひ浮かべると︑ぼ

﹁お國のために忠義です︒﹂

お國のために孝行です︒﹂といひます︒
九357園

九872

くは北斗のために喜んでやりたいのです︒

すると︑寒さのために指がこはりついて

しまって︑わるくするとくさります︒

九備9囹

自分の飛行機を早く知りたいために︑尾

翼にちよつと色をぬっておくとか︑

九⁝⁝8囹

ためになるお話をたくさんお聞かせくだ
むすごは︑勉強のため山東へ渡って行つ

さいまして︑ありがたうございました︒

九梱3囹
九川1囹
た︒

オボといふのは︑地の神をまつるために︑

十892囹

一命を捨てて︑君の御恩に報ゆるため

一人の子が︑御國のため軍に出でしこ
鐵材を使ふことができなかったために︑す
附近の家屋といふ家屋は︑雨軍の砲弾のた
陛下には︑將官ステッセルが祖國のた
くんこう

祖業のために戦っては來たが︑

めに書くしたる動功をよみしたまひ︑

十855図国

めに︑影も形もなくなってみた︒

十835

べて木材によって︑︿略﹀作り直して行った︒

十783

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

十124世界

には候はずや︒

十123圓団

十121図面何のために軍には出で候ぞ︒

蒙古人が供へた一種の土まんぢゆうで︑

九鎚4

地を開くのだ︒

七621 大塔宮は︑北條立時征伐のため︑兵をお 九鉗12園 諸君は︑新しい東亜のために︑ここで大
七629 このへんの敵のやうすを探るために︑思は
ず時を過して︑

をさまたげるため に ︑

七麗3 さうして︑日本船や支那船が︑貿易するの
七備4 彌兵衛が腹を立てたのは︑それがためであ
ります︒

七竃9園 何のために︑武器を積んで來たのか︒
﹁海賊にそなへるためです︒﹂

八489 きちんと作るためには︑設計圖がいる︒

七餌1囹

八502 次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げな
ければならないが︑これはなかなかむつかしい︒
通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

八651 電信も電話も︑敵のためにごはされたので︑

八鵬1 それは︑つい今しがた︑番人が火をつける

さては汝のためにはよき相手ぞ︒

十933囹祖國のために働くことができて︑私も満
足ですが︑

十柵6図圓

かうしてつめてみるのです︒

十佃7園木地に︑すき間や︑きずをなくすために︑

十伽2 わが輸送船の一隻が︑敵弾のため火を評し

あもり
降り績く梅雨のために︑︿略﹀足守川は︑

たのであった︒

長良川の水を集めてあふれるばかりであった︒

ながら

十柵6

義貞今臣たるの道を蓋くさんため︑

十一134王のお情に︑心からお禮を申しあげるた

めであった︒

十一236図國

ことばつかひをていねいにするためには︑

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十一256

相手を尊敬するためには︑自分のことを

まつ相手の人に封して尊敬の意を表すた

ぜひとも敬語の使ひ方をよく心得ておかなければ
ならない︒

めに︑

十一258
十一264

自分の動作であっても︑それが相手のた

謙遜していふのがわが國語のいき方で︑

至誠の心を表すためには︑最上の敬語を

めにする場合は︑

十一275
十一3110

この不幸な子を慰めるために︑源氏は給

用ひることをならはしとしてみる︒

十一439

露霜が連敗の勢を回復せんため︑編成

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十一516図

ほくわく

敵艦の大部分は︑わが艦隊のためにあ

せる太平洋第二・第三艦隊は︑

十一564図

敵は大勢なり︑かけへだてられては父

るひは撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑

十一641図

のために悪しかりなんと思ひて︑門の内へ引く︒

だめ一ためとも

946

み やま

ク

サ

キ

十一824 この深山の朝の癒着にふれるため︑私は
ここまでのぼって來たのだ︒
ハ ア ヲ イ

十一旧5 間違ひなく讃ませるためには︑﹁久佐幾
波阿遠以﹂とでも書かなければならなくなる︒

れらはみんな風通しをよくするためである︒

十一鋤9 金網を張って壁の代りにしてるるが︑こ

どくむし

しっき

十一㎜3 椰子の實からコブラを取るためである︒

十一晒1 毒虫と渥氣から逃れるために︑部落全盟
は︑︿略﹀竹で作った床の上にできてみる︒
むしむしする︒

十二99 地熱のために暑くなり︑温度が高いので
﹁申し送り﹂があり︑﹁申し受け﹂があっ

て︑たがひに堅く連絡を取るのもそのためである︒

十ニー29

十ニー82 一人前の石工になるためには︑早くから
弟子入りをしなければならない︒

十二303囹人に用ひられるためには︑道はどうで
もよいといふことになりはしないか︒

十二571囹 ﹁一言半句の教へのために︑この身を
捨てるわれを見 よ ︒ ﹂

國のため民のためには︑

火の中をもいとはない御覧悟で︑

太陽は︑︿略﹀︑われわれに近いために︑

十二㎜10
十二榴4

大東亜海へ︑一機も敵を寄せつけないた

特に大きく︑明かるく見えるに過ぎない︒

めには︑

十二㎜6

風に流される機の方向を正すため︑偵察
だめ

験す

八鵬6囹

験してみると︑はたしてよく動いた︒

何かで︑験してみる方法はなからうか︒

十欄5園

窪窪

5みうらのへい

御矢一筋受けて︑甲をためし候はん︒

かぎりある身の力ためさん︒

﹇為次﹈︹人名︺3

十一203図國
ためつぐ

景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ

たろうためつぐ

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

九6210図

九638図

爲次︑ことばなく︑ひざをかがめ顔を押

九631図爲次︑おどろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

さへて︑矢を抜き取りけり︒
ためとき

爲朝

Oちんぜ

をぢ爲朝の弓のやうならば︑わざと落

ためとも

爲朝

父爲時が願ったやうに︑もし紫式部が男

ためとも

﹇為朝﹈︹人名︺16

儀なり︒

十一614図

十一634図

十一628図

節事︑﹁︿略V︒﹂といひければ︑義朝︑

爲朝聞きもあへず︑﹁︿略﹀︒﹂と答ふ︒

又略V︒﹂とそ申しける︒

爲朝まかり立ってつぶやきけるやう︑

十一6010図圓爲朝が申しやう︑以ての外に手荒き

いまだ天の明けざる前に勝負を決すること︑

十一606眉a凶暴 爲朝が矢二つ三つ放さんばかりにて︑

のものども討ち從へ候について︑

十一593日騎凶國 爲朝︑久しく鎭西に居住仕り︑九國

とあれば︑

十一589図左大臣頼長︑爲朝に向かひ︑ズ略﹀︒﹂

つに切れたるが︑
よりなが

十一583図爲朝は︑七尺ばかりなる男の︑目角二

しても與ふべし︒

八766図國

いはちろうためとも

ためとも

であったら︑

十一363

した︒

ためとき
十一353 父の爲時は︑﹁︿略﹀︒﹂といって歎息しま

せいのびして︑手をのばしてみたが︑だめ ためとき ﹇為時﹈︹人名︺2 渦動 二時

﹇駄目﹈︵形状︶7

員は偏流測定器から目が離せず︑

へんりう

十二刎12
だめ

だ︒

五795

﹁あの人は學問はできるが︑弓はどうだ

おまへは︑口でいって聞かせるだけでは︑

﹁だめ︑だめ︒

らう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁だめ︑だめ︒

六995園

位相1囹

六995囹

だめだ︒

だめだ︒
だめだ︑行者さん︒

もう︑だめだ︒

七481園
九㎜4

十二524園

ためす

︽ーサ・一

飛び出して行った魚雷のうなりを聞いて︑
﹇試﹈︵四五︶6

今日こそ︑日ごろきたへた力を︑ためす

十787

どちらがすぐれてみるかを験すことになつ
たのが︑この年であった︒

十804

ことができる︒

五893園

シ・ース︾

ため・す

襲射管員は︑ほっとため息をついた︒

十二鵬12

きなため息をつくばかりでありました︒

六皿6みんなは︑ただ︑よったやうになって︑大

十二896図圏 一旦の身命を助らんために︑多年の ためいき ﹇溜息﹈︵名︶2 ため息
忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

十二952図圓 汝を櫻井より返されしは︑父のあと
をとぶらはせんためにもあらず︑

十二987図圖君の御ためには不忠の身となり︑父
のためには不孝の子ともなるべきにて候間︑

十二992図圓 おそれ多くは候へども︑今生にて今
ひとたび︑玉顔を辞し奉らんために参内仕りて候︒
ざらんがためなり︒

十二㎜2図圖進むべきを知って進むは︑時を失は
十二欄3図國 退くべきを見て退くは︑後を全うせ
んがためなり︒

十二梱10宮が︑︿略V︑國のため民のためには︑水

947
ためる一たり

道理にやつまりけん︑そののちは音もせず︒
門の内へ引く︒

苦しめようとはかった︒

機械の取扱ひがたやすく︑故障が少く︑絶
いや︑さうたやすくはいきません︒

智勇すぐれた城主︑これに從ふ五千の論士︑
︵形︶5

たやすし

︽ーカル・ーク︾

たやすくは落ちるはずがなかった︒

予備1

十慨8園

えず正確に動くことにおいて︑

十819

十一6310図三朝︑しばし支へて防ぎけるが︑︿略﹀︑
たやす・い ︵形︶3 たやすい ︽ーク︾
十一644図 ここに爲朝︑敵の勢越しに見れば︑
すどう
十一652図爲朝︑須藤の九郎を呼びて︑﹁︿略﹀︒﹂
といへば︑九郎︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒

を︒

十一661図圖 爲朝が手並みは︑汝も知りたるもの
たやす・し

すく候︒

九652図圖

すべてを張りかへんは︑はるかにたや

ば︑たやすく抜けず︒

十一666図 義朝︑手綱かいくり爲朝に向かひ︑ 九625図矢は︑首を貫ぬきてかぶとに射つけたれ

ふかす

爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑すでに矢取って

﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十一668図
かうづけの

つがふところに︑

美しい︒

たもと

︽iメ︾

︽ーシ︾

たとへ防ぎ戦ふ者なくとも︑たやすく

たゆむ

︽ーマ︾

しの

いそ崎にたゆまずよするあら波を凌

﹇弛﹈︵四︶1

﹇便﹈︵名︶2

八652

たより呂さんぐうだより・
風のたよりにこのことを聞いて︑うばをつ

たよりない

︽iク︾

アセチレン燈をたよりに︑ほら穴を奥へ
﹇頼無﹈︵形︶1

それで︑石工の姿は︑山の中で見かける

電信も電話も︑敵のためにごはされたので︑

たよ・る﹇頼﹈︵五︶3たよる︽ーッ・ール︾

と至って小さく︑たよりなく見える︒

十一一177

たよりな・い

奥へもぐって行く︒

十二99

れて︑鎌倉をさしてくだりました︒

かまくら

八3810

へいえいだより

たより

ぐいはほの力をぞおもふ

十二43図魍

たゆ・む

せんこと︑たやすかるべしとは見えざりけり︒

だのぶなが

葛谷は︑織田信長に毛利攻めの志があるこ

お

通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

とを知って︑かれをたよった︒

九曜8

おのつからこれにたよる心がわき︑いっと

たらひ

はなしに信仰となって︑

しんかう

九㎜11

﹇盟﹈︵名︶1

たら 5そうしたら
たらい

︿略﹀︑とけた物が動いてみるやうに見えます︒

七鵬4 たらひほどに見える大きな圓の中には︑

たらぎおほかみのすけかつもり

核木母国勝盛 械木狼介勝盛
名を械木狼介勝盛と改め︑折もあらば

たらぎおほかみのすけ

たらぎおおかみのすけかつもり ﹇梶木狼介勝盛﹈︹人

名︺2
九伽9

いはみ

鹿介を討ち取らうと思った︒

盛︒

εちだらけ・どうだらけ

九櫛9囹 かくいふは石見の國の住人︑械木狼介勝
だらけ

石ヲ水デアラッタリシマシタ︒オ面割

マハリノ草ヲトッタリ︑オハカノ石ヲ

カイタリカミツイタリシマシタ︒モモタ

ト犬ハ︑ヒッカイタリカミッイタリシ
一828

リ︑モノヲトッタリイタシマセン︒

︑人ヲクルシメタリ︑モノヲトッタ

ハリバコニサハッタリ︑キレヲヒッパ

一846園
二466

もらったゑを見たり︑をぢさんのお

︑キレヲヒッパッタリシマシタ︒オカア

て︑くすりで洗ったり︑くすりをつけ

さんのお話を聞いたりして︑軍かんの

三321
三321

三453

の川で池を作ったり︑魚をすくった

葉の間にたまったり︑歪めんへしみ

たり︑魚をすくったりして遊びます︒

三499囹

三454

三404 り︑くすりをつけたりしてくださいま

三403

ニ467

一848園

一827

一466

一465

十一232図されば︑この堅陣を打ち破って攻め寄たり ︵並助︶脚 タリ たり だり

のぼるべきやうなし︒

十一172図

いたづらに蒼きてはくだき︑くだきては焼き︑

十一672図 上野國の住人深巣の七郎︑つとかけ 十447図 めざす色はたやすく現るべくもあらず︑
ためる

母も︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑目に涙をためな

﹇溜﹈︵下 一 ︶ 1

出でければ︑爲朝これをはたと射る︒
た・める
十5710

がら︑じっと私を見つめた︒

たも ︵名︶3 たも
ぼくらの船へあげます︒

六㎜6 大きなたもで︑網から︑いわしをどんどん
七135 先生にお願ひしますと︑先生は︑たもで勢
よく︑さっとおすくひになりました︒

七136 べらが︑たもの中でぴちぴちとはねました︒
たも
﹇保﹈︵五︶1保つ ︽ーツ︾

十㎜6 この長い長い交通路を︑りっぱに整へ︑安

たも・つ
たも

﹇快︺︵名︶2

全に保つことができないうちは︑
たもと
とが

四旧6圃 右に︑左に ひらひらと︑ ゆれるたも

たやす

十二柵4 まだできあがらない橋のたもとには︑
﹇ 絶 ﹈ ︵ 五 ︶1

七581 これにこりて︑賊は︑城の水をたやして︑

たや・す

三501囹

めんへしみこんだりして︑少しつつ

三637 の間をおよぎぬけたり︑上の方へ浮か

三638方へ浮かんで行ったり︑下の方へなな
三638方へななめに沈んだりしました︒時には
三639 がって大きく見えたり︑ほそ長くなつ

三694 した︒おじぎをしたり︑小さい手をた

三641 そ長くなって見えたりしました︒ねえさ

四493
四494
四522
四522
四523
四614
り︑さかきをあげたりなさ．いました︒

に︑指で字を書いたり︑人の顔をかい
り︑人の顔をかいたりして遊びます︒
べりながらまがったり︑後向きにすべ
︑後向きにすべったり︑友だちと手を
と手をつなぎあったりして︑思ふままに
いしめなはをはったり︑さかきをあげ

三695 小さい手をたたいたりしては︑たいこを

四615

四645間ます︒たこあげしたり︑羽つきしたり︑

四645零したり︑羽つきしたり︑みんなにごに

四885国︑毎日雪が降ったり雨が降ったりし
四933團下の方であがったり落ちたりしてゐ

113

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
113 113 110 110 108 108 83 83 83 80 80 61 61 61 56 56 55 55 23 19 19 18
上へ︑顔を出してみたりしました︒それか

ろしたり︑ねそべったりしました︒さうし

のふちに腰をおろしたり︑ねそべったりし

り︑くつにとりついたりします︒﹁︿略﹀︒﹂

六617

六616 重ねたり︑別々にしたりして︑机の上を見

六616 ︑この二つを︑重ねたり︑別々にしたりし

六406 自動車や船を走らせたりするのに︑なくて

六406 ゆは飛行機を飛ばしたり︑自動車や船を走

で︑じっと考へこんだりします︒川にも︑

らきらと光って笑ったり︑青くすんで︑じ

ところがらとびおりたりします︒小さな川

六653

つと火の粉があがったり︑また︑少し暗く

︑延したり︑ちぢめたり︑かげんしてみる

︒二つの筒を︑延したり︑ちぢめたり︑か

六648 く延したり︑ちぢめたりすることができる

六648 り合って︑長く延したり︑ちぢめたりする

六617 のけしきを︑のぞいたりしてみた︒そのう

りして︑机の上を見たり︑外のけしきを︑

きどき木かげに休んだり︑さうかと思ふと

を開いて田や畠にしたり︑道をつけたり︑

六653

六下4墨家のからを浮かべたり︑わらの切れはし

にしたり︑道をつけたり︑川に橋をかけた

を立てながら︑行ったり來たりして︑まる

六拓5圏

ながら︑行ったり射たりして︑まるで戦場

また︑少し暗くなったりします︒半鐘の音

六伽4

と思ふと︑髄操をしたり︑いうぎをしたり

六703

ける中で︑行進をしたり︑かけ足をしたり

六柵4

六703

したり︑かけ足をしたり︑艦操をしたりし

六夢7

したり︑いうぎをしたりします︒﹁︿略﹀︒﹂

たり︑川に橋をかけたりなさいました︒人

をしたり︑君主をしたりした︒七月十七日
︑からだの毛をすいたり︑きれでからだを

野望7

六874團 ︑﹁︿略V︒﹂といったりします︒あたたか

からだをふいてやったりしました︒毎日︑

七328 ︑病氣をみてもらったり︑藥をいただいた

が止ったり︑はなれたりしてみる︒畠のす

たが︑決してしかったり︑たたいたりしな

︑川を泳いで渡ったり︑遠くにかくして

つけて︑ふせをしたり︑川を泳いで渡っ

七373

七328

︑泥水の中を︑行ったり來たりします︒か

たり︑藥をいただいたりしてゐました︒﹁︿

七791団を撃つけいこをしたりします︒時には︑
七793国の中をかけまはったり︑﹁︿略﹀︒﹂と︑小

七7810国
て勇ましく行進したり︑﹁をりしけ︒﹂や

七787團姿勢をきちんとしたり︑大きな目を見は
はいなう
七789團をあげて敬禮をしたり︑背嚢と銃を肩に

七684︾
園カ︑ あんなにのびたりちぢんだりするの
七685囹にのびたりちぢんだりするのだな︒﹂
七687囹てよ︑かげがのびたりちぢんだりしてゐ
七687囹がのびたりちぢんだりしてみる間に︑ぼ

の中を︑行ったり來たりします︒かうして

七373

五価4 ところをさがしあてたり︑夜︑ふいに近寄
五価4 する敵の見はりをしたり︑隊と隊との間の
五価5 との間のお使ひをしたり︑何をさせてもす
五柵6 回も︑この間を行ったり來たりしました︒
五備6 この間を行ったり來たりしました︒首わの
神様へお参りをしたり︑おかぐらや︑す
六168団
らや︑すまふを見たりしたいと思ひます
六168国
にこっそり近寄ったり︑遠く海を乗りこ
六347国
の中へしのびこんだりして︑ふいうちを
璽348至

ぼやくさがしあてたりします︒もう︑軍

の切れはし浮かべたり︑えびやめだかも

しかったり︑たたいたりしないで︑少しで

竹に︑とんぼが止ったり︑はなれたりして

98822756555487721769221
．．
．
．．，一
團与国

四885国 つたり雨が降ったりして︑あげられな
あがったり落ちたりしてゐますが︑

︒職漁できずを受けたり︑病身になったり

四悩4圖 よったり︑かへったり︒いつのまにやら
五181んのけんにっかまったり︑くつにとりつい

四馬4圏 よったり︑かへったり︒かもめすいすい
四白3圃 松原に︑波がよったり︑かへったり︒い

四柵3圏 松原に︑波がよったり︑かへったり︒か

たり︑水をこはらせたりします︒しかし︑

雪やあられを降らせたり︑水をこほらせた

たり︑にこにこ笑ったりしながら︑立止っ

とを︑がやがや話したり︑にこにこ笑った

けたり︑土樽になったりした兵たいさんが

215533

113

105

1皿5

100

100

四934国

四四四四四四
113

たり一たり

948

949
たり一たり

砲身のまるみを計ったり︑こまかな注意を

んもみて︑油をさしたり︑けづられて行く

り︑追ったり追はれたりしながら︑照しく
九8310

︑臼のやうにつぶしたり︑棒のやうに延し

うす

餅を︑手でまるくしたり︑長くしたりする

り︑棒のやうに延したりして︑十分にきた
るくしたり︑長くしたりするのと同じやう

九柵7園

料を補充してやったり︑よごれたところ

に油をさしてやったり︑燃料を補充して

︑ていねいに調べたりします︒が︑いち

九m6園 や爆弾を積み込んだり︑機械にくるひが

に︑打つたり︑熱したり︑冷したりして︑

が︑二三度ぶり返したり︑蒙古風が︑ひと

九川6園

きれいにしてやったりします︒﹂花子﹁私

八9910

ば北斗も止り︑追ったり追はれたりしなが
九8310

と吹きふた吹き吹いたりしなければなりま

九m7園

九相7囹

り︑熱したり︑冷したりして︑鐵の質を固

くし

ねんれ・つ

八人3

て︑そばにしやがんだり︑腰掛けたりして

車輪に空氣を入れたり︑燃料や爆弾を積

引つばったり動かしたりしてゐましたが︑

八麗4

やがんだり︑腰掛けたりして︑いつまでも

八9910

八9910︒このやうに︑打つたり︑熱したり︑冷し

八9710

八9710

八979

八979

つたり︑靴をみがいたりしてゐました︒お

八棚1

︑右から左へ︑行ったり來たりするのに︑

九字6園

九854し︑櫛で手入れをしたり︑足をあげさせて
九855づめの裏をさうちしたりしても︑じっとお

が︑自由自在に集ったり︑散らばったりす

八棚1

ら左へ︑行ったり來たりするのに︑その一

八622

八描3

︑飯豊を出してふいたり︑みんなのお茶わ

集ったり︑散らばったりするので︑しぜん

八描3

しや︑おわんを並べたりした︒それから一

八905

八伽2

八905

七794團銃や機關銃を撃つたり︑相手の陣地に︑
七795團︑はげしく突撃したりします︒このやう
ふ ろ
七801国︑お風呂へはいったり︑軍歌の練習をし
七802團︑軍歌の練習をしたり︑お汁粉や︑大福
七803国の話に花を咲かせたりします︒午後八時
前に︑日記をつけたり︑手紙を書いたり
七821国
七821国たり︑手紙を書いたりします︒ぼくらが
七834團
螢庭で︑教練をしたり︑つめたい水で食
七835團い水で食器を洗ったり︑せんたくしたり
七835国たり︑せんたくしたり︑なかなか骨がを
七841團 ︑毎日︑教練をしたり勉強したりして︑
七841團
練をしたり勉強したりして︑軍人として
七964圃が︑ゆらゆら見えたりかくれたり︒母馬
七964圃ら見えたりかくれたり︒唐馬子馬︑沼の
八高2

九424 つたことでも︑話したり書いたりして︑始
九424でも︑話したり書いたりして︑始めてほん
九434も讃み返して︑消したり書き足したりして
九434 ︑消したり書き足したりして︑自分の考へ
九436々ことばを深く考へたり︑いひまはしを恥
九437 いひまはしを工夫したりするひまがありま
九491てんびん棒につるしたり︑手押車にのせた
九491たり︑手押車にのせたりして︑威勢よく右
九835からだの手入れをしたり︑運動をさせたり
九835したり︑運動をさせたり︑ぼくの仕事がお

この糸を︑引つばったり動かしたりしてゐ

いそがしさうに行ったり來たりして︑すを

声価9

谷川10囹︑熱のかげんをみたりなんかするのと似
九番3園

︑息づかひを聞いたり︑痛いところをさ

飛行機の熱を計ったり︑息づかひを希い

こ

しさうに行ったり來たりして︑すを作る仕

八手9

の仕事に精を出したり︑くに子や︑ひさ

九擢2園
九麗3園

まう

ら潜る船と貿易をしたり︑そこからさらに

九226団

話をよくしてくれたりすることを︑おか
︑えらいなと感心したり︑何かすばらしい

︑うれしいなと感じたり︑えらいなと感心

八222團 のやうにおろされたり︑積み込まれたり

八221團 が出たり︑はいったりして︑そのたびに

八2110国 たくさんの船が出たり︑はいったりして

九408

てるることを︑話したり書いたりして︑す

九3910

九3910

とを︑話したり書いたりして︑すっかり相

九401ひに話したり︑書いたりすることばや︑文

九401

ちが︑心の中で考へたり感じたりしてみる

同着6囹 つて敵地を爆撃したり︑空中戦をやった

九備6園

心乱5囹

や︑電力を調節したりします︒とにかく

子に氣をつけてみたり︑燃料や︑電力を

九番1囹︑翼をなでてやったりしますよ︒﹂正男﹁

ろいうなことを話したりしてくれます︒そ 九餌10園 かり頼むぞと願ったり︑ああ︑よくやつ

ちも喜んで返事をしたり︑いろいろなこと

九㎜1

九伽6園

ろをさすってやったりするのです︒飛行

九382

九382

八222團 たり︑積み込まれたりします︒大連から

九408

の中で考へたり感じたりしてみることを︑

馬車や自動車が行ったり來たりしてみる︒

り︑空中戦をやったりした方がいいとは

九M9囹行機にお酒を供へたり︑しっかり頼むぞ

八253團 にれい山へのぼったり︑表忠塔を仰いだ
ひろせ
八254国 り︑表忠臣を仰いだり︑廣瀬中佐で名高

九414

九414

皆︑おたがひに話したり︑書いたりするこ

八255国 い旅順港口を眺めたりすると︑心持がひ

つたり︑肥料をやったり︑そのほか︑いろ

べたり荷物を没弄したりして︑さんざんい
︒まはりの草を取ったり︑肥料をやったり

ぼつしう

さらに南支那へ渡ったりしてゐました︒垂
ぼつしう
び日本船を取り調べたり荷物を没白したり

九226團

2288326666

八622 すまし︑靴下を洗ったり︑靴をみがいたり

八八七七七七七七七七
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十十十十十十十十九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

自動車が行ったり事たりしてみる︒ここで
雲のかげを追ひ越したり追ひ越されたりし

越したり追ひ越されたりして︑満洲の大平
で︑急いで上着を着たり︑ズボンをはいた
たり︑ズボンをはいたりしてみると︑思は
ある︒皮は着物にしたり︑肉は食用にした
たり︑肉は食用にしたりする︒ぼくは︑ま
いつみ
︑小高い岡に作られたり︑泉のそばにまう

蒙古ずまふが行はれたりして︑祭の氣分は

殺したり︑乗用にしたりすることができな

して責つたり︑殺したり︑乗用にしたりす

家畜は︑決して責つたり︑殺したり︑乗用

ズやバタなどを供へたりする︒オボのそば

ひつじの料理をあげたり︑手製のチーズや

たり︑ラッパを吹いたりする︒参逃するも

たり︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いた

つて︑佐吉を働ましたり︑慰めたりしてく

たいこ

が始まり︑火をたいたり︑太鼓をたたいた

がり︑はや足をさせたり︑かけ足をさせた

を働ましたり︑慰めたりしてくれたのは︑

たり︑かけ足をさせたりして見せたが︑中
ます︒かうして盛んだり書いたりする文章
うして讃んだり書いたりする文章は︑漢字
を音︑下を訓で求んだり︑﹁手本﹂﹁道順﹂

しり
ない︒その邊を走ったり︑地べたに尻もち
をついて︑穴をほったり︑土で山子のやう

うなものをこしらへたり︑遠くの方から響

として止めてしまったり︑とんでもない別

な物音に︑耳を傾けたりしてみるのである

まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいった

ない別のことを演じたりする︒それが︑見

たり︑せりふをいったり︑はやしを入れた

たり︑はやしを入れたりしなければならな

て家にもどって行ったりする︒鳴り物を使

めでたい文句であったり︑詩の一節であっ

り︑詩の一節であったりするが︑いつれも
では︑男も混用したり︑あるものはいつ
つばんに使用されたりするが︑それが度
かていねいになったり︑また柔弱に聞え
︑また柔弱に聞えたりする︒それに︑何
敬語になると思ったり︑敬語を使ひさへ
禮儀になると考へたりするのは︑大きな
︑女の子たちが出たりはいったりして遊

は給をかいて見せたり︑人形を求めてや

ちが出たりはいったりして遊んでみる中
人形を求めてやったりした︒お正月にな
間から日光がもれたりします︒もくもく
と大きくかたまったり︑また時にそれが
方へ幾條か連なったりすることがありま
って︑雷雨を起したり︑時にひようを降
にひようを降らしたりします︒一天には
んなだらかになったり︑またぐっと急に
たぐっと急になったりする︒きのふの雨
り︑網の支度をしたり︑特に船長たちは

機の調子をしらべたり︑網の支度をした

十一帽2団 野の草花をいけたりすると︑その昔︑

2
4
5

21了
21了
21了
224

8

り十十十十十十十十十十十十十十十十
た

たげてすわってみたり︑大男の手のひら

ふはふは飛んで來たり︑毒々しいまでに

んぼが︑壁に止ったりしてみるのを見る

でも人の首を取ったりする悪習が残って

仕事場の掃除をしたり︑墾などをやく火

われが︑毎日話したり︑聞いたり︑讃ん

筒のふいごをふいたりする︒かうして︑

︑讃んだり︑書いたりすることばが國語

日話したり︑聞いたり︑讃んだり︑書い
︑聞いたり︑讃んだり︑書いたりするこ

︵助動︶娚 タリ

たり ︽タラ・タリ・

れば︑魚の群だつたりする︒殊に地平線

たり︑物事を學んだりして︑日本人とな

て話したり︑考へたり︑物事を學んだり

評語によって話したり︑考へたり︑物事

八347図

こけむしたる岩石︑壁のごとくつき立ち

皆ちりぢりに逃げ行きたり︒

原十郎義連進み出で︑

はらのじふらうよしっら

さ
八3310図顔を見合はせ︑ただあきれるたるに︑佐

たり︒

八339図

壁のごとくつき立ちたり︒

十四五丈ばかりは︑こけむしたる岩石︑
八338図

試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑
八3210図

八294図あわてて討手をさし向けたり︒
八304図どっとときの聲をあげさせたり︒
八312図なだれを打って落ち入りたり︒
命からがら加賀の國へ逃げのびたり︒
八316図
八322図源氏も攻めあぐみて見えたり︒
びやうぶ
八329図あたかも屏風を立てたるがごとし︒

タル・タレ︾←はれたるやま

﹇完了﹈

ぼく︑海賊を働いたり︑今でも人の首を

石くつをかたづけたり︑仕事場の掃除を
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石ころ一つ積み重ねたり︑楊の枝を立てた
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たり︑楊の枝を立てたりするので︑オボは
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十悩4園 んで︑しわができたり︑干割れがしたり
十桝4園 たり︑干割れがしたりします︒だから︑
十㎜5 ちは︑はうきを持つたり︑たいまつを持つ
十蹴5 り︑たいまつを持つたりしたまま︑うはの
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950
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る空に︑

細きこと針のごとく︒

八457図魍 小枝小枝はかすかにふるふ︑

晴れた
出でたり︒

九601図

畏き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り

おどろきて死にたるなり︒

その矢につき當りて倒れたり︒

首を貫ぬきてかぶとに射つけたれば︑た
蹄りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂といひて︑

九642図

なほ一間つつ張りみたり︒

すすけたる障子の破れを︑暉尼︑てっか

九656図属すべて物は破れたるところをつくろへ

かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

ば︑しばらくは用をなすものぞ︑

九667蚕豆

すなはちその馬を求めたり︒

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒
九689図

いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑一

ろうもん

すがすがしき赤松の木立を負ひたる営門

十58図 しかも算勘のおもむきをそへたり︒

十94図 しばしば行啓あらせられたりとそ︒

きょだん

さんごじゅ

いっしゆん

十439図

この美しさに︑しばし見とれたる喜三右

さながら珊瑚珠のかがやくに似たり︒

十168図圃巨螺を投じたる一瞬︑
十439図

十457図

十446図

あわただしくかま場より走り出でたるか

かくて敷年は過ぎたり︒

赤色の焼きつけに熱中し始めたり︒

衛門は︑ふと何思ひけん︑

十458図

れは︑﹁たき木︑たき木︒﹂と叫びつつ︑

くんニう

十856図田

將官ステッセルが祖國のために壷くし

か

谷々の氷打ち解けて︑川水折ふしかさ増

たる動功をよみしたまひ︑

十994図
したり︒

十湿7図

梶原が乗りたる磨墨は︑

するすみ

十醜7図向かふの岸に打ちあげたり︒

一文字にさっと渡り︑

十撹6図 生食といふ日本一の馬に乗りたれば︑眞

いけずき

を︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑

十皿4図 刀を抜いて馬の足にかかりたる大綱ども

ち入れたり︒

十棚10図その間につとはせぬいて︑川へさっと打

十棚3図引つ駈け引つ駈け出で着たり︒
きは目だちてたくましきを信長うち見て︑
九696図圓商人の引きてまみりしを︑一豊が求め 十捌5図佐々木に四五間ばかり進みたり︒

九691図

なしたるおもむき伏奏せしところ︑

ら小刀にて切りまはしつつ張りみたり︒
十461図かまの火にことごとく投じたり︒
九644図 てっから小刀にて切りまはしつつ張りゐ 十466図
夜は︑やうやく明けはなれたり︒
たり︒
十471図かまより皿を取り出しみたるかれは︑
九647図圖 さやうのことに︑なれたるものにて候︒ 十473図
多年の苦心は︑つひに報いられたり︒
十475図やがて名を柿右衛門と改めたり︒
十854図田敵將ステッセルより開城の申し出でを

九651図

のけざまに伏したれば︑

九627図

やすく抜けず︒

九625図

九6010図圓

九606図

たの矢を抜きて弓につがへ︑

八713図折しも︑美しくかざりたる二一さう︑平 九601図母家︑背に負ひたるうつぼより︑かりま 十153図工 いとし子よ︑ラングーンは落ちたり︒
家の方よりこぎ出す︒

ば︑﹁それ呼べ︒﹂とて︑

八724図 家來の者進み出で︑ズ略﹀︒﹂と答へたれ
八726図 鯨一は︑いくたびかことわりたれども︑
許されず︒

八733図 ただ一矢にて射落すことは︑むつかしと

八729図 馬にまたがり︑海中に乗り入れたり︒
見えたり︒

り︒

八737図 扇も少しくおちつきて︑射よげに見えた

八741図さつと海中に落ち入りたり︒
八743図馬のくらをたたきて喜びたり︒
り︒

八744図ふなばたをたたきて︑どっとほめあげた
八749図
いかなるはずみにか︑わきにはさみ持ち
たる弓を︑海中にとり落したり︒

八749図 わきにはさみ持ちたる弓を︑海中にとり
落したり︒

も︑御命には代へがたし︒﹂と申せば︑

八763図圏 ﹁たとへ︑金銀にて作りたる弓なりと

八766図圓弓を惜しみたるにはあらず︒

九699図圓

得たるものに候︒

九699図圓見あげたる志︒

九53図魍 日の本とほめたたへたり︒
九81図 從者みな︑船底におそれ伏したり︒

は︑

十56図

十47並並民の重心もてたてまつりたる木々は︑

とく︑足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒

十45図参拝の人々︑あたかもいひ合はせたるご

よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

九810図 はたして荒波おのつから静まりて︑御船
は進むことを得たり︒

れ御軍の一人となりぬ

九361図圏 すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ
九597図 三百鯨騎をかくしおきたるを︑義家の軍
さんざんに討ちて ︑

たり一たり
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105104104り103103102

ｪ ﹀︒﹂と名のりたり︒
「〈

はるかの下より打ちあげたり︒

十十十

794
図図図

。528
図図図

一の木戸口の邊まで寄せたりけり︒

落ちたりと思ひて︑

十一177図

雲霞のごとく並びみたり︒

のうちにも花ぞ散りける

十一332図魍やどりして春の山べにねたる夜は夢

十一566ロ蔚凶 三十八隻のうち逃れ得たるもの︑巡洋

にはかに戦艦ニコラノー一世以下四隻を墨げて︑

十一179図題の御昼に日月を金銀にて打って着け 十一557図 今は逃れぬところと覧醒したりけん︑
うんか

たるが︑天日にかがやき渡り︑
十﹁18ーロa凶

の

をはり

前陣に進みたる旗は︑美濃・尾張の

み

この城の一の木戸を堅めたり︒

か

ち

大和鍛冶のきたへ打つたる矢じりを

サキ

キセキ

キ

カ

襲二敵二封シ勇進拙下シタル摩下將

し

し

し

紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑

同じく獅子の金物打つたる甲を着︑

十一584図

たるが︑紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑

し

十一583図七尺ばかりなる男の︑目角二つに切れ

十一5710図 ﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

卒モ︑

十一574書置

メ得タルモノハ︑

十一571図圓能ク勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧

ヨ

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

艦以下数隻のみ︒
十一183図矢束ね解いて待ちかけたり︒
十一186図引かんとするもかなはずして︑心なら 十一568図 わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈
ずも支へたり︒

十一189図國
十一1810図圓
やまと

勢と見るはひが目か︒

十一192早雪

はるかなる谷をへだてて二町蝕りのか

少々用意仕りて候︒

十一197図

なたに控へたる荒尾の九郎が甲を通して︑
十一204図﹁︿略﹀︒﹂と︑胸をたたいて立ちたりけ
り︒

五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三

かぶとを郎等に持たせて歩み出でたる

義朝は武略の奥義を極めたるものな

ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ

黒糸をどしの甲着て︑鍬形打つたるか

黒馬に黒くら置いて乗ったりけり︒

鎭西八郎爲朝︑一陣を承って堅めた

十一645図大の男の︑大きなる馬には乗ったり︑

り︒

十一6210図國

十一623図

ぶとをつけ︑黒馬に黒くら置いて乗ったりけり︒

十一623図

たらんには︑戦ふともいかで利あらんや︒

十一618図圓

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

十一616図圓

さま︑

十一587図

十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一586図

十一205図園甲の下に腹巻を重ねて着たればこそ︑ 十一585図 同じく獅子の金物打つたる甲を着︑
かぶとの眞向を射たらんに︑などか

前の矢を見ながら︑ここを射よと胸をたたくらん︒

十︻208図園

通らざるべき︒﹂と思案して︑
みけん

ただ四方を棲みて︑遠攻めにこそした

二言ともいはず︑

十一213図眉間の眞中をぐざと射込みたりければ︑
十一225図
りけれ︒

十一231図

十一229図敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒

みつからはける黄金作りの太刀を抜き
横矢を射んとかまへたる敷詰の兵船も︑
引き潮にさそはれて︑

十一243図

て︑海中へ投げ入れたり︒

十一241図

横矢を射んとかまへたり︒

沖四五町がほどに大船どもを並べて︑

十撒10図 おのれにおとらぬ家來一人ともなひたり︒

十一175図人ありとも見えざりければ︑官軍はや

やはらかに春雨の降る

十伽3図導くれなみの二尺のびたるばらの芽の針

藝の太郎が家來を︑どうとけて海へ落す︒

十備7図教経これを見て︑まつ眞先に進みたる安

潤筆10図 弟の次郎も︑すぐれたるつはものなり︒

聖業3図 かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

らりと飛び移る︒

十相9図 みかたの船の二丈ばかり離れたるに︑ゆ

に乗り當り︑

十相7図 されども︑いかにしたりけん︑義纒の船

これ行きちがへて︑

十川6要義纒︑目にたつさまはしたれども︑かれ

を
との緒をしめ︑

十佃6図 唐綾をどしの甲着て︑鍬形打つたるかぶ

からあや

ば︑見る人涙を流しけり︒

十欄9図 これを取って大士義纏の見参に入れたれ

十㎜5二胡の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒

たる笛を腰に指しみたり︒

十鵬4図 ひたたれを解きて見れば︑錦の袋に入れ

上灘3図土肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒

き軍に負くることあらじ︒

十柳8図圓 見知りたる者もあるべし︒
十佃1図圓 この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ

連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒

大串をつかんで岸の上へ投げあげたり︒

馬はねあがれば︑弓杖ついており立ちた

十十十

953
たり一だれ

軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる内かぶと︑

十一646図軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる
内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒

﹁︿略﹀︒﹂と思案して︑つがひたる矢を

十一646図 まことに射よげに見えたり︒
十一6410図
さしはっす︒

十一661図圓爲朝が手並みは︑汝も知りたるもの
を︒﹂とて︑例の 大 矢 を 打 ち つ が ひ ︑

み

も

いくら働いても働いても︑なほ足りない

やうな氣がする︒

十ニー36

だる・い

高さ一メートルにも足らない﹁たかねざ

顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ

﹇怠﹈︵形︶1 だるい ︽1︾

かけ散らす︒

十二913図取るに足らぬ敵どもは︑一太刀打って

くら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒

十一912

われ︑たとへ職場にて命を失ふとも︑ た・る ﹇足﹈︵四五︶2 足る ︽ーラ︾

袴の腰を押しさげ︑自害せんとそし

はかま

みたりける︒

十二946図
十二955図國
汝︑生き残りたらん一族どもを助け養ひ︑

一つところにて討死せんと約束したり

十二963図泣く泣くいさめて︑抜きたる刀をうば
ひ取る︒

十二棚8図
ける者ども百四十三人︑

もだるさうで︑病身らしく見える︒

十一384

たるむ ︽ーン︾

わが世

色はにほへど散りぬるを︑

たれの馬ぞ︒

十一一481図韻囹

よたれぞ常ならむ︒

ダレ だれ

十二563図圃色はにほへど散りぬるを︑

﹇誰﹈︵代名︶76

たれぞ常ならむ︒

ニー54園 オヤ︑山ノ上士ダレカヰルゾ︒

だれ

二皿6圏 つくしだれの子︑ すぎなの子︒

二691園﹁ソレハダレデスカ︒﹂
二712園﹁ソレハダレデスカ︒﹂
二735園﹁ソレハダレデスカ︒﹂
二757園﹁ソレハダレデスカ︒﹂

さうして︑だれにも
まけない︑りっぱな

さむらひになりました︒

三555

つけに行くのかね︒﹂

三445園﹁それもよいが︑だれが︑そのすずを

三207園だれだ︒

わが

すると︑今までたるんでみた糸が︑だんだ

﹇弛﹈︵五︶1

んまつ直になりました︒

七塒3

たる・む

その勢決然として︑あへて攻むべきや だるま ←ひだるま・ゆきだるま
義貞今臣たるの道を書くさんため︑
はうぐわん

多量

︽ーリ︾

九693図國

御方の大罪たる父判官の代官とし たれ ﹇誰﹈︵代名︶3 たれ

轟然たる響きとともに︑わが溜水艦か
はつ
雪を割ってのび出ようとしてみる物の溌
ちやうおん

轟然たる爆音が︑聴音機に吸ひ込まれ

ぐわうぜん

たりとも
われわれは︑一日たりとも︑國語の力を

︵副助︶1

﹇多量﹈︵名︶1

足りる

多量の出血に︑しばらくは氣を失ってゐ

﹇足﹈︵上一︶2

かうして︑きたへにきたへるのですが︑そ
れだけではまだ足りません︒

八984

た・りる

た聞多が︑

十一一6710

たりょう

かりずに生活する日はない︒

十一一備3

たりとも

て來た︒

十二鮒9

刺たる力を想像しながら︒

らっ

十二梛9

ら撃ち出した砲弾は︑

十二悩3

ぐわうぜん

十二欄1図星今度の合職は天下の安否たるべし︒

て︑

十一629図園

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十一236図圏

うもなし︒

十一183図

十一665図心なる門の柱にぐざと突き立つたり︒ たり ﹇断定﹈︵助動︶8 たり ︽タル・ト︾
九51図魍 嚴として東海にあり︒
遊びなれ

十一674図 矢のなかばまで射込みたれば︑七郎は

しばしもたまらず死にてけり︒

十一悩1図圃 ももひろちひろ海の底︑
たる庭毒し︒

鐵より

しゃくどう

はだは赤銅

十一餌2団圃 いくとせここにきたへたる
堅きかひなあり︒

十一桝4図圃吹く潮風に黒みたる
さながらに︒

十一一56図圏 あさみどり澄みわたりたる大空の廣
きをおのが心ともがな
かすが

しやうさう

十二368図圃若草山も春日野も かすみこめたる
春景色︑

さるさは

十一一377図圏正倉院は天平の むかしを固く封じ
たり︒

まさつら

十二384図圃忌月はやく猿澤の 池の水の面に浮
かびたり︒
かはち

十二887図 ．その子正行が今年十一歳にて供したり
けるを︑ 河 内 へ 返 さ ん と て ︑

てたり︒

十一一904図國前後をさへぎつて︑御方は陣をへだ

十二927図正成十一箇所まで傷を負ひたり︒
つたりける︒

思ひ思ひに並みみて︑一度に腹をぞ切
＋二9310図

だれ一だれ

954

だれも知

三川9園 おや︑だれかと思ったら︑この間のか
めさんだね︒

三堰5圃生まれた村にかへったら︑
らない人ばかり︑

四136 ぼくが本を讃んでみると︑くつの音が
して︑だれかうちへはいって來ました︒

高島1

だれもかれも︑日に焼けたからだから︑玉

いろいろ︑貝の名前を思ひ出してみました

の汗を流してゐます︒

七96

先生がごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつ

が︑だれにもわかりません︒
七126

ねになりましたが︑だれも知りません︒

七548

だれか女の人が︑赤い日がさを振ってみる

もう︑上屋の人は︑だれがだれだか︑

九217團國

だれからの手紙だ︒

おまへたちの心配するやうな病氣には︑

だれ一人かかつてみない︒

九254国

いくら美しい文字で文を書いても︑うそい

つはりの心持を書いたのでは︑だれも感心して讃

九442

これははっきりしてゐますから︑だれでも

まないやうに︑

九941

二列に並んだ列を︑まだだれも齪す者はな

すぐ見つけます︒

眞夏の暑さはだれも畳悟をしてみるが︑

九968
い︒

九価3

だれが︑いちばん正しいでせう︒

今日こそはと︑だれの目にも︑固い決意が

﹁津波だ︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者は

れいき

世間からは︑ますます笑はれて︑だれ一人

ひらめく︒

十779

相手にさへしなくなる︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが耳もとでささやくや

﹁だれだ︒﹂

﹁だれが二君に仕へるものか︒﹂

だれもみるのではありません︒
十川8園

﹁だれだ︒﹂農夫たちは︑口々にそんなこ

だれでもその北端にあるカビエングとい

も遠く來たものだと思はないではみられないが︑

十一鎚9 赤道を越えて南半球へはいると︑だれし

ふ港をえらぶであらう︒

十﹁聯11

ぼくらに叫んでみる︒

十一933 ﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが帽子を振りながら︑

とをいった︒

十餅9囹

十衛7園

十川2

うですが︑だれもみるのではありません︒

十川2

銃をはなした者はなかった︒

﹁だれか︒﹂と︑らうの中から申しました︒ 十御4しかし海岸へ泳ぎ着いた兵士で︑だれ一人

頼朝を始め居あはせた者に︑だれ一人︑も
その時︑もうだれかが︑﹁︿略V︒﹂といふと︑

松林の中を通って行く時︑だれかが︑﹁や

﹁野田先生︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

﹁萬歳︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

縦六メートル︑横十一メートルといふすばらしく
みやま

大きな石には︑だれでもびっくりさせられます︒

深山の霞氣に打たれて︑だれ一人静けさを
破る者はない︒

九152

九㎜11 ぼくたちは︑だれも追ひつけなかった︒

﹁暑いなあ︒﹂

十255

だれもがさういふ︒

七766圏

七676園

十611

︑30

あ︑兎︑兎︒﹂と大器に叫んだ︒

八796

﹁早いなあ︒﹂といふ者もみた︒

八519

らひ泣きをしない者はありませんでした︒

八436

八424囹

ないかと︑氣をつけてゐましたが︑

八399

客の鰯って罵るのを︑待ちこがれてゐます︒

八124

春になると︑だれもが︑このめづらしいお

ではありませんか︒

七551

四405 もう︑だれの力でも︑なんともすること 七548 もう︑上屋の人は︑だれがだれだか︑はつ
ができませんでした︒
きりわからなくなりました︒

四894團 こんなたこは︑今までだれも見たこ
とがないのでせう︒

四919團 四五十メートルのばした時は︑だれの
たこよりも高くあがってゐました︒

四931国だれのたこだって︑ぼくのたこの足
もとにもよりつけません︒
ると︑川で︑だれか遊んでみるらしい︒

五814 うちへかへって︑えんがはに腰を掛けてゐ
五995囹 おまへはだれだ︒
五柵1園 皇孫ににぎのみことのお通りになる道を︑
ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれです︒

五㎜9囹だれか︑日の神のお子様のつりばりを︑
取って行ったものはないか︒

五即3園 だれか︑知ってみるものはみないか︒
てるました︒

六245 しかし︑だれにも負けない忠義の心を持つ
六657 おや︑だれかが︑しゃうじの間から顔を出

八852

ノRV−ズ略﹀︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

八853

してみる︒

六675囹 だれに教へてもらったの︒

八932

石垣の石の大きいのは有名ですが︑中でも

六677園 だれにも教へてもらはないのです︒

六956 三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの
ぼって︑旗を取るのだ︒
をはなしたものはありません︒

六伽9 もちろん︑三人のうち︑だれ一人︑破壊筒

955
たれさがる一たんか

十ニー32 鑛員たちは︑だれも見てみない眞密なと
ころで仕事をする の で ︑

十二3510園 ﹁おんみの弟子のうち︑最も學を好む
ものはだれか︒﹂ と た つ ね た ︒

あきのたろうさねみつ・うらしまたろう・てっかの

四948囹

﹁太郎︑今年からおまへがまくのだ︒﹂

たろうみつもり

太

太郎サンノ弟ノ次郎サンバ︑小サイ

ててやめました︒

︹地名︺一 ダワール湾

太郎さんが︑大きな聲でいひました︒

︿略﹀︑ゆり子さんも︑みんな集りました︒

六358 正男さんも︑太郎さんも︑次郎さんも︑
六429
ダワールわん

ダワール湾

﹇戯﹈︵名︶1 たはけ

十一川図
たわけ

﹇段﹈︵名︶6

の段︒

四相4圃赤いはかまの官女さん︑

わたなべくん︑上の段からとばうよ︒

だん

﹇壇﹈︵名︶1

壇

だん

太郎さんは︑はれまに小川でどぢゃうを だん ﹇弾﹈ こうしゃほうだん

七914 いちばん上の段へのぼって行きました︒

七913園

くんがとんでゐました︒

七908 上のいちばん高い段からは︑五年生の山本

三の段︒

太郎さんは︑ねえさんや弟たちと︑ささ 四m6圃 笛やたいこでにぎやかな 五人ばやしは

三人並んで次

段5なんだん・にじゅうごだ

﹇団﹈呂けいぼうだん・じょしせいねんだん

口▽ほんだわら

氣違ひとののしる︒

十454図人はこの様を見て︑たはけとあざけり︑
たわら

だん
太郎さん だん

と︑おとうさんがおっしゃいました︒
くわじゃ
太郎冠者
﹇太郎冠者﹈︹人名︺3

くわじゃ

太郎冠者︑もどったか︒

太郎サン

太郎君

十二8310囹

三582

だん

て︑ふと︑みなさんのことを思ひ出しました︒

﹁夏﹂と聞くと︑太郎さんは︑急にうれ 八194團講堂の壇に︑かざってあった菊の花を見

すくひます︒

三587

だんうん

勇さんと太郎さんは︑ぐわようしでめん だんう 塁ほうえんだんう

しくなりました︒

三865

三829

だんうん

﹇短歌﹈︵名︶1 短歌

白い断雲がかかる︒
たんか

勇さんも太郎さんも氣がついて︑あわ 十二454 萬葉集には短歌が多いが︑

太郎さんがいひました︒

いって︑たぬきの顔をかきました︒

だんうん ﹇断雲﹈︵名︶1 断雲
を作って遊びました︒
三818太郎さんは︑それを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と 十623 進むに從って空は明かるく︑眼下に貼々と︑

三813

砂摺2圏 あなたは一番上の段︒

太郎サンバ︑竹ノツツヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ ん・にだん

﹇太郎﹈︹人名︺14

太郎君︑えらいそ︒

﹇太郎君﹈︹人名︺1

やい︑太郎冠者︒

三242

シャベルヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

一一603

トイヒマシタ︒

二594

たろうさん

四317園

たろうくん

十二8510囹

十二776園太郎冠者あるか︒

郎冠者

十二5010園 いったいおまへは︑だれに今のことば たろうかじゃ
世間の人々は︑だれもさう考へた︒

を教へられたのか ︒

十一一595

十一一631 このうはさが世間にもれて︑だれいふと
﹁だ れ だ ︑ き み は ︒ ﹂

なく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎じる者が多かった︒

十二666囹

十二701園敵はだれだ︒
十二襯2 だれでも︿略﹀かうした歌を聞きながら︑
快い夢路にはいったことを思ひ出すであらう︒
十一一M1 ことばの通じないところへ行くと︑だれ
でも國語のありがたさをしみじみと感じる︒
﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑だれにいふともなくさ

十二㎜7 だれもだまってみる︒
十二川3

の葉を取って︑ささ舟を作りました︒
太郎さんがいひました︒
︽ーッ︾

三249

たれさがる

太郎さんと次郎さんがいひました︒

﹇垂下 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

ういってから︑﹁ 爽 射 用 意 ︒ ﹂ を 登 令 し た ︒

三273

二日も三日もふりつづくとげんきな太

たれさが・る

なは
十二獅4 暗いその雲の中央から︑縄のすだれを掛

三565

タロいも

郎さんも︑﹁いやだなあ︒﹂と思ひます︒

けたやうな雨足が︑さっとたれさがって來た︒
︵名︶一

たれる εうなだれる
タロいも

太郎

十一㎜12 パンの實︑バナナ・タロいもなどを常食
﹇太郎﹈︹話手︺3

としてみる︒

たろう

太郎﹁さうでせうね︒

な手入れをします か ︒ ﹂

九川2 太郎﹁飛行機がもどって來た時には︑どん
九船6

九㎜3 太郎﹁をぢさんの飛行機には︑どんなしる
しがつけてありま す か ︒ ﹂

たろう ﹇太郎﹈︹人名︺1 太郎 5あきのたろう・

だんがん一だんだん

956

だんがん ﹇弾丸﹈︵名︶5 弾丸
八863図魍 とどろくつつ音︑ 飛び來る弾丸︒
丸の幕が行く手をさへぎる︒

たいしゃくてん

﹇短冊型﹈︵名︶1

端嚴な帝繹天の姿となって︑
たんざくがた

﹇端座﹈︵サ変︶1

たんざく形

端坐する

︽ーシ︾

軍艦行進曲を聞きながら︑われわれは︑

﹇男子﹈︵名︶！

男子﹇Vにっぽんだんし

軍人となって︑軍に出たのを男子の面目

﹇男女﹈

てはならない︒

十一一桝9園

だんじょ
じよ

2

男女

由ろうようだん

海ダイヤ族は︑男女ともに胸から丁丁・

顔にかけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒

十一加5

︵名︶

だんじて ﹇断﹈︵副︶1 断じて
ひけふ
日本人は︑断じて卑怯なふるまひをし

とも思はず︑そのありさまは何事だ︒

十105園

だんし

だまったまま︑静かに端坐してみた︒

十二泌4

たんざ・する

きちんと間を置いて︑敷き並べたやうです︒

十6510 ざあっ︑ざあっと︑スコールのやうに︑弾 七3710 ちやうど︑たんざく形のみどりの敷物を︑
十梱4 弾丸の夕立の中で︑波打際に三つ伏したま
ま︑兵士は身動きもしない︒

い銅が︑この蒔石の中に眠ってみるのだ︒

十ニー06 弾丸になり︑武器になり︑機械になる貴

いと思へば︑

十ニー35 戦線に弾丸を一登でも多く送ってやりた
たんがんしょ ﹇嘆願書﹈︵名︶1 歎願書
たつさへた關東方の使者は︑

十二皿7 朝廷へ寛大の御威置を請ひ奉る歎願書を
たんき ﹇単機﹈︵名︶1 輩機

十二盟4 右へ左へ廻りながら軍機で豫定線上を行
かなければならないだけに︑

たんきかん ﹇短期間﹈︵名︶1 短期間
︵名︶一

タンク

くべつ
イ人とほとんど匝別がつかないほどである︒

十922囹短期間にあれほど進むとは︑實にえらい︒ 十一㎜9 住みついた日本人の男女を見ると︑マラ
タンク

の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒

戦陣料理のとぼしいものではあったが︑み
江戸城は︑︿略﹀わっか二回の會見で︑
﹇男女共﹈︵名︶1

男女とも

タンジョン・プリ

男女ともサロンをまとひ︑女は日本風の
︹地名︺2

自動車に乗って︑タンジョン・プリヨク

タンジョンプリヨク

十一鋤図

タンジョンプリヨク

の港から︑ジャカルタの町へ向かって行く︒

十一鋤4

ヨク

タンジョンプリヨク

じゅばんを着てみる︒

十一魍3

だんじょとも

しかも談笑のうちに開城の約が成立した︒

十二価2

んなの談笑で食事はにぎはった︒

十974

六312團 もぐりたいと思へば︑いつでも︑漕水艦 だんしょう ﹇談笑﹈︵名︶2 談笑
だんけつりよく ﹇団結力﹈︵名︶1 團結力

十一π2 黙思力の強いかれらは︑またたくまに支
那街を作り︑

だんご ﹇団子﹈︵名︶1 團子δきびだんご
しり

十踊9 地べたに尻もちをついて︑穴をほったり︑
土で團子のやうなものをこしらへたり︑

たんこうしょく ﹇淡紅色﹈︵名︶1 淡紅色
てるるかに見える︒

十二鵬10 初めはみんな淡紅色の旗を捧げて︑歌つ
たんごん ﹇端厳﹈︵形状︶1 端嚴

十二574 と見れば︑あの恐しい羅刹は︑たちまち

歎じる

︽ージル︾

このうはさが世間にもれて︑だれいふと

﹇嘆﹈︵上一︶1

十二635

たん・じる

たんすをあけて︑みつから軍服を取り出し︑

﹇箪笥﹈︵名︶1 たんす

なく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎じる者が多かった︒

たんす

七988

﹇嘆声﹈︵名︶1 血止

手早く着かへた︒

九塒2 書間は︑まだ暑い暑いの歎聲が口をついて

たんせい

出て埋る︒

十一776

積雲や︑入道雲や︑かなとこ雲は︑いか

だんせいてき ﹇男性的﹈︵形状︶1 男性的

断絶

朝敵の汚名はすすがれ︑徳川の家名は鋤

﹇断絶﹈︵名︶1

にも壮大で︑強烈で︑男性的です︒
だんぜつ

十二餌9

︽一

焼きてはくだき︑くだきては焼き︑はて

﹇嘆息﹈ ︵サ変︶ 2 歎息する

絶を免れた︒

シ・ースル︾

たんそく・する

十449図

ためとき

はただぼう然として︑歎息するばかりなり︒
した︒

十一356 父の爲時は︑﹁︿略﹀︒﹂といって歎息しま

か

黒と黄色のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼ

く も

﹇段﹈︵名︶1 だんだら

十一η3

だんだら

ハジメハ水ガニゴッテヰマシタガ︑ダ

﹇段段﹈︵副︶70 ダンダン だんだん

ともつかないものが︑ふはふは飛んで來たり︑
だんだん

一57一

モモタラウハ︑ダンダン大キクナッテ︑

ンダンキレイニスンデイキマシタ︒
一742

ケレドモ︑空ハ︑ダンダンクラクナッテ

タイソウツヨクナリマシタ︒

二9一

スルト︑ダンダン大キクナッテ︑コロガ

來マシタ︒

二545

957
だんだん一だんだん

スコトガデキナクナリマシタ︒
ナリマシタ︒

二656 ダンダン大キクナッテ︑ヨイムスメニ

二柳4 汽車はだんだん小さくなって︑とほく
の方へ行ってしまひました︒

またこの川をだんだんくだって行

三265 舟は︑だんだん橋へ近づきます︒

三484園
くと︑

せいがだんだん高くなりました︒

三554 うち出の小づちをふると︑一寸ぼふしは︑

かく作った砂の山が︑くつれだしました︒

三782 すると︑波がだんだんよせて來て︑せっ

三857たぬきはだんだんおくれます︒
たと

いふことです︒

四133村々は︑だんだんゆたかになっていっ
四198道がだんだんのぼりになって︑
四338おちいさんは︑だんだんお金持になって
いきました︒

ました︒

四357 秋になって︑月がだんだん美しくなり

だんうまくすべれるやうになるのです︒

四519 一メートル︑︿略﹀︑二十メートルと︑だん

にいさんの名を呼びました︒

四741 だんだん呼んでいって︑﹁山田武︒﹂と︑

心置3

天人は︑まひながら︑だんだん天へのぼっ

五228

のちには︑だんだんふくれ出して︑とうと

春の日は︑だんだん過ぎて行きました︒

て行きます︒

五234

う︑それが二本のかはいらしい足になりました︒

四本足になったおたまじゃくしは︑尾が︑

だんだん短くなって行きました︒

五243

みことは︑︿略﹀︑川について︑だんだん山

そののち︑だんだんやせて行って︑三日め

おくへおはいりになりました︒

五266

五384

そのうちに︑青白かったからだが︑だんだ

には︑五匹とも死んでしまひました︒

五389

んすきとほって見えるやうになりました︒

初めは︑うすい︑うすい紙のやうなまゆで
ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる

したが︑それが︑だんだんあつみをもって來て︑

五408
五451

だんだん爾岸が開けて來て︑川はばが廣く

と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

五512

だんだん近寄って來るのを︑よく見ると︑

なりました︒

五573

カッターは︑だんだん遠ざかって︑小さく
なりました︒

五917

沖の旗をまはって︑四さうのカッターは︑
だんだん︑こちらへ近づいて來ました︒

五922

冬が煙るころには︑この黄色にだんだん赤
十四五メートルで塗上網といふ時︑頼みに

七145

七138

﹁︿略﹀︒﹂と思ふと︑たけるは︑だんだん増

潮がだんだんさして來て︑

する煙幕が︑だんだんうすくなって來ました︒

六佃8

みが増して來て︑おいしさうなみかんが︑

六273

が︑たくさんこちらへ飛んで來ます︒

四955 だんだんうすぐらくなると︑あちらでも 六108 稻がだんだん刈られて罵るせみか︑いなご
こちらでも︑豆まきの聲が聞えます︒

四972ぼくもおもしろくなって︑だんだん大
きな聲を出しながら︑豆をまきました︒
四鵬6国 あれから︑きずもだんだん痛まなくなり
ました︒

花のつぼみがふくらんで來ます︒

四柵2 すると︑草や木が︑だんだんと芽をふき︑

七158

身の丈にもあまる草を分けて︑だんだん奥

だんだん夜がふけて來ました︒

長して來ました︒

七209

かうして︑田の土は︑だんだんこまかく耕

終りに近くなると︑聲はだんだん細くなり

へはいっていらっしゃいました︒

ました︒

七297
七373

入汐當初は︑︿略﹀︑なかなか骨がをれま

これから︑だんだん早くなりますよ︒

されて行きます︒

七554
七836国

年を取るにつれて︑だんだん深いところへ

したが︑だんだんなれて來ると︑

七867

そこで︑油蝉の子は︑深いところがら︑だ

はいって行きます︒

七871

んだん淺いところへ移って︑

んまつ直になりました︒

七価4 すると︑今までたるんでみた糸が︑だんだ

八178 花が咲いてから三四箇月たつうちに︑この

ふさがだんだん大きくなって︑

八787 だんだんのぼり坂になると︑からだがほて

作られたものは︑最後に︑職工さんたちの

つて汗が出る︒

八鵬4

力強い手で︑だんだん組み立てられて行きます︒

九524 東の空が明かるくなると︑︿略﹀軍艦の壮

こまかいことはだんだん話してあげよう

大な姿が︑だんだん現れて弄る︒

が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒

九805園

來ました︒

九819 日がたつにつれて︑だんだんぼくになれて

解る︒

九975 遠くに見えた一本松が︑だんだん近づいて

九986 きちんとそろって進んでみた列が︑だんだ

たんちょうさ一ち

958

ん齪れて行った ︒

つて來たやうだ ︒
つり

九993 並んで泳いでみた小島くんも︑だんだん弱
ま

九悩4園 それをよいことにして︑敵の毛利がだん
だん攻め寄せて來る︒

十232 日はすでに没して︑あたりがだんだん薄暗

九二12頂芽がだんだんのびる︒
くなって診た︒

十蹴6 たべる物が︑だんだんなくなって曇る︒
かり︑その文字の意味がわかって薫ると︑

十盟1 だんだん大きくなって文字であることがわ
十一714 ところで︑この雲がだんだんふえてひろ
がりだすと︑︿略﹀︑形がぼやけて來ます︒

十一814奥へ奥へと進んで行くにしたがって︑小
川のせせらぎはだんだん高く聞えて干る︒

十一845 時々見おろす谷底に︑さつき出寒した温
泉宿が︑だんだん小さくなって行く︒
の幹を︑かなたへかなたへと薄く見せた︒

十一881 あたりにだんだん霧がわいて來て︑大木
十一887 霧もだんだん深くなる︒

十一993 日没のおそい北洋にも夕暮がだんだんせ
まって︑濃霧が一面に立ちこめる︒

十一棚7 濃霧がだんだん薄れて︑太陽が洋上にに
ぶい光を投げかける︒

軍調さ

氣持はだんだんなくなって行った︒

十二協6 しかし︑ 一日︑二日とたつうちに︑その
﹇単調﹈︵名︶2

十二㎜4 それに︑攻撃目標のない洋上哨戒の軍調

たんちょうさ

さは︑やりきれないものがある︒

十二㎜2 見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑
﹇短刀﹈︵名︶2

短刀

油を流したやうな静かさ︑軍調さだ︒
たんとう

七佃9

彌兵衛は︑かた手にノイツの胸ぐらをつか

だん

うら

その手には︑血に染まった短刀が光ってゐ

んで引きすゑ︑かた手に短刀を抜いて︑

←わかだんなさま

九㎜4
る︒

だんな
壇の浦
うら

談判

源平のつはもの︑壇の浦にて攻め職ふ︒

だん

﹇壇浦﹈︹地名︺1

だんぱん

それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあげた

﹇談判﹈︵名︶2

十m4図

だんのうら

だんぱん

七三9

タンボ

たんぼ

ソノサキハ︑
アゼミチヲ︑

それを一貫に流し込んだのであるから︑城

ものすごい勢で流れ込んで來る︒

必備8

﹇田圃↓杯﹈︵名︶1

たんぼいつば

の周園のたんぼは︑たちまち湖のやうになった︒

タンポポ

花のお

たんぽぽ

蛙のすみかが︑かうして︑たんぼいつぽい

たんぼいっぱい
い

タンポポ

﹇蒲公英﹈︵名︶2

にひろがるのです︒

七3810
たんぽぽ

一325

やねが美しい︒

三55壷すみれ︑たんぽぽ︑れんげ草︑

弾幕

うまく弾幕をくぐり抜けたかしらと︑絶

﹇弾幕﹈︵名︶3

九M3園

だんまく

われわれ爆撃機隊は︑更に大きく弾幕の中

えず飛行機の身の上を案じてゐます︒

十654

眞黒に空をおほふ弾幕や︑いどみかかつ

をめぐって︑二度めの爆撃に移る︒

うみわし
て寝る敵機をものともしないわが出品にも︑

十二㎜2

トホイ たんめい ﹇短命﹈︵形状︶1 短命

トホノー

ヒロ

翌日︑懸軍代表は︑旅順開城の談判をすま

ままで︑長い間だんばんをつづけました︒

十852

﹇田圃﹈︵名︶12

したのであった︒

たんぼ

ツヅクタンボノ

二46圏タンボノツヅク村ダッタ︒

急ギマス︒

カマヲカツイデ

イ︑ヒロイ海ダッタ︑

二51囲
二226囲
タンボへ

十一一363園學を好み︑過ちも二度とはしない男で

呂いちだんらく

ございましたが︑不幸にも短命でございました︒
だんらく

松並木を通りぬけると︑たんぼでは︑稻

急ギマス︒

二233圃キレイニハレタ秋ノ日二︑
タンボへ

四193

そのころから︑書間は︑廣いたんぼの一部

ち

だんろの火で︑かき餅を裂きました︒

冬中おせわになってみただんろや︑ペチカ

ち

﹇血﹈︵名︶9

羨むいきち

や︑オンドルなどともお別れです︒

八鵬1

六865国

學校がすむと︑すぐ︑たんぼへ行きました︒ だんろ ﹇暖炉﹈︵名︶2 だんろ

をさかんにかり取ってみました︒
六86
七365

葉先が︑朝風にかるくゆれるやうになると︑

で︑もう苗代の仕事が始ります︒

七383

けさは︑寒い北風が吹きまくり︑たんぼの

穿いたんぼは︑しだいににぎやかになります︒

八597

何よりも︑たんぼに早馬の穂が出そろって

水たまりには︑うすい氷さへ張ってゐます︒
わ せ

図研7

見渡すと︑廣い城下町のたんぼへ︑濁流が

だくりう

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒

十襯6

ち

959
ちいさい

きうしや

五302 血が︑たきのやうに出て︑ひの川が︑まつ
かに流れました︒
はと

八644 大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染まった一羽
の鳩が︑飛んで來た︒
て︑息もたえだえであった︒

八646 信書管は血にまみれ︑身には重い傷を負つ

にも︑赤い血がついてみた︒

八675 飛び去ったあとの木の枝には︑かはいさう

る︒

九伽3 その手には︑血に染まった短刀が光ってゐ

なついて見せた︒

九悩2 鹿介の血を吐くことばに︑信長は大きくう
十悩4 砂にまみれ︑血にまみれて突き進む皇軍將
士の前には︑

つてゐませぬぞ︒

十二715園 聞多のからだには︑もう一滴の血も残
十二別5 祖國日本の姿を思うて︑血の高鳴るのを
感じた︒

ち ﹇地﹈︵名︶13 地←あきち・きょうりょうち・

くぼち・こんきょち・しゅうこうち︒じゅうたく
ち・せんりょうち︒みなみとしまごりょうち・もく
てきち

五982囹 その上︑からだ中から光を出して︑天も
地も︑明かるいほどでございます︒

六槻4 爆音は︑天をゆすり地をゆすって︑ものす
ごくとどろき渡りました︒

七995 ひきつづき起る鉄震に︑家は震ひ︑地はゆ
れ︑市民があわてふためいてみる中を︑

八959 昔︑仁徳天皇は︑この地に都をお定めにな
つて︑堀江をお開きになり︑

吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒

八齪9 黄色な砂ぼこりを運んで來るので︑これが

八鵬7

よごれが彿はれてしまって︑きれいな青空

九㎜7

オボといふのは︑地の神をまつるために︑

天と地と一つになった大きな風景だ︒

が︑光るやうに︑地のはてまでひろがります︒

九㎜4

蒙古人たちにとっては︑天と地が生命の父

蒙古人が供へた一種の工まんぢゆうで︑

九㎜10

もうきやう

汽車はだんだん小さくなって︑とほく

シャベルヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

の方へ行ってしまひました︒

二伽4

小さいくせにぎょらいで︑大きな軍

三348園小さくて︑かるくて︑ぐんぐん走りま
す︒

三349囹

おじぎをしたり︑小さい手をたたいた

かんをやっつけます︒

小さいので︑かごの中へ入れて︑おばあ

小さい三方に︑白い紙とうら白をしい

一郎さんは喜んで︑青い紙を小さく

小さい弟が︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

切って︑切手をこしらへました︒

四661

四629

て︑鏡餅をのせてお供へになりました︒

四616

さんと二人目育てました︒

四334

りしては︑たいこをならしました︒

大命を舞されて︑王は蒙彊の地へ御出 三694

であり︑母である︒

十一108

やうこ
かつて陽虎といふ者が︑この地でらんば

この地に住みついた日本人の男女を見る

征になる︒

十一泌9
と︑

十一一264

しかし︑ひとたび新身の地を踏んで︑こ

うを働いた︒

十二備10

地位

ちみき

小さい

︽ーイ・

青イ海

六備3

ので︑

からだは小さいが︑たいそうちゑのある

沖の方にも︑同じやうな旗が小さく見えま

カッターは︑だんだん遠ざかって︑小さく

潜水艦は︑からだが小さい︒

すると︑向かふのけしきが︑小さく︑さか

その上︑小さい時から︑よく勉強しました

飛行機に︑乗客が乗ってしまふと︑︿略﹀︑

六983

さまに見えた︒

六622

六298團

られた︑勇ましい軍犬です︒

五鵬7 利根は︑小さい時︑文子さんのうちで育て

なりました︒

五918

す︒

五887

お方でございます︒

五612園

て︑すわったやうに動きません︒

東亜におけるわが國の地位を認めず︑ 四935團ぼくのたこは︑高い空に小さく見え

﹇地位﹈︵名︶1

とばの通じないところへ行くと︑
ちい

十5310園

そん

︿略﹀横車を押し通さうとした米國︑及び英國
ちみき
﹇地域﹈︵名︶1 地域
ちいき

北支那に理路村といふ地域が設けられたわ
チーク

小サイ

熱帯の木材には︑チークのやうに重いも

︵名︶一

けも︑ここにある︒

十㎜7
チーク

十二餌1

﹇小﹈︵形︶30

のがある︒
ちいさ・い

ーク︾与おちいさい

ニツ三ツ︑

コンドハ︑少シ小サイノヲコシラヘテ︑

ウイテヰタ︑

小サイシラボガ

一405山二︑小サイ木ヲ五本ウエマシタ︒
ニ

二61圃
二547

太郎サンノ弟ノ次郎サンバ︑小サイ

大キイノニカサネマシタ︒

二603

ちいさし一ちいさな

960

みるみる︑鳥のやうに小さくなります︒

七292 小さいながら︑はっきりと歌はつづいて行
きます︒

八研一 ランプの動きがしだいに小さくなって︑の
ちにはかすかにゆれるだけですが︑

八柵1 また︑大きく動かしても小さく動かしても︑
振る時間は同じで す ︒

八柵10 足の長い割合に︑甲は小さいのですが︑お
もしろいのは︑そのロのところです︒

人も家も︑小さく見える︒

九965 後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑

十一846 時々見おろす谷底に︑さつき出青した温

︽ーキ︾

小さな

四229

結びめから︑小さな日の丸の旗がのぞ

いてるました︒

四443

花子さんは︑日のあたるところへ︑小さ

海の中に︑小さな島がありました︒

に小さな女の子がゐました︒

四332その竹を切って︑わって見ますと︑中

四537

小さなめだかを見ると︑これも︑自分たち

な鏡を持って出ました︒
五219

の仲間ではないかと︑思ったこともありました︒

ところどころに中洲があって︑小さな木が
小さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑

生えてゐました︒

五513
五558

虫の皮を着物にして着ていらっしゃる︑小

五608園

小さな神様だなあ︒

﹁おうい︑おまへは︑この小さなお方を

が︑この小さなお方の名を知らないか︒

五597囹おまへは︑︿略﹀︑何でもよく知ってみる

も︑聞いたこともございません︒﹂

五584園﹁こんな小さな神様を︑私は︑見たこと

五582園

さな神様でありました︒

五579

ちへ近寄って來ました︒

いつのまにか大きくなります︒
泉宿が︑だんだん小さくなって行く︒
．十ニー66 大きな石を二つに割り︑四つに割り︑用 五566 波の上に︑何か小さな物が浮かんで︑こつ

途によっては更にいくつにも小さく割って行く︒
と至って小さく︑たよりなく見える︒

十ニー77 それで︑石工の姿は︑山の中で見かける

十二榴7 その中には︑太陽より小さいもの︑太陽
ちひさし

とほぼ同じ大きさのものもあるが︑
﹇ 小 ﹈ ︵形︶1

小サナ

九374図魍 わらべらはちひさき笑顔ならべつつ兵

ちいさ・し

﹇小﹈︵連体︶74

に唱歌ををそはりてみる
ちいさな

すると︑にいさんが︑小さな聲で︑﹁立た
文子さんは︑日の丸の小さな旗を作って︑

南洋の小さな子どもが︑よく葉の上に
乗って遊びます︒

六433囹

利根の首につけ︑

五心4

う︒﹂といひました︒

五741

おからだは︑ぽんと空へとびあがりました︒

知ってみるか︒﹂
一383圏小サナチャウチン サゲテコイ︒
二887 犬ノオハカヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ 五635 董が︑はね返るひやうしに︑小さな神様の

松ヲ一本ウエマシタ︒
てあげましょ︑おしゃかさま︒

三64囲 小さなひしゃくでお茶くんで︑ かけ

が︑そのへんでは︑小さな谷川だ︒

三483囹 その谷のおくから︑流れて罵るのだ

なあみをかしてくれました︒

三604 金魚やさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑小さ

六614

古いめがねの玉と︑おとうさんに買ってい

﹁︿略﹀︒﹂などと︑小さな聲で︑ささやき合

ただいた︑小さな虫めがねが出て來た︒

ひました︒

六997

にいさんが作った小さな温床に︑今日も︑

小さな女の子が︑豆をまいてやりました︒
くまで

︿略﹀冬の日が︑いっぱいにさしこんでゐます︒

六塒5
六鵬1

七78 小さな熊手で砂をかくと︑かちりとさはる

また︑一つの小さな袋をお渡しになって︑

ものがあります︒

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

七195

汽船に︑引っぱられて行くのです︒

七544 船が港を出る時は︑途中まで︑あの小さな

七553 いよいよ︑小さな汽船からはなれて︑私た

こんがうざん

ちの船は︑ひとりで走り始めました︒

とに小さな城で︑軍勢もわっか千人ばかり︒

七573 千早城は︑けはしい金剛山にあるが︑まこ

七864 その時は︑ニミリぐらみの小さな︑白いう

この小さな虫が︑やがて木をおりて︑︿略﹀︑

じのやうなものです︒

柔かい土の中にもぐりこんでしまひます︒

七865

八84 すると︑その右の足に︑日本の文字を記し

ただ︑あの小さなからだで︑長い旅行を績

た︑小さな金属の板がついてゐました︒

八114

その小さな胸には︑若葉のもえる日本の春

けるせみか︑途中で死んで錦って來ない燕も︑

八1110

の美しさを︑思ひ浮かべてみるでせう︒

八404 御殿のうらへ出て︑何の氣もなく︑あたり

先生が︑小さな穴で︑しるしをつけてくだ

を眺めてゐますと︑小さな門がありました︒

八491

小さな傳七七は︑胸をふるはせながら︑か

さった紙に︑かくことにした︒

八657

961
ちいさなおんしょう一ちか

はいい目で空を見あげてみた︒

八676 弱りきったこの小さな傳令使は︑その夜︑
どこで休んだことであらう︒

八網1 小さなきんせんくわが︑むらがって咲いて
しよくかく

みるやうなのは︑﹁いぼやぎ﹂でありました︒

八佃3 小さな苦学があって︑それが︑ちやうど
人形のかはいらしい雨手を思はせます︒
し︑小さな芽をつけ始めます︒

八燭2 みどりがかったこずゑを延してせいのびを

の海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

九484 漁夫たちが︑遠くの海から取って干た敷々
九735 壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴から︑
ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒
うな腰皮をさげてみる︒

九772 腰には︑毛皮で作った小さなざぶとんのや

さな圓をゑがき︑

九924 さうして︑北極星の近くに見える星ほど小
九934 北極星を柄の端にして︑北斗七星とどうや
ら似た小さなひしゃく形に連なるのを︑
をこしらへ︑それが顔に當って︑

九959 波が︑目の前の水面に︑小さな三角の小山

ばしただけでも︑うれしいのですから︒

九備6園私たちが︑小さなグライダーを作って飛

九珊3 草原では︑たとへ小さなオボでも︑旅をす

九備6園例へば小さなねぢをしめるにしても︑
る者には實に大きななぐさめであり︑

小さな子どもは︑給も字もわからないころ

十別1園大きな金魚に︑小さな金魚︒
十別10

源氏は︑小さな妹でもできたやうに︑い

小さな光ったわたが︑土塀の片すみにたま

から︑この門柱の聯を眺めてみる︒

十圏3
る︒

十一435

十二樹2

雪にうまって冬を越した人形が︑︿略﹀︑

沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の

妹の小さな手にだかれてみた︒

︵名︶一 チーズ

小さな傳令使

小さな温床

小さな傳耳蝉⁝⁝⁝六十四

小さな傳令使

小さな温床⁝⁝⁝百六

︹課名︺2

雷爆撃を相手に︑敢然と職ひぬき︑

十二㎜4

六38 十九

ちいさなおんしょう

ちか

︵感︶1

ちいちい

﹇知恵﹈︵名︶5

ちゑ与ねずみのちえ

ちいち

あるちゑのあるおちいさんがいひまし

すると︑あのちゑのあるおちいさんが︑

すると︑あのちゑのあるおちいさんが︑

からだは小さいが︑たいそうちゑのある

チオロ海峡

︹地名︺一 チェリボン

︹地名︺一

﹇地下﹈︵名︶2 地下

十一脳図 チオロ海峡

チオロかいきょう

十一鋤図 チェリボン

チェリボン

お方でございます︒

五612園

いそうよいことをお考へになりました︒

五48 思ひかねの神といふちゑのある神様が︑た

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四121

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四97

た︒

四83

ちえ

い︑ぴびい︑ほうほけきょ︒

五132圏 小鳥のおんがくほうほけきょ︑

ちいちい

り︑手製のチーズやバタなどを供へたりする︒

九加9 参呈するものは︑子ひつじの料理をあげた

チーズ

八642 十二

八31 十二

六鵬1 十九 小さな温床
ろいろと紫の君のめんだうを見てやった︒
らん
小さなすみれや︑蘭もところどころに咲 ちいさなでんれいし ︹無名︺2

いてるる︒

十一9010

咲き績く黄色な花は︑大きなのがく略﹀︑

町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通り︑あ

小さなのが﹁みやまきんぽうげ﹂であった︒

十一9110

十一柵1

運河には︑いろいろな模様をかいた小さ

な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる︒

る小さなみすぼらしい家の前まで來ると︑
もやう

十一矧7

小さな山の騨に着くたびに︑かごを頭に

南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら

載せた女たちが︑︿略﹀物心りにやって青る︒

十一脳10

十一㎜3

みの大きさの實の生ってみる木が︑

袋のやうにひろがった湾内へはいると︑

堅い︑大きな石が︑小さな馨と槌で︑思

家の中に小さな通路があり︑
きうす
廊下にもみを干し︑小さな木臼を園んで

そこにケンダリといふ小さな町があった︒

十一銅12
十一泌5

十一晒8

米をつぐσ

十ニー67

ひ通りにばくんばくんと割れる︒

焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせ
夜の空に銀の砂子をまいたと見える小さ
な星と︑同じものになってしまふであらう︒

十二柵2

の小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒

十二726

せうちう

ちやこちやに入り混ってみる石の面を見て︑

十306圏園大きな雁はさきに︑小さな雁はあとに︑ 十一一191 小さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こ
仲よくわたれ︒

るのですから︑

十383 こんな小さな望遠鏡でさへ︑はっきり見え

き︑その爾側に分銅をつるしておく︒

ふんど う

十川2 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお

ちかい一ちがう

962

七8610 土の中へもぐってから七年めに︑やっと長
い地下の生活が終るのです︒

近い

︽ーイ・ーク︾与いち

ぞ喜んで地下に眠ってみることでせう︒

十935園 私も満足ですが︑あの子どもたちも︑さ
﹇近﹈︵形 ︶ 1 9

ねんちかい・しじゅうちかい・てちか・よあけちか

ちか・い

い・ろくじゅうちかい

三678 お宮に近くなると︑人がいっぱいでし
た︒

さんが乗りました︒

四226 ホ町に近いところで︑どこかのおばあ

ぐやひめは聲をたてて泣きました︒

つひに︑霧の中に近く山小屋を見あげる

鳥のさへづりが聞かれる︒

十一928
かうした作業が五時間も績いて︑﹈萬尾

ところへ來た︒

十一棚7

第一線に近い宿螢に︑待機してみた時の

に近い漁獲に船は漏載である︒

十︻伽8
ことであった︒

陸地の姿や︑木々の色が︑︿略﹀日本に

近いものを感じさせるのは︑意外だつた︒

十一㎜11

太陽は︑︿略﹀︑われわれに近いために︑

特に大きく︑明かるく見えるに過ぎない︒

十二鵬4

今ハ︑オイデニナラナイガ︑前ニハ︑オ

﹁ごくらうさま︒﹂﹁ごくらうさま︒﹂と︑心

五445

魚がかくれてみるにちがひありません︒

の中でいってみるにちがひありません︒

四柵1

イデニナッタニチガピアリマセン︒

二947

ちがい・こころえちがい

四358 八月の十五夜も近くなったある夜︑か ちがい ﹇違﹈︵名︶20 チガヒ ちがひ 違ひ﹇▽き
五542 川口に近い岸に立つと︑海が見えました︒

た︒

六嗣一 タ方に近い本堂は︑少し暗くなってゐまし

七297 終りに近くなると︑聲はだんだん細くなり
ました︒

いただくにちがひありません︒

八241心底は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか 五車6團 利根は︑そのうち︑きっと羽釜功章を︑
めさうに近く見えます︒

おとう様にしかられるにちがひない︒

それは︑きっと日の神のお子様にちがひ

五爵3園

それにちがひありますまい︒

ない︒

八945 四天王寺に近い天王寺公園には︑美術館や

六517囹

動物園があり︑
ひのき

六563園
す

九114 すべて檜の白木造りであるから︑御下職に
はち

要する檜の敷は︑一萬二千本に近く︑

部分は︑きっと眞黒に見えるに違ひない︒

時が來るに違ひない︒

十752 今のやうな仕方では︑みんながきっと困る

十柵9 音訓にいろいろ種類があって︑意味の違ひ

はしばひでよし

や︑文のおもしろみを出してみるのです︒

十備3 この城が落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑直ち

それでこそ︑︿略﹀大東亜職孚を︑戦

に毛利方を攻めるに違ひない︒

﹁お預けになっても︑きっとそのうち

まだあとの半分があるに違ひない︒

ひぬくことができるに違ひありません︒

十一柵9国

十二593園

十二512園

その艦首のかっかうから︑煙突の形から︑

アメリカから︑濠洲へ向かふ敵船に違ひ

助命になるに違ひない︒﹂
がうしう

十二旧4

ない︒

誓ふ

︽ーッ︾
しかのすけゆきもり

甚次郎は︑この日から山中鹿介幸盛と名

﹇誓﹈︵五︶3

まさしくレキシントンに違ひないのである︒

十二篇3
ちか・う

九悩9

﹁やるぞ︑やるぞ︒﹂と何度も誓った︒

のり︑心にかたく主家を興すことを誓った︒

その時︑七人の城主は︑いつれも︑天略﹀︒﹂

違ふ

九鯉3

と誓った︒

ちがふ

十衛1

チガフ

︽ーッ・ーヒ・ーフ︾﹇Vとびちがう・まちがう

ちが・う ﹇違﹈︵五︶23

六426

あら︑みんなちがひますね︒

また︑ちがった寓眞が出ました︒

これらの民族のことばがちがってみても︑

八桝9 進むかっかうは︑さかな屋の店先で見るの

やがて︿略﹀︑心持が合ふやうになりませう︒

八231團

七676園

うが︑美しくあらはれます︒．

四496 次の朝には︑また新しいちがったもや

七688園ぼくのせいの高さと同じ長さになる時が︑ 二835圏剛 ﹁イイエ︑チガヒマス︒﹂
バナナは︑きっとみなさんのすきな果物に

あるにちがひない︒

十375 殊に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を

八134

ちがひありません︒

けれども︑北斗は︑きっと軍馬に買ひあげ
られるに違ひありません︒

九8610

つなみ

津波がやって止るに違ひない︒
太陽に照らされた部分は︑︿略﹀︑陰になる

十217園
十413

くだもの

思はせるやうなでこぼこが︑目立って見える︒
あもり
十備6 城近く流れてみる足守川は︑

十一7210天候相愛の兆といはれる雲で︑︿略﹀︑雨
の近いことほとんど受合ひだといひます︒

十一802 夜明けに近い薄あかりが︑重なり合った
葉の層を通して落ちて來る︒

十一882 耳を澄ますと︑遠く近く︑さまざまの小

963
ちがう一ちかづく

とは︑まるでちがった感じです︒

八柵9 部屋の中が︑いつもとは違ってみるやうに
思はれた︒

九4210

﹇違﹈︵下二︶5うちちがう・さしちがう・ひ

ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑

ちがう

﹇近﹈︵名︶8

近くδそばちかく

﹇違﹈εみちがえる

きちがう・ゆきちがう
ちがえる

くだま

近ごろ

主上︑︿略﹀︑玉顔殊にうるはしく︑諸

地下生活

卒をみそなはし︑正行を近く召したまふ︒

十二998図

ちかせいかつ ﹇地下生活﹈︵名︶1

んといふ短い地上の命でせう︒

七899 満六年といふ長い地下生活にくらべて︑な

舟は︑だんだん橋へ近づきます︒

沖の旗をまはって︑四さうのカッターは︑

そっと近づくと︑くるりと葉のうらへま

に近づいたと思ふと︑

七455 どこからかあやしい船が現れて︑用心の船

はありませんでした︒

六佃7 近づいて見ると︑それは︑生きたねずみで

には︑この黄色にだんだん赤みが増して干て︑

六272 秋が終りに近づき︑そろそろ冬が早るころ

はって︑足の先だけ見せてゐます︒

六113

だんだん︑こちらへ近づいて來ました︒

五923

こは馬に近づく︒

五669国 ﹁オーラ︑オーラ︒﹂といひながら︑こは

うちに︑冬が終に近づきます︒

四M1 こんなことを︑何べんもくりかへしてみる

三265

ーク・ーケ︾

まもなく︑川の近くにある停車場に着きま ちかづ・く ﹇近付﹈︵四五︶28 近づく ︽ーイ・ーキ・

い

仁徳天皇をおまつりしてある高津宮や︑そ

かうつのみや

やがて︑火は近くの家に起つた︒

にんとく

四角な箱の中には︑近くの海で取れたあぢ

右へ曲り︑左へ折れて︑かまの近くでぴた
六月になると︑唐馬につけて︑近くの牧場
さうして︑北極星の近くに見える星ほど小

﹇近頃﹈︵名︶1

εせいかんいんのみやちかこないしんのう

績いて︑歩兵が近づいて來ました︒

宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし

九615図

汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日でも︑
近さ

八576
﹇近﹈︵名︶1

八888
ちかさ

︽ーク︾

どの星も大きく︑青く︑呼べば答へるほ
どの近さに見える︒

十二㎜5

近し

後は山けはしく︑前は海近くして︑守り

﹇近﹈︵形︶3

八319図

ちか・し

堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒
ごくらく
はせ
極樂寺坂越え行けば︑ 長谷観音の
露坐の大佛おはします︒

十二748図閣

堂近く︑

九燭1 しかし︑援軍は敵にはばまれて近づくこと

が︑違ふものなら︑近づけばすぐわかります︒

九佃2囹機種の同じものはなかなかわかりません

來る︒

九975 遠くに見えた一本松が︑だんだん近づいて

すがしく︑たくさんの小舟が近づいて行く︒

空がどんよりとくもったやうに見えます︒
ろ
九4710 漁船をめがけて︑ぎいぎいと櫓の音もすが

者なれば︑

ちかごろ

ちかこ

さな圓をゑがき︑

九924

へ放牧にやることになりました︒

九822

りと止った︒

九769

やさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑

九4910

の近くにある生國魂神社︑

八941

七㎜8

ひろがってゐます︒

六梱5園東京の近くには︑かうした謡⁝かな野原が︑

した︒

五507

文字に書き表したものは︑︿略﹀︑場所が違ちかく

九308園 いいえ︑違ひます︒
つてみても︑時代がへだたってみても︑ちゃんと
心持を傳へることができます︒

九843 去年と違って︑ぼくが行くと︑北斗は︑う
れしさうにすぐぼくのところへとんで來て︑

九889 もっともその高さは︑見る場所によってい
くぶん違ひます︒

九佃1園機種の同じものはなかなかわかりません
が︑違ふものなら︑近づけばすぐわかります︒

十136園しかし︑今の職孚は昔と違って︑一人で
進んで功を立てるやうなことはできない︒

十368 肉眼で見るのとすっかり感じが違って︑
︿略﹀︑なまなましい︑あざやかな美しさである︒

すっかり冷えてしまった天蓋ですから︑

十391 もちろん︑月は地球と違って︑とっくの昔︑

十526 この朝︑私は︑ラジオのいつもと違った聲
を聞いた︒

十川12 悪者といっても︑村の良民と違った着物を
着てみるわけでもなければ︑

十川6 どらにも大小さまざまがあって︑音色も違
ふし︑

て音が違ふ︒

十川8 同じ大きさのどらでも︑その打ち方によつ
十二291囹 ただ︑困り方が違ふぞ︒
ようん

十二293園 君子はそこが違ふ︒
荻生狙挾のいふところは違ってみた︒

をぎふ そらい

十二603 かうした天下の輿論に果して︑ただ一人
十二鯉5 太平洋に績く南支那海の潮の色と︑イン

ちかづける一ちから

964

ゆうがくじゃう

ができなかった︒
ばうせうざん

九㎜9 熊岳城に近づくと︑望小山が見えだした︒
は︑いち早くわが船團の近づくのを感知した︒

十伽5 月明かりだったので︑海岸を防備する敵軍

ふなばた

十棚9 二さうの舟は︑静かに近づいて︑満満とた
たへた水の上に︑舷を並べた︒
十㎜12 それが︑みるみる近づいて來る︒
ふさ
ついて來て︑︿略﹀バナナの房をささげる︒

十一矯6 住民たちが︑丸木舟でわれわれの船に近

で討たんと思ふにあり︒

十二915図 その心︑ひとへに直義に近づき︑組ん
十二伽5 近づいて見ると︑五千トンぐらみの商船
だが︑國旗を掲げてみない︒

十二伽9 ぐんぐん近づくと︑敵船は︑もうもうと
近づいてからまた弟が︑﹁おかあさん︒﹂

黒煙を吐いて逃げ出した︒
十二柵5
といった︒

十二矧3 船は︑南支那海を眞直に南下して︑いよ
いよ赤道に近づい た ︒

十二㎜7 しかし近づくにつれて︑その黒い物は︑
しだいに大きく空へひろがって行く︒

十二㎜12 波がひどくあわ立ってるるので︑潜水艦
の漕望鏡かと︑近づいて見れば︑
するしんき

十二踊9 近づくに從って︑敵艦の推進器の回弔す
る音がはっきりと聞えて來る︒

近づける

︽ーケ︾

十二㎜4 高度をさげて︑いういうと近づいて早る︒
﹇近付 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

十366

﹇近寄﹈︵下一︶1

近寄せる

︽ーセ︾

近よる

近寄る

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男くんにいはれて︑ぼくは

ちかよ・せる

﹇近寄﹈︵五︶11

望遠鏡に日﹈を近寄せた︒

ちかよ・る

この川をずっとのぼって行くと︑山

︽ーッ・iラ・ール︾

三479囹
と山が近よって︑せまい谷になる︒

波の上に︑何か小さな物が浮かんで︑こつ
だんだん近寄って早るのを︑よく見ると︑

ちへ近寄って來ました︒

五566
五573

ができませんでした︒

四備3 さうして︑ありったけの力を出して︑南風

今日こそ︑日ごろきたへた力を︑ためす

を追ひたてます︒

五893園

しかし︑もう走る力がありません︒

ことができる︒

五伽2

六捌5 北川をはげますやうに︑破壊筒に力を入れ

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいったので︑私たち

て︑進めとばかり︑あとから押して行きました︒
七119

くまそ

は︑みんな指先に力を入れました︒

ああ︑母はもうこの世の人ではないのかと︑

きな砲弾を撃ち出すやうな︑

八㎜1 あの力の強い火藥を一時に爆獲させて︑大

力を落してゐました︒

八402

かせて︑四方に勢を張り︑

五667埋入螢したてのころは︑馬のそばへ近寄る 七143 熊襲のかしら川上たけるは︑力のあるにま
夜︑ふいに近寄らうとする敵の見はりをし

ことが︑こはかった︒

無価4

たり︑隊と隊との間のお使ひをしたり︑

敵艦の進んで來る音を聞きわけながら︑

敵に近寄ることもできる︒

六319團

しばらくして︑兄は恐る恐る近寄って︑

ふしぎに手足の力がなくなって︑どう
もう︑だれのカでも︑なんともすること

海が︑いくら力を出して泳いでも︑なかな

ぼくは一かさ一けりに力をこめて︑潮の流

潮の流れはますます急になるのか︑いくら

その氣持を彿ひのけるやうに︑手足に力を

力がはいらない︒

つたのである︒

九伽5 大男のかれは︑鹿介を力で仕とめようと思

い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒

九剛9 ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠

だは︑すいすいと前の方へ亡く進んで行った︒

九梱1 もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから

九999

入れようとしたが︑力がはいらない︒

九999

手足に力を入れても︑進みはにぶい︒

九989

れと職ふ﹂氣持で泳いだ︒

九984

か前へ出してくれない︒

九978

六347團潜水艦は︑見はりをしてみる大きな敵艦 九206国 そのたびに︑からだ中に力がわき起って︑
急いで近寄ると︑芋瀬の荘司が︑︿略﹀︑何

にこっそり近寄ったり︑

七635

白い煙の輪を吐きながら︑乳色のもやを破

か聲高く話してみるのに出あった︒

九469
十一用3

人を見るとへうきんなかつかうをして︑

つて︑漁船が眞直に近寄って填る︒

十一泌9

力与こくこのちから・はは

なつかしげに近寄って承る︒

﹇力﹈︵名︶46
のちから

ちから

四406

することもできませんでした︒

四396

て︑お引きになりました︒

三732 心の中でいのりながら︑ねぎを︑きりぎ 三137 神さまは︑︿略﹀︑ありったけのカを出し

ちかづ・ける

りすのからだに近づけました︒
ちかてつどう ﹇地下鉄道﹈︵名︶1 地下鐵道

八952 市内には︑自動車が走り︑電車が走り︑地
下鐵道も通じてゐますが︑

965
ちからいっぱい一ちきゅう

九旧7 やがて盗心は満身の力をこめて︑鹿介を投
げつけようとした︒

なったのは︑まったくおまへの力であった︒

九鵬6園 出雲に旗あげして︑一時でもその領主と
十471図 皿を取り出しみたるかれは︑やがて﹁お
お︒﹂と力ある聲に叫びて︑立ちあがりぬ︒

十758 これを人の手によらず︑機械の力で動かす
やうに工夫したかった︒
ゆめ

十798 人の力から︑機械の力に移すといふ︑多年
の夢を實現しようといふのである︒
あ

き

さねみつ

十798 人の力から︑機械の力に移すといふ︑

な

十皿9図 ここに土佐の國の住人︑安藝の太郎實光
とて︑およそ二三十人が力ある大力の者︑
や

はへ

十梛5図魍 汽車の來る重き力の地ひびきに家鳴り
とよもす秋の書すぎ
ひて日はしっかなり

十枷7図圃 おとろへし蝿の一つが急なく障子には
十湖10 患者はもう口をきく力もありません︒

せう︒

十島7 満身の力をこめて︑出したことばでありま
十川5囹 かぎりある身の力ためさん︒

十一111園 陛下のおんため︑力の暗くかぎり職ひ
ぬく医事でございますQ
力と頼まれる︒

十一871 道標の敷字がしだいにへって行くのが︑

十一㎜3 せいは日本人よりもずっと高く︑力も強
い︒

ぐいはほの力をぞおもふ

しの
十二43図工 いそ崎にたゆまずよするあら波を凌

十二345園大きな力で︑ぐんぐんと人を引つばつ
て行かれる︒

十二347園 私が力のあらん限り修養しても︑先生

六938 今度こそうまくあててやらうと︑力いっぱ

五926

ありがたく尊いのは︑母のカであった︒

だ︒

﹁えい︑やあ︒﹂と︑近いっぽい掛聲を掛け

じまん

ふくまひこゑ

もん

すると︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑

ちからじまん

ク︾

﹇力強﹈︵形︶8 力強い ︽ーイ・一

﹁ボi︒﹂と︑力強い汽笛が︑突然この静か

な港の空氣をゆり動かす︒

九462

力強い手で︑だんだん組み立てられて行きます︒

八佃4 作られたものは︑最後に︑職工さんたちの

奉讃の聲が聞えて來るのは︑この時です︒

七815團静かな夜の兵螢のどの室からも︑力強い

と︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒

五905

﹁ザ︑ザ︑ザi︒﹂と︑力強く水をかきます

ちからつよ・い

後から鹿介のもとどりをつかんで引き倒した︒

九樹5

じまん
﹇力自慢﹈︵名︶1 力自慢

十248 その時︑五兵衛は︑力いつばいの聲で叫ん

ると︑心が引きしまる︒

九川7

い投げてやった︒

選手は︑力いっぱいこいでゐます︒

は︑いつでも更に高いところに立っておいでにな

何︸つ孝行も書くさないのに︑今母上

たつねられても︑聞多には答へるカがな

る︒

かった︒

十二702
十二735囹
十一一742

義を立て︑理を蓋くし︑情を述べて残る

のカによって︑白濁に一生を得ようとは︒

十一一M7

はつらつ

芽をもたげ︑雪を割ってのび出ようとし

ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

十二梛9

われわれは︑一日たりとも︑國語の力を

てるる物の溌刺たる力を想像しながら︒

十一一備4

言語の力によらなかったら︑われわれの

かりずに生活する日はない︒

十二衛1

心は︑どんなにばらばらになることであらう︒
國を翠げて避難に赴くのも︑︿略﹀︑國を
墨げて萬歳を唱へるのも︑一つには國語の力があ

十二衛4

チカライツパイ

つかってみるといはなければならない︒

力いつぽい

﹇力一杯﹈︵副︶10

大きなさめlIその白い腹が朝の太陽に光

力強くたぐりながら︑なれた手つきで魚

その大きな︑力強い調子に︑古代のわが

最高文化の源泉が高鳴ってみるのだ︒

つなをかけて︑ 十二削2圏 そこに世界の原動力が力強くひそみ︑

國民の素朴な喜びがみなぎってゐます︒

十一撹7

をはっす︒

十一梱5

り︑ひれが力強くぴんと左右に張ってみる︒

オニノタイシャウハ︑チカライッパイタ 九487

カいっぱい

ちからいっぱい

一837

イクラ私ガチカライッパイ吹イテモ︑

タカヒマシタガ︑トウトウマケマシタ︒

二741園

ヘイキデヰマス︒

神さまは︑それに

それを空へ向かって力いっぱいなげま

カベサンバ

三84
した︒

三156

五105団むねには︑大きなかつを木が並んで︑爾

しかし︑大蛙は︑こんどこそと︑力いっぱ ちぎ ﹇千木﹈︵名︶1 千木

﹁︿略﹀︒﹂と︑力いっぱいお引きになりました︒

三311

いいきを吸ひこみました︒

﹇地球﹈︵名︶16

チキウ

地球

はしに︑千木が高くそびえてゐました︒
ちきゅう

をんどりは︑力いっぱい鏡をくちばしで
つつきます︒

四569

ちきゅうじょう一ちだらけ

966

二836囹﹁デハ︑チキウダラウ︒﹂
九927 星が動くといふのも︑︿略﹀地球がまはる
から︑さう見えるだけのことですが︑
十391 もちろん︑月は地球と違って︑とっくの昔︑

すっかり冷えてしまった天養ですから︑
十417 その代り︑一つうらやましいと思ふのは︑

月から見た地球の美観です︒
十417 地球の馬脳は︑月の約四倍ありますから︑
十418 夜︑月から地球を見るとすると︑

が常に見る月の四倍ぐらみな地球が︑天にかかつ

十419 夜︑月から地球を見るとすると︑われわれ
て見えるわけで す ︒

十二伽10 月は︑地球を中心として︑ぐるぐる廻つ
てるる︒

十二伽図地球
十二欄2 そっくり移して︑地球を太陽の中心に置
くとしても︑月は太陽の内部を廻るだけである︒

十二㎜3 地球と月との距離が︑今の約二倍なくて
は︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

十二㎜5 月を直脛三センチのピンポンの球︑地球
を十ニセンチのゴムまりとしてみても︑
だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑

十二拗9 太陽が︑私たちの住む地球から見ると︑

十二梱1 地球から太陽への距離は︑凡そ一億五千
萬キロで︑月への距離の約四百倍に煙る︒

十二慨6 それが太陽の黒匙と呼ばれるもので︑
︿略﹀︑實は地 球 よ り 大 き い の が あ り ︑

球の十敷倍もあるのが現れることがある︒

十二麗6 黒鮎と呼ばれるもので︑︿略V︑時には地
ちきゅうじょう ﹇地球上﹈︵名︶2 地球上
いった︑この地球上に見られる氣象現象は︑

十401 したがって︑雲や︑雨や︑あらしや︑さう

十405

地球上のやうに︑太陽から理る光や熱を調

﹇契﹈︵四︶1

ちぎる

︽ーリ︾

節するものがないから︑月の世界では︑
ちぎ・る

ちぎる

︽

ッ︾

﹁︿略﹀︒﹂とちぎり︑兄弟ともにさし違

﹇千切﹈︵五︶1

へて︑同じ枕に伏しにけり︒

十二937図

ちぎ・る

青空に綿を大きくちぎって︑あとからあ
築城

ちくりちくり

と︒．

八854

四十メートルも空中をとんで︑先生は︑地

自分は地上に居残っても︑自分の魂は︑

上の人となられた︒

整備兵といふのは︑みんな地上で働く人

飛行機といっしよに空をかけめぐってゐます︒

九備10囹

時価2園

しょねつ

やがてぎらぎらと太陽が中天にのぼると︑

烏の群が地上から飛びあがった︒

ばかりですか︒

九㎜6

十一川12

焼けつくやうな暑熱が地上を支配する︒
しか
かれはその身に着けてみる鹿の皮を取つ

十一一541

帝繹天の姿となって︑修行者を空中に

たいしゃくてん

て︑それを地上に敷いた︒

地上勤務

地上のあらゆる生物は︑この熱︑この光

ささげ︑さうしてうやうやしく地上に安置した︒

十二576

十二伽1

﹇地上勤務﹈︵名︶1

のおかげで生きてみるのである︒

地上勤務の者も泣きながら走り寄って︑わ

﹇地図﹈︵名︶4 地築

あの地厚を見てもわかるでせうが︑町の

ひ

はだ
からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫

3ごちそうさま

と汗もが一面の地圖をゑがいてるる︒

十二鵬6

九槻4図圏旨旨を見る外套をもて灯をかばひ

ぐわいたう

名に︑︿略﹀將軍がたの名が取ってあります︒

八198團

圖が︑教室に張ってあるさうですね︒

八197國私の送ってあげた大連の給はがきや︑地

ちず

れわれの手をにぎった︒

十723

ちじょうきんむ

一寸ぼふしは︑おにのおなかの中を︑針

︵副︶1

﹁築城始め︒﹂の號令で︑

﹇築城﹈︵名︶1

とから投げ出したやうで︑

十︻733
ちくじょう
六909囹

ちくりちくり

三535

の刀でちくりちくりとっつきました︒
チクリト

水ガメノ中ニカクレテヰタハチガ︑サ

︵副︶一

ニ296

ちくりと

ルノカホヲチクリトサシマシタ︒
血潮
﹁天皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑若き血潮に︑

﹇血潮﹈︵名︶2
十176図面

ちしお

大空の積齪雲をいうどりぬ︒

十二㎜3園海國に生まれ︑海國に育つた私たちの

地上

勇ましい日本のらくかさん部隊が︑スマ

﹇地上﹈︵名︶13

δきたちしま

血潮を湧き立たせる︑勇ましい調べがあります︒

ちじょう

ちしま

六403園

油蝉の子は︑︿略﹀だんだん淺いところへ

トラの空から︑地上へおりて行くところです︒

七872

呂こうえんちたい

移って︑地上へ出る日の來るのを待ってるます︒

ちたい

天氣のよい夏の考方︑油蝉の子は︑今日こ ちそう

しかし︑聞多のからだは︑血だらけ泥だ

らけである︒

十二694

滞六年といふ長い地下生活にくらべて︑な ちだらけ ﹇血﹈︵名︶3 血だらけ

そと穴から地上へはひ出します︒

七874
七899

地上のみどりのあざやかなこと︑美しいこ

んといふ短い地上の命でせう︒

七並7

967
ちぢ一ちぢおや

十二718その時早く︑母親は︑血だらけの聞多の
せうちう

からだをひしとだきしめた︒

の小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒

十二726 焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせ

ちちから

ちぢ ﹇父﹈︵名︶39 賦与おんちちぎみ・せんちの

三柳2 ある日︑うらしまは︑父や母のことを
思ひ出して︑急に家へかへりたくなりました︒
げに持って脇りました︒

六586園 それが酒でございましたので︑父のみや

の時外へ出てみた父を呼びに行きました︒

七244 まもなく朝の御飯になるので︑少年は︑そ

は︑︿略﹀︑道ば た に 倒 れ て ゐ ま し た ︒

七2410 父や︑近所の人たちがかけつけた時︑少年

苦しいことは一口もいはないで︑

七251 それでも父の姿を見ると︑少年は︑自分の
七273 少年は︑あくる日の煮ごろ︑父と︑母と︑
受持の先生にまもられて︑
さうして︑そばにるた父に︑﹁︿略﹀︒﹂とい

ひました︒

七276

七299 徳坤は︑その朝︑父と︑母と︑人々の涙に
みまもられながら ︑

九288 少女は︑この町の雑貨商の娘で︑父はイン
ド人でしたが︑母は日本人でした︒

九308囹 この子は︑父も母もインド人です︒

九682南岳 されどこれは︑わらはこの家にまみり
し時︑この鏡の下に父の入れたまひて︑

がら︑﹁︿略﹀︒﹂ と い ひ ま す ︒

九785 ぼくが學校から蹄ると︑父はにこにこしな
父もあとから來たので︑ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂

とたつねますと︑父はさも得意さうに︑

九792

九794 父はさも得意さうに︑﹁をすさ︒﹂といひま

父は︑しばらくだまってゐましたが︑

す︒

九798

蒙古人たちにとっては︑天と地が生命の父

であり︑母である︒

九珊10

別な部屋では︑息子を相手に︑父がかます
父も︑母も︑兄も︑妹も︑だまって箸を

を織ってみる︒

十331
十507圃

佐吉は︑父の大工の仕事を助けて働いてゐ

動かしてみる︒

たが︑

十735

無電﹀︒﹂村中にこんなうはさがひろがると︑

父も︑だまってはみなかった︒

十738

父は︑とうとう佐吉をよその大工の家にあ

づけてしまった︒

十744

コンドラテンコ少將は︑ロシヤ兵から父の
やうにしたはれてみた鴨南で︑

十913

十一284父・母・兄・姉・をぢ・をば等は︑目上
父がよろしく申しました︒

の人であるから︑

父の二時は︑﹁︿略﹀︒﹂といって歎息しま

はうぐわん

父二時が願ったやうに︑もし紫式部が男

ためとき

十一353

十一296
した︒

十一363

であったら︑

﹁御方の大將たる父判官の代官とし
て︑広西八郎心象︑一陣を承って堅めたり︒﹂

十一629図國

十一636図國まさしく父に向かって弓引きたまふ
ユよ︑ ︑︸こ︒
匹
し・カ︸

父と兄と約束して︑敵御方に別れお

のために悪しかりなんと思ひて︑門の内へ引く︒

て︑悲しみにたへず︑

十二945図正行は︑父が兵庫へ向かふ時︑かたみ

汝︑幼くとも︑父の子ならば︑これ

にとどめし菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑

十二949図圓

父上︑︿略﹀汝を櫻井より返されし

ほどの道理に迷ふべしや︒

十二951図圏

かくては父の名も失ひ︑君の御用に

は︑父のあとをとぶらはせんためにもあらず︑

も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒

十二961図國

父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打

十二965図正行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心

にしみて忘れず︒

十一一975図國

このたびこそ︑手を避くして合戦仕

ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒

十二985図圏

君の御ためには不忠の身となり︑父

り候はずば︑父の申しし遺言にもたがひ︑

十二987図國

さうして︑ともすると母馬にすり寄っては︑

乳5おちぢ

のためには不孝の子ともなるべきにて平間︑

九816

ちぢ ﹇乳﹈︵名︶3

乳を吸ってばかりゐます︒

上をはねまはることもありました︒

九8110 時には乳を飲むのも忘れて︑︿略﹀︑草原の

﹇乳色﹈︵名︶1

乳色

九834 いよいよ北斗は︑乳を離れるやうになりま
した︒

ちぢいろ

つて︑漁船が正直に近寄って來る︒

九468 白い煙の輪を吐きながら︑乳色のもやを破

十川7

ちぢおや

父上︑兵庫へ向かはれし時︑汝を櫻

がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて

﹇父親﹈︵名︶2 父親

井より返されしは︑

十二9410図圓

十一641図敵は大勢なり︑かけへだてられては父 ちぢうえ ﹇父上﹈︵名︶1 父上

はすらんか︒

正行︑敵より送り來たれる父の首を見

十一649図園
十二942図

ちぢちぢ一ちへいせん

968

來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒
十㎝8 父親は︑少年の身代りとなった︒

ちぢちぢ ︵感︶2 チチチチ ちぢちぢ

二332 小トリガ︑チチチチトナイテヰマス︒

チチハル

︽

メ︾

んしてみるうちに︑はっきりした︒
ちぢれる

︽ーレ︾

住民はパプア族で︑︿略﹀︑髪はちぢれて︑

﹇縮﹈︵下一︶1

十一㎜12

ちぢ・れる

四五センチ以上にはのびない︒

親のそばにるなくても︑ちっともさびしく

五柵5園

いくらいっても︑給ばかりかいて︑ちつ

ちっとも︑つれなかったんです︒

﹁︿略﹀︒﹂職人は︑話しながらも︑仕事の手

軍勢には︑ちっとも驚かない宗治も︑この

タテテタテタ

一

ちばし・る

血走る

︽ール︾

一つまた一つ︑血走る眼に見つめつつ︑

﹇血走﹈︵五︶1

︹課名︺2

千早城

かまより皿を取り出しみたるかれは︑

十4610図
ちはやじょう

千早城

千早城⁝⁝⁝五十七

十二

七31 十二
七571

ちはやじょう ﹇千早城﹈︵名︶3 千早城

楠木正成がたてこもった千早城は︑けは

くすのきまさしげ

こんがうざん

七572

賊が︑千早城↓つをもてあましてみると︑

今度こそは︑千早城も危く見えた︒

しい金剛山にあるが︑

七609

﹇千尋﹈︵名︶1 ちひろ

せきばん

遊び

ゆくて

七614
ちひろ

︽ービ︾

ももひろちひろ海の底︑

丈六のろかいあやつりて︑

定めぬ波まくら︑

十一榴8図圃

ちぶ

昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤

﹇禿﹈︵上二︶1

なれたる庭如し︒
ち・ぶ

十81図

ちぶさ

をはめ︑石筆はちびてわっかに寸蘇を残すのみ︒
ちぶさ

地平線は銀色で︑

空と海とがとけあっ

明かるい海だ︑どこまでも︒

圓の下の端は︑地平線にかかりました︒

地平線からしだいに見あげて︑頭の眞上ま

九別3 東の地平線が白み︑まもなく夜が明けて朝

で行く途中︑眞中邊より少し低いところに︑

九885

赤々とはいって行きます︒

八鵬8 見渡すかぎり平な地平線に︑大きな夕日が

七伽2

平線に落ちて行くところです︒

七癖2 赤い大きな夕日が︑今︑西の遠い︑遠い地

て︑

七47圃

ちへいせん ﹇地平線﹈︵名︶13 地平線

すがりて︑すやすやと眠りしごとく︒

十201図魍安らかに眠れ︑幼かりし時わが乳房に

チテ ちぶさ ﹇乳房﹈︵名︶1 乳房

めざす撃墜に重て︑雨をついて雲の下へ出
潜水艦の報告した地軸まで來たには來たが︑

會見所は︑旅順から北西四キロぽかりの地
鮎︑水師螢の一民屋である︒

十834

どこにも敵艦らしいものは見えない︒

十625

てみたが︑敵艦の影はなく︑

十603

敵前︑わっか五十メートルといふ地鮎です︒

昭和七年二月二十二日の午前五時︑廟巷の

ぺうかう

ススメ

チテチテタト

さう思ふと︑心がちっとも落ち着きませ
︵感︶

ススメ

チテタトタテテタテタ

一131圏

ヘイタイサン

ちてちてたとたててたてた

んでした︒

十一467

水勢には︑はたと困ってしまった︒

十慨1

はちっともゆるめない︒

十重7

ともお纏をおぼえない︒

六佃8園

はありませんでした︒

五225

八453図魍鳴くはいつこ︑ ちぢちぢと︑鳥の聲︒ちっとも ︵副︶6 ちっとも ちっとも
九363図魍 父母の國よさらばと手を振ればまなぶ

ちぢはは ﹇父母﹈︵名︶2 ちぢはは 父母

﹁さんせん﹂﹁ふぼ﹂︑あるひは﹁やまかは﹂

た熱しますら男の子も
十柵4
︹地名︺一

﹁ちぢはは﹂と︑音でも訓でも斜める場合が
チチハル

かうくうぼ

ちぢみあがる

九㎜7 ここからチチハルへ線が分れる︒

じゅんやう

ちぢみあがる ﹇聖上﹈︵五︶1
︽ーッ︾

六343団山のやうな戦艦や︑巡洋艦や︑航空母

がいせん

艦も︑この魚雷にはちぢみあがってしまふのだ︒

ちぢむ

︽ーン︾

十一152 若宮道久王殿下が︑︿略﹀︑父宮の御凱旋

みちひさ

ちぢみや ﹇父宮﹈︵名︶1 父宮

﹇ 縮 ﹈ ︵ 五︶4

をお迎へあそばされてみた︒
ちぢ・む

ちぢめる

六備7

七684園 せいの高さに愛りはないのに︑かげだけ ちてん ﹇地点﹈︵名︶4 地嵩
が︑あんなにのびたりちぢんだりするのだな︒
みる間に︑

七687園待てよ︑かげがのびたりちぢんだりして
七713囹 あとしばらくで︑かげが百二十四センチ
にちぢんで︑ぼくのせいと同じ長さになります︒
十桝4園 早く乾かし過ぎると︑あとでちぢんで︑
﹇縮﹈︵ 下 一 ︶ 2

しわができたり︑干割れがしたりします︒
ちぢ・める

地熱のために暑くなり︑温度が高いので
むしむしする︒

十二99

六648 二本の筒は︑うまくはまり合って︑長く延 ちねつ ﹇地熱﹈︵名︶1 地熱
したり︑ちぢめたりすることができる︒

六653 二つの筒を︑延したり︑ちぢめたり︑かげ

969
ちへいせんじょう一ちゅう

︹地名︺一

チモル島

の特別な讃み方があります︒
チモルとう

日ののぼるころには︑もう儀式は終ってみる︒
十踊11 こんなことを思ひながら︑地平線を見た︒
チモル島

﹇茶﹈︵名︶εあまちゃ・おちゃ

十一川図
ちゃ

その邊をあんまり黒いちやいけません

びっくりしちやいけませんよ︒

ちや

︵接助︶2

よ︒

十二摺4園

十二527園

ちゃ

十一㎜7 セレベスの島影は︑︿略﹀︑地平線の上に
浮かびあがって來た︒

十二川8 雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と
たい せ う
が︑あざやかに封照して︑

十二㎜10 地平線から浮かびあがって詣る星の光ま
でが︑︿略﹀船のともし火のやうに見える︒
なまり

りました︒
あんざん

茶色

鞍山の製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑
﹇茶色﹈︵形状︶3

川の向かふ側に︑工場があって︑高いえん
かいさう

手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋

拾って見ると︑ぬらぬらした︑茶色な海藻

十898

シ︾

︵感︶一

﹇着席﹈︵サ変︶−

チャカチャン︑

﹇着陸﹈︵サ変︶1

着席する

着陸する

︽一

一億の儀禮がすむと︑一同は机を取り園ん
で着席した︒

ちゃくりく・する
シ︾

︽一

﹁チャカチャン︑チャカチャン︒﹂と︑輕や
かな︑はずむやうな音をたてる︒

十描8

チャカチャン

ちゃかちゃんちゃかちゃん

のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒

七115

でした︒

七沁8

とっから︑茶色な煙が出てゐました︒

五534

ちゃいろ

ほのほが勇ましく見える︒

客筋1

六繊8

今度は︑遠い空から飛行機がやって來て︑

やがて着陸しました︒

茶わん与おちゃわん

そのみぞをつたはって︑ぽたりぽたりと

﹇茶碗﹈︵名︶3

ちゃや5おんちゃや
ちゃわん

落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒

六419園

もらひ震る茶わんの中の金魚かな

二人の子どもは︑茶わんや︑紙や︑油や︑

十986暑湿

マッチを持つた︒

十脳10

ちゃん 与あかちゃん・けんちゃん・さんちゃん・

︵副︶9

ちゃんと

ちゃんと

子どもたちは︑ちゃんと︑﹁兵たいさん﹂

私たちなら︑横になってねるのに︑かひご

馬屋には︑それぞれ受持の馬が︑ちゃん

毎日馬をかはいがってやると︑馬の方で

結ぶ糸の敷にも︑ちゃんときまりがある︒

﹁まあ︑けさはどうしたのです︑︿略﹀︑

子どもたちは︑︿略﹀︑スケートの手入れを

場所が違ってみても︑時代がへだたってゐ

ぐうこぞうえいようざいちゅう・ひこうちゅう・る

ちゅう・しょうかいちゅう・しょくじちゅう・じん

ちゅう ﹇中﹈■ございせいちゅう・ごりょうりん

ても︑ちゃんと心持を傳へることができます︒

九431

して︑ちゃんとしまっておきます︒

八梱7

朝御飯の支度もちゃんとできて︒﹂

八湿7園

八4910

ゆめに見た神様の劒が︑ちゃんとありました︒

六73 倉へ行って見ますと︑屋根をつき抜けて︑

も︑ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒

五684團

と待ってみるからだ︒

五662国

は︑頭をちゃんとあげて眠ります︒

五345

といふ日本語を︑おぼえてみるのです︒

四丁7

ちゃんと

三823鼻の雨わきから耳へかけて︑茶色にぬ ぼっちゃん・まさちゃん・ゆきちゃん

こげちゃいろ

十二獅8 緑の地平線は︑一瞬のうちに鉛色に憂 ちゃいろ ﹇茶色﹈︵名︶2 茶色呂えびちゃいろ・
り︑

十二晒9 その鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行
くスコールの足が︑はっきり見える︒

十二篇12 地平線はけむり︑視界は急にせまくなつ
て︑︿略﹀︑何もかも見えなくなってしまった︒

ちへいせんじょう ﹇地平線上﹈︵名︶3 地平線上

十二伽1 太平洋の夜明け︑遠い地平線上に︑黒煙
のなびくのが潜望鏡に窮つた︒

十二脚5 なるほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぽ
つつりと黒い船らしいものが見える︒

地方

十二烈1 殊に地平線上の雲の影は︑容易に見わけ
﹇地方﹈︵名︶3

のつかないことが多い︒
ちほう
りました︒

九346 その隊は︑この地方の鐵道の復奮工事に當
十一鋤12 その英雄を生んだのが︑この地方である︒

血祭

ちゃくせき・する

十二2710 あいにくこの地方に職齪があって︑道はちゃく ﹇着﹈εいっちゃく・ふじちゃくする
﹇血祭﹈︵名︶1

はかどらず︑︿略﹀︑ろくろく食ふ物がなかった︒
ちまつり

しゅくん

十二脚12 戦艦カリフォルニや型と︑ウォースパイ
地名

ト型を血祭にあげた︑殊渤輝く海の荒鷲が︑
﹇地名﹈︵名︶1

十佃2 殊に︑人の姓名や︑地名などには︑おのお

ちめい

ちゅう一ちゅうじきまえ

970

すちゅう
﹇宙﹈︵名︶2

ちう

八841 たちまち先生のからだは︑ちうに浮かんだ︒

ちゅう

八851 ﹁えいつ︒﹂掛聲といっしよに︑先生のから
忠

だは︑美しくちうをとんで行く︒
﹇忠﹈︵名︶1

智勇

十二899図國敵寄せ來たらば︑命にかけて忠を全

ちゅう

﹇知勇﹈︵名︶1

うすべし︒

ちゆう

十爾10 智勇すぐれた城主︑これに從ふ五千の將士︑
たやすくは落ちるはずがなかった︒

注意

ちゅうい ﹇中尉﹈︵名︶Oのぎかつすけちゅうい
﹇注意﹈︵名︶3

注意する ︽

十儲7
七柵7

中央

私は︑注射をして脈に注意してゐましたが︑
﹇中央﹈︵名︶9

いちばんにぎやかな場所は︑市の中央の︑

お窺眞は︑庭の中央に安置された︒

ちゅうおう

だうとん

八921
道頓堀附近の町町です︒

この室の中央に︑直黒五メートルぐらみの︑

へい
祭場には︑中央と申すみに︑五色の幣がか

まるい池があって︑

八麗1

九162

この門を入れば︑中央の心馳︑左右の

うがうしく立てられてみる︒
くわいらう

十59図

プリンスーオブーウェールズは︑中央と艦

廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らかに︑嚴かなり︒

十71一

尾から煙を吐きながら︑

トラックは︑校庭の中央に止った︒

七818國勅諭の奉讃がすむと︑班長殿から︑いろ 十一卸2 この島の中央を︑屋根のやうな山脈が走

ちゅうい

つてみる︒

十一一238

いろな命令や注意などを受けます︒

八482 どこまでも︑正確に作りあげるといふ注意

6

︹地名︺1

中央ジャワ

中央線

中央ジャワの高原にあるマゲランといふ

あげまつ

﹇中央線﹈︵名︶1

今︑中央線の上松騨で汽車をおり︑森林鐵
道に乗りかへて︑

九125

ちゅうおうせん

町へ行く︒

十一脳9

ちゅうおうジャワ

が︑さっとたれさがって來た︒

一際暗いその雲の中央から︑︿略﹀雨足

十二踊2

八棚2 油をさしたり︑けづられて行く砲身のまる

．が︑大切だといはれた︒

︵サ変︶

みを計ったり︑こまかな注意をしながら︑熱心に
﹇ 注意﹈

働いてゐます︒
ちゅうい・する
シ︾

九439 話すことばに注意して︑文字で書くのと同

サ・

じゃうな心がけを持つことが大切であります︒

﹁︿略﹀︒﹂といふ答へを聞くが早いか︑ト

﹇宙返﹈︵名︶2

ちう返り

ちう返りをして落ちるもの︑まっさかさま

燕が︑川水にすれすれに飛んでは︑白い
腹を見せてちう返りをしてみた︒

九鵬10

つばめ

に落ちるもの︑横へすべって行くもの︑

八552

ちゅうがえり

ラックは︑市の中央部へ突き進んで行った︒

十二221

九8910 北斗七星が見つかったら︑その七つの中の︑
ちゅうおうぶ ﹇中央部﹈︵名︶1 中央部
下の端に曲る二つの星に注意しませう︒

九974 いつもそばを離れない警備船の上から︑先
生が︑﹁︿略﹀︒﹂と注意される︒

九m8囹 が︑いちばん注意して調べるのは︑嚢動
機です︒

漢字の音と訓とに注意して︑

十佃5 漢字を臨む時には︑このやうにいろいろな

ちゅうがくせい

﹇中学生﹈︵名︶1

中国生

五年生︒ぼくは中學生かと思った︒

中鷺校Oフィ

五番目春山監視哨︑三十七分︑北︑敵︑

﹇中形﹈︵名︶1 中型

九222団圓
ちゅうがた

八欄7圏圏

﹇中学校﹈︵名︶1

中型︑三十︑三千︑南東︒

サ村の入口で︑ルックサックをせおった

リピンちゅうがっこうふきん

ちゅうがっこう

四196

﹇忠義﹈︵名︶5 忠義

中學校の生徒さんが︑二人乗りこみました︒
ちゅうぎ

てるました︒

六245 しかし︑だれにも負けない忠義の心を持つ

つた︒

七655 大塔宮は︑義光の忠義を心からお喜びにな

十一一599園

もしこれがお仕置きになれば︑今後忠

かれらは︑まことに忠義の者どもであ

九357園 ﹁お國のために忠義です︒﹂

る︒

十二5910囹

飛び

やみを

移れる中佐︑

デッキの上に︑

﹇中佐﹈︵名︶2 中佐﹇▽ひろせちゅうさ

義を働ます道がないであらう︒
ちゅうさ

八871図魍荒波あらふ

貫ぬく中佐の叫び︑

ちゅうざい

八882図牢乎はとボートに

遷る揮に たちまち失せて︑

﹇駐在所﹈︵名︶1 駐在所
ちゅうざい

秋の日をまともに受けた駐在所の庭で︑

ちゅうざいしょ

ていどう

十276

﹇昼食﹈︵名︶2 玉食

一郎と貞童が遊んでみる︒
ちゅうじき

書食前

十二節3 豊食も終らないうちに︑ものすごい積齪

十973 やがて用意された月食が運ばれた︒

﹇昼食前﹈︵名︶1

雲が前方に立ちふさがって來た︒

ちゅうじきまえ

971

﹇中 止 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

中止する

︽ース

十二㎜9 五月七日︑十一時の聲食前である︒
ちゅうし・する
ル︾

十一一桝3囹 攻撃は中止する︒﹂艦長は︑潜望鏡か
注射

中隊長屋を始め︑上官のかたがたは︑
中段

とびこみ皇の中段へあがって︑そこから︑

﹇中段﹈︵名︶1

七838国

殿

ちゅうだん

七906
ちゅうちゆう
中天

屋根で雀がちゅうちゆう鳴いてゐます︒

﹇中天﹈︵名︶2

ただ晴れた夜空に星がきらきらとさえ︑銀

しょねつ

やがてぎらぎらと太陽が中天にのぼると︑

﹇中納言﹈︵名︶1

チューブ

中納言δしじょ

六鵬7

六鵬2囹

春子︑チューリップが咲いたよ︒

まん中の鉢に︑美しいチューリップの花が

ヨ

並木道をのぼって行くと︑忠垂塔が立

ちゅうれいたふ

﹇忠霊塔﹈︵名︶1

一つ︑にっこり笑ったやうに咲いてゐますゆ
ちゅうれいたふ
忠言塔

ちゅうれいとう

チン

ヨロコ

﹁戸口汝等ノ忠烈二字リ︑祖宗ノ神

﹇忠烈﹈︵名︶2 忠烈

つてゐます︒

八218團
ちゅうれつ
コタ

十一578図囹

一旦の身命を助らんために︑多年の

霰二封フルヲ得ルヲ澤フ︒﹂と仰せられたり︒

十二897図國

ちゆつと

まるいをけの中には︑いかが折り重なって︑

︵副︶1

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒
九502

ちゅつと

ち

よ

今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである︒

ちよ

﹇千代﹈︵名︶2 ちよ 千代

十一伽9

中納言︑いまだ奏し奉らざる先に︑ま ちよ ﹇千代﹈︹人名︺1 千代
ち
よ
千代 朝顔につるべ取られてもらひ水
︵名︶一

中腹

忠勇

坤が心をこめて歌ふ聲は︑

いはほとなりてこけのむすまで

十二槻6図魍君が代は千代に八千代にさざれ石の

ちやう

ちやう
﹇張﹈︹人名︺12 張 張

張は︑倉から変節を出して來た︒

十晒7 張は︑よく實のりかけた変量を見渡しなが

十脳9 張は︑夜具をかつぎ︑手に変粉と塩をさげ︑

ました︒

十細4 張は︑遠くを流れてみる川の音に︑耳をす

十㎜9 張は︑突然大きな聲でどなった︒

十㎜3 けれども︑張はだまってみた︒

十㎜10

には︑ほとんど物のないことも思った︒

十㎜9 張は︑自分の二人の息子のことを思ひ︑倉

十型4 張は︑うらめしさうに天を仰いだ︒

ちょう

ところどころに白雲がただよって︑中腹

﹇中腹﹈︵名︶2

書夜

5こちゅうもく

をおほひ︑峯をかくし︑

みる︒

十一湘4

ちゅうもく

﹇昼夜﹈︵名︶1

光盛の娘は︑そののち豊夜︑頼朝をねらひ

︵名︶2

チューリップ

まことにををしい精神を傳へ︑忠勇の心

﹇忠勇﹈︵名︶1

チューリップ

がみなぎってみる︒

十一一422

ちゅうゆう

ましたが︑少しもすきがありません︒

八383

ちゅうや

だん
ひな壇のやうに家々が山の中腹に並んで

十一9310

ちゅうふく

いて︑空氣がぬけてしまったのです︒﹂

三893囹﹁タイヤの中のチューブにあながあ 七286図魍國 きみがよは ちよに やちよに 徳

チューブ

づ直衣の袖をぞぬらされける︒

なほし

十二995図

うちゅうなごん・しんちゅうなごん

ちゅうなごん

焼けつくやうな暑熱が地上を支配する︒

十一川11

河があざやかに中天にかかってみる︒

九柵1

︵感︶1

二人ともとびこみの練習をしましたがへ

ちゅうちゅう

﹇注射﹈︵名︶1

ら目を離しながらかういった︒
ちゅうしゃ

中心

かうつう

十一471
ちゅうてん

ちゅうしう

十儒7 私は︑注射をして脈に注意してゐましたが︑
ちゅうしう
ちゅうしゅうめいげつ ﹇中秋名月﹈ ︵名︶1 仲秋
明月
十川10 仲秋明月のタ暮である︒

﹇中心﹈︵名︶7

を企てた︒

の中心となるので︑

忠臣
﹁まことに忠臣の鑑︒﹂

﹇忠臣﹈︵名︶1

中隊長

﹁︿略﹀︒﹂と︑中隊長が申しあげると︑

ちゅうたいちょうどの ﹇中隊長殿﹈︵名︶1

十一97

ちゅうたいちょう ﹇中隊長﹈︵名︶1 中隊長

ちゅうたい nVいっちゅうたい

十一一587園

ちゅうしん

太陽の内部を廻るだけである︒

十二欄2 地球を太陽の中心に置くとしても︑月は

てるる︒

十二伽エ 月は︑地球を中心として︑ぐるぐる廻つ

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

ごふく
十一㎜2 雑貨店と呉服店を中心に︑︿略﹀支那風

十一㎜10 港がよければ︑しぜん政治・交通・産業

十一3110 古來わが國民は︑皇室を中心とし︑
せいち

二等10 かれらは︑鹿介を中心として︑主家の再興

圓をゑがいて動いてみるのだ

九916 北の空では︑星が︑北極星をほぼ中心に︑

ちゅうしん

う

ちゅうじょう5ロジェストウェンスキーちゅうじょ

ちゅうしする一ちょう

ちょう一ちょうしゅうせいばつ

972

ら︑﹁︿略﹀︒﹂ と 思 っ た ︒

十獅9 張は︑子どもたちと約束した物を︑ふと思
ひ出した︒

十㎜12 今日は夜明けから︑張の家では︑萎刈をや
つてみた︒

十川8 子どもたちとの約束が︑果せると思っただ
けでも︑張はうれしくてならなかった︒
十㎜4 張は︑しみじみと幸福にひたった︒
はっちょう・とうこうちょう・にじゅうよちょう・

ちょう ﹇町﹈5さんちょう・しごちょう︒じゅう
にちようあまり・にちようよ
ちょう ﹇長﹈呂ちゅうたいちょう・ちゅうたいちょ

てふ
てふ 蝶

今日はあ

うどの・ぶたいちょう・ぶたいちょうき・べっどう
たいへんだいきちょう
﹇蝶﹈︵名︶3

三66圏 てふも小鳥もたのしさう︑

ちょう

なたの花まつり︒

五125囲花から花へてふがまひ︑ 花から花へ
はちがとぶ︒

は蝶のやうに浮かれてみた︒

てふ

九欄7 戦國の世とはいへ︑京都では花が咲き︑人
ちょう ︵格助︶1 てふ

超越する

︽一

ちやうおん

﹇聴音﹈︵サ変︶−

聴音する

︽一

轟然たる爆音が︑聴音機に吸ひ込まれ

ぐわうぜん

十二蜥9
て來た︒

サ︾

その笑顔がまだ終らないうちに︑またし

ちょうおん・する

十一一畑3

オランダの長官ノイツの不法な仕打に︑

徳川に封ずる朝議は︑この時から一攣し

長距離

呂ぶうんちょうきゅう
﹇長距離﹈︵名︶1

林をぬって長距離をすべるのは︑ほんたう
に愉快であった︒

八859

みんなは︑何の手がかりもないこの調査を︑

十㎜8囹張さん︑何か恵んでください︒

ちょうさん ﹇張﹈︹人名︺1 張さん

この調子で次も焼かうと思ふ︒

﹇調子﹈︵名︶9 調子

九754

うっかりすると︑呼吸の調子で︑がぶりと

ちょうし

九961

この調子なら︑わけもなく遠泳ができさう

塩からい海水を飲まされる︒

いつも襲動機の調子に氣をつけてみたり︑

だと︑ぼくは喜んだ︒

九9610
九柵5囹

とんからとんから︑調子のよい音が流れ出

燃料や︑電力を調節したりします︒
した︒

十3310

襲動機の調子をしらべたり︑網の支度を

その大きな︑力強い調子に︑古代のわが

十一984
したり︑

今まで聞いたこともない笛を吹くやうな

國民の素朴な喜びがみなぎってゐます︒

十一麗7
十﹁π8

東西の美しさを一首の中によみ入れた︑

調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒

まことに調子の高い歌である︒

十二432

十二m4

伐

その一本を以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑

八十↓歳の光榮ある長壽を終るまで︑功

﹇徴集﹈ ︵サ変︶ 1 徴集する

今を去る千二百年の昔︑東國から徴集さ

﹇長州征伐﹈︵名︶1

長州征

やがて長州征伐の大事が起って︑家茂は

ちょうしゅうせいばつ

れて︑九州方面の守備に向かった兵士の︸人が︑

十二396

︽ーサ︾

ちょうしゅう・する

績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

十二738

その一本を以て親の雷電を祈らうといふ意味で︑

十一燭4

ちょうじゅ ﹇長寿﹈︵名︶2 長虫

大伴家持が長歌の中によみ入れた次の

長歌

ても大爆音が二回︑はっきりと聴音された︒
﹇長歌﹈︵名︶3
おほとものやかもち

十二413

ちょうか

萬葉集には︿略﹀︑後世の歌集に比べて

ことばは︑今日國民の間に周く歌はれてるる︒

十二454

長官δしれいちょう

野明天皇の御製で︑長歌としては短いも

じょめい

長歌の多いのが︑一つの特色となってみる︒

十二463

﹇長官﹈︵名︶4

のの一つである︒

ちょうかん

かん・しれいちょうかんいか・とうこうしれいちょ
七佃一

そこで︑オランダの長官は︑たびたび日本

うかん

七麗7

ぼつしう
船を取り調べたり荷物を没些したりして︑

オランダの長官ノイツは︑すぐ役人に命じ
その代り︑長官の命はないそ︒

てその船を調べさせ︑

七佃一
七伽2園

ちょうきゅう

た︒

十一一悩5

十二62図圃高殿の重てふまどをあけさせてよも ちょうぎ ﹇朝議﹈︵名︶1 朝議
﹇超越﹈︵サ変︶1

の櫻のさかりをぞみる
ちょうえづ・する

十二555

シ︾

朝恩

生死を超越してしまへば︑もう淺はかな ちょうきょり

﹇朝恩﹈︵名︶1

夢も迷ひもない ︒

ちょうおん

かぼく

ども︑深く朝恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒

3

打ち切らうといひ出した︒

十

十二餌1圓團私は申すまでもなく︑一門家僕の者 ちょうさ ﹇調査﹈︵名︶1 調査
ちやうおん

ちょうおんき ﹇聴音機﹈︵名︶1 聴音機

973
ちょうじょう一ちょうてき

こロつ

その陣中に莞じ︑

﹇長上﹈︵名︶1

長上

頂上

朝臣

︿略﹀

十一321 長上を敬ふ家族制度の美風からも︑てい

ちょうじょう

﹇頂上﹈︵名︶1

ねいなことばつかひが重んじられてみる︒
ちょうじょう
朝食

機上の朝食を終ったばかりなのに︑

﹇朝食﹈︵名︶1

十一903 頂上まであとニキロだ︒
十二㎜10

ちょうしょく

﹇朝臣﹈︵名︶1

機内は︑むれるやうな暑さである︒
ちょうしん
ければ︑武家政治を土塁からくつがへして︑

新日

十二㎜2 朝臣のうちには︑あくまで徳川を討たな

﹇朝臣達﹈︵名︶1

朝臣たち

本を打ち立てることができないとする硬論がある︒
ちょうしんたち

十二M3 徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝
﹇ 徴 ﹈ ︵サ変︶1

徴する

︽⁝シ︾

臣たちも︑この御文を拝見してひとしく泣いた︒
ちょう・する

長石

︑

十二597 まつ役人たちに評議をさせ︑また筆者の
﹇長石﹈︵名︶1

意見をも徴した︒

ちょうせき

調節する

ちやこちやに入り混ってみる石の面を見て︑
﹇調節﹈︵サ変︶3

︽！

十ニー91 小さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こ

シ・ースル︾

ちょうせつ・する

燃料や︑電力を調節したりします︒

九価6國 いつも嚢動機の調子に氣をつけてみたり︑

十406 地球上のやうに︑太陽から來る光や熱を調
節するものがないから︑

十411 光を調節するものがないから︑︿略﹀︑目が
痛いほど光って見えるでせうが︑
てうせん
﹇朝鮮﹈︹地名︺1 朝鮮
てうせん

ちょうせん

六244 田道間門は︑昔︑朝鮮から日本へ渡って來

た人の子孫でした︒

﹇朝鮮馬﹈︵名︶1

朝鮮馬

﹇朝鮮海峡﹈︹地名︺2

朝鮮

市場蹄りの朝鮮馬が︑けたたましく鳴いて

ちょうせんうま

十301
過ぎる︒

太平洋第二・第三艦隊は︑今や朝鮮海

ちょうせんかいきょう

十一518図

海峡

朝鮮のみなか

ちやうだいい

テフテフ

てふてふ

ありました︒

三683 はいでんの前には︑美しいちゃうちんが

六柵3 笛とたいこの音がひびいて來て︑ずらりと

下男淺吉の提燈にみちびかれながら︑

ちやうちん

﹁萬歳︑萬歳︒﹂と︑ちやうちんをあげるの

並んだお祭のちゃうちんが︑うつりました︒

八638

に答へて︑

十二663

聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ優る途中︑

川上たけるは︑︿略﹀︑四方に勢を張り︑の

朝廷へ寛大の御虜置を請ひ奉る歎願書を

朝敵とともに身命を捨て候事は︑朝

﹁七たびまで人間に生まれて︑朝敵

﹇朝敵﹈︵名︶9 朝敵

養ひ︑今ひとたび軍を起し︑朝敵を滅して︑

十二957図圓汝︑生き残りたらん一族どもを助け

を滅さばやと存じ候︒﹂

十二933図國

ちょうてき

廷へ恐れ入り誓事と︑誠に心痛致し居り候︒

十一一備8國田

たつさへた關東方の使者は︑

十二搬7

つらぬによって︑汝を討てとの勅をかうむり︑

七176園汝︑おそれ多くも︑朝廷の仰せに從ひま

ちには︑朝廷の仰せにも從ひませんでした︒

七144

わが海軍は︑︿略﹀︑あらかじめ全力を ちょうてい ﹇朝廷﹈︵名︶4 朝廷

峡を経て︑ウラジオストックに向かはんとす︒
十一522図

朝鮮のみなか

朝鮮のみなか⁝⁝⁝二十六
五

五

︹課名︺2

朝鮮海峡に集中してこれを待つ︒

十26

ちょうせんのいなか

十269

チャウダイ

キヌ子サン︑チョットケンチャンヲツ

﹇頂戴﹈︵名︶一

ニ474囹

ちょうだい

﹇頂戴﹈︵五︶1

レテ︑ワンワンヲ見二行ッテチャウダイ︒

﹇蝶蝶口︵名︶4

﹁ありがたくちやうだいいたします︒﹂

︽ーシ︾

ちょうだいいた・す
たす

九榴10園

ちょうちょう

花ガーメンニ咲イテ︑テフテフガトン
デヰマシタ︒

二954

を滅して御代を安んじまみらせよと申しおきて
とば ふしみ
よしのぶ

十二982図國生きてあらん一族を助け養ひ︑朝敵

三262草の葉に止ってみたてふてふが︑おど 十二966図圓 ﹁これは朝敵の首を取るなり︒﹂
ろいてとび立ちました︒

チャウチン

ちゃうち

慶喜に不臣の心がなかったとしても︑朝

敵の名をかうむるのは︑けだし當然であった︒

十二鵬10

なくも朝敵といふ汚名をかうむつた︒

﹁三郎さんの舟には︑てふてふのせん 十二研8 鳥羽・伏見の一下に︑徳川慶喜は︑はし

てふてふが︑三郎さんの舟に止りました︒

三274園

三264

提燈

ぢやうちん

ちやうちん

﹇提灯﹈︵名︶6

どうさんがのったから︑かったのでせう︒﹂

ん

ちょうちん

ました︒

十二掴9

朝敵の汚名はすすがれ︑徳川の家名は断

十二穐8國団 朝敵とともに身命を捨て官事は︑朝
﹁383圃小サナチャウチン サゲテコイ︒
三673 ちゃうちんの火が︑きれいに並んでゐ 廷へ恐れ入り戯事と︑誠に心痛致し居り候︒

ちょうと一ちょうど

974

絶を免れた︒

十二衡7 もし︑日本が官軍と朝敵とに分れて︑長
く職ふやうにでもなったら︑

十一195図三人張りの弓に十三束三伏せの矢をつ

ちょうと ︵副︶1 ちょうと

﹇丁度﹈︵副︶46

ちゃうど

ちやうど

がへ︑︿略﹀︑しばし堅めてちょうと放つ︒

ちょうど

大きさに巻いて︑

さうして︑さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑

するするとはいるくらみの大きさに作って︑

六642

これも︑みごとに︑ちゃうど第一の矢とす
まだ十分咲ききらない花は︑ちゃうど︑お

れすれに並んで︑まん中を射抜きました︒

六皿1
六事3

ひな様のぼんぼりのやうなかっかうです︒

どいそがしかったのですが︑

ふけが人が運ばれて︑先生たちは︑目がまはるほ

三102園 これなら︑ちゃうどいいかもしれない︒ 七262 ちやうどそのころ︑母校には︑何百人とい
て來て︑らくかさんが吹きあげられました︒

三111 ちゃうどその時︑南の方から風が吹い

七546

やうですね︒

ちやうど︑お書の食事中であった元帥は︑

七73！0園

なし

すみみったう

家の人々といっしよに庭へ出たが︑

七986

ちやうど十ニメートル︒

きちんと間を置いて︑敷き並べたやうです︒
ざう
ちやうど︑子犬が︑象でも引つばつて行く

三503囹 それは︑ちゃうどおちいさんのげんき 七379 ちやうど︑たんざく形のみどりの敷物を︑
このうちがつづいていくのと同じことだ︒・

な間に︑おとうさんが生まれる︑︿略﹀︑それで︑

三棚2圓 ちゃうどここを通りかかってよかっ
た︒

四502 じゅ氷といふのはく略﹀︒︿略﹀︒ちゃうど

水しゃうで作った木のやうです︒

だいじに育てられた木に生るのと同じことです︒
ちんれつ

八㎜3

私は︑ちやうどきちんとできたので︑それ
ちやうど接待所の前で︑隊長が︑﹁︿略V︒﹂

ちやうどその時︑附近にみたわが兵が︑こ
前の日に︑こな雪がたくさん降ったので︑
見ると︑大きな兎が︑ちやうど小松の中へ︑

それは︑ちやうどみなさんが︑暑さや寒さ

とび込んだところであった︒

八798

スキーをするには︑ちやうどよかった︒

八777

れを見つけた︒

八672

と號令を掛けました︒

八577

を胴腔にとりつけた︒

八507

れてるます︒

八212国今はちやうど︑菊の花がたくさん陳列さ

四917團ちゃうどよい風が吹いて絶て︑糸を 八145 ちやうど︑︿略﹀梨や水蜜桃などが︑畠で
のばすとぐんぐんあがります︒
うでした︒

五505 ちゃうど親の手に︑子どもがすがりつくや
五744 おばあさんとをばさんが︑ちゃうど私たち
の前へ來た時︑

五塀1 文子さんが︑ちゃうど三年生になったばか
りのころ︑

五桝9 それから半年ほどたって︑ちゃうど︑文子
さんが五年生になったころ︑

五m3 ちゃうどその時︑敵の揮が︑ばらばらと飛
んで來ました︒

日曜日になります︒

六147 今年は︑二十五日のお祭の日が︑ちゃうど
六634 ちゃうど︑めがねの玉が︑はまるくらみの

にうち勝って︑からだや心をきたへて行くのと︑

同じことなのです︒

八価1 ちやうど今︑番人が︑ランプに火をつけた

それで︑ちやうど内側も外側も︑そろつ

ばかりのところでした︒

八佃3園

て進めるのだ︒

八備4 ちやうど︑グライダーが空中をすべるやう

小さな燭角があって︑それが︑ちやうど

しよくかく

に︑手ぎはよく水を切って︑おりて來ます︒

八佃4

おかあさんのおすきな花だから︑ちやう

人形のかはいらしい両手を思はせます︒

八倣1園

ちやうどそのころ︑︿略﹀︑朝げの煙が波の

どいいでせう︒

九517

上に影を落しながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒

の咲くころでした︒

九783 生まれたのは︑去年の春︑ちやうど櫻の花

立てたやうなかつかうになってゐます︒

九897 少し曲った柄を上に︑ちやうどひしやくを

九麗6園 それはちやうど︑遠足に行った子どもの

く

両戦艦は︑ちやうど大きな鯨がもりを食つ

くぢら

それはちやうど︑潮がさっと引いて行くや

蹄りを案じる母親の心と攣りません︒

九別12

うである︒

十6610

けっくわん

交通路は︑ちやうど︑人間でいへば血管

かうつう

てあぼれるやうにもがきながら︑

のやうなものである︒

十㎜6

十一麗8 ちやうど東の空にのぼる月が︑しだいに

これはちやうど︑かまをたく人︑運韓す

やみの世界を照らすやう︑

る人︑方向を見定める人などが︑いっしよになつ

十ニー29

石の目といふのは︑ちやうど板でいへば︑

て艦船を走らせるのと愛りはない︒
十ニー810

975
ちょうなん一ちょっと

木目のやうなものである︒

十二川4 こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の
警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

﹇長男﹈︵名︶1

長男

十二η8 ちやうど魚雷が走り終ったと思ふ時であ
る︒

ちょうなん

十932囹 長男は南山で︑次男は二百三高地で︑そ

﹇潮流﹈︵名︶2

潮流

n▽じゅうまんこせんちょうぶ

れぞれ戦死をしました︒
ちょうぶ
ちょうりゅう

﹇勅﹈︵名︶2

勅

勅語

直接

呂いっちょくせん
勅命

話しかける相手が︿略﹀︑離れてみて直接

﹇勅命﹈︵名︶3

話ができないやうな時には︑

九397

ちょくめい

ちょくせん

ごと申させたまへ︒
ろ

元明天皇の勅命によって︑駅戸悪血は︑

おほのやすま

九86図園皇子は勅命を果して︑めでたくかへり
十一梛1

勅命のくだったことを承った阿禮は︑そ

︿略﹀古傳を︑文字に書き表すことになった︒

十一桝10

十一川2

勅諭Oぐんじんちょく

﹇直立﹈︵サ変︶1

直立して︑この勇士に別れを告げた︒

︽一

家の中の机の上に︑大きなとかげがちよ
﹇直下﹈︵名︶1

直下

こんと頭をもたげてすわってみたり︑
ちょっか

直下には︑何事もなかったやうに︑青い波
頭がかがやいてみた︒

十727

この室の中央に︑直径五メートルぐらみの︑

十二伽7

いちばん大きなのは︑尊霊が二百キロもあ
地球の直脛は︑月の約四倍ありますから︑
てんすみをけ

家の軒下には︑直脛一メートル半もある︑
ゑんとう

直樫凡そ百四十萬キロもある一大火球だ

トタンで作った圓筒形の天水桶が並べてある︒

十一訓10

十417

るといはれてゐます︒

十386

まるい池があって︑

八麗1

直立する

勅諭の奉讃がすむと︑班長殿から︑いろ

﹇勅諭﹈︵名︶1

れこそ天にものぼるここちであったらう︒

十698

シ︾

ちょくりつ・する

いろな命令や注意などを受けます︒

七817国

ゆ

九982園 潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜 ちょくゆ
けるかどうかが成否の分れめだ︒

朝議

九984 潮流に負けてはならないと︑︿略﹀︑潮の流
﹇朝礼﹈︵名︶2

れと戦ふ氣持で泳いだ︒
ちょうれい
あった︒

五868 朝禮の時間に︑ラジオでも︑そのお話が

たことについてお話があった︒

十538 朝禮の時間に︑校長先生から︑戦孚の始つ ちょこんと ︵副︶1 ちょこんと

ちょく

ちょく ﹇直﹈5りょうげんちょく

を討てとの勅をかうむり︑ここへ來たのである︒

七177園 朝廷の仰せに從ひまつらぬによって︑汝

直衛

平げよといふ勅をお受けになりました︒

七189 日本武尊は︑そののち︑東の國のわる者を ちょっけい ﹇直径﹈︵名︶7 直樫
﹇直衛﹈︵名︶1

クチク
十637園 ﹁敵主力ハ︑駆逐艦三隻ヨリ成ル直衛ヲ

ちょくえい

﹇勅語﹈︵名︶1

配ス︒﹂機内に︑どっと喜びの聲があがる︒
ちょくご

十一577図 勝報上聞に達するや︑司令長官にたま
﹇直接﹈︵副︶1

へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

ちょくせつ

といふ︒

十二㎜5 月を直脛三センチのピンポンの球︑地球

を十ニセンチのゴムまりとしてみても︑太陽は直

脛十三メートルといふ大きなものになって︑

︵副︶27 チョット ちょっと ちよつと

十二㎜6 太陽は直径十三メートル
ちょっと

オジギシテ︑

セッセトトホル︒

一553圃 デアフト︑チョット

ソ

キヌ子サン︑チョットケンチャンヲツ

レカラダマッテ︑

レテ︑ワンワンヲ見二行ッテチャウダイ︒

二473囹

四556 をんどりは︑．ちょっとおどろいて︑逃げ

ちょっと糸を持たせてくれたまへ︒

ださうとしましたが︑

四939團園

五柵8園 では︑鯛をちょっとここへ呼んで來てく

四価9園﹁ちょっとごめんよ︒﹂
れないか︒

六877国圏﹁ぼくに︑ちょっと︑はかしてくれ︒﹂

みかたはと思って︑ちょっとふり返ると︑

﹁ぼくにも︒﹂といって︑

六952

赤い旗も︑まだ立ってみる︒

七283 少年は︑ちよつと目をつぶって︑何か考へ

ちよつと︑妙なかっかうでせう︒

てるるやうでしたが︑

七545

七924 ちよつと下を見ると︑足がぴったり板につ

七5510 ちよつと敷へきれませんね︒

ちよつと遠くから見ると︑バナナの畠は︑

いて︑離れないやうな氣がします︒
八151

八欄4 ﹁うみがめ﹂が泳いでみるのには︑ちよつ

平たいからだに︑ちよつと砂をかぶると︑

とびっくりしました︒

︿略﹀︑どこにるるのか見當がつきません︒

八字2

八伽8 おかあさんは︑それをちよつとお當てにな

ちょっとした一ちる

976

つて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒

九217団圓 ちよつと見せてくれ︒
﹁ちよつと待ってください︒﹂

九876 ちよつと見たところでは︑ほとんど無毒と

九314囹
見えるこれらの星にも︑

九五9園 自分の飛行機を早く知りたいために︑尾
翼にちよつと色をぬっておくとか︑

けちらす・けちらす・まきちらす

ちら・す﹇散﹈︵五︶3散らす︽！シ・ース︾5か

敵ははたして不意を討たれ︑︿略﹀船に

に逃げてしまった︒

八347図

乗りて︑皆ちりぢりに逃げ行きたり︒

ちりば・める ﹇鎮﹈︵下一︶2 ちりばめる ︽ーメ︾

九875 空を仰ぐと︑たくさんの星が︑まるで三石

らしたやうに飛んでゐます︒

八協8二水のやうに澄んだ空を︑雲が︑眞綿を散
水兵は︑くもの子を散らすやうに八方へ散

十柵5 深夜の空には︑ちりばめたやうに星がかが

ちらちらちら

雪がふる︒

﹇治療﹈︵名︶2 治療

たとへ治療のかひはないにしても︑で

治療所

ちれうじよ

﹇治療所﹈︵名︶1

後︑かりに作られた治療所で手術を受けました︒

ちれうじよ

七256 少年の傷は思ったよりも重く︑その日の午

ちりょうじょ

きるだけの手を書くさないでは︑

十二711園

病院が︑この勇士の患者たちを待ってるる︒

十川8 内地に着きさへすれば︑完全な治療をする

ちりょう

やいて︑

をちりばめたやうに美しくかがやいてゐます︒

九557

赤や黄色のあざやかな花模様を散らした

さロりさ

つて︑︿略﹀︑分隊ごとに甲板洗ひを始める︒
もやう

十一加5
更紗地と︑

中庭のあんずが咲いて︑花びらが胡同へち
︵副︶1
ちらと

ちらちらちらと

︵副︶4

散らばる

ちらりと

︽ーッ︾

ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ

やどりして春の山べにねたる夜は夢

山里の春の夕ぐれ診て見ればいりあ

ひの鐘に花ぞ散りける

十一341図魍

のうちにも花ぞ散りける

十一332図圃

ぼやと思ふ今日の御旗ぞ︒

十189図圃

すやうに八方へ散って︑︿略﹀甲板洗ひを始める︒

九557 ﹁露天甲板洗へ︒﹂水兵は︑くもの子を散ら

い實が生ります︒

六261 その花が散ったあとには︑かはいらしい青

レ︾δくだけちる

モーターボー ち・る ﹇散﹈︵四五︶11 散る ︽ーッ・ーリ・ール・一

すると︑草の葉のうらに︑ちらときり
ちらとのぞいた大川に︑

母の後姿がちらと見えたきり︑あとは涙に
川をへだてた封岸から︑鹿介の姿をちらと
﹇散﹈︵五︶2

多くの品物が︑自由自在に集ったり︑散ら
樂しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ
︵副︶1

ちりぢり

それが前後から官軍に討たれて︑ちりぢり

﹇散散﹈︵形状︶2

七617

ちりぢり

﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒

く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

十一鵬4 のどかな春の日の光の中に︑あわただし

こころなく花の散るらん

八125ちらりと燕の姿を見た人は︑きっと 十一鵬2図魍 ひさかたの光のどけき春の日にしつ

ちらりと

か遠いところへ散らばってしまふ︒

九劉11

ばったりするので︑

八905

ちらば・る

見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒

甘薯2

ぼっとして︑何が何やらわかりませんでした︒

九339

トが走ってた︒

八695圃

ぎりすのすがたが見えました︒

三712

ちらと

四778圃

ちらちらちら

らちらと降って來るのも︑このころである︒

十圏1

十一441 元日の朝︑源氏は︑ちよつと紫の君のゐ ちらちら ︵副︶1 ちらちら

十一414園 さあ︑ここへちよつとおすわりなさい︒
る部屋へ行ってみた︒
ですが

十一鵬8園實はその︑今ちよつと門口で聞いたの

の娘を見た︒

十一佃10 ベートーベンは︑ちよつとふり返ってそ
十二鵬7 太陽は︿略﹀といふ大きなものになって︑
ちよつと手近にたとへるものが見つからない︒

十二脳8 また深度を少しつつ減らして行って︑艦
長は︑漕望鏡を何秒間かちよつと出して見た︒
十二四6 その氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑
ちよつと張りの抜けた神纒を引きしめさせる︒
ちょっとした ︵連体︶1 ちょっとした
つい︑けんくわが始りました︒

六507 そのうちに︑何か︑ちょっとしたことで︑

十二燭1 崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け

ちょろちょろ ︵副︶1 ちょうちょう
込んで︑︿略﹀︑ちょうちょうと流れて行く︒

﹁チョンギース︒﹂

ちょんぎ卜す ︵感︶3 チョンギース
三702

﹁チョンギース︒﹂

三719 ﹁チョンギース︒﹂と︑いいこゑでまた

三707

n▽ひとちら し

なきました︒
ちらし

977
ちん一つい

ちんちん

虫の聲︑

チンチン

ちんちろ松虫︑
︵感︶2

きました︒

五擢4圃

十二479図圃囹色はにほへど散りぬるを︑ わが ちんちろ ︵感︶1 ちんちろ

た

陳莞

齎
の

コ

厄

あ

が

チン

チン

﹇朕﹈︵代名︶2

朕

朕

ちん

とともに陳・薬の野を旅行した︒
ちん
コタ

ちん

ヨロコ

ヨ

ここう

簸二二フルヲ得ルヲ澤フ︒﹂と仰せられたり︒
﹇鎮守﹈︵名︶1

ちんじゅ

十二m3図圏 朕︑汝を以って股肱とす︒
ちんじゅ
たいお祭日︒

鎭西

六182圃 村のちんじゅの神様の︑ 今日は︑めで
﹇鎮西﹈︹地名︺1

十一593堂下爲朝︑久しく鎭西に居住仕り︑

ちんぜい

ちんぜい

ためとも

︹人名︺

ちんぜいはちろうためとも ︹匿名︺1 鎭西八郎爲
朝

十一210 九 藍田八郎二丁⁝⁝⁝五十八
ためとも

ちんぜいはちろうためとも凸鎮西八郎為朝﹈
ちんぜい

2 鎭西八郎爲朝 鎭西八郎爲朝
十一581 九 鎭西八郎爲朝
はうぐわん

十一629図國﹁御方の大豪たる父判官の代官とし
沈着

て︑鎭西八郎爲朝︑ 一陣を承って堅めたり︒﹂

﹇沈着﹈︵形状︶1

十一541図
沈清にして熟練なるわが砲員の撃ち出

ちんちゃく

す砲弾は︑ よく敵艦に命中して績績火災を起し︑

チン︒﹂

﹇沈没﹈

庭の畠で

沈没す

沈没する

鳴

つ

︵助動︶6

︵格助︶

つ

︽ツ・ツル・ツレ・テ︾

←あしはらのなかつくに
つ

九672図國﹁黄金十爾とこそいひつれ︒﹂

こ

しみつ
道のべに清水流るる柳かげしばしと

つい つひ

七郎はしばしもたまらず死にてけり︒

︵副︶15

何か︑ちょっとしたことで︑つい︑けん

三708 ﹁チョンギース︒﹂もう︑ついそこです︒

つい

十一674図

てこそ立ちとまりつれ

十一345図閣

の人々にておはしけり︒

十m7図因城の内にて管絃したまひつるは︑

くわんげん

十184図圃日の丸の小旗二もとをかかげつ︒

︽ーシ・1 ＋1610酒庫
汝が愛機の胴髄を貫ぬきつ︒

ウゴキマス︑チン

︵サ変︶3

一一456圃 ﹁オオリハオ早ク︑
チン︒﹂

ちんぼつ・す
ス・ーセ︾

魚雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦を始め︑

その他の諸艦も多く相ついで沈没せり︒

十一548図

わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈

2

︽一

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

十一568図

︵サ変︶

﹁わが小型航空母艦沈没す︒
﹇沈没﹈

しゅんかん

三田10

この間︑私が︑山でたきぎを拾ってゐま

どこかの屋根が︑︿略﹀︑つい︑そこにある

それは︑つい今しがた︑番人が火をつける

胸をなでおろしてみないと︑つひ患者とい

な︑六七十センチもある鯛が︑

九495 ついさっきまでぴちぴちとはねてみたやう

ために︑手でさはったからです︒

八鵬1

かふと︑つい︑給がかきたくてたまらなくなる︒

六皿1園お経を讃まうと思ふのだけれど︑机に向

るが︑手がとどかない︒

六945 白い旗は︑つい︑目の前にひらひらしてゐ

やうに見えるではないか︒

六626

すと︑つい︑足がすべってころびました︒

六582園

くわが始りました︒

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもく 六507

十一一㎜10園

シ︾

ちんぼつ・する

十704

ちんれつ
1 陳列する ︽一

私は陳列室へはいって︑いろいろな塗り物

陳列室εせいひ

沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の

と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒

﹇陳列室﹈︵名︶1

雷爆撃を相手に︑敢然と職ひぬき︑

十一一㎜4

ちんれつしつ
十衡5

んちんれつしつ

︵サ変︶

ちんれつ

今はちやうど︑菊の花がたくさん陳列さ

﹇陳列﹈

の並んでみるのを見ましたが︑
ちんれつ・する

八212團

サ︾

れてるます︒

つ

よたれぞ常ならむ︒

てもやがて死ぬ︒

十二4810 花は咲いてもたちまち散り︑人は生まれ

たれぞ常ならむ︒

ちん

天

つ陳

十一578図園 ﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑祖宗ノ神

っ

十二562図圃色はにほへど散りぬるを︑ わが世 一一447圏 ﹁オノリハオ早ク︑ ウゴキマス︑チン

﹇陳﹈

敷

年半

十二643園散ればこそ︑花は惜しまれるのだ︒
ちん

十二278
た︒

ら2

十二279孔子は楚の國へ行かうとして︑弟子たち

そ

そ地
れ名
か〕

ついげきす一つうじる

978

つしょになって︑吐いてしまひさうです︒

る

十812

つひに

遂に

努力はつひに報いられた︒

激しい攻撃に守備しきれなくなって︑つひに旅順

︽ース︾

十4410図 研究に費す金はしだいにかさみ︑

坑口には︑大きな神棚があって︑その下

を通過する時︑

十二810

西洋人の乾して行った家は床が高く︑そ

﹇通A口﹈︵五︶1 通じ合ふ ︽ーフ︾

﹇通﹈︵上一︶13 通じる ︽ージ・ ジル︾

この聲が通じたのか︑利根は︑むっくりと

三人の心は︑持った一本の破壊筒を通じて︑

その川水は︑市内の何十といふ堀から堀へ

をかしいなと思って︑煙突へ通じる口を︑

窓を開くことができないので︑ぼくのこの

北京の町には︑胡同が網の目のやうに通じ

べきん

ことばも通じないらしい︒

九矧7

ふと見たとたん︑おやと思った︒

九761

いかぎり︑手も足も出ません︒

九343 一たび占領地へはいれば︑ことばが通じな

下隠道も通じてゐますが︑

八953 市内には︑自動車が走り︑電車が走り︑地

通じ︑

八8910

一つになってゐました︒

六梱7

立ちあがりました︒

五㎜1

つう・じる

せん︒

九405 決して心持が通じ合ふやうなことはありま

つうじあ・う

の下を立つたままでらくに通行することができる︒

十一㎝7

ル︾

つうこう・する ﹇通行﹈︵サ変︶1 通行する ︽ース

十8410さきに一月一日︑ステッセル將軍は︑わが
開城を申し出て來た︒

私も︑十一箇月の間旅順を守りましたが︑

司令長官ロジェストウェンスキ願下將

つひに開城することになり︑

十895囹

十一562図

もし矢書きて打物にならば︑一騎が

は︑︿略﹀︑つひに捕らへらるるに至れり︒

十一654図國

つひにはそれもなくなったと思ふと︑眼

百騎に向かふとも︑つひにはかなふべからず︒

十一895

爾々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し
費す

十二価10

ここの橋が完成しない以上︑トラックは

から手に取るやうに見えるので︑

十一激5 バランガへ通じる白い道は︑その観測所

てるる︒

かねて思ひ定め候ひけるか︑つひに 性脳3

つひに︑霧の中に近く山小屋を見あげる

界が急に開けて︑

十一928

十二鵬8

﹇費﹈︵五︶1

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒
ついや・す

ル︾

されども義纒は︑太刀にて熊手を防ぎ防 つうか・する ﹇通過﹈ ︵サ変︶ 1 通過する ︽ース

﹇終﹈︵副︶15

八761図

ついに

ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒

十一402囹 うっかり者だから︑ついゆだんをして
逃したのでせう︒
九597図

三百至愛をかくしおきたるを︑碧玉の軍

十一469 先生のおっしゃることが︑つい私の耳を

かれは︑その貰いよいよ研究を重ね︑工

ああ︑多年の苦心は︑つひに報いられた

つひに再び時が來た︒

さんざんに討ちて︑つひに敵軍を攻め破りぬ︒

九悩3

す通りします︒
ありあけ

十一846 つい向かふに︑ぐっと見あげるほどそぴ
十473図
り〇

え立ってるるのが︑有明山である︒

十一鵬2園私は音樂家ですが︑おもしろさについ
十477図

夫を積みて︑つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧

つり込まれてまみりました︒

なる陶器を製作するにいたれり︒

︽ーセ︾

我か陸海軍今曉遂に英米軍と職闘状態に入

十一鵬10團 つい四五日前も︑野原でききやうの花

ついては

十52図

を見つけたので︑

追撃す

かげろふ

十二517園 あんまりへったので︑つい︑うは言が

さざなみ

﹇追撃 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

出たかも知れないが︑
ついげき・す

追撃する

︽ース

十一562図 わが臨 逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せ
﹇追 撃 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

られ︑つひに捕らへらるるに至れり︒
ついげき・する

十二捌9 この道路を︑わが機械化部隊が︑英軍を

ル︾

けちらしながら︑寸時の休みなく追撃する︒

ついて 3について
﹇序﹈︵名︶1

ついで

ついたち 3いちがっついたち・にがっついたち
ついで

十二6110 綱吉は︑法親王に種々御物語をしたつい
﹇就﹈︵接︶1

でに︑︿略﹀心ありげに申しあげた︒

ところへ來た︒

ついては

十946園今日乗ってまみりました馬も︑その中の

十二9710図圓

追討

湊川にて討死仕り候︒

一頭で︑すぐれたアラビヤ馬です︒ついては︑今
﹇追討﹈︵名︶1

日の記念に︑閣下にさしあげたいと思ひます︒
ついとう

戸表に押し寄せるとすれば︑

十一一相6 そればかりか︑追討の官軍がたちまち江

979
つうしん一つかう

通じないから︑
さっちやう

十二価6 イギリスは︑薩長を通じて官軍に好意
を見せようとしてみた︒

十二備10 しかし︑ひとたび外生の地を踏んで︑こ

通信

いかに機械でも︑心は通じるのである︒

とばの通じないところへ行くと︑
﹇通信﹈︵名︶3

十一一筋11

つうしん

利根は︑最後の通信を首にして︑﹁行け︒﹂

五備7 首わのふくろに︑通信を入れてもらって︑
五梛9
の命令とともに︑走り出しました︒

﹇通信紙﹈︵名︶1

通信紙

通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

八652 電信も電話も︑敵のためにごはされたので︑
つうしんし

通江

八653 通信紙をつめたアルミニュームの管を︑鳩
の右の足にとりつけた兵は︑
つうやく
﹇通訳﹈︵名︶2 通澤

つうやく

通課や︑そのほか敷人の者がそばにるました︒

つうやく

七柵10 その時︑ノイツは城外の別館にゐましたが︑

九345 内地なら國民學校四年生のこの少女は︑そ
通路

の後︑皇軍のある隊の通鐸を命じられました︒
﹇通路﹈︵名︶3

八棚5 次には︑砲弾を撃ち出す通路が︑切り抜か

つうろ

れるのです︒

路があり︑

十一晒5 どの家も同じ作りで︑家の中に小さな通
十一晒5 廊下へ出なくてもその通路をくぐれば︑

部落全禮の家をたつねることができる
八779 ルックサックを背負って︑スキーをつけ︑

つえ ﹇杖﹈︵名︶9 杖5こんこうづえ・ゆみづえ
二本の杖をつきながら︑そこへ集った︒

圖をされた︒

ぼくたちも︑みんな杖を振って︑それに答

﹁國﹂﹁民﹂﹁靴﹂﹁杖﹂などの訓は︑一つで

八829
へた︒

受備2
すが︑

これは︑おみやげにと思ひまして︑求

めてまみつた黒竹の杖でございます︒

十一78園

王は︑お持ち蔭りになった杖を︑母宮殿
﹁この杖をかうして持ってるると︑永

下におあげになった︒

十一79
十一82囹

家茂はその陣中に莞じ︑績いて杖柱とも

﹇杖柱﹈︵名︶1 杖柱
こロつ

かちりかちりと︑杖が岩に鳴った︒

久に手を引かれてみるやうです︒﹂

十一836
つえはしら

十二㎜5

﹇使﹈︵名︶δいきづかい・おつかい・おつか

頼みたまふ孝明天皇が崩御ましました︒
つかい

使ひ方←けいこのつ
わが國語には敬語といふものがあって︑

﹇使方﹈︵名︶3

いする・おんつかい・ことばづかい・めしつかい

つかいかた
かいかた

十一255

ぜひとも敬語の使ひ方をよく心得ておか

その使ひ方が特別に獲達してみるから︑

十一256

なければならない︒

使ひ通す

︽ーシ︾

敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心
﹇使通﹈︵五︶1

をこまやかに表すことのできるのは︑

十一317
つかいとお・す

つか・う

つかふ 使ふ

︽ーッ・ーハ・

みなさんのっかってみる机もこしか

﹇使﹈︵五︶18

二966園

ーヒ・ーフ︾

四年の人も︑五年の人も︑六年号人

けも︑長い間はたらいてるます︒

二975囹

みなさんが二年生になったら︑新しい

も︑その前の人も︑これをつかひました︒
二985囹

一年生がはいって來て︑またつかひます︒
です︒

三412囹おくの方のは︑一生使ふだいじなは

あなたがたが使ふ消しゴムや︑ゴムまり

ら︑みかん取り歌を歌ふ人たちで︑

六282 上手にはさみを使って︑みかんを取りなが

も︑

六422園

の間に給をかき始めたのでした︒

六備5 雪舟は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑板

七258 日本人は國語を使ふものだと︑學校で教へ

やがて第二の太鼓が量目髄に響き渡って︑

られてから︑

儀式に使はれるいろいろな祭具が運ばれる︒

九158

十783 鐵材を使ふことができなかったために︑す

わが國で使はれてるた外國製の自動織機と︑

べて木材によって︑︿略﹀作り直して行った︒

佐吉の自動織機と︑

十803

十㎜7 猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいつ
たり︑

したがって︑女の使ふ敬語には︑やや特

殊のものがある︒

十一304

十㎜6 鳴り物を使はないで︑呼び聲でやって來る

徳坤は︑どんなに不自由でも︑國語を使ひ
︽一

七259

使ひわける

者もみる︒
﹇使分﹈︵下一︶1

通して來たのです︒
つかいわ．ける
ケ︾

八801 野田先生が杖でさされる方を見ると︑

語・インド語を使ひわけながら︑

九349

たりするのは︑大きなあやまりである︒

少女は︑たくみに日本語・英語・マライ 十一312 敬語を使ひさへすれば禮儀になると考へ
八828 杖をあげて︑﹁さあ︑おりるよ︒﹂といふ合

つかう一つかむ

980

そよしなか

十一367 日時の國語を自由自在に使って︑その時
十幡7園

頼朝に仕へてるました︒

八378

き

代の生活をこまやかに領し出すことができた
十一3510

てっかのたらうみつもり

木曾義仲の家來︑手塚太郎光盛の娘が︑

十一418園 櫛を使ふことをおきらひだが︑それに

︽1へ︾

は一世に高くなりました︒
︽一へ︾

﹁さあ︑來たぞ︒﹂と︑とのさまのけらい

﹇番﹈︵下一︶4

第三︑第四︑第五と︑道眞は︑目にもとま

﹇仕﹈︵四︶4

仕る ︽ーラ・ーリ︾δ

うちじにつかまつる・かっせんつかまつる・きょ

つかまつ・る

じゅうつかまつる・こうさんつかまつる︒さんだい

十鵬8図圓

同じくは直實が手にかけ奉って︑のち

る・よういつかまつる

のとぶらひをも仕らん︒

兄にておはす上に︑思ふところあり

十一2010図圏 さらば一矢仕り候はん︒

ある日︑岸の草につかまって︑池の外へ出

少彦名神は︑あはの董につかまって︑する

取らうとしても︑なかなかつかまりません︒

これくらみの波に負けるものかと︑︿略﹀︑

つかみかかる ︽i

何か足にさはるので︑つかんでみると︑

オヂイサンバ︑灰ヲツカンデマキマシタ︒

︽ーマ・

たとへ鬼神なりとも︑われら三人がつ

﹇掴﹈︵四五︶10 ツカム つかむ

二932

六115

左の手で︑頭のあたりをつかむと︑あと足

はまぐりでした︒

三776

iム・ーン︾n▽ひっつかむ

つか・む

かみかからば︑などか勝たざるべき︒

十紹3図圖

ラ︾

つかみかか・る ﹇掴掛﹈︵四︶1

はめ板や︑手すりにっかまって支へながら︑

二軸5

六111

すると︑おのぼりになりました︒

五633

てみました︒

五248

にっかまったり︑くつにとりついたりします︒

あとから來た子どもは︑兵たいさんのけん

つかまる ︽ーッ・ーリ︾

まことに御許しあらば︑二の矢仕ら

てわざとかく仕りて候︒

十一669図圓

ん︒

右の手で︑すばやく︑葉といっしょにっか

﹇捕﹈︵五︶5

十一6610図國

九173狼介は︑弓に矢をつがへて鹿介をねらった︒
九梛6 これも手早く矢をつがへてひようと射る︒

つかま・る

︵副︶1

束の間

一人の若い男が︑つかつかと進み出て︑
﹇東間﹈︵名︶1

ほんの束の間の夢であった︒

十二㎜3 しかも︑この御降嫁による公武一和の望

つかのま

みは︑

六115

ぼくが︑山をのぼりかけると︑爾足をしつ

まへました︒

六947

フィリピンで︑ある年の十月の末︑子ども

かりとっかまへて︑引っぱる者がある︒

八83

つかまへようとして手をさしのべると︑鳩

が燕をつかまへました︒

八673

ぼくは︑まだ見たこともないが︑どうかし

は︑また翼をひろげて飛びあがった︒

九㎜1

﹁今度こそ︑つかまへてやるぞ︒﹂

てっかまへてやらうと下垂ごんで行った︒
九㎜8園

五181

つかつか

らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒

六麗4

たちは︑弓に矢をつがへましたが︑

四395

つが・える

つがへる

そののち上東門院に仕へて︑紫式部の名 つかまつる・せぶみつかまつる・そうせいつかまつ

﹁だれが二君に仕へるものか︒﹂

しては︑まあ何といふよい髪でせう︒
十一伽1 漢字ばかりで︑われわれの日常使ふこと
仕ふ

ばを書き表さうとしたら︑どうなるであらう︒
お だ

﹇仕﹈︵下 二 ︶ 2

やまうちかつとよ

つか・う

九6510図 山内一豊︑織田家に仕へし初め︑

九698図國 一豊は仕へて日なほ旧く︑家も貧しか
らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

︽1へ︾

六㎜1

一矢にて射落さんとしけるが︑﹁︿略﹀︒﹂ つかつか

つが・う﹇番﹈︵四︶2つがふ︽ーヒ・ーフ︾呂う
ちつがう
十一6410図

と思案して︑つがひたる矢をさしはっす︒

つがふ

爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑すでに矢取って

﹇番﹈︵ 下 二 ︶ 3

つがふところに︑

十一671図

つが・う

ぼくたちがっかまへたのだもの︒
三994園

八737図 ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひを定め つかま・える ﹇捕﹈︵下一︶8 つかまへる ︽一へ︾
てひようと放つ︒

仕へ

︽一へ・ーヘル︾

つかまへて︑

九602南辻に負ひたるうつぼより︑かりまたの矢 四843 一番しまひにるたわにざめが︑白兎を
を抜きて弓につがへ︑きつねを追ひかけしが︑

﹇仕﹈︵名 ︶ 2

がへ︑︿略V︑しばし堅めてちょうと放つ︒

十一194図三人張りの弓に十三束三伏せの矢をつ
つかえ

九666図國 一豊︑仕への初めなり︒

仕へる

九686図國 君は仕への初めなり︒
﹇ 仕 ﹈︵下一︶5

呂おつかえする

つか・える

やまとひめのみこと

七192 皇大神宮に仕へておいでになった︑尊の御

をば倭姫命は︑
壽がよからうと︑申し出た者がありました︒

八353 困ってみるところへ︑御殿に仕へてるる萬

981
つかめる一つき

をふんばって︑逃げさうにしました︒

取れてしまひまし た ︒

六117 あわてて︑ぎゅっとつかんだら︑あと足が

もん

十二484

つか・れる

1

つかれはてる

長い間の難行苦行に︑身も心も疲れ窒つ
︵下一︶

﹇疲﹈︵下一︶10

つかれる

疲れる

︽一

このつかれはてた鳥を拾ひ集めて︑暖い家

﹇十二﹈

た一人の修行者が︑

︽ーテ︾

つかれは・てる

八104

﹁ようし︒﹂といひながら︑たまをつかんだ

六941

ふくまひこゑ

に入れてやり︑食物を與へてやりました︒

時︑﹁進め︒﹂の號令が掛った︒

じまん

七冊8 彌兵衛は︑かた手にノイツの胸ぐらをつか
んで引きすゑ︑

それも︑一日中︑そのまま眠りとほすので︑

五556

その夜︑つかれて︑うとうとしてるた直筆

つかれると︑ときどき木かげに休んだり︑

が︑

さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く
妙に︑つかれたやうな︑腹立たしいやうな
氣持でいっぱいであった︒

十607

の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒

九榴3

たするめや氷砂糖を︑紙に包んであげました︒

八634

おばあさんは︑つかれないやうにと︑広い

七275

首がつかれないだらうかと思ひました︒

五347

べんけいは︑へとへとにつかれてしまひ

三228

レ・iレル︾皿vなきつかれる

︽ーメ︾

︽iッ︾

ました︒

後から鹿介のもとどりをつかんで引き倒した︒
畠山︑﹁︿略﹀︒﹂といふまま︑大串をつか

九僻6 すると︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑
十二4図

んで岸の上へ投げあげたり︒
やなぎ
楊のわたが︑︿略﹀︒︿略﹀︒子どもたちは︑

それをつかまうとして追ひかける︒

二流6

十二669 後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞
つかめる

多の具足をつかんで︑前へのめらせた︒
﹇ 掴 ﹈ ︵下一︶1

つかる

八2310団夜は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか

つか・める

めさうに近く見え ま す ︒
﹇浸﹈︵五 ︶ 1
だ くりう

十二脳10 肩まで濁流につかって︑打ち込まれる橋

つか・る

柱を︑しっかり支へてるる兵隊がある︒

四356

四355

三197

秋になって︑月がだんだん美しくなり

かぐやひめは月を眺めて︑

月の出る晩になると︑

月のよいばんでした︒

ました︒

四357

います︒

四364園私は︑もと︑月の世界のものでござ

にまみりますので︑

四365園 この十五夜には︑月の世界から迎へ

ひ出してください︒

四413囹どうぞ︑月の夜には︑私のことを思

ぼんぽこぼ

月は十五

月はまつ

みんなそろっ

月にうかれて腹つづみ︑

さあさあ︑集れ︑月が出た︒

舞んでをりませう︒

四414業平も︑あの月の世界から︑お二人を

四422圏圖

んぽこ打ちだした︒

四435圃

四慨4團國月の都の天人たちは︑

黒い衣のそろひでまふと︑

てまひ上手︒

黒やみの夜︒

四慨7圃圓

四榴2圃園白い衣のそろひでまふと︑

夜まんまるい︒

そのうちに︑月に雲がかかりました︒

いくら︑腰や腕がつかれても︑こころよい

月は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑

十川1

五堰4

つかれ ﹇疲﹈︵名︶3 つかれ■おきつかれ・おつ

五皿4

つかれであった︒

﹇月﹈

五撹7 子どもたちは遊ぶことをやめて︑しばらく
88

五鵬8

月は動かないで︑

いで︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒

五柵8 じっと月を見つめてゐますと︑月は動かな

行きます︒

月を見てゐました︒

疲れた五爵ではあるが︑働きぬいた満足
︵名︶

月

五佃4 月は︑今︑雲から出て︑大急ぎではなれて

出たかと思ふと︑すぐまたはいります︒

かれ

十ニー310
つき

で心は輕やかである︒
5おつきさま・おぼろづ

前十一時︑みんなはずみぶんつかれてみた︒

七8210国書のつかれで︑みんなすやすやと眠って 十一885 とうとう合職小屋にたどり着いたのが午
みると︑

八105 さうして︑つかれのなほるのを待って︑南
の暖い國へ送ってやりました︒

き・ひとつきあまり・ふたつきあまり・ぼうえん
きようでみたつき・みかづき・みかづきのかげ︒み

二556月が光ッテヰマシタ︒

つき

疲れき

十川2 いくら︑腰や腕がつかれても︑こころよい
つかれであった︒

つかれき・る ﹇疲切﹈︵五︶2 つかれきる
る

︽ーッ︾

六743 みんな︑つかれきってゐます︒

つき一つき
982

﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂と︑たがひに

いひはってゐました︒

五悩3園

五餌8 しばらく枝こしに月を見てゐましたが︑
五価9 すると︑月は枝の間にじっとしてゐますが︑
雲はさっさと走って行きます︒

五礼3圖ぎんぎら葉の露︑草の露︑月の光が
ぬれました︒

七474 雲もない空には︑月が美しくかがやいてゐ
た︒

すと︑松林の中に石のらうがありました︒

︑
ノ1
40
1月の光にすかして︑あちらこちらさがしま
九913 日や月が東から出て西へはいるやうに︑星
もだいたい東から出て西へはいるのです︒

九槻2前帯 敵遠し月の廣野のはてしなく

九槌3図圃幾山河愛馬と越えて月の秋
こんじやう

て︑日は西へ傾きかけてみる︒

十273 紺青の大空には︑書の月がうっすらと出

十367 望遠鏡の黒い視野に︑月がくっきりと浮き

十348囹 月がすばらしいよ︒
出して見える︒

らかではない︒

十373 だが︑よく見ると︑月の表面は決してなめ

十377囹月の顔には︑ずるぶんあばたがあるね︒
十391 月は地球と違って︑とっくの昔︑すっかり
冷えてしまった天領ですから︑
はんてん

十394 月の中に薄黒い︑大きな斑鮎のやうなもの
があるでせう︒

十396 月には水が一しっくもありませんから︑

月の世界では︑書はこげつくやうな暑さ︑

しょうこ
つくもったところがないのが︑その謹捺です︒

十406

かりに︑私たちが月の世界へ行ったとする

夜はその反封に︑ひどい寒さであらうと

十409

その代り︑一つうらやましいと思ふのは︑

と︑そのけしきはどんなものでせう︒

十417
十417

夜︑月から地球を見るとすると︑

地球の直脛は︑月の約四倍ありますから︑

月から見た地球の美観です︒

十418

われわれが常に見る月の四倍ぐらみな地球
かういふふうに︑月の世界は︑いはばまつ

が︑天にかかって見えるわけです︒

十419
十421

たく恐しい死の世界ですが︑

それでみて︑昔から月ほどやさしい︑平和

な氣持を與へてくれるものはありません︒

十422

殊に日本では︑昔から月と文學が︑まった
く離れられないものになってゐます︒

十425

ごらんなさい︑歌でも︑俳句でも︑詩でも︑

月の世界に都があって︑そこで天人が舞つ

月に關するものがどんなに多いか︒

十427

十427

今日私たちは︑それが死の世界であると知

てるるなどは︑實に美しい想像ですね︒

十429

つても︑やはり月がなかったらさびしい︒
や し
峯の月︑大海原の月︑椰子の木かげの月︑

畠から大きな月が出て來た︒

夜であれば︑また更に美しい︒

十一228図明け行く月に敵の方を見渡せば︑︿略﹀︑

その夜の月の入り方に︑稻村が崎︑に

敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒

はかに二十鯨町干あがりて︑

十﹁242図

十﹇339忌屋白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの数

秋風にたなびく雲の絶え間よりもれ

さへ見ゆる秋の夜の月

十一347図圃

太陽や月が︑大きなかさを着るのはこの

いつる月のかげのさやけさ

雲のかかった時で︑

十一718

太陽でも月でも︑おぼろにしか見えませ

月のさえた夜︑友人と二人町へ散歩に出

十一738
ん︒

て︑

十一価8

清い月の光が流れるやうに入り込んで︑

ちやうど東の空にのぼる月が︑しだいに

それでは︑この月の光を題に一曲︒

月は︑ますますさえ渡って重る︒

ピヤノのひき手の顔を照らした︒

十一㎜10
十︻擢2
十一麗4園

十一擢9

そのきねは︑月の世界の兎がつく餅つき

やみの世界を照らすやう︑

十一泌9

仲麻呂の魂祭せん今日の月︒

なかま ろ

のきねとそっくりである︒

十4210

十二386図魍

十川11

月が出てみれば︑出てみたで美しく︑星の

風のない静かな月の出である︒

椰子の葉越しに︑窓から月の光が美しく

や し

てるる︒

十二伽10

月は死の世界であるといふことを︑私た

月は︑地球を中心として︑ぐるぐる廻つ

ちはすでに知った︒

十二伽3

さし込む夜であった︒

十二御5

へりみすれば月かたぶきぬ

東の野にかぎろひの立つ見えてか

ひむがし

十二426三三

月は︑永久に人間の心の友であり︑慰めで

さういふものがないとしたら︑
や し
十4210 大海原の月︑椰子の木かげの月︑
や し
大海原の月︑椰子の木かげの月︑

十431

十432

十㎜2

あります︒

十別3

十3910 月には水がないといひましたが︑水ばかり
十402 月は︑いつも晴天なのです︒

か空氣もないのです︒

十403 望遠鏡で見てもわかるやうに︑月のどこ一

983
つき一つぎ

十二伽図月
十二旧図 月の軌道

十二㎜2 地球を太陽の中心に置くとしても︑月は
太陽の内部を廻るだけである︒

月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

は︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

十二㎜3 地球と月との距離が︑今の約二倍なくて
十一一伽4

を十ニセンチのゴムまりとしてみても︑

十一一㎜5 月を直言三センチのピンポンの球︑地球
十二伽10 太陽が︑私たちの住む地球から見ると︑

だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑
十二伽10 いふまでもなく︑太陽が月より非常に遠
いところにあるからである︒

十二梱2 地球から太陽への距離は︑凡そ一億五千
萬キロで︑月への距離の約四百倍に掌る︒
十二悩9図魍 菜の花や月は東に日は西に
十二川9園 まもなく月も縮ませう︒
十一一㎜6 スコールの去った東の海から︑やがて月
が出て來るのであ っ た ︒

つき ﹇付﹈与うまれつき・おうまれっき・おちつ
つき
﹇掲﹈与もち っ き

﹇突﹈貼はねつ き

き・おつき・おもいつき・てつき・めっき

つき

二202 ヨンデイクウチニ︑ツギノヤウナウタ

つぎn次﹈︵名︶55ツギ次
ガアリマシタ︒
一一453圏 ツギハボクラノ 學校註ダ︒

三503囹 その水がまだなくならないうちに︑
次の雨がふる︒

四172囹﹁大日本︑その次は何と讃むの︑にい
さん︒﹂

四459 次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ

て︑みどりの島を眺めました︒

みをそろへて行進して來ます︒

先生は︑私たち四年生の人員をお調べにな

九146

次に︑お供へものをいろいろと︑白木の机

かうして︑花が次から次へと︑

次には︑砲弾を撃ち出す通路が︑切り抜か

ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

次に︑私が︑自分でこしらへた前掛をあげ

細道傳ひに次から次へ績いて行く︒

が︑林の間の細道傳ひに次から次へ言いて行く︒

九146 みそまはじめ祭の盛儀を拝観する人々の列

た︒

八二6

やうなものが︑順順に並んでみて︑

八備5 次の室には︑ガラスを張った︑大きな窓の

次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

八鵬10

れるのです︒

春意4

ければならないが︑これはなかなかむつかしい︒

八502 次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げな

八173

いて行って︑ふさのやうになります︒

八172 かうして︑花が次から次へと︑何段かに咲

て玉ぐしをあげて葬みました︒

七433 次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表し

の上に運ばれました︒

七419

つてから︑次のやうにおっしゃいました︒

七71

四496次の朝には︑また新しいちがったもや 六側4 次から次へ︑大勢の生徒さんたちが︑
この次には︑何か︑みもんひんを持って

うが︑美しくあらはれます︒

四櫃9團

この次におあひする時には︑戦車のこと

來てくださるとのことでしたが︑

四三7團

三人並んで次

や︑支那の子どものお話をしてあげませう︒

の段︒

その夜︑私は︑次のやうなことを書いて︑

四川4圖赤いはかまの官女さん︑
五552

次の停留場へ惟た時︑をぢさんは︑そこで

おとうさんにお目にかけました︒

五724

さうして︑次の雲の方へ︑どんどん走って

おりるのかと思ったら︑おりませんでした︒

五鵬5

文子さんが︑四年生になった秋のころ︑兵

行きます︒

五佃4

白い布がはってあって︑それに︑南洋のけ

隊さんから︑次のやうな手紙が來ました︒

六367

次から次へとうつって行きました︒

しきが︑次から次へとうつって行きました︒
六368

さあ︑次には︑あなたがたのすきな動物
次に︑もう一枚の蚕用紙を︑ぐるぐると巻

をうつしませう︒

六439囹

いた︒

六639

この次に雪が降ったら︑またやることに

次から次へ思ひ出される︒

見る見るまぐろもさめも︑次から次へ行儀

九754 この調子で次も焼かうと思ふ︒

九493 次から次へ行儀よく並べられる︒

よく並べられる︒

九492

九248團

馬燈のやうに次から次へ思ひ出される︒

六925園次に進めの號令を掛けたら︑攻撃を始め 九248国 勝ちぬいて來た激戦の叢雲の場面が︑走
る︒

六968囹
する︒

川をさかのぼって行くと︑りっぱな橋が︑

九755

次から次へとかかってゐました︒

六槻8

次から次へ︑大勢の生徒さんたちが︑足並

橋が︑次から次へとかかってゐました︒

この次には︑何とかしてうまく焼きたいも
六側4

六通8

つぎ一つぎつぎ

984

のだと思ふ︒

九躍4 次の日は︑雪が晴れた︒

十117 大尉がそれを取って見ると︑次のやうなこ
とが書いてあっ た ︒

十761 次から次へと︑佐吉の考へは高まって行つ
たが︑
やまがたさんぽう

十761 次から次へと︑佐吉の考へは
十853 その夜︑山縣参謀総長から︑次のやうな電
報があった︒
十926 うちとけた爾將軍の話が︑次から次へと績
いた︒

十926 爾將軍の話が︑次から次へと績いた︒

十941 それからステッセル將軍は︑次のやうなこ
とを申し出た︒

十伽1 次の部屋へはいると︑こくそをつめた白木
の盆が︑うつ高く積んである︒

十㎜8 姫路少年隊には︑次のやうな美談がある︒
十﹇373 次にかかげる文章は︑
十﹇463 ﹁はい︒﹂と答へて次の間から出て來た犬
おほとものやかもち

きが︑その車を 引 い た ︒

ことばは︑今日國民の間に廣く歌はれてるる︒

月明かり

九606図譜は︑︿略﹀︑きつねの前なる土に立ち︑
きつねは︑その矢につき當りて倒れたり︒

し

つぎあはす

月影

︽ーシ︾

﹁︿略﹀︒﹂といふ答へを聞くが早いか︑ト

﹇付添﹈︵名︶1

つきそひ

おとうさんと私は︑つきそひの人たちの

︽ーチ・ーッ︾

されど︑これより下︑十四五丈ばかりは︑

こけむしたる岩石︑壁のごとくつき立ちたり︒

八339図

門の柱にぐざと突き立つたり︒

十一665図矢はかぶとの星を射けつつて︑後なる

左端の穗高に績いて︑槍岳が︑それこそ

天を突く槍の匙先のやうに突き立ってるる︒

十一937

まるで︑つきたての餅を︑手でまるくした

﹇突立﹈ ︵下一︶ 1 突き立てる ︽一

り︑長くしたりするのと同じやうに︑

テ︾

つきた・てる

十494團ざくつとおや指を皮に突き立てたら︑し

ゆつと︑しぶきがほとばしって︑

日本の國は︑わが子わが孫︑その子その

﹇次次﹈︵副︶12 次々

五963園

つぎつぎ

一人倒れ︑二人倒れ︑三人︑四人︑五人と︑

孫の︑次々にお治めになる國であります︒
六佃9

次々に倒れて行きます︒

まつ偵察機隊が出走し︑八時を過ぎて︑大

ていさつ

これから葉月が次々にくだる︒

やがて︑十人目二十人︑次々にすべり始め

七811團大きな聲で︑次々に番號を送って行きま
す︒
八821
た︒
九543

わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち

編隊は︑敷隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒

十622
十663

第二・第三の雷撃機隊が︑次々に現れて攻

着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒
十研10

撃にかかる︒

翌翌網へいどみかかった︒

兵士は︑はさみを手に手に持って︑次々に

十榴3

︽⁝シ︾

突き立つ

山寺では︑この火を見て早鐘をつき出した︒
つき立つ

﹇突出﹈︵五︶1

﹇突立﹈︵四五︶3

つき出す

八9710

昔の人はど つきたて ﹇掲立﹈︵名︶1 つきたて

神さまは︑その土地をつぎあはして︑國

﹇継合﹈︵五︶1

か
十一62圃氷塊と氷塊がつきあたり︑噛みあひ︑

三145

つぎあわ・す

や

椰子の林に

照る月影を︑

﹇月影﹈︵名︶1

を廣くなさいました︒
つきかげ

八55圃

月ごと

月ごとに︑あのあはい三日目の影を浮かべ

﹇月毎﹈︵名︶1

う見たか︒

つきごと

九摺9
ながら︒

その上に︑楊の枝をたばねて突きさしたの
︽ーセ︾

やま

つきさ・す ﹇突刺﹈︵五︶1 突きさす ︽ーシ︾
やなぎ

九鵬6

つきす

み
つきせぬ親

青山にこもる大

悲憤の涙わきぬべし︒

鎌倉宮にまうでては︑

春秋のながめっきせず︒

海原に敷島の國︑

﹇尽﹈︵サ変︶2

があり︑石ころを積み重ねたのがあり︑
つき・す

枠︑

九61田圃

十二765図魍

王のみうらみに︑

こ

ン︾

十悩4

つきた・つ

十234

つきだ・す

休むところで待ってゐました︒

四751

つきそい

ラックは︑市の中央部へ突き進んで行った︒

十二221

士の前には︑

砂にまみれ︑血にまみれて突き進む皇軍將

十二413 大伴家持が長歌の中によみ入れた次の つきすす・む ﹇突進﹈︵五︶2 突き進む ︽ーム・一
しよ く く わ う

十二撹2 これを燭光であらはすと︑その敷は︑

﹇月明﹈︵名︶1

﹇継﹈δあ と つ ぎ

三の次に零を二十七つけたものになる︒
つぎ

つきあかり

つき

十号4 折悪しく月明かりだったので︑︿略﹀敵軍
は︑いち早くわが船團の近づくのを感知した︒

つきあた・る ﹇突当﹈︵四五︶3 つきあたる
︽ーリ・ール ︾

六342国 魚雷をうち出すと︑生きた魚のやうに︑

當る

︿略﹀︑敵艦をめがけて行って︑つきあたる︒

985
つきつける一つく

十一一皿2

つきつける

突き

かうして敵が次々に爆破して行く橋梁を︑

敵は次 々 に 敗 軍 し ︑ 敗 走 す る ︒

十二729 六箇所の重傷が次々に縫ひ合はされた︒
十一一鵬10

︽ーケ︾

﹇突付﹈︵下一︶3

わが工兵隊は︑また片端からかけ渡して︑

つける

つきつ・ける

六㎜5 一人の若い男が︑つかつかと進み出て︑
彌兵衛は︑︿略﹀︑かた手に短刀を抜いて︑

︿略V︑弓と矢を︑二季につきつけました︒

七夕9
その胸に突きつけました︒

突き

七伽1 彌兵衛は︑ノイツの首に刀を突きつけたま
ま︑︿略﹀︑きっとあたりをにらみました︒

つきとくも ︹課名︺2 月と雲

五醜1 二十一 月と雲
﹇突抜﹈︵下一︶2

︽ーケ︾

つき抜ける

五310 二十一 月と雲⁝⁝⁝二二

抜ける

つきぬ・ける

ゆめに見た神様の劒が︑ちゃんとありました︒

六72倉へ行って見ますと︑屋根をつき祓けて︑

まで突き抜けて走 る ︒

十一一㎜1 くちをしさが︑足の先から頭のてっぺん
つきのせかい ︹課名︺2 月の世界

月見
月夜

壷きる

︽ーキ・

月夜の晩︑子どもたちが五六人集って︑か
つきる

以來︑神宮御造螢の用材は︑永久につきる

﹇尽﹈︵上一︶5

げふみをして遊んでゐました︒

五麗2
つ・きる
ーキル︾

九122

窓の外のけしきは愛っても︑山から山へ績

心配がなくなったのである︒

九131

前後七年にわたる長い職に︑尼子方は多く

く＜略﹀みどりの森林は︑つきることがない︒

九欄1
りやうしよく

弓折れ矢垂きて︑勝久はいさぎよく切腹す

討死し︑それに糧食がとうとう書きてしまった︒

九燭3

突く

︽ーイ・！カ・一

林を出はつれて︑頭の上の緑のおほひが

ることになった︒

十一815

つく

書間は︑まだ暑い暑いの歎聲が口をついて

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

九価2

めざす地鮎に來て︑雨をついて雲の下へ出

出て來る︒

十603

てみたが︑敵艦の影はなく︑
十鵬4ロロ凶器の放つ矢に︑畠山︑馬の額を射られ︑

で

は

うりふ

馬はねあがれば︑弓杖ついており立ちたり︒

十一536図片岡・出羽・瓜生・東郷︵正路︶の諸

左端の穂高に輝いて︑槍岳が︑それこそ

隊は︑敵の後尾をつく︒
十一936

かう

不断の花

天を突く槍の穗先のやうに突き立ってるる︒
ふだん

ら

いしだう

十一鵬2図圃高く鼻つくいその香に︑

き

のかをりあり︒

熱帯の海から流れ起る黒潮︑︿略﹀︑東

騎にて︑︿略﹀︑あとを突かんと取り巻きけり︒

十二921図吉良・石堂・高・上杉の者ども六千鯨
十二柵5圃

﹇着﹈︵四五︶21

つく 着く ︽ーイ・ーキ・一

へ轄じて︑遥かにアメリカの大陸をつく︒

ク︾呂おちつきはらう・おちつく・おつく・およぎ

つ・く

三522 都について︑とのさまのけらいになり

つく・たどりつく・のぼりつく・ふなつきば

けさ︑元氣で︑こちらへ着きました︒

ました︒

五88国

じ

川の近くにある停車場に着きました︒

も

五507

ます︒

彌兵衛が︑末次船二さうを仕立て︑荷物や

八337図

八804

野を過ぎ山を越え︑なれない道を一月下り

いよいよ︑スキー場に着いた︒

︑50
ノ︻U− 静かに下へおりて行って︑地に着いた︒

も歩き績けて︑やうやく鎌倉に着きました︒

八393

やや平なるところに着きぬ︒

流るるやうにすべること二町鯨にして︑

八227国旅客機で朝だてば︑夕方には大阪に着き

かうぺ
乗ると︑四日めには神戸に着きます︒

八226国毎日のやうに汽船が出ますので︑それに

武器を積んで︑皇湾に着いた時︑

七佃1

ろ門司を出航します︒

あと足を曲げて︑前足をついてすわった 七566 この船は︑あすの朝門司へ着いて︑正午ご

今まで︑羽をついてみた花子さんと春

﹇突﹈︵四五︶14

壷きてしまった時︑
つ・く

四655

キ・ーク︾

枝さんは︑

五252

ふところにかくしてみた劒を抜いて︑たけ

かっかうは︑

七167

われ︑敵の後を突かん︒

るの胸を突きました︒

八326図國

杖をつきながら︑そこへ集った︒

ぼくたちは︑︿略﹀︑スキーをつけ︑二本の

八779
月日

十341 六 月の世界
﹇月日﹈︵名︶2

十27 六 月の世界⁝⁝⁝三十四
つきひ
たってしまひまし た ︒

六215 いつのまにか︑十年といふ長い月日が︑ 九631図 景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ
七掴7 かういふかけ合ひをしてみる間に︑むなし
﹇月見﹈︵名︶1

く月日が過ぎて行きました︒
つきみ

﹇月夜﹈︵名︶1

十一鵬3再論 何着ても美しうなる月見かな
つきよ

つく一つく

986

な かだち

九137 谷間をのぼって行くと︑やがて標高千百五

︽！イ・ーカ・一

んについておまるりをしに行きました︒
梅ばちのもんがついてゐました︒

三685

つく

六893

にいさんの赤いえりしゃうには︑星が

方々のへやをまいて歩くと︑妹や弟が

︿略﹀と歌ひだしました︒それについて︑

山へ行って︑さか木を︑根のついたまま
それと氣がつかないほどでしたが︑︿略﹀︑

みことは︑︿略﹀︑川について︑だんだん山

さういはれてみると︑うちには︑桑の木が
文子さんは︑利根がどこへでもついて來る
學校へ行く時︑何べん追ひかへしても︑あ
利根のついてみる部隊は︑何倍といふ敵を
つり糸をいちっていらっしゃったが︑ふと︑

枝についたままで︑たくさん船に積みまし
枝についたままの︑美しい︑かをりの高い
ふり返って︑足あとを見ると︑くねくねと︑

たちばなを︑みささぎの前に供へて︑

六234

た︒

六222

つりばりのないのに氣がついて︑

五柵5

相手に︑はげしく職ふ時が來ました︒

五柵7

とからっいて亘るのには困りました︒

五糊7

ので︑かはいくてたまりませんでしたが︑

五㎜5

ないことに氣がつきました︒

五323

おくへおはいりになりました︒

五266

それが二本のかはいらしい足になりました︒

五234

ほって︑持っていらっしゃいました︒

五58

子どもたちは聲をそろへて歌ひました︒

四佃3

後からついて來て︑

四965

一つついてるました︒

四772

ててやめました︒

三人が︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足

曲ってついてみた︒

あとも︑並んでついた︒

六899

ます︒

手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋

うまいところに氣がついたな︒

ちよつと下を見ると︑足がぴったり板につ

すると︑その右の足に︑日本の文字を記し

はす

それが花の軸で︑その先に︑赤むらさき色

おとうさんについて︑私も町角まで見送り

飛び去ったあとの木の枝には︑かはいさう

午後は︑先生について︑一人一人︑正しい

うさんとは氣がつくまい︒﹂

九192国老

﹁これでは︑義男たちが見ても︑おと

八悩9 れんげうの花は︑員黄色で︑枝一面につき

てるますが︑

八事2 そこには︑いろいろこみ入った道具がつい

こにるるのか門馬がつきません︒

八備3 ちよつと砂をかぶると︑上から見ても︑ど

つか並んでみるガラスの箱でした︒

八㎜5 まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑いく

い刃物が︑

八棚6 まるい鋼鐵の棒の先についてみる︑するど

すべり方を教へていただいた︒

八857

にも︑赤い血がついてみた︒

八675

ました︒

八637

の︑大きな蓮のつぼみのやうなものがっきます︒

八171

た︑小さな金屡の板がついてゐました︒

八84

いて︑離れないやうな氣がします︒

七926

七724囹

のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒

七115

ました︒

勇さんも太郎さんも︑氣がついて︑あわ 六鵬5 菊の御紋のついたまん幕が︑風にゆれてゐ

十メートルの中立神宮備林に着く︒

68

三865

三723竹の先についてみる白いねぎが︑

奉天に清いた︒

九946囹 ︼人幾らず目的地に着くやうに︒
しへい

九獅11

十878 十一時十分前に︑ステッセル將軍が會見所

九㎜7 四平に着く︒
に着いた︒

十鵬6図岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと
もせず︑︿略﹀︑向かふの岸に着きにけり︒

十欄8 内地に着きさへすれば︑完全な治療をする
病院が︑この勇士の患者たちを待ってるる︒
十一川10 小さな山の騨に着くたびに︑かごを頭に
載せた女たちが︑︿略﹀物滞りにやって古る︒

た︒

十二544 羅刹は座に着いて︑おもむろに口を開い

︵五︶

ツク

十二麗10 無事京都に着くことのできたのは︑宮の

﹇付﹈

﹇ 漬 ﹈ ︵ 四 ︶与みつく

御使ひだけであった︒
つく
つ・く

δおいっきたてまつる︒おっつく・おも

いつく・かみつく・からみつく・きつく・くっつ

キ・ーク︾

く・くみつく・こおりつく︒こげつく・こびりつ
く・しがみつく・すがりつく・すみつく・だきつ
く・ちかづく・とびつく・とりつく・につく・ねつ
く・やきつく・やけつく

一285 シロモ︑ヨロコンデツイテイキマス︒
一464
ネエサントフタリデ︑ツイテイキマシタ︒
一77犬
5ハ︑ケライニナッテ︑ツイテイキマシ
タ︒

三126春枝さんもついて行きました︒
よいところへ氣がつきました︒
三497囹
三671私は︑弟の 一郎といっしょに︑おかあさ

987
つく一つく

十㎜4

かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑

午後二時︑下山の途についた︒

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒
十一972

か

かやをつって︑きらきらと輝く南半球の

も

十一㎜12

黒と黄色のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼ

ともつかないものが︑ふはふは飛んで來たり︑

十二桝1 魚雷登射の持ち場についてみた勇士たち

再び軌道車に揺られて︑蹄途につく︒

星を眺めながら疲につくのである︒

あの内地の山によく似た山脈の森の中に

十一川6

十ニー310

セレベスの夜の静けさは︑内地の都邑や

せう

敵の大空襲かと︑戦圖配置について照

全員はたちまち配置についた︒

は︑艦長のこの命令を意外に思った︒

十二㎜6

住みついた日本人の男女を見ると︑マラ
くべつ

十一泌10

は︑

準を定め︑ねらひ績けてるた高角砲の勇士たち

じゅん

十二別8

ても︑やはりついて行かないではゐられない︒

十二347園追ひつけないから︑もうよさうと二つ

イ人とほとんど戸別がつかないほどである︒

町に住む人々には︑想像もつかないであらう︒

十一㎜9

は︑どんな動物がみるのか想像がつかない︒

十一川4

く

がどの邊にあるか︑ほとんど類意がつかない︒

九196国戦闘が一段落ついたので︑今日は久しぶ 十一搬4 まして平原にある友軍陣地からは︑それ
りの休養だ︒

ついて出て行く母の後姿がちらと見えたきり︑

九338 しばらくして顔をあげると︑巡査のあとに
九808園 馬が悪いのではない︑扱ふ人がいけない
から︑馬に悪いくせがついてしまふのだ︒
がっきません︒

九881 いったいどれがどうなのか︑さつぼり見當
九892 しかし︑かういっただけでは︑まだなかな
か見當がつかないでせう︒

九923 その位置を畳え︑更に十時︑十一時に見る

十二3410囹結局︑足もとにも寄りつけないと感じ つ・く ﹇提﹈ ︵五︶ 8 ツク つく ︽ーイ・ーキ・ー

と︑この動き方が大てい見當がつきます︒
九976 初めは何も氣がつかなかったが︑

あくま
ただ︑ふとそば近く︑恐しい悪魔の姿を

母・兄・誉者の顔も︑ぼっとして見分け

した羅刹のみるのに氣がついた︒
十二698

もちろん︑かういっただけでは︑ほとん

がっかない︒

十二伽10

つく

︽ーイ・ーク︾

殊に地平線上の雲の影は︑容易に見わけ

ど見當がつかない︒

十二川1

﹇吐﹈︵五︶2

のつかないことが多い︒
つ・く

六櫃7みんなは︑ただ︑よったやうになって︑大
飛び出して行った魚雷のうなりを聞いて︑

きなため息をつくばかりでありました︒

十二鵬12

つく

︽ーイ・ーキ・ーク︾

二572圃

ソレデ米ヲツクト︑隠蟹ネヤタカラモ

おもちっきつきとんで吝い︒

二572間おもちっきつきとんで襲い︒
一一89一

米ヲツイテミマスト︑キタナイモノバ

ノガ︑タクサン出マシタ︒

二895

カリ出マシタ︒

六824園うち中でついたかき餅と︑あなたたちが

しり
地べたに尻もちをついて︑穴をほったり︑

早戸って作った干柿と︑

十矯8

土で里子のやうなものをこしらへたり︑

米をつく︒

きうす
十一泌9 廊下にもみを干し︑小さな木臼を忍んで

矢も皆垂きければ︑大太刀︑大長刀を左

﹇尽﹈︵上二︶2 壷く ︽ーキ︾
おほなぎなた

のきねとそっくりである︒

十一泌9 そのきねは︑月の世界の兎がつく餅つき
つ・く

十一653図圏

敵は大勢なり︑もし矢盤きて打物に

右に持って︑散々になぎ倒す︒

君が代を歌ひ終った徳坤は︑その朝︑︿略﹀︑ 十柵8図

爾方に分れて︑それぞれ陣地についた︒

﹇就﹈︵五︶10

襲射管員は︑ほっとため息をついた︒
つ・︿

六908
七2910

ほかの班のものは︑まだ床についてみる︒

やすらかに長い眠りにつきました︒

智慧5

ク︾

十二4910

ながら︑ついて行くのである︒

九997 ふと氣がつくと︑小島くんの姿が見えない︒
しか
九偽1 床の間には︑︿略﹀大きな鹿の角と三日月
の前立てとのついたかぶとが︑かざってある︒

九梱9 今まで敵についてみた重臣が︑再々と勝久
しょくたく

のところへ集った︒

九㎜10 食卓には︑電燈が明かるくついてみる︒
か町へはいってみた︒

九㎜4 ふと氣がつくと︑﹁あじあ﹂はいつのまに

がっかないもののやうである︒

十213 村では︑︿略﹀︑さっきの地震には︑一向氣

十267 始めてわれにかへった村人は︑この火によ
つて救はれたのだと氣がつくと︑
ふんどう

十713 そのすぐあとから︑駆逐艦がついて行く︒
十榴7 なるほど︑室の横側には︑重い分銅のつい
た仕掛があって︑

家にもどって行ったりする︒

十㎜4 ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわてて
十一895 いつのまにか大木が少くなって︑せいの
低い細い木が目につくやうになった︒

﹇ 着 ﹈ ︵ 下二︶2

つく

着く

︽ーケ︾﹇▽いつ

ならば︑︿略﹀︑つひにはかなふべからず︒

く・ききつく・とりつく・なげつく

つ・︿

十一179逸士の御旗に日月を金銀にて打って着け
源義朝は︑︿略﹀︑鍬形打つたるか

みなもと の

たるが︑天日にかがやき渡り︑

﹇ 注 ﹈ ︵ 五︶2

つぐ

︽ーイ︾

ぶとをつけ︑黒馬に黒くら置いて乗ったりけり︒

十一623図
つ・ぐ

七157 酒もりが認ると︑この少女も座敷へ出て︑
酒をついでまはりました︒

八584 在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團の人々
が並んで︑萎湯をついであげてゐます︒
︽ーイ︾n▽あいつぐ・か

︽ーゲ︾
てんがい

いんだ︒

十一川1

家の中の机の上に︑大きなとかげがちよ
机とこしかけ

こんと頭をもたげてすわってみたり︑
︹課
口︺
つくえとこしか
け
2

二十三机とこしかけ
二十五 つくし⁝⁝⁝百二

3

つくし

つくし

陛下には︑將官ステッセルが祖國のた

全力をつくせ︒

それまでの間︑どうとでもして看護の手を

義貞今臣たるの道を霊くさんため︑

源平敷を葺くして勝負を決せんこと︑

たとへ治療のかひはないにしても︑で

聞多︑三十歳の壮年に及んで︑何一つ

もろやす

今こそ師直・師泰の軍に立ち向かひ︑

もろなほ

大敵︑今勢を孟くして來たるなれば︑

義を立て︑理を斎くし︑情を述べて残る

﹇熟﹈︵副︶5 つくづく

家に臨りて︑コ︿略V︒﹂とひとりごといひ

十二旧3囹私は︑日本の軍隊がつくづくうらやま

しくしたいものだと︑つくづく思ひました︒

十﹇m1国もつともっと心をやさしくし︑心を美

十一973 ﹁山は廣い︒﹂と︑ぼくはっくづく思った︒

しに︑妻つくづくと聞きて︑

九669図

んだ歌のとほりだと︑つくづく思ひました︒

八244団﹁︿略﹀︒﹂と︑一年の時に︑みなさんが讃

つくづく

ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

十二榊6

今度の合戦は天下の安否たるべし︒

十二9910図圓

身命を塗くして合職仕り︑

十二989図國

︿略﹀︑かひなき世のそしりをも受くべく候︒

十二984図二手を短くして合職仕り候はずば︑

孝行も書くさないのに︑

十二734囹

きるだけの手を書くさないでは︑

十二712園

決してしかるべきにあらず︒

十一612図圏

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十一236図國

潜くし︑無事に送り届けてあげなければ

十川10

くんこう
めに墨くしたる動功をよみしたまひ︑

十856疋田

十616園

つくすまで︒

六995園机の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細 九245亭亭 ただ身にもてる眞心を︑ 君と親とに
お経を讃まうと思ふのだけれど︑机に向

かふと︑つい︑給がかきたくてたまらなくなる︒

六四9園

次に︑お供へものをいろいろと︑白木の机

の上に運ばれました︒

七419

私たちは︑めいめいのグライダーを机の上
ここまでいふと︑母はこみあげて載る悲し

に置いて︑おべんたうをたべた︒

八531
九3210

會後室に當てられた部屋には︑大きな机を

さにことばも止って︑机の上へつつぶしました︒

十841

用意し︑眞白な布を掛けた︒
十898

一同は机を取り園んで着席した︒
なし
庭へ出した机の上に︑梨やぶだうを供へた︒

纏ぐ

十窟12

﹇継﹈︵五 ︶ 1

たりつぐ

さうして︑その夜はまんじりともせず机

つ・ぐ

十一M2

告ぐ

に向かって︑かの曲を譜に書きあげた︒

十備4 夜を日に継いでの仕事に︑さしもの大堤防
﹇ 告 ﹈ ︵ 下二︶1

も︑日ならずしてできあがった︒
つ・ぐ

二王立ちとなって僚機に別れを告げ︑

十174図圃 汝︑にっこりとして天蓋を押し開き︑

二964
二313

二十五
﹇土筆﹈

二醜1
つくし

つくし

つくえ﹇机﹈︵名︶16机Oおんつくえ・ぬりつく 二311 二十三机とこしかけ⁝⁝⁝九十六
え

けも︑長い間はたらいてるます︒

一一966園 みなさんのっかってみる机もこしか つくし ︹課名︺2 つくし

もこしかけもあったのです︒

あったかい日に︑
目がさめた︒

︽⁝サ・

二醜6圃

すぎなの子︒

蓋くす

つくし だれの子︑

つくす

土手の 土 そっとあげて︑ つくしの
﹇尽﹈ ︵四五︶12

ーシ・ース・ーセ︾救うずめつくす・ささげつくす

っく・す

ばうやが のぞいたら︑

二欄3圏

のばうやは

二齪4圃

3
と

二977園 みなさんの生まれる前から︑この机

やりませうね︒

二985園 この机やこしかけを︑かはいがって
六612 机の引出しを︑かたづけてみると︑
六616 ぼくは︑︿略﹀︑机の上を見たり︑外のけし
きを︑のぞいたりしてみた︒

六813 弟は︑自分の机の前へ行って︑何かさがし
始めました︒

ぽ置
か（
ぽ名
か）

つく一つくづく

988

989
つくつくぼうしつくつくぼうし一つくる

しくてならないの で す ︒

︵感︶

−

つくつく

﹁つくつくぼうし︑つくつくぼうし︒﹂

ぼうし︑つくつくぼうし

つくつくぼうしつくつくぼうし
九価7

つくり ﹇作﹈︵名︶1 作り5あらきづくり．いか
ものづくり・こがねづくり︒しらきづくり

﹇作 上 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 2

作りあげる

︽ー

十一泌4 どの家も同じ作りで︑家の中に小さな通
路があり︑

つくりあ・げる
ゲ・ーゲル︾

八482 どこまでも︑正確に作りあげるといふ注意
が︑大切だといは れ た ︒

︵四︶

これもまんまと失敗であった︒
﹇ 作給﹈
つみ

1

︽ーシ︾

作りたまふ ︽一

十778 これならといふ一箱の織機を作りあげたが︑

つくりたま・う
フ︾

作り直す

十m1図圖 いたく罪作りたまふな︒
﹇作 直 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

89

つくる

作る
Oおつくる・にづ

ツクル

十784 すべて木材によって︑こまかなところまで

つくりなお・す

︵四五︶

作り直して行った ︒
﹇作﹈

︽ ー ッ ・ ー ラ ・ ー リ・ール・ーレ︾

つく・る

一40一 ニイサントフタリデ︑ハコニハヲツクリ

くりば

マシタ︒

一403 ツチヲタカクシテ︑山ヲツクリマシタ︒
一404 山ノソバニ︑川ヲツクリマシタ︒
テ︑イケヲツクリマシタ︒

一565 イサムサントマサヲサンバ︑スナヲホッ

二82 勇サンバ︑カミデテルテルバウズヲツク
リマシタ︒

二542 ニイサント直人デ︑雪ダルマヲツクリマ

シタ︒

はまべの砂で山を作りました︒

五348

私は︑早くまゆを作るところが見たいので︑

﹁今︑三眠ですから︑もうあと一度眠っ
五392囹

﹁さて︑どこにまゆを作らうかな︒﹂とい

さあ︑もうちき︑まゆを作りますよ︒

文子さんは︑日の丸の小さな旗を作って︑

消しゴムや︑ゴムまりも︑はるばる南洋

日本と同じやうに︑南洋でもお米を作っ

てるるのは︑おもしろいことではありませんか︒

六468園

から海を渡って來たゴムで作ったものです︒

六424囹

たちの喜びとは︑

六277 そのけしきの美しさと︑みかんを作った人

を︑持って行ってあげたいと思ひます︒

六175團おみやげに︑わたしの作ったお人形さん

利根の首につけ︑

五麗4

たくしとはけで︑馬のからだをこすって︑

五664国外へつれ出し︑ひづめを洗ひ︑鐵で作っ

ふやうなやうすをしました︒

五396園

たら︑まゆを作りますよ︒﹂

五354園

犬ノオハカヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ 五351囹 ﹁いつごろまゆを作るでせう︒﹂
太郎さんは︑ねえさんや弟たちと︑ささ

松ヲ一本ウエマシタ︒

二886
三244
の葉を取って︑ささ舟を作りました︒

三453正男さんは︑この川で池を作ったり︑
三782

すると︑波がだんだんよせて來て︑せっ

魚をすくったりして遊びます︒

三783

勇さんと太郎さんは︑ぐわようしでめん

かく作った砂の山が︑くつれだしました︒

三813

二人は︑はさみでゑを切りぬいて︑め

を作って遊びました︒

三825

んを作りました︒

それから二人は︑あつい紙で︑舟を二
﹁くりぬいて︑舟を作るがよい︒﹂

つ作りました︒

三831
四99園

そこで︑大勢の大工を集めて︑舟を作
ることになりました︒

四103

にいさんが作った小さな温床に︑

六帽4 この鐵條網に破壊筒を投げこんで︑わが歩

六櫛5

いくつもいくつもこしらへた︒

六921囹﹁たまを作れ︒﹂みんなは︑雪のたまを︑

の上に︑旗を立てるのである︒

六913 高さ一メートル半ばかりの山を作って︑そ

手傳って作った干柿と︑それに︑栗もあるから︑

六825園うち中でついたかき餅と︑あなたたちが

て送ってあげませうよ︒﹂

六803囹 ﹁おかあさん︑うち中で︑みもん袋を作っ

六678囹ぼくが︑考へて作ったのです︒

はいるくらみの大きさに作って︑

四124園あの勢のよいくすの木で︑作った舟 六644 さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑するすると
毎日竹を切って側て︑ざるやかごを

だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒

四325

ちゃうど水しゃうで作った木のやうで

作ってゐました︒

四503
す︒

四883團をぢさん︑この間作っていただいた
たこを︑今日あげてみました︒
さうして︑北風の作った雪の山や︑氷の池

きれいな玉をたくさん作って︑首かざりの

を︑少しでもとかさうとします︒

四備6

五56

強い酒をたくさんつくれ︒

やうに︑ひもにお通しになりました︒
五292園

つくろう一つくろう

990

兵のために︑突撃の道を作らうといふのです︒
らんなさい︒
れんぐわ

七103囹 持って胴って︑みんなで標本を作ってご
ねんど

のやうなものです︒

七249 土角といふのは︑粘土を固めて作った煉瓦

後︑かりに作られた治療所で手術を受けました︒

ちれうじよ

七255 少年の傷は思ったよりも重く︑その日の午

ろ

七346 光明皇后は︑手足の痛む病人や︑︿略﹀の
ふ

ために︑藥の風呂を作っておやりになりました︒

七607 賊は︑大きなはしごを作り︑これを城の前
の谷に渡して橋にした︒

り來たりして︑すを作る仕事をつづけました︒

七価7 くもは︑この上を︑いそがしさうに行った

す

八111 今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑來年
また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒
なつかしいでせう︒

八122 何よりも︑あの家の軒下に作った古巣が︑

八153 バナナの畠は︑キャベツか︑それとも︑カ
﹁今日から︑グライダーを作る︒﹂

ンナでも作った白田のやうな感じがします︒

八463囹

八474 私たちも︑あんなのを作るのかと思ったら︑
なほうれしくなった︒

八484圏 動かないものを作るなら︑少しくらゐ寸
法がまちがっても︑できないことはありません︒
八489 きちんと作るためには︑設計圖がいる︒

八502 次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げな
ければならないが︑これはなかなかむつかしい︒
も︑御命には代 へ が た し ︒ ﹂

八763図園 ﹁たとへ︑金銀にて作りたる弓なりと
八971 大砲を作る工場へ行ってみると︑
八麗10 この砲身をのせる︑鋼鐵で作った肇もいり
ます︒

八鵬3

それらも︑やはり同じ工場で︑受持受持に
作られたものは︑最後に︑職工さんたちの

よって作られます︒

八鵬3

いろいろな大砲が︑どしどし作られて︑日

力強い手で︑だんだん組み立てられて行きます︒

八餌3

本の國をしっかり守ってくれるのです︒
す
かささぎは︑巣を作らうとして︑あちらこ

八観4

かささぎは︑毎年新しい巣を作って︑ひな

ちら飛びまはります︒

八梛5
鳥を育てるのです︒

九92図尊︑これををさめて︑后のみはかを作ら
祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮・外宮の

せたまふ︒

九148

日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振

御神木の前に南面して作られてみる︒

九327囹

先生︑この間から︑いろいろ考へてるた

つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒

九392園

腰には︑毛皮で作った小さなざぶとんのや

のですが︑とうとうこんなものを作りました︒

九772

私たちが︑小さなグライダーを作って飛

うな腰皮をさげてみる︒

上江6園

勝久を奉じる尼子勢は出雲に入り︑一城を

ばしただけでも︑うれしいのですから︒

九捌8

オボといふのは︑︿略V︑小高い岡に作られ

築いて三度ときの聲を作った︒

九㎜5

いつみ

いっとはなしに信仰となって︑このやうな

たり︑泉のそばにまうけられたりする︒
しんかう

九㎜1

この御苑は︑明治天皇御みつから︑︿略﹀︑

オボを作り︑大地をまつるやうになった︒

十93図

自然のままに作らせたまひ︑

貞童は︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑と
んぼを入れた︒

十299

十346園
です︒

にいさんが旗艦望遠鏡を作ったんだ︒

十㎜5園さび土と漆と︑まぜ合はせて作ったもの

十梱1 さうして︑時々︑くじゃくの羽で穂先を作

つた細い筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒
そうあん
きれいに作ったしば垣の内の僧庵に︑

ああ︑あれはぼくの作った曲だ︒

十一3710

十一鵬3園

一人遅兵隊さんが︑俳句を作ったから見

てくれといって︑夜中にやって來た︒

十一偽9

てんすみをけ

家の軒下には︑直径一メートル半もある︑

火山灰の降らないところに︑新ラバウル

トタンで作った圓筒形の天水桶が並べてある︒

ゑんとう

十一鉗10

十一麗9

住宅の周圏には︑すくすくとのびたゴム

ほさう
川にそって作られた蔵本の鋪装道路の爾

の市街を作ることになってみる︒

十一加1
側には︑

十一盟3

部落全話は︑高さ一丈ぐらみの竹で作つ

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑

十一泌2

竹と椰子の木で作った長屋がずらりと並

た床の上にできてみる︒
や し

十一晒4

團結力の強いかれらは︑またたくまに支

んでみる︒

十﹁卿3

紀伊の國へ行幸の御供をした時︑赤人が

き い

那街を作り︑

つくろふ ︽ーッ・ ハ・

すべて物は破れたるところをつくろへ

﹇繕﹈︵四五︶3

作った歌である︒

十二437
つくろ・う
一へ︾

お人形さんを透きがこはしました︒わ

ば︑しばらくは用をなすものぞ︑

九656図國

十一4410園

あとで︑りつばにつくろはせてあげよ

たしがっくろつたのですよ︒

十一453園

991
つけ一つける

﹇付﹈

う︒

つけ

︵下一︶

1

つけかへる

︽i

←かきつけ・かたづけ・きをつけ．やき

つけ・よこづけ

﹇付替 ﹈

つけ ﹇漬﹈0さとうづけ・しんつけ
つけか・える
へ︾

つけ加へる

︽1

三103 それをおもりにつけかへてから︑勇さん
﹇付加﹈︵下一︶1

があげてみました︒

︽ーッ︾

︽一

る︒はりつける・ひきつける・ふきつける・ぶっつ

ける・みつける・むすびつける・もうしつける．

カ︒﹂

ツケタモノハ︑ナンデス
ツケタモノハ︑ナンデス

ソレカラ︑炭デ目トロヲツケマシタ︒

尾をおろして撃てさをにつけるかと
﹁︿略﹀︒﹂といって︑くすりで洗ったり︑

くすりをつけたりしてくださいました︒

三404

思ふと︑

三191

みるのです︒﹂

三97園﹁らくかさんにつける石を︑さがして

二55一

ツケタモノハ︑ナンデス

オヂイサンバ︑モモタラウトナヲツケ

ハコニハヲツクリマシタ︒︿略V︒コケモ

やっつける・よせつける
一406

一74一

ツケマシタ︒

マシタ︒

一771園﹁オコシニ
カ︒﹂

一787園﹁オコシニ

つけくわ・える
へ︾

つけねらふ

つけ始める

一802園﹁オコシニ

カ︒﹂

つけ根

七佃3 ﹁だが︑荷物は全部置いて行くのだぞ︒﹂と
﹇付根﹈︵名︶2

つけ加へました︒

つけね

五232 このころになると︑おたまじゃくしは︑尾
﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑︿略﹀︑

のっけ根のところが︑少しふくれて來ました︒
八二9

﹇付狙 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

頭は足のつけ根のところにあるのださうです︒
つけねら・う

﹇手 始 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

九伽9 かれは︑鹿介をよい相手とつけねらった︒
つけはじ・める

三445園

三437囹大きなすずをねこの首につけて︑

二人は︑めんをつけました︒

つけに行くのかね︒﹂

﹁それもよいが︑だれが︑そのすずを

八柵2 みどりがかったこずゑを延してせいのびを
着ける

メ︾

つける

四515

スケートをつけて氷の上に立つこと

細い棒の先にひもをつけて︑そのひ

も︑なかなかむつかしいのですが︑

もでこまの腹をたたきます︒

四529

金すちのえりしゃうをつけた兵たいさ

んが來て︑名を呼始めました︒

四739

ある夜︑私が本を讃んでゐますと︑あまり

たへ︑紙のテープをつけました︒

四915国それでまたおろして︑たこの右のか
五358

﹁このへやで︑かとり線香をつけません

かが多いので︑かとり線香をつけました︒

野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけ

にいさんと二人置︑氣をつけながら引きあ

﹁ええ︑ゆうべ︑つけました︒﹂

でしたか︒﹂

五368園
五371園

げると︑

五475
五617

たべものにもよく氣をつけて︑間食などは︑

子犬には︑利根といふ名をつけました︒

たり︑川に橋をかけたりなさいました︒
五梛6

できるだけさせないやうにしました︒

五㎜9

文子さんは︑日の丸の小さな旗を作って︑

ll木の幹にすちがつけてあるでせう︒

腹を地につけて︑ふせをしたり︑

利根の首につけ︑

五皿5

五佃7團

六415園
ツケル

三827

﹇付﹈︵下 一 ︶ 8 一

し︑小さな芽をつけ始めます︒
つ・ける

六佃6 破壊筒を持って行って︑鐵條網にさし入れ

をつけることを命じました︒

てから︑火をつけるといったやり方では︑

三832 長いひもをつけて︑首へかけると︑舟
はおなかのへんにかかります︒

六柵8 そこで班長は︑まつ破壊筒の火なはに︑火

5いいつける・うえつけ

さうして︑自動車につけてあったほか

︽ーケ・ーケル・ーケロ︾

る・うけつける・おいいつける・おさえつける・お

三899

四344 おちいさんは︑この子にかぐやひめと
いふ名をつけました︒

ふ名をつけよう︒

さうして︑海には︑どんな生きものがゐ

るかを︑よく氣をつけて見るやうになさい︒

七75囹

りとかかへ︑鐵條網めがけて突進しました︒

四127園鳥のやうに早い舟だから︑白鳥とい 六柵9 三人の工兵は︑火をつけた破壌筒をしっか

の車を持って來て︑とりつけました︒

つけなさる・おつける・かきつける・かけつける．

かたづける・ききつける・きりつける・くくりつけ
る・しかりつける・しばりつける・すいつける・す
えつける・すりつける・それにつけても・たたきつ

つける・なぐりつける・なげつける・にらみつけ

ける・ちかづける・つきつける・てりつける・とり

つける一つげる
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七213 この野原をかこんで待ちかまへてみたわる
者どもは︑一度に草に火をつけました︒
七611 正成は︑︿略﹀︑たくさんのたいまつを出し
て︑これに火をつけて︑橋の上に投げさせた︒
げの端に︑しるしをつけてくれたまへ︒

七728囹 ﹃ようし︒﹄といったら︑号旗掲揚毫のか

七729 勇さんは︑國旗掲揚毫のかげのところへ行
つて︑しるしをつける用意をする︒

七735 勇さんはしるしをつける︒

七82！国消燈ラッパが鳴り渡るので︑その前に︑
日記をつけたり︑手紙を書いたりします︒

七862 夏の末になると︑親蝉は︑木の皮にきずを
つけて︑その中に卵を生みます︒
くんしやう

七9810 胸には︑うやうやしく静黙をつけた︒
さいたま

けて︑はなしたものだ

八85 埼玉縣のあるところで︑試みにしるしをつ

ないかと︑氣をつけてゐましたが︑

八3910 さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者は

八491 先生が︑小さな穴で︑しるしをつけてくだ
さった紙に︑かくことにした︒
少しつっぱって行った︒

八517 できるだけおちついて︑氣をつけながら︑
八562 ﹁日本號﹂といふ名をつけることにした︒

八606 ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだに
つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒
八779 ぼくたちは︑︿略﹀︑スキーをつけ︑二本の
杖をつきながら︑そこへ集った︒

八価1 ちやうど今︑番人が︑ランプに火をつけた
ばかりのところでした︒
ために︑手でさはったからです︒

八柵1 それは︑つい今しがた︑番人が火をつける
八悩8 いちばん早く花をつけるのは︑れんげうで

す︒

九822

六月になると︑母君につけて︑近くの牧場
星があまり大きくありませんから︑よく氣

へ放牧にやることになりました︒

九938

背戸のみぞ端に︑秋海雲がかはいらしい薄

しうかいだう

をつけて見ないとはっきりしません︒

九塀6
赤の花をつける︒

九柵5園−いつも襲動機の調子に氣をつけてみたり︑

何か目じるしをつけたら︑いいぢやあり

燃料や︑電力を調節したりします︒

九冊7囹

撃ち落した敵機の敷だけ︑どこかにしる

ませんか︒

九舶2囹

をぢさんの飛行機には︑どんなしるしが

しをつけることもあります︒

九m3園

かうして︑自分の田のすべての稻むらに火

つけてありますか︒

十229

佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑

をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒

十755

みなさんの周園には︑どんな塗り物がある

たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

十伽7

﹁地雷だ︑氣をつけろ︒﹂

か氣をつけてごらんなさい︒
十観6囚囚

さうした人々の目をさますまいと︑氣をつ
花をつけようとした褻が︑そのまま枯れて︑

けて静かに歩いてみるのですが︑

十価7
十㎜4

もしやう

紅をつけたお菓子もかざった︒

べに

見えるかぎりの愛畠は︑しらがになった︒

十㎜1

までもない︒

何でも﹁御﹂や﹁お﹂をつけさへすれば

敬語になると思ったり︑

十一311

道端には︑ささがめづらしく花をつけて

十一841園 ﹁氣をつけろよ︒﹂

みた︒

網の綱の端につけた目じるしのランプも︑

十一893
十一㎜2

よく見ると肩のところに︑野菊の枝を

光がぼんやりと見える︒

それも一人でなく︑何人も何人も︑つ

つけてみる兵隊さんがゐました︒

十一柵1団
十一掴2團

腰にラップラップといふ短い腰巻を着け

けてるました︒

しか
かれはその身に着けてみる鹿の皮を取つ

今日も︑十分氣をつけて働いてくださ

てるるばかりで︑

十一㎜1

十二84園
い︒

頭を地につけて︑とかくも申しあげず︑

それこそ氣をつけました︒

て︑それを地上に敷いた︒

十二5310

十二853園
十二㎜5図

これを燭光であらはすと︑その敷は︑

しよくくわう

ただこれを最後の参内と思ひ定めて退出す︒

十二麗2

三の次に零を二十七つけたものになる︒

思ひきって︑からだをずぶりと水の中へつ

﹇浸﹈︵下︼︶1 つける ︽ーケル︾

九954

つ・ける

﹇告﹈︵下一︶4 告げる

︽ ゲ︾

けると︑つめたさが身にしみわたる︒
つ・げる

若宮道久王殿下が︑喪章をつけない日 九搦1 鹿介は主君に志を告げ︑許しをこうてわざ

みちひさ

十一152

九137

直立して︑この勇士に別れを告げた︒

七難八苦の生涯は︑三十四歳で終りを告

しやうがい

と捕らはれの身となった︒
﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬語にするので

十698

げた︒
﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬ふのは︑いふ

の丸の小旗をお持ちになって︑

ある︒

十一2710

十﹁281

993
つこう一つち

七466囹さうして︑こんなこともあったと︑世の

九4410

り︑いつまでも残りますから︑

昔から傳はつてみるだいじな私たちの國語

十9710 やがて︑爾將軍は︑堅く手をにぎって︑な

中に傳へてもらひたい︒

を︑

ごりを惜しみながら別れを告げた︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑自分の鳴合を傳へます︒

その作品は︑ひとりわが國にもてはやさ

九395

るるのみならず︑遠く海外にも傳はりて︑

十4710図

都合

相手が目の前にみる時は︑ことばを口に出

﹇都合﹈︵名︶1

して︑思ってみることを傳へますが︑

九397

つこう
ぜひとも︒﹂

七備9囹 ﹁風の都合もありますし︑どうか今日は

部隊長のするどい叫びが傳はつた︒
い す

十悩9 だまって椅子に腰をおろしてみると︑機關

十麗7

場所が違ってみても︑時代がへだたってゐ

やまべのあかひと

この人がなくなったら︑︿略﹀︑つまり神

らないでしまふかも知れないのであった︒

代以來の尊い歴史も文學も︑その死とともに傳は

十一梛8

の響きと震動が︑からだに傳はつて來ます︒

九431

nvよつつじ

傳へた︒

十柵1

つじ

︽ーッ・ーヒ・ーフ︾

つたい 与いそづたい・おねづたい・ほそみちづた
傳ふ

十二422

ろ

﹇土﹈︵名︶27

一403

ツチ

土呂あめつち・くろい

ツチヲタカクシテ︑山ヲツクリマシタ︒

つち・さびつち

つち

られて今日に傳はつてみる︒

有名な歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人 十一樹5 その他古代のいひ傳へが︑古事記に載せ

かきのもとのひとま

がみなぎってみる︒

まことにををしい精神を傳へ︑忠勇の心

ても︑ちゃんと心持を傳へることができます︒
ゑけい
誤信寺の僧恵覆を招き︑秀吉方にその意を

﹇伝﹈︵四五︶7

い・みねづたい
った・う

みなもとのよしっね

七餌7 やがてそれを傳って︑向かふへ渡り始めま
した︒

の作も︑また萬葉集によって傳へられてるる︒

八327図 大將源義纏︑︿略V︑ひそかに三千鯨 十二425
騎を引きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越に出づ︒

われわれは讃むことができるのである︒
つたはる

傳はる

十一176図賊の寄せ手七萬五千鉄騎︑堀・がけと 十二476 亡霊までも傳へようとした古人の心を︑
もいはず︑かづらに取りつき岩の上を傳ひて︑

流れ落ちる︒

︽⁝フ︾

傳へ得る ︽ーエ

落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒
そののち︑この親孝行な子どもの話が︑都
ただその間にも︑無心の火は︑火なはを傳

にも傳はりました︒

六597
六梱2

はって︑ずんずんもえて行きました︒

義仲からはく略﹀︑木曾の家に傳はつてゐ
大阪の港に集って來る船の積荷は︑小船で︑

た︑大切な刀を送ってよこしました︒

八382
八903

文字に書き表したものは︑どこへでも傳は

この川や堀を傳はつて︑

九429

のぞいたら︑

弟は︑いなごを飼ふのだといって︑土でか

﹁ダーン︑ダーン︒﹂ものすごい大砲の音と

からすきのあとには︑ほり返された新しい

土がほり返され︑くれ打ちがすむと︑田に

かうして︑田の土は︑だんだんこまかく耕

ほり返した土のかたまりの間には︑もうひ

たひたと︑水がたたへられてるます︒

七387

されて行きます︒

七373

水がなみなみと張られます︒

七371

土が︑暖い日光に照らされます︒

七369

ともに︑あたりの土が︑高くはねあがります︒

六描3

こひをこしらへました︒

六119

ばうやが

二872 ソコヲホッテミマスト︑土ノ中カラ︑
︽ーッ・ーラ︒ーリ︾
オカネヤタカラモノガ︑タクサン出マシタ︒
三502園雨がふると︑水は︑︿略﹀山から谷へ︑
二鵬1圃 土手の土 そっとあげて︑ つくしの
谷から川へとったはって流れる︒

十一852 帽子の下からわき出る汗が︑顔を傳って つたわ・る ﹇伝﹈︵四五︶14
十二244 トラックの上の勇士も︑校庭に居並ぶ邦
ほほ
人も︑頬を傳ふ涙を彿ひもせず︑

強い手ごたへが︑つり竿をつたはって來ま

五468

傳ふ

1

︽1へ・ーヘル︾

した︒

十二欄5 敵兵が︑モーターボートで川を傳ひなが

六417園そのみぞをつたはって︑ぽたりぽたりと

﹇ 伝 ﹈ ︵ 下二︶1

ら︑工兵隊をねらひ撃ちして遺る︒
ほほ
うれし涙が頬を七って流れる︒

十二珊12
つた・う

尋いいったえ
﹇ 伝 得﹈

︵下一︶

立てないで︑どうして空しく死なれようか︒

十二447 男と生まれた以上︑萬代に傳ふべき名も
つたえ
つたえ・える

十二253これこそは︑わが道を傳へ得るただ一人

ル︾

傳へる

の弟子だと︑︿略﹀深く信頼してみた︒
﹇伝﹈︵ 下 一 ︶ 8

且Vいいつたえる・おつたえくださる・ききづたえる

つた・える

つち一つつ
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七431 うがちぞめといふのは︑鍬で土をほる儀式
であります︒

七852 油蝉の子は︑土の中に住んでゐます︒

七853 前足が丈夫ですから︑けらや︑もぐらのや
この小さな虫が︑やがて木をおりて︑︿略﹀︑

うに︑土の中を上手にもぐって行きます︒
七866

柔かい土の中にもぐりこんでしまひます︒

こづち・ひとつちごと
つち
それを大きな鐵の槌が︑︿略﹀つぶしたり︑

馨を持つ人︑それを槌で打つ人︑その穴

つち

棒のやうに延したりして︑十分にきたへます︒

八978
のみ

十ニー51

槌の音は︑いかにものんびりと響いてゐ

に水をさす人︒

十黒髪56
るが︑

七8610 土の中へもぐってから七年めに︑やっと長 十ニー67 堅い︑大きな石が︑小さな盤と槌で︑思
い地下の生活が終るのです︒

ひ通りにばくんばくんと割れる︒
つち
大きな槌で橋柱を打ち込む兵隊︑
﹇土遊﹈︵名︶1

十一而4

いつのまにか向かふ側へ行った弟は︑土

七901 外國には︑十何年も︑土の中にもぐつてゐ
十二糊5

つちあそび

一
一

︹課名︺2

土とともに
土とともに

土とともに

土遊び

る蝉があるといふことです︒
矢は︑あやまたず頭上をすれすれにかす

十矧2

十311

つちとともに

遊びに蝕念がない︒

八607 騎兵が︑土をけって走るのを見ました︒
九606ロ蘭凶
めて︑きつねの前なる土に立ち︑

いた︒

九743 土で固めた圓形のかまの上へそっと手を置

藤子

ふち

土御門

土ぼこりうづまき立つや十あまり荷馬

ふち

﹇土御門藤子﹈︹人名︺1
じゃうらふ

一日︑上膓土御門藤子は︑宮の御文を

つちみかどふじこ

十二撒3

﹇筒﹈︵名︶6

ツツ

筒

筒﹇▽ささげつつ

奉持して︑東海道を西へのぼった︒
つづ

二594太郎サンバ︑竹ノツツヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

つつ

さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑するすると

トイヒマシタ︒
つつ
これで︑一本の筒ができあがった︒

六637

六641

二本の筒は︑うまくはまり合って︑長く延

んしてみるうちに︑はっきりした︒
つつ

聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ

︵善導︶17 つつ

十358囹見たまへ︑筒はボール紙だらう︒
つつ

八343図

敵ははたして不意を討たれ︑あわてふた

れのごとくくだるさま︑

八347図

すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ

めきつつ船に乗りて︑

九361図面

に唱歌ををそはりてみる

れ御軍の一人となりぬ
九374食品わらべらはちひさき笑顔ならべつつ兵

九592図刈田におりんとして︑にはかに列をみだ

神氣身にせまるをおぼえつつ︑艀かに歩

てっから小刀にて切りまはしつつ張りゐ

しつつ飛び行きぬ︒
九644図
たり︒

十52図

十467図
とすれば︑

十4610図

胸ををどらせつつ︑やをらかまを開かん

一つまた一つ︑血走る眼に見つめつつ︑

反応しつつあったわが隊は︑この報をとら

かまより皿を取り出しみたるかれは︑
十632

しばし祈念をこらしつつ︑みつからは

へて一路機首を北へ向け︑

十一2310図

かへしし人をしのびつつ︒

ける黄金作りの太刀を抜きて︑

十二9210図正成︑座上にみつつ︑弟正面に向かひ︑

十二763図無

六647

心その五色にあらはれければ︑

はらはらと涙を甲の袖に落しつつ︑義

﹁︿略﹀︒﹂と問ひければ︑

二つの筒を︑延したり︑ちぢめたり︑かげ

十二994図
六653

したり︑ちぢめたりすることができる︒

はいるくらみの大きさに作って︑

みを移せば︑

つちぼこり

十4510図 ﹁たき木︑たき木︒﹂と叫びつつ︑手滑り

土ぼこり

十櫨2図圃

しだいに物を運びて︑

﹇土埃﹈︵名︶1

十蹴2

車すぎ行く夏草の野路に

白田の土が︑ぽこぽこに乾ききってみる︒

十蹴2 黄色な土が︑すっかり白つぼくなった︒
しり
十篇9 地べたに尻もちをついて︑穴をほったり︑

土で團子のやうなものをこしらへたり︑
十二搦6 私は︑荒なはで枝をつった松の根もとに︑
そっと顔を出してみる黒い土を見つけた︒

十二鵬7 私は︑その土をしっかりと握ってみた︒

春の香を感じるやうにさへ思った︒

十二儒8 さうして︑この一握りの土に︑ほのかな
十二鵬9 桑畠の雪もだいぶ減って︑あちらこちら
に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒

この三四箇月露を見ることのできなかつ

十一一欄3 澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑草の芽
の緑
・十一一糊3

た目には︑皆たまらなくなつかしい︒
つち

つち ﹇槌﹈︵名︶5 槌 槌訳あいつち・うちでの
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つつおと一つづく

十二備6國団 私事も︑當家滅亡を見つつ長らへ居
り候も残念に候まま︑

飛び至る揮丸︒

十二悩8図圃 春雨にぬれつつ屋根の手まりかな
つつ音

とどろくつつ音︑

﹇筒音﹈︵名︶1

響862︹囚魍

つつおと

つつ・く

﹇突﹈︵五 ︶ 4

ツツク

つつく

︽ーイ・

つづき 5あめつづき・てつづき・どべいつづき

一825 キジハ︑トビマハッテオニノカホヲツ

キ︾

ツキマシタ︒

ツヅク

五134國

川が流れる︑野がつづく︑

ふもとの町

むらさきがかった赤いれんげ草が︑はても

は旗のなみ︒

五狛9

まるで︑ありの行列のやうに︑あとからあ

なくつづいてゐます︒

五212

とから︑ぞろぞろとつづいて行きました︒

むしあつい日がつづいて︑かが出るやうに

つづく二人も︑それにつれてよろめきまし
たが︑二人は︑ぐっとふみこたへました︒

たくさんのレールが光って︑何皇もつづい

命からがら逃げ出した者も︑しばらくは︑

つづいて足が出て來ます︒

小さいながら︑はっきり

つづいてぼくのが

た大きな電車が載る︑汽車が載る︒

六榴4

いしの

七55圃弟の石が海に落ち︑
さざれ

海に落ち︒

七292
七882

と歌はつづいて行きます︒

七978

八575

いかにもすべりよささうな傾斜が︑長く績

績いて︑歩兵が近づいて來ました︒
いてるる︒

八805

かけ進めば︑三千鯨帯も臨いて進む︒

八831 野田先生が先に︑すぐ書いて石井先生がす
べられる︒

けしきは憂っても︑山から山へ績く生ひ茂

一萬トン級の汽船が横づけになります︒

八949 大阪港は︑防波堤が遠く辛きへ港内の岸壁
には︑

九1210

つたみどりの森林は︑つきることがない︒

九477

漁船が︑港へはいって來たのをきっかけに︑

二隻・三隻と績いて港へはいって過る︒

九767 炭嶢がまの裏の山道には︑丸太を並べた木

飼いて農耕班が出獲の用意をしてみる︒
しばふ

のうかうはん

馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ績いてるる︒
九矯4

十74図 木立遠ざかりてみどりの芝生遠く高く績

いざ︑親藩を先頭に︑曳け︑若鷲︒

き︑謡いとはるかなるかなたに︑寳物殿を望む︒
十188図魍

あとを追ふやうにかけ出した︒

十236 憶いて︑老人も︑女も︑子どもも︑若者の

十636

英國が最新鋭をほこるプリンスーオブー

歩いて︑第二報があった︒

ある︒

十627 ただ︑青い海原が︑はてしなく書くだけで

十643

ウェールズを一番艦に︑レパルスがこれに績き︑

しょである︒

十693 績いてまた一機︑これも自爆と命中といつ

十718 績いてもう一度爆登するとともに︑不沈艦

は︑︿略﹀マライの海へのまれて行った︒
ぐわいたう

十梱10図梶原も亡いて入る︒

いた︒

十926 うちとけた爾將軍の話が︑次から次へと績

績いて來た︒

八342図佐原十郎義連進み出で︑︿略﹀︑軸先に 十8710 その後に︑水色の外套を着た將校が四騎

さはらのじふらうよしっら

つづいて起る鈴震におどろいて︑

次から次へ績いて行く︒

五287園からだは︑八つの山︑八つの谷につづく 九146 辞観する人々の列が︑林の間の細道傳ひに
ほどで︑

五356
なりました︒

黒影は︑つづいて︑第二の矢を引きしぼり
北川が先頭に立ち︑江下︑作江が︑これに

ました︒

六梱8

つまでもさかえませうそ︒

三536 一寸ぼふしは︑おにのおなかの中を︑針 五965囹 天皇の御位は︑天地のつづくかぎり︑い
の刀でちくりちくりとっつきました︒
四569 をんどりは︑力いっぱい鏡をくちばしで
つつきます︒

66

つづいて走ってゐます︒

六㎜4

︵四五︶

てるた隣りのをぢさんは︑今みない︒

十487圃 かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい

六伽6

﹇続﹈

つづく

叩く

つづ・く

︽ーイ・iキ・ーク・ーケ︾5うちつづく・うねりつ

二46囲 タンボノツヅク 村ダッタ︒

づく・さきつづく・ひきつづく・ふりつづく

二51圃 ツヅクタンボノ ソノサキハ︑ ヒロ

このうちがつづいていくのと同じ

イ︑ヒロイ海ダッタ︑

三506園
ことだ︒

のですか︒﹂

三584圏圓 ﹁おちいさん︑つゆはいつまでつづく

三676 爾がはに店がつづいて︑いろいろなも
のを費ってゐました︒

大きな枝は四方にひろがって︑どこか
ち

らどこまでつづいてみるのか︑

四72

う

づいて︑鶏が遊んでゐました︒

五93圏宇治橋を渡ると︑青々としたしばふがつ

つづけうち一つつじ
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飛び得ず︒

十⁝⁝⁝1口騎静寧纒︑早わざにはおとりけん︑宣いても

十佃8図動いてかかる安藝の太郎を︑左のわきに

斜面と︑
十二493

もしあれが佛のみことばであれば︑その

ほさう

密林とゴム林が無限に績くマライに︑た

あとに何か嫁くことばがなくてはならない︒
十二梱6
だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒

さしはさみ︑

十二柵5

こヒつ

十㎜4 ひとしきり︑重い静けさが績きましたが︑

太平洋に牽く南支那海の潮の色と︑イン

ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑

十二蹴4

頼みたまふ孝明天皇が崩御ましました︒

家茂はその陣中に莞じ︑導いて杖柱とも

十錨12 黄色や︑紅白の糸たばがくりひろげられて︑
しばらくは話がにぎやかに績く︒
ぬく畳悟でございます︒

十一111園陛下のおんため︑力の績くかぎり戦ひ

﹇続打﹈︵名︶1

績け打ち

大石を︑︿略﹀脇にさしはさみ︑まり

のごとく二三十︑葺け打ちにぞ投げつくる︒

十一221図

つづけうち

植ゑわたす 十一一㎜2 南方の海は︑割合ひおだやかな日が績く︒

が︑時には十日も績いて高い波が立ちます︒

十一546図績いてわが駆逐隊及び水雷艇隊の魚雷 十二㎜1園 風速二十メートルぐらみの南西季節風
攻撃を受けて︑
さなへ

．十一691図圏 田園のつづく限りは︑
早苗のみどり︒

とかかってみるのは︑

十﹁726 夜︑この雲の趣く果に︑半月がうっすら

りゆう

﹇続﹈︵下一︶14

つづける

績ける

︽一

その聲の終らないうちに︑またしても︑績
つづ・ける

けざまに二つの轟音がとどろいた︒

十型8

十一729 天候悪攣の兆といはれる雲で︑そばに黒 つづけざま ﹇続様﹈︵名︶1 績けざま
い雲が龍のやうに績いてるる場合には︑
の聲がころがるやうに鋭いて走る︒

十一809 その間を際立ってくっきりと︑うぐひす

与あるきつづける・おもいつづける・

ケ・ーケル︾

﹁さうしかんば﹂の林が績く︒

十一892

千何百人の乗員は︑なほ安らかな眠りを績

けてるるのであらう︒

九529

そこで︑更に七年間の工夫が績けられ︑み

ごと佐吉の自動織機が完成された︒

十7910

それからまた一日半ぐらゐ南へ航海を績

中にも︑ずっと嫁けてやってゐます︒

十一肪8無私もいけ花がすきなので︑いそがしい
十一㎜9

ニューアイルランド島をあとにして︑更

けると︑一つの島が見えて來る︒

十一㎜10

日の出から日の入りまで︑同じやうな仕

に南へ航海を績けると︑

十ニー61

たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑じ

事を︑くり返しくり返し曳けてやる︒

りじりと索けられて行く︒

十一一162

十二梱6 なほもわが漕水艦は︑敵船の周園をぐる

りとまはりながら︑砲撃を績けた︒

の小波はなごやかなささやきを績けてるる︒

十二㎜3 今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑

十二㎜7 早朝から飛び出して︑一日中︑島影一つ

﹇突込﹈︵五︶4

突つ込む ︽ ム・ーメ・

見えない洋上に哨戒飛行を績けるのである︒

ーン︾

つつこ・む

十伽9 一機また一機︑黒い翼がぱっと紅の火焔を

十648園 ﹁突つ込め︒﹂の命令である︒
くわえん

つづける・まちつづける・まもりつづける・よびつ

白いすだれを掛けたやうなスコールの中

岸は︑青葉でおほはれてゐますが︑ところ

﹇郷燭﹈︵名︶1 つつじ

どころに︑つつじの赤い花が咲いてゐました︒

五491

つつじ

込んで行った︒

十二川1艦は︑たちまちさげかちを取って︑突つ

へ突つ込む︒

十一一㎝7

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒
先生は︑つづけておっしゃいました︒
くもは︑この上を︑いそがしさうに行った
それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあげた
ただ︑あの小さなからだで︑長い旅行を績
けるせみか︑途中で死んで鋸って來ない燕も︑

八114

ままで︑長い間だんばんをつづけました︒

七伽9

り來たりして︑すを作る仕事をつづけました︒

七価7

二983

づける

ける・ねらいつづける・はしりつづける・またたき

ける・しらべつづける・とびつづける・ねむりつづ

かんがえつづける・がんばりつづける・さけびつづ

緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに績いて見えた︒

十一897 眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低い
十一908 それからは尾根傳ひに︑なだらかな道が
濯いた︒

十一936 左端の中高に塞いて︑槍岳が︑それこそ
天を突く槍の幸先のやうに突き立ってるる︒
た︒

十一9410 馬の背のやうに︑峯傳ひの道が績いてる

十一棚6 かうした作業が五時間も績いて︑一萬尾
に近い漁獲に船は漏載である︒
十一研7 友人も割いてはいった︒
十一㎜12 町とせなか合はせに績いてるる美しい傾
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っっしむ一って

﹇ 慎 ﹈ ︵四五︶7

つつしむ

︽ーミ・ーン︾

五974 ににぎのみことは︑つつしんでお受けにな

つつし・む

りました︒

六523 お逃げにならないばかりか︑つつしんで御
父君の前へお進みになりました︒
六534囹 不孝のおとがめを︑つつしんでお受けい
たすばかりでござ い ま す ︒

十63図 つつしみて︑御在世中の大御歌・御歌を
しのびまつれば︑

つつしんで佛のみことばを承りませう︒

十857図田右つつしんで傳達す︒
つつしんで命を全うすべし︒
突つ立ちあが

十一一542園

﹇突立上﹈︵四︶2

十一一欄4図園

︽iリ︾

つったちあが・る
る

十一624図 あぶみふんばり突つ立ちあがり︑大音
あげて︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と い ふ ︒

起つ立つ

︽ーッ︾

母はこみあげて至る悲しさにことばも撃つ

て︑机の上へつつぶしました︒

九3210

からだのまはりを包んで行きました︒

五401 細い糸を︑さかんに口から出して︑自分の

たするめや氷砂糖を︑紙に包んであげました︒

八635 おばあさんは︑つかれないやうにと︑僥い

揮丸のタ立の中で︑波打際に突つ伏したま

東の空が明かるくなると︑今まで軍港のや

みに包まれてるた軍艦の著大な姿が︑

九523

九936 小熊座を包むやうにのろのろと曲りくねつ

つつ

ま︑兵士は身動きもしない︒
︽ーシキ︾

十梱4
つつまし

色あざやか

十266 稻むらの火は︑風にあふられてまたもえあ

首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ

葉に包んだ御飯は︑日本のかしは餅を思

オミヤゲニツヅラヲアゲマシタ︒

﹇葛篭﹈︵名︶一 ツヅラ

一667

つづら

はせる︒

十一獅1

十一川12 ばせうの葉に包んだ御飯や︑

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒

十鵬3図

がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるくした︒

りよう
て連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑
︽ーイ︾

ふと見れば︑道のほとりに︑

﹇慎﹈︵形︶1

濃きるりの
つつましい

その何ともいへないほがらかな︑つつま

﹇慎﹈︵形︶1

咲くものは露草の花︒

姿を見せて︑

十一698鼻下

つつま・し

に︑

ましき
つつまし・い

十一価7

つつましやか

どこからともなく︑つつましやかな小川

﹇慎﹈︵形状︶2

しい心を味はひたいものです︒
つつましやか

十一792

日本の少女らしい︑つつましやかな心

のせせらぎの音が︑かすかに聞えて來る︒

十一㎜3国

を育ててください︒

包む

︽ーマ・一

ある日︑おかあさんは娘をそばへ呼ん
いつのまにやら天人は︑春のかすみ
つつまれて︑

十一169図

かうして︑つづら折りの明かるい山道を︑

つづら折りなる道をあがること十八町︑

﹇綴方﹈︵名︶3 綴り方

ぼくが綴り方を讃みます︒﹂といって︑綴

時には綴り方や︑手紙を書きます︒

って

つて

豆まきをするつて︑このお人形さんを

︵格助︶1 つて

ころですね︒

六454囹南洋って︑かはってみて︑おもしろいと

って︵係助︶3

犬きがこはしました︒

十一449圓

って

十M5

り方を志んだ︒

八桝3

八桝2園初めに︑ぼくが綴り方を忌みます︒

つづりかた

あへぎあへぎ登った︒

十一844

そっと一間へはいって︑包をあけて見 つづらおり ﹇葛折﹈︵名︶2 つづら折り
つづみδたぬきのはらつづ

みんなでつづみの打ちくらだ︒

﹇鼓﹈︵名︶2

ますと︑中から出たのは︑一枚の鏡でした︒

四596

十一645図 軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる つつみ ﹇包﹈︵名︶1 包δふろしきつつみ
﹇ 突 立 ﹈︵五︶3

内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒
つった・つ

十2210 まるで失神したやうに︑かれはそこに突つ つづみ

四423圃國

み・はらつづみ

﹇包﹈︵四五︶11

これは︑木の枝といふ枝が︑すっかり

つつむ

でんでんだいこのやうな︑ブリキのつづみ

立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒

に

四櫛1圏

で︑何か包んだ物をわたしました︒

四584

氷に包まれてしまふのです︒

四501

ム・ーン︾n▽おおいつつむ

つつ・む

を鳴らしてやって來る︒

十鵬8

十414 火山が︑到るところにそびえて︑それが眞
黒な大空に突つ立ってるるとしたら︑
切り立つた山だ︒︿略﹀︒山の肩のあたり

から︑刃物でそいだやうに突つ立ってるて︑

十ニー48

つっと ︵副︶1 つっと
にて︑海へつっとそ入りにける︒

︽ーシ︾

つつぶす

十M2図 死出の旅の供せよ︒﹂とて︑生年二十六

突つ伏す

つつぷ・す ﹇突伏﹈︵五︶3 つっぷす

て︑泣いてしまひました︒

五梱9 ﹁まあ︑利根が︒﹂といったまま︑つっぷし

って一つのださんぽう
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かったのか︒

七697囹 正男くん︑わかったつて︑ほんたうにわ

って

﹁固し い こ と っ て 何 だ ︒ ﹂

︵終助︶1

九踊11園

って

︵副︶4

つと

五柵9囹︺取られたって︒
つと

ふかす

十棚10図 佐々木︑その間につとはせぬいて︑川へ
かうづけの

さっと打ち入れた り ︒

十一672図 上野國の住人二言の七郎︑つとかけ
出でければ︑爲朝これをはたと射る︒

十一675図 須藤の九郎つと寄りて︑深紅が首を取
る︒

務む

︽ーム︾

ツトムサン

い

十一棚10 ひき終ると︑ベートーベンは︑つと立ち
﹇ 務 ﹈ ︵ 下二︶1

あがった︒
つと・む

︹人名︺一

かなることをか務むべき︒

九243図魍 ほかの戦友たちも聲をそろへて︑
つとむさん

タ︒

﹇勤﹈︵名︶1

勤め

一一484 ツトムサンノウチノ前門︑馬ガヰマシ
つとめ

つとめる

︽ーメ︾

十柵1 船の勤めば話に聞くほど苦しいものでない
﹇ 努 ﹈ ︵下一︶2

と思ってゐました が ︑
つと・める

七山3 元帥は︑家に残ってみた人々を指圖しなが
もとをりのりなが

ら︑みつから防火につとめた︒
本居宣長は︑︿略﹀︑古事記傳を大成して︑

わが國民精神の嚢揚につとめました︒

十一悩8

おおつなども・たづな

つな ﹇綱﹈︵名︶5 ツナ つな 綱δおおつな・

三136 神さまは︑その土地に太いつなをかけ

一865 キジガツナヲヒキマス︒

神さまは︑それにつなをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂

て︑︿略﹀︑お引きになりました︒
三153

と︑力いっぱいお引きになりました︒

綱吉は︑元來情に動かされない人ではな

將軍綱吉は︑さすがにこの事件の始末に

つなよし

十254園 ﹁津波だ︒﹂と︑だれかが叫んだ︒
つなよし
﹇綱吉﹈︹人名︺3 綱吉 綱吉
っなよし

十二596

心を痛めた︒

十一一607

十一998追網の綱をしっかりつないでおくんだぞ︒
網の綱の端につけた目じるしのランプも︑

十二6110

︽ーッ︾

﹇常﹈︵名︶2

常δよのつね

わが世

色はにほへど散りぬるを︑ わが

﹇常﹈︵副︶4 つねに 常に

十一259

特別なことばを︑われわれは常に用ひて

が常に見る月の四倍ぐらみな地球が︑

十419 夜︑月から地球を見るとすると︑われわれ

つて︑あとからあとから育てて行く

九116 つねに大木を保護するとともに︑植林によ

つねに

たれぞ常ならむ︒

十二563図魎色はにほへど散りぬるを︑

よたれぞ常ならむ︒

十二481︹図豊凶劇

つね

でに︑︿略﹀︑いかにも心ありげに申しあげた︒

綱吉は︑法親王に種々御物語をしたつい

いが︑しかし理非にも明かるい人であった︒
つながり

︽ーッ︾

監事は︑前から︑日本と深いつながりが

﹇繋﹈︵名︶1

光がぼんやりと見える︒

十一㎜2
つながり

八204団

つながる

いはば︑胡同は一本の管になって︑どこか

﹇繋﹈︵五︶2

あったわけです︒
十幽10

つなが・る

つなぎあふ

やがて︑三皇︑二十塁と長くつながって︑

らどこまでも︑つながってみる感じである︒
十島ー17

﹇繋A口﹈︵五︶1

坑外へ運搬されて行く︒
つなぎあ・う

︽ーイ・

ガ︾

のちには︑︿略﹀︑友だちと手をつなぎ
つなぐ

にいさんとぼくが︑手をつないで︑海へ

﹇繋﹈︵五︶7

あったりして︑思ふままにすべります︒

四522
つな・ぐ

はいりました︒

三771

十一314

δたいらのつねもり

敬語の使用は︑禮儀にかなふとともに︑

舟が︑何ざうもつながれでるました︒

みることに氣つくであらう︒

五544

常に適正であることと︑
つねもり

小さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑
いつのまにか大きくなります︒

五558

六471園

つ の だ
っのださんぽう ﹇津野田参謀﹈︹人名︺3 津野田参

中鹿介であらう︒

九度5囹鹿の角に三日月の前立ては︑まさしく山

とのついたかぶとが︑かざってある︒

これから︑しっかりと手をつないで行く
つ
の ﹇角U︵名︶2 角
しか
九搬8 すばらしく大きな鹿の角と三日月の前立て
オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひつじなど

日本も南洋も︑みんなお米のできる國なのです︒

九脚1一

土塀で團まれた會見所に入り︑片すみに生

どべい

がつながれる︒

十882

えてみたなつめの木に︑その馬をつないだ︒

津波がやって走るに違ひない︒

つなみ

旨を傳達することにした︒

十一998園 網の綱をしっかりつないでおくんだぞ︒ 謀津野田参謀
つなみ
つ の だ
﹇津波﹈︵名︶2 津波 津波
十858 乃木將軍は︑津野田参謀に命じて︑この聖
十217園

つなみ
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つばき一つぶやく

さ

たしょ

十859 命じられた津野田参謀は︑二名の部下をつ
ご

れて︑ステッセル將軍のところへ行った︒

十863 津野田参謀が︑御沙汰書を讃みあげると︑
つばき

椿

副官は︑これをロシヤ語に課して傳達した︒
﹇椿﹈︵名︶4

八梱9 庭へ出て見ると︑つばきが︸りん咲きさう

つばき
になってみた︒

八櫨1園 きれいなつばきね︒

碧梧桐

へきごどう

へきごどう

十985図圏 赤い椿白い椿と落ちにけり
燕

碧梧撃

﹇燕﹈︹地名︺3

十985図圏 赤い椿白い椿と落ちにけり
つばくろ

十一904 ここから︑今登らうとする燕の絶頂も︑

槍岳その他の山々も見えるさうだが︑

やりがたけ

十一948 そこから右へ縦走して︑燕の絶頂をめざ
した︒

十一958 とうとう︑燕の絶頂が來た︒
つばくろだけ

つばくろだけにのぼる ︹無名︺2 燕岳に登る
燕岳に登る
つばく ろ だ け

十一32 十三 燕岳に登る⁝⁝⁝八十二
ツバサ

翼

燕岳に登る

﹇ 翼 ﹈ ︵ 名 ︶1一

十一826 十三
つばさ

一274圏 ヒカウキ︑ ヒカゥキ︑ アヲイソラニ

ギンノツバサ︒

十172図圃機は︑たちまちほのほを吐き︑翼は︑

八115 途中で死んで蹄って來ない燕も︑かなり多

八126

八125

八118

今日︑始めて燕を見たよ︒

ちらりと燕の姿を見た人は︑

燕は︑決して自分の國を忘れません︒

いといふことです︒

あくま
敵の戦闘機の群が︑海面すれすれに︑悪魔

八128 自分の家へ︑いそいそと錦って猛た燕を迎

空中分解を始めぬ︒

くわえん
一機また一機︑黒い翼がばっと紅の火焔を

の．やうな翼をひるがへして︑掃射する︒

画題5

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

十伽8

燕が︑川水にすれすれに飛んでは︑白い

つばめ

へる人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒

九鵬9

荒鷲部隊は︑︿略﹀︑決勝の翼をつらねて︑

先頭の指揮官機の翼が︑きらきら光る︒

十二別12

十二㎜5

燕のごとく渡り︑

つばめ

燕はどこへ行く⁝⁝⁝六

燕はどこへ行く

﹇具﹈︵副︶1 つぶさに

さあ︑指で勢よくつぶすのだよ︒

﹇潰﹈︵五︶3 つぶす ︽ーシ・ース︾

うす

それを大きな鐵の槌が︑︿略﹀︑臼のやうに

つち

﹁パチン︑パチン︒﹂とつぶしました︒

つぶて 5すなつぶて

つぶしたり︑棒のやうに延したりして︑

八978

七稔2

七118囹

つぶ・す

つぶし Oおんとりつぶし

にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒

十二9510︹凶圓 その遺言をつぶさに聞きて︑この母

つぶさに

つぶ 0おおつぶ・ごまつぶ

二

つばめ
︹課名︺2 燕はどこへ行く

燕8おやつばめ・こつ 十二帽5圏 艦船は︑魚群のごとく進み︑航空機は︑

腹を見せてちう返りをしてみた︒

つばめ

﹇燕﹈︵名︶18

燕が︑電線や物干竿に︑五六羽ぐらゐ並ん

燕

敵航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒
ばめ

つばめ

八63

八23 二

燕はどこへ行く

つばめはどこへいく

八62

で止ってみるのを︑よく見かけます︒

大勢の燕が並んでみるのを見ると︑

つばめ

八71

やがて︑九月もなかばを過ぎると︑燕は︑

フィリピンで︑ある年の十月の末︑子ども

燕の行く先は︑遠い︑遠い南の海のかなた

そろそろ日本を去って行きます︒

八76

八81
です︒

八83

しかし︑燕はもっともっと︑南へ飛んで行

が燕をつかまへました︒

八87

燕は︑鳥の中でも︑いちばん早く飛ぶ鳥で

くのです︒
す︒

八810
八98

八502 次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げな
ければならないが︑これはなかなかむつかしい︒

急に落ちて來たことがあります︒

ヨーロッパのある國で︑約十萬羽の燕が︑

八515 最後の仕事は︑この翼に︑紙をはることで

八102

昔から︑燕は︑同じ家に鵬って亘るといは

す
今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑來年
また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

八111

れてるます︒

八1010

つめたい雨にずぶぬれになって︑

﹁これは︑ただごとでない︒﹂とつぶやきな

﹁おお︑それよ︒﹂とつぶやきて︑直ちに

十一614図爲朝まかり立ってつぶやきけるやう︑

またかま場へ引き返しぬ︒

十443図

がら︑五兵衛は家から出て來た︒

十205

をりから南へ飛行中だつた燕は︑食にうゑ︑ つぶや・︿ ﹇咳﹈︵四五︶3 つぶやく ︽ーキ︾

ある︒
八673 つかまへようとして手をさしのべると︑鳩

八527 私は︑そっと翼をなでてみた︒
は︑また翼をひろげて飛びあがった︒

でてやったりしま す よ ︒

九価1園飛行機にお酒を供へたり︑︿略﹀︑翼をな

つぶる一つみかさねる
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﹇ 瞑 ﹈ ︵ 五︶3

つぶる

﹁︿略﹀︒﹂とそ申 し け る ︒

つぶ・る

︽ーッ・ーリ︾

五鵬1囹私が︑その舟を押してあげますから︑し
ばらく︑目をつぶっていらっしゃい︒

に目をつぶりました︒

六囲9 ﹁天皇陛下萬歳︒﹂作江はかういって︑静か

つぶれる

︽ーレ・ーレ

七283 少年は︑ちよつと目をつぶって︑何か考へ
﹇潰﹈ ︵ 下 一 ︶ 2

てるるやうでしたが︑
つぶ・れる
ル︾

ぶん多かった︒

ツボミ

つぼみ

つまず・く

﹇蹟﹈︵五︶1

つまつく

ツマム

︽ーイ︾

つまむ

︽ーマ・一

何かにつまついてころびました︒

﹇撮﹈︵五︶3

四299
つま・む
ン︾

一寸ぼふしをつまんで︑

一口に

イモウトハ︑キキャウノツボミヲソット
おには︑

ツマンデ︑

一494
三532

夜の胡同は心意なので︑それこそ鼻をつま

のんでしまひました︒

十劉2

まれてもわからないほどである︒

らなささうに笑ひました︒

五464

わが國の正しい古傳︑つまり神代以來の

上に反映したのにほかならないのである︒
十一盟7

太陽をもつともっと遠いところで見ると

尊い歴史も文學も︑

すれば︑︿略﹀小さな星と︑同じものになってし

十二糊3

まふであらう︒つまり太陽はき夜の空に無言に輝

﹇詰﹈︵四五︶2 つまる ︽ーリ・ール︾O

く星の一つなのであるが︑

せっぱつまる

つま・る

氣がしました︒

五245 水の中にみると︑何だか息がつまるやうな

十一637図 爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑

しかし︑徒黛を組んで天下を騒がすとい

﹇積﹈むいしづみぐるま

﹇摘﹈口Vせりつみ・はなつみ

ふことは︑重い罪である︒

十二589

道理にやつまりけん︑そののちは音もせず︒
二97園﹁雨ガフッテツマラナイナア︒﹂
つみ
﹁なんだ︑ゑさを取られたのか︒﹂と︑つま つみ ﹇罪﹈︵名︶2 罪 罪
つみ
十棚1図國 いたく罪作りたまふな︒

い︽ーイ・ーサ︾

七975 傾く家︑めちゃめちゃにつぶれる家もずる つまらな・い ﹇詰﹈ ︵形︶2 ツマラナイ つまらな
七981 まして︑けがをした者や︑つぶれた家の下
﹇蕾﹈︵名︶4

敷きになった者は︑どんな氣持であったらう︒
つぼみ

す

つみ

燕は︑同じ家に騙って回るといはれてゐま

つみ

﹇積重﹈︵下一︶4

つみ重ねる

積

底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが

積みあがる ︽ーッ︾

す︒つまり︑今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑

つみかさ・ねる

つた形に現れる白い雲は︑積雲といひますが︑

十一7510

つみあが・る ﹇積上﹈︵五︶1

來年また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

八1010

一494 イモウトハ︑キキャウノツボミヲソット つまり ﹇詰﹈︵副︶7 つまり
ツマンデ︑
四備2 すると︑草や木が︑だんだんと芽をふき︑
花のつぼみがふくらんで富ます︒

り

外側をまはってみるものも︑内側をまは

五142 つみ重ねたどなうの根もとにも︑いつのま

み重ねる

わが國がらの尊さ︑昔ながらの美風が︑ことばの

雨軍は︑

一生けんめい︑雪のかたまりをこ

そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み

重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑

九㎜11

石ころを積み重ねたのがあり︑

九㎜7 楊の枝をたばねて突きさしたのがあり︑

やなぎ

しらへては︑それを積み重ねた︒

六912

にか︑草がたくさん生えました︒

︽ーネ︾

つてみるものも︑そろって同時に進んでみるだら

今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に

す︒つまり星は︑西へ西へと移って行くのです︒

やがてその星は︑軒端にかくれて見えなくなりま

すれすれに當てて︑下からじっと見てゐますと︑

九912

内側のものは︑ゆっくり動いてみる︒

う︒つまり︑外側のものは︑大急ぎで進んでみる︑

八備1囹

を仕組んだもので︑これが振子時計の始りです︒

八1610 それが花の軸で︑その先に︑赤むらさき色 八鵬8 それは︑まったくガリレオの︑この隙見を
はす
冗用したものです︒つまり︑時計の機械に︑振子
ゆ

の︑大きな蓮のつぼみのやうなものがっきます︒

妻

九脳8 百合のつぼみのやうな形をした︑かはいら
しい花だ︒

﹇妻﹈︵名︶5

九669三家に凍りて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとりごといひ

つま

妻︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

しに︑妻つくづくと聞きて︑
九6710図

張は︑︿略﹀︑手に委粉と塩をさげ︑妻は︑

十112園私には︑妻も子もありません︒
十脳9

ふちはらののぶたか

なべや︑やくわんや︑布ぎれなどを持つた︒
したが︑不幸にも早く夫に死に別れました︒

十一357 大きくなって︑藤原宣孝の妻となりま 十一324 敬語がこれほどに獲達したのは︑つまり

1001
つみこみ一つめたい

﹇ 積 込 ﹈ ︵五︶3

積み込む

つみこみ ■ねんりょうつみこみ
つみこ・む
ーン︾

︽ーマ・ーム・

八222国 そのたびに︑貨物が山のやうにおろされ
ねんれう

たり︑積み込まれたりします︒

九柵6園燃料や爆揮を積み込んだり︑機械にくる
ひがないか︑ていねいに調べたりします︒

﹇若立﹈︵名︶1

つみたて

十目ー15 シャベルですくっては︑トロッコに積み
込む︒

つみたて

五379 つみたての桑の葉をやると︑かひごは︑
﹇積荷﹈︵名︶2

積荷

︿略V︑そろそろた べ 始 め ま し た の で ︑

つみに

七5210 見送りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑
これを合圖に︑船からおりて行くのです︒

︵名︶εおつむ
﹇積﹈︵四五 ︶ 2 4

ツム

つむ

積む

︽ーマ・

川や堀を傳はつて︑大阪の町々にあげられます︒

八902 大阪の港に集って來る船の積荷は︑︿略﹀
つむ
つ・む
ーミ・ーン︾

キマス︒

た︒

六222
た︒

彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑受

十一一鵬8

工兵隊は︑齢つた材料をトラックに積み︑

イモウトヲツレテ︑ノハラへ花ヲツミ

﹇詰﹈︵下二︶工みつむ

む︒

十二柵6 母は時々弟の方を見ては︑またせりを摘

つせとせりを摘んでみる︒

十一一柵10 川の少し上手に︑よそのをばさんも︑せ

つけたので︑それを摘んで來ていけてみました︒

十一帯1国 四五日前も︑野原でききやうの花を見

ツンデ︑ウチヘカヘリマシタ︒

一497 ワタクシタチハ︑手ニモチキレナイホド

ニイキマシタ︒

一48一

ン︾

枝についたままで︑たくさん船に積みまし つ・む ﹇摘﹈ ︵五︶ 5 ツム 摘む ︽ーミ・ーム・一
山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ

るうちに︑字がすられ︑給がすられ︑

六町1

みなさんを乗せる船は︑今さかんに起重機

を動かして︑荷物を積んでゐます︒

七521

彌兵衛が︑末次二二さうを仕立て︑荷物や

武器を積んで︑毫湾に着いた時︑

七麗10

出差4

七佃9囹何のために︑武器を積んで來たのか︒

バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

け取った荷物をいつぽい積み︑

八18一

つむ

︽ーッ︾

黒鮎は︑太陽の表面に起る大きなつむじ

塁湾から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ つむじかぜ ﹇旋風﹈︵名︶1 つむじ風

め︑船に積んで遠方へ送ります︒
かうぺ

八183

風だといはれ︑

十一一慨8

﹇瞑﹈︵五︶1 つむる

つめ
﹇爪﹈︵名︶3 つめ 爪

﹇詰込﹈︵五︶1 つめ込む ︽ーマ︾

﹇詰﹈尋かんづめ

つめた・い

﹇冷﹈

︵形︶ 11 つめたい

つめ込まれてみるのだ︒

冷たい ︽ー

九738 そのかまには︑炭に焼く丸太がぎっしりと

つめこ・む

つめ

黄いろく染めたものだった︒

つめ
十496圃 しゅつと︑しぶきがほとばしって︑爪を

とそれにしがみつきます︒

七877 安心だと思ふと︑前足のつめで︑しっかり

つやつやとさくら色に光ってみるのが︑

三765團その中で︑つめのやうな形をした︑

つめ

聲に耳を傾ける︒

九246団 おとうさんは︑静かに目をつむって︑歌

つむ・る

荷作りされた魚の箱を山のやうに積んだ貨

汽船は︑いつもバナナを積んでゐます︒

九5010

そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積

物自動車が︑魚市場を出て行くのは︑

九768

んで︑源作ちいさんが引いておりて來る︒

そこには︑取り入れるばかりになってみる︑

次の部屋へはいると︑こくそをつめた白木
そばに積まれた中塗りの盆は︑内側ばかり
橋梁材料をぎっしり積んだトラックが︑
あとから︑あとから追ひかける︒

十一一鵬2

が塗ってあって︑

十槻5

の盆が︑うつ高く積んである︒

十㎜2

夫を積みて︑

十477図かれは︑その角いよいよ研究を重ね︑工

たくさんの稻束が積んである︒

十224

が積まれるさうだ︒

一861・タカラモノヲツンダクルマヲ︑犬ガヒ 九描8 冬になると︑この大きな停車場に大豆の山

二鵬6 大きな木をつんだ車や︑石をつんだ
車が︑いくつもいくつも通りました︒
二塒7 木をつんだ車や︑石をつんだ車が︑
四131 早鳥は︑たくさんの米や︑褻や︑豆をつ

んで︑都の方へたびたび通ひました︒
四塒2 今︑日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷
ｨをつんで︑この通にさしかかりました︒

五539 車にかつををたくさんつんで︑みせいよく
引いて行くのに出あひました︒
六221 田道間守は︑大喜びでそれを船に積みまし

つめたさ一つゆ

1002

イ︒ーカッ・ーク︾

四911團

たこの霞めをなほして︑下糸を少し

持だ︒

五799 ざあっと︑つめたい水をかけると︑いい氣
め︑船に積んで遠方へ送ります︒

八18一

に分けて︑きちんと︑箱につめて送り出します︒

つめました︒
四532 ほっぺたをつめたい風に赤くしながら︑
六286 みかんは︑一家そう出で︑いろいろな種類
む中になってまはします︒

六248 田道間守は︑みささぎの前にひれふしたま
八653

九991

荷作り場では︑︿略﹀︑木箱にぎっしり氷と

﹁何をつめてみるのですか︒﹂

あけてはそこへ爆藥をつめる︒

﹇積積﹈︵五︶1

一セシチ︑ニセンチ︑石に穴があく︒そ

ツモル

つもる ︽ール・一

れが積り積って︑五メートル︑八メートルにもな

十ニー58

るのである︒

﹇積﹈︵五︶4

レ︾5つもりつもる

つも・る

齢すずめが︑

二524圏園竹ノハニツモレ︑
二525團圖松ノ木ニツモレ︑ドンドンツモレ︒

二526圏國ドンドンツモレ︒

﹁今夜はだいぶ つもるでせう︒﹂

四798圏圓﹁やすみませう︒﹂と

つめのやうな形をした︑つやつやと

︵サ変︶ 4 つやつやする

すみれ色をした花が︑暖い日を受けて︑び

こくたん
住民はパプア族で︑色は黒檀のやうに黒

夜が來て︑山脈の上の黒水晶のやうにつ

︹課名︺2

つゆ

つゆ⁝⁝⁝五十六

つゆ

月の光が

露呂あさつゆ・しらつゆ

ぎんぎら葉の露︑ 草の露︑

朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草

をおいしさうにたべてみる︒

九珊6

あさぎり

五道2圃

ぬれました︒

五八1平ぎんぎら葉の露︑草の露︑

つゆ ﹇露U︵名︶6

三561 十五

三33 十五

つゆ

やつやした大陸に︑南十字星がかかって︑

十一㎜4

くてつやつやしてをり︑

十一㎜11

きの星をきらめかしてみる︒

九496 鯛が︑つやつやした櫻色のはだに︑むらさ

ろうどのやうに︑つやつやしてゐます︒

六田9

︽ーシ︾

つやつや・する ﹇艶艶﹈

さくら色に光ってみるのが︑

三765国

さうなると︑先頭からかけ離れて︑間をつ つやつや ﹇艶艶﹈︵副︶1 つやつや

いっしよにつめて︑荷作りする者や︑

九506

の右の足にとりつけた兵は︑

通信紙をつめたアルミニュームの管を︑鳩

バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

ま︑いつのまにか︑つめたくなってゐました︒

七834国螢庭で︑教練をしたり︑つめたい水で食
器を洗ったり︑せんたくしたり︑
八102 をりから南へ飛行中だつた燕は︑食にうゑ︑
つめたい雨にずぶぬれになって︑

めようとしてもなかなか思ふやうにはいかない︒
盆のところどころへ︑黒い︑やはらかな膏

十柵5囹

木地に︑すき間や︑きずをなくすために︑

藥のやうなものを︑細い竹べらでつめてみる︒

やく

かう

八681 鳩は︑取扱兵の手にだかれたまま︑つめた
十佃4

ぼん

くなってしまった︒
たい海の水が氣持よく感じられる︒

歯並8園

九949 熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ
九脳9 ホームへ出ると︑風がつめたい︒

十m10

熟練した手早さで︑職人は︑一つ一つのす

かうしてつめてみるのです︒

室の中へしのびこむ︒

き間へ︑こくそをつめて行く︒

十一783 つめたい空氣が︑吸ひつけられるやうに
十一㎜10 明け方の風は︑いやといふほどつめたい︒

十ニー12

十分深く穴を掘ってしまふと︑火藥を固
くつめる︒

よい刀を千本あつめるつもりで︑九

﹇積﹈︵名︶4

弟は︑牛を飼ってみるつもりなのです︒

百九十九本は取った︒

三211囹

つもり

つもり

十ニー63

の盆が︑うつ古同く積んである︒

次の部屋へはいると︑こくそをつめた白木

十㎜1

つめたさ

十二欄2 水は思ったより冷たかった︒
﹇冷﹈︵名︶3

九955 思ひきって︑からだをずぶりと水の中へつ

つめたさ
けると︑つめたさが身にしみわたる︒

十一785 首筋に水晶のはけがさはったやうなつめ
たさである︒

十一796 清らかな水を爾手にすくひあげると︑こ
ほりつくやうなつめたさが全身にしみとほる︒

とうとう︑水攻めにするつもりだな︒

つもりつも・る

をやるつもりなのだが︑

さいいうき

六125

︽ーメ・ーメル︾

さんごくし

二面8園

つめよ・る﹇詰寄﹈︵五︶2つめ寄る︽ーッ︾

つめる

義光は大聲に︑﹁︿略V︒﹂とつめ寄った︒

七6310

三國志とか︑西遊記といった支那の昔物語
13

︽⁝ッ︾

十鎚4
︵下一︶

積り積る

七宙5 彌兵衛は︑少しつめ寄っていひました︒
﹇詰﹈

几vおいつめる︒はりつめる・みつめる

つ・める

1003
つゆ一つらなる

あざやかな美しさである︒

十368 今に露でもしたたりさうな︑なまなましい︑

にいさんは︑前よりもずっと色が黒く

なって︑強さうに見えました︒

四147
五291園強い酒をたくさんつくれ︒

咲く
︽1・ーイ・一

大人でも︑遠くからよけて通るほど︑強さ

天照大神が︑たけみかつちの神といふ強

あまてらすおほみかみ

うな犬になりました︒

三川4

六川2

道導が︑急にがっしりと二王様か何かのや

せいは日本人よりもずっと高く︑力も強

十一別2 團結力の強いかれらは︑またたくまに支

日ざしもさすがに強くなった︒

那街を作り︑
十二矧4

住民たちは︑日本軍の強さと心のやさし

さを知って︑すっかりなついてしまった︒

十一一梱10 光の強さに至っては︑ほとんど普通のこ

︽ーク︾

とばでいひあらはすことができない︒

時に風強く︑波高ければ︑

﹇強﹈︵形︶2 強し

八7210図

つよ・し

いっしよにるるのも︑あといく日もないと

政治を行ふ身ほどつらいものはござい

ツラキ

︹地名︺一 ツラキ

﹇連﹈︵名︶1 つらなり

n連﹈︵四五︶9

連なる

︽ーッ・ーリ・一

つた美しい七つの星を︑さがすことにしませう︒

九894 その邊の空に︑ひしゃくのやうな形に急な

ル︾

つらな・る

くころは︑

九131 何といふ森林のつらなりであらうとおどろ

つらなり

十一川留

ツラキ

ませぬ︒

十二621囹

まった︒

九舗8囹 いや初めはつらかったが︑もうなれてし

思ふと︑ぼくは泣きたいほどつらい氣がします︒

九868

て垂湾語を口に出しませんでした︒

七256 このつらい手當の最中にも︑少年は︑決し

た︒

五麗3 別れるのは︑ほんたうにつらいと思ひまし

のことかあるべき︒

﹁西の國で︑自分より強い者はない︒﹂

十備2図園能登殿いかに強くおはすとも︑何ほど

七145園

これほどに強いあなたは︑ただの人では つら・い ﹇辛﹈︵形︶5 つらい ︽ーイ・ーカッ︾

風騰りの強い高地であるのに︑陛下は外た
このやうに︑打つたり︑熱したり︑冷した
あの力の強い火藥を一時に黒土させて︑大
日光はかすかに黄色味を学びて︑壁やへい
十歳の時︑軍に出て敵の首を取ったほど

あの強い日本の兵隊さんが︑こんなも

下から風が強く吹きあげる︒

強い潮風が一時に吹きつけて來て︑
十一929

い︒

十一㎜3

のやさしい心を持ってるられるのかと︑

十一m4国

十搦6

強いおまへのことだ︒

門島6囹

の強い反射がいくぶんやはらいで見える︒

九戸3

きな砲弾を撃ち出すやうな︑がんじょうな大砲

八㎜1

りして︑鐵の質を固くし︑強くします︒

八㎜1

うをも召されず︑

八613

たけると申してをりました︒

七179園西の國では︑私より強い者はないので︑

ない︒

七172園

うに︑強さうに見えだしました︒

十一㎜7

強い手ごたへが︑つり竿をつたはって來ま つよさ ﹇強﹈︵名︶2 強さδしんぼうつよさ

十871図圏 たむかひしかたきも今日は大君の恵み

つゆ

した︒

五468

ざうり

﹇梅雨﹈︵名︶4

足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒

あし

の露にうるほひにけり
す
十一789 山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑素
つゆ

強い

い神様に︑かう仰せになってゐます︒

三562 つゆになって︑毎日のやうに雨がふり 六55
ます︒

三577園﹁つゆの雨がふるので︑匿うゑができ
るのだ︒﹂

三584園 ﹁おちいさん︑つゆはいつまでつづく
のですか︒﹂

つゆ

三585園 つゆがあけると︑からりとした夏が
﹇露﹈︵副︶2

來るよ︒
つゆ

日も雪の日も待ってるたが︑

九四7園 母は︑そんなこととはつゆ知らず︑風の

露草

十131生国 母も人間なれば︑わが子にくしとはつ
ゆ思ひ申さず︒

﹇露草﹈︵名︶1

ツヨイ

十一704慰労 濃きるりの 色あざやかに︑

つゆくさ

﹇ 強 ﹈ ︵ 形︶23

ものは露草の花︒
つよ・い

ク︾Oおつよい・こころづよい・ちからづよい・ね

一744 モモタラウハ︑ダンダン大キクナッテ︑

ばりづよい

タイソゥツヨクナリマシタ︒
ボクラバッ ヨ イ ︒

二651圃 カタカタカタカタ︑ パンポンパンポ
ン︑

三567 でも︑ときどき雨がやんで︑空が明か
るくなり︑かっと強い日がさして來ます︒

つらぬ一つりばり

1004

わが勇敢無比な荒鷲部隊は︑決死母艦を

つり←ふなつり

尋きのつらゆき

あに神さまはつりのため︑

おとうと神

﹇釣糸﹈︵名︶3

つり糸

このつり竿を持って行け︒

ほをりの命が︑つり竿をお引きあげになる︒

五個9園
五㎜1

つりどうぐ ﹇釣道具﹈︵名︶1 つりだうぐ

送ってあげたつりだうぐで︑魚をつるのが

樂しみだと書いてあった︒

五864

﹁絡員起し︒﹂と呼んで︑つり床の間をぬつ

つりどこ ﹇釣床﹈︵名︶3 つり床

すると︑乗員は一度にとび起きて︑手早く

それにつれて︑つり床は正しく一定の場所

つり床をくくる︒

九543

て行く︒

私たちは︑急いでつりのしたくをしました︒ 九542

うらしまがつりをしてゐます︒

﹇釣﹈︵名︶7

五445

三棚6

つり

つらゆき

離れ︑決勝の翼をつらねて︑

十二劉12

九934 北極星を柄の端にして︑北斗七星とどうや つら・ねる ﹇連﹈︵下一︶1 つらねる ︽ーネ︾
ら似た小さなひしゃく形に連なるのを︑
りよう

す

九936 小熊座を包むやうにのろのろと曲りくねつ
い

て連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑

九939 北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五
つばかりの星はカシオペヤ座で︑
ろうもん

十55図 玉垣に連なる鳥居の奥に︑すがすがしき
五桝5圏

五搦9園さうおっしゃらないで︑今日だけ︑私に

はかりのため︑

赤松の木立を負ひたる櫻門は︑

十一243図月の入り方に︑稻村が崎︑にはかに二
十齢町干あがりて︑平砂はるかに連なり︑

つりいと

にいさんが︑ひゅつと︑つり竿をふると︑
つり糸が︑空に大きなわをゑがきました︒

五447

ぼくらは︑小鳥のやうにをどる胸を押さ

﹇釣橋﹈︵名︶1 つり橋

へながら︑つり橋を渡った︒

にいさんと並んで︑私もつり始めました︒

つりはじ・める ﹇釣始﹈︵下一︶1 つり始める ︽ー
メ︾

五453
五囲4

ふと︑つりばりのないのに氣がついて︑

つり糸がぴんとはって︑つり竿の先が︑お つりばり ﹇釣針﹈︵名︶17 つりばり
じぎをするやうに︑しきりに動いてゐます︒

五471

に納められる︒

そんなに︑つりがしたいのか︒

つりばし

九544

五皿2園

では︑つりをしてみるがいいさ︒

十一833

つりをさせてください︒

幾條か連なったりすることがあります︒
五皿5園

じつは︑海でつりをしてみたら︑つりば

十一7410 畠のうねのやうに︑天の一方から他方へ

十一㎜11 更に南へ航海を績けると︑半日もたった
五心1園

︽ーネ︾呂かきつら

りがなくなってしまひました︒

のち︑南へずっと連なる大きな島が見えて來る︒

極海の氷原に連 な り ︑
﹇連﹈︵ 下 二 ︶ 1

連ぬ

十二備7圃北︑ベーリングの荒海を巻き︑南︑南

ぬ

つら・ぬ

うんか

の袖を連ねて︑雲霞のごとく並びみたり︒

十一181図 そのかげに甲武者三千思人︑︿略﹀︑甲

つりばりがない︒どうしょう︑

残念さうに︑つり糸をいちっていらっ

五㎜6園

五伽4

おまへからいひ出しておいて︑だいじな

つりばりを︑魚に取られてしまひました︒

つらぬ・く﹇貫﹈︵四五︶5つらぬく貫ぬく︽一

五㎜8囹
しやったが︑

イ・！キ・ーク︾

十一鵬3園私は音樂家ですが︑おもしろさについ
つり竿

にいさんが︑ひゅつと︑つり竿をふると︑

﹇釣竿﹈︵名︶5

つり込まれてまみりました︒
つりざお

五447

強い手ごたへが︑つり竿をつたはって來ま

つり糸が︑空に大きなわをゑがきました︒

五468
した︒

つり糸がぴんとはって︑つり竿の先が︑お
じぎをするやうに︑しきりに動いてゐます︒

五471

五柵1園

にいさんのだいじなつりばりを︑魚に取

じつは︑海でつりをしてみたら︑つりば

だれか︑日の神のお子様のつりばりを︑

困ってしまひました︒

五鵬4園 それは︑兄のだいじなつりばりで︑私も

五糊3園 つりばりが︒

りがなくなってしまひました︒

五儒1圓

られて︑困ってみるところです︒

五畜5園

つりばりをなくしてしまふなんて︑あんまりだ︒

五個4園

の腹部をつらぬ い た ︒

やみを

八669 一々は︑鳩の左の足をうばひ︑一悪は︑そ つりこ・む ﹇釣込﹈︵五︶1 つり込む ︽ーマ︾

よど

八871図圏荒波あらふ デッキの上に︑
貫ぬく中佐の叫び︑

八897 市を貫ぬいて流れる淀川は︑いく筋にも分
れて︑西の大阪湾に注いでゐます︒
ば︑たやすく抜けず︒

九625図矢は︑首を貫ぬきてかぶとに射つけたれ

きつ︒

十1610図圏 敵高射砲弾は︑汝が愛機の胴髄を貫ぬ

1005
つりばりのゆくえ一つるす

取って行ったものはないか︒

五欄3囹 おまへは︑日の神のお子様のつりばりを
知ってみないか︒

五川5囹 この間︑つりばりをのどにかけまして︑
たいへん苦しんでみるところでございます︒

五欄9園 鯛ののどから︑そのつりばりを取ってや

鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきまで

が︑聞かれるやうな感じのする歌である︒

十二441

五865送ってあげたつりだうぐで︑魚をつるのが

つ・る﹇釣﹈︵五︶6つる︽ーッ・ーラ・ール︾

私も︑一度︑あの大きな鯛をつってみた

樂しみだと書いてあった︒
五桝3園

長い柱のやうに延されたこの鐵が︑今度は

いのです︒

八986

れ︒

五襯2 つりばりを取る︒

︑80

起重機につられながら︑

さしあげる︒

五百5 女は︑つりばりを水で洗って︑海の神様に

窓を開けはなし︑かやをつって︑

私は︑荒なはで枝をつった松の根もとに︑

︿略﹀

ノ0︾エ 車輌に焼かれた鐵の火柱が︑起重機でつら

れたまま︑そろそろと外へ出て來ます︒
十一⁝⁝11

五襯7囹 なるほどつりばりだ︒
五備1園 このつりばりでございますか︒
十二鵬5

南半球の星を眺めながら寝につくのである︒

來て神さまおよろこび︒

五備5圃だいじな︑だいじなつりばりが︑出て

そっと顔を出してみる黒い土を見つけた︒

ひきつる
ぺ

つるがをか

むねたふ

鶴岡
はちまんぐう

﹇鶴岡﹈︹地名︺2
みなもとのよりとも

つるがおか

鶴岡

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納す

劒5あめのむらくものつる
五301

みことは︑劒を抜いて︑大蛇を︑ずたずた
みことが︑尾をお切りになった時︑かちつ

にお切りになりました︒

五305

尾をさいてごらんになると︑たいそうりっ

と音がして︑劒の刃がかけました︒

五306

ぱな劒が出て來ました︒

﹁これは︑たふとい劒だ︒﹂と︑みことは

お思ひになりました︒

五308園

みことは︑その劒を︑天照大神におさしあ

げになりました︒

五311

しませう︒

六61園 この劒を︑天皇にさしあげることにいた

の倉を目あてに︑この劒を落します︒

くロリ

六64園 高倉下といふ者がをりますから︑その者

この御聲とともに︑劒が天から落ちて來ま

さしあげるやうに︒

六67囹朝になったら︑きっとこの劒を︑天皇に

した︒

六68

ゆめに見た神様の劒が︑ちゃんとありました︒

六73 倉へ行って見ますと︑屋根をつき抜けて︑

ちは︑

この劒で︑みんな殺されてしまひました︒

六76高倉下が︑劒を天皇にさしあげると︑
六79 さうして︑劒をお受け取りになりました︒
六82すると︑あの熊になって出て來たわる者た

稻村が崎︑名

七166ふところにかくしてみた劒を抜いて︑たけ

るの胸を突きました︒

將の 劒投ぜし古職場︒

十二746図圃七里が濱の磯傳ひ︑

ソレヲニハノ木ノ枝下ツルシテ︑

﹇吊﹈︵五︶8 ツルス つるす ︽ーシ︾

天井からつるしてある︑この大きなランプ

八価9 つるしたランプは︑静かに左右へ動いてゐ

が︑ふと︑ガリレオの心をとらへました︒

八価3

何のかんばんだらうと思って︑

八234團赤い布ぎれのふさをつるしたものですが︑

二83

つる・す

の草花が持ち出され︑

八悩3 窓のそばに︑鳥かごがつるし出され︑鉢植

まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助 つるしだ・す ﹇吊出﹈︵五︶1 つるし出す ︽ーサ︾
﹇剣﹈︵名︶15

けくださいと祈り︑

八394

ることになって︑舞姫を集めました︒

八349

つるがをか

義家︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣

あ

五313 二十四 つりばりの行くへ⁝⁝⁝百二十四 つ・る ﹇連﹈︵下二︶1 つる ︽ーレ︾与うちつる・

つりばりのゆくえ ︹倭名︺3 つりばりの行くへ

九5910図

やまた

五悩1 二十四 つりばりの行くへ

つる

き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒

十一梱2 天の岩屋︑八事のをうち︑︿略﹀︑つりば
﹇弦﹈︵名︶3

りの行くへ等の神代の尊い物語を始め︑
つる

は︑

六一5 ﹁ひゆう︒﹂と︑音高くつるからはなれた矢

九皿7 ねらひ違はず︑狼介が高月のごとく引きし
ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

つる

ぎ・かみのつるぎ・くさなぎのつるぎ︒みつるぎ

十一182図 射手とおぼしき者ども︑弓のつるをく つるぎ
﹇蔓﹈︵名︶1

ひしめし︑矢束ね解いて待ちかけたり︒
つる

鶴

九贋3 ゑんどうが大きくなって︑つるを延してゐ
る︒

﹇鶴﹈︵名︶2

十二439 あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑鶴

つる

が鳴きながら飛んで行く︒

つるつる一つれる

1006

今年は海へつれて行ってもらへる︒

に來ました︒

三589
わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに

ます︒
八皿5 さうして︑糸でおもりをつるして︑同じや
四817

つるはし

つれ出す

︽ーシ︾

南の國から︑大勢の仲間をつれて而て︑北

九819

日がたつにつれて︑だんだんぼくになれて

秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑五箇

來ました︒
九833

月ぶりでうちの馬屋へつれて錦りました︒

九838寒い冬の日でも︑一日目一度はかならず︑
九852

九月に二歳ごまの市が始るといふので︑八

三年生の文子さんがつれて歩いてみるのに︑

北斗をつれて運動に出かけました︒

五川2

ある日のこと︑鹿介は部下をつれて︑城外

命じられた津野田参謀は︑二名の部下をつ

兵隊さんが︑どこからかつれて來て︑か

それは︑明け方になるにつれて激しく︑

きやう

夜明け前の一時間ぐらみに最高潮に達する︒

十一盟11

はいがってみる猫であった︒

十﹁旧5

ニュース映蚕を見に行きました︒

十﹁佃7団いっか隣りのお子さんをつれて︑

れて︑ステッセル扇面のところへ行った︒

十8510

を見まはってみた︒

九伽1

月に北斗をうちへっれて節りました︒

ぼくは︑おかあさんを引っぱるやうにして︑

女は︑鯛をつれて出て來る︒

北川が︑はたと倒れました︒つづく二人も︑
尊は︑わっかの供人をつれて御出登になり

曲の進むにつれて︑昼光は︑自分の笛の音

かま

年を取るにつれて︑だんだん深いところへ
はいって行きます︒

七867

によったやうに︑ただ一心に吹いた︒

七472

ました︒

七1810

それにつれてよろめきましたが︑二人は︑

六伽7

つれて來た︒

六666

五川1

風をどしどしと追ひまくります︒

四備7

仲間を大勢つれて來ました︒

うなことを︑何べんとなくやってみました︒
おもりは左右へ振ります︒

八研7 おもりを糸でつるして︑それを動かすと︑

九491 鉢巻をした若者が︑大きな魚をてんびん棒
につるしたり︑手押車にのせたりして︑
ふんどう

き︑その玉蔵に分銅をつるしておく︒

十四3 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお

十珊6 そこでは︑どこかの子どもが︑もう頭をつ

つるつる ︵副︶1 つるつる

﹇皇土﹈︵名︶1

るつるにそられてるるのである︒
つるはし

つるべ

物皇にしばりつけ︑鐵砲をかついだ工兵が︑

十二皿10 ハンマーや︑シャベルや︑つるはしを荷
﹇釣瓶﹈︵ 名 ︶ 1

﹇ 連 出﹈︵五︶1

十一協1図圃朝顔につるべ取られてもらひ水

つるべ

つれだ・す

﹇連﹈︵ 下 一 ︶ 3 4

ツレル

つれる

︽ーレ︾

萬壽は︑その夜ひそかに︑うばをつれて︑

倉をさしてくだりました︒

くロリ

八417

石のらうをたつねました︒

十二㎜11

その歌聲につれて︑太陽はいよいよ赤く︑

しかし近づくにつれて︑その黒い物は︑

大きくなる︒

しだいに大きく空へひろがって行く︒

私は︑おかあさんにつれられて︑タ方から︑ 十二脚7

きんしう

をしてしまひました︒

五㎜5園 つれないどころか︑申しわけのないこと

五伽5囹 ちっとも︑つれなかったんです︒

五糊4園 何かつれたか︒

このへんが︑つれさうだね︒﹂
五442﹁囹
五協5園 どうして︑つれないのだらう︒
五八6園 朝から︑一匹もつれない︒

私たち女子の組も︑先生につれられて︑大 つ・れる ﹇釣﹈︵下一︶6 つれる ︽ーレ︾

湯茶接待所へ手近ひに來たのでした︒

八568

八592

演習の拝観に出かけました︒

足の再帰を見ると︑四日前に︑錦州へ向け
て出憎したわが軍が︑つれて行った鳩であった︒

八646

ぼくたち四十人置︑野田先生と石井先生に
つれられて︑山のスキー場へ行った︒

八774

それにつれて︑つり床は正しく一定の場所
に納められる︒

九544

ころを通った時︑

五663国馬屋へ行って︑馬をねどこから外へつれ 八391 それが萬壽姫で︑︿略﹀︑うばをつれて︑鎌 十二262 孔子が︑弟子たちをつれて︑匡といふと
出し︑

つ・れる

Oおつれする・おつれもうす・おつれる・ひきつれ
る

ニイキマシタ︒

一48一 イモウトヲツレテ︑ノハラへ花ヲツミ
一807 モモタラウハ︑犬ト︑サルト︑キジヲツ
レテ︑オニガシマヘワタリマシタ︒

二473園 キヌ子サン︑チョットケンチャンヲツ
レテ︑ワンワンヲ見二行ッテチャウダイ︒

二476私ハ︑ケンチャンヲツレテ︑外へ出マシ
タ︒

三95 そこへ︑春枝さんが︑犬をつれてあそび

1007
つわもの一つんざく

かまくら

ごんこらうかげまさ

九623図 相模の國の住人︑鎌倉の椹五郎景正とい

さがみ

つわもの﹇兵﹈︵名︶7つはもの兵

みうら

ためつぐ

ふもの︑先祖より名高きつはものなり︒
が顔をふまへて矢を抜かんとす︒

九628図 三浦の平太郎爲次といふつはもの︑景正

だん

うら

九634図國 弓矢に當りて死するは︑つはものの望
むところなり︒
て攻め戦ふ︒

十m4図 さるほどに︑源平のつはもの︑壇の浦に
十麗10図弟の次郎も︑すぐれたるつはものなり︒
しく︑敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒

十一229図 敵の方を見渡せば︑北は山高く道けは
十二939図 一族十六人︑從ふ兵五十鯨人︑思ひ思

ども

ひに並みみて︑一度に腹をぞ切ったりける︒
つはもの
つわものども ﹇兵共﹈︵名︶3 つはものども
兵

むさし

さがみ

十一247団園 進めや︑つはものども︒

十一639図 武藏・相模のつはものども︑まっしぐ
ただよし

つはもの

らに打ってかかる ︒

つんざく

︽ーク︾

十二9010図 直義の兵ども︑菊水の旗を見てよき
﹇ 舅 ﹈ ︵五︶−

敵なりと思ひ︑
つんざ・く

い稻妻が鋭く切り込む時など︑

十一圏11 耳をつんざくやうな雷鳴とともに︑幅廣

記
後

1008

記

幹︶と貝美代子が担当した︒

編集の経過と担当者

本書の解説は貝美代子が執筆した︒

︵平成五年四月木村睦子記す︶

教科書の書誌・底本の調査は国際基督教大学教授飛田良文氏︵当時主

けた︒

第五期に関する作業にたずさわったのは次の通りである︒
国語辞典編集室室長 木村睦子 同研究員 加藤安彦・藤原浩史
同調査員 林大・貝美代子・久池井紀子・山田雅一・奥村大志
また︑犬飼芳子・木村睦子・高比良富江・近藤裕子が︑この作業を助

ある︒

期を追って用例数が増え︑第五期がおそらく最高になるものと思われ
る︒一期の約四倍の用例を二巻に収めるために︑極力文脈を切り詰めて
きたが︑その欠を補うために四期からフロッピー版本文の頒布を開始し
た︒今までのところ︑要求件数は七十ほどである︒今すぐにというわけ
にはいかないが︑最終的には一〜六期すべての本文を提供するつもりで

ならないことを念じている︒

り︑一層の省力化を行った︒それが利用者の方々にとって大きな不便に

率化を進めてきた︒さらに五期からは一部をKWICにすることによ

第二期はカードを利用した手作業方式であったが︑第三期からはコン
ピュータ利用方式に切り換え︑文脈の長さ指定の自動化など︑次第に効

第五期国定読本﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄︵いわゆるアサ
ヒ読本︶の総索引作成作業は︑平成三年五月から開始された︒第一期︑

後

CONCORDANCE 8 TO KOKUTEI TOKUHON
1. CONCORDANCE 8 is the result of work done by the Section for Dictionary Research

of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
2. CONCORDANCE 8 is published as part of the basic research materials to be used for
the Historical Japanese Dictionary being planned.
3. Computer‑aided concordance making was adopted from Vol.4 in the series of concord‑
ances to Koleutei 7bkuhon, and an optical character reader was also used.
4. Kokutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry

of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school
years from April 1904 to March 1949.
5. CONCORDANCE 8 covers the fifth Koleutei 7bleuhon. The original textbooks in twelve

volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1941 to

August 1945.
6. The fifth Koleutei Tohahon was revised several times. The texts chosen for CONCORD‑

ANCE 8 are the earliest versions used in the years from 1941, and are now in the
possession of two organs separately.
7. CONCORDANCE 8 covers the first half of the vocabulary of the fifth Koleutei Toleuhon
or words from A (th) to TU (o); the latter half of the words from 71E ('() to N (A/)

will be covered by CONCORDANCE 9.
8. The introduction explains the following;

the transition from the fourth to the fifth Kokutei Tokuhon;
the editorial policy of the fifth Kokutei Tokuhon;
the characteristics of the fifth Kokutei Tokuhon; and

the bibliography.
9. The appendix will be contained in CONCORDANCE 9.

第五期あ〜つ
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