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◎﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄昭和十六年度以降使用

◎﹃初等科国語﹄昭和十七年度以降使用

国立国語研究所編

第五期﹁て〜ん﹈

刊行のことば

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

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

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

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

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

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

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

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

いいこ読本と俗称︶

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

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

昭和八年より使用﹃小学国語読本﹄︵今日サクラ読本と俗称︶巻一〜十二

大正七年より使用﹃蠕国語読本﹂︵今貝ナハト読本と俗称︶登〜＋二

明治四十三年より使用﹃尋常小学読本﹄︵今日ハタタコ読本と俗称︶巻一〜十二

第第第第第第
六五四三ニー
期期期期期期

二分冊とする方針で刊行を進めてきている︒このたび刊行するのは第五期国定読本の用語総覧の第二分冊であり︑﹁て〜
ん﹂の部を収める︒

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

きたものであるが︑昭和六十三年十月に国語辞典編集室が新設され︑その室の事業として引き継がれた︒作業方法につい

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

容と体裁を踏襲してきた︒今後も内容については一貫した方針を保持するつもりであるが︑第五期より体裁を部分的に改

めた︒すなわち︑約一万三千の見出しのうち︑特に使用頻度の高いもの︵度数二百以上︶五十一語についてのみ︑文脈を

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

木村睦子︑研究員 加藤安彦︑藤原浩

林大︵名誉所員︶︑貝美代子︑︑久池井紀子︑山田雅一︑奥村大志である︒

この﹃国定読本用語総覧9﹄の編集作業及び諸本の調査にあたったのは︑室長

指定に費やす研究者の時間を節約するのが目的であり︑読者諸賢の御理解をお願いする︒

史︑調査員

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

国立教育研究所教育情報資料センター教育図書館︑早書文庫︑大分県立大分図書館︑山形県立博物館教育資料館︑千

葉県総合教育センター︑横須賀市教育研究所︑八千代市歴史民俗資料館︑東京都江戸川区教育研究所︑出島村郷土資

料館︵茨城県︶︑玉川学園教育博物館︑茨城大学教育学部図書室︑福岡教育大学付属図書館︑東京都江戸川区立小岩小

修

中村紀久二︑山形大学教授石島庸男︑茨城大学教授佐々木靖章︑福岡教育大学教授根本今朝男

学校︑日本女子大学付属豊明小学校︑文化庁文化部国語課主任国語調査官安永実︑財団法人教科書研究センター付属

図 書 館長補佐

また︑前八巻にひきつづき印刷刊行を引き受けられた三省堂にも謝意を表する︒

平成六年四月

谷

国立国語研究所長

水
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凡

凡

例
j内容

︵二︶底本

︵三︶用語採集の範囲

︵四︶見
︵五・

︵七︶用例と所在

︵七・三︶層別

︵六︶見出し語の排列
︵七・二︶所在

︵五・六︶表記

︵五・三︶品詞

︵四・二︶読み︵五︶見出し語

︵五・二︶漢字

︵四・一︶単位

︵五・一︶見出し

j 内 容

︵七・一︶用例文

︵五 ・ 七 ︶ 活 用 形

四︶人名・地名などの注記 ︵五・五︶度数

の注記

出し 語 の 立 て 方

（一

照︒

①目録
②本文

底本のうち︑

︵三︶ 用語採集の範囲

各種機関の所蔵本を底本として用いた︒詳しくは巻8所収の解説参

︵二︶底本

のである︒

語を五十音順に排列し︑その全用例のうちテからンの部までを収めたも

みかた﹄﹃初等国語ヨミカタ﹄︵いわゆるアサヒ読本︒全十二冊︒︶の全用

本書は︑昭和十六年度から用いられた第五期国定読本﹃ヨミカタ﹄﹃よ

（一

③図版

の部分を用語採集の対象とした︒ただし︑③のうち︑判読しがたい語は

除いた︒表紙・扉・ページを示す数字・奥付などの部分は︑用語採集の
対象としない︒

なお︑教師用書に示された漢字の新出と読み替えの表示は︑本書の付

単

位

見出し語の立て方

録5﹁漢字一覧︵提出順︶﹂および付録6﹁漢字一覧︵五十音順︶﹂にま
とめた︒

︵四︶
︵四・一︶

自立語は原則として文節から助詞・助動詞を切り離したものを一単位

とし︑助詞・助動詞は︑﹃現代語の助詞・助動詞−用法と実例﹄︵国立

①形容動詞は立てない︒形容動詞の語幹にあたる部分を﹁形状詞﹂

国語研究所報告3︶を参考にして単位を決定した︒ただし︑

として一単位とし︑語尾にあたる部分を助動詞とする︒

②サ変動詞﹁する﹂︑および﹁いたす・くださる・なさる・もうし

または体言相当のものにじかに接続している場合は切り離さな

あげる﹂など意味上ほぼサ変動詞﹁する﹂にあたるものが︑体言
い︒

④動植物名や固有名詞︵人名・地名・戦争名・課名・題名など︶は

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

⑤同語形であっても品詞の異なるもの︑口語・文語などで活用の

語五段活用と文語四段活用の終止形が同形で併存するものは︑一

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

複合語などの後部にあらわれる要素については︑次のように切り出し

例
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5おあいていたす・そうだんあいて

て見出しに立て︑ 呂で︑主となる見出しを参照させて検索できるように
した︒

あいて

漢字表記の読みを決定するにあたっては︑教師用書に新出または読み

︵四・二︶ 読 み

替えとして提示されている漢字を参考にした︒
四期までの国定読本では︑ある漢字がその読本中で初めて使われる時
には︑新出漢字として上欄に掲げ︑その後別の音訓で使われる時には︑

傍線を付して読替漢字として掲げている︒その漢字を提出順または代表

音訓順に示したのが三期の第二分冊に添える付録の﹃漢字一覧︵提出
順︶﹄及び﹃漢字一覧︵五十音順︶﹄である︒巻．頁が進むにしたがって

提出音訓が増えるので︑そのいずれに該当するのか確定できない場合も
﹃用語総覧5﹄の付録6によると︑﹁石﹂という字は曝書の26ページが初

生じるが︑これによって編者の意図の推定できる場合も多い︒例えば︑
出で﹁いし﹂︵石がき︶︑つぎに︑巻六の64ページに読替が立ち﹁シャク﹂
︵磁石︶︑最後に巻六の95ページに読替が立つ︵大石︶︒ここで﹃大石﹄の

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

第五期国定読本では︑欄外に漢字を掲げていないが︑編纂趣意書に
代って教師用書に新出および読替の漢字と読みが示してある︒

詞

︵五︶ 見出し語の注記
各見出し語ごとに︑次のような事項を記した︒

例
見出し

漢字

注記

﹇厳島﹈︹地名︺
いつくしま

品詞

度数

度数 表記

いつくしま

1 嚴島

層別

表記

︽ーウ・ーッ・ーヒ︾

活用形

十一348図筆画は古より日本三景の一に敷へられて殊

いつくしま
用例

に名高く︑︿略﹀︒

漢字

所在︵巻・ページ・行︶

見出し

沿ふ

コ

東の方は此の橋のたもとから︑川にそって電車が

そ・う﹇沿﹈︵四・五︶4 そふ

出ます︒

六722

見出し

現代仮名遣いによって︑和語・漢語は平仮名︑外来語は片仮名で記し

︵五・一︶

活用語は終止形を見出しとし︑活用しない部分と活用する部分との間

た︒

漢

字

に・︵中点︶を入れた︒

︵五・二︶

品

詞

語の識別のため︑必要に応じて︑ 見出し語にあたる漢字を注記した︒
︵五・三︶

副詞︵副︶連体詞︵連

品詞は次の通りとし︑後に示すような略号を用いて示した︒なお︑助

形状詞︵形状︶

詞と動詞は︑さらに細分類を行った︒
名詞︵名︶代名詞︵代名︶

例
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凡

体︶ 接続詞︵接︶ 感動詞︵感︶
動詞︵助動︶

助詞

動詞

形容詞︵形︶

助詞は次のように分類し︑後に記すような略号を用いて示した︒

助

間投助詞︵間

接続助詞︵腎助︶

終助詞︵終助︶

格助詞︵格助︶ 副助詞︵副助︶ 係助詞︵係助︶
並立助詞︵並置︶ 準体助詞︵準助︶
助︶

また︑動詞は活用の種類によって分かち︑次のように示した︒

五段︵五︶上二段︵上二︶上一段︵上一︶下二段︵下

二︶下一段︵下一︶力行変格︵力変︶サ行変格︵サ変︶ナ行変

四段︵四︶

人名・地名などの注記

格︵ナ変︶ ラ行変格︵ラ変︶

︵五・四︶

見出し語の意味・用法について︑必要に応じて︑﹁人名・地名・課名・

︵用例の数︶を記した︒

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

見出し語ごとに︑その使用度数

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

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

①片仮名
②平仮名
③変体仮名

⑧ローマ数字
活用形

活用のある見出し語の用例について︑活用形の異なるものを列挙し

︵五・七︶

ではなく︑語形上の異なりをさす︒

た︒ただし︑ここでいう活用形の異なりとは︑未然形・連用形などの別

活用形を列挙する際︑活用しない部分︵見出しで︑中点・より前の部

分︶は一で記し︑活用する部分を︑原文通りの仮名遣いで︑片仮名によっ

見出し語の排列

また︑二つ以上の活用形がある場合は︑五十音順に並べた︒

て示した︒

︵六︶

つやゆよ︶は普

見出し語の排列は現代仮名遣いの五十音順とする︒ただし︑片仮名は

平仮名に︑濁音・半濁音は清音に︑小字︵アイゥェォ

通の仮名に︑長音符号﹁1﹂は直前の仮名の母音に︑それぞれ置き換え

同じ仮名の連なりとなった見出しは︑次の各項を一字目から順に適用

たものとみなして︑一字目から順次︑五十音順に排列する︒
して排列する︒

①清音←濁音←半濁音
すなわち︑拗音←直音︑促音←直音
②小文字←大文字

③普通の仮名←長音符号

以上によっても排列の決まらないものは︑次の各項を順に適用して排

⑤漢字︵平仮名の振り仮名つき︶

動詞←形容詞←助動詞

名詞←代名詞←形状詞←副詞←連体詞←接続詞←感動詞←助詞←

①次の品詞順とする︒

列する︒

⑥漢字︵振り仮名なし︶

a名詞のなかでは次の順とする︒

④漢字︵片仮名の振り仮名つき︶

⑦アラビア数字

例

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

b助詞のなかでは次の順とする︒
助詞←間投助詞

︵七・二︶

所

在

数える︒すなわち︑﹃ヨミ江田﹄﹃よみかた﹄一〜四が巻一〜四に︑﹃初等

﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄と﹃初等科国語﹄に分れるが︑巻番号は通しで

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

科国語﹄一〜八が巻五〜十二にあたる︒また頁番号が二百を超える場合

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

い︒

なお︑目録と図版中の語については︑原則として層別の表示を行わな

た︒

上記の分類の第一字目によって︑図魍暴君園のように区分を示し

以上のうち︑口語文・散文・地の文については注記せず︑それ以外は︑

③地の文会話文

①口語文 文語文 候文
②散文 韻文 手紙文

用例文の文体上の性格を次の三類八種に分類した︒

︵七・三︶層別

のように記し︑図版中の語であることが分かるようにした︒

五36図

なお︑図版中の語は︑それぞれ

号である︒

は︑﹁付録﹂中の用例であり︑その頁から二百を引いたものが正しい頁番

ナ変←ラ変

a漢字表記の付けられるものについては︑字数の少ないものか

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

まとめたうえで︑二字目の画数順とする︒

b漢字表記の付けられないものについては︑

用例と所在

平仮名←片仮名︵外来語︶の順とする︒

︵七︶

︵七・一︶ 用例文

用例は︑仮名遣い・分かち書きなどまで︑できるだけ原文通りとした︒

用例の長さおよび体裁は︑今回から見出し語により二通りに分けた︒

漢字字体は︑対応する普通の明朝活字体とした︒

し︑それ以外のものは︑従来通り可変長とした︒用例文の中間の一部を

すなわち出現頻度の高い語︵主として助詞・助動詞︶はKWIC形式と

同一見出し語に含まれる用例は︑底本における出現順に排列した︒

省略する場合は︑︿略﹀のように示した︒

用例中︑見出し語にあたる部分は太字で示した︒
なお︑五十音図・いろはは︑本文ではそれぞれ一部分を示すにとどめ︑
付録に全体の形を示す︒

1

て

﹁︿略﹀︒﹂といって︑手をふりました︒

うんてんしゅさんがおたがひに手をあ
﹁わあ︒﹂と手をたたいて︑笑ってみる

げて︑元氣よくあいさつをしました︒

四224
四309

つなぎ

おばあさんの手に︑しっかりとすがりつ

ものもあるやうでした︒

四401

いてるたかぐやひめのからだは︑
のちには︑︿略﹀︑友だちと手を

ささの葉を手に持って︑

かうして︑あたたかい心で育てられ︑しん

左の手で︑頭のあたりをつかむと︑

これから︑しっかりと手をつないで行く
左の手に︑めがねの玉を持って︑目から遠

弟が持って來た圖垂を見ますと︑子どもが︑

右の手に虫めがねを持って︑のぞいて見た︒

くはなした︒

六832

六624

白い旗は︑つい︑目の前にひらくしてゐ

手をあげてけい禮をしてみる給でした︒

ほんたうに︑手に取って︑さはってみたい

とうとう︑旗に手がとどいた︒

るが︑手がとどかない︒

六946
六961

やうな氣がします︒

雪柳6

手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋

﹁見れば尊い錦の御澄︑どうしてそれを

﹁大塔宮を御道筋に待ち受け申し︑この

急に思ひついたらしく︑手をうつて︑正男

萬壽がかけ寄って︑らうのとびらに手を掛
八426

つかまへようとして手をさしのべると︑鳩

親子は手を取りあって泣きました︒

萬壽は︑格子の間から手を入れて︑

かうし

八429

八681

鳩は︑取扱兵の手にだかれたまま︑つめた

は︑また翼をひろげて飛びあがった︒

八673

けますと︑

八423

めさうに近く見えます︒

八2310風動は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか

あげて敬禮をしたり︑

七788団大きな目を見はって︑くわつぼつに手を

﹁さうだ︑さうだ︒

七6810

御旗を︑この荘司が手に入れたのだ︒﹂

七644園

手に入れたのか︒﹂とつめ寄った︒

七639園

のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒

七114

ました︒

七86 すると︑小石のやうなものが︑手にさはり

手ですくって︑かい出しました︒

﹁おお︑まぶしい︒﹂といって︑手で顔 七84 まはりの砂が︑少しつつくつれて行くので︑

あったりして︑思ふままにすべります︒

四522

四547
五66

をかくしました︒

一434圃ニドオジギシテ︑手ヲウッテ︑

すず

大勢の神様は︑手をうってお喜びになりま
い

おたまじゃくしは︑手も足もなくて泳げる
ちゃうど親の手に︑子どもがすがりつくや
小さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑

せいのびして︑手をのばしてみたが︑だめ
右の手で︑すばやく︑葉といっしょにっか
六115

六621

日本も南洋も︑みんなお米のできる國なのです︒

六471囹

せつな手で︑荷作りされたみかんは︑

六292

まへました︒

六114

だ︒

五794

いつのまにか大きくなります︒

五558

うでした︒

五505

のですから︑

五215

すすぎました︒

五94国

した︒

五86

ツンデ︑ウチヘカヘリマシタ︒
ツモトリマシタ︒

二268 長イ手ヲノバシテ︑柿ヲイクツモイク
一一421 正男サンバ︑人ギャウノ手ヲトリマシタ︒

一一831下手ノ主唱ゴムマリヲノセテヰルネ︒
三679 おかあさんに手を引かれながら︑

三694 おじぎをしたり︑小さい手をたたいた
りしては︑たいこをならしました︒

三715 私は︑手に持ってみた竹を︑そっとき
りぎりすのみる方へさし出しました︒
三771 にいさんとぼくが︑手をつないで︑海へ
はいりました︒

三773 にいさんは︑ぼくの手をはなして︑深い
方へおよいで行きました︒

三湿9 かめは︑うらしまの手を取って︑そこら

をぐるぐ歩きます．
三一2 かめが︑うらしまの手を取って出て行
きます︒

四217 外では︑ その 友だちが 四人並んで︑

五十鈴川のきれいな水で手を洗ひ︑口を

一497 ワタクシタチハ︑手ニモチキレナイホド

て

ふかで・みぎて・やまて・ゆくて・よせて・りょう

で・しもて・にがて・のりて・ひきて・ひだりて・

で・かしわで・かたて・かみて・からめて・くま

えて・うって・おおて・おおで・おさきて・おも

て ﹇手﹈︵名︶伽 手3あいて・あらて・いて・う

て一て

て一て
2

くなってしまった︒

八844 みんなは︑思はず手をたたいた︒
八9710 まるで︑つきたての餅を︑手でまるくした
り︑長くしたりするのと同じやうに︑

八鵬4 作られたものは︑最後に︑職工さんたちの
力強い手で︑だんだん組み立てられて行きます︒
ために︑手でさはったからです︒

八柵1 それは︑つい今しがた︑番人が火をつける
八田5 しかも︑その手は︑ピヤノでもひくやヶに︑
絶えず動いてゐます︒
が︑手をひろげて待ってるる︒

九川9園
10囹

母が額に手を當てて︑熱のかげんをみた
よくこれまで戦ってくれた︑︿略﹀と︑

りなんかするのと似てゐますね︒

九

飛行中に起つた故障は︑みんなこの人た

手を合はせて拝みたい氣持にさへなります︒

九価7園

その手には︑血に染まった短刀が光ってゐ

爾岸の敵もみかたも︑思はず手に汗をにぎ

ちの手によってなほさなければなりません︒
る︒

笹津1
九伽3
る︒

す︒

ぼくが手をあげると︑母もあげた︒

かうさく

﹁さやうなら︒﹂﹁さやうなら︒﹂マルタは︑

ぼくの手は︑がっしりとにぎられてるた︒

ぼくは︑友だちと﹁しっかりやらう︒﹂と
自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう

大尉は︑これを讃んで思はず涙を落し︑水
水兵は︑︿略﹀︑やがて手をあげて敬慨し︑

ややもすれば︑手のとどきさうもない空想

やうに工夫したかった︒

になりがちであった︒

十762

静かに手をさしのべると︑ステッセル国軍
十888

やがて︑爾將軍は︑堅く手をにぎって︑な

その手を堅くにぎった︒

は︑その手を堅くにぎった︒

十887

十979

同じくは直實が手にかけ奉って︑のち

ごりを惜しみながら別れを告げた︒

のとぶらひをも仕らん︒

特写8図圓

十㎜8図敵を散々に射れば︑源氏のものども多く

そのかげで︑職人の手が動いてみる︒

手を負ひ︑射殺さる︒

十伽2

塗って行く︒

十伽3その手は︑盆を一枚一枚︑はけでさび色に

十伽7 職人は︑話しながらも︑仕事の手はちっと

時計仕掛が嚢明されない前は︑︿略V︑心

もゆるめない︒

棒を手でまはさなければならなかったのです︒

十旧5園

看護の手を鑑くし︑無事に送り届けてあげ

十撹2鐵條網が︑手のとどくところにせまった︒
十欄10

張は︑夜具をかつぎ︑手に軍畑と塩をさげ︑

なければlIかう思った私は︑
十川9

十一66圃黒龍江は︑やさしい手をひろげ︑わが

﹁この杖をかうして持ってるると︑永

子のやうに満洲をだきかかへて︑春の歌を遵ふ︒

十一82園
風にあふられて︑火の手がぽっとあがった︒

十一667図國

汝は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ︒

久に手を引かれてみるやうです︒﹂

十227

これを人の手によらず︑機械の力で動かす

花ばさみや花器などが︑そっくりまさ

ベートーベンは︑ひく手をやめた︒

十一備6団

十一梱9

つたく手に取れさうに見えます︒

高さは五百メートルぐらゐですから︑ま

話しながらも︑二人の手が器用に動く︒

地上勤務の者も泣きながら走り寄って︑わ

十336

十757

れわれの手をにぎった︒

十724

十一758

にっこりと笑って立ち去った︒

十148

兵の手をにぎって︑

十133

といふので︑大工の仕事に取りかかった︒

九筋12

いひながら︑手をにぎった︒

九躍9

九㎜11

とびあがりながら手を振った︒

九㎜4

ちらを眺めてみる︒

三川3

そばで︑滞人たちが耕作の手を休めて︑こ

九㎜7寒駅には︑金州城が手に取るやうに見えま

九舳6

九2510長髪い南洋の天地と︑たくさんの住民たち 九槻1 諸城は︑片端から尼子の手に返った︒
九333 母は涙をふいて立ちあがり︑娘の手を取つ
てお窮眞の前に立ちました︒
いかぎり︑手も足も望ません︒

九343 一たび占領地へはいれば︑ことばが通じな
九363図圃 父母の國よさらばと手を振ればまなぶ
た熱しますら男の子も

義歯あやしみて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑手をわ

戒してみる︒

九527 舷門には︑銃を手にした番兵があたりを警
九596図

他の家事どもこのさまを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

かつて三方より園む︒
九6110図

とて︑手に汗をにぎりけり︒

九627図圓景正︑錦りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂と
いひて︑のけざまに伏したれば︑

いた︒

九743 土で固めた帝威のかまの上へそっと手を置
九957 立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける
と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒
當ててやうすを調べます︒

九栩5圏嚢動機のおほひをはっして︑機械に手を

3

て一て

えさんの手で︑かはいがられてるると思ふと︑
から手に取るやうに見えるので︑

十一槻5 バランガへ通じる白い道は︑その観測所

一字一字薄あかりにすかしながら讃んだ︒

十一桝3 兵隊さんがさし出す紙切れを手に取って︑

十﹇伽8図閣 やれ打つなはへが手をする足をする
十一㎜1 青いパパイヤが︑手を延せばとどきさう
なところに︑︿略﹀ぶらさがってみる︒

十二209 足も手も顔も︑ほこりにまみれ︑目だけ
が異様に光ってみる︒

ソレナラ︑トホシテアグマセウ︒オミ
一426圏

︒ドウゾ︑トホシテクダサイナ︒ヨウ
一423圏

一434圏
︒ニドオジギシテ︑手ヲウッテ︑モ

妹の小さな手にだかれてみた︒

南十字星は手の届きさうなところに光つ

手を入れる︒水は思ったより冷たかった︒

一464トフタリデ︑ツイテイキマシタ︒オハ

一448 ピヤノガ︑キコエテキマシタ︒﹁︿略V︒

一445ガホガ︑ニツサイテヰマシタ︒ムラサ

シャイマシタ︒イッテミルト︑ハチウエ
一444

ウッテ︑オジギシテ︑ワタクシタチハ
一435圏

一435圃
テ︑モーツウッテ︑オジギシテ︑ワタ

一434圃
シテ︑手ヲウッテ︑モーツウッテ︑

十二伺1

制海権・制空権ともにわが手に握られて

十二川2
てをり︑

十二㎜5
ぢやうぎ

コンパス・定木を手にしながら︑絶え

みる大東亜海へ︑

十二躍2

高角砲の勇士たちは︑みかた機とわかつ

ず現在の位置を海圖に書き込んで行く︒

十二別10

﹇475サンガオッシャッテ︑ソノネモトニ︑

一468ガニツ三ツサイテヰマシタ︒﹁︿略V︒

一481 ︒イモウトヲツレテ︑ノハラへ花ヲツ

で畢あえて・あけて・

アジアにのりて・いたって・いってまいります・う

一492
キャウノ花モサイテヰマシタ︒イモウ

て

みへきて・かえって・かくて・かさねて・かねて・

ミヲソットツマンデ︑﹁カハイラシイネ︒
一494

デ

きわめて・けっして・こうして・さだめて︒した

テ

がって・してみると・しゅとして・せめて・そうし

一504ブノアメガ︑オチテキマシタ︒オカア

一498キレナイホドツンデ︑ウチヘカヘリマ

︵接助︶㎜

て狂氣のやうに手を振った︒

て・それでいて・それにつけても・たいして・だん

︒アリガナランデ︑セッセトトホル︒
一541圃

一522ナッテ︑日ガサシテキマシタ︒セミガ︑

一522
リガアカルクナッテ︑日ガサシテキマ

一506
カアサンバ︑イソイデアマドヲオシメニ

マジメナカホシテ︑セッセトトホル︒
一545圏

一518ガ︑ザアットフッテキマシタ︒ユフダ

一284

ハルエサンガ︑キテイラッシャイマス︒

一285．︑ヨロコンデツイテイキマス︒モシモ

一554ヨ
團ット

とってかえす・はじめて・はたして・まして・めを

一295園

︑ソヨソヨウゴイテヰマス︒イケニ︑

ズシイカゼガフイテキマス︒木ノハ

ソレカラダマッテ︑セッセトトホル︒
一555團

いぬかれて・やってくる・よりて・わけても

じて・ついては・といって・どうして・として・

十一一233 トラックの上の兵士たちは︑高く手を振 て
あいさつ

つて挨拶しながら︑

十二688 やっと手まねで水を飲ませてもらった聞
多は︑やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた︒
． し や う も 知 ら な い︒

十一一695 醤者は︑ぼう然としてほとんど手のくだ

十二709 母の手は︑堅く五郎三郎の袖にすがって
みた︒

一362

マス︒カゼヲウケテ︑ハシリマス︒ミヅ

十一一712園 たとへ治療のかひはないにしても︑で

一364

サゲテコイ︒ホウボウ︑

十二9810図國 身命を書くして合職仕り︑かれらが
首を正行が手に掛けて取り候か︑

下カラ水が出テキマス︒イサムサ
一56一 ト︑
︒ツチヲタカクシテ︑山ヲツクリマシ

ジメ山水ガニゴッテヰマシタガ︑ダン
一568

一565ンバ︑スナヲホッテ︑イケヲツクリマ

一403

一578リハ︑川ヘハイッテ︑サカナヲサガシ

一574︒
園﹁サカナヲトッテ入レヨウヨ︒﹂ト︑

ダンキレイニスンデイキマシタ︒﹁︿略
一572

︑オヂイサンニミテイタダキマシタ︒

タ︒スッカリデキテカラ︑オヂイサンニ

一412

︒﹂トイッテ︑ホメテクダサイマシタ︒

︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ホメテクダサノー

一593コノハウヘシヅンデ︑トキドキニョロ

一417

一417

一41一

︒シロモ︑ヨロコンデツイテイキマス︒

十二945図 菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑

一375

チャウチン

トンデコイ︒タナバタノ

きるだけの手を盛くさないでは︑

十二984七二 手を蓋くして合戦仕り候はずば︑父

一384圏

カズホド

雪にうまって冬を越した人形が︑︿略﹀︑

オジギシテ︑ソレカラダマッ

十二梱1 船員たちがあわてふためいてみるのが︑

一388圃

の申しし遺言にもたがひ︑

手に取るやうに見える距離まで追ひつめて︑
﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人の衛生兵の手

十二伽9 目が見えない上に︑手の自由もきかない︒
十二伽5

を︑自由のきかない爾方の手で︑堅く握った︒
十二衙2

十二伽5 雨方の手で︑堅く握った︒

一595

エビハ

スキトホッテ︑目ダマダケガ︑ク

二64圃青イ海ニウイテヰタ︑トホクノ方

ニ77

出テ︑空バカリ見テヰマス︒勇サンバ︑

一597 ︒スイスイオヨイデイクウチニ︑ドコ 二66圃 クノ方ニ ウイテヰタ︒ニ アシタ
一603幽 ︑オホゼイヨッテ ナンノサウダン︒ ニ73 カラ︑空ガクモッテ來マシタ︒アシタ
ニ77 リマセン︒外へ出テ︑空バカリ見テヰ
一624 ﹁︿略﹀︒﹂カウイッテカラ︑トビハゥタ

カウリャンカッテヒロイナア︑ドツ

S圃 ︑カマヲカツイデ アゼミチヲ︑トホ
ニ242 ルハ︑カニニイッテ︑柿ノタネトトリ

タ︒﹁ボクガトッテアゲヨウ︒﹂トイ

ニナゲツケテ︑イッテシマヒマ

︑アツノー︒﹂トイッテ︑水ヲカケニイキ

︒ヒタヒニサハッテミマシタ︒オナカ

﹀︒﹂﹁アチラニネテヲリマス︒﹂

ヲモッテ︑ハイッテ來マシタ︒﹁︿略﹀︒

ノバウシヲカブッテ︑大キナカバンヲ
キナカバンヲモッテ︑ハイッテ來マシ

タ︒アノ山コエテ︑里へ行ッタ︒里

︑灰ノ中ヲサガシテ︑﹁ヤケタ︑ヤケタ︒

コトヲオモヒ出シテ︑マタハタケへ行
︑オイシサウニシテヰマシタ︒オトゥ

ノ子ハ︑五ヒキヰテ︑ヒトカタマリニ
トカタマリニナッテヰマシタ︒オイモ

︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑弟ト︑オトナリノ

オイモヲニツモッテ來テ︑灰ノ中ヘ
ヲニツモッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入レ

︑﹁︿略﹀︒﹂トイツテ︑ヨロコビマシタ︒

カンナクヅヲモッテオイデニナリマシ

チラコチラニオチテヰル木ノ枝ヤ︑

︑チチチチトナイテヰマス︒九イモ

ヂノハヲヒロッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ヲーマイヒロッテ︑日ニスカシナガ

ガ︑タクサンオチテヰマス︒アルクト︑

カラドシントオチテ來マシタ︒ソコへ︑

︑イタイ︒﹂トナイテ︑戸グチノ方ヘニ

ガメノ中ニカクレテヰタハチガ︑サル

︑カニノウチへ來テ︑ヒバチノ前ニス
︒灰ノ中ニカクレテヰタ栗ガ︑サルニ

ナゲツケテ︑イッテシマヒマシタ︒カ

カニ

︒長イ手ヲノバシテ︑柿ヲイクツモイ

︒﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑木ニノボリマシ

21655252877588547261587542166187
園
圃
園
29

一61一 トビガ︑空ヲトンデヰマシタ︒イケニ

W3
木ノ枝ニツルシテ︑テルテルバウズ︑
一684 オイデオイデヲシテヰマス︒オ月サマ
二87二半 タ天キニ シテオクレ︒トゥタヒ
ー698
ウレシサウニナイテヰマス︒ウサギ︑
一702圃 ウサギ︑ナニ見テハネル︒十五ヤオ ニ9一 ンダンクラクナッテ來マシタ︒トウト
一704圏
ヤォ月サマ︑見テハネル︒ムカシム ニ93 ビショヌレニナッテ︑ナイテヰマス︒
ンブリコトナガレテ來マシタ︒オバア 二94 レニナッテ︑ナイテヰマス︒少シタッ
ソノモモヲヒロッテ︑ウチヘカヘリマ ニ95 ヰマス︒少シタッテカラ︑勇サンバ︑オ
X6 サンニイヒツカッテ︑ハガキヲ出シニ

モモガニツニワレテ︑中カラ大キナ男 ニ97囹 ンハ︑﹁雨ガフッテツマラナイナア︒﹂

ンが山カラカヘッテクルト︑オバアサ

ガラ︑カサヲサシテ出カケマシタ︒少

一718
一723
一727
一735

二98

勇サンバ︑ウレシクテタマリマセンデシ

︑ラジオガキコエテ來マシタ︒﹁︿略﹀︒

一743 ンダン大キクナッテ︑タイソウツヨク
ニー07

ニー03

ンゴヲコシラヘテクダサイ︒﹂トイ

ン︑ヒルネヲシテヰルゾ︒イマノウ

ニ

キルコトガ︑カイテアリマシタ︒ヨン

カウリャントイッテ︑日本ノキビニ

シイコトガ︑カイテアリマシタ︒ソレ

カラ︑本ヲオクッテイタダキマシタ︒

ニー46囹︺

ニー41囹
S

S

アンナニオクレテシマッタ︒コノヘ

P17囹
タウヲコシラヘテアゲマスヨ︒﹂ト
P園 ノカチニキマッテヰルナ︒﹂カメ﹁ソ

ギデハガキヲ出シテ︑ウチヘカヘリマ

一751園

ルト︑キジヲツレテ︑オニガシマヘワ

P1一

一755 ダンゴヲコシラヘテヤリマシタ︒モモ
一775 イニナッテ︑ツイテイキマシタ︒マタ

一775 ハ︑ケライニナッテ︑ツイテイキマシ
一792 ビダンゴヲモラッテ︑ケライニナリマ
一807

一805 ビダンゴヲモラッテ︑ケライニナリマ
ニハ︑モンヲシメテ︑マモッテヰマシ
ヲシメテ︑マモッテヰマシタ︒キジガ︑

一81一
一81一

ジガ︑トンデイッテ︑上カラチキノや ニ20一

一812 シタ︒キジガ︑トンデイッテ︑上カラチ ニー97
一812

ニ206圃

へ︑勇サンハイッテ見タクナリマシタ

アリマシタ︒ヨンデイクウチニ︑ツギ
ニ211

一816 スルト門ヲノボッテ︑中カラ門ノ戸ヲ ニ202
一832 ラウハ︑刀ヲヌイテ︑オニノタイシャ

一824 キジハ︑トビマハッテオニノカホヲツ

ニ217圏圖

ニ212︒勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガ

タイソウヨロコンデ︑モモタラウヲム

ウリャンカッテヒロイナア︑ドツ

一854

ハ︑オニヲユルシテヤリマシタ︒三脚

一857 タカラモノヲモッテ︑朗唱ガシマヲタ
一876

一872 エ勇マシクカヘッテ來マシタ︒オヂイ
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て一て
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5

て一て

二832圓

二826囹

ゴムマリヲノセテヰルネ︒﹂﹁サウデ

ドハ︑私ガヤッテミマセウ︒﹂﹁︿略﹀

ちっきつきとんで來い︒お正月賢い

マシタ︒月が光ッテヰマシタ︒雪ダル

︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑二人デ外へ出マ

ニ556

二863

S

U タ︒デモ︑笑ハナイデ︑ジットガマンシ

ニ558 ︑ドッカリスワッテヰマシタ︒十五
二563圏 のうらじろ持って卜い︒お正月苛い

二423 ︒オナカヲオサヘテミマシタ︒正男サ

V ︑ジットガマンシテヰマシタ︒正男サ
二572圏

翠蓋

ンハ︑竹馬ニノッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ノテッパウヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

S圃らのお舟にのって粗い︒十六

ニ582

S

三リンシャニノツテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

イシャベルヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ニ864 イソウカハイガッテヰマシタ︒アル日︑

︒犬ヲーピキカッテ︑タイソウカハイ

V園サマが雲カラ出テ來ルトコロデス︒

W

ガ︑キモノヲヌッテイラッシャイマシ

ハ︑テイネイニミテカラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑

T マジメナカホヲシテイヒマシタ︒花子

二463

ニ594

ニ59一

T ヤンガンバへ行ッテ︑ハリバコニサハ

ニ473囹 ンチャンヲツレテ︑ワンワンヲ見回

W

︑竹ノツツヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ニ474園ワンヲ見二行ッテチャウダイ︒﹂ト
二477 トナリノ前へ行ッテ︑﹁シロ︑シロ︒﹂ト

ニ476 ケンチャンヲツレテ︑外へ出マシタ︒

二872 ンガ︑ソコヲホッテミマスト︑土ノ中
二877 タ︒コノ話ヲキイテ︑犬ヲカリニ來マ
ニ879 ムリニ犬ヲナカセテ︑畠ヲホッテミマ
X カセテ︑畠ヲホッテミマスト︑キタナ
ニ882 ヂイサンバ︑オコッテ犬ヲコロシテシ
ニ883 コッテ犬ヲコロシテシマヒマシタ︒犬
山884 ︒犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ
ニ886

マシタ︒米ヲツイテミマスト︑キタナ

ノオハカヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ
ジドウシャヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ニ895

グライダーヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ンダン大キクナッテ︑ヨイムスメニナ

ニ912

︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑アルキマシタ︒ト

ニ908 ︒灰ヲザル直入レテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッ

ニ903

ニ898 ハシテ︑火ニクベテシマヒマシタ︒犬
二899 ︒犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンハ
Q ︑ソノ灰ヲモラッテ來マシタ︒スルト︑
二903 スルト︑風が吹イテ來テ︑灰ヲトバシ
ト︑風が吹イテ來テ︑灰ヲトバシマシ

テ︑ウスヲコハシテ︑火ニクベテシマ

シタ︒マタオコッテ︑ウスヲコハシテ︑

ニ66一

ニ897

イクラ私ガテッテヰテモ︑雲サンガ

サンバ︑ビックリシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ

雲ノトコロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ニ695園來ルト︑カクサレテシマヒマス︒雲サ
P
ニ71一

ニ716園私が空デイバッテヰテモ︑風サンが

イ︒花ヲ．告別セテゴラン︒﹂トオッ

ニ913 マガオ通リニナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオツ

X19 カレ木口花が咲イテ︑一ド小花ザカリ
ニ924﹂トオホメニナッテ︑ゴハウビヲタク

ニ915囹

︑セイガヒククテカホが出ナイノデ

ガリトカジラレテハ︑タマリマセン︒

ニ917サンバ木炬ノボッテ︑灰ヲマキマシタ︒
ニ764園

風ノトコロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

二788国

ベノトコロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ニ538 ヲシナガラ︑フッテ來ルノモアリマス

︑カレ木型ノボッテ︑トノサマノオカ

タ灰ヲカキアツメテ︑カレ木ニノボッ

ノオカヘリヲマッテヰマシタ︒ソコへ︑

ヂイサンバ︑ノコッテヰタ灰ヲカキア

ニ928

ニ927

ニ927
ドウサンヲ見目テクダサイ︒﹂﹁︿略﹀

ゲエヲシテ見目テクダサイ︒﹂﹁︿略﹀

ニ926

二823園

二811園

P国王 タラケト︑カイテヤラウ︒﹂トオッ
V園
タ︑カゲエヲシテ見セテクダサイ︒

ニ544 ノタマヲコシラヘテ︑ソレヲニ人デコ

R

ト︑吹キトバサレテシマヒマス︒風サ

一一

W9

U

V17園

V

サンバ︑サウダンシテ︑真日サマノトコ

ニ624

一一

ニ668

ニ614

W3
一一

X0

ニ552 シタ︒ヨルニナッテ︑私記ニイサンニ︑

ニ548 サノーノヲコシラヘテ︑大キイノニカサ

ニ546 ンダン大キクナッテ︑コロガスコトガ

ムスメヲモラッテクダサイ︒﹂ト心

マノトコロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノ

P園

S

隔688

コヒバ︑ドウシテヰルデセウネ︒﹂

中ヘカホヲ入レテ︑カヒバヲタベテ
テ︑カヒバヲタベテヰマシタ︒タベナ
ドキシッポヲフッテヰマシタ︒ケンチ
ヤンハ︑ニコニコシテ見テヰマシタ︒十
︑ニコニコシテ見テヰマシタ︒十四

ニ694囹

二506囹

二512囹 ドコカニカクレテヰルノダラウ︒﹂

サンバ︑ビックリシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ

二515囹 妹ハ︑﹁氷ガハッテ︑サカナタチハサ
V
︑前カケヲヒロゲテ︑フッテ來ル雪ヲ

W
ヲヒロゲテ︑フッテ來ル雪ヲウケテ
ニ528 テ來ル雪ヲウケテヰマス︒雪ハ︑ア
Q カラアトカラフッテ來マス︒ナカヨク
ニ533 ︒ナカヨクナランデ︑フッテ來ルノモ

S クナランデ︑フッテ來ルノモアリマス
ニ536 ヲシナガラ︑フッテ來ルノモアリマス

一一
一一

一一
一［
一一
一一

二553囹︑﹁雪ダルマヲ見テ來マセウ︒﹂トイ

W0 W0

一一

一一
一一

ニ493
ニ494
ニ495
ニ497
二497

一一
一一

一一

T5

U0 U0
U8 U7

V0

V4 V2

一一

T2 T2

一一

W7

一一
一一

S3 S2 S2 S2

S6

T7

一一
一一
一一
一一
一［
一一

一一

T3

T3

二町6

三142

土地をつぎあはして︑國を珍くなさい

の土地が動きだして︑大きな舟のやう

牛のことを考へて︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ

二928 マガオ通りニナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッ

︒きちんと並んで︑さいけいれいを

小じゃりをふんで︑右記校のせいと

それにつなをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑這い

三153

三146

天下をゆびさして︑お立ちになって

三62圏

三172圃

な舟のやうに動いて︑こっちへやって

三174圃

︑こゑをそろへて﹁君が代﹂を歌ひ

三157

あ︑野原へ行ってとばさう︒﹂二人は

ゆうべの雨がはれて︑日が子持よくて

三64囲 やくでお茶くんで︑かけてあげまし
三65圃 茶くんで︑かけてあげましょ︑おし

人は︑それを持って出かけました︒勇

三175圃

︒神さまは︑かうして國を惹くなさっ

三63圃︑お立ちになっていらっしゃる︒小

トウトウシバラレテシマヒマシタ︒二
︑ネドコニ ハイッテカラ考ヘマシタ︒

三82

三81園

三182

三158

ニ929圓 ド︑花ヲ士人セテゴラン︒﹂トオッ
ニ932 ンハ︑灰ヲツカンデマキマシタ︒イク
ニ938
Q

ツノマニカネムッテシマヒマシタ︒ユ

三83 くかさんをたたんで︑いとをくるく
三84 とをくるくまいて︑それを空へ向か

三183日が倉持よくてってゐます︒さをの四

︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑正男さんが︑同じ

いでそのまま落ちて來ました︒﹁︿略﹀︒

三188 ます︒尾をおろして來てさをにつけ
三188 ︒尾をおろして來てさをにつけるかと

三186

黷P74圃いけいれいをして︑こゑをそろへて

三84 それを空へ向かって力いっぱいなげま
三85 ︒すると︑開かないでそのまま落ちて
三89

三85

たが︑すぐに落ちて來ました︒﹁︿略﹀︒

三192

吹きながらあるいてゐました︒五でう
持った大男が立ってゐます︒牛わか丸

はらをふくらましてをどりあがります︒

ぞんぶん風をのんで︑やねよりもたか

ニ966園 なさんのっかってみる机もこしか
二967園長い間はたらいてるます︒二年生も︑
三91

さんが︑犬をつれてあそびに來ました

三198
三204

さんはぱっと開いて︑ふはりふはりと

ら︑勇さんがあげてみました︒すると︑

おもりにつけかへてから︑勇さんがあ

三222

三238

たのしさうに流れて行きます︒小鳥が︑

なたをふりまはして切ってかかりまし
三103

はりふはりと落ちて來ました︒﹁うまい

三222 ふりまはして切ってかかりました︒牛
三228 へとへとにつかれてしまひました︒そ
三234 けいはかうさんして︑牛わか丸のけら
三237 野原の草をてらしてゐます︒小川の水

た︒﹁何をさがしていらっしゃるの︒﹂

三96囹

る石を︑さがしてみるのです︒﹂と︑

二985園

二985園生がはいって來て︑またつかひます︒

三97園

三219園

三105

三104

方から風が吹いて來て︑らくかさん

ほしければ取ってみよ︒﹂といひま

二986園 けを︑かはいがってやりませうね︒﹂二

︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑春枝さんはかラ

土 そっとあげて︑つくしのばうや

ニ梱1 ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑シャウジノガラ

三112

マシタガ︑マタネテシマヒマシタ︒﹁︿

ニ欄2圃

中のみちを走って︑せんろの方へ行

o4 ︒ケレドモ︑ネムクテネムクテタマリマ
o4 ︑ネムクテネムクテタマリマセン︒ソ

二 8 んぐん大きくなって︑こっちへ來ます︒

二半7

の上で歌を歌ってゐます︒太郎さん

三243︑ささの葉を取って︑ささ舟を作りま

三241

三248囹でしんばんをしてください︒﹂と︑太
三252 郎さんもよろこんで︑めいめいのささ

︑そのあとをおって行きました︒﹁︿六

三121

︑まっさきに走って行きました︒﹁︿略

いのささ舟を持って︑小川の岸に並び

あるか︑かぞへてみよう︒﹂と︑にい

三124

三124もわんわんとほえて︑まっさきに走っ

三253

ｿ4
二半2

︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑春枝さんもつい

すべるやうに流れて行きます︒三人は︑

ささの小枝を持って︑橋の上に立ちま

ｿ6囹

二鵬3 牛のたくさんのってみる車が︑いくつ

三126

三259

三255

﹁︿略﹀︒﹂とかぞへて︑十八まで來た時

二鵬4 ︒﹁おや︒﹂と思ってみる間に︑ぼくは

︑春枝さんもついて行きました︒らく

三261 三人は︑舟と並んで川のふちを走っ

三126

つたけの力を出して︑お引きになりま

太いつなをかけて︑ありったけの力

二鵬9 大きなこゑを出してかぞへました︒﹁︿

三137

三136

大きな音をたてて弾ました︒﹁︿略﹀︒

三112 ら風が吹いて來て︑らくかさんが吹
三115北の方へとばされて行きました︒勇さ

二996

三101

X8

二極4 んだん小さくなって︑とほくの方へ行
二研5とほくの方へ行ってしまひました︒ぼ

三103

一年生がはいって穿て︑またつかひ 三95

R た︒先生は︑つづけておっしゃいました︒

R ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ニコニコナサイ

U ノオヂイサンが出テ來マシタ︒見ルト︑

S ︑テフテフガトンデヰマシタ︒ソコへ︑

ニ954 花ガーメンニ咲イテ︑テフテフガトン

ニ952

二95一 コンナコトヲ考ヘテヰルウチニ︑イツ

X4
X6 X5 X5

一一

一一
一【
一一
一一
一一
一一

一一

一一

一一

て一て
6

7

て一て

一ぼん大きくて︑一ばんがっしり

三261 川のふちを走って行きます︒草の塾
三262す︒草の葉に止ってみたてふてふが︑
三262ふてふが︑おどろいてとび立ちました︒
三268の小枝をふりあげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひ
三278 が︑川ばたで遊んでゐました︒そこへ
三281た︒そこへ牛が來て︑水をのみました︒
争奪は︑びっくりしてうちへかへりまし
三282
三288蛙が︑それを聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂といひ
三298といきを吸ひごんで︑おなかをふくら
三303 ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑大型はいっそう
三314 と大きな音がして︑大急のおなかが
三315のおなかがやぶれてしまひました︒九
三322 お話を聞いたりして︑軍かんのことは
三322 ことはよく知ってゐます︒をぢさん
三325 ことをよく知ってゐます︒春雄さん
三328園︑

すっきりしてみて︒ぼくは︑あれに

形がすっきりしてみて︒ぼくは︑あ

三332囹がいくつもあって︑てきの軍かんを
三338園ずっと早く走れて︑形がすっきりし
三339園
三339園

海をのりまはしてみたい︒﹂といひ

三341園 は︑あれにのって︑せかい中の海を
三342囹

んです︒小さくて︑かるくて︑ぐんぐ

三425 はの痛みを忘れてにこにこしてゐま
三426忘れてにこにこしてゐました︒十二
三428園︑ねこに取られてこまる︒なんとか
三431園る︒なんとかして取られないくふう
三436 ねずみが︑前へ出ていひました︒﹁︿略
三438園ねこの首につけて︑その音が聞えた
三443︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんなはかんし
三447︒﹂みんなはだまってしまひました︒十
三452きれいな水が流れてゐます︒正男さん
三454魚をすくったりして遊びます︒正男さ
三456園水はどこから來て︑どこへ行くのだ
三458圏さんの水が流れて︑それでよくなく
三462 このことを聞いてみました︒にいさ
三464囹遠い山から流れて來て︑海へ行くん
三464囹山から流れて來て︑海へ行くんだ︒
いっぱいになって︑こぼれませんか︒
三468園
三473 ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさんは笑ひ
三478園をずっとのぼって行くと︑山と山が
三479囹山と山が近よって︑せまい谷になる
三482園 おくから︑流れて駈るのだが︑その
黷S84だ
囹 んだんくだって行くと︑大川にな

三493

けれども︑考へてみると︑水がいつ
た︒

くと︑大川になって︑おしまひには︑廣
三485園
三488園 山や海へ行ってみると︑よくわか

都について︑とのさまのけら

さまのおともをして︑たびに出かけま

すると︑おにが出て來て︑おひめさま

寸ぼふしをつまんで︑一口にのんでし

と︑おにが出て來て︑おひめさまをた
は︑針の刀をぬいて︑おにに向かひま

んで︑一口にのんでしまひました︒一

痛いので︑あわてて逃げだしました︒

のぼり︑鼻を通って目へ出て來まし
を通って目へ出て來ました︒目から

つゆになって︑毎日のやうに雨

小づちをおき忘れて行きました︒五

ときどき雨がやんで︑空が明かるくな
と強い日がさして來ます︒庭のあぢ
︒小川の水がふえて︑音をたてて流れ

つれて行ってもらへる︒海︑海︑

ふえて︑音をたてて流れます︒太郎さ
︑今年は海へつれて行ってもらへる︒

海へ

きな水をけがあって︑その中に︑金魚

がたくさんおよいでゐました︒﹁︿略﹀︒
︑﹁︿略V︒﹂といって︑小さなあみをか

どれも︑かはいくてぎれいです︒﹁︿撃

ぼくはそれを持って︑じっと金魚を見

小さなあみをかしてくれました︒ぼく

9

三348囹

61

6

三348囹小さくて︑かるくて︑ぐんぐん走りま
三371 さんになるといってゐます︒十 お話

ちを二ひきすくって︑ガラスばちに入
スばちの中へ入れてくれました︒みど
三618園
︒﹁ぼくが︑持ってかへるよ︒﹂ガラス

しばらくじっとしてゐましたが︑その

って︑だいを持って來てくださいまし
︑だいを持って來てくださいました︒

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑だいを持って來

手にしっかり持って︑ぼくはそろそろ
62

6

水がいつも流れてなくならないのが
三493 ︑
三495 おちいさんに聞いて．みました︒﹁︿略﹀︒

三513 ふしは︑都へ行って︑りっぱなさむら

52654487992287297443286．652

62

7

三373圏兵さんは旗持って︑ぱたばたばたば
やあ︑二本並んでむしばができて

三398 やさまは︑すぐ見てくださいました︒﹁ 三501囹 しみこんだりして︑少しつつ山から
三502園川へとったはって流れる︒その水が
三506園のうちがつづいていくのと同じこ

三401園

三403 ︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑くすりで洗った

三401囹 でむしばができてみる︒おくわしを

すりをつけたりしてくださいました︒

三404

三517 刀をこしにさして︑おわんの舟にの
三518 がら︑川をのぼって行きました︒二
三413囹 うむしばになってはいけませんね︒﹂

52
52
52
52
52
53
53
54
54
54
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56
56
56
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60
60
60
60
61

62
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61
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一一

三637 ︑上の方へ浮かんで行ったり︑下の方
三639 のやうにひろがって大きく見えたり︑
三641 り︑ほそ長くなって見えたりしました︒
にらめっこをしてみるのね︒﹂とい
三643園
三644 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒十七
三663魍︑一どにかはって青い星︑も一ど
三665魍︑も一どかはって金の星︒十八
三671 おかあさんについておまるりをしに
三674 が︑きれいに並んでゐました︒新しい
三675 が︑おほぜい歩いてゐました︒爾がは
がはに店がつづいて︑いろくなもの
三754国

三865

三865

三864

がついて︑あわててやめました︒おか

郎さんも氣がついて︑あわててやめま

えさんが︑來て見ていらっしゃいまし

ます︒海は︑生きてみると思ひました

三875

︑人が四五人立ってゐました︒﹁なん

三872 びに行かうと思って︑外へ出ました︒
三874 した︒と中まで來て︑ふと見ると︑正

ら︑波がうねって來て︑はまべで︑

三754團波がうねって來て︑はまべで︑どっと
三756團 どっと音をたててくだけます︒その

三868

三761園︺

さくら色に光ってみるのが︑一ばん

三876

だらう︒﹂と思って︑私は急いで行っ

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おほめになりま

三761團は︑いつも動いてゐます︒海は︑生
三766團

たくさんひろって︑かへりたいと思

三877

さはるので︑つかんでみると︑はまぐり

ころで水をとばして遊びました︒何か

三895園

三894園ブにあながあいて︑空氣がぬけてし

三889

三877 思って︑私は急いで行って見ました︒
三877 ︑私は急いで行って見ました︒正男さ

に︑自動車が止ってゐました︒そばに︑

三767国

くが︑手をつないで︑海へはいりまし

三771

三776

三775

おかあさんに見せてあげると︑﹁︿略﹀︒

三773 ぼくの手をはなして︑深い方へおよい
三774︑深い方へおよいで行きました︒ぼく

三783波がだんだんよせて來て︑せっかく作

三777

中に︑じっと立ってゐます︒ときどき

手をたたいたりしては︑たいこをなら

って︑それを買っていただきました︒

三807圃

三805圃おっかけて行って︑ときどき︑おちぢ

三805圃

三802圃

三789

あとをおっかけて行って︑ときどき︑

むをそっとなでてあげませう︒から

からあとからよせて來ます︒ぼくらは︑

いさんもかせいしてくれました︒波は︑

三918 ウ︒﹂自動車は走って行きます︒私たち

三906

三901

三899
三901

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑自動車に乗りま

の車を持って來て︑とりつけました︒

て︑自動車につけてあったほかの車
ほかの車を持って來て︑とりつけま

て︑空氣がぬけてしまったのです︒

だ︒竹の先についてみる白いねぎが︑
︑ひょっこり動いて︑葉の表へ出て

は︑まだじっとしてみるやうです︒風

三832

三825

三823

さんは︑少し考へてからいひました︒

︒長いひもをつけて︑首へかけると︑

でゑを切りぬいて︑めんを作りまし

わきから耳へかけて︑茶色にぬりまし

三965

三961

三919
三943
三944
三946
三948
三953
三957

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑お喜びになりま

にいさんは︑こはれてみたごみ箱のふ

なくなるまで︑見てゐました︒二十四
です︒朝早く起きて︑にいさんと國旗
︑風にひらくして︑いつもより勇ま
た︒みんな庭へ出て︑宮城の方を拝み
︑島地ではたらいていらっしゃる兵た
のお手つだひをして︑庭の草を取りま
を︑きれいに取っておしまひになった

︒風がさっと吹いて︑草が一どに動き

三822

三818

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑たぬきの顔をか

さんは︑それを見て︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

三813うしでめんを作って遊びました︒勇さ

︑ なんだか重くて進まないやうだ︒
三852園
三861園に︑水がはいって來た︒あ︑舟が沈
三862園︒うさぎ君︑助けてくれ︒﹂
三864 とねえさんが︑來て見ていらっしゃい

︒﹂私は︑手に持ってみた竹を︑そっと

早く大きくなって︑りっぱな軍馬に

いて︑葉の表へ出て來ました︒﹁︿略﹀︒

三838

いっしょになってゐます︒白帆が︑

さうと︑草を分けて行きました︒二十

いくつも浮かんでゐます︒汽船も通
す︒汽船も通ってゐます︒沖の方か

三974

三969

三967

た︒ごはんがすんでから︑戦地の兵た

ぜんのしたくをしていらっしゃいまし

と呼ばれて︑行ってみると︑おかあさ

三967 ですよ︒﹂と呼ばれて︑行ってみると︑

の先にのりうつって︑ねぎをおいしさ

だんだんよせて重て︑せっかく作った

ートルとははなれてみないやうです︒

す︒ときどき吹いて來る風のために︑

タイヤが︑ひしゃげてゐました︒﹁︿略﹀︒

おされるやうにして︑はいでんの前へ

三788

三783

いうなものを費ってゐました︒氷やと

ばちのもんがついてゐました︒おかあ
︑私は人形を買っていただきました︒

．一
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一一
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69
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了4

こがほしいといって︑それを買ってい
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三㎜1園

︑そのままにしておいていただきた

︑おあけになってはなりません︒い

でいただきまして︑ありがたうござ

四141 らざしきへあがって︑おとうさんにご
四143 おかあさんもかけて來て︑頭から手ぬ

四137

四137

って來ました︒出て見ると︑海軍のに

れかうちへはいって來ました︒出て見

と色が黒くなって︑強さうに見えま

かめをころがしてみよう︒﹂子ども二

さんはお茶を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

が︑玉手箱を持って來ます︒うらしま﹁

三柵2園

三田6

三981囹

三978 をとりまいて遊んでゐます︒子ども一﹁ 三㎜7園

三987園 かめをころがしてみるのです︒﹂う

三978のかめをとりまいて遊んでゐます︒子

三989園 そんなことをしてはいけない︒かは

四149

︑とはうにくれてうらしまは︑あけ

四147

ら︑﹁よくかへって來ましたね︒﹂と

だから︑はなしておやり︒﹂子ども四
三⁝⁝⁝6圃

三㎜2園ままにしておいていただきたうござ
三麗2らしまの手を取って出て行きます︒五
三麗2 の手を取って出て行きます︒五

ぼくの頭をなでてくれました︒ぼく

︒ぼくはうれしくて︑にいさんのまは

あさんもかけて來て︑頭から手ぬぐひ

三991園

ものだ︒ゆるしておやり︒さうだ︒

四154

四143

三997園

うらしまは︑あけて見ました︑玉手箱︒

四165

四145園

三㎜1園 このかめを費ってくれないかね︒﹂み
三隅2園 ね︒﹂みんな﹁費ってあげよう︒﹂うらし

三皿7圏

やうでををしくて︑たふといお山︑

︒ぼくはうれしくてたまりません︒に

四52圏

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑お笑ひになりま

三兜6﹂いひながら︑行ってしまひます︒うら

四169

四166

は︑金で字が書いてありました︒﹁︿略

四179
を︑いろくとしてくれました︒にい
四181 ︒にいさんの乗ってみる加賀は︑かう
四183 から勇ましくとんで行くさうです︒﹁︿

四171

三㎜9 ︒﹂かめをだき起して︑せなかをさすっ
三㎜9 ︑せなかをさすってやります︒かめは︑

きな木を︑切っていいものでせう

んなはびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四188

はにいさんと並んでねました︒四黒

ながら︑かんしんして聞いていらっしゃ

乗合自動車に乗って︑ホ町のをばさん

かんしんして聞いていらっしゃいまし

さかんにかり取ってみました︒しばら

四188
山192

三価3園

をどりををどってもらひませう︒﹂

なくめしあがってください︒﹂うらし

四132 ︑変や︑豆をつんで︑都の方へたびた
四133 で︑日かげになって困ってみた心々

四125園

の間に︑海が光ってゐました︒たうげ

四189
四194

行くと︑牛の引いてみる車をおひご

四86囹

四85

四63 ︑ぐんぐんとのびていきました︒何年
四71 は四方にひろがって︑どこからどこま
四72 らどこまでつづいてみるのか︑わから
四81 村でも︑かういって︑この大木を見あ

三川2囹 こを通りかかってよかった︒早くう
三山6 らしまがつりをしてゐます︒そこへ︑
三棚6 そこへ︑かめが出て來ます︒かめ﹁うら
三皿1囹助けくださいまして︑ほんたうにあり
三撹3園 れしょうと思ってまみりました︒﹂う
三皿7園 おもしろい︒行ってみませう︒﹂かめ﹁

三撹9 らしまの手を取って︑そこらをぐるぐ

四94 が︑長い間かかって︑やっと切りたふ
四99園 んが︑﹁くりぬいて︑舟を作るがよい
四102 大勢の大工を集めて︑舟を作ることに
四104 した︒何年かたって︑とうとう一さう
四106 した︒海に浮かべてみると︑今まで拘

四195

大きな音をたてて︑ぐんぐんのぼり

だんのぼりになって︑自動車は大きな

三九3

いろくな魚が出て凹ます︒その後か

四198

囚109

︑ゆっくり遊んでいってくださいま

三梱8園助けくださいましてありがたうござい
三脳9園

四209

三蹟8 んないしながら︑出て來ます︒かめ﹁ここ

んどうが乗りこんで︑﹁えいや︑えいや︒

四201

四113 す︒かいをそろへて一かさ水をかく
四 5 の大波を乗りきって︑鳥のとぶやうに
四119 せんどうたちも︑見てみる人々もいひ

三掴9囹 くり遊んでいってくださいませ︒﹂

三鵬3園

魚たちは︑そろってをどります︒うら

三価2 ごちそうをはこんで暗ます︒おとひめ﹁

三鵬4

四133 かげになって困ってみた村々は︑だん
四134 だんゆたかになっていったといふこと

めいめい左へよって︑すれすれに通り

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑手をふりました︒

たがひに手をあげて︑元氣よくあいさ

四216

四232

四228 しきつつみをさげてゐましたが︑結び
四231 の丸の旗がのぞいてゐました︒私がわ
︒私がわきへよって席をあけると︑お

四224

四222

たりまへさ︒考へてみれば︑このすば 四215 友だちが四人並んで︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

三伽2 のことを思ひ出して︑急に家へかへり
三研7園 かなをどりをして︑ごらんにいれま

ぼくが本を讃んでみると︑くつの音
と︑くつの音がして︑だれかうちへは

四136
四136
三㎜2園 すから︑かへらしていただきます︒﹂

三佃1園 はったことをして︑おなぐさめいた

て一て
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四362

くのか︒﹂と聞かれて︑はじめはだまつ

四354 らひました︒かうしてみる間に︑何年か
四249さんゑさをひろってゐましたので︑う
四253 はとりは︑おどろいて右と左へ逃げま 四356やひめは月を眺めて︑じっと考へこむ
四255 なくホ町にはいって︑いうびんきょくの 四357 ました︒秋になって︑月がだんだん美
四359 やひめは聲をたてて泣きました︒おち

︑笑ひながら走って來ました︒五和

四258 おりるのを見つけて︑笑ひながら走っ

四259

︑はじめはだまってゐましたが︑しま
四282 年生の旗取がすんで︑いよいよぼくた 四363
四285 は︑白い線にそって並びました︒﹁用意 四369 このことばを聞いて︑おちいさんもお
四297 ちゃこちゃになって聞えます︒もう何 四373囹 ないから︑安心して︑泣くことはおや

四391 ︑その入口に立って番をしてをりま
四391 に立って番をしてをります︒夜中ご
四396 足の力がなくなって︑どうすることも

四299 ︑何かにつまついてころびました︒﹁し 四376 さんは︑なんとかしてかぐやひめを引止
四303 ︑すっかりおくれてゐました︒﹁よさう 四382園 をたくさんやって︑おまへのうちを
四389
かぐやひめをだいてをります︒おちい
うさんが︑﹁負けてもよいから︑しま

天人が︑雲に乗っておりて來ました︒

つたのを思ひ出して︑また︼生けんめ

︑雲に乗っておりて來ました︒すると︑

四305園

四309 ︒﹂と手をたたいて︑笑ってみるもの
四309 をたたいて︑笑ってみるものもある
四398

四398

四307

四316 先生がにこにこして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

かりとすがりついてみたかぐやひめの
ひとりでに外へ出て行きました︒もう︑

︑ 子だぬきが︑出て來てお山へ集っ
四431圃
四431圃 ぬきが︑出て來てお山へ集って︑ず
來てお山へ集って︑ずらりと並んで
四431圃

四413囹ことを思ひ出してください︒私も︑
四414囹︑お二人を辞んでをりませう︒﹂と
四416︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑天人の用意して
四416て︑天人の用意して來た車に乗りま
四418つかに天へのぼって行きました︒八

四404

四403

四319 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ほめてください

四319 ︒﹂といって︑ほめてくださいました︒

四324 た︒毎日竹を切って來て︑ざるやかご
四324 日竹を切って來て︑ざるやかごを酉
偏325ざるやかごを作ってゐました︒ある日︑
四331 とのたいそう光ってみる竹を︑一本
四331 た︒その竹を切って︑わって見ますと︑

四332 竹を切って︑わって見ますと︑中に小
四333 おちいさんは喜んで︑その子を手のひ
四334 を手のひらにのせて︑うちへかへりま

四335︑かごの中へ入れて︑おばあさんと二

四447

︑ 一本の草も生えてゐませんでした︒

を
たべようと思って︑あちらこちら歩

四453

草が一めんに生えてゐました︒﹁︿略﹀︒

四448 岩の上にあがって︑四方を見わたし

四445

四336 ︒この子を見つけてから︑おちいさんの 四432囲 ︑ずらりと並んでわになった︒空
四435圃雲︒月にうかれて腹つづみ︑ぼんぽ
四337 びたび金がはいってゐました︒おちい

いって︑ことわってもらひました︒か

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ことわってもら

ひめのことを聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

四353

四346

四338 だんお金持になっていきました︒この

四353
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しぎに今まですいてみたおなかが︑急
︑岩の上にあがって︑みどりの島を眺

がはで︑鏡を持って遊んでゐました︒
︑鏡を持って遊んでゐました︒そこへ︑

︑﹁︿略V︒﹂といって︑笑ひました︒をん

まぶしい︒﹂といって︑手で顔をかくし

のしゃうじをあけて︑中からねえさん

のしゃうじにあててみました︒すると︑

︑小さな鏡を持って出ました︒鏡で日

がら︑む中になってまはします︒十一

先にひもをつけて︑そのひもでこま

がかちかちになって︑すべりよくなる
︑氷の上でまはして遊びます︒細い棒

ろくておもしろくてたまりません︒寒

なると︑おもしろくておもしろくてたま

つなぎあったりして︑思ふままにすべ

ます︒満洲に住んでみる日本の子ど
︑スケートをつけて氷の上に立つこ

木の枝がふれあって︑からからとかは

のです︒風が吹いて來ると︑木の枝が

星が並んで︑光ってみるやうなのもあ
の顔をかいたりして遊びます︒書にな
つかり氷に包まれてしまふのです︒ち
︑きらくと光って︑みごとなもので

ります︒星が並んで︑光ってみるやう

そのまま海に沈んでしまひました︒諮

を︑すっかり忘れてみたのです︒その

きなり海をめがけて︑どぶんととびこ

は︑もう︑じっとしてゐられなくなりま

は︑おなかがすいて困るといふことは

みどりの島を眺めては︑おなかをいっ

がいっぱいになって︑よい氣持になり

22973383196443618871422875354297
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て一て

四556 ちょっとおどろいて︑逃げださうとし
四557 ︑急にひきかへして︑鏡の方へよって
四557て︑鏡の方へよって來ました︒をんど
四559首の毛をさか立てて︑鏡にうつる自分
四561分のかげをめがけて︑とびついて來ま
四561めがけて︑とびついて來ます︒鏡の中の
四562首の毛をさか立ててゐます︒﹁︿略﹀︒﹂
四565園をんどりと思ってみるのだな︒﹂と︑
四573 かはいさうになって︑鏡をひっこめま
四581 長い無病氣でねてゐましたので︑書
四584 娘をそばへ呼んで︑何か包んだ物を
四586園だいじにしまっておおきなさい︒も
四588園ら︑これをあけてごらんなさい︒﹂と
四589 ︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑おかあさんは︑ま
四589 まもなくなくなってしまひました︒娘
四592 ました︒娘は泣いて悲しみましたが︑
四594 ︑さびしくくらしてゐました︒娘は︑
四596 つと一間へはいって︑包をあけて見ま
四597 いって︑包をあけて見ますと︑中から
四602 た︒そっとのぞいて見ると︑女の顔が
四602 ︑女の顔がうつってゐます︒子どもの

四554 らへるのかと思って︑やって來ました︒

四708

四706

ころへ持って行って︑﹁林さん︒﹂とい

んのところへ持って行って︑﹁林さん︒

さんはそれをはってポストへ入れまし

︑﹁君が代﹂歌って︑新年おめでたう

四811 る日︑はまべへ出て見ると︑わにざめ

向かふの陸へ行ってみたいと思ひまし
四806

四719国から︑待ってみてください︒﹂と書
四652圏光﹂︑上手にできて︑新年おめでたう
四721 ︑﹁︿略﹀︒﹂と書いて︑切手をはってポ
四655 今まで︑羽をついてみた花子さんと
四721 いて︑切手をはってポストへ入れまし
四657 の 一郎さんを呼んで來ました︒一郎さ
四661 ︒一郎さんは喜んで︑青い紙を小さく 四723青年學校の服を着て︑赤いたすきをか
四725の人たちに送られて︑兵螢の門まで來
四662
紙を小さく切って︑切手をこしらへ
四666 紙の箱をいただいて來て︑ポストをこ 四728なにあいさつをして︑門の中へはいり
四733 七八人腰をかけてゐました︒黒い艶
四666 箱をいただいて來て︑ポストをこしら
四734事本も立札が立ててありました︒にい
四669
はで︑船方に分れてすわりました︒一
四671 中にポストをおいて︑そのそばにすわ 四736 んにあんないされて︑そちらへ行きま
四672 春枝さんは︑だまって何か書きはじめま 四739た兵たいさんが來て︑名を呼始めまし
四741 た︒だんだん呼んでいって︑﹁山田武︒
四675 のところへかへって來ますと︑ポスト
四741んだん呼んでいって︑﹁山田武︒﹂と︑
四676 のはがきがはいってゐました︒ 一郎さ
四748かふに兵舎が立ってゐます︒そこへに
四677 れをかばんに入れて︑くばりに出まし
四752休むところで待ってゐました︒馬に乗
四681 ず木さん︒﹂といって︑一枚を花子さん
四753 んが︑門をはいって替ると︑ゑい兵所
四683
﹁林さん︒﹂といって︑一枚を春枝さん
四756 都議な聲でいって︑立ちあがってけ
四684 さんは︑にこにこして富みました︒﹁︿略
四686 つたはがきを甘んでみますと︑やつぱ 四756いって︑立ちあがってけい禮をしました
四764 兵たいさんになってみたので︑私はび
四688国
﹁︿略﹀︒﹂と書いてありました︒﹁︿名
四768園はにいさんが着てみた服だ︒おま
四692 ︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人とも笑ひま
四768囹だ︒おまへ持ってかへっておくれ︒
四695囹 ったら早く出してください︒﹂とい
四769囹へ持ってかへっておくれ︒﹂といっ
四701 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑手紙を書きまし
四771 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ふろしき包をわ
四702 んのところへ持って行って︑﹁︿略﹀︒﹂
四773は︑星が一つついてるました︒おとう
四702 ころへ持って行って︑﹁︿略﹀︒﹂といひ
四773 さんはにこにこして︑﹁︿略＞Q﹂とおっ
る︒鳥が急いで かへったよ︒烏の
四786圃園

四643圃

﹁林さん︒﹂といって︑わたしました︒春

四718團しますから︑待ってみてください︒﹂

四627なにあかりをあげて︑みんなで拝みま

四711

四708

四714国

闘712

︒春枝さんがあけて見ますと︑﹁︿略﹀︒

四812これはよいと思って︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

門松立てて︑しめかざりして︑

四617 いて︑鏡餅をのせてお供へになりまし

四617紙とうら白をしいて︑鏡餅をのせてお

四607かあさん︒﹂といって︑鏡をだきしめま

四634りときれいに見えて︑もうお正月にな

四715

四637圃

て︑しめかざりして︑うち中そろって︑
四637圏

四717團

手紙をくださって︑ありがたうござ

︑﹁︿略﹀︒﹂と書いてありました︒春枝

せう︒朝さそってください︒﹂と書

四638圏︑うち中そろって︑新年おめでたう
四642圃︒お宮へまみって︑學校へ行って︑﹁

四814園 多いか︑くらべてみょうではないか
四817 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに仲間を大
四817 仲間を大勢つれて來ました︒白兎は
て︑年輩へ行って︑﹁君が代﹂歌って︑
四642圃

て一て
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四818 ︒白兎はそれを見て︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四905国 まはって︑落ちてしまひました︒﹁や

四㎜7ちは︑たいそう喜んでくださいました︒私

四995團んの胸にかがやいて︑りっぱなてがらを

四997圃 てがらをあらはしてみるのです︒二十一

四824園 ぞへながらとんで行くから︑向かふ

ました︒四五日たって︑兵たいさんから︑

一きれ一きれ切取って︑責ってみる店もあ

四903墨糸を少しのばして︑風に向かって走

四902團 いのたこをあげてゐます︒次郎にた

四981 ︑豆を庭へ向かって元氣よくまきます

四979ひにえんがはへ出て︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四976 うちにうっかりして︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

四972もおもしろくなって︑だんだん大きな

四柵1 みんなは︑すぐよけて兵たいさんを通らせ
四柵3 らせます︒通をぬけて︑町の入口の門のと

四価6 て︑上たいさんを見てみるものもあります

四価6 りしながら︑立止って︑覧たいさんを見て

いっぱい荷物をつんで︑この通にさしかか

て︑風に向かって走りました︒たこ

四価2

四価1 きれ切取って︑責ってみる店もあります︒

四価1

四伽6 などを︑戸口に並べてみる店があります︒

子どものお話をしてあげませう︒二十二

いうぎをして見せてください︒あれから

ぜひ︑いうぎをして見せてください︒あ

はっかしがらないで︑ぜひ︑いうぎをし

が來て︑お話をしてくださるのが︑何よ

︒あなたがたが來て︑お話をしてくださ

しんぱいをしないでください︒あなたが

んひんを持って撃てくださるとのことで

みもんひんを持って來てくださるとのこ

朝︑水をとりかへてゐます︒この次には

たいへんだと思って︑毎朝︑水をとりか

てるます︒枯らしてはたいへんだと思っ

で︑今もまだ咲いてゐます︒枯らしては

って來てくださって︑ありがたう︒あの

わざく持って撃てくださって︑ありが

を︑わざく持って來てくださって︑あ

四梱6團 お見まひくださってありがたう︒あなた
四梱9團 んが︑みもんに來てくださると︑私たち
四繊2團 ︑少しきずが痛んでゐましたが︑あなた

四梱2

四㎜8 にまみりますといって︑かへりました︒四

四826園 ふの陸まで並んでみたまへ︒﹂とい

四909團をぢさんに教へていただいたやうに︑
四911團の勇めをなほして︑下糸を少しつめ
四912国ばかり糸を出して︑かげんを見てゐ

四835 かぞへながら︑渡って行きました︒もう

四皿5団
四皿5国
四麗5国
四慨6團
四倣7国
四麗7国
四麗8団
四麗9團
四麗9團
四鵬1團
四佃2團
四佃2團
四佃4団
四佃4囲
四鵬5團
四鵬8国

﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒こん

四839園 くはここへ渡って來たかったのだ︒ 四913国て︑かげんを見てゐますと︑たこは
四841 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒わに 四914国れでまたおろして︑たこの右のかた
四843
︑白兎をつかまへて︑からだの毛をみ 四917国 よい風が吹いて來て︑糸をのばす
四844 みんなむしり取ってしまひました︒面 四917團 風が吹いて來て︑糸をのばすとぐ
四919国りも高くあがってゐました︒次郎は
識845
した︒白兎は痛くてたまりません︑は
四846 べでしくしく泣いてゐました︒その時︑ 四921国た︒次郎は喜んで︑﹁ばんざい︒﹂と
四934国たり落ちたりしてゐますが︑ぼくの
四847 様がお通りになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおた
四935團空に小さく見えて︑すわったやうに
四848園
まへ︑なぜ泣いてみるのか︒﹂とお
くらのそばへ來て︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
四852園 ︑海の水をあびて︑ねてみるがよい 四937国
︑﹁よくあがってみるな︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
四938團園
四852園 水をあびて︑ねてみるがよい︒﹂と
四855 っそうひどくなって︑どうにもたまら 四939團園と糸を持たせてくれたまへ︒﹂﹁︿略
四941国囹よく引っぱってみるな︒﹂などと
四861 いふくろをせおっていらっしゃったの
四943團次郎も︑うれしくてうれしくてたまり
四864園
まへ︑なぜ泣いてみるのか︒﹂とお
四943團しくてうれしくてたまりません︒こ
四871園 でからだを洗って︑がまのほをし
四872園 まのほをしいて︑その上にころが 四945団をぢさんに見せてあげたいと思ひま
豆をたくさんいってますに入れ︑神だ
四875
なりました︒喜んで大國主のみことに︑ 四952
vとおっしゃって︑神だなから︑ます
四878園
ふくろをせおっていらっしゃっても︑ 四958
四883團 ん︑この間作っていただいたたこを 四958 ら︑ますをおろしてくださいました︒
四961かったが︑思ひきって︑﹁︿略﹀︒﹂と聲を
四884團
こを︑今日あげてみました︒ほんた
四886團 雨が降ったりして︑あげられなかった 四963 ﹂と聲をはりあげて︑豆をまきました︒
四964方々のへやをまいて歩くと︑妹や弟が
四887団
で︑朝からあげて遊びました︒あの
四891国 二人で外へ持って出た時は︑みんな 四965 弟が後からついて來て︑﹁きゃっ︑き
四966 後からついて來て︑﹁きゃっ︑きゃっ︒
四968 ﹂と大さわぎをして︑豆を拾ひました︒
四893團

四904團

二三べんまはって︑落ちてしまひま

四899團 ︒ぼくはだまってゐました︒みんな︑

四905団

〉。
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四描4 いさんが︑銃を持って番をしてゐます︒車
四鵬5 てるます︒車を引いてみる兵たいさんが︑

四鵬4 ︑銃を持って番をしてゐます︒車を引いて
四声6 禮をします︒番をしてみる兵たいさんも︑

四二1 ﹂と︑心の中でいってみるにちがひありま
四研2 ります︒そこで遊んでみる支那の子どもた
四研3 もたちが︑車を引いてみる重たいさんを見
四柳6 たいさん︒﹂といって︑やって來ました︒
四柳8 ふ日本語を︑おぼえてみるのです︒でも︑

四㎜1 りつきます︒おくれて來た二三人は︑車の

勢の仲間をつれて來て︑北風をどしどしと

のつぼみがふくらんで來ます︒南風はいひ

かたはしからとかして︑野や山を暖くしま

めすいく

とんで行く︑空にかすんだ

で︑野山をかざって見せよう︒﹂二十五

に見とれながら歩いてゐますと︑どこから

が︑みほの松原へ出て來ます︒漁夫﹁今日

か︑よいにほひがして來ます︒見ると︑向

きれいな物がかかってゐます︒漁夫﹁あれ

四川4圏女さん︑三人並んで次の段︒笛やたいこ

四柵3圏 ︒さあさ︑かざってあげませう︒まあ︑

四伽7 ︑悲しさうな顔をして︑じっと空を見あげ
四伽8 しをれたやうすを見て︑漁夫﹁おきのどく
四梱3園 人のまひを︑まって見せていただけませ
四梱3園 ひを︑まって見せていただけませんか︒
四捌8園 ︑まはずにかへっておしまひになるでせ
四品2 ︒天人は︑それを着て︑静かにまひます︒
四擢5圃囹 ︑みんなそろってまひ上手︒黒い衣の
四榴3 だんだん天へのぼって行きます︒右に︑左

四m8園の羽衣と申しまして︑あなたがたにはこ

四柵1囹 ことがない︒持ってかへって︑うちのた
四柵1園 い︒持ってかへって︑うちのたからにし
四佃2 は︑その着物を取って︑持って行かうとし
四湘2 着物を取って︑持って行かうとします︒松
四㎜3 から︑一人の女が出て來ます︒女﹁もし︑
四柵6囹 つたのです︒持ってかへって︑うちのた
四湘6園 す︒持ってかへって︑うちのたからにし

五114團
橿原神宮へ向かってたちます︒またやう

五106国が︑きらくとしてゐますが︑そのほか
五108国とにかうがうしくて︑しぜんと頭がさが
五112團た︒方々を見物して︑二見へ來ました︒
五113団すは︑朝早く起きて日の出を葬み︑それ

漁夫は︑そばへよってよく見ます︒漁夫﹁

四麗7 びゆうと吹きまはって︑雪やあられを降ら

四価1囲 すみに つつまれて︑かもめすいく

四佃4 なります︒かうなって來ると︑南風は︑も

四M2 日檬が︑目をさまして︑暖い光を送るやう

四掴2 って︑弱い光を出してみたお日様が︑目を

四M2 では︑うとうと眠って︑弱い光を出してゐ

四胴1 何べんもくりかへしてみるうちに︑冬が終

四二4 風が少しゆだんをしてみると︑暖い南風が

四佃6下野 く 日の丸あげて︑ああ︑美しい︑日

四鵬4 もたちは聲をそろへて歌ひました︒青空高

四鵬3 ました︒それについて︑子どもたちは聲を

四㎜2圏圓 く 日の丸あげて︑と歌ひだしました

四佃7 こにこして車を引いて行きます︒すると︑

四脳4 もう前のやうに負けてばかりはみません︒

五一15国 ら︑たのしみにして待っておいで︒さや

五56な玉をたくさん作って︑首かざりのやうに
五58る神様は︑山へ行って︑さか木を︑根のつ
五58根のついたままほって︑持っていらっしゃ
五58たままほって︑持っていらっしゃいました
五61 に︑鏡と玉をかざって︑岩屋の前にお立て
五63 ば︑岩屋の前へ進んで︑のりとをおよみに
五66ささの葉を手に持って︑ふせたをけをだい
五67 せたをけをだいにして︑とんとんふみ鳴ら
五75 山石戸をおあけになって︑おのぞきになりま
五78と前へお出しになって︑鏡を大神に見せて
五79 て︑鏡を大神に見せておあげになりました
五81しぎにお思ひになって︑少し戸の外へ出よ
五86 の神様は︑手をうってお喜びになりました
ないくう
五91團おまるりをすまして︑それから︑内宮へ
五93国たしばふがつづいて︑鶏が遊んでゐまし
い
すず
五94團ついて︑鶏が遊んでゐました︒五十鈴川
五96團︑すいくおよいでゐました︒道の爾が
五98国の木が︑立ち並んでゐました︒さくさく
五99團と玉じゃりをふんで︑神殿の御門の前へ

四M6囹 う北の國へかへってしまへ︒﹂と︑南風

四伽3團 めすいく とんで行く︑空にほんのり

四脳9園 まへを追ひはらって︑野や山をまつ白に
四備1園や山をまつ白にしてやる︒﹂と答へます︒
四価3 りったけの力を出して︑南風を追ひたてま
四価8 ︑大勢の仲間をつれて來て︑北風をどしど

五154

五152

さんが二人︑
話をしてゐます︒兵たいさん

なうの上に腰をかけて︑
川の流れを見つめ

五116団のしみにして待っておいで︒さやうなら

かしはらじんぐう

五103團屋根がかやでふいてありました︒むねに
五104国なかつを木が並んで︑爾はしに︑千木が
五105国千木が高くそびえてゐました︒みんな白

四脳8園︑まだおまへの出て來る時ではない︒わ

四㎜6 さんは︑にこにこして車を引いて行きます

8654166318
圃囹

五155は︑今日は銃を持ってゐません︒てっかぶ

四四四四四四四四四四
118 118 118 118 11了 116 116 116 115
五42屋へおはいりになって︑岩戸をおしめにな
五45様が︑お集りになって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ごさ
五51ました︒それによって︑神様がたは︑いう
五53たくさんの鶏を集めて︑しきりにお鳴かせ
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五238 て︑わいわいさわいでゐました︒さうして

五238 れしいやうな氣がして︑わいわいさわいで

五235 だんだんふくれ出して︑とうとう︑それが

五233 ころが︑少しふくれて來ました︒初めは︑

五299蛇は︑とうとう眠ってしまひました︒みこ

五298ちに︑よひがまはって︑大蛇は︑とうとう

五297を八つのをけに入れて︑がぶがぶと飲みま

五296ました︒酒を見つけて︑八つの頭を八つの

五296あの恐しい大蛇が出て來ました︒酒を見つ

五248 ︑岸の草につかまって︑池の外へ出てみま
五248まって︑池の外へ出てみました︒もう夏の
五249 ︒草が︑青々と茂ってゐました︒空には︑
様が︑ぎらぐ光ってゐました︒あと足を
五251
五252した︒あと足を曲げて︑前足をついてすわ
五252曲げて︑前足をついてすわったかっかうは
五257のをのみことと申して︑たいそう勇氣のあ
雲におくだりになって︑ひの川にそって歩
五261
五262 って︑ひの川にそって歩いていらっしゃる
五262ひの川にそって歩いていらっしゃると︑川
はし
五263川かみから箸が流れて來ました︒みことは
川かみに人が住んでみるな︒﹂とお思ひ
五265園
五266 vとお思ひになって︑川について︑だん
五266になって︑川について︑だんだん山おくへ
五269 一人の娘を中において︑泣いてゐました︒
五269を中において︑泣いてゐました︒﹁なぜ泣
五274園
年一人つつ取られて︑残ったのは︑もう
五276囹た︑その大蛇が出て光るころになりまし
五277囹別れるのが悲しくて︑泣いてみるのでご
が悲しくて︑泣いてみるのでございます
五277囹
五288圓︑こけも木も生えてをります︒﹂みこと
五289の話をお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおいひ
その大蛇をたいぢてやらう︒強い酒をた
五291園
八つのをけに入れて︑大蛇の來るところ
五292囹
來るところに並べておけ︒﹂とおいひつ
五293園

のをたくさんやっておきました︒﹂﹁︿略
五365園

五363んか︒私はおどろいて︑ねえさんを呼びま

五362ひこが︑みんな弱ってみるではありません

五359日の朝︑箱をのぞいて見ると︑どうしたこ

五357る夜︑私が本を讃んでゐますと︑あまりか

五356しあつい日がつづいて︑かが出るやうにな

五343 一枚ていねいにふいて︑かわかしてから︑
五343にふいて︑かわかしてから︑かひごにやり
五345たちなら︑横になってねるのに︑かひごは
五346 ︑頭をちゃんとあげて眠ります︒それも︑

五171 にかけあがらうとして︑ころげ落ちるもの
五174囹
︒﹂﹁仲よくあがって來い︒﹂大きな聲で︑

︒﹁けんくわをしてはいけない︒﹂﹁︿略

五172 どもの足を引っぱって︑はねのけようとす
五175園

五189 も︑いっしょになって大さわぎです︒お菓

五177 しかし︑にこにこして︑うれしさうな顔で
五194 ︑兵たいさんに教へてもらった﹁愛國行進
五196 の水は︑静かに流れてゐます︒どっちから
五197 いほど︑静かに流れてゐます︒川の向かふ
五199 ︑はてもなくつづいてゐます︒どこからと
五203 なやなぎの花がとんで來ます︒さうして︑

五205 かり︑どこかへ行ってしまひました︒静か
五211 よに︑池の中を泳いでゐました︒まるで︑

五212 ︑ぞろぞろとつづいて行きました︒どれも
五213 ふり︑長い尾をふって︑主筆よく泳いでゐ
五214 って︑元氣よく泳いでゐました︒おたまじ
五217 蛙だらうとは︑思ってゐませんでした︒そ

五215 しは︑手も足もなくて泳げるのですから︑

五228 日は︑だんだん過ぎて行きました︒水草が

五227 っしょに︑遊ばなくてもよいのでした︒春
五231 きどきとんぼがとんで來て︑かげをうつす
五231 きとんぼがとんで來て︑かげをうつすこと

五五五五五五五五五五五五五五五
32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 30 30 30 30

五337やうに︑桑をもらってかへって望ました︒
五338桑をもらってかへって來ました︒﹁︿略﹀︒﹂
を︑かひこにやってはいけませんよ︒﹂
五339園

五333 ︒小刀で︑葉を切ってやりました︒かひこ
五336りました︒風も吹いてゐましたが︑私は︑

は︑﹁葉が大きくて︑たべにくいから︑
五331園
くいから︑きざんでやりませう︒﹂とい
五331園

來て︑箱の中へ入れてやりますと︑ねえさ

桑の葉をもらって來て︑箱の中へ入れてや

く︑桑の葉をもらって來て︑箱の中へ入れ

さんのところへ走って行きました︒あそこ

しさうにして︑動いてゐます︒私は︑竹田

の葉をほしさうにして︑動いてゐます︒私

したが︑さういはれてみると︑うちには︑

らないので︑もらって來ましたが︑さうい

は︑かひごがほしくてたまらないので︑も

た︒それを箱に入れて︑ねえさんに見せる

こを︑二十匹もらって來ました︒それを箱

そうりっぱな劒が出て來ました︒﹁︿略﹀︒﹂

になって︑尾をさいてごらんになると︑た

しぎにお思ひになって︑尾をさいてごらん

888544221556654

時︑かちっと音がして︑劒の刃がかけまし

五239 水の上へ︑顔を出してみたりしました︒そ

五301みことは︑劒を抜いて︑大蛇を︑ずたずた

五156 てつかぶともかぶってゐません︒二人とも

五242 ︑胸の爾わきが破れて︑そこからも二本の

五302が︑たきのやうに出て︑ひの川が︑まっか

五168 ひつじが二一二匹走って來ます︒兵たいさん

五244 ︑だんだん短くなって行きました︒さうし

も

五245 るのが︑いやになって來ました︒水の中に

〉。
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﹂と︑ふしぎに思っていひますと︑ねえさ

五384のち︑だんだんやせて行って︑三日めには
五384だんだんやせて行って︑三日めには︑五匹
五385には︑五匹とも死んでしまひました︒四度
五387もずっと大きくなって︑桑の葉を︑おいし
五391だんだんすきとほって見えるやうになりま
五394えさんに︑こしらへてもらったわらのおう
五395ちを︑箱の中へ入れてやると︑かひごは︑
五395 ︑静かにはひあがって來て︑﹁︿略﹀︒﹂とい
五396かにはひあがって來て︑﹁︿略﹀︒﹂といふや
五399さかんに口から出して︑自分のからだのま
五401らだのまはりを包んで行きました︒﹁︿略﹀
五402囹
青い桑の葉をたべて︑よく︑こんな白い
五403園
こんな白い糸が出て來るものですね︒﹂

五367 vねえさんも考へてるましたが︑﹁︿略﹀
五369略﹀︒﹂とたつねられて︑私は︑はっとしま
五376
私は︑あわてて窓をあけました︒桑
五381だをのばすやうにして︑そろそろたべ始め

五501

五498

五498

五496

五494

五493

五491

五489

五487

五485

五483

五482

五481

五481

五472

五471

五469

五469

を︑せきれいがとんでゐました︒しばらく

︑青々と水をたたへてゐました︒川原の石

れがゆるやかになって︑青々と水をたたへ

︑たきになって落ちてみるのでした︒とき

︒川が︑たきになって落ちてみるのでした

といふ水の音が聞えて來ました︒川が︑た

茂った竹やぶがあって︑しばらく川が見え

も︑同じ唱歌を歌ってみるやうに聞えまし

つじの赤い花が咲いてゐました︒にいさん

は︑青葉でおほはれてゐますが︑ところど

石との間にわき返ってゐました︒岸は︑青

しめった小道を通って行くと︑川の岸へ出

おとうさんが︑許してくださったので︑き

行ってみたいと思ってゐました︒おとうさ

そって川口まで行ってみたいと思ってゐま

は︑一度︑川にそって川口まで行ってみた

うに︑しきりに動いてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と

つり糸がぴんとはって︑つり竿の先が︑お

ようとすると︑重くてなかなかあがりませ

ました︒はっと思って引きあげようとする

〉。

ん︒私たちは︑急いでつりのしたくをしま

きっと︑魚がかくれてみるにちがひありま

草が︑たくさん生えてゐました︒きっと︑

五512

五511

五504

五503

だん爾岸が開けて來て︑川はばが導くなり

だんだん爾岸が開けて來て︑川はばが廣く

︑高いところを走ってみるので︑川は︑ず

︑小川がそそぎこんでゐます︒ちゃうど四

ら︑小川が流れこんで來ました︒こちらの

ぎはでぴちぴちはねて︑うろこがきらく

た︒ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落

五512

五476

た︒にいさんと並んで︑私もつり始めまし

て︑小さな木が生えてゐました︒川はおだ
川はおだやかになって︑音もなく流れてゐ

どころに中洲があって︑小さな木が生えて

って︑音もなく流れてゐます︒汽車が鐵橋

五513
五514

︑今まで左手を流れてみた川が︑右手を流

五513

五514

にいさんは︑あわてて引きあげました︒﹁︿

空の雲が水にうつって︑うきのそばを︑ゆ
ばを︑ゆっくり流れて行きます︒ぐぐ︑ぐ
︑つり竿をつたはって來ました︒はっと四

五516

ひびきだけが︑聞えて來ます︒びく︑びく

まゆの中に︑かくれて見えなくなりました
︑小川をのぞきこんでいひました︒水草が

865293855439884

﹁五郎︑おちついてあげるんだよ︒﹂と︑

んだんあつみをもって來て︑かひごは︑ま

五501

五五五五五五五五五五五五五五五
46 46 46 45 45 44 44 44 44 44 40 40 40 40

五473囹

んあつみをもって來て︑かひごは︑まゆの

五502

46

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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た川が︑右手を流れて︑日の光をあびて︑

か小さな物が浮かんで︑こっちへ近寄って

笑ったり︑青くすんで︑じっと考へこんだ
いつも
︑
出雲の海岸を歩いていらっしゃいますと

す︒きらくと光って笑ったり︑青くすん

い波をたてて︑走ってゐました︒つかれる
︑仲よく手をつないで︑川は︑いつのまに

した︒白い波をたてて︑走ってゐました︒

は︑初め走って流れてゐました︒白い波を

た︒川は︑初め走って流れてゐました︒白

のやうなことを書いて︑おとうさんにお目

が︑そよそよと吹いてゐました︒その夜︑

もめが︑五六羽とんで行きました︒いその

ここで海へ流れこんでゐます︒頭のすぐ上

した︒町を通りぬけて︑川口に近い岸に立
︑何ざうもつながれでるました︒川の水は

で︑みせいよく引いて行くのに出あひまし

つををたくさんつんで︑みせいよく引いて

ました︒あみを干してあるのが︑あちこち

ら︑ゆっくりと流れて行きます︒町の入口

た︒川の水は︑すんではみませんが︑青い

から︑茶色な煙が出てゐました︒川の水は

ふ側に︑工場があって︑高いえんとつから

︑一めん黄色くなってゐました︒川の向か

ら︑川岸の道を走って行きました︒そのへ
︑萎のほが出そろって︑一めん黄色くなつ

そこから馬車に乗って︑川口の町まで行く

舟には︑子牛も乗ってゐました︒汽車が止

頭さんが︑舟をこいでゐました︒舟には︑

見て︑ばんざいをしてゐました︒渡し場が

子どもがこちらを見て︑ばんざいをしてゐ

れて︑日の光をあびて︑まぶしいほど光り

65118554421864299854432217431977
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五575園 さやに︑虫が乗ってゐます︒﹂と︑お供

五574

五574 のやうな物を舟にして︑それに何か乗って

五573 た︒だんだん近寄って來るのを︑よく見る

五567

て︑それに何か乗ってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂

五683團

五679團

五675團

五674團

五672團

ほかの馬にくらべて︑少しでもきたない

は何でもなくなってしまった︒あたたか

は︑なれてしまって︑そんなことは何で

う︑今では︑なれてしまって︑そんなこ

ひづめを水で洗ってやるのには︑なかな

五748

五746

五737

五734

五733

五727

いねいにおじぎをして︑掛けました︒電車

ました︒二人は喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂といひな

五678團︑手入れをしないではゐられない︒自分 五745 私たちは︑すぐ立って︑席をゆづりました

五676團

日馬をかはいがってやると︑馬の方でも

ばんあとからはいって來たのは︑七十ぐら

さがった上に︑立ってみる人も︑たくさん

︑どやどやとはいって來ました︒席はみん

︑人がたくさんおりて︑席があきました︒

で︑こっちへ近寄って來ました︒﹁︿略﹀︒﹂

五578 の皮を着物にして着ていらっしゃる︑小さ

五578 ︒虫の皮を着物にして着ていらっしゃる︑

みは︑桐の木で鳴いてみる︒そっと行って

も待ってる︒急いで︑かへらう︒押せ押

てるる︒そっと行って見ると︑一メートル

トも︑にこにこしてます︒押せ押せ︑車
五787

ぶらぜみが一匹止ってみる︒せいのびして

五782囲
五788

てるる︒せいのびして︑手をのばしてみた

五774圃

五793

にいさんをおぼえてしまふ︒﹁ヒヒン︒﹂

五597園︑何でもよく知ってみるが︑この小さな 五687団︑しろが尾をふってとんで來るやうに︑
五603園のかかしが︑知ってみるでございませう 五687團 が尾をふってとんで來るやうに︑にいさ

五794

五684国

︑やす︒﹂といってやると︑いかにもう

五591 の時︑ひょっこり出て來たのは︑ひきがへ

さうに前足をあげて︑かるく地面をたた

ヒヒン︒﹂とないて︑大きな目で︑じつ

五688團

びして︑手をのばしてみたが︑だめだ︒ぼ

五685国

五689團

五795

五596園 は︑方々へ出歩いて︑何でもよく知って

五605 しは︑田の中に立って︑四方を見てみるの

う馬ではなくなって︑まったくの友だち

ジジ︒﹂と聲をたてて︑とんで行った︒井

ふと︑くやしくなって︑木の幹をとんとた

五691国

五797

五606 で︑何でもよく知ってゐました︒大國主神

くの友だちになってしまふ︒だから︑自

五605 に立って︑四方を見てみるので︑何でもよ
五691團

は︑かかしに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂すると︑

と聲をたてて︑とんで行った︒井戸ばたへ

五607

五798

五798

五693團

でも忘れられないで︑お正月には︑馬に

五693團

月には︑馬にあてて︑年賀状をよこす兵

五608園小さなお方を知ってみるか︒﹂すると︑

た︒井戸ばたへ行って︑足を洗った︒ざあ
腰にふくろをさげてみる︒愛馬ぶくろと

五799
五695團

五711＞︒﹂といって︑立ってくださいました︒私

五711ら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑立ってくださいま

五m6

五705

五705

五704

五704

五704

すと︑すぐ前に掛けてみたよそのをぢさん

五699国

が︑にいさんと並んで立ってゐますと︑す

い乗ってみて︑あいてみる席は︑一つもあ

がいっぱい乗ってみて︑あいてみる席は︑

五697團

いさんと並んで立ってゐますと︑すぐ前に

︒人がいっぱい乗ってみて︑あいてみる席

ひ見せたいと思ってみるが︑その時は︑

にんじんがはいってみるのだ︒いっか國

五815

五814

五813

五813

五809

五807

五805

五804

五804

五803

五802

罰しさうな聲が聞えて誹る︒さうだ︑ぼく

︑川で︑だれか遊んでみるらしい︒卸しさ

えんがはに腰を掛けてみると︑川で︑だれ

暑い︒うちへかへって︑えんがはに腰を掛

うなのが︑三つ咲いてみる︒今では︑ぼく

い日をいっぱい受けて︑金のお皿のやうな

たり︑はなれたりしてみる︒畠のすみの二

きうりにそへて立ててある竹に︑とんぼが

みる︒きうりにそへて立ててある竹に︑と

暑さうにぐったりしてみる︒きうりにそへ

て︑うらの畠へ行ってみる︒なすも︑きう

五816囹あさん︑川へ行ってもようございますか

五712園です︒ぼく︑立ってゐますから︒﹂とい
つ三つ停留場を過ぎて︑表町まで來ますと

﹁せっかく︑あけてくださったのだ︒お

さうだ︑ぼくも行ってみよう︒﹁︿略﹀︒﹂と

五726

五722園

五815

五696国愛馬ぶくろといって︑その中には︑馬の 五801 氣持だ︒げたをはいて︑うらの畠へ行って

五614いそうお喜びになって︑少童名神を︑おう
五617ました︒心を合はせて︑野や山を開いて超
五617せて︑野や山を開いて田や畠にしたり︑道
五626國主神は︑おどろいて︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
五633あはの藍につかまって︑するすると︑おの
五639お姿が見えなくなってしまひました︒十二
年︑穗に穗が咲いて︑みちの小草も米
五655圃
誌のことを知らせてあげよう︒毎朝︑に
五658團
五662團が︑ちゃんと待ってみるからだ︒馬屋へ
五663團らだ︒馬屋へ行って︑馬をねどこから外
五665團のからだをこすって︑きれいにしてやる
五665團って︑きれいにしてやる︒すると︑馬は
五666團となしくじっとしてみる︒稲川がよくて
五666團みる︒氣持がよくて︑うれしいのだらう
五669團は︑おとなしくしてみる︒それでも︑馬
五671国︑馬の足をかかへて︑ひづめを水で洗っ

五817

﹂と大きな聲で聞いてみると︑﹁︿略﹀︒﹂と

日記

庭の朝顔のせわをしてゐられた︒﹁︿略﹀︒﹂

五821 いちもくさんに走って行った︒十七

五821 くは︑帽子をかぶって︑いちもくさんに走
五826

くもってみたせみか︑朝から

五838 は︑朝顔が三つ咲いてみた︒水色が二つに
五849

五851︒朝顔は︑二つ咲いてみた︒赤一つ︑白一
五854 つた︒夕はんがすんでから︑おかあさんと
五856 人で︑えん日へ行って︑すず虫を買ってか
五856 って︑すず虫を買ってかへった︒ねる時に
五857 涼しさうな聲で鳴いてみた︒七月十九日
五862 た︒學校からかへってみると︑職地の兵隊
五863 んから︑はがきが來てるた︒この前︑ゐも
五864 んじであった︒送ってあげたつりだうぐで
五865 のが樂しみだと書いてあった︒七月二十日

︑ま白な雲が浮いてみる︒あすからうれ
五944圃
五947圏
め見るやうに咲いてみる︒あすからうれ
五953圃
ななきながら呼んでみる︒あすからうれ
五955圃
大波小波うち寄せて︑海がわたしを待つ
五956圃
海がわたしを待ってみる︒二十 ににぎ
五964園
︒みことよ︑行ってお治めなさい︒おだ
五968
御仁をおそへになって︑みことにお渡しに
五974みことは︑つつしんでお受けになりました
五977 ︑先嚢の者が︑急いでかへって來て︑﹁︿略
五977者が︑急いでかへって煮て︑﹁︿略﹀︒﹂と申
五977 ︑急いでかへって慌て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しま
五979園
男が︑道をふさいで立ってをります︒せ
五979園道をふさいで立ってをります︒せいも高
五982園
だ中から光を出して︑天も地も︑明かる
五985ことをお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおいひ

五992

おどけたやうすをして︑
お笑ひになりまし

五884 空は︑からりと晴れて︑白いかもめが︑海 五986囹
のうずめ︑たつねてまみれ︒﹂とおいひ
五885 上を︑すいくとんで行きます︒青い波の 五989でありました︒行ってごらんになると︑な
五886 みどりの旗が浮かんでゐます︒カッターの
五892園 この軍艦を代表して︑競託するのだ︒今
五894園 みんな心を合はせて︑一生けんめい︑た

五921 た船が︑たくさん出てみて︑しきりにおう

五言4

って︑かげふみをして遊んでゐました︒そ

もたちが五六人集って︑ かげふみをして遊

田彦神が︑ 先に立って︑御意内申しあげま

五㎜5園 いでになると承って︑ここへお迎へに出
五期6園 ここへお迎へに出てみる者です︒私が御
点語9 のみことは︑かへってこのことを申しあげ
五梱3 いとまごひをなさって︑大空の雲をかき分

︑ 急にやうすをかへて︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

五921 が︑たくさん出てみて︑しきりにおうゑん

五官2

五掴4

五二1園 なる道を︑ふさいで立ってみるあなたこ
五欄1園 を︑ふさいで立ってみるあなたこそ︑だ

五921 きりにおうゑんをしてゐます︒沖の旗をま

ていちやう

五896 ことばにはげまされて︑白書十三人の選手

五922 す︒沖の旗をまはって︑四さうのカッター

五心3

五898 まきをしっかりしめてゐます︒艇長が︑﹁

五923 ん︑こちらへ近づいて來ました︒決勝線ま

五湿7

五醜3 かげふみをして遊んでゐました︒そのうち
五撹6 いります︒かうなっては︑かげふみもでき

五918 ︑だんだん遠ざかって︑小さくなりました

五914 ぐんぐん早さをまして進みます︒はく手が

五929 で︑選手をはげましてゐます︒最後の百メ

五927は︑力いっぱいこいでゐます︒艇長は︑大

五齪7 て︑しばらく月を見てゐました︒すると︑

ちは遊ぶことをやめて︑しばらく月を見て

103

は︑お月檬が走ってみるのだらうか︑雲

搾るので︑かはいくてたまりませんでした

根がどこへでもついて穿るので︑かはいく

る病氣にもならないで︑すくくと育ちま

のにもよく氣をつけて︑間食などは︑でき

やうに︑運動をさせてやりました︒たべも

きれでからだをふいてやったりしました︒

と前にも︑犬をかってみたことがあるので

大きな川の名を取って︑おとうさんがおっ

んの家のそばを流れてみる︑大きな川の名

て︑証言ではたらいてみると聞いた文子さ
︑りっぱな軍犬にしてみたいと思ひました

︑わかった︒走ってみるのは雲だ︑雲だ
︑子犬を一匹もらって來ました︒その親が

︑雲はさっさと走って行きます︒﹁︿略﹀︒﹂

は枝の間にじっとしてゐますが︑雲はさっ

ほりに︑みんながしてみました︒すると︑

た︒﹁ここに立って︑お月様を︑枝の間

らく枝こしに月を見てゐましたが︑﹁︿略﹀

めからだまって聞いてみた一人の子どもが
︑みんなからはなれて︑前の方にある木の

を︑初めからだまって聞いてみた一人の子

様ではない︒走ってみるのは雲だ︒﹂と
︑たがひにいひはってゐました︒みんなが

すと︑月は動かないで︑雲が大急ぎで飛ん
︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます

︑じっと月を見つめてゐますと︑月は動か

︒﹁お月様が走ってみるのだよ︒﹂と︑

方へ︑どんぐ走って行きます︒﹁︿略﹀・﹂

て︑大急ぎではなれて行きます︒さうして

月は︑今︑雲から出て︑大急ぎではなれて

らうか︑雲が走ってみるのだらうか︒﹂
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たひこの

五931 ︑白が︑ぐいぐい出て凹ました︒はく手が

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五

109

17

て一て

ても︑あとからついて來るのには困りまし

は︑をぢさんに聞いて︑利根に﹁待て︒﹂
︑たたいたりしないで︑少しでもできると

できると︑頭をなでてほめてやりました︒

と︑頭をなでてほめてやりました︒のちに

學校へ行く時︑とんで曾ても︑﹁すわれ︒﹂

と︑行儀よくすわって︑お見送りをするや

生の文子さんがつれて歩いてみるのに︑向

子さんがつれて歩いてみるのに︑向かふか

でも︑遠くからよけて通るほど︑強さうな
︑文子さんがねがってみたやうに︑利根は

くさんごちそうをしてやりました︒自分の

と思ふと︑うれしくてたまりませんが︑別

郭の小さな旗を作って︑利根の首につけ︑
︑停車場まで見送ってやりました︒二

業のやうすを知らせて來ました︒文子さん

五備8團 す︒腹を地につけて︑ふせをしたり︑一

が利根の姿を見つけて︑揮をあびせかけま

をくぐるやうに抜けて︑走りつづけました

うしたはたらきを見て︑涙を流すほどでし

最後の通信を首にして︑﹁行け︒﹂の命令と

弾が︑うなりをたてて飛んで來ます︒利根

らうと思って︑待ってゐました︒すると︑

が來るだらうと思って︑待ってゐました︒

うなりをたてて飛んで來ます︒利根は︑ひ

が︑ばらぐと飛んで來ました︒利根は︑

はふやうにかけ出して︑利根のからだを︑

んは︑敵の揮が飛んで來るのもかまはず︑

しく敵にとつげきして︑とうとう︑その置

く文子さんに知らせて來ました︒さうして

した︒この手紙を見て︑文子さんは︑﹁ま

ありません︒と書いてありました︒この署
ったまま︑つっぷして︑泣いてしまひまし
つっぷして︑泣いてしまひました︒﹁︿略

山︑おいでになってをりました︒ところ

五二2圏
五拓6七
五伽6園
五伽7園
五伽7園
五偽4囹
五竜5囹
五伽9二
五桝1囹
五俗3園
五俗5囹

五備8團 したり︑川を泳いで渡ったり︑遠くにか

五桝9囹 このつり竿を持って行け︒﹂ほをりの命﹁

五桝2團 の犬にも負けないで︑りっぱにやりとげ
五M3国 れを︑利根に見せてやります︒利根は︑

五M5国 がら目の色をかへて喜びます︒あなたが
五M5国 たが︑かはいがってゐられたのと同じ氣

五M7團生けんめいで育ててゐます︒どうぞ︑安
五M7團 ︒どうぞ︑安心してください︒三
五M9 れから半年ほどたって︑ちゃうど︑文子さ
五平7 うちに︑利根のついてみる部隊は︑何倍と

﹁では︑つりをしてみるがいいさ︒しか

の大きな鯛をつってみたいのです︒﹂ほ

うおっしゃらないで︑今日だけ︑私につ
︑私につりをさせてください︒﹂ほでり

山へいらっしゃって︒﹂ほでりの命﹁そん

や︑けものを取ってみますね︒﹂ほでり
︑私に海へ行かせてくださいませんか︑

は︑毎日山へ行って︑鳥や︑けものを取

へ出て︑魚を取っていらっしゃる︒私は

んは︑毎日海へ出て︑魚を取っていらっ

五冊1 ふところまでせまって︑ざんがうの中から

五囲3園 この弓と矢を持って︑山へいらっしゃい

五聖7

に︑つり糸をいちっていらっしゃったが︑

のないのに氣がついて︑つりばりがない︒

、＿

どんなことでもして︑おわびいたします

の命は︑海べで泣いていらっしゃる︒そこ

つりばりをなくしてしまふなんて︑あん

らいひ出しておいて︑だいじなつりばり

まへからいひ出しておいて︑だいじなつ

りを︑魚に取られてしまひました︒﹂ほ

けのないことをしてしまひました︒﹂ほ

＿

︑いいことを教へてあげませう︒そこに

乗りなさい︒押してあげますから︒﹂

といいことを教へてくださるでせう︒さ

にのぼって︑待っていらっしゃい︒﹂ほ

大きな木にのぼって︑待っていらっしゃ

︑大きな木が立ってゐます︒あなたは︑

ばに︑井戸があって︑井戸のそばには︑

らく︑目をつぶっていらっしゃい︒する

が︑その舟を押してあげますから︑しば

に取られて︑困ってみるところです︒﹂

りを︑魚に取られて︑困ってみるところ

してそんなに泣いていらっしゃるのです

＿

井戸から水をくんで︑ほをりの命にさし

檬が︑水にうつっていらっしゃる︒﹂木
︒﹂木の上を見あげて︑女は︑うやうやし

戸の水をくまうとして︑女﹁まあ︑りっぱ

女が出て來る︒井戸の水をく

みよう︒木にのぼって︑下をごらんになる

ことだな︒のぼってみよう︒木にのぼっ

こ︑大きな木が立ってみる︒ほをりの命は

｝＿

騨丁

＝

ぐっとお飲みになって︑ほをりの命﹁ああ︑

、

海の神様が腰を掛けていらっしゃる︒そこ

2い

五備9国 り︑遠くにかくしてある手ぶくろを︑す

くろに︑通信を入れてもらって︑﹁行け︒﹂

五描2 あられのやうに飛んで富ます︒みかたはそ

︒ 糸がぶつりと切れて︑魚が逃げる︒しま
五伽2

五㎜9囹 な魚だ︒引きあげてやらう︒よいしょ︒
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る︒そこへ︑女が出て來る︒女﹁海の神様︒
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五備7 通信を入れてもらって︑﹁行け︒﹂といはれ
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六45

六45
な熊が山から出て出て︑すぐ︑またかくれ

大きな熊が山から出て來て︑すぐ︑またか

六116 ︑あと足をふんばって︑逃げさうにしまし

くま

五獅5 りの命をおつれ申して︑出ておいでになる

りました︒お供をしてみた大勢の御軍人た

︑すぐ︑またかくれてしまひました︒天皇

五糊1 ませう︒女に向かって︑魚たちを︑みんな

五柵9園 っそく︑さがさせてみませう︒女に向か

五儒6園 へ行くやうに教へてくれました︒それで

五㎜5囹ばりで︑私も困ってしまひました︒する

六71

六69

六58園

六56

六52

六51

ました︒朝早く起きて︑倉へ行って見ます

に︑劒が天から落ちて來ました︒高倉下は

みんな︑ぐうぐうねてしまひました︒この

は︑おやすみになっていらっしゃいます︒

くま

五族5 をおつれ申して︑出ておいでになる︒海の

六48

六46

五柵4 たちをたくさん呼んで送る︒呼んでまみり
五宗7園 鯛だけは病氣でねてゐますので︑ここへ

六74

六72

六72

た︒高倉下は︑急いで︑天皇のおやすみに

と︑屋根をつき抜けて︑ゆめに見た神様の

︿起きて︑倉へ行って見ますと︑屋根をつ

劒で︑みんな殺されてしまひました︒御軍

︑あの熊になって出て來たわる者たちは︑

五五8囹 で︑ここへまみってゐません︒﹂海の神

六81

勇ましくふるひ立って︑大和へ進軍しまし

五五1囹 つりばりを︑取って行ったものはないか

ちも︑なんぎをしてゐられるであらう︒

に︑かう仰せになってゐます︒﹁︿略﹀︒﹂す

五畿5囹呼んで盛る︒呼んでまみりました︒﹂海

みいくさびと

五四2園 りばりがなくなってしまひました︒﹂海

五柵1囹 は︑海でつりをしてみたら︑つりばりが

六116にしました︒あわてて︑ぎゅっとつかんだ
六117だら︑あと足が取れてしまひました︒下に
六118いので︑地面をはって行きます︒弟は︑い
六119ごを飼ふのだといって︑土でかこひをこし
六125す︒弟は︑牛を飼ってみるつもりなのです
六125私は︑をかしくなってふきだしました︒赤
六127いすいと︑空を飛んでゐます︒ざくざくと
六129か手つだはうと思って︑おとうさんや︑お
六132束が︑田の上に並べてあります︒おかあさ
六133んは︑刈るのをやめて︑稻の束をまとめて
六133て︑稻の束をまとめて︑稻かけの方へ運ん
六134 ︑稻かけの方へ運んでゐられます︒私も︑
六135私も︑少しつつ持って運びました︒一人ぼ
六136 ︒一人ぼっちになって遊んでみた弟が︑た

六82

ちらでも︑稻を刈ってゐます︒田のあぜに

皇のおやすみになっていらっしゃるところ

六84

ぜに︑むしろを敷いてもらって遊んでみた

六74

五玉1

六88

しろを敷いてもらって遊んでみた弟が︑遠

五糊3囹 だ︒だれか︑知ってみるものはみないか

五聖1 女は︑鯛をつれて出て來る︒鯛﹁何か御用

六91

敷いてもらって遊んでみた弟が︑遠くから

ると︑あの熊になって出て來たわる者たち

五川3囹 のつりばりを知ってみないか︒﹂鯛﹁じつ

六91

遠くから私を見つけて︑﹁ねえさん︒﹂と喜

略﹀︒﹂と仰せになって︑天皇はお目ざめに

塩川5囹をのどにかけまして︑たいへん苦しんで

六91

ねえさん︒﹂と喜んで呼びました︒﹁ただ

六164国のことを思ひ出して︑急になつかしくな

六136ぼっちになって遊んでみた弟が︑たいくつ
六136だ弟が︑たいくつして︑﹁ああん︒﹂といひ
︑﹁おまへ︑行って遊んでおやり︒﹂と
六139囹
まへ︑行って遊んでおやり︒﹂といはれ
六139囹
六144の山で︑もずが鳴いてゐます︒氏神様のお
六146いっしょにお参りして︑等しかったことが
六148 ︑ねえさんをさそって︑ぜひ干てください
六151をさそって︑ぜひ來てください︒毎年ある
六153 いろくな店が出てにぎはひます︒お祭
白のたづなを引いて通るのは︑まるで給
六156團
六159団よ子も︑お待ちしてゐます︒十月十八日
六81

乱川6園︑たいへん苦しんでみるところでござい

六92

ただいま︒﹂といって︑私はかばんをおろ

六78

五川8 それだ︒女に向かって︑鯛ののどから︑そ

六94

しました︒稻を刈ってゐられたおとうさん

五柵8園 よっとここへ呼んで湿てくれないか︒﹂

富川9囹

六96

五柵7 ばらくお考へになって︑女に︑では︑鯛を

五襯6 つりばりを水で洗って︑海の神様にさしあ

六98

五辻6圃

五備4園

つりばりが︑出て來て神さまおよう

の神様﹁見つかって︑ほんたうによろし

六109

六108

六106

と葉のうらへまはって︑足の先だけ見せて

くさんこちらへ飛んで來ます︒さうして︑

稻がだんだん刈られて象るせみか︑いなご

いもをかごから出して︑弟といっしょにた

六167団しぶりでおあひして︑みなさんといっし
今から樂しみにしてるます︒二十四日の
六172団

六166團ひ参りたいといってゐます︒久しぶりで

六165團ら︑たいへん喜んで︑ぜひ参りたいとい

のつりばりを取ってやれ︒﹂女﹁はい︒﹂

女は︑鯛をつれて出て來る︒鯛﹁何か

五郎8園 とここへ呼んで來てくれないか︒﹂女﹁は

五襯9 命の前にひざまついて︑海の神様﹁このつ

五言6間りばりが︑出て棄て神さまおよろこび︒

六113

︑いたいと泣いてみた︑鯛もよろこび
やまと

五三7團
ひうが

六42 日向をおたちになって︑大和の方へお進み

六174團ろしくおっしゃってください︒みよ子さ

い

くまの

六114

き

六44 はるばると海を渡って︑紀伊の熊野といふ

て︑足の先だけ見せてゐます︒右の手で︑

、

！、

六238園 せによって︑持ってまみりました︒﹂か

上手にはさみを使って︑みかんを取りなが

をせおって山をおりて走る人︑上手にはさ

人︑みかんをせおって山をおりて來る人︑

黒い紙をはって︑部屋を暗くしまし
六366 した︒

の罵眞を︑うつしてあげませう︒﹂とい
六363園

士362 さんはに
︑こにこして︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

六318国
わける機械もあって︑敵艦の進んで亘る
って︑敵艦の進んで盗る音を聞きわけな
六318團
うな人が︑みなくてはならない︒春雄も
六322團
六325團
けられるやうにしておくことがだいじだ
どのくらみはなれてみるか︑自分の乗っ
六329團
るか︑自分の乗ってみる二水艦が︑今︑
六329團
六331国
トルの深さに沈んでみるか︑どれほどの
ほどの早さで走ってみるか︑それらを一
六332国
六334團
︑水の中にもぐってみても︑海の上にゐ
は︑飛行機を持ってみるものもあるが︑
六338團
六342團ら︑敵艦をめがけて行って︑つきあたる
六342囲艦をめがけて行って︑つきあたる︒山の
にはちぢみあがってしまふのだ︒思った
六344團
艦は︑見はりをしてみる大きな敵艦にご
六346團
遠く海を乗りこえて︑敵の港の中へしの
六347團
しのびこんだりして︑ふいうちをする︒
六348團
に︑漕水艦に乗って︑お國のために︑働
六354国

て︑海の上を進んで行くのは︑何ともい

六386静かにかげをうつしてみるやしの木の窺眞

六384

六367には︑白い布がはってあって︑それに︑南
六367白い布がはってあって︑それに︑南洋のけ
六368次から次へとうつって行きました︒いちば
穴369の丸の旗のひらめいてみる昭南島のけしき
イギリスがいばってみたシンガポールも
六373囹
六376園隊さんたちによって︑攻め落されてしま
六376園 って︑攻め落されてしまひました︒名も
島とあらためられて︑このやうに日の丸
六378園
六381園の空にひるがへってみるのです︒﹂と︑
きちんと︑箱につめて送り出します︒その
︑長い間かはいがって育てたみかんが︑日

艦は︑うまくできてみるから︑そんなし

穴388園の海は︑明かるくてまつさをですから︑

水艦のことを話してあげよう︒潜水艦は

車や汽船にのせられて︑ふるさとを出翻し
︑ふるさとを出聾して行きます︒せ
七んす
曲る水

と思ふと︑心が勇んで︑みんなにこにこし

ンクへ︑水を入れて沈む︒その水を押し

ながら︑軍港を出て行く時︑港内にみる
ッパを吹きかはして︑海の上を進んで行

みんなはうれしくてたまりませんでした
︑
やうなものがあって︑海の上を︑すつか

ません︒かごを持って山へのぼる人︑みか

谷を︑うづめつくしてしまひます︒そのけ

だん赤みが増して來て︑おいしさうなみか

だんだん赤みが増して來て︑おいしさうな

ぼつ︑黄色みをおびて富ます︒もうかうな

も除きます︒かうして育てたみかんの實は

みかんの木は︑弱ってしまひますから︑い

ます︒そのままにしておけば︑みかんの重

そよそよと風が吹いて來ると︑この實は︑
︑葉や枝にとりついて︑みかんの木を苦し

が生ります︒夏が着て︑海の方から︑そよ

てるます︒春になって︑暖い太陽が山一面
︑まつ白な花が咲いて︑何ともいへない︑

らへて︑静かに眠ってゐます︒春になって

ります︒山から取って來たみかんは︑﹈家

63143174318665221164418665338654
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や雪をじっとこらへて︑静かに眠ってゐま

ろいうな種類に分けて︑きちんと︑箱につ

25

25

六176團 人形さんを︑持って行ってあげたいと思
六176團 んを︑持って行ってあげたいと思ひます

六201間んひやらら︑聞いても心が勇みたつ︒五
六203 期間守は︑船に乗って︑遠い︑遠い外國へ
六205 に︑たちばなといって︑みかんに似た︑た
六207 皇は︑お聞きになっていらっしゃいました
六213 國この島と︑たつねてまはりました︒いつ
六215 ふ長い月日が︑たってしまひました︒やつ

︑日本をさして蹄って來ました︒﹁︿略﹀︒﹂

六223 急ぎで︑日本をさして蹄って來ました︒﹁︿

六218 しいたちばなが生ってみるのを見つけまし
六223

六224囹 て︑お待ちになっていらっしゃるであら
六225 帆にいっぱいはらんで走る船が︑おそくて
六226 で走る船が︑おそくておそくて︑しかたが
六226 が︑おそくておそくて︑しかたがありませ
六228 でした︒日本へ鰯って見ますと︑思ひがけ
六229 は︑おかくれになっていらっしゃいました
六231 ︒田道宮守は︑持って蹄つたたちばなの半
六233 ︒あとの半分を持って︑天皇のみささぎに
六236 みささぎの前に供へて︑田道間守は︑ひざ
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六241 で︑おさへにおさへてみた悲しさが︑一度

六238圏なを︑仰せによって︑持ってまみりまし
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六242 が︑ 一度にこみあげて︑胸は︑はりさける
てうせん

28

国立国包海国團

六243 道間奏は︑聲をたてて泣きました︒田道問
六244 朝鮮から日本へ渡って來た人の子孫でした
六245 ない忠義の心を持ってゐました︒泣いて泣
六247 ってゐました︒泣いて泣いて︑泣きとほし
みか

六247 ました︒泣いて泣いて︑泣きとほした田道
六248 にか︑つめたくなってゐました︒六

六253 やこもの着物を着せて︑暖くしてやります

28
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︒﹁︿略﹀︒﹂かういって︑勇さんのおとうさ

六403囹 から︑地上へおりて行くところです︒﹂

六391囹 ︑着物でもひたしてそめたいと思ふほど
六404

六407 たりするのに︑なくてはならないものであ
の幹にすちがつけてあるでせう︒そのみ
六415園
のみぞをつたはって︑ぽたりぽたりと落
六417圓
ます︒それを集めて︑かためると︑ゴム
六419囹
南洋から海を渡って來たゴムで作ったも
六424園
きなおぼんが浮いてみるやうだなあ︒﹂
六428園
一メートルもあって︑南洋の小さな子ど
六433園
よく葉の上に乗って遊びます︒﹂﹁︿略﹀︒
六434囹
がうつるか︑あててごらんなさい︒﹂と
六441囹
きな材木を︑運んでみるところです︒﹂
六451園
南洋って︑かはってみて︑おもしろいと
六454園
って︑かはってみて︑おもしろいところ
六454囹

田植をしてみるところがうつり
六459 かはって︑

すね︒ぼく︑行ってみたくなりました︒
六456園
六458の時︑窮眞がかはって︑田植をしてみると

六523ばかりか︑つつしんで御父君の前へお進み
六531園様のお心にそむいて︑けんくわをいたし
六532園います︒橋をかけて︑天へ逃げることも
六533囹ません︒穴をほって︑地にかくれること

山569

おった子どもが出
︑て來る︒子ども﹁こん

六534囹がめを︑つつしんでお受けいたすばかり
六537ばを︑お聞きになって︑たいそうお喜びに
六543人が︑二人で話をしてみる︒村の人一﹁も
六548園︑たきぎをせおって歩く子どものことで
六551囹う︒毎日山へ行って働いて︑重りには︑
六551圓日山へ行って働いて︑量りには︑年取っ
六553園を︑いろく買って來るといふことです
六557囹が︑山で酒の流れてみるところを︑見つ
六562園と︑みんながいってゐます︒﹂村の人払﹁
六576園︑うちで仕事をしてをります︒﹂村の人
六582圏山でたきぎを拾ってゐますと︑つい︑足
六582囹つい︑足がすべってころびました︒起き
六584園ぎなことだと思って︑あたりを見ますと
六585囹から︑水が流れ出てをります︒それが酒
六587囹父のみやげに持って錦りました︒﹂村の
六589囹さんをだいじにしておあげなさい︒﹂子
六593どもは︑おじぎをして錦る︒村の人一﹁感
六596もの後姿をじっと見てみる︒そののち︑こ
六601それをお聞きになって︑わざく︑そのと
六603孝行をおほめになって︑年號を︑﹁養老﹂
六612引出しを︑かたづけてみると︑いっか︑お

お庭で遊んでいらっしゃいました
六504 がたと︑
︑ 初めは︑仲よくしていらっしゃいました
六506
六512御位におつきになって︑用明天皇と申しあ

六614小さな虫めがねが出て來た︒﹁︿略﹀︒﹂と刷

六614 ︑おとうさんに買っていただいた︑小さな

ど︑日本によく似てゐますね︒しかし︑
六465囹
洋でもお米を作ってみるのは︑おもしろ
六468園
かりと手をつないで行く日本も南洋も︑
六471圏
六478 こ︑青々とすみきってゐました︒九 映書
階︑六階︑家が出て集る︒映董の幕は︑
六487圖

六514 ︑何か大きな聲をして︑さわいでいらっし

六621 ︑めがねの玉を持って︑目から遠くはなし
六623けしきを︑大きくして見ようと思って︑右

六617きを︑のぞいたりしてみた︒そのうちに︑

六616り︑別々にしたりして︑机の上を見たり︑

六514な聲をして︑さわいでいらっしゃるのをお
六514るのをお聞きになって︑お庭へ出てごらん
六515になって︑お庭へ出てごらんになりました
六518 vとお思ひになって︑みんな逃げておし
六518なって︑みんな逃げておしまひになりまし

〉。

六624くして見ようと思って︑右の手に虫めがね
六624手に虫めがねを持って︑のぞいて見た︒ば
六624ねを持って︑のぞいて見た︒ぼくはおどろ
六626いっぱいにひろがって︑つい︑そこにある
六627百メートルもはなれてみる︑向かふの家の
六632は︑もう︑じっとしてゐられなくなった︒
六635らみの大きさに巻いて︑その一方のはしに
六637糸できりきりと巻いて︑動かないやうにし
六644らみの大きさに作って︑そのはしに︑虫め
六647とりつけた︒かうしてできた二本の筒は︑
六647 ︑うまくはまり合って︑長く延したり︑ち
六649と思ふと︑うれしくてたまらない︒うまく
六652どうか︒外をのぞいて見た︒長い物が︑ぼ
六653ぢめたり︑かげんしてみるうちに︑はっき
六658じの問から顔を出してみる︒ぼくは︑もう
六659ちゅうだった︒急いで︑おかあさんのとこ
﹁おかあさん︑來てごらんなさい︒早く
六662園
六663んは︑目をまるくして︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
ん︑大きな聲をして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑
六664園
でもいいから︑來てください︒﹂ぼくは︑
六665囹
六666を引っぱるやうにして︑つれて來た︒さう
六666るやうにして︑つれて來た︒さうして︑ぼ
六667くの望遠鏡をのぞいてもらった︒﹁︿略﹀︒﹂
︑ 人がこっちを見てみる︒森の木がきれ
六673囹
六674 ︿略﹀︒﹂しばらく見てゐられたおかあさん
六675囹いね︒だれに教へてもらったの︒﹂ぼく
六677園︒﹁だれにも教へてもらはないのです︒
六677園す︒ぼくが︑考へて作ったのです︒﹂
日がくれてまもなく︑けたたま
六682
六684しました︒窓をあけて見ると︑西の方の空
六685が︑まっかにそまってゐます︒火事は︑少
六687さんは︑夜業をやめて︑急いでしたくをし

て一て
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六687夜業をやめて︑急いでしたくをして︑家を
六687 ︑急いでしたくをして︑家を出られました
六691とうさんを送り出してから︑おかあさんは
六695は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑出て行かれました
六695略﹀︒﹂といって︑出て行かれました︒をち
六696 のうちの方角と聞いて︑私は︑恐しくなり
六698ちが︑ポンプを引いて︑勢よくかけて行き
六699引いて︑勢よくかけて行きましたQ遠く走
六705聲などが入りまじって︑遠くの方で聞えま
六708通る人が︑話し合ってゐました︒火事は︑
︑しんぱいしないで︑もうおやすみ︒﹂
六712囹
六713おばあさんにいはれて︑私は︑ねどこの中
六714が︑火事が氣になって︑なかなか眠れませ
六716あさんに呼び起されて︑目をさますと︑を
六717ばさんが︑うちへ來てるられます︒私はび
六719らは︑だいぶはなれてゐましたが︑心しも
六72！ たが︑蓋しもになってみたので︑一度運び

六722出した荷物まで書けてしまったのださうで
六727園
た︑何べんも呼んでみたけれど︒焼け死
六732おとうさんが︑編って來られました︒おと
消防にばかり働いてみて︑手傳ひもでき
六736囹
にばかり働いてみて︑手傳ひもできず︑
六736園
ねえさんに十分してもらひました︒それ
六738園
六743みんな︑つかれきってゐます︒平生は元賜
六745ばんしょんぼりとして︑さびしさうに見え
六752は︑﹁︿略﹀︒﹂といって涙をこぼされました
六755もが︑マッチをすって︑そのもえがらを捨
ばを︑心にきざんでみ國を守る︑わが陸
六773圃
に︑いつでも勝っててがらをたてる︑わ
六785圏
六793では︑寒い風が吹いてゐます︒夕飯のあと
六794で︑火ばちにあたってみかんをたべながら
めっきり寒くなって︑兵隊さんたちも︑
六796園

自分の机の前へ行って︑何かさがし始めま
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たりが明かるくなって︑氣がはればれとす

た︒その前に立って︑天略﹀︒﹂といった
六802 た︒﹁︿略V︒﹂といって︑弟が︑たべかけて 六873国
毛糸のくつ下を見て︑みんなは︑﹁︿略﹀
六802 て︑弟が︑たべかけてみたみかんを見せま 六876国
よっと︑はかしてくれ︒﹂﹁ぼくにも︒
六803園︑みもん袋を作って送ってあげませうよ 六877国圏
六803園 ん袋を作って送ってあげませうよ︒﹂と︑ 六879團くにも︒﹂といって︑かはるがはる︑は
六809園 どんな品物を送ってあげるかな︒ひとつ 六881團ポケットにしまってあります︒戦減する
六884国校のことを知らせてください︒私も︑職
六811園 ︑めいめいで考へてみよう︒﹂と︑おと
六813 何にしようかと思ってみると︑弟は︑自分 六885團のやうすを知らせてあげませう︒みなさ
六886團くお禮を申しあげてください︒さやうな

六814

うさんのにと思って︑あんでみたのです

せと︑くつ下をあんでみたねえさんがいひ

して︑兵舎へ鯖って叢ると︑みもん袋が
と︑みもん袋が來てるました︒私は︑と

占
ノ、

94

︒しかし︑城を守ってみる隊もみるから︑

は︑﹁わあ︒﹂といって︑かけて進んだ︒敵
︒﹂といって︑かけて進んだ︒敵の城の旗

らかたまが飛んで來て︑ぼくの胸にあたっ

こからかたまが飛んで來て︑ぼくの胸にあ

と︑力いっぱい投げてやった︒そこへ︑ど

今度こそうまくあててやらうと︑力いっぱ

やがんだので︑それてしまった︒友田くん

く頭のところへ飛んで行ったが︑友田くん

︑友田くんをめがけて投げた︒うまく頭の

にこしてこちらを見てみる︒﹁たまを作れ︒

は敵だ︒にこにこしてこちらを見てみる︒

半ばかりの山を作って︑その上に︑旗を立

かたまりをこしらへては︑それを積み重ね

︿略﹀︒﹂爾方に分れて︑それぞれ陣地につ

なは︑雪の上に集って並んだ︒﹁︿略﹀︒﹂爾

するのだらうといって︑みんなは喜んだ︒

ら︑足あとも︑並んでついた︒學校の窓も

う︒﹂三人が︑並んでまた雪の上を歩いた

くねと︑曲ってついてみた︒向かふから︑

︑くねくと︑曲ってついてみた︒向かふ

て行った︒ふり返って︑足あとを見ると︑

く時︑雪の上を歩いて行った︒ふり返って

433999865498328529833228

六815
六816園

れといって︑送ってあげるやうなものも

﹁別にこれといって︑送ってあげるやう

﹁いいとも︑送っておあげ︒﹂おかあさ

れど︑これを送ってはいけないでせうか

にと思って︑あんでみたのですけれど︑

六817園

六引7囹
六819園
六822園

六822園

なたたちが手記って作った干柿と︑それ

で一面におほはれてゐます︒川の水も︑
れいか

ました︒急いであけて見ますと︑いっか送

紙が來ました︒急いであけて見ますと︑い

と︑クレヨンで書いてありました︒﹁︿略﹀

ンキデ︑ハタライテクダサイ︒シッケイ

をあげてけい禮をしてみる給でした︒その

子どもが︑手をあげてけい禮をしてみる零

ひながら︑弟が持って來た乱書を見ますと

六825囹
六831
六832
点832
六836

六834團
六848
六848
六852團

六853團堅い氷の下で眠ってゐます︒外は︑零下
六855團

六855国後の演習をすまして︑兵舎へ鋸って由る
六856国

はりに︑大勢集って來ました︒だんろの

ろいうな品物が出て來ました︒﹁︿略﹀︒﹂

喜びました︒開いてみると︑あなたのみ

六856国策は︑とびあがって喜びました︒開いて
六857団
六858国

六863團

占
！、

六柵5

︒ お寺の小僧になってまもないころ︑ある

六描4 たので︑私は︑急いで庭へ出ました︒いつ
六946 目の前にひらくしてみるが︑手がとどか
六948 しっかりとっかまへて︑引っぱる者がある 六鵬6 いっぱいにさしこんでゐます︒見ると︑ま
六949 たばたと倒れかかって來た︒やっと起きあ 六鵬8 り笑ったやうに咲いてゐます︒﹁まあ︑き
六951 白い旗がひらくしてみる︒みかたはと思 六柵3 た花びらがだきあって︑まだ十分咲ききら
べに
六952 る︒みかたはと思って︑ちょっとふり返る 六柳5 うに︑こい紅をさしてゐます︒ほんたうに
六953 赤い旗も︑まだ立ってみる︒﹁今のうちだ︒ 六研6 んたうに︑手に取って︑さはってみたいや
六955 だ︒﹂と元氣を出して︑みかた三人が︑し 六糊6 手に取って︑さはってみたいやうな氣がし
六955 ︑しっかり腕を組んで進んだ︒三人のうち 六柳9 花が︑暖い日を受けて︑びろうどのやうに
六957 が︑雪の山にのぼって︑旗を取るのだ︒ぼ 六塀9 やうに︑つやつやしてゐます︒すみせんの
六959 た︒むちゅうになってよちのぼった︒とう 六柵2 ︑ひなぎくも︑咲いてゐます︒きうりの芽
六㎜3 の芽生えも︑目だって大きくなりました︒
六962 山の上に立ちあがって︑その旗をふった︒
六969 ぼくのところへ寄って來た︒﹁︿略V︒﹂とい 六柵7 りの葉が生き生きして︑赤や︑白や︑むら
六柵8 の花が︑美しく咲いてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と
六972 た︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぼくの肩をたたく
六佃9囹 んを︑ここへ入れてやりたいなあ︒﹂と︑
六973囹度は︑ぼくが取ってみせるぞ︒﹂と︑小
にいさんは笑って︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
六975 まにか︑空がくもって︑雪がさかんに降り 六区4
六佃6囹 ると︑少しすかしておいても︑日中は︑
六976 がさかんに降りだして來た︒小野くんと︑
すがはらの
六糊9園 れた葉などが入れてあるから︑夜もぽか
六982

天神様にまつられてるる菅原道眞といふ

六978 人仲よく教室へ蹄って行った︒十七菅原

六986 る人はないと思はれてるました︒ある時︑

六991 がはる︑的をめがけて弓を引いてみるとこ
六991 をめがけて弓を引いてみるところへ︑道眞
︑つかつかと進み出て︑﹁︿略﹀︒﹂といひな

六999 ひとつ︑弓でいぢめてやらうと思ったので
六期1

六㎜9 受け取り︑前へ進んで︑きっと身がまへま
六川3 ︒あたりはしんとして︑せき一つするもの
六棚7 ん中の星を︑射抜いて立ちました︒道眞は
六川8 た︒道警は︑つづいて︑第二の矢を引きし
六二2 矢とすれすれに並んで︑まん中を射抜きま
六書6 ︑よったやうになって︑大きなため息をつ

113

113

3

に落ちた涙をいちってみました︒すると︑
︑急に明かるくなって來ました︒雪舟は︑

︒自分の部屋へ蹄ってみた和尚さんは︑し

りました︒もう許してやらうと思って︑ま

5
7

かへ︑着払網めがけて突進しました︒北川

破壊筒を持って行って︑鐵條網にさし入れ
︑鐵條網にさし入れてから︑火をつけると

ては︑破子筒を持って行って︑鐵條網にさ

來ました︒今となっては︑破湯筒を持って

は︑いよいよせまって富ました︒今となつ

とうとう成功しないで終りました︒第二班

五人と︑次々に倒れて行きます︒第一班は

だんだんうすくなって來ました︒一人倒れ

一班の工兵は︑勇んで雪辱網へ突進しまし

令のくだるのを待ってゐます︒しかし︑こ

に破壊筒を投げこんで︑わが歩兵のために

獣が張りめぐらされてゐます︒この鐵條網

敵の陣地を︑にらんでゐます︒見れば︑四

あられのやうに飛んで來ます︒昭和七年二
はくわいとう
︑三人つつ組になって︑
長い破壊筒をかか

︒急いでなはを解いてやりながら︑﹁︿略﹀

どうきました︒急いでなはを解いてやりな

動きません︒近づいて見ると︑それは︑生

ねずみは︑じっとして動きません︒近づい

かはいさうだと思って︑和尚さんは︑﹁し

やうすです︒かまれては︑かはいさうだと

思って︑急いで行って見ると︑びっくりし
︑雪舟の足もとにるて︑今にもとびつきさ

らうと思って︑急いで行って見ると︑びっ

しかったらうと思って︑急いで行って見る

堂は︑少し暗くなってゐました︒和尚さん

許してやらうと思って︑また本堂へ行きま
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六988 ︑大勢その家に集って︑かはるがはる︑的

六柵7園 は︑また糟をかいてみるのか︒いくらい
六柵8園 も︑糟ばかりかいて︑ちっともお纒をお
六相1囹 まへは︑口でいって聞かせるだけでは︑
早川2 ま︑雪舟を引っぱって︑本堂へ行きました
六柑4 ︒ぶるぶる︑ふるへてみた雪舟は︑大きな
六川7 柱にくくりつけられて︑じっとしてみる間
六川7 けられて︑じっとしてみる間に︑雪舟は︑
六麗1園 い︑給がかきたくてたまらなくなる︒あ
六軒3廿 こんなにしかられてるようなどとは︑お
日麗6 ﹂こんなことを考へてるると︑雪舟は︑何
六擢7 ︑何だか悲しくなって︑とうとう︑しくし
六麗9 たり︑ぽたりと落ちて︑本堂の板の間をぬ
六備1 た︒少し泣きつかれて︑ぼんやり︑足もと
六備1 んやり︑足もとを見てみた雪舟は︑何氣な
六鵬2圃圓 梅だ︒梅が咲いてみる︒﹂と︑勇さん
六鵬2圓 プが咲いたよ︒簸てごらん︒﹂と︑にい

六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
113113

120
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六捌4

六省3

六剛1

野原が︑ひろがってゐます︒﹂といふ説

︑小鳥の鳴く聲がしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂

うどころに林があって︑どこかで︑小鳥の

京といふ映蜜を見せてもらひました︒初め

六㎜6 ︒爾志には店が並んでみて︑人が︑すれあ

六㎜2 女の子が︑豆をまいてやりました︒﹁ゴi

六糊1 て來て︑ゑさを拾ってみるところが出まし

六三9 十羽となく集って來て︑ゑさを拾ってみる

六柵9 ︑何十羽となく集って來て︑ゑさを拾って

六柵1

六価9

六戸8

六搦5

六燭1

六桝2

六白2

六鵬7

六道3

六鵬1

六槻9

六麗9

六慨7

さんの菊の鉢が並んでゐます︒目のさめる

まん幕が︑風にゆれてゐました︒たくさん

︑さくらの枝がゆれてゐます︒花と花との

れました︒風が吹いてみるらしく︑さくら

が︑いっぱいに咲いてみるところがあらは

に︑子どももまじってゐました︒あの子ど

ちんとすわりなほして︑おじぎをしました

︑松の木が茂ってみて︑白いやぐらが見え

面に︑松の木が茂ってみて︑白いやぐらが

京︒﹂と呼ぶ聲がして來ました︒東京騨の

さんのレールが光って︑水苗もつづいた大

ふ電車のひびきがして︑寓言がかはりまし

た︒橋の下をくぐって通る時︑﹁ゴi︒﹂と

次から次へとかかってゐました︒橋の下を

六襯3

言襯2

︒大勢の人が︑並んで演奏してゐます︒﹁︿

六槻1 丸の旗がひるがへってゐます︒勇ましい立

六欄9 雲がぽっかり浮かんで︑日の丸の旗がひる

広川5 みをそろへて行進して來ます︒それが美し

六川5 が︑足並みをそろへて行進して來ます︒そ

楢川3 ちまち本になって出て來ます︒次から次へ

六凶3 ︑たちまち本になって出て來ます︒次から

六柵9

人が︑並んで演奏してゐます︒又略﹀︒﹂放

六爾7 もみあひもみあひ出て來ました︒そのにぎ

六柵6 氣な子どもの聲がして︑みこしをかついだ

六柵3 この音がひびいて來て︑ずらりと並んだお

六糊3 たいこの音がひびいて來て︑ずらりと並ん

置柵1 通をきれいにかざってゐました︒にはかに

六柵7ふほどたくさん歩いてゐます︒電車や︑並

六柵3 ﹂と︑かねがひびいて︑淺草の大きなお寺

六梱7園

六三6 側には店が並んでみて︑人が︑すれあふほ

六柵6

ゐが︑勢よくあがってゐます︒その後に︑

六二5

六窟5

もとに︑金網の張ってある池が出ました︒
さる

大きな木が立ってみて︑その根もとに︑金

＞︒﹂大きな木が立ってみて︑その根もとに

六襯8 ら飛行機がやって起て︑やがて着陸しまし

六二7 鳥がむらがって飛んでゐましたが︑今度は

六畜7

六襯4園

空を︑鳥がむらがって飛んでゐましたが︑

今︑音樂を放送してみるところです︒﹂

六備2 行機に︑乗客が乗ってしまふと︑いきなり

六窟6

しろくま
上手にぶらんこをしてゐました︒白熊が︑

六備3 ︑いきなり爆音がして︑みるみる︑鳥のや

しろくま

︒白熊が︑頭をふってゐました︒きりんが

六二7

六窟8

六餅9

やうなかっかうをしてゐました︒ライオン
潜思7

六M2 も消え︑みんな消えてしまひました︒もく

六桝1 子どもの歌が︑聞えて來ました︒そのうち

ふに︑富士山が光って見えます︒﹁︿略﹀︒﹂

六儒1

七48圃 と海とがとけあって︑明かるい海だ︑ど

とロり

六㎜6

のそりのぞりと歩いてゐます︒虎が︑じつ
はと
じっとこちらを向いてすわってゐます︒鳩
はと
ちらを向いてすわってゐます︒鳩が︑何十

六二7鳥が︑たくさん泳いでゐました︒猿が︑上

な聲が︑急にかはって︑﹁ザー︒﹂といふ機

六愉1

六鵬7

六麗6

た︒川をさかのぼって行くと︑りっぱな橋

六伽4 江が︑これにつづいて走ってゐます︒する
六伽4 これにつづいて走ってゐます︒すると︑ど
六伽7 二人も︑それにつれてよろめきましたが︑
六梱2 は︑生なはを傳はって︑ずんずんもえて行
六梱2 って︑ずんずんもえて行きました︒北川は
六剛3 決死の勇氣をふるって︑すっくと立ちあが
六桝5 ︑破壊筒に力を入れて︑進めとばかり︑あ
六梱5 かり︑あとから押して行きました︒三人の
一本の盆画筒を通じて︑一つになってゐま
六梱7
六摺8 通じて︑一つになってゐました︒しかも︑
六槻2 ︑一つの爆弾となって︑まっしぐらに突進
六槻4 をゆすり地をゆすって︑ものすごくとどろ
六槻8 そこに︑作土が倒れてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂
六榴6園 ころから︑突撃して行ってみるぞ︒﹂と
六野6囹 ら︑突撃して行ってみるぞ︒﹂とさけび
︒﹂作江はかういって︑静かに目をつぶり
六旧9
六悩2圏
もえて明かるい若草に︑し
六悩6圏 やなぎの芽︑ぬれて︑しっくが落ちるた
六価3圃 かに︑少しにごって行く水よ︒卵のから
六伽6圏 めだかも︑泳がせて︒二十三 大れふ
六二2 らは︑はしけに乗って︑ぐんぐん沖へ出ま
六㎜3 と︑へさきにすわって︑船があがると︑か
六㎜5 だを沈めるやうにしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂
六伽7 と︑船が一さう走ってゐます︒屋號を染め
六伽3 思ひ思ひに網を張ってみるところです︒白
六鵬4 ︑行ったり來たりして︑まるで戦場のやう
六伽8 みんなこれに合はせて︑﹁やつさ︑やつさ︒
六伽2 から︑玉の汗を流してゐます︒網が︑せば
六梱3 す︒網が︑せばまって來た時︑網船は︑ぼ
六伽3 船は︑ぼくらの乗ってみる船を呼びました
六悌7

田鼠9 し野が︑うすくなって消えると︑船の汽笛
すみだ
＞︒﹂水の流れが見えて︑隅田川のけしきに

六伽4 械をいっぱいに掛けて︑もとの海岸へ急ぎ
六伽6 よく風にひるがへってゐました︒二十四
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七56圏 もめが五六羽とんで來て︑波にゆられて

七55絶海に落ち︑つづいてぼくのが海に落ち︒

七53圃 二の三︒﹂で投げてみた︒弟の石が海に

七52間ぼくらは石を投げてみた︑コニの三︒﹂

七112

七109

七107

七106

がら︑勇さんが走って來ました︒手には︑

ひものやうな形をしてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と

七103囹

︑おわんの中に浮いてみるわかめかと思ひ

がありました︒拾って見ると︑ぬらぬらし

きながら︑子牛がねてみるやうな岩の方へ

んなで標本を作ってごらんなさい︒﹂と

七171

七1610げんに漏ちて︑立ってをります︒たけるは

七1610

七168

七166 くしてるた劒を抜いて︑たけるの胸を突き

七166 ︑ふところにかくしてみた劒を抜いて︑た

七67 は︑一面に潮が引いてみて︑もう大勢の人

七63圏 ちは︑丹紅をあげて息を吸ふ︒朝の海べ

七62圃 ぐる︒風に向かってぼくたちは︑爾手を

七58囲ぐつてひょいと出て︑ひょいと浮かんで
七61圏︑ひょいと浮かんでまたもぐる︒風に向

七133

七132

七125囹

七1110

藻の間を上手に泳いでゐました︒べらとい

︑からだをくねらせて︑岩に生えた海藻の

七124園

七123

さうです︒何とかしてべらを取りたいと思

藻は︑何だか知ってゐますか︒﹂とおた

もしろいことをしてゐますね︒その海藻

七1910

七196

七192 た︒皇大神宮に仕へておいでになった︑尊

七191 勢の皇大神宮に参って︑御武運をお祈りに

七1810

ひまつらぬによって︑汝を討てとの勅を

七67 一面に潮が引いてみて︑もう大勢の人たち
七134

七202 の御勇武を聞き傳へて知ってゐましたので

七176囹

ぶると身ぶるひをして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑苦し

も尊いるげんに滞ちて︑立ってをります︒

︒﹁あっ︒﹂とさけんで︑たけるは倒れまし

七56圃 が五六羽とんで居て︑波にゆられて浮か
七

七114

七68 たちが︑潮干狩をしてゐました︒先生は︑

︑潮がだんだんさして來て︑私たちの蹄る

七207園

がだんだんさして來て︑私たちの蹄る時に 七202 武を聞き傳へて知ってゐましたので︑一通
やまと
︑海の水でかくされてるました︒三 日本 七204 をうやうやしく迎へて︑いろくおもてな

玉のやうな袋のついてみる︑茶色な海藻を

七57圃來て︑波にゆられて浮かんでる︒水にも

七71 人員をお調べになってから︑次のやうにお

七138

七208

5

七58圃 でる︒水にもぐってひょいと出て︑ひよ

七74園人つつ一組になって︑仲よく貝をお取り

七138

︑力のあるにまかせて︑四方に勢を張り︑

七2010

七209 にもあまる草を分けて︑だんだん奥へはい

で︑たけると申してをりました︒失禮な

七75園 を︑よく氣をつけて見るやうになさい︒

七143

は︑だんだん増長して來ました︒﹁︿略﹀︒﹂

七1310

んの兵士に守らせて︑大いにいばってや

七211 ︑この野原をかこんで待ちかまへてみたわ

七179囹

七78 ︑四人が一組になって︑ほり始めました︒

七146

て︑大いにいばってやらう︒﹂と考へま

せ

わっかの供人をつれて御出褒になりました

するが
は︑東へ東へと進んで︑駿河の國にお着き

な袋をお渡しになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

みに︑狩をなさってはいかがでございま

略﹀︒﹂とおっしゃって︑野原へお出になり

七99 んは︑その貝を持って︑先生のところへ走

七96 貝の名前を思ひ出してみましたが︑だれに

七95 は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑いろく︑貝の名

七86 りました︒砂を梯ってよく見ると︑大きな

七84 くので︑手ですくって︑かい出しました︒

七159

七158

七158

七157

七156

七156

すっくと立ちあがって︑﹁たける︑待て︒﹂

やさしくお給仕をしてみた少女は︑すつく

いふので︑酒によってよろよろしながら︑

客も︑しだいに鶴って行きました︒たける

︒だんだん夜がふけて來ました︒客も︑し

敷へ出て︑酒をついでまはりました︒だん

この少女も座敷へ出て︑酒をついでまはり

︑かひがひしく働いてゐました︒酒もりが

七225 かふへと︑もえ移って行きました︒あわて

七224 は︑急に方向をかへて︑向かふへ向かふへ

七224 ︑今までもえせまって來た火は︑急に方向

七222 ︑火打石で火をきって︑その草におつけに

七221 た︒天叢雲劒を抜いて︑手早くあたりの草

七219 おことばです︒急いで袋の口をおあけにな

七216 ︑尊はしばらく考へていらっしやいました

七214

ものすごい勢でもえて來ます︒﹁︿略﹀︒﹂と

かこんで待ちかまへてみたわる者どもは︑

だんだん奥へはいっていらっしゃいました

七910 先生のところへ走って行きました︒先生は

七163

七162

先生がごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつ

パチン︒﹂と音がして︑まるい玉がはじけ

︑茶色な海藻を持ってるました︒﹁︿略﹀︒﹂

七710 いところに︑もぐってみるのかなと思ひな

七147園

さんの男や女が集って來ました︒そのうち

七102囹 ふ貝ですよ︒持って蹄って︑みんなで標

七116

七81 ら︑むちゅうになってほって行きました︒

七147園

熊襲を討って︑都へお図りになつ

七81 ちゆうになってほって行きました︒おもし

七154

︿略﹀︒﹂といひ終って︑たけるは息が絶え

七82 いほど︑たくさん出て來ました︒ほったあ

美しい少女がまじって︑かひがひしく念い

七183

七83 たあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑少

七155

七188

七84 が︑少しつつくつれて行くので︑手ですく

七211

七102園 すよ︒持って錦って︑みんなで標本を作

て一て
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てられ︑焼き殺されてしまひました︒あや

もです︒火に追はれて︑逃げようとするま

七303圃

七292

七288
つきりと歌はつづいて行きます︒あちこち

に

お社に︑櫻が咲いてをりました︒日本一

七294図郭園

徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室

たわる者どもを平げて︑なほも東へお進み

紋章︑御門を通って行きました︒かしは
くわう

むすまで

田神宮におまつりしてあるのが︑この御東

七307團

れんぐわ

七382センチぐらみにのびて︑葉先が︑朝風にか
七385み暑い日ざしを受けて︑男も︑女も︑牛も

七3710︑きちんと間を置いて︑敷き並べたやうで

七379どりの苗が出そろって行くのは︑見ただけ

七374だんこまかく耕されて行きます︒夜︑遠く
七377ます︒種まきがすんで十日あまりたったこ

七367が︑ゆっくりと引いて行くからすきのあと
七372 ︑牛がまぐはを引いて︑泥水の中を︑行つ

らだから光がさし出て︑あたりが金色にか
七3510

して藥をいただいてみるおかげで︑たい
七331園
病氣で︑長い間寝てゐましたが︑このこ
七334囹
七338略﹀︒﹂と涙をこぼして︑ありがたがるおば
七339病院へおいでになって︑病人たちをお見ま
七342うに︑しんせつにしていただくので︑どん
ふ ろ
七346に︑藥の風呂を作っておやりになりました
七347い藥の湯が︑あふれでるました︒﹁︿略V︒﹂
なにしんせつにしていただいてるれば︑
七351囹
つにしていただいてるれば︑皇后様にお
七351園
后様におせわをしていただくのと︑同じ
七352園
七358呂へもおいでになって︑一人一人をおせわ

こけの

さめると︑顔を洗ってから︑うやうやしく

の大麻がおまつりしてあるのです︒それか

年は︑その時外へ出てみた父を呼びに行き

どかく

行きました︒家を出て少し行った時︑﹁ゴ
︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑まはりの
ねんど

建物の土角がくつれて來ました︒土角とい

ふのは︑粘土を固めて作った煉瓦のやうな

頭と足に大けがをして︑道ばたに倒れてみ

して︑道ばたに倒れてゐました︒それでも

とは一口もいはないで︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

と︑漢書で教へられてから︑徳坤は︑どん

も︑國語を使ひ通して來たのです︒徳坤は

いふけが人が運ばれて︑先生たちは︑目が

けがをしたと聞かれて︑代りあって見まひ

聞かれて︑代りあって志まひに來られまし

︒徳坤は︑涙を流して喜びました︒﹁︿略﹀

ぼく︑早くなほつて︑學校へ行きたいの
七267囹
︒早く元氣になって︑學校へ出るのです
七269園
七274持の先生にまもられて︑遠くの町にある署
いみん
七274にある醤院へ送られて行きました︒その夜
七275た︒その夜︑つかれて︑うとうとしてるた
七275かれて︑うとうとしてるた徳坤が︑夜明近
七276坤が︑夜明近くなって︑ぱっちりと目をあ
七281それからしばらくして︑少年はいひました
七283ちよつと目をつぶって︑何か考へてるるや
七283 つぶって︑何か考へてるるやうでしたが︑
七284やがて息を深く吸って︑静かに歌ひだしま

いはほとなりて

しく神だなに向かって︑拳闘をしました︒

七316圃入口に︑人が並んでをりました︒六光
七325あちらこちらに見えてゐました︒その中に
七326院といふ病院が立ってるました︒せやく院
七327勢の病人がおしかけて︑病氣をみてもらつ
七327しかけて︑病氣をみてもらったり︑藥をい
七328藥をいただいたりしてゐました︒﹁︿略V︒﹂
七331園が︑毎日︑かうして藥をいただいてみる

た
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と︑水がたたへられてるます︒蛙のすみか

て︑用光をとり並んでしまった︒用光は︑

どやと乗り移って來て︑用光をとり園んで

どやどやと乗り移って來て︑用光をとり團

かあやしい船が現れて︑国光の船に近づい

京都へのぼらうとして︑船に乗った︒船が

んだ時のことを思って︑うれしさでいっぱ

も︑いっしよに集って並んだ時のことを忌

たちは︑聲をそろへて校歌を歌ひました︒

たものをみんなさげてから︑神様のお駈り
︑私たちの前を通って鋸られました︒その

表して玉ぐしをあげて拝みました︒終りに

全校の生徒を代表して玉ぐしをあげて葬み

して︑玉ぐしをあげて舞まれました︒次に

地面のおはらひをして︑うがちぞめがあり
︑先生がたを代表して︑玉ぐしをあげて齢

それぞれ三方にのせて供へられました︒明
さいだん
明かるい日光をあびて︑祭壇が︑美しく︑

んなのおはらひをしてくださいました︒そ
︒﹂と聲を高くあげて︑神様のおいでにな

さんは︑大麻をふって︑みんなのおはらひ

て︑木のくつをはいてゐられました︒﹁氣

つて︑しやくを持って︑木のくつをはいて

て︑えぼしをかぶって︑しやくを持って︑

もまつ白な着物を着て︑えぼしをかぶって

れにしめなはが張ってありました︒そこへ

竹が四本立ててあって︑それにしめなはが

の高い竹が四本立ててあって︑それにしめ

を︑いつまでも守っていただくやうに︑お

地の神様に申しあげて︑その家を︑いつま

ころは︑雨戸をしめてから︑始めてほっと

やうに︑聲をひそめてゐますが︑夕方から

66653986954322932766110101087755529
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つて︑﹁かうなっては︑おまへたちには

︑海賊どもに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂といって

七461 心残りなく笛を吹いてから死にたいと思つ
七462

七463園

七465園 ︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒さうし
七468
もは︑顔を見合はせて︑﹁︿略﹀︒﹂といった

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笛を取り出した︒

七466囹と︑世の中に傳へてもらひたい︒﹂とい
七468

七471 の最後の曲だと思って︑用事は︑静かに四
七472 た︒曲の進むにつれて︑用光は︑自分の四
七475 月が美しくかがやいてみた︒笛の音は︑四
七477 高く低く︑波を越えてひびいた︒海賊ども
七478 は︑じっと耳を傾けて聞いた︒目には涙さ
七479 目には涙さへ浮かべてみた︒やがて曲は終
七483 そのまま︑船をこいで蹄って行った︒十
七483 ま︑船をこいで錦って行った︒十 機械
かうべ
七516 萬トンの汽船に乗って︑神戸の港をたつの
七517 港をたつのだと考へてください︒みなさん
七518 んに起重機を動かして︑荷物を積んでゐま
かん ば ん

七521 かして︑荷物を積んでゐます︒みなさんと
七525 ものです︒甲板に出て並びませう︒向かふ
七526 人が︑いつばい並んでゐます︒みなさんの
七531 りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑これ
七531 合圖に︑船からおりて行くのです︒勇まし
がんぺき

七538 静かに岸壁をはなれて行きます︒上屋の四
おとうさん︑行ってまみります︒﹂﹁︿略

七5310 ンケチや帽子を振ってゐます︒さあ︑みな
七541囹

七542

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といっておあげなさい︒船が

七541園 おかあさん︑行ってまみります︒﹂とい

七544 汽船に︑引っぱられて行くのです︒ちよつ
ざう
七547 が︑象でも引つばつて行くやうですね︒も
七5410 も︑みんな合圖をしてゐます︒ごらんなさ

七551 ︑赤い日がさを振ってみるではありません
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七617 後から官軍に討たれて︑ちりぢりに逃げて

錦

さな汽船からはなれて︑私たちの船は︑ひ

お集めにならうとして︑大和の十津川から

七618 て︑ちりぢりに逃げてしまった︒十三

つがは

七622

りになることを知って︑道に手下の者を配

の御情を︑おし立ててみる者がある︒義光

と

人は︑たいてい錦って行きました︒右の方

道に手下の者を配ってみた︒宮は︑どうし
七6210

とどろかした︒急いで近寄ると︑芋瀬の荘

やまと

何ざうか︑こしらへてみるのが見えるでせ

七625

死んだ︒これにこりて︑賊は︑城の水をた

七631

に宮の御亭を持たせて︑さもとくいさうに

城兵が切りこんで來て︑旗をうばって引き

と︑城兵が切りこんで來て︑旗をうばって

七653

七651

七6410

枝さんの三人が集ってみる︒三人とも︑旗

ら︑おちつきはらって︑その場をたち去つ

の大男をひっつかんで︑まりのやうに投げ

七639尊信の御旗︑どうしてそれを手に入れたの

急ぎ足に道をたどって來たが︑ふと見ると

は︑城の水をたやして︑苦しめようとはか

七635

に︑何か聲高く話してみるのに出あった︒

で來て︑旗をうばって引きあげた︒正成は

七659
これをよけようとして︑賊のさわぐところ

聞いて︑くやしがって攻め寄せると︑正成

七672囹

七671園

七659

皇の高さを︑あててみるのです︒﹂花子

な︑ここで何をしてみるのですか︒﹂春

︑旗竿の先を見あげてみる︒勇﹁ずるぶん︑

を見ながら考へこんでみる︒正男﹁けさは︑

わぐところを射させて︑五千人陥りも殺し

七681

七678園︒﹂正男﹁何とかして︑きちんと高さを計

七683園 こんなに短くなってみる︒ぼくのせいの

七682園 ︑ずっと長くのびてみたのに︑今見ると
方からこれをめがけて押し寄せると︑城か

七686

て︑これに火をつけて︑橋の上に投げさせ

んのたいまつを出して︑これに火をつけて

七7010囹

七707囹

七706

七696

七691

尺を勇さんに手渡して︑これで︑ぼくのか

の前に︑みんな集ってみる︒勇﹁正男くん︑

たらしく︑手をうつて︑正男﹁さうだ︑さ

歩くのをやめて︑立ち止まる︒急に

考へる︒しばらくして︑正男﹁待てよ︑か

れた︒ふみとどまってみたのは︑みんなわ

七687園 たりちぢんだりしてみる間に︑ぼくのせ

まん中からもえ切れて︑谷底へどうと落ち

七713園 四センチにちぢんで︑ぼくのせいと同じ

七6810

城︸つをもてあましてみると︑方々で︑官

さんのかげを計ってから︑どうしますの

かげの長さを計ってくれたまへ︒﹂
人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といった

を城の前の谷に渡して橋にした︒幅が一丈
︑いつのまに用意しておいたものか︑たく

でもかでも攻め落してしまへといふので︑

ちに︑城中から討って出て︑どっとときの
︑城中から討って出て︑どっとときの聲を

う攻めにしようとして︑賊は︑攻め寄せな

た︒﹁︿略﹀︒﹂と叫んで︑御越をうばひ取る

この旗を城門に立てて︑さんざんに賊のわ
︒賊が︑これを聞いて︑くやしがって攻め

︒番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切り

三千人の番兵を置いて︑城兵が汲みに來ら
︑十分水の用意がしてあった︒二日たって

七636

七636

大きな石を投げ落して︑賊のさわぐところ
︑坂からころげ落ちて︑たちまち五六千人

あすの朝門司へ着いて︑正午ごろ門司を出

じ

七625

に︑思はず時を過して︑宮のおあとから急

も

七629

642111076429975422199986411986753
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︑いっしよに計ってみよう︒﹂みんな︑﹁

中に︑﹁武装して︑兵舎の前に集れ︒
七831国園

なすやすやと眠ってみると︑夜中に︑ズ
七8210国

七823團は︑銃を立て掛けておくところがあって
七823團おくところがあって︑手入れのよくとど
七824国が︑行儀よく並んでゐます︒爾側には廃
七824團藩には寝皇があって︑寝毫の後には︑め
七826団が︑きちんと置いてあります︒室のすみ
七827団よくせいとんがしてありますから︑いざ

なかの皮が縦に割れて︑中からみつみつし
七8710

七872る日の來るのを待ってるます︒天氣のよい
七875鳥などはたいてい寝てゐますが︑それでも
七876も油蝉の子は用心して︑急いで安全な場所
七876子は用心して︑急いで安全な場所をさがし
七877か︑草とかにのぼって︑安心だと思ふと︑
七879その場所にくっついて︑動かなくなります

に︑しるしをつけてくれたまへ︒勇さん

トル︒﹂と聲を出して敷へる︒みんな﹁浅

巻尺を張って見つめてみる︒まもなく︑◎

二人は︑巻尺を張って見つめてみる︒まも

なった時 ︑ 知 ら せ て ぺ だ さ い ︒ ﹂

かげのところへ行って︑しるしをつける用

︑日まはりが咲いてみる︒くろぐうと︑

識さかな︒﹂といって︑國旗掲揚毫の先を

七868深いところへはいって行きます︒からだも

七841團よくはげましあって︑毎日︑教練をした
七841團たり勉強したりして︑軍人としてのりつ
七842團つばな精神を養って行くのです︒武男く
七844團かりやるやうにしてください︒手紙を書
七846国さい︒手紙を書いてみる間に︑いつのま
七852子は︑土の中に住んでゐます︒前足が丈夫
七853の中を上手にもぐって行きます︒たいてい
七854の細い根をぢくにして︑まるい穴をほり︑
七855り︑その中にはいってゐます︒油蝉の子の
七857を木の根にさしこんで︑汁を吸って生きて
七858しこんで︑汁を吸って生きてゐます︒それ
七858で︑汁を吸って生きてゐます︒それにして
七862木の皮にきずをつけて︑その中に卵を生み
七863そのままで冬を越して︑あくる年の夏かへ
七865が︑やがて木をおりて︑いつのまにか︑柔
七866土の中にもぐりこんでしまひます︒最初は
七867が︑年を取るにつれて︑だんだん深いとこ

うにしんせつにしてくださいます︒それ
七8310團

いの部屋で整列して︑週番士官殿の來ら

七869色も︑しだいに愛って︑丈夫さうになりま

︑夏ほど明かるくて︑さかんなものはあ

ぼくたちに向かって︑﹁番號︒﹂といはれ

す︒土の中へもぐってから七年めに︑やつ
七8610

服を汗ににじませて︑兵隊さんが通る︑

次々に番號を送って行きます︒貼呼が黒

七872ん円いところへ移って︑地上へ出る日の來

︒班長殿に呼ばれて︑きみから來た手紙

みんな聲をそろへて︑おごそかな氣持で

を︑見るまに平げてしまひます︒夕食後

兵器の手入れをして︑夕飯をたべますが

かしい兵螢へ錦って來るのです︒すぐに

かをぺこぺこにして︑なつかしい兵螢へ

一日中かけまはって︑夕方おなかをぺこ

ます︒斥候になって森や林の中をかけま
︒﹂と大聲をあげて︑はげしく突撃した

せきこう

に︑歩調を合はせて勇ましく行進したり

大きな目を見はって︑くわつばつに手を
はいなう
つばつに手をあげて敬禮をしたり︑背嚢

を謡いつばい吸って︑コ ︑ ニ︑三︑四︒

︑丘ハ舎の前に並んで︑匙呼を受けるので

く寝床をかたづけて︑かわいた手拭で︑

日樂しい日を送ってゐます︒朝︑起床ラ

り兵螢生活になれて︑毎日樂しい日を送

い奉讃の聲が聞えて焦るのは︑この時で

七882 ︒頭が出る︒つづいて足が出て來ます︒も
七882る︒つづいて足が出て來ます︒もう残った
七885そりかへるやうにして︑頭を後へさげます
七887で︑じっと動かないでるますが︑やがて起
七889 ︒しわくちゃになってみた羽が︑みるみる
七889羽が︑みるみる延びて來ます︒もう︑蝉の
七892ん︒色はまだ青白くて︑弱々しさうですが
七895 ︑すっかり色が攣って︑見るからに丈夫さ
七898れから二三週間生きてゐます︒満六年とい
七899い地下生活にくらべて︑なんといふ短い地
七901も︑土の中にもぐつてみる蝉があるといふ
びこみ塁へ︑泳いで行かう︒﹂といって︑
七903囹
七904 ﹁︿略V︒﹂といって︑本田くんといつし
七904 っしよに︑肩を並べて泳いで行きました︒
七904に︑肩を並べて泳いで行きました︒とびこ
七906み毫の中段へあがって︑そこから︑二人と
七908生の山本くんがとんでゐました︒からだを
七909らだをぴんとのばして︑塁の上から︑まつ
七911中へずぶりとはいって行くのは︑いかにも
七914ばん上の段へのぼって行きました︒とばう
七915した︒とばうと思って下を見ると︑何だか
七917が︑かんかんと照ってゐます︒青い波はき
七918波はきらくと光って︑目が痛いやうです
七924た︒﹁よし︒﹂といって︑ちよつと下を見る
七926がぴったり板について︑離れないやうな氣
七833国︑大急ぎで武装して︑まつ平な兵舎の前
七836團が︑だんだんなれて來ると︑日々の仕事

晶畠舖醐畠晶晶遊芸謎麓舖晶函幽幽27尉f幽1幽
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七言2 衛を一室にとちこめておいて︑武器や船具

隔心1

七塒6

七価3

七価2

に︑すっかり感心してしまひました︒晩に

に行ったり來たりして︑すを作る仕事をつ

ると︑今までたるんでみた糸が︑だんだん

足をしきりに動かして︑この糸を自分の方

七脳6

弓悩3 上に海賊の一團がみて︑彌兵衛も︑これま

七穐9囹 めに︑武器を積んで來たのか︒﹂と彌強

七柵7 ︑武器や船具を返してくれるやうに︑たび

七日6 るだけおだやかに出て︑武器や船具を返し

七柵3 器や船具を没牧させてしまひました︒彌兵

は︑すぐ役人に命じてその船を調べさせ︑

︑荷物や武器を積んで︑塁湾に着いた時︑

七鵬10

つたり動かしたりしてゐましたが︑やがて

ぐわかるものとみえて︑しきりにこの糸を

七竃10

七928大きな入道雲が笑ってゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と
七皿5
︑やがてそれを傳って︑向かふへ渡り始め

七価8

ひました︒晩になって︑また行って見ます

はと空中にただよってみるのは︑ほんたう

七9210
今度は︑下を見ないで︑向かふの山をじつ

7

七価9

うりっぱな網ができてゐました︒二十二

になって︑また行って見ますと︑そこには

いふ家人の問に封して︑元帥はおごそかに

した︒たんすをあけて︑みつから軍服を取

根瓦はたいてい落ちてしまった︒ちやうど

起る鯨震におどろいて︑ただ﹁あれよ︑あ

しばらくは︑つづいて起る齢震におどろい

七柳一

七鵬9

七鵬8

七描5

七鵬2

チ︑ニセンチと刻んで行くやうに︑動くの

は︑ぐんぐんと落ちて行きます︒

一センチ

りと夕空に浮き出してゐます︒日は︑ぐん

と︑とけた物が動いてみるやうに見えます

︑遠い地平線に落ちて行くところです︒焼

七備4囹 ひ︑出航を許可していただきたうござい

七価8 ろオランダ人と戦って︑死んだ方がましだ

七価6 んでした︒何とかして︑日本へ堪りたいと

七備5 もうこの上がまんして︑日本の恥を垂湾に

山門8 むなしく月日が過ぎて行きました︒ノイツ

七脳7 ういふかけ合ひをしてみる間に︑むなしく

略﹀︒﹂としらばくれて︑武器を返さうとい

七鵬10

七価9

七皿8

七

七備2 室にとちこめておいて︑武器や船具を心惑

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
103 103 103 103 103 102 m2 102 102 101 101 100 100 100 99 99 98 98 9了 9了

七933ひながら︑思ひきって︑両足で壷をけりま
七935と水がひっくり返って︑からだはもう水の
七936もう水の中へもぐってゐました︒水の上へ
七938んが︑毫の上で笑ってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂
七942は︑﹁︿略﹀︒﹂とほめてくれました︒ぼくは
七943びこみ皇の方へ泳いで行きました︒十九
七954圃
柳かげ︒母が面して︑子の馬は︑ゆつく
七961圃
輪が︑いくつも出ては消えるたび︑水に
とうがうげん
七967圃
︑柳のかげが暮れて行く︒二十 東郷元
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民があわてふためいてみる中を︑七十七歳

七島5

七餅3

あ︑とうとうかくれてしまひました︒日が

た︒ずんずん︑沈んで行きます︒圓は︑し

七帽5 衛は︑少しつめ寄っていひました︒このや

七備5

な仕打に︑腹が立って腹が立って︑たまり

七⁝⁝2

揮をこめた銃を持ってかけつけて來ました

ンダ人が︑逃げ出して急を知らせました︒

七五9 かた手に短刀を抜いて︑その胸に突きつけ

七稲8 ツの胸ぐらをつかんで引きすゑ︑かた手に

︑荷物は全部置いて行くのだぞ︒﹂とつ

腹が立って腹が立って︑たまりませんでし

七⁝⁝5

七酩2園

﹂ノイツは︑だまってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂

おいとまを申しあげて︑自宅へ託つた︒そ

七宙6 た︒このやうすを見て︑そばにるたオラン
七曲2

國のものともきまってゐませんでした︒今

が︑せいのびをしてみる︒どこまでも

の矢が︑夕空を染めて︑空は赤から金に︑

七柵2

今日︑高砂族といってみる島の人が︑未開

七鵬7圏

は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑聞き入れなかった

七島5

たかさご

開国6

七m6

銃を持ってかけつけて來ました︒﹁ドドン︒

た人々の働きによって︑消しとめられた︒

が︑未開の生活をしてみるだけでありまし

七伽3

七佃8 ちは︑屋内へ向かって撃ちこみました︒彌

七m7

目の前へぶらさがって來ました︒私は︑び

進出して︑貿易をしてゐました︒したがつ

ぼうえき
ラあたりまで進出して︑貿易をしてゐまし

七倒4

七相4

七棚1

荷物を事忌したりして︑さんざんいやがら

湾から南支那へ通ってゐました︒ところで

ました︒毫湾に住んでみる日本人も︑たく

南支那へ渡ったりしてゐました︒垂湾に住

も︑早くから往下して︑そこで島の人や︑

七伽10

七伽5 ノイツは︑かけつけて來たオランダ人にい

ま︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑きっとあたりをに

七柵10

七㎜10

そのまま︑じっとして動かうともしません

ら︑糸を引いておりて來たのです︒さうし

七並8

七梱5船一さうを引きつれて︑堂々と垂湾の港を
八46圏波に 夕日が落ちて︑なほも南へ氣が
八51圃やる︒とまり重ねて 心にかかる︑安宿

までたびたび没下してみた荷物や︑武器・
急におもしろくなって來ました︒くもは︑

七骸8

ぼっしう

チと︑見るまに延びて︑ニメートルぐらゐ

後の方の足を動かして︑おしりのところか

ぼうえき

ころから︑糸を引いておりて來たのです︒

二階の窓から見てみると︑大きなくも

元帥の指圖と︑集って來た人々の働きによ

︒元帥は︑家に残ってみた人々を指回しな

ところに火災が起ってるた︒干るとすぐ︑
︑その方へかけつけて行った︒ところが︑

七五8

865322874392931628588

て一て
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羽も︑ずらりと並んでみることがあります

羽ぐらゐ並んで止ってみるのを︑よく見か

八125

八124

八122

八121

八119

るのを︑待ちこがれてゐます︒ちらりと燕

づらしいお客の蹄って來るのを︑待ちこが

稻田を︑思ひ浮かべてみるでせう︒何より

しさを︑思ひ浮かべてみるでせう︒青々と

たまらず︑北をさして進むのです︒その小

八181ごにつめ︑船に積んで遠方へ送ります︒皇

︑五六羽ぐらゐ並んで止ってみるのを︑よ

が︑たくさんまじってゐます︒もう大きさ

木がどこにでもあって︑黄色なのを︑その

︑﹁ばせう﹂といってみるものに︑よく似

﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒わけても

八138

のを︑そのまま取ってたべるのだなと思ふ

八127園

て︑大勢の燕が並んでみるのを見ると︑何

八142

かしら︑相談でもしてみるやうに見えます

八142

蚕簿や桃畠へはいって︑枝のままもぎ取つ

白い︑柔かな實の出て直るバナナは︑きつ

八147

︑枝のままもぎ取ってたべたら︑みなさん

へ︑いそいそと蹄って來た燕を迎へる人の

月には︑心々と去って行きます︒十一月の

八147

バナナは︑苗を植ゑてから早くて十箇月︑

八128

の姿を見せなくなってしまひます︒いった

八165

苗を植ゑてから早くて十箇月︑おそくても

す︒まもなく︑去って行かなければならな

さな金属の板がついてゐました︒それによ

八165

ます︒古い株を切って出た芽は︑それより

トルの高さに成長して︑花が咲きます︒古

なさんはそれを知ってゐますか︒私たちの

試みにしるしをつけて︑はなしたものだと

八166

れよりも早く成長して花が咲きます︒まつ

八133

ともっと︑南へ飛んで行くのです︒南洋の

八167

︑矢車のやうに並んで咲きます︒かうして

におぼえようとしてゐます︒たとへ︑こ
八2210團

八221團り︑はいったりして︑そのたびに︑貨物
八228團いうな民族が集ってみて︑みんな樂しく
八228団な民族が集ってみて︑みんな尊しく働い
八229国みんな珍しく働いてゐます︒これらの人

に︑なごりを階しんでみるのかも知れませ

れのなほるのを待って︑南の暖い國へ送つ
︑南の暖い國へ送ってやりました︒何しろ

八167

へと︑何段かに咲いて行って︑ふさのやう

八231国のことばがちがってみても︑やがて日本

ゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

︑十月の初めにかけて︑汽車や飛行機で︑

八172

何段かに咲いて行って︑ふさのやうになり

八138

燕は︑同じ家に錦って潤るといはれてゐま

八174

なります︒花が咲いてから三四箇月たつう

八136

錦って來るといはれてゐます︒つまり︑今

八174

だんだん大きくなって︑それにぎっしりと

のことを︑話し合ってみるのかも知れませ

た︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

八176

八231團がて日本語を通して︑たがひにお話がで
ばんだらうと思って︑そばで遊んでみた
八235国

そろそろ日本を去って行きます︒十月には

八183いつもバナナを積んでゐます︒青いバナナ
八184ナナは︑むろへ入れて置くと︑四五日のう
八185り︑おいしい味が出て來ます︒太陽のゆた
八186かな熱と光とを吸って︑すくくと育つた
八189の夜の家々にも行って︑みんなを喜ばして
だいれん
八189て︑みんなを喜ばしてゐます︒四 大連か
八193團 ︑毎日飽しく暮してゐます︒きのふは︑
だん
堂の壇に︑かざってあった菊の花を見て
八194團
八195團あった菊の花を見て︑ふと︑みなさんの
八197團したね︒私の送ってあげた大連の給はが
八198團圖が︑教室に張ってあるさうですね︒あ

のです︒近年になって︑いろくな方法で

八179

まだ青いうちに取ってかごにつめ︑船に積

羽の燕が︑急に落ちて來たことがあります
雨にずぶぬれになって︑もう︑身動きもで
はてた鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れてや

動きもできなくなってしまったのです︒そ
めて︑暖い家に入れてやり︑食物を與へて
てやり︑食物を與へてやりました︒さうし

八2110国︑ずるぶん大きくて︑毎日たくさんの船

八1410 地に︑バナナが植ゑてあります︒ちよつと 八206團です︒こちらへ來てから︑半年齢りにな
八157 かも︑たくさん植ゑてあるのです︒ところ 八211團たちが︑よく遊んでゐます︒今はちやう
ちんれつ
八212團たくさん陳列されてゐます︒それから︑
八16！ れほどたくさん植ゑてあるバナナが︑一本
八162 本一本だいじにされてゐます︒まはりの草 八216国 ︑よいにほひがして︑そこを馬壷・に乗つ
八163 ︑いろくせわをしてやるのです︒實が生 八216團そこを馬車に乗って走るのは︑樂しいも
ちゅうれいたふ
八164 やうに︑袋まで掛けてやるのです︒バナナ 八217団 ︒並木道をのぼって行くと︑忠言塔が立
ちゅうれいたふ
八218團と︑単位塔が立ってるます︒高いところ
八218国いところにそびえてみるので︑町からよ

八198国ね︒あの地圖を見てもわかるでせうが︑
八199團軍がたの名が取ってあります︒大山通と
八203團ますから︑さがしてごらんなさい︒満洲

で︑このことを調べてみますと︑やはりさ

八181

は︑さらに海を越えて︑遠いオーストラリ

せるか︑途中で死んで蹄って來ない燕も︑
︑途中で死んで編って來ない燕も︑かなり
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八239團 朝夕ひえびえとして︑空がほんたうにき

八238團 語ではっきり教へてくれました︒朝夕ひ

八235団 つて︑そばで遊んでみた満人の子どもに
八362

八353

八352
朝もおもしろくなって︑いっしよに舞ひま

ころへ︑御殿に仕へてるる萬壽がよからう

がありません︒困ってみるところへ︑御殿

八422た︒萬壽がかけ寄って︑らうのとびらに罰

八421た︒月の光にすかして︑あちらこちらさが

わきに立たせておいて︑姫は中へはいりま
八4110

を門のわきに立たせておいて︑姫は中へは
八4110

し

朝は念写を呼び出して︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

は︑望みにまかせて取らせるであらう︒

八366

八247團︑南へ南へと飛んでゐます︒日本へ行く 八378 の娘が︑頼朝に仕へてるました︒この娘は

八4210
やがて︑うばも呼んで︑三人は︑その夜を

八426子の間から手を入れて︑受認﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
八429親子は手を取りあって泣きました︒やがて

八3610囹

うとするのをさとって︑そのことを︑義仲

﹁カウリャンカッテヒロイナア︑ドッチ

八379

︑木曾の家に傳はつてみた︑大切な刀を門

八243圖

八242団 大豆も︑刈り取ってしまひました︒ズ略

八256国 でに︑ひきしまって守るやうに思ひまし

八382

八384

はだ身はなさず持ってるた刀を︑見つけら

葉は落ちて 明かるきこずゑ︑

八439 つしょに︑喜び勇んで木曾へ参りました︒

八262圏
朝もやが晴れて行く 海ll見わた八3710仲のところへ知らせてやりました︒すると 八432り石のらうをたつねては︑母をなぐさめて
八275圏
をうしろに從へて︒マストに仰ぐ天
八381 らはすぐ返事があって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑木曾
八432ては︑母をなぐさめてゐました︒さうして
八285囲 機が︑空をおほうて分列式︑分列式︒御 八381囹
︑﹁すきをねらって︑頼朝の命を取れ︒
八434には︑頼朝も感心して︑石のらうから唐糸
八435らうから唐糸を出してやりました︒二人が
八435たがひに取りすがって︑うれし泣きに諄い

八287圃 ると︑艦列をぬって進む︒青空ははても

八293図 ︑平家は︑あわてて討手をさし向けたり

落葉︒たたずみて︑しばし聞きいる

繍

八293図攻めのぼると聞きて︑平家は︑あわてて 田382 た︑大切な刀を送ってよこしました︒光盛

た刀を︑見つけられてしまひました︒その
で︑石のらうへ入れてしまひました︒唐糸

八385
八387

八298図 たがひに押し寄せて︑その間わっかに三
八301図 なれり︒夜に入りて︑義仲︑ひそかにみ
八305図 り︒不意を討たれて︑平家の軍は︑上を
八311図 軍は逃げ場を失ひて︑後のくりから谷に

2

八335図 鼠壁騎︑馬を並べてかけくだる︒小石ま

八333図

︒大慈︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑眞

八332図 だり︑身ぶるひして立ちあがれり︒大將

八331図 もあり︑足ををりて死ぬるもあり︒され

八331図 したるに︑ころびて量るるもあり︑足を

八328図 きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越に志づ

八325図説 のぞなへを怠りてあらん︒われ︑敵の

八321図源氏も攻めあぐみて見えたり︒大將源

八318図 の谷に城をかまへて︑源氏の大軍を防ぐ

八314間馬︑重なり重なって︑さしもに深きくり

八404

八403

八402

八3910

八395

八394

目392

八391

そこへ召使の女が嘗て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しま

なく︑あたりを眺めてゐますと︑小さな門

壽が御殿のうらへ出て︑何の氣もなく︑あ

いのかと︑力を落してゐました︒ある日の

頼朝の御殿へあがって︑うばと二人でお仕

鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助けく

一月罵りも歩き績けて︑やうやく鎌倉に着

八506を整へる︒曲げ過ぎて︑ひごを折ってしま

八406駅亭の中へ︑はいってはなりません︒﹂と
八505げては設計圖に煮てて見て︑形を整へる︒
八408囹︑石のらうがあって︑唐糸様が押し込め 八505は設計圖に當てて見て︑形を整へる︒曲げ

守405

そかに︑うばをつれて︑石のらうをたつね

八505くして曲げる︒曲げては設計圖に當てて見

八491穴で︑しるしをつけてくださった紙に︑か
八492穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと
八492びつけて︑線を引いて行くと︑いつのまに
八494のは︑青い空に飛んでみる黒白なグライダ
八497髄の材料をいただいて︑いよいよ製作にと
八498めいだ︒話などをしてみるものは一人もゐ
八505ごきながら︑熱くして曲げる︒曲げては引

かまくら

八342図 ︑三千絵騎も早いて進む︒聲をしのばせ

八417

八408囹檬が押し込められてゐます︒﹂と答へま
門の戸は細めにあいてるました︒うばを門

はずそれを持ちあげて︑自分ながら見とれ
八5010

ないかと︑氣をつけてゐましたが︑十日た

つれて︑鎌倉をさしてくだりました︒二人

八345図 どっとときをあげて︑平家の城に火を放

みなもとの

八347図 めきつつ船に乗りて︑皆ちりぢりに逃げ
八349 奉納することになって︑舞姫を集めました

八419

八506過ぎて︑ひごを折ってしまった者もみたや

八312図 に︑なだれを打って落ち入りたり︒親も

7

八3810 壽姫で︑木曾に住んでゐましたが︑風のた 八464 ︑みんなは聲を出して喜んだ︒道具は︑小
かま
八391 りにこのことを聞いて︑うばをつれて︑鎌 八466のグライダーを見せていただいた︒白い紙
かまくら
八391 聞いて︑うばをつれて︑鎌倉をさしてくだ 八468さうなかつかうをしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂とい
八477分部分の名を︑教へていただいた︒胴盟︑

八八
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︑自分ながら見とれてみると︑先生が來ら
八5510か日下へおりて行って︑地に着いた︒みん

八627 の靴下を火にあぶって︑かわかしてあげま

できるだけおちついて︑氣をつけながら︑

がら︑少しつっぱって行った︒その時︑も

るといふので︑急いで學校から蹄って來ま

急いで學校から騙って來ました︒すると︑

八624

て︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる兵隊さん︑その

た︒お湯からあがって︑﹁︿略﹀︒﹂といって

迂る兵隊さんを迎へて︑とうとう︑夜の十

たちは︑いそがしくて目がまはるやうです

八633 明くる朝は早く起きて︑出嚢の支度をして

八6210園

八629

のたびに︑早く飛んで行って︑見たいやう

八637 ︑おとうさんについて︑私も町角まで見送

八645

八645

したわが軍が︑つれて行った鳩であった︒

日前に︑錦州へ向けて出著したわが軍が︑

兵が︑すぐだきあげて足の番號を見ると︑

はと

んをあげるのに答へて︑兵隊さんたちも︑
に︑早く飛んで行って︑見たいやうな氣が
︑うすい氷さへ張ってゐます︒舞観に來た

八644 た一羽の鳩が︑飛んで射た︒取扱兵が︑す

八6310︑いつまでも見送ってゐました︒十二小
は︑たき火にあたってみる人もありました

八646

︒騎兵が︑土をけって走るのを見ました︒

わらをからだにつけて︑土手のかげをかけ
︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒

八661 ︑上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑すぐ

八659 いい目で空を見あげてみた︒戦の眞最中に

八656 だにほほをすりつけて︑途中の無事を祈つ

八647 身には重い傷を負って︑息もたえだえであ

ん敵の大軍に出あって︑はげしく戦った︒
皇旗をお進めになって︑御統監の大元帥陛

八661 に輪をゑがいて飛んでみたが︑すぐ方向を

八662 ︑すぐ方向を見定めて︑矢のやうに飛んで

八649

ました︒最敬禮をしてから仰ぎ見ますと︑

もいへない感じがして︑目が涙でいつぽい

職況をごらんになっていらっしゃいます︒

きんしう

で︑私たちは葬観してゐましたが︑どこで
︑どこで大砲を撃ってるるのか︑わかりま

八638
えりに︑首をうづめてるました︒中には︑

て︑﹁自分の行ってみたころとは︑すつ

も︑先生につれられて︑大演習の拝観に出

八635 氷砂糖を︑紙に包んであげました︒まだ明

八633 て︑出襲の支度をしてあげました︒おばあ

おとうさんも感心して︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

い音をたてて︑飛んで志ました︒ときどき

が勇ましい音をたてて︑飛んで來ました︒

八625 や劒を見せてもらって大喜びの弟︑夕飯の

八625 ばで︑銃や劒を見せてもらって大喜びの弟

八624

八623 ︑靴をみがいたりしてゐました︒お湯から

八622 う兵隊さんは來てるて︑兵器の手入れをす

八621 ︑もう兵隊さんは來てるて︑兵器の手入れ

八621

八6110

八618 ︑いつのまにか消えてゐました︒三

八617 も︑今は外たうを着てみる者は︑一人もあ

ると︑先生が來られて︑重心のところを指

八627 あぶって︑かわかしてあげました︒夕食後

のところを指にのせて︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

八566馬のひづめの音がして來たと思ふと︑騎兵
八569かあさんにつれられて︑夕方から︑湯茶接
八572すさまじい音をたてて︑たくさんの職車が
八574 い地響きにおどろいて︑町の人々は︑皆と
八575人々は︑皆とび出して來ました︒績いて︑
八576して來ました︒績いて︑歩兵が近づいて來
八576いて︑歩兵が近づいて來ました︒ちやうど
八581たちの前へ押しかけて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂
八584青年團の人々が並んで︑心密をついであげ
八584並んで︑重湯をついであげてゐます︒ほこ
八584 ︑変湯をついであげてゐます︒ほこりと汗

61

するとう

八585園この水筒にも入れてください︒﹂﹁これに

飛んで行く︒涙が出て來た︒まもなく︑静

た︒私のがまだ飛んで行く︒涙が出て來た

と︑横へ傾いて落ちてしまった︒私のがま

と思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒私

一機が風にあふられて︑上へ向かったかと

が並んで行くのを見てみると︑胸がわくわ

をする︒二機が並んで行くのを見てみると

でるる敷は少くなって︑たった二機になつ
おうみん
︑﹁わあっ︒﹂といって︑二丈をする︒二機

の︑見るまに︑飛んでみる敷は少くなって

るもの︑横へすべって行くもの︑見るまに

行く︒ちう返りをして落ちるもの︑まつさ

ダーは︑眞直に飛んで行く︒ちう返りをし

みんなそちらへ走って行った︒﹁︿略﹀︒﹂私

をした︒走って行ってグライダーを拾ひあ

で拍手をした︒走って行ってグライダーを

はくしゅ

iトルも一位に飛んで行った︒私は自分で

ばした︒私も飛ばしてみた︒飛ぶ︑飛ぶ︒

ダーを机の上に置いて︑おべんたうをたべ
︑北の風が少し吹いてみた︒ほんたうによ

は︑﹁あわてないで︑よく調べてごらん
八524園
ないで︑よく調べてごらん︒﹂といはれ
八524園
八526りあげた︒少しぬれてみるけれども︑でき
八527は︑そっと翼をなでてみた︒何ともいへな
八528 ︑かはいい氣持がして著る︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
︑みんなで飛ばしてみることにします︒
八529囹
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て︑矢のやうに飛んで行った︒寒い夕空を

まま︑つめたくなってしまった︒十三川

したが︑任務を果して氣がゆるんだのか︑

八805

八802

八796

八795

える︒みんなは喜んで︑急に元氣を出した

た︒松林の中を通って行く時︑だれかが︑

生けんめいにのぼって行った︒松林の中を

は海に船を浮かべて︑相封せり︒折しも

あし間の舟に寄って駆る︒十四扇の的

八817

八816

八814園

八807園

八806園

やうだ︒ふもとへ來て急停止すると︑ぼつ

るで︑空中滑走をしてみるやうだ︒ふもと

スキーも一つになって︑びゆうとうなる︒

三四人は︑列を離れて貫一文字にすべりお

たい者は︑すべってよろしい︒﹂といは

生︑もうすべらしてください︒﹂と︑み

先生︑まだすべってはいけませんか︒﹂﹁

八823

で︑雪だるまになって起きあがる者もある

当る︒途中でころんで︑雪だるまになって

の工場がここにあって︑林のやうに立ち並

八762図 ひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒又略 八834が立つ︒雪煙が消えて︑先生の笑顔が浮か
八835ぼくたちは︑のぼって行ってはすべり︑お
八765図 申せば︑義五聖ひて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒
八767図國 ば︑わざと落しても與ふべし︒弱き弓 八835ちは︑のぼって行ってはすべり︑おりては
八767図國弱き弓を取られて︑これが義経の弓な 八835 ってはすべり︑おりてはまたのぼった︒ジ
八7610図 ども︑これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑皆感 八838がはるジャンプをしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
八774 石井先生につれられて︑山のスキー場へ行 八842んだ︒爾手をひろげて高くとばれる姿は︑
当779 ックサックを背負って︑スキーをつけ︑二 八846る︒先生は鉢巻をして︑すべり出された︒
八788 と︑からだがほてって汗が出る︒みんなだ 八851 ︑美しくちうをとんで行く︒﹁萬歳︒﹂と︑
八788 出る︒みんなだまって︑あへぎながらのぼ 八854ートルも空中をとんで︑先生は︑地上の人
八789 あへぎながらのぼって行った︒スキーの雪 八857午後は︑先生について︑一人一人︑正しい
八857しいすべり方を教へていただいた︒配りは
八791園 ﹁さあ︑元氣を出して︒﹂と大きな聲を掛け
八794この聲にはげまされて︑ぼくたちは︑一生 八859坂の道だ︒林をぬって長距離をすべるのは
八884重圏 たちまち失せて︑旅順港外うらみ

みれの花が 咲いてみた︒ゆらりゆら

女︑その下に立ちて︑陸に向かひてさし

八818

︑小鳥のやうにおりて重る︒途中でころん

︑水は底まで澄んでみた︒今は枯草︑川
あふぎ

ちて︑陸に向かひてさしまねく︒源氏の

八819

︑しばし神に祈りて見開けば︑風やや静

八823

くわつそう

將義纒︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

八822

も少しくおちつきて︑射よげに見えたり

にご笑ひながらおりて來る者︑まじめな顔
ところで︑杖をあげて︑﹁さあ︑おりるよ︒

八824
八828

も︑みんな杖を振って︑それに答へた︒野

八827だ上へ上へとのぼって行かれたが︑二百五
ひらくとまはりて︑さっと海中に落ち

八829

めぎはを射切られて︑空高く舞ひあがり
馬のくらをたたきて喜びたり︒海には平

生が先に︑すぐ粗いて石井先生がすべられ
すべりぶりに見とれてみると︑先生たちは

八831
八832

ふなばたをたたきて︑どっとほめあげた

へ︑ねらひを定めてひようと放つ︒扇は

よしっね

扇は風にひらめきて︑いかなる弓の名人

らば︑塩切り折りて自害せんとて︑馬に

な傾斜が︑長く遍いてるる︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

いとんぼが 飛んでみた︒さやさやさや

信書管をとりはっして︑手あつくかんこし

う︒明くる日になって︑やっと︑大石橋の

にも︑赤い血がついてみた︒弱りきったこ

は︑また翼をひろげて飛びあがった︒飛び

とうとうたまりかねて︑とある木の枝に止
︒つかまへようとして手をさしのべると︑

ほしばらく飛び績けてるたが︑とうとうた

重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしばらく

は敵軍に見つけられて︑一せい射撃を受け

東をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑た

もせず︑南東をさして高く飛んでみた鳩は

63210986518755393161109754311107442
図図図図図図図図図図図図図図圖圃圏圏
を海中に乗り入れて︑はげしく戦ふ折か
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なかのしま

かうつのみや

り︑地下鐵道も通じてゐますが︑川や堀に

徳天皇をおまつりしてある高津宮や︑その

とく

っきりと大空に現してゐます︒仁徳天皇を

にんとく

に︑教育塔がそびえて︑白い姿を︑くつき

映董館や劇場があって︑人の波が︑あとか

し通したやうになってゐます︒中之島や︑

りでも︑二十もあって︑まるで中之島を︑

が︑この島に向かって︑北から南からかけ

やがて大江橋を渡って︑中之島といふとこ

おほえ

産も︑堀や川を通って港へ送られます︒か

この川や堀を傳はつて︑大阪の町々にあげ

す︒大阪の港に集って顧る船の積荷は︑小

のやうに︑組み合ってゐます︒それで︑大
︑水の都ともいはれてみるのです︒大阪の

は︑いく筋にも分れて︑西の大阪湾に注い
︑西の大阪湾に注いでゐます︒その川水は

ず黒い煙を吐き出してみるのです︒大阪は
よど
うです︒市を貫ぬいて流れる淀川は︑いく

10963321094321188732
3
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八八 八八八八八八八ノ丸八八八八八八八八ノ1、八八八八八八八ノ天八八八八八

二千といふ船が通ってみるのは︑大阪でな
るのは︑大阪でなくては見られないけしき
かうぐわい
︒
郊外電車の嚢達してみることも︑飛行場

ほこりの一つになってゐます︒昔︑仁徳天

に都をお定めになって︑堀江をお開きにな
︑六年間の税を免じて︑民のかまどの煙の

た︑煙の都と呼ばれて︑今日のやうな大都
んいん
︑馬けや
牽引車で引いて行く野砲や︑重砲1

︑どういふふうにして︑こしらへられるで

う︒みなさん︑考へてみたことがあります

が︑どろどろにとけてゐます︒その鐵を︑

砲を作る工場へ行ってみると︑大きな電氣

のやうに延したりして︑十分にきたへます

を︑大砲の形とは似ても似つかない︑いが

ろ

たまりを手玉に取ってみるのです︒かうし

︑櫨のとびらがあいて︑中から︑眞赤に焼

大きな櫨へ入れられて︑高い温度で熱せら
︑じっとがまんをしてみるのです︒やがて

︑そろそろと外へ出て來ます︒おやと思つ

耳垂5

︑何べんとなくやってみました︒おもりを

黒くて︑ざらざらしてみる表面が︑しだい

ら一メートルにきめておくと︑おもりその

八研7 おもりを糸でつるして︑それを動かすと︑
八僻−o

しだいにはぎ取られて行くと︑始めて︑あ

半鐘5 す︒この爽見があってから︑七十年蝕り過
八柵5 ら︑七十年上り過ぎて︑オランダのホイへ
八㎜3 口のそばに池があって︑そこに︑甲の長さ
﹁うみがめ﹂が泳いでみるのには︑ちよつ
八畑4
八欄5 ました︒中へはいって︑まつ目についたの
八㎜6 はに︑いくつか並んでみるガラスの箱でし
八柵7 ら︑どの箱にも注いでゐます︒さうして︑
八㎜9 が︑その中にはいってゐました︒ぼくは思
黄色やえび茶色をしてみるのは︑﹁いそば
八mlo
八角1 んくわが︑むらがって咲いてみるやうなの
八川2 が︑むらがって咲いてみるやうなのは︑﹁
八川5 から︑腕が何心も出てゐます︒ときどき︑
八川6 だをしぼるやうにして︑すいくと浮きあ

は︑高等科を卒業して二三年ぐらみの︑若
︑若い職工さんもみて︑油をさしたり︑け

八m8圓ります︒﹁ああしてからだをしぼると︑

で︑受持受持によって作られます︒作られ

ります︒砲揮を込めて撃ち出す時︑砲身の

ろいうな仕事を重ねて︑やっと一本の砲身

のを︑じっと見つめてゐます︒かうした仕

砲身に穴があけられて行きます︒ほんの少

ぐいぐいとくひ入って行きます︒一センチ

鋼鐵の棒の先についてみる︑するどい刃物

が︑きちんとそろって來ると︑次には︑砲

がきれいにけづられて︑砲身の長さと︑ま

ながら︑熱心に働いてゐます︒外側がきれ

さしたり︑けづられて行く砲身のまるみを

んだん組み立てられて行きます︒しあげを

八佃6

八佃6

ものが︑ 順順に並んでみて︑そのガラス越
が ︑順順に並んでみて︑そのガラス越しに

八二3園 は︑ゆっくり動いてみる︒それで︑ちや
八佃3園 も外側も︑そろって進めるのだ︒﹂

八佃1園 るものも︑そろって同時に進んでみるだ
八佃1園 うって同時に進んでみるだらう︒つまり
八冊2圏 は︑大急ぎで進んでみる︑内側のものは

曾和−o園 も︑内側をまはってみるものも︑そろつ

八皿7園 方へ向かって泳いでゐますね︒﹂天蓋﹀︒
八皿9園 ん︒外側をまはってみるものも︑内側を

八擢2 の︑まるい池があって︑中に︑たくさんの
八 2 の﹁いわし﹂が泳いでゐました︒二千匹は
八麗4 が︑池のふちにそって︑みんな同じ方向へ
八麗4 んな同じ方向へ泳いで行きます︒一匹とし
八槻6園 ︑ 同じ方へ向かって泳いでゐますね︒﹂﹁

きなからだを横たへて︑さあ︑いつでもお
の國をしっかり守ってくれるのです︒二十

が︑どしどし作られて︑日本の國をしっか

て︑日が静かに落ちて行くころでした︒か

町に︑夕もやがこめて︑日が静かに落ちて

7

凹ます︒おやと思ってみる間に︑動いてみ

8

つてるる間に︑動いてみた鐵の火柱が︑静

ら︑そこに立ち止って︑じっと見つめまし
︑静かに左右へ動いてゐます︒それは︑つ

た︒天井からつるしてある︑この大きなう

もう︑うす暗くなってゐました︒ちやうど

1

と下の方へおりて來て︑深さが十メートル

4

すると下の方へおりて來て︑深さが十メー

1皿6

ります︒黒々と光ってみた油の表面からは

ノ「k

106

を︑下へ下へと沈んで行きます︒このやう

であるやうに思はれてなりません︒﹁︿略﹀

八鵬6園 ︒﹁何かで︑験してみる方法はなからう

しだいに小さくなって︑のちにはかすかに
︒ガリレオは︑急いでうちへ錦りました︒

て︑自分の脈を取ってみました︒やつぽり

略﹀︒﹂しばらく考へてるたガリレオは︑や
ノ「L

10了

糸でおもりをつるして︑同じやうなことを

ノ「L

10了

したり︑冷したりして︑鐵の質を固くし︑

739764314317310964321101088
10
5
ノ「k

10了

藥を一時に爆嚢させて︑大きな砲弾を撃ち

からだ．や心をきたへて行くのと︑同じこと

さや寒さにうち勝って︑からだや心をきた

度は機械に掛けられて︑外側をまるくけづ
れて行きます︒黒くて︑ざらざらしてみる

側をまるくけづられて行きます︒黒くて︑

八八八八八八八八八ノ天八八八八八八八八ノ、八八八八八
105 105 104 104 104 104 104 104 1皿3 1B3 103 102 102 101 101 101 101 101 101 101 100 100 100 100
八八
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八柵10 といっても堂々としてゐます︒五六十セン

八脳8 りびれを上下に張って進むかっかうは︑さ

八M1 が︑いういうと泳いで︑ほかの魚などには
八備1 うすです︒それと似て︑少し愛つたのが﹁
八三5 手ぎはよく水を切って︑おりて來ます︒下
八柵6 く水を切って︑おりて來ます︒下へおりる
潮繋7 のやうなものがあって︑のこのこ歩くのに
戦船9 下にし︑背を上にして泳ぎますが︑﹁かれ

八備8 いからだをくねらせて泳ぎます︒ほかの魚
八価10 にしたまま︑くねって行きます︒おもしろ

八備1 が︑砂の中にもぐつてみるやうすです︒そ
八備4 けを砂の問から出して︑ぎょうりきようり
八備5 しながら︑外を眺めてゐます︒﹁たこ﹂は︑

八備7 らせ︑頭を横に傾けて進みます︒にいさん
八隅9 ので︑あの頭といってみる部分が實は胴で
八柵2囹 ふふうに頭が傾いて︑へんなかっかうに
しよく か く

八雲2 み入った道具がついてゐますが︑その上の
八⁝⁝6

やうに︑絶えず動いてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と

八佃3 ︑小さな燭角があって︑それが︑ちやうど

八窩−o

お座敷の子中に立って︑﹁︿略﹀︒﹂といって

八槻3 が︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑一りんざしにさし
八槻3 ︑一りんざしにさして︑飯肇の上にかざつ
八櫨4 ︑おかあさんが起きていらっしゃって︑み
八盟4 起きていらっしゃって︑みんなのみるのを
八槻5 るのをごらんになって︑びっくりなさった
八健6園 こんなに早く起きてーーそれに︑朝御飯
八櫨7園 度もちゃんとできて︒﹂一郎さんが︑﹁︿
八旧3園 もたちが早く起きて︑朝御飯の支度から
八旧4土 ちに︑すっかりしてくれたのですよ︒﹂
性㎜9 の夜︑みんなが集ってみる時︑一郎さんが

吹き渡り︑海を越えて︑日本から太平洋ま

から太平洋まで吹いて行く大きな風です︒

色な砂ぼこりを運んで來るので︑これが吹

天も地も︑暗くなってしまひます︒冬中お
︒冬中おせわになってみただんろや︑ペチ

いえんが空をよごしてゐました︒それが︑

かりよごれが彿はれてしまって︑きれいな

れが彿はれてしまって︑きれいな青空が︑

を防ぐために︑しめてあった二重窓が開か

つた空氣が出て行って︑きれいな空氣が︑

のにごった空氣が出て行って︑きれいな空

い間︑閉ぢ込められてみた人たちにとって

流れるやうにはいって悩ます︒窓のそばに

てるた人たちにとっては︑春は︑うれしい
︑子どもがよく集って來ます︒満人が︑外

に鳥かごを持ち出して來て︑鳥を鳴かせ始

かごを持ち出して來て︑鳥を鳴かせ始めま
︑澄んだ空氣を吸って︑避暑ひばりは︑さ

︑その聲に聞きとれて︑そばにしやがんだ

けの空を︑日が落ちて行くのは︑みごとな

うすみどりにかすんで見えます︒このころ

かつたこずゑを延してせいのびをし︑小さ

て︑いつまでも聞いてゐます︒やなぎの木

だり︑腰掛けたりして︑いつまでも聞いて

夕日が赤々とはいって行きます︒かうして
︑のどかな春になって行くとともに︑春の
がん
そがしい仕事が始って行きます︒雁の群が

北をめざして︑飛んで行きます︒かささぎ

ともっと北をめざして︑飛んで行きます︒

きます︒日本から來て︑玄界なだを越え︑

げんかい

山に卵を生まうとして︑さかんに空を渡つ
︑さかんに空を渡って行きます︒日本から

136

八佃1 とも思はずふきだしてしまひました︒二十

八虐3 て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑綴り方を憎んだ︒
一郎さんがまた立って︑﹁︿略﹀︒﹂といった
八悩6
八伽4園 おかあさんをかいてくれましたね︒これ
八伽9 よつとお當てになって︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし
八㎜4囹 毎日の買物に持って行きませう︒﹂と︑
八搦6 しさうにおっしゃって︑おとうさんにお見
八桝5圏 ︑ここに︑かうして立ってるる私たちな
八桝5圃 に︑かうして立ってるる私たちなのです
八伽4圏 ︑ここに︑かうして立ってるるのです︒
八伽4野 に︑かうして立ってるるのです︒冬がす
島協5圏 のです︒冬がすんで︑また︑明かるい春
八伽8圖 らしたやうに飛んでゐます︒この大空の
八伽3畜 からだ中を耳にして︑じっと︑にらみ渡
力㎜4圏 つと︑にらみ渡してみるのです︒今にも
八欄3圏 型が何十機︒飛んでみる高さは︑方向は
八髄4圃 すぐ電話に向かって︑かう叫びます︒﹁︿
八個2 春らしい日光がさして來ます︒あちらこち
ケート場の氷もとけて︑もうすべることは
ケートの手入れをして︑ちゃんとしまって
て︑ちゃんとしまっておきます︒スケート

古の奥から吹き起って大陸を吹き渡り︑海

3322110985429987552662219764110977
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八四6園 は︑もう少したってから起しませう︒﹂
八佃7 のしないやうに起きて︑着物を着かへた︒

八三9 が︑いつもとは違ってみるやうに思はれた
八伽2 ︒私は︑済済を出してふいたり︑みんなの
やぶじゃぶ顔を洗ってから︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

八伽9 ながら︑目をこすって起きた︒水で︑じゃ
直営10

既設2 んは︑はうきを持って︑外へ出て行った︒
八悩2 きを持って︑外へ出て行った︒﹁ずるぶん
八梱4 ﹂そんなことをいって︑庭をはき始めた︒

八捌9 んがいった︒庭へ出て見ると︑つばきが一
八梱10 りん咲きさうになってみた︒それを折って
八捌10 てるた︒それを折って青ると︑ねえさんが
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直観4 は︑巣を作らうとして︑あちらこちら飛び
八餅5 毎年新しい巣を作って︑ひな鳥を育てるの
八面9 考慮の春が深くなってゐます︒目録

九51翁忌 八洲國︒嚴として東海にあり︒日の

こ

九79図起り波だちさわぎて︑御船進まず︒從者
み

九85図國 れ︑皇子に代りて海に入り︑海神の心

九83図﹀︒﹂と思ひたまひて︑尊に申したまふや

九86図國子は勅命を果して︑めでたくかへりご

九87図﹀︒﹂と申したまひて︑すがだたみ八重︑
九88図重を波の上に敷きて︑その上におりたま
九89図おのつから静まりて︑御船は進むことを
おんくし
九91図后の御櫛ただよひて海べに寄りぬ︒尊︑
九92図尊︑これををさめて︑后のみはかを作ら
九93図︒亭亭の賊を平げて︑尊︑西へ錦りたま
九94図に海を望みたまひて︑﹁あづまはや︒﹂と
九105有齢年の歴史を重ねてみる︒あらたに御殿
お だのぶなが
九108などから伐り出されてみたが︑織田信長が
九109曾の森林から伐採して奉ったことがあり︑
九1010その後百年鯨りたって︑それが例になるや

九111まで︑御遷宮に際しては︑かならず木曾か
九112材を奉ることになってみる︒神宮の御殿舎
九117ともに︑植林によって︑あとからあとから
九117とからあとから育てて行くやうにしなけれ
九1110のおぼしめしによって︑木曾の御料林中に

九124御影石の川床をかんで流れる木曾谷の左右
九125森林鐵道に乗りかへて︑木曾川の支流にそ
九126ひながらさかのぼって行くとする︒しばら
ふち
九127の青い淵や︑煮こんで流れる水の清さに︑
九135ある︒このやうにして︑山を分けながら谷
九136ながら谷間をのぼって行くと︑やがて標高
九143しい柱のやうに立ってるる中立神宮備林の
九144 ︑谷川の音にまじって聞えて來る中を︑今

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
18 18 18 1了 1了 17 17 1了 17 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14
ひに次から次へ纏いて行く︒しめなは・ま

の音にまじって聞えて來る中を︑今日のみ

九198團

九197團ちは︑鏡に向かって子どものやうにはし

九195国

九191團

ぼうとひげが延びてみる︒戦闘が一段落

今日鏡をのぞいて︑﹁おや︒﹂と思はず

にむちゅうになってみる︒しゃりしゃり

前に南面して作られてみる︒木の間からも

御神木の前に南面して作られてみる︒木の

が山立髄に響き渡って︑儀式に使はれるい

りの眞白な齋服を着て︑定めの場所へ集つ
︑定めの場所へ集って來た︒やがて第二の

ひたすら今日を待ってるた奉仕員たちは︑

身も心も清めに清めて︑ひたすら今日を待

たりの静けさを破って鳴らされる︒それを

祭典の怠るのを待ってるる︒午前十時︑事

九211国

九2010國

九2010團

九203團

しょに︑戦孚をしてみるのだと思ってゐ

うさんの心に通ってみるのだ︒おとうさ

キロの海山を越えて︑おとうさんの心に

九206国略﹀︒﹂とはげましてくれた︒そのたびに

九204国

てるるのだと思ってみる︒ひげをそった

九207團中に力がわき起って︑日本の軍人として

九204團

持物をせいとんしてみると︑背嚢からお

へとになって進んで行く時にも︑おまへ

︑へとへとになって進んで行く時にも︑

うさんの顔が現れて來る︒もうこれで南

た︒敵前上陸をして敵陣へ突撃する時に

れいき

九1910團

づらがからみついてるる密林を︑へとへ

みやま

九202團

は︑はらひ所に並んでおはらひを受け︑祭

九212團

おまへの手紙が出て出た︒たびたび激し

れいき

で︑うづめつくされてみる︒深山の験氣に

九203團

お供へものをささげて︑静かに祭場へ進ん
︑静かに祭場へ進んで行く︒祭場には︑中

九214團

もう一度讃み返してみる︒すると︑﹁︿略

はいなう

︑武運長久を祈ってくれるおまへたちの

ふと目の前に現れて︑﹁︿略﹀︒﹂とはげま

うがうしく立てられてみる︒大麻を振って

九216団

九214團

さいふく

てるる︒大麻を振って祭場が清められ︑お

を仰げば︑天を指してすくくと生ひ立つ

仕の人々は︑一拝して静かに祭場を退出し

九226国

九225国

からの手紙で知って︑おとうさんはうれ

子の世話をよくしてくれたりすることを

おかあさんを助けて︑家の仕事に精を出

九223国らやましさうに見てみた︒おとうさんの

九223團と︑心から感心して︑おとうさんをうら

九219團 つたくるやうにして阻み始めた︒﹁︿略﹀

やうな梢をいただいてみるのが見られる︒

九227国

九217団圖︒ちよつと見せてくれ︒﹂と︑そばに

である︒午後になって︑この御神木は︑さ

九228国うさんはうれしくてたまらない︒この手

木の根もとへ向かってをのを打ち込む︒を

のぞま夫たちによって︑伐られて行った︒

ちが外へとび出して︑うれしさうに雨水

ちによって︑伐られて行った︒伐り方は古

さうに雨水を浴びてみる︒スコールの通

九2210国︒スコールといって︑こんな大雨が毎日
九231国

九229團︒この手紙を書いてみると︑あたりが急

九232国

方は古式にしたがって︑御神木の根もとへ

を明かるくふるはせて︑いつまでも響き渡

馬道を静かに運ばれて行く︒運軍夫が聲高

昇華の礎材夫によって木馬に乗せられ︑木

む︒をの入れを終って︑奉仕の人々は︑一

九209団

仕員は︑をのを取って御神木の前方南寄り

みやま

きちんと姿勢を正して︑祭典の要るのを待

深山の霧氣に打たれて︑だれ一人静けさを

8661099863988633111087765433218864

37

て一て

九234團 がすっかり洗はれて︑よみがへったやう
九238團 ると︑すっととけて︑上品なあまさが口

九237團を︑眞二つに割ってたべる︒白い實を舌
九242團 たちも聲をそろへて︑いかなることをか
九247團 んたちが勝ちぬいて來た激職の敷敷の場

九246團静かに目をつむって︑歌聲に耳を傾ける
九253国衛生も行きとどいてみるから︑おまへた
九255團 ら日本軍になついて︑大東亜の建設に協

九254團︑だれ一人かかつてみない︒住民たちも
九256團亜の建設に協力してくれてみる︒日本語
九256団 が習ひたいといって︑おとうさんたちの

九256團 設に協力してくれてみる︒日本語が習ひ
九261団 ちが︑手をひろげて待ってるる︒家のお

︑巡査のあとについて出て行く母の後姿が

るから︑話さなくてもいいよ︒﹂といふ

︒よく︑﹁わかってみるから︑話さなく

九327園 みんな出してあげてください︒いま一つ 九404りっぱな手紙を書いてみても︑決して心持
九327園 日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振 九407 のおかげをかうむつてるるのです︒自分の
九328園 から︑あれを振って︑萬歳萬歳といって 九408のです︒自分の思ってみることを︑話した
九408話したり書いたりして︑すっかり相手にわ
九328囹︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒﹂
九329 ふと︑母はこみあげて湿る悲しさにことば 九409 っかり相手にわかってもらった時ほど︑う
九3210 しさにことばも止って︑机の上へつつぶし 九411ものをくり返し讃んで︑ことがらや心持が
九332 した︒母は涙をふいて立ちあがり︑娘の手 九413たちの心を重しくしてくれます︒私たちが
考へたり感じたりしてみることを︑ことば
生333 がり︑娘の手を取ってお窺眞の前に立ちま 九414
九415とを︑ことばで話してみると︑その考へや
九334 二人は︑萬感をこめて最早漏をしました︒
九335 し︑一本を娘に與へて︑ふたたびお窺眞の 九415じが︑心の中で思ってみた時よりも︑はつ
九337 はそのまま泣き倒れてしまひました︒しば 九416よりも︑はっきりして來ます︒更に︑こと
九338 ました︒しばらくして顔をあげると︑巡査 九418さがはっきりわかって︑自分の考へや感じ
九419くはしくし︑深くして行くことができます
九339

あとは涙にぼっとして︑何が何やらわかり

九261団手をひろげて待ってるる︒家のお手傳ひ 九339 査のあとについて出て行く母の後姿がちら
九3310

おかあさんに別れて︑さびしいかね︒﹂

員たちの先頭に立って︑少女は︑たくみに

九268 ゴム園の中にかくれてみた住民たちも︑安

九352園

九348

九397

九397

へますが︑離れてみて直接話ができないや

を傳へますが︑離れてみて直接話ができな

を口に出して︑思ってみることを傳へます

九4410とが︑昔から傳はつてみるだいじな私たち

たちに︑場所が違ってみても︑時代がへだ
九4210

九358

九423ない人です︒わかってみると思ったことで
九424話したり書いたりして︑始めてほんたうに
九428すから︑それは聞いてみる人の心にだけ残
九375図嗣

九397

九451ますりつばにみがいて行くことになるので
九453 ︑白くもやでかすんで︑見通しがきかない
られた人たちも喜んで返事をしたり︑いろ

は︑手紙や文に書いて知らせます︒かうし

九459頬をここちよくなでて通る︒﹁ボー︒﹂と︑

ほほ

九3910

ったら︑いくら話してみても︑どんなりつ

なことを話したりしてくれます︒それは皆 九457もとで輕く音をたててみる︒あたりはまだ
九404

九3910

九398

唱歌ををそはりてみる

九271 本の兵隊さんを喜んで迎へました︒その中

罵眞を拝むことにしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂

た︒娘のみるのを見て︑巡査は︑﹁︿略﹀︒﹂

︒﹁ちよつと待ってください︒﹂母はさ
九314園

九302

九30一 インド人の巡査が來て︑母に同行を求めま

九294

九292 を︑いつも聞かされてゐました︒さうして

九289 ︒土地の學校へ通ってみるかたはら︑母親

治268 住民たちも︑安心して町へ蹄って來ました

1
1

九277 歳︒萬歳︒﹂といってみるのが︑兵隊さん

九268 ︑安心して町へ蹄って來ました︒マライ人

園

九376図面 の花の咲き出でて今年も春の日ざしと 九431も︑時代がへだたってみても︑ちゃんと心
九387囹 みんなで海へ行って︑ほんたうに愉快で 九434を何べんも讃み返して︑消したり書き足し
九391園 ら︑いろく考へてるたのですが︑とう 九434たり書き足したりして︑自分の考へをでき
話すことばに注意して︑文字で書くのと同
九393囹 よに山のぼりをして︑ほんたうにおもし 九439
九442では︑だれも感心して蕾まないやうに︑ど
九395 ＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑自分の氣持を傳へ
九397 ︑ことばを口に出して︑思ってみることを 九445しいことばで書かれてあれば︑その文を讃
九447聞く人たちは︑喜んでいつまでもその話に
九449ばで話すことを忘れてはなりません︒さう

九315 巡査を拝むやうにして娘
︑を一間へ呼びま

九319この子を今手ぱなして︑またいつあへるで
九322園
ん︒病氣をしないで︑元氣で待ってるな
九322園いで︑元亨で待ってるなさい︒たとへ︑
九323園たしはきっと鰯って來ますからllそれ
九325園は︑かならず勝ってくれます︒兵隊さん
九326恥ルや︑みんな出してあげてください︒い

孝行です︒﹂といって︑なかなか聞かない

九 九
42 42

て一て
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へるやうに取り園んでみる裏の山々にごだ

う

ろやさめの腹をさいて︑氷を入れて送り出

しさうに右往左往してみる︒荷作り場では

もいくつも横たはってるるのは︑めづらし
︑いかが折り重なって︑今にもちゆつと訂

る︒その間にまじって︑帯のやうなたち魚

きの星をきらめかしてみる︒その間にまじ

までぴちぴちとはねてみたやうな︑六七十

勢よく右へ左へ運んで行く︒見る見るまぐ
︒大きな魚にまじって︑小型の爆弾のやう

手押車にのせたりして︑威勢よく右へ左へ

をめざしてこぎ鰯って行く︒魚市場の廣い

岸の魚市場をめざしてこぎ錦って行く︒魚

くびんと左右に張ってみる︒このまぐろや

さんの小舟が近づいて行く︒漁船のかたは
︑遠くの海から取って來た昏々の海の幸を

かりの漁船をめがけて︑ぎいぎいと櫓の音

くやうに︑今はいって來たばかりの漁船を

と績いて港へはいって來る︒母親に子ども

漁船が︑港へはいって來たのをきっかけに
︑二隻・三隻と喪いて港へはいって怠る︒

かなたから押し寄せて重るみどりの波が︑

うてみたもやも消えてなくなり︑太平洋の

かな海の上をおほうてるたもやも消えてな

もやが︑薄れて行って︑山の頂に横たはる

た白いもやが︑薄れて行って︑山の頂に横

海面から立ちのぼってみた白いもやが︑薄

合圖に︑今まで眠ってみた港の船が︑急に

漁船が眞直に近寄って募る︒これを合圖に

長く尾を引いて消えて行く︒左手の山の頂
︑乳色のもやを破って︑漁船が眞直に近寄

がら︑長く尾を引いて消えて行く︒左手の
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氷といっしよにつめて︑荷作りする者や︑

をさいて︑氷を入れて送り出す者や︑木箱

九581図

九575

九574

ある︒軍艦旗を仰いで︑心の底まで清めら

らしづしっとのぼって行くさまは︑まこと

正572 は︑皆︑姿勢を正して軍艦旗に敬禮する︒

静かなうねりに攣って沖から押し寄せるこ

動車が︑魚市場を出て行くのは︑それから

九589図

九586図

九584図

刈田におりんとして︑にはかに列をみだ

九5810図家は心房を師として學びけり︒義家︑金

家來︑あるじを見て︑又略﹀︒﹂といへば

︑これを聞きつけて︑﹁︿略﹀︒﹂と心のう

大江の二五︑聞きて︑南岳﹀︒﹂とひとり

まさふさ

からにきびくとして︑威勢がよい︒﹁ブ

あれほど活氣に満ちて生きもののやうに活

ぬ︒義家あやしみて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑手

おほえ

笛の音をあとに残して︑荷作りされた魚の

もののやうに活動してみた魚市場も︑ひつ

九593図

九592図

安らかな眠りを績けてるるのであらう︒艦

面があたりを警戒してみる︒千何百人の乗

號兵が遠くを見張ってみる︒舷門には︑面

姿が︑だんだん現れて悟る︒後甲板には︑

軍港のやみに包まれてるた軍艦の牡大な姿

九605図

九604図

九604図

九602図

九5910図

九597図

九596図

その矢につき逼りて倒れたり︒宗任︑馬

すれすれにかすめて︑きつねの前なる土

の耳の間をねらひてひようと射る︒矢は

んもふびんと思ひて︑左右の耳の間をね

りまたの矢を抜きて弓につがへ︑きつね

軍さんざんに討ちて︑つひに敵軍を攻め

とて︑手をわかって三方面り園む︒はた

ところに進み寄りて︑ゑしやくす︒それ
かな

つそりと静まり返って︑またあすの朝を待

とことと後甲板に來て︑﹁総員起し五分前︒

九606図

宗任︑馬よりおりてきつねを引きあげな

倍の宗任らをつれて︑廣き野を過ぎ行き

むねたふ

士官や傳令員が起きて來る︒副長はもう上

九607図

ぺ

はどうかと空を眺めてみる︒やがて午前五

長はもう上甲板に出て︑今日の天氣はどう

九613図

はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし者な

︑義家︑背を向けてうつぼにささせけり

すなはち矢を取りてさし出せば︑義家︑

家︑﹁おどろきて死にたるなり︒捨て

九608一戸凶國當らぬに︑死にて候︒﹂と申せば︑義

九614図

どもこのさまを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑手

九6010図國
くだる︒それにつれて︑つり床は正しく一

員は一度にとび起きて︑手早くつり床をく

九617図

九615図

九624図向かひ︑命を捨てて職ふ折から︑敵の矢

九626価薗凶ず︒矢を折り捨てて︑その場に敵を射倒

負ひぬ︒﹂といひて︑のけざまに伏した

九627︹図 けり︒景正︑慮りてのち﹁手を負ひぬ︒

九625図案は︑首を貫ぬきてかぶとに射つけたれ

九627図

景正が顔をふまへて矢を抜かんとす︒景

すやうに八方へ散って︑かひがひしくズボ

すりながら頭を並べて進んで行く︒甲板洗

海水を︑をけに汲んでどんぐ流すと・証

九6210図

九629図

ひの草ずりをあげて下より突かんとしけ

には︑人の山ができて︑いろくの話が訂

がら頭を並べて進んで行く︒甲板洗ひがす

げ︑身輕な姿になって︑分隊ごとに甲板洗

五分間の休みがあって︑露天甲板洗ひとな
︑後甲板にはせ集ってずらりと整列する︒

の乗員が號令に從って規律正しく活動する

︑つり床の間をぬって行く︒すると︑乗員

絡員起し︒﹂と呼んで︑つり床の間をぬつ

こうかんばん

らこちらにもやひしてみる漁船からは︑朝

71110874107432166539864376554110965

39

て一て

九631図︑爲次︑おどろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

九634図國 ︑﹁弓矢に當りて死するは︑つはもの
九636図幽 らん︒汝を殺して︑われも死すべきな
九645図

介義義︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しけ

すけよしかげ

九638図 かがめ顔を押さへて︑矢を抜き取りけり
九646図圖 なたへたまはりて︑なにがしに張らせ
九647図国 なれたるものにて候︒﹂と申しければ︑
あっち

九653嘉定 ︒まだらになりて見苦しかるべし︒﹂
からず︒家に錦りて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとり

九661図 て︑安土に引き來て商なふものあり︒信
九665図

かまから舌下を送って︑このかまの中の丸

もむうに立ちあがって︑さしわたしニメー
︑かまがいらいらしてるるなと感じた︒ど

︑かまの前にすわって︑もくもくと立ちの

忌むらさき色に攣って行くのを心に念じた

二三日たってから︑かまの口を開
︒三十何年炭を焼いてみても︑かまから取

ぼくに世話をさせてください︒﹂父は︑

は︑しばらくだまってゐましたが︑﹁︿略﹀

九797園
九798

九799園 指毒していただいて︑ひとつ一生けんめ

九799園 さんによく指圖していただいて︑ひとつ

九801

︒ぼくは︑うれしくてたまりません︒さつ

が︑ズ略﹀︒﹂と許してくれました︒ぼくは

九7910囹生けんめいにやって見るかな︒﹂と許し
九802

九805園 とはだんだん話してあげようが︑第一は

九806園 をよくかはいがってやることだ︒日本の

九805園 らう︒ひとつやってごらん︒こまかいこ

九809園 に悪いくせがついてしまふのだ︒しんせ

の次には︑何とかしてうまく嶢きたいもの

こすってみた︒堅くて︑うまく焼けてみな

を︑指の先でこすってみた︒堅くて︑うま

堅くて︑うまく焼けてみない︒火のまはり

九809園 だ︒しんせつにしてやれば︑馬ほどすな

︒をかしいなと思って︑煙突へ通じる口を

ならず︑北斗をつれて運動に出かけました

もいっそう深くなって來ました︒寒い冬の

でうちの馬屋へつれて蹄りました︒いよい

長い夏も過ぎ秋が來て︑野山の草木が枯れ

た︒足もしっかりして來ました︒さうして

ました︒放牧に出してから︑北斗のからだ

しさうに遊びまはってゐました︒放牧に出

馬がたくさん來てるて︑母馬の草をたべる

な子馬がたくさん來てるて︑母馬の草をた

と︑すぐ牧場へ行って見ました︒牧場には

くは︑せっかくなれて來た北斗を︑手もと

なると︑母馬につけて︑近くの牧場へ放牧

は乳を飲むのも忘れて︑ひよう長い足で元

だんだんぼくになれて來ました︒時には乳

ん︒日がたつにつれて︑だんだんぼくにな

寄っては︑乳を吸ってばかりゐます︒その

ると母馬にすり寄っては︑乳を吸ってばか

うさうな目つきをして︑始めて見る世界を

︒一週間ばかりたって︑親子とも馬屋の外

8732110877632109976421

も︑ズ略﹀︒﹂と教へてくれました︒子馬の

をこっくとたたいてみた︒どこも悪くは

がうんとこびりついて︑煙の出口をふさい
︑煙の出口をふさいでみる︒これだ︑これ
馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ旧いて
て山の奥の方へ績いてるる︒そりの形をし
木を山のやうに積んで︑源作ちいさんが引
源作ちいさんが引いておりて鳴る︒右へ曲
いさんが引いておりて來る︒右へ曲り︑左
右へ曲り︑左へ折れて︑かまの近くでびた
のやうな魚皮をさげてみる︒腰皮の上に腰

さんは小屋へはいって︑のこぎりを持ち出
に腰をおろし︑切って來たばかりの木を︑

かりの長さにそろへて︑豪しさうにひき始

ぼくの

あの炭焼がまへ入れて︑今度こそは︑上で
︑上できの炭に焼いてみようと考へながら
んは一心に木をひいてみる︒十三

は︑むちゅうになって馬屋へかけ込みまし
見れば︑うす暗くしてある馬屋の奥の方で
しきりになめてやってゐました︒父もあと

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九667図園 かる名馬に乗りて見参に入れたらんに

1198987543199987722110777519765210
子馬をしきりになめてやってゐました︒父
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九669図妻つくづくと聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒
九676図︑大きにおどろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と喜び︑

九682図圓父の入れたまひて︑ゆめゆめ︑世のつ
九687図園︒良き馬にめして︑主君の御感にあっ
しきを信長うち見て︑﹁︿略﹀︒﹂と問へば

九691図 に︑一きは目だちてたくましきを信長う
九692図

九694図問へば︑家臣答へて︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒

九695図園 て︑商人の引きてまみりしを︑一豊が
九698︹凶國 ︑コ豊は仕へて日なほ暴く︑家も貧
九6910図﹂と︑しばし感じてやまざりけり︒十一

九702図圃︑いまあらはれて︑ああ︑はるけくも
しま
九706図無 々のひだ縞なして︑見る目うるはし︒
きり
九714図圏 ともなく霧わきて︑風のまにまに谷間

九724 の梢に︑煙がなびいてみる︒炭焼がまから

九727に︑白い煙がまじってみる︒どうもをかし
九729い︒かまが病氣をしてみるな一iと︑ぢい
九731かまのそばにすわって︑たき口から中をの
九732き口から中をのぞいて火のかげんを見た︒
九734ほのほが立ちのぼってみる︒壁にくり抜か
九736まの中へ吸ひ込まれて行く︒そのかまには
九738 っしりとつめ込まれてみるのだ︒ちいさん

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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て一て
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九842た︒二歳ごまになって︑北斗もめっきり醒
九843したが︑去年と違って︑ぼくが行くと︑北
九844ぼくのところへとんで來て︑鼻をすりつけ
九845のところへとんで來て︑鼻をすりつけます
九845手のひらに塩をのせてやると︑うまさうに
九847 ︑ぼくのそばで遊んでゐます︒いつのころ
九8410︑いつでも青と遊んでみるやうでした︒九

九852に北斗をうちへっれて護りました︒北斗は
九854たり︑足をあげさせてひづめの裏をさうち
九855じっとおとなしくしてゐます︒物に驚いて
九856てるます︒物に驚いてかけ出さうとするや
九857 ほう︒﹂と聲を掛けて︑手のひらで高く首
九857く首やせなかをなでてやると︑すぐ安心し
九858やると︑すぐ安心して静まってしまひます
九858すぐ安心して静まってしまひます︒この間
よくめんだうを見てやったから︑北斗は
九8510園

九864 のこのことばを聞いて︑ほんたうにうれし
九871り︑軍人さんを乗せて堂々と歩くでせう︒
九872は北斗のために喜んでやりたいのです︒吸
九876うに美しくかがやいてゐます︒ちよつと見
九878あり︑位置もきまってみるのですが︑ただ
九878が︑ただぼんやり見てみるだけでは︑いつ
九882 ︑まつ聖霊へ向かって立って見ませう︒四
九883聖北へ向かって立って見ませう︒北の空に
九886からしだいに見あげて︑頭の眞上まで行く
九889は︑見る場所によっていくぶん違ひます︒
九898うなかつかうになってゐます︒この七つの

九901をなほ右の方へ延してみませう︒すると︑
九907航海の目當てとなってくれたのは︑この星
九909の星は︑時刻によってかなりあり場所が攣
九9010
なりあり場所が攣って行きます︒今どれか

九911端にすれすれに當てて︑下からじっと見て

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九時に北斗七星を見てその位置を計え︑凶

眞機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふた

もっとくはしく調べて見ますと︑北の空で

もだいたい東から出て西へはいるのです︒

は︑西へ西へと移って行くのです︒日や月
︒日や月が東から出て西へはいるやうに︑

星は︑軒端にかくれて見えなくなります︒

て︑下からじっと見てゐますと︑やがてそ

九978︑なかなか前へ出してくれない︒ぼく一人

九978

九977

九977

九975

九971

九968

九966

九965

九963

九961

が︑いくら力を出して泳いでも︑なかなか

からだを浮かしてみてくれた海が︑いくら

までからだを浮かしてみてくれた海が︑い

が︑だんだん近づいて曇る︒初めは何も氣

本松を目盛てに進んで行く︒いつもそばを

き︑二足で水をけって進む︒二列に並んだ

面とすれすれに飛んで行く︒ゆっくりと︑

岸はだいぶ遠くなって︑人も家も︑小さく

あった︒薄青く見えてみた海の水が︑いつ

ゑんりよなくはいって塗る︒うっかりする

九981園

九979

き一けりに力をこめて︑潮の流れと戦ふ氣

された︒潮流に負けてはならないと︑ぼく

中心に︑圓をゑがいて動いてみるのだとい
︑圓をゑがいて動いてみるのだといふこと

夢はわれわれの住んでみる地球がまはるか

九984
九986

ちんとそろって進んでみた列が︑だんだん

だ︒きちんとそろって進んでみた列が︑だ

﹁島の端をまはってしまへば︑あとはら

れを考へに入れないでおきませう︒さて︑

九985
いくつかの星を加へて︑大熊座といひます

九986

列が︑だんだん乱れて行った︒おくれる者

のを︑大熊座に指して小熊座といひ︑小熊

九9810

九986

九992

九991

んも︑だんだん弱って來たやうだ︒﹁︿略﹀

かない︒並んで泳いでみた小島くんも︑だ

にはいかない︒並んで泳いでみた小島くん

︑先頭からかけ離れて︑間をつめようとし

人落ち︑三人落ちして︑とうとう先頭から
ろのろと曲りくねって連なる十ばかりの星

九993

九992

九㎜1 る︒顔を水にひたして︑からだを浮かすや

九9910 ︒水の中で︑もがいてみるやうである︒四

九㎜1 だを浮かすやうにして泳いだ︒一本松を四

をしっかり心にだいて︑先頭から順々に海
熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ

石のやうにこはばつて曇る︒先頭からは︑

九㎜4は︑どんぐおくれて行く︒もう︑だめだ

九欄3

九姻2 ところで手招きをしてみるやうだ︒手足が
つて行く︒思ひきって︑からだをずぶりと

九㎜9 らは︑何も考へないで︑まるで機械のやう

三川2 と前の方へ輕く進んで行った︒がけの下を

の上に︑大きく立ってるるのが見えた︒も

になった︒立ち止って︑手を前へ延し足で

九㎜10
へ︑それが顔に討って︑目や鼻へゑんりよ

浮かんだ︒風は吹いてみないが︑波が︑目

一足ごとに深くなって行く︒思ひきって︑

けると︑ひやっとして氣持がよい︒ひざか

ら順々に海へはいって行った︒熱い海岸の

あま

を美しくまき散らしてみるのが見られます

邊︑北から南へかけて︑天の川が︑夏の夜

から︑よく氣をつけて見ないとはっきりし
︑これははっきりしてゐますから︑だれで

星との間に尾を入れて︑小熊座を包むやう

北極星を柄の端にして︑北斗七星とどうや

おほぐま

斗七星を青女てにして︑その附近を見ると

︒ぼく一人かと思って前の方を見ると︑み

間ぐらるふたをあけておくと︑この圓をゑ

109744298732186543198729866543321

九細4 裏側の海岸が︑見えて來た︒青々とした木
九柵3囹

九柵5囹

九㎜4園
やうに︑準備をしておくことなのです︒

ろいうなお話をしてください︒またみな

この方の仕事をしていらっしゃいます︒

九柵9園

九柵9園

九柵8囹

九㎜4囹

と︑しっかり確めてから︑みんなに乗つ

の爆音を聞いてみて︑順調であるか︑そ

︑その爆音を聞いてみて︑順調であるか

です︒試運韓をして︑その爆音を聞いて

︑いちばん注意して調べるのは︑焚動機

やうに手入れをしておくことなのです︒

︑遠い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行

九梱5 海面に影を投げかけてみる︒その向かふに
九棚9 力を腕と足とにこめて︑遠い傍耳をめがけ
九梱−〇

九柵9園

ら︑みんなに乗ってもらひます︒﹂太郎﹁

は家の中がむっとして︑柱も壁も︑さはる

秋らしいものが見えてもよささうなもので

さはだれも畳悟をしてみるが︑八月もなか

歎聲が口をついて出て遜る︒眞夏の暑さは

いの歎聲が口をついて出て罵る︒眞夏の暑

九川7園

九川7囹

四川6囹

ころをきれいにしてやったりします︒﹂

り︑燃料を補充してやったり︑よごれた

ちこちに油をさしてやったり︑燃料を補

九川5囹︑機械に手を當ててやうすを調べます︒

九m5囹

母が額に手を當てて︑熱のかげんをみた

九m2園．﹁飛行機がもどって來た時には︑どんな

︑海の 底 を 走 っ て み る の ね ︒ ﹂

︑ざあっとすべって行く車輪の響き︒﹁︿

海底

たちを一旦に運んでくれる︒﹁︿略﹀︒﹂

九柵10囹

九佃10囹

けて︑元氣よく泳いで行った︒十六

︑あの 下 を 通 っ て 來 た の ね ︒ ﹂

しさうに船が動いてみる︒﹁︿略﹀︒﹂

どうやら熱氣を吐いてみる︒二階へあがつ

九m9囹

のおほひをはっして︑機械に手を當てて

みる︒二階へあがってみても︑さして涼し

なんかするのと似てゐますね︒﹂をぢ﹁さ

やねがはら

勇﹁敵揮でも受けて婦つた時は︑どんな

九麗5囹︒飛行機のもどって來る時刻がおそいと

よ︒飛行機にとって︑整備兵は母親のや

九擢8囹

よくこれまで戦ってくれた︑手がらを立

いところをさすってやったりするのです

九麗9囹

た︑手がらを立ててくれたと︑手を合は

九章1囹

かかすかに羽音がして障子に重くばさと止

九麗10囹

たと︑手を合はせて拝みたい氣持にさへ

九麗3囹

すかに黄色味を幣びて︑壁やへいの強い反

10囹

屋根瓦が少ししめって直る︒夜の燈火をし
が蛾や︑こ
︒夜の燈火をしたって重る虫は︑

がいくぶんやはらいで見える︒梢吹く風が

九

せ

早筆の穂が出そろって白く波打つのが︑秋

九十3囹

九柵4二上を堂々と出嚢して行く時です︒﹂太郎﹁

わ

やがて二百十日が來て︑農家はただ風ばか

グライダーを作って飛ばしただけでも︑

行機の整備ができて︑爆音勇ましく五十

ぎが家の中へはいって︑床の下や壁の中で

飛行機の整備をしてゐられるをぢさんに

九冊6園

︒をぢさんを食んで︑いろくお話をお

れるをぢさんに來ていただきました︒を

に空をかけめぐってゐます︒あらしにあ

る時に︑無事蹄って來るのですから︑う

すから︑うれしくてなりません︒愛機の

ロペラにだきついて喜ぶ人さへあります
︒﹂をぢ﹁かはいくてなりません︒飛行機

︑ああ︑よくやってくれたなといひなが

の調子に氣をつけてみたり︑燃料や︑電

ながら︑翼をなでてやったりしますよ︒

さんの計器が並んでゐます︒これらの計

人たちの手によってなほさなければなり

時のことをお話してくださいませんか︒

﹁ただ一心にやってゐますので︑苦しい

大きな手袋をはめてみては︑しめられま

に指がこはりついてしまって︑わるくす

な手袋をはめてみては︑しめられません

はりついてしまって︑わるくするとくさ

かないので︑温めてやるのに苦心をしま

手つつ手袋を脱いで︑仕事をします︒そ

ところで修理をしてみると︑まるで汗と

ぐっしょりになってしまひますよ︒﹂勇﹁

機がたくさん並んで鶴って來る時︑あれ

ちよっと色をぬっておくとか︑何とかす

くさん並んで節って來る時︑あれは自分

んなしるしがつけてありますか︒﹂をぢ﹁

顔をかくことにしてゐます︒﹂春枝﹁いく

︑お話をうかがって︑飛行機の整備の大

春枝﹁いくつかいてありますか︒﹂をぢ﹁

はり飛行機に乗って敵地を爆撃したり︑

けれどもよく考へてごらんなさい︒飛行

かせくださいまして︑ありがたうござい

たちはかたく信じてゐます︒﹂勇﹁よくわ

九槻3図圃 山河愛馬と越えて月の秋

・り・つ

九榊4園機の身の上を案じてゐます︒こんな心配

次郎は︑ 兄に呼ばれて座敷へ行った︒見れ

じ

九星7

す︒あらしにあってはみないだらうか︑
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園囹園囹園画期園園園囹園筆墨園囹園園園園園長園囹囹囹囹園囹園
円心5囹︒こんな心配をしてみる時に︑無事蹄つ

九M2圏

九M2園
ましい働きを聞いて︑たいへん感激して
︑たいへん感激してみるのですが︑それ
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九泉10囹

『『翠翠ぎや恥がすか9屋霧やゐど、鍬、歎い真砂圏富鉱
く知りたいと思ってみたのです︒をぢさ
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やかに中天にかかってみる︒その時ふと耳
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123

つのまにか涙で光ってみた︒甚次郎は︑こ

御威光を昔に返しておくれ︒﹂甚次郎の

も早く毛利を討って︑御威光を昔に返し

だんだん攻め寄せて來る︒成人したら︑

れをよいことにして︑敵の毛利がだんだ

は︑昔にひきかへておとろへるばかり︑
まロつり

た︒﹁︿略﹀︒﹂といって頭をさげた︒母はそ

り︑家の名をあげてくれ︒﹂甚次郎は︑

十歳の時︑軍に出て敵の首を取ったほど

たかぶとが︑かざってある︒兄は︑改つた

九梱10

九梱8

九捌5

九㎜10

九燭9

九㎜8

九㎜6

九柵2

九三1

九㎜5

九欄4

精兵が堂々と進軍して來た︒富田城がまだ

早川隆景を副將として︑一思五千の精兵が

に︑今まで敵についてみた愚臣が︑績々と

に入り︑一城を築いて三度ときの聲を作つ

ををしくもかういって︑衣を脱ぎ捨て︑尼

おひおひ京都に集って來た︒かれらは︑鹿

は蝶のやうに浮かれてみた︒そのうちに︑

鹿介は︑身をやつして京都へのぼった︒職

子義久は︑涙をのんで敵に降った︒富田城

糧食がとうとう書きてしまった︒城主尼子

もとにぐったりとしてみた︒﹁︿略﹀︒﹂鹿介

染まった短刀が光ってみる︒狼介の大きな

絶世2 みたこの汽車に乗れて︑ほんたうにうれし

九㎜1 乗ってみたいと思ってみたこの汽車に乗れ

九㎜1 のである︒一度乗ってみたいと思ってみた

芦川7 しい︒母も何かいってみるやうだが︑こち

九慨9 今もいういうと流れてみるll月ごとに︑

二物6 のもとどりをつかんで引き倒した︒七難八

九塀5

九槻2 知るや︑身をかはして︑ざんぶと川へとび

九鵬10

九鵬10

九鵬10

見せてちう返りをしてみた︒突然︑後から

では︑白い腹を見せてちう返りをしてみた

水にすれすれに飛んでは︑白い腹を見せて

︿略﹀︒﹂盛事は喜んでをどりあがった︒﹁︿

て︑城外を見まはってみた︒川をへだてた

う敵方にも知れ渡ってみた︒敵方に︑品川
︑心尽は部下をつれて︑城外を見まはって

九悩3

九悩2

九偽8

九鵬5

九鵬3

九撹8

方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑みか

磨の上月城を占領して︑ここにたてこもつ

は秀吉の軍勢に加って︑毛利攻めの先がけ

長は大きくうなついて見せた︒つひに再び

志があることを知って︑かれをたよった︒

︒勝久は危くのがれて︑再び京都へ走った

︑むざんや枕を並べて討死した︒勝ちほこ

すべての軍兵を率みて︑富田城の南三里︑

九㎜12

九㎜12

九㎜10

九㎜12囹

九短11

九㎜10

ヤ少女が︑給仕をして働いてみた︒﹁︿略﹀

あの山の墨筆を話してあげようといへば︑

九㎜8 シや婦人が本を讃んでみる︒熊岳城に近づ

九㎜2囹

が︑給仕をして働いてみた︒﹁︿略﹀︒﹂

る︒ぼくがそれを見てみると︑﹁何を見て

九鼎9 洲の畠はよく耕されて︑農家がぼつぼつ見

す
が巣をいくつも掛けてみる︒ぼくがそれを

おかあさん︑行ってまみります︒﹂ぼく

︑大勢の人にまじって見える︒天略﹀︒﹂ぼ

弓をこわきにはさんで︑ざんぶと水にとび

九三5

に乗じてうばひ取って︑みかたは一時氣勢

九矧5園

だ一人︑流れを切って進んだ︒狼介は︑弓

代議9

援軍は敵にはばまれて近づくことができな

ばやかはたかかげ

は︑鹿革を中心として︑主家の再興を企て

てふ

りやうしよく

かかる三日月を仰いでは︑又略﹀︒﹂と祈つ

九齪5

九槻4

新左衛門を組み伏せてしまった︒すると︑

ころ毛利軍に決まれてみた︒失立は︑戦つ

九矧4

みた︒鹿介は︑戦ってしばしば手がらを立

は︑弓に矢をつがへて鹿介をねらった︒尼

九悩9

七萬の大軍に團まれては︑上月城は一たま
九燭5園

九燭3

﹂勝久は︑かういって鹿介に感謝した︒鹿

ない︒弓折れ言書きて︑勝久はいさぎよく

ま

四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒し

九燭7

九燭2

九燭10

︒川端の石に腰掛けて︑來し方行く末を思

じりじりと照りつけてみる︒川端の石に腰

を告げ︑許しをこうてわざと捕らはれの身

︿略﹀︒﹂といひつけてるた︒北の方では︑

車内の温度をあげてくれたまへ︒﹂とい

日も雪の日も待ってるたが︑とうとう山

は船とともに沈んでしまった︒母は︑そ

が︑途中海が荒れて︑むすこは船ととも

短したかひがあって︑りっぱな身分にな

声望小山へのぼって待ち乾けた︒むすご

たって︑もう飾って折るころになったの

つた︒何年かたって︑もう饒って來るこ

のため山東へ渡って行った︒何年かたつ

ゆうがくじゃう

かささぎの巣を見てみるのさ︒﹂しかし︑

みると︑﹁何を見てみるの︒﹂と︑後か

上伊織介がそれを見て︑届書﹀︒﹂と︑これ

九三1

大太刀を抜いて切ってかかった︒しかし︑

介は︑男泣きに泣いて主君におわびをした

︒﹁︿略﹀︒﹂かう叫んで︑狼介は太刀を投げ

九搦6

111076643222
園園園囹園囹囹鷺苔

ひでよし

も手早く矢をつがへてひようと射る︒ねら

九鵬2

狼介は切りたてられて︑しだいに水際に追

九燭8

︑出雲に旗あげして︑一時でもその領主

水際に追ひつめられて行った︒﹁︿略﹀︒﹂か

がひに呼吸をはかってみたが︑やがて狼綿

皇室8

おのれそのままにして置けようか︒七難八

洲の端にすべり込んで︑思はずよろよろと

九九九九九九九九九九
204 204 204 204 204 204 204 204 204

あげいおりのすけ

てた︒狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑

のごとく引きしぼってみる弓のつるを︑ふ

97742210109764321811765107654431751
言詮園出港 園園
弓は滞身の力をこめて︑鹿介を投げつけよ
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あんざん

九品1 い山の峯が白くなってみる︒何だか空がく
九踊1 ︒何だか空がくもって來た︒鞍山の製鋼所
さうち

九踊4 あ﹂は防音装置がしてあるので︑二六を渡
九㎜8 ﹂ボーイがさういって煮たので︑ぼくは︑
古㎜12 列車がいくつも止ってをり︑滞人の赤帽が

感得9 スタンプを二つ押してもらった︒奉天に着
九㎜1 しさうに荷物を運んでみる︒騨前には︑馬
面㎜1 が行ったり來たりしてみる︒ここで︑兵隊
九㎜4 けである︒雲が切れて︑日光がさして來た
九㎜4 切れて︑日光がさして転た︒雲はしきりに
九㎜5 を︑そのかげがはって行く︒﹁あじあ﹂は︑

九㎜4 ︒雲はしきりに流れて︑早春の畠を︑野を
九㎜6 り追ひ越されたりして︑滞洲の大平野をま
こロつ

九㎜10園 あそこの岡を知ってみるかね︒あれは公
九蹴12園 が︑かけっこをしてみる︒﹂と︑元氣よ
かうさく

痴愚3 滞洲物言がひらめいてみる︒そばで︑満人
九川4

めて︑こちらを眺めてみる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

九窟4 ちが耕作の手を休めて︑こちらを眺めてゐ
九町8 に國都新京へせまって行く︒遠く神園院や
九㎜2 んといつしょにおりて行った︒急に車内が
九㎜8 なびいた︒それを見てみたら︑母を思ひ出
九㎜9 手紙を書かうと思って︑食堂車へ行った︒

九㎜8 思ひ出した︒夕食して︑母に手紙を書かう
九㎜10 電燈が明かるくついてみる︒ロシヤ少女の

九㎜11 ︑ぼくの顔を直覧えてみて︑にこにこしな
九㎜11 くの顔を見覧えてみて︑にこにこしながら
九㎜11 しながら食事を運んでくれる︒どこか知ら

209

209

2皿9

210

210

210

210

210

211

211

211

211

のまにか町へはいってみた︒さうして︑時
沸した︒ぼくが急いでおりると︑突然︑﹁︿

がっしりとにぎられてるた︒眞冬のやうに
︑半月がさえかへってみた︒二 大地を開

この北満の土地に來て︑始めての朝だ︒響

くなった︒あこがれてみた大陸に︑第一日

い部屋なので︑急いで上着を着たり︑ズボ

痛い寒さが押し寄せて罵る︒まだなれない

と︑心がからっとして︑全身がひきしまつ

ズボンをはいたりしてみると︑思はず頭を

列する︒風にまじって︑粉雪が降ってみる

じって︑粉雪が降ってみる︒旗竿に高く國
︒するするとあがって行く日の丸の旗が︑
くんじ

が︑風に大きくゆれてみる︒かうした光景
ふぶき

しまる︒酒煮がすんで︑所長の訓示があっ
たくしや

215

九九九九九九九九九九九九九九九九
215 215 215 214 214 214 214 214 214 214 214 214 213 213 213

と一匹の子のろが出て來た︒それつと︑み

どんぐ野原を進んで行くと︑向かふのく

きにのろを追ひ出して行く︒どんぐ野原

九川11 なの顔が︑赤くなってみる︒三

九川10 具をきちんとまとめて集合する︒美しい夕

九鵬8七 度こそ︑つかまへてやるぞ︒﹂また進ん

のがあり︑柱を立てて︑それに字を書いた

に︑楊の枝をたばねて突きさしたのがあり

やなぎ

オボを目當てに歩いて行く︒オボといふの

草原のオ

さうげん

︒のろはびっくりして︑急いで逃げ出した

生まれ︑そこで死んで行く蒙古人たちにと

九㎜2 つたスタンプを入れて︑ボーイに頼んだ︒

︒﹁︿略﹀︒﹂また進んで行くと︑やぶのとこ

九㎜9

林の中へもぐり込んでしまった︒﹁︿略﹀︒﹂

びっくりして︑急いで逃げ出した︒なかな

九 3
九㎜6
九㎜7
九㎜9

く蒙古人たちにとっては︑天と地が生命の

九肪6園 の班は︑朝が早くてたいへんだな︒﹂と
九筋8園 つたが︑もうなれてしまった︒これでも
九珊2 草の畠が︑青々としてみる︒ゑんどうが大
九購2 んどうが大きくなって︑つるを延してみる
九齢3 なって︑つるを延してみる︒このころにな
あさぎり
九購5 赤い花も少しまじって咲く︒朝霧の中で︑
九筋6 をおいしさうにたべてみる︒朝日の光をう
にじ
九珊8 る︒朝日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼつ
九甜8 い春の日も暮れかけて︑手もとが暗くなる

のは︑まだ床についてみる︒ぼくが︑農耕

班が出獲の用意をしてみる︒ほかの班のも

はん

拓に進軍する︒績いて農耕班が出歯の用意

のうかうはん

わかった︒夜が明けて︑最初に出かける班

宿舎の庭へ持って來て植ゑた︒あとで︑﹁

て︑宿舎の庭へ持って來て植ゑた︒あとで

この花を根からほって︑宿舎の庭へ持って

にも︑うぶ毛が生えてみる︒青いものはま

むらさきの花が咲いてみる︒百合のつぼみ

た︒枯草におほはれてみた野原に︑青い草
︑青い草の芽がもえて來た︒よく見ると︑
ゆ り

日一日と暖くなって湿た︒枯草におほは

﹂こんなことをいって︑笑った︒三

え︑谷を渡り︑走って行く︒ぼくたちは︑

ろは︑とぶやうにして岡を越え︑谷を渡り

5442121211987764111110
九珊−o

てやらうと意氣ごんで行った︒散兵の隊形
︒散兵の隊形をとって︑遠巻きにのろを響

どうかしてつかまへてやらうと石門ごんで

もないが︑どうかしてつかまへてやらうと

それから五六日たって︑のろ狩をやった︒
しか
ふのは︑北満に住んでみる鹿の一種である

う︒しかし︑負けてはならない︒諸君は

︑よい試練を與へてくれた︒諸君は︑こ

拓者にしょうとして︑よい試練を與へて

吹雪をもつて迎へてくれた︒諸君をりつ
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211

211

211

211

211
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212
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213

213

213

213

213

213

213

九㎜12 な木の上に星が光ってみる︒﹁あじあ﹂の

九㎜1 た用紙に手紙を書いて︑書壇押してもらつ

209
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囹囹囹園

九㎜3 漏ると急に眠くなって來た︒ふと氣がつく

九㎜1 を書いて︑書間押してもらったスタンプを
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十95図そのまま今に残りて︑とこしへに大御心

十193図圏

しんかう

はなしに信仰となって︑このやうなオボを

十197図圃

たくさんの人が集って來て︑たいへんなに

れい

十了6図 望む︒殿内に入りて御遺物を拝観す︒日
としま

ゆみ

十81図 はめ︑石筆はちびてわっかに寸蝕を馴す
十86図豊島御料地の内にて︑御亡柱の神に御由
かくうんてい
十91図 うに︑御茶屋ありて隔事事といふ︒ほの
十93図くれと御仰せありて︑自然のまま題作ら
十94図くめでさせたまひて︑しばしば行啓あら

みたて

君の御楯と起ちて︑たくましく︑をを

ふところに蹄りて︑安らかに眠れ︑幼

十101ある大尉がこれを見て︑削りにめめしいふ
十102しいふるまひと思って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑こと
十105園たか︒軍人となって︑軍に出たのを男子
十109かつた︒水兵は驚いて立ちあがりしばらく
十109く大尉の顔を見つめてみたが︑﹁︿略﹀︒﹂と
十116が︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑その手紙をさし出
十117 ︒大尉がそれを取って見ると︑次のやうな
十118 のやうなことが書いてあった︒﹁︿略﹀︒﹂大
ぞ︒一命を捨てて︑君の御恩に報ゆる
十122圏團
十128肇国とが思ひ出されて︑この胸は張りさく
はちまん
十128囲国さくるばかりにて候︒八幡様に日参致
十133大尉は︑これを讃んで思はず涙を落し︑水
十133 ︑水兵の手をにぎって︑﹁︿略﹀︒﹂といひ聞
十136園の職孚は昔と違って︑一人で進んで功を
十136園つて︑一人で進んで功を立てるやうなこ
十137園も︑皆一つになって働かなければならな
十138園上官の命令を守って︑自分の職務に精を
十139園
んは︑ 一命を捨てて君恩に報いよといつ

十244

人一人敷へた︒集って來た人々は︑もえて

からあとからのぼって來る老幼男女を︑一

人は︑おひおひ集って來た︒五兵衛は︑あ

十232 だんだん薄暗くなって覧た︒稻むらの火は

十232 た︒日はすでに没して︑あたりがだんだん

や︑黒い岩底が現れて來た︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十223

十219

きなたいまつを持ってとび出して來た︒そ

い︒﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五

︑一刻もぐつぐつしてはみられない︒﹁よ

くさんの稻束が積んである︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十233

へかけ出した︒集いて︑老人も︑女も︑子

村の若い者は︑急いで山手へかけ出した︒

寺では︑この火を見て早鐘をつき出した︒

だ︒村中の人に來てもらふんだ︒﹂村中

た︒﹁うっちゃっておけlI大圏だ︒村

若者が︑かけあがって來た︒かれらは︑す

︒高垂から見おろしてみる五兵衛の目には

十236

十242園

十242園

十2310

十238

十236

十231 まま︑沖の方を眺めてみた︒日はすでに没

十229 の稻むらに火をつけてしまふと︑たいまつ

十227 した︒風にあふられて︑火の手がぱっとあ

十224

十223 入れるばかりになってみる︑たくさんの稻

十223つを持ってとび出して來た︒そこには︑取

十222

十219とも一のみにやられてしまふ︒もう︑一刻

十218 つた︒このままにしておいたら︑四百の命

十216

十215 波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海岸には

十215 そこに吸ひつけられてしまった︒風とは反

十212 の支度に心を取られて︑さっきの地震には

︑五兵衛は家から出て來た︒今の地震は︑

が乳房にすがりて︑すやすやと眠りし

＋1310囹
恩に報いよといってゐられるが︑まだそ

十245

て來た人々は︑もえてみる稻むらと五兵衛

ちぶさ

十142囹中一同残念に思ってみる︒しかし︑これ
十144園ざましい働きをして︑わが高千穗艦の名
十145囹おかあさんにいってあげて︑安心なさる
十145園さんにいってあげて︑安心なさるやうに
十148 ︒水兵は︑頭をさげて聞いてみたが︑やが
十148は︑頭をさげて聞いてみたが︑やがて手を
十148が︑やがて手をあげて敬禮し︑にっこりと
十149し︑にっこりと笑って立ち去った︒三 姿

十245

十205

十173図工︑にっこりとして天蓋を押し開き︑二

十246

てんがい

十174図圏
二王立ちとなって僚機に別れを告げ︑
十181図魍
︑母の心に生きて︑今日の入城を待て

十201図圃

十99紙を讃みながら泣いてみた︒ふと︑通りか

さんの人が集って建て︑たいへんなにぎは
︑まもなく夜が明けて朝日ののぼるころに

きよう

ど︑潮がさっと引いて行くやうである︒さ

いところへ散らばってしまふ︒それはちや

まふが行はれたりして︑祭の氣分墜局まつ
︑祭の氣分は高まって行く︒草しいにぎや

よ

できないことになってみる︒鯨圏ハとして︑

される︒

一度かうしてオボの祭にえらばれ

式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ

は︑もう儀式は終ってみる︒式後︑神に供

1

少しつつ大きくなって行く︒夏の初め︑草

である︒旅に出かけて行く人が︑オボの前

渡すかぎり上々として︑何一つ目にはいら

11
2
7
4
4
3
5

4
6
8
12121010

十43図 神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に
十45図 ︑さくさくと鳴りて︑参舞の人々︑あた
しんみき
十48図もなき木立となりて︑神域いよいよ嚴か
十51図 らんとす︒左折して更に大鳥居を過ぎ︑
十57図 ︑一幅の給書に似て︑しかも尊嚴のおも
十59図屋の水に屯すすぎて︑この門を入れば︑
十63図 かっく︒つつしみて︑御在世中の大御歌
十67図 かな と︑神かけて祈らせたまへるを︑
十68図憲としづまりまして︑御みつから世を守
十72図 西神門を出でて行く道は︑しばし森
しばふ
十74図 がて木立遠ざかりてみどりの芝生遠く廣

221

45
て一て

十274 ︑日は西へ傾きかけてみる︒もろこしの葉

十273 の月がうっすらと出て︑日は西へ傾きかけ

十268 衛の前にひざまついてしまった︒五

十268 つくと︑ただだまって︑五兵衛の前にひざ

十267 人は︑この火によって救はれたのだと氣が

十265 火は︑風にあふられてまたもえあがり︑夕

十264 だあきれて見おろしてみた︒稻むらの火は

十263 た村を︑ただあきれて見おろしてみた︒稻

十263 ︑波にゑぐり取られてあとかたもなくなつ

十2510 村の上を荒れくるって通る︑白い︑恐しい

十259 やうに山手へ突進して來た水煙のほかは︑

十258 人々は︑われを忘れて後へとびのいた︒雲

十256 と︑山がのしかかって來たやうな重さと︑

十253

朝鮮

十351

十339

光337

十331

十329

十3110

光318

十315

十314

十313

十312

十311

十3ーノ

十308

十303

かあさんにさういって︑夕飯がすむとすぐ

相手にきぬたを打ってるる︒﹁︿略﹀︒﹂母が

︑父がかますを織ってみる︒又略﹀︒﹂﹁︿調

十3110

すぐ出かけた︒行ってみると︑正男くんの

略﹀︒﹂母が棒を取って︑とんとひやうしを

十338園

に望遠鏡をすゑつけて︑にいさんと正男く

をむにやむにやさせて︑なかなか答へない

せようとして話をしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

を寝つかせようとして話をしてみる︒﹁︿略

の火が︑心細くゆれてみる︒おちいさんが

︒寒さが骨身にしみて︑しいんとする︒田

上の水がめが︑ゆれて鳴る音だ︒寒さが骨

こんといふ音が通って行く︒水汲みに來た

木が︑ぬうっと立ってるる︒ぽこん︑ぽこ

うにして︑またたいてみる︒井戸端のうる

はりついたやうにして︑またたいてみる︒

貞童が︑空に向かって歌った︒冬の夜

がん
空を︑雁の群が渡ってみる︒﹁︿略﹀︒﹂一郎

十2410 の薄明かりをすかして︑五兵衛の指さす方

十277 ︑︼郎と重三が遊んでみる︒貞童が︑萩の

十352

ていどう

はぎ

十353

きやく
が︑三脚の上にのってみる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十297

十297

て來た︒﹁生かしておかうや︒﹂

ぼ取りをやめて蹄って來た︒﹁︿略﹀︒﹂

︑とんぼ取りをやめて蹄って來た︒﹁︿略﹀

十296 んな赤いタ日を受けてみる︒一郎と閣下は

十295 な黄色︒櫻も紅葉して︑みんな赤い夕日を

十293 てるる屋根に︑干してあるたうがらしが虞

十293 る︒まだ西日を受けてみる屋根に︑干して

十392

十391

光388

十387

十376

十368

十367

十366

出した熔岩が︑流れて固まったものでせう

の昔︑すっかり冷えてしまった天髄ですか

ん︑月は地球と違って︑とっくの昔︑すつ

れもこれもけはしくて︑低いのでも三百メ

キロもあるといはれてゐます︒かうした火

でこぼこが︑目立って見える︒﹁︿略﹀︒﹂と

すっかり感じが違って︑今に露でもしたた

くっきりと浮き出して見える︒それは肉眼

︑正男くんにいはれて︑ぼくは望遠鏡に目

あ︑きみものぞいてごらん︒﹂と︑正男

十298園

十398

す︒この望遠鏡で見てもわかるやうに︑月
︑目が痛いほど光って見えるでせうが︑陰

月の世界に都があって︑そこで天人が舞つ
︑そこで天人が舞ってみるなどは︑實に美
さんごじゅ
き實︑夕日を浴びて︑さながら珊瑚珠の

られないものになってゐます︒ごらんなさ

地球が︑天にかかって見えるわけです︒か
︑平和な氣持を與へてくれるものはありま

黒な大空に突つ立ってるるとしたら︑どん

到るところにそびえて︑それが二黒な大空

8195217107419310643198838886395423

も︑妹も︑だまって箸を動かしてみる︒

つて︑戦地へ行ってみるをぢさんを思ひ

今は部隊長になって︑勝地へ行ってみる

ぶきがほとばしって︑爪を黄いろく染め

うか︒﹂と︑投げてくれたをぢさんは︑
つめ

に︑ふとほほ笑んで︑﹁あげようか︒﹂と

の木の梢をつついてみた隣りのをぢさん

く海外にも傳はりて︑名工のほまれはな

重ね︑工夫を積みて︑つひに柿右衛門風

皿を薄手にささげて︑しばしかま場にご

と力ある聲に叫びて︑立ちあがりぬ︒あ

なやかにさし出でて︑かま場を照らせり

き︒鶏の聲を聞きては︑はや心も心にあ

しだいに物を運びて︑かまの火にことこ

ゆる柿の色を求めて止まざりき︒かくて

︒人はこの様を見て︑たはけとあざけり

師を見かぎり去りて︑手助けをする者一

夫に心をうばはれては︑おのつから家業

はただぼう然として︑歎息するばかりな

はくだき︑くだきては嶢き︑はてはただ

︑いたづらに焼きてはくだき︑くだきて

よ︒﹂とつぶやきて︑直ちにまたかま場

魍圃圏翻圃道心図図図図図図図図図図図図図図図図

常な速さで押し寄せて來た︒﹁津波だ︒﹂と

十279 とんぼはすいとそれて︑仁摩の方へ飛んで

十353

十279

十354

にこしながらだまってみた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

畠の方へ飛んで行ってしまった︒﹁︿略﹀︒﹂

十289 ら︑豆畠の方へ走って行く︒豆が︑かさか

十364

これだけ︑たたいてしまはう︒﹂母が棒

十279 て︑豆畠の方へ飛んで行ってしまった︒﹁︿

十291 をたきだしたと見えて︑紫色の煙が村中に

十365囹

︑代る代る観測をしてみる︒長さ一メート

十293 り︑わら屋根が浮いて見える︒まだ西日を

十292 煙が村中にただよってみる︒その煙の中に

十301 ︑じっととんぼを見てみる︒市場錦りの朝

ようがん

十302 ︑けたたましく鳴いて過ぎる︒タベの光を

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
50 50 49 49 49 49 48 47 4了 4了 4了 46 46 45 45 45 45 45 44 44 44 44 43 42 42 42 42 41 41 41 41 40

まなざしがかういってみる︒死といふもの

十508圏まって箸を動かしてみる︒そろって健康 十604貼に來て︑雨をついて雲の下へ出てみたが
十604をついて雲の下へ出てみたが︑敵艦の影は
十509圃 してみる︒そろって健康に働く家族の︑
十514圃 の顔を打つ︒明けて行く朝︑窓ガラス越 十605て夕やみがたちこめて︑何物も見ることが
十531 臨時の知らせを聞いて︑はっとした︒私は 十606た︒むちゅうで飛んで來たのが︑翻りとな
十532 は大波のやうにゆれてみた︒勇ましいやう 十613と夜のとばりが明けて行かうとする基地で
十534 持があることを知って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自分 十614は︑ぎらぐと光ってみる︒﹁蕗﹀︒﹂﹁︿略
﹀︒﹂﹁はい︑死んで蹄ります︒﹂訓示に
十617扇

面十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
69 68 68 68 6了 6了 6了 6了 66 66 66 66 66 65 64 64 64 63 63 63 62 62 62 62 61

十535園 英の飛行機が飛んで謀るかも知れないの

十543囹 に︑畳悟がきまってみたはずです︒﹂

出得し︑八時を過ぎて︑大編隊は︑敷隊に

立つた︒進むに從って空は明かるく︑眼下

編隊は︑軍隊に分れて次々に南へ飛び立つ

かる︒何時間か飛んで︑まさしく導水艦の

は︑この報をとらへて一路機首を北へ向け
︑まっしぐら︒績いて︑第二報があった︒

員の目は一つになって︑海の上へ焼きつく
騙逐艦三隻が先行してみるではないか︒各
さくれつ

ぬ

である︒高度をさげて行くと︑敵艦は︑い

炸裂する砲揮を縫って︑たちまち爆弾を堅
く弾幕の中をめぐって︑二度めの爆撃に移
一面にしぶきを立ててみる︒まことに死の
するやうに落ち着いて︑極めて正確に次々
海面すれすれにおりて嚢射した魚雷が︑み
くぢら

く

ウェールズに命中して︑砲艦から︑マスト
二艦の針路をねらって︑それぞれ右から早

きな鯨がもりを食ってあばれるやうにもが
番機が︑魚雷を放ってその右舷前方にさし

＋6910の水兵が甲板に倒れてみる姿が︑はっきり

治696 ︑それも直ちに消えて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ感
十698感じに攣る︒直立して︑この勇士に別れを

十701に右手で顔をおほってみる兵もあった︒大
十702 つた︒大きくめぐってふり返ると︑やがて
十707撃機隊は︑引きあげて行った︒六
十712ぐらみの速力で走ってみた︒船齢は︑ぐつ
十713は︑ぐっと左へ傾いてみる︒そのすぐあと

十713から︑騙逐艦がついて行く︒まもなくウェ
十714ズの速力は急に落ちて︑ほとんど停止した
十718立ちあがった︒動いてもう一度爆爽すると
十719 マライの海へのまれて行った︒あたり一面
＋7110が︑きらくと光ってみた︒七

人々から︑かういってあざけられた︒佐吉

十722握ると︑司令は泣いてみた︒大任を果した
十724泣きながら走り寄って︑われわれの手をに
十728青い波頭がかがやいてみた︒この波頭へ向
十728た︒この波頭へ向けて︑大きな花束を落し
﹁機ばかりいじってみて︑をかしなやつ
十733園
ばかりいじってみて︑をかしなやつだ︒
十733囹

はすでに火災を起してみたが︑砲火はほと

︑速力がぐっと落ちてウェールズの後方︑

機隊が︑次々に現れて攻撃にかかる︒深手
︒四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふ

十756 ︑たて糸の間を縫って行くよこ糸であった

十751決してゆるがせにしてはおかれない︒今の

今にきっと成功してみせます︒しばらく
十747囹

十746したり︑慰めたりしてくれたのは︑母であ

のことを考へないで︑みっしり仕事をや
十741園
つしり仕事をやってくれ︒﹂とさとした
十742園
十745の大工の家にあづけてしまった︒この間に
十746 つた︒この間に立って︑佐吉を働ましたり

ると︑父も︑だまってはみなかった︒﹁︿略

機のことを調べ説けてみたのである︒﹁︿略

の仕事を助けて働いてみたが︑ひまさへあ

の大工の仕事を助けて働いてみたが︑ひま

86554
スに命中する︒届いてまた一機︑これも自

ら︑火だるまになって自爆した︒それと同

十十十十十
了3 73 了3 73 了3

十541園 ︑及び黒馬に封して︑日本は敢然と立ち

十544を照らし︑窓を通して教室にさし込んでみ
十545して教室にさし込んでみた︒四時間めに︑
十552詔が︑ラジオを通して奉讃された︒君が代
十553たちは︑かしこまって聞いた︒おことばの
十556も︑心も︑熱くなって行くのを感じた︒﹁
十561雲のやうに消え去ってしまった︒﹁︿略﹀︒﹂
十563 ︿略﹀︒﹂と仰せられてみる︒私は︑神武天
十567皇陛下の大命を奉じて︑今こそ新しい國生
十568みわざに︑はせ参じてみるのである︒勇ま
十569 一つの火の丸となって進む時である︒私た
十571る大きな時代に生きてみるのである︒私は
十田2 り明かるい心になって︑同校から蹄つた︒
十573前で職況に聞き入ってみた︒只只﹀︒﹂とい
あめ
いおことばを聞いて︑まるで天の岩戸が
十577園
＋5710
も︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑目に涙をためなが

十585しきりに作職をねってみる︒シンガポール
十588軍港深くたてこもって︑出港するけはひが
十589 ︑こっちから出かけて行って︑軍港内の主
十589ちから出かけて行って︑軍港内の主力艦を
十599部隊は︑こをどりして基地を飛び立つた︒
十601が輸送船が︑南下して行くのが見えた︒叩
十603くスコールがあばれてみる︒めざす地膚に
十603る︒めざす地味に撃て︑雨をついて雲の下
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は︑なかなか生まれて來なかった︒佐吉は

つた︒設計圖を引いては︑組み立てた︒組

かは︑外耳を見返してやらうと固く決心し

てるる織機を仕あげて︑いっかは︑外國を

＋8410に旅順開城を申し出て來た︒乃木將軍はこ

守備しきれなくなって︑つひに旅順開城を
＋8410

十844笑んだが︑壁に張ってある新聞紙に︑ふと
十845紙に︑ふと目を注いで︑﹁︿略﹀︒﹂といった
十846二
聞紙を︑白くぬっておくやうに︒﹂とい
十847北の記事で満たされてみたからである︒さ

＋8310る︒前日︑壁に残ってみる揮のあとを︑と

十836の一民屋だけが残ってみたのは︑日本軍が
十837本軍がここを占領してから︑直ちに三蓋病
十838十字旗をひるがへしてみたからである︒照

十816ば︑新しい仔が代ってとび出して行くなど
十817仔が代ってとび出して行くなど︑まことに
十823動織機の出現によって︑日本は︑あっぼれ
十825織機が勢そろひをして︑いっせいに活動し
十827 ︒流れ出る綿布を見てみると︑あたかも豊
十828熱情が︑ほとばしってみるやうにさへ感じ
十836 ︑影も形もなくなってみた︒この一民屋だ

十935圓 喜んで地下に眠ってみることでせう︒﹂

十934囹 たちも︑さぞ喜んで地下に眠ってみるこ

十917囹 は︑ずるぶん愛って望ましたね︒攣った

十915 士を集めて︑手粘してるたさなかであった

十914 父のやうにしたはれてみた建軍で︑その日

るだらう︒更に進んでは︑ひとりでに︑布

布がずんずん織られて行くやうにもなるで

佐吉の考へは高まって行ったが︑わっか躍

れた︒佐吉は上京して︑目をかがやかしな

生き物のやうに動いてみた︒かれは︑その

その精巧な機械を見て感心するとともに︑

吉は︑もうじっとしてゐられなくなった︒

せめて自分のめざしてみる織機を仕あげて

み立てた︒組み立てては︑それを動かして

ては︑それを動かしてみた︒だが︑思ふや

將軍は︑口調を改めて︑﹁︿略﹀︒﹂とていね

十861は︑副官にいひつけて︑軍刀と︑帽子と︑
十862子と︑手袋とを持って來させ︑身支度を整
十862させ︑身支度を整へてから不動の姿勢を取
十864れをロシヤ語に上して傳達した︒ありがた
木大占にお願ひして︑陛下に厚く御禮を
十868園
十868囹
く御禮を申しあげてください︒﹂といつ

十975

は︑堅く手をにぎって︑なごりを惜しみな

かけ足をさせたりして見せたが︑中庭がせ

會野津から中庭へ出て︑記念の留手を取つ

十965園 生まれ故郷も書いておきたいと思ひます

十964園 べく一箇所に集めて墓標を立て︑わかる

十9610園

十968囹

は︑どうか保存していただきたいと思ひ

情をいただきまして︑お禮のことばもあ

十963囹 あちこちに散在してみるやうですが︑あ

十958圏雪上孚の時︑乗ってみた馬が揮でたふれ

しん

十953囹 正式の手著きをしてからいただきませう

十953園 一宮軍で受け取って︑その上︑正式の手

十943園 ゐます︒今日乗ってまみりました馬も︑

＋8610は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑うやうやしく畢手

十979

十977
どべい
着た將校が四騎届いて來た︒土塀で園まれ
＋8710

ろうじゃう

十875 けた︒長い間篭城してみた怪士たちに︑こ
十877が︑朝からよく晴れてみた︒十一時十分前
くら
十879馬に︑黒い鞍を置いて乗ってみた︒その後
くコリ
十879黒い鞍を置いて乗ってみた︒その後に︑水

十938囹︑かへって満足してゐられる︒閣下は︑

十934囹 に働くことができて︑私も早足ですが︑

十927

十925園 が︑山上から泳いで來るのには︑面くら

十9110園︒﹂﹁いいえ︑代ってはみません︒初めか

十915 ︑部下の將士を集めて︑世局してみたさな

十914 シや皇帝の旨を奉じて︑部下の怪士を集め

十898 一同は机を取り園んで着席した︒ステッセ

十892園 が︑今開城に當って閣下と心見すること

十892園 祖國のために職っては來たが︑今開城に

十889 ば︑しのぎをけつつて戦ひぬいた両將軍で

十886 金鶏玉章が掛けられてあった︒静かに手を

きんしくんしやう

入り︑片すみに生えてみたなつめの木に︑

の納屋に閉ちこもって︑一心に考へぬき︑

十937園 を二人とも失はれて︑平氣でいらっしや

新しい野里をふるって立ちあがった︒並巾
︑すべて木材によって︑こまかなところま

ところまで作り直して行った︒今までの失

を︑みんな取り除いて︑面目を一新した設

できあがった︒験してみると︑はたしてよ
︑布をみごとに織って行くふしぎな機械に

みんなは︑かういってほめたたへた︒この
︑佐吉の織機を操って︑りっぱに布を三つ

︑りっぱに布を織ってみせた人こそ︑佐吉

ろ︑わが國で使はれてるた外信製の自動織

八年は︑佐吉にとって忘れることのできな

一年にわたる心し

と︑どちらがすぐれてみるかを験すことに
のを五十毫すゑつけて︑

新しい工夫をこらして行った︒それから四

十881

は︑ますます笑はれて︑だれ一人相手にさ

十857図團る︒右つつしんで傳達す︒﹂そこで三
つ の だ
十858 ︑津野田参謀に命じて︑この聖旨を傳達す

十942園 に四頭の馬を飼ってゐます︒今日乗って

ひ
よこ糸は︑仔によって︑右から左︑左から

しひしと身にせまって來る︒しかし︑佐吉

＋8510 ︑二名の部下をつれて︑ステッセル二軍の
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十995図 なぎり瀬は高鳴りて︑さか巻く水も速か

十994図 双々の氷打ち解けて︑川水折ふしかさ増

十987図圃

十欄4ロ騎凶︑ひたたれを解きて見れば︑錦の袋に入

十㎜8図圏が手にかけ奉って︑のちのとぶらひを

十佃7図圖

十佃6図圖

荒地5図

の軍兵満ち満ちて︑よものがし候はじ

へ︒いかにもして助けまみらせんと思

十研8留日ずとも首を取って人に問へ︒見知りた

十柵5

十幡8 二字以上組み合はせて︑ことばが書き表さ

二上5 漢字の﹁生﹂に當てて警んだもので︑それ

十価10

十価9 ろいうな音が行はれてるたのが︑自然わが

あふみ

また︑ことばによっては︑﹁重箱﹂﹁記念日

然わが國へもはいって︑それぞれの孕みな

︑それを漢字に當てて讃んだものです︒﹁

十996図 川霧深く立ちこめて︑馬の毛も甲の色も

十三7図國は︑この人々にておはしけり︒やさし

十宙9 のおもしろみを出してみるのです︒漢字を

十柵9いろく種類があって︑意味の違ひや︑文

からあや

しげどう

なぎなた

十川5男滝纒かと目をかけてかけまはる︒義纏︑

十川4図

十善2 で︑職人の手が動いてみる︒その手は︑盆

十冊10

十佃8園

十冊8園

十湘5園

十湘4

間へ︑こくそをつめて行く︒次の部屋へは

に︑かうしてつめてみるのです︒﹂

すために︑かうしてつめてみるのです︒

みる︒﹁何をつめてみるのですか︒﹂﹁︿

十佃2 である︒障子をもれて与る窓際の明かりで

﹁工場を見せていただきたいのです

十佃4ロ月詣

おとりけん︑届いても飛び得ず︒今はか

十川8図はやとばかり飛んでかかれば︑義経︑長

十川6図

げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒甲の

歯黒3

十佃8囹

十鵬6図︑水の底をくぐりて︑向かふの岸に着き

十割1図

捨て︑胴ばかり着て︑大手をひろげて船

納言知盛これを見て︑教纒のもとに使者

なごんとももり

十鵬10図国 まりに水が潤うて︑馬をば川中より押

十麗2図

て︑大手をひろげて船の屋形に立ち出で

十梱10図

十備4

十998図 のおもてを見渡して︑人々の心を見んと

とて︑これを取って大將義士の見参に入

十全1 詠みならはしによってきまるのです︒殊に

十M5 を書きます︒かうして勤んだり書いたりす

十三6後事近江の湖の末にて候へば︑待つとも待

唐綾をどしの甲着て︑鍬形打つたるかぶ

か
たたかれて書の蚊を吐く木魚か

十川8図圓 馬の腹帯の延びて見え候ぞ︒しめたま
十㎜9図

き︑重籐の弓持って︑敵を散々に射れば

たり︒梶原も績いて入る︒梶原︑﹁︿略﹀

らはらと涙を流して︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば

心身9図︑梶原︑腹帯解いて引きしむる︒佐々木
十㎜6図

十三5 の音と訓とに注意して︑その場合に慮じた

せ

十号10導管につとはせぬいて︑川へさっと打ち入
十柵7図

長刀を左右に持って︑散々になぎ倒す︒

かはぎり

十繊1図

十m9図

みづうみ

十七4図佐々木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる

十鵬1図圖 までたどり着きて候︒﹂と申す︒畠山︑

十麗3図

十島8 ︒急な階段をのぼって二階へ行くと︑そこ

十珈5園漆と︑まぜ合はせて作ったものです︒さ

て︑敵の船を飛んでまはる︒されども義

十脳5図 り︒投げあげられて立ちあがり︑太刀を

十悩4蘭a凶

十麗4図

らば︑教纏組んで生け捕りにせよ︒寄

出で︑大音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけ

がれば︑弓杖ついており立ちたり︒岩波

十桝5図 がり︑太刀を抜いて額に着て︑大音聲あ

十擢4図

がり︑大音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂と名のり

縞馬6図 當て︑大音聲あげて︑警手V︒﹂と名のり

十麗5図題

十伽9

十伽8 ︑そこにも︑だまって塗り物を塗ってみる

十皿9図

十悩9図 かたもこれを聞きて︑ 一度にどっとそ笑

十佃1図

はけでさび色に塗って行く︒﹁︿略﹀︒﹂職人

十鵬1︹図

さし招く︒招かれて取って返し︑みぎは

あふぎ
V︒﹂と︑扇をあげてさし招く︒招かれて

十冊8図

十佃7図

家主を︑どうとけて海へ落す︒績いてか

る︒教子これを見て︑まつ詩評に進みた

十佃6図ろへて一時に打ってかかる︒教纏これを

十稲6図

て海へ落す︒捲いてかかる安藝の太郎を

十槻6 ︑内側ばかりが塗ってあって︑外側はまだ

十擢3囹 て︑それを乾かしてから外側を塗るので

十麗2囹 やうに内側を塗って︑それを乾かしてか

雨梱2

十念1側へ︑黒い漆を塗って行く︒さうして︑時

まって塗り物を塗ってみる人たちがみた︒

十年2庫繭凶

十冊8図

十慨6 ばかりが塗ってあって︑外側はまださび色

れら三人寄り合ひて︑上略﹀︒﹂とて︑小

︑細い竹べらでつめてみる︒塾図﹀︒﹂誌略

十二4図 ひ︑細道にかかりて︑みぎはの方へ急ぎ

十穐5図︑教纏の船に並べて乗り移り︑太刀先そ

れこれ行きちがへて︑教経に組ませず︒

十塒6図 えぎにほひの甲着て︑黄金作りの太刀を

十欄4図 際にてむずと組んで︑馬よりどうと落ち

十冊9図︑右のわきに取ってはさみ︑一しめしめ

貞烈4園行き渡るやうにして乾かします︒この時

ま︑大串をつかんで岸の上へ投げあげた

十価8図沖なる船をめがけて︑海へさっと打ち入

十鵬4図 どうと落ち︑取って押さへて首を取らん

ざっし
新聞や︑雑誌を讃んでゐます︒時には綴り

さみ︑

一しめしめて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑生

中にはわくが仕掛けてある︒﹁︿略﹀︒﹂

まじったごみを取ってみる︒﹁︿略﹀︒﹂主人

十鵬5図 ち︑取って押さへて首を取らんと︑かぶ

十冊10図

り︑太刀先そろへて一時に打ってかかる

決算5図 かぶとをあふのけて見れば︑わが子小次

十島4

十旧1

十鵬8ロ薗凶圖︑いかなる人にておはすらん︒名のら

十鵬6図 小次郎が年ごろにて十六七ばかり︑花の

＋㎜−〇

は︑夜中でも起きて︑心棒を手でまはさ

のついた仕掛があって︑時計が時を刻むの

きで︑わくが回位してみる︒﹁︿略﹀︒﹂

はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑

く天喜を知ってみて︑雨か晴かは︑その

冷しますが︑乾いてしまったら水分を受

と︑あとでちぢんで︑しわができたり︑

た上へ︑上漆をかけて最後の仕あげをする

な工程がくり返されてみる︒﹁︿略﹀︒﹂さて

あがった品物を見ていただきたいと思ひ

すます烈しさを加へて來た︒泳いでみる兵

十伽5 私は陳列室へはいって︑いろくな塗り物
十櫛6 いうな塗り物の並んでみるのを見ましたが
十伽7 物があるか氣をつけてごらんなさい︒さう
十伽8
一つ︑このやうにしてできあがったのだと
十伽9 ふことを︑よく考へてください︒十七 ば
十恥5図圃 すぶ白露のおきてはこぼれこぼれては
十伽6図圃 はこぼれこぼれてはおく
十梛7図鑑 なく障子にはひて日はしっかなり
十㎜3 のコタバルをめざして進んで行った︒折悪
十伽3 バルをめざして進んで行った︒折悪しく月
十協8 やうな猛射を浴びせて來る︒爆弾をかかへ
十伽6 うな翼をひるがへして︑掃射する︒護衛の
十伽7 士が歯を食ひしばって慮職する︒ 一機また
くわえん
十囲8 つと紅の火焔を吐いて︑まっさかさまに海
十伽9 まに海中へ突つ込んで行く︒海岸からの敵
十㎜1 を加へて來た︒泳いでみる兵士の鐵かぶと
︑行く手をさへぎつてみる︒その後には︑

は︑銃劒だけが残ってみる︒兵士は︑もぐ

す

い

折れて一本足になってみるので︑なかなか
︑私は︑箱をかかか
へん
てば
甲ん
板へ出ました︒深
うるし
やうに星がかがやいて︑船は︑黒い漆を流

な海原をけって進んでゐます︒強い潮風が

の氣力は︑なくなってしまひました︒何萬

だ︒満身の力をこめて︑出したことばであ

とするやうにもがいてみるのが︑患者の何

す︒おほひかぶさって來る黒いかげでも︑

射をして脈に注意してゐましたが︑やがて

た︒私は︑注射をして脈に注意してゐまし

目の光もにぶくなってしまひました︒私は

りに黒いかげができて︑目の光もにぶくな

てから急に悪くなって︑全身に冷汗が流れ

者が︑船が揺れだしてから急に悪くなって

うに︑氣味悪くなって來ました︒重い患者

しよになって︑吐いてしまひさうです︒夕
︑海はますますしけて來て︑波や風の音が
あく
はますますしけて來て︑波や風の音が︑悪

者といっしよになって︑吐いてしまひさう

けて胸をなでおろしてみないと︑つひ患者

と︑絶えず思ひ績けて胸をなでおろしてみ

って來ました︒よってはならないと︑絶え

ところどころに置いてある吸ひがら入れに
︑落ち着かなくなって來ました︒よっては

者は半敷ぐらみよって︑ところどころに置

いものでないと思ってゐましたが︑今度は
︑手すりにっかまって支へながら︑働きま

のも︑さらって行ってしまひました︒おか

一時に吹きつけて來て︑氣分の悪いのも︑
︑眠いのも︑さらって行ってしまひました

風が一時に吹きつけて來て︑氣分の悪いの

たやうな海原をけって進んでゐます︒強い

9732877665322110109996652887766542

らは︑爾手をそろへて海岸の砂をほった︒

︑二＋センチと進んで行く︒ぎらぐと太

うに全身を砂に埋めて︑十センチ︑二十セ

とが銃劒を引きずって動いて行く︒砂の上

下を引きずって動いて行く︒砂の上を︑ひ
︑ひとりでにすべって行く︑ふしぎな銃劒

っくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する

を切るはさみを持ってるる兵士が一人︑む

さみを手に手に持って︑次々に鐵條網へい
︑鐵條網の下をほって︑もぐって︑くぐり

下をほって︑もぐって︑くぐり抜けたのだ

ーン︒﹂と音をたてて︑敵の砲弾が兵士の

をあげ︑砂をけ立てて︑いっせいに立ちあ
一線の鐵條網を破ってからは︑とげのある
じゃ

まみれ︑血にまみれて突き進む皇軍將士の
い

者は︑よく寝静まつてゐます︒だまって椅
す

ってゐます︒だまって椅子に腰をおろして
い

て椅子に腰をおろしてみると︑機關の響き
が︑からだに傳はつて來ます︒少し氣分が
ので︑水で顔を洗ってから︑病室の中をま
ました︒毛布を脱いでみる人に︑そっと掛
る人に︑そっと掛けてあげる︒いびきをた
げる︒いびきをたててみる人︑歯ぎしりを
る人︑歯ぎしりをしてみる人︑さうした撰
すまいと︑氣をつけて静かに歩いてみるの
をつけて静かに歩いてみるのですが︑そば
目をあける人があって︑時々はつとします
高い患者の氷が解けてみるので︑冷藏庫か

冷藏庫から氷を持って来て︑みかんの小箱
庫から氷を持って來て︑みかんの小箱の中
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たのが︑二本は折れて一本足になってみる
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十㎜9 が︑嚴重に設けられてみる司そこから五十
十個1 のトーチカが築かれてみて︑あらしのやう
十梱1 ーチカが築かれてみて︑あらしのやうに撃
十梱1 のやうに撃ちまくって來る︒ぬれねずみの

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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て一て

十帽2
十宙3
十帽4
十帽8
十帽8
れを聞き︑和睦をして宗治らを救はうと思

を引きつれて︑攻めて古るといふ知らせが

千の大軍を引きつれて︑攻めて來るといふ

かさはずんずん増して︑城の石垣はすでに
︒援軍から使者が嘗て︑ズ略﹀︒﹂といふご

足守川をさしはさんで封陣した︒その間に

十㎜3

十㎜2 子どもは︑かういってせがんだ︒けれども

十㎜12

十蹴10

﹂井戸の水も︑かれて穿る︒﹁︿略﹀︒﹂二人

︑倉から変粉を出して來た︒﹁︿略﹀︒﹂井戸

十㎜8園の子どもが︑うゑてるます︒﹂張は︑自

十蹴8園張さん︑何か恵んでください︒うちの子

何年いつくしみ育ててくれた︑尊い母の姿

＋術−o

海は︑ますます荒れてみるやうです︒よう

起しに來た聲を聞いて︑早く白衣に着かへ
︑早く白衣に着かへて︑病室へ行かなけれ

十畑7囹 ︑宗治の首に代へて助けよう︒﹂といつ
︒宗治はこれを聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂と思った

十五7 んな水びたしになって︑くつれてしまふの

十脳6 は︑海のやうになってしまふ︒畠はもちろ

來た︒宗治がたつねて行くと︑治嘉は喜ん

十晒2園

十脳7

略﹀︒﹂﹁何をいってみる︒水さへ引けば

すぐここへもどって來るのだ︒﹂

水を逃げて行く農夫の群が︑あ

た︒静かに筆を取って︑城中のあと始末を

十㎜6

十騰12

十鋤12

が︑みるみる近づいて眠る︒雲ではなかつ

はかに黒い雲がわいて來た︒それが︑みる

十㎜4 ︑雨に打たれて動いてみた︒いなご

十㎜4 らにも︑雨に打たれて動いてみた︒いなご

十㎜2園

行くと︑治嘉は喜んで迎へながら︑かうい

十珊3
かいしゃく

一文字にかき切られてみた︒天略﹀︒﹂とい
かいしゃく
た︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑涙ながらに介錯を

か︑夜は明けはなれてみた︒身を清め︑姿
み
治は︑巳の刻を期して︑城をあとに︑秀吉

十㎜8 むざんに食ひ荒されてしまった︒明月

家では︑変質をやってみた︒いくら汗が流
ちゅうしう

はのそらで︑天を見てみるばかりである︒
秀吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒五

十㎜12

畠から大きな月が出て來た︒庭へ出した机

十川8 でも︑張はうれしくてならなかった︒仲秋

︑それを上座にすゑて︑﹁︿略﹀︒﹂といって

と二世の歌を残して︑みごとに切腹をし

十㎜10

十㎜11

千路少年隊を組織してみるのである︒馬路

みる︒愛路村に住んでみる青年は︑愛路青

ころを︑これに湿ててるる︒愛路村に住ん

があり︑水路があって︑北支那だけでも︑

十㎜9 支那のやうに︑旨くて大きな國では︑交通

十㎜3 ︑笛を合はせて吹いてみる︒張は︑しみじ

どもは︑笛を合はせて吹いてみる︒張は︑

て︑﹁︿略﹀︒﹂といってほめそやした︒附録

十㎜11

十㎜3

十川11

も︑雨雲一つ浮かんでは來なかった︒﹁︿略

十㎜12
変が︑そのまま枯れて︑見えるかぎりの萎
︑だんだんなくなって來る︒大事にしまつ
くコリ

︑いくらもなくなってしまった︒﹁︿略V︒﹂

興る︒大事にしまっておいた倉の物も︑あ

十㎜4 れそれの任務を帯びて︑受持の場所につく

十㎜！ 七歳までの少年がみて︑みんな緊緊のよい
かし
十㎜2 ︑國防色の制服を着て︑樫の棒をかつぎな

ぽこぽこに乾ききってみる︒黄色な土が︑

十齪5二 お慰みと思ひまして︒﹂といって︑検使
十湿6 た︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑検使は︑酒さかな
せいぐわんじ
くせまひ
十儒2 誓願寺の曲舞を歌って︑舞ひ始めた︒五人
こけ
十溜6図嚢 松の苔にのこして と僻世の歌を残し

七は︑静かに近づいて︑滞滞とたたへた水

涙ながらに介錯をしてやった︒その夜︑宗

しになって︑くつれてしまふのだ︒﹁︿略﹀

て︑﹁︿略﹀︒﹂といって來た︒宗治がたつね

十脳4 ﹂張は︑遠くを流れてみる川の音に︑耳を

れども︑張はだまってみた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁1

やうやくのびあがって︑衣紋掛から白衣を
︑からだがたたまってしまひました︒靴下

ながら

わぼく

には︑病室で苦しんでみる患者の顔が浮か

る患者の顔が浮かんで來ました︒﹁︿略﹀︒﹂

すっくと立ちあがって︑白衣を着てゐまし

あがって︑白衣を着てゐました︒内地に着

士の患者たちを待ってるる︒それまでの問

の間︑どうとでもして看護の手を書くし︑

ひ

し︑無事に送り届けてあげなければllか

しみつむねはる

りで︑病室へ向かってゐました︒二十

主清水宗治は︑急いで天守閣へのぼった︒

すごい勢で流れ込んで弄る︒﹁︿略V︒﹂この

あるまい︒押し寄せて託る波を見ながら︑
︑六城がすでに落ちてしまった今︑せめて

︑城下にたてこもってみる五千の生命をも

死を共にするといってみるとはいへ︑この

このまま︑じっとしてはみられないと思つ

勢には︑はたと困ってしまった︒二
︑七城の城主を集めて︑﹁︿略﹀︒﹂とたつね

一命をささげて國境を守る決心でご

十幽6園 際︑秀吉にくみして身を立てようと思ふ
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142 141 141 141 141 141 141 141 14皿 140 140 140 140 140
山M9園は︑

誓った︒非学は喜んで︑それぞれ刀を與へ
から︑みかたになってくれないかとすすめ
秀吉はいよいよ怒って︑軍勢をさし向けた
あもり

した︒夜を日に縫いでの仕事に︑さしもの

︑増嵩の援軍−を送ってよこした︒爾軍は︑
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ために︑城近く流れてみる足守川は︑長良
ながら
︑長良川の水を集めてあふれるばかりであ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

夜は︑ただ眠り績けてるるばかりであった
た︒あくる朝になって︑始めて目をさまし

また何かいはうとして口を動かしてみる︒

高い土塀黒きになってみる︒あまり道幅も

土塀を立てめぐらしてみるので︑小路は︑

網の目のやうに通じてみる︒胡同といふの

り︑少年の息は絶えてしまった︒三

と︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒それっきり︑

してみる︒耳を寄せて聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂と

同は一本の管になって︑どこからどこまで

こまでも︑つながってみる感じである︒一

あるが︑ここに住んでみる子どもたちにと
る子どもたちにとっては︑かけがへのない
であり︑大きくなってからのなつかしい思
どもたちがたむろして︑日だまりを樂しみ
土塀の日かげを選んで︑風の通り道で遊ん
︑風の通り道で遊んでみる︒遊ぶといって

べたに尻もちをついて︑穴をほったり︑土

しり

やや黒本などを持って︑遊ぶわけではない

︑遠くの方から響いて來るいろくな物音
に︑耳を傾けたりしてみるのである︒物音
づ︑物瞑りが鳴らして解る鳴り物の音がお
てんびん棒でかついでやって惟る︒片手に

手には鐵棒をにぎってみて︑時々︑毛抜き
は鐵棒をにぎってみて︑時々︑毛抜きを鐵
がら︑ゆっくり歩いて曇る︒でんでんだい

をつるつるにそられてるるのである︒糸屋
キのつづみを鳴らしてやって隠る︒﹁︿略﹀

の人たちが集って來て︑糸屋さんを取り巻

く女の人たちが集って來て︑糸屋さんを取

216

ばがくりひろげられて︑しばらくは話がに

きょとんとして止めてしまったり︑とんで

中で︑きょとんとして止めてしまったり︑

る︒これを聞きつけて︑子どもが大勢集る

りする︒それが︑見てみる人にはかへって

門には︑聯が書かれてある︒めでたい文句

れん

つ一つが︑かがやいてみる︒胡同に面した

うな星がばらまかれて︑ 一つ一つが︑かが

月が出てみれば︑出てみたで美しく︑星の

空が美しい︒月が出てみれば︑出てみたで

一軒一軒︑水を運んで行かなければならな
︒だから︑車の動いてみる間︑絶え間なく

けん

﹂こんなことをいって通る︒アイスタリー

びながら︑ふれ歩いて來る︒やっと目がさ

あわてて家にもどって行ったりする︒鳴り
︒鳴り物を使はないで︑呼び聲でやって來

どもたちは︑あわてて家にもどって行った

まふ︒ふと氣がついて︑子どもたちは︑あ

知らないで︑見とれてしまふ︒ふと氣がつ

ふけるのも知らないで︑見とれてしまふ︒

子ども心を引きつけて止まない︒思はず夜

ぶたい

給の舞毫をこしらへて︑そこで人形をあや

激しくたたいておいて︑手のひらで︑どら

﹂と︑激しくたたいておいて︑手のひらで

いちばんさわがしくて︑大きな音をたてる

︑その打ち方によって音が違ふ︒ズ略﹀︒﹂

大小さまざまがあって︑音色も違ふし︑同

いて行くと荷が揺れて︑自然に分銅がどら

つるしておく︒歩いて行くと荷が揺れて︑

爾側に分銅をつるしておく︒歩いて行くと

ふんどう

を入れた荷をかついでみる︒前の荷の上に
ふん
さなどらをぶらさげておき︑その爾側に分

765331191965543321265521112763332211
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の寸意がわからないで︑いつ心得違ひのら
年が︑二道のこはれてみるのを見つけた︒

のを見つけた︒急いで本隊に報告しようと

が︑ずっと延び出してみる︒いはば︑異同

うとして口を動かしてみる︒耳を寄せて聞

213

こどう
胡同

213

どべい

213

に報告しようと思って走って行くと︑向か

しょうと思って走って行くと︑向かふから

かふから列車が進んで來る︒このままにし

になり︑持ち合はせてるた布を振って︑や

守る︒このままにしておけば︑列車は︑．ひ

の見張りを受け持ってるたが︑急病で寝込

はせてみた布を振って︑やっと列車を少年

たが︑急病で寝込んでしまった︒といって

213

217

218

は︑しばらくも捨てておくことができない

老父が︑これに代って見張りに出かけた︒

悪しくあらしになって來た︒がけを曲らう

時︑烈しい風が吹いて來て︑父親を深い谷

を深い谷あひに落してしまった︒かうして

烈しい風が吹いて撃て︑父親を深い谷あひ

見し︑地だんだふんでくやしがった︒かれ

鐵道線路がこはされてみるのを嚢署し︑地

民と違った着物を着てみるわけでもなけれ

湿たか︑どこへ逃げて行ったか︑何名來た

れば︑ことばが攣ってみるわけでもない︒

は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑止めなかった︒あ

れは村の墓地を通ってみた︒すると︑そこ

ると︑そこにかくれてみたあやしい者が︑
はれつ

れだと思った︒急いで報告しようと決心し

は︑大きな音をたてて破裂し︑その破片が

どこかへ姿をかくしてしまった︒この物音

た︒この物音に驚いて︑村・の人たちがかけ
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の人たちがかけつけてみると︑楊少年が倒
かいはう

ると︑楊少年が倒れてみる︒さっそく病院
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

っぽな文字で書かれてある︒小さな子ども

のやうな氣持で眺めてみる︒それが︑だん

だんだん大きくなって文字であることがわ

文字の意味がわかって磨ると︑いっそうそ

美しさが心に刻まれて仕る︒隣りの家の聯

ぶえ

もわかるやうになって行く︒正月には︑門
はとぶえ
︑
鳩笛が天から響いて來て︑胡同をにぎは

洲をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒二

北海道から錦ってまみりました︒これ

ひまして︑求めてまみつた黒竹の杖で

げにと思ひまして︑求めてまみつた黒

この杖をかうして持ってるると︑永久

をかうして持ってるると︑永久に手を

く王を御覧になって︑にっこりお笑ひに

久に手を引かれてみるやうです︒﹂と

十一84

におほひかぶさってみる︒陸軍士官二上

から︑鳩が群になって飛んで來ると︑笛の

︒飛ぶと︑風を受けてその笛が鳴る︒笛に

十一95

十一93

十一91

十一91

した︒演習が終って︑王は︑一軒の農家

空が急に暗くなって︑大粒の雨が降りだ

みた︒今まで晴れてみた空が急に暗くな

ら︑演習をなさってみた︒今まで晴れて

十一87

鳩が群になって飛んで來ると︑笛の音がい
十一910

笛が天から響いて來て︑室長をにぎははせ
︑鳩に笛を結びつけて飛ばすのである︒飛

音がいろくに鳴って︑それこそ天上の音
十一108

十一810

中庭のあんずが咲いて︑花びらが胡同へち

十﹁109

へい

し︑石をたたんで塀とせり︒たとへ防

八町︑岩を切って堀とし︑石をたたん

城中鳴りを静めて︑憾ありとも見えざ

落ちたりと思ひて︑賊の寄せ手七萬叩

こにて一息休めて︑城の中をきっと見

き岩の上を傳ひて︑一の木戸口の邊ま

を金銀にて打って着けたるが︑天日に
んか
︑甲の袖を連ねてう︑
雲霞のごとく並び

し︑矢束ね解いて待ちかけたり︒その

その勢決然として︑あへて攻むべきや

寄せ手これを見て︑進まんとするもか
︒しばらくありて︑木戸の上なるやぐ

十一189図國さげまみらせて︑この城の一の木戸

ち

十一192図圏あらんと心得て︑大和鍛冶のきたへ

やまと か

＞︒﹂とおっしゃって︑水晶のすだれを掛

十﹁193図圓少々用意仕りて候︒一筋受けて御覧

もうきやう

下に御挨拶を申していらっしゃるのであ

﹁これを飲ませておやり︒﹂と︑おつ

︑かうおっしゃって︑一服の藥をお取り

にさうだと申してみるのでございます

たげいたしまして︑申しわけもござい

めをお結びになってみたが︑あたりのさ

もう↓度ふり返って御覧になった︒砲煙

讃ののち︑今飛んでおいでになったはる
ていさつ

況を御偵察になって︑作戦の御指導をな
すら光榮に感激して︑勇氣百倍したので
のやみにとざされてるた︒その中を︑王
殿へお進みになってみた︒午後八品目ろ
がいせん

旗をお持ちになって︑父宮の御凱旋をお
お迎へあそばされてみた︒﹁︿略﹀︒﹂とお

り︑しばし堅めてちょうと放つ︒その

十一193図温候︒ ↓筋受けて御覧じ候へ︒﹂とい

ごあいさつ

＞︒﹂大命を拝されて︑王は白谷の地へ御

しぼるやうにぬれてみた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
するしやう

もなくたくさん舞って來る︒小さな光った

同へちらちらと降って來るのも︑このころ

十一143

のんてけのる中木寄りり をす
上と攻たこがを戸せと。石なる
なすむりと き山手もたをさの
るるべ。く天つの智見とたつで
やもきそ並日と邊煮えへたたす
ぐかやのびに見ま五ざ防んの。
頭をおさげになって︑直答禮をあそばさ

十︻123園

十﹁1110

十一128圓

十﹁115

それをつかまうとして追ひかける︒大通を

はふはとまるくなって︑風が吹いて偽ると

豚がぞろぞろと歩いて行く︒その鳴き聲が

十一1210

くなって︑風が吹いて來ると︑ころころと

鳴き聲が胡同に響いて來る︒あひるが︑﹁

十一131園

ぶた

あがあ︒﹂とさわいで行く︒花嫁行列のう

十﹁1310

十﹁139

十一147

の住民たちが並んでみた︒王のお情に︑

たそちらの方へ走って行く︒胡同は︑子ど
︑子どもたちを育ててくれる母のふところ

十一133

人情の温かさを吸って︑おほらかにのびて

しりと張りつめてみた氷︑その下で︑

十﹇141

その下で︑眠ってみた黒龍江が︑ひと

十一149

74431986541115

ぶとの眞向砕きて︑眉間の眞中をぐざ

みけん

なほ引きしぼりて︑手答へ高くはたと

候はん︒受けて御覧じ候へ︒﹂とい

略﹀︒﹂と思案して︑天業﹀︒﹂といふま

じり砕け折れて︑通らぬこともあら

に腹巻を重ねて着たればこそ︑前の

足助これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と思案し

と︑胸をたたいて立ちたりけり︒足助

御矢一筋受けて︑甲をためし候はん

に立ちふさがりていひけるは︑﹁︿略﹀

り逆さまに落ちて︑起きも直らず死し

九郎が甲を通して︑右の脇腹までぐざ

わきばら

なる谷をへだてて二町護りのかなたに

3110975543109765
乱}馬歯図図濡燕図図図図

図図

て︑おほらかにのびて行く︒画論米点に宣

きなあくびをしてから︑春のいぶきを

十一153

十一152

、、塀a堀御お

木進あち雲えけ城一賊人とと挨迎
戸まへか霞かたのののあせし拶へ

着

8887776
2228867

三園石園重器團

かへり︑群がって流れる︒やがて黒龍

図図図図図図図図図図図図 園
か
。寄そし、をこき落城し八ら中
しせの 白金に岩ち中 町おで
ば手勢矢の銀てのた鳴石 錦萬
らこ決束袖に一上りりを岩り歳
くれ然ねをて息をとをたをにを
あをと解連打休傳思静た切な翻
り見しいねつめひひめんつつへ
ててててててててててでててて
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十一215図 を軍の初めとして︑大手・からめ手︑

十一214図枕に倒れ重なって死にけり︒これを軍
十一216図 内︑をめき叫んで攻め戦ふ︒矢叫びの
十﹁218図 いよいよ重なって︑木戸口の邊まで攻
十﹁222図 ︑なだれを打って人馬落ち重なる︒さ

十一219図︑衣の袖を結んで引き違へ︑百人にて
十﹇225図 ただ四方を弾みて︑遠攻めにこそした
十﹇229図 はもの陣を並べて控へたり︒南は稻村
十﹇229図 南は稻村が崎にて砂上道せまきに︑波
十一231図 大船どもを並べて︑横矢を射んとかま

こともまた謙遜していふのである︒だか

分のことを謙遜していふのと同じく︑自

んは︑お仕事をしておいでです︒といふ
︒姉は︑仕事をしてゐます︒といふのが

のが︑相手に封して禮儀のあるいひ方で

前でもやはり敬っていはなければならな

る物品などに封して︑﹁おなべ﹂﹁おさか

語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心を

かひが重んじられてみる︒わが國語に︑

とをならはしとしてみる︒さうして︑ま

十一234図 ︑かぶとを脱いで海上をはるばると伏

十一332図魍之やどりして春の山べにねたる夜

ゆき

十一232図堅陣を打ち破って攻め寄せんこと︑た 十一328図魍らをこきまぜて都ぞ春のにしきなり
十一236図圏 ︑武具を取って敵陣にのぞむ︒その

十一341愛息春の夕ぐれ鞭て見ればいりあひの鐘
︒兄が史記を讃んでみるのを︑そばでじ

十一237園園 をたすけ奉って︑民生を安んぜんと
十一241図 りの太刀を抜きて︑海中へ投げ入れた
十一243図 耳垂町干あがりて︑郵亭はるかに連な

かうづけ

むさし

十一246図︒義貞これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下知し

十一244図 き潮にさそはれて︑遠く沖の方にただ
ゑちこ

十一249図 の面面を始として︑越後・上野・武藏
かまくら
文字にかけ通りて︑鎌倉へ齪れ入る︒

の高い國民にあっては︑ 禮儀を重んじ︑

といふものがあって︑ その使ひ方が特別

方が特別に嚢達してみるから︑ ことばつ

使ひ方をよく心得ておかなければならな

つ相手の人に直して尊敬の意を表すため

れわれは常に用ひてみることに氣つくで

分のことを謙遜していふのがわが國語の
ました︒などいっては︑．もの笑ひである

﹂や﹁お﹂をつけて敬語にするのである
﹂や﹁お﹂をつけて敬ふのは︑いふまで
さいます︒と敬っていふのである︒しか

そばでじっと聞いてみて︑兄より先に畳
︑兄より先に魯兄えてしまふほどでした︒

でじっと聞いてみて︑兄より先に事えて
︑﹁︿略﹀︒﹂といって歎息しました︒聰き
ふちはらののぶたか

した︒大きくなって︑藤原宣孝の妻とな
ち上東門院に仕へて︑紫式部の名は一世

式部は︑筆をとって有名な源氏物語を書
を自由自在に使って︑その時代の生活を
やつばり女でなくてはならなかったので
の一節を簡軍にして︑それを今日のこと

てほめたたへられてるます︒次にかかげ
まやかに即し出してみるかがわかるでせ

折から夕日がさして︑西側はみすがあげ
ぶつだん

が佛壇に花を供へて︑静かにお経を讃ん

静かにお纒を讃んでみる︒顔はふっくら
二人の女がすわってみる︒時々︑女の子

顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ

たりはいったりして遊んでみる中に︑十
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いったりして遊んでみる中に︑十ばかり

十一453園ぱにっくろはせてあげよう︒今日はお

いつばいにひろげて︑人形遊びにいそが

︑家や︑車が並べてある︒紫の君は︑そ

のみる部屋へ行ってみた︒さうして︑﹁︿

たり︑人形を求めてやったりした︒お正

のことを思ひ出しては泣くことがある︒
︑源氏は糟をかいて見せたり︑人形を求

と思ふほどなついて來た︒しかし︑紫の

君のめんだうを見てやった︒紫の君も︑

の世に取り残されてしまった︒紫の君は

ばあさんに死なれて︑たった一人この世

雀の子が逃げて泣いた紫の君は︑そ

なって︑泣き入ってしまった︒とたんに

ううつ伏せになって︑泣き入ってしまつ

きながら目を伏せてみたが︑とうとうう

だが︑それにしては︑まあ何といふよ

から教へてあげてあるでせう︒さあ︑

ふだんから教へてあげてあるでせう︒

は︑皆様に封しても申しわけのないこ

れない身になってみるのに︑あなたは

雀をさがしに立って向かふへ行った︒そ

︿略﹀︒﹂かういって︑雀をさがしに立つ

︑かはいくなってみたのに︒烏にでも

︒せっかくなれて︑かはいくなってゐ

ついゆだんをして逃したのでせう︒せ

の︒かごに伏せておいたのに︒﹂と︑

尼さんのそばへ來て︑立つたまましくし

掛るのが︑目だつて美しく見える︒どう

扇のやうに廣がつて︑肩の邊にゆらゆら

重ねて︑かけ出して來た女の子は︑何と

吹色の着物を重ねて︑かけ出して來た女

7621010876111077684331664338321998
園囹職掌園． 園囹園園．．＿＿一．
44

大切なことになってみる︒ 特に︑わが國

8110449875542
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︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑源氏は出て行った

十一454園 月だから︑泣いてはいけませんよ︒﹂
十一455

十一455 いって︑源氏は出て行った︒紫の君は︑
十一457

れいな着物を着せてあげた︒﹁︿略﹀︒﹂さ

十一456 おばあさんと呼んでみる︒お正月だから

︿略﹀︒﹂さういって︑今一つの人形にも

十一458園 いい着物を着せてあげなければ︒﹂さ
十一4510

十一463 ﹂﹁はい︒﹂と答へて次の間から出て來た

十一463 へて次の間から出て來た凹きが︑その車
十︻471 ちゅうちゆう鳴いてゐます︒あの雀は︑

た

十一473︑よその人になってしまふのかしら︒何

げ

私はだまってうなづきました︒﹁︿

十一606図圖

ひ︑けちらして捨て候はん︒爲朝が

十一612団園 平敷を煮皿くして勝負を決せんこと︑

めて今夜寄せてぞ來たらん︒ただ今

わがままをいってすみませんでした︒

十一614図

爲朝まかり立ってつぶやきけるやう︑

それがのどまで出てみるのですけれど︑

だ今押し寄せて︑風上に火をかけた

糸をどしの甲着て︑鍬形打つたるかぶ

十一617図圖

馬に黒くら置いて乗ったりけり︒あぶ

十﹇618図國
十︻622図

とうとういへないでしまひました︒夕方

ど全勢力を凌げて編成せる太平洋第二

十一624図 がり︑大音あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

十︻623図

どけたことをいって︑みんなを笑はせま

や朝鮮海峡を纏て︑ウラジオストック

＋一6210図國︑一陣を承って堅めたり︒﹂と答ふ︒

十一626図圓かに陣を開いて退散すべし︒﹂とい

鮮海峡に集中してこれを待つ︒明治三

主職艦隊を率みて︑上村艦隊とともに

十一635図幽﹁兄に向かって弓引かんことあるべ

十一633当馬ば︑弓を伏せて降参仕れ︒﹂とそい

十一632図園 ︑兄に向かひて弓を引くことあるべ

く敵艦に命中して績績火災を起し︑黒

十一636図國く父に向かって弓引きたまふは︑い

メートルに至りて始めて慮白し︑激し
︒風叫び海怒りて︑波は山のごとくな

は︑これに乗じてすかさず攻撃せしか

ざとかく仕りて候︒まことに御許し
かう
︑すでに矢取ってつがふところに︑上

ふところありてわざとかく仕りて候

夕桜︑﹁兄にておはす上に︑思ふと

の星を射けつつて︑斜なる門の柱にぐ

ちつがひ︑堅めてひようと射る︒思ふ

も死に重なって職ふと聞く︒いざさ

︑もし矢書きて打物にならば︑一騎

藤の九郎を呼びて︑﹁︿略﹀︒﹂といへば

どう

略V︒﹂と思案して︑つがひたる矢をさ

と兄と約束して︑敵御方に別れおは

ん︑勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ

見て︑防ぎかねて引くとや思ひけん︑

く︒敵これを見て︑防ぎかねて引くと

かりなんと思ひて︑門の内へ引く︒敵

かけへだてられては父のために悪しか

朝︑

しばし支へて防ぎけるが︑敵は大

っしぐらに打ってかかる︒爲朝︑しば

垂は︑算を齢して逃れ去らんとす︒わ
かうむり︑捲いてわが駆逐隊及び水雷

魚雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦を始め
艦も多く相ついで沈没せり︒夜に入り

キセキ

19994363210922211109

十一475 た顔が︑私に集ってゐます︒先生が︑私
げ た
十一477 を志ました︒錦ってみると︑入口に下駄

︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ほめてゐます︒お

せり︒夜に入りて︑わが騙逐隊・水雷
︑砲火をくぐって敵艦にせまり︑無二

りよじつ

日︑天よく晴れて海上波静かなり︒わ
に東方へ向かって敵の進路をふさぎ︑

陵島附近に集りて敵を待ちしが︑たち
その退路を絶ちて︑午前十時十五分ま
ほくわく

以下四隻を畢げて︑その部下とともに
ヨ

ひは捕獲せられて︑三十八隻のうち逃
タダ

能ク勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇績ヲ牧
ヲ見ルニ及ンデ︑唯々感激ノ極言フ
を郎等に持たせて歩み出でたるさま︑

︒敵に圏まれて強陣を破るにも︑城

ぼ︑かしこまって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑はば

も︑城を攻めて敵を滅すにも︑利を

図圏長薯図図圏圏図図書図図図図図図図

十一478 下駄が何足も並んでみて︑奥では︑がや
十一478 が何足も並んでみて︑奥では︑がやがや
十一479 さんのお支度をしてみるところでした︒
十一484

十一4710 きれいに髪を結って︑晴れ着を着せられ

十一484 ﹂といって︑ほめてゐます︒おかあさん
十一485 にこしながら眺めてゐます︒お座敷では
十﹇487 さんなどと話をしてゐます︒何だかさび
十一488 かさびしい氣がして︑私は自分の部屋へ
十一489 にしづめようとして雑誌を開きましたが
十﹇491 すまがすうとあいて︑着かざったねえさ
十一491 ねえさんがはいって來ました︒﹁雪ちや

十一497圓 さびしがらないで︑よく勉強してくだ
十一498園 で︑よく勉強してくださいね︒﹂﹁はい

十一4910 んにいろく教へていただいたものでし
十︻502園 生まれた家を出て行くのです︒どうぞ
十一502園 どうぞ私に代って︑おとうさんやおか

3982751058653！9877654218438737765
圏圏愚図図圏駆図図図翠図図翠図図『図『図翠図図勘そ『
ず︒ただ兄にて候義朝などこそ︑か
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十一503園 を︑だいじにしてあげてくださいね︒

十一503園 いじにしてあげてくださいね︒おかあ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

の九郎つと寄りて︑深田が首を取る︒

音もまさりて︑よろこびを
色あ

歌ふ

野はかがやきて︑白雲を 通す日影
き 姿を見せて︑濃きるりの

雲がだんだんふえてひろがりだすと︑す

た感じがなくなって︑形がぼやけて來ま

って︑形がぼやけて來ます︒のちには︑
はんてん
︑さば
の斑貼に似てみるのでさば雲とい

りゆう

が龍のやうに績いてるる場合には︑雨の

ざうり

聲の絶え間を縫って︑どこからともなく

が︑かすかに聞えて來る︒山からわき流

しぐらにかけ抜けて通る︒玉のやうな︑

がする︒胸を張って︑思ひきり深く朝の
ほほ
前の小道をくだって行くと︑そよ風が頬
てん
の木々が茂り合って︑頭の上を自然の天
てんがい

然の天蓋でかざってくれる︒夜明けに近

つた葉の層を通して落ちて來る︒緑色の

の中に︑たたずんでみるやうである︒一

の層を通して落ちて上る︒緑色のガラス

がにぎやかに聞えて彫る︒短い鋭さの中

る小鳥の聲に混って︑太く口の中でふく

く山鳩の聲が聞えて馨る︒その間を際立
︒その間を際立ってくっきりと︑うぐひ
ろがるやうに績いて走る︒この美しい木
は︑すべてを忘れて立ってるた︒林の中

ごちそうを前にして︑しんせつな山のお
べてを忘れて立ってるた︒林の中を︑奥
︑奥へ奥へと進んで行くにしたがって︑
で行くにしたがって︑小川のせせらぎは
だんだん高く聞えて來る︒林を出はつれ
る︒林を出はつれて︑頭の上の緑のおほ
緑のおほひが鑑きてしまった時︑いつの
か
の光が︑石を噛んで流れる水の上にをど
る水の上にをどつてみる︒危ふげにかけ
この丸木橋に立って︑朝の太陽の前に身
かんむり

ひのき

梢の先を天に向けて眞直に立つものは︑

枝の冠をいただいて立ってるるのは︑檜
ひのき
をいただいて立ってるるのは︑檜である
つばくろ
はここまでのぼって來たのだ︒十三燕

83

83

84

84

84

84

85

に︑一歩一歩登って行く︒せまい道の爾

ふくらみ高く茂ってみた︒岩角が出︑木

木の根が横たはってるる︒﹁氣をつけう

せなかも︑汗ばんで転た︒はずむ呼吸が

んだん小さくなって行く︒谷川が︑下で

ありあけ

が︑下で遠く鳴ってみる︒つい向かふに

くわつえふ

るほどそびえ立ってるるのが︑有明山で

る汗が︑顔を傳って流れ落ちる︒息が苦

な瀾葉樹林を通して︑太陽がじりじりと

た︒みんなは待ってるたやうに︑そこら

十一854園︒﹁先生︑休んでください︒﹂と︑後

ころどころに咲いてみる︒どれもこれも

うに霧の中に薄れてみる︒ただ︑天地が

とニキロだ︒晴れてみれば︑ここから︑

記した道標が立ってるる︒頂上まであと

が波のやうに績いて見えた︒みんなが︑

か大木が少くなって︑せいの低い細い木
︑眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低

づらしく花をつけてみた︒いつのまにか

空がしだいに曇って來た︒霧もだんだん
︑先生たちにいってみた︒それからも︑

はずみぶんつかれてみた︒ここで舌早を

だん霧がわいて來て︑大木の幹を︑かな

だんだん霧がわいて來て︑大木の幹を︑

まれる︒時々休んでは︑また勇氣を振る
︑石川先生に教へてもらった︒かはいい

早がしだいにへって行くのが︑力と頼ま

の雨でじめじめして︑うっかりすると足

る太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に

ろ︑針葉樹が現れて來た︒やがて針葉樹

こらへ腰をおろして汗をふく︒水筒の水
︑うぐひすが鳴いてみる︒谷底から吹き

106437643107511621863199

うつすらとかかってみるのは︑殊にさう

と大きな塊になって︑群生する白い雲が

俗にむら雲といってゐますが︑西洋では

綿を大きくちぎって︑あとからあとから

雲がぐんぐんふえて塗ると︑空一帯が灰

一章が灰色になって︑何だか頭を押さへ

のところに浮かんでゐます︒青空に︑薄

ります︒雨雲に似てゐますが︑ところど

の端々が白く見えて︑その間から日光が

で︑齪雲と呼ばれてゐます︒いちばん陰

なとこ雲とかいって︑雷雨を起したり︑

雲は︑層雲といって︑雲の中でもいちば

しく厚い雲によって︑日光がさへぎられ

流したやうに曇って︑天地も暗くなるの

流れるやうに聞えて來る︒まだ︑なかば

浮かぶ︒はね起きて窓を開いた︒つめた

黒い姿が︑だまって眠ってみる︒山小屋

朝の太陽はのぼってみない︒薄明の天地

すあし

が︑だまって眠ってみる︒山小屋の重い

雨はからりと晴れて︑太陽は︑ほがらか
泉の谷間を照らしてみる︒ルックサック

83

2176621097
85

85

85

86

86

86

86

8了
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8了
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素足に草履をはいて︑露深い草の小道に
の上から降り注いで來る︒このにぎやか

十十十十十十十十十
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の高さに︑浮かんでゐます︒どこまでも

10」rO
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の繰が黒朝浮流。流な雲での，の一雲聖俗、が．う・つた雲の麗園図
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十﹁913 ︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒眞夏

十一993
やうに汽笛が聞えて來るのは︑カムチャ

がだんだんせまって︑濃霧が一面に立ち

十一佃10園あ︑一曲ひかせていただきませう︒﹂

十一佃9園︑演奏會へ行ってみたいとかいふこと

十一924 ︑鮎々と入り量れてみた︒お花畠は︑ま
十一梱4

十一㎜9

十一㎜2

業が五時問も撞いて︑一萬尾に近い漁獲

や︑さけがかかってみるのだ︒力強くた

ちが︑船室から出て罷る︒明け方の風は

うもうと立ちこめて︑網の綱の端につけ

十一佃3 入って︑何をひいてみるか︑かれ自身に

十一㎜3 妙を加へ神に入って︑何をひいてみるか

十一佃2 は異様にかがやいて︑その身には︑には

十一鵬9 ノの前に腰を掛けて︑すぐにひき始めた

い︒﹂といひさしてふと見ると︑かはい

十一995

十一927 なが︑うれしがって雪をすくった︒つひ
十一棚7

十一㎜5

十一㎜7

十一998園

十一932園︒向かふは晴れて︑山がすてきだぞ︒

霧がだんだん薄れて︑太陽が洋上ににぶ

しっかりつないでおくんだぞ︒今夜は

十一918 ︒行くにしたがって︑花は美しかった︒

十一917 に花から花へ飛んでみた︒行くにしたが

十﹁933 ら︑ぼくらに叫んでみる︒やがてそこへ
十一棚8

十一冊5 として感に打たれてみる︒ベートーベン

ただうっとりとして感に打たれてみる︒

十一936 左端の倭学に績いて︑槍岳が︑それこそ

十﹁佃6 つたくわれを忘れて︑一同夢に夢見るこ

われは

十一棚10

ゆらと動いて消えてしまった︒べートー

十︻柵8 ︑ゆらゆらと動いて消えてしまった︒べ

友人がそっと立って窓の戸をあけると︑

なれ︒生まれて潮にゆあみして︑上

十一柵9

十︻m8
吸ひて童となりにけり︒高

十一柵10 るやうに入り込んで︑ピヤノのひき手の

の氣を

十一相2 ンは︑ただだまってうなだれてみる︒し

十一川5園︒﹂﹁まあ︑待ってください︒﹂べート

船を乗り出して︑われは拾はん海の

十一価8

十一川6 ーベンはかういって︑さつき娘がひいて

艦に乗り組みて︑われは護らん海の

かいあやつりて︑ゆくて定めぬ波ま

潮にゆあみして︑波を子守の歌と聞

上地へと波を切って行く︒十五

十一937 のやうに突き立ってるる︒更に右へ右へ
十一9310 に白雲がただよって︑中腹をおほひ︑峯
十一941 々の雪渓と相映じて︑山々を奥深く見せ

たかせ

十一942 ︒ぼくらが今立ってるるところと向かふ
たかせ
十一943 ︑千丈の谷となって︑その底に高瀬川の
十一944 底に高瀬川の鳴ってみるのが︑かすかに
十一946 げる景観に打たれて︑ぼくらは︑ほとん

十﹇鵬5

ばらく耳を澄ましてみたが︑やがてピヤ

十一川2 だまってうなだれてみる︒しばらくして

十一948 こから右へ縦走して︑燕の絶頂をめざし

十﹇櫛6

の音がはたとやんで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さも

二人町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通り

十一9410 峯傳ひの道が画いてみた︒ややもすると

十一櫛7

十︻鵬6

ますますさえ渡って來る︒ズ略﹀︒﹂とい

十一川6 ︑さつき娘がひいてみた曲をまたひき始

十一柵6は︑急に戸をあけてはいって行った︒友

十一研5園うして一曲ひいてやらう︒﹂べートー

十一備6

ートーベンは立って出かけた︒﹁︿略﹀︒﹂

十一瑠3 ︑ただぼうっとして︑ひき終ったのも氣

十一榴3 でいっぱいになって︑ただぼうっとして

十一麗6 みきった空を眺めてみたが︑やがて指が
しばふ
十一麗10 物の精が寄り集って︑夜の芝生にをどる

は恐る恐る近寄って︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十一954 うと雲を巻きあげて︑それがこの尾根を

︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれはしばらく澄

十一相3

十一956 ほどはっきりとしてみた︒左は︑急な斜

十一柵10園︑演奏會へ行って聞いてみたい︒﹂と︑

十一擢5

十一麗3

十一川2 みる︒しばらくして︑兄は恐る恐る近寄

十一957 底へ深く落ち込んでみる︒とうとう︑燕

十一搦10園會へ行って聞いてみたい︒﹂と︑さも

は︑突然かういって足を止めた︒二人は

十一963 にも嚴然とそびえてみる︒あの絶頂へ登

情なささうにいってみるのは︑若い女の

十一981 百海里の北を望んで︑愴々と出て行く姿

戸をあけてはいって行った︒友人も績い

十一989 思ひに沖へ快走してかれこれ三時間︑も

十一988 音高く白黒地を出て行く︒思ひ思ひに沖

十一986 様を熱心に見比べてみる︒見渡す限りは

十一㎜3園

十一研10

十一研9

十一皿7

十一柵6

ついつり込まれてまみりました︒﹂と︑
たうわく

ヤノによりかかってみるのは︑妹であら

やう

十一981 望んで︑績々と出て行く姿を見るであら

つた︒友人も績いてはいった︒薄暗いら

いは︑口をそろへていった︒﹁まみりま

十一9810 ますの泳ぎまはってみさうな場所をさが

十一柵5

は︑むっつりとして︑やや當惑のやうす

十一悩2 もせず机に向かって︑かの曲を譜に書き

十一脳1 た︒かれは︑急いで家へ編つた︒さうし

十一器10 ちよつとふり返ってその娘を見た︒かれ

十一冊8

十﹇9810 うな場所をさがして︑投網にかかる︒ぐ

い男が︑靴を縫ってみる︒そのそばにあ

十一992 だいにくり出されて︑その長さが約五千

の聲︒﹁はいってみよう︒さうして一

十一梛5園

は戸外にたたずんで︑しばらく耳を澄ま

426166

十㎜研1

圏竈事忌奉書

十﹇969 一帯に雲がとざして︑ぼくらの村はもと

十一945 が︑かすかに聞えて著る︒この大自然が

102

102

103

103

105

105

十︻978 漁場が活氣を帯びて來る︒その前後けな

十十十十十十

十一M3 月光の曲﹂といって︑不朽の名聲を博し
十一M8団 んなに遠く離れてみると︑うちのこと
十一価1国 も︑こちらへ來てからもう一年近くな

十一価2團毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑
十一備2団 日直へ出て働いてみることが︑私をこ

な背嚢を背負って歩いてゐました︒よ

んな銃をかついで︑重さうな背嚢を背

十一拠7

十一伽7

十一伽6

十一伽5

して︑部屋から出て行った︒十九

謝のことばに表して︑部屋から出て行つ

んは︑俳句を讃んでもらった片足を感謝

だまったまま笑ってみた︒兵隊さんは︑

はいなう

を背負って歩いてゐました︒よく見る

つるべ取られてもらひ水

はいなう

野菊の枝をつけてみる兵隊さんがゐま

十一櫛1図魍

ひえだの

朝顔

も何人も︑つけてゐました︒あの強い

うぶ人を笑うてころぶ雪見かな

天皇の勅命によって︑康安萬侶は︑稗田

ろ

十一伽4図圃

おほのやすま

さしい心を持ってるられるのかと︑ふ

つしりけいこして︑日本の少女らしい

しい情がこもってみるのだと考へさせ

やかな心を育ててください︒今︑こち

までも高く澄んでゐます︒では︑おと

らの電波がはいって來た︒長唄の調べで

鑛聲器の匙検をしてみた︒そのうち偶然

唄の音に耳を傾けてみた︒黒
山が青々とそびえてみる︒ナチブ山の頂
の森林におほはれてみるので︑飛行機か
になることを避けてみる︒みかたの砲兵

部木かげにかくして︑敵の砲撃の目標に
らりと放列をしいて︑ナチブ山の頂をに
はずはないと思って︑あたりを見まはす

ブ山の頂をにらんでみる︒このはりつめ
毛猫がうずくまってみる︒兵隊さんが︑
︑どこからかつれて來て︑かはいがって

こからかつれて点て︑かはいがってみる
い宿帳に︑待機してみた時のことであっ

來て︑かはいがってみる猫であった︒俳
句を作ったから見てくれといって︑夜中
とは堅く禁じられてみるので︑窓から流

ら見てくれといって︑夜中にやって來た

とい

紙切れを手に取って︑一字一字薄あかり
林をきり開いては進む雲の峯

中新聞に褒表してはどうですか︒﹂と

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一備3團 んなに丈夫にしてくれたのでせう︒そ

十﹁備6團夢のやうに過して來ました︒この春植
十一価10団 た乱雲を同封しておきましたから︑見

十一価8国 いそうよくできて︑この間一部分だけ

十一備10團ましたから︑見てください︒いろく
十﹁備1国 ら︑何だかあててごらんなさい︒お手
十一描3團 のおけいこをしてみるさうですね︒せ
十一備4国 ことが書きそへてありました︒私のお

十一備5肥した︒私のおいて転た花ばさみや花器
十﹁柵6國 ︑かはいがられてるると思ふと︑たい
十一備9團 つと績けてやってゐます︒つい四五日

十一備9国も︑ずっと曳けてやってゐます︒つい
十一宙1国 で︑それを摘んで曾ていけてみました

十﹁宙1國それを摘んで來ていけてみました︒こ
十一耀1團摘んで來ていけてみました︒こんなに
十一宙1團た︒こんなにして野の草花をいけたり
︿略﹀︒﹂と書いてありましたが︑あれ

十﹁宙4團 けるのは︑あきてしまひました︒﹂と
十﹁帽5團

十一宙9国分の心がこもってみなければなりませ

十一宙6国 とおけいこをしておかなければなりま

十一佃2国はることがあって心の落ち着かない時
言﹁佃4團︒晴れ晴れとして心の比しい時には︑
十﹁佃4團 の方から︑進んで動いてくれます︒さ
十一佃4團 ら︑進んで動いてくれます︒さうして

109631101086555311109297325327521エ01010
圓自圏紙、ら句い來．・毛はブ。。部の山面肝腫醐圏團醐醐
自作の俳句を認んでくれと︑わざくや

12了

天皇の仰せによって︑わが國の正しい古

が︑安萬侶に取っての大きな苦心であっ

は︑それにも増して大きいものであった

ともに傳はらないでしまふかも知れない

らがなもないとして︑漢字ばかりで︑わ

まと魂をよく表してゐます︒本居宣長は

もとをりのりなが

る朝日の光に輝いて︑らんまんと咲きに

白い波が打ち寄せてみるのが見えるとい

から伊豆山へ越えて行くと︑向かふの沖

心ゆくまで味はつて︑都の春を偉しんだ

あわただしく散って行く櫻の花をよんだ

この歌を口ずさんで︑更に新しい喜びを

な喜びがみなぎってゐます︒昭和の聖代

ひを感じるとよんでゐます︒その大きな

そのことばを通して︑古代日本人の精神

今日古事記を選んで︑國初日來の歴史を

の精神がとけ込んでみる︒われわれは今

れて今日に傳はつてみる︒それは︑要す

古事記に載せられて今日に傳はつてみる

た︒古事記といって︑わが國でも最も古
わどう
書物の一つになってみる︒和銅五年正月

巻の書物にまとめて︑天皇に奉った︒古

はやがて報いられて︑阿禮の語るところ

たあまりに長過ぎて︑詰むのにかへって

﹁草木青﹂と書いて満足しなければなる
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十一佃7国 お子さんをつれて︑ニュース映書を見

十一佃9團を長い列になって︑進軍して行くとこ
十﹁佃9團 なって︑進軍して行くところが篤りま
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古事記傳を大成して︑わが國民精神の議

の歌を聲高く讃んで︑その何ともいへな

一 自動車に乗って︑タンジョン・プリ

ルタの町へ向かって行く︒道は運河にそ
︒道は運河にそってみる︒運河には︑い

︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる
や
げて静かに浮かんでみる︒野原には︑山

が光を帯びて流れてみる︒自動車の運上

白い雲が光を帯びて流れてみる︒自動車

パイヤなどもあって︑それが︑みんな目

みる︒これを追ってみるのは︑みんなジ

サロンを腰に巻いてみる︒いはゆるジャ

る︒バナナに至っては︑その種類の多い

つばんに用ひられてるる︒四 中央ジャ

よい一家族が乗って來た︒その静かなた

ちみふるまひを見て︑このあたりがいち

らしい風習の残ってみるところだといふ

ポ・ヌガラが現れて︑五年間も守り蕩け

てるる︒もぎ取ってロへ入れると︑かす
すと歯ごたへがして︑乾ききったのどへ
こくたん

るなかの村を歩いてみるやうな静かさで

黒檀のやうに黒くてつやつやしてをり︑

をり︑髪はちぢれて︑四五センチ以上に

黒くてつやつやしてをり︑髪はちぢれて

か︑はだしで暮してみる︒せいは日本人

ふ短い腰巻を着けてみるばかりで︑いっ

がうしう

人を心から尊敬して︑なかなか勤勉に働

土地に敵前上陸して︑濠傭兵を追ひ彿ひ
のやさしさを知って︑すっかりなついて
︑すっかりなついてしまった︒ニューブ
ンド島をあとにして︑更に南へ航海を上
る大きな島が見えて量る︒ニューブリテ
へた重い湾があって︑その湾の奥に︑ラ
そうとく

赤道をさしはさんで︑わが南洋のトラッ
ヤ州の面上が住んでみた︒しかし今では
どっかり腰をすゑて︑翻心のかなたまで
じっとにらみつけてみるのだ︒この島の
が山の中腹に並んでみる︒ラバウルは︑

やうな山脈が走ってみる︒ラバウルの町
い︒西洋人の残して行った家は床が高く
廣く︑金網を張って壁の代りにしてるる
てんすみをけ

つて壁の代りにしてるるが︑これらはみ
さんごせう

形の天水桶が並べてある︒このあたりの
は珊瑚礁からできてみるせみか︑井戸を
をほっても水は出て來ない︒屋根に落ち
この桶にたくはへておくやうにする︒船
印に立ちふさがってみる火山が︑白い煙
が︑白い煙を吐いてみたが︑時々この火
この火山が爆聾して︑火山灰をラバウル
三月中ろから始って︑十一月ごろまでは

ほたるまでが死んでしまふ︒皇軍がこの

を作ることになってみる︒この島の住民

治めるやうになってから︑火山灰の降ら

もなどを常食としてみる︒魚を取ること

椰子の梢にのぼって實を取ってみること

のぼって實を取ってみることがある︒椰

煮た︒赤道を越えて南半球へはいると︑

上に浮かびあがって來た︒赤道を越えて

ものだと思はないではみられないが︑今
︑今目の前に現れて來た陸地の姿や︑木

し

る︒だが︑想像してみたココ椰子の林も

や

日本の内地に比べてすばらしくあざやか

い珊瑚礁を警戒していかりをおろした︒

さんごせう

せまい水道を通って︑更に袋のやうにひ

かな光がただよってみて︑空と海とが︑

んだそよ風が流れて來る︒あたりには︑

われの船に近づいて來て︑﹁バナナ︑バ

光がただよってみて︑空と海とが︑刻々

の船に近づいて湿て︑﹁バナナ︑バナナ︒

すきなことを知って︑費りに回るのであ

スにるた人が笑って教へてくれた︒二

十一筋9園 なまではまつくてたべられやしないよ

﹁︿略

セレベス

が飛びかふのを見てみると︑これが夏な

が︑ふはふは飛んで來たり︑毒々しいま
︑壁に止ったりしてみるのを見ると︑あ

をもたげてすわってみたり︑大男の手の

こんと頭をもたげてすわってみたり︑大

地の風景によく似てみる︒三

ろびうとひろがってみる草原が︑ふと委
︑びんらうが生えてみるけれども︑ここ

であった︒耕されてみないこんな廣い原

た人が笑って教へてくれた︒二

1542211963−Z111

ド島 汽船に乗って︑わが南洋のトラッ

し︑眞南へくだって行くと︑一日半ぐら
︑一つの島が見えて來る︒ニューアイル

ろくしやう

こんじやう

緑青を薄くとかして流したやうな︑美し

ナ

華の花が咲き齪れてるる︒空は紺青に澄

れない鳴き聲をして飛びまはってみる︒
すず

をして飛びまはってみる︒黄色に熟した

ンが鈴なりになってみる畠の向かふには

にこした顔を見せてみるし︑南洋りんご

やうにぶらさがってみる︒パイナップル

大きさの實の生ってみる木が︑早くたべ
る木が︑早くたべてくださいといはんぱ
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218

夜

なし︑かやをつって︑きらくと輝く南

けさの中へはいって行く︒住民のまばら
し
まだ寒い風が吹いてみるであらうに︑四

のほたるが群がって青白い光を見せ始め

泌盟6錨盟6泌盟6226盟6盟5差5差5笈5盟5225盟5盟5差5差5盟4盟4盟4匠4盟4盟4盟4盟4差4差4理3理3盟3盟
き

け方になるにつれて激しく︑夜明け前の

しっき

姿で子どもをだいて門口に立ってるるの

束髪のやうに結ってみる︒マライ人の女

そくはつ

風のじゅばんを着てみる︒髪も束髪のや

そくはつ

いちばん進んでみて︑勢力もある︒男女

人はいちばん進んでみて︑勢力もある︒

人がたくさん住んでみる︒マライ人はい

の人たちがそろって水浴する眺めは壮観

れる清流にはいって︑部落の人たちがそ

せいりう

女たちは︑すわって針仕事もすれば︑陸

小さな染着を混んで米をつく︒そのきね
をか

きうす

に働いて家を守ってみる︒廊下にもみを

ちは︑勤勉に働いて家を守ってみる︒廊

屋がずらりと並んでみる︒どの家も同じ
ぶた
きる仕組みになってみる︒床下には︑豚
ぶた
︑
豚や︑鶏が飼ってある︒廊下は︑いは

つた床の上にできてみる︒廣い竹張りの

つつ集って生活してみる︒毒虫と灘氣か

どくむし

百戸ほどつつ集って生活してみる︒毒虫

どくむし

らで柔和な顔をしてみる︒かれらは︑二

にうわ

チンあたりに住んでみるのは︑入れ墨も

げ込み︑農耕をしてみる︒クチンあたり

のうかう

ダイヤ族に追はれて陸地深く逃げ込み︑

りする悪習が残ってみる︒陸ダイヤ族は

すなどりを業としてみるが︑性質が荒つ

さんの入れ墨をしてみる︒主として海べ

ら挙手・顔にかけて︑たくさんの入れ墨

息苦しくさへなって挙る︒それに雷が多
し
でも大部分を占めてみる︒ダイヤ族には

のすごい音をたててゴムの葉をたたき︑

季は︑十月に始って三月ごろに終る︒こ

6544332112109887642112121111109765286311
だいて門口に立ってるるのを見ると︑ふ

うの日本人も住んでみる︒この地に住み

111110101010109999999888888877665422了22了22了226226
21108871976543110985441657215632118

つもあける︒あけてはそこへ爆藥をつめ

さくがん
︒
馨岩機をかかへて︑﹁ダ︑ダ︑ダ︑ダ︒

が︑この中に生きてみるのだ︒さう思ふ
さ︒
くが
︑みな美しく見えて写るのだ
墾ん
岩機を

のだ︒日本を守ってくれる寳が︑この中

の鑛石の中に眠ってみるのだ︒日本を守

︒上着などは脱いでしまふ︒﹁︿略﹀︒﹂鑛

を奥へ奥へもぐって行く︒地熱のために

て坑を一挙におりて行く︒そこから︑各

と坑内深くはいって行く︒やがて軌道車
︑昇降機に分乗して︑敷百メートルのた

燈看板に迎へられて︑三キロ︑四キロと

周忌のにほひがして來る︒﹁採鑛へ総進

ぐらに坑道へ進んで行く︒一歩坑内へは

﹁無事に働かしてください︒﹂と心か

大きな神棚があって︑その下を通過する

活な行進曲が響いて來る︒坑口には︑大

は︑元氣で行っていらっしゃい︒﹂と

氣をつけて働いてください︒では︑元

︑十分氣をつけて働いてください︒で

る︒朝の光を受けて︑元氣よく腕をのば

員は︑東方へ向いて整列する︒鐵かぶと

ちの乗るのを待ってるる︒集合した鑛員

前に玉串とりてうねび山たかきみい

ぐし

どをあけさせてよもの櫻のさかりを

からきにたへて枝ぶりのみなたくま

むつみかはして榮ゆかむ世をこそい

げる︒それは︑見てみると自信に満ちた

そこに支那でやって來たのとそっくりそ

そのまま持ち込んでみる︒團結力の強い

をマンデーと呼んでみる︒三方小川など

つ・・がのの・をて・、鱗ぐ囹大聖三園囹。員。離賭げそそをう

か秋なのかと考へてみたくなる︒四

西北岸︑海に面して細長くのびた茜サラ

も知れない鳥が來て鳴き始める︒それは

のやうに流れ込んで來る︒家のまはりの

にみることを忘れてしまふ︒あの不愉快

ひがあたりに満ちてみる︒ここの住宅地

えびえと澄みきって︑パイナップルのに

涼しいかげを作ってをり︑木立の間を流

とを禁じて保護してみたものである︒二

へ出すことを禁じて保護してみたもので

しいほど人間に似てをり︑奮サラワク王

つかしげに近寄って來る︒オランウータ

んなかつかうをして︑なつかしげに近三

がら時々現れて來ては︑日本の兵隊さん

りながら時々現れて來ては︑日本の兵隊

の緑の中に貼在してみる︒サラワク特産

園地幣の間を走ってみる︒さうして︑赤

なか合はせに績いてるる美しい傾斜面と

てるる︒町を歩いてまつ感じることは︑
しゃん
り︑きちんと整ってみることである︒上

どりをただよはしてみる︒町を歩いてま

の光線に照り映えて︑まぶしい色どりを

つしりと軒を並べてみる︒さうして︑こ

とした密林が切れて︑白い壁に赤い屋根

218

と川岸に立ち並んで見える︒これがクチ
ほさう
である︒川にそって作られた敷本の鋪装

218

南十字星がかかって︑あたり一面が虫の

なる︒四 夜が來て︑山脈の上の黒水晶

1086443111110985532110987311095111076542
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218
218
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218
219
219
220
220
220
220
220
220
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221
221
221
221
221
221
221
221
221
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222
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

が晴れるのを待って︑鑛石運搬の鑛員が

がいせん

垂と長くつながって︑坑外へ運搬されて
︑坑外へ運搬されて行く︒まさに山の幸

せん

まさに山の幸を得ての凱旋だ︒鑛石を運

旋だ︒盤石を運んでしまったあとの坑内

つて︑坑内で働いてみる︒めいめい勝手

がいっしよになって︑坑内で働いてみる

ま

青い空︑何といってあの明かるさをいひ

車の音は︑見送ってくれる山の歓聲であ

び軌道車に揺られて︑二途につく︒疲れ

間も︑やがて過ぎてしまふ︒﹁交代の時
︑現場を引きあげて昇降機に乗る︒再び

一望でも多く送ってやりたいと思へば︑

つにも小さく割って行く︒堅い︑大きな

積み車に載せられて︑山の道をすべるや

べるやうに運ばれて行く︒日がな一日︑
︑みんな日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々

︑腕も︑黒々としてみる︒いかにも丈夫

よく山と取り組んで働けるものだと思ふ

たりする︒かうして︑三年も五年も石の

年も石の山に通っては︑石工の仕事を見

工の仕事を見意えて行くのである︒大き

ろの努力がひそんでみる︒たとへば石を

こちやに入り混ってみる石の面を見て︑

てるる石の面を見て︑その目を見わけ︑

わけ︑それによってこの石はかう割れる

生を石の中で暮してみる石工たちには︑

荒っぽい仕事をしてみるやうで︑決して
萬年もだきかかへてみる母のやうな山の
はダバオをめざして押し寄せた︒武装し
パオ市内に突入して︑町の十字路にさし
人の男がとび出して來た︒﹁萬歳︑萬歳︒

ツもズボンも破れて︑泥だらけだ︒足も
だけが異様に光ってみる︒﹁日本人か︒﹂

學校に監禁されてるます︒﹂といふ答
＋二2110園
中央部へ突き進んで行った︒ダバオ攻撃
たたく間に占領して︑屋上高く日章旗を
つとなだれを打って道路へ押し出して來
の學校に監禁されてるた約八千の邦人が

て道路へ押し出して來た︒大東亜鼓琴開
皇軍の入城を知って︑狂喜してこれを迎
あいさつ

を知って︑狂喜してこれを迎へたのであ
は︑高く手を振って挨拶しながら︑敵を
がら︑敵を急追してフィリピン中學校附
しんと静まり返って︑死んだやうになつ

23

死んだやうになってみた校舎の中から︑

の上の危さも忘れて︑孔子は年若い顔回

十二271囹︑﹁先生が生きていらっしゃる限り︑

子の顔が陽虎に似てみたところがら︑匡

悲痛な叫びでなくて何であらう︒二 十
︑弟子たちをつれき
てや
︑う
匡といふところを

の顔回が︑年若くてなくなったのである

てから深く信頼してみた︒その顔回が︑

あって︑聲をあげて泣いた︒三千人の弟

子顔回の死にあって︑聲をあげて泣いた

やうに静かになってみた邦人の間から︑

の上に立ちあがって︑やさしい︑いたは

四千名の邦人が出て來た︒校庭は︑﹁萬

52954992965
23

23

24

24

24

25

16

16

16

1了

17

1了

18

18

18

25

25

26

さい

先生を受け容れて用ひようとしません

かへ

れで予を啓喧してくれることがある︒

︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒また︑﹁︿略﹀

で工夫をこらしてみる︒決してぼんや

る︒しかし退いて一人でみる時は︑師

時︑ただだまってみるので︑何だかぼ

孔子は顔回をほめて︑天略﹀︒﹂といって

﹂の全盟が説かれてみる︒さうして︑顔

る欲望にうちかって︑禮を直行せよとい

は︑﹁己に克って禮に復るのが仁であ

か

弟子の才能に動じてわかる程度に教へた

れるとはさまってみない︒といって手

ないからといって︑手かげんするのが

られるときまってはみない︒ほめられ

︒孔子は平然として答へた︒﹁︿略﹀︒﹂子

し

地方に戦齪があって︑道ははかどらず︑

の國へ行かうとして︑弟子たちとともに

それから学年たって︑陳・票の厄があっ

ちん

までその師を慕ってみたのであった︒三

865321711032109610109865
園 園造園園
園 園菊園

魔が︑すぐねらって儲るからである︒鑛

だやうに突つ立ってるて︑眞書の日光が

ぶしいほど反射して來る︒あちらの山で
一かたまりになって︑石の上で働いてゐ
のみ

て︑石の上で働いてみる︒馨を持つ人︑

長い撃を打ち込んで行くこの仕事は︑生

ものんびりと響いてみるが︑一丁ごとに

槌ごとに心をこめて打ってるる音である

に心をこめて打ってるる音である︒一重
︒それが積り積って︑五メートル︑八二

返しくり返し塞げてやる︒たとへ日が照

りじりと績けられて行く︒十分深く穴を
十分深く穴を掘ってしまふと︑火藥を固
割り︑用途によっては更にいくつにも小

十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

申し受け﹂があって︑たがひに堅く連絡
︑いっしよになって艦船を走らせるのと

13

たちは︑だれも見てみない眞暗なところ

13

うに突つ立ってるて︑眞書の日光が︑ま

13

26
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2了

2了

27
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2了

29
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13

18

シャベルですくっては︑トロッコに積み
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ず︑すぐ會得して實行にかかる︒かれ

れは︑一を聞いて十を知る男だ︒﹂と
く略﹀︒﹂ともいってみる︒孔子がよく顔

がよく顔回を知ってみたやうに︑顔回も

よくその師を知ってみた︒顔回は孔子を

回は孔子をたたへて︑﹁︿略﹀︒﹂といって

と人を引つばつて行かれる︒とても先

も︑やはりついて行かないではゐられ
ついて行かないではゐられない︒私が
いところに立っておいでになる︒結局
ｪV︒﹂といってみる︒顔回なればこ

じながら︑ついて行くのである︒﹂と

﹁先生が生きていらっしゃる限り︑

生よりも先に死んでしまった︒ある日︑
しやうさう

十二431
十二433

れば︑残月が傾いてみる︒東西の美しさ
あしべをさしてたつ鳴きわたる

とばつかり考へて︑人の腹のへってゐ
︑人の腹のへってみることを考へてく

るることを考へてくれない︒﹂﹁︿略﹀︒

をおまへにやってもよい︒﹂﹁えつ︒た

りかへっこをしてもよいといふのです

のからだを捨てて︑永久の命を得よう
しか

しか

れはその身に着けてみる鹿の皮を取って

みる鹿の皮を取って︑それを地上に歌い

さい︒つつしんで佛のみことばを承り

十一一547薄闇囹

継

に歌の道にすぐれてみたので︑後世歌聖

十一﹇435園圃

歌の浦に潮が満ちて踊ると︑干潟がなく
︑あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑

てるる岸べをさして︑鶴が鳴きながら飛

が鳴きながら飛んで行く︒﹂といふ意味
︑鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきま
けんたうし

は︑遣唐使に從って支那へ渡ったことも

十二552 ︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぎようりと目を光

奥山今日越えて︑淺き夢見じ酔ひも
ゑじき
ぺんから身を投じて︑今や羅刹の餌食に

十二559あまねく世に分って︑人間を救はなけれ

十二553は︑うっとりとしてこのことばを聞き︑

山今日越えて︑淺き夢見じ醇ひも

﹂といふのであって︑後人を奮起させる

﹂羅刹は座に着いて︑おもむろに口を開
ゑ

から高僧が渡海して來たこうのはなやか

十二555 ︑﹁生死を超越してしまへば︑もう淺は

か︑残りを教へていただきたい︒﹂羅

わしは腹がへってをります︒あんまり

に悟りを開かせてくれ︒﹂すると︑羅

か残りを聞かせて︑私に悟りを開かせ

︒前半分を聞いてさへ︑私は喜びにた

修行者はかう考へて︑静かに羅刹に問ひ

と︑一度は否定してみたが︑﹁︿略﹀︒﹂修

行者は︑座を立ってあたりを見まはした

画くことばがなくてはならない︒かれに

を得たのにもまして︑大きな喜びであっ

の胸にわきあがって來た︒病人が良藥を

︒どこからか聞えて來る尊いことば︒美

て純な感情に生きてみたからである︒﹁

うにお歌ひになってみる︒萬葉集の歌は

﹂といふのであって︑美しい光景を目の

こちらに飛び立ってるる︒大和は︑ほん

つた香具山に登って︑國のやうすを見る
︑平地は廣々として︑かまどの煙があち

後世の歌集に比べて長歌の多いのが︑一
むらやま
一つの特色となってみる︒大和には群山

べき名も立てないで︑どうして空しく死

52

52

53

53

53

53

54

54

をぎふ

そらい

も︑さやう致しては政道が立ちませず
︒佛の慈悲によって︑助ける道でもあら

ながら︑かうなっては何ともしやうがな

つた︒正月が過ぎて︑二月にいよいよ切

はすっかり失望してしまった︒正月が過

いふところは違ってみた︒﹁︿略﹀︒﹂

天下の輿論に掬して︑ただ一人荻生狙乏

ようん

かし︑徒黛を組んで天下を騒がすといふ

はすっかり興奮してしまった︒﹁感心な

吉良上野介を討って︑あっばれ本望をと

きらかうづけのすけ

一すぢに道を求めて止まなかった︑あり

の天人たちが現れて︑修行者の足もとに

帝繹天の姿となって︑修行者を空中にさ

たいしゃくてん

なる樂の音が起って︑朗かに天上に響き

﹂と高らかにいって︑ひらりと樹上から

64754329439753274
・園なつはい天かは吉1一の寵一ぺ團

十二375図魍

今もかがやきて︑正倉院は天平の
みかさ

十二381図圏音にさそはれて︑三笠の山をはなれ
十二387図魍 川原は水あせて︑石にささやく音静
十二394脚下 大佛を見かけて遠き冬野かな︒六

といふ歌をよんでみる︒﹁︿略﹀︒﹂とい

十二396 東國から徴集されて︑九州方面の守備に
みたて
十一一398図魍 かへりみなくて大君のしこの御楯と
大君の御楯となって出嚢するのである︒

萬葉集に多く見えてみる︒御代御代の二

糸十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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園
下男園園園園
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5了

5了

57
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58

58

二に燭れ物に感じて歌をよむといふのは
おほとものやかもち

上代からいひ傳へて來たのを︑大伴家持
み
の間に廣く歌はれてるる︒海行かば水づ

勇の心がみなぎってみる︒萬葉集の歌に
ひむがし
また萬葉集によって傳へられてるる︒東
ひむがし
によって傳へられてるる︒東の野にかぎ
ひの立つ見えてかへりみすれば月か

264329564762521107654187519998
囹囹公園園
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野中の一夜は明けて︑東には今あけぼの
く輝き︑ふり返って西を見れば︑残月が

十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十

43

43

43

43

44

44

44

44

45

45

45

46

46

46

，．．

■

一

、

11065524210632
く野團。ま勇の上事萬大

4了

十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十十十

4了

4了

48

48

48

49

49

50

50

51

51

51

51

52

741109775332199
医】 園園園医〕園
医｝医】
山

「〈

33
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
35
35
35
40
40
40
40
41
41
42
42
42
42

42

43

61

て一て

十二631 はさが世間にもれて︑だれいふとなく︑

十二7110園

もろともに切っておくれ︒﹂この子を
せうちう

ひしく身支度をしてから︑焼酎で血だら

た兄の心もゆるんでしまった︒聞多の友

十二722
十二726

十二633園 らいお方と承ってみたのに︑将軍家の
十二641園 心はよくわかってみた︒自分とても︑

十二645園 悲であると思って︑自分はわざと將二
十二734園

十二732

歳の壮年に及んで︑何一つ孝行も聡く

の手當てとによって︑ふしぎにも一命を

十二642園衣の袖にくるんで助けたいのは山々で 十二728 ︑こんこんと眠ってみる︒ほかの馨者二
十二649 いさぎよく切腹して︑名を後世に輝かし

十二752図圏濱べを右に見て︑雪の下道過ぎ行け

みしん

十二653 治維新の幕が切って落されようといふ時
すはう
十二655 しいまでに切迫してみる︒周防の山口で
十二768廟凶圏

十二764図團倉宮にまうでては︑つきせぬ親王の

こ

り︑急いで求めてまみれ︒﹂冠者﹁かし

へのぼり︑急いで求めてまみれ︒﹂冠

すべて夢に似て︑英雄墓はこけむし

み

十一一735園母上の力によって︑萬死に一生を得よ

十二664 みの中に待ち受けてみる怪漢があった︒

十二658 を向かふにまはして︑幕府に封ずる武備

十二6610 が︑大刀を振るって聞多のせなかを眞二

十二669 多の爾足をつかんで︑前へのめらせた︒

ぢや︒まつ急いでまみらう︒とかく申

わいわいわめいてみる︒ひとつ當って

であった︒急いで見せい︒﹂冠者﹁はっ

きつけに合はせてみたか︒﹂冠者﹁合は

をかけてみがいてあるによって︑すべ

ほど︑よく張ってござります︒﹂大名﹁
︒とくさをかけてみがいてあるによつ

﹁かう廣げまして︑この金物でじっと

は古がさを買うて穿て︑やれ末廣がり

名﹁要もとしめては︒﹂冠者﹁かう廣げ

がさを買うて來て︑やれ末廣がりで候
︒あれをはやして︑ごきげんをなほさ

85

ば︑はね返りて死せずといへり︒い

んまとだまされて︑申しわけに︑はや

菊水の刀を與へて︑おのおの東西へ別

ば︑命にかけて忠を全うすべし︒こ

こんがうざん

人も生き残りてあらん間は︑金剛山

の忠烈を失ひて︑敵に降ることある

後をさへぎつて︑御方は陣をへだて

弟堅雪に向かって申しけるは︑﹁︿略﹀

ま

勢しだいに亡びて︑のちにはわっかに

季︑取って返してこの勢にかかり︑打

手を入れかへて︑直義討たすな︒﹂

︒尊氏これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下知し

打ちなびけられて︑須磨の方へと引き

す

に近づき︑組んで討たんと思ふにあり

と︑七たび合ひて七たび分る︒その心

は︑一太刀打ってかけ散らす︒正成と

見れば組み落して首を取り︑取るに足

思ひ︑取り込めてこれを討たんとしけ
わ
東より西へ破って通り︑北より南へ追

騎を前後に立てて︑大勢の中へかけ入
︑菊水の旗を見てよき敵なりと思ひ︑

し追ひまくって︑後なる敵と戦はん

まさすゑ

89

がしも呼ばはってみよう︒末廣がりを

る︒ひとつ當ってみませう11なうな
わいわいわめいてゐられるぞ︒﹂冠者﹁

者﹁急いで見せてくだされ︒﹂わる者﹁

も︒﹂冠者﹁急いで見せてくだされ︒﹂

はて︑何を責ってくれようか︒や︑よ
ほど︑よく張ってござる︒﹂冠者﹁重み

ら︑これを責ってやらうIIなうなう
︒とくさをかけてみがいてあるによつ
かなめ

をかけてみがいてあるによって︑すべ
る者﹁かう廣げて︑この金物でじっと

者﹁要もとしめて︒﹂わる者﹁かう廣げ

て︑要もとしめてでござる︒﹂冠者﹁さ

書きつけに合ってうれしうござる︒し
両ばかりも引いてくださらぬかといふ
うござる︒費ってあげませう︒﹂冠者﹁

かうかうはやして舞はれたらよからう
つ御主人に急いでお目にかけよう︒殿
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85
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85
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十二671 ぎにも聞多のさしてみた刀が防いだ︒う

71 9109
87653421143310622
囹古園囹園長園囹園囹園囹囹二審園丁囹園囹園囹

86

90

十二672 がせなかへまはってみたのである︒それ
十二674 聞多は立ちあがって︑刀を抜かうとした
十二6710 ばらくは氣を失ってみた聞多が︑ふと見
十二682 も︑のどがかわいてたまらない︒向かふ
十二684 は︑そこまではって行った︒それは農家
十二687 まねで水を飲ませてもらった聞多は︑や
十二689 淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三
十二692 夫たちにかつがれて臨つた弟のあさまし
十二695 者は︑ばう然としてほとんど手のくだし
十二698 の顔も︑ぼっとして見分けがっかない︒

十二706 い弟︑頼みに任せてひと思ひに死なせて
十一一706 ひと思ひに死なせてやるのが︑せめても
十二707 慈悲だ︒決然として︑兄は刀を抜いた︒
抜いた︒﹁待っておくれ︒﹂それは︑
三郎の袖にすがってみた︒又略﹀︒﹂﹁︿略

十二708圏
十二7010

てるた︒﹁待っておくれ︒お醤者もこ

9
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十二711囹

十二712園 手を帯くさないでは︑この母の心がす
十二714園 母上︑かうなっては是非もございませ
十二715囹 一滴の血も残ってゐませぬぞ︒手筆て
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十二929障a凶︒客殿に並みみて︑念佛十返ばかり同

十二926図入り︑甲を脱いでその身を見れば︑正

ほんくわい

十二933図圓 人間に生まれて︑朝敵を滅さばやと
十二936留女 じく生をかへて︑この本懐を達せん
まさたか

十二937図 ともにさし違へて︑同じ枕に伏しにけ

十二938図正隆を始めとして︑一族十六人︑從ふ

むべきを知って進むは︑時を失はざ

今勢を書くして來たるなれば︑今度

って爆藥が仕掛けてあり︑退却の際︑ス

走するにしたがって︑橋といふ橋を片端

けうりやう

ッチ一つで爆破して行くのである︒いか

車のペタルをふんで︑橋梁地へかけつけ
隊をねらひ撃ちして曇る︒爆破された橋
いてきぼりになってみる︒橋の土塞には
にも地雷が埋設してある︒このじゃま物

はり

撃ちの銃丸が飛んで熱る中で︑平然と行
つち
兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒大きな槌
はり

し

て行く梁にのぼって︑釘やかすがひを打

隊︑組み立てられて行く梁にのぼって︑

や

まで濁流につかって︑打ち込まれる橋柱

だくりう

椰子のからを破ってその水を飲み︑熟し

より黒く日にやけて︑歯だけが妙に白い

を︑しっかり支へてるる兵隊がある︒シ
ハンマーを振るってみる兵隊の顔から︑

面の地黒をゑがいてるる︒ここの橋が三
材料を肩にかついで︑前線の橋へと粧い

前線の橋へと急いでみる︒ここの橋が完
れ︑砲火ををかしてのかけ足である︒め

兵の徒歩部隊が出てみるだけである︒ま

︑しびれを切らして待ちかまへてみる︒

。騨・鞘。櫨．官の宮川燗冷斜高唖献百毫激敵ム妨．・

を追った︒近づいて見ると︑五千トンぐ

の手導きをしてもらひたい︒﹂と︑

た︒深更を過ぎて︑お電話があり︑吉

軍と朝敵とに分れて︑長く戦ふやうにで
︑そのすきに乗じて︑かれらは何をした

意を見せようとしてみた︒もし︑日本が

スは︑薩長を通じて官軍に好意を見せよ

さっちやう

わが國をうかがってみたのである︒現に

書くし︑情を述べて残るところあらせら

この御文を会見してひとしく泣いた︒徳

官軍に押さへられて︑目的を達しない︒

のやうに東へ寄せて來る︒徳川の家は︑

宮の御文を奉持して︑東海道を西へのぼ

川の家は何とかして護らなければならな

へ︑ひとたび嫁しては徳川の家を離れな

聞きになるに及んで︑事情止むを得なか

陣中に莞じ︑置いて杖柱とも頼みたまふ

こヒつ

征伐の大事が起って︑家茂はその陣中に

一院に閉ちこもって︑ひたすらに謹愼の

の次第を申しあげて︑切に天朝へおわび

る重大なのを知って︑大阪から海路江戸

爾々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し

たけ心がみなぎってみる︒かれは﹁慶喜

百年の鶴恩を思って︑主君の馬前に討死

壷からくつがへして︑新日本を打ち立て

片端からかけ渡して︑竜車を通らせ︑大
よ鯨
︑大砲を前進させて︑敵に立ちなほる

敵が次々に爆破して行く橋梁を︑わが工

人員の鮎検を受けて︑これもそのままト

々と橋を乗り切って行く︒工兵隊は︑鯨

らして待ちかまへてみる︒そこで︑橋が

567876656495365254642865311109755

勝つことを得て︑敵軍の氣を屈せし

す︒つつしんで命を全うすべし︒﹂

退くべきを見て退くは︑後を全うせ

によ

︑北から南へ走ってみる︒この道路を︑

十二梱3図吉野をうち出でて︑敵陣へとそ向かひ

名字を書き連ねて︑その末に︑かへら

十二㎜10図

十二㎜9図先皇の陵に参って御いとまを申し︑如

みささぎ

参内と思ひ定めて退出す︒正行・正時

頭を地につけて︑とかくも申しあげ

99

十二942図 れる父の首を見て︑悲しみにたへず︑

十二939図 ひ思ひに並みみて︑一度に腹をぞ切つ

100

十二944図 ︑あとより行きてやうすを見れば︑正
はかま

十二946図 の手に抜き持ちて︑袴の腰を押しさげ
十二947図 ひなに取りついて︑涙を流しいひける
十二9410図國 よくよく思ひても見よかし︒父上︑

十二957図國 ︑朝敵を滅して︑御代を安んじ奉れ
十二9510図圖 つぶさに聞きて︑この母にも語りし

十二963図 泣く泣くいさめて︑抜きたる刀をうば
十二965図 にしみ心にしみて忘れず︒そののちは
もと 職 の ま ね し て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ ︑

馬にむちを當てて︑﹁︿略﹀︒﹂などいひ

十二966ロロ凶

十二967図

十二968図 略﹀︒﹂などいひて︑はかなき遊びにも
條中納言によりて奏し奉る︒﹁︿略﹀︒﹂

十二972図 一族をうちつれて︑吉野の皇居に参向
十二974図

十二982長腎 へ返し︑生きてあらん一族を助け養
十一一983図圓 よと申しおきて死して候︒しかるに

十二982図圓 ︑朝敵を滅して御代を安んじまみら
十一一983図圓 しおきて死して候︒しかるに︑正行
十一一984図幽︑手を美くして合戦仕り候はずば︑
もろなほ

十二988忽然 もなるべきにて候間︑今こそ師直・
十二989駅長 身命を書くして合戦仕り︑かれらが
十二991図譜 を決すべきにて候︒おそれ多くは候

十二9810恩貸行が手に掛けて取り候か︑正行・正
十二993図園 めに参内仕りて候︒﹂と申しもあへ

十二997表すを高く巻かせて︑玉顔殊にうるはし
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だが︑曲学を掲げてみない︒國旗を掲げ
だい
ない船は︑撃沈してかまはないのだ︒大

かんばん

つて堂々と接近して行くと︑汽船からは

があわてふためいてみるのが︑手に取る

もうと黒煙を吐いて逃げ出した︒甲板で

きっすゐ

距離まで追ひつめて︑砲口をじっと向け

腹にみごと命中して︑吃水線に穴をあけ

たまま静かに沈んで行く︒わが冠水艦の

組員は︑船を捨てて二隻のボートに乗り

不動の姿勢で立ってるる︒煙突が波間に

緑の波の上に光ってみる︒その國旗も︑

突が波間にかくれて行った︒横倒しにな

さつと右手を墾・げて︑沈んで行くギリシ

海の中へ姿を没してしまった︒わが潜水

一心の海面に落ちてから︑二時間もたつ

手を展げて︑沈んで行くギリシャ國旗に

に違ひない︒急いで魚雷登射の準備がな

はないかとさがしてみる喜雨鏡に︑あか

爽射の命令を待ってるた︒吸ひつけられ

に応召鏡をのぞいてみた艦長は︑敵船の

るしが赤く描かれてみる︒﹁襲射止め︒﹂

大翻すぎると思って︑しげしげと見た︒

射の持ち場についてみた勇士たちは︑艦

れに仇を討たせてください︒﹂涙を浮

戸﹀︒﹂涙を浮かべてくやしがる乗組員を

なふるまひをしてはならない︒﹂とお

︑腕から胸へかけて焼けただれ︑視力も

十二搦1汚血 つうつみ残して若葉かな

十二悩4図圏 かな 山路來て何やらゆかしすみれ

春の國から生まれて來たかと思はれる白

だんだんなくなって行った︒上半身にや

し

てをていねいにしてやることは︑並みた
や
︑代る代て
るつ徹
夜して︑心からしんせつに
や

ず熱と光とを送ってよこす︒地上のあら

な熱と光とを送ってくれる︒夏の日の暑

十一年を週期として増減してみる︒太陽

したガラスを通して太陽を見ると︑表面

暑さから考へてみてもわかるやうに︑太
︒光の強さに至っては︑ほとんど普通の

日の暑さから考へてみてもわかるやうに

飛ぶ飛行機に乗って行くとしても︑ざつ

大きなものになって︑ちよつと手近にた

チのゴムまりとしてみても︑太陽は直樫

ままそっくり移して︑地球を太陽の中心
︑今の約二倍なくては︑月が太陽の表面

て・ぐるぐ廻ってみる︒今・かりにそ

︑地球を中心として︑ぐるぐ廻ってみ

光のおかげで生きてみるのである︒月は

べての生物にとって︑太陽ほどありがた

私たち人類にとって︑否︑すべての生物

くうらやましくてならないのです︒﹂
︑又略﹀︒﹂といって︑二人の衛生兵の手

じみ感じて泣いてみるのです︒かうし

︑しみじみ感じて泣いてみるのです︒

を悲しんで泣いてみるのではありませ

身の上を悲しんで泣いてみるのではあ

片言の英語で慰めてやると︑﹁︿略﹀︒﹂と

の上に半身を起して︑さめざめと泣いて
︑さめざめと泣いてみた︒英語の少し話

んせつに看護をしてやった︒椰子の葉越

399310766376421121885411998764316
園園園凸面
週期として増減してみる︒太陽のやうな
︑同じものになってしまふであらう︒つ

のみぞに解け込んで︑銀の糸のやうにま

も暖さうな顔をして︑妹の小さな手にだ

られ︑雪にうまって冬を越した人形が︑

桑

ない︒上着を取って︑はんの木の下枝に

走ったので︑熱くてたまらない︒上着を

とを追ふ︒近づいてからまた弟が︑﹁お

ばらくこちらを見てみた母が︑左手をあ

聲で呼んだ︒立ってしばらくこちらを見

の土があらはに出てみる︒ずっと向かふ

の雪もだいぶ減って︑あちらこちらに黒

たりから︑はずんで來た︒せり摘み

つた小路を︑とんで行くのが見えた︒と

まで泥をはねあげて︑垣に沿った小路を

てのび出ようとしてみる物の溌刺たる力

はつらつ

もたげ︑雪を割ってのび出ようとしてゐ

あたりを見まはしてみる妹に︑ほほ笑み

もう目をさましてみるのですから︒﹂

小さな手にだかれてみた︒﹁︿略﹀︒﹂ふし

からお人形が出て來たの︒﹂のんきな

をしっかりと握ってみた︒さうして︑こ

︒もう︑じっとしてはみられない︒私は

づりが朗かに聞えて來る︒庭におり立つ
︑そっと顔を出してみる黒い土を見つけ

いにあけはなされて︑どこからか︑カナ

ようちょうと流れて行く︒風はまだうら

さりと︑音をたてて崩れる︒崩れた雪は

で︑輕さうに浮いて行く︒やはらかな日

に大きくふくらんで︑輕さうに浮いて行

ぽっかり顔を出しては︑見るまに大きく

9853398622997522110776431986654
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にも浮かびあがって堂々と接近して行く

十一一伽8

十二伽2 く攻撃態勢を捨てて︑ぐるりと艦首を向
十二伽8 床の上に横たはってるた︒顔から腕︑腕

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十二伽9 もほとんど失はれてるた︒かれは︑アメ
十二搦2 この島に不時着して負傷したのであった
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

つせとせりを摘んでみる︒ぼくらを見て

んど雪がなくなって︑雑草が一面に芽ぐ

みる︒ぼくらを見てにっこりしたので︑
しみつ
ぼくは帽子を取っておじぎをした︒清水

草が一面に芽ぐんでみる︒草の芽の間か

は時々弟の方を見ては︑またせりを摘む

も︑ゆらゆら揺れて一つになる︒ぼくも

むくむくとにごって湧きあがった水が︑
︑すぐに流れ澄んで︑せりの葉並みがい

よみがへらうとしてるるのだ︒ぼくは︑
︑とびが高く鳴いてみた︒二十 國語の

母や祖母にだかれて︑かうした歌を聞き

さしい歌に歌はれてるることばこそ︑わ

こ
︑思はえ
ずり
襟を正して︑榮えますわが皇室

十一一襯6図韻 いはほとなりてこけのむすまで

この國歌に歌はれてるることばも︑また

れは︑國語によって話したり︑考へたり

物事を學んだりして︑日本人となるので
︑われわれを教へてくれる大恩人なので

ひなき國髄を成して︑今日に進んで來た

び外國の地を踏んで︑ことばの通じない

して︑今日に進んで來たのであるが︑わ
︑國初以來縫績して現在に及んでみる︒

・精神がとけ込んでをり︑さうして︑そ

尊して現在に及んでみる︒だから︑わが

のやうにならしめてみるのである︒もし

れわれを結びつけて︑國民として一身一

こびに︑國を墨げて萬歳を唱へるのも︑

ある時︑國を墨げて國難に赴くのも︑皇
語の力があづかってみるといはなければ
リカ大陸に沿うてひろがる﹁太平洋﹂

ないとさへいはれてみる︒國語を尊べ︒

この海洋を越えて縦横に脈うつ︒かな

いふ水に號令して︑世界最大の波紋を
ひうが
の源泉が高鳴ってみるのだ︒日向を船

﹂と︑そばに立ってるた船長がいった︒

旗を捧げて︑歌ってみるかに見える︒そ
︒その歌聲につれて︑太陽はいよいよ赤

淡紅色の旗を捧げて︑歌ってみるかに見

な太陽の紅を遍して︑首を振り振り禮操

と︑二十時を過ぎてみる︒﹁︿略V︒﹂と︑

ね色に染まりかけて來た︒時計を見ると

南西の風に向かって︑かすかに針路を攣

なささやきを結けてみる︒南西の風に向

の季節風に揺られて︑緑の小波はなごや

大きくもえあがって︑静かな海面に窩る

から浮かびあがって罷る星の光までが︑

死んだやうに止んで︑地平線から浮かび

て︑消えずに残ってみる︒風はぴたりと

二本のしわを描いて︑消えずに残ってみ

うな海面をすべって行く船の跡が︑いつ

はっきり攣りかけてみるのもおもしろい

は全く違ふと聞いてみたが︑もうこのあ

針路を北西に取って︑スマトラ島の北端

光らしながら飛んで行く︒明日は昭南に

っかり静かになって︑時々飛び魚が銀色

槍僥の置物でも見てみるやうだ︒波もす

あざやかに封照して︑まるで大きな七下

たいせう

あげて︑船を招いてみる︒あの雲の即下

りと首をもちあげて︑船を招いてみる︒

海を手直に南下して︑いよいよ赤道に近

國の鎭めによってのみ︑とこしへに﹁

ひうが

︒日向を船出して︑思したまうた國は

上し︑東へ転じて︑遥かにアメリカの

11111110865332110109986532199773943547
圃圃圏圖團圏
1弼

2n4

刻刻に濃さを増して︑見渡す限りの海が

さしい目を見張って︑永遠にまたたき績

星の呼吸さへ聞えて來るやうだ︒このや

て︑じっと見つめてみると︑一つ一つの

に見える︒だまって︑じっと見つめてみ

やき顔にまたたいてみる︒どの星も大き

は北のはつれにるて︑内地のありかをさ

うなところに光ってをり︑北斗七星は北

ぽいまき散らされてみる︒南十字星は手

が静かにひろがって︑深い藍色が頭の上
︑もう太陽は没して残光は見られなかっ

足をじっと見送ってみる︒再び行く手に

ぶん季節風に乗って︑ボルネオ見物にで

ルは東の方へ去って行った︒たぶん季節

きが掛け並べられてみる︒こんな太い雨

の音もかき消されて︑目の前には︑敷知

かも見えなくなってしまった︒とうとう
︑むちでたたかれてみるやうな音を立て

は急にせまくなって︑のちには︑雨足も

に右舷の海を渡って量る︒地平線はけむ

を︑右に左に歩いて行くスコールの足が

上へのこのこと出て來たのだ︒緑の地平

さっとたれさがって來た︒スコールだ︒

かり海面を暗くしてしまった︒と思ふま

ぎり︑青空を埋めて行った︒わっか四五

幾重にも輪を重ねて湧きあがったと思ふ

の雲が湧きあがって來た︒何といふ延び

かね色に染めかけてみた入道雲の足もと

に雲の表情が攣って覧た︒頂を︑あかね

な美観を待ちわびてみるうちに︑不意に

やうにひるがへして進む︒赤道といふ文

らめきにもえ立って行く︒その時︑船も

7655433211210986542112974112119876421
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十一一㎜2園 の美しさがあって︑非常な勢で船首に

十二㎜1園 には十日も轟いて高い波が立ちます︒

十二脳1

十二㎜11

十二㎜8

十二㎜8
なく四方を偵察してみたが︑西の方へ向

また名望鏡をあげて︑くまなく四方を偵

た︒だれもだまってみる︒艦長は︑また

十二㎜5 略﹀︒﹂向かひ合って話してみる船長の後

十一﹇㎜8

十二㎜5 向かひ合って話してみる船長の後の空と

十二断7 遠にまたたき塩けてるる星のおかげで︑

十二㎜6 ︑明かるさを増して湿た︒スコールの去
十二脳3

十二脳2囹

ともなくさういってから︑﹁稜射用意︒﹂

こっちへ突進して逼る︒﹂艦長は︑だ

取って︑突つ込んで行った︒﹁︿略﹀︒﹂艦

ちさげかちを取って︑突つ込んで行った

十二㎜6 ら︑やがて月が出て來るのであった︒二

十二㎜3 へども氣をゆるめてはみないのである︒

十二㎜9 以下の低空を飛んでみる︒機上の朝食を

十二㎜7 早朝から飛び出して︑一日中︑島影一つ

十二㎜5 にわが手に握られてみる大東亜海へ︑一

十二㎜2 や︑いどみかかって來る敵機をものとも

十二㎜11 上遥かに飛び出して行った︒今日も︑基

十二肪2

十二脳10

十二脳10

十二川9

十二脳8

十二脳7

十二脳7

た︒近づくに從って︑敵艦の推進器の回

たがひに物をいって︑全員白鉢巻をきり

︒全艦これを聞いてをどりあがった︒﹁

板がはっきり見えて︑その艦首のかっか

ちへ向かって走って駈るレキシントンの

にこっちへ向かって走って來るレキシン

た太陽を背景にして︑斜めにこっちへ向

間かちよつと出して見た︒その目にうつ

つつ減らして行って︑艦長は︑漕望鏡を

を少しつつ減らして行って︑艦長は︑漕

︑艦は西へ向かって全速で突進した︒ま

十二㎜7 かし近づくにつれて︑その黒い物は︑し

十二篇5

がはっきりと聞えて重る︒それといつし

︒﹂の報告があってから︑艦は西へ向か

十二㎜8 きく空へひろがって行く︒あれほど敵艦

十二肪8

推進器の音も混って來る︒敵の警戒は嚴

十二脳6

ほど敵艦船であってくれと願ったのに︑

十一一肪10

十二矯9

すでに太陽は没して︑西の方だけが三年

十二脳6

十一一㎝12

十二肪1！

らだを浮かし出してみるではないか︒周

十二㎜9 子を振って見送ってくれる基地の朝は︑

十二㎜12 望鏡かと︑近づいて見れば︑魚の群だつ

十二珊2

は︑もう暗くなってみる︒これなら︑潜

だぞと︑毎日いって聞かせてみる魚雷だ

十二㎜5

十二四2

つちの所在を知ってか知らずか︑敵の山

艦は急速に潜没して行く︒こっちの所在

217

うど頭の上を通って行った︒その氣味悪

れし涙が頬を傳って流れる︒十三時三十

ほほ

十二㎜3園 ごちそうに供へてやる︒﹂と︑歯を食

ぺんまで突き抜けて走る︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

きり︑今まで聞えてみたレキシントンの
さんご
は︑聞えなくなってしまった︒四 珊瑚

り︑大爆音をあげて轟沈させたのであら

音機に吸ひ込まれて來た︒二回にわたる

おん

器の音が耳に響いて︑ちよつと張りの抜

16551064
21了

21了
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この夜感

東京から放送されて來た︒最前線の決戦

にあがっては消えて行く︒三

遠い海面にあがっては消えて行く︒三

く後方から爆撃して來たが︑相愛らず︑

ない︒午後になって︑わが艦隊に敵機來

じいんと熱くなって託る︒そこへまた敵

荒鷲︑よくぞやってくれた︒目がしらが

報が︑電波に乗ってやって來た︒﹁サラ

つのがもどかしくてならない︒八時．四十

て雷爆撃に向かってみた︒すは︑決戦で

敵航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみ

決勝の翼をつらねて︑敵航空母艦めがけ

中のねずみとなって︑逃げようとどうあ

國日本の姿を思うて︑血の高鳴るのを感

かに︑凱歌をあげて基地へ蹄るところで

がいか

みかた機とわかって狂氣のやうに手を振

定め︑ねらひ績けてるた高角砲の勇士た

じ照
ゆ準
んを定め︑ねらひ
︑戦闘配置につせ
いうて

がくっきりと浮いて︑望遠鏡にうつって
︑望遠鏡にうつって來た︒最初︑敵の大

いういうと近づいて來る︒先頭の指揮官

ある︒高度をさげて︑いういうと近づい

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた

9776411285112127511098764431

十二㎜9 ひきり帽子を振って見送ってくれる基地

十二㎝4 方に立ちふさがって來た︒下は海面すれ

十二肪3

雷はうなりを生じて突進して行く︒多年

毎日いって聞かせてみる魚雷だ︒いかに

はいけい

十二割5 らう︒これを避けて北へ遠廻りをする︒

十二肪4

りを生じて突進して行く︒多年手しほに
十二肪10

のやうに飛び出して行った魚雷のうなり

十一一脚9

十二川5 と切れめを見つけて︑豫定の哨戒線上に

十二恥8

十二珊10

雷のうなりを聞いて︑登射東員は︑ほっ

するしんき

十二割9 うな龍巻さへ起ってるる︒海面から巻き

十二購8

十一一刎12

十二㎜12

のだ︒更に攣姦して南へ廻る︒風に流さ

がひどくあわ立ってるるので︑潜水艦の

十二烈9 海面から巻き起って雲に達する壮観は︑
十一一鯉3 を海圖に書き込んで行く︒右へ左へ廻り

十二鵬12

十二㎜6囹 また太陽が沈んで行く︒﹂民望鏡をお

十二川3

︑異様に輝き渡ってみる︒﹁︿略﹀︒﹂潜望

あや ま

十一一 5 寸分の誤りがあってはならない︒わっか
なな
十一一㎜4 残光を斜めに受けて︑異様に輝き渡って

十二㎜7 ﹂漕望鏡をおろしてから︑艦長は︑ひと

台十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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で一で

二702園

三403

三387圃

といって︑くすりで洗ったり︑くすり

赤ちゃん大ごゑで︑ああああ︑ああ

生まれる︑それで︑このうちがつづ

だが︑そのへんでは︑小さな谷川だ

ッテ︑﹁セカイ中デ︑一バンエライア

ッテ︑﹁セカイ中デ︑一バンエライア

十二脳3 に︑かく放送されてるる︒軍艦行進曲を

ニ715囹︒イクラ私が空デイバッテヰテモ︑
ッテ︑﹁セカイ中デ︑一バンエライア

三483囹

S園

十二脳4 ま︑静かに端坐してみた︒大成殿
ニ747圓

ルホド︑セカイ中デーバンエライノハ

で﹇出﹈︵名︶1出﹇▽いっかそうで・うちでのこ
づち・おもいで・しで・そうで・ひので・ひのでま

ニ768園

三506囹

三453 男さんは︑この川で池を作ったり︑魚
三468園 んなら︑海は水でいっぱいになって

え・ふなでする

三518
三583

三535

は︑はれまに小川でどぢゃうをすくひ

かの中を︑針の刀でちくりちくりと

のり︑はしのかいでこぎながら︑川を

ニ776全力︒ケフ︑ミンナデシャシンヲウツシ

ンハ︑ソノ松ノ木デ︑ウスヲコシラへ

日︑犬が畠ノスミデ︑﹁︿略﹀︒﹂トナキ

で

二865

︵接︶1

九825 母馬につけて︑近くの牧場へ放牧にやるこ

ニ89一

三594
︒二年生も︑これでべんきゃうをしま 三603園

とになりました︒︿略﹀︒で︑ぼくは︑そのころ學

ニ968園

︒三年生も︑これでべんきゃうをしま 三706 かぞへるやうに︑目でさがしました︒﹁チ

一663 シマシタ︒オホゼイデ︑為重ヤカニヲド

一466 ︑オハカノ石ヲ水デアラッタリシマシ

三108

三107

三73

三64圏

︑鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風を

んでに大きなこゑでいふと︑犬もわん

︒コ︑二の︑三︒﹂で︑たかくあげると︑

︒﹂こんどは︑二人でいっしょにあげま

正男さんが︑かみでらくかさんをこし

小さなひしゃくでお易くんで︑かけ

︑四十八︒みんなで四十八あった︒﹂

︒﹂と︑とほくの方で音がしました︒﹁︿

三825 た︒二人は︑はさみでゑを切りぬいて︑

三813さんは︑ぐわようしでめんを作って遊

三781

山775

三765團

三763團

三755團

三747團

から︑はまべの砂で山を作りました︒

ので︑潤いところで水をとばして遊

ります︒その中で︑つめのやうな叡

ちぎはや砂はまで︑貝を見つけまし

て予て︑はまべで︑どっと音をたて

す︒遠いところで︑水と空がいっし

三737 やうに︑かごの中ではねました︒私は︑

︒﹁︿略﹀︒﹂心の中でいのりながら︑ね

ス︒﹂と︑いいこゑでまたなきました︒

んが︑﹁さ︑これですきなのを︑おす

二971園

三731

三72一

ねえさんと二人で︑金魚を買ひに行

ヨリモ大キナコエデイヒマシタ︒勇サ

シラヘマシタ︒ソレデ米ヲツクト︑オカ

︒ソノ時︑庭ノ方デ︑﹁ホウボケキョ︒

二89一

て・それでは・ところで・なんで・ぼうえんきょう

二㎜2

トビオキマシタ︒庭デハ

で ︵格助︶舘 デ で尋そこで・それで・それでい
でみたつき

二梱6

ニ伽5

一686

三123

ニイサントフタリデ︑ハコニハヲツク

ニ82 ス︒勇サンバ︑カミデテルテルバウズヲ

三185

一464 ネエサントフタリデ︑ツイテイキマシ

來マシタ︒ミンナデ︑サルヲコラスコ

三245園

三241

三231

ました︒﹁みんなで︑ささ舟のきゃう

︒小鳥が︑木の上で歌を歌ってゐま

三982園

三971園

もしろい︒みんなでころがさうよ︒﹂み

一家そう動ゐんではたらいたね︒﹂と

､1園

二285

出マシタ︒ミンナデ︑アチラコチラニ

三247園は︑あの橋の上でしんばんをして

三214囹
つた︒もう一本で千本だ︒さあ︑刀 三831 二人は︑あつい紙で︑舟を二つ作りま
牛わか丸は︑あふぎでべんけいのうでを 三947 兵たいさんや︑戦地ではたらいていらっ

一一347 モエマシタ︒ミンナデ︑カレ枝ヤオチバ

ニ337

ニイサントニ人デ︑雪ダルマヲツク
ヘテ︑ソレヲ野人デコロガシマシタ︒

略﹀︒﹂あちらの村でもこちらの村でも

た︒たいへんな勢で︑ひるも夜も︑ぐ

ニ545

四63

村でもこちらの村でも︑かういって︑

見える︒赤や︑黄でぬった門が見え
四81

二55一 シタ︒ソレカラ︑炭デ目トロヲツケマ

四81

三鵬4囹
くせにぎょらいで︑大きな軍かんを

子どもが︑川ばたで遊んでゐました︒

かんはでんとうで︑ぴかぴかびかび

三278
三351園

﹂かういったあとで︑きっと︑﹁︿略﹀︒﹂

三381圏

三335

二665囹 ヲシイ︒セカイ中デ

バンエライカ
一一676園 リマス︒セカイ中デ︑一バンエライカ

ニ554 ︒﹂トイッテ︑二人デ外へ出マシタ︒月

ニ542

三984 かげながら︑みんなでかめをころがしま

ダシマシタ︒ドコカデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイフ

a1

ニー42囹 マッタ︒コノヘンデ︑ヒルネヲシヨウ︒

一447 ︒ボクハ︑クレヨンデシャセイヲシマシ

二214 シテ︑大キナコエデウタヒマシタ︒西

マタウグヒスが

一433圏 九十︑二十五ダンデゴシンゼン︒ニド

一40一

校から計ると︑すぐ牧場へ行って見ました︒

で

ニ825囹︒長イ竹ノサヲデ︑舟ヲコギマス︒﹂

V2

十㎜2 風のない静かな月の出である︒

一一
一一

一一

で一で
68

四124囹のよいくすの木で︑作った舟だ︑摂 四581 んが︑長い間病氣でねてゐましたので

四196

孫が︑今日汽車で通りますのでね︑

色や︑赤い木の葉で︑車の中が明かる
︒﹂と大きなこゑでいひました︒山と
げをおりたところで︑また止りました︒
止りました︒そこで女の子が一人乗
人乗りました︒外では︑その友だちが
ホ町に近いところで︑どこかのおばあ

した︒サ村の入口で︑ルックサックを

うびんきょくの前で止りました︒をば

略﹀︒﹂お山の上では親だぬき︑ぼん

臆測6圏國黒い衣のそろひでまふと︑月はまつ黒

四727

四693

いさんは大きな聲で︑﹁はい︒﹂と答へ

︒にいさんは︑ここでみんなにあいさつ

郎さんが大きな聲で︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

五148囹

五146

れしさうな小鳥の聲でいっぱいです︒﹁︿略

五112團

いさん︒﹂大きな聲で呼びながら︑支那の

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁ここで︑あんなにはげしい

た︒今夜は︑ここでとまります︒あすは

四744

五176

五163

﹂﹁︿略﹀︒﹂大きな聲で︑兵たいさんがしか

四752たちの休むところで待ってゐました︒

五183園あげよう︒向かふで遊びたまへ︒﹂﹁︿略

四756

一足で陸へあがらうと

四836

五184園あげよう︒橋の上で仲よく遊びたまへ︒

五368園

たが︑﹁このへやで︑かとり線香をつけ

五332 といひました︒小刀で︑葉を切ってやりま

いった︒もう︑今では︑なれてしまって

へて︑ひづめを水で洗ってやるのには︑

五664團作ったくしとはけで︑馬のからだをこす

いきません︒これで︑おいとまいたしま

五377行く途中も︑心の中で︑又略﹀︒﹂といのり
五475た︒にいさんと二人で︑氣をつけながら引
五476きなふなが︑水ぎはでぴちぴちはねて︑う
五484に︑にいさんと二人で出かけました︒朝つ
五489ました︒岸は︑青葉でおほはれてゐますが
五537行きます︒町の入口で︑私たちは馬車をお
五545た︒川の水は︑ここで海へ流れこんでゐま

五672團

五624囹
︑大きなはうちゃうで︑一きれ一きれ切取

五674団

四鵬3

さま︒﹂と︑心の中でいってみるにちがひ

五683国

に行きました︒職雫できずを受けたり︑病

五217 も︑ときどき池の中で見かける鯉やふなが

四845 まりません︑はまべでしくしく泣いて
四871囹に︒早く川の水でからだを洗って︑
四876囹 ことに︑﹁おかげですっかりなほりま
四891国
を︑次郎と二人で外へ持って出た
四905團た︒けれども︑空で二三べんまはって
四933團 たこは︑下の方であがったり落ちた
四955 くなると︑あちらでもこちらでも︑豆

ました︒もう

禮︒﹂と元氣な聲でいって︑立ちあが

四669

四旧1圏國白い衣のそろひでまふと︑月は十五夜
氏132 した︒そのおかげで︑日かげになって 四593 おとうさんと二人で︑さびしくくらし
すず
五94團鈴川のきれいな水で手を洗ひ︑口をすす
は︑﹁さあ︑これでいつお正月が來
四169 た︒ばうしには︑金で字が書いてあり 四625囹
四177 ︒それから︑みんなでごはんをいただき 四627 をあげて︑みんなで昇みました︒小さ 五103團 に︑お屋根がかやでふいてありました︒
枝さんは︑えんがはで︑両方に分れてす 五109團 治橋の鳥居のそばで︑しゃしんをとりま

四204
四208
四212
四213
四214
四226

四194 りぬけると︑たんぼでは︑稻をさかんに

四244園

四256

四248 した︒道のまん中で︑にはとりがたく

つけました︒世間では︑光るやうに美

四335 おばあさんと二人で育てました︒この
四345

四388 めきった一間の中で︑しっかりとかぐ
四406
四424圃

しました︒おかげで︑金の牛は︑おな

四脳8

場があります︒そこで遊んでみる支那の子

ひづめを洗ひ︑鐵で作ったくしとはけで
四期1

日の丸

五664国

上扇2

子どもが︑大きな聲で︑青空高く

五685囲ないて︑大きな目で︑じっとにいさんを

てやると︑馬の方でも︑ちゃんとにいさ
四鵬9

五人ば

四相5圏

の段︒笛やたいこでにぎやかな

四慨6團花が︑私の枕もとで︑今もまだ咲いてゐ

四987團胸は︑くんしゃうでいっぱいです︒花の

︒もう︑だれの力でも︑なんともする 四955 あちらでもこちらでも︑豆まきの聲が
うさんが︑﹁うちでもそろそろ始める
出た︒みんなでつづみの打ちくら 四957園
四984 ︒それから︑みんなで豆を年の敷だけ

四465

こから見るだけでも︑おなかがいっ

四423圃國

四469囹

四493 この氷の上に︑指で字を書いたり︑人
為503 ちゃうど水しゃうで作った木のやう
四528 人の子どもは︑木でこしらへたこまを
四529 たこまを︑氷の上でまはして遊びます
四531
つけて︑そのひもでこまの腹をたた
って出ました︒鏡で日の光を受ける

や︑みどりの若草で︑野山をかざって見

五741

いさんが︑小さな聲で︑﹁立たう︒﹂といひ

五724 ︑をぢさんは︑そこでおりるのかと思った

四541

四稲6園

五728 ︒をぢさんも︑ここでおりました︒にいさ

四569 ぱい鏡をくちばしでつつきます︒たい

四547 い︒﹂といって︑手で顔をかくしました 四価4 野や山が︑また︑雪でまつ白になります︒
四552 勇さんが︑えんがはで︑鏡を持って遊ん 四柵5園 ﹁北風が︑雪や氷で︑野山をまつ白にし
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五盟6圏

五㎜1

ほをりの命は︑海べで泣いていらっしゃる

たった︑一日だけでいいのです︒﹂ほで

︑虫の聲︑庭の畠で

六419囹茶わんのやうな器で受けます︒それを集

六357 です︒勇さんのうちで︑げんとう會があり

五㎜7園

五㎜6囹

女は︑つりばりを水で洗って︑海の神様に

る︒鯛﹁あ︑これで︑すっかりらくにな

い︒鯛だけは病氣でねてゐますので︑こ

︒﹂海の神様﹁これでみんなか︒﹂女﹁はい

の命﹁じつは︑海でつりをしてみたら︑

六477 た︒空は︑今︑窺貫で見た南洋の海のやう

六448

六429

は︑うれしさうな聲でさけび．ました︒﹁︿略

郎さんが︑大きな聲でいひました︒﹁︿略﹀

鳴きました︒ぎん

五817

五襯3囹

六504 のかたがたと︑お庭で遊んでいらっしゃい

を渡って來たゴムで作ったものです︒﹂

五819 ︿略﹀︒﹂と︑あちらでおかあさんの聲がし

五襯5

六507 ︑ちょっとしたことで︑つい︑けんくわが

六424囹

のだ︒思っただけでも︑ゆくわいではな

五761圏 おかあさんと四人で︑八百屋だ︑毎日︒
五戸7園

六344国

五787 た︒ぼくは︑はだしで庭へ出た︒せみは︑

五爵1

は︑もう百メートルで本部といふところへ

五809 三つ咲いてみる︒今では︑ぼくよりもずつ

五787 た︒せみは︑桐の木で鳴いてみる︒そっと

五832 ︑にこにご顔︒學校では︑三時間めに︑三

る者たちは︑この劒で︑みんな殺されてし

六543

五㎜1園

五834 んかんてりつける中で︑行進をしたり︑か

六82

いお天氣で︑あちらでもこちらでも︑稻を

五814 を掛けてみると︑川で︑だれか遊んでみる

五841 に︑赤が﹁つ︒學校では︑四時間めに︑土四

六87

︑あちらでもこちらでも︑稻を刈ってゐま

六473囹

んとう會は︑これでおしまひにしませう

村の人が︑二人で話をしてみる︒村の

せてるます︒右の手で︑すばやく︑葉とい

六578園

六576囹

六576囹

ば︑あなたは︑山で酒を見つけたといふ

︑どうやら︑うちで仕事をしてをります

ども﹁おかげさまで︑どうやら︑うちで

六557園も︑その子が︑山で酒の流れてみるとこ

六114

まへました︒左の手で︑頭のあたりをつか

六581囹

︿略﹀︒﹂と大きな聲で聞いてみると︑﹁︿略

五852 合同髄操の時は︑汗でべとべとした︒夏は
六103園

六87

六467園同じやうに︑南洋でもお米を作ってみる

五855 さんと︑ぼくと三人で︑えん日へ行って︑

五865 てあげたつりだうぐで︑魚をつるのが樂し

六115

ふのだといって︑土でかこひをこしらへま

があるから︑二人でおあがり︒﹂といは

五857 には︑涼しさうな聲で鳴いてみた︒七月十
五868 禮の時間に︑ラジオでも︑そのお話があっ

略﹀︒﹂と︑大きな聲で弟がひとりごとをい

この間︑私が︑山でたきぎを拾ってゐま

六124

六119

六637

お話があった︒教室で︑先生から︑﹁︿略﹀
よこはま

六693園

五869

六167團

六144

田道間守は︑大喜びでそれを船に積みまし

やっと︑あるところで︑美しいたちばなが

五873園 治丸といふ帆前船で︑北海道から︑横濱
五888 ゑんの水兵さんたちで︑いっぱいです︒﹁︿

五877 ︑海のお話や︑紅藍で︑にぎやかであった

六221

六217

時︑巻いた紙を︑糸できりきりと巻いて︑
つつ
一本の筒ができあ

六223

六222

の喜びとは︑ことばでは︑とてもいひあら

︒さうして︑大急ぎで︑日本をさして蹄っ

た︒枝についたままで︑たくさん船に積み

六753 ぼされました︒あとで聞けば︑この火事に

から︑いろくな藥で︑害虫を何べんも除 六739園 の風に︑四つつじで︑火事を消しとめた

六718 した︒ゆうべの火事で︑をぢさんのうちも

六705

六636

五鵬4 雲から出て︑大急ぎではなれて行きます︒

六267

取り歌を歌ふ人たちで︑急に︑山はにぎや

んは︑消防の役目でお働きになるのだか

いやうにした︒これで︑

五佃9 ないで︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見

六278

ゐます︒久しぶりでおあひして︑みなさ

うらの山で︑もずが鳴いてゐま 六629囹 おもしろい︒これで︑いっか︑おとうさ

五931 ートルといふところで︑白が︑ぐいぐい出

五928 艇長は︑大きな紅灯で︑選手をはげまして

五描7 時︑文子さんのうちで育てられた︑勇まし

六283

五㎜6 毛をすいたり︑きれでからだをふいてやつ

六292

六292

六285

られ︑しんせつな手で︑荷作りされたみか

して︑あたたかい心で育てられ︑しんせつ

六795 たべながら︑みんなで︑草地の兵隊さんの

六794 ゐます︒夕飯のあとで︑火ばちにあたって

かんは︑一家そう出で︑いろくな種類に 六793

六327團

︑どれほどの早さで走ってみるか︑それ

たの潜水艦どうしで︑信號しあふ機械が

六824囹もないが︑うち中でついたかき餅と︑あ

六811園

外では︑寒い風が吹いて

五㎜1 にしました︒おかげで︑利根は︑子犬のよ

六317團る︒また︑水の中で音を聞きわける機械 六803園 かあさん︑うち中で︑みもん袋を作って

に︑死ぬるかくごで敵地に進む︑わが陸

まじって︑遠くの方で聞えます︒﹁︿略﹀︒﹂

五㎜9 す︒文子さんのうちでは︑みんな犬がすき

五研3 ︑軍犬として︑戦地ではたらいてみると聞

六778圃

五価3 かうな利根は︑職場で︑敵のみるところを

五佃6團 れたのと同じ氣持で︑私も︑利根を一生
五描3 ︒みかたはそのままで︑ 一週間もがんばり

六332団

ひとつ︑めいめいで考へてみよう︒﹂と︑

五佃4 に走りました︒本部では︑利根のかかりの

で一で
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七78
つれて行くので︑手ですくって︑かい出し

ました︒小さな熊手で砂をかくと︑かちり

七442園

七431 ぞめといふのは︑鍬で土をほる儀式であり

七427 んが︑おちついた聲で︑うやうやしく讃ま

くまで

六836

七84

略﹀︒﹂と︑クレヨンで書いてありました︒

六851 それを︑みんなの前で黒みました︒支那の

田先生が︑﹁これで︑地鎭祭はすみまし

六852團原は︑今︑白い雪で一面におほはれてゐ 七103園 て蹄って︑みんなで標本を作ってごらん

六865團 した︒だんろの火で︑かき餅を焼きまし
七135

七131

七122

︒べらが︑たもの中でぴちぴちとはねまし

すと︑先生は︑たもで勢よく︑さっとおす

すきとほつた水の中で︑きれいな︑六七セ

︿略﹀︒﹂と︑みんなで︑﹁パチン︑パチン︒

七614 ましてみると︑方々で︑官軍が︑ひやうら

七575 は︑すっかり人や馬でうづまった︒こんな

七554 たちの船は︑ひとりで走り始めました︒さ

七5310 りなさい︒大きな聲で︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

七464園人である︒今ここで︑命を取られるのだ

七449 を思って︑うれしさでいっぱいになりまし

七118園

七117以るい玉を︑みんなで持ちたまへ︒いいか 七443囹 ですから︑みんなで早事よく︑校歌を歌

た︒﹁久しぶりで︑内地のにほひをか

とはねました︒海岸で︑書のおべんたうを

いかい︒さあ︑指で勢よくつぶすのだよ

六862團︑私は思はず大虚でいひ．ました︒友だち

六853国水も︑堅い氷の下で眠ってゐます︒外は

六866国囹

七136

らうか

六868團 ひながら︑みんなで︑おいしくいただき
七137

かふに︑日月を金銀で現した錦の御民を︑

七736園

て︑かわいた手拭で︑からだが赤くなる

︒勇﹁さ︑みんなで︑いっしよに計って

子﹁みんな︑ここで何をしてみるのです

七631

七779団

︑めいめいの部屋で整列して︑週番士官

︑﹁ふせ︒﹂の姿勢で︑小銃を撃つけいこ

七671園

うして︑ただお一人で︑熊襲をおほろぼし

七791團

うすっかり︑海の水でかくされてるました

ましたので︑一通りではとても勝てない︑

七804国

七1310

火は︑ものすごい勢でもえて膨ます︒天略

に手渡して︑これで︑ぼくのかげの長さ

七202

七185

をなぎ佛ひ︑火打石で火をきって︑その草

七811團

七8010虻田圓 今日も︑おかげで無事に終りました︒

でした︒﹁西の國で︑自分より強い者は

七214

二十一日の朝︑皇子で大きな地震がありま

七145園

七222

りに作られた治療所で手術を受けました︒

七811團﹀︒﹂と︑大きな聲で︑次々に番號を送つ

す︒あとしばらくで︑かげが百二十四セ

七235

七814團

七707園

七256

使ふものだと︑學校で教へられてから︑徳

七8210団

ましたか︒西の國では︑私より強い者は

七258

七861 の子は︑いつ︑どこで生まれたのでせうか

七179園

七329園
は︑ひどい目の病で︑ものが見えなくな

七863 す︒卵は︑そのままで冬を越して︑あくる

七713園

七332囹だいてみるおかげで︑たいそうよくなり
七334園は︑おなかの病竃で︑長い間寝てゐまし
七335園のごろは︑おかげでだいぶよくなりまし
七349園皇后様が︑御自分で︑病人のせわをなさ
七366 ︑帯いたんぼの一部で︑もう苗代の仕事が
七375ます︒夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略

合馬8 思ふと︑前足のつめで︑しっかりとそれに

あげませう︒日本でいちばんお強いあな

七379行くのは︑見ただけでも謹話のよいもので

七181園

ます︒いわしの重みで︑船がぐっと傾くほ

七386も︑牛も︑泥田の中で働きます︒ここの田

七886 ばらくは︑そのままで︑じっと動かないで

あと十四五メートルで鐵條網といふ時︑頼
けるといったやり方では︑とてもまにあひ
破壊筒が︑恐しい勢で爆嚢するのです︒も
ました︒大きなたもで︑網から︑いわしを

私たちの語路では︑新しい講堂が立

ちれうじよ

たいわん

左右の網船から︑竿で押されながら︑しだ

七394降るやうに︑蛙の聲でいっぱいです︒静か

七834團

七832團

りますから︑これでやめます︒みなさん

たり︑つめたい水で食器を洗ったり︑せ

が吹きまくる螢庭で︑教練をしたり︑つ

その時は︑大急ぎで武装して︑まつ暗な

ところで︑この六年でさへ長いと思はれる

七835團

七8910

七847團

ます︒書のつかれで︑みんなすやすやと

︑おごそかな氣持で︑軍人勅諭を奉讃し

ちょくゆ

略﹀︒﹂といふ心持で︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大き

林があって︑どこかで︑小鳥の鳴く聲がし

七399

六899の窓も︑廊下も︑雪で明かるい︒膿操の時
六911 築城始め︒﹂の號令で︑爾軍は︑一生けん
六985になりました︒學問では︑道眞の上へ出る
みやこのよしか
六987都良家といふ人の家で︑弓の會がありまし
六997 ﹂などと︑小さな聲で︑ささやき合ひまし
六998た︒平生から︑學問では︑とてもかなはな
六999 ︑今日はひとつ︑弓でいぢめてやらうと思
六観3 にもとまらぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を
六川1囹 い︒おまへは︑口でいって聞かせるだけ
山川1園 って聞かせるだけでは︑だめだ︒﹂かう
六川6 初めは︑ただ恐しさでいっぱいでしたが︑
六麗3園 ︒わたしが︑ここで︑こんなにしかられ
六佃2 何歪なく︑足の親指で︑板の間に落ちた涙
六佃6 指を使ひながら︑涙で︑板の間に絶をかき

さくなります︒ここで︑いちばん初めに出

六M8舟が︑板の間に︑涙でかいたねずみでした

た︑﹁一二の三︒﹂で投げてみた︒弟の石
七53圃

六冊7
六柵7
六梱9
六伽6
六㎜1
六㎜2
六梱3
六粥5
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八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八七七七七七七七七七七

がしました︒頭の上では︑夏の太陽が︑か
うな氣がします︒空では︑大きな入道雲が
︑思ひきって︑爾足で垂をけりました︒﹁

八354
八356

︑50

︒頼朝は一目見た上でと︑萬壽を呼び出し
やく十三︑舞姫の中ではいちばん年若でし
がって︑うばと二人でお仕へしたいと願ひ

ノQU− ましたが︑そのうちで︑特に人のほめたの

八395
八481

︑先生が︑小さな穴で︑しるしをつけてく

ないが︑先生のお話では︑少しでもくるひ

してみる︒﹁これで︑百メートルの高さ

から往重して︑そこで島の人や︑南支那か

八491

い︒ただ曲げただけでは曲らない︒それで

八471園

子の背にのせたままで︑彌兵衛に面會した

八503

山本くんが︑垂の上で笑ってゐました︒﹁︿
︑さかんに南方へ船で出かけ︑南支那から

が︑わざと平手な顔で︑﹁︿略﹀︒﹂と吐き出

八529園

八504らない︒それで︑紙でひごを︑こしぐと
書休みに︑みんなで飛ばしてみることに

すやうにいったあとで︑﹁︿略﹀︒﹂とつけ加

はくしゅ

をしばりあげたままで︑長い間だんばんを

で行った︒私は自分で拍手をした︒走って

︑
30
ノ﹁01 の向かふのがけの上で︑﹁集れ︒﹂といはれ

八538

さい︒用意︑どんで︑飛ばすのですよ︒

ロもあるフィリピンで︑ある年の十月の末

萬歳︒﹂と大きな聲で叫んだ︒私は︑この

さいたま

埼玉縣のあるところで︑試みにしるしをつ
八546園

ゐます︒ほこりと汗で︑壁面になった兵隊

ちやうど接待所の前で︑隊長が︑﹁︿略﹀︒﹂

八561
八577

ヨーロッパのある國で︑約十萬羽の燕が︑

八584

部を遠く望むところで︑私たちは辞観して

いうちから︑北の方で︑銃聲が聞えました
八602

八591

です︒燕は︑鳥の中でも︑いちばん早く飛

けて︑汽車や飛行機で︑何回にも送ったと
す巣を作った燕が︑來
︑今年ある家の軒下で

︑あの小さなからだで︑長い旅行を績ける

や水蜜桃などが︑畠でだいじに育てられた

しいバナナが︑野生でできるのではありま

あのバナナが︑どこでできるか︑どういふ

八679

八676

八658

八625

八616

られた︒初めは二列で進んだが︑谷あひで

ある︒大石橋守備隊では︑さっそく信書管

使は︑その夜︑どこで休んだことであらう

ながら︑かはいい目で空を見あげてみた︒

兵隊さん︑そのそばで︑銃や劒を見せても

感じがして︑目が涙でいっぱいになりまし

てるましたが︑どこで大砲を撃ってるるの

ことなのです︒皇湾では︑よく山ぞひの土

八785

八603

る廣場です︒ここで︑満人の子どもや︑

で進んだが︑谷あひでは一列になったので

績けるせみか︑途中で死んで錦って來ない

﹂が出ます︒これで新京へは八時間半︑

八7810

八785

八823

八801

におりて來る︒途中でころんで︑雪だるま

﹂と︑野田先生が杖でさされる方を見ると

すみみったう

へは︑十二時間半で行くことができます

うと思って︑そばで遊んでみた滞人の子

誤る者︑まじめな顔でやって來る者もある

にかかると︑前の方で︑野田先生が︑﹁︿略

着きます︒旅客機で朝だてば︑二方には

略﹀︒﹂と︑日本語ではっきり教へてくれ

ルものぼったところで︑杖をあげて︑﹁さ

汽車で大阪騨に近づくと︑

なったので︑雪の上で︑樂しいおべんたう

る船の積荷は︑小船で︑この川や堀を傳は
くし
島を︑たくさんの串でさし通したやうにな

けんいん

のは有名ですが︑中でも縦六メートル︑横

単車砲︑馬や牽引車で引いて行く野砲や︑

のですが︑それだけではまだ足りません︒

つきたての餅を︑手でまるくしたり︑長く

な電鍵仕掛の釜の中で︑白熱された鐵が︑

れられて︑高い温度で注せられます︒鐵の

の柱は︑熱い燈の中で︑じっとがまんをし

鐵の火柱が︑起重機でつられたまま︑そろ

は︑張りつめた氣持で︑機械が運轄するの
︑砲身ができただけでは︑まだ︑大砲がす

も︑やはり同じ工場で︑受持受持によって

砲身をのせる︑鋼鐵で作った塁もいります

さんたちの力強い手で︑だんだん組み立て
︑まるい鐵の肇の上で︑砲身を空へ向け︑

をつけるために︑手でさはったからです︒

八鵬6園 りません︒﹁何かで︑験してみる方法は
八梛4 した︒さうして︑糸でおもりをつるして︑
八柳7 ました︒おもりを糸でつるして︑それを動

八㎜9

こすって起きた︒水で︑じゃぶじやぶ顔を

八栩9園 へ出る︒その反動で︑くらげは運動する
八佃2囹 のものは︑大急ぎで進んでみる︑内側の
八餌3 です︒光線のぐあひで︑せなかのあたりが
八餌9 は︑さかな屋の店先で見るのとは︑まるで

八伽6 ﹂次に︑私が︑自分でこしらへた前掛をあ
八搦2 にねえさんは︑ひもであんだきれいな買物

八梱2 の聲を聞くと︑三囲でも︑春らしい日光が
八梱7
︿略﹀︒﹂といふ氣持で︑スケートの手入れ
八828

八824
ひろせ

八悩−o

のですから︑花の色で︑その邊が︑ぱっと

ばった︒ジャンプ壷では︑上手な入たちが

いだり︑廣瀬中佐で名高い旅順港口を眺

ノ天ノ天ノ、ズkノ天ノ天ノ、ノ天ノ天ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ、ノ天

八837

美しい町で︑ここであんなはげしい職が

したから︑みんなでごらんなさい︒では

88

90

91

92

96

9了

98

9了

98

98

98

102

102

102

103

103

103

て︑いろくな方法で︑このことを調べて
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あげまつ

て由る︒もうこれで南洋の住民と見まち
九1910團

九125今︑中央線の上松騨で汽車をおり︑森林鐵
九151國民訴校の生徒などで︑うづめつくされて
九167南寄りに進み︑大麻でおはらひをする時の
じゅれい
九172のである︒しめなはでかざられた︑樹齢二
九183をのの響きのこだまで満たされる︒一打ち
はした︒﹁これでは︑義男たちが見て
九192團園

︒私たちが︑心の中で考へたり感じたりし

へや感じが︑心の中で思ってみた時よりも

ます︒更に︑ことばで話したことを文字で

で話したことを文字で書き表しますと︑今

とができます︒文字で書き表す場合には︑

は︑思ったことを聲でいひ表すのですから

す︒しかし︑ことばで話す時には︑一々こ

ばに注意して︑文字で書くのと同じやうな
︒いくら美しい文字で文を書いても︑うそ

なにかざったことばで話しても︑専心がこ

心持が正しいことばで書かれてあれば︑そ

眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち

き︑りつぽなことばで話すことを忘れては

さっと︑波が足もとで無く音をたててみる

沖の方は︑白くもやでかすんで︑見通しが

せた小舟は︑大急ぎで岸の魚市場をめざし

その音が︑港を爾手でだきかかへるやうに

の中には︑近くの海で取れたあぢやさばが

してみる︒荷作り場では︑まぐろやさめの
員起し︒﹂この號令で︑朝の静かさがたち

これらの仕事は︑家で毎朝起きると︑まつ

園て、，圏だは潮をくすてをらて。あんちを、な。れて。折たう．すご
115
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んやり見てみるだけでは︑いったいどれが

ちよつと見たところでは︑ほとんど無敷と

を掛けて︑手のひらで輕く首やせなかをな

ながら︑ぼくのそばで遊んでゐます︒いつ
くし
もよく畳えるし︑櫛で手入れをしたり︑足

るころ︑五箇月ぶりでうちの馬屋へつれて

れて︑ひよう長い足で元氣よく︑草原の上

てある馬屋の奥の方で︑母宮が︑生まれた

した︒腰には︑毛皮で作った小さなざぶと

折れて︑かまの近くでぴたりと止った︒汗

た炭の端を︑指の先でこすってみた︒堅く

うれしい︒この調子で次も焼かうと思ふ︒

メートルもある︑土で固めた圓形のかまの

する︒あちらこちらで︑﹁おはやう︒﹂がい

22272210577172252497747210121074355

ます︒﹂正男﹁機上では︑どんな仕事をす

れらの計器が一目で見分けられるやうに

にしても︑指の先でしめるのですから︑

と︑まるで汗と油でぐっしょりになって

うなせまいところで修理をしてみると︑

わかります︒爆音でもわかります︒﹂正

あります︒しるしで思ひ出しましたが︑

なりました︒これでおしまひにしようと
︒兄は︑改つた口調でいった︒又略﹀︒﹂甚

ま︑いつのまにか涙で光ってみた︒甚次郎
︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒又略﹀︒﹂鹿

介は︑りんとした聲で大音に答へた︒﹁︿略

しやうがい

のかれは︑三山を力で仕とめようと思った
てふ
の世とはいへ︑京都では花が咲き︑人は蝶
︒二人はしばし水中で職つたが︑重手を負

すると︑呼吸の調子で︑がぶりと塩からい

て︑手を前へ延し足で地面をけると︑から

を水でひたす︒四手でからだに水を掛ける

ら︑顔を洗ひ頭を水でひたす︒爾手でから

て見ますと︑北の空では︑星が︑北極星を

心止3

九四1

九蹴11園 ック兵は︑あそこで教練したのだが︑今

九㎜2

よく來たね︒一人目よく來たね︒﹂と︑

兵隊さんたちは新京で下車した︒ぼくがお

九脳12 つけてみた︒北の方では︑二三日前に雪が

九脳8園 ︑とうとう山の上でなくなったといふ︒
九脳9
大石橋で始めて停車した︒ホ

の生涯は︑三十四歳で終りを告げた︒甲部

くりと︑自然に両腕で水を大きくかき︑爾

九㎜10園

九川12

九㎜8 氣よく起きた︒日本では感じられないやう

がら︑ 日にやけた顔で笑った︒向かふの農
かうさく
らめいてるる︒そばで︑漏人たちが耕作の

たりしてみる︒ ここで︑兵隊さんがどやど

を大きくかき︑爾足で水をけって進む︒二
はいらない︒水の中で︑もがいてみるやう

九蹴3

て來て植ゑた︒あとで︑﹁おきな草﹂とい

亜のために︑ここで大地を開くのだ︒こ
南川12

九二12囹

宮川1 柱にぶっつける︒水で口をすすぎ︑顔を洗
日の午後︑裏山の森で︑天略﹀︒﹂の聲を繋

てしまった︒これでも樂しいことがある

心止6 つて咲く︒朝霧の中で︑放牧の馬が︑露を

あさぎり

る︒ぼくは︑心の中で︑﹁やるぞ︑やるぞ︒
るものは︑前の草原で鳴く虫の聲である︒

九篇8園
のは︑みんな地上で働く人ばかりですか

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒

せんか︒命がけでほつたおかげですよ

だかなり遠いところで手招きをしてみるや

し︑かういっただけでは︑まだなかなか見

74756372212767104
古園園山二五圓二
藍の流れと職ふ氣持で泳いだ︒きちんとそ

ありますが︑その中で一つだいじな星があ
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みることを︑ことばで話してみると︑その
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將校が蓄電のよい聲で號令を掛ける︒﹁総

九九九九九九九九九九九九九九九九

137

さつばりした七二で︑持物をせいとんし
九213国
九227国あさんからの手紙で知って︑おとうさん
九387園ん︑ぼく︑みんなで海へ行って︑ほんた
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十573
る︒飛行基地の兵長では︑各攻撃隊の指揮

︑母は︑ラジオの前で職況に聞き入ってゐ

校から蹄つた︒うちでも︑母は︑ラジオの

十備9 どの漢字もすべて音で讃むか︑または訓で

十二9

十価8 ﹂などいろくの音で讃みます︒これは︑

て行かうとする基地で︑出撃の訓示をする

立たしいやうな氣持でいっぱいであった︒

十柵6

十摺2 ﹂などは︑訓ばかりで讃む場合です︒とこ

十帽1

心置10

︑もともと支那各地で︑いろ︿な音が行

家は︑自分たちの手で建てようといふので

十573
き

十584

し

ころに生まれ︑そこで死んで行く蒙古人た

る︒なれない手つきでをのを振るひ︑のこ

十608

はウェールズの舷側で︑みごとに大きな水

で讃むか︑または訓で讃むのが普通です︒

十614

くらむやうな光の中で︑レパルスの水兵が

すこくなり︑雲の下では︑ものすごくスコ

りには︑﹁おかげで︑直ることができま
十678

十602

昔と違って︑一人で進んで功を立てるや
虻699

たやうなとどろきとで︑陸にぶつかった︒

は︑力いつぽいの聲で叫んだ︒﹁︿略﹀︒﹂た

天をこがした︒山寺では︑この火を見て早

十758

十748

山712

十701

によらず︑機械の力で動かすやうに工夫し

︿略﹀︒﹂と︑心の中で深く爾余にわびた︒

ノットぐらみの速力で走ってみた︒船君は

を避けるやうに右手で顔をおほってみる甲

十柵10

十柵10

十号10

訓で嵩むか︑どの音で讃み︑どの訓で含む

漢字を音で弾むか訓で奨むか︑どの音で讃

るのです︒漢字を音で讃むか訓で讃むか︑

十帽6 に︑上を訓︑下を音で讃んだりする場合も

このくらみのことで弱るものか︒﹂と︑

十佃9

十六6園

はぎ

が器用に動く︒そばでは︑母が︑娘を相手

が聞える︒別な部屋では︑息子を相手に︑

十847

十8310

十826

十803

︑ともかくも新聞紙で張り︑巻町室に継て

し︑すばらしい速さで織り出す光景は︑見

︒そのころ︑わが國で使はれてるた外論製

十梱4囹下塗りは下の部屋でしますが︑中塗りと

十梱2 葉先を作った細い筆で︑漆にまじったごみ

十捌3 盆を一枚一枚︑はけでさび色に塗って行く

十伽2 んである︒そのかげで︑職人の手が動いて

十冊9 ら︑熟練した手早さで︑職人は︑一つ一つ

左手で︑盆をくるくまは

おがくつとを︑漆でねり合はせたもので

と︑正男くんのうちでは︑もう縁先に望遠

は︑露軍敗北の記事で満たされてみたから
どべい
騎績いて來た︒土塀で園まれた會見所に入

十伽9 ゐゆっくりした動きで︑わくが回避してゐ

る︒﹁こんなことでいいのか︒日本の將 十佃4

夫したがった︒機械で動かせば︑もっと早

十7610園

十758

機を︑村の人々の前で︑試運淫する日がや

ていどう

みまた退いた︒高嘉では︑しばらく何の話
十781園

ちゅうざい

に受けた駐在所の庭で︑一郎と貞童が重ん

十789

男くんは︑さも自分で買ったやうな口振り

十881

十旧10圓

こんな小さな望遠鏡でさへ︑はっきり見え

のです︒この望遠鏡で見てもわかるやうに

十伽3園

で支へ︑時計仕掛で艀かに回覧させなが

ます︒わくは心棒で支へ︑時計仕掛で静

塗りと同様で︑ここでも同じやうな工程が

れ︑更に︑室の中で乾かす必要があるの

し過ぎると︑あとでちぢんで︑しわがで

から︑製品陳列室で︑できあがった品物

れてるる︒﹁これで︑一通り工場の御首
ちんれつ

十伽3園

十伽2囹

どうやう

十悩10

十悩6囹

は︑その乾き具合ですぐわかるほどです

十偽5園起きて︑心棒を手でまはさなければなら

十伽2囹

十捌1 時々︑くじゃくの羽で穂先を作った細い筆

買ったやうな口振りでいふ︒にいさんは︑

ンコ少將も︑あれで戦死をしたのです︒
十912園
十916園が︑初めと終りとでは︑ずるぶん愛って
十932圏ます︒長男は南山で︑次男は二百三高地
十933囹次男は二百三高地で︑それぞれ職死をし
十953圏きません︒︼慮軍で受け取って︑その上

十悩4圓

見える︒それは肉眼で見るのとすっかり感

ないから︑月の世界では︑書はこげつくや

＋9510園︑やはり愛馬が弾で職死しました︒閣下

十958囹乗ってみた馬が弾でたふれ︑大饗かはい

十掴6 文章は︑漢字とかなで書き表されます︒ か
十桝7 だいたいきまった音で讃みますが︑漢字に
十備5 分の漢字は一つの音で讃みますが︑﹁木刀﹂

十974たが︑

に都があって︑そこで天人が舞ってみるな

十547後のやうすをラジオで聞いた︒﹁ハワイ空

みんなの談笑で食事はにぎはった︒

からです︒殊に日本では︑昔から月と文學

鼠子は︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑と
︒オンドル部屋の中では︑薄暗いランプの

ものを︑細い竹べらでつめてみる︒又略﹀
うるし

貞童が︑萩のはうきでとんぼを追ひかける

十湘1 の音で讃み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑
ぼん
十冊2 て盛る窓際の明かりで︑職人が︑白木の盆

なった︒非常な速さで押し寄せて來た︒﹁

に︑上を音︑下を訓で志んだり︑﹁手本﹂﹁

﹂などは︑音ばかりで讃む例で︑﹁神檬﹂﹁

たいな．いが︑これで村中の命が救へるの

村を見おろした︒村では︑豊年を祝ふよひ

目にはいらない草原では︑たとへ小さなオ

856338332717986272835261039212
＿．．．
一．．、．
園 診断

十487圏
かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい
十516幾
らからと︑どこかで荷車の音︒白い御飯
十537 ︑﹁︿略V︒﹂と︑自分で自分を働ました︒朝

42

い︒弾丸の夕立の中で︑波打際に突つ伏し

兵士たちは︑砂の底で︑砂といっしよに堅
さくれつ

砲弾が兵士の目の前で炸裂し︑あたり一面

は︑横になったままで︑どうにかはきまし

と︑だれかが耳もとでささやくやうですが

の頭の中には︑病室で苦しんでみる患者の

これくらみのことで11かぎりある身の

だくりう

よろめかない足取りで︑病室へ向かってみ

濁流がものすごい勢で流れ込んで來る︒﹁︿

ございます︒これで︑子どもたちは︑上

るとはいへ︑この水で見殺しにすることは

張は︑突然大きな聲でどなった︒又略﹀︒﹂

ん降った︒﹁これでは大水だな︒﹂張は︑

ら︑﹁何年ぶりかで︑倉がいっぱいにな

たまま︑うはのそらで︑天を見てみるばか

使はないで︑呼び聲でやって來る者もみる

をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒ほ

い︒子どもの見ものでは︑このほかに影給

なのだが︑猿は途中で︑きょとんとして止

ておいて︑手のひらで︑どらを急に押さへ
げい
く輪になったその中で︑猿がさまざまな藝

すぐわかる︒その中で︑いちばんさわがし

十一486

十﹁484

十﹇478

十一477

十一471

十一465

十一465

かあさんも︑そばでにこにこしながら眺

も並んでみて︑奥では︑がやがや人面が

た︒午後︑急ぎ足で學校の門を出ました

な初夏です︒屋根で雀がちゅうちゆう鳴

ひすが︑美しい聲で﹁ほうほけきよ︒﹂

の車を引いた︒庭では︑うぐひすが︑美

十一453園

てるます︒お座敷では︑山田のをぢさん

れてるた︒﹁雨で︑殿下には︑さぞお

みた氷︑その下で︑眠ってみた黒龍江

どもたちは︑この中で自然の美しさにひた

ッパの音が︑どこかで響く︒子どもたちは

かざりのやうな野壷で眺めてみる︒それが

っれもりっぱな文字で書かれてある︒小さ

十一842

十一807

十一802

十一797

十﹇786

十一767

十一732

行く︒谷川が︑下で遠く鳴ってみる︒つ

よ︒﹂と︑前の方で聲がする︒額も︑せ

つて︑太く口の中でふくんだやうに鳴く

の上を自然の天蓋でかざってくれる︒五

みとほる︒この水で口をすすぎ顔を洗ふ

︒薄明の天地の中で︑山々の薄黒い姿が

じがします︒俳句で﹁雲の峯﹂といふの

てるますが︑西洋ではよく牧場の群羊に

十一η7 い︑白い絹か何かで空をおほったやうに

ふべん

よしょし︒あとで︑りっぱにつくろは

だ︒朝早く大きな聲で叫びながら︑ふれ歩

十一708

十一706 んだ青空に︑はけで旨くはいたやうな︑

たから︑この雨で︑農家はさぞ喜ぶこ

十一846

略V︒﹂と︑後の方でいつしか悲鳴をあげ

けん

水に不便な北京城内では︑一軒一軒︑水を

砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母宮殿下の

十一855

あって︑北支那だけでも︑これらの延長は

に︑漉くて大きな國では︑交通路が何より

は︑ちやうど︑人間でいへば血管のやうな

果せると思っただけでも︑張はうれしくて

十一154囹

十一1110

十一119O

つた︒その御居間で︑神におなりになつ

たりのさわがしさで︑目をおさましにな

軍務のおつかれで︑王は︑ある夜しば

十一棚5 ら︑なれた手つきで魚をはっす︒見る見

十﹁8510

十一857

略V︒﹂と︑前の方でまぜかへす︒まもな

十一138

月六日︑防空演習で帝都は夜のやみにと

第一線から飛行機でお錦りになった王は

十一87一

十一867

キロだ︒﹂と先頭で叫ぶ︒道標の数字が

する︒きのふの雨でじめじめして︑うつ

十一梛8 ふそくの火のもとで︑色の青い元氣のな

十一146

十一鵬8園今ちよつと門口で聞いたのですがーー

北海道本島でにしんの漁期の終る
とばである︒今日では︑男も混用したり

十一㎜8園

かれてみた︒ここで議事をたべる︑その

でるるのを︑そばでじっと聞いてみて︑

十一備2

十一885

十一308

かりでなく︑今日では︑世界にすぐれた

十一977

つぎ込んで︑みんなで介抱したが︑その夜

十一352

れを今日のことばで表したものですが︑

十一柵6團まさえさんの手で︑かはいがられてる

すから︑心の中で萬歳を唱へてお迎へ

と鳴った︒木の間では︑うぐひすが鳴い

と列車を少年の寸前で止めた︒ある少年は

ある︒多くは家庭で用ひる物品などに封

選んで︑風の通り道で遊んでみる︒遊ぶと
︑穴をほったり︑土で家子のやうなものを

十一374

十一371

が︑ただこれだけで見ても︑約九百年中

心は︑驚きと感激でいっぱいになって︑

︒﹁いや︑これでたくさんです︒﹂と

の箱を︑てんびん棒でかついでやって來る

十一374
はたと止ると︑そこでは︑どこかの子ども

時々︑毛抜きを鐵棒で勢よくしごく︒する

かいはう

十一163

てんがい

ら︑決死の畳悟で︑御奉公なさるやう

御前に不動の姿勢でお立ちになった︒母

たもので︑雲の中でもいちばん高く︑八

てるれば︑出てみたで美しく︑星の夜であ

754864
医｝園囲どッかつて水だ使をいなくてす
医〕
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十一305

であった︒﹁これで︑もう大丈夫︒こん
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5429622119683126739118615329129743
医〕
謡扇．囹 ．．． 園
133

131

133

氣分が悪いので︑水で顔を洗ってから︑病
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十一幡10国 五日前も︑野原でききやうの花を見つ

十一㎜7国 れました︒それでこそ︑世界の人々を

十一擢2團さえさんと二人で︑野原へ花摘みに行
十一梱2 がうの暗がりの中で︑据聲器の貼検をし
十一梱5囹 のざんがうの中で︑日本の長唄を聞く
十一旧2 めた第一線の陣中で︑ふと猫の鳴き聲を
十一桝2 込む空の明かるさで︑兵隊さんの顔もや
十一皿6 あった阿禮が︑今ではもう六十近い老人
十一伽8 語を︑漢字ばかりでそのままに書き表す
十一欄1 して︑漢字ばかりで︑われわれの日常使
十一伽3 いふのを漢字だけで書けば︑さし登り﹁
十一㎜10 といって︑わが國でも最も古い書物の一

十﹇㎜3 ︑風のやうな速さでタマリンドの並木三
くわてう

十一㎜6 なドリヤン︒世界でいちばん大きな果物
十一川6 ︑赤や青や緑などで︑花鳥を染め出した
十一獅4 スチャンといふ騨で乗りかへた時︑ジャ
十一描8 と︑一日半ぐらゐで赤道に達する︒それ
十一㎜2 も︑道のすぐそばで︑にこにこした顔を
十一㎜2 もはだか︑はだしで暮してみる︒せいは
十一㎜12 でるた︒しかし今では︑日本軍がここに
ゑんとう

てんすみ

十一川7 の下を立つたままでらくに通行すること
十一鉗10 半もある︑トタンで作った圓筒形の天水
とひ
十一躍1 落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶にたく
ぶた

十一m3 ある︒その木かげで豚が遊び︑あちらこ

十一踊6 民たちが︑丸木舟でわれわれの船に近づ
十一矯9園 ︒とても︑なまではまつくてたべられ
十一川7 うと茂った林の中では︑うぐひすそつく
十一鎚10 ︒今は二月︑内地ではまだ寒い風が吹い

き

に︑竹と椰子の木で作った長屋がずらり

十二558

十二5110 いっそう謙遜な心でいった︒﹁︿略﹀︒﹂羅

山々があるが︑中でもりっぱに整った二

あ

十一一465

十二429 ろ︑大和の逸弾野で狩をなさった︒人麻

やまと

し
イや族は︑クチンでも大部分を占めてみ

方など︑こんな姿で子どもをだいて門口

十二586囹

や

iをするマライ人でいっぱいである︒田

十二653 である︒あと四年で明治維新の幕が切つ

て承る︒シャベルですくっては︑トロッ

よになって︑坑内で働いてみる︒めいめ

ない眞暗なところで仕事をするので︑な
︑働きぬいた満足で心は輕やかである︒

あたりから︑刃物でそいだやうに且つ立

十二726 をしてから︑焼酎で血だらけの傷を洗ひ

十二6910 た︒兄の目は︑涙でいっぱいである︒﹁︿

十一一689

十一一688

郎は︑押つ取り刀でその場へかけつけた

がて農夫たちの手で自宅へ運ばれた︒淺

せうちう

撃る︒あちらの山でも︑こちらの山でも

十二818園

して︑この金物でじっとしめます︒﹂

げて︑この金物でじっとしめるによつ

はせの小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒
持つ人︑それを槌で打つ人︑その穴に水

十二859囹

十二727
が︑小さな馨と槌で︑思ひ通りにぼくん

つち

でも︑こちらの山でも︑三四人つつ一か
のみ
になって︑石の上で働いてみる︒馨を持

十一一687 に︑やっと手まねで水を飲ませてもらつ

十二656 みる︒周防の山口では︑今日も毛利侯の
ぶんた
十二657 毛利侯の御前會議で︑氣鋭の井上聞多が

すはう

な者だ︒﹂﹁それでこそほんたうの武士
みしん

かんだ︒心は喜びでいっぱいになった︒

作り︑そこに支那でやって來たのとそっ

し

さ一塁ぐらみの竹で作った床の上にでき
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且

日がな一日︑露天で働く石工たちは︑み

十一一欄4

十一一麗4

︑モーターボートで川を傳ひながら︑工

際︑スイッチ一つで爆破して行くのであ

のは︑ちやうど板でいへば︑木目のやう

十二悩4

十二脳2

ぶのだ︒大きな槌で橋柱を打ち込む兵隊

だかの工兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒

歳︑萬歳︒﹂の聲で埋った︒トラックは

い︒一生を石の中で暮してみる石工たち

十二価1

十二悩7

ある︒シャツ一枚で︑作業を指揮する隊

兵隊︒みんな︑汗でびしょぬれである︒

子路が︑とがり聲で孔子にいった︒﹁︿略

いふ者が︑この地でらんばうを働いた︒

十二梱1

十二伽4

逃げ出した︒甲板で船員たちがあわてふ

溜水艦は︑全速力で煙のあとを追った︒

きかない母方の手で︑堅く握った︒十七

人が︑片言の英語で慰めてやると︑﹁︿略

は︑恐怖と失望とでがっかりしたやうす

員が︑不動の姿勢で立ってるる︒煙突が

十二伽5

十一一伽5
大君のお側で死なう︑この身はど

十二桝8

十二倣1
ついて何か自分で工夫をこらしてみる
質問もし︑それで予を啓興してくれる

方だ︒大きな力で︑ぐんぐんと人を引

かんぱん

かし退いて一人でみる時は︑師の教へ

顔回は︑予の前で教へを受ける時︑ た

十二価2 わっか二回の會見で︑しかも談笑のうち

十二㎜1 いとはない御軍悟で︑將軍家茂に嫁ぎた

コールのやうな勢ではね落ちる︒からだ
いへもち

のこもったことばで訓示をした︒人々の

十一一価5

つち

方をする︒石の山で働く人は︑大まかで

十一一鵬10 丸が飛んで塗る中で︑平然と行はれる︒

工の姿は︑山の中で見かけると至って小
︒よく︑あの両腕で石が割れるものだ︒
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十一㎜1一 セレベスのみなかでは︑窓を開けはなし
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十一盟7 色の涼しい木かげでさへぎられ︑夜にな
十﹁圏5 スコールは︑よそでは見られないほど猛
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

129

し︑

であ・う

︑この光のおかげで生きてみるのである
セッセトトホル︒

車にかつををたくさんつんで︑みせいよく

レカラダマッテ︑

五539
引いて行くのに出あひました︒
芋瀬の荘司が︑︿略﹀︑さもとくいさうに︑

錦州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜ

何か聲高く話してみるのに出あった︒

七636

八648

一命を捨てて君恩に報いよといってゐら

ん敵の大軍に出あって︑はげしく職つた︒

十1310園

れるが︑まだその折に出あはないのだ︒
手足

ふしぎに手足の力がなくなって︑どう

﹇手足﹈︵名︶6

四396

てあし

光明皇后は︑手足の痛む病人や︑傷の痛み

することもできませんでした︒
七345

ここち

くと︑まるで地獄で佛にあった心地がし
︒船全髄が︑むちでたたかれてみるやう

潮の流れはますます急になるのか︑いくら
その氣持を梯ひのけるやうに︑手足に力を

手足に力を入れても︑進みはにぶい︒

九999

手足が︑石のやうにごはばつて來る︒

入れようとしたが︑力がはいらない︒

九柵2

たのか︒この洋上では︑よくかうしたこ
む︒スコールの中では︑灰色の大きな木

それからは︑何も考へないで︑まるで機械

︽ーッ・

﹇手当次第﹈︵副︶！

手あつい

︽ーク︾

大石橋守備隊では︑さっそく信書管をとり

﹇手厚﹈︵形︶1

ことごとく投じたり︒
てあっ・い

八679

手當

はっして︑手あつくかんこしたが︑
手干て

このつらい手當の最中にも︑少年は︑決し

﹇手当﹈︵名︶4

七256

てあて

母の必死の看護と︑選者の手當てとによ

はうたい

つて︑ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑

手荒し

︽ーキ︾

當てをていねいにしてやることは︑

十二枷1 絹帯は日に何回となく取り代へ︑傷の手

﹇手荒﹈︵形︶1

出歩く

︽ーイ︾

おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよく

﹇出歩﹈︵五︶1

十一6010図圓爲朝が申しやう︑以ての外に手荒き

てあら・し

儀なり︒

である・く

五596園

﹇堤﹈﹇▽ぼうはてい

﹇亭﹈δかくうんてい

知ってみるが︑

てい

てい

﹇艇﹈

Oすいらいてい・すいらいていたい・そ

てい

﹇低空﹈︵名︶2 低空

うかいてい

八665 高く飛んでみた鳩は︑ふと︑たかの一群を

ていくう

見たので︑すばやく低空に移った︒

帝國5だいにっぽんて

十二㎜9 雲が低いので︑今︑機は五百メートル以

﹇帝国﹈︵名︶3

下の低空を飛んでみる︒

ていこく

いこく・だいにっぽんていこくかいぐん・だいにっ

ぼんていこくてんのう

見わたすかぎり︑ くっきりと︑堂々と︑
てい
帝國の艦艇︑おお︑その雄姿︒

八265圏

帝國

帝國

﹁帝國陸海軍は︑本八日未明︑西太平洋

﹇帝国陸海軍﹈︵名︶1

帝國米英に宣戦を布告す

十107園兵士の恥は艦の恥︑艦の恥は帝國の恥だ
ぞ︒

十52図
陸海軍

十528園

﹇帝国領事館﹈︵名︶1

において︑米二軍と戦圖状態に入れり︒﹂

領事館

手當てをしても︑ただ苦しめるばかり︒ ていこくりょうじかん

て皇湾語を口に出しませんでした︒

十二731

十二715園

ていこくりくかいぐん

十4510図手走りしだいに物を運びて︑かまの火に

てあたりしだい

のやうに手足を動かした︒

九柵9

へ廻りながら軍機で豫定線上を行かなけ

出あふ

ソ

手誇りしだい

どく﹂などの形容では追つつくものでな
りつけず︑潜望鏡でのぞく海面は︑今落
西へ向かって全速で突進した︒また深度
全身が勝利の喜びで震へるのを︑どうと

後方の空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が

︑南半球の珊瑚海で聞くラジオ放送11

デアフ

一553圏デアフト︑チョット オジギシテ︑

ハ・ーヒ・ーフ︾

﹇出会﹈︵ 五 ︶ 5

1 で
合戦の場へはともなはで︑河内へ返
十二981図國

へ

がなほらないやうな者のために︑

九989

てるる星のおかげで︑昔から︑海員や船
どたう

物だ︒十五分鯨りで︑スコールは東の方
︑ほっとした維持で︑その雨足をじっと

ぢごく

︒かういふところで︑たまくなつかし

︒﹂弟が大きな聲で呼んだ︒立ってしば

せんが︑雪の下で︑もう目をさまして

つた私は︑荒なはで枝をつった松の根も

もつと遠いところで見るとすれば︑結局

ない︒これを燭光であらはすと︑その敷

しよくくわう

んど普通のことばでいひあらはすことが

のの温度は︑表面で約六千度︑内部はも

間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗って

︑かういっただけでは︑ほとんど見学が

710843235511108392
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賛秀蓼蓼乎蓼写垂垂勇

十二㎜2園 つて︑非常な勢で船首に砕け散る怒涛

十十十十十十十十十十十十十十十十
で

で一ていこくりょうじかん

76

77
ていさつ一ていねい

十二227 兵士を載せたトラックが︑帝國領事館の
横へ來ると︑

ていさつ ﹇偵察﹈︵名︶2 偵察与こていさつ
で︑飛行機からの偵察でもはっきりわからない︒

十﹁襯2 山全艦が熱帯の森林におほはれてみるの
十二塑6 八時四十分︑敵の一機が偵察に來たが︑
偵察員

﹁船が見えます︒﹂と︑偵察員が突然叫

﹇偵察員﹈︵名︶3

わけもなく撃退される︒
ていさついん

ぶ︒

十二㎜5

員は偏流測定器から目が離せず︑

へんりう

十二節12 風に流される機の方向を正すため︑偵察

十二躍8 洋上飛行の目となり︑道しるべとなる偵
偵察機

﹁︿略﹀︒﹂まさしく︑わが偵察機の報告で

﹇偵察機﹈︵名︶2

察員の苦勢は︑並みたいていのことではない︒
ていさつき
十631
ある︒

ほとんど停止したかと思はれた︒

﹇帝室博物館﹈︵名︶1

﹇停車場﹈︵名︶3

1

偵察する ︽一

停車場

﹁これは︑上野の帝室博物館です︒﹂

ていしつはくぶつかん
博物館
六梛4園

ていしゃじょう

帝室

まもなく︑川の近くにある停車場に着きま
寒い日の朝︑おかあさんといっしょに︑停

五507
した︒

五膳5

︵サ変︶

3

停車する

︽一

冬になると︑この大きな停車場に大豆の山

車場まで見送ってやりました︒

九㎜8
﹇停車﹈

が積まれるさうだ︒

大石橋で始めて停車した︒

ていしゃ・する

九脳9

シ︾

どこか知らない騨に停車した︒

さうして︑時間表通り二十一時三十分に︑

九㎜12

九㎜7

ハルビン騨にぴたりと停車した︒

この門を入れば︑中央の拝殿︑左右の
廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らかに︑嚴かなり︒

くわいらう

十510図

十709 わが偵察機は︑なほも大空をめぐりながら︑ ていじょう ﹇庭上﹈︵名︶1 庭上

ていさつ

旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒
ていさっ
ていさっきたい ﹇偵察機隊﹈︵名︶1 偵察機隊

︵サ変︶

停止する

帝都

艇長は︑大きな掛軸で︑選手をはげまして

艇長が︑﹁かい︑

ていちやう

ていちょう

五898

ると︑

五927

﹇帝都︺︵名︶1

ゐます︒

ていと

昭和十五年九月六日︑防空演習で帝都は
﹇程度﹈︵名︶1

程度

夜のやみにとざされてるた︒

十一146
ていど

ひたせ︒﹂と偉蹟を掛け

がき︑すずなりの赤き實︑夕日を浴びて︑
ていちやう
﹇艇長﹈︵名︶2 艇長 艇長

十437図仰げば庭前の柿の梢は︑大空に墨給をゑ

十621 まつ偵察機隊が出証し︑八時を過ぎて︑大 ていぜん ﹇庭前﹈︵名︶1 庭前
﹇ 偵 察﹈

編隊は︑敷隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒
ていさつ・する
シ︾

偵察隊

十二㎜8 艦長は︑また漕望鏡をあげて︑くまなく
﹇偵察隊﹈︵名︶1

四方を偵察してみた が ︑

ていさったい

﹇停止︺ ︵ サ 変 ︶ 1

︽ーシ︾

十二伽1 偵察隊として出動の途中︑この島に不時
着して負傷したのであった︒

ていし・する

ていし 呂きゅうていし・きゅうていしする
十714 まもなくウェールズの速力は急に落ちて︑

十一一314

孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才

能に慮じてわかる程度に教へた︒
ていどう
﹇貞童﹈︹人名︺6 貞童 貞童
ちゅうざい

ていどう

知事は︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑と

一郎と貞童は︑とんぼ取りをやめて錦って

貞童が歌ふと︑一郎は︑﹁︿略﹀︒﹂

はぎ
逃亡が︑萩のはうきでとんぼを追ひかける

一郎と貞童が遊んでみる︒

ていどう

十277 秋の日をまともに受けた駐在所の庭で︑

と︑

十277

十297

十284

來た︒

んぼを入れた︒

十299

13 テイネイ ていねい

一郎と貞童が︑空に向かって歌った︒

﹇丁寧﹈ ︵形状︶

十308
ていねい

正男サンバ︑テイネイニミテカラ︑只略﹀︒

5こていねい・ばかていねい

﹂ト︑マジメナカホヲシテイヒマシタ︒

二428

三曹1 かめは︑なみだをふきながら︑ていねい

におじぎをします︒

四価4 町の男や女たちが︑この兵たいさんに︑て

私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいにふいて︑

いねいにあいさつします︒

五342

二人は喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑て

かわかしてから︑かひこにやりました︒
五748

その上に︑ていねいにたたんだ軍服や︑

いねいにおじぎをして︑掛けました︒

七825團

燃料や爆彌を積み込んだり︑機械にくる

ねんれう

背嚢などが︑きちんと置いてあります︒

九柵7園

やがてステッセル將軍は︑口調を改めて︑

ひがないか︑ていねいに調べたりします︒

﹁︿略﹀︒﹂とていねいに悔みをのべた︒

十931

十一253 伝書を重んじ︑ことばつかひをていねい

ていぼう一てがみ

78

にすることが︑非常に大切なことにな．つてみる︒

十一256 ことばつかひをていねいにするためには︑
ねいにものをいふの が ︑

十一303 いっぱんに︑女は男よりもいっそうてい
十一322 長上を敬ふ家族制度の美風からも︑てい
はうたい

ねいなことばつかひが重んじられてみる︒

十二摺1 黒帯は日に何回となく取り代へ︑傷の手
當てをていねいにしてやることは︑

ていぼう 呂だいていほう
ていぼうこうじ ﹇堤防工事﹈︵名︶1 堤防工事

出入口

十備3 秀吉はさっそくこれを用ひみつから堤防工
﹇出入口﹈︵名︶1

事の指圖をした︒

くし

九854

櫛で手入れをしたり︑足をあげさせてひづ

めの裏をさうちしたりしても︑

また︑いつ飛び出しても︑十分働けるや

うに手入れをしておくことなのです︒

九㎜4園
飛行機がもどって來た時には︑どんな手

テープ

やはり︑襲動機の手入れを眞先にします︒

入れをしますか︒

九側2囹
九川4園
︵名︶一

出かける

私たち女子の組も︑先生につれられて︑大

演習の拝観に出かけました︒

寒い冬の日でも︑一日に一度はかならず︑

八782園 さあ︑出かけよう︒

北斗をつれて運動に出かけました︒

九839

タi班だ︒

九踊2 夜が明けて︑最初に出かける班は︑トラク

には︑

九㎜7 旅に出かけて行く人が︑オボの前を通る時

いっそのこと︑こっちから出かけて行って︑

﹁さやうなら︒﹂ベートーベンは立って

﹇手加減﹈︵名︶2 手かげん

四707

﹇手加減﹈︵サ変︶1

手かげんする

手紙Oへいたい

ほめられないからといって︑手かげん

手ガミ

花子さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑手紙を

一郎さんは︑その手紙を春枝さんのと

書きました︒

四701

二798団國手ガミヲヤレバイイサ︒

さんからのてがみ

てがみ ﹇手紙﹈︵名︶26

するのが果してよい大工だらうか︒

十二2910囹

︽ースル︾

てかげん・する

なりはしないか︒

られるためには︑道はどうでもよいといふことに

十二303園といって手かげんをしたら︑人に用ひ

かがでせう︒

十二296囹先生は︑少し手かげんをなさったらい

てかげん

出かけた︒

十一櫨6

りに出かけた︒

十川5 そこで︑少年の老父が︑これに代って見張

軍港内の主力艦をたたきつけるか︒

十588

ぐ出かけた︒

四914国それでまたおろして︑たこの右のか 十351 おかあさんにさういって︑夕飯がすむとす

テープ

手押車

鉢巻をした若者が︑大きな魚をてんびん棒

﹇手押車﹈︵名︶1

たへ︑紙のテープをつけました︒
九491

ておしぐるま

手がかり

出カケル

みんなは︑何の手がかりもないこの調査を︑

﹇手掛﹈︵名︶1

につるしたり︑手押車にのせたりして︑
てがかり

でいりぐち

九545 すべての窓や出入ロは開かれる︒
富麗2

﹇出掛﹈︵下一︶17

モモタラウハ︑勇マシク出力ケマシタ︒
勇サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガラ︑カサ
ドレ︑出力ケヨウカナ︒

二人は︑それを持って出かけました︒
ある日︑おひめさまのおともをして︑た
きのふの日曜日に︑にいさんと二人で出か
時には︑朝早くから︑遠くへ演習に出か
その以前から︑日本人は︑さかんに南方へ
八592

船で出かけ︑

七㎜8

けることもあります︒

七792團

けました︒

五484

びに出かけました︒

三525

三82

一一153囹

ヲサシテ出力ケマシタ︒

二98

一758

︽ーケ・ーケル︾

でか・ける

打ち切らうといひ出した︒

ていりゅうじょう ﹇停留場﹈︵名︶2 停留場
おりるのかと思ったら︑おりませんでした︒

五724 次の停留場へ來た時︑をぢさんは︑そこで

手入れ

と︑人がたくさんおりて︑席があきました︒

五726 二つ三つ停留場を過ぎて︑表町まで來ます
﹇手入﹈︵名 ︶ 1 1

五678国馬のからだや︑︿略﹀毛なみにさはると︑

ていれ

もう︑手入れをしないではゐられない︒
五681團 それで︑手入れにむちゅうになるのだ︒

七798国 すぐに兵器の手入れをして︑夕飯をたべ
ますが︑

七823国壁ぎはには︑︿略﹀︑手入れのよくとどい
た小銃が︑行儀よく並んでゐます︒

八622 もう兵隊さんは來てるて︑兵器の手入れを
すまし︑︿略﹀︑靴をみがいたりしてゐました︒

辞命7 子どもたちは︑︿略﹀︑スケートの手入れを
して︑ちゃんとしまっておきます︒
九835 からだの手入れをしたり︑運動をさせたり︑

79
てがら一てき

ころへ持って行って︑
五麗9 文子さんも︑手紙を出しました︒

五紹5 文子さんが︑四年生になった秋のころ︑兵
隊さんから︑次のやうな手紙が來ました︒

五⁝⁝3国 あなたから手紙が來ると︑それを︑利根
この手紙を見て︑文子さんは︑︿略﹀︑つつ

に見せてやります︒

五梱7
ぶして︑泣いてしまひました︒

六847ある日のこと︑知らない兵隊さんから︑手
紙が來ました︒

六849 急いであけて見ますと︑いっか送ったゐも
ん袋のお禮の手紙でした︒

夕食して︑母に手紙を書かうと思って︑食

を書いてみても︑

九㎜8
堂車へ行った︒

ほ

﹁あじあ﹂のしるしのはいった用紙に手紙
たかち

ある日︑わが軍艦高千穗の一水兵が︑手紙

を書いて︑

九㎜1

十99

これをごらんください︒﹂といつ

を讃みながら泣いてみた︒
どうぞ︑

いかばかりの思ひにて︑この手紙をし

て︑その手紙をさし出した︒

十116

十131圓團

時には綴り方や︑手紙を書きます︒

たためしか︑よくよくお察しくだされたく候︒

十M5

利根のてがらは︑かかりの兵隊さんから︑

軍旗︑軍旗︑

はちまん

天皇陛下の

みいくさに︑
わが陸軍の

鹿介は︑戦ってしばしば手がらを立てた︒
つばれなるてがらを立て候やうとの心願に候︒

﹇滴﹈5いってき

一813

キジガ︑トンデイッテ︑上カラチキノ

大きな大砲がいくつもあって︑てき

ヤウスヲ見マシタ︒

の軍かんをどしどしうちます︒

三332圏

五柵3 りかうな利根は︑戦場で︑敵のみるところ

をさがしあてたり︑

たり︑

五心4 夜︑ふいに近寄らうとする敵の見はりをし

五金7 利根のついてみる部隊は︑何倍といふ敵を

相手に︑はげしく戦ふ時が來ました︒

が︑

五聖1 ざんがうの中から︑敵をこうげきしました

五幡1 敵は多敷で︑揮は雨あられのやうに飛んで
來ます︒

あびせかけます︒

五擢1 のちには︑敵が利根の姿を見つけて︑弾を

五罪6 いよいよ︑わが軍が︑敵の陣地にとつげき

敵の揮が︑うなりをたてて飛んで來ます︒

する日が來ました︒

五佃2

んで來ました︒

五㎜3ちゃうどその時・敵の票︑ばらぐと飛

五m3 かかりの兵隊さんは︑敵の弾が飛んで來る

わが軍・は︑勇ましく敵にとつげきして︑と

のもかまはず︑

うとう︑その陣地をせんりゃうしました︒

五㎜6

六918

みかたの城には︑赤い旗がひるがへり︑敵

友田くんも︑小野くんも︑今日は敵だ︒

の城には︑白い旗がなびいた︒

六916

んだりして︑ふいうちをする︒

六347国潜水艦は︑︿略﹀︑敵の港の中へしのびこ

敵に近寄ることもできる︒

十129聖楽八幡檬に日参致し候も︑そなたが︑あ 六319団敵艦の進んで來る音を聞きわけながら︑

九伽6

がらを立ててくれたと︑

九麗10囹しかし︑よくこれまで戦ってくれた︑手

ほまれの軍旗︒

いつでも勝っててがらをたてる︑

六785圃

事を消しとめたのは︑えらいてがらです︒

六741園それよりも︑あの風に︑四つつじで︑火

くはしく文子さんに知らせて來ました︒

五㎜9

がらをあらはしてみるのです︒

四996圏あの金のとびが︑今︑︿略﹀︑りっぱなて

七773團班長殿に呼ばれて︑きみから來た手紙を てがら ﹇手柄﹈︵名︶7 てがら 手がら
渡された時は︑ほんたうにうれしく思ひました︒

七821團消燈ラッパが鳴り渡るので︑その前に︑
日記をつけたり︑手紙を書いたりします︒

﹁ 雁 に手紙を頼みたい︒﹂
はいなう

時前になりました︒

七846團手紙を書いてみる間に︑いつのまにか九
八248團

まへの手紙が出て來た︒

九214団持物をせいとんしてみると︑背嚢からお
九217團園 だれからの手紙だ︒

九218団 そばにるた戦友が︑おまへの手紙をひつ
たくるやうにして讃み始めた︒

さ子の世話をよくしてくれたりすることを︑おか

九227團家の仕事に精を出したり︑くに子や︑ひ
あさんからの手紙で知って︑

でき

いてき︒れきしてき

きかんげき・じょせいてき・たいりくてき・だんせ

九229團 この手紙を書いてみると︑あたりが急に てき ﹇的﹈ 5あいこくてきねつじょう・こくみんて
暗くなった︒

九398 離れてみて直接話ができないやうな時には︑
手紙や文に書いて知らせます︒

九404 いくら話してみても︑どんなりつばな手紙 てき ﹇敵﹈︵名︶伽 テキ てき 敵

てき一てき

80

はくわいとう

六943 敵の城の旗を取れば︑勝つのだ︒

六梛1 今︑わが工兵は︑︿略﹀︑長い破壊筒をか
かへながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒
網が張りめぐらされてゐます︒

六帽2 見れば︑敵の陣地には︑ぎっしりと︑鐵條
六帽8 しかし︑この時とばかり撃ち出す敵の弾に
は︑ほとんど︑顔を向けることができません︒

六佃4 敵の弾は︑ますますはげしく︑突撃の時間
それ︑敵が出た︒

は︑いよいよせまって來ました︒
七5910囹

七629 このへんの敵のやうすを探るために︑思は
ず時を過して︑

八302図 夜に入りて︑義仲︑ひそかにみかたの兵
を敵の後にまはらせ︑

八324図國敵はけはしき山をたのみ︑後のぞなへ
を怠りてあらん︒

八346早業ははたして不意を討たれ︑︿略﹀船に

八326図國 われ︑敵の後を突かん︒
乗りて︑皆ちりぢりに逃げ行きたり︒
ん敵の大軍に出あって︑はげしく職つた︒

八648 錦州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜ

ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒

八651 電信も電話も︑敵のためにこはされたので︑
くまで
八753図 敵は︑船中より熊手をもつて︑義経のか
八㎜2圃 現れた時刻︑方向︑敵か︑みかたか︒
八柵7圏園 五番︑春山監視哨︑三十七分︑北︑敵︑
中型︑三十︑三千︑南東︒

いふので︑敵の官憲からにらまれ︑

九2910 大東亜職畢が始ると︑母は日本人であると

九596図 はたして︑敵︑三百齢騎をかくしおきた
るを︑義家の軍さんざんに討ちて︑

九623図 十六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を捨て

て職ふ折から︑敵の矢にて右の目を射られぬ︒

九624図敵の矢にて右の目を射られぬ︒
り︒

九梱9

今まで敵についてみた奮臣が︑畳々と勝久

城主尼子義久は︑涙をのんで敵に降った︒

さしもの敵も︑この一城をもてあましたが︑

やま

敵の前軍はしばしばくつれた︒

十587

の

ぎ

だが︑敵は軍港深くたてこもって︑出港す

るけはひがない︒

敵もみかたもこれを聞きて︑一度にどつ

敵に後を見せたまふな︒

それらはよき敵かは︒

重籐の弓持って︑敵を散々に射れば︑

教纒︑﹁さては︑大將に組めとや︒﹂とて︑

海岸からの敵の銃砲火は︑ますます烈しさ

さくれつ

老誇の敵をものともせず︑職ひぬいたこの

十一228図

わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ

明け行く月に敵の方を見渡せば︑

撃つの計を定め︑

十一521図

に立ちふさがりていひけるは︑

十一1910素論の彌五郎これを敵に見せじと︑矢面

や こらう

勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑

十㎜！0

一面に︑砂ぼこりがたちこめた︒

十鵬9 敵の砲弾が兵士の目の前で炸裂し︑あたり

を加へて來た︒

十柵10

のやうな翼をひるがへして︑掃射する︒

あくま
十㎜4 敵の職闘機の群が︑海面すれすれに︑悪魔

頭上から襲ひかかった︒

十㎜9 爆弾をかかへた敵の飛行機は︑輸送船團の

敵の船を飛んでまはる︒

十川4図

十川1図圓

十柵7図

しげどう

十価9図國

とそ笑ひける︒

十脳9図

の額を射られ︑馬はねあがれば︑

十柵3図向かふの岸より敵の放つ矢に︑畠山︑馬

ステッセル將軍とが

九626掛矢を折り捨てて︑その場に敵を射倒しけ 十832 わが丁霊軍司令官乃木大器と︑敵の司令官

つり

十歳の時︑軍に出て敵の首を取ったほど

九擢2図圏敵遠し月の廣野のはてしなく
九榴5囹
ま

それをよいことにして︑敵の毛利がだん

強いおまへのことだ︒

九悩4園

拝呈の敵もみかたも︑思はず手に汗をにぎ

だん攻め寄せて來る︒

九伽1
る︒

九梱2

九伽6園敵も見よ︑みかたも聞け︒

九品9

富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押

のところへ集った︒

杜絶6

ぺ

すべての軍兵を率みて︑富田城の南三里︑

し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒
ふ

九齪8
九撹10

何といっても二倍以上の敵である︒

布部山に敵を迎へ討つた︒

九糊1

勝ちほこった敵の大軍は︑やがて出雲一國
にあふれた︒

九関4

しかし︑援軍は敵にはばまれて近づくこと
ができなかった︒

九価1

尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの
元春を︑おのれそのままにして置けようか︒

九価9

で

は

うりふ

片岡・出羽・瓜生・東郷︵正路︶の諸

隊は︑敵の後尾をつく︒

十一535図

上村艦隊とともに先頭なる敵の主力に當り︑

十164風讐敵スピットファイヤー二十敷機と︑空 十一535図 三笠に乗れる東郷司令長宮は︑︿略﹀︑
敵高射砲揮は︑汝が愛機の胴膿を貫ぬ

中職はなばなしく︑

きつ︒

十169図圏
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でき一でき

十一537図 敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし
が︑

ちまち齪れ︑早くも戦列を離るるものあり︒

十一539図 激しく敵を砲撃せしかば︑敵の艦列た
十一539図 敵の艦列たちまち齪れ︑
十一544図 敵は︑算を上して逃れ去らんとす︒

魚雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦を始め︑

しかば︑敵の闇黒皆多大の損害をかうむり︑

十一545図 われは︑これに乗じてすかさず攻撃せ
十一547口a凶

その他の諸艦も多く相ついで沈没せり︒

十︻553図 わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑
うつりよう

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

︿略﹀︑つひにはかなふべからず︒

十一653図圏敵は大勢なり︑もし矢鑑きて打物に
ならば︑

十一梱1 ラジオを敵の陣地へ放送する宣傳班員は︑
十一盟1 ナチブ山の頂には敵の砲兵観測所がある
が︑

敵の砲撃の目標になることを避けてみる︒

十一擢9 トラックや職車は︑全部木かげにかくし
て︑

十一一234トラックの上の兵士たちは︑︿略﹀︑敵を

一旦の身命を助らんために︑多年の

敵はだれだ︒

急追してフィリピン中塗校附近まで前進した︒
十二701園

十二897図圓

十二柵2

後なる敵と戦はん︒
つはもの

に乗り移った︒

十二桝3園 敵の病院船だ︒
沈しました︒

十二悩5園艦長︑敵はわが病院船バイカル丸を撃

航空將校が︑白い寝床の上に横たはってるた︒

十二伽7 バリ島の敵の受配病院には︑アメリカの

なく書となく︑しきりに苦痛をうったへた︒

十二櫛8 上半身にやけどをした敵の將校は︑夜と

て︑さめざめと泣いてみた︒

十二梛6 この敵の將校は︑寝床の上に半身を起し

めには︑

十二㎜6 大東亜海へ︑一機も敵を寄せつけないた

十二踊11

これなら︑漕望鏡を出したまま進んでも︑

敵の警戒は尊重らしい︒

敵から見られるはずはない︒

十一一備5

十二篇6 艦長は漕望鏡を出したまま突進し︑その

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

は︑

十二別9園
あった︒

せう

敵の大空襲かと︑戦圖配置について照

八時四十分︑敵の一機が偵察に著たが︑

でき息じょうでき

さてさて︑このたびの舞は︑日本一ので

﹇出来﹈︵名︶1

八368囹

でき

わけもなく撃退される︒

十二盟6

﹁敵○○機みかたに向かふ︒﹂の報が

準を定め︑ねらひ績けてるた高角砲の勇士たち

じゅん

十二別8

雷爆撃を相手に︑敢然と戦ひぬき︑

十一一㎜4 沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の

直義の兵ども︑菊水の旗を見てよき 十二川3 こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の
警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒
よき敵と見れば組み落して首を取り︑

正行︑敵より送り來たれる父の首を見
敵は次々に敗軍し︑敗走する︒

戦車を通らせ︑大砲を前進させて︑敵に
よゆう

敵の乗組員は︑船を捨てて二隻のボート

立ちなほる齢裕を與へないのである︒

十二捌8

十二η11 今日もとうとう敵は影を見せなかった︒

金剛山のほとりにたてこもり︑敵寄 十二㎜7 今日こそは︑敵に見参したいものである︒

こんがうざん

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

ただよし

十一︻倣2

て︑悲しみにたへず︑

十二942図

取るに足らぬ敵どもは︑一太刀打ってかけ散らす︒

十二912図

敵なりと思ひ︑

十二9010図

十一一906図幽

ひまくって︑後なる敵と戦はん︒

いざや︑まつ前なる敵を一散らし追

敵︑前後をさへぎつて︑御方は陣を

せ來たらば︑命にかけて忠を全うすべし︒

十二899圏

十二904雷撃

に東方へ向かって敵の進路をふさぎ︑

十一555図 よりて主職艦隊及び巡洋艦隊は︑撃ち
十一556図 片岡・瓜生・東郷の諸隊はその退路を

へだてたり︒

カ

十二905圏

絶ちて︑午前十時十五分まったく敵を包翻せり︒

中書は︑

十一5510図 敵の司令長官ロジェストウェンスキー
ほりょ

キ

十一566図 敵の死傷及び捕虜は︑司令長官以下一
サキ

萬六百鯨人︒

卒モ︑

十一574図國 婁二敵赤点シ勇進敢戦シタル魔下將
十一597図圓 敵に警まれて強陣を破るにも︑城を

城を攻めて敵を滅すにも︑

攻めて敵を滅すにも︑利を得ること夜討にしくこ
と候はず︒

十︻599㎝凶國

橋の上には︑やっかいにも︑敵のトラッ
クや職車がおいてきぼりになってみる︒

十︻6310図 敵は大勢なり︑かけへだてられては父 十二鵬6
のために悪しかりなんと思ひて︑門の内へ引く︒
ひけん︑勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑

十一642図敵これを見て︑防ぎかねて引くとや思 十二鵬10 敵が次々に爆破して行く橋梁を︑

將義朝は︑大の男の︑大きなる馬には乗ったり︑

十一644図ここに君朝︑敵の勢越しに見れば︑大

できあがり一てきぐん
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きであった︒

できあがり ﹇出来上﹈︵名︶1 できあがり

八466 最初に︑先生から︑できあがりのグライ
ダーを見せていただいた︒

できあが・る ﹇出来上﹈︵五︶20 できあがる
︽ーッ・ーラ・ーリ ・ ー ル ︾

できあがりました ︒

四105 何年かたって︑とうとう 一さうの舟が
つつ
六638 これで︑一本の筒ができあがった︒
六914 山は︑たちまちできあがった︒

夜を日に纒いでの仕事に︑さしもの大堤防

がったのだといふことを︑よく考へてください︒

十備5
できあがったものにも︑︿略﹀氣持が︑

も︑日ならずしてできあがった︒

十一佃5團
そっくりそのまま現れるやうに思はれます︒

たちまち鑛石滞載のトロッコが︑一毫︑

まだできあがらない橋のたもとには︑

ここの橋が三分の一ほどできあがったこ

二壷︑三垂とできあがる︒

十善ー16

十二価8
ろ︑

十二鵬4

は來たが︑どこにも敵艦らしいものは見えない︒

十626 まさしく潜水艦の報告した羽扇まで來たに

十649 高度をさげて行くと︑敵艦は︑いっせいに

わが哨艦信濃丸より︑無線電信にて

せうかんしなの

防空砲火を撃ち出す︒

﹁敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒

十一526受壷

十一542図沈着にして熟練なるわが砲員の撃ち出

夜に入りて︑わが駆逐隊・水雷艇隊は︑

す砲揮は︑よく敵艦に命中して績績火災を起し︑

砲火をくぐって敵艦にせまり︑

十一549図

するしんき

十一564図 敵艦の大部分は︑わが艦隊のためにあ
ほくわく
るひは撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑

十二筋9 近づくに從って︑敵艦の推進器の回轄す

途中には︑敵方の者が多かった︒

かれの勇名は︑みかたのみか︑もう敵方に

十二珊9 敵艦の胴腹深く飛び込むんだぞと︑毎日

敵艦

﹁敵艦登見︒﹂の第二電が來た︒

東郷司令長官は︑︿略﹀まつ小巡洋艦

おきのしま

敵艦にせまり︑無二無三に攻撃せしか

敵艦隊を一隻も鯨さず︑珊瑚海の海神

すると︑今度は敵軍に見つけられて︑一せ

﹇敵軍﹈︵名︶4 敵軍

九597図

三百鯨騎をかくしおきたるを︑義家の軍

い射撃を受けた︒

八666

てきぐん

のごちそうに供へてやる︒

十二㎜1園

れつ
ば︑敵艦隊は四分五裂のありさまとなれり︒

十一549図

をして︑敵艦隊を沖島附近にいざなひ寄せしむ︒

十一529図

てきかんたい ﹇敵艦隊﹈︵名︶3 敵艦隊

に︑やつばり雲のいたづらだったのか︒

十二㎜8 あれほど敵艦船であってくれと願ったの

てきかんせん ﹇敵艦船﹈︵名︶1 敵艦船

にくひ入り︑

十二㎜4 わが魚雷は︑みごと敵艦の火藥庫か何か

いって聞かせてみる魚雷だ︒

る音がはっきりと聞えて來る︒

九伽7

敵方に︑品川大膳といふ荒武者がみた︒

も知れ渡ってみた︒
だいぜん

九品8

ゑもん

翻転は︑それが敵方の一人河村新左衛門で
されば︑ただ今敵方に押し寄せ︑三
﹇敵艦﹈︵名︶16

敵艦の進んで來る音を聞きわけながら︑

海の深さが︑どのくらみあるか︑敵艦ま
魚雷をうち出すと︑生きた魚のやうに︑

魚水艦は︑見はりをしてみる大きな敵艦
﹁敵艦襲見︒﹂の第一電が來た︒

めざす地墨に來て︑雨をついて雲の下へ出
十6010圏剛

てみたが︑敵艦の影はなく︑

十604

十593圏巴

にこっそり近寄ったり︑

六346国

︿略﹀︑敵艦をめがけて行って︑つきあたる︒

六342團

でどのくらみはなれてみるか︑

六328国

敵に近寄ることもできる︒

六318團

てきかん

方に火をかけ︑一方にて支へ候はんに︑

十一601図圏

あると知るや︑︿略﹀川へとび込んだ︒

かはむらしんざ

九国1

七624

七149 いよいよ︑家もできあがったので︑ある日︑ てきがた ﹇敵方﹈︵名︶5 敵方
お祝ひをすることになりました︒

八526 少しぬれてみるけれども︑できあがったの
だ︒

目盛5 砲身の中には︑きらくと鏡のやうにかが
やいた︑砲弾の通る路ができあがります︒

八皿8 このやうに︑いろくな仕事を重ねて︑や
つと一本の砲身ができあがるのです︒
砲がすっかりできあがったとはいへません︒

八齪9 しかし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大
八捌5 みんなが︑いっしよに働いたので︑朝の支
度はすぐできあがった︒

十359園三脚は︑やっときのふできあがった︒
十785 今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて︑
面目を一新した設計圖ができあがった︒

十787 さっそく︑その組み立てに取りかかり︑苦
心の末︑やっと思ひ通りの織⁝機ができあがった︒

十悩9園 下塗りができあがると︑その上へ︑この
やうに中塗りをします︒
ちんれつ

十二3園 これから︑製品陳列室で︑できあがった
品物を見ていただきたいと思ひます︒

十伽8 それらが一つ一つ︑このやうにしてできあ
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てきこうくうぼかん一てきながら

さんざんに討ちて︑つひに敵軍を攻め破りぬ︒
﹇敵陣地﹈︵名︶1

敵陣地

の日吉野をうち出でて︑敵陣へとそ向かひける︒

十㎜5 月明かりだったので︑海岸を防備する敵軍
十競4

てきじんち

敵陣

↓首の歌を書きとどめ︑そ

適正

敬語の使用は︑霞岳にかなふとともに︑

﹇適正﹈︵形状︶1

﹇敵船﹈︵名︶6

敵船

ぐんぐん近づくと︑敵船は︑もうもうと

追ひつめて︑砲口をじっと向けると︑敵
なほもわが漕水艦は︑敵船の周園をぐる
敵船は︑左舷に傾いたまま静かに沈んで
がうしう

アメリカから︑言託へ向かふ敵船に違ひ

艦長は︑敵船の行動としては鯨りに大謄
敵前

みかたの第一線は︑敵前わっか五十メート

﹇敵前﹈︵名︶4

ぺうかう

昭和七年二月二十二日の午前五時︑廟巷の

めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑そ
﹇敵前一面﹈︵名︶1

﹇敵船撃沈﹈︵名︶1

敵前一面

敵船撃沈

さうして︑敵前一面に︑もうもうと︑煙幕
てきせんげきちん

を張りました︒

六佃1

てきぜんいちめん

こには歩兵の徒歩部隊が出てみるだけである︒

十一而2

九惚8図圏敵前に上陸すなり秋の雨

敵前︑わっか五十メートルといふ地鮎です︒

六道6

ルといふところまでせまって︑

五二9

てきぜん

すぎると思って︑しげしげと見た︒

十二伽7

ない︒

十一一榴4

行く︒

十二梱10

りとまはりながら︑砲撃を績けた︒

十二梱5

船は急に止った︒

十二梱3

黒煙を吐いて逃げ出した︒

十二㎜10

てきせん

常に適正であることと︑眞の敬意︑

十一314

てきせい

むっくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する︒

網を切るはさみを持ってるる兵士が一人︑

は︑いち早くわが早言の近づくのを感知した︒

敵航空

十二999圏 汝︑二度の職に勝つことを得て︑敵
軍の氣を屈せしむ︒

荒鷲部隊は︑︿略﹀︑決勝の翼をつらねて︑

てきこうくうぼかん ﹇敵航空母艦﹈︵名︶3
母艦
十二別12

敵航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒
十二盟11 われら最大の目標であった敵航空母艦サ
ラトが型は︑

詩宴

十二圏1 そこへまた敵航空母艦ヨークタウン型撃
﹇敵国﹈︵名︶1

沈の勝報である︒

てきこく

十二伽8 ギリシャは敵國である︒

敵主力艦

﹁敵主力ハ︑駆逐艦三隻ヨリ成ル直衛ヲ

クチク

てきしゅりよく ﹇敵主力﹈︵名︶1 敵主力

配ス︒﹂

十637園

敵主力艦見ユ︒
敵將

てきしゅりょくがん ﹇敵主力艦﹈︵名︶1
十6210園
﹇敵将﹈︵名︶2

十854図団敵將ステッセルより開城の申し出でを

てきしよう

なしたるおもむき伏奏せしところ︑

﹇敵陣﹈︵名︶4

覚悟したりけん︑

十一556図 敵將ネボカトフ少將︑今は逃れぬとこ
ろと

てきじん

九202團敵前上陸をして敵陣へ突撃する時にも︑
雨のやうな猛射を浴びせて馨る︒

十伽7 上陸開始後︑まもなく海岸↓帯の敵陣から︑

︿略﹀ と ︑

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十一236圏 義貞今臣たるの道を煮皿くさんため︑
十二剛3図

十二伽9

敵前上陸

敵船撃沈に遠慮はいらない︒

︹課名︺2

敵前上陸⁝⁝⁝百二十八

十八

十38

てきぜんじょうりく

敵前上陸

﹇敵前上陸﹈︵名︶1

十伽1 十八

敵前上陸

﹇敵前上陸﹈︵サ変︶1

敵

敵前上陸をして敵陣へ突撃する時にも︑

てきぜんじょうりく
九202團

︽ーシ︾

てきぜんじょうりくする

敵弾いよ

わが海軍特別陸戦隊が︑この土地に敵前

がういう

前上陸する

十一㎜5

﹇敵弾﹈︵名︶3 敵揮

上陸して︑濠洲兵を追ひ梯ひ︑
てきだん

いよあたりにしげし︒

八878図圏船はしだいに波間に沈み︑

九麗8囹敵弾でも受けて麗つた時は︑どんな氣が
しますか︒

敵地

御前に︑

死ぬるかくごで

十伽2 わが輸送船の一隻が︑敵弾のため火を畏し

﹇敵地U︵名︶2

たのであった︒

てきち

天皇陛下の

﹇敵地爆撃﹈︵名︶1

敵地爆撃

飛行機に乗って敵地を爆撃したり︑

敵地に進む︑ わが陸軍のひかりの軍・旗︒

六778圏
九伽6囹

てきちばくげき

飛行機の整備なくしては︑空中戦も敵地

爆撃もありませんよ︒

九伽9囹

﹁水温は紅ますに適度︑潮の流れは齢

﹇適度﹈︵名︶1 適度

十一9910園

てきど

り速くないやうです︒﹂

よき敵と見れば組み落して首を取り︑

﹇敵共﹈︵名︶1 敵ども

十二913図

てきども

敵ながら

敵ながら︑最後まで職ひぬいた敷千の鑑

﹇敵乍﹈︵副︶1

取るに足らぬ敵どもは︑一太刀打ってかけ散らす︒
てきながら

十7210園

よ︒

てきへい

﹇敵兵﹈︵名︶2

敵兵

十悩5 皇軍將士の前には︑深壕も︑トーチカも︑
敵兵も︑何もなかった︒

十二鵬4 敵兵が︑モーターボートで川を傳ひなが
ら︑工兵隊をねらひ撃ちして來る︒

十︻6410溌刺 弓矢取る身のはかりごと︑汝負けば

てきみかた ﹇敵味方﹈︵名︶1 敵御方
われをたのめ︑われ負けば汝をたのまんなど︑父

﹇出来﹈

︵上一︶

燭

デキル

できる ︽一

と兄と約束して︑敵御方に別れおはすらんか︒
で・きる

キル・ーキレ︾δたいほうのできるまで

ニ

一41一 スッカリデキテカラ︑オヂイサンニミテ

キ・

﹁ホホウ︑コレハヨクデキタネ︒﹂

イタダキマシタ︒

一416園

ニー98 カウリャントイッテ︑日本ノキビニ

タモノガデキルコトガ︑カイテアリマシタ︒
二546 スルト︑ダンダン大キクナッテ︑コロガ
スコトガデキナクナリマシタ︒

﹁つゆの雨がふるので︑田うゑがで

三401園 二本並んでむしばができてみる︒

二776国 デキタラ︑スグ送りマス︒

きるのだ︒﹂

三578園

三588 せみがなく︑水遊びができる︑それより
も︑今年は海へ つれて行ってもらへる︒

ふしぎに手足の力がなくなって︑どう

のと同じやうに︑どこへでも行くことができる︒

六336團水の中にもぐってみても︑海の上にみる

それを集めて︑かためると︑ゴムができ

これで︑いっか︑おとうさんのお話に聞
かうなっては︑かげふみもできません︒

六648

六647

二本の筒は︑うまくはまり合って︑長く延

かうしてできた二本の筒は︑

いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

六631囹

せん︒

六534園穴をほって︑地にかくれることもできま

ん︒

六533豊橋をかけて︑天へ逃げることもできませ

日本も南洋も︑みんなお米のできる國なのです︒

六好2園 これから︑しっかりと手をつないで行く

六437囚囚 まさか︑鬼ごっこはできないでせう︒

六435園 をぢさん︑鬼ごっこはできませんか︒

るのです︒

六421園

見ることができます︒

もう︑だれの力でも︑なんともすること 六394園 こんなけしきは︑南洋のどこへ行っても

することもできませんでした︒

四397
四407
ができませんでした︒

﹁昭和の光﹂︑上手

新年おめでたうございます︒

四652圃書きぞめの字は
にできて︑

四775囹これなら︑ごほうこうもできよう︒
四㎜2囹 天人の羽衣なら︑なほさらお返しはでき
ません︒

四竃4囹 それがないと︑天へかへることができま
せん︒

あら︑きれいなまゆができましたね︒

きません︒

四天6園 でも︑その羽衣がないと︑まふことがで
五413園

今日こそ︑日ごろきたへた力を︑ためす

たべものにもよく氣をつけて︑間食などは︑

ことができる︒

五893園
五齪6

みかんを作った人たちの喜びとは︑ことば

いや︑許すことはできない︒

七価10

さあ︑できたぞと思ふと︑うれしくてたま

あの笛を聞いたら︑わるいことなんかで

いざといふ場合には︑暗がりでも︑すぐ

晩になって︑また行って見ますと︑そこに

武装することができます︒

ぷさう

七828国

きなくなった︒

七481園

は︑ほとんど︑顔を向けることができません︒

六柵9 しかし︑この時とばかり撃ち出す敵の弾に

う︒

六993囹あの人は學問はできるが︑弓はどうだら

傳ひもできず︑まことにすまなかった︒

六736園わたしは︑消防にばかり働いてみて︑手

らない︒

六649

したり︑ちぢめたりすることができる︒

五佃9

できるだけさせないやうにしました︒

少しでもできると︑頭をなでてほめてやり
五梱8園

ました︒

五柵3

六279

では︑とてもいひあらはすことができません︒
今の玉水艦は︑うまくできてみるから︑

その水を押し出せば︑自由に海の上へ浮

そんなしんぱいは︑まったくない︒

六309團

六314国

ばうゑんきやう

くことができるのだ︒

六317團細長い望遠鏡のやうなものがあって︑

いいおみやげができました︒
三778園
三834園うまくできた︒
三964園 ﹁じゃうずにできたこと︒﹂

ｧ3圏なんのおかまひもできませんでした︒

敵に近寄ることもできる︒

敵艦の進んで遮る音を聞きわけながら︑

海の上を︑すっかり見渡すことができる︒

六319国
やっと 切りたふすことができました︒

四78園 ﹁お米が半分もできない︒﹂
四94何百人と いふ木こりが︑長い間かかっ
て︑

一一

てきへい一できる

84

85
できる一できる

は︑もうりつばな網ができてゐました︒

八103 つめたい雨にずぶぬれになって︑もう︑身

七二6 できるだけおだやかに出て︑
動きもできなくなってしまったのです︒

八135 あのバナナが︑どこでできるか︑
生でできるのではありません︒

八144 いくら壷濁でも︑あの美しいバナナが︑野

八219団高いところにそびえてみるので︑町から
よく葬むことができます︒
十二時間半で行くことができます︒

八224国 これで新京へは八時下半︑ハルビンへは︑

八232国 やがて日本語を通して︑たがひにお話が
でき︑心持が合ふやうになりませう︒
ので︑石のらうへ入れてしまひました︒

八386 さあ︑この女にはゆだんができないといふ

八485囹動かないものを作るなら︑少しくらゐ寸
法がまちがっても︑できないことはありません︒
八493 穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと︑
いつのまにか︑りつぽな設計圖ができる︒

八507 私は︑ちやうどきちんとできたので︑それ
﹁ や っと骨組ができた︒﹂

を胴腱にとりつけた︒
八509園

八516 もし︑しわでもできると︑風の受け方がう
まく行かないので︑水平に飛ばない︒

八517 できるだけおちついて︑氣をつけながら︑
少しつっぱって行った︒
の役目を果すことができないので︑

八皿2 ほんの少しでも︑あけ方がくるふと︑大砲

八撹9しかし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大
砲がすっかりできあがったとはいへません︒
Iそれに︑朝御飯の支度もちゃんとできて︒

八櫨7園 どうしたのです︑こんなに早く起きてI

八個5

あちらこちらの︑スケート場の氷もとけて︑

日本の軍人として︑恥つかしくない御奉

もうすべることはできなくなります︒

九208團

離れてみて直接話ができないやうな時には︑

公をすることができた︒

九398

自分の考へや感じを︑いっそうくはしくし︑

手紙や文に書いて知らせます︒

九419

時代がへだたってみても︑ちゃんと心持を

深くして行くことができます︒

九432

自分の考へをできるだけわかりやすく書き

傳へることができます︒

九434

自分の考へをできるだけわかりやすく書き

表すことができます︒

九435

火なは一本のたばこぼんのまはりには︑人

表すことができます︒

九567

の山ができて︑いろくの話が出る︒
夜︑道に迷った時など︑この星を見つけれ
ば︑すぐ方角を知ることができます︒

九907

この調子なら︑わけもなく遠泳ができさう
だと︑ぼくは嘉んだ︒

九9610

しかし︑援軍は敵にはばまれて近づくこと

九備3囹時間通りに飛行機の整備ができて︑
九鵬1

九η3

九矧6

柱ができる︑板ができる︒

柱ができる︑板ができる︒

窓を開くことができないので︑

ができなかった︒

九卸3

﹁どうぞ︑無事に旅をすることができま
﹁おかげで︑興ることができました︒﹂

すやうに︒﹂と祈り︑

九重8園
九㎜10囹

と感謝の祈りをささげる︒

きのふまで木一本もなかったやうな草原に︑
たちまち町ができる︒

九㎜6

一度かうしてオボの祭にえらばれた家畜は︑

決して責つたり︑殺したり︑乗用にしたりするこ

九別7

とができないことになってみる︒

十137園しかし︑今の戦雫は昔と違って︑一人で

昭和十六年のこの日こそ︑われわれ日本人

進んで功を立てるやうなことはできない︒

やがて夕やみがたちこめて︑何物も見るこ

が︑永久に忘れることのできない日である︒

十524
十605

﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるや

とができなくなった︒

明治三十八年は︑佐吉にとって忘れること

質材を使ふことができなかったために︑

うな研究熱は︑どうすることもできなかった︒

十744

十783

のできない年である︒

十802

十934囹 祖國のために働くことができて︑私も満

この人たちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑

足ですが︑

男⁝い漆を塗って行く︒

十伽10

早く乾かし過ぎると︑あとでちぢんで︑

時に塗ることはできません︒

十槻2囹盆のやうに簡軍なものでも︑表と裏と同
十悩4圓

だから︑夏でも冬でも︑できるだけ温度

しわができたり︑干割れがしたりします︒
しつど

十桝5園

と灘度に愛りのない土藏が選ばれ︑

十悩9 下塗りと中塗りができた上へ︑上漆をかけ

目のまはりに黒いかげができて︑

て最後の仕あげをする仕方は︑

十憎6

十網9 自分と生死を共にするといってみるとはい

干ぼしになっても︑ここを離れることは

へ︑この水で見殺しにすることはできない︒
できない︒

十㎜11囹

十㎜6 この長い長い交通路を︑りつばに整へ︑安

てぎわ一でし

86

たも

全に保つことができないうちは︑
おくことができない︒

十㎝4 といって︑その任務は︑しばらくも捨てて

できるのは︑實にわが青羽の一大特色であり︑

十一318 尊敬や謙遜の心をこまやかに表すことの
十一367 かな文であればこそ︑︿略﹀その時代の
生活をこまやかに凝し出すことができたのです︒

十一435 源氏は︑小さな妹でもできたやうに︑い

東大寺の大佛ができ︑インドから高僧が

よく認めることができたのである︒
十二451
渡海して來たこうのはなやかな奈良の都を︑
萬世までも傳へようとした古人の心を︑

できるだけの手を書くさないでは︑こ

われわれは讃むことができるのである︒

十二476

十二712園

徳川を討たなければ︑︿略﹀︑新日本を打

の母の心がすみません︒

十二佃4

ち立てることができないとする硬論がある︒

︽テッ︾

した︒

す

トラック

十一211図十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼ

りて︑手答へ高くはたと射る︒

はち

ごみっぽいでこぼこの道を︑

﹇凸凹﹈︵名︶2 でこぼこ

七746圃

でこぼこ

が通る︒

殊に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を

ぼくの手先より二十センチも高い︒

﹇手先﹈︵名︶2 手先

思はせるやうなでこぼこが︑目立って見える︒

十376
てさき

十二価4 兵隊の顔から︑手先から︑胸から︑汗の

五796

ろいろと紫の君のめんだうを見てやった︒
十一一皿10

無事京都に着くことのできたのは︑宮の

十﹇483園 ああ︑いいお嫁さんができました︒

さ

できれば髄當りと︑艦長は心に決した︒

テク

ワットニゲテッタ︒
出口

﹇弟子﹈︵名︶11 弟子

三千人の弟子のうち︑顔回ほどその師を

わが道を傳へ得るただ一人の弟子だと︑

戦雲があって︑道ははかどらず︑七日七

孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才

子貢といふ弟子がいつた︒

こロつ

十二313

十二521囹

孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才

ほかの弟子は︑教へについていろく

﹁おんみの弟子のうち︑最も學を好む

終生の弟子にならう︒

十二521園私はおまへの弟子にならう︒

ものはだれか︒﹂とたつねた︒

十二359圏

質問もし︑

十二337囹

能に慮じてわかる程度に教へた︒

十二313

能に慮じてわかる程度に教へた︒

十二294

し

夜︑孔子も弟子も︑ろくろく食ふ物がなかった︒

十二281

孔子はかねてから深く信頼してみた︒

十二253

知り︑︿略﹀に心掛けた者はなかった︒

十二251

聲をあげて泣いた︒

十二249．七十歳の孔子は︑弟子顔回の死にあって︑

でし

しっくが︑スコールのやうな勢ではね落ちる︒

御使ひだけであった︒
光の強さに至っては︑ほとんど普通のこ
この三四箇月土を見ることのできなかつ

韻語は︑かういふやうに︑國家・國民と
ご

わっかな誤差から︑基地へ誤配すること
十二踊9

手ぎは

全身が勝利の喜びで震へるのを︑どうと
﹇手際﹈︵名︶1

ちやうど︑グライダーが空中をすべるやう
︵助動︶一

ミンナガ
﹇出口﹈︵名︶1

手答へ

木のやにがうんとこびりついて︑煙の晶群
手ごたへ

強い手ごたへが︑つり竿をつたはって來ま

﹇手答﹈︵名︶2

五468

てこたえ

をふさいでみる︒

九762

でぐち

一606圏

てく

に︑手ぎはよく水を切って︑おりて志ます︒

八三5

てぎわ

もすることができない︒

十二圏3

のできない危険さへ起る︒

十二㎜7

離すことのできないものである︒

十二価6

た目には︑皆たまらなくなつかしい︒

十一︻欄3

とばでいひあらはすことができない︒

十二麗1

十一805 一々の鳴き聲を聞きわけることができな
いやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞えて認る︒

十一備8團 この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう
よくできて︑この間一部分だけ牧辛しました︒
ひぬくことができるに違ひありません︒

十︻㎜9團 それでこそ︑︿略﹀大東亜戦孚を︑職
十一㎜5 しかし︑これでは︑漢文流に﹁サウモク
アヲシ﹂と嵩むこともできる︒

を︑ありありと讃むことができるのである︒

十一撹1 そのことばを通して︑古代日本人の精神
十一加7 床が高く︑その下を立つたままでらくに
通行することができる︒
さんごせう
十一卸11 このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ

るせみか︑井戸をほっても水は出て來ない︒

十一圏2 部落全髄は︑高さ一丈ぐらみの竹で撃つ
た床の上にできてみる︒

十一晒6 その通路をくぐれば︑部落隠匿の家をた
めいめい勝手なことはできない︒

つねることができる仕組みになってみる︒
十ニー25

十二329 顔回なればこそ︑この最もむつかしい教
へを︑そのまま實行ずることができたのである︒
十二352 顔回なればこそ︑偉大な孔子の全面を︑

でしいり

﹇弟子入﹈︵名︶1

弟子入り

愉しほ

弟子入りをしなければならない︒

十ニー82 一人前の石工になるためには︑早くから
﹇手塩﹈︵名︶2

九867 一年半も戯しほにかけた北斗といっしよに

てしお

みるのも︑あといく日もないと思ふと︑
﹇手下﹈︵名︶2

手下

十二㎜9 多年卑しほにかけた魚雷だ︒
てした

七152 手下の者はいふまでもなく︑手傳ひのため
いもせ

しやうじ

弟子たち

︽デシ・デス・デセ︾

ケヨリヒロイノデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂カ

ヤウニヒロイノデス︒﹂カウイッテカ

マルイオ月サマデス︒アカルイ︑アカ

タモノハ︑ナンデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

アカルイオ月サマデス︒コホ船主ガ︑ウ

タモノハ︑ナンデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

タモノハ︑ナンデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︒﹁コンヤハ雨デスガ︑アスハヨイ

ウンドウクワイデス︒勇サンバ︑天キ

アシタバ上天キデス︒ラジオガサウ

クテタマリマセンデシタ︒大イソギデ

モタチノヨム本デシタ︒一バンハジ
ャサマハ正男サンデス︒オトナノバウ
ルクハナイヤウデス︒タベスギデス

ゴ病人ハドチラデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

デス︒タベスギデスネ︒﹂ト︑マジメ

シロバヰマセンデシタ︒ツトムサンノ
︑ドウシテヰルデセウネ︒﹂トシンパ
ナタチハサムイデセウネ︒﹂トイヒマ
カタハ︑アナタデス︒ドウカ︑私ノ
︑﹁ソレハダレデスカ︒﹂トタヅネマ

﹁ソレハ雲サンデス︒イクラ私ガテ
︑﹁ソレハダレデスカ︒﹂トタヅネマ

﹁ソレハ風サンデス︒イクラ私が空
︑﹁ソレハダレデスカ︒﹂トタヅネマ
︑﹁ソレハダレデスカ︒﹂トタヅネマ

ソレバカベサンデス︒イクラ私ガチ
レハネズミサンデス︒ネズミサンニ
サン︑オゲンキデスカ︒ケフ︑ミンナ
ヨロコブコトデセウ︒﹂ト︑オバア

スヨ︒サア︑犬デス︒ワンワン︒コ
ン︑コレハナンデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁サ

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁サウデス︒﹂﹁フウセンカナ

テ來ルトコロデス︒﹂

ヨクノフカイ人デシタ︒コノ話ヲキ

オカタデアッタデセウ︒コンナコト

ニヨク小脳カタデシタ︒私曲思ハズ︑

です︒神さまが︑國を

二重橋

でした︒牛わか丸が︑

です︒四

軍かんが大すき です︒まだ︑ほんたう

いほど大きいの です︒﹂と答へました

から︑かったの でせう︒﹂と︑みよ子

月のよいばん

さったといふこと

大昔のこと

う犬もとつげきです︒﹂といって︑春

や︑これはどうでせう︒﹂といって︑

さがしてみるのです︒﹂と︑勇さんが

ガラ︑﹁モウ春デス︒勇サンモ︑ヂキ

かけもあったのです︒﹂ここまでお話

一

L」ビ

に︑たくさんの男や女が集って來ました︒

七625 中にも︑芋瀬の荘司は︑宮のお通りにな
﹇弟子達﹈︵名︶5

ることを知って︑道に手下の者を配ってみた︒
でしたち
けをする者一人もなし︒

十453図 弟子たちこの師を見かぎり去りて︑手助

十ニー84 弟子たちは︑石くつをかたづけたり︑
︿略﹀︑墾などをやく火のふいごをふいたりする︒
きやう

十二262 孔子が︑弟子たちをつれて︑匡といふと
ころを通った時︑

そ
十一一279 孔子は楚の國へ行かうとして︑弟子たち
とともに陳・薬の野を旅行した︒

デス

です

十二283 弟子たちの中には︑ぶつぶつ不平をもら
︵助動︶蹴

す者があった︒
です

一292囹
シ︑キヌコサンデスカ︒ハイ︑サゥ
一293囹カ︒ハイ︑サウデス︒ワタクシバ ハ
一294囹
タクシバ ハナコデス︒イマ︑ハルエサ
一312園イ︒キヌコサンデスカ︒ヨクイラッ
一436圃
シタチハゲンキデス︒オトウサンガ︑

8281797了了6了5了373717169696了515048434340401811↑010780了8了了69696261

84352785524186633274738452717538
?霜囓 婦烈婦外炎外野囹『・芸園『。エ園，園ハ囹囹囹ア・囹囹
園囹

ほんたうにきれい

ですがね︒さうすると

でせう︒﹂又略﹀︒﹂﹁︿

田うゑのさい中 です︒二十センチぐら

です︒梅の實が︑黄

らないのがふしぎ でした︒こんどは︑そ

なくならないの

わるくならない でせう︒﹂とおっしゃ

みがくといいの

ふだいじなは です︒それが︑かう

︑生えかはるは ですが︑おくの方の

かうくうぼかん です︒せんするかんは

れはくちくかん です︒小さくて︑かる

じゅんやうかん ですか︒﹂とたつねま

くわいな軍かん ですよ︑せんかんより

んかんが大すき です︒﹂かういった

んだお城のやう です︒大きな大砲が

しりした軍かん です︒まるで︑海に

海軍の軍人さん です︒春雄さんは︑せ

、

A

，て

一446キノ大キナハナデス︒ボクハ︑クレヨ

一461園ウヂキオボンデスカラ︑オハカノ
一473園ノオスキナ花デシタヨ︒﹂ト︑オカ

5了57494642424141353434333333323231292了19151312991019了95948了8383

31462121885741937557915972878683
園園
園囹
囹囹園園園
園園園囹囹金園囹囹霊園園

、
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です︒私は︑弟の一

ですね︒﹂といって︑

です︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ね

ですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

です︒﹁︿略﹀︒﹂おちい

ですよ︒﹂と︑にいさ
四185囹うのやうなもの

四183

四151園

四138

四134

四113

四108

です︒﹁︿略﹀︒﹂と︑に
とんで行くさう

でしたね︒まあ︑ 一つ
たうにしばらく

でした︒にいさんは︑
︑海軍のにいさん

いったといふことです︒三

です︒かいをそろへ
の舟の早いこと

でした︒大勢のせん
ない︑大きな舟

四597たのは︑一枚の鏡 でした︒まだ︑鏡と

四582わるくなるばかり でした︒ある日︑おか

です︒しかし︑いくら

ですよ︒﹂といひまし
四246園行くところなん

四242園

ですか︑わたしもホ
へますと︑﹁さう

です︒風がやむと︑﹁

です︒遠いところで︑
水はまつさを

です︒﹁︿略﹀︒﹂と︑お

です︒をぢさんに教

でせう︒口わるの三

でした︒それに日曜

ですが︑今日はよい

でせう︒﹂と申しまし

ですから︑今は重い

です︒この大國主の

です︒兄様がたの重

でせう︒﹂

でした︒見ちがへるほ

ですね︒﹂といって︑

でした︒娘は思はず︑

ですが︑なくなった

でした︒そっとのぞ

でしたから︑娘には︑

でした︒ちゃうちんの

でした︒黄色や︑赤い
まどにとどきさう

海軍のに

でした︒お宮に近く

四203

でした︒きまりがわ
ものもあるやう

でした︒おかあさんに

中も明かるいほどでした︒おちいさんは

です︒﹂と答へますと
ところへ行くの

四309

でしたが︑いつもお
なほなかぐやひめ

でした︒たうげに來
中が明かるいほど

四342

です︒かぐやひめは︑
さんは︑大さわぎ

四205

四351

四239園

四361

四947

四599 ないころのこと
四601るかわかりません
四603 す︒子どものやう
四605あさんにそっくり
四691園あら︑おんなじ
四761 ︑それがにいさん
四798圃國いぶ つもる
四859神様がたの弟さん
四862おなりになったの
四877園さけ深いおかた
四879園
あはせにおなり
四886團られなかったの
四887團はよいお乱撃
四894団 ことがないの
四908團やんだったやう

です︒私は︑草の葉

でした︒私は貝をた
三766国 が︑一ばんすき

三747国O
みると︑はまぐりでした︒おかあさんに

でした︒その時︑大勢
こともできません

でした︒うちへかへ

三777

ことができませんでした︒かぐやひめは

三576きちんとうゑるの
三584園つまでつづくの
三606かはいくてきれい
三625圏﹁きれいな金魚
三668 天神さまのお祭
三673た︒町はにぎやか
三677魚やが︑涼しさう
三678と︑人がいっぱい
三693 一郎は大よろこび
三705なれてみないやう
三708﹂もう︑ついそこ
三718 つとしてみるやう

でせう︒早く大きく
三806圖 ちぢをさがすの

四407

四397

です︒海の中に︑小
これは湛洲の話

分で︑
豆まきの日

三881園 で︑﹁どうしたのです︒﹂と聞きますと

ですね︒﹂といって︑
三867園 たうにじゃうず

生えてゐませんでした︒金の牛は︑
です︒そのまま海に
り忘れてみたの
です︒この氷のもや
はきれいなもの

四掴2

四442

れいにはかけないでせう︒白い菊の花

四梛8

三891園 した︒﹁破れたのでせうか︒﹂と聞きま

四477
四483

スの氷もきれいですが︑じゅ氷とい

ことはありませんでした︒ところで︑あ

三903圏

やあ︑ごくらうでした︒﹂といって︑

四485

です︒これは︑木の
はもっときれい

四447

三905園

です︒朝早く起きて
こうあほうこう日

四498

包まれてしまふのです︒ちゃうど号し

四466

三942

四499

お待ちどほさまでした︒どうぞ︑お乗

三966園 ました︒﹁ごはんですよ︒﹂と呼ばれて

四502

です︒﹂といひました
三895囹けてしまったの

です︒﹂うらしま﹁そん
三987囹 うがしてみるの
やねが見える でせう︒﹂うらしま﹁あ

です︒このじゅ氷に
作った木のやう

を︑

支那のある町です︒ せまい通には︑

おぼえてみるのです︒ でも︑その後は

こは︑

四987圃しゃうでいっぱいです︒ 花のやうなくん
四997圃
あらはしてみるのです︒ 二十一 病院の
出講1団 たうにうれしいのです︒ あなたのいらっ
四醜3團 痛みも忘れるほどでした︒ きれいな花を
四竃1団 くださるとのことでしたが︑ そんなしん
四欄3團 よりもうれしいのです︒ その代り︑今度

三鵬3園

て︑みごとなものです︒風が吹いて來
四517

れるやうになるのです︒のちには︑すべ

なかむつかしいのですが︑そのうちに

五146小鳥の聲でいっぱいです︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

四伽9園 漁夫﹁おきのどくですから︑ 羽衣をお返
四梱8園 ておしまひになるでせう︒﹂天人﹁天人は

四佃3 みんな一生けんめいです︒ かうして︑たく
四皿6 そう仲がわるいやうです︒ 冬の間は︑寒い
四佃6園 れは私が拾ったのです︒ 持ってかへって
四507

四504

四521

です︒滞洲人の子ど
べりよくなるから

です︒もくろく

三柳9囹 どりもたくさん です︒﹂
三㎜4園 ひもできません でした︒では︑おみや

四86園 っていいもの でせうか︒﹂といひま
四92 大きな木のことですから︑それはそ

四527

三佃3圃 昔むかしの話

四93 それは︑大さわぎでした︒何十人︑何百
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五631園

五628瓢湖

五587園

五577

五572

︑一つもありませんでした︒私が︑にいさ

︒﹂﹁何しに行くのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂かう

へおいでになるのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

あなたは︑どなたですか︒﹂と︑大國主

︑虫ではありませんでした︒虫の皮を着物

者にもわかりませんでした︒だんだん近寄

五伽7園 一日だけでいいのです︒﹂ほでりの命﹁い

へりになったからです︒﹂と︑朝ごはん

こへやって來たのです︒﹂海の神様﹁それ

ほをりの命﹁さうです︒それは︑兄のだ

を教へてくださるでせう︒さあ︑舟にお

﹁海の神様の御殿です︒その御殿の門の

な御殿︒何の御殿ですか︒﹂神様﹁海の神

殿へお着きになるでせう︒﹂ほをりの命﹁

そこに︑舟があるでせう︒あれに︑すぐ

困ってみるところです︒﹂神様﹁それは︑

ていらっしゃるのですか︒﹂ほをりの命﹁

ほをりの命﹁さうです︒﹂ほでりの命﹁一

︑つれなかったんです︒つれないどころ

りの命﹁ほんたうですか︒﹂ほでりの命﹁

をつってみたいのです︒﹂ほでりの命﹁で

ほをりの命﹁さうです︒私も︑一度︑あ

五705

ったら︑おりませんでした︒それから︑二

︒私は︑﹁いいんです︒ぼく︑立ってゐ

五725

んな聲をたてるのです︒﹂とお笑ひにな

おぶったをばさんとでした︒すると︑にい

五712園

五心3囹
五桝4園
五衡8園
五柵5園
五梱1囹
五麗4園
五麗6園

五739

ターの競孚の出鎖線です︒沖の方にも︑同

記念日になったのでせう︒﹂と聞かれた

五846園
五874園

五871囹

五887

んたちで︑いっぱいです︒﹁︿略﹀︒﹂といふ

六87 今日は︑
うちの稻刈です︒よいお天氣で︑

︒﹂と出獲のあひつです︒カッターは︑い

五891

した︒白が勝ったのです︒白のカッターか

五908

こにことうれしさうでした︒十九

六152

六125 ってみるつもりなのです︒私は︑をかしく

五364園るのを忘れませんでしたか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁
五366園 v﹁どうしたのでせうね︒﹂ねえさん
五368園線香をつけませんでしたか︒﹂とたつね

五柵9

五柵1

五㎜1

五佃6

五梛9

五研8

五鵬8

見て︑涙を流すほどでした︒いよいよ︑わ

子犬ではありませんでした︒近所の︑どの

なかなか聞きませんでしたが︑決してしか

を教へました︒子犬ですから︑これは︑な

いくてたまりませんでしたが︑ただ學校へ

︒利根はかしこい犬でしたから︑文子さん

は︑みんな犬がすきでした︒利根の來るず

がおつけになったのです︒文子さんのうち

れた︑勇ましい軍犬です︒文子さんが︑ち

六381園 るがへってみるのです︒﹂と︑勇さんの

六356 で︑子ども常會の日です︒勇さんのうちで

六287 るほどいそがしいのです︒しかし︑長い間

六271 なったらしめたものです︒秋が終りに近づ

六245

六226

渡って來た人の子孫でした︒
しかし︑だれ

しかたがありませんでした︒
日本へ鋸って

牛行列が通るさうです︒牛にきれいな着
六155国
六157團で給のやうださうです︒どうぞ︑ぜひお
列が見られるさうですね︒今から侍しみ
六172團
六208行くことになったのです︒ 遠い外國といふ

今度はやめださうですが︑二十四日の晩
︑

だ︒たしかにこれです︒﹂

五936

相手は恐しさうな男です︒うずめのみこと

五齪8囹
五旧2囹
五鵬3囹
五境4囹
五偽9囹
五㎜4囹
五髄7園
山粥2囹
五939

あなたこそ︑だれです︒﹂と︑うずめの

五372園略﹀︒﹂﹁あ︑それですよ︒かひごは︑あ
五372園 ︑あれが大きらひですからね︒﹂﹁︿略﹀︒
五374園 ﹁ねえさん︑瞠るでせうか︒﹂﹁さあ︒﹂
五403囹糸が出て駈るものですね︒﹂と︑ふしぎ

五柵5

足をやられただけですから︑まもなく︑

夏やす
五柵2園

五991

五407 すい紙のやうなまゆでしたがそ
︑れが︑だ

五桝3團

五鵬3

︑お願ひがあるのですがね︒﹂ほでりの

ろで︑ある日のことです︒ほをりの命﹁に

六391園思ふほどの美しさです︒その海面にかげ

六389園 かるくてまつさをですから︑着物でもひ

五㎜6園迎へに出てみる者です︒私が御案内いた

五425圃やかつをが みたでせう︒こんぶの林が
五427圃んぶの林が あるでせう︒わかめの野原
五432圃めの野原が あるでせう︒皿のおさかな

五㎜2園

五伽3

五159さんぽに來たところです︒﹁兵たいさん︒﹂
五177て︑うれしさうな顔です︒先にかけあがっ
五188子どもたちは大喜びです︒ぶたもひつじも
五189よになって大さわぎです︒お菓子をもらふ
五195 った﹁愛心行進曲﹂です︒川の水は︑静か
五198ぎり︑れんげ草の畠です︒むらさきがかっ
五206明かるい︑支那の春です︒五 おたまじゃ
足もなくて泳げるのですから︑自分たちの
五215
五217は︑思ってゐませんでした︒それよりも︑
五224さんの兄弟があるのですから︑親のそばに
五226びしくはありませんでした︒また︑めだか
遊ばなくてもよいのでした︒春の日は︑だ
五227
五234と氣がつかないほどでしたが︑のちには︑
五249した︒もう夏の初めでした︒草が︑青々と
五253くしではありませんでした︒かうして︑陸
五326とを思ひ出したからです︒さっそく︑桑の
五351囹つごろまゆを作るでせう︒﹂と聞くと︑﹁
五353園くと︑﹁今︑三眠ですから︑もうあと一
五361ると︑どうしたことでせう︑あんなに雪笹

五498 なって落ちてみるのでしたと
︒きどき︑流

六384 しくてたまりませんでした︒青い海に︑静

五505 もがすがりつくやうでしたま
︒もなく︑川

〉。
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六佃8園

六柵3園

﹁でも︑夜は寒いでせうね︒﹂

て︒﹂﹁中は暖い春ですもの︒﹂

六柵4 が︑子どもの時の話です︒お寺の小僧にな

六m6 だ恐しさでいっぱいでしたが︑さびしい本

六胴9 ︑涙でかいたねずみでした︒和尚さんはお

二陣8 ずみではありませんでした︒雪舟が︑板の

六柑4 びつきさうなやうすです︒かまれては︑か

丁穐6 に給をかき始めたのでした︒自分の部屋へ

六421園︺︑ゴムができるのです︒あなたがたが使

六579園っけたといふことですが︑ほんたうです
六397 をまき散らしたやうです︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀
六579園ですが︑ほんたうですか︒﹂子ども﹁はい
六403園 おりて行くところです︒﹂かういって︑
六409園 も南洋から出るのでせう︒﹂と︑正男さ 六588囹なたの孝行のせみですよ︒まあ︑おとう
六412囹
ねました︒﹁さうです︒世界中のゴムの 六594園 一﹁感心な子どもですね︒﹂村の向岸﹁ほ
六413園︑南洋から出るのです︒では︑ゴムの木 六664園 まるくして︑﹁何です︒正男さん︑画き
六416園 すちがつけてあるでせう︒そのみぞをつ 六671園でも︑よく見えるでせう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂し
六673囹 ︒森の木がきれいですね︒﹂しばらく見
六677園 へてもらはないのです︒ぼくが︑考へて
六424園ゴムで作ったものです︒﹂

六夢7 メートルといふ地貼です︒今︑わが工兵は

船がぐっと傾くほどです︒ぼくらの船は︑

ひ び や

︑明治神宮の参道です︒﹂お参りの人が︑

園の菊のてんらん會でした︒ふんするが︑

いんさつ

上野の帝室博物館です︒﹂大きな木が立
ざう
れる上野の動物園です︒﹂象が︑のそり

明治神宮の競技場です︒﹂空には︑白い

六醜5 ︑ 一本もありませんでした︒みんなは︑た
六価3黄土 にほひが咲くのです︒﹂と︑正男さん

六999てやらうと思ったのでせう︑一人の若い男
六鵬2圓 進み出て︑﹁どうです︒あなたも︑弓を

七102囹

七79 ンチぐらみのあさりでした︒あさりは︑こ

七73園

六三9園

ら潮干狩をするのですが︑いつものやう

くわん東京飛行場です︒﹂

まてがひといふ貝ですよ︒持って錦つて

七87 と︑大きなはまぐりでした︒はまぐりは︑

六研4 りのやうなかっかうです︒下の方は白で︑
六佃5 ル四方ぐらみの廣さですが︑ここばかりは

六気4園乏してるるところです︒﹂放送局のアン

六傾8園

六二1 ました︒印刷の工場です︒山のやうに積ま

六悌5園

六三4園

六町9

六鵬8 さめるやうな菊の花です︒日比谷公園の菊

六二3園

六齪5囹皇湾からのバナナです︒﹂水の流れが見

たいわん

六倒5園 ここは︑むさし野です︒東京の近くには

六号1

六伽4 ︑まるで職場のやうです︒ぼくらの網船は

六伽3 を張ってみるところです︒白波を立てなが

三囲1 ぎりはまつさをな水です︒やがて網場へ來

六伽3 した︒おだやかな海です︒文治と︑へさき

六搬1 死も生もありませんでした︒三人は︑一つ

六梱9 しい勢で爆管するのです︒もう︑死も生も

六二4 道を作らうといふのです︒しかもその突撃

六678園 ︑考へて作ったのです︒﹂
六431園
た︒．﹁めづらしいでせう︒これは︑ジャ
六432園 といふ大きなはすです︒葉のさしわたし 六688さんは︑警防員なのです︒ おとうさんを送
六697さんもしんぽいさうです︒ 家の前を︑警防
六437園 ごっこはできないでせう︒﹂と︑勇さん
六714なかなか眠れませんでした︒ 朝︑おかあさ
六444 にいったのは勇さんでした︒﹁くじゃくか
六719うちも︑焼けたさうです︒火もとからは︑
六449園 ︒﹁これはおまけですが︑タイ國の窮眞
六449園 が︑タイ國の窺眞です︒よくなれた象が 六722てしまったのださうです︒私は︑ズ略﹀︒﹂
六727園どこにもみませんでした︑何べんも呼ん
六452園 運んでみるところです︒﹂正男さんがい
六455園 おもしろいところですね︒ぼく︑行って 六741園は︑えらいてがらです︒町のめぬきの場
六466囹 これも南洋の田植です︒日本と同じやう 六742園かたがたのおかげです︒﹂みんな︑つか
六472園米のできる國なのです︒それでは︑今日 六754んだ人もあったさうです︒さうして︑こん
六506 さいかたがたのことですから︑初めは︑仲 六756 ︑もとだといふことです︒﹁︿略﹀︒﹂おとう
六521 お逃げになりませんでした︒お逃げになら 六817園て︑あんでみたのですけれど︑これを送
送ってはいけないでせうか︒﹂﹁︿略V︒﹂
六818囹
六832けい禮をしてみる給でした︒そのそばに︑
六834国タイサン︑サムイデセウ︒ゲンキデ︑ハ
六849もん袋のお禮の手紙でした︒私は︑それを
二十度といふ寒さです︒午後の演習をす
六854国
六882團は︑私といっしょです︒いろくとあり
なたは逃げないのですか︒﹂とおたつね
六527園
六545園 ︑ずるぶんみごとでせう︒﹂村の人一﹁と
六547園うはさを︑お聞きですか︒﹂村の人意﹁あ
歩く子どものことでせう︒毎日山へ行っ
六551園
六553囹て來るといふことですね︒﹂村の人；さ
六554園 ︒﹂村の人一﹁さうです︒その子です︒そ
六554園さうです︒その子です︒その子について
六555囹しぎな話があるのです︒﹂村の人馬﹁どう
六556囹人二﹁どういふ話ですか︒﹂村の人一﹁な
六558圓見つけたといふのです︒﹂村の人二﹁なる
六559囹それはふしぎな話ですね︒﹂村の人一﹁き
六578囹 一﹁それは何よりです︒聞けば︑あなた
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かいさう

七536んか︒いよいよ出航です︒あの︑うなるや
七545引っぱられて行くのです︒ちよつと︑妙な
七546 つと︑妙なかっかうでせう︒ちやうど︑子
七547引つばつて行くやうですね︒もう︑上屋の

七893

七892

七883

七871

七865

七864

蝉があるといふことです︒十八

といふ短い地上の命でせう︒ところで︑こ

︑形はりっぱな親蝉です︒夜風に當り︑朝

白くて︑弱々しさうですが︑形はりつばな

は︑腹の下の方だけです︒そこで︑おもし

地下の生活が終るのです︒そこで︑油蝉の

いうじのやうなものです︒この小さな虫が

くる年の夏かへるのですが︑その時は︑二

七671園

︑いちばん正しいでせう︒﹂正男﹁何とか

を︑あててみるのです︒﹂花子さんも︑

で何をしてみるのですか︒﹂春枝﹁あの國

七里10

七脳1

四佃2 引いておりて來たのです︒さうして︑その

七918

つて︑目が痛いやうです︒﹁︿略﹀︒﹂と︑本

とびこみ

七899

本田くんの方が上手でした︒上のいちばん

七672園

どうずればいいのですか︒﹂正男﹁まつ︑

七716囹

七712囹

七711園

七6910園

げの長さを計るのですね︒﹂正男﹁そのと

春枝﹁どうなるのですか︒﹂勇﹁正男くん

二十四センチなんです︒あとしばらくで

二十八センチあるでせう︒ところが︑ぼ

くのかげを計るのです︒﹂花子﹁かげを︒

七塀9 ︑ぼかしあげたやうです︒あちらこちらに

七期6 ︑なんといふ美しさでせう︒今︑日が沈ん

七柵4 た鐵のやうにまっかです︒たらひほどに見

七鵬3 に落ちて行くところです︒焼けきった鐵の

正男﹁そのとほりです︒﹂勇﹁うまいとこ

七㎜2 つて︑たまりませんでした︒皇湾は︑明治

旧藩2 です︒はなやかな空です︒二十三

七776團

いへないよい氣持です︒教練は︑午前と

︑鮎呼を受けるのです︒貼呼がすむと︑

螢以來ずっと元氣です︒このごろは︑も

いさうで︑何よりです︒ぼくも︑入螢以

七麗6 かなか承知しませんでした︒そこで︑オラ

七 6 まあつかひにしたのです︒日本人は︑なか

七麗1 たのが︑オランダ人です︒かれらは︑兵力

七㎜6 もきまってゐませんでした︒今日︑高砂族

たかさご

秋の空

七723囹

︒﹂花子﹁ほんたうですね︒﹂

七782團

は︑またかくべつです︒大きなアルミニ

するやうになるのですから︑今のうちか

七一6

らしたくありませんでした︒何とかして︑

八710

たい︑どこへ行くのでせうか︒燕の行く先

七842團神を養って行くのです︒武男くんたちも 八67 だけは︑親燕と同じですが︑まだ口ばしの

七816国來るのは︑この時です︒勅諭の奉讃がす 七柵8 味わるく思ったやうですが︑わざと平氣な

七799国

七797国民へ蹄って殴るのです︒すぐに兵器の手 七掴1園 賊にそなへるためです︒﹂と︑彌兵衛は

七785團

七775團

七725園

七722囹

七佃2 始めます︒美しい空です︒はなやかな空で

つと一安心したやうでした︒今度は︑前の

︑ほんたうにきれいでした︒そのうちに︑

七699囹

七676園

七561んな︑貨物船のやうです︒さあ︑港の口の
七568先は︑どこへ行くのでせうか︒みなさんは

七901

八81 遠い南の海のかなたです︒東京から︑四千

七556機lIあれは造船所です︒今︑新しい船を
七557 へてみるのが見えるでせう︒港内には︑ず
七559ますね︒何ざうあるでせう︒ちよつと敷へ
七561 ︑南洋などへ行く船です︒みんな︑貨物船

ゐます︒前足が丈夫ですから︑けらや︑も

七844團

八87 ︑南へ飛んで行くのです︒南洋の島々から

︑いかにも愉快さうでした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

七852

︑どこで生まれたのでせうか︒夏の末にな

七912

七5210
ます︒まもなく出航です︒見送りの人や︑

七108らした︑茶色な海藻でした︒はばの廣いひ
七127園
だはらといふものです︒こんぶといつし
七128園
のおかざりにするでせう︒﹂と︑先生が
七133 べらといふ魚ださうです︒何とかしてべら
七144仰せにも從ひませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂と思
七161としました︒この時でした︒今まで︑やさ
七173園．い︑どういふお方ですか︒﹂と︑苦しい
七194くお思ひになったのでせう︑特に︑大切な
七219ば倭姫命のおことばです︒急いで袋の口を
七226たのは︑わる者どもです︒火に追はれて︑
七241おまつりしてあるのです︒それから︑まも
れんぐわ
七249 煉瓦のやうなものです︒父や︑近所の人
た
七253園
あさんは︑大丈夫でせうね︒﹂といひま
七257語を口に出しませんでした︒日本人は國語
七259を使ひ通して來たのです︒徳坤は︑しきり
七263どいそがしかったのですが︑徳坤が重いけ
七267囹
學校へ行きたいのです︒﹂と︑徳坤はい
七269囹
て︑學校へ出るのですよ︒﹂と︑先生も
七272さうでたまりませんでした︒少年は︑あく
七283何か考へてるるやうでしたが︑やがて息を
七357 ︑いつも絶えませんでした︒光明皇后は︑
七361き渡ったといふことです︒七 苗代のころ
七379でも氣持のよいものです︒ちやうど︑たん
七381て︑敷き並べたやうです︒苗が︑二十セン
七391 っぽいにひろがるのです︒畝間は︑働く人
七394 ︑蛙の聲でいっぱいです︒静かだといふみ
七396めてほっとするほどです︒もうまもなく︑
七443園べきおめでたい日ですから︑みんなで元
かんばん
七524うに景氣のいいものです︒甲板に出て並び
七528んも︑ゐられるはずです︒あ︑けたたまし
七861

七907

七532船からおりて行くのです︒勇ましい樂隊の

1716161514141414131312121212111111101010109988
いちばん早く飛ぶ鳥です︒汽車や自動車も

のがあるといふことです︒燕は︑鳥の中で

植込みのある摺場です︒ここで︑満人の
八2010團

はないくらみの早さですから︑虚空キロの

昭和六年の秋のことでした︒ヨーロッパの

くなってしまったのです︒そこで︑その國

何しろ回心といふ数ですから︑これを送る

八3510たのは︑五番めの舞でした︒この時には︑

のはたいへんなことでした︒九月の末から

どつて來るといふのです︒近年になって︑

も送ったといふことです︒昔から︑燕は︑

も大阪らしいけしきです︒いちばんにぎや
だうとん
しんさい
︑道者堀附近の町町です︒心配橋筋には︑

砲身ができあがるのです︒しかし︑砲身が

が︑切り抜かれるのです︒まるい鋼鐵の棒

水族館

まるでちがった感じです︒輕快な戦闘機と

せんとう

かなか氣のきいた魚です︒賜びれをすっと

れないといったふうです︒光線のぐあひで

いだなあ︒何の花ですか︑にいさん︒﹂

んでみるガラスの箱でした︒きれいな海の

れが振子時計の始りです︒二十一

嚢見を慮評したものです︒つまり︑時計の

十年ばかり昔のことです︒この巳時があっ

のことを汐見したのでした︒それは︑今か

も︑振る時間は同じです︒十八歳の三生か

つ打つといふぐあひでした︒ガリレオは︑

かすかにゆれるだけですが︑それでも一回

した︒やつばりさうでした︒ランプが一回

そのランプの動き方でした︒左から右へ︑

けたばかりのところでした︒天井からつる
︑手でさはったからです︒ガリレオがふし

かに落ちて行くころでした︒ガリレオとい

振子時計

かり守ってくれるのです︒二十

くふさぐものも必要です︒それらも︑やは

のと︑同じことなのです︒かうしてきたへ

大砲にはならないのです︒それは︑ちやう

がまんをしてみるのです︒やがて︑櫨のと

きたへにきたへるのですが︑それだけでは

手玉に取ってみるのです︒かうして︑きた

て︑こしらへられるでせう︒みなさん︑考

は見られないけしきです︒郊外電車の稜達

かうぐわい

れのある神社やお寺です︒ことに住吉神社

石の大きいのは有名ですが︑中でも縦六メ

．一．＿、、
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なり多いといふことです︒日本からオース
︑北をさして進むのです︒その小さな胸に

八6010 ︑一向わかりませんでした︒やがて︑野外

八587くて目がまはるやうです︒かうして︑あと

八411は︑どんなであったでせう︒それからまも
八413からまもなくのことです︒ある日︑今日は
八415で︑御殿は人ずくなでした︒萬壽は︑その
八433出ることになったのでした︒親を思ふ孝行
八437ない者はありませんでした︒頼朝は︑唐糸
ニキロは行くはずです︒﹂といはれたの
八472囹
い︒よく飛びさうです︒﹂といはれた︒
八512囹
どんで︑飛ばすのですよ︒﹂私たちは︑
八546園
八569所へ夕汐ひに來たのでした︒やがて︑また
うさま︒おつかれでせう︒﹂といたはり
八582園

八364の萬壽姫であったのです︒明くる日︑頼朝
八376深い事情があったのです︒それより一年ば
き そよしなか
八377 一年ばかり前のことです︒木曾義仲の家君
八388のは︑この女のことでした︒唐糸には︑そ

︑思ひ浮かべてみるでせう︒青々と植ゑつ

︑思ひ浮かべてみるでせう︒何よりも︑あ

古巣が︑なつかしいでせう︒春になると︑

んなにうれしいことでせう︒三 バナナ

受けて︑育つた果物です︒私たちが︑﹁ば

れは大きなまちがひです︒いくら墓湾でも

似た植物に生る果物です︒かういふと︑み

に生るのと同じことです︒梨畠や桃畠へは

はきっとしかられるでせう︒憂湾のバナナ

それと同じことなのです︒芳野では︑よく

くさん植ゑてあるのです︒ところによると

ろせわをしてやるのです︒實が生ると︑梨

あのバナナが生るのです︒バナナは︑まだ

袋まで掛けてやるのです︒バナナは︑苗を

八618 ︑一人もありませんでした︒たき火も︑い
﹁先生︑もういいでせう︒﹂といった︒
八812園
八893を吐き出してみるのです︒大阪は︑實に日
八897業のさかんなところです︒市を貫ぬいて流
八906市として爽達したのです︒水の都ですから

八902ともいはれてみるのです︒大阪の港に集つ

八9010の中にある細長い島ですが︑この島に向か

八907したのです︒水の都ですから︑大阪には︑

9731698432329321742855383295310210
．
．．．
． ，＿
園
102

八214團給はがきもあったでせう︒あの下を何度
八217團のは︑樂しいものです︒並木道をのぼつ
八234團さをつるしたものですが︑何のかんばん
八237団圓の店のかんばんです︒﹂と︑日本語で
す︒日本へ行くのです︒﹁︿略﹀︒﹂といふ
八247団
八356中ではいちばん年若でした︒奉納の當日は

104379873988321962977371109

う︒元受で何よりです︒私もずっと丈夫
八193團
だん
八194国きのふは︑明治節でした︒講堂の壇に︑
八198国に張ってあるさうですね︒あの地圖を見
八198團圖を見てもわかるでせうが︑町の名に︑
町とか︑みなさうです︒このほかまだあ
八202團
八205国がりがあったわけです︒こちらへ來てか
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ある大忌場がすきです︒圓形で︑きれい
八2010團
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八幡−o

ころにあるのださうです︒﹁︿略﹀︒﹂

と つ

八Mlo闘機といったやうすです︒それと似て︑少
八柵2 たのが﹁はうぼう﹂です︒古憎いところがら
八備1 もぐってみるやうすです︒その平たいから

八柵−o

合に︑甲は小さいのですが︑おもしろいの

八柵7 つとすばらしいさうです︒﹁たかあしがに﹂
八柵9 iトルぐらゐはあるでせう︒足の長い割合

八擢−o園 お手傳ひをしたのです︒﹂といったので︑

九3110て︑またいつあへるでせう︒﹁︿略V︒﹂ここ

八燭6 のは︑みごとなものです︒その大きなこと
八鵬6 ︑何といったらいいでせうか︑ふたかかへ
八柵7 りさうな大きな夕日です︒見渡すかぎり平
八佃6 ︑ひな鳥を育てるのです︒農夫たちは︑廣
九266にはいった時のことです︒﹁皇軍來たる︒﹂
九288娘で︑父はインド人でしたが︑母は日本人
九289したが︑母は日本人でした︒土地の三校へ
九295園
なお行儀がいいのです︒富士山のやうに
九296園
山のやうにりつぽです︒あなたもお行儀
九309囹
父も母もインド人です︒私は︑この子の
九309囹
は︑この子の綴母です︒﹂インド人の子

封に南の沖縄や皇湾でしたら︑ずっと低く
九8810

九8810したら︑ほぼ陣中邊ですが︑反封に南の沖

九8810ひます︒北の北海道でしたら︑ほぼ眞中邊

九853にりこうで︑すなほです︒教へることは何
九871を乗せて堂々と歩くでせう︒その勇ましい
九873に喜んでやりたいのです︒十四 星の話
九878置もきまってみるのですが︑ただぼんやり
九888 つ見えるのが︑それです︒もっともその高

おきなは

たいわん

おき

青と遊んでみるやうでした︒九月に二歳ご
九8410

九793囹さん︑子馬はをすですか︑めすですか︒
九793園をすですか︑めすですか︒﹂とたつねま
九824からはなすのがいやでしたが︑さうしない
九825が丈夫にならないのです︒で︑ぼくは︑そ
九836 のは︑そのころからです︒しかしそれだけ

九3310
何やらわかりませんでした︒四

九328囹といって迎へるのですよ︒﹂ここまでい

九893なか見當がつかないでせう︒さうしたら︑
九895ます︒七月の中ごろですと︑夜九時置ろ︑
九904で︑北極星といふ星です︒北極星は︑いつ
九905もほぼ眞北にある星ですから︑夜︑道に迷
九908くれたのは︑この星です︒ところで︑大空
丁358

かなか聞かないさうです六
︒ 晴れたる山

ん感激してみるのですが︑それにつけて

九913西へと移って行くのです︒日や月が東から
九914ら出て西へはいるのです︒星の動き方を︑
九927う見えるだけのことですが︑今の場合︑そ
九933熊の形を考へたからです︒また︑北極星を
九掴2圃園 でほつたおかげですよ︒﹂

九342 一面にことばの戦です︒一たび占領地へ
九356園
お國のために孝行です︒﹂といひます︒﹁
九357園
お國のために忠義です︒﹂と教へても︑﹁
九358園も︑﹁いや︑孝行です︒﹂といって︑な

九387囹
︑ほんたうに愉快でした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
九389囹
いことをしたものですね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
九391園いろ考へてるたのですが︑とうとうこん
丁402字がよくわかるからです︒もし︑私たちの
九407をかうむつてるるのです︒自分の思ってみ
九412やうに喜ばしいものです︒このやうに︑こ
九423がたさを知らない人です︒わかってみると
九425うにはっきりするのです︒ことばと文字は
九427とを聲でいひ表すのですから︑それは這い
九438おろそかになりがちです︒それでは困りま
九451て行くことになるのです︒八 海の幸
九782北斗は︑ぼくの子馬です︒生まれたのは︑
九784ど櫻の花の咲くころでした︒ぼくが二三か

32184329

てやったりするのです︒飛行機のもどつ

母親のやうなものです︒飛行機の熱を計

﹁さうさう︑それですよ︒飛行機にとつ

べるのは︑猶動機です︒試運轄をして︑

しておくことなのです︒﹂正男﹁出襲前に

しておくことなのです︒また︑いつ飛び

いと思ってみたのです︒をぢさんは︑も

園園園囹囹囹囹囹

八佃1 は︑その口のところです︒そこには︑いろ
八佃8園 は︑ピヤノの先生ですね︒﹂と︑ぼくが
八梱1園 ︑庭はきをするのでしたね︒﹂と︑一郎
八章7囹 今日はお祝ひの日ですから︑何か花をか
八捌8囹 をかざりたいものですね︒﹂とねえさん
八槻2園 ら︑ちやうどいいでせう︒﹂といって︑
八槻6囹 けさはどうしたのです︑こんなに早く起
︑﹁今日は母の日ですから︑おかあさん
八槻9園
八偽5園 かりしてくれたのですよ︒﹂とおつしや
八悩9囹 ﹁何をいただくのでせう︒﹂とにこにこ
八枷3圏 あなたがたは思ふでせう︒それが︑いっ
八枷5圃 てみる私たちなのです︒雨の日︑風の興
八伽4團 して立ってるるのです︒冬がすんで︑ま
八憎4囲 らみ渡してみるのです︒今にも︑もし︑
八個8 びと別れるのはいやですが︑ 春の贈ること
八樹9 ちには︑ 大きな喜びです︒春が︑ほんたう
八麗8 吹いて行く大きな風です︒黄色な砂ぼこり
八欄2 ドルなどともお別れです︒どこの家でも︑
八掛6 は︑ただうれしいのです︒長い間︑閉ぢ即

出ないうちに咲くのですから︑花の色で︑

八悩7 せん︑ありがたいのです︒いちばん早く即
八悩8 けるのは︑れんげうです︒れんげうの花は
八悩−o

八価1 と明かるくなるほどです︒れんげうの咲い
八燭6 す︒鳥は滞洲ひばりです︒久しぶりに廣い

九九九九九九九九
112 112 112 110 110 110 109 108

、

です一です
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九佃2囹 いちばんうれしいでせう︒﹂をぢ﹁何とい
九佃5園 と出々して行く時です︒﹂太郎﹁さうでせ

十962園

十958園︺私も︑馬は超すきです︒さきに日清戦孚

略﹀︒﹂﹁あ︑さうですか︒よくわかりま

にっしん

馬がおきらひなのでせうか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十403は︑いつも晴天なのです︒この望遠鏡で見
しょうこ
十404ないのが︑その謹接です︒しかも︑空氣も

十956園

けしきはどんなものでせう︒今もいふやう
＋4010

十964園 散在してみるやうですが︑あれはなるべ

に當てて讃んだものです︒﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂

十価3 の訓と呼ばれるものですが︑これこそわが

です︒﹂太郎﹁さうでせうね︒私たちが︑

十価4

﹂などの訓は︑一つですが︑﹁生まれる﹂﹁

ならはしとなったのです︒﹁國﹂﹁民﹂﹁靴﹂

九船6園

十412 いほど光って見えるでせうが︑陰になる部
十415んなに恐しいけしきでせう︒もちろん︑草
十417から見た地球の美観です︒地球の直樫は︑

十柵2

十備1

九佃7囹 でも︑うれしいのですから︒﹂をぢ﹁飛行

九M5囹 無事鯖って震るのですから︑うれしくて

十4110かかって見えるわけです︒かういふふうに

さび漆といふものです︒さび土と漆と︑

してつめてみるのです︒﹂

九星10圏 へ︑感じられるのです︒たとへ︑自分は
九M8園 たうにかはいいのですね︒﹂をぢ﹁かはい

十伽4囹

十佃8囹

九二2囹 上で働く人ばかりですか︒﹂をぢ﹁さうで

十422たく恐しい死の世界ですが︑それでみて︑
十424な慰めを與へるからです︒殊に日本では︑
十428は︑實に美しい想像ですね︒今日私たちは
十432きがひがないと思ふでせう︒月は︑永久に
十542園と立ちあがったのです︒いよいよ︑着る
十542囹來るものが來たのです︒私たちは︑もう
十543園きまってみたはずです︒﹂
十897囹とに喜ばしい次第です︒﹂と答へた︒一
十902囹士に勇ましいことです︒殊に工兵隊が自
十905園いのは︑ロシヤ兵です︒あれほど守り績

九稲1囹 一人前ではないのです︒﹂春枝﹁さっきは

九冊6園 に︑それが多いのです︒例へば小さなね

片雲3囹寒い時もたいへんでせうが︑暑い時も苦

九備7謹書の先でしめるのですから︑厚い大きな
九術3園 ︑暑い時も苦しいでせうね︒﹂をぢ﹁なに
んか︒﹂をぢ﹁さうです︒自分の飛行機を

九佃6園 わかるやうなものです︒﹂勇﹁何か目じる
九⁝⁝8圓

は訓で讃むのが普通です︒﹁先生﹂﹁遠足﹂

うみを出してみるのです︒漢字を音で讃む
十佃8園

何をつめてみるのですか︒﹂﹁︿略V︒﹂

ていただきたいのですが︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

は︑ほこりが禁物ですから︒﹂主人の話

十槻7園

十健4園

ばならなかったのです︒﹂

ま自然に乾かすのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

手敷のかかる仕事です︒﹂

かす必要があるのです︒﹂

十鵬4 は︑船の動揺が禁物です︒牧忘する時には

十鵬エ・︑吐いてしまひさうです︒夕方になると︑

十島3 いよやって來たやうです︒でも︑これくら

十燭7 静かに歩いてみるのですが︑そばへ行くと

十悩7園

国記1園 ですぐわかるほどです︒漆が乾く時には

十偽6囹

十慨3囹 から外側を塗るのです︒なかなか手敷の

十六7囹

十梱6囹 二階の方がいいのです︒塗り物には︑ほ

痴情6平物には大切なものです︒﹂職人は︑話し

十伽5園 はせて作ったものです︒さび土は︑その

十柵6囹 こくそといふものですよ︒米の粉と︑お

十三5園

言責1 しによってきまるのです︒殊に︑人の姓名

十摺10

十帯2 訓ばかりで讃む場合です︒ところで︑﹁山

十備10

十描6 の字の訓となったのです︒このやうに︑訓

九湘9園 機も撃ち落したのですね︒﹂正男﹁すごい

引つばり出したのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
＋9010囹

九価4園 んな仕事をするのですか︒﹂をぢ﹁いつも

九四1囹 ろお聞きしたいのですが︑をぢさんのお

十911園にはかなひませんでした︒コンドラテン
九伽8園 ︒﹂をぢ﹁さう思ふでせう︒けれどもよく
きねんひ
十912園れで職死をしたのです︒﹂
九鯉7囹 の記念碑があるのです︒左には︑金歯城
十111園 は遷りなおことばです︒私には︑妻も子 十919圏司令官が代ったのでせう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
十113園︒私も︑日本男子です︒何で命を惜しみ 十921園まで︑同じ司令官でした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂又
十922園 ﹁︿略﹀︒﹂﹁同じ人ですか︒短期間にあれ
十333囹 ︒﹂﹁はい︑五枚めです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
十923園 ︒さすがは日本人です︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
十356園
﹁りっぱな望遠鏡ですね︒﹂と︑ぼくが
ふんくわ
十383 火山で︑穴は噴火口です︒こんな小さな望 十924園ンチにも驚かれたでせうが︑海の魚雷が
十929園職死なさったさうですが︑おきのどくで
十384 ︑はっきり見えるのですから︑噴火口は︑
十392 冷えてしまった天膿ですから︑火山といつ 十934囹できて︑私も滞足ですが︑あの子どもた
十935園に眠ってみることでせう︒﹂と︑乃木將
十393 ても︑みんな死火山ですがね︒それから︑
︑實にりっぱな方です︒私などの遠く及
十395 のやうなものがあるでせう︒あれは海とい 十939園
十395 は海といはれる部分ですが︑月には水が一 十945園ぐれたアラビヤ馬です︒ついては︑今日
十952園軍馬も武器の一つですから︑私がすぐい
十955園のが︑おいやなのでせうか︒それとも︑
十398 流れて固まったものでせう︒月には水がな

十401 かりか空氣もないのです︒したがって︑雲

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

い母の姿であったのでせう︒あらし

ならしくなったでせうね︒﹂といった︒

うして︑﹁どうです︒お正月が來たか

さらうといふのでせう︒﹂

十一⁝⁝9囹

十一佃8囹門口で聞いたのですが⁝一あなたは︑

十一柵2園 い︒私は主導家ですが︑おもしろさに

十一鵬8園 いふいい曲なんでせう︒私には︑もう

十一9910園

十一471

十一468

︑うららかな初夏です︒屋根で雀がちゆ

も落ち着きませんでした︒先生のおつし

十一M9国 りも知りたいのですよ︒私も︑こちら

十一相8園

十一㎜8囹

ートーベン先生ですか︒﹂きやうだい

これでたくさんです︒﹂といひながら︑

いとかいふことでしたね︒まあ︑ 一曲

り速くないやうです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

のお供をするのですよ︒﹂﹁はい︒﹂と

がっくろつたのですよ︒﹂と︑さも大

はさぞ喜ぶことでせう︒ほんたうによ

かれてみるやうです︒﹂と仰せられ︑

おっしゃったやうです︒顔が火のやうに

十一501

十一494

ていただいたものでした︒﹁︿略﹀︒﹂

﹂少しかすれた聲でした︒﹁︿略﹀︒﹂やつ

十一冊3国

十一価3團にしてくれたのでせう︒それとも︑大

十一価2團 氣一つしませんでした︒毎日毎日畠へ

十一4710

十一476

凱旋をなさるのですから︑心の中で萬

すことができたのです︒かう考へると︑

普通であったからです︒しかし︑かな文

文は書かなかったでせう︒當時︑かな文

な︑深みのある人でした︒父爲時が願つ

から非常にりこうでした︒兄が史記を讃
ためとき
畳えてしまふほどでした︒父の爲時は︑

仕事をしておいでです︒といふよりは︑

十一726

十一721

十一713

十一712

十一512

十一507

十一506囹

十一504囹

んな感じのする雲です︒いわし雲がぐん

ころはさびしい雲です︒夜︑この雲の績

せるのが︑この雲です︒青空にうろこの

思はせるやうな雲です︒ところで︑この

きりした感じの雲です︒天女の輕い舞の

︑話はとだえがちでした︒にいさんだけ

どまで出てみるのですけれど︑とうとう

つてすみませんでした︒﹂

丈夫ではないんですから︒﹂

十一502園家を出て行くのです︒どうぞ私に代つ

十二518囹

十一一297囹 さったらいかがでせう︒﹂孔子は答へ

十一一285園 ることがあるのですか︒﹂徳のある者

十二218園

十一塒8

十一価3

十一悩2

十一柵7

を味はひたいものです︒附録

に門松をよんだ歌です︒二本の門松のう

ふ︑給のやうな歌です︒敷島のやまとこ

の春を零しんだのでした︒箱根路をわが

ジ

までもかうなんでせう︒わたしがこん

まるで赤ちゃんですね︒どうして︑い

をして逃したのでせう︒せっかくなれ

やうのない犬きですこと︒うっかり者

合ひでもしたのですか︒﹂といひなが

十一768

十一763

十一758

十一757

十一755

十一751

十一739

さへぎられるからです︒巻雲のかぼそい

ートル以下の高さですが︑入道雲の頂に てすう ﹇手数﹈︵名︶1 手動

のも︑この入道雲です︒積雲は二千メー

︑俗にいふ入道雲です︒強烈な日光に照

百メートルぐらゐですから︑まったく手

もいちばん低い雲です︒高さは五百メー

トル以下にある雲です︒雨の降ったあげ

雲とかいはれる雲です︒雨雲はきまった

雲のかかった場合ですが︑このおぼろ雲

十二蹴9囹

十二獅5囹 さましてみるのですから︒﹂ふしぎさ

十二伽4園 くてならないのです︒﹂といって︑二

十二伽2園

十二5410囹

十二536囹 もよいといふのですかい︒﹂

十二535園

︒たった二文句ですよ︒二文句と︑行

も畳えがないのです︒﹂と答へた︒修

は︑みんな無事ですか︒どこにるます

一

十一桝10園饗表してはどうですか︒﹂とすすめる

十一柵6團 もとになるものですから︑しっかりと

はならなかったのです︒源氏物語五十四

十一735

の子に夢中なんですか︒生き物をいじ

十一769

︑強烈で︑男性的です︒十二

て泣いてみるのです︒かうした温かい

らう︒﹁いい星ですね︒まもなく月も

なかなか手数のかかる仕事です︒

てっからむみてずから

すすけたる障子の破れを︑輝尼︑てっか

﹇手﹈︵副︶1

九643図

てずから

たったこれだけですがね︑行者さん︒

へてあげてあるでせう︒さあ︑ここへ

十一774
十一889園

十一776

十槻3囹

おとなしいはずです︒さうさう︑なく
さんをおなくしでしたが︑それはそれ

﹁天氣は大丈夫です︒﹂と︑先生たち
く物がおわかりでしたよ︒今にでも︑

山の朝

何といふよい髪でせう︒でも︑かうい

それが

てるるかがわかるでせう︒一

とばで表したものですが︑ただこれだけ

をしてみるさうですね︒せんだって︑

てお迎へするのです︒﹂とおつしゃつ

をしてみるところでした︒きれいに髪を

さげ申したものですから︑決死の畳悟

十十十十十

んたうによい雨です︒﹂とおつしゃつ

お二つかれのことでせう︒せめてものお

44
44
44

もとでささやくやうですが︑だれもみるの
﹁お役目ご く ら う で し た ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

42

210435
戸〆園園園

46

もまい

ます荒れてみるやうです︒よろめきながら
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95
てすう一てずから

てすり一てっきょう

96

﹇手摺﹈︵名︶1

手すり

ら小刀にて切りまはしつつ張りみたり︒
てすり

十塀4 ころがりさうになるからだを︑はめ板や︑
手すりにっかまって支へながら︑働きました︒
てせい ﹇手製﹈︵名︶1 手製δおてせい

九加9 参拝するものは︑子ひつじの料理をあげた
﹇出揃﹈ ︵ 五 ︶ 5

出そろふ

︽1・ーッ︾

り︑手製のチーズやバタなどを供へたりする︒
でそろ・う

一めん黄色くなってゐました︒

五531 そのへんは変畠で︑萎のほが出そろって︑
五642圃 そろた︑出そろた︑ さなへがそろた︒
五651圃 そろた︑出そろた︑ 植ゑ手もそろた︒

七378 ニセンチか三センチぐらみの︑若々しいみ
どりの苗が出そろって行くのは︑
わ せ

九研8 何よりも︑たんぼに早稻の穗が出そろって
手助け

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒
﹇手助﹈︵名︶1

手玉

十453図 弟子たちこの師を見かぎり去りて︑手助

てだすけ
けをする者一人もなし︒
﹇手玉﹈︵名︶1

八981 大きな機械が︑思ふままに︑鐵のかたまり

てだま

﹇手近﹈︵名︶2

手近

を手玉に取ってみるのです︒
てちか

十二566 書き終ると︑かれは手近にある木に登つ
た︒

てちやう

十二欄7 ちよつと手近にたとへるものが見つから
ない︒

﹇手帳﹈︵名︶1

九踊8 ぼくは︑てちやうに﹁あじあ﹂のスタンプ

てちょう

﹇鉄﹈︵名︶18

鐵

を二つ押してもらった︒
てつ

こすって︑きれいにしてやる︒

七487圃鐵だよ︑音だよ︒

吉3圃動くよ︑音だよ︑鐵だよ︑ぐるぐ︑

大きな電氣仕掛の釜の中で︑白熱された鐵

焼けきった鐵のやうにまっかです︒

がたとん︑どどどん︒

七鵬4

八972

その鐵を︑大砲の形とは似ても似つかない︑

が︑どろどろにとけてゐます︒

八973

いがたから取り出された︑大きな鐵のかた

いがたへ流し込みます︒

八976

うす

それを大きな鐵の槌が︑︿略﹀︑臼のやうに

つち

まりは︑もう一度眞赤に焼かれます︒

八977

大きな機械が︑思ふままに︑鐵のかたまり

つぶしたり︑棒のやうに延したりして︑

八981

長い柱のやうに延されたこの鐵が︑︿略﹀

を手玉に取ってみるのです︒
ろ

八985

鐵の柱は︑熱い燈の中で︑じっとがまんを

櫨へ入れられて︑高い温度で熱せられます︒

八987

してみるのです︒

眞赤に焼かれた鐵の火柱が︑起重機でつら
れたまま︑そろそろと外へ出て來ます︒

八989

おやと思ってみる間に︑動いてみた鐵の火
眞赤な鐵の柱は︑そのほのほの中を︑下へ

柱が︑静かに止ります︒

八991
八998

このやうに︑打つたり︑熱したり︑冷した

下へと沈んで行きます︒

八9910

りして︑鐵の質を固くし︑強くします︒

きたへられた鐵の柱は︑今度は機械に掛け

鐵より

しあげを終ると︑高射砲は︑まるい鐵の皇

られて︑外側をまるくけづられて行きます︒

八欄6
八雲6

いくとせここにきたへたる

の上で︑砲身を空へ向け︑

五664團鐵で作ったくしとはけで︑馬のからだを 十一皿3團

堅きかひなあり︒

そよしなか

てづかのたらうみつもり

﹇手塚太郎光盛﹈︹人名︺1

でつかち 5あたまでっかち

てっかのたらうみつもり

でつかのたろうみつもり
き

手塚太郎光盛

頼朝に仕へてるました︒

﹇鉄兜﹈︵名︶5

てつかぶともかぶってゐません︒

てつかぶと

鐵かぶと

八377 木曾義仲の金扇︑手塚太郎光盛の娘が︑

五156

てつかぶと

ふとまた浮かぶ︒

十㎜1 泳いでみる兵士の鐵かぶとが︑沈むかと思

かぶとが銃劒を引きずって動いて行く︒

＋智ぎらぐと太陽の光を反射さ芸がら︑鐵

び

しり

鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑作業服・

皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒

十鵬6 砂を盛りあげながら︑もぐらのやうに進む

た

十二76

﹇敵機﹈︵名︶3

敵機

ちか足袋に︑尻あてといったいでたちである︒

うみわし

九柵1園撃ち落した敵機の敷だけ︑どこかにしる

てっき

しをつけることもあります︒

りやすい天候だけはにが手である︒

十二㎜2 敵機をものともしないわが海事にも︑攣

手つき

午後になって︑わが艦隊に敵機來襲︒

﹇手付﹈︵名︶2

十二圏4
てつき

をひき︑かんなを掛けた︒

九蹴2 なれない手つきでをのを振るひ︑のこぎり

デッキの上に︑

やみを

十一棚5 力強くたぐりながら︑なれた手つきで魚

荒波あらふ

︵名︶一 デッキ

をはっす︒

デッキ

八865圏

﹇鉄橋﹈︵名︶2 諒解

貫ぬく中佐の叫び︑

五516 汽車が鐵橋を渡ると︑今まで左手を流れて

てっきょう

97
てっきり一てっぽう

みた川が︑右手を流れて︑

橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えない︒

さうち
九踊5 ﹁あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵
てっきり ︵副︶1 てっきり

鐵材

けたたましい響きだ︑

﹇鉄工場﹈︵名︶1
鐵工場の前︒

鐵工場

十η7 楊少年は︑てっきりこれだと思った︒
七753圏

てっこうじょう
﹇鉄材﹈︵名︶1

十783 建材を使ふことができなかったために︑す

てつざい

﹇鉄条網﹈︵名︶17

鐵條網

べて木材によって︑︿略﹀作り直して行った︒
てつじょうもう

六宙2 見れば︑敵の陣地には︑ぎっしりと︑鐵條
網が張りめぐらされてゐます︒

六宙3 この鐵條網に破壊筒を投げこんで︑わが歩
兵のために︑突撃の道を作らうといふのです︒

網へ突進しました ︒

六佃5 待ちに待った第一班の工兵は︑勇んで鐵條
六佃7 あと十四五メートルで鐵壷網といふ時︑

六柵6 破壊筒を持って行って︑鐵條網にさし入れ
てから︑火をつけるといったやり方では︑

六伽1 三人の工兵は︑火をつけた破壊筒をしっか
りとかかへ︑心底網めがけて突進しました︒
六旧3 鐵垣網に︑破壌筒を投げこみました︒
を向かせながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒

六旧3 班長は︑撃ち破られた鐵條網の方へ︑作江
十㎜6 海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に張
られた鐵條網が︑行く手をさへぎつてみる︒
に設けられてみる ︒

十㎜8 更にその後には︑屋根型の鐵條網が︑嚴重

十号4

鐵條網の向かふ側に︑︿略﹀︑もぐらのやう

兵士たちは︑鐵條網の下をほって︑もぐつ

に進む皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒

十鵬6
て︑くぐり抜けたのだ︒

第一線の写実網を破ってからは︑とげのあ

る鐵條網も︑屋根型の鐵贈呈も︑まるで枯れ木の

十三2
やうにもろかった︒

﹇鉄線﹈︵名︶1

鐵線

十悩2 とげのある鐵寄網も︑
十悩3 屋根型の鐵條網も︑
てっせん

手傳ひ←おてつだい

十欄7 その後には︑とげのある鐵線が張りめぐら
され︑

てつだい ﹇手伝﹈︵名︶5

わたしは︑消防にばかり働いてみて︑手

傳ひもできず︑まことにすまなかった︒

六736園

いや︑手傳ひは︑ねえさんに十分しても
らひました︒

六738囹

手下の者はいふまでもなく︑手空ひのため
元帥の家の人々は︑手心ひに︑その方へか

に︑たくさんの男や女が集って來ました︒

七153
七㎜8

けつけて行った︒

手職ふ

手傳つた︒

一慮軍で受け取って︑その上︑正式の手

﹇手続﹈︵名︶2 手緩き

十953園

てつづき

べきん

その隊は︑この地方の盆道の復蕾工事に當

弓道Oしんりんてつど

あす朝早く︑打電の手績きをしても

績きをしてからいただきませう︒

らひたい︒

十二⁝⁝6圃圓

てつどう ﹇鉄道﹈︵名︶4
九346

う・ちかてつどう

きつりん

ここから安東・吉林・北京へ︑再三が分れ

りました︒

九獅11

交通路には︑早道があり︑自動車道路があ

るので︑列車がいくつも止ってをり︑

り︑水路があって︑

十㎜11

﹇鉄道従業員達﹈

十㎜9 ある少年が︑海道のこはれてみるのを見つ
けた︒

隊長以下何百の良兵と︑マライ人・インド

鐵道從業員たち

てつどうじゅうぎょういんたち
九347

鐵道線路

︵名︶1

﹇鉄道線路﹈︵名︶1

人の三道從業員たちの先頭に立って︑

ある夜︑これも鐵道線路がこはされてみる

てつどうせんろ

てっぺん

とうとうそのてっぺんは︑空の雲にと

﹇天辺﹈︵名︶3 てっぺん

そのてっぺんから身を投じて︑今や羅刹

テッパウ 鐵砲

くちをしさが︑足の先から頭のてっぺん

﹇鉄砲﹈︵名︶2

二582 勇サンバ︑オモチャノテッパウヲ持ッテ︑

てっぽう

まで突き抜けて走る︒

十二㎜11

の餌食にならうといふのである︒

ムじき

十二566

どくやうになりました︒

四68

てっぺん

のを登卜し︑地だんだふんでくやしがった︒

私は︑おかあさんにつれられて︑夕方から︑ 十川9

二つだふ

湯茶接待所へ至急ひに來たのでした︒

八569

﹇手伝﹈︵五︶5

子どもたちに手つだはれながら︑日本の兵

︽ーッ・ーハ︾

てつだ・う
四㎜5

たいさんは︑にこにこして車を引いて行きます︒

私も︑何か手つだはうと思って︑おとうさ
んや︑おかあさんの方へ行きました︒

六128
六825囹

ほかの回者二人も︑何くれとこの手術を

ぼくも︑ずるぶん手傳つたよ︒

あなたたちが手動って作った干柿と︑

十麗2鐵條網が︑手のとどくところにせまった︒

十二729

十3510園
鐵條網へいどみかかった︒

十榴3 兵士は︑はさみを手に手に持って︑次々に

てつぼう一てばやい

98

野砲をかついだ工兵が︑自浄車のペタル

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

十一一鯉10
けうりやう

断章

をふんで︑橋梁地へかけつける︒
﹇鉄棒﹈︵名︶2

十篇3 片手には︑大きな毛抜きのやうなものを持

てつぼう
ち︑片手には粗彫をにぎってみて︑
てつや
﹇徹夜 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1 徹 夜 す る

︽ーシ︾

十齢4 時々︑毛抜きを鐵棒で勢よくしごく︒
てつや・する

徹夜して︑心からしんせつに看護をしてやった︒

てつや

十二梛3 しかし︑二人のわが衛生兵は︑代る代る
てなげばくだん ﹇手投爆弾﹈︵名︶1 手投げ爆弾
投げ爆弾を投げつけた︒
﹇手並﹈︵名︶1

手並み

十躍10 追ひつけないと思った﹈人が︑いきなり手
てなみ

を︒

﹇手手﹈︵副︶1

手に手に

十一661図圓 爲朝が手並みは︑汝も知りたるもの
てにてに
鐵條網へいどみかかった︒

十日3 兵士は︑はさみを手に手に持って︑次々に

うらの畠にみたおかあさんもかけて

てぬぐい ﹇手拭﹈︵名︶3 手ぬぐひ 手拭

四143
來て︑頭から手ぬぐひを取りながら︑

七779国 すばやく寝床をかたづけて︑かわいた手
拭で︑からだが赤くなるほどこすります︒
た白い手拭が見える︒
﹇下平﹈︵名︶6

手のひら

十二伽1 一だんと大きなはんの木の間に︑かぶつ
てのひら

のせて︑うちへかへりました︒

四333おちいさんは喜んで︑その子を手のひ
らに

九744かっとした火氣が手のひらを打つ︒
九845手のひらに塩をのせてやると︑うまさうに
なめます︒

九857

﹁ほうほう︒﹂と聲を掛けて︑手のひらで
﹁︿略﹀︒﹂と︑激しくたたいておいて︑手

輕く首やせなかをなでてやると︑

十㎜1

も

か

大男の手のひらほどもある︑黒と黄色の

のひらで︑どらを急に押さへるので︑
く

︵接︶23

デハ

では

だんだらの蜘蛛とも蚊とんぼともつかないものが︑

十一断3
では

マア︑ヨカッタネ︒デハ︑オイシイオ

ベンタウヲコシラヘテアゲマスヨ︒

ニー16囹
ニー33園ウサギ﹁デハ︑ヤラウ︒

いっそうふくらましました︒

ヨロシイ︒デハ︑ヤリマスヨ︒
二812園
二836園
﹁デハ︑チキウダラウ︒﹂
三302園﹁では︑このくらみかね︒﹂といって︑
大蛙は

みんなに

おもしろい

＝而8園 かめ﹁では︑ごあんないいたします︒﹂

ｧ1園おとひめ﹁では︑

いとま

いさ︒

おみやげに玉手箱をさしあげませう︒

五重8園

こちらへいただきませう︒﹂

れないか︒

六592囹

子ども﹁ありがたうございます︒では︑

のです︒では︑ゴムの木をうつしませう︒

六413園

世界中のゴムの大部分は︑南洋から出る

では︑鯛をちょっとここへ呼んで來てく

五枷5園 ほでりの命﹁では︑つりをしてみるがい

では︑

四悩1園 天人﹁それは︑ありがたうございます︒

いたします︒

三相2囹 うらしま﹁よくわかりました︒では︑お

では︑

三梱4囹 なんのおかまひもできませんでした︒

ごらんに いれませう︒﹂

二而7囹 えび﹁では︑にぎやかなをどりをして︑

をどりを をどってもらひませう︒﹂

一一

ごめんください︒﹂

それはいいね︒では︑これから︑こしら

へることにしませう︒

六806囹

でごらんなさい︒では︑みなさん︑おだいじに︒

八257團給はがきを別に送りましたから︑みんな

﹁では︑書休みに︑みんなで飛ばしてみ

御心配申しあげました︒では︑一通りお

では︑こっちへ來れば地獄ぢやないか︒

ることにします︒﹂と︑先生がいはれた︒

八529囹

十一279

十287園

では︑おとうさんとおかあさんに︑よ

牽いたします︒

十一伽5團

今日も︑十分氣をつけて働いてくださ

ろしくお傳へください︒

十一一85囹

い︒では︑元氣で行っていらっしゃい︒

十二8010園 わる者﹁では︑お富みくだされ︒﹂

出はつれる ︽

手ばなす ︽ーシ︾

林を出はつれて︑頭の上の緑のおほひが

﹇出外﹈ ︵下一︶ 1

その日は︑朝から︑大勢の人が出はいりし

ではいり・する ﹇出入﹈ ︵サ変︶ 1 出はいりする
︽ーシ︾

七152
ました︒

ではず・れる

十一814

レ︾

﹇手放﹈︵五︶1

導きてしまった時︑
てばな・す

せう︒

九319 この子を今手ぱなして︑またいつあへるで

﹇手早﹈︵形︶4 手早い ︽ーク︾

たんすをあけて︑みつから軍服を取り出し︑

七222 天叢雲劒を抜いて︑手早くあたりの草をな

てばや・い

ぎ彿ひ︑

手早く着かへた︒

七989

九543 すると︑乗員は一度にとび起きて︑手早く

99
てばやさ一ても

つり床をくくる︒
あきあげいおりのすけ

九枷6 尼子方の秋上伊織介がそれを見て︑︿略﹀︑
﹇手早﹈︵名︶2

手早さ

これも手早く矢をつがへてひようと射る︒
てぼやさ

一本松を見たが︑まだかなり遠いところで
手まり

手招きをしてみるやうだ︒

九㎜2
﹇手毬﹈︵名︶1

︵露助︶

鵬

テモ

ても

でも

ドツ

皿﹀それにして

十一一悩8図圃春雨にぬれつつ屋根の手まりかな

てまり

ても

も・どうしても

六麗3 第三︑第四︑第五と︑道眞は︑目にもとま
らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒

カウリャンカッテヒロイナア︑

どんなにおなかをふくらましても︑か

のお山は美しい︒

四42間どこから見ても︑いつ見ても︑

四184囹

軍かんと

富士

いっても︑加賀などは︑動く

四42間どこから見ても︑いつ見ても︑

ひかうちゃうのやうなものですよ︒

四317園ころんでも︑よくしまひまで走った︒

ないから︑安心して︑泣くことはおやめ︒

四372園だが︑迎へに來てもけっしてわたさ

五柵7

子どもたちは︑いくら寒くても︑元氣よ

いらっ

さあ︑これでいつお正月が來てもい

今は重いふくろをせおって

親のそばにるなくても︑ちっともさびしく

ただ學校へ行く時︑何べん追ひかへしても︑

りかうな利根は︑︿略﹀︑何をさせてもすば

漕水艦は︑水の中にもぐってみても︑

取らうとしても︑なかなかつかまりません︒

リスがいばってみたシンガポールも︑

六372園 どんなことがあっても落ちないと︑イギ

︿略﹀︑どこへでも行くことができる︒

六334国

六111

五㎜1園山へ行っても︑小鳥一羽取れなかった︒

らしいはたらきをしました︒

五価5

わって︑お見送りをするやうになりました︒

﹁すわれ︒﹂﹁待て︒﹂といひますと︑行儀よくす

文子さんが學校へ行く時︑とんで來ても︑

あとからついて來るのには困りました︒

朝になっても︑まだ痛いのがなほりま

五佃4

はありませんでした︒

五225

なりでせう︒

しゃつても︑のちにはきっとおしあはせにお

四878園

いそ︒

四625囹

くスケートをします︒

四512

けないでせう︒

カウリャンカッテヒロイナア︑ 四485 人がかいても︑こんなにきれいにはか

イクラ私ガテッテヰテモ︑雲サンガ
イクラ私が空デイバッテヰテモ︑風

ヘイキデヰマス︒

イクラ私ガチカライッパイ吹イテモ︑

サンが來ルト︑吹キトバサレテシマヒマス︒

二716囹

來ルト︑カクサレテシマヒマス︒

二695園

ドッチヲ見テモヒロイナア︒

二218囲園

チヲ見テモヒロイナア︒

一﹇207圃

手ぶくろ

き間へ︑こくそをつめて行く︒
﹇手袋﹈︵名︶5

手袋

十佃9 熟練した手早さで︑職人は︑一つ一つのす
てぶくろ

五m9團 遠くにかくしてある手ぶくろを︑すばや
くさがしあてたりします︒

九備7園指の先でしめるのですから︑厚い大きな
手袋をはめてみては︑しめられません︒

九描8園 どうしても︑手袋を脱ぎます︒

二741園

せん︒

三395

きだ︒

からだは大きくても︑おまへはまだ

どこまで行っても︑

長い道︒

三934圏

この玉手箱は︑どんなことがあって
も︑おあけになってはなりません︒

三㎜9園

三923團どこまで行っても︑長い道︒
三927間どこまで行っても︑長い道︒

赤ちゃんだね︒

三803圏

が見えません︒

三708

しかし︑いくらさがしても︑そのすがた

三471囹

こんな川が何百流れこんでも︑へい

なひませんよ︒

三307囹

イクラマイテモ︑花己咲キマセン︒

九備10園 片手つつ手袋を脱いで︑仕事をします︒

手本

手招き

二933

カベサンバ

﹇手本﹈︵名︶3

刀と︑帽子と︑手袋とを持って來させ︑

十86一 ステッセル將軍は︑副官にいひつけて︑軍
てほん

八334図圏 義纒を手本にせよ︒﹂とて︑眞先にか
﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を

けくだれば︑三千飴騎︑馬を並べてかけくだる︒
十術6

手前

﹁あっばれ武士の手本︒﹂といってほめ

音で讃んだりする場合も︑まれにはあります︒
十年10囹

﹇手前﹈︵名︶1

そやした︒

てまえ

だいをし や う ざ ん

きねんひ

九蹴6園 右手は大和尚山で︑︿略﹀︑その手前の
のぎかつすけちゆうゐ

手まね

岡に︑乃木勝典中尉の記念碑があるのです︒
﹇手真似﹈︵名︶2

十一一687 やっと手まねで水を飲ませてもらった聞

てまね

多は︑やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた︒
﹇手招﹈︵名︶1

十二702 ただ︑手まねがいふ︒
てまねき

ても一ても
100

六394囹 こんなけしきは︑南洋のどこへ行っても
見ることができま す ︒

六㎜6囹 ガラスのふたをすると︑少しすかしてお
いても︑日中は︑二十四五度ぐらみになるから︑

六柵7園 いくらいっても︑給ばかりかいて︑ちつ
ともお経をおぼえない︒

七586 二日たっても︑三日たっても︑汲みに來な
い︒

﹁︿略V︒﹂と︑人々がすすめても︑元帥は︑

七587 三日たっても︑汲みに來ない︒
七三7
天略﹀︒﹂といっ て ︑ 聞 き 入 れ な か っ た ︒

八149 墓湾のバナナにしても︑それと同じことな
のです︒

八165 早くて十箇月︑おそくても一年二箇月たつ
と︑

てるても︑やがて日本語を通して︑たがひにお話

八231團 たとへ︑これらの民族のことばがちがつ

﹁カウリャンカッテヒロイナア︑ドッチ

ができ︑心持が合ふやうになりませう︒
八243圃

1

1

大きく動かしても小さく動かしても︑
﹁鯛﹂は︑なんといっても堂々としてゐま

大きく動かしても小さく動かしても︑

九404

窓の外のけしきは攣っても︑︿略﹀みどり

これでは︑義男たちが見ても︑おとう

たとへ︑十年たっても二十年たっても︑
十年たっても二十年たっても︑

﹁︿略﹀︒﹂と教へても︑﹁いや︑孝行です︒﹂

私たちの話すことばや︑書く文字が︑まつ

どんなりっぱな手紙を書いてみても︑

して心持が通じ合ふやうなことはありません︒

みても︑どんなりつぽな手紙を書いてみても︑決

たくわからない外八人であったら︑いくら話して

九404

といって︑なかなか聞かないさうです︒

九357

九323囹

わたしはきっと飼って來ますからll

九323囹

さんとは氣がつくまい︒

九192嗣囹

の森林は︑つきることがない︒

九1210

見ても︑どこにるるのか累累がつきません︒

からだに︑ちよつと砂をかぶると︑上から

。10

二十日 た っ て も ︑

八鵬1 おもりそのものは重くても輕くても︑

かしても︑振る時間は同じです︒

ても輕くても︑また︑大きく動かしても小さく動

メートルにきめておくと︑おもりそのものは重く

八柳10 しかし︑糸の長さを︑一メートルなら一

法がまちがっても︑できないことはありません︒

八484園動かないものを作るなら︑少しくらゐ寸

八3910

いふ者はありません︒

︑
ノ9
30
1十日たっても︑二十日たっても︑母の名を

で︑

九431

いくら美しい文字で文を書いても︑うそい

時代がへだたってみても︑

九855

かざったことばで話しても︑要心がこもら
三十何年炭を焼いてみても︑︿略V︑どんな

足をあげさせてひづめの裏をさうちしたり

に焼けたかが氣がかりである︒

九752

なければ︑少しも聞く人々を感心させません︒

九443

まないやうに︑

つはりの心持を書いたのでは︑だれも感心して讃

九441

心持を傳へることができます︒

つてみても︑時代がへだたってみても︑ちゃんと

しても︑じっとおとなしくしてゐます︒

すから︑

九905 北極星は︑いつ見てもほぼ眞北にある星で

その位置を誓え︑更に十時︑十一時に見ると︑

九921 それでなくても︑夜九時に北斗七星を見て

か前へ出してくれない︒

九978 海が︑いくら力を出して泳いでも︑なかな

九989 潮の流れはますます急になるのか︑いくら

手足に力を入れても︑進みはにぶい︒

めようとしてもなかなか思ふやうにはいかない︒

九992 さうなると︑先頭からかけ離れて︑間をつ

九踊8 暑い日がやっと暮れても︑よひの間は家の

二階へあがってみても︑さして涼しい風は

中がむっとして︑

九価10

飛行機の整備といっても︑いろくな仕

もう何といっても秋である︒

なささうである︒

跳馬2

九佃1園

また︑いつ飛び出しても︑十分働けるや

事がありますが︑

うに手入れをしておくことなのです︒

九三3囹

自分は地上に居残っても︑自分の魂は︑

何といっても二倍以上の敵である︒

夜になっても薄青い空︒

月は︿略﹀冷えてしまった天膿ですから︑

火山といっても︑みんな死火山ですがね︒

十392

十3010

つに仰せくだされ候︒

十126圏三巴にてもゑんりよなくいへと︑しんせ

九榴1

︿略﹀手袋をはめてみては︑しめられません︒

九描6囹例へば小さなねぢをしめるにしても︑

飛行機といっしよに空をかけめぐってゐます︒

九桝1園

ができて︑︿略﹀堂々と出爽して行く時です︒

八2410團旅順は︑どこへ行っても静かな美しい町 九4210 文字に書き表したものは︑︿略﹀︑場所が違 九佃3垂範といっても︑時間通りに飛行機の整備

ヲミテモヒロイナ ア ︒ ﹂

す113108108

2

八八八
八
116

101
でも一でも

十429 今日私たちは︑それが死の世界であると知
つても︑やはり月がなかったらさびしい︒
＋5910のぼっても︑のぼっても︑雲である︒
＋5910のぼっても︑のぼっても︑雲である︒

十柵1 ふいてもふいても︑全身から汗がにじみ出
ます︒

らだがききません︒

十鵬1 ふいてもふいても︑
十幽5 どんなにもがいても︑ どうしたことか︑か
十㎜11園 干ぼしになっても︑ここを離れることは
できない︒

十川1 いくら汗が流れても︑樂しい汗であった︒

十川1 いくら︑腰や腕がつかれても︑こころよい
つかれであった︒

十川12 悪者といっても︑村の良民と違った着物を
着てみるわけでもなければ︑
を持って︑遊ぶわけではない︒

十踊7 遊ぶといっても︑別におもちゃや給本など
十別7 何といってもいちばん耳に親しいものは︑
水を運ぶ一輪車の音であらう︒
まれてもわからないほどである︒

十國2 夜の胡同は眞暗なので︑それこそ鼻をつま

相手のためにする場合は︑

十一275 しかし︑自分の動作であっても︑それが

でせう︒

十一374 ただこれだけで見ても︑︿略﹀がわかる

十一497虚誕がみなくなっても︑さびしがらない
で︑よく勉強してくださいね︒
も︑始めてのものばかりで︑

十一備5團 この一年間は︑何を見ても︑何をして

十一備5国富をしても︑始めてのものばかりで︑

十一宙7団何を畳えるにしても︑そのもとをのみ

こむことが大切だと思ひます︒

もとといっても︑形ばかりでなく︑い

つも自分の心がこもってみなければなりません︒

十一柵8国

﹁あなたの名前は︒﹂とたつねても︑だ

ようと思っても︑花はいふことをききません︒

十一⁝⁝3国心の落ち着かない時には︑いくらいけ
十一拓5

何着ても美しうなる月見かな
さんごせう
このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ

まったまま笑ってみた︒

十一刎12

十一俗3図圏

廊下へ出なくてもその通路をくぐれば︑

るせみか︑井戸をほっても水は出て來ない︒
十一泌5

いくら働いても働いても︑なほ足りない

支那人は︑どこへ行ってもさうであるや

部落全艦の家をたつねることができる仕組みに
うに︑

十一剛1

十一一136

もうよさうと思っても︑やはりついて

いくら働いても働いても︑

やうな氣がする︒
十一一136

十一一347園

行かないではゐられない︒

十二348囹私が力のあらん限り修養しても︑先生
は︑いつでも更に高いところに立っておいでにな
る︒

みません︒

手當てをしても︑ただ苦しめるばかり︒

慶喜に不臣の心がなかったとしても︑朝

十二715園
十二㎜10

地球を太陽の中心に置くとしても︑月は

敵の名をかうむるのは︑けだし當然であった︒
十二㎜2

月を直脛三センチのピンポンの球︑地球

太陽の内部を廻るだけである︒

を十島センチのゴムまりとしてみても︑太陽は直

十二㎜6

樫十三メートルといふ大きなものになって︑

一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗

つて行くとしても︑ざっと四十三年かかるわけで

十二梱4
ある︒

十二鯉9 船の跡が︑いつまでたっても二本のしわ

これなら︑漕望鏡を出したまま進んでも︑

を描いて︑消えずに残ってみる︒

十二珊5

デモ でも

キマッテ

逃げようとどうあせっても︑逃げられる

敵から見られるはずはない︒

︵接︶18

ものではない︒

十一﹇別8
でも

ヰルナ︒﹂

ニー31園 ウサギ﹁デモ︑ボクノカチニ

一一426 花子サンバ︑急ニヲカシクナリマシタ︒

花は咲いてもたちまち散り︑人は生まれ 三336園

この身はどうなってもかまはない︒

でも︑じゅんやうかんはゆくわいな軍

デモ︑笑ハナイデ︑

十一一421

でも︑ときどき雨がやんで︑空が明か

るくなり︑かっと強い日がさして來ます︒

三566

かんですよ︑

十二4810

お預けになっても︑きっとそのうち助

人は生まれてもやがて死ぬ︒

てもやがて死ぬ︒

十二491

十一一593園

うらしま﹁でも︑うちのことも氣にか

三996園 うらしま﹁でも︑かめは生きものだ︒

三佃1園

ちがあるまい︒

でも︑この木は︑切るよりほかにみ

かりますから︑かへらしていただきます︒﹂

たつねられても︑聞多には答へる力がな

四88囹

命になるに違ひない︒

かった︒

十二702

たとへ治療のかひはないにしても︑で
きるだけの手を壷くさないでは︑この母の心がす

十二712園

でも一でも
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四柳8 でも︑その後は︑がやがや何かわからぬこ
とをいひながら︑
四梱5園 それでは︑お禮にまひませう︒でも︑そ
の羽衣がないと︑まふことができません︒
をどうしたらいいかしら︒

五317囹 まあ︑かはいいかひこね︒でも︑桑の葉
六668園 まあ︑よく見えるね︒でも︑すっかりさ
かさまちやないの ︒

六佃8園 ﹁でも︑夜は寒いでせうね︒﹂

七297 聲はだんだん細くなりました︒でも︑最後
まで︑りっぱに歌ひ通しました︒

八佃3園 ほんたうにきれいだね︒でも︑花ぢやな
い︒

九佃3園 正男﹁でも爆音は︑どれも同じやうでは
ありませんか︒﹂

十僻3 今度は︑いよいよやって來たやうです︒で
も︑これくらみの波に負けるものかと︑

十一419園 まあ何といふよい髪でせう︒でも︑か
ういつまでも赤ちゃんでは困りますよ︒

でも︑お約束だから︑そろそろごちそうになりま

十二5410囹 たったこれだけですがね︑行者さん︒
せうかな︒

でも ︵副助︶伽 でもδそれでも・なんでも

でももらへるのかと思って︑

四554 勇さんによくなれたをんどりが︑ゑさ

もとかさうとします︒

四型7 北風の作った雪の山や︑氷の池を︑少しで
四七9 雪でも氷でも︑かたはしからとかして︑
四柵9 雪でも氷でも︑かたはしからとかして︑
知ってみるが︑

五596園おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよく
五606 四方を見てみるので︑何でもよく知ってゐ

ました︒

五679團

ほかの馬にくらべて︑少しでもきたない

五㎜4

五鵬4

文子さんは︑利根がどこへでもついて渋る

﹁おすわり︒﹂でも︑すぐおぼえました︒

﹁おあづけ︒﹂でも︑﹁おすわり︒﹂でも︑

と︑何だか馬にすまない氣がする︒

五型5

少しでもできると︑頭をなでてほめてやり

ので︑かはいくてたまりませんでしたが︑

五㎜3

向かふから干る人は︑大人でも︑遠くから

ました︒

五棚3

どんなにはげしく︑弾が飛んで來る中でも︑

よけて通るほど︑

五聖1

まへといふので︑

七606 もうこの上は︑何でもかでも攻め落してし

七606 何でもかでも攻め落してしまへと

武装することができます︒

ぷさう

七828團 いざといふ場合には︑暗がりでも︑すぐ

八72 大勢の燕が並んでみるのを見ると︑何かし

ら︑相談でもしてみるやうに見えます︒

もあって︑

八142 皇湾にさへ行けば︑バナナの木がどこにで

八144 いくら皇湾でも︑あの美しいバナナが︑野

生でできるのではありません︒

八153 キャベツか︑それとも︑カンナでも作った

少しでもくるひがあると︑

八481

畠のやうな感じがします︒

いくら一日でも︑いやだ︒

勢よくかけ出しました︒

五恥8園

八516 もし︑しわでもできると︑風の受け方がう

汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日でも︑

空がどんよりとくもったやうに見えます︒

八888

まく行かないので︑

どんなことでもして︑おわびいたします︒

もぐりたいと思へば︑いつでも︑潜水艦

五捌3園

六312團

どんな音でも聞きわけるやうな人が︑

の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒

二十もあって︑

六336国忌の上にみるのと同じやうに︑どこへで 八911 北から南からかけ渡された橋ばかりでも︑

六321團

も行くことができる︒

八齪1

ほんの少しでも︑あけ方がくるふと︑

には︑だれでもびっくりさせられます︒

六389園明かるくてまつさをですから︑着物でも 八932 横十一メートルといふすばらしく大きな石
ひたしてそめたいと思ふほどの美しさです︒

﹁かれひ﹂は︑いつでもからだを横にした

しかも︑その手は︑ピヤノでもひくやうに︑

幽翠3圃

いつでも︑ここに︑かうして立ってるる

絶えず動いてゐます︒

八佃6

まま︑くねって行きます︒

八価9

身がまへるやうになります︒

八餌1 さあ︑いつでもお役にたつぞと︑どっかり

まくるやうな身がまへになります︒

いつでも 八鵬9どんなに早く走る下車でも︑どんぐ撃ち

徳坤は︑どんなに不自由でも︑國語を使ひ

春は春でも︑まだはじめ︑

みいくさに︑

六665園何でもいいから︑來てください︒

天皇陛下の
六晒1圏

勝っててがらをたてる︑

六785圃

七259

どんな重い病氣でも︑きっとなほるといふ

通して來たのです︒

七343

ざう
ちやうど︑子犬が︑象でも引つばつて行く

うはさが︑

七546

やうですね︒
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でも一でも

のです︒

八榴3 どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

九424 わかってみると思ったことでも︑話したり
書いたりして︑

九429 文字に書き表したものは︑どこへでも傳は
り︑いつまでも淺りますから︑

九454 日の出前の海は︑油でも流したやうに静か

なったのは︑

草原では︑たとへ小さなオボでも︑旅をす
今に露でもしたたりさうな︑

る者には實に大きななぐさめであり︑

九㎜3
十368

歌でも︑俳句でも︑詩でも︑

どうとでもして看護の手を墨くし︑

どべい

じゅもく

家でも︑土塀でも︑樹木でも︑

べう

べう

十川6

樹木でも︑廟でも︑
じゅもく

じゅもく

十川6

十脳6 樹木でも︑廟でも︑みんな水びたしになつ

血管に少しでもさしさはりがあれば︑

て︑

十㎜7

今でも日本の眞意がわからないで︑

同じ大きさのどらでも︑その打ち方によつ

十㎜5

身内でない目上の人のこととなると︑他

何でも﹁御﹂や﹁お﹂をつけさへすれば

今にでも︑このおばあさんがみなくな

源氏は︑小さな妹でもできたやうに︑い

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも大攣なことででもあ

太陽でも月でも︑

太陽でも月でも︑おぼろにしか見えませ
十一738

層雲といって︑雲の中でもいちばん低い

ほんたうに一度でもいいから︑演奏會

キ

ハ

ア

ヲ

イ

﹁久佐幾波阿遠以﹂とでも書かなければ

ク サ

ならなくなる︒

十一伽6

で︑飛行機からの偵察でもはっきりわからない︒

十一槻2 山全膿が熱帯の森林におほはれてみるの

へ行って聞いてみたい︒

十一鵬9園

雲です︒

十一757

ん︒

十一737

るやうに︑紫の君は源氏にいった︒

十一451

ろいろと紫の君のめんだうを見てやった︒

十一435

ったら︑

十︻423囹

十一404業繋にでも取られたらどうしませう︒

すか︒

十一394園子どもたちと︑いひ合ひでもしたので

敬語になると思ったり︑

十一311

人の前でもやはり敬っていはなければならない︒

十一301

て音が違ふ︒

ごらんなさい︑歌でも︑俳句でも︑詩でも︑ 十川7

十389 どれもこれもけはしくて︑低いのでも三百
民iトル︑高いのになると八千メートルー1
十426
十426

わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち

歌でも︑俳句でも︑詩でも︑

月に關するものがどんなに多いか︒

十426

である︒

九817 そのかはいいやうすは︑今でも忘れません︒

十662

北斗をつれて運動に出かけました︒
着いて︑

あるひは﹁やまかは﹂﹁ちぢはは﹂と︑音
音でも訓でも填める場合があります︒

おほひかぶさって焦る黒いかげでも︑彿ひ
十側9

どべい
畠はもちろんのこと︑家でも︑土塀でも︑

せめてこの城だけでも︑持ちこたへなけれ
十脳6

ばならないと思った︒

動画5

のけようとするやうにもがいてみるのが︑

十鵬2

十桝5園夏でも冬でも︑

と灘度に攣りのない土鼓が選ばれ︑

しつど

十桝5囹だから︑夏でも冬でも︑できるだけ温度

ますが︑

十悩3囹乾かさうと思へば︑半日ぐらゐでも乾き

さなければならなかったのです︒

両軍5圓前は︑夜中でも起きて︑心棒を手でまは

時に塗ることはできません︒

十号1暑中のやうに簡軍なものでも︑表と裏と同

十帽4

でも訓でも讃める場合があります︒

官軍4

ると織機はおのつから止り︑

十814

何千本といふたて糸のうち︑一本目も切れ

九838 寒い冬の日でも︑一日置一度はかならず︑

九849 ぼくのみない時は︑いつでも青と遊んでゐ
るやうでした︒

九854 教へることは何でもよく畳えるし︑
九856 物に驚いてかけ出さうとするやうな時でも︑
︿略﹀︑すぐ安心 し て 静 ま っ て し ま ひ ま す ︒

すぐ見つけます︒

九941 これははっきりしてゐますから︑だれでも

ください︒

九柵7園聞きたいことがあれば︑何でもおたつね

せるやうに︑準備をしておくことなのです︒

九柵2園 一口にいふと︑飛行機がいつでも飛び出

九川9囹私たちがからだ具合でも悪いと︑

九麗8園敵弾でも受けて蹄つた時は︑どんな氣が
しますか︒

九稲7囹小さなグライダーを作って飛ばしただけ
でも︑うれしいのですから︒

九柵4園なにしろ︑機膿の中は︑ふだんでもかな
り温度が高い上に ︑

九個9 この聲が四方に呼び掛けでもしたやうに︑
︿略﹀蕾臣が︑垂々と勝久のところへ集った︒

九価5園 出雲に旗あげして︑一時でもその領主と

てもと一てる
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十﹁脳2 その種類の多いことだけでもびっくりさ
せられる︒

十一脳5 ジャワ人たちは︑男でも女でも︑サロン
を腰に巻いてみる︒

十一脳5 男でも女でも︑

十一831

十一764

きのふの雨はからりと晴れて︑太陽は︑

強烈な日光に照らされた入道雲が︑

濠洲東岸の基地からでもやって來たのだ

ながら︑緑の波の上に光ってみる︒

十二櫨4 ギリシャの國旗が︑朝の太陽に照らされ

やみの世界を照らすやう︑

十一麗9 ちやうど東の空にのぼる月が︑しだいに

ピヤノのひき手の顔を照らした︒

清い月の光が流れるやうに入り込んで︑

ほがらかにこの温泉の谷間を照らしてみる︒

まるで大きな七乱焼の置物でも見てみる

十一川1

でも國語のありがたさをしみじみと感じる︒

やうだ︒

十二矧9
たぶん季節風に乗って︑ボルネオ見物に
いかに機械でも︑心は通じるのである︒

でも行くのであらう︒

十二描9
十二筋11
がうしう

十一㎜11 汽船をこの島へ寄せるとしたならば︑だ

十二㎜4
手もと

十二鵬2

照りつける太陽︒

暑い夏の日が︑かんかんてりつける中で︑

じりじりと︑

くわつえふ

まばらな玉葉樹林を通して︑太陽がじ

熱帯の太陽がかんかん照りつける︒

りじりと照りつける︒

十一851

しい日光が︑じりじりと照りつけてみる︒

九鵬6 天正六年七月十七日置秋とはいへ︑まだ烈

九柵5園南洋の日光に照りつけられると︑

七745圃

五834

つける ︽ーケ・ーケル︾

ぼくは︑せっかくなれて來た北斗を︑手も てりつ・ける ﹇照付﹈︵下一︶6 てりつける 照り

﹇手元﹈︵名︶2

寺5おてら・ふるでら・やま

長い春の日も暮れかけて︑手もとが暗くな

﹇寺﹈︵名︶2

日本最初の寺といはれる四天王寺など︑み
そのころ︑京都のある寺に︑ひんのよい小

僧さんがみた︒

九個1

んな古いいはれのある神社やお寺です︒

八942

でら

てら

る︒

九四8

とからはなすのがいやでしたが︑

九823

てもと

らう︒

れでもその北端にあるカビエングといふ港をえら
ぶであらう︒

られないほど猛烈なものである︒

十一圏5 中でもクチンのスコールは︑よそでは見
十一脳8 性質が荒つぼく︑海賊を働いたり︑今で
も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒

﹁いったい︑徳の修つた君子でも困ら

十ニー35 職線に揮丸を一獲でも多く送ってやりた
いと思へば︑

十二285園
れることがあるの で す か ︒ ﹂

十二292囹困ったら悪いことでも何でもするとい
ふのが小人である︒

十二292園 悪いことでも何でもするといふのが

春の日が︑あたたかく野原の草をてら

太陽があかあかと四方の山々を照らし︑

エ︾

薄いきれ地などがいっぽいにかざられ︑

それが強烈な南洋の光線に照り映えて︑

十一脚7

七917

イクラ私ガテッテヰテモ︑雲サンガ

雨が

はれて︑日が氣持よく

夏は︑かんかんとてつた方が︑野心がいい

頭の上では︑夏の太陽が︑かんかんと照つ

と思った︒

五853

てってゐます︒

三183 ゆうべの

來ルト︑カクサレテシマヒマス︒

二694園

ラ・ーリ・ール︾5あまてらすおおみかみ

ほり返された新しい土が︑暖い日光に照ら て・る ﹇照︺︵五︶7 テル てる 照る ︽ーッ・一
九513

太陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光
今しも朝日︑はなやかにさし出でて︑か
初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を照ら
し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒

十544

ま場を照らせり︒

十469図

つて見えるでせうが︑

十411

されます︒

七369

してゐます︒

三237

ーシ・ース・ーセ︾

十一一304園人に用ひられるためには︑道はどうで てら・す ﹇照﹈︵四五︶11 てらす 照らす ︽1妾・ てりは・える ﹇照映﹈ ︵下一︶ 1 照り映える ︽
もよいといふことになりはしないか︒

十二348歪力のあらん限り修養しても︑先生は︑
いつでも更に高いところに立っておいでになる︒
十二611 天下を騒がした者は︑たとへ武士でも︑
普通ならば打ち首である︒

十二627 佛の慈悲によって︑助ける道でもあらば
といふ下心であったらう︒
やうにでもなったら︑そのすきに乗じて︑

十二備7 日本が官軍と朝敵とに分れて︑長く戦ふ
十二槻2 だれでも︑幼い時︑︿略﹀夢路にはいつ
たことを思ひ出すであらう︒

十二桝1 ことばの通じないところへ行くと︑だれ
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てる一でる

や

てるます︒
し

八55圃 椰子の林に 照る月影を︑
う見たか︒

昔の人はど

月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑

十一738 照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ
十ニー61 たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑

ソコヲホッテミマスト土
︑ノ中カラ︑

出テ來ルトコロデス︒﹂

二874

キタナイモノバカリ出マシタ︒

ムリニ犬ヲナカセテ︑畠ヲホッテミマ

オカネヤタカラモノガ︑タクサン出マシタ︒

スト︑

二88一

タクサン出マシタ︒

二892ソレデ米ヲツクト︑オカネヤタカラモ
ノガ︑

米ヲツイテミマスト︑キタナイモノバ
二896

てる︵助動︶5てる︽テ・テル・デル︾

五777圃おかあさんが待ってる︒
五781圏お客も待ってる︒
二956

デル

出る

︽デ・デル︾呂あ

ソコへ︑一人ノオヂイサンが出テ來マ

川をだんだんくだって行くと︑大川

三425 おいしゃさまのおうちを出た時︑
三436 一びきの若いねずみが︑前へ出ていひ

シタ︒

カリ出マシタ︒

七57圃波にゆられて浮かんでる︒

︵下一︶ 娚
ました︒

﹇出﹈

白い帆かげがうつってた︒
八688圃
八696圃モーターボートが走ってた︒

三486園

でる

る・すすみでる・すべりでる・ながれでる・にじみ

すると︑おにが出て覧て︑おひめさまを
たべようとしました︒

三526

になって︑おしまひには︑廣い︑廣い海へ出る︒

らわれでる・おでます・おでる・さしでる・しみで

でる・ねがいでる・のびでる・はみでる・ふきで
る・もうしでる・わきでる

一528 ムカフノ空二︑大キナニジガデマシタ︒

おかあさんに手を引かれながら︑おされ
きりぎりすは︑ひょっこり動いて︑葉の

るやうにして︑はいでんの前へ出ました︒

三681

のどへのぼり︑︿略﹀目へ出て來ました︒

一561 川バタノスナヲボルト︑下カラ水が出 三544 一寸ぼふしは︑おにの おなかの中から
一687園 ﹁ヤア︑オ月サマが出典︒﹂

テキマス︒

V7外へ出テ︑空バカリ見テヰマス︒

三727

正男さんのうちへ遊びに行かうと思っ

表へ出て來ました︒

三873

かめが︑うらしまをあんないしながら︑

そこへ︑かめが出て來ます︒

みんな庭へ出て︑宮城の方を警みまし
三川6

た︒

て︑外へ出ました︒

二255メガ出マシタ︒
二336ボクモ︑弟モ︑ハタケニ出マシタ︒

三946

三鵬8

三悩3

いろくな魚が出て來ます︒

出て來ます︒

二788国
私ハ︑セイガヒククテカホガ 出ナイ
ハコノ上二立チマシタ︒
﹁イイエ︑コレハ︑六月サマが 雲カラ
二837囹

ノデ︑

二555二人デ外へ出マシタ︒

タ︒

二476
私心︑ケンチャンヲツレテ︑外へ出マシ

イキヲイッパイスピコミマシタ︒

二212 勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑

一一

三麗2
きます︒

かめが︑うらしまの手を取って出て行

毎朝日が出ると︑この木の西がはは︑

何十といふ村々が︑日かげになります︒

四74

急にお月さまが十も出たかと思ふほど︑

月の出る晩になると︑

四137出て見ると︑海軍のにいさんでした︒
四355

あたりが明かるくなりました︒

四392

四404 すがりついてみたかぐやひめのからだ

ぬつくりぬつくり︑子だ

さあさあ︑集れ︑月が出た︒

は︑ひとりでに外へ出て行きました︒
四422圏圓

ぬきが︑出て來てお山へ集って︑

四431圏木かげから︑

花子さんは︑日のあたるところへ︑小さ

な鏡を持って出ました︒

四538

ますと︑中から出たのは︑一枚の鏡でした︒

四597そっと一間へはいって︑包をあけて見

ばりに出ました︒

四678 一郎さんは︑それをかばんに入れて︑く

出て︑︿略﹀︑豆を

あのたこを︑次郎と二人で外へ持つ

がゐましたので︑

四811 ある日︑はまべへ出て見ると︑わにざめ

四891團

しまひにえんがはへ

て出た時は︑

庭へ向かって元氣よくまきますと︑

四979

四佃1

松の木の後から︑一人の女が出て來ます︒

一人目漁夫が︑みほの松原へ出て來ます︒

四掴8囹まだおまへの出て來る時ではない︒
四佃3

外へ出ようとなさいました︒

五81 大神はふしぎにお思ひになって︑少し戸の

二本の足が出ました︒

五242 今度は︑胸の爾わきが破れて︑そこからも

でる一でる
106

五248 ある日︑岸の草につかまって︑池の外へ出
てみました︒

五276囹今年もまた︑その大蛇が出て來るころに
なりましたので︑

五296 するとまもなく︑あの恐しい大蛇が出て來
ました︒

かに流れました︒

五302 血が︑たきのやうに出て︑ひの川が︑まつ
五306 尾をさいてごらんになると︑たいそうりっ
ぱな劒が出て來ました︒

五356 むしあつい日がつづいて︑かが出るやうに
なりました︒

﹁あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こ

んな白い糸が出て黙るものですね︒﹂

五402囹

五485 朝つゆにしめった小道を通って行くと︑川
の岸へ出ました︒
は︑ずっと下の方に見えました︒

五509 出ると︑高いところを走ってみるので︑川
五534 川の向かふ側に︑工場があって︑高いえん
とっから︑茶色な煙が出てゐました︒
へるでありました︒

五591 その時︑ひょっこり出て來たのは︑ひきが
五787 ぼくは︑はだしで庭へ出た︒
りにおうゑんをしてゐます︒

五919 旗を立てた船が︑たくさん出てみて︑しき
五931 最後の百メートルといふところで︑白が︑
ぐいぐい出て來ました︒

て︑ここへお迎へに出てみる者です︒

五柵6園 いや︑私は︑皇孫がおいでになると承っ
五齪5 月は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑
出たかと思ふと︑すぐまたはいります︒
五麗5 出たかと思ふと︑すぐまたはいります︒

五鵬4

月は︑今︑雲から出て︑大急ぎではなれて
にいさんは︑毎日海へ出て︑魚を取って

行きます︒

五伽6囹
五悩9
そこへ︑女が出て來る︒

女が出て來る︒

いらっしゃる︒

五搦6

海の神様が︑ほをりの命をおつれ申して︑
女は︑鯛をつれて出て認る︒

出ておいでになる︒

五慨5
五測1

五備6圃だいじな︑だいじなつりばりが︑出て
來て神さまおよろこび︒
くま
ふいに︑大きな熊が山から出て來て︑すぐ︑

六45

すると︑あの熊になって出て去たわる去た

またかくれてしまひました︒

六81

花火は︑今度はやめださうですが︑二十四

ちは︑この劒で︑みんな殺されてしまひました︒

六153

だが︑軍艦旗を朝風になびかせながら︑

日の晩は︑いろくな店が出てにぎはひます︒
六301團

軍港を出て行く時︑

南洋からたくさんのせきゆが出ること︑

世界中のゴムの大部分は︑南洋から出る

をぢさん︑ゴムも南洋から出るのでせう︒

六405

六409囹

ざう
﹁あっ︑象が出た︒﹂

たったあれだけなのに︑

また︑ちがった窮眞が出ました︒

六412囹
のです︒

六447園

六426

映畜の幕は︑

六614

机の引出しを︑かたづけてみると︑︿略﹀︑

小さな虫めがねが出て來た︒

くをして︑家を出られました︒

六687 おとうさんは︑夜業をやめて︑急いでした

六695 おとうさんを送り出してから︑おかあさん

は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑出て行かれました︒

しょに︑いろくな品物が出て來ました︒

六858国開いてみると︑あなたのみもん文といっ

私は︑急いで庭へ出ました︒

れてるました︒

六985 學問では︑道眞の上へ出る人はないと思は
六描4

出ました︒

六協2 ぼくらは︑はしけに乗って︑ぐんぐん沖へ

六伽3 ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ

れながら︑しだいに網の外へ出ます︒

海岸へ急ぎました︒

六柵3 出ると︑機械をいっぱいに掛けて︑もとの

六摺6 大きな木が立ってみて︑その根もとに︑金

鳩が︑何十羽となく集って來て︑ゑさを

はと

網の張ってある池が出ました︒

拾ってみるところが出ました︒

六髄1

六幽7 子どもの聲がして︑みこしをかついだ子ど

もたちが︑もみあひもみあひ出て來ました︒

るうちに︑︿略V本になって出て來ます︒

六欄3 山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ

たうつりました︒

六備5 ここで︑いちばん初めに出たむさし野がま

﹁おや︑こんな貝が出た︒﹂

酒もりが写ると︑この少女も座敷へ出て︑

ひょいと

七58圃水にもぐってひょいと出て︑

七156

七810園

浮かんでまたもぐる︒

尊は︑︿略V︑お庭へ出てごらんになりまし

七82 おもしろいほど︑たくさん出て來ました︒
よくせいが出ますね︒

そこへ︑たきぎをせおった子どもが︑出て

五階︑六階︑家が出て湿る︒

六487圃

た︒

六515

來る︒

六569
六573囹

107

でる一でる

酒をついでまはりました︒

七243 まもなく朝の御飯になるので︑少年は︑そ
の時外へ出てみた父を呼びに行きました︒
七245 家を出て少し行った時︑
七269園 早く元氣になって︑學校へ出るのですよ︒
﹂と︑先生もはげますやうにいはれましたが︑
です︒

七523 船の出る前は︑ほんたうに景氣のいいもの
かんぱん

七525 甲板に出て並びませう︒

七543 船が港を出る時は︑途中まで︑あの小さな
汽船に︑引つぼられて行くのです︒
せ と

七563 あれを越すと︑きれいな瀬戸内海へ出ます︒

ぢく

しばらくして顔をあげると︑巡査のあとに

まへの手紙が出て來た︒

青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑︿略﹀︑ 九339

軸が出ます︒

八185

一たび占領地へはいれば︑ことばが通じな

ついて出て行く母の後姿がちらと見えたきり︑

九728

十344

魚の箱を山のやうに積んだ貨物自動車が︑

副長はもう上甲板に出て︑今日の三二はど

ホームへ出ると︑風がつめたい︒

また進んで行くと︑やぶのところがら︑二

﹁︿略﹀︒﹂とつぶやきながら︑五兵衛は家

紺青の大空には︑書の月がうっすらと出

﹁︿略V︒﹂一校の門を出ると︑正男くんが

て︑日は西へ傾きかけてみる︒

十273

こんじやう

から出て來た︒

十205

一同幾念に思ってみる︒

十141囹豊島沖の海戦に出なかったことは︑一中

とも思はず︑そのありさまは何事だ︒

十105園軍人となって︑軍に出たのを男子の面目

匹の親のろと一匹の子のろが出て來た︒

九㎜10

九㎜9

強いおまへのことだ︒

九旧5園 十歳の時︑軍に出て敵の首を取ったほど

出て來る︒

九塒2 書間は︑まだ暑い暑いの歎聲が口をついて

もだいたい東から出て西へはいるのです︒

日や月が東から出て西へはいるやうに︑星

日や月が東から出て西へはいるやうに︑

煙の色もへんだが︑煙の出るやうすに活餌

の山ができて︑いろくの話が出る︒

九567火なは一本のたばこぼんのまはりには︑人

うかと空を眺めてみる︒

九536

魚市場を出て行くのは︑

九511

いかぎり︑手も足も出ません︒

大連の港は︑ずるぶん大きくて︑毎日た 九343

皮が黄色になり︑おいしい味が出て來ます︒

八2110團

また内地へは︑毎日のやうに汽船が出ま

大連から︑特別急行列車の﹁あじあ﹂が

くさんの船が出たり︑はいったりして︑

八223團
出ます︒

ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑

八225團
すので︑

八403

さうして︑その明くる年の春︑舞姫に出る

何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

八433

運動場に出ると︑北の風が少し吹いてみた︒ 九913

がない︒

八534

涙が出て來た︒

ことになったのでしたQ

て︑どっとときの聲をあげた︒

八559

七599 ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出
それ︑敵が出た︒

九914

七5910園

だんだんのぼり坂になると︑からだがほて
城を出ると︑堀ばたの廣場に︑教育塔がそ
中から︑眞赤に焼かれた鐵の火柱が︑起重

すきとほつた寒天のやうなからだから︑腕

一郎さんは︑はうきを持って︑外へ出て行
庭へ出て見ると︑つばきが一りん咲きさう
になってみた︒

八捌9

つた︒

八梱2

よく下へ出る︒

八棚8園ああしてからだをしぼると︑中の水が勢

が何本も出てゐます︒

三川5

機でつられたまま︑そろそろと外へ出て來ます︒

八9810

びえて︑

八934

つて汗が出る︒

八788

移って︑地上へ出る日の來るのを待ってるます︒

七872 油蝉の子は︑︿略﹀だんだん淺いところへ
七881 すぐにせなかが出る︒
七881 頭が出る︒
七882 つづいて足が出て來ます︒

七961圏まるくひろがる 水の輪が︑ いくつも
出ては消えるたび︑

七987 ちやうど︑お査の食事中であった元帥は︑
家の人々といっしよに庭へ出たが︑

七網6 彌兵衛は︑︿略﹀︑できるだけおだやかに出
て︑武器や船具を返してくれるやうに︑たびたび
かけ合ひました︒

な實の出て來るバナナは︑

八133 あの黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔か

まだ葉が出ないうちに咲くのですから︑
はいなう
持物をせいとんしてみると︑背嚢からお

九214團

八悩9

八167古い株を切って出た芽は︑それよりも早く 八悩1 部屋の中のにごった空胞が出て行って︑
成長して花が咲きます︒

八169 まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本の

ぼくにかういった︒

﹁引き返せ︒﹂の命令が出た︒

てみたが︑敵艦の影はなく︑

十604 めざす地図に達て︑雨をついて雲の下へ出
十606

十﹁988
ゆうべより少し沖へ出たな︒

船は爆音高く根披地を出て行く︒

船長の聲に︑防水具に身を固めた若者た

十一㎜1園

十一鵬9
ちが︑船室から出て來る︒

十一鵬8

友人と二人町へ散歩に出て︑

十762 わっか小學校を出ただけのかれには︑

十一価2團毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑

とうとういへないでしまひました︒

十一707 澄んだ青空に︑はけで輕くはいたやうな︑
︿略﹀白い雲の出るのを︑巻雲といひます︒
といふので︑いわし雲ともいひますが︑

十一724 またこの雲が出るといわしの大漁がある
十一8310 岩角が出︑木の根が横たはってるる︒
北を望んで︑層々と出て行く姿を見るであらう︒

十一981 嚢動機船が︑本島をあとに︑六百海里の

兵隊さんは︑俳句を讃んでもらった満足

を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒
さんごせう
このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ
廊下へ出なくてもその通路をくぐれば︑

まもなく月も出ませう︒

へのこのこと出て來たのだ︒

十二川9囹

十一一川11園 しかし︑インド洋へ出ると︑こんなお

テルテルバウ

スコールの去った東の海から︑やがて月

だやかな晩ばかりではありません︒

﹇照照坊主﹈︵名︶3

が出て來るのであった︒

十一一㎜6

ズ

てるてるぼうず

リマシタ︒

シテオクレ︒

テルテルバウズ︑

テルバウズ︑

アシ

一﹇82 勇サンバ︑カミデテルテルバウズヲツク
二84圃國

テルテルバウズハ︑ビショヌレニナッテ︑

タ天キニ

清風一陣︑坑内から坑外へ出る︒

ナイテヰマス︒

二92

十ニー43

つい︑うは言が出たかも知れないが︑

あの恐しい形相から︑どうしてこんな聲
堂々としたその議論に︑反書写は︑ぐう

めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑そ
太陽から出る熱量は︑すばらしいもので

ねえさん︑雪の中からお人形が出て來

スマトラ名物の激しいスコールが︑海上

輝元←もうり

こばやかはたかかげ

輝元

てるもと

シテオクレ︒

﹇南元﹈︹人名︺3

きっかはもとはる

輝元を大將とし︑吉川元春・小早川隆景を

てるもと

たかかげ

輝元のをぢ小早川隆景は︑七城の城主を集

で

は

うりふ

出羽

は

わぼく
輝元はこれを聞き︑和睦をして宗治らを救

で

﹇出羽﹈︹人名︺1

﹇手渡﹈︵五︶1

手渡す

︽ーシ︾

テンマデアガル

テン 天εたいしゃくてん

ヒバリガアガル

﹇天﹈︵名︶30

一194圃

てん

七706 正男さんは︑巻尺を勇さんに手渡して︑

てわた・す

隊は︑敵の後尾をつく︒

十一535図片岡・出羽・瓜生・東郷︵正路︶の諸

でわ

はうと思った︒

十術9

めて︑﹁︿略V︒﹂とたつねたことがあった︒

十幽4

副將として︑

九齪3

てるもと

てるもと

タ天キニ

一一85圏幽 テルテルバウズ︑ テルバウズ︑ アシ

校舎の中から︑どっとばかりに四千名の てるぼうず ﹇照坊主﹈︵名︶一 テルバウズ

たの︒

十二瓢7

に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒

十二柵9

桑畠の雪もだいぶ減って︑あちらこちら

十二燭10囹

十二悩3櫛占梅が香にのっと日の出る山路かな

ある︒

十二梱7

こには歩兵の徒歩部隊が出てみるだけである︒

十二鵬3

の音も出なかった︒

十一一661

が出るかと思はれるほど美しい聲である︒

十二545

わしには何も畳えがないのです︒

十一一517囹

邦人が出て來た︒

十二236

部落全膿の家をたつねることができる仕組みに

十一晒5

るせみか︑井戸をほっても水は出て來ない︒

十一節12

十一価7

私をこんなに丈夫にしてくれたのでせう︒

十975 食後︑會見室から中庭へ出て︑記念の寓眞
を取った︒
かんぱん

十塒4 患者が目をさましさうなので︑私は︑箱を
畠から大きな月が出て來た︒

かかへて甲板へ出ました︒
十川11

十國3 月が出てみれば︑出てみたで美しく︑星の
夜であれば︑また更に美しい︒

十別3 月が出てみれば︑出てみたで美しく︑
十一288 しかし︑一たび他人の前へ出た場合には︑
自分のことを謙遜していふのと同じく︑

十一387 時々︑女の子たちが出たりはいったりし
て遊んでみる中に︑
又聞V︒﹂といって︑源氏は出て行った︒

﹁はい︒﹂と答へて次の間から出て來た

これだけが︑私の口から出ました︒

午後︑急ぎ足で學校の門を出ました︒

そ の 車 を引いた︒

67が35
、

十一502囹生まれた家を出て行くのです︒
十一507それがのどまで出てみるのですけれど︑

十十 十十
一一 ｢一一
4947き4645

てるてるぼうず一てん
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てん一てんき

四418 かぐやひめを乗せた車は︑︿略﹀︑しっか

に天へのぼって行きました︒
四伽4園 それがないと︑天へかへることができま
せん︒

四伽3 天人は︑まひながら︑だんだん天へのぼっ
て行きます︒

五982園 その上︑からだ中から光を出して︑天も
地も︑明かるいほどでございます︒

ともに︑劒が天から落ちて來ました︒

六68 たけみかつちの神は︑又略﹀︒﹂この御船と

六532囹 橋をかけて︑天へ逃げることもできませ
ん︒

波静かなり︒

十一607図囹

いまだ天の明けざる前に勝負を決す

ること︑何のうたがひも候はず︒

畠のうねのやうに︑天の一方から他方へ
きりのやうにとがった梢の先を天に向け

幾條か連なったりすることがあります︒

十一749
十一821

左端の穂高に績いて︑槍岳が︑それこそ

て眞直に立つものは︑かうやまきである︒

十一936

勅命のくだったことを承った阿禮は︑そ

天を突く槍の穗先のやうに突き立ってるる︒

十一摺10

れこそ天にものぼるここちであったらう︒
よ
ああ︑天は予をほろぼした︒

十二248園

天は予をほろぼした︒﹂七十歳の孔子

天は予をほろぼした︒

ああ︑天は予をほろぼした︒

は︑弟子急心の死にあって︑聲をあげて泣いた︒

十二248囹
十二257園

ごくとどろき渡りました︒

六櫨4 爆音は︑天をゆすり地をゆすって︑ものす
八撹9 黄色な砂ぼこりを運んで來るので︑これが

十二257園

ふことは︑重い罪である︒
ようん

をぎふ そらい

十二602かうした天下の輿論に柔して︑ただ一人

天下を騒がした者は︑たとへ武士でも︑

荻生狙練のいふところは違ってみた︒

普通ならば打ち首である︒

十二611

天下の雲行きは︑ほとんど息苦しいまで

に切迫してみる︒

十二654

正成すでに討死すと聞かば︑天下は

十一一893図圓 今度の合職︑天下の安否と思へば︑

尊氏がままなるべし︒

たかうち

十二895図圓

十一一977急劇しかるに︑ほどなく天下また磨れ︑

大敵︑今勢を蓋くして來たるなれば︑

逆臣西國より攻めのぼり候間︑

十一96園

うでんか

﹇店﹈■ごふくてん・ざっかてん

︵名︶

1 殿下 εせっしょうでん

今度の合職は天下の安否たるべし︒

十二㎜1図國
﹇殿下﹈

﹁天にとどく﹂などの形容では追つつく

徳のある者なら︑天が助けるはずだ︒

雨で︑殿下には︑さぞお困りになった

か・そぼみやでんか・ははみやでんか・みちひさお

でんか

十二287

じゅれい

吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒

九173 樹齢二百敷十年に及ぶ二もとの御神木を仰

ものでなく︑これに巻き込まれたら一たまりもな

十二川9

﹇点﹈

いのだ︒

てん

与けっしょうてん・さいこうてん・さん

てん

﹇殿﹈

﹇伝﹈■こじきでん

かくてん・とうちゃくてん
でん

てんがい

かへで・ぶな・くりなどの木々が茂り合

二王立ちとなって僚機に別れを告げ︑

十173図圃

十一802

﹇展開﹈︵サ変︶1 展開する ︽ース

てんがい
つて︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれる︒
てんかい・する

十二醜8 それを立ち往生させないやうに︑わが工

ル︾

兵隊のすばらしい活躍が展開する︒

ナアレ

一203圃

てんき

ユフヤケ

コヤケ

アシタ

テンキニ

植ゑわたす てんき ﹇天気﹈︵名︶15 チンキ 天キ 馳駆εお

δたいせいでん・だいぶつでん・ほうも

でん

ことでありませう︒
てんがい
﹇天蓋﹈︵名︶2 天蓋
てんがい
汝︑にっこりとして天蓋を押し開き︑

げば︑天を指してすくくと生ひ立つ幹は長く︑
九姫7 天と地と一つになった大きな風景だ︒

九㎜10 蒙古人たちにとっては︑天と地が生命の父
であり︑母である︒

十233 稻むらの火は︑天をこがした︒

十419 夜︑月から地球を見るとすると︑︿略﹀地
ぐわうぜん

球が︑天にかかって見えるわけです︒

十梱2 轟然︑天地をゆするやうな音響とともに︑

田園

田園のつづく限りは︑

天下δてんじょうてんか

しかし︑徒黛を組んで天下を騒がすとい

﹇天下﹈︵名︶8

十二589

てんか

早苗のみどり︒

さなへ

十一691図魍

﹇田園﹈︵名︶1

﹇電﹈■だいいちでん・だいにでん

でん

つでん

十川4 張は︑うらめしさうに天を仰いだ︒

でんえん

ちやう

黒煙は天に立ちのぼった︒

十㎜6 農夫たちは︑︿略﹀︑うはのそらで︑天を見
はとぶえ

てるるばかりである︒

同をにぎははせる︒

十盟9 春になると︑鳩笛が天から響いて來て︑胡
十一551図 明くれば二十八日︑天よく晴れて海上

でんきじかけ一てんじょう
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二75 勇サンバ︑天キガシンパイデタマリマセ

鑛聲器の鮎検をしてみた︒

鮎呼

それから︑兵舎の前に並んで︑鮎呼を受

﹇点呼﹈︵名︶4

十二㎜6

でんぐりかへる

鮎検

シ︾

十︻㎜9

2

嵩在する

天日

電車

電車5こう

錦の御旗に日月を金銀にて打って着け
十一179図

︹属名︺2

電車⁝⁝⁝七十

デンシャ

たるが︑ 天日にかがやき渡り︑

でんしゃ

五33十四

﹇電車﹈︵名︶8

﹇殿舎﹈←ごでんしゃ

五702十四電車
でんしゃ

デンシャノオ客︒

にいさんと︑電車に乗りました︒

アトノ四人ガ︑

電車は︑また動きだしました︒

デンシャハ早イ︒
五703

二445圃

五749

﹁ゴー︒﹂といふ電車のひびきがして︑罵

下鐵道も通じてゐますが︑

十ニ

てん

天守閣

デンシャゴッコ⁝⁝⁝四十四

十ニ デンシャゴッコ

︹課名︺2
一一213

でんしゃごっこ
一一441

天守閣

てんしゅかく

﹇天守閣﹈︵名︶2

豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天

とよとみひでよし

ぼった︒

天上

鳩が群になって飛んで貼ると︑笛の音がい

﹇天上﹈︵名︶2

十槻5 高松の城主清水宗治は︑急いで天守閣への

しみつむねはる

守閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒

しゅかく

八927

てんしゅかく

デンシャゴッコ

八952 市内には︑自動車が走り︑電車が走り︑地

す︒

六㎜7 電車や︑自動車が︑ひっきりなしに通りま

た大きな電車が殴る︑汽車が來る︒

六鵬4 たくさんのレールが光って︑何皇もつづい

眞がかはりました︒

六糊1

二452圃

がいでんしゃ・しないでんしゃ

鮎呼がすむと︑︿略﹀︑﹁一︑二︑三︑ でんしゃ

午後八時には︑夜の霊感があるので︑

ちょくゆ

鮎呼が終ると︑みんな聲をそろへて︑お
天候

天候悪攣の兆といはれる雲で︑

︵サ変︶

︽一

式部は︑文學の天才であったばかりか︑
﹇点在﹈

さうして︑赤屋根の住宅が︑あちらこち

めいせつ

十盟12
じ

てんじょう
ふ

﹇天子﹈︵名︶1

らの緑の中に粘在してみる︒
てんし

﹇天日﹈︵名︶1

十982図圏元日や一系の天子不二の山鳴全
てんじつ

十二573

とたんに︑妙なる樂の音が起って︑朗か

ろいろに鳴って︑それこそ天上の二藍である︒

天子

十一劉3

ころに鮎在し︑

附近には︑わっかな住民の家がところど

てんざい・する

︿略﹀まことに想望な︑深みのある人でした︒

十一361

天候悪愛

敵機をものともしないわが海鷲にも︑攣

うみわし

このおぼろ雲は︑天候の前兆としてはい

﹇天候﹈︵名︶3

十一728

﹇天候悪変﹈︵名︶1

どんなに天候が悪からうと︑

りやすい天候だけはにが手である︒

十二㎜3

よいよ悪い方だといひます︒

十一7310

てんこう

こそかな氣持で︑軍人勅諭を奉讃します︒

七813国

︿略﹀︑週番士官殿の來られるのを待ちます︒

七804團

四︒﹂と︑掛聲勇ましく髄操をしますが︑

七782国

けるのです︒

七781團

てんこ

けて︑これもそのままトラックへ乗り込み︑

工兵隊は︑︿略﹀︑器材と人員の貼検を受

十二㎜8
アシ

ン︒
W6廟園 テルテルバウズ︑ テルバウズ︑

天氣の よ い 日 ︑

電氣仕掛

﹁ 皇軍は大丈夫です︒﹂

﹇電気仕掛﹈︵名︶1

︵五︶1

が︑どろどろにとけてゐます︒
でんぐりかえ・る

﹇点検﹈︵名︶2

十︻梱2 宣傳班員は︑ざんがうの暗がりの中で︑

てんけん

のしかかりでんぐりかへり︑群がって流れる︒

か
十一64圃 氷塊と氷塊がつきあたり︑噛みあひ︑

︽ーリ︾

八972 大きな真草仕掛の釜の中で︑白熱された鐵

でんきじかけ

十一889園

十一7510

思はせるのが︑この雲です︒

十一721 とにかく︑そろそろ天氣がくつれるなと てんさい ﹇天才﹈︵名︶1 天才

ければ雨だなどといひます︒

十一7110 かさの中に星が見えれば天馬︑さうでな てんこうあくへん

その乾き具合ですぐわかるほどです︒

十年10筆工はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑

九盟4 まぶしいほど晴れた天氣になった︒

やうな樂しさである︒

九969 天氣のよい日︑おだやかな海原を航海する

うかと空を眺めてみる︒

九536 副長はもう上甲板に出て︑今日の天氣はど

に飛びまはり︑鳴きたてます︒

七896 さうして︑天氣のよい夏の日を︑樂しさう

そと穴から地上へはひ出します︒

七874 天氣のよい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こ

六夢9書記 夕やけ小やけ︑ あした天童になあれ︒

キニナリマス︒﹂

ニー05園﹁コンヤハ雨デスガ︑アスハヨイ天

タ天キニ シテオクレ︒

一一
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てんじょう一てんでに

﹇天井﹈︵名︶2

に天上に響き渡った︒
てんじょう

天井

八価3 天井からつるしてある︑この大きなランプ
が︑ふと︑ガリレオの心をとらへました︒

九759 炭を取り出しながら︑源作ちいさんは︑か
﹇天上天下﹈︵名︶1

お立ちに

天上天下

まの天井や壁をこっくとたたいてみた︒
てんじょうてんか

なっていらっしゃる︒

三62圃 天上 天下を ゆびさして︑
﹇天正

六年七月十七日﹈︵名︶1 天正六年七月十七日

てんしょうろくねんしちがつじゅうしちにち

﹇ 点 ﹈ ︵ 上一︶1 貼じる
によしやう

︽ージ︾

しい日光が︑じりじりと照りつけてみる︒

九櫛5 天正六年七月十七日︑秋とはいへ︑まだ烈
てん・じる

十二川3 やさしい女性の御心に︑熱火が鮎じら
れた︒

でんしん ﹇電信﹈︵名︶1 電信5むせんでんしん

天

八651 電信も電話も︑敵のためにごはされたので︑
通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

神さま 天神様

てんじんさま ﹇天神様﹈︵名︶4 テンジンサマ

てん・ずる

﹇転﹈︵サ変︶1

輔ずる

︽ージ︾

十二幣4圏熱帯の海から流れ起る黒潮︑わが大日
傳説

ぐわうぜん

十伽1 轟然︑天地をゆするやうな音響とともに︑

黒煙は天に立ちのぼった︒

いっしよに︑砂煙が︑あたりをおほひ包んだ︒

十麗4 そのとたん︑天地にとどろくやうな爆音と

六夢3 子どもたちにとっては︑︿略﹀なつかしい

思ひ出となる天地である︒

二号

︽一

︽ース︾

だ

傳達する

下達す

2
の

薄明の天地の中で︑山々の薄黒い姿が︑

ただ︑天地がいかにも明かるかった︒

﹁アメツチ﹂といふのを﹁天地﹂と書き︑
ク ラ ゲ

天地の榮えるこの大御代に生まれ合はせ

くっきりと白い︒

﹇電柱﹈︵名︶3 電柱

電柱だ︒
がいし
電柱の碍子が︑

﹇天朝﹈︵名︶1 天朝

電柱のかげも木のかげも︑ずっと延びた︒

て︑切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑

十二㎜4 かれは︑静寛院宮に事の次第を申しあげ

てんちょう

山川7

七㎜2圃

六654

でんちゅう

たのを思ふと︑

十一撹5

﹁クラゲ﹂といふのを﹁久右下﹂と書いた︒

十一伽10

十一907

だまって眠ってみる︒

十一786

天地も暗くなるのは︑

一天にはかに墨を流したやうに曇って︑

十一773

電線

燕が︑電線や物干竿に︑五六羽ぐらゐ並ん

﹇電線﹈︵名︶1

あの山の注説を話してあげようといへば︑

﹇伝説﹈︵名︶1

本の磯を洗ひながら︑北上し︑東へ轄じて︑

九㎜9

でんせつ

八63

でんせん

﹇天体﹈︵名︶3

で止ってみるのを︑よく見かけます︒
てんたい

もちろん︑月は地球と違って︑とっくの昔︑

すっかり冷えてしまった天髄ですから︑

十392

太陽のやうな天華は︑ただ一つあるだけ

︵サ変︶
つ

天

廣い患い宇宙には︑太陽と同じやうな天

であらうか︒

十二槻10

十二鵬6

﹇天体望遠鏡﹈︵名︶1

腔が︑ほとんど敷へ切れないほど存在する︒

艦望遠鏡
﹇伝達﹈︵サ変︶1

にいさんが天髄望遠鏡を作ったんだ︒

てんたいぼうえんきょう
十346園
でんたつ・す

﹇伝達﹈

十857図田右つつしんで傳達す︒

さ

たしょ

天地

五136圃

五133圃

五127圏

天長節はうれしいな︒

天長節はうれしいな︒

天長節はうれしいな︒

五稔4囲 天長節はうれしいな︒

そこで三日︑乃木懸軍は︑津野田参謀に命 てんちょうせつ ﹇天長節﹈︵名︶4 天長節

でんたつ・する

﹁422圃テンジンサマノホソミチダ︒

十859

シ・ースル︾

ご

津野田参謀が︑御沙汰書を警みあげると︑
﹇天地﹈︵名︶10

心を無理にしづめようとして雑誌を開き

てんでに

﹁︿略﹀︒﹂と︑てんでに大きなこゑでい

︵副︶1

ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒
三123

てんでに

おまへたちが大きくなるのを︑廣い南洋

十一4810

天皇の御出は︑天地のつづくかぎり︑い てんで ︵副︶1 てんで

待ってるる︒

の天地と︑たくさんの住民たちが︑手をひろげて

九2510圏

つまでもさかえませうそ︒

五965囹

てんち

副官は︑これをロシヤ語に課して傳達した︒

十864

じて︑この聖旨を上達することにした︒

﹁425圃 テンジンサマヘマヰリマス︒

三668 今夜は天神さまのお祭です︒

でんしんたい

かちか

六982 天神檬にまつられてるる菅原道眞といふか
﹇電信隊﹈︵名︶1

たは︑生まれつき賢い人でありました︒
でんしんたい

三384圃 でんしんたいの兵たいさんは︑
天水桶

てんすみをけ

お話します︒
﹇天水桶﹈︵名︶1

ちかちかち︑
てんすいおけ

てんすみをけ

トタンで作った圓筒形の天水桶が並べてある︒

ムんとう

十一訓11 家の軒下には︑直樫一メートル半もある︑

でんでんだいこ一てんのう

112

ふと︑

でんでんだいこ ︵名︶ 2 デンデンダイコ
んだいこ

でんで

二396圏 デンデンダイコニ︑ シャウノフエ︒

翌々と

二院7 でんでんだいこのやうな︑ブリキのつづみ
﹇点々﹈︵副︶3

を鳴らしてやって來る︒
てんてんと

八M4 せなかのあたりが︑黒々と空色に光るのが︑
ほんたうにきれいだと思ひました︒
だんうん

十623 進むに從って空は明かるく︑眼下に鮎々と︑
白い噺雲がかかる︒

十一923 白い﹁はくさんいちげ﹂や︑深紅の﹁べ

びかぴ

にばないちご﹂などが︑這々と入り齪れてるた︒
でんとう ﹇電灯﹈︵名︶2 でんとう 電燈
お話します︒

三381圃 かうくうぼかんはでんとうで︑
しょくたく

かびかびか︑

九㎜10 食卓には︑電燈が明かるくついてみる︒
十二94

﹁行燈へ紹進軍︒﹂と書いた電燈看板に

でんとうかんばん ﹇電灯看板﹈︵名︶1 電燈看板

﹇殿内﹈︵名︶1

殿内

迎へられて︑︿略﹀坑内深くはいって行く︒
でんない
﹇天女﹈︵名︶1

天女

十76図 殿内に入りて御遺物を拝観す︒
てんにょ

天人

十一712 天女の輕い舞の袖を思はせるやうな雲で
す︒

﹇天人﹈︹話手︺5

四伽4 天人﹁それがないと︑天へかへることがで

てんにん
きません︒

四梱1 天人﹁それは︑ありがたうございます︒
四梱5 天人﹁それでは︑お禮にまひませう︒

ん︒﹂

四梱9 天人﹁天人は︑うそといふものを知りませ

天人﹁月の都の天人たちは︑

てまひ上手︒

四慨4

天人

みんなそろっ

その時︑大勢の天人が︑雲に乗ってお

﹇天人﹈︵名︶13

四398

てんにん

かぐやひめは︑︿略﹀︑天人の用意して來

りて來ました︒

四416

﹇天皇﹈︵名︶17

天皇Oうだてんのう・

とにひれ伏しながら︑心から禮葬した︒

てんのう

てんのう・じとうてんのう・しょうむてんのう・

けいこうてんのう・げんみょうでんのう・こうめい

じょめいてんのう・じんむてんのう・すいにんてん

のう・せいわてんのう・たいしょうてんのう・たい

しょうてんのうぎょせい・だいにっぽんていこくて

んのう・てんむてんのう・にんこうてんのう・にん

とくてんのう︒めいじてんのう・めいじてんのう

かぐやひめを乗せた車は︑大勢の天人

た車に乗りました︒

ぎょせい・めいじてんのうしょうけんこうだいこう

四417

にかこまれながら︑しっかに天へのぼって行

天人たち

みんなそろっ

う

この劒を︑天皇にさしあげることにいた

朝になったら︑きっとこの劒を︑天皇に

高倉下が︑劒を天皇にさしあげると︑︿略﹀︑

天皇はお目ざめになりました︒

天皇は︑おかくれになっていらっしゃいました︒

六229 日本へ錦って見ますと︑︿略V前の年に︑

お聞きになっていらっしゃいました︒

うかをりの高いくだものがあることを︑天皇は︑

六206 たちばなといって︑みかんに似た︑たいそ

六78

天皇はお目ざめになりました︒

六76

ていらっしゃるところへ︑かけつけました︒

六74 高倉下は︑急いで︑天皇のおやすみになつ

さしあげるやうに︒

六67囹

しませう︒

六61園

いらっしゃいます︒

六51 いつのまにか︑天皇は︑おやすみになって

した︒

六47 天皇は︑ふしぎに︑ねむくおなりになりま

つまでもさかえませうそ︒

五965園

天皇の御位は︑天地のつづくかぎり︑い

おんふたはしら・もんむてんのう・ようめいてんの

きました︒

それは︑天人の羽衣と申しまして︑あな

たがたにはご用のない物でございます︒

四湘8囹

天人の羽衣なら︑なほさらお返しはでき
天人は︑悲しさうな顔をして︑じっと空を

ません︒

高言2圏
四㎜7

天人のしをれたやうすを見て︑漁夫﹁おき

見あげます︒

四点7

天人は︑うそといふものを知りません︒

天人のまひを︑まって見せていただけま

のどくですから︑羽衣をお返しいたしませう︒﹂

伴侶3園
せんか︒

四梱9園

天人は︑まひながら︑だんだん天へのぼっ

天人は︑それを着て︑静かにまひます︒

春のかすみ

四旧3

天人は︑

四慨2

いつのまにやら

て行きます︒

月の世界に都があって︑そこで天人が舞つ

つつまれて︑

四宝6圏
に

十428

﹇天人達﹈︵名︶2

てるるなどは︑實に美しい想像ですね︒
てんにんたち

四三4襲月の都の天人たちは︑

多くの天人たちが現れて︑修行者の足も

てまひ上手︒

十二577

113
てんのうき一でんわ

六233 あとの半分を持って︑天皇のみささぎにお
参りしました︒

六601 時の天皇が︑それをお聞きになって︑わざ

みいくさに︑

十一571芸園

ミ

ツ

﹇電波﹈︵名︶3

電波

世界の電波は︑この海洋を越えて縦横

東京放送局からの電波がはいって來た︒

光は今もかがやき

一大勝報が︑電波に乗ってやって來た︒
天平

大佛殿に佛燈の

﹇天平﹈︵名︶1

てんびん直

むかしを固く封じたり︒

﹇天秤棒﹈︵名︶2

正倉院は天平の

大きな魚をてんびん棒につるしたり︑手押
しゅぬ

い

す

客の腰掛ける朱塗りの椅子や︑︿略﹀を︑
てんびん棒でかついでやって漏る︒

十珊2

車にのせたりして︑︿略﹀運んで行く︒

島491

てんびんぼう

て︑

しやうさう

十一一376図圏

てんぴょう

十二窟7

に脈うつ︒

十二帽6圃

十一梱3

でんぱ

一二天皇陛下ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑

イ

電報

やまがたさんぽう

王は︑武官のさし出すこの電報を御一戦

クワウソ

天佑

てんいう

フ

かれが天武天皇の仰せによって︑︿略﹀︑

テンイウ

﹁天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇詐ヲ践メ

﹇天佑﹈︵名︶2 天佑
テンイウ

ひ

六柵9

び

や

てんらん會

いつも獲動機の調子に氣をつけてみたり︑

﹇電力﹈︵名︶1 電力

日比谷公園の菊のてんらん會でした︒
九価5園

でんりょく

傳吊上は號笛を吹きながら︑﹁縮員起し︒﹂

甲板士官や傳令員が起きて來る︒

貸手員

燃料や︑電力を調節したりします︒

九535

でんれいいん ﹇伝令員﹈︵名︶2
九541

傳主輪nvちいさな

と呼んで︑つり床の間をぬって行く︒

でんれいし ﹇伝令使﹈︵名︶2

八657 小さな傳令使は︑胸をふるはせながら︑か

でんれいし

弱りきったこの小さな傳令使は︑その夜︑

はいい目で空を見あげてみた︒

どこで休んだことであらう︒

八676

電信も電話も︑敵のためにごはされたので︑

通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

八651

第一線の將兵たちは︑この電文が示すや でんわ ﹇電話﹈︵名︶2 電話■おでんわ
﹇電報﹈︵名︶2

うに︑︿略﹀︑勇五百倍したのであった︒

でんぽう

てんらんかい ﹇展覧会﹈︵名︶1

十866園 日本の天皇陛下より︑︿略﹀おことばを
ル大日本帝國天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒
てんいう
十二鵬1 何といふ天佑であらう︒
いただき︑この上もない光榮であります︒
キセキ
前記ノ如キ奇績ヲ牧崇重タルモノハ︑ でんらい 5そせんでんらい

十557図

てんゆう

古いいひ傳へをそらんじ始めたのは︑

十一桝3

九103 この御儀は︑天武天皇の当時に定められ︑
ぢとう
第一回の大典は︑持統天皇の御代に行はれた︒

てんむてんのう ﹇天武天皇﹈︹人名︺2 天武天皇

ののち︑

十一139

報があった︒

いつでも 十853 その夜︑山縣参謀総長から︑次のやうな電

六783圃
わが陸軍のほまれの軍

天皇陛下の

勝っててがらをたてる︑
旗︒
﹁天皇陛下萬歳︒﹂直江はかういって︑

日本には天皇陛下がいらっしゃること︑

静かに目をつぶりました︒

六旧8囹

九2810

わざ︑そのところへお出ましになりました︒

十558 この天皇の御ためなればこそ︑われわれ國

七175囹 天皇の御子︑やまとをぐな︒

天皇陛下がいらっしゃるから︑さびしく
﹁天皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑若き血

九354園

民は︑命をささげ奉るのである︒
ありません︒

十175図面圓

潮に︑大空の積実以をいうどりぬ︒

天皇に奉った︒

十一㎜9 安萬侶はこれを三巻の書物にまとめて︑

十567

明治のみか
明治のみか
お授けくだ

私たち國民は︑天皇陛下の大命を奉じて︑

十二407 御代御代の天皇の御製を始め奉り︑
をいただき︑

天皇旗

十一一幽5 わが國は︑神代このかた憂世一系の天皇
﹇天皇旗﹈︵名︶3

八277圃 マストに仰ぐ 天皇旗︑ああ︑天皇旗︒

てんのうき

八277團 マストに仰ぐ 天皇旗︑ああ︑天皇旗︒
八611 野外統監部へ︑天皇旗をお進めになって︑
天王寺

御統監の大元帥陛下がお出ましになりました︒
てんのうじこうえん ﹇天王寺公園﹈︵名︶1
公園

あがめませう︒

天皇陛下

八945 四天王寺に近い天王寺公園には︑美術館や
﹇天皇陛下﹈︵名︶13

動物園があり︑

てんのうへいか
どを

四266圏 天皇陛下の おちいさま︑

ささげませう︒

四275團 天皇陛下の おちいさま︑
どに

わが陸軍のひかりの軍旗︒

十一142

心にきざん でんぶん ﹇電文﹈︵名︶1 電文

わが陸軍のしるしの軍旗︒

六763圃 天皇陛下の みてつから︑
さる尊い軍旗︑

わが陸軍のいのちの軍旗︒

六771圃 天皇陛下の おことばを︑
でみ國を守る︑
敵地に進む︑

六776囲 天皇陛下の 御前に︑ 死ぬるかくごで

でんわきょく一と

l14

八㎜4外点はすぐ電話に向かって︑かう叫びます︒
でんわきょく ﹇電話局﹈︵名︶1 電話局

十二224 ダバオ州政磨・市役所・裁判所・電話局
などの要所をまたたく間に占領して︑

と

と・きど・せど

と ﹇戸﹈︵名︶7 戸←あまど・いちのきど・いわ

えた︒と︑そのあとを追っかけるやうに︑︿略﹀
聲が︑納屋のかげのあたりから︑はずんで來た︒
八時四十分︑敵の一機が偵察に來たが︑
一

2 ト とεいっとはなしに・うかと・

うっそうと・うんと・かっと・がぶりと・からつ

︵格助︶剛

大勝報が︑電波に乗ってやって來た︒

わけもなく撃退される︒と︑急増にたがはず︑

十二盟7

と

と・からりと・かんと︒ぎいと・きちんと・ぎゅっ
と︒きょとんと・ぎょろりと・きりつと・ぐざと︒

ぐっと・ぐるつと・くるりと・ぐるりと・ざあっ
と・ざくっと・さっさと・さっと・ざっと・ざんぶ
として・しんと・すいと・すうっと・すうと・すっ

﹇818 サルハ︑スルスルト門ヲノボッテ︑中カ と・しいんと・じいんと・じっと・しゅつと・しゅ
ラ門ノ戸ヲアケマシタ︒
でにあきました︒

オホシサマ︒ニコ

モウトナク

まと・むずと・むっくと︒むっと・りんと︒わあっ

うっと︒ほっと・ぼっと︒ぽつんと・ぽんと︒まん

と・ひらりと・ぴんと︒ふつりと・ぶつりと・ぼ

ひやっと・ひやりと・びゆうと・ひょいと・ひょう

りと・びくとも・ひしと・ぴしゃりと・ぴたりと・

ぱさと・はたと・はっしと︒はっと・ぱっと︒びか

なんと・なんとか・なんとも・ぬうっと・のっと・

つっと・てんてんと・どうと・どっと・どぶんと・

ちょこんと・ちらと・ちらりと・つちとともに・

うっと・そっと・ちくりと・ちゅつと・ちょうと・

四399 すると︑しめきった一間の戸が︑ひとり くと・すっと・ずぶりと・ずらりと・せっせと・そ

外へ出ようとなさいました︒

五81 大神はふしぎにお思ひになって︑少し戸の
八419 八幡様のお引合はせか︑門の戸は細めにあ

﹁︿略﹀︒﹂ベートーベンは︑急に戸をあ

ズ略﹀︒﹂といひながら︑主人は戸を敵い

いてるました︒

た︒

片忌10
十一佃6
けてはいって行った︒

と・わざと・わっと

﹇外﹈﹇▽うちと

十一柵10 友人がそっと立って窓の戸をあけると︑
と

シガナク

マノ川︒ピカピカト

ホシサマ︒ニイサントフタリデ︑ハコニ

一463

一443

キマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカアサンガオ

ウサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

一41アイサンバ︑ズ略﹀︒﹂トイッテ︑ホメテク

一40一

一395圃シサマ︒ニコニコトオホシサマ︒ニイ

一393圃

一183圃
途

と﹇処﹈n▽とめど
﹇途﹈︵名︶1

十一972 午後二時︑下山の途についた︒

と

と ︵接︶3と
撃機の第一隊が敢然と現れた︒

十655 二度めの爆撃に移る︒と︑この時︑わが雷
十二儲3 弟が︑︿略﹀小路を︑とんで行くのが見
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イマシタ︒ネエサントフタリデ︑ツイテ

シテオクレ︒トウタヒマシタ︒ケ

イタイ︑イタイ︒﹂トナイテ︑戸グチノ

アツイ︑アツイ︒﹂トイッテ︑水ヲカケ

來マシタ︒﹁︿略V︒﹂トイッテ︑木ニノボ

イッテ︑柿ノタネトトリカヘッコヲシ

ロイナア︒ヒロビロトシタマンシウへ︑

ハラニ︑カウリャントイッテ︑日本ノキ

アサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

リマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒマスト︑オカ

勇サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガラ︑カサ

ニ

ヒキマス︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑カケゴエ勇マシ

シマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒モモ

︒モモタラウハ︑犬トイッショニ印面コ

︒サルハ︑スルスルト門ヲノボッテ︑中

アサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒フタ

サンバ︑モモタラウトナヲツケマシタ︒

ガ︑モモヲキラウトシマシタ︒スルト︑

イサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒オバ

ブリコドンブリコトナガレテ來マシタ

ドコカデ︑﹁︿略﹀︒﹂トイフコエガシマ

トキドキニョロリトウゴキマス︒エビ

ヒマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑イサムサンガイ

シマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑マサヲサンガイ

キマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑イサムサンガイ

ビマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカアサンガオ

シタ︒雨ガ︑ザアットフッテキマシタ︒

クシバ︑オカアサントイッショニアマド

ミナリガ︑ゴロゴロトナリマシタ︒ワタ

ノハガ︑ザワザワトオトヲタテマシタ

撃ハイラシイネ︒﹂トイヒマシタ︒ワタ

ヰマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカアサンが羽

74828785781326384388473678643644

二307 ブンガワルカッタトアヤマリマシタ︒

二298 ガ︑上カラドシントオチテ來マシタ︒

ニ697

二692

ニ687

二682

日サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

クリシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒オ

日サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノミマシタ︒オ

ニ995

ニ992

ニ963

二96一

﹁︿略﹀︒﹂ト︑ネエサンガイヒ

カタハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ニコニコ

ヒマシタ︒﹁ハイ︒﹂ト︑勇サンバ ヘンジ

ズ︑﹁オヂイサン︒﹂トイヒマスト︑ソノ

シナガラ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒花子

黶@ヒロッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒小ト

二324

﹁ホウホケキョ︒﹂ト︑ナクコエガシマ

ハ︑スグオキヨウト思ヒマシタ︒ケレ
ニ㎜7

エサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑シャウジ

唐R

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒雲モ

見ナガラ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒勇サ

スメヲアゲタイト思ヒマス︒﹂トイ

ニ704

?S

戸棚一

二703園

リマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑オトウサンガオ

二335

クリシテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒雲

タ︒呑口︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ヨロコビ

ニ708

二355

ぽかぽかとあったかい日に︑

ニ棚8 ﹁ホウホケキョ︒﹂トナキマシタ︒二十

二撹2圏

スメヲアゲタイト思ヒマス︒﹂トイ

﹁ゴi︒﹂と︑とほくの方で音

ニ726園

二餌1

リマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑弟ガイヒマシタ︒

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒風モ

來ます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひ

しました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひ

︒ボクハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑弟ト︑オ
ニ727

ｿ2

二餌5

T

ニ365 ＞︒﹂トイッテ︑弟卜︑オトナリノウサ

リマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズ

ウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒風

ニ733
U

來ます︒﹁︿略﹀︒﹂とかぞへて︑十八ま

噛ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひ

二価4ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑きくわん車が大
二価7

二744タ︒風ハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズ

スメヲアゲタイト思ヒマス︒﹂トイ

二柵2

ミテカラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト︑マジメナカホヲ

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒カベ

W園
ニ751

へました︒﹁︿略﹀︒﹂といひました︒汽車

考へて︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒もく

からひょっこりと︑お出になったか︑

三87 來ました︒又略﹀︒﹂と︑勇さんがいひま

三57團

三45心外︑春だ︑春だと︑小鳥がうたふ︒

二柵8

りました︒﹁おや︒﹂と思ってみる間に︑

二48ーテ︑﹁シロ︑シロ︒﹂ト呼ビマシタガ︑シ

マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑オバアサンガオ

ウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒ネズ

３

二鵬4

サンニガリガリトカジラレテハ︑タ

ウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒力

S国︺

ニ768

ニ766︒カベハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズ

R園

リマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズ

ニイサント野人デ︑雪ダルマ

ト︑妹ハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒二

タ︒私ガ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマスト︑妹ハ︑

ニ758

二517

二542

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑正男さん
ニ797団

三89

持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒正男

サンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャルト︑オ

二584

うな石をあちこちとさがしました︒そ

済ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男さんがいひ

ニ801国際

三93

ノッチ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒太郎

カリハタラケト︑カイテヤラウ︒﹂

二593

二803團サンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒ 三94

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひま

持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒太郎

黷P01 ひました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑春枝さん

三98

二602

一一

スミデ︑﹁︿略﹀︒﹂トナキマシタ︒オヂ

て︑ふはりふはりと落ちて來ました︒

一ドニパ
ｪ﹀︒﹂トイッテ︑アルキマ

三105
入レテ︑

ノ枝ニカカッタカト思フト︑

︑國を廣くしたいとお考へになりまし

きました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑春枝さん

と︑犬もわんわんとほえて︑まっさき

きました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑てんでに大きな

三132

三126

三123

1

4

6

2

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

7

ナッテ︑

ナッテ︑

91

ｪ﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

三123

91

ノサマハ︑

ｪ﹀︒﹂トオホメニナッテ︑

一一

ノサマハ︑
92

T

二868

持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒花子
子サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒カタ
ロコビデ︑﹁︿略﹀︒﹂卜思ヒマシタ︒オト

一バン

「〈

93

「〈

持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒花子

持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒勇サ

二632
U

二641

ニ677囹 コロへ︑アゲタイト思ヒマス︒

一一

X0

93

「〈

ニ622

ノッチ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ユリ

ニ554ノーサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑二人デ外

一一

二606

一一

ニ612

V9

ニ514

ニ755

二434

ニ377 ヤケタ︑ヤケタ︒﹂トオッシャイマシタ︒

ニ375 ガ︑﹁ドレ︑ドレ︒﹂ト︑灰ノ中ヲサガシ

ニ363

一一

一一

二507 タ︒妹ガ︑﹁︿略﹀︒﹂トシンパイサウニイ

アサンガ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

一一
一一
一一

ニ492 オンマ︑オンマ︒﹂トイヒマシタ︒馬肥︑

ニ475

V3
V6

V4

一［

二72ータ︒雲ハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズ

ニ713

ニ332 トリガ︑チチチチトナイテヰマス︒九

一一

ニ348 ブセルト︑パチパチトモエアガリマシタ︒

一一

R3
R6
U6

l15

と一と

と一と
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三417

三414

三403

りました︒又略﹀︒﹂と︑花子さんは答へ

それから︑﹁︿略﹀︒﹂とお聞きになりまし

あさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

いました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑くすりで

三658圏

三651圃

三644

ひろがった︒どんとなった︒何回︑何

どんとなった︒花火だ︑

三704

旨703

﹁チョンギース︒﹂と︑いいこゑでまた

︒もう︑ニメートルとははなれてみない

ース︒﹂﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑私は︑

えさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひまし

かけて︑﹁︿略﹀︒﹂と︑力いっぱいお引

三143 のやうに︑ぐんぐんとこっちへやって

三419

三721

三165圏

三156

ぐらはくっきりとそびえ︑しげった

三158 國を廣くなさったといふことです︒四

三668 ︒私は︑弟の一郎といっしょに︑おか
三691 のたいこがほしいといって︑それを旨

三443︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑みんなは

三221

三208

ねえさんや弟たちと︑ささの葉を取っ

なぎなたをがらりと落しました︒べん

しません︒﹁︿略﹀︒﹂といひました︒べん

わか丸は︑﹁︿略V︒﹂といひました︒﹁︿略

三489

三473

三465

三459

きました︒﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさん

いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿四

このごろ︑﹁︿略﹀︒﹂と考へるやうになり

三766国

三761團

は︑生きてみると思ひました︒漸う

三744団きのふをばさんといっしょに︑海へ

三739

した︑つやつやとさくら色に光って

三735 ました︒﹁しめた︒﹂と思ふと︑むねがど

三203 來ますと︑﹁待て︒﹂といふものがあり

三172圏 えます︒さくさくと小じゃりをふんで 三423 やさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒
三185 の矢車がからからとなると︑鯉が︑大 三424 ました︒おかあさんといっしょに︑おい
﹁︿略﹀︒﹂と︑年よりのねずみ
三191 てさをにつけるかと思ふと︑またはら 三433

三233

三502園 へ︑谷から川へとったはって流れる

って︑かへりたいと思ひます︒二

砂

ぎりすをさがさうと︑草を分けて行き

三243
りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎さんがいひ
三508

みました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おちいさんはお

三772 が︑ざぶんざぷんとむねにあたりまし

三767團

三249

三506囹

あげると︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

づきます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑三郎さんがいひ

三779

三267

さむらひにならうと考へました︒そこ

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑たぬきの

しました︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑砂を

つづいていくのと同じことだ︒﹂と

三261 きます︒三人は︑舟と並んで川のふち
三514

三786

りあげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略

めさまをたべようとしました︒一寸ぼ

三271

三527

けました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎さんがいひ

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎さんと次郎

三829

三822

三273

刀でちくりちくりとっつきました︒お

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑みよ子さんがい

三538は︑﹁痛い︑痛い︒﹂といひました︒四

さん蛙に︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒きん

三535

三276

かります︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひま

したので︑﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑正男

三287

三836

﹁夏﹂と聞くと︑太郎さん

三882

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑そば

男さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿重

︑﹁いやだなあ︒﹂と思ひます︒でも︑

早く海へ行きたいと思ひました︒十六
ねえさんと二人で︑金魚を買

三884

三566

三591
三594

ゐました︒﹁︿略V︒﹂と︑ねえさんがいひ

三886

三906

三人は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑自動車に

ぢさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒見る

三877 ︒﹁なんだらう︒﹂と思って︑私は恥い

ちへ遊びに行かうと思って︑外へ出ま
込602

やさんが︑﹁︿略V︒﹂といって︑小さなあ

三888

聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒子蛙

あさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑おほめに

三604

いです︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ねえさんがいひ

三292

三868

︒子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒しか

三608

︑ぼくはそろそろとあるきだしました︒ 三892 ゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑をぢ

ひました︒﹁︿略V︒﹂と︑ぼくがいったの

ぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒うん

三872

三311 大骨は︑こんどこそと︑力いっぱいいき

三611

三896

三587

三314 ︒すると︑﹁ぼん︒﹂と大きな音がして︑

三309

︑きっと︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒﹁︿略﹀︒

三621

あさんが︑﹁︿略＞Q﹂といって︑だいを持

んたちに︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒をぢ

︒子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒大き

三343

いひます︒﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑﹁︿

三626

三904

﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といって︑大蛙はい

三346

答へます︒﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑﹁︿略

ねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へます︒﹁︿略﹀︒

うさんが︑﹁︿略V︒﹂とおっしゃいました︒

三303

三352

三634

三296

三355

きますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へます︒春雄さ

三367

三909

りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑自動車がうなり

やっとおちついたといふやうに︑しば
三371 の軍人さんになるといってゐます︒十 三635
三396 さんは︑おかあさんといっしょに︑はの 三643園正男さんは︑金魚とにらめっこをして

l17

と一と

三913に︑﹁さやうなら︒﹂といひました︒私も
三915も︑﹁さやうなら︒﹂といひました︒自動
三932圃長い道︒こうんとお寺の かねがな
三943 起きて︑にいさんと國旗を立てました
三965あさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑お喜びに
三967 ﹁ごはんですよ︒﹂と呼ばれて︑行って
三972いました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが︑お
三川9園 ま﹁おや︑だれかと思ったら︑この間
三撹3園 へおつれしょうと思ってまみりまし

四63 も夜も︑ぐんぐんとのびていきました
の西がはは︑何十といふ村々が︑日か
と︑東がはの何十といふ村々が︑日か

四87 くりして︑﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑おち

四74
四76
四89 いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒そこ

四101

四96
えいや︑えいや︒﹂とこぎました︒おど

いさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒そこ

木を︑どうするかといふことになりま

四93 た︒何十人︑何百人といふ木こりが︑長

四111

舟だから︑自演といふ名をつけよ

︒﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ せ ん ど う た ち も ︑

四117園走ります︒﹁なんといふ早い舟だら
四119

いさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒その

四127園
四129

四153

四146

いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略

入れて︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

りながら︑﹁︿略﹀︒﹂とうれしさうにおっ

四134 かになっていったといふことです︒三

四158

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂

うさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑お笑ひに

いふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんはぼく

四161

四164
四169

四172囹本︑その次は何と讃むの︑にいさん︒
四176
にいさんといっしょに︑おふ
い話を︑いろくとしてくれました︒
四179
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うです︒﹁軍かんといっても︑加賀な

れの力でも︑なんともすることができ

の手に︑しっかりとすがりついてみた

︒﹁さあ︑來たぞ︒﹂と︑とのさまのけら

さまが十も出たかと思ふほど︑あたり

の中で︑しっかりとかぐやひめをだい

のさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

ひめを引止めたいと思ひました︒おち

しました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おちいさんがい

﹁なぜ泣くのか︒﹂と聞かれて︑はじめ

いさんに︑又略﹀︒﹂といって︑ことわっ

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などといふ人が︑たくさ

の子にかぐやひめといふ名をつけま

入れて︑おばあさんと二人で育てました

昔︑竹取のおきなといふおちいさんが

にこして︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ほめてく

︒きまりがわるいと思ひながら︑ぼく

りました︒﹁わあ︒﹂と手をたたいて︑笑

うさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっしゃったのを

した︒﹁よさうか︒﹂と思ひました︒しか

した︒﹁しまった︒﹂と思ひながら︑すぐ

びました︒﹁用意︒﹂と先生の聲︒﹁どん︒

んが︑﹁ブウブウ︒﹂と︑ラッパをならし

へますと︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒道の

ねました︒﹁︿略﹀︒﹂と答へますと︑﹁︿略

けながら︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねました︒﹁︿

た︒橋をわたらうとすると︑向かふか

並んで︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑手をふり

︑﹁海が見える︒﹂と大きなこゑでい

︑ぼくはにいさんと並んでねました︒

は︑﹁ほう︑ほう︒﹂といひながら︑かん

うです︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんはいひ

62538475239352929652727179689764
園

了1
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あさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑天人の用

一枚を春

な聲で︑﹁︿略﹀︒﹂と

いひました︒ 一郎

いって︑手紙を書

いひました︒花子

いって︑わたしま

子さんは︑三略﹀︒﹂と

行って︑﹁林さん︒﹂と

行って︑﹁︿略﹀︒﹂と

りました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人とも

っばり﹁︿略﹀︒﹂と書いてありました

ました︒﹁林さん︒﹂といって︑

た︒﹁すず木さん︒﹂といって︑一枚を花

何もかもさっぱりときれいに見えて︑

い弟が︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒新し

いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

ず︑﹁おかあさん︒﹂といって︑鏡をだき

でした︒まだ︑鏡といふものが︑めっ

からは︑おとうさんと二人で︑さびしく

しました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑おかあさ

︑﹁こけこっこう︒﹂と聲高く歌ひました

ゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんは思ひま

ほかのをんどりと思ってみるのだ

ろいて︑逃げださうとしましたが︑急に

でももらへるのかと思って︑やって來

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひまし

おお︑まぶしい︒﹂といって︑手で顔を

すべったり︑友だちと手をつなぎあった

トル︑二十メートルと︑だんだんうまく

れあって︑からからとかはいらしい音を

さすと︑きらくと光って︑みごとな

いですが︑じゅ氷といふのはもっと
︒これは︑木の枝といふ枝が︑すつか

なかがすいて困るといふことはありま

みました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑金の牛は︑ひと

で︑草をたべようと思って︑あちらこ

14162831426783977564972996985656
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たちからをの

いさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ふろしき

四746 な聲で︑﹁はい︒﹂と答へました︒私は︑

四737 きました︒にいさんと同じやうな人が︑

四721 枝さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と書いて︑切手をは

四715 見ますと︑﹁︿略﹀︒﹂と書いてありました

四㎜8

四979

四977

四967

四963

四958

四954

四951

へ出て︑又略﹀︒﹂といひながら︑豆を

かりして︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑みん

きゃっ︑きゃっ︒﹂と大さわぎをして︑

ひきって︑﹁︿略﹀︒﹂と聲をはりあげて︑

うさんが︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑神

四945團

四942團

してはたいへんだと思って︑毎朝︑水を

晩になればよいと思ひました︒だん

日です︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがお

見せてあげたいと思ひました︒十九

五108團

五106團

五103團

五101團

なぐが︑きらくとしてゐますが︑その

た︒神殿は︑外宮と同じやうに︑お屋根

く拝みました︒何ともいへない︑ありが

五98富ました︒さくさくと玉じゃりをふんで︑

五97團︑千年もたったかと思はれる大きな杉の

五93團橋を渡ると︑青々としたしばふがつづい

五83手力男神は︑この時とばかり︑さっと岩戸

にこして︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

四756 さんが︑﹁けい禮︒﹂と元押な聲でいっ

四743

結すずめ︒﹁やす

雪がふる︒すず

って來てくださるとのことでしたが︑そ

﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などといひます︒ぼくも

四771

ちらちらちらと
四麗7團

って︑﹁山田武︒﹂と︑にいさんの名を

四776

がたり ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

四柵1團
四柵1

﹂﹁ごくらうさま︒﹂と︑心の中でいってゐ

ときどき︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒すると︑

齢すずめが︑﹁︿略

四佃1

︒﹂﹁兵たいさん︒﹂といって︑やって來ま

︑少しでもとかさうとします︒すると︑北

風が︑びゆうびゆうと吹きまはって︑雪や

四麗1圏

四853

︑大國主のみことといふ神様がおい

︑神様は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

四穴8

四備2

草や木が︑だんだんと芽をふき︑花のつぼ

て︑北風をどしどしと追ひまくります︒雪

︑北風は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へます︒さうして

ばみんなにこにこと︑おうれしさうなお

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒わに

四重7

ゐません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑南風がいひます︒

うしくて︑しぜんと頭がさがりました︒

四793囲
やす み ま せ う ︒ ﹂ と

ので︑これはよいと思って︑﹁︿略﹀︒﹂

四塀6

見まひにまみりますといって︑かへりまし

四795圃

四812

思って︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒わに

と︑﹁兵たいさん﹂といふ日本語を︑おぼ

四778圏

四803圃 ︑さらさらさらと 雪の音︒十七
四806 陸へ行ってみたいと思ひました︒ある
四815

四柳7

く

留828
︒白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞへながら︑渡

四M7

四目7

日の丸あげて︑と歌ひだしました︒そ

四817 にざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに駐

四丁3

四837 足で陸へあがらうといふ時︑白兎は︑

四834

なって︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつねになりま

四857

四冊2

四849

四841 ︑白兎は︑﹁︿略V︒﹂といって︑笑ひまし

四866 みことも︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつねになりま

って︑持って行かうとします︒松の木の後

五279 いさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒﹁︿略﹀

五274囹

が︑八岐のをうちといふ大蛇に︑毎年一

だいじゃ

四㎜2

れは︑天人の羽衣と申しまして︑あなた

のたからにしようと思ひます︒﹂女﹁それ

五167ました︒子どもたちといっしょに︑黒いぶ
五171の上にかけあがらうとして︑ころげ落ちる
五173って︑はねのけようとするものもあります
ました︒﹁わあっ︒﹂と︑子どもたちは大喜
五188
五202てるます︒どこからともなく︑綿のやうに
五208︑大勢の兄弟や仲間といっしょに︑池の中
五212あとから︑ぞろぞろとつづいて行きました
五216の四本足の蛙だらうとは︑思ってゐません
五218なが︑親ではないかと思ったことがありま
五221ちの仲間ではないかと︑思ったこともあり
五227かや︑どぢゃうなどといっしょに︑遊ばな
五229ました︒水草が青々とのび︑水の上には︑
五233した︒初めは︑それと氣がつかないほどで
五249でした︒草が︑青々と茂ってゐました︒空
五257︑すさのをのみことと申して︑たいそう勇
みことは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑川
五265
︒﹁なぜ泣くのか︒﹂と︑みことがおたつね
五272
脚㎜7囹

みことは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

四873

四柵8園

になって︑﹁︿略V︒﹂とおいひつけになりま

五309

來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑みことはお思ひに

五304 になった時︑かちっと音がして︑劒の刃が

五297 に入れて︑がぶがぶと飲みました︒そのう

五294

四881 みことに︑天心﹀︒﹂と申しました︒十八

人﹁天人は︑うそといふものを知りませ

した︒思ひかねの神といふちゑのある神様

になって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑ごさうだんなさい

見せると︑ズ略﹀︒﹂といひました︒私は︑

少し戸の外へ出ようとなさいました︒岩戸

五321

ひらくと︑ゆれるたもとが

︑左に
五48

五47

四重9囹

四899團やんは︑﹁︿略V︒﹂と いひました︒ぼく
四908国した︒﹁やあい︒﹂と いったのは︑やは

五81

四旧5圏

四891團のたこを︑次郎と二人で外へ持つ
四892国んなが︑﹁︿略V︒﹂と いって︑笑ひまし

四923団で︑﹁ばんざい︒﹂と いひました︒ぼく
四928團なが︑﹁わあっ︒﹂と いひました︒とう

l19
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た︒いよいよおたちといふ時︑先嚢の者が

つかれないだらうかと思ひました︒私は︑

えさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂と

と聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒むしあ

ましたが︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねられて︑私は

しても桑をたべようとしないのが︑五匹み

心の中で︑﹁︿略﹀︒﹂といのりました︒つみ

えさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒ねえさ

って來て︑﹁︿略﹀︒﹂といふやうなやうすを

︑﹁ほんたうにね︒﹂といひました︒初めは

きました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ふしぎに思ってい

せますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑感心したやうにい

又略﹀︒﹂と︑にいさんが︑小川

にいさんが︑ひゅつと︑つり竿をふると︑

ゑがきました︒ぽんと音をたてて︑うきが

りました︒にいさんと並んで︑私もつり始

げました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑つまらなささうに

ます︒ぐぐ︑ぐぐっと︑今度は私のうきが

思って引きあげようとすると︑重くてなか

てゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひま

︑うろこがきらくと光りました︒十

川

ひました︒にいさんと二人で︑氣をつけな

口まで行ってみたいと思ってゐました︒お

五831

五819

五817

五812

さんが﹁きゃっ︒﹂といったので︑見ると

ゐられた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にこにこ顔︒學校

てみると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あちらでおかあさ

てみよう︒﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲で聞いてみ

もぼくが植ゑたのだと思ふと︑何だかかは

た︒夏は︑かんかんとてつた方が︑氣持が

た方が︑氣持がいいと思った︒夕はんがす

︒先生が︑﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒七

をつるのが角しみだと書いてあった︒七月

五847

五853

先生から︑﹁︿略﹀︒﹂と聞かれた時︑﹁︿略﹀

かれた時︑﹁︿略﹀︒﹂と︑朝ごはんの時︑ね

︑﹁ザ︑ザ︑ザi︒﹂と︑力強く水をかきま

ぽいです︒﹁︿略﹀︒﹂といふ艦長のことばに

りました︒﹁ドン︒﹂と出登のあひつです︒

五875

︒最後の百メートルといふところで︑白が

五896

五908

五905

手の顔は︑にこにことうれしさうでした︒

掛けると︑﹁オi︒﹂と︑掛聲勇ましく︑か

五931

みことに︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになりました︒

︑﹁かい︑ひたせ︒﹂と號令を掛けると︑﹁

五938

りながら︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになりました︒

五902

五973

五柵7園私の名は︑猿田彦と申します︒﹂といひ
五㎜8

をかへて︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒うずめ

さるたひこ

孫がおいでになると承って︑ここへお迎

勢の人が︑どやどやとはいって來ました︒
五732
五743な聲で︑﹁立たう︒﹂といひました︒おばあ

五鯉5は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑出

五伽5園

五748は喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑ていね
五761圃
出征︑おかあさんと四人で︑八百屋だ︑

五967

五904

五873園 治天皇が︑明治丸といふ帆前船で︑北海

五872

五865

五853

五844

﹁ジーッ︒﹂と︑せみが鳴きだした

って來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒天照大

日曜日に︑にいさんと二人で出かけました

チも高い︒取れないと思ふと︑くやしくな

五976

になって︑﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけになりま

五786

五984

えさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒小刀で

五558りします︒小さな川と︑仲よく手をつない
五561なります︒きらくと光って笑ったり︑青
五571來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑大國主神は︑お供
五576ゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑お供の者が申しま
あ︒いったい︑何といふお方だらう︒﹂
五582囹
五583國主神は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おっしゃいますと
五586供の者は︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒﹁︿略﹀
五588しました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑大國主神は︑その
五604せながら︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒かかし
それは︑少彦名神といふ神様でございま
五611園
五613かかしは︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒大國主
五634かまって︑するすると︑おのぼりになりま
五638た︒﹁さやうなら︒﹂と一聲おっしゃったま
五668国ーラ︑オーラ︒﹂といひながら︑こはご
五684国まふ︒﹁ヒヒン︒﹂とないて︑大きな目で
五686国︑﹁しろ︑しろ︒﹂と呼ぶと︑しろが尾を
︑﹁やす︑やす︒﹂といってやると︑いか
五688團
五696團みる︒愛馬ぶくろといって︑その中には
五698国を︑ぜひ見せたいと思ってみるが︑その
にいさんと︑電車に乗りました
五703
五705た︒私が︑にいさんと並んで立ってゐます
五711見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑立ってくだ
五713た︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂といひましたが︑をち
五716ぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑あっち
五718けました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひま
五721た︒﹁ありがたう︒﹂と︑私もいひました︒

五欄3 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑うずめのみことは

五987

たやうに︑﹁ジジ︒﹂と聲をたてて︑とんで

五723ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひま

五798

ゐました︒にいさんといっしょに︑唱歌を

五725 ︑そこでおりるのかと思ったら︑おりませ

ました︒﹁ポポー︒﹂と︑ラッパを鳴らしな

しながら︑ゆっくりと流れて行きます︒潤
に休んだり︑さうかと思ふと︑急に高いと

んだ風が︑そよそよと吹いてゐました︒そ

五796

ド︑ド︑ド︑ド︒﹂といふ水の音が聞えて

來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ねえさんにいはれ

やかになって︑青々と水をたたへてゐまし

69591614175497438734646337952722

五五五五五五五五五五五五五五五

102

と︑すぐ出︑出たかと思ふと︑すぐまたは
五慨2

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんも涙を

い

りました︒はるばると海を渡って︑紀伊の

き

六44

渡って︑紀伊の熊野といふ村にお着きにな
︑たけみかつちの神といふ強い神様に︑か

たかくらじ

くまの

ましたが︑天略﹀︒﹂といひました︒みんな

︒この村に︑高倉下といふ人がゐました︒

い

六53

六44

六63園

六55

野の村に︑高倉下といふ者がをりますか

な軍犬にしてみたいと思ひました︒子犬に

地ではたらいてみると聞いた文子さんは︑

六114

︑いなごを飼ふのだといって︑土でかこひ

手で︑すばやく︑葉といっしょにっかまへ

六368

六365

しきが︑次から次へとうつって行きました

にこして︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒黒い

六335團︑海の上にみるのと同じやうに︑どこへ

ない︒もぐりたいと思へば︑いつでも︑

がありはしないかと︑思ふものもあるや

六315国が見えないだらうと思ふであらうが︑細

六312團

の中へもぐるのだと聞くと︑沈んだきり

かごから出して︑弟といっしょにたべまし

六307團

六96

に止ります︒取らうとしても︑なかなかつ

六119

六373囹

︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂といはれました︒ふか 六309團

六106

した︒﹁ただいま︒﹂といって︑私はかばん

いよ軍犬になるのだと思ふと︑うれしくて
︑ほんたうにつらいと思ひました︒文子さ

六111

夜︑ふいに近寄らうとする敵の見はりをし

とします︒﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で弟がひ

ら︑外へはひ出さうとします︒﹁︿略﹀︒﹂と

六105

日の朝︑おかあさんといっしょに︑停車場

てみる部隊は︑何倍といふ敵を相手に︑は

六124

六122

五M6国がってゐられたのと同じ氣持で︑私も︑

わっか五十メートルといふところまでせま

えました︒天略﹀︒﹂と︑兵隊さんは呼びま

︑利根が干るだらうと思って︑待ってみま

て︑﹁行け︒﹂の命令とともに︑走り出しま

六142

六141

六138

六129

六128

六127

した︒去年︑あなたといっしょにお参りし

から︑夕方まで︑弟といっしょに遊びまし

あさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑私は

つして︑﹁ああん︒﹂といひました︒おかあ

も︑何か手つだはうと思って︑おとうさん

でるます︒ざくざくと︑稻を刈る音が聞え

六429

六418園

六411

六401

︒ズ略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんと︑花子さ

六391園

六382

りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男さんがたつね

とんぼが︑すいくと︑空を飛んでゐます 六377園 た︒名も︑昭南島とあらためられて︑こ

あっても落ちないと︑イギリスがいばっ

もらって︑﹁行け︒﹂といはれるが早いか︑

う百メートルで本部といふところへさしか

六145
六166團

で︑ぜひ参りたいといってゐます︒久し

六438

六436

ひながら︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒﹁わ

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんのおとうさ

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑次郎さんがいった

六432園

物園にある忍ばすといふ大きなはすです
ひして︑みなさんといっしょに︑氏神様

六442

した︒﹁わにかな︒﹂と︑まつ先にいったの

出ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑太郎さんが︑大き

て︑ぽたりぽたりと落ちる木の汁を︑茶

ひたしてそめたいと思ふほどの美しさで

りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんのおとうさ

︒利根は︑ばったりとたふれました︒又賜

︑利根は︑むっくりと立ちあがりました︒

六167團

敵の票︑ばらぐと飛んで來ました︒利

れました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑かかりの兵隊さん

からだを︑しっかりとだきかかへました︒

て行ってあげたいと思ひます︒さやうな

ふを見たりしたいと思ひます︒今年は︑

六444

い外國に︑たちばなといって︑みかんに似

六171團

六205

六176團
︑﹁まあ︑利根が︒﹂といったまま︑つつぷ

五梱4團 く︑よくなることと思ひます︒利根は︑
五梱9

五平7 ちがひありません︒と書いてありました︒

五五五五五五五五五五五五五
120 119 119 119 119 118 118 118 116 115 115 115

き

行きます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑みんながいひまし

富ました︒天略﹀︒﹂と︑その子どもがいひ

る︒﹂﹁雲が走る︒﹂と︑たがひにいひはっ

︒いたい︑いたいと泣いてみた︑鯛も

︑港内にみる軍艦と︑たがひにあいさつ

六211たのです︒遠い外蓋といふだけで︑それが
六213守は︑あの國この島と︑たつねてまはりま
六214いつのまにか︑十年といふ長い月日が︑た
六252ころは︑みかんの木といふ木に︑むしろや
六257木に若芽がすくくとのびあがり︑やがて
六258白な花が咲いて︑何ともいへない︑よいか
六263の方から︑そよそよと風が吹いて來ると︑
六275さうなみかんが︑山といふ山︑谷といふ谷
六275が︑山といふ山︑谷といふ谷を︑うづめつ
六289洲へも︑旅だつのだと思ふと︑心が勇んで

︒井戸の水をくまうとして︑女﹁まあ︑り

んで行くのは︑何ともいへないゆくわい

五悩9

六302團

五瑠7圃

︑﹁︿略﹀︒﹂この御選とともに︑劒が天から

六304團

行きます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑一人の子どもがい

六68

けて︑﹁ねえさん︒﹂と喜んで呼びました︒

あげると︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになって︑天皇

見えます︒﹁︿略﹀︒﹂といふ子どもがありま

六了8

︒めでた︑めでたとさかなたち︑みん

た︒子犬には︑利根といふ名をつけました
六94

五摺2圃

すわれ︒﹂﹁待て︒﹂といひますと︑行儀よ

らないで︑すくくと育ちました︒利根は

4185429529974 532626534863275
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10了
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112

112
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六446 くじゃくかしら︒﹂と︑春枝さんがいひま
六463 ︒﹁日本の寓眞ね︒﹂と︑ゆり子さんがいひ
の田植です︒日本と同じやうに︑南洋で
六467囹
れから︑しっかりと手をつないで行く潤
六471園
六475うさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒黒い
六478の海のやうに︑青々とすみきってゐました
六504 ︑御兄弟のかたがたと︑お庭で遊んでいら
たちばなのとよひのみこと
六511御父君を︑橘豊日新と申しあげました︒の
六512になって︑用事天皇と申しあげるお方であ
六518様たちは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑み
六528た︒尊は︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつねになりまし
六536 ︒太子は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒
やう
六539御時のことであったと申します︒十一 養
六553園
ろいろ買って來るといふことですね︒﹂
六558園
ころを︑見つけたといふのです︒﹂村の
とどいたのだらうと︑みんながいってゐ
六562園
六565園
はさをすればかげとやら︑向かふから︑
六579囹
山で酒を見つけたといふことですが︑ほ
六583園
ました︒起きようとすると︑そのへんに
六584囹︒ふしぎなことだと思って︑あたりを見
六604 ︑年號を︑﹁養老﹂とお改めになりました
六615出て來た︒﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑ぼくは
六623 ︑大きくして見ようと思って︑右の手に虫
六634その一枚をぐるぐと巻いた︒ちやうど︑
六637紙を︑糸できりきりと巻いて︑動かないや
書用紙を︑ぐるぐ巻いた︒さうして︑
六639
六643ちゃうど︑するするとはいるくらみの大き
六649る︒さあ︑できたぞと思ふと︑うれしくて
六686れた川向かふの町だと︑すぐわかりました
六695あさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑出て行かれ
六696ぢさんのうちの方角と聞いて︑私は︑恐し
六708聞えます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑道を通る人が︑話
六713えません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おばあさんにいは
六725す︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂と聞きました︒をばさ
六731 ﹂﹁かはいさうに︒﹂と︑私はいひました︒
六737ばさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒する
六745 いちばんしょんぼりとして︑さびしさうに
六749見えます︒﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑をばさ
六752ばさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって涙をこぼされ
六756捨てたのが︑もとだといふことです︒﹁︿略
六798しました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おちいさんがいは
六802れました︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑弟が︑たべ
六805せました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私がいふと︑﹁︿略
六808がいふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんがいは
六812れました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんがいは
六813私は︑何にしようかと思ってみると︑弟は
︑おとうさんのにと思って︑あんでみた
六816囹
六822囹
んは︑﹁別にこれといって︑送ってあげ
六828あさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒﹁︿略
六836 のそばに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑クレヨンで書いて
六838りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私がいひますと︑
六842ひますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんにほめ
れいか
外は︑ 零下二十度といふ寒さです︒午後
六854團
六857團
あなたのみもん文といっしょに︑いろい
六862團ました︒又略﹀︒﹂と︑私は思はず大骨で
六863團︑﹁何だ︑何だ︒﹂といひながら︑まはり
六868團 v﹁︿略﹀︒﹂などといひながら︑みんな
立って︑﹁︿略﹀︒﹂といったりします︒あ
六874團
六879団 v﹁ぼくにも︒﹂といって︑かはるがは
六882国お人形さんは︑私といっしょです︒いろ

六893

外︒に集るやうにと︑先生がいはれた︒
た

を見るとく
︑ ねくと︑曲ってついてみた

六883第よです︒いろくとありがたうございま
六891 って︑氣がはればれとする︒學校へ行く時
六901
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合戦をするのだらうといって︑みんなは調

二三人が︑ばたばたと倒れかかって來た︒
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六鵬2圃
六悩1圃
六悩4圖
六悩7圃

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑春枝さんがいひま

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ゆり子さんがいひ

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑花子さんがいひま

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいひまし

︒第三︑第四︑第五と︑一撃は︑目にもと

れた矢は︑﹁ぼん︒﹂と︑的のまん中の星を
︑ちゃうど第一の矢とすれすれに並んで︑

ません︒﹁ひゆう︒﹂と︑立旦口同くつるからは

眞が︑急にがっしりと二王様か何かのやう

しりごみするだらうと思はれた道眞は︑そ

進み出て︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑弓と馴

若い男が︑つかつかと進み出て︑﹁︿略﹀︒﹂

た︒ある時︑都響香といふ人の家で︑弓の

みやこのよしか

の上へ出る人はないと思はれてるました︒

られてるる菅原道眞といふかたは︑生まれ

旨くんだ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑小野くんがいふ︒

って來た︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぼくの肩を

ノ、

98

略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと︑小さな聲で︑ささ

をふった︒﹁萬歳︒﹂と︑みんなが︑喜びの
︒﹁︿略﹀︒﹂どやどやと︑みんなが︑ぼくの

る︒﹁今のうちだ︒﹂と三一を出して︑みか

してみる︒みかたはと思って︑ちょっとふ

と︑爾足をしっかりとっかまへて︑引っぱ

たった︒﹁ようし︒﹂といひながら︑たまを
︒爾軍は︑﹁わあ︒﹂といって︑かけて進ん

うまくあててやらうと︑力いっぱい投げて

が鳴った︒﹁わあ︒﹂といひながら︑たまを

かへた︒﹁ビリー︒﹂と︑笛が鳴った︒﹁わ

て先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑みん
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六価3圃

ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男さんがいひま

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外か

六価7圏 とが︑おもしろいと思ひました︒十九
六柵3

六型2 まあ︑きれいね︒﹂と︑私は思はずいひま
六斯2 ひました︒ふっくらとした花びらがだきあ
てるます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ひとりごとのやう
﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんはいひま

六㎜7園 みになるから︑春といふよりは夏だよ︒

六㎜1
六m2

六三8 ︑雪舟は︑いろくと考へつづけました︒

六三9園も︑お纒を讃まうと思ふのだけれど︑机
六皿3園 られてるようなどとは︑おとうさんも︑

六撒8 た︒ぽたり︑ぽたりと落ちて︑本堂の板の

來ました︒何等さうといふ船が︑今︑思ひ

方が︑﹁あぶない︒﹂といひました︒あとを

にるます︒﹁︿略﹀︒﹂と大過に呼びながら︑

やかな海です︒文治と︑へさきにすわって

せながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒﹁天

三人は︑一つの爆弾となって︑まっしぐら

七122 パチン︑パチン︒﹂とつぶしました︒先生

七122

七1110

七119

七114

七112

七111

ゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいったの

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂とうれしさうに笑ひな

浮いてみるわかめかと思ひました︒﹁︿略﹀

てるます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑花子さんがいひま

けました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑みんなで︑﹁パチ

ん︒﹁ほんだはらといふものです︒こん

になって︑﹁︿略﹀︒﹂とおたつねになりまし

ものです︒こんぶといつしょに︑お正月

七126

七127囹

やつさ︑やつさ︒﹂と網をたぐります︒だ

今日︑東京といふ映壼を見せても

七136 たもの中でぴちぴちとはねました︒海岸で

七133

んでした︒﹁︿略﹀︒﹂と思ふと︑たけるは︑

七1210

りません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がおっしゃい

七127園

な橋が︑次から次へとかかってゐました︒

望ました︒﹁︿略﹀︒﹂と考へました︒いよい

七129

の汽笛が﹁ボー︒﹂とひびきました︒さう

みました︒﹁︿略﹀︒﹂といふ説明の聲がしま

て通る時︑﹁ゴー︒﹂といふ電車のひびきが

七145

た︒私たちは︑先生といっしよに︑岩のぞ

る︒﹁東京︑東京︒﹂と呼ぶ聲がして來まし
︒私は︑すぐ宮城だといふことがわかりま

七147

ら︑奥の間へ行かうとしました︒この時で

七134 してべらを取りたいと思ひました︒先生に

いでるました︒べらといふ魚ださうです︒

お参りしたいものだと思ひました︒さくら
とら

象が︑のそりのぞりと歩いてゐます︒虎が

七1510

七159 けるは︑もうねようといふので︑酒によつ

七165︑﹁たける︑待て︒﹂といふが早いか︑ふと

ざう

ます︒鳩が︑何十羽となく集って干て︑ゑ

七168

はと

ました︒﹁ゴーン︒﹂と︑かねがひびいて︑
りました︒﹁︿略﹀︒﹂といふ元氣な子どもの

七171 は︑思はずぶるぶると身ぶるひをして︑天

きました︒﹁あっ︒﹂とさけんで︑たけるは
かはって︑﹁ザi︒﹂といふ機械の動く音に

よって︑汝を討てとの勅をかうむり︑こ

ひをして︑罫書﹀︒﹂と︑苦しい息の下から

やまとたけるのみ

こ

七179園ないので︑たけると申してをりました︒

七177囹

七174

美しいわになったかと思ふと︑髄操をした

今︑飛び出さうとする飛行機に︑乗客

七710もぐってみるのかなと思ひながら︑むちゆ

七43圏風あびながら︑弟と二人︑海べをかける
七78砂をかくと︑かちりとさはるものがありま

七1910た︒尊は︑東へ東へと進んで︑駿河の國に

七189國のわる者を平げよといふ勅をお受けにな
七199になって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

す︒しかし︑この時とばかり撃ち出す敵の

七91 りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男さんが︑六七
七94園︒みんなは︑﹁何といふ貝だらう︒﹂と
七95 みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑いろく︑
七99 りません︒ズ略V︒﹂と︑花子さんは︑その

七181果たは︑日本武皇子と仰せられますやうに
七183 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といひ終って︑たける
七186からのち︑日本武尊と申しあげることにな

てから︑火をつけるといったやり方では︑

七104 ︒先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

したね︒まてがひといふ貝ですよ︒持つ
七102囹

まって來ました︒今となっては︑破壊筒を
た破壊筒をしっかりとかかへ︑鐵條妬めが

七203ちにするほかはないと思ひました︒そこで

するが
に力を入れて︑進めとばかり︑あとから押

五メートルで鐵旋網といふ時︑頼みにする
︑三人︑四人︑五人と︑次々に倒れて行き

ました︒﹁パチン︒﹂と音がして︑まるい玉

た︒﹁さあ︑のう︒﹂と︑一人がおんどを取

16953967371818117274372
133

＿二＿

六鵬9 ︒もう許してやらうと思って︑また本堂へ

122

123

ノ、
133

一昌＿

六脳2 ︑さびしかったらうと思って︑急いで行っ

六M5 ては︑かはいさうだと思って︑和尚さんは
六区6 は︑﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑ふし
りながら︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒雪舟は

ものすごい大砲の音とともに︑あたりの土
わっか五十メートルといふ地鮎です︒今︑

陣地には︑ぎっしりと︑昏蒙網が張りめぐ
︑突撃の道を作らうといふのです︒しかも
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前一面に︑もうもうと︑煙幕を張りました

時間は︑あと三十分といふせっぱつまった
︒工兵は︑今か今かと︑命令のくだるのを
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六価4園 ︑おまへが上手だとは︑今まで知らなか

六備6
六備3
六備7
六帽2
六帯4
六柵5
六糀7
六柵8
六佃2
六佃7
六冊9
六㎜5
六㎜6
六伽1
六梱5
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色にかがやき渡ったといふことです︒七
七576のことがあるものかと︑賊が城の門まで攻
晩︑﹁くく︑くく︒﹂と︑蛙の鳴く聲がしま 七581やして︑苦しめようとはかった︒まつ︑谷
黒い牛が︑ゆっくりと引いて行くからすき 七594て︑これをよけようとして︑賊のさわぐと
︑田に水がなみなみと張られます︒今度は 七597うらう攻めにしようとして︑賊は︑攻め寄
蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にぎやかに聞え郡
七601た︒賊は︑﹁︿略﹀︒﹂と押し寄せた︒城兵は
には︑もうひたひたと︑水がたたへられて 七606も攻め落してしまへといふので︑賊は︑大
も自分たちの世界だといふやうに︑さわぎ 七609 の上を賊はわれ先にと渡った︒今度こそは
っぽいです︒静かだといふみなかの夜も︑
七616逃げして︑初め百萬といった賊も︑しまひ
やまと
と つがは
七621兵をお集めにならうとして︑大和の十津川
ひこしらうよしてる
七628に︑村上彦四郎義光といふ人がみた︒この

七375

七371

七367

追はれて︑逃げようとするまもなく︑かた

行った時︑﹁ゴi︒﹂と恐しい音がして︑則

三年生であった徳坤といふ少年は︑けさも
七395

山388

七574

するだいじな儀式だと︑お話なさいました

を園んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附

七419 供へものをいろくと︑白木の机の上に運 七662園﹁どのくらみあると思ふ︒﹂勇﹁さあ︑十
七431 ました︒うがちぞめといふのは︑鍬で土を
七
6
6
4
囹
十三メートルないと思ふ︒﹂勇﹁春枝さん
七4310 ︑ほんたうに美しいと思ひました︒山田先 七674囹
んは︑どのくらみと思ひますか︒﹂花子﹁
七445 田先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒私た
七675園
一メートルはあると思ひます︒﹂春枝﹁あ
七453 から京都へのぼらうとして︑船に乗った︒
七686んは︑あちらこちらと歩きながら考へる︒
七455 用量の船に近づいたと思ふと︑恐しい海賊 七688囹ぼくのせいの高さと同じ長さになる時が
七456い海賊が︑どやどやと乗り移って來て︑用 七714囹んで︑ぼくのせいと同じ長さになります
七459 つた︒とても助らぬと畳悟をきめた︒ただ 七718囹
長さが同じになるといふわけだらう︒﹂
七462 吹いてから死にたいと思った︒それで︑海 七727囹くが﹃ようし︒﹄といったら︑國旗掲揚
七466園んなこともあったと︑世の中に傳へても 七735さんは︑﹁ようし︒﹂と叫ぶ︒勇さんはしる
七468 向かって︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笛を取り出 七737 ル︑三メートル︒﹂と聲を出して敷へる︒
七4610 合はせて︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒これが︑名 七742 トルの高さかな︒﹂といって︑國旗掲揚皇
じりじりと︑照りつける太陽︒
七471 つた︒これが︑名人といはれた自分の最後 七744團
七471 た自分の最後の曲だと思って︑月光は︑静 七755圃てるる︒くろぐうと︑茂った夏草︒木立
かうぺ
七517 神戸の港をたつのだと考へてください︒み 七761圃てる︒びっしょりと︑軍服を汗ににじま
七522 でるます︒みなさんといつしょに︑あとか 七783團 ︑二︑三︑四︒﹂と︑掛聲勇ましく燈操
七542 ︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といっておあげなさい
七784国が︑その時は︑何ともいへないよい氣持
七569 は︑どこへ行きたいと思ひますか︒十二
七794茸つたり︑﹁︿略﹀︒﹂と︑小銃や機二極を餌
山795團
薬に︑﹁わあっ︒﹂と大事をあげて︑はげ

七404

七393

いところへ行くのだと感じたのかも知れま

るた父に︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒これつ

くなって︑ぱっちりと目をあけました︒さ

どうなるであらうかと︑先生は︑二型がか

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生もはげますや

びました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑徳坤はいひました

坤が重いけがをしたと聞かれて︑代りあっ

は激語を使ふものだと︑學校で教へられて
︑學校には︑何百人といふけが人が運ばれ

りの家も︑ぐらぐらと動きました︒﹁地震

とくこん

この御里を︑草薙劒と申しあげることにな

︑向かふへ向かふへと︑もえ移って行きま

七363

七6310は大聲に︑﹁︿略﹀︒﹂とつめ寄った︒荘司は

七361

山406

した︒﹁氣をつけ︒﹂と︑山田先生が號令を

七6410と怒った︒﹁︿略﹀︒﹂と叫んで︑御旗をうば

七649園けがしたてまつるとは︒﹂と叫んで︑御

v尊は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑野原

七413

長先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒神主

て來ます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑尊はしばらく考へ

ました︒﹁地震だ︒﹂と︑少年は思ひました
ねんど
れて來ました︒土筆といふのは︑粘土を固

七415

〉。

いながら︑はっきりと歌はつづいて行きま

校長先生が︑地鎭祭といふのは︑新しく家

はないで︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒少年の

七417それから︑﹁オー︒﹂と聲を高くあげて︑神

21096110842849766717468

七294図韻囹した︒いはほとなりてこけのむ
七311圃争うてばこうこうと︑心の底までひびき
七322の皇后を︑光明皇后と申しあげます︒その
七326になった︑せやく院といふ病院が立ってる
七331園くなりはしないかと心配しましたが︑毎
七333ゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにいふ
七338りました︒﹁︿略﹀︒﹂と涙をこぼして︑あり
七343でも︑きっとなほるといふうはさが︑いつ
七349園人のせわをなさるといふことだが︑ほん
七352園をしていただくのと︑同じことではない
七354囹人のせわをなさるといふ大願を︑お立て

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
29 27 2了 2了 2了 26 26 26 26 25 25 24 24 24 24 23 23 22 22 21 20

七808團

長潮は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑人員の報告をされ

たちは︑﹁︿略﹀︒﹂といふ心持で︑天略﹀

かつて︑﹁番號︒﹂といはれます︒ぼくた

七811團
心持で︑﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で︑次々

七8010團

七811國

七819團時には︑﹁︿略﹀︒﹂と︑消燈ラッパが鳴り

七828蒙りますから︑いざといふ場合には︑暗が
七8210團︑みんなすやすやと眠ってみると︑夜中
七832團夜中に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑急に命令がくだる

七874 蝉の子は︑今日こそと穴から地上へはひ出
七877 にのぼって︑安心だと思ふと︑前足のつめ
七878 のつめで︑しっかりとそれにしがみつきま
七887 ︑やがて起き直ったと思ふと︑からだは完
七899 活にくらべて︑なんといふ短い地上の命で

七898 きてゐます︒満六年といふ長い地下生活に
七8910 この六年でさへ長いと思はれるのに︑外傑
﹁︿略﹀︒﹂といって︑本田くんと

出901 ぐつてみる蝉があるといふことです︒十八
七904
うでした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑本田くんがいひま

七904 といって︑本田くんといつしょに︑肩を並
七914

七915 行きました︒とばうと思って下を見ると︑

七917 の太陽が︑かんかんと照ってゐます︒青い
七921

やうです︒﹁︿略﹀︒﹂と︑本田くんがいひま

ごそかに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒ひきつづき

をつけた︒﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に欲し

た元帥は︑家の人々といっしよに庭へ出た

七価6 て︑日本へ錦りたいと思ひました︒もし鯖

七会2 本人の頭の上にあるといふことが︑どれほ

七号6 れて︑武器を返さうといひません︒かうい

七型6

ノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂としらばくれて︑武器

元帥は︑赤坂離宮へと急いだ︒當時︑大正

七．⁝⁝7

七備8 ︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒包

︑むしろオランダ人と戦って︑死んだ方が

家の人に︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒お寓眞は︑

七三3園

き渡しを願ひたいと思ひます︒﹂ノイツ

は︑日本へ蹄らうと思ひますから︑ぜひ

丁柵9 彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノイツ
七輪6囹

へました︒天略﹀︒﹂と︑彌兵衛は︑少しつ

うしても許さないといはれるなら︑今日

ノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いつものやうにわ

氣な顔で︑天工﹀︒﹂と吐き出すやうにいつ

七型2

七帽5

たあとで︑天略﹀︒﹂とつけ加へました︒廻

ったい︑何をしょうとするのかと思ふと︑

七福1

七撫3囹

七佃3

ました︒﹁ようし︒﹂と叫ぶが早いか︑すぼ

あったものではないと思ひました︒﹁よう

一センチ︑ニセンチと︑見るまに延びて︑

れながら︑ふはふはと空中にただよってみ

なりました︒何十本目も知れない細い︑白

七佃7

国佃5
には︑何かとろとろと︑とけた物が動いて
︑煙突が︑くっきりと夕空に浮き出してみ

︑撃つな︒撃つなといへ︒﹂目を白黒さ

大きさだけは︑親心と同じですが︑まだ口

七梱6 ﹁ヤヒヨーエドノ﹂といふ名が︑そののち

七拗4囹

ん︒これから行かうとする遠い國のことを

けたまま︑天馬﹀︒﹂といって︑きっとあた
す︒日は︑ぐんぐんと落ちて行きます︒一

八67
まだどこの國のものともきまってゐません

八89

八86

い災難に︑あはないともかぎりません︒昭

やまで行くのがあるといふことです︒燕は

て︑はなしたものだといふことがわかりま

八77 す︒十月には︑心々と去って行きます︒十

七梱5 を引きつれて︑堂々と肇湾の港を出航しま

七言3 のち︑彌兵衛を船長とする二さうの日本船
一センチ︑ニセンチと刻んで行くやうに︑
︑動くのがはっきりと見えます︒もう︑圓
くし
圓は︑しだいに半圓となりました︒櫛ほど

八74
した︒今日︑高砂族といってみる島の人が
︑南支那から直る船と貿易をしたり︑そこ

八96

たかさご

のころ︑ひょっこりと塁湾へ現れたのが︑

八109 で︑何回にも送ったといふことです︒昔か

八115

八112

い燕も︑かなり多いといふことです︒日本

じ巣へもどって來るといふのです︒近年に

同じ家に蹄って來るといはれてゐます︒つ
ノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と彌兵衛を責めます︒

︑けんくわをしょうといふのではありませ

責めます︒ズ略﹀︒﹂と︑彌兵衛は答へまし

八1010

八106 ました︒何しろ十萬といふ敷ですから︑こ
たげるために︑一割といふ高い關税を彿ふ
︑なにもオランダ人と︑けんくわをしよう

七鵬3圏 碍子が︑くっきりと白い︒どこまでも

がいし

たあとの空は︑なんといふ美しさでせう︒

七伽3

れがすぐわかるものとみえて︑しきりにこ

をしょうとするのかと思ふと︑私は︑急に

らなければならないといふのが︑元帥の心
︑じっとして動かうともしません︒これか

つとめた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑人々がすすめても
︑元帥は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑聞き入れな

64199855109844329766426
21065310265

七918 ︒青い波はきらくと光って︑目が痛いや

てるます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑山本くんがいった

七924 ひました︒﹁よし︒﹂といって︑ちよつと下
七9210

七933 ました︒﹁えいつ︒﹂といひながら︑思ひき

︑二人は︑﹁︿略V︒﹂とほめてくれました︒

ゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑二人は

七935 りました︒﹁あっ︒﹂と思ったその時︑空と
七9310
七942

七973 あった︒﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地

七979 あれよ︑あれよ︒﹂といふばかり︒まして

炉973 ︑ものすごい地響きとともに︑東京の何十
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八119ん︒日本に春が來ると思へば︑もう矢もた
八121てるるでせう︒青々と植ゑつけられた夏の
八127園きっと﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒わ
八127園の家へ︑いそいそと三って來た燕を迎へ
恐る恐る︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒これを

び出して︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒萬壽は

︑また親の名は何と申す︒はうびは︑望

物の人々が︑何千人ともなく集りました︒
︒ 一番︑二番︑三番と︑十二番の舞がめで

頼朝は一目見た上でと︑萬壽を呼び出しま

八525

八523

八521

八513

八508

して來る︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれた︒

翼をなでてみた︒何ともいへない︑かはい

︑先生は︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒それで︑

ふと︑﹁早いなあ︒﹂といふ者もみた︒する

だれかが︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁早いなあ︒

にのせて︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒三

八印4でひごを︑こしぐとしごきながら︑熱く

ねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒これを

女が來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒わけを

世の人ではないのかと︑力を落してゐまし

さをする者はないかと︑氣をつけてゐまし

たので︑萬壽︑萬壽と︑人々にかはいがら

二人でお仕へしたいと願ひ出ました︒かげ

殿へあがって︑うばと二人でお仕へしたい

命をお助けくださいと祈り︑それから頼朝

しまひました︒唐糸といふのは︑この女の

八583

八578

八571

八566

八566

八562

八561

八557

八554

八542

來ました︒﹁︿略﹀︒﹂といたはりながら︑在

八5710

︑隊長が︑﹁︿略﹀︒﹂と號令を掛けました︒

て︑また︑ごうごうとすさまじい音をたて

づめの音がして來たと思ふと︑騎兵の一隊

ばかばかばかと︑馬のひづめの音が

ダーに︑﹁日本號﹂といふ名をつけること

みんなが︑﹁萬歳︒﹂と大きな聲で叫んだ︒

て︑上へ向かったかと思ふと︑横へ傾いて

んなが︑﹁わあっ︒﹂といって︑慮援をする

けの上で︑﹁集れ︒﹂といはれたので︑私た

びつけた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑思はずそれを持ち

も尾翼も︑しっかりと結びつけた︒﹁︿略﹀

があって︑又略﹀︒﹂と︑木曾の家に傳はつ

朝が義仲を攻めようとするのをさとって︑

八5210

八527

る日︑今日はお花見といふので︑御殿は人

も︒﹂﹁これにも︒﹂と出されるので︑私た

八5010

はゆだんができないといふので︑石のらう

ますと︑﹁だれか︒﹂と︑らうの中から申し

八586

た時︑私たちは︑何ともいへない感じがし

八638

も︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂と叫びながら行きまし

が︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂と︑ちやうちんをあげ

八634 ︑つかれないやうにと︑焼いたするめや氷

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれたの

八473してみる︒﹁︿略﹀︒﹂といはれたのには︑お

︑私の家にもとまるといふので︑急いで學

あがって︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる兵隊さん

の行ってみたころとは︑すっかり愛つた

感心して︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒明くる

八6210園

八651 守備隊へ知らせようとしたが︑電信も電話

八632

んは︑やれうれしやとばかり︑私たちの前

八474あんなのを作るのかと思ったら︑なほうれ

八639

おうゑん

のち︑萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりを

八615

八4710
そんなにむつかしいとは思はれないが︑先

八663 た︒寒い夕空をものともせず︑南東をさし

八624

八482 ︑正確に作りあげるといふ注意が︑大切だ

八673 けた︒つかまへようとして手をさしのべる

八6110

八235国のかんばんだらうと思って︑そばで遊ん
八238国
ますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑日本語ではっきり
八239團た︒朝夕ひえびえとして︑空がほんたう
八243国
ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑一年の時に︑みな
八244團んだ歌のとほりだと︑つくづく思ひまし
八247團︑今は︑南へ南へと飛んでゐます︒日本
八248国のです︒ズ略﹀︒﹂といふことを︑昔から
八251團げしい戦があったとは︑どうしても思は
八264圃かぎり︑くっきりと︑堂々と︑帝國の艦
てい
八264團くっきりと︑堂々と︑帝國の艦艇︑おお
せき
八268圏敷十隻︑さんさんと秋の日をあび︑今日

八483いふ注意が︑大切だといはれた︒﹁︿略﹀︒﹂
八488いはれた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれた︒

こ︑ちぢちぢと︑鳥の聲︒見あぐれ

八286圏御召艦ははるばると︑艦列をぬって進む
八293図︑都へ攻めのぼると聞きて︑平家は︑あ

八499髄に鼻木をしっかりと結びつけた︒結ぶ糸

とに︑かさこそと鳴る落葉︒たたず

八298図つかに三町ばかりとなれり︒夜に入りて
八344図だるさま︑人わざとも思はれず︒くだる

八2210国
めいにおぼえようとしてゐます︒たとへ

八138 たちが︑﹁ばせう﹂といってみるものに︑
八143取ってたべるのだなと思ふかも知れません
八146てられた木に生るのと同じことです︒梨畠
八糾9 ナナにしても︑それと同じことなのです︒
八158ると︑何業メートルといふ高い山の斜面が
八給4 實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで
八173て︑花が次から次へと︑二段かに咲いて行
八179て︑それにぎっしりと︑みなさんのたべる
八182や︑東京へ通ふ汽船といふ汽船は︑いつも
八186を吸って︑すくくと育つた垂湾のバナナ
ま
八204團
一︑ 前から︑日本と深いつながりがあっ

した︒親子は︑うばといつしょに︑喜び勇

33691541072976547619529984
賭。のまるね女世、た二密命。は、嘲恐び囹・物頼

八353みる無毒がよからうと︑申し出た者があり
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八702圃 た︒さやさやさやと鳴る風に︑水は底
なすのよいち

八708圃 り︑ひたひたひたと︑川の波︑あし間の
で︑﹁那須鯨一と申す者あり︒空飛ぶ

み出で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へたれば︑﹁それ

八721図幽
八724図

八732図 ことは︑むつかしと見えたり︒鯨一︑目
を閉ぢ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし神に祈りて

八7310図 度三度︑ひらくとまはりて︑さっと海

八735図

八756図 掛け︑引き倒さんとす︒源氏の者ども︑

八753図 ︑かき寄せ取らんとすれば︑敵は︑船中

のぼる︒﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑義纏笑ひて

八7510図者ども︑﹁︿略﹀︒﹂と口々にいふ︒されど
八765︹図

しっかりのぼれ︒﹂と叫ばれた︒この聲に

田先生が︑﹁︿略V︒﹂と大きな聲を掛けられ

へ集った︒﹁︿略﹀︒﹂と︑野田先生が先頭に

聞きて︑﹁︿略V︒﹂と︑皆感じあへり︒十

笑ひて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒源氏の者ども

八768馬弓 が義纒の弓なりと︑あざけらるるは︑
八769図

八783

八7610図

八794

八792

八η8 ︑﹁やあ︑兎︑兎︒﹂と大聲に叫んだ︒見る

八808

︒﹁︿略﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ み ん な が い ふ と ︑

八801 であった︒天使﹀︒﹂と︑野田先生が杖でさ
がいふと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑石井先生が︑後の

田先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒ぼくたち

︑ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると︑野

八8010
八813
八815

八827 とも︑まだ上へ上へとのぼって行かれたが

してみる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

八834 られると︑もうもうと雪煙が立つ︒雪煙が

八829 さあ︑おりるよ︒﹂といふ合圖をされた︒
八8310

八842 とばれる姿は︑なんといふ勇ましさであら
だ︒﹁えいつ︒﹂掛聲といっしよに︑先生の

んで行く︒﹁萬歳︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

八8410

68110510849521101844334281987191861

にしげし︒今はとボートに

移れる中

深き︑軍神廣瀬とその名残れど︒十

ろでした︒ガリレオといふ蒼生が︑この町

つでもお役にたつぞと︑どっかり身がまへ

っかりできあがったとはいへません︒この

の中には︑きらくと鏡のやうにかがやい

一センチ︑ニセンチと︑固い砲身に穴があ

身の中へ︑ぐいぐいとくひ入って行きます

心をきたへて行くのと︑同じことなのです

ほの中を︑下へ下へと沈んで行きます︒こ

にかかります︒黒々と光ってみた油の表面

たとたん︑するすると下の方へおりて來て

へ出て來ます︒おやと思ってみる間に︑動

れたまま︑そろそろと外へ出て虹ます︒お

が︑ごとん︑ごとんと地響きをたてながら
︑長くしたりするのと同じやうに︑大きな

その鐵を︑大砲の形とは似ても似つかない

今日のやうな大都市となったのは︑まこと
︑尊いいはれがあるといはなければなりま

達し︑また︑煙の都と呼ばれて︑今日のや

が︑川や堀に︑何千といふ船が通ってみる

また︑日本最初の寺といはれる四天王寺な

白い姿を︑くっきりと大空に現してゐます

ル︑横十一メートルといふすばらしく大き

橋を渡って︑中之島といふところへ來ます

なかのしま

騨から南へ︑御堂筋といふ大通を進むと︑

阪には︑大小千里百といふ橋があります︒

で︑大阪は︑水の都ともいはれてみるので

川水は︑市内の何十といふ堀から堀へ通じ

ず︑大阪は︑煙の都とさへいはれ︑大小一

でも︑空がどんよりとくもったやうに見え

へ。つつの一身胴靴，，へれ、がそ、今達がま自ル騨阪で川ずで醐
へました︒﹁おや︒﹂と思ひながら︑そこに
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八852

んだ︒﹁野田先生︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

八854 ︑先生は︑地上の人となられた︒お書にな

八853

10了

やはり脈は二つ打つといふぐあひでした︒

えさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑一りんざし

あがった︒﹁︿略﹀︒﹂とねえさんがいった︒

ってから︑ズ略﹀︒﹂と︑一郎さんは︑はう

といふと︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑目をこ

を出した︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂と

くと︑﹁ねむいな︒﹂と大きな聲を出した︒

部屋の中が︑いつもとは違ってみるやうに

えさんが︑﹁︿略V︒﹂といったので︑私は︑

いさんは︑﹁︿略V︒﹂と︑いったので︑二人

てるます︒只略﹀︒﹂と︑ぼくがいふと︑に

妙なもので︑あの頭といってみる部分が實
︒﹁たかあしがに﹂といふ︑大きなかにが

によると︑﹁たこ﹂といふものは妙なもの

たやうすです︒それと似て︑少し攣ったの
︑ぎょうりきようりと目だまを動かしなが

です︒輕快な職闘機といったやうすです︒

せんとう

な屋の店先で見るのとは︑まるでちがった

ほんたうにきれいだと思ひました︒﹁あぢ﹂

には︑目もくれないといったふうです︒光

あるのが︑いういうと泳いで︑ほかの魚な

なんといっても堂々としてゐます︒五六十

た︒﹁鯛﹂は︑なんといっても堂々として

二千匹はみるだらうと︑にいさんがいひま

がります︒﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひま

うにして︑すいくと浮きあがります︒﹁︿

ひますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひま

は思はず︑ズ略﹀︒﹂といひますと︑﹁︿略﹀

黄や︑みどりの︑何ともいへないほど美し

にいさんといつしょに︑水族館

ランダのホイヘンスといふ人が︑今までに

うなことを︑何べんとなくやってみました

392975971989841109521101031065282653
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八榴6

八旧1

しやると︑﹁︿略﹀︒﹂とおほめになった︒そ

うさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃると︑﹁︿四

郎さんが︑﹁︿略V︒﹂といったので︑おかあ

九191團

九142
青々と大空をおほふ檜の大 九304 ︑巡査は︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒母は︑き
九167時のやうに︑左右左と三たび︑御神木の根 九304す︒母は︑きっぱりと︑﹁︿略﹀︒﹂といひま
九306 つぽりと︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀
ぞいて︑﹁おや︒﹂と思はず顔をなでまは

略﹀︒﹂インド人の子と聞くと︑インド人の
九3010

に立って︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑綴り方を讃

天を指してすくくと生ひ立つ幹は長く︑

八榴8

九313 ︑﹁さあ︑行かう︒﹂とせきたてました︒﹁︿
九192国⁝囹 も︑おとうさんとは氣がつくまい︒﹂
九194團 はした︒﹁︿略﹀︒﹂と思はれるほど日にや
九321園あさんは︑あの人といっしよに行かなけ
九194團 な顔に︑ぼうぼうとひげが延びてみる︒
九328囹振って︑萬歳萬歳といって迎へるのです
九198團 る︒しゃりしゃりと︑かみそりの音が氣 九351した︒兵隊さんたちともみんな︑仲よしに
九1910團 これで南洋の住民と見まちがへられる心 九353りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑兵隊さんが肩をた
九206国 現れて︑﹁︿略﹀︒﹂とはげましてくれた︒
九355園ません︒兵隊さんといつしょに仕事をす
九211團 つも︑おまへたちといっしよに︑戦孚を 九357たたくと︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒﹁︿略﹀︒﹂
九212團 雫をしてみるのだと思ってみる︒ひげを 九357 いひます︒﹁︿略﹀︒﹂と教へても︑﹁いや︑
九215国 らなかったものだと思ひながら︑もう一 九358 いや︑孝行です︒﹂といって︑なかなか聞
九361図魍われ御軍の一人となりぬ
九218團 すると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑そばにるた戦友が
九222国囹 ぼくは中下生かと思った︒えらい子だ 九363図圏
母の國よさらばと手を振ればまなぶた
九372図魍もなしはるばるとかすみ水牛あゆむ
九223国
︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑心から感心して︑
白々とあんずの花の咲き出
九2210團 大雨だ︒スコールといって︑こんな大雨 九376図圏
年も春の日ざしとなりぬ
九234國 んな植物のみどりといふみどりがすつか 九376図圃
九238国 まへにもぜひ一つと思ふのだが︑これば 九382たちが︑ うれしいなと感じたり︑えらいな
くに
九241團國のもののふは︑と︑一人の戦友が突然 九382感じたり︑ えらいなと感心したり︑何かす
九246国 とにつくすまで︒と歌ふ︒おとうさんは 九385ちに早く知らせたいと思ひます︒そんな時
くん︑おとうさんといつしょに山のぼり
九256国 日本語が習ひたいといって︑おとうさん 九393園
九257團 ころへ︑毎日何人となくやって來る︒お 九395 ﹂﹁︿略﹀︒﹂三略﹀︒﹂といって︑自分の氣持
九258團 とつぎなのだIlといふことを︑しみじ九422す︒よく︑﹁︿略﹀︒﹂といふ人がありますが
九423です︒わかってみると思ったことでも︑話
九439して︑文字で書くのと同じやうな心がけを

九174

八悩3

九444心させません︒これと反心に︑りっぱな心

八二3ぼくのおかあさん﹂といふのであった︒私

ら︑﹁萬歳︒萬歳︒﹂といってみるのが︑兵

九456ある︒ばさつばさっと︑波が足もとで畏く

になって︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった︒最後

あさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とにこにこなさった︒

しあげた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにおつ

又略﹀︒﹂と︑あなたがたは思ふ

うさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おかあさんにおつ

八浜2

八伽10

もたちは︑﹁︿略﹀︒﹂といふ氣持で︑スケー

ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と申したまひて︑すが

九83図上三野︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひたまひて︑尊に

九72雪曇 かにして︑天地ときはみはあらず︑

あめつち

九53図圃あれば︑日の本とほめたたへたり︒

八口4 さぎは︑巣を作らうとして︑あちらこちら

す

八面1 の野山に卵を生まうとして︑さかんに空を

八髄9 かうして︑一日一日と︑のどかな春になつ

八鵬8 ︑大きな夕日が赤々とはいって行きます︒

八鵬6 その大きなこと︑何といったらいいでせう

八田10 窓が開かれます︒窓といふ窓が︑すっかり

八榴2 カや︑オンドルなどともお別れです︒どこ

八髄5 なりません︒蒙古風といふのは︑蒙古の奥

八梱8 ます︒スケート遊びと別れるのはいやです

八梱6

八梛3魍

八伽6

八悩10

ねえさんは︑﹁母﹂といふ唱歌を歌った︒

九277

ら︑﹁萬歳︒萬歳︒﹂といひました︒﹁︿略﹀

九462でて通る︒﹁ボi︒﹂と︑力強い汽笛が︑突

八時5

九284

ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑聞く兵隊さんもあ

た立って︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑おかあ

九286

︒さうして︑毎朝母といっしよに︑お窺眞

と︑日本には富士山といふりっぱなお山が

八悩8

九87図

九293

九291

ことを︑しみじみと感じる︒おまへたち

九96図 ︑﹁あづまはや︒﹂とのたまひぬ︒これよ
き そ
九96図 を肯く﹁あづま﹂といふとそ︒三 木曾
き そ
﹁あづま﹂といふとそ︒三 木曾の御料

九298

九259国

九126 らさかのぼって行くとする︒しばらくは︑

九97図

九468から︑﹁パンパン︒﹂と︑白い煙の輪を吐き
九474りの波が︑きらくと光りだす︒帆柱に旗
九131 きることがない︒何といふ森林のつらなり

九2910

︑母は日本人であるといふので︑敵の官憲 九477かけに︑二隻・三隻と績いて港へはいって

ゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑母はよくかういひ

九132 のつらなりであらうとおどろくころは︑ま

と一と
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う

まへて矢を抜かんとす︒景正︑すなはち

九751

り出した︒﹁︿略﹀︒﹂と氣がせく︒三十何年

九629図

九754 の調子で次も焼かうと思ふ︒失敗した時は

天井や壁をこっくとたたいてみた︒どこ

を見て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しければ︑暉尼︑

九763 これが病氣のもとだと︑源作ちいさんの心

九761 と見たとたん︑おやと思った︒木のやにが

九761 はない︒をかしいなと思って︑煙突へ通じ

︒羊飼︑﹁︿略﹀︒﹂と重ねていへば︑﹁︿略

ぜんに
の母を︑松下暉尼といへり︒時頼を招く

九654図

九663図

九658図

しに︑妻つくづくと聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と

蹄りて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとりごといひしに

空しく引き錦らんとす︒一豊もこの馬ほ

いへば︑﹁︿略﹀︒﹂といひけり︒馬そろへ

九807園

九804園

九801

九796

九794

九787

の馬は︑氣が荒いとかいはれるさうだが

まへが世話をするといふのか︒よからう

ましたが︑又略﹀︒﹂と許してくれました︒

さうに︑﹁をすさ︒﹂といひます︒﹁︿略﹀︒﹂

︑ぼくが︑﹁︿略V︒﹂とたつねますと︑父は

しながら︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒それを聞

をなすものぞ︑と若き人に見ならはせ

九669図

聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︑祖父も︑﹁︿略﹀︒﹂と教へてくれました︒

い時は︑いつでも青と遊んでみるやうでし
九856

でも︑﹁ほうほう︒﹂と聲を掛けて︑手のひ

に驚いてかけ出さうとするやうな時でも︑

ほんたうにうれしいと思ひました︒二歳ご

九857

九851 二歳ごまの市が始るといふので︑八月に北

九8410

九848 んのうちの子馬の青と︑大そう仲よしにな

九811

九671図

ふ︒﹁黄金十雨とこそいひつれ︒﹂﹁︿

ろきて︑天上﹀︒﹂と喜び︑またうらむ︒

む︒妻︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒一豊︑すなは

ち見て︑﹁︿略﹀︒﹂と問へば︑家臣答へて

がて馬そろへの日とはなれり︒いつれお
九694図

答へて︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒信長︑﹁︿略﹀

九867 近しほにかけた北斗といっしよにるるのも

九866 れば︑いよいよ北斗と別れなければなりま

︒信長︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし感じてやま 九864
ふもと

れか︑さらさらと はるかなる麓のわ
きり
に響き︑いつくともなく霧わきて︑守

九907

から︑航海の目當てとなってくれたのは︑

九904 のがこれで︑北極星といふ星です︒北極星

九903 す︒さっきさがさうとしたのがこれで︑北

九898 七つの星を北斗七星といひます︒北斗七星

九877 では︑ほとんど無敷と見えるこれらの星に

九871 人さんを乗せて堂々と歩くでせう︒その勇

青々と茂ったみどりの梢に 九868 ︑あといく日もないと思ふと︑ぼくは泣き

九729氣をしてみるなIIと︑
ちいさんは思った
九733た木から︑ めらめらとほのほが立ちのぼつ
九738僥く丸太がぎっしりとつめ込まれてみるの
九745 いらいらしてるるなと感じた︒どっかりと
九745と感じた︒どっかりと︑また︑かまの前に
九746すわって︑もくもくと立ちのぼる煙を見つ

宮724

九714図魍

九697図

九6810図

九688図

九6710口口凶

九669図

九657図書

九655図干しく張りかへんとは思へど︑すべて物 九778 の炭に焼いてみようと考へながら︑ちいさ

九649図

九641図

げて下より突かんとしければ︑愛弟︑お

九812 ︒子馬の名は︑北斗ときまりました︒一週

九631図

九672ロa凶幽

九843 出しましたが︑去年と違って︑ぼくが行く

九755 まく焼きたいものだと思ふ︒源作ちいさん

︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

ろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒景正︑﹁︿略﹀

にも求め得べしとは思はざりき︒﹂と

九633図

九678図國

九7510

九479めがけて︑ぎいぎいと櫓の音もすがすがし
九483りそふと︑﹁︿略﹀︒﹂と掛聲にぎやかに︑日
九485るやうな︑まるまると肥えたまぐろ︑細長
九495さつきまでぴちぴちとはねてみたやうな︑
九506 ︑木箱にぎっしり氷といっしよにつめて︑
九509見るからにきびくとして︑威勢がよい︒
九509よい︒﹁ブッブー︒﹂と︑けたたましい警笛
九513る︒太陽があかあかと四方の山々を照らし
九516魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑また
九519しながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒九軍
九533時鐘番兵がことことと後甲板に來て︑﹁絡
九533 纏員起し五分前︒﹂と︑當直下校に報告す
九536今日の天氣はどうかと空を眺めてみる︒や
九541がら︑﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり床の間
九546づけ︑雨戸をくるのと愛りはないが︑前帯
九679迂言

︒景正︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒爲次︑ことば

九5410って︑露天甲板洗ひとなる︒これは水兵潜

九6910図

九637図

九574めきながらしづしっとのぼって行くさまは
聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとりごとのやうに
九583図
つけて︑﹁︿略﹀︒﹂と心のうちに思へり︒
九584図
人は︑かくかくとのたまへり︒﹂とい
九587図國
を見て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑義家︑定め
九588図
九588図てしさいあるべしと思ひ︑匡房が車に乗
下房が車に乗らんとするところに進み寄
九589図

九711図圃

かなざは

九5810図︑義家は安房を師として學びけり︒義家
金澤の城を攻めんとする折︑たまく一
九591図
九592図雁︑刈田におりんとして︑にはかに列を
九604図 ︑殺さんもふびんと思ひて︑左右の耳の
九609蘭︒凶 ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑義家︑﹁︿略

ためつぐ

九612図︑義家︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒宗任︑すなは
かまくら
ごんごらうかげまさ
鎌倉の権五郎景正といふもの︑先祖より
九622図
九627図 ﹁手を負ひぬ︒﹂といひて︑のけざまに
みうら
九628図三浦の平太郎層次といふつはもの︑景正

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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端にして︑北斗七星とどうやら似た小さな

星を加へて︑大熊座といひますが︑それは

このやうに星が動くといふのも︑實はわれ

いて動いてみるのだといふことがわかりま

まり星は︑西へ西へと移って行くのです︒

九慨7園

九㎜1囹

たりなんかするのと似てゐますね︒﹂を

九柵10囹動の具合がどうかと︑しっかり確めてか

九欄8園

を案じる母親の心と愛りません︒﹂勇﹁敵

九相10囹

九柵1園

︒﹂をぢ﹁痛ましいと思ひます︒しかし︑

い︒初めに︑整備といふことについて︑

いてよく知りたいと思ってみたのです︒

九型3

九㎜10

九伽5

九伽9 で︑思はずよろよろとする︒たちまち狼介

九伽8 鹿介を投げつけようとした︒鹿介は︑それ

九伽5 介を力で仕とめようと思ったのである︒二

二等6

九桝5園

らを立ててくれたと︑手を合はせて拝み

みかたは﹁わあ︒﹂とはやしたてた︒狼介

の足もとにぐったりとしてみた︒﹁︿略﹀︒﹂

九㎜7 のぼった︒似島の世とはいへ︑京都では花

れらは︑鹿介を中心として︑主家の再興を

謡梱6 脱ぎ捨て︑尼子勝久と名のった︒時は來た

この小僧さんを主君と仰いだ︒﹁︿略﹀︒﹂小

九号10

りよう

騎討に︑飛び道具とはひけふ千尋︒﹂と︑

熊座に評して小熊座といひ︑小熊座と北斗
九槻9園

でせう︒﹂をぢ﹁何といっても︑時間通り

九皿10園

しく五十機七十機と︑頭上を堂々と臨戦

れを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑これも手早く矢を

包むやうにのろくと曲りくねって連なる
九佃3囹

機と︑頭上を堂々と出門して行く時です

九型8

十ばかりの星を龍座といひますが︑どちら
九総4囹

ぢ﹁飛行機の整備といっても︑いろく

座で︑俗にいかり星とも山形星ともいひま

九柵4園

おほぐま

いかり星とも山形星ともいひますが︑これ

目凹8園機はただの機械だとは思はれません︒何

九槻4 ・小早川隆景を副將として︑一場五千の精

九槻3 て來た︒早言を大気とし︑吉川元春・小早

巾網10囹

よ︒﹂正男﹁整備兵といふのは︑みんな地

くやってくれたなといひながら︑翼をな

︑しっかり頼むぞと願ったり︑ああ︑よ

九尊1 つれた︒しかし︑何といっても二倍以上の
はり
九二4 ︑毛利攻めの先がけとなった︒いち早く播

九麗4 萬五千の精兵が堂々と進軍して來た︒富田

こばや

九価2園

九M10園

きっかはもとはる

れない︒ぼく一人かと思って前の方を見る

九悩7 萬の大軍にひしひしと取り富まれた︒秀吉

こぼやかはたかかげ

てるもと

てるた奮臣が︑績々と勝久のところへ集つ

九嗣1囹分の魂は︑飛行機といっしよに空をかけ

から腰︑腰から腹へと︑海は一足ごとに深
︑白いかもめが海面とすれすれに飛んで黒

んで行く︒ゆっくりと︑自然に男憎で水を

九掴3園ぐり抜けたかしらと︑絶えず飛行機の身

聲である︒﹁︿略﹀︒﹂と話された先生のこと

は自分の飛行機だといふことがわかりま

ますので︑苦しいとは別に思ひませんが

九搦6 六年七月十七日︑秋とはいへ︑まだ烈しい

中貫10囹

九㎜3囹

九衙8 顔に︑今もいういうと流れてみるーー月ご

脈備4囹

れて︑間をつめようとしてもなかなか思ふ

九㎜6園たりした方がいいとは思はれませんか︒

九三1

かし︑﹁かささぎ﹂といふ日本語がわから

九㎜1 何を見てみるの︒﹂と︑後から聲を掛けた

に負けてはならないと︑ぼくは一かさ一け

手足に力を入れようとしたが︑力がはいら

九槻3寂然

九梱1園

日から山中鹿介幸盛と名のり︑心にかたく

しかった︒﹁︿略﹀︒﹂といって頭をさげた︒

らしい︒﹁鳥の巣︒﹂といったら︑すぐわか

をこめて︑潮の流れと職ふ氣持で泳いだ︒

がらうか︒﹁︿略﹀︒﹂と︑船の上から先生が

仰いでは︑﹁︿略﹀︒﹂と祈った︒一騎討

九㎜3

おしまひにしようと思ひますが︑終りに

見えた︒もう一息だと力を出した時︑ふし

九悩8

九悩1

︒敵方に︑品川大膳といふ荒武者がみた︒

九㎜4 ︒この子は新京へ母と認るところで︑マル

九㎜3

かはむらしんざ

ゑもん

九時9

ば鹿介を討ち取らうと思った︒ある日のこ

九㎜5

ださうだ︒﹁︿略﹀︒﹂と指さしたところに︑

るところで︑マルタといふ名ださうだ︒﹁︿

一度乗ってみたいと思ってみたこの汽車

に思はれる︒もう何といっても秋である︒

九価10

九㎜7

︒

したやうにざわざわと音をたてる︒背戸の

は︑尼子方の大志と見た︒鹿の角に三日

説を話してあげようといへば︑マルタはお
九桝1

九伽4園

九㎜10

話をお聞きしょうと思ひます︒當番にあ

あがった︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑弓をこ

も︑飛行機の整備といふことについてよ

たらぎおほかみのすけかつもり

だいぜん

しかのすけゆきもり

九鵬6 い日光が︑じりじりと照りつけてみる︒川

からだは︑すいくと前の方へ混く進んで
︑見えて來た︒青々とした木が︑鏡のやう

九伽2

は︑鹿介をよい相手とつけねらった︒名を

再起2 河村新左衛門であると知るや︑身をかはし

は︑もうたくさんだといひたくなる︒する

九価8

︒名を械木狼介勝盛と改め︑折もあらば鹿

幾山河愛馬と越えて月の秋

夜空に星がきらくとさえ︑銀河があざや

九櫛9

︒整備は好闘なりといふことを︑私たち

に﹁秋だ︑秋だ︒﹂と鳴きたてるやうに思

九価5園 一時でもその領主となったのは︑まった
かふぺ
九鵬2 わざと捕らはれの身となった︒甲部川の秋

︑先生が︑﹁︿略﹀︒﹂と注意される︒遠くに

く遠泳ができさうだと︑ぼくは喜んだ︒一

16521164216915439410763101076531673
，
霊園
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九㎜10 飯をたべながら︑母といっしよに聞きたい

九㎜11 いっしよに聞きたいといふ︒三人は食堂車
九百6園 れて︑むすこは船とともに沈んでしまつ
九脳8園

の上でなくなったといふ︒﹂

しんかう

十173図魍 ︒汝︑にっこりとして天蓋を押し開き
十174図魍
開き︑二王立ちとなって僚機に別れを
十189図圃ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ

てんがい

＋1810図圏
汝に︑見せぼやと思ふ今日の浮魚ぞ︒

いつとはなしに信仰となって︑このやうな
︒見渡すかぎり離々として︑何一つ目には

る時には︑﹁︿略﹀︒﹂と祈り︑またその錦り

十193図圃ば︑大君の御楯と起ちて︑たくましく

みたて

またもとのひっそりとした大草原にたちも

錦りには︑﹁︿略﹀︒﹂と感謝の祈りをささげ

十205

軍略﹀︒﹂とつぶやきながら︑五

十202図囲りて︑すやすやと眠りしごとく︒四

し︑

波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海

豆が︑かさかさと音をたてる︒どの家

非常に大きなものだといふことが考へられ

て見える︒ズ略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので

それは肉眼で見るのとすっかり感じが違つ
︑﹁きれいだらう︒﹂と︑あひっちを打つや

野に︑月がくっきりと浮き出して見える︒

つてみた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑正男くんにいはれ

つてみる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがにいさんに

る︒

ぽこん︑ぽこんといふ音が通って行く
︑孫を寝つかせようとして話をしてみる︒

ンドルをたきだしたと見えて︑ 紫色の煙が

く︒

しの葉を︑ かさかさと秋風がゆする︒秋の

よって救はれたのだと氣がつくと︑ ただだ
︑書の月がうっすらと出て︑日は西へ傾き

に目の前にせまったと思ふと︑ 山がのしか

て来た︒ ﹁津波だ︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

火を消しにかからうとする︒ 五兵衛は︑大

き出した︒ 軍略﹀︒﹂と︑村の若い者は︑急

んである︒ ﹁︿略﹀︒﹂と︑五兵衛は︑いきな

られない︒ ﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込

れて來た︒ 京浜﹀︒﹂と︑五兵衛は思った︒

封に︑

られてしまった︒ 風とは反封に︑波が沖へ

長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うな

地震は︑ 別に激しいといふほどのものでは

48387679311043765166275576

九脳6囹 母は︑そんなこととはつゆ知らず︑風の

めてみる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑マルタがいふ︒十

がぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣よく話しなが

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
3了 3了 36 36 36 35 31 31 29 28 2了 27 26 25 25 24 23 22 22 21 21 21 20 20

九脳10ボーイに︑﹁︿略﹀︒﹂といひつけてるた︒北
九川1

十45図玉砂利︑さくさくと鳴りて︑参舞の人々
しんみき
十48図すき間もなき木立となりて︑神域いよい
十49図よいよ嚴かならんとす︒左折して更に大
十64聖意へに民やすかれといのるなるわがよを
十67図 をなほ祈るかな と︑神かけて祈らせた
しんれい
十67図 今とこしへに神霰としづまりまして︑御
＋710図校生徒の用ふる物と異なるところなし︒

38

九㎜2 兵隊さんがどやどやと乗った︒奉天はまこ
九川6

九㎜一 ルタも︑おかあさんといつしょにおりて十
九㎜9 ︑母に手紙を書かうと思って︑食堂車へ十

九烈4 かかげた︒するするとあがって行く日の十

九㎜5 朝だ︒窓がほのぼのと明かるくなった︒あ

十83図 におそれ多き極みといふべし︒奮御殿奮
十87図深きところ︒御殿とは申せど︑質素なる
かくうんてい
十91図茶屋ありて隔雲亭といふ︒ほのかに承れ
十92図 ・下草まで何くれと御仰せありて︑自然
むさしの
十94図啓あらせられたりとそ︒昔の武藏野の面

かいたくしや

九刎7 る︒﹁えい︑やあ︒﹂と︑力いつぽい掛聲を

やるぞ︑やるぞ︒﹂と何度も誓った︒次の

倉108

十104園くなったか︒軍人となって︑軍に出たの
十105青たのを男子の面目とも思はず︑そのあり
十116 てみたが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑その手紙を

九㎜3
九鯉9 だ︒ぼくは︑友だちと﹁しっかりやらう︒

九躍11 ろ狩をやった︒のろといふのは︑三曲に十

十123再製夕に︑いろくとやさしくお世話なし

日の威海衛攻撃とやらにも︑かくべつ

みかいゑい

十1110閥團

九㎜5

らを立て候やうとの心願に候︒母も人

んりよなくいへと︑しんせつに仰せく

うにするがよい︒﹂といひ聞かせた︒水兵

十1310園

十136園し︑今の戦孚は昔と違って︑一人で進ん

十131車田︑わが子にくしとはつゆ思ひ申さず︒

十1210二様

十126民団

日一日と暖くなって來た︒枯

九㎜10 が出て來た︒それつと︑みんなが走り出し

九平6

とで︑﹁おきな草﹂といふ草花であること

十147

友だちに︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂と

九踊10

て査定し︑にっこりと笑って立ち去った︒

てて君恩に報いよといってゐられるが︑

九㎜2 れん草の畠が︑青々としてみる︒ゑんどう

十149

といふと︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 答 へ る ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿

九珊12 たちの手で建てようといふので︑大工の仕

十164図魍

イヤー二十激機と︑空中戦はなぱなし

九㎜4 に歩いて行く︒オボといふのは︑地の神を

三豊7

九脳12

んなが︑﹁わあっ︒﹂と思はず聲をたてる︒

九㎜2 てっかまへてやらうと意氣ごんで行った︒

と思って﹁
︑︿略﹀︒﹂と︑ことばするどくし

九η9 しっかりやらう︒﹂といひながら︑手をに

にめめしいふるまひと思って又︑
略﹀︒﹂と

九湘10囹 な開拓者にしょうとして︑よい試練を十

と︑突然︑﹁︿略﹀︒﹂と︑をちの聲︒ぼくの

1109211

十102

九㎜11

九九九九九
219 219 219 218

九躍2 ちの肩に︑さらさらと降りかかる︒ぼくは

九㎜11 くの手は︑がっしりとにぎられてるた︒眞

222
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径が二百キロもあるといはれてゐます︒か
もちろん︑月は地球と違って︑とっくの早

おお︑それよ︒﹂とつぶやきて︑直ちに

んど生きがひがないと思ふでせう︒月は︑

さういふものがないとしたら︑ほとんど生

れが死の世界であると知っても︑やはり月

の青白い︑しみじみと親しめる光が︑われ

︑月から地球を見るとすると︑われわれが

空に突つ立ってるるとしたら︑どんなに恐
︑一つうらやましいと思ふのは︑月から見

が月の世界へ行ったとすると︑そのけしき

ひどい寒さであらうと思はれます︒まだお

も︑空費も水もないとすると︑地球上のや

う︒月には水がないといひましたが︑水ば

海といふより︑平原といった方がよいかも

ありませんから︑海といふより︑平原とい

るでせう︒あれは海といはれる部分ですが

天膿ですから︑火山といっても︑みんな早

15426851851054932194865107510765216
の︑樂しい朝飯だと思へば︑あたたかい

かめば︑さくさくと歯切れよく︑朝の氣

新づけの白菜︑何といふみつみつしさで

︑﹁あげようか︒﹂と︑投げてくれたをぢ

がれる︒かさこそと︑竹竿であの木の梢

つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧なる

がて名を柿右衛門と改めたり︒柿右衛門

やがて﹁おお︒﹂と力ある聲に叫びて︑

をらかまを開かんとすれば︑今しも朝日

軍書を︑ぐるぐとめぐり歩きぬ︒夜は

き木︑たき木︒﹂と叫びつつ︑手當りし

あざけり︑氣違ひとののしる︒されど︑

様を見て︑たはけとあざけり︑氣違ひと

はてはただぼう然として︑歎息するばか

圃圃圏圃黒鼠図図図図図図図図図
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が黒い︒からからと︑どこかで荷車の音

る水柱があがった︒と見るまに︑機は艦橋

る︒ざあっ︑ざあっと︑スコールのやうに
︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒一番

撃機の第一隊が敢然と現れた︒雷撃機隊は

れるやうに落下すると思ふと︑みごとに後
くわえん
する︒こげ茶色の煙とともに︑火焔がばつ

白な波が︑くっきりと目にしみる︒四

かういってみる︒死といふものが︑この時

令の目は︑ぎらぐと光ってみる︒﹁︿略﹀

ばりが明けて行かうとする基地で︑出撃の

全員整列︒ほんのりと夜のとばりが明けて

が來た︒今日こそはと︑だれの目にも︑固

んで來たのが︑蹄りとなると足が重い︒妙

飛ぶ︒いよいよ出軍といふ時は︑日没まで

一同︑思はず総立ちとなった︒﹁︿略﹀︒﹂の

と︑母も︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑目に涙をた

つてみた︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑母も︑﹁︿略

髄が︑一つの火の丸となって進む時である

しまった︒﹁︿略﹀︒﹂と仰せられてみる︒私

ル大日本帝國天皇﹂と仰せられる國がらの
︑もう何もいらないと思った︒さうして︑

も︑聞きもらすまいとした︒そのうちに︑

して︑日本は敢然と立ちあがったのです

横車を押し通さうとした米國︑及び英國

を知って︑﹁︿略﹀︒﹂と︑自分で自分を働ま

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といふ臨時の知らせを

海軍今曉遂に英米軍と戦闘状態に入る

において︑米墨軍と戦闘状態に入れり︒

は︑ラジオのいつもと違った聲を聞いた︒

︑私は︑さくさくと白菜をかむ︒九十

汁から︑ほかほかと︑立ちのぼる湯氣を

囹園
囹 圃警備
7396325943317741069310851171図86196
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つて自爆した︒それと同時に︑魚雷はウェ

を注いで︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒新聞紙は︑

である︒附近の家屋といふ家屋は︑雨湿の

うになった︒何千皇といふ自動織機が勢そ

い﹁世界一の織機﹂といふ光榮が︑かれの

報いられた︒何千本といふたて糸のうち︑

年の夢を實現しようといふのである︒そこ
︑再び外國製のものと腕比べをする日が來

ゆめ

貧しさは︑ひしひしと身にせまって磨る︒
︑佐吉は︑天略﹀︒﹂と︑新しい勇氣をふる
ゆめ
ら︑機械の力に移すといふ︑多年の夢を實

考へぬき︑これならといふ；塁の織機を作

國を見返してやらうと固く決心した︒それ

心するとともに︑何ともいへない肩身のせ

あらう︒次から次へと︑佐吉の考へは高ま

から左︑左から右へと往復するのであるが

せなければならないといふのである︒佐吉

つた︒人間の衣食住といふものは︑みんな

︒佐吉は︑ズ略﹀︒﹂と︑心の中で深く爾親

なかった︒﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉の

を落した︒﹁︿略﹀︒﹂といふ︑われわれの心

の太陽が︑きらくと光ってみた︒七

ほとんど停止したかと思はれた︒騙逐艦が
︑艦尾からするするとマライの海へのまれ

見る瞬間︑もくもくと黒煙を残しただけで

しゅんかん

に消えて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ感じに愛る︒直
し見
ゅる
んか
︒一つ大きくゆれたと
瞬ん
間︑もくもく

るたび︑﹁おのれ︒﹂と︑一時に怒りがこみ

まになる︒その自爆と同時に魚雷がレパル

だけのねばりがあると思はせる︒レパルス

ふしぎにもむくむくと起き直った︒さすが

傾いて︑あはや沈むと思ふとたん︑ふしぎ

7552319911083817398311095338627647

のあり︒﹁たぞ︒﹂と問へば︑﹁︿略﹀︒﹂と

十三8図問へば︑﹁︿略﹀︒﹂と答ふ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十鵬7図

︒畠山︑又略﹀︒﹂といふまま︑大串をつ

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と申す︒畠山︑﹁︿略﹀

ル將軍は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑うやうやし

十8610

十隅2図

ばくれう

十873 にうるほひにけり とよんだのは︑この時
十掴4図

直實は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ︑細道にかかり

なほざね

あふぎ

﹁木﹂は︑﹁ぼく﹂とも︑﹁もく﹂とも讃

う﹂﹁ぎやう﹂などと讃み︑﹁宮城﹂﹁神宮

く﹂とも︑﹁もく﹂とも讃みます︒また﹁

それの讃みならはしとなったのです︒﹁國﹂

﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂といったわが國のこと

﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂と︑いろくに重みま

かは﹂﹁ちぢはは﹂と︑音でも訓でも讃め

自然﹁生﹂の字の訓となったのです︒この

はに打ちあがらんとするところに︑熊谷

＋擢−〇

十㎜6園 ﹁︿略﹀︒﹂﹁こくそといふものですよ︒米
十伽4圓 ︒﹁これはさび漆といふものです︒さび

︒熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂と︑扇をあげてさし手

かに︒よき大喜とこそ見まみらせ候へ

量鵬3図

さへて首を取らんと︑かぶとをあふのけ

粗描1引臼凶

十塒9図國

十価4図

あげて︑﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒敵もみ

十884 將軍も︑敷草の幕僚とともに到着した︒乃
木馬軍が︑﹁︿略﹀︒﹂とあいさつすると︑ス

十悩9図

十892囹 開城に當って閣下と會臆することは︑喜
十894

十896圓 なり︑ここに閣下と親しくおあひするの
ル心事は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒一二の儀牛

十907

十鵬5図

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑主人は

十917囹 ましたね︒攣ったといふよりは︑すばら
十観5図

十鵬10図︒熊谷︑ズ略﹀︒﹂と申せば︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

どうやう

十榴8 ︑時計が時を刻むのと同じやうに︑目に見
十悩3園 ません︒乾かさうと思へば︑半日ぐらゐ

する仕方は︑中塗りと同様で︑ここでも同
＋悩−〇

︒熊谷︑はらはらと涙を流して︑﹁︿略﹀

十947園下にさしあげたいと思ひます︒お受けく 十佃6図國助けまみらせんと思へども︑みかたの

十936

十糎2図び得ず︒今はかうと思ひ定め︑太刀・長

十佃5図

纏は︑今日を最期とや思ひけん︑赤地の

していただきたいと思ひます︒﹂﹁承知し

十9610園

7526554941039

算棚5図

き武者を︑義纏かと目をかけてかけまは

は︑大京に組めとや︒﹂とて︑敵の早

を立て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑教纒︑﹁︿略

碧梧桐

へきごどう

赤い椿白い椿と落ちにけり

︑ 人々の心を見んとや弓ひけん︑﹁︿略﹀

十川10図

十棚8図乗り駈り︑あはやとばかり飛んでかかれ
れたるに︑ゆらりと飛び移る︒教経︑早

ひけん︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑畠山の次郎

いけずき

五百豪華ひしひしとくつわを並ぶ︒ここ

図図図図図図図図図図図図

十川3図國

十川2図

十十十十十十十十十十十十
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十985図圃

十976 を取った︒別れようとした時︑ステッセル

申せば︑﹁︿略﹀︒﹂とそいひける︒熊谷︑

あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑寄る

十麗5図圖源氏の方にわれと思はん者あらば︑教

＋鵬−〇

十伽3園 見でいただきたいと思ひます︒﹂さて︑
十念8 てできあがったのだといふことを︑よく考
十皿9図魍 こぞり心ひとつとふるひ立ついくさの
十㎜1 をゆするやうな音響とともに︑黒煙は天に
十柵1 鐵かぶとが︑沈むかと思ふとまた浮かぶ︒
十㎜3 たちが︑銃をはなせと聲をかぎりに叫び績
十梱9 センチ︑二十センチと進んで行く︒ぎらぎ
十梱9 んで行く︒ぎらぐと太陽の光を反射させ
十糊3 士が一人︑むっくりと起きあがって︑敵陣
十槻5 とどろくやうな爆音といっしよに︑砂煙が
十榴4 ︒一つ︑二つ︑三つと︑鐵條網の向かふ側
十柵8 ちは︑砂の底で︑砂といっしよに堅く銃身
十鵬9 しめた︒﹁ダーン︒﹂と音をたてて︑敵の砲
流して︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑﹁︿略﹀︒﹂と

校﹂の﹁國﹂﹁民﹂といふ漢字は︑﹁こく﹂

十佃9図

十麗7図

ま︑﹁こく﹂﹁みん﹂と讃むほかに︑﹁くに﹂

十価7 々の目をさますまいと︑氣をつけて静かに
十愉2 ど苦しいものでないと思ってゐましたが︑

十柵1図

なり︒人目には何とも見えざりけれど︑

十榊9

十網8

す︒﹁こく﹂﹁みん﹂といふ讃み方は︑漢字

こ︑﹁くに﹂﹁たみ﹂とも讃みます︒﹁こく﹂

十槻3

も愛養いたしたいと思ひます︒﹂﹁︿略﹀︒

佐々木︑下略﹀︒﹂といひければ︑梶原︑
︒梶原︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑佐々木

十二9

十塀9

十961囹

どもを︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑
いけずき
切り︑宇治川速しといへども︑生食とい

十価1

たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるものですが

で︑これを漢字の音といひます︒﹁くに﹂﹁

十966囹 も書いておきたいと思ひますが︑それに

といへども︑生食といふ日本一の馬に乗

十備2

の波に負けるものかと︑ともすればころが
︒よってはならないと︑絶えず思ひ績けて

兵士は︑﹁わあっ︒﹂とときの聲をあげ︑半

あげて︑﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒畠山︑

十年2

六曜5図

十研10図名のる︒﹁︿略﹀︒﹂といふ︒熊谷︑﹁︿略﹀

︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と名のる︒﹁︿略﹀︒﹂と

十922園 間にあれほど進むとは︑實にえらい︒さ

ル粛軍が︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑乃木將軍は

46531766

十926 の話が︑次から次へと商いた︒やがてステ

虻904

十898

115

115

115

116

116

116

116

れども︑畠山ものともせず︑水の底をく

をのべた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑乃木將軍はおだや

十931 を改めて︑軍略﹀︒﹂とていねいに悔みをの

木嬉々は︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ふ ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略

十十十十十十十十
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り︒打ちあがらんとするところに︑後よ
103

と一と
132

133
と一と

みないと︑つひ患者といっしよになって︑

宗治には︑向井治嘉といふ老臣があった︒

はるよし

十粥5
を以って︑﹁︿略﹀︒﹂といって來た︒宗治が

にすゑて︑﹁︿略﹀︒﹂といってほめそやした

つた︒花をつけようとした変が︑そのまま
しながら︑﹁︿略﹀︒﹂と思った︒張は︑子ど

︒﹁どこへ行かうといふのだ︒干ぼしに

十㎜8

十㎜10園

︒張は︑子どもたちと約束した物を︑ふと

へなければならないと思った︒宗治は︑城
命をも考へた︒自分と生死を共にするとい
十㎜11

十鋤9

ちみき

やう

を調べ始めた︒悪者といっても︑村の良民

やう

で本隊に報告しようと思って走って行くと

そん

これ以上實のれないといふほど︑ゆたかに

にするといってみるとはいへ︑この水で見

分と生死を共にするといってみるとはいへ

十節12

十㎜10

つれて︑攻めて來るといふ知らせがあった

いっても︑村の良民と違った着物を着てゐ

調査を︑打ち切らうといひ出した︒楊少年

けた︒追ひつけないと思った一人が︑いき
︑あの墓地にーー﹂と叫ぶやうにいった︒

は︑また何かいはうとして口を動かしてみ

さいいうき

十一43圃の間をぎっしりと張りつめてみた氷︑
十一47間んだ︒めりめりと氷が割れる︑砕ける

るが︑﹁があがあ︒﹂とさわいで行く︒花嫁

通を︑豚がぞろぞろと歩いて行く︒その鳴

ぶた

は︑それをつかまうとして追ひかける︒大

て來ると︑ころころところがり出す︒子ど

にたまる︒ふはふはとまるくなって︑風が

のわたが︑どこからともなくたくさん舞つ

らが層理へちらちらと降って來るのも︑こ

にぎははせる︒鳩笛といふのは︑鳩に笛を

︑いかにもさむざむとした氣持を起させる

一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂ときしみながら︑かん

な物音が響くが︑何といってもいちばん耳

つて迫る︒﹁︿略﹀︒﹂と歌ふ︒秋には︑なつ

あやつる︒ほのぼのとした影が揺れながら

三國志とか︑西遊記といった支那の昔物語

さんごくし

へるので︑﹁︿略﹀︒﹂といふやうに聞える︒

であらう︒﹁︿略﹀︒﹂と︑激しくたたいてお

︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑それぞれすぐわか

に當る︒﹁ボーン︒﹂と︑かはいらしい音を

︒すると︑どこからともなく女の人たちが

って來る︒﹁︿略﹀︒﹂と︑輕やかな︑はずむ

ると︑﹁ビューン︒﹂とあとを引くやうな響

で遊んでみる︒遊ぶといっても︑別におも

夏は夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを

のなつかしい思ひ出となる天地である︒冬

に通じてみる︒節劇といふのは︑小路のこ

て聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒それつ
こうち

して︑またすやすやと眠りだした︒まもな

9765431101107314219410947533118779
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十柵9
れてるた︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑涙ながらに

かに近づいて︑満満とたたへた水の上に︑

十欄7

十棚10

かはした︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑検使は︑酒

せめてものお慰みと思ひまして︒﹂とい

土掘6

十齪5囹

た︒何萬の敵をものともせず︑戦ひぬいた

いった︒子どもたちとの約束が︑果せると

＋㎜−〇

十㎜4 する時には︑さほどとも思はなかった一人
十㎜2 でも︑梯ひのけようとするやうにもがいて
十㎜7 て︑﹁おかあさん︒﹂と︑かすかな叫びが聞
十㎜8 でありませう︒それと同時に︑全身の暴力

との約束が︑果せると思っただけでも︑張

こけ

十川7

る︒張は︑しみじみと幸福にひたった︒二

て宗治は︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑立ちあ

十川7

萬六千キロにもなるといはれる︒更に︑中

守旧1

十㎜4

い︒北支那に愛路村といふ地域が設けられ

病室へ行かなければと思ひながら︑どんな

十㎜2

ここにある︒飯豊村といふのは︑交通路を

と僻世の歌を残して︑

十㎜7

をかつぎながら堂々と行進する︒かうした

松の苔にのこして

十㎜9

ばう者が︑現れないともかぎらないからで

十柵10

十㎜2

來た︒がけを曲らうとした時︑烈しい風が

十旧7

十㎜6

親は︑少年の身代りとなった︒楊といふ少

きました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが耳もとで

十閨5
十糊8
十側2
十欄9
十備6
十備8
十網8
十柵8
としてはみられないと思った︒軍勢には︑

十川7

身代りとなった︒楊といふ少年がみた︒あ

すと︑またへなへなと︑寝床に︑からだが

＋柵−〇

十川8

十㎜4

さきに︑羽柴秀吉と軍を交へるにあたり
十幽4
十幽6囹 して身を立てようと思ふ者があったら︑
十幽8 を集めて︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねたことがあつ
十衛1 いつれも︑﹁︿略﹀︒﹂と誓った︒隆景は喜ん
十衛3園 城を枕に討死せよといふお心と思ひます
十衛3囹 死せよといふお心と思ひます︒﹂と︑き
回想4 ︒宗治は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑きっぱりといった

十川9

それまでの間︑どうとでもして看護の手を

十衛4 略﹀︒﹂と︑きっぱりといった︒更に秀吉か
十衛6 になってくれないかとすすめられた時︑宗
十衛8 ︑宗治が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しかりつけるやう
十帽6 者が來て︑﹁︿略﹀︒﹂といふことであったが
十帽9

十川12

十躍3

して宗治らを救はうと思った︒安國寺の僧
の五箇國をゆづらうと申し出た︒秀吉は︑

は︑てっきりこれだと思った︒急いで報告

楊少年は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑止めなかつ

十蹴8

︒急いで報告しようと決心し︑いっさんに

十四4
を聞いて︑﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と 思 っ た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と

三姫8

て恵環に︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒宗治はこれ

と思った︒﹁︿略﹀︒﹂と宗治は答へた︒四
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三唱2
十柵8
十糊1
十柵3

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十一59圏 つて︑﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒
十一84

只々とした蒙彊の原野︑第

てるた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑中隊長が申しあげ
するしやう
︑王は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑水晶

殿下は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられ︑やさしく

十一78園 は︑おみやげにと思ひまして︑求めて

十一910

十一97

十一117
にも死にさうだと申してみるのでござ
てるた︒天略﹀︒﹂とおっしゃった祖母宮

なった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おつきの者にそれ

へい

もそも笠置の城と申すは︑山高くして
︑岩を切って堀とし︑石をたたへ
んい
で塀

静めて︑人ありとも見えざりければ︑

石をたたんで塀とせり︒たとへ防ぎ職

軍はや落ちたりと思ひて︑賊の寄せ手

かげには︑射手とおぼしき者ども︑弓

勢騎︑堀・がけともいはず︑かづらに

を見て︑進まんとするもかなはず︑引

なはず︑引かんとするもかなはずして
をはり

やまと

か

ち

濃・尾張の勢と見るはひが目か︒萬

の

向かひあらんと心得て︑大和鍛冶の

るは︑ズ略﹀︒﹂といふままに︑三人張

も︑城を攻めんといふ者なく︑ただ四

て︑横矢を射んとかまへたり︒されば
よし
たやすかるべしとは見えざりけり︒義

生を安んぜんとするにあり︒仰ぎ願

海上をはるばると伏し拝み︑祈りける

やう︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし祈念をこら

よへり︒ふしぎといふも類なし︒義貞

り︑横矢を射んとかまへたる敷千の兵

みゑちこかうづけ

え だ
見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下知しければ︑江田

井の面面を始めとして︑越後・上野・

わが國語には敬語といふものがあって︑

相手を﹁あなた﹂といふのが︑すでに敬

から︑それを相手とする時︑おとうさん

とを﹁わたくし﹂といふのが︑すでに謙

どうなさいます︒と敬っていふのである
しておいでです︒といふよりは︑父がよ

を謙遜していふのと同じく︑自分の身内

い目上の人のこととなると︑他人の前で

事をしてゐます︒といふのが︑相手に樹
﹁いらっしゃる﹂といふなども︑女らし
すれば三儀になると考へたりするのは︑

すれば敬語になると思ったり︑敬語を下
民は︑皇室を中心とし︑至誠の心を表す
としゅき

ることをならはしとしてみる︒さうして
ためとき

十一335図三敏行 秋來ぬと目にはさやかに見え

十一3910

がある︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑さもく

十一396 んの顔は︑この子とどこか似たところが

い髪が︑ はらはらと前へこぼれかかる︒

十一411園に三盆で︑いっとも知れない身になつ
十一412園き物をいじめるといふことは︑真旦に
十一413園けのないことだと︑ふだんから教へて
十一418園しては︑まあ何といふよい髪でせう︒
十一425園はどうなさらうといふのでせう︒﹂

いろくと紫の君のめんだうを

傷を負ひ︑幕僚とともに一語逐艦に移

げて︑その部下とともに降服せり︒敵

は逃れぬところと畳悟したりけん︑に

五裂のありさまとなれり︒明くれば二

れつ

して逃れ去らんとす︒われは︑これに

みて︑上村艦隊とともに先頭なる敵の

はく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒わが軍の士氣大い

﹁敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒東郷司

ックに向かはんとす︒わが海軍は︑初

やうに﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑話はと

ぢさん・をばさんといつしょに︑車に乗

無理にしづめようとして雑誌を開きまし

家のをぢさんなどと話をしてゐます︒何

さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ほめてゐま

うそのやうだ一！と思ったとたん︑はっ

ほうほけきよ︒﹂と鳴いた︒七姉

︿略﹀︒﹂﹁はい︒﹂と答へて次の間から出

一つをおばあさんと呼んでみる︒お正月

いった︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑源氏は出て

がしい︒天略﹀︒﹂と︑さも大島なことで

たうのにいさんだと思ふほどなついて來
しよ
うして︑天略﹀︒﹂といった︒りつばな書

やうに︑

や築きも︑ 紫の君といっしよに引き移つ

187104436921097435365157538

図図図図図図図図好

れを敵に見せじと︑矢面に立ちふさが

るは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑胸をたたいて立ち

︑ここを射よと胸をたたくらん︒も

十一357 て︑藤原宣孝の妻となりましたが︑不幸

十一356報時は︑﹁︿略﹀︒﹂といって歎息しました
十一376く人間を生き生きと︑美しく︑こまやか

ふちはらののぶたか

して︑﹁︿略﹀︒﹂といふままに︑十三束

きて︑﹁︿略﹀︒﹂と思案して︑﹁︿略﹀︒﹂

りければ︑二言ともいはず︑兄弟同じ

十一384る︒顔はふっくらとしてみるが︑目もと
た︒子どもたちと︑いひ合ひでもした
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來た女の子は︑何といふかはいらしい子
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だした︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑見あげ
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十一126 か起つたのか︒﹂とやさしくお問ひにな
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これを軍の初めとして︑大手・からめ
んじやうばう
︒こほこ
に本性房といふ大力の僧︑衣の
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十一577図 はく︑ズ略﹀︒﹂と︒勝報上聞に達する

十一573関学護二由ルモノト信仰スルノ外ナク︑
十﹁5710摺場に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒甲兵

十一588図 ︑いかなる鬼神といへども恐れずとい

ねて︑﹁︿略﹀︒﹂とそいひける︒爲朝︑

へず︑﹁︿略﹀︒﹂と答ふ︒義朝重ねて︑

げて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒翌朝聞きもあ

やう︑﹁︿略﹀︒﹂とそ申しける︒二

大臣︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑爲朝ま

ひも候はず︒﹂と︑はばかるところな

かひ︑﹁︿略﹀︒﹂とあれば︑かしこまつ

十一588図 いへども恐れずといふことなし︒左大
十一592図

十一614図

十一609図
十一6110図

十一628図
十一631図
十﹇634図

爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑

十一635図圓 あるべからずとは︑道理なり︒まさ
十一637図

十一641図に悪しかりなんと思ひて︑門の内へ引
十一642図 防ぎかねて引くとや思ひけん︑勝ちに

十一647図ふところの幸ひと︑例の大矢を打ちつ
るが︑﹁︿略﹀︒﹂と思案して︑つがひた

十一647図矢にて射落さんとしけるが︑﹁︿略﹀︒﹂
十一6410図

す︒天候悪攣の兆といはれる雲で︑そば
ほとんど受合ひだといひます︒いわし雲

ます︒俗にむら雲といってゐますが︑西

春の夜のおぼろ月とは︑かういふ雲のか

いよいよ悪い方だといひます︒むら雲・

ほふもので︑齪雲と呼ばれてゐます︒い

します︒もくもくと大きくかたまったり

りません︒曇り雲と同じく︑二千メート

る白い雲は︑積雲といひますが︑夏の日

る白い雲は︑層雲といって︑雲の中でも

しいほどむくむくとふくれあがったのは

見ると︑雲の王者といひたい感じがしま

俳句で﹁雲の峯﹂といふのも︑この入道
に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒

り立つ︒生き生きとした小鳥の聲が︑あ
縫って︑どこからともなく︑つつましや
際立ってくっきりと︑うぐひすの聲がこ
の中を︑奥へ奥へと進んで行くにしたが
渡った︒ごうごうと鳴る激流の上に︑高
る︒かちりかちりと︑杖が岩に鳴った︒
氣をつけろよ︒﹂と︑前の方で聲がする
である︒又略﹀︒﹂と︑石川先生がいはれ

あげる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑前の方でまぜかへ

はずむ︒﹁︿略V︒﹂と︑後の方でいつしか

︑太陽がじりじりと照りつける︒帽子の

もなく︑ぴりぴりとうれしい笛が鳴った

つた︒﹁三角貼︒﹂といふ聲がする︒ぼく

泉から四・六キロと記した道標が立って
やりが
こから︑今登らうとする燕の絶頂も︑槍
︒薄日がぽかぽかとせなかを温める︒道

210

である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑石川先生がいはれ

ら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た

着いた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが帽子を振

わしは

びやう

いたぼくらは︑何といふすばらしい景色
ひ だ
る︒更に右へ右へとのびる飛騨山脈が︑

鷲羽・水晶・五郎と︑大波のやうに︑屏

くし︑谷々の雪渓と相映じて︑山々を奥
たか
の間は︑千丈の谷となって︑その底に高

ずるとくつれようとする砂と岩との間を

へるほどはっきりとしてみた︒左は︑急

る風は︑もうもうと雲を巻きあげて︑そ

こまでお出で︒﹂といふやうに︑しかし

る︒そこは︑十人とは乗れないほどせま

かしいかにも嚴然とそびえてみる︒あの

あらう︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑元楽な山田

先生は︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒東も北も

とあの槍に登らうといふ希望をいだきな

た︒﹁山は廣い︒﹂と︑ぼくはっくづく思

北を望んで︑績々と出て行く姿を見るで

島の一角を根尾地とする二百隻の流し網

濃霧がもうもうと立ちこめて︑網の綱

け方の風は︑いやといふほどつめたい︒

も︑光がぼんやりと見える︒船は登動機

つて行くのが︑力と頼まれる︒時々休ん

十一鵬1図圃 を 吸ひて童となりにけり︒高く鼻

十一醜7図圃 波を子守の歌と聞き︑千里寄せくる

當てに︑根湿地へと波を切って行く︒十
かなたへかなたへと薄く見せた︒耳を澄

十一価8

十一鵬5図圃 ︑いみじき樂とわれは聞く︒舟運の

のさえた夜︑友人と二人町へ散歩に出て

の人は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑先生たちにいって

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
それもなくなったと思ふと︑眼界が急に

あと四キロだ︒﹂と先頭で叫ぶ︒道標の

と︑のどがごくりと鳴った︒木の間では
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十一656図圖重なって戦ふと聞く︒いざさらば︑

九郎︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒﹁︿略﹀︒﹂とて

びて︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑九郎︑﹁︿略

十一657図圓 ︑引き退けんと思ふは︑いかに︒﹂
十一658図
十一6510図

十一668図かひ︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑爲朝︑﹁︿略

十一707 の出るのを︑巻雲といひます︒ごくこま
十一718 すから︑俗に薄雲といひます︒太陽や月
十一7110 なければ雨だなどといひます︒とにかく
十一721 天祐がくつれるなと思はせるのが︑この
十一723 てるるのでさば雲といひ︑またこの雲が
十一724 わしの大漁があるといふので︑いわし雲
十一727 ︑半月がうっすらとかかってみるのは︑

十一725 ふので︑いわし雲ともいひますが︑見た
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＋＋＋＋＋十＋＋＋＋＋十＋＋＋＋十十＋＋＋＋＋＋十＋＋＋＋＋十＋

十︻佃4

十一梛1

である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ベートーベンがい
たうわく

である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑兄の聲︒天略﹀︒﹂

やんで︑﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささうに

十一髄8園 いさん︑まあ何といふいい曲なんでせ

十一鵬4

十一佃5 ︒兄は︑むっつりとして︑やや當惑のや
十一鵬6 ら詣りだしぬけだと思ったらしく︑口ご
りした︒﹁︿略﹀︒﹂と︑兄がいふ︒べート

十一鵬9囹 へ行ってみたいとかいふことでしたね
十︻鵬5

である︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑べート

十一梱7 ︑樂譜がない︒﹂といひさしてふと見る
十一欄9

十一㎜5 は︑ただうっとりとして感に打たれてゐ
十︻梱7 と明かるくなったと思ふと︑ゆらゆらと
十一㎜8 思ふと︑ゆらゆらと動いて消えてしまつ
十一麗5

て來る︒﹁︿略﹀︒﹂といって︑かれはしば

十一皿1 うかもう一曲︒﹂としきりに頼んだ︒か
十一麗7 がピヤノにふれたと思ふと︑やさしい沈
十一構2 その夜はまんじりともせず机に向かって
十一餌3 ンの﹁月光の曲﹂といって︑不朽の名聲
十一描6国 いがられてるると思ふと︑たいそうう
した︒﹁︿略﹀︒﹂と書いてありましたが

十一柵2團 昔︑まさえさんと二人で︑野原へ花摘
十︻柵5團

十一宙6国 から︑しっかりとおけいこをしておか
十一宙8国 むことが大切だと思ひます︒もととい
十一塀8團 思ひます︒もとといっても︑形ばかり
十﹇柵10團 れるものはないと︑自分ながらびつく

十一佃3団 いくらいけようと思っても︑花はいふ
十一佃5国 てるられるのかと︑ふと思ひました︒

十一佃4国 せん︒晴れ晴れとして心の樂しい時に

十一佃7国もつてみるのだと考へさせられました

がみるはずはないと思って︑あたりを見
つたから見てくれといって︑夜中にやっ
といふ二句であった︒

ては進む雲の峯

である︒ズ略﹀︒﹂とすすめると︑﹁︿略﹀

俳句を讃んでくれと︑わざくやって來

なたの名前は︒﹂とたつねても︑だまつ

めると︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒﹁あなたの

も文學も︑その死とともに傳はらないで

もなかった︒文字といへば漢字ばかりで

もひらがなもないとして︑漢字ばかりで

字ばかりで︑文章といへば︑漢文が普通

クサキハアヲイ﹂といふのを漢字だけで

とばを書き表さうとしたら︑どうなるで

し掌り﹁草木青﹂と書いて満足しなけれ
サ

キ

ハ

ア

ヲ

イ

サウモクアヲシ﹂と讃むこともできる︒
ク

久佐万波阿三園﹂とでも書かなければな
ば︑﹁アメツチ﹂といふのを﹁天地﹂と

ク

ラ

ゲ

いふのを﹁天地﹂と書き︑﹁クラゲ﹂と
ク ラ ゲ
書き︑﹁クラゲ﹂といふのを﹁久羅下﹂

ふのを﹁久三下﹂と書いた︒前者は﹁ク
﹁草木﹂と書くのと同じであり︑後者は

サキ﹂を﹁草木﹂と書くのと同じであり

サ

ノ

久佐幾﹂と書くのと同じである︒﹁ハヤ
ハヤス

後者は﹁久佐幾﹂と書くのと同じである

ハヤスサノヲノミコト

サノヲノミコト﹂といふのを﹁速須佐之

﹁速須佐之男命﹂としたのは︑﹁草木﹂

に奉った︒古事記といって︑わが國でも
精神を︑ありありと讃むことができるの
自分も︑しみじみと生きがひを感じると
生きがひを感じるとよんでゐます︒その
てるるのが見えるといふ︑給のやうな歌

親の長壽を祈らうといふ意味で︑新年に

るし︑南洋りんごと呼ばれる小さなトマ

にあるカビエングといふ港をえらぶであ

れると︑かすかすと歯ごたへがして︑乾

よこす か

だん

いこんな重い原野といふものになじみの

である︒﹁︿略V︒﹂と︑以前セレベスにみ

か

も

か

蜘蛛とも蚊とんぼともつかないものが︑

く も

のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼともつか

く

猛獣毒蛇がみないといふ︒だが︑家の中

まうじうどくじゃ

ここがセレベスだとは思へないほど日本

林の間にひろびうとひろがってみる草原

た︒二 ﹁︿略V︒﹂と歌ひたくなるのが︑

ナナ︑バナナ︒﹂といひながら︑太いバ

も遠く來たものだと思はないではみられ
︑そこにケンダリといふ小さな町があっ

ロいもなどを常食としてみる︒魚を取る

神戸や横須賀などと同じく︑ひな壇のや

かうべ

交通・産業の中心となるので︑以前はこ

かうつう

クを北の最良の港とすれば︑南の最良港

東北部にも︑これと肩を並べるやうな港

の奥に︑ラバウルといふりつばな町があ

腰にラップラップといふ短い腰巻を着け

くたべてくださいといはんばかりに︑往

をこの島へ寄せるとしたならば︑だれで

ヤワが︑オランダと職つたことがある︒

ってみるところだといふことを思ふ︒百

がみる︒スチャンといふ騨で乗りかへた

原にあるマゲランといふ町へ行く︒さわ

ちばん大きな果物といはれるノンコの下

の島︒果物の女王と呼ばれるマンゴスチ

く讃んで︑その何ともいへないほがらか

心持が︑すらくと品よくよみ出されて

4311064211712913108621643111974969765
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輝いて︑らんまんと咲きにほふ山櫻の花
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21了

十一伽1届くしたいものだと︑つくづく思ひまし
である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑みんなはにこにこ

十一梱9 ︑ナチブ山が青々とそびえてみる︒ナチ

十一捌7
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

1111119999887

さは︑その鳥の聲とともに内地の春を思

・やがてぎらぐと太陽が中天にのぼる

三襟ー17

十二2810 ない︒孔子は平然として答へた︒﹁︿略﹀

十ニー26

ので︑なまけようと思へば︑なまけられ

艦船を走らせるのと足りはない︒工員た

が落ちないやうにと念じながら︒かうし
ま
もしあれば︑危険といふ魔が︑すぐねら

十一一299囹人にほめられるときまってはみない︒

十二294

こう

十ニー31

である︒ごうごうと響く車の音は︑見送

し

でも何でもするといふのが小人である

つって︑きらくと輝く南半球の星を眺
十一一133

の輝く青い空︑何といってあの明かるさ

商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒さ

十王ー68

十型ー64

固くつめる︒爆音とともに︑家ほどもあ
りにばくんばくんと割れる︒割られた石

が︑ごろんごろんと︑倒れ落ちる︒その

十一一164

へた︒孔子の理想とする﹁仁﹂について

十一一135 く送ってやりたいと思へば︑いくら潤い 十二302園人に用ひられるとはさまってみない︒
十二304園はどうでもよいといふことになりはし
十二306囹に容れられないといふことは︑何でも

＋一一2910囹
められないからといって︑手かげんす

十一一296園容れて用ひようとしません︒先生は︑

た︒﹁︿略﹀︒﹂子貢といふ弟子がいつた︒

い町があったのかと驚かされるのがクチ

十一一141

十二292園

の川口から︑早々と流れる濁流をさかの

十一一144

うな形にがっしりと組み合はせる︑岩石

て︑十壷︑二十垂と長くつながって︑坑

二塁ー110

この町も他の町々と同じやうに︑商店の

いかにものんびりと響いてみるが︑一槌

十ニー22

の鋪装道路は︑町とせなか合はせに績い
十一一156

かうが︑じりじりと績けられて行く︒十

夏なのか秋なのかと考へてみたくなる︒

園には︑すくくとのびたゴムの木立が
十一一162

だくりう

る空氣はひえびえと澄みきって︑パイナ

達する︒何千何百といふ敷知れない小鳥

始め︑一日に何回となく激しいスコール

上に落ちかかるかと思はれるやうな︑激

十ニー72

ならない︒石の目といふのは︑ちやうど

んで働けるものだと思ふ︒一人前の石工

るものだ︒よく山と取り組んで働けるも

顔も︑腕も︑黒々としてみる︒いかにも

んざくやうな雷鳴とともに︑幅廣い稻妻

十ニー710
十土塁81
十九ー810

の石はかう割れるといふことが判噺され

者には﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒いつれも﹁

者には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑ある者には﹁

者には﹁︿略﹀︒﹂といひ︑ある者には﹁

て︑禮を下行せよといふのである︒その

ひ︑禮にかなへよといふのである︒ここ

︒また︑﹁︿略﹀︒﹂ともいってみる︒孔子

ほめて︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒また︑

として︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒朝起きるか

回には︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒あらゆる欲

31

力で︑ぐんぐんと人を引つばつて行か

≦

み︑すなどりを業としてみるが︑性質が

つく餅つきのきねとそっくりである︒女
くべつ
見ると︑マライ人とほとんど厘別がつか
︑これをマンデーと呼んでみる︒夕方小

十ニー93

早く救ひ出したいと︑北方から疾風のや

るやうな氣がするといふ︒三

てへ￥せ話巨星％理
31

と

でるる︒﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑まこと

大君の御楯となって出嚢するので

といふ歌をよんでみる

のしこの御楯と出で立つわれは

な ら
﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒五 奈良の
みたて

み︑過ちも二度とはしない男でござい

孔子は︑﹁顔回といふ者がをりました

﹁︿略﹀︒﹂とたつねた︒孔子は︑

﹁︿略﹀︒﹂といった顔回が︑先生

﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒顔回な

も寄りつけないと感じながら︑ついて

ら︑もうよさうと思っても︑やはりつ

％御は御み％二顔％％％なさぐ

ダバオへ

十ニー99

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑何べんもくり返す
あった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑トラックの上の兵

十二262

たちをつれて︑匡といふところを通った
やうこ
ある︒かつて陽虎といふ者が︑この地で

略のれの略も一下下略けよん略平な略下略下略略の
31

31

32

32

32

32

33

34

34

那でやって覧たのとそっくりそのままの

十二217

十二203
十二219

ただ一人の弟子だと︑孔子はかねてから

つねた︒﹁︿略﹀︒﹂といふ答へを聞くが早

しり

十二221

び

か足袋に︑尻あてといったいでたちであ

十二253

の響きがごうごうと反響する︒動水のに

十二264

だのではないかと心配した︒﹂といつ

あいさつ

たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から祈る︒さうし

採譜へ縮進軍︒﹂と書いた電燈看板に迎
︑三キロ︑四キロと坑内深くはいって行

十二269園

顔回は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒孔子は五十

ながら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒すると顔回

︑ダ︑ダ︑ダ︒﹂と鏡石に穴をあける︒

十一一273

十一一2610

きやう

係員が︑﹁︿略﹀︒﹂と挨拶する︒軌道車が

た

十二55図魍る國はいかにと
十二56図圃きをおのが心ともがな

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十
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219
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220
220
220
222
222
222
223
223
223
224
225
226
226
227

63185431077

受持の採鑛現場へと急ぐ︒アセチレン燈

として︑弟子たちとともに陳・薬の野を

そ
十一一279 は楚の國へ行かうとして︑弟子たちとと

十一一279

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

217

3119107119412321233731221110
させる︒もうもうと︑煙やガスが立ちこ
一垂︑二垂︑三皇とできあがる︒やがて

432852216110651665117665
40
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に感じて歌をよむといふのは︑わが選民

わが國民性の特色といふべきである︒武

器にひたるかばねともなれ︑山を進むな

草の生えるかばねともなれ︑大君のお側

はせじ︒﹁︿略﹀︒﹂といった意味で︑まこ

たので︑後世歌聖とたたへられた︒和歌

である︒﹁︿略﹀︒﹂といふ意味で︑ひたひ

︑かれにはっきりと浮かんだ︒心は喜び

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふ深い意味が︑か

れは︑あたりの石といはず︑木の幹とい

なければならないと︑かれは思った︒か

ぶじき

といはず︑木の幹といはず︑今のことば

刹の餌食にならうといふのである︒木は

行者は︑﹁︿略﹀︒﹂と高らかにいって︑ひ

たいしゃくてん

上に響き渡った︒と見れば︑あの恐しい

端嚴な帝繹天の姿となって︑修行者を空

んで天下を騒がすといふことは︑重い罪

ぼれ本望をとげたといふので︑江戸市中

人の大名にお預けといふことになった︒

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの人

た結果︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒天下を騒が

ち首である︒切腹といふのは︑どこまで
月にいよいよ切腹といふことがきまった
預った大名も残念とは思ひながら︑かう
ける道はないかと思ひましたけれども
いでに︑﹁︿略V︒﹂と︑いかにも心ありげ

ける道でもあらばといふ下心であったら
親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられただけで︑

はおえらいお方と承ってみたのに︑將

もれて︑だれいふとなく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

︒署者は︑ぼう然としてほとんど手のく

て一口︑﹁兄上︒﹂とかすかにいった︒兄

もの慈悲だ︒決然として︑兄は刀を抜い

こまでも助けようとする母の一念に︑さ

やうに︑こんこんと眠ってみる︒ほかの

者二人も︑何くれとこの手術を手張つた

︑病床にさめざめと泣いた︒﹁︿略﹀︒﹂ほ

に一生を得ようとは︒﹂ほどなく明治

どなく明治の御代となった︒昔の聞多は

一世に時めく人となった︒從一位侯爵

廣がりを出さうと思ふ︒汝は大儀なが

に呼ばはるものと見える︒それがしも

を存ぜぬが︑何と致さう︒や︑物の欲

﹁まつ地紙よくとござる︒﹂わる者﹁こ

者﹁これ︑地紙とはこの紙のこと︒き

これ︑骨みがきとはこの骨のこと︒と

うに︑こんこんといふほど︑よく張つ

てくださらぬかといふのでござる︒﹂
︒﹂わる者﹁主人といふ者は︑きげんの

ぬな︒末廣がりとは︑扇のことちや︒

うに︑こんこんといふほど︑よく張つ

やしものをするとは︒いやいや︑あき

障みがきで候のと申しをる︒すさりを

十二894五三

十二894図國

十二891図國

すでに討死すと聞かば︑天下は尊氏

︑これを限りと思ふなり︒正成すで

︑天下の安否と思へば︑今生にて汝

返りて死せずといへり︒いはんや汝

れを限りの合職と思ひければ︑その子

十二895図國

にならなかったとは︒﹂と︑歎じる者

の者に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられた︒元禄十

がれぬところとおぼゆるぞ︒いざや

べし︒しかりといへども︑一旦の身

て︑後なる敵と戦はん︒﹂といひけ

たかうち

切って落されようといふ時だ︒天下の雲

十二905図圓

十二896図圓

十二907図

十二906豊国

るは︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑正季︑

って︑刀を抜かうとした︒すると︑一刀

る︒﹁井上聞多︒﹂と答へるが早いか︑後

の大慈悲であると思って︑自分はわざ
げんろく

れだ︑きみは︒﹂と︑それがだしぬけに

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
を主張した︒堂々としたその議論に︑反

となく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎じる者が多かつ

，

ユ

，

PL

→7＝

、

1，・

、

意味で︑ひたひたと寄せる潮の静かな音
︑﹁いやしくも男と生まれた以上︑萬代

の都を︑ありありと見るやうな氣がする

︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂といふそばから︑さも

0

6221459532199176539817105
医〕

図園園園園園囹追落1園漏電園園

の歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑後

のが︑一つの特色となってみる︒大和に

ると︑平地は惚々として︑かまどの煙が

である︒﹁萬葉﹂とは﹁早世﹂の意で︑

である︒﹁︿略V︒﹂といふのであって︑美

世までも傳へようとした古人の心を︑わ

あった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑かれは考へた︒し

しかし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ今のことばだけ

十二504園な羅刹のことばとは思へない︒﹂と︑
十二505 つめた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑一度は否定してみ
十二506囹を聞かなかったとは限らない︒よし︑
︑佛のみことばとあれば聞かなければ
十二508園
十二519やうに︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒修行者は︑
O わしのたべ物といふのはね︑行者さ
十二527囹︺

十二5210

十二528園 それから飲み物といふのが︑人間の生
十二536園 こをしてもよいといふのですかい︒﹂

十二539園久の命を得ようといふのだ︒何でこの
である︒﹁︿略﹀︒﹂と歌ふやうにいひ終る

十二545 こんな聲が出るかと思はれるほど美しい
十一︻549

終ると︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぎようりと
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一一9010図

見てよき敵なりと思ひ︑取り込めてこ

十二911図 てこれを討たんとしけれども︑正成・

十二912図なびけ︑よき敵と見れば組み落して首
す

ま

十二915図 ︑組んで討たんと思ふにあり︒かくて
十一一917図 て︑須磨の方へと引き返す︒尊氏これ
き
ら
十二9110図見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下知しければ︑吉良

十二921図 ︑あとを突かんと取り巻きけり︒正成
十二924図 つかに七十三騎となりにけり︒今はこ
かひ︑﹁︿略﹀︒﹂と問ひければ︑正坐か

十二925図︒今はこれまでと︑湊川の北に︑民家
十二932図

十二932図︑正季からからと打ち笑ひ︑﹁︿略﹀︒﹂

十二933図園敵を滅さばやと存じ候︒﹂と申す︒
にて︑﹁︿略﹀︒﹂とちぎり︑兄弟ともに

十二934言笑ひ︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒正成︑げにも
十一一937図
まさ た か

十一一938図和田正隆を始めとして︑一族十六人︑

十二944図 けり︒母あやしと思ひ︑あとより行き
十二946図 さげ︑自害せんとそしみたりける︒母
十二953ロ凶國 ず︑腹を切れと残されしにもあらず
十一﹇958巻舌 を安んじ奉れといひおかれしところ
十二962図國 ことあるべしとも思はれず︒﹂と︑

うにて討死せんと約束したりける者ど
と︑一首の歌を書きと

に︑かへらじとかねて思へばあつさ

をぞとどむる

出でて︑敵陣へとそ向かひける︒十三

こロつ

で︑御幼名を和宮と申しあげた︒宮が︑
も皇胤に生まれたとはいへ︑ひとたび早

くわういん

蕗じ︑響いて杖柱とも頼みたまふ孝明天

たちが︑おめおめと江戸城を明け渡すは

戸表に押し寄せるとすれば︑徳川の恩義

十二⁝⁝8國団

十二穐3國團

十二967図

十二柵6

十二掴1國国恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒﹂

恐れ入り農事と︑誠に心痛致し居り

へども︑朝敵とともに身命を捨て候

私への御憐慈と思し召され︑汚名を

これんびん

主家の難を救はうと︑朝廷へ寛大の御庭

十二963図

十二柵9國團

十二983鴬笛 じまみらせよと申しおきて死して候

十一一描9圃

十二佃10圏

のは︑午前二時とうけたまはる︒あけ

ると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑陛下は仰せられた

將に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられ︑うやうや

に好意を見せようとしてみた︒もし︑日

十二987図國 には不忠の身となり︑父のためには

十二柵7圃

十二994図

ぐわうぜん

敵船は︑もうもうと黒煙を吐いて逃げ出

からは︑するするとギリシャの古品があ

かびあがって堂々と接近して行くと︑汽

十二伽7
こう

十二994図 へず︑はらはらと涙を甲の袖に落しつ

十二伽8
十二伽10

間︑轟然たる響きとともに︑わが潜水艦

十二梱3

まふ︒﹁︿略﹀︒﹂と仰せ出されければ︑

十二㎜5図

こ

十二㎜4図圓 を以って股肱とす︒つつしんで命を

内仕りて候︒﹂と申しもあへず︑はら

十二988図國 には不孝の子ともなるべきにて候間

して︑﹁︿略﹀︒﹂といひ︑竹馬にむちを

かずのみや

臣の心がなかったとしても︑朝敵の名を

君側清むべし︒﹂といきまく︒両々相打

慶喜討つべし︒﹂と叫び︑これは﹁君側

れば︑いさぎよしとしないやたけ心がみ

ることができないとする硬論がある︒干

トラックが︑冷々と橋を乗り切って行く
︑はしなくも朝敵といふ汚名をかうむつ

いで︑前線の橋へと急いでみる︒ここの

で異る中で︑平然と行はれる︒熱帯の木

にしたがって︑橋といふ橋を片端から破

7874591077648791034318

十二964図ず泣き倒れ︑母とともにぞ歎きける︒

るは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑泣く泣くいさめて

主た戸も、献臣＿れ。・，いでに図図團図

十二966図 のちは︑童どもと職のまねして︑﹁︿略

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二㎜6図 れを最後の参内と思ひ定めて退出す︒

123

よい獲物はないかとさがしてみる漕望鏡

もある一大火球だといふ︒もちろん︑か

ら︑ちょうちょうと流れて行く︒風はま

が︑かさりかさりと︑音をたてて崩れる

ら生まれて來たかと思はれる白雲が︑山

また太陽の敷百倍といふすばらしいもの

小さいもの︑太陽とほぼ同じ大きさのも

い宇宙には︑太陽と同じやうな天禮が︑

と見える小さな星と︑同じものになって

銀の砂子をまいたと見える小さな星と︑

遠いところで見るとすれば︑結局は︑あ

凡そ十一年を週期として増減してみる︒

大きなつむじ風だといはれ︑その敷や大

それが太陽の黒金と呼ばれるもので︑見

行機に乗って行くとしても︑ざっと四十

ると︑だいたい月と同じ大きさに見える

直脛十三メートルといふ大きなものにな

センチのゴムまりとしてみても︑太陽は

太陽の中心に置くとしても︑月は太陽の

月は︑地球を中心として︑ぐるぐ廻つ

は死の世界であるといふことを︑私たち

やると︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人の衛生

起して︑さめざめと泣いてみた︒英語の

校は︑夜となく書となく︑しきりに苦痛
はうたい
︑
絹帯は日に何回となく取り代へ︑傷の

た敵の將校は︑夜となく書となく︑しき

かし︑一日︑二日とたつうちに︑その氣

艦長は︑﹁︿略﹀︒﹂とおもむろにいった︒

思って︑しげしげと見た︒すると︑白い

繋りに大聖すぎると思って︑しげしげと

たちは︑今か今かと爽射の命令を待って

望鏡に︑あかあかと燈火をともした二本

184876221985410662183571886188622
123

123

123

123

125

126

126

126

121

12了

129

128

129

130

130

1釦

100

101

101

101

102

103

105

106

10了

108

1㎎

108

108

108

109

110

111

111

111

112

1釦

1釦

131

132

132

132

133

133

133

133

133

133

135

135

1訪

139

と一と

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

もういいかい︒﹂と︑これはまたたいそ

その土をしっかりと握ってみた︒さうし
はつらつ
割ってのび出ようとしてみる物の溌刺た

しみつ

が目立つ︒一だんと大きなはんの木の間
︑﹁おかあさん︒﹂といった︒三四百メー

た︒清水の流れだといふこの川べりは︑

もとからむくむくとにごって湧きあがつ

に︑よみがへらうとしてるるのだ︒ぼく

十一一襯6図魍 れ石のいはほとなりてこけのむすま

だりして︑日本人となるのである︒壮語

へず︑中には國語といふことさへも考へ

くしてしまった︒と思ふまもなく︑ 一際
︑海上へのこのこと出て來たのだ︒緑の

ねて湧きあがったと思ふうちに︑太陽を

あがって干た︒何といふ延びの早い雲だ

とから︑むくむくと二つ三つ︑灰色の雲

へして進む︒赤道といふ文字は︑あるひ

てるる︒﹁︿略﹀︒﹂と︑そばに立ってるた

どは︑よく船火事と見まちがへられるほ

の色とは全く違ふと聞いてみたが︑もう

入道雲がむっくりと首をもちあげて︑船

なった︒くっきりと晴れた行く手の空に

海といふ海︑水といふ水に號令して︑

ーツク海1海といふ海︑水といふ水

波は︑ひたひたと打ち寄せる︒北︑ベ

は︑國民ではないとさへいはれてみる︒

うに︑当家・國民と離すことのできない

があづかってみるといはなければならな

がたさをしみじみと感じる︒かういふと

321072111094812566545764295
囲圃圃
たふじょうゐん

︑船長はうっとりと空を見あげた︒﹁︿略
うみわし
と
て來る敵機をものともしないわが海田に

董要証毒蛾蓼蓼騨鱒競蓼騨競警護蓼秀暫鞭現説難

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
路を取りもどしたと見る間に︑白いすだ

潜水艦の信望鏡かと︑近づいて見れば︑

艦船であってくれと願ったのに︑やつぱ

線上に︑ぼつつりと黒い船らしいものが

船が見えます︒﹂と︑偵察員が突然叫ぶ

一777

一76一

一727

一59一

一56一

カラカヘッテクルト︑オバアサンバ︑ソ

タ︒イケヘ ハナスト︑メダカハゲンキ

バタノスナヲボルト︑下カラ水が出テ

一553圃ニチハ︒﹂デアフト︑チョット オジ十

一444

タ︒マタ少シイクト︑ムカフカラサル

マシタ︒少シイクト︑ムカフカラ犬が

シタ︒イッテミルト︑ハチウエノアサ

る︒洋上飛行の目となり︑道しるべとな

一794

マシタ︒少シイクト︑トケイヤノ店力

タ︒マタ少シイクト︑コンドハキジガ

となり︑道しるべとなる偵察員の苦言は

ニー0一

つた時︑﹁漕没︒﹂と︑急に元氣な號令を

長は︑だれにいふともなくさういってか

けた魚雷だ︒行けといった時には︑敵艦

の華中にくっきりと︑レキシントンが大

望鏡をあげた︒何といふ天佑であらう︒

聞えて來る︒それといつしょに︑もっと

する音がはっきりと聞えて來る︒それと

ニ797團︒﹂トオッシャルト︑オヂイサンガ︑﹁︿

ニ796国園 コエモウツルトイイガナ︒﹂トオ

ニ716園

ニ695囹︺

ニ514

ニ348

二316

オチバヲカブセルト︑パチパチトモエ

テヰマス︒アルクト︑カサカサ音ガシ

ニー15 略﹀︒﹂トイヒマスト︑オカアサンバ︑﹁︿

く飛び込むんだぞと︑毎日いって聞かせ

艦長は﹈見掃海艇と思ったのであるが︑
︒できれば髄當りと︑艦長は心に決した

魚雷が走り終ったと思ふ時である︒轟然

二872
ニ879
ニ891
ニ895
ニ905

ぐわうぜん

である︒﹁︿略﹀︒﹂と︑据聲器が艦内各部

が二回︑はっきりと聴音された︒わが魚
て走る︒﹁︿略﹀︒﹂と︑歯を食ひしばった

︑雲サンが來ルト︑カクサレテシマ

︑風サンが來ルト︑吹キトバサレテ

コヲホッテミマスト︑土ノ中カラ︑オ

畠ヲホッテミマスト︑キタナイモノバ

︒ソレデ米ヲツクト︑オカネや希望ラ

カカッ正目ト思フト︑一ドニパット花

米ヲツイテミマスト︑キタナイモノバ

テ來マシタ︒見ルト︑私ノオヂイサン

黶@サン︒﹂トイヒマスト︑ソノカタハ︑﹁︿

すばらしい供へ物となった︒荒鷲︑よく

なって︑逃げようとどうあせっても︑逃

く袋の中のねずみとなって︑逃げようと

たちは︑みかた機とわかって狂氣のやう

初︑敵の大空襲かと︑職闘配置について

三185

三123

三108

大きなこゑでいふと︑犬もわんわんと

ニ999囹

で︑たかくあげると︑どちらもぱっと

ニ鵬8 しまひごろになると︑にいさんは︑大き

二988囹

につけるかと思ふと︑またはらをふく

がからからとなると︑鯉が︑大きな口

︑早クオキナイト︑學校ガオクレマ

︒早クオキナイト︑學校ガオクレマ

日の丸がくっきりと浮いて︑望遠鏡にう

略﹀︒﹂トイヒマスト︑妹ハ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

撃を相手に︑敢然と職ひぬき︑不幸にも

二957

てんいう

さげて︑いういうと近づいて來る︒先頭

震へるのを︑どうともすることができな

三201 でうの橋に來ますと︑﹁待て︒﹂といふ

三191
ト

すると・ともすると・ややもすると

鵬

と呂してみると・すると・そう

一一

136
13了
1認
1認
139
140
140

143

も搭乗員は︑一瞬といへども氣をゆるめ
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22

22

22

20

6

6

7

7

6

4

三479園とのぼって行くと︑山と山が近よっ
三485園んくだって行くと︑大川になって︑お
三488園海へ行ってみると︑よくわかるだら
三493 ども︑考へてみると︑水がいつも流れ
三498園るね︒雨がふると︑水は︑木の根や︑
出の小づちをふると︑一寸ぼふしは︑せ
三553
三564 三日もふりつづくとげんきな太郎さん
三585園︒つゆがあけると︑からりとした夏
三587
﹁夏﹂と聞くと︑太郎さんは︑急に
三602 えさんがいひますと︑金魚やさんが︑﹁︿
三623 うちへかへると︑おかあさんが︑﹁︿
0 お宮に近くなると︑人がいっぱいで
た︒うちへかへると︑すぐたいこをな

うです︒風がやむと︑﹁チョンギース︒
﹁しめた︒﹂と思ふと︑むねがどきどき

にすれすれになると︑きりぎりすは︑ひ

で︑つかんでみると︑はまぐりでした︒

んに見せてあげると︑﹁︿略﹀︒﹂とおつ

けて︑首へかけると︑舟はおなかのへ

で診て︑ふと見ると︑正男さんの家の
略﹀︒﹂と聞きますと︑正男さんは︑﹁︿略

略﹀︒﹂と聞きますと︑そばにるたどこ

いひました︒見ると︑その車のタイヤ

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四三三三
了0686760595452505049463935343324232著19書9161613131110877969089
ます︒午後になると︑ 東がはの何心と

た︒毎朝日が出ると︑

れて︑行ってみると︑ おかあさんは︑赤

た︒しごとがすむと︑ うんてんしゅは

略﹀︒﹂と聞きますと︑

この木の西がは

四874

四851

四842

四811

四759

四753

四732

四712

のとほりにしますと︑からだは︑すぐ

のことを申しますと︑神上は︑﹁︿略﹀︒﹂

ざめはそれを聞くと︑たいそうおこり

はまべへ出て見ると︑わにざめがゐま

へ來ました︒見ると︑それがにいさん

門をはいって選ると︑ゑい兵所にみる

略﹀︒﹂といひますと︑

んがあけて見ますと︑﹁︿略﹀︒﹂と這い

海に浮かべてみると︑ 今まで見たこと

四913国んを見てゐますと︑たこは左の方へ

をぢさんは︑﹁︿闘

一かさ水をかくと︑ 舟は七つの大波

ｪ﹀︒﹂と︑にい

んに來てくださると︑私たちは︑ほんた

した︒門をはいると︑ゑい兵所に︑兵た

本を讃んでみると︑ くつの音がして
︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑

おちいさんは︑﹁︿

ました︒出て見ると︑ 海軍のにいさん

のばうしをかぶると︑ おとうさんが︑﹁︿
たんぼでは︑稻を

た︒しばらく行くと︑ 牛の引いてみる

並木を通りぬけると︑

よって席をあけると︑

ｪ﹀︒﹂といひ

おばあさんは腰

四柳3

四柵2

る兵たいさんを見ると︑﹁煙たいさん︒﹂﹁

ません︒門を過ぎると︑廣場があります︒

四鵬3 のところまで來ますと︑そこには︑日本の
略﹀︒﹂と答へますと︑

をわたらうとすると︑ 向かふからも乗

四棚9国

四918国
て︑糸をのばすとぐんぐんあがりま
四955 んうすぐらくなると︑あちらでもこち
四964 へやをまいて歩くと︑妹や弟が後から
四982 元々よくまきますと︑おかあさんが雨

56527138653251213953717646754722

があります︒見ると︑大きななぎなた

んけいが上を切ると︑牛わか丸は下へ
ります︒右を切ると左へとびのき︑左
びのき︑左を切ると右へとびのきます
かんのことを聞くと︑かう答へます︒﹁
vとたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

略﹀︒﹂と聞きますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

〉。

三421園 前にも︑みがくといいのですがね︒
すがね︒さうすると︑こんなにはが
三422園

34

5

962427655838
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て︑わって見ますと︑ 中に小さな女の

四備4 しゅだんをしてみると︑暖い南風が︑そっ

天人﹁それがないと︑天へかへることが

四佃5 がして醒ます︒見ると︑向かふの松の枝に

四桝4 す︒かうなって量ると︑南風は︑もう前の

四伽4囹

四佃4 ながら歩いてゐますと︑どこからか︑よい
︒夜中ごろになると︑ 急にお月さまが

のそろひでまふと︑月はまつ黒やみの

︑その羽衣がないと︑まふことができま

の出る晩になると︑ かぐやひめは月
は︑おなかがすくと︑ みどりの島を問

四梱6囹
ゆ氷に朝日がさすと︑ きらくと光っ
︒風が吹いて來ると︑ 木の枝がふれあ

五93團 た︒宇治橋を渡ると︑青々としたしばふ

五84外へお出ましになると︑世の中が︑もとの

四㎜1圏國

五166

さんのそばまで來ると︑子どもたちは︑い

さんがへんじをすると︑みんな一度に走り

五232

五219

た︒このころになると︑おたまじゃくしは

小さなめだかを見ると︑これも︑自分たち

五扮1 す︒お菓子をもらふと︑子どもたちは︑お

五169

う ち

のそろひでまふと︑月は十五夜まんま

日の光を受けると︑ きらく光りま

やっぱり﹁︿略﹀︒

切手をわたしますと︑ 花子さんはそれ

きを讃んでみますと︑

へかへって來ますと︑ ポストの中には︑

包をあけて見ますと︑ 中から出たのは︑
つとのぞいて見ると︑ 女の顔がうつつ

ります︒かうなると︑ おもしろくてお

びます︒査になると︑

いつのまにか︑か

四槻6團國

た︒三月ほどたつと︑ もう十七八ぐら

「〈
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五678国
少しでもきたないと︑何だか馬にすまな

い毛なみにさはると︑もう︑手入れをし

六72 ︑倉へ行って見ますと︑ 屋根をつき抜けて
六76を天皇にさしあげると︑ ｪ﹀︒﹂と仰せに
學校がすむと︑ すぐ︑たんぼへ行
六86

五796

が植ゑたのだと思ふと︑何だかかはいい氣

つめたい水をかけると︑いい氣持だ︒げた

い︒取れないと思ふと︑くやしくなって︑

かはいがってやると︑馬の方でも︑ちゃ

五681国

五801

五683国

した︒水の中にみると︑何だか息がつまる
︒水の上へ顔を出すと︑氣がせいせいする
はし

五812

はに腰を掛けてみると︑川で︑だれか遊ん

歩いていらっしゃると︑川かみから箸が流

に︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 聞 く と ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ ま

五814

朝起きると︑おとうさんは︑も

きな聲で聞いてみると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑あち

︒﹂といってやると︑いかにもうれしさ

が本を讃んでゐますと︑あまりかが多いの
︑箱をのぞいて見ると︑どうしたことでせ

五817

といったので︑見ると大きなみみずがみる

︑しろ︒﹂と呼ぶと︑しろが尾をふって

たての桑の葉をやると︑かひごは︑どうや

五825

朝起きると︑すぐすず虫を見た

五686国

こは︑二日三日すると︑からだもずっと大

五844

校からかへってみると︑職地の兵隊さんか

とがおたつねになると︑おちいさんが︑﹁︿

箱の中へ入れてやると︑かひこは︑静かに

五859

︒﹂と號令を掛けると︑﹁オi︒﹂と︑前賢

五688團

ぎに思っていひますと︑ねえさんも︑﹁ほ

五862

力強く水をかきますと︑あの太いかいが︑

くま

たから手紙が來ると︑それを︑利根に見

にお着きになりますと︑ふいに︑大きな熊

六848急いであけて見ますと︑ いっか送ったゐも
兵舎へ鯖って來ると︑ みもん袋が曾てゐ
六855団

〉。

たたく︒かうなると︑もう馬ではなくな
並んで立ってゐますと︑すぐ前に掛けてゐ

ひこの箱を見せますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑感心

五902

五689国

つと︑つり竿をふると︑つり糸が︑空に大

五905

行ってごらんになると︑なるほど相手は恐

五706

きが水の上へ落ちると︑波のわが︑だんだ

にはいったかと思ふと︑すぐ出︑出たかと

五989

︑さういはれてみると︑うちには︑桑の豊

引きあげようとすると︑重くてなかなかあ

ぐ出︑出たかと思ふと︑すぐまたはいりま

︑ねえさんに見せると︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

けながら引きあげると︑大きなふなが︑湿

五齪5

月を見つめてゐますと︑月は動かないで︑

て︑表町まで來ますと︑人がたくさんおり

た小道を通って行くと︑川の岸へ出ました

五五8

五麗5

で︑少しでもできると︑頭をなでてほめて

子さんに教へられると︑﹁おあづけ︒﹂でも

︒そっと行って見ると︑一メートル半ぐら

した︒しばらく行くと︑向かふの岸から︑

五㎜4

待て︒﹂といひますと︑行儀よくすわって

六113した︒そっと近づくと︑ くるりと葉のうら
六115頭のあたりをつかむと︑ あと足をふんばっ
六118ひました︒下に置くと︑ 飛べないので︑地
六225 o﹁︿略﹀︒﹂さう思ふと︑田寸間守には︑風
六228日本へ蹄って見ますと︑ 思ひがけなく︑そ
六241 vかう申しあげると︑今まで︑おさへに
六256 一面にかがやきだすと︑ このみかんの木に
六263よと風が吹いて挙ると︑ この實は︑日に日
六269りひびくころになると︑ ぼつぼつ︑黄色み
六289 ︑旅だつのだと思ふと︑ 心が勇んで︑みん
六307團もぐるのだと聞くと︑ 沈んだきりで︑浮
六341團︒魚雷をうち出すと︑ 生きた魚のやうに
六421囹集めて︑かためると︑ ゴムができるので
六476黒い紙を取りのけると︑ 今まで暗かった部
ぎを拾ってゐますと︑ つい︑足がすべつ
六582囹
︒起きようとすると︑ そのへんに︑酒の
六583囹
︑あたりを見ますと︑ 石の間から︑水が
六585園
六612を︑かたづけてみると︑ いっか︑おちいさ
六631略﹀︒﹂かう思ひつくと︑ まくま︑もう︑じ
六649あ︑できたぞと思ふと︑ うれしくてたまら
六684た︒窓をあけて見ると︑ 西の方の空が︑ま
六716されて︑目をさますと︑ をぢさんや︑をば
六749 ︿略﹀︒﹂といひますと︑ をばさんは︑﹁︿略
六805略﹀︒﹂と︑私がいふと︑ ﹁︿略﹀︒﹂と︑おか
六813ようかと思ってみると︑ 弟は︑自分の机の
六831て來た圖蓋を見ますと︑ 子どもが︑手をあ
五727

た︒汽車が走り出すと︑すぐトンネルには

五柵3

冬の初めになりますと︑利根は︑もう子犬

五788

はいりました︒出ると︑高いところを走っ
︒汽車が鐵橋を渡ると︑今まで左手を流れ

五心6

した︒お正月が來るとまもなく︑文子さん
五桝3團

した︒二日ほどたつと︑かひこは眠りだし

川口に近い岸に立つと︑海が見えました︒

船棚6

五m8

六838 ﹂と︑私がいひますと︑
ていらっしゃいますと︑波の上に︑何か小

六45

中へ入れてやりますと︑ねえさんは︑﹁︿略

ゐました︒つかれると︑ときどき木かげに

犬になるのだと思ふと︑うれしくてたまり
と︑おっしゃいますと︑お供の者は︑﹁︿略

坂るのを︑よく見ると︑豆のさやのやうな

ｪ﹀︒﹂と︑おと

心霊2

さいてごらんになると︑たいそうりっぱな

3367636983559172456997249266236養
だり︑さうかと思ふと︑急に高いところか

「〈

「〈
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した︒開いてみると︑ あなたのみもん能
六857團

六893 って︑足あとを見ると︑ くねくと︑曲っ
六947 ︑山をのぼりかけると︑ 良心をしっかりと
六948ばる者がある︒見ると︑ 小野くんだ︒ぼく
六949んだ︒ぼくがころぶと︑ 二三人が︑ばたば
六952 ︑ちょっとふり返ると︑ 赤い旗も︑まだ立
六鵬7 こんでゐます︒見ると︑ まん中の鉢に︑美
六柵6園 ラスのふたをすると︑ 少しすかしておい
六皿1園 れど︑机に向かふと︑ つい︑給がかきた
なことを考へてるると︑ 雪舟は︑何だか悲

七238 ︑けさも目がさめると︑
七252れでも父の姿を見ると︑
七297で 終りに近くなると︑
七371れ︑くれ打ちがすむと︑
顔を洗ってから︑

少年は︑自分の苦
田に水がなみなみ

聲はだんだん細く

七383くゆれるやうになると︑ 喪いたんぼは︑し
七392 ︑夕方から夜になると︑ さも自分たちの世

からだを浮かすや

七6210て來たが︑ふと見ると︑ 向かふに︑日月を

七603めがけて押し寄せると︑ 城から大きな石を
七614をもてあましてみると︑ 方々で︑官軍が︑

と

からだを沈めるや

せ

七413が號令を掛けられると︑ 校長先生が︑﹁︿略
七455船に近づいたと思ふと︑ 恐しい海賊が︑ど

わって︑船 が あ が る と ︑

船が一さう走って

七562ました︒あれを越すと︑ きれいな瀬戸内海
七577 の門まで攻めのぼると︑ 城のやぐらから大
七588がゆだんをしてみると︑ 城丘ハが切りこんで
七592しがって攻め寄せると︑ 正成は︑高いがけ

やうに︑船 が さ が る と ︑

せん︒近づいて見ると︑ それは︑生きたね

指さしたの で ︑ 見 る と ︑

ともにみた船方が

こんなに短くなつ

芋瀬の荘司が︑家

が立ちあが り か け る と ︑

いっせいにはね起
きれいな朝の言切

班長殿から︑いろ

みんな聲をそろへ

班長殿は︑﹁︿略﹀

夜中に︑﹁︿略﹀︒﹂

うすくなって消えると︑ 船の汽笛が﹁ボー

の外へ出ます︒出ると︑ 機械をいっぱいに

一人目おんどを取ると︑ 大勢の船方が︑み

た︒あとをふり返ると︑ もう矢島の岬も見

みさき

七635した︒急いで近寄ると︑
七683囹みたのに︑今見ると︑
七778国起床ラッパが鳴ると︑
七782團です︒鮎呼がすむと︑
七806團番士官選が見えると︑
七813国ます︒鮎呼が終ると︑
七817国勅諭の奉讃がすむと︑
りっぱな橋が︑次

七8210国
すやと眠ってみると︑

をさかのぼ っ て 行 く と ︑

わになったかと思ふと︑ 燈操をしたり︑い

先生にお願 ひ し ま す と ︑

ました︒拾 っ て 見 る と ︑

砂を彿って よ く 見 る と ︑

さな熊手で 砂 を か く と ︑

乗客が乗っ て し ま ふ と ︑

この少女も座敷へ

たけるは︑だんだ

先生は︑たもで勢

ぬらぬらした︑茶

大きなはまぐりで

かちりとさはるも

いきなり爆音がし

くまで

した︒酒も り が 始 る と ︑

た︒﹁︿略﹀︒﹂と思ふと︑

七9310 ︿略﹀︒﹂と聞きますと︑

七836国んだんなれて來ると︑ 日々の仕事がおも
七862うか︒夏の末になると︑ 親蝉は︑木の皮に
七877 つて︑安心だと思ふと︑ 前足のつめで︑し
七888て起き直ったと思ふと︑ からだは完全に即
七894に當り︑朝日に當ると︑ すつかり色が攣つ
七田5 うと思って下を見ると︑ 何だかこはいやう
七925 ︑ちよつと下を見ると︑ 足がぴったり板に
七937 ︒水の上へ顔を出すと︑ 本田くんと山本く
二人は︑﹁︿略﹀︒﹂

の口をおあけになると︑ 中に火打石があり

181了161615151413121187710510310310210098

動がひとまつ過ぎると︑すぐに居間へとつ

ました︒これを聞くと︑頼朝の顔色はさっ

道をのぼって行くと︑忠霰塔が立ってる
八217国
かうぺ
ので︑それに乗ると︑四日めには神戸に
八226團
どもにたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑日本
八236團
ロを眺めたりすると︑心持がひとりでに
八255国

ちゅうれいたふ

︑むろへ入れて置くと︑四五日のうちに︑

ても一年二箇月たつと︑敷メートルの高さ
︒やがてそれが開くと︑中に黄色な花が︑

るのです︒實が生ると︑梨や桃と同じやう

です︒ところによると︑何百メートルとい

よつと遠くから見ると︑バナナの畠は︑キ

果物です︒かういふと︑みなさんは︑心用

あの黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔か

いでせう︒春になると︑だれもが︑このめ

ことを調べてみますと︑やはりさうである

ました︒それによると︑埼玉縣のあるとこ

さいたま

月もなかばを過ぎると︑燕は︑そろそろ日

並んでみるのを見ると︑何かしら︑相談で

うとするのかと思ふと︑私は︑急におもし
︑また行って見ますと︑そこには︑もうり

くりしました︒見ると︑くもは︑雨どひの

階の窓から見てみると︑大きなくもが一匹

が起ってるた︒漁るとすぐ︑元帥は家の人

4エ63811343561941747

て︑線を引いて行くと︑いつのまにか︑り

を飛ぶものになると︑さうはいきません

しでもくるひがあると︑決してうまく飛ば

の高さから飛ばすと︑ニキロは行くはず

びらに手を掛けますと︑﹁だれか︒﹂と︑ら

らこちらさがしますと︑松林の中に石のら

︒わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へま

たりを眺めてゐますと︑小さな門がありま

361131745
聖篭

んは︑しばらくすると︑ 雪舟がかはいさう
︑急いで行って見ると︑ びっくりしました

1096557782689 37857447386
れました︒ふり返ると︑ 少女は︑いかにも
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ながら見とれてみると︑ 先生が來られて︑

﹁早いなあ︒﹂とい

八研7
八研10

して︑それを動かすと︑おもりは左右へ振
ートルにきめておくと︑おもりそのものは

﹂は︑水の中にみると︑なかなか氣のきい

てからだをしぼると︑中の水が勢よく下

︿略﹀︒﹂といひますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑にい

八桝6

來ます︒下へおりると︑胸のところに足の

八手8囹

八佃2

イダーを拾 ひ あ げ る と ︑

八価6

ちよつと砂をかぶると︑上から見ても︑ど

なほかはいくなつ

で行くのを見てみると︑ 胸がわくわくした

せん︒よくよく見ると︑二つの目だけを砂
いさんの説明によると︑﹁たこ﹂といふも

八備2
八備8

八備3

音がして干 た と 思 ふ と ︑

八宙7

郎さんを起しに行くと︑﹁ねむいな︒﹂と大

＞︒﹂と︑ぼくがいふと︑にいさんは︑﹁︿略

騎兵の一隊が︑暴

してから仰ぎ見ますと︑ 風肥りの強い高地

磁壁9

る︒急な坂にかかると︑ 前の方で︑野田先

だんのぼり 坂 に な る と ︑

大きな兎が︑ちや

八梱9

八伽7

つた︒庭へ出て見ると︑つばきが一りん咲

た︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂といひな

きんしう

四日前に︑錦州へ

八丈3

大聲に叫ん だ ︒ 見 る と ︑

八二2

八榴6

度蒙古風が吹き通ると︑すっかりよごれが

三月の聲を聞くと︑満洲でも︑春らし

略﹀︒﹂とおっしゃると︑﹁︿略﹀︒﹂とおほめ

︒それを折って重ると︑ねえさんが︑﹁︿略

八梱10

とへ來て急停止すると︑ ぱっと雪煙が立ち

八偽6

やなぎの並木を見ると︑うすみどりにかす

ｪ﹀︒﹂と︑石井

んなが急停止をすると︑ 雪煙が一度にあが

八節3

﹂と︑み ん な が い ふ と ︑

ぶりに見とれてみると︑ 先生たちは︑もう

車で大阪騨 に 近 づ く と ︑

やがて大江橋を渡

晴れた日でも︑空

九241国友が突然歌ひだすと︑ほかの職友だちも

九237国

九229国

たる︒﹂の報を聞くと︑附近の密林やゴム

を舌の上にのせると︑すっととけて︑上

手紙を書いてみると︑あたりが急に暗く

九214團
せいとんしてみると︑背嚢からおまへの

鼓が打ち鳴らされると︑奉仕の人々は︑は

谷間をのぼって行くと︑やがて標高千百五

九136

筋といふ大 通 を 進 む と ︑

さんたちはさう思ふと︑これもうれしさう

はいなう

れた天守閣にのぼると︑ 大阪が一目に見え

九267

九2910

九296囹

大東亜戦孚が始ると母
︑は日本人である

行儀をよくしないと︑日本の子どもに笑

おほえ

られます︒城を出ると︑ 堀ばたの廣場に︑

九281

ちんとそろって為ると︑ 次には︑砲弾を撃

九329

らくして顔をあげると︑巡査のあとについ

母はこみあげて來
略﹀︒﹂ここまでいふと︑

インド人の子と聞くと︑
インド人の巡査は

九338

九3010
のに︑脈が二つ打つと︑ 次の動きにも︑脈

ます︒しあげを終ると︑ 高射砲は︑まるい

う一度くり返されると︑ 砲身の中には︑き

も︑あけ方がくるふと︑ 大砲の役目を果す

てんしゅかく

にはぎ取られて行くと︑ 始めて︑あの鋼鐵

る工場へ行ってみると︑ 大きな電氣仕掛の

九1510

い制動を掛けられると︑ もうもうと雪煙が
︒みんなそこへ行くと︑ 今︑石井先生がす

「〈

でさされる方を見ると︑ なるほどりつばな

これが︑﹁いか﹂だともっとすばらしいさ

げて足の早 言 を 見 る と ︑

からだがほてって

して手をさしのべると︑ 鳩は︑また翼をひ

へ 向 か っ た か と 思 ふ と ︑ 横．へ傾いて落ちて

運動場に出ると︑ 北の風が少し吹い

が︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑

し︑しわでもできると︑ 風の受け方がうま

414814888エ03259818107353676941610
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隊さんが肩をたたくと︑

ｪ﹀︒﹂といひま

「〈

﹁︿略﹀︒﹂と掛聲に

まつ夜具をかたつ

と︒午前八時になると︑

艦尾の旗竿に軍艦

﹁顔洗へ︒﹂﹁たば

とを祖父にいひますと︑

祖父も︑﹁︿略﹀︒﹂

父はさも得意さう

らじっと見てゐますと︑

子馬が丈夫になら

すぐ安心して静ま

ぼくは北斗のため

やがてその星は︑

晴れた夜︑空を仰ぐと︑ たくさんの星が︑
︒七月の中ごろですと︑ 夜九時ごろ︑北よ

うすを思ひ浮かべると︑

いく日もないと思ふと︑ ぼくは泣きたいほ

せなかをなでてやると︑

らに塩をのせてやると︑ うまさうになめま
︒ぼくが唱歌を歌ふと︑ 北斗はいつまでも

違って︑ぼくが行くと︑ 北斗は︑うれしさ

のころ學校から馨ると︑ すぐ牧場へ行って

したが︑さうしないと︑

ました︒六月になると︑ 黒馬につけて︑近

馬屋の外へ出しますと︑ 北斗は︑おくびや

略﹀︒﹂とたつねますと︑

ひます︒それを聞くと︑ ぼくは︑むちゅう

ぼくが野田から慮ると︑ 父はにこにこしな

︿︒甲板洗ひがすむと︑

汲んでどんぐ流すと・ 洗ひばけを持つた

一きは高く響き渡ると︑ はだしのままの水

は︑家で毎朝起きると︑

午前五時の鐘が鳴ると︑ 鴬遷將校が元氣の

の空が明かるくなると︑ 今まで軍港のやみ

し寄せるころになると︑ あれほど活氣に滋⁝

がぴったり寄りそふと︑

なみにかがやき渡ると︑ はるかな海の上を

うに白く光り始めると︑ どす黒かった海面

文字で書き表しますと︑ 今まで氣つかなか

ことばで話してみると︑ その考へや感じが

かうして話しかけると︑ 話しかけられた人

1552886545423347510210367241267593

3
く氣をつけて見ないとはっきりしません︒

て︑その附近を見ると︑いろくの星の早

十時︑十一時に見ると︑この動き方が立て

るふたをあけておくと︑この圓をゑがくや

はしく調べて見ますと︑北の空では︑星が

九㎜11

九㎜8

九㎜4

九㎜2
ぼくが急いでおりると︑突然︑﹁︿略﹀︒﹂と

來た︒ふと氣がつくと︑﹁あじあ﹂はいつ

に頼んだ︒席に臨ると急に眠くなって來た

からだに水を掛けると︑ひやっとして氣早
九㎜9

九㎜4

九矧7

九矧1

＞︒﹂また進んで行くと︑やぶのところがら

ん野原を進んで行くと︑向かふのくぼ地か

っぽい掛聲を掛けると︑心が引きしまる︒

をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからっとして

來る︒うっかりすると︑呼吸の調子で︑が

攣る︒後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠く
になった︒さうなると︑先頭からかけ離れ

思って前の方を見ると︑みんなも同じだ︒
した︒ふと氣がつくと︑小島くんの姿が見

下をぐるつとまはると︑今まで見えなかつ

や

ねがはら

ふり返ると︑三門海峡はさざ波
︑柱も壁も︑さはるとどうやら熱氣を吐い

感じる︒夜がふけると︑思ひなしか屋根瓦

降る時刻がおそいと︑氣が氣ではありま

らだ具合でも悪いと︑母が額に手を凡て

すが︑一口にいふと︑飛行機がいつでも

るやうにならないと︑一人前ではないの

十607たのが︑錦りとなると足が重い︒妙に︑つ
十649 ︒高度をさげて行くと︑敵艦は︑いっせい
かんぱん
十652うに落下すると思ふと︑みごとに後部甲板
十702くめぐってふり返ると︑やがてレパルスの

基地へ蹄ると︑司令は泣いてみた
十722
十738なうはさがひろがると︑父も︑だまっては
十787がった︒験してみると︑はたしてよく動い
十814ち︑ 一本でも切れると織機はおのつから止

す︒それに︑寒いと爽動機もうまく動か

十352

十351

かけた︒行ってみると︑正男くんのうちで

いって︑夕飯がすむとすぐ出かけた︒行つ

つて︑わるくするとくさります︒それで

に照りつけられると︑いっそう暑くなり

た︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑母も︑﹁︿略﹀︒﹂と

なでおろしてみないと︑つひ患者といっし

うです︒夕方になると︑海はますますしけ

へのぼった︒見渡すと︑老い城下町のたん

ら白衣を取りはっすと︑またへなへなと︑

︿略﹀︒﹂腹巻を取ると︑治嘉の腹は︑眞一

宗治がたつねて行くと︑治嘉は喜んで迎へ

であった︒舞が終ると︑浮世をば今こそわ

と思って走って行くと︑向かふから列車が

十㎜1 ちがかけつけてみると︑楊少年が倒れてゐ

＋㎜−〇

＋僻−〇

で修理をしてみると︑まるで汗と油でぐ

﹂ぼくが手をあげると︑母もあげた︒窓を

ばうせうざん

十576

十418

した︒ホームへ出ると︑風がつめたい︒車

る︒熊岳城に近づくと︑望小山が見えだし

ゆうがくじゃう

くがそれを見てみると︑﹁何を見てみるの︒

て金船にさしかかると︑車掌さんが説明す

1

が分れる︒冬になると︑この大きな停車場
きょ
ぼくがおじぎをすると︑みんな元町よく墨

ら地球を見るとすると︑われわれが常に見

十357 くがにいさんにいふと︑正男くんは︑﹁︿略 十鵬2
十371 ﹂ぼくが思はず叫ぶと︑正男くんが︑﹁き
十柵8
十373 ふ︒だが︑よく見ると︑月の表面は決して 十襯6
十3810 トル︑高いのになると八千メートルー1富 十期9
十405 氣も水もないとすると︑地球上のやうに︑
十㎜5
十4010 世界へ行ったとすると︑そのけしきはどん 十齪4

九院8 えて來た︒よく見ると︑むらさきの花が咲
十827出る綿布を見てみると︑あたかも豊田佐吉
さ たしょ
九篇7 に︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へる
十863沙汰書を弾みあげると︑副官は︑これをロ
九筋12園
略﹀︒﹂﹁種をまくと︑かはいい芽を出す
十887かに手をさしのべると︑ステッセル二軍は
二筋4 る︒このころになると︑野原には︑黄色な
十894 vとあいさつすると︑ステッセル二軍は
十898 ︒一意の儀禮がすむと︑一同は机を取り園
九η5 た︒三時過ぎになると︑ひと休みする︒そ
九別11 にぎやかな祭がすむと︑みんなどこか遠い
十904が︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑乃木皇軍は︑﹁︿略
十117 がそれを取って見ると︑次のやうなことが 十928三めて︑﹁承りますと︑閣下のお子様が︑
十229 に火をつけてしまふと︑たいまつを捨てた 十伽1 ︒次の部屋へはいると︑こくそをつめた白
十256 前にせまったと思ふと︑山がのしかかって 十伽8 のぼって二階へ行くと︑そこにも︑だまつ
十267 れたのだと氣がつくと︑ただだまって︑五 十剛9囹 塗りができあがると︑その上へ︑このや
十278 とんぼを追ひかけると︑とんぼはすいとそ 十桝4園 早く乾かし過ぎると︑あとでちぢんで︑
十柵1 とが︑沈むかと思ふとまた浮かぶ︒さうし
十284 ︿略﹀︒﹂貞童が歌ふと︑一郎は︑﹁︿略﹀︒﹂
十糊6 ︒海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に
十288園 ︒﹂﹁さういはないと取れないよ︒﹂
十344 ＞︒﹂忍車の門を出ると︑正男くんがぼくに 十悩9 に腰をおろしてみると︑機關の響きと震動
十価8 ですが︑そばへ行くと︑ぱっちり目をあけ

りと水の中へつけると︑つめたさが身にし

10
延し足で地面をけると︑からだはすいと水

をはいたりしてみると︑思はず頭を柱にぶ

10
2
1
5
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7
6
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る︒耳を寄せて聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂といって

ン︒﹂がはたと止ると︑そこでは︑どこか

ておく︒歩いて行くと荷が樒れて︑自然に
へ鳴りものであらうと︑呼び聲であらうと
と︑呼び聲であらうと︑管のやうな胡同に
はとぶえ

を味はふ︒春になると︑鳩笛が天から早い

て窓の戸をあけると︑清い月の光が流れ

るくなったと思ふと︑ゆらゆらと動いて

ひさしてふと見ると︑かはいさうに妹は

い家の前まで張ると︑中からピヤノの音

︒﹁︿略﹀︒﹂といふと︑元氣な山田先生は

十二82

十一π6 それは︑見てみると自信に満ちた生活ぶ

十一脚9 本人の男女を見ると︑マライ人とほとん

十一泌6 つてみるのを見ると︑ふと九州のみなか

十一圏4 ︒このころになると︑北東の季節風が吹

十ニー09

十二87

るのだ︒さう思ふと︑鑛石の光澤も︑ひ

軌道車が動きだすと︑接点器から快活な

張る︒門葉がすむと︑みんな軌道車に乗

穴を掘ってしまふと︑三富を固くつめる

ノにふれたと思ふと︑やさしい沈んだ調

十ニー63

山の中で見かけると至って小さく︑たよ

叫んだ︒ひき終ると︑ベートーベンは︑

十ニー77

領事館の横へ來ると︑そばの學校から︑

字路にさしかかると︑棍棒を持つた二三

をいけたりすると︑その昔︑まさえさ

十二288

十二282

十二242

は︑ひょっとすると︑さういふ考へがわ

は︑ひょっとすると︑さういふ考へがわ

ないところを見ると︑先生はまだ君子で

︒困難に際面すると︑おのつから人の心

隊長の訓示が終ると︑林のやうに静かに

一壷すると︑今度はいかにもも

遠く離れてみると︑うちのことが何よ

十一一228

十二206

した︒よく見ると肩のところに︑野菊

十二288

すやう︑

︒お手紙によると︑このごろまさえさ

あたりを見まはすと︑かたはらの貨物自

十二289

樹木のかげを行くと︑梢には赤・黄・青

南へ航海を績けると︑一つの島が見えて

南へくだって行くと︑一日半ぐらゐで赤

豆山へ越えて行くと︑向かふの沖の初島

合はせたのを思ふと︑一臣民である自分

十二848園

十二691

十二681

十二566

十二438

が︑ふと見まはすと︑そこはいも畠の中

もせず︒書き終ると︑かれは手近にある

十一一549 ふやうにいひ終ると︑﹁︿略﹀︒﹂といって

十二466

び家に取って返すと︑今農夫たちにかつ

國のやうすを見ると︑平地は廣々として

に潮が満ちて由ると︑干潟がなくなるの

った湾内へはいると︑そこにケンダリと

十一一㎜10

十二伽7 々と接近して行くと︑汽船からは︑する

十二宙9圃 たたび参進すると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑陛下

や し

してみるのを見ると︑あの内地の山によ
しょ
陽が中天にのぼると︑焼けつくやうな暑
い光を見せ始めると︑世界は太古のやう

十二梛8

十二捌2 口をじっと向けると︑敵船は急に止った
に明け暮れを送ると︑しばしば北緯一度

十二齪1 を燭光であらはすと︑その敷は︑三の次

十二伽9 住む地球から見ると︑だいたい月と同じ

しよくくわう

ぎられ︑夜になると︑窓から山のいぶき

英語で慰めてやると︑﹁︿略﹀︒﹂といって

たもので人を見るとへうきんなかつかう

︒ぐんぐん近づくと︑敵船は︑もうもう

十二拠5 た︒近づいて見ると︑五千トンぐらみの
かふのを見てみると︑これが夏なのか秋

はっしま

取ってロへ入れると︑かすかすと歯ごた

十二悩8 る︒のどがかわくと︑椰子のからを二つ

︒かう致しますと︑ぐっと廣がります
て南半球へはいると︑だれしも遠く來た

南へ航海を績けると︑半日もたったのち

︑長い文章になると︑その苦心は一通り

験﹀︒﹂とすすめると︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた

こんぼう

れてるると思ふと︑たいそううれしい

112

意味がわかって直ると︑いっそうその聯の

ばすのである︒飛ぶと︑風を受けてその笛

106

109

110

110

111

114

112

116

十㎜9
十恥5
十川3
十加5
十脚5
十盟3
十惣9
＋勉−〇

＋躍12 になって飛んで直ると︑笛の音がいろく

隊長が申しあげると︑王は︑﹁︿略﹀︒﹂と

た

をすすぎ顔を洗ふと︑心の底までが清め
ほほ

なくなったと思ふと︑眼界が急に開けて

せた︒耳を澄ますと︑遠く近く︑さまざ

て︑うっかりすると足がすべる︒木の根

樹の密林へはいると︑急に快い涼しさを

道をくだって行くと︑そよ風が頬にここ
︒水筒の水を飲むと︑のどがごくりと鳴

手にすくひあげると︑こほりつくやうな

な美しさに比べると︑積雲や︑入道雲や

入道雲の頂になると︑六千メートルから

かがやくのを見ると︑雲の王者といひた

んぐんふえて直ると︑空一帯が灰色にな

またこの雲が出るといわしの大漁がある

えてひろがりだすと︑すっきりした感じ

した︒蹄ってみると︑入口に下駄が耳玉

げ

します︒さう思ふと︑心がちっとも落ち

です︒かう考へると︑紫式部は︑やつぼ

の人のこととなると︑他人の前でもやは
︑それが度を越すと︑かへってばかてい

る煮る申しあげると︑﹁何か起つたのか︒

628410107659664577810147

で16

117

119

123

125
130

206

132

206

134

20了

208

209

214

213

21了

21了

218

218

221

222

十圏5 て︑風が吹いて來ると︑ころころところが

898886868579了97977了676了372了14了46363030129

十一82囹して持ってるると︑永久に手を引かれ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

96

8586111511910689815514126289710107726
團團團團團
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通して太陽を見ると︑表面に黒いごま粒

三479囹

三357園

三283

って行くと︑山と山が近よって︑せ

は︑せんするかんとかうくうぼかんで

にいさんとぼくが︑手をつな

いところで︑水と空がいっしょに

三771

﹁よからう︒﹂うさぎとたぬきは︑舟をこ

勇さんと太郎さんは︑ぐわ

三843

三813

黷V47團

てるました︒氷やと金魚やが︑涼しさ

した︒おとうさん蛙とおかあさん蛙に︑﹁

指先が水にはいると︑川底のせりの緑も

三677

ラ島の北端を廻ると︑いよいよインド洋

來た︒時計を見ると︑二十時を過ぎてみ

つと見つめてみると︑一つ一つの星の呼

四254

であるが︑今見ると︑その下の飛行甲板

四408

︵並助︶

ぬき・かんじのおんとくん・きたかぜとみなみか

四α6

十一一筋1

十二㎜6 に天候が悪からうと︑早朝から飛び出し
と

ぜ・げんじとへいけ・こうしとがんかい・こくほう

ひめは︑おちいさんとおばあさんに︑﹁︿

三864 さんのおかあさんとねえさんが︑來て
四209 でいひました︒山と山との間に︑海が
四209 ひました︒山と山との間に︑海が光っ
は︑おどろいて右と左へ逃げました︒

とだいじひ・ことばともじ・さるとかに・しゅぎょ

四655

一746 ラウハ︑オヂイサントオバアサンニ︑﹁︿

四751

四731

ました︒おとうさんと私は︑つきそひの

ました︒おとうさんと私もはいりました

一807 ラウハ︑犬ト︑サルト︑キジヲツレテ︑

四麗6

四813囹 って︑﹁君の仲間とぼくの仲間と︑ど
四813書巻とぼくの仲間と︑どっちが多いか︑
北風と南風は︑たいそう仲

一826 ツツキマシタ︒サルト犬ハ︑ヒッカイタ

五268すると︑おちいさんとおばあさんが︑一人

︑このさか木に︑鏡と玉をかざって︑岩屋

R12
キヌ子サント花子サンガ︑オチ
ニ55一 ソレカラ︑炭デ目トロヲツケマシタ︒

︑白い波が︑石と石との間にわき返ってゐ

急で︑白い波が︑石と石との間にわき返っ

あさんと︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑え
︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑えん日へ行

の前︑みもんぶくろと︑みもん文を送った

して︑御鏡に︑御玉と︑御亭をおそへにな

見はりをしたり︑隊と隊との間のお使ひを

りをしたり︑隊と隊との間のお使ひをした

の間︑第一線と本部との間をお使ひするも

が︑その間︑第一線と本部との間をお使ひ

五伽1圏 毎日まいにち海と山︑おいでになって
五伽2園 いさんは︑この弓と矢を持って︑山へい

六277そのけしきの美しさと︑みかんを作った人

六99みられたおとうさんと︑おかあさんは︑腰

六278作った人たちの喜びとは︑ことばでは︑と
六349国︑乗組員に︑二乗とおちつきがたいせつ
六401 ︿略﹀︒﹂と︑勇さんと︑花子さんがいっし
六613た︑古いめがねの玉と︑おとうさんに買っ
六824園
中でついたかき餅と︑あなたたちが手傳
六825園
傳って作った干柿と︑それに︑栗もある
六844きな︑かはいい人形と︑みもん文を入れま
六894かふから︑友田くんと小野くんがやって越
六977して來た︒小野くんと︑友田くんと︑ぼく
六977野くんと︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲よ
六977 ︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲よく教室へ
六欄4 ﹂といひながら︑弓と矢を︑道眞につきつ
六塒1 がゆれてゐます︒花と花との間から︑急き
六燭1 れてるます︒花と花との間から︑大きな塗
六柵2 した︒にはかに︑笛とたいこの音がひびい

た︒﹁︿略﹀︒﹂勇さんと︑正男さんと︑花子

七77勇さんと︑正男さんと︑花子さんと︑私と
七77男さんと︑花子さんと︑私と︑四人が一組

七了7

五664団︑鐵で作ったくしとはけで︑馬のからだ 七48圏平線は銀色で︑空と海とがとけあって︑
七48圃は銀色で︑空と海とがとけあって︑明か

でから︑おかあさんと︑ねえさんと︑ぼく

ぐらみのおばあさんと︑赤ちゃんをおぶつ

をおぶったをばさんとでした︒すると︑に

三73

五854

五738

ニ781國中二︑オヂイサントオバアサンガオカ
ニ784團キニ︑オトウサント畠田アサンガオカ

三273 略﹀︒﹂と︑太郎さんと次郎さんがいひま

勇さんと正男さんが︑かみ

ました︒おばあさんとをばさんが︑ちゃう

五487

44557355

五739

五487

五五五五五五五五
116 115 115 96 86 85 85

五744

二633 ヒマシタ︒花子サントユリ子サンバ︑﹁︿

116

ニ786團 シロニ︑ネエサント私が立チマシタ︒

二668 マシタ︒オトウサントオカアサンバ︑サ

働61

一874 マシタ︒オヂイサントオバアサンバ︑タ

一807 ︒モモタラウハ︑犬ト︑サルト︑キジヲ

一563 キマス︒イサムサントマサヲサンバ︑ス
四663 春枝さんは︑はがきとふうとうをこしら
一585園 ︒﹁ボクハ︑エビトドヂャウヲトッタ 四668 へました︒花子さんと春枝さんは︑えん
一71一 コロニ︑オヂイサントオバアサンガアリ 四672 りました︒花子さんと春枝さんは︑だま

いてるた花子さんと春枝さんは︑こん

い三方に︑白い紙とうら白をしいて︑

うじゃとらせつ・つきとくも・つくえとこしかけ

㎜ ト とδうさぎとかめ・うさぎとた

一一

ないところへ行くと︑だれでも國語のあ
ぢごく
しい日本語を聞くと︑まるで地獄で佛に

6643174

十二川11園インド洋へ出ると︑こんなおだやかな

十十十十十十十
一一

と一と
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白川3
身の長さと︑まるみとが︑きちんとそろつ

られて︑砲身の長さと︑まるみとが︑きち

十207 つたりとしたゆれ方と︑うなるやうな地鳴

九鎚10

十246︑もえてみる稻むらと五兵衛の顔とを︑代

十207 うなるやうな地鳴りとは︑年取つた五兵衛

たちにとっては︑天と地が生命の父であり

八川3
てる垂心を︑君と親とにつくすまで︒

く︒祭場には︑中央と修すみに︑五色の幣

へい

七77 と︑花子さんと︑私と︑四人が一組になつ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
212 212 208 208 204 2n4 123 122 120 120 11了 103 101 101 99 93 93 92 50 42 41 40 34 33 33

︑廣い南洋の天地と︑たくさんの住民た 十256 つて來たやうな重さと︑百雷の一時に落ち

駐在所の庭で︑一郎と貞童が遊んでみる︒

ていどう

十277

十257 ちたやうなとどろきとで︑陸にぶつかった
ちゅうざい

立ちました︒親と子と﹁萬歳︒﹂の一こと︒

前に立ちました︒親と子と﹁萬歳︒﹂の一

十308

十297 を受けてみる︒一郎と舌面は︑とんぼ取り

このやうに︑ことばと文字は︑私たちの心

面586

十425 日本では︑昔から月と文學が︑まったく骨

十353 ゑつけて︑にいさんと正男くんが︑代る代

−オブーウェールズと︑職艦レパルスを︑

するのです︒ことばと文字は︑いはば心の

十678 みごとに大きな水柱と火焔をあげた︒五

十693 た一機︑これも自爆と命中といっしよであ
十71一

ウェールズは︑中央と艦尾から煙を吐きな

十693 ︑これも自爆と命中といっしよである︒そ

十804 た外創製の自動織機と︑佐吉の自動織機と

一つに考

みると︑まるで汗と油でぐっしょりにな

本州と九州の握手だ︑日本

十861 にいひつけて︑軍刀と︑帽子と︑手袋とを

十833 令官ステッセル將軍とが會見することにな

十832 二軍司令官乃木大山と︑敵の司令官ステッ

十805 いはば︑日本と外國との腕比べである︒英

十805 つた︒いはば︑日本と外國との腕比べであ

十804 と︑佐吉の自動織機と︑どちらがすぐれて

部隊の働きと整備とは︑一つに考へなけ

で航空部隊の働きと整備とは︑

十861 けて︑軍刀と︑帽子と︑手袋とを持って膨

何物もない︒天と地と一つになった大きな

ぎる何物もない︒天と地と一つになった大

ころだ︒夕日とぼくとの間には︑さへぎる

沈むところだ︒夕日とぼくとの間には︑さ

た︒﹁昔︑母と子と二人暮しの家があっ

てるた︒﹁昔︑母と子と二人暮しの家が

十佃5

十宙8

十冊8

いろくな漢字の音と訓とに注意して︑そ

には︑このやうに音と訓があり︑中には︑

場合があります︒音と訓を持つた漢字を︑

十M6 りする文章は︑漢字とかなで書き表されま

十916囹

十916囹

方が︑初めと終りとでは︑ずるぶん攣つ

撃の仕方が︑初めと終りとでは︑ずるぶ

面862刀と︑帽子と︑手袋とを持って來させ︑身

の ぎ

らしく大きな鹿の角と三日月の前立てとの

から︑二匹の親のろと一匹の子のろが出て

しか

角と三日月の前立てとのついたかぶとが︑

あくしゅ

くは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠い
︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠い品等

くは︑むちゅうで腕と足を動かした︒ふと

熊座といひ︑小熊座と北斗七星との問に尾
︑小熊座と北斗七星との間に尾を入れて︑

す︒まつ︑北斗七星とその附近にあるいく

間を︑市場の人たちと魚問屋の若者たちが

みる︒﹁︿略﹀︒﹂一郎と貞童が︑空に向かつ

に︑わが國のことばと文字のおかげをかう

隊長以下何百の將兵と︑マライ人・インド

97755111810107399555103626777
園園
園園園圃

九2510団

九245図圃眞心を︑君と親とにつくすまで︒と歌 十246 稻むらと五兵衛の顔とを︑代る代る見くら

九245図閣

九162

けた時︑少年は︑頭と足に斎けがをして︑
七2410

七273くる日の書ごろ︑父と︑母と︑受持の先生
七273の書ごろ︑父と︑母と︑受持の先生にまも
七299徳坤は︑その朝︑父と︑母と︑人々の涙に
七299 ︑その朝︑父と︑母と︑人々の涙にみまも
・ぐるぐ︒車輪と車輪に︑皮おび
七501圃
七507圏︒歯車︑歯車︑歯と歯とかみ合ひ︑ぎり
七507圃車︑歯車︑歯と歯とかみ合ひ︑ぎりぎり
七658毫のそばに︑勇さんと︑正男さんと︑春枝
七658勇さんと︑正男さんと︑春枝さんの三人が
七717園﹁正男くんのせいと︑かげの長さと同じ
七717園いと︑かげの長さと同じになった時刻は
七718園國旗掲揚毫の高さと︑かげの長さが同じ
七731囹をする︒春枝さんと︑花子さんは︑ぼく
七786團す︒教練は︑午前と午後にあります︒﹁
はいなう
七789團禮をしたり︑背嚢と銃を肩に︑歩調を合
七935と思ったその時︑空と水がひっくり返って
七937を出すと︑本田くんと山本くんが︑皇の上
七鯉3 ったが︑元帥の指圖と︑集って來た人々の
七価4 ︒かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一
七価5 て︑雨どひと柿の木との間に︑一筋の糸が
八169咲きます︒まつ︑葉と葉の間から︑太い︑
八186 ︒太陽のゆたかな熱と光とを吸って︑すく
八186陽のゆたかな熱と光とを吸って︑すくく
八4010いた二種のおどろきと喜びは︑どんなであ

八492かくことにした︒穴と穴とを結びつけて︑
八492ことにした︒穴と穴とを結びつけて︑線を
八584げてるます︒ほこりと汗で︑眞黒になった
八774四十人は︑野田先生と石井先生につれられ
堀から堀へ通じ︑川と堀とは︑まるで網の
八8910
ら堀へ通じ︑川と堀とは︑まるで網の目の
八8910
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十㎜6囹

し

らほどもある︑黒と黄色のだんだらの蜘

ってみて︑空と海とが︑刻々に千愛理化

だよってみて︑空と海とが︑刻々に即自

と︑空の明かるさと︑雲の形が︑日本の

十二糊7圃 紋を描く︒黒潮と池畔と︑その焦貼に

十一一側5 は︑今︑春の喜びと活動に︑よみがへら

十二梱6 ちに十分な熱と光とを送ってくれる︒夏

十二梱6 私たちに十分な熱と光とを送ってくれる

214

を散らした更紗地と︑すきとほるやうな

両側には︑雑貨店と呉服店を中心に︑南

十二矧8

十二舳8

南支那海の潮の色と︑インド洋の色とは

白さと︑空の青さと︑地平線の緑とが︑
たいせう
さと︑地平線の緑とが︑あざやかに封照

うかll雲の白さと︑空の青さと︑地平

十二柵7導く︒黒潮と鵬風と︑その焦鮎に︑神は

さロりさ

るる美しい傾斜面と︑緑濃いゴム林にお

十二矧8

みる船長の後の空と波とが︑明かるさを

十二㎜5 と︑インド洋の色とは全く違ふと聞いて

族には︑陸ダイヤと海ダイヤとの二種族
どくむし

十二㎜5

十二㎜5 船長の後の空と波とが︑明かるさを増し

なかった航空部隊と航空部隊との決戦で

カリフォルニや型と︑ウォースバイト型

︑正確に敵の針路と速力を観測した︒﹁
十二加1一

﹇度﹈

︵名︶ 1

度 5いちど・いちどに・さん

黒い肌には︑田虫と汗もが一面の地圖を

ど・にさんど・にじゅうしごど・にじゅうよかど・

ど︒とうけいひゃくさんどこじゅうごふん・なん

じゅうごどいじょう・しどめ・じゅうろくど・てき

じゅうど・さんど・さんどめ・しじゅうごど・し

ど

十二惣4 から敷十海里の海と空だ︒時間のたつの

十二盟3 空部隊と航空部隊との決職である︒場所

十一一塑3

ろい艦橋の上の方と︑マストだけが見え

りそのままの生活と習慣とをくりひろげ

十二舗8 ︑のがすな︒﹂目と目はおたがひに物を

十一一川12

しふくわん

な石が︑小さな盤と槌で︑思ひ通りにぽ

ですよ︒二文句と︑行者さんのからだ
者さんのからだと︑取りかへっこをし
︑母の必死の看護と︑馨者の手當てとに

け散らす︒正成と今季と︑七たび合ひ

と︑醤者の手玉てとによって︑ふしぎに

す︒正成と正出と︑七たび合ひて七た

ふまもなく︑器材と人員の鮎検を受けて

にど︒にどめ・ほくいいちどはん・ほくいさんど・

密林とゴム林が無限に細く

日本が官軍と朝敵とに分れて︑長く職ふ

さがせど見えず︒

呼

それが度を越すと︑かへってばかていね

たつぬる三たび︑

いになったり︑また柔弱に聞えたりする︒

船内くまなく

︵三助︶14 ど

八876図書呼べど答へず︑

べど答へず︑ さがせど見えず︒

八875図圏

ど

十一3010

ほくいしど・れいかにじゅうど

である︒地球と月との距離が︑今の約二

だけである︒地球と月との距離が︑今の

ちに絶えず熱と光とを送ってよこす︒地

私たちに絶えず熱と光とを送ってよこす

されたしんせつと︑あなたがた同志の

校は︑恐怖と失望とでがっかりしたやう

この五塵は︑恐怖と失望とでがっかりし

もし︑日本が官軍と朝敵とに分れて︑長

はだ

ライを進む

十二齢6

ままの生活と習慣とをくりひろげる︒土

しふくわん

活してみる︒毒虫と灘氣から逃れるため
︑その古駅に︑竹や
と椰し子の木で作った長

しっき

十二脱5

331110557786644116574431441513542
園
図図
園園 ＿
ダイヤと海ダイヤとの二種族がある︒海

ごふく

215

215

十佃5 いうな漢字の音と訓とに注意して︑その場
うるし
のですよ︒米の粉と︑おがくつとを︑漆
うるし

十柵6園 の粉と︑おがくつとを︑漆でねり合はせ

十伽4園ものです︒さび土と漆と︑まぜ合はせて
十伽4園 です︒さび土と漆と︑まぜ合はせて作つ
十捌5囹 しますが︑中塗りと上塗りは︑二階の方
十櫨1囹 軍なものでも︑表と裏と同時に塗ること
十倣1園 ものでも︑表と裏と同時に塗ることはで
しつど

や

十悩9 屋へはいる︒下塗りと中塗りができた上へ

十悩5園︑できるだけ温度と濾度に掌りのない二

ざんがう

十㎜10 は︑帯のやうな錘壕と︑椰子の木かげに二

宗治と検使とは︑ことばずくなに

宗治と検使とは︑ことばず

十悩9 みると︑機動の響きと震動が︑からだに三

十撹3
十脳9 をかつぎ︑手に萎粉と塩をさげ︑妻は︑な

十年3
十一62囲 あふられ︑氷塊と氷塊がつきあたり︑
十一314︑に適正であることと︑眞の敬意︑すなは
十一486 ︑山田のをぢさんとをばさんが︑おとう

21了

22n

220

221

224

224

225

225

22了

22了

16

53

53

了3

了3

91

十一649図圖 まんなど︑父と兄と約束して︑敵御
の美しい木々の緑と︑さわやかな鳥の聲

ようとする砂と岩との間を︑﹁はひまつ﹂
もやう

た︒ただ︑海の色と︑空の明かるさと︑

は︑日本軍の強さと心のやさしさを知っ

木﹂と﹁久佐幾﹂と二つの方法をいっし

たのは︑﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二つの

は︑おとうさんとおかあさんに︑よう

三人の心は︑驚きと感激でいっぱいにな

長たちは︑晴雨計と空模様を熱心に見比

つれようとする砂と岩との間を︑﹁はひ

うと向かふの山脈との間は︑千丈の谷と

立ってるるところと向かふの山脈との間

エ7335252．13210
團

十一649図國 など︑父と兄と約束して︑敵御方に

十十十十十十十十十十十十
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101

1皿5
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115

115
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126

12了
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129

130

130
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98
113
120
130
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149

ど一ど

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

とある一とう

150

八886図説今はとボートに 移れる中佐︑ 飛び
來る弾に たちまち失せて︑ 毒忌港外うらみぞ
深き︑ 軍神廣瀬とその名残れど︒

﹇土肥﹈︹人名︺1

土肥

にたくはへておくやうにする︒
どい

δおといかえす
︵下一︶

︽1

三雲3図熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑後をかへりみけれ
といかえす
﹇問掛﹈

1 問ひかける

ば︑土肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒

思へど︑︿略﹀若き人に見ならはせんとて︑かく
といか・ける

九655図國 尼も︑のちには新しく張りかへんとは
するなり︒
ケ︾

プアとう・バリとう・ブツンとう・ポナペとう・ボ

ルネオとう・マズラとう・ミンダナオとう・ムナと

﹇桃﹈与すいみつとう

﹇党﹈5はんたいとう

う・ヤップとう
とう

とう

ひょうちゅうとう

とう ﹇塔﹈5きょういくとう・ちゅうれいとう・

﹇筒﹈←はかいとう

九664図 一豊もこの馬ほしく思へど︑求むること

﹇燈﹈←アセチレンとう・そうばとう

十一一509修行者はかう考へて︑静かに羅刹に問ひ

とう

いかにもかなふべからず︒

﹇等﹈︵副助︶4 等

漁夫﹁といって︑羽衣をお返ししたら︑

自動車道路の見張りを受け持ってるたが︑

道の修つた者が︑必ず人に用ひられる

ヨットイデ︒

︽トイデ︾

人に用ひられるためには︑道はどうでもよいとい

とはさまってみない︒といって手かげんをしたら︑

十二302園

しばらくも捨てておくことができない︒

急病で寝込んでしまった︒といって︑その任務は︑

十川3

う︒﹂

あなたは︑まはずにかへっておしまひになるでせ

四梱7園

といって︵接︶3といってといって

まだ若い時のことであった︒

かけた︒

とう

かはぎり

十87図御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑

とう

むらやま

とりょうふ

わが

トイデル

カクレンボスルモノ︑

︵助動︶一

ふことになりはしないか︒
といでる

一332圃

とう﹇島﹈1島
﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大
呂ウォウォニとう・うつりょうとうふき

部分の漢字は一つの音で青みますが︑

十価5

﹇島﹈

しろうま

富士・淺間・白馬・立山等の姿を見ない

とふ

問ふ

︽ーハ・ーヒ・一

ににぎのみこと︑つりばりの行くへ等の

﹇問﹈︵四五︶9

﹁︿略﹀︒﹂とひとりごといひしに︑妻つ

一きは目だちてたくましきを信長うち見

敷島のやまとごころを人とはば朝日

かく上下を問はず︑國民一般が︑事に鰯

れ物に感じて歌をよむといふのは︑

十二409

ににほふやまざくら花

十一悩3図圃

十柳8図圓名のらずとも首を取って人に問へ︒

十鵬7口藺凶 ﹁たぞ︒﹂と問へば︑﹁︿略﹀︒﹂と答ふ︒

て︑﹁︿略﹀︒たれの馬ぞ︒﹂と問へば︑

九694図

くづくと聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

九671図

爲次︑おどろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

九633図景正︑︿略﹀下より突かんとしければ︑

フ・1へ︾﹇Vおとう

と・う

神代の尊い物語を始め︑

十一梱3

のが︑まったく残念であった︒

十﹁9610

の人であるから︑

十一284父・母・兄︒姉・をぢ・をば等は︑目上

異なるところなし︒

十79図筆・鉛筆等︑済民雪平生徒の用ふる物と

十996図 夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ ドイツ ︹地名︺一 ドイツ
．十一価7ドイツの有名な音樂家ベートーベンが︑
めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

を事ひけん︑

十川5図人目には何とも見えざりけれど︑内々先
﹁ものの敷には候はねど︑武藏の國の

住人︑熊谷の次郎直 實 ︒ ﹂ と 名 の る ︒

十田3団囹

ことならねば︑泣く泣く首を打ちにけり︒

ぐ

せせらぎ

十梱2図 いとほしく思ひけれど︑さてもあるべき

音もまさりて︑

十一684図國 行く水は少しにごれど︑
の
か

天の香具山︑

あめ

十二456図圃 大和には群山あれど︑

十二479園 色はにほへど散りぬるを︑
よたれぞ常ならむ︒

十二562図爾 色はにほへど散りぬるを︑

八671 鳩はなほしばらく飛び績けてるたが︑とう

とある ︵連体︶1 とある
とうたまりかねて︑とある木の枝に止った︒
問

ニューアイルランドとう・ニューブリテンとう・パ

とう・スマトラとう・チモルとう・トラックとう・

ん︒ガダルカナルとう・カバエナとう・しょうなん

﹁︿略﹀︒﹂といふ家人の問に記して︑元帥 とう

﹇問﹈︵名︶1

七992

とい

は お ご そ か に ︑ ﹁ ︿略V︒﹂と答へた︒
とひ

とい ﹇樋﹈︵名︶1 樋δあまどい
とひ
十一η1 屋根に落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶

いちやう︑

問は ば や 遠 き 世 々 の 跡 ︒

十二757図幽 登るや石のきざはしの

とふ

︽ーフ︾

左に高き大

こんどは︑切りたふした木を︑どうする

かといふことになりました︒

四96

ふしぎに手足の力がなくなって︑どう

でも︑桑の葉をどうしたらいいかしら︒

﹁どうしたら︑よからうか︒﹂

五317園

どうしたことでせう︑あんなに悩乱のよ

國のために︑ 働きたくはないかね︒

五366園 ﹁どうしたのでせうね︒﹂
圃伽3園 どういふことだ︒
五伽6囹 どうしょう︑困ったな︒
五㎜7囹 どうしたのだ︒
六353国どうだ春雄︑︿略﹀︑漕水艦に乗って︑お

かったかひごが︑みんな弱ってみるでは

五359

五46囹

どうなさるのでございますか︒

四柵4囹もし︑それは私の着物でございますが︑

することもできませんでした︒

十二932図正成︑座上にみつつ︑弟正季に向かひ︑ 四396
﹇訪﹈︵四︶1

﹁︿略﹀︒﹂と問ひけ れ ば ︑

と・う

胴

虫干しやをひの僧とふ東大寺︒

﹇胴﹈︵名︶4

十一一379図團
どう

八備9 ﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑あの頭
といってみる部分が實は胴で︑

うに見えるが︑あれは胴なのだから仕方がない︒

八帽3園 歩く時︿略﹀頭が傾いて︑へんなかっか
八柵5 八本の足を一つにそろへ︑胴を先頭に︑ま
るで矢のやうに進みます︒

り着て︑大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑

十擢3図 甲の袖︑草ずりもかなぐり捨て︑胴ばか

どう ﹇堂﹈︵名︶1 堂5しちどうがらん・じぶつ
は せ

六556囹どういふ話ですか︒

ごくらく

どう︒にょいりんどう

六651

息とうかいどう・ぶしどう・ほっかいど

露坐の 大 佛 お は し ま す ︒

銅

と倒れました︒

六994囹さあ︑どうだらうな︒
六㎜2園 どうです︒
傾蓋5 すると︑どうしたはずみか︑ 北川が︑はた

らう︒﹂

六724囹 ﹁をばさん︑猫はどうしました︒﹂
六726圓どうしたかわかりません︒
六993園 ﹁あの人は學問はできるが︑弓はどうだ

うまく見えるか︑
どうか︒

十一一748図團 極樂寺坂越え行けば︑ 長谷観音の
﹇道﹈

堂近く︑

どう
う

﹇銅﹈︵名︶1

十ニー07 弾丸になり︑武器になり︑機械になる貴

どう

どう

い銅が︑この鑛石の中に眠ってみるのだ︒
ドウ

﹁キンギョヤ コヒバ︑ドウシテヰル

﹇如何﹈︵副︶ 6 5

二505園

どう

七639囹

七271

いったい︑どういふお方ですか︒

七699囹

どうずればいいのですか︒

手に入れたのか︒﹂とつめ寄った︒

﹁見れば尊い錦の御器︑どうしてそれを

この重い傷ではどうなるであらうかと︑

三607園どうしたの︒

三99園﹁ぢゃ︑これはどう でせう︒﹂

七7010園正男さんのかげを計ってから︑どうしま

七173囹

ｧ6園 どうかなさいましたか︒

デセウネ︒﹂トシンパイサウニイヒマシタ︒

三881園 ﹁どうしたのです︒﹂
三986園これ︑これ︑どうしたのだ︒
一一
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すの︒

七716園

どうなるのですか︒

七939園ぼくのとび方は︑どうだったい︒

照る月影を︑昔の人はど

﹁どうなさるのでございますか︒﹂

や し

七991囹
う見たか︒

八56圏椰子の林に

八135 バナナが︑どこでできるか︑どういふ植物

かうしたいろくな大砲は︑どういふふう

に生るか︑みなさんはそれを知ってゐますか︒

にして︑こしらへられるでせう︒

八968

八擢6園 けさはどうしたのです︑こんなに早く起

きてllそれに︑朝御飯の支度もちゃんとできて︒

うかと空を眺めてみる︒

九536 副長はもう上甲板に出て︑今日の羽重はど

九879 ただぼんやり見てみるだけでは︑いったい

潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜

どれがどうなのか︑さつぽり丁丁がつきません︒

九982囹

その震動の具合がどうかと︑しっかり確

けるかどうかが成否の分れめだ︒

九柵10囹
十103園

﹁どうだ︑六枚織れるか︒﹂

﹁それがどうしたの︒﹂

こら︑どうした︒

めてから︑みんなに乗ってもらひます︒

十323囹

いつ︑米英の飛行機が飛んで隔るかも知

十334園

十536囹

﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるや

れないのに︑こんなことでどうするか︒
十743

日本の將來をどうするのだ︒

うな研究熱は︑どうすることもできなかった︒
十7610園

らだがききません︒

十柵5 どんなにもがいても︑どうしたことか︑か

壷くし︑無事に送り届けてあげなければIl

十川9 それまでの間︑どうとでもして看護の手を

とうあ一とうきよう
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十幽7囚回

どうだ︒

十一392 どうしたのか︑その子が尼さんのそばへ

十一287 をばさんは︑どうなさいます︒

動員

客殿に並みみて︑容認十返ばかり同音

夜︑燈火を用ひることは堅く禁じられて

夜の燈火をしたって下る虫は︑

十一悩1

九鵬6
みるので︑

潜望鏡に︑あかあかと燈火をともした二
ドウカ

どうか

本煙突の大きな客船の姿が窩つた︒

十一一伽3

︵副︶9

どうかりつぽな武士になり︑家の名をあ
ぼくは︑まだ見たこともないが︑どうかし

東海

嚴として 東海にあり︒ ︿略﹀︑ 日の

﹇東海﹈︵名︶1

九51図韻

とうかい

本とほめたたへたり︒

ふち

一日︑上膓土御門藤子は︑宮の御文を

じゃうらふ

﹇唐辛子﹈︵名︶1 たうがらし

ぬ
砲隊を縫って︑たちまち爆弾を投下した︒

﹇投下﹈︵サ変︶1 投下する ︽ーシ︾

奉持して︑東海道を西へのぼった︒
とうか・する

十651
とうがらし

←ごとうかん・やがいとうかんぶ

たうがらしが眞赤だ︒

十294 まだ西日を受けてみる屋根に︑干してある
とうかん

■こうしゅうとうがん

陶器

とうがん

つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧なる

﹇陶器﹈︵名︶1

十478図

とうき

陶器を製作するにいたれり︒

東京⁝⁝⁝百三十

東京

東京

東京の近くには︑かうした静かな野原が︑

今日︑東京といふ弓箭を見せてもらひまし

﹇東京﹈︹地名︺9

六柵8 二十四

六313 二十四

六梱1

とうきよう

た︒

﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響きと

﹁東京︑東京︒﹂

﹁東京︑東京︒﹂と呼ぶ聲がして來まし

ひろがってゐます︒

六個5園

七973

六柵6園

た︒

コンドラテンコ少將の墓は︑どうか保存 六悌6園
﹁どうかもう一曲︒﹂

していただきたいと思ひます︒

十9610園

てっかまへてやらうと意氣ごんで行った︒

九鵬1

げてくれ︒

九旧7囹

ひとも︒

七備9島風の都合もありますし︑どうか今日はぜ

サイ︒

二678園ドウカ︑私ノムスメヲモラッテクダ とうきょう ︹課名︺2 東京

どうか

十二麗3

動員■いっかそうどう とうかいどう ﹇東海道﹈︵名︶1 東海道

動員⁝⁝⁝百二十一

︹課名︺2

九39十九

どういん

九梱5 十九 動員
﹇動員﹈︵名︶1

九梱6図圏動員の第一夜なり明けやすき

いん

どういん

十一394園 どうしました︒

來て︑立つたまましくしく泣きだした︒
十一404圏 烏にでも取られたらどうしませう︒

に唱ふ︒

十一一929図

十一424園 このおばあさんがみなくなったら︑い どうおん ﹇同音﹈︵名︶1 同音
ど うです︒

つたいあなたはどうなさらうといふのでせう︒﹂
十一443囚囚

﹁いったい︑あなたはどういふお方で

十一999園 今夜はなぎらしいが︑水温や潮の流れ とうか ﹇灯火﹈︵名︶3 燈火
はどうだい︒

十一棚4園
ございますか︒﹂

十一悩10囹 陣中新聞に襲表してはどうですか︒
ばを書き表さうとしたら︑どうなるであらう︒

十一旧2 漢字ばかりで︑われわれの日常使ふこと
十一一304園人に用ひられるためには︑道はどうで
もよいといふことになりはしないか︒﹂

十二4110 この身はどうなってもかまはない︒
その結果︑江戸市中が兵火にかかれば︑

百萬の市民はどうなることか︒

十一一相10

十二別8 袋の中のねずみとなって︑逃げようとど
うあせっても︑逃げられるものではない︒

十一一圏2 全身が勝利の喜びで震へるのを︑どうと
もすることができない︒

どうかまさえさんも︑いけ花をみっし

とうあ ﹇東亜﹈︵名︶2 東亜与だいとうあ・だい

十一伽2團

ともに︑東京の何十善の家は︑一度に震動した︒

十一搬1園

十二521囹

かせてくれ︒

どうか︑幾りを教へていただきたい︒

汽船は︑いつもバナナを積んでゐます︒

八182 皇湾から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ

かうぺ

十二513園どうか残りを聞かせて︑私に悟りを開 八82 東京から︑四千キロもあるフィリピンで︑

りけいこして︑

とうあかい・だいとうあせんそう・だいとうあせん

九㎝12園諸君は︑新しい東亜のために︑ここで大

そうかいしいらい
地を開くのだ︒

十5310囹 東亜におけるわが國の地位を認めず︑ど
こまでも横車を押し通さうとした米國︑
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十764 そのころ東京に博寛會が開かれた︒
東京から放送されて來た︒

十二泌9 この夜感激の軍艦行進曲が︑遥か祖國の
とうきょうえき ﹇東京駅﹈︵名︶1 東京騨

六欄8 東京騨の前にある大きな建物が︑じゅん
じゅんにあらはれ︑

東

七㎜3 そのころ︑東京市中は︑いたるところに火

とうきょうしちゅう ﹇東京市中﹈︵名︶1 東京市中
災が起ってるた︒

京飛行場

とうきょうひこうじょう ﹇東京飛行場﹈︵名︶1
六襯9囹 ここは︑空のげんくわん東京飛行場です︒
とうきょうほうそうきょく ﹇東京放送局︺︵名︶1

東京放送局
十一梱3 東京放送局からの電波がはいって來た︒

どうぐ ﹇道具﹈︵名︶5 道具5つりどうぐ・とび
どうぐ

八464 道具は︑小刀・はさみ・ものさし・分度器
などである︒

たうげ

﹇東経百三度

たうげをおりたところで︑また止りま

える︒﹂と大きなこゑでいひました︒
した︒

四212
とうけいひゃくさんどこじゅうごふん
東纏百三度五十五分

北緯四度︑東経百三度五十五分︒﹂まさ

五十五分﹈︵名︶1
十6210園

東郷元帥⁝⁝⁝九十七
東郷元帥

とうがうげんすみ

二十
二十

うつりよう

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

うりふ

﹇東郷正路﹈︹人名︺1

は

東郷︵正

十一569図東郷司令長官の焦せし戦況報告の末尾

とうこうまさみち

で

十一535図片岡・出羽・瓜生・東郷︵正路︶の諸

路︶

﹇東国﹈︵名︶2 東國

今を去る千二百年の昔︑東國から徴集さ

これは東國第一の名馬とて︑商人の引

﹇動作﹈︵名︶2 動作

どうざん

東西

東西の美しさを一首の中によみ入れた︑

﹇東西﹈︵名︶2

銅山

銅山

かたみに菊水の刀を與へて︑おのおの

︹題名︺1

東西へ別れけり︒

十一一901図

まことに調子の高い歌である︒

十二431

とうざい

めにする場合は︑

十一275 自分の動作であっても︑それが相手のた

しやる﹂とか︑﹁めしあがる﹂とかいふのも︑

十一262 目上の人の動作を述べるのに︑﹁いらっ

どうさ

きてまみりしを︑一豊が求め得たるものに候︒

九695図圏

て商なふものあり︒

九6510図

とうごくだいいち ﹇東国第一﹈︵名︶2 東國第一
あっち
東國第一の名馬なりとて︑安土に引き來

れて︑九州方面の守備に向かった兵士の一人が︑

十二396

時︑相模の足柄山を越えたまふ︒

あしがら

九93図東國の賊を平げて︑尊︑西へ至りたまふ

とうごく

みなさうです︒

しく︑わが偵察機の報告である︒
隊は︑敵の後尾をつく︒
とうげん
とうがう
とうげんれい ﹇登舷礼﹈︵名︶1 登舷禮
とうこうまち ﹇東郷町﹈︹地名︺1 東郷町
とうげん
のぎ
とうがう
すべての艦艇はうやうやしく︑ 登舷禮︑ 八201團 大山通とか︑乃木町とか︑東郷町とか︑

八281圃

陶工

柿右衛門は︑今より三百齢年前︑肥前の

﹇陶工﹈︵名︶1

君が代のラッパ︒
とうこう
ありた

十476図

東郷

片岡・瓜生・東郷の諸隊はその退路を

﹇東郷﹈︹人名︺1

有田に出でし陶工なり︒

とうこう

同行

とうがうげんする

ある日︑突然インド人の巡査が來て︑母に

﹇同行﹈︵名︶1

絶ちて︑午前十時十五分まったく敵を包園せり︒

十﹇555図
どうこう

九302

同行を求めました︒

七39
七971

﹇東郷元帥﹈︹人名︺1

︹人名︺

東郷元帥の家は︑質素な︑古い木造建であ

とうこうげんすい

つた︒

七983

﹇東郷司令長官﹈

三笠に乗れる東郷司令長官は︑六隻の

東郷司令長官は︑直ちに全軍に出動を

東郷司令長官

とうこうしれいちょうかん

4

十一527図
十一533図

命じ︑

東郷元帥

八佃2 いろくこみ入った道具がついてゐますが︑ とうこうげんすい ︹課名︺2 東郷元帥 東郷元帥
しよくかく

﹁作業やめ︒﹂みんな道具をきちんとまと

その上のところに︑小さな鰯角があって︑
九η10
せんめん

めて集合する︒

箱を︑てんびん棒でかついでやって誹る︒

十鵬1 洗面器や︑道具を入れた︑これも朱塗りの

當家

十川1 これも︑いろくな道具を入れた荷をかつ
﹇当家﹈︵名︶1

いでるる︒

とうけ

﹇峠﹈︵名︶2

念に候まま︑きっと畳悟致し候所存に候︒

十二榴6圏團當家滅亡を見つつ長らへ居り候も残
とうげ

主職艦隊を率みて︑︿略﹀敵の主力に當り︑

四206 たうげに來た時︑生徒さんが︑﹁海が見 十一552図わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑ 十二72

とうじ一とうじょういん
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とうじ

﹇当時﹈

︵名︶

8

じ・にちうせんそうとうじ

當時

■こぞうえいとう

七998 當時︑大正天皇は︑日光にいらせられた︒
十一364 當時︑かな文は女の書くもので︑男は︑
漢文を書くのが普通であったからです︒
十一366 當時の実語を自由自在に使って︑
今ではもう六十近い老人になった︒

十一桝5 當時二十八歳の若盛りであった阿禮が︑

標柱を打ち立てた當時から︑

十一㎜6 わが海軍特別職職隊が︑︿略﹀︑日本領の

十二732 一命を取り止めた聞多が︑三時の母の慈
愛の態度を聞くや︑病床にさめざめと泣いた︒
いへもち
十二柵2 宮が︑︿略﹀︑將軍家茂に嫁ぎたまうたの
おうべ い

は︑當時から七年前のことである︒

1

うかがってみたのである︒
︵名︶

同志

5あなたがたどう

十二柵4 當時︑欧米の強國は︑ひそかにわが國を
﹇同志﹈

し︒こういんどうし・せんすいかんどうし

どうし

﹇同時﹈︵名︶5

同時

十二協1園 あなたがた同志の友情のうるはしさに︑
どうじ

八備1園 外側をまはってみるものも︑内側をまは
つてみるものも︑そろって同時に進んでみるだら
う︒

﹇当日﹈︵名︶2

十騎二十騎の私ごとなり︒
とうじつ

當日

奉納の當日は︑頼朝を始め舞見物の人々が︑

どうして

しも
卑見の七日は︑霜が深かったが︑朝からよ

何千人ともなく集りました︒

八358

十877
く晴れてみた︒

ドウシテ

どうしてどうして︑今まで見たこと

ドウシテドウシテ︑

ニヒロイノデス︒

三294園

一621園

もないほど大きいのです︒

どうしても

どうしてどうして︑

﹇如何﹈︵副︶10

三294囹

ここであんなはげしい戦があったとは︑

この道以外に部隊の進撃路はないので︑

たふじょうゐん

搭乗

たふじょう

搭乗員

搭乗員の目は一つになって︑海の上へ焼

﹇搭乗員﹈︵名︶3

﹇Vにゅうえいとうしょ

どうしてもこの難關を突破しなければならない︒

十一槻8

い︒﹂といって︑止めなかった︒

十㎜4園どうしてもさがし出さなければならな

と進歩させなければならないといふのである︒

十752 それには︑どうしても︑織機をもつともつ

レパルスを︑どうしても撃滅しなければならぬ︒

十586 旗艦プリンスーオブーウェールズと︑戦艦

どうしても︑手袋を脱ぎます︒

九冊8園手袋をはめてみては︑しめられません︒

くだけは︑最後までどうしても泳がうll

九輪8 おくれたって︑ほかの人がやめたって︑ぼ

どうしても思はれません︒

八252国

日は畳悟がありますそ︒

七帽3園 どうしても許さないといはれるなら︑今

ければならなかった︒

七626 宮は︑どうしても︑そこをお通りにならな

いのが︑五匹ゐました︒

五383 けれども︑どうしても桑をたべようとしな

どうしても

どうして︑水はなくならないのでせう︒

﹇如何﹈︵副︶16

三466園

どうして

どうして︒
﹁みみずぐらみに︑どうしてそんな聲を

五627囹
五846囹

今日が︑どうして海の記念日になったの

たてるのです︒﹂とお笑ひになった︒

五871園

どうして︑そんなに笑ふのか︒

でせう︒

五995園

どうして︑つれないのだらう︒

もしもし︑あなたは︑どうしてそんなに

五⁝⁝⁝5園

五槻3園

泣いていらっしゃるのですか︒
﹁どうして︒﹂
六柵2園
十326囹 ﹁どうして︑いたづらをしたの︒﹂
十345園 ﹁どうして︒﹂
十一409囹どうして︑いつまでもかうなんでせう︒

うして私が死ねませう︒﹂ と答へた︒

十二271囹 ﹁先生が生きていらっしゃる限り︑ど

男と生まれた以上︑萬代に傳ふべき名も

とうしょ

十723

大任を果したわれわれ搭乗員も泣いた︒

きつくやうに注がれる︒

十6310

たふじょう

員搭乗員

あの恐しい形相から︑どうしてこんな聲 とうじょういん
どうしてまたこれは︒
どうして

ドウシテドウシテ︑ウミハ︑空ノヤウ

﹇如何﹈︵感︶4

一621囹

どうして

十二686囹

が出るかと思はれるほど美しい聲である︒

十二545

立てないで︑どうして空しく死なれようか︒

十二447

うして私が死ねませう︒﹂といった顔回が︑

十677 それと同時に︑魚雷はウェールズの舷側で︑ 十二355園﹁先生が生きていらっしゃる限り︑ど
みごとに大きな水柱と火焔をあげた︒

十692 自爆と同時に魚雷がレパルスに命中する︒

十重1囹 盆のやうに簡輩なものでも︑表と裏と同
時に塗ることはできません︒
しまひました︒

十鵬8 それと同時に︑全身の氣力は︑なくなって
どうしいくさ ﹇同士軍﹈︵名︶1 同士軍

十一611立頭 夜討などいふこと︑汝らが同士軍︑

155
どうじょうする一とうちょくしょうこう

たふじょうゐん

同情する

︽一

十二㎜2 しかも搭乗員は︑一瞬といへども氣を
﹇同 情 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

ゆるめてはみないのである︒
どうじょう・する

投ず

きょだん

︽ージ・ーズ・ーゼ︾

九鵬9 鹿介を一目見た信長は︑この勇士の苦節に

シ︾

﹇ 投 ﹈ ︵ サ 変︶4

同情した︒
とう・ず

投じたる一瞬︑

いっしゆん

十絡8図魍 更にラングーンの上空に現れ︑巨揮を

物を運びて︑かまの火にことごとく投じたり︒

十461図 たき木︒﹂と叫びつつ︑手昇りしだいに

し

し

劒投ぜし古戦場︒

十二746図圏 七里が濱の磯傳ひ︑ 稻村が崎︑名
將の

投ずる

︽ージ︾

十二889図画 ﹁獅子は子を産み︑三日にして︑敷
﹇ 投 ﹈ ︵ サ変︶1

千丈の谷に投ず︒
とう・ずる

の餌食にならうといふのである︒

ゑじき

十二567 そのてっぺんから身を投じて︑今や羅刹
どうせ ︵副︶2 どうせ
十二538園 どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑
永久の命を得ようといふのだ︒

十二705 どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思
﹇当然﹈︵形状︶2

當然

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒
とうぜん

に思はれたことはなかった︒

十619 死といふものが︑この時ほど容易で︑當然

ドウゾ

どうぞ

敵の名をかうむるのは︑けだし當然であった︒

十二佃10 慶喜に不臣の心がなかったとしても︑朝
﹇何卒﹈︵副︶26

一315囹 ドウゾ︑オアガリクダサイ︒

どうぞ

﹁サア︑ドウゾオアガリクダサイ︒﹂

一423圏 ドウゾ︑トホシテクダサイナ︒
一653囹

一677囹﹁ドウゾ︑マタオイデクダサイ︒﹂
ドウゾ︑オユルシクダサイ︒
一852園

三903園どうぞ︑お乗りください︒
三欄9囹 どうぞ︑そこへおかけください︒
三脳9園 どうぞ︑ゆっくり遊んでいって くだ
さいませ︒

四413園どうぞ︑月の
夜には︑私のことを思
ひ出してください︒

四佃9園 どうぞ︑お返しくださいませ︒
四伽4園 どうぞ︑お返しくださいませ︒
五377園どうぞ︑生意になりますやうに︒
田掴7国 どうぞ︑安心してください︒
五梱6囹 どうぞ︑お許しください︒
五柵6囹 どうぞこちらへ︒
六158国どうぞ︑ぜひおいでください︒

六173団どうぞ︑おかあさんによろしくおっ

どうぞ︑

どうぞ︑

無事に旅をすることができます

いろくなお話をしてください︒

どうぞ︑ おたちのきください︒

しゃってください︒

七棚5園
九㎜4園
田㎜8園
やうに︒

十114園どうぞ︑これをごらんください︒
十867園どうぞ︑乃木大粟にお願ひして︑ 陛下に
さあ︑どうぞこちらへおいでください︒

厚く御禮を申しあげてください︒

どうぞりつばに最期をおかざりください︒

どうたい

﹇胴体﹈︵名︶5 胴禮

胴膿︑︿略﹀︑いちばん大きな主翼︑それか

私は︑ちやうどきちんとできたので︑それ

私は︑胴膣に鼻木をしっかりと結びつけた︒

ら水平尾翼・垂直尾翼などである︒

八477

八507

巨揮を投じたる一瞬︑敵高射砲揮は︑

いっしゆん

八499

きょだん

を胴腔にとりつけた︒

十1610図魍

みごとにウェールズに命中して︑受業から︑

汝が愛機の胴膿を貫ぬきつ︒

十666

古人いへらく︑

虫干しやをひの僧

﹇東大寺﹈︵名︶2 東大寺

マストの二倍ほどある水柱があがった︒
とうだいじ

とふ東大寺︒

十二379図圃

場所は︑パプアの東端から数十海里の海

﹇東端﹈︵名︶1 東端

渡海して來たこうのはなやかな奈良の都を︑

十二451 東大寺の大佛ができ︑インドから高僧が
とうたん

と空だ︒

十二惣3

ばくれう

とうちゃく・する ﹇到着﹈︵サ変︶1 到着する ︽一
シ︾

に到着した︒

到着鮎

當直將

﹁総員起し五分前︒﹂と︑當直將校に報告

後甲板には︑立直將校の姿が見え︑

﹇当直将校﹈︵名︶4

そら︑あそこに見えるだらう︑あの砂濱

﹇到着点﹈︵名︶1

十884 まもなく︑乃木將軍も︑数名の幕僚ととも

九川8園

とうちゃくてん

が︑到着鮎だ︒

とうちょくしようこう
校

十月9園

どうぞ御安心くださいませ︒

九524

十㎜2園

十一112園

どうぞ私に代って︑おとうさんやおか

やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當子壷校が

元三のよい聲で號令を掛ける︒

九537

する︒

九533

こうかんばん

十一502園

丁丁

草原を海にたとへれば︑オボはまさにその

﹇灯台﹈︵名︶1

あさんを︑だいじにしてあげてくださいね︒
とうだい

九㎜6

燈垂である︒

どうと一とうとう
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九554 當直將校から威勢のよい丁令がかかる︒

七613 橋は︑まん中からもえ切れて︑谷底へどう

どうと ︵副︶4 どうと
と落ちた︒

十描4図 熊谷︑波打際にてむずと組んで︑馬より
どうと落ち︑

十佃8差回纒これを見て︑まつ眞先に進みたる安
藝の太郎が家來を︑どうとけて海へ落す︒

たふとい

尊い

たふとい

︽ーイ・

十一222図 敷萬の寄せ手︑どうと打ちすゑられ︑
﹇尊﹈︵形 ︶ 1 5

なだれを打って人馬落ち重なる︒
とうと・い
ーク︾

お山︑神の山︒

四53囲 やさしいやうでををしくて︑

の すきな花︒

四271圃菊はたふとい こもんしゃう︑ 私たち
﹁これは︑たふとい劒だ︒﹂と︑みこと

はお思ひになりました︒

五308園

お授けくださる尊い軍旗︑

六765圏 軍旗︑軍旗︑ 天皇陛下の みてつから︑

十︻個3

やまた

天の岩屋︑八岐のをうち︑大國主神︑
それは︑要するにわが國初紅舌の尊い歴

︿略﹀等の神代の尊い物語を始め︑

十﹁梱6
どこからか聞えて翻る尊いことば︒

史であり︑文學である︒

十二482

まことにありがたく尊いのは︑母の力で

あった︒

とうとう

この國歌に歌はれてるることばも︑また

十二742
十二襯10
わが尊い國語にほかならない︒
トウトウ

オニノタイシャウハ︑チカライッパイタ

﹇到頭﹈︵副︶33

一84一

とうとう

タカヒマシタガ︑トウトウマケマシタ︒

トウトウ雨ガプリダシマシタ︒
花子サンバ︑トウトウ笑ヒダシマシタ︒

二92
二436

オヂイサンバ︑トウトウシバラレテシマ

とうとうそのてっぺんは︑空の雲にと

ヒマシタ︒

二938

四68

どくやうになりました︒

だんだんふくれ出して︑とうとう︑それが
そのうちに︑よひがまはって︑大蛇は︑と
わが軍は︑勇ましく敵にとつげきして︑と
とうとう︑旗に手がとどいた︒

考へてるると︑雪舟は︑何だか悲しくなつ

て︑とうとう︑しくしく泣きだしました︒

ました︒

六価9 雪舟は︑とうとう︑日本一の糟かきになり

とうとうノイツは︑︿略﹀︑武器・船具︑そ

あ︑とうとうかくれてしまひました︒

で終りました︒

六㎎1 第一班は︑残念にも︑とうとう成功しない

七伽10

七研5

あとからあとから來る兵隊さんを迎へて︑

のほかすべての物を返すことを約束しました︒
八588

鳩はなほしばらく飛び浸けてみたが︑とう

とうとう︑夜の十一時ごろまで働きました︒

八671

先生︑この間から︑いろく考へてるた

とうたまりかねて︑とある木の枝に止った︒

のですが︑とうとうこんなものを作りました︒

九391囹

ら三四人めになった︒

九9810 一人落ち︑三人落ちして︑とうとう先頭か

討死し︑それに糧食がとうとう書きてしまった︒

りやうしよく

九㎜1 前後七年にわたる長い職に︑尼子方は多く

十二㎜2

父は︑とうとう佐吉をよその大工の家にあ

子どもは︑︿略﹀︑とうとううつ伏せにな

とうとう︑水攻めにするつもりだな︒

十一958

それがのどまで出てみるのですけれど︑

とうとう︑スコールが船の上へやって來

とうとう︑燕の絶頂が來た︒

前十一時︑みんなはずみぶんつかれてみた︒

十一884 とうとう合戦小屋にたどり着いたのが午

とうとういへないでしまひました︒

十一507

つて︑泣き入ってしまった︒

十一427

十襯8園

づけてしまった︒

十744

九㎜6﹁とうとう︑林の中へもぐり込んでしまった︒

たが︑とうとう山の上でなくなったといふ︒

一さうの舟が 九脳7園 母は︑︿略﹀︑風の日も雪の日も待ってる
ならない

とうとう︑百五十メートルの糸をみん

お別れしなければ

何年かたって︑とうとう
とうとう

できあがりました︒

四104

六麗7

六961

うとう︑その陣地をせんりゃうしました︒

五伽7

うとう眠ってしまひました︒

五298

二本のかはいらしい足になりました︒

五235

な出しました︒

四929團

時がまみりました︒

七1610 ふり返ると︑少女は︑いかにも尊いるげん 四411囹
﹁見れば尊い錦の御旗︑どうしてそれを

に満ちて︑立ってをります︒
七639園
手に入れたのか︒﹂とつめ寄った︒

八964 大阪が︑水の都として襲達し︑︿略﹀︑今日

のやうな大都市となったのは︑まことに︑尊いい
はれがあるといはなければなりません︒

九㎝6 かうした光景は︑今までに何度も見たが︑
今朝ほど尊く思ったことはなかった︒
︿略V︑尊い母の姿であったのでせう︒

十柵1 この勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑
十一梛8 神代以來の尊い歴史も文學も︑
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どうどう一どうやら

たからである︒

堂々

十二鯉11 今日もとうとう敵は影を見せなかった︒
とうとうやった︒

﹇堂々﹈︵形状︶9

十二盟10
どうどう

七梱5 彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑
︿略﹀︑堂々と肇湾 の 港 を 出 航 し ま し た ︒

︽ーベ︾

十一一爾9

だうとん
﹇道頓堀付近﹈︵名︶1 道頓堀

國語を尊べ︒

いちばんにぎやかな場所は︑市の中央の︑

どうとんぼりふきん
八921

附近

どうにか

靴下は︑横になったままで︑どうにかはき

﹇如何﹈︵副︶1

道頓堀附近の町町です︒

だうとん

どうにか

ました︒

光景10

シ︾

十﹁価9團

丁年

動物

ましたから︑見てください︒

﹁ここは︑みなさんに喜ばれる上野の動

﹇動物園﹈︵名︶2 動物園

は︑どんな動物がみるのか想像がつかない︒

十一蹴6 あの内地の山によく似た山脈の森の中に

六佃5園

どうぶつえん

物園です︒﹂

八946 四天王寺に近い天王寺公園には︑美術館や

たうぶん︑やっかいになりますよ︒

﹇当分︺︵副︶1 たうぶん

動物園があり︑

とうぶん

六751園

る︒

十一553図

片岡隊の東方はるかに業事の黒煙を見

よりて主戦艦隊及び巡洋艦隊は︑直ち

に東方へ向かって敵の進路をふさぎ︑

十一554図

εいちおくどうほう

ソロモン諸島にも︑濠洲の東北部にも︑

﹇東北部﹈︵名︶1

東北部

十二76 集合した鑛員は︑東方へ向いて整列する︒
どうほう
十﹁㎜6

とうほくぷ

︵副︶5

どうも

これと肩を並べるやうな港はない︒

どうも

どうも︑ありがたう︒

﹁どうも困ったものだ︒﹂

三価4囹 どうもごちそうさまでございます︒

四77園

どうも︑ありがたうございます︒

五717囹
五747囹

どうもをかしい︒

もっぱらさけやますの泳ぎまはってみさ

﹇投網﹈︵名︶1 投網

九727
とうもう

うな場所をさがして︑投網にかかる︒

十一9810

つみたての桑の葉をやると︑かひごは︑ど

うやらからだをのばすやうにして︑そろそろたべ

五379

さあ︑次には︑あなたがたのすきな動物 どうやら ︵副︶5 どうやら

﹇動物﹈︵名︶3

六439囹

どうぶつ

みんな海にみる動物だよ︒

をうつしませう︒

八㎜4囹

ほうはちじつキロメートル

すると︑痛みがいっそうひどくなって︑ とうほう ﹇東方﹈︵名︶3 東方←クワンタンとう

﹇当年﹈︵名︶1

胴腹

萬壽は︑雪年やうやく十三︑舞姫の中では

﹇胴腹﹈︵名︶1

敵艦の胴腹深く飛び込むんだぞと︑毎日
二番

いって聞かせてみる魚雷だ︒

十二筋10

どうばら

いちばん年若でした︒

八356

とうねん

どうにもたまらなくなりました︒

四855

﹁鯛﹂は︑なんといっても堂々としてゐま どうにも ﹇如何﹈︵副︶1 どうにも

帝國の艦艇︑おお︑その雄姿︒

てい

八264圃 見わたすかぎり︑ くっきりと︑堂々と︑
八m10
す︒

九871 さうして︑りつばな乗馬になり︑軍人さん
を乗せて堂々と歩くでせう︒

九備4園 爆音勇ましく五十機七十機と︑頭上を
堂々と出藍して行く時です︒

ら堂々と行進する︒

九麗4 一萬五千の精兵が堂々と進軍して來た︒
かし
十㎜2 隠亡色の制服を着て︑樫の棒をかつぎなが
十一一659

﹇当番﹈︵名︶1

道標

道標の敷字がしだいにへって行くのが︑

﹇道標﹈︵名︶2

力と頼まれる︒

十一871

どうひょう

九㎜7園當番にあたった私が司喪亡になりませう︒

堂々としたその議論に︑反封黛は︑ぐう とうばん

の音も出なかった︒

クワウソ

フ

十二伽7 堂々と接近して行くと︑汽船からは︑す
尊さ

．るするとギリシャの國旗があがった︒
﹇尊﹈︵名︶3

テンイウ

とうとさ

立ってるる︒

十558 ﹁天佑ヲ保有シ萬世一系ノ三二ヲ践メル 十一902 中空温泉から四・六キロと記した道標が
大日本帝國天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒

尊ぶ

その時にうつした寓眞を同封しておき

十一324 わが國がらの尊さ︑︿略﹀が︑ことばの どうふう・する ﹇同封﹈ ︵サ変︶ 1 同封する ︽一
上に反映したのにほかならないのである︒

︽ーク︾

十一而4 ひたすら任務を遂行する姿には︑神の尊
尊し

ささへ感じられるのである︒
﹇ 尊 ﹈ ︵ 形︶1

十46図参舞の人々︑あたかもいひ合はせたるご

とうと・し

﹇ 尊 ﹈ ︵ 五︶1

とく︑足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒
とうと・ぶ

とうよう一とおい
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學校から︑黒山のやうな邦人の群が︑わ

この道路を︑わが機械化部隊が︑英軍を

けちらしながら︑寸時の休みなく追撃する︒
たうわく
﹇当惑﹈︵名︶1 二才
たうわく

十

兄は︑むっつりとして︑やや當惑のやう

﹇十﹈︵名︶3

急にお月さまが十も出たかと思ふほど︑

遠い

︽一

遠いところで︑水と空がいっしょに

三464園川は︑遠い山から流れて來て︑海へ
行くんだ︒

三747團

遠いところへ行きます︒

なってゐます︒
すみにん

五629園

遠い外國に︑たちばなといって︑︿略﹀︑た

遠い︑遠い外國へ行きました︒

乗って︑遠い︑遠い外國へ行きました︒

六203 乳首天皇の仰せを受けた田道野守は︑船に
六204

いそうかをりの高いくだものがあることを︑

六205

六211 遠い外國といふだけで︑それが︑どこの國

遠い︑遠い國のたちばなを︑仰せによっ

であるかは︑わかりません︒

六238園

とほい

アゼミ

トホイ

東の方のとほい︑とほいところに︑

西の方のとほい︑とほいところに︑

漕水艦は︑︿略﹀︑遠く海を乗りこえて︑

左の手に︑めがねの玉を持って︑目から遠

遠く走るポンプ自動車のサイレンの音も聞

今度は︑遠い空から飛行機がやって着て︑

これつきり︑自分は︑遠いところへ行くの

し合ってみるのかも知れません︒

八74 これから行かうとする遠い國のことを︑話

七曜2 西の遠い︑遠い地平線に

平線に落ちて行くところです︒

七型2 赤い大きな夕日が︑今︑西の遠い︑遠い地

だと感じたのかも知れません︒

七279

やがて着陸しました︒

六襯7

えます︒

六699

くはなした︒

六621

敵の港の中へしのびこんだりして︑

六347團

支那へも︑満洲へも︑旅だつのだと思ふと︑

六289 育てたみかんが︑日本中はもちろん︑遠い

て︑持ってまみりました︒

あたりが明かるくなりました︒

﹇十余﹈︵名︶1

﹇遠﹈︵形︶58

トポイ

土ぼこりうづまき立つや十あまり荷馬

十あまり

十ばかりであらうか︑︿略﹀︑かけ出して

小熊座を包むやうにのろくと曲りくねつ

六238囚圃 遠い︑遠い國のたちばなを︑

とお・い

車すぎ行く夏草の野路に

十桝2図魍

とおあまり

來た女の子は︑

十一388

九936

りよう
て連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑

四392

とお

すである︒

十一佃5

とうわく

十二棚8

あっとなだれを打って道路へ押し出して來た︒

十一﹇2210

とうれい ←ごとうれい
始めましたので︑
六576園 おかげさまで︑どうやら︑うちで仕事を どうろ ﹇道路﹈ ︵名︶ 2 道路 皿vじどうしゃどう
ろ・ほそうどうろ
してをります︒

八鵬4 その一回一回の時間が︑どうやら同じであ
るやうに思はれてなりません︒

ら似た小さなひしゃく形に連なるのを︑大熊座に

九933 北極星を柄の端にして︑北斗七星とどうや
封して小熊座といひ︑

九価9 よひの間は家の中がむっとして︑柱も壁も︑
さはるとどうやら熱氣を吐いてみる︒

とうよう 与えいこくとうようかんたいきかん
どうやう
﹇同様﹈︵名︶1 同様
どうよう

動揺

十悩10 下塗りと中塗りができた上へ︑上漆をかけ
どうやう
て最後の仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑
﹇動揺﹈︵名︶2

十㎜4 重い患者には︑船の動揺が禁物です︒

どうよう

道理

かない足取りで︑病室へ向かってゐました︒

十襯1 かう思った私は︑もう船の動揺にもよろめ
﹇道理﹈︵名︶5

八376 攣るも道理︑これには深い事情があったの

どうり

です︒

カマヲカツイデ
急ギマス︒

イネカリニ︑

ハレタ秋ノ日二︑

トホイタンボへ
急ギマス︒

東の方のとほい︑とほいところに︑あ
三134

こんどは︑西の方のとほい︑とほいと
三149

ころに︑あまった土地のあるのが見えました︒

三149

まった土地のあるのが見えました︒

三134

タンボへ

二233圃キレイニ

チヲ︑

一一226圃

十一635図圓兄に向かって弓引かんことあるべか イ・ーカッ・ーク︾﹇▽おまちどおさま
爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑

らずとは︑道理なり︒
十一637図

道理にやつまりけん︑そののちは音もせず︒

ます︒

十二847園 殿様の御合嵩まみらぬも道理でござり

ほどの道理に迷ふべしや︒

十二949図幽 汝︑幼くとも︑父の子ならば︑これ
どうりょくきかい ﹇動力機械﹈︵名︶1 動力機械
機械の製造にとりかかった︒

十798 しかも︑かれはこれに滞足せず︑すぐ動力
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とおか一とおく

です︒

八81 燕の行く先は︑遠い︑遠い南の海のかなた
八81 遠い︑遠い南の海のかなたです︒

八88 中には︑さらに海を越えて︑遠いオースト
とうかん

ラリヤまで行くのがあるといふことです︒
舞観してゐましたが︑

八601 野外統監部を遠く望むところで︑私たちは
八949 大阪港は︑防波堤が遠く衝き︑港内の岸壁
には︑一萬トン級の汽船が横づけになります︒
人も家も︑小さく見える︒

九965 後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑

手招きをしてみるやうだ︒

九㎜2 一本松を見たが︑まだかなり遠いところで

い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒

九梱9 ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠
九脳12 北の方では︑二三日前に雪が降ったので︑
遠い山の峯が白くなってみる︒

にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒

九川9 遠く國務院や︑關東軍司令部の建物が夕日
九圏4 この時は︑遠いところがらたくさんの人が
集って來て︑たいへんなにぎはひである︒

ゆめ
を聞くのは︑夢の中の聲のやうに思はれる︒

天地の囲い

一隊は左舷から︑他の一隊は遠く後方か
大きな水柱が︑遠い海面にあがっては消
いちおくどうはう

遠く大戦果は︑一億同胞に︑いな大東亜

十重の民族に︑全世界に︑かく放送されてるる︒

五月から八月までは︑風速二十メート

﹇十日余﹈︵名︶1 十日あまり

﹇十旦二時四十分﹈︵名︶1

種まきがすんで十日あまりたったころ︑

十日三時四十分︑待ちに待つたわが漕水艦

ウイテヰタ︒

﹇遠﹈︵名︶2一 トホク とほく 遠く

﹁ゴi︒﹂と︑とほくの方で音がしまし

汽車はだんだん小さくなって︑とほく

遠くにかくしてある手ぶくろを︑すばや

弟が︑遠くから私を見つけて︑﹁ねえさ

半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入

少年は︑あくる日の書ごろ︑︿略﹀︑遠くの

いみん

夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

七792團 時には︑朝早くから︑遠くへ演習に出か

にぎやかに聞え始めます︒

七375

町にある署院へ送られて行きました︒

七274

りまじって︑遠くの方で聞えます︒

六705

ん︒﹂と喜んで呼びました︒

六92

くさがしあてたりします︒

五鴨8國

よけて通るほど︑強さうな犬になりました︒

五聖3 向かふから來る人は︑大人でも︑遠くから

の方へ行ってしまひました︒

二日4

た︒

二脳1

二65圃トホクノ方ニ

とおく

から︑﹁敵艦嚢見︒﹂の第二電が來た︒

十6010

十旦二時四十分

とおかさんじしじっぷん

七377

とおかあまり

ルぐらみの南西季節風が︑時には十日も急いて

十一一㎜1囹

いふ者はありません︒

ノ091十日たっても︑二十日たっても︑母の名を

︑90

ひゃくとおか・はちがっとおか

十一43團遠い爾岸の間をぎっしりと張りつめて とおか ﹇十日﹈︵名︶2 十日呂しがつとおか・に
心はるばる︑

耳を澄ますと︑遠く近く︑さまざまの小

谷川が︑下で遠く鳴ってみる︒

山遠く

みた氷︑その下で︑眠ってみた黒龍江が︑

十一694図圃
十一846

なるかな︒

十一882

こんなに遠く離れてみると︑うちのこ

鳥のさへづりが聞かれる︒

十一桝8團

虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山から

とが何よりも知りたいのですよ︒

十一㎜3

赤道を越えて南半球へはいると︑だれし

立ちのぼる赤い火を眺めた︒

十一㎜9

太平洋の夜明け︑遠い地平線上に︑黒煙

も遠く來たものだと思はないではみられないが︑

十二㎜1

この大きな太陽が︑︿略﹀︑だいたい月と

のなびくのが潜望鏡に窮つた︒

十二衙1

同じ大きさに見えるのは︑いふまでもなく︑太陽
これほど遠いところにありながら︑太陽

が月より非常に遠いところにあるからである︒

十二個5

は︑私たちに十分な熱と光とを送ってくれる︒

かりに︑太陽をもつともっと遠いところ
遠くわが南洋の島々まで︑太平洋の波

で見るとすれば︑

十二鵬1
十二備4圃

か遠いところへ散らばってしまふ︒

九劉11 樂しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ

十54図 この時︑正面やや遠く拝する南神門のけ

十二脳2

えて行く︒

十二㎜7

ら爆撃して來たが︑

十二圏5

キシントンの甲板が見えず︑

かんばん

さつき見た時は距離が遠かったので︑レ

は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二川11

だかさ︑美しさ︒

しばふ
十74図 みどりの芝生遠く悪く績き︑

その作品は︑︿略﹀︑遠く海外にも傳はり

十251 遠く海の端に︑細い︑暗い︑一筋の線が見
えた︒

十4710図

て︑名工のほまれはなはだ高し︒

十939園 私などの遠く及ぶところではありません︒

十㎜9 目がさめたころ︑遠いところを通るその聲

とおざかる一とおり
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けることもあります︒

引き潮にさそはれて︑遠く沖の方にただよへり︒

十二394聖母

通す

ヨウノナイモノ︑トホシマセン︒

ドウゾ︑トホシテクダサイナ︒

︽

ッ・一

十二麗3

濃い色ガラス︑または黒くいぶしたガラ

﹇遠攻﹈︵名︶1 遠攻め

スを通して太陽を見ると︑
とおぜめ

︵名︶2

トーチカ

やうに撃ちまくって曇る︒

﹇遠干潟﹈︵名︶1 遠干がた

チカも︑敵兵も︑何もなかった︒

十悩5 突き進む皇軍將士の前には︑隠蟹も︑トー
とおひがた

﹇遠巻﹈︵名︶1 遠巻き

十一2410図 軍勢六萬鯨騎︑稻村が崎の遠干がたを︑
かまくら
眞一文字にかけ通りて︑鎌倉へ配れ入る︒

九㎜3 散兵の隊形をとって︑遠巻きにのろを追ひ

とおまき

出して行く︒

とほり

通り

通5おいい

これを避けて北へ遠廻りをする︒

﹇通﹈︵名︶15

十二川5

やがて日本語を通して︑たがひにお話が とおまわり ﹇遠回﹈︵名︶1 遠廻り

花子サンバ︑正男サンヲオクヘトホシマ

オザシキヘトホシマシタ︒

二414
シタ︒

八231團

通す日

それは︑にいさんのいふとほりだよ︒
わにざめは︑白兎のいふとほりに並び

白兎がそのとほりにしますと︑からだ

は︑すぐもとのやうになりました︒

四874

ました︒

四831

三477囹

ひととおり・もじどおり

かんどおり・じかんひょうどおり・すどおりする・

もいどおり・おやくそくどおり・ぎんざどおり・じ

つけどおり・おおやまどおり・おことばどおり・お

初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を照ら とおり

でき︑心持が合ふやうになりませう︒

十544

今日おくだしになった宣戦の大詔が︑ラジ

し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒

十552

白雲を

その矢︑︿略﹀荒尾の九郎が甲を通し

オを通して奉讃された︒
わきばら

十一197図

野はかがやきて︑

て︑右の脇腹までぐざと射込む︒

十一682図韻

はや夏の暑さをおぼゆ︒

夜明けに近い薄あかりが︑重なり合った
くわつえふ

物をつんで︑この通にさしかかりました︒

四価3 今︑日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷

どを︑戸口に並べてみる店があります︒

まばらな澗葉樹林を通して︑太陽がじ 四悩3 せまい通には︑赤いらふそくや︑︿略﹀な
そのことばを通して︑古代日本人の精神
を︑ありありと営むことができるのである︒

十一個10

りじりと照りつける︒

十一851

葉の層を通して落ちて湿る︒

十一803

影に︑

十三1 灰色のトーチカが築かれてみて︑あらしの

︽ーシ・一 トーチカ

一423圃

ソレナラ︑トホシテアゲマセウ︒

遠ざかる

︽ーキ・ーク・ーシ︾

警みて︑遠攻めにこそしたりけれ︒

左に高き大 十一225図 城を攻めんといふ者なく︑ただ四方を

大佛を見かけて遠

七鵬7 遠くの木立や︑家や︑煙突が︑くっきりと

十二757図魍登るや石のきざはしの

．き冬野かな︒

古人いへらく︑

タ空に浮き出してゐます︒

トボス

問はばや遠き世々の跡︒

﹇通﹈︵四五︶14

一424囲

むりとおす

おす・さしとおす・つかいとおす・なきとおす・ね

ス︾呂いとおす・うたいとおす・おしとおす・おと

とお・す

いちやう︑

八151 ちよつと遠くから見ると︑

八搦3 遠くから︑やなぎの並木を見ると︑うすみ
どりにかすんで見えます︒
の海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

九483 漁夫たちが︑遠くの海から取って填た敷々
九526 艦橋には︑望遠鏡を持つた掌信號兵が遠く

一426囮

を見張ってみる︒

がき︑遠くに見える星ほど大きな圓をゑがきます︒

九924 北極星の近くに見える星ほど小さな圓をゑ

一657

遠し

スズメハ︑大目ロコビデ︑オヂイサンヲ

九975 遠くに見えた一本松が︑だんだん近づいて
來る︒

十脳4 張は︑遠くを流れてみる川の音に︑耳をす
ました︒

十踊9 遠くの方から響いて來るいろくな物音に︑
耳を傾けたりしてみるのである︒

十一779 遠くの方から︑小鳥の聲が枕もとへ流れ
るやうに聞えて來る︒

﹇遠﹈︵四五︶2

十一994 遠くからただよふやうに汽笛が聞えて來
るのは︑

とおざか・る

しばふ

五917 カッターは︑だんだん遠ざかって︑小さく

リ︾

なりました︒

十73図 やがて木立遠ざかりてみどりの芝生遠く

﹇ 遠 ﹈ ︵ 形 ︶4

﹇通﹈呂かぜとおし・みとおし

廣く績き︑

とお・し

とおし

九櫨2図圃敵遠し月の廣野のはてしなく
十一244図横矢を射んとかまへたる敷千の兵船も︑
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とおりかかる一とおる

くさんみるので︑

四則7 このせまい通には︑買物をする人たちがた
四鵬3 通をぬけて︑町の入口の門のところまで來
ますと︑

五295 そのとほりに用意しました︒
五価9 そのとほりに︑みんながしてみました︒

通り道

通る

︽ーッ・一

夏は夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを

﹇通道﹈︵名︶1

海が見えました︒

とおりみち

十循6
トホル

選んで︑風の通り道で遊んでみる︒
﹇通﹈︵四五︶52

ラ・ーリ・ール︾5おとおる・かけとおる・しみとお

とお・る

一544圃

一542圃

マジメナカホシテ︑

アツイ日ナカノ

アリガナランデ︑

セッセトトホル︒

小ミチヲトホル︒

セッセトトホル︒

る・すきとおる・ふきとおる

一546圃

六㎜9 やなぎの並木が︑にぎやかな通をきれいに
七353囹 まったくその通りだ︒

かざってゐました︒

七723囹 そのとほりです︒

牛のたくさんのってみる車が︑いくつ

つんだ車や︑石をつんだ
のぼ

ソ

オジギシテ︑

一一鵬3

か通りました︒

大きな木を

一寸ぼふしは︑おにのく略﹀のどへ

汽船も通ってゐます︒

めいめい左へよって︑すれすれに通り
出征する孫が︑今日汽車で通ります
すると︑みんなは︑すぐよけて兵たいさん
あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋

五519

村のふみきりを通る時︑子どもがこちらを

朝つゆにしめった小道を通って行くと︑

向かふから下る人は︑大人でも︑遠くから
よけて通るほど︑強さうな犬になりました︒

五相4

見て︑ばんざいをしてゐました︒

五485

の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒

五458

を通らせます︒

四三2

のでね︑見送りに行くところなんですよ︒

四244園

ました︒

四222

三751国

り︑鼻を通って目へ出て來ました︒

三543

車が︑いくつもいくつも通りました︒

二鵬7

セッセトトホル︒

デアフト︑チョット

︽一

レカラダマッテ︑

一556圃

りだと︑つくづく思ひました︒

八244團 一年の時に︑みなさんが讃んだ歌のとほ
十二853園 これ︑この通り︑きつねの鳴くやうに︑
こんこんといふほど︑よく張ってござります︒

通りかかる

家名のところ御憐慰あらせられ候はば︑

十二佃10國田 心中御憐察あらせられ︑願ひの通り︑

とおりかか・る ﹇通掛﹈︵五︶2
︽ーッ︾

三棚2囹 ちゃうどここを通りかかってよかっ
た︒

通り過ぎる

十99 ふと︑通りかかったある大尉がこれを見て︑
﹇通過﹈︵上一︶2

齢りにめめしいふるまひと思って︑
とおりす・ぎる

通りぬける

︽一

八567 騎兵の一隊が︑勇ましく私たちの前を通り

ギ︾

過ぎました︒

﹇通抜﹈︵下一︶2

九233團 スコールの通り過ぎたあとには︑

ケ・ーケル︾

とおりぬ・ける

をさかんにかり取ってみました︒

四193 松並木を通りぬけると︑たんぼでは︑稻
五542 町を通りぬけて︑川口に近い岸に立つと︑

それに今年は︑五年目に一度ある牛行列

牛飼が︑赤白のたづなを引いて通るのは︑

が通るさうです︒

六155團
六156團

たったあれだけなのに︑

まるで給のやうださうです︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑道を通る人が︑話し合って

何十皇の戦車が通る︒

六493圖映書の幕は︑
六708

橋の下をくぐって通る時︑﹁ゴi︒﹂といふ

ゐました︒

お参りの人が︑たくさん通ります︒

電車のひびきがして︑窩眞がかはりました︒

六麗9
六燭4

とびらは金の御紋章︑

御門を通って行

六燭8 電車や︑自動車が︑ひっきりなしに通りま
す︒

きました︒

七307圃

トラック

七439 三人の神主さんが︑静かに︑私たちの前を

通って錦られました︒

が通る︒

七747翻 ごみっぽいでこぼこの道を︑

軍服を汗ににじませて︑

一中隊ばかり︒

七763團びっしょりと︑

あの下を何度も通りました︒

兵隊さんが通る︑

八568 軍隊が︑今夜この町を通るので︑私は︑

八214国

松林の中を通って行く時︑だれかが︑﹁や

︿略﹀︑湯茶接待所へ手傳ひに來たのでした︒

八796

また︑大阪の物産も︑堀や川を通って港へ

あ︑兎︑兎︒﹂と大聲に叫んだ︒

八904

川や堀に︑何千といふ船が通ってみるのは︑

送られます︒

八954

砲身の中には︑きらくと鏡のやうにかが

大阪でなくては見られないけしきです︒

八皿5

やいた︑砲弾の通る路ができあがります︒

とか一とき
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九脳7囲園 おかあさん︑あの下を通って來たのね︒

ほほ
九459 朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒
七877

七877
木とか︑草とかにのぼって︑

木とか︑草とかにのぼって︑

のぎ

とうがう

大山通とか︑乃木町とか︑

ぎ

八201国

の

九㎜7 旅に出かけて行く人が︑オボの前を通る時
大山通とか︑乃木町とか︑東郷町とか︑

とうがう

八201團

には︑﹁︿略﹀︒﹂と祈り︑

とか

尾翼にちよつと色をぬっておくとか︑何
尾翼にちよつと色をぬっておくとか︑何
﹁ハワイ空襲︒﹂とか︑﹁英砲艦撃沈︒﹂と

﹁いらっしゃる﹂とか︑﹁めしあがる﹂

﹁めしあがる﹂とかいふのも︑それであ

朝顔雲とか︑かなとこ雲とかいって︑

とこ雲とかいって︑

十一771

都會

セレベスの夜の静けさは︑内地の都會や

﹇都会﹈︵名︶1

十一㎜8

とかい

﹇渡海﹈︵サ変︶1

渡海する

︽

シ︾

町に住む人々には︑想像もつかないであらう︒
とかい・する

東大寺の大佛ができ︑ノーンドから高僧が

﹁︿略﹀︒﹂と仰せ出されければ︑正行︑

とかく申すうちに︑これはもう都ぢや︒

とかくことばがおろそかになりがちです︒

﹇兎角﹈︵副︶3 とかく

渡海して來たこうのはなやかな奈良の都を︑

十二451
とかく

九437

十二787園
十二㎜5図

頭を地につけて︑とかくも申しあげず︑
どかく
どかく ﹇土竃﹈︵名︶2 土角 土角
どかく

れんぐわ

土角といふのは︑粘土を固めて作った煉瓦

そばの建物の町角がくつれて來ました︒

ねんど

七248

七248

﹇蜥蜴﹈︵名︶1 とかげ

のやうなものです︒

﹇溶﹈︵五︶3 とかす ︽

サ・

シ︾

さうして︑北風の作った雪の山や︑氷の池

雪でも氷でも︑かたはしからとかして︑野

ろくしやう

そこには︑緑青を薄くとかして流した

﹇尖声﹈︵名︶1 とがり聲

﹇Vおとがめ

子路が︑とがり聲で孔子にいった︒

きりのやうにとがった梢の先を天に向け

﹇尖﹈︵五︶1 とがる ︽ーッ︾

﹇時﹈︵名︶鵬 とき

時﹇▽おんとき・ひぐれ

て︑十八まで來た時︑牛のたくさんの

タマリマセン︒ソノ時︑庭ノ方デ︑﹁ホウ

でお話をきいたとき︑ふと︑私は︑ゆ
ニ鵬2

二鵬5

二981

どき︒まひるどき・みとき

とき

て貢直に立つものは︑かうやまきである︒

十一8110

とが・る

十二284

とがりごえ

とがめ

やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十一川2

や山を暖くします︒

四価9

を︑少しでもとかさうとします︒

四備7

とか・す

がちよこんと頭をもたげてすわってみたり︑

十一川2 だが︑家の中の机の上に︑大きなとかげ

﹁英砲艦撃沈︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑矢 とかげ
﹁英砲艦撃沈︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑矢
さいいうき

三國志とか︑西遊記といった支那の昔物語

さんごくし

る︒

十一263

とかいふのも︑

十一262

をやるつもりなのだが︑

十㎜4

つぎ早の勝報である︒

十548

つぎ早の勝報である︒

十548

か︑

十548

とかすることがあります︒

九佃9園

とかすることがあります︒

九佃9園

十2510 人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通 八201国 東郷町とか︑みなさうです︒
る︑白い︑恐しい海を見た︒

十313 ぽこん︑ぽこんといふ音が通って行く︒
十324囹 そばを通る子どもに︑いたづらをした︒

十躍6 ある日の夕方︑かれは村の墓地を通ってゐ
た︒

十筋1 床屋が通る︒
﹁︿略﹀︒﹂こんなことをいって通る︒

十㎜9 遠いところを通るその聲を聞くのは︑
国恥1

て︑通らぬこともあらん︒

十一207図圓 もし甲の上を射ば︑矢じり碑け折れ

しみつ

十一208壷皿 かぶとの面向を射たらんに︑などか
通らざるべき︒

十一795 山からわき流れる清水が︑かけひをまつ
しぐらにかけ抜けて通る︒

十一鵬1 町へ散歩に出て︑薄暗い小路を通り︑

十一伽6図圏雀の子そこのけそこのけお馬が通る

﹁おなべ﹂﹁おさかな﹂﹁お召物﹂とか︑

十一306

曇り雲とか︑ね雲とかいはれる雲です︒

あるひは︑︿略﹀などいふのがその例である︒

十一餌10 岸べから︑せまい水道を通って︑更に袋

十一751

曇り雲とか︑ね雲とかいはれる雲です︒

のやうにひろがった湾内へはいると︑
きやう

十二263 孔子が︑弟子たちをつれて︑匡といふと

十一751

ころを通った時︑

わ
正成・正季︑東より西へ破って通り︑

十二912図取り込めてこれを討たんとしけれども︑ 十一771 その頂が開いたのは︑朝顔雲とか︑かな
十二研1 次々に爆破して行く橋梁を︑わが工兵隊
は︑また片端からかけ渡して︑職車を通らせ︑

十二川4 こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の
︵並助︶18

警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒
とか
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あめのたちからをの

vと︑朝ごはんの時︑ねえさんから聞い

︿略﹀︒﹂ と 聞 か れ た 時 ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑ 朝 ご

ってかへった︒ねる時には︑涼しさうな聲

時覚めの合同洋陶の時は︑汗でべとべとし

ど私たちの前へ來た時︑私たちは︑すぐ立

46776527254

が︑ただ學校へ行く時︑何べん追ひかへし

利根は︑小さい時︑文子さんのうちで

その子どもは︑この時︑みんなからはなれ

よいよおたちといふ時︑先嚢の者が︑憶い

〉。

子さんが學校へ行く時︑とんで來ても︑﹁

つきは︑子どもの時から︑きたへるやう

︑軍港を出て行く時︑港内にみる軍艦と

送り出します︒その時は︑目がまはるほど

匹もつれない︒その時︑何かが糸を引く︒

した︒ちゃうどその時︑敵の弾が︑ばらば

手に︑はげしく職ふ時が來ました︒みかた

七816団

七784團

七773團

七732園

七688園

て遡るのは︑この時です︒勅諭の奉呈が

をしますが︑その時は︑何ともい．へない

た手紙を渡された時は︑ほんたうにうれ

四センチになった時︑知らせてください

と同じ長さになる時が︑あるにちがひな

七629 探るために︑思はず時を過して︑宮のおあ

した︒すると︑その時︑寓眞がかはって︑

七864 へるのですが︑その時は︑ニミリぐらみの

七832圏

荷物をかたづける時︑どこにもみません

七972

七935

調子大震災の時であった︒﹁ドドッ︒

つ︒﹂と思ったその時︑空と水がひっくり

を求めました︒その時︑ノイツは城外の別

八233国

七価10

七佃1 んで︑男惚に着いた時︑オランダの長官ノ

ら︑たまをつかんだ時︑﹁進め︒﹂の號令が

八244国略﹀︒﹂と︑一年の時に︑みなさんが讃ん

那町を見に行った時︑おもしろいかんば
た︒その上︑小さい時から︑よく勉強しま

八389 た︒唐糸には︑その時︑十二になる娘があ

八361 めの舞でした︒この時には︑頼朝もおもし
ます︒しかし︑この時とばかり撃ち出す敵

八519

八436 うれし泣きに泣いた時には︑頼朝を始め居

春型たときは

土手の草︑ぼ

川土手に︑す

八615 ます︒それを催した時︑私たちは︑何とも

つってた︒夏來たときは

が︑せばまって來た時︑網船は︑ぼくらの

八691圏

八672 つた︒ちやうどその時︑附近にみたわが兵

林の中を通って行く時︑だれかが︑﹁やあ︑

八697圃走ってた︒秋來たときはすすき原︑赤

八683圃
來て︑私たちの亙る時には︑あのあさりを

iトルほどのぼった時︑ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂

い二重橋︒二年生の時に習った詩が︑思ひ
うとしました︒この時でした︒今まで︑や

八811

八796

八佃1 弾を込めて撃ち出す時︑砲身の根もとを固
あふぎ
八価3 低いところへおりる時︑その胸びれは扇の

ので︑少年は︑その時外へ出てみた父を呼
人たちがかけつけた時︑少年は︑頭と足に

八型1園

八柵6 ︒岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を
堂がりっぱに立つた時のことを思ひ︑新し

九93図︑西へ飾りたまふ時︑相模の足柄山を越

八三9 みんなが集ってみる時︑一郎さんが︑お座

八旧2 りになった︒御飯の時︑おかあさんが︑お

家を出て少し行った時︑﹁ゴi︒﹂と恐しい

のおせわをなさった時︑急に病人のからだ

しょに集って並んだ時のことを思って︑う

あしがら

さい︒船が港を出る時は︑途中まで︑あの

︒﹁だから︑歩く時︑ああいふふうに頭

蹄られました︒その時︑あの白い着物が︑

になりました︒この時から︑この御三を︑

の下をくぐって通る時︑﹁ゴi︒﹂といふ伺

はって行った︒その時︑もうだれかが︑﹁︿

トルで鐵條網といふ時︑頼みにする煙幕が

みやこのよしか

雪舟が︑子どもの時の話です︒お寺の小

れてゐました︒ある時︑都良習といふ人の

とする︒學校へ行く時︑雪の上を歩いて行

ります︒戦時する時も︑お人形さんは︑

があります︒その時は︑大急ぎで武装し

た︒おそれ多くも︑時の天皇が︑それをお
︒きちんとはまった時︑巻いた紙を︑糸で

誓事
3979101053118893784732226．618117738
團囹

三111 た︒ちゃうどその時︑南の方から風が
三231しまひました︒その時︑牛わか丸は︑あふ
三425 のおうちを出た時︑花子さんは︑もう
三548げだしました︒その時︑だいじなうち出
四189 やいました︒ねる時には︑ぼくはにい
四206た︒たうげに來た時︑生徒さんが︑﹁海
四398せんでした︒その時︑大勢の天人が︑
ければならない時がまみりました︒
四411囹
四837 あがらうといふ時︑白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂
四846 てるました︒その時︑大勢の神様がお
四891團へ持って出た時は︑みんなが︑﹁︿略
三度めにあげた時は︑たこはまつす
四916国
ートルのばした時は︑だれのたこよ
四919国
四撹2国 のいらっしゃつた時は︑少しきずが痛ん
四榴7国 の次におあひする時には︑戦孚のことや
四脳8囹 おまへの出て來る時ではない︒わたしは

五82天手力男神は︑この時とばかり︑さっと岩
五304尾をお切りになった時︑かちっと音がして
村のふみきりを通る時︑子どもがこちらを
五519
五591なさいません︒その時︑ひょっこり出て來
ってみるが︑その時は︑きっと︑にんじ
五699国
︒次の停留場へ來た時︑をぢさんは︑そこ

五五五五五五五五五五五
109 106 104 97 8了 87 85 85 了4 72
110

七七七七七七七七七七七六六六六六六六六六六六六六六六六六六五五五
54 44 44 43 35 24 24 24 23 16 13 134 132 129 118 117 110 98 98 94 89 88 了2 63 60 45 35 30 28 128 119 115

九167 麻でおはらひをする時のやうに︑左右左と
九202團 て敵陣へ突撃する時にも︑熱帯の大きな
九204国 なって進んで行く時にも︑おまへたちの
九266 バンの町にはいった時のことです︒﹁皇軍
と思ひます︒そんな時︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九383 いことを思ひついた時などには︑そのこと
九386

九396 相手が目の前にみる時は︑ことばを口に出

んでせうが︑暑い時も苦しいでせうね︒

十衛6

十衛2囹 の固め︒かなはぬ時は︑城を枕に討死せ
十齪2囹

べた︒﹁︿略V︒﹂﹁時をたがへずおいでに

いかとすすめられた時︑宗治が︑﹁︿略﹀︒﹂

並んで蹄って詣る時︑あれは自分の飛行

ひと休みする︒その時︑うどん粉をふかし

子勝久と名のった︒時は來た︒永禄十二年
ひで
見せた︒つひに再び時が來た︒尼子方は秀

十一161

十一1510

十一136図團

十川7 がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて

が︑オボの前を通る時には︑﹁︿略V︒﹂と祈

十一216図聲︑しばし止む時なかりけり︒寄せ手

十53図また右折す︒この時︑正面やや遠く辞す
十88図して︑行幸ありし時の玉座︑今もそのま

十一351

十一285

式部は︑子どもの時がら非常にりこうで

それを相手とする時︑おとうさん︑どこ

出さうとするやうな時でも︑﹁ほうほう︒﹂

火の丸となって進む時である︒私たち少國
＋5610
せうかい

十592 ︑明日こそllこの時であった︒哨戒中の
十597 いよいよ出直といふ時は︑日没までわっか
十619といふものが︑この時ほど容易で︑當然に
十655撃に移る︒と︑この時︑わが雷撃機の第一
十676前方にさしかかった時︑機はばっと赤い工
十752みんながきっと困る時が來るに違ひない︒
十755けたのは︑布を織る時︑たて糸の間を縫つ
十795 ︑佐吉が二十四歳の時のことである︒翌年
十873とよんだのは︑この時である︒四日に︑乃
にっしん
十958園さきに日清職孚の時︑乗ってみた馬が揮
十976た︒別れようとした時︑ステッセル將軍は
十佃4 私たちが漢字を讃む時には︑このやうにい
十旧8 掛があって︑時計が時を刻むのと同じやう

十一719

が書きてしまった時︑いつのまにのぼつ

この雲のかかった時で︑かさの中に星が

しました︒その時にうつした寓眞を同

の落ち着かない時には︑いくらいけよ

ものにも︑その時︑その人の氣持が︑

ふ騨で乗りかへた時︑ジャワ人の品のよ

十一槻3図圃天地の榮ゆる時にあへらく思へば

十一旧8 こ︑待機してみた時のことであった︒す

十一佃5團

十一麗4團して心の樂しい時には︑花の方から︑

十一佃2團

十一柵3團花摘みに行った時のことが︑なつかし

十一価9国

十一価7 ベンが︑まだ若い時のことであった︒月

十一815

さんは︑十二の時おとうさんをおなく

九411 心持がよくわかった時は︑同じやうに喜ば

まさふさ

十一422囹

おほえ

九436 かし︑ことばで話す時には︑一々ことばを
九579図 て軍の物語しける時︑大江の匡房︑聞き
九594図園 ︒野に伏兵ある時︑雁︑列をみだる︒

九682図国 の家にまみりし時︑この鏡の下に父の
九684重三 の一大事あらん時にまみらせよとて︑

九753 ある︒うまく焼けた時は︑とびあがるやう
九754 うと思ふ︒失敗した時は︑ひどく氣持が悪
九856

九849 した︒ぼくのみない時は︑いつでも青と遊
九906 ら︑夜︑道に迷った時など︑この星を二つ
九棚1 一息だと力を出した時︑ふしぎにからだは

す︒﹂正男﹁どんな時がいちばんうれしい

々と出町して行く時です︒﹂太郎﹁さうで

な心配をしてみる時に︑無事二って來る
つきは︑うれしい時のお話をうかがひま

十悩1園 どです︒漆が乾く時には水分を吸牧しま
十儲4 禁物です︒牧容する時には︑さほどとも思
ことがあった︒その時︑七人の城主は︑い

十幽8

こんどは︑苦しい時のことをお話してく

あるだらう︒その時には︑おたがひにめ
十143園
ちぶさ
眠れ︑幼かりし時わが乳房にすがりて
十199図圏
十248る見くらべた︒その時︑五兵衛は︑力いつ
い人だつた︒あの時︑ざくつとおや指を
十494圃

十98治二十七八年職役の時であった︒ある日︑

︑蒙彊へ御出征の時︑最後の御門面をな

でいらっしゃった時︑北海道からお鯖り

たけなはなる時︑宮機を迎ふるの光

もよほされる︒この時は︑遠いところがら

にゆつる︒十歳の時︑軍に出て敵の首を
えいろく

48537593
囹園園

九416 心の中で思ってみた時よりも︑はっきりし

九398 話ができないやうな時には︑手紙や文に書

117

117

123

131

134

21了

219

ます︒ことに寒い時に︑それが多いので

島十十十十十十十十十十

九409 にわかってもらった時ほど︑うれしいこと

九九九九九九九九

220

ます︒﹂花子﹁寒い時もたいへんでせうが

205

ことがある︒その時︑ジャワの英雄ジポ

妻が鋭く切り込む時など︑實にすさまじ

るくらゐ降り績く時は︑ 息苦しくさへな

ロにさしかかった時︑目の前に立ちふさ

ふところを通った時︑突然軍兵に園まれ

その下を通過する時︑鑛員たちは︑﹁︿略

で教へを受ける時︑ただだまってみる

行幸の御供をした時︑赤人が作った歌で

いて︸人でみる時は︑師の教へについ

だのである︒この時︑おくればせにかけ

223

212

223

26

8

26

33

33

でも受けて鋸つた時は︑どんな氣がしま

心身園庭囹圏園園園

205

74263101282104
園園
43

116

116

機がもどって來た時には︑ どんな手入れ

353255282
116

114

113

113

112

111

九描2 かかってみる︒その時ふと耳にするものは

九九九九九九九九九
11了

とき一とき

164

165
とき一ときに

十二639囹 寒菅から聞いた時ほど苦しいことはな
三467園

ヰマシタ︒

十梱1 さうして︑時々︑くじゃくの羽で穂先を作

ぐわうぜん

とぎすます

3一

一度にどつ
︽ーシ︾

トキドキ

ときどき

ときどき吹いて來る風のために︑草の
おかあさんのあとをおっかけて行っ

葉が氣持よくゆれます︒

三806圃

て︑ときどき︑おちぢをさがすのでせう︒
兵たいさんは︑車を引きながら︑ときどき︑

ときどき池の中で見かける鯉やふなが︑親

﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

四価8

五217

水の上には︑ときどきとんぼがとんで來て︑

ではないかと思ったことがありました︒

五229

さうして︑ときどき︑水の上へ︑顔を出し

かげをうつすことがありました︒

五239

あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋

てみたりしました︒

五457

ときどき︑流れがゆるやかになって︑青々

の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒

五499

つかれると︑ときどき木かげに休んだり︑

と水をたたへてゐました︒

五556

利根のかかりの兵隊さんから︑ときどき︑

ときどき︑おうちのことや︑下校のこと

利根のやうすを知らせて來ました︒

五麗8

六883團

を知らせてください︒

光明皇后は︑ときどき︑この病院へおいで
ときどき︑あたりをふるはすやうな︑大砲

になって︑病人たちをお見まひになりました︒

七339
八594

時々︑毛抜きを鐵棒で勢よくしごく︒

﹁しめた︒﹂と思ふと︑むねがどきどき

﹇時﹈︵副︶6 時に

十一771 朝顔雲とか︑かなとこ雲とかいって︑雷

方へ幾條か連なったりすることがあります︒

十一748 また時にそれがく略﹀︑天の一方から他

られ︑ゆりさげられ︑

八7210図時に風強く︑波高ければ︑船はゆりあげ

ない災難に︑あはないともかぎりません︒

八95 また︑時にあらしや︑そのほかの思ひがけ

ときに

します︒

三735

どきどき・する ︵サ変︶1 どきどきする ︽ーシ︾

が銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒

十二㎜1 波もすっかり静かになって︑時々飛び魚

む︒

十二幽6 母は時々弟の方を見ては︑またせりを摘

が︑大きな頭を振りながら時々現れて來ては︑

十一別5 サラワク特産のオランウータンの子ども

ウルの町へふりまく︒

十一η3 時々この火山が爆雷して︑火山灰をラバ

十一872 時々休んでは︑また勇氣を振るひ起す︒

泉宿が︑だんだん小さくなって行く︒

十一845 時々見おろす谷底に︑さつき出嚢した温

つて︑みんなを笑はせました︒

十一513 にいさんだけが︑時々おどけたことをい

て遊んでみる中に︑

十一387 時々︑女の子たちが出たりはいったりし

光景4

つて︑時々はつとします︒

つた細い筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

時々︑その切れめから海が見える︒

十二654 落されようといふ時だ︒天下の雲行きは

十価9 そばへ行くと︑ぱっちり目をあける人があ

︵副︶

の音がします︒

八摺6ときどき︑からだをしぼるやうにして︑す
﹁時々頭を水にひたせ︒﹂

いすいと浮きあがります︒
九973園

十5910

十二718 振りあげた︒その時早く︑母親は︑血だ

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

とぎすま・す ﹇ 研 澄 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

時々

﹇時々﹈

すましたをのを︑ はっしと打ち込むのである︒

古式にしたがって︑御神木の根もとへとぎ
九1710
ときどき
時々

ニョロリトウゴキマス︒

一593ドヂャウハ︑ソコノハウヘシヅンデ︑ト
キドキ

ニ495タベナガラ︑トキドキ シッポヲ フッテ

﹁ときどき︑雨がふるからさ︒﹂

十二789囹や︑物の欲しい時は︑大子に呼ばはる

三698

仕り候︒その時︑正行十一歳に相成

十二9410図國 へ向かはれし時︑汝を櫻井より返さ

十二945図 が兵庫へ向かふ時︑かたみにとどめし
十一一9710図國

早く江戸に達した時︑宮はさすがに御憤

とき

くだるやいなや︑三千鯨騎︑

︵名︶1

ごろである︒この時すでに早く︑わが勇

走り終ったと思ふ時である︒轟然たる爆

だ︒行けといった時には︑敵艦の胴腹深

戒は嚴重らしい︒時はよし︑艦長は再び

つた︒さつき見た時は距離が遠かったの

西の方へ向かった時︑﹁潜没︒﹂と︑急に

立って行く︒その時︑船もまた爾舷にか

と︑一旦緩急ある時︑國を學げて國難に

の國歌を奉唱する時︑われわれ日本人は

︒だれでも︑幼い時︑母や祖母にだかれ

れたことを知った時︑この將校は︑恐怖

する朝議は︑この時から一虚した︒それ

薗園鰐騨護憲1多騨1甥

十一一㎜2図圓 つて進むは︑時を失はざらんがため

と

とときをあげて︑ 平 家 の 城 に 火 を 放 つ ︒

八き十十十十十十十十十十十十十
34
ニ ニニ ニ 剥製 ニ ニニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ ニ

ときに一とくがわがた

166

雨を起したり︑時にひようを降らしたりします︒
十一865 時に﹁さうしかんば﹂のはだが︑︿略﹀
太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒

ときに

十一一㎜7 このあたりは︑時に氣味悪いほど艀かな
﹇時﹈︵接︶2

なぎが訪れる︒

ときに
な子どものうはさを︑お聞きですか︒﹂

時には

時めく ︽ーク︾
かをる

﹇得意﹈︵形状︶4

とくい

5おきのどく・きのどく

得意

十一一327 ﹁仁﹂の全髄が説かれてみる︒

とくい

どく

矢叫びの音︑ときの聲︑しばし止む時 とく ﹇解﹈︵下二︶﹇▽うちとく

てて︑いっせいに立ちあがった︒

十一216図
﹇時﹈︵五︶1

なかりけり︒
ときめ・く

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんにほめられたの

芋瀬の野司が︑︿略﹀︑さもとくいさうに︑

ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑父はさ

﹇徳川﹈︹人名︺9 徳川

皇胤に生まれたとはいへ︑ひとたび嫁

徳川の家は何とかして護らなければなら

徳川の恩義を思ふ奮臣たちが︑おめおめ

市民を救ふことである

十一一川10 徳川の家を救ふことは︑結局江戸百萬の

と江戸城を明け渡すはずはない︒

十一一川7

ない︒

十一一欄5

しては徳川の家を離れないのが女の道︑

十二m5

くわういん

とができないとする硬論がある︒

を土墓からくつがへして︑新日本を打ち立てるこ

十二佃3 あくまで徳川を討たなければ︑武家政治

とくがわ

も得意さうに︑﹁をすさ︒﹂といひます︒

九794

何か聲高く話してみるのに出あった︒

七636

で︑弟はとくいになりました︒

六842

昔の聞多は井上馨として︑一世に時め 六676 ﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑とくいだった︒

く人となった︒

十二737

ときより

ときは木

ときは木の茂った清らかな道がうつりまし

﹇常磐木﹈︵名︶1

九642図
ときわぎ

六髄2
徳

﹁いったい︑徳の修つた君子でも困ら

﹇徳﹈︵名︶2

た︒

とく

時頼を招くことありけるに︑

六546園村の人；ときに︑あなたは︑あの感心 ときより ﹇時頼﹈︹人名︺1 時頼﹇▽さがみのかみ

﹇時﹈︵副︶7

こちに散在してみるやうですが︑

十963囹 ときに︑ロシヤ軍の戦死者の墓は︑あち
ときには

三638 時には︑花びらのやうにひろがって大き
く見えたり︑

徳のある愚なら︑天が助けるはずだ︒
急いでなはを解いてやりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

佐々木︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑梶原︑

自分はわざと將軍のなぞも解かず︑そ

ひしめし︑矢束ね解いて待ちかけたり︒

十二646囹

のまま退出したのである︒

つた︒

十二⁝⁝3

とくがわがた

徳川に封ずる朝議は︑この時から一攣し

徳川方

朝敵の汚名はすすがれ︑徳川の家名は断

﹇徳川方﹈︵名︶3

絶を免れた︒

十二掴9

た︒

十二桝5

臣たちも︑この御文を拝見してひとしく泣いた︒

徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝

十一183図射手とおぼしき者ども︑弓のつるをく 十一一麗5 徳川の家は︑まさに風前のともし火であ

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒

十鵬4図首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ

腹帯解いて引きしむる︒

十皿9図

といひました︒

六尺1

と・く﹇解﹈︵四五︶5解く︽ーイ・ーカ・ーキ︾

十二287

れることがあるのですか︒﹂

七792国時には︑朝早くから︑遠くへ演習に出か 十二285園
けることもあります︒
ることがあります︒

八64 時には︑十羽二十羽も︑ずらりと並んでゐ
九819 時には乳を飲むのも忘れて︑︿略﹀︑草原の
上をはねまはることもありました︒

十M4 時には綴り方や︑手紙を書きます︒
十二麗6 實は地球より大きいのがあり︑時には地
球の早耳倍もあるのが現れることがある︒

十二㎜1園 五月から八月までは︑風速二十メート
ルぐらみの南西季節風が︑時には十日も績いて
ときのこえ ﹇関声﹈︵名︶5 ときの聲

七599 ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出
て︑どっとときの聲をあげた︒

孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才

孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑
︿略﹀︑ある者には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑

十二317

能に鷹じてわかる程度に教へた︒

十二313

八303図 夜に入りて︑義仲︑︿略﹀︑前後より︑ど と・く﹇説﹈︵五︶3説く︽ーカ・ーキ・ーク︾
つとときの聲をあげさせたり︒

九曜8 勝久を奉じる尼子勢は出雲に入り︑一城を
﹁わあっ︒﹂とときの聲をあげ︑砂をけ立

築いて三度ときの聲を作った︒
十榴10

167
とくがわよしのぶ一とけこむ

十二佃8 両々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し
さいがうたかもり

かつやすよし

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒

十二価1 官軍方の西郷隆盛︑徳川方の勝安芳のわ
つか二回の會見で︑︿略﹀開城の約が成立した︒

十二柵5 現にフランスは徳川方を二道し︑
よしのぶ
とくがわよしのぶ ﹇徳川慶喜﹈︹人名︺1 徳川慶喜
とば ふしみ
よしのぶ

十二研8 鳥羽・伏見の一男に︑徳川慶喜は︑はし

﹇木賊﹈︵名︶2

とくさ

なくも朝敵といふ汚名をかうむつた︒
とくさ

特殊

﹇毒毒﹈︵形︶1
しゆいろ

毒々しい

︽ーイ︾

毒々しいまでに朱色のとんぼが︑壁に止

どくどくし・い

十一川4

やまとひめのみこと

﹇特﹈︵副︶8特二陣に

つたりしてみるのを見ると︑

とくに

どくむし

しっき

どくむし
﹇毒虫﹈︵名︶1 毒虫

毒虫と渥氣から逃れるために︑部落全野

どくむし

は︑高さ一思ぐらみの竹で作った床の上にできて

十一泌1

みる︒

さび土は︑その土地特有のもので︑

﹇刺﹈︵名︶3 とげ

され︑

とげのある鐵條網も︑屋根型の鐵條網も︑

十㎜7 その後には︑とげのある鐵線が張りめぐら

とげ

十捌5囹

ゆう

尊の御をば倭姫命は︑︿略﹀︑特に︑大切 とくゆう ﹇特有﹈︵形状︶1 特有﹇vなんかいとく

あめのむらくものつるぎ

七194

そのうちで︑特に人のほめたのは︑五番め

な天叢雲劒を尊にお授けになりました︒

八3510

明治三十七年︑明治天皇は︑特にこのこと

の舞でした︒

九119

に大御心をかけさせられ︑

ヤン︒

まるで枯れ木のやうにもろかった︒

十悩2

特に︑わが國語には敬語といふものがあ

十一254

十一㎜3 一面にとげの生えた鬼の頭のやうなドリ

つて︑その使ひ方が特別に襲達してみるから︑
キンセウ
特二我が軍ノ損失・死傷ノ僅少ナリ

十一572図画
シバ︑

特別n▽かいぐんとく

殊に︑人の姓名や︑地名などには︑おのお

て︑

とけい

地平線は銀色で︑

空と海とがとけあっ

時計δふりこどけい

明かるい海だ︑どこまでも︒

﹇時計﹈︵名︶4

にない正確な時計を獲明しました︒

八佃6 オランダのホイヘンスといふ人が︑今まで

時計を見ると︑二十時を過ぎてみる︒

時計が時を刻むのと同じやうに︑

ので︑これが振子時計の始りです︒

八鵬8 つまり︑時計の機械に︑振子を仕組んだも
十旧7
十二㎜6

この時計仕掛が嚢明されない前は︑

﹇時計屋﹈︵名︶一 トケイヤ

とけこ・む

﹇溶込﹈ ︵五︶ 3 とけ込む 解け込む

ガキコエテ來マシタ︒

ニー01 少シイクト︑トケイヤノ店カラ︑ラジオ

とけいや

十伽4園

輔させながら︑︿略﹀乾かします︒

十旧3園わくは心棒で支へ︑時計仕掛で静かに回

特に︑わが國語には敬語といふものがあ とけいじかけ ﹇時計仕掛﹈︵名︶2 時計仕掛

の特別な讃み方があります︒

十一255

︵名︶

尊敬の意を表すために︑特別なことばを︑

つて︑その使ひ方が特別に嚢達してみるから︑

十︻258

特別急行列車
大連から︑特別急行列車の﹁あじあ﹂が

﹇特別急行列車﹈

われわれは常に用ひてみることに

1

とくべつきゅうこうれっしゃ

出ます︒

八223国

七48魍

網の支度をしたり︑特に船長たちは︑晴 とけあ・う ﹇溶合﹈︵五︶1 とけあふ ︽ーッ︾
もやう

十一985

人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの

雨計と空模様を熱心に見比べてみる︒

十二433

で︑後世歌聖とたたへられた︒
太陽は︑︿略﹀︑われわれに近いために︑

﹇特別﹈︵形状︶3

特に大きく︑明かるく見えるに過ぎない︒

十二鵬5

とくべつ

十二815囹とくさをかけてみがいてあるによって︑
すべすべ致す︒

十二856囹 とくさをかけてみがいてあるによって︑
すべすべ致します ︒

まうじうどくじゃ

どくじゃ
﹇毒蛇﹈︵名︶1 毒蛇

とくさん Oサラワクとくさん
どくじゃ

﹇特殊﹈︵形状︶1

十︻川一 セレベスには︑猛獣毒蛇がみないといふ︒
とくしゅ

十一305 したがって︑女の使ふ敬語には︑やや特
殊のものがある︒

とくしょく ﹇特色﹈︵名︶2 特色0いちだいとく
しよく

戸ロ

十佃2

十二4010 事に守れ物に感じて歌をよむといふのは︑ べつりくせんたい
わが國民性の特色といふべきである︒

十二455 萬葉集には︿略﹀︑後世の歌集に比べて
戸グチ

﹁イタイ︑イタイ︒﹂トナイテ︑戸グチノ

﹇戸口﹈︵名︶2

長歌の多いのが︑一つの特色となってみる︒
とぐち

ニ297

方ヘニゲマシタ︒
を︑戸ロに並べてみる店があります︒

四脳5 あひるの卵や︑にんにくや︑はすの實など
とくとく
とくとく首を取れ︒

﹇疾疾﹈︵副︶1
十和10図圖

とくとく

︽ーン︾

十﹁個9 古語には︑わが古代國民の精神がとけ込
んでみる︒

十二価9 崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け
込んで︑

とける

解ける

︽ーケ︾

十一一幽8 だから︑わが蜜語には︑祖先以來の感
﹇溶﹈︵下一︶5

情・精神がとけ込んでをり︑
と・ける

δうちとける︒おとける
た物が動いてみるやうに見えます︒

七賢5 大きな圓の中には︑何かとろとろと︑とけ

が︑どろどろにとけてゐます︒

八973 大きな電氣仕掛の釜の中で︑白熱された鐵

もうすべることはできなくなります︒

八手4 あちらこちらの︑スケート場の氷もとけて︑

て︑上品なあまさが口に残る︒

九237團白い實を舌の上にのせると︑すっととけ

く

ら

のすけ

とげる

︽ーゲ︾呂やりと

大石内藏之助を始め四十鯨人が︑︿略﹀︑

﹇遂﹈︵下 一 ︶ 2

十価10 熱の高い患者の氷が解けてみるので︑
と・げる

げる
十一一583

あっばれ本望をとげたといふので︑
十一一741 井上聞多は︑山口在に非命の最期をとげ
たであらう︒

どこ

とこ ﹇床﹈︵名︶1 床δかわどこ・つりどこ・ね
九筋5 ほかの班のものは︑まだ床についてみる︒

どこ ﹇何処﹈︵代名︶m ドコ どこ5つばめはど
一421圃 ココハ︑ドコノホソミチダ︒

こへいく

イッタカ︑見エナクナルコトガアリマス︒

一597 スイスイオヨイデイクウチニ︑ドコヘ

四四四四四 四四三三三三三三三二ニー一一一一一
：118せ3523さ227どら7の4き1m
939292と8845て45513979了8了6シ686464
シタキリスズメ︑

シタキリスズメ︑

トイフコエガシマ

オヤドハドコダ︒

オヤドハドコダ︒

五202

どこからともなく︑綿のやうに白い︑やは

寒い冬は︑もうすっかり︑どこかへ行って

らかなやなぎの花がとんで來ます︒

しまひました︒

五205

﹁さて︑どこにまゆを作らうかな︒﹂と
五417圏

どこへおいでになるのですか︒

皿のおさかな︑ どこから來たの︒

いふやうなやうすをしました︒

五396園

五627園
ドコへ行ッタ︒

バウヤノオモリハ︑

五鵬5

どこまで行っても︑長い道︒

いひました︒

どこまで行っても︑長い道︒
どこまで行っても︑長い道︒

富士

かめは︑おじぎをしながら︑どこかへ

どこから見ても︑いつ見ても︑

大きな枝は四方にひろがって︑どこか

お山は美しい︒

どこまでつづいてみるのか︑わからないほ
なりました︒

ホ町に近いところで︑どこかのおばあ

どこからどこまでつづいてみるのか︑

ありがたう︑ぼっちゃんはどこまで︒

乗りました︒

﹁私は︑どこへもまみりたうございま
けしきに見とれながら歩いてゐますと︑
こカらか︑よいにほひがして來ます︒

ろがって︑

こんなけしきは︑南洋のどこへ行っても

地平線は銀色で︑

空と海とがとけあっ

明かるい海だ︑どこまでも︒

七佃4圃

どこまでも

高い空だ︒

こで生まれたのでせうか︒

七454どこからかあやしい船が現れて︑
七568それから先は︑どこへ行くのでせうか︒
七568みなさんは︑どこへ行きたいと思ひますか︒
七861それにしても︑この油蝉の子は︑いつ︑ど

て︑

七51圃

七46圃 明かるい海だ︑どこまでも︒

鳥の鳴く聲がしてゐました︒

六梱3ところどころに林があって︑どこかで︑小

くの胸にあたった︒

六939 そこへ︑どこからかたまが飛んで來て︑ぼ

でした︑何べんも呼んでみたけれど︒

六726園

荷物をかたづける時︑どこにもみません

六625 どこかの屋根が︑めがねの玉いっぱいにひ

見ることができます︒

六393園

のと同じやうに︑どこへでも行くことができる︒

六335量水の中にもぐってみても︑海の上にみる

であるかは︑わかりません︒

利根がどこへでもついて來るので︑

ドコカ細江クレテヰルノダラウ︒

ドコヘオイデニナリマスカ︒

ドコヘオイデニナリマスカ︒

ドコヘオイデニナリマスカ︒

ドコカデ︑﹁︿略﹀︒﹂

；詐男能1器ざ土樋寄こ幽幽鶴亘幽璃幽鶴繭怨幽幽
そばにるたどこかのをぢさん
︑﹁
が︿略﹀︒﹂

どこから來て︑どこへ行くのだらう︒

行くのだらう︒

六211 遠い外國といふだけで︑それが︑どこの國

ノー

いったい︑この川の水はどこから來

灯
ど

とける一どこ

168

169
とこしえ一とこしえ

七佃8圏 どこまでも 青い空だ︒

九㎜12

樂しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ

どこか知らない騨に停車した︒

十一711

んの顔は︑この子とどこか似たところがある︒

十一806

どこからともなく︑つつましやかな小川

短い鋭さの中にも︑どこかやさしさのあ

のせせらぎの音が︑かすかに聞えて來る︒

十一791

じの雲です︒

どこまでもこまやかで︑すっきりした感

九二11

月のどこ一つくもったところがないのが︑

その謹擦です︒

しょうこ

十404

か遠いところへ散らばってしまふ︒

七㎜4圏 どこまでも さえた空だ︒
七㎜5 塁湾は︑︿略﹀︑まだどこの國のものともき
まってゐませんでした︒

八710 いったい︑どこへ行くのでせうか︒
十516圃

どこにも敵艦らしいものは見えない︒
﹁おとうさん︑どこかへ行きませう︒﹂

悪者たちは︑そのままどこかへ姿をかくし

どこへ逃げて行ったか︑

どべい
どこの家も︑高い土塀を立てめぐらしてゐ
いはば︑胡琴は一本の管になって︑どこか
どこからどこまでも︑つながってみる感じ

そこでは︑どこかの子どもが︑もう頭をつ
すると︑どこからともなく女の人たちが集

楊のわたが︑どこからともなくたくさん

やなぎ

花嫁行列のラッパの音が︑どこかで響く︒

今︑こちらはいちばんよい時候で︑空

十二218園

どこからか聞えて來る尊いことば︒

どこにるますか︒

切腹といふのは︑どこまでも武士の名讐

かれらは︑なほも聞多をさがしたが︑も

この子をどこまでも助けようとする母の

どこからか︑カナリヤのさへづりが朗か

﹇常﹈︵名︶4 とこしへ

とこしへに民やすかれといのるなるわ

い せ

がよをまもれ伊勢のおほかみ

十64図圃

とこしえ

に聞えて來る︒

十二搦3

一念に︑

十二721

十二6810 どこにも人影はなかった︒

うどこにも見つからなかった︒

十一一679

を重んじた扱ひであった︒

十二612

十一一537 修行者は︑どこまでも眞劒であった︒

十一一482

うに︑

十一別1 支那人は︑どこへ行ってもさうであるや

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

十一加2 南洋のどこの町にも見られるあの支那風

はせるやうな姿で︑︿略﹀浮かびあがって來た︒

十一㎜7 セレベスの島影は︑どこか日本の山を思

はいがってみる猫であった︒

十一伽5 兵隊さんが︑どこからかつれて來て︑か

がどこまでも高く澄んでゐます︒

十一伽4團

どこまでも横車を押し通さうとした米國︑ る小鳥の聲に混って︑

からからと︑どこかで荷車の音︒

八135 あのバナナが︑どこでできるか︑
十5310囹
十626

及び英國に封して︑

八142 塁湾にさへ行けば︑バナナの木がどこにで
もあって︑

八2410国 旅順は︑どこへ行っても静かな美しい町
十㎜1囹

十㎜⁝10囹どこへ行かうといふのだ︒

で︑

八368園 お前の國はどこ︑また親の名は何と申す︒

十節11

十圏3

つて來て︑糸屋さんを取り巻く︒

十鵬9

るつるにそられてるるのである︒

十筋6

である︒

十脳10

らどこまでも︑つながってみる感じである︒

十川10

るので︑

十脳5

てしまった︒

十七12

べ始めた︒

どこへ逃げて行ったか︑何名來たか︑それらを調

かれは︑すぐその悪者がどこから來たか︑

十川11

が︑大切だといはれた︒

八482 どこまでも︑正確に作りあげるといふ注意
八603 どこで大砲を撃ってるるのか︑わかりませ
ん︒

八676 弱りきったこの小さな傳令使は︑その夜︑
どこで休んだことであらう︒
こにるるのか見當がつきません︒

八描2 ちよつと砂をかぶると︑上から見ても︑ど

八旧5圖もし︑空のどこかに︑かすかなうなり聲
が聞え︑

八欄3 どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

どこも悪くはない︒

どこへでも傳はり︑

九429 それに引きかへ︑文字に書き表したものは︑
九7510

九893 どこかその邊の空に︑︿略﹀連なった美し
い七つの星を︑さがすことにしませう︒

九価4 八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

舞って來る︒

十圏10

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑見あげた尼さ

おとうさん︑どこへおいでになりますか︒

ものが見えてもよささうなものである︒

九鵬7 どこからかかすかに羽音がして

十一396

十一286
しをつけることもあります︒

九㎜2園撃ち落した敵機の敷だけ︑どこかにしる

とこのま一ところ
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十67図

︿略﹀と︑神かけて祈らせたまへるを︑
しんれい

む さ しの

二838園

Q

﹁イイエ︑コレハ︑正月サマが雲カラ

ムカシムカシ︑アルトコロニ︑オヂイサ

出テ來ルトコロデス︒﹂

東の方のとほい︑とほいところに︑あ
こんどは︑西の方のとほい︑とほいと
よいところへ氣がつきました︒

ぼくは︑まだおよげないので︑購いとこ

きのふ乗合自動車に乗って︑ホ町のを

昔︑あるところに︑一本のくすの木が生

四212
した︒

四226

四702

四707

一郎さんは︑その手紙を春枝さんのと

おとうさんと私は︑つきそひの人たちの

ころへ持って行って︑

四751

まもなく︑新しい軍服を着た一人の兵

休むところで待ってゐました︒

四759

たいさんが︑私たちのところへ來ました︒

んに見せてあげたいと思ひました︒

四944團 このよくあがったところを︑をぢさ

二人とも︑ほんたうに久しぶりのお休みで︑

四鵬3 通をぬけて︑町の入口の門のところまで來
ますと︑

村のはつれまでさんぽに來たところです︒

五159

のっけ根のところが︑少しふくれて來ました︒

五233 このころになると︑おたまじゃくしは︑尾

それを︑八つのをけに入れて︑大蛇の來

るところに並べておけ︒

五293囹

た︒

私は︑早くまゆを作るところが見たいので︑

五325 私は︑竹田さんのところへ走って行きまし
五348

見たいなあ︒

皿のおさかな︑

もう一度︑

泳ぐところ

五435圃

五629園

五594園

﹁遠いところへ行きます︒﹂

おお︑ひきがへる︑よいところへ來た︒

と︑急に高いところがらとびおりたりします︒

五557 ときどき木かげに休んだり︑さうかと思ふ

は︑ずっと下の方に見えました︒

が

たうげをおりたところで︑また止りま

五509 出ると︑高いところを走ってみるので︑川

﹁ホ町のをばさんのところへ行くの

出征する孫が︑今日汽車で通ります

かへって

五備3

最後の百メートルといふところで︑白が︑

りかうな利根は︑戦場で︑敵のみるところ

ぐいぐい出て來ました︒

五931

ぶらぜみが一匹止ってみる︒

花子さんは︑日のあたるところへ︑小さ 五791 ︸メートル半ぐらみの高さのところに︑あ
ところへ

一郎さんのところへ持って行って︑

一郎さんが︑もとの
來ますと︑

四675

な鏡を持って出ました︒

四537

のでね︑見送りに行くところなんですよ︒

四245園

です︒﹂

四238園

さんが乗りました︒

ホ町に近いところで︑どこかのおばあ

ばさんのところへ行きました︒

四193

えました︒

四62

でございます︒

三二6囹︺それはそれは︑きれいな︑よいところ

ろで水をとばして遊びました︒

三775

なってゐます︒

三747團遠いところで︑水と空がいっしょに

三497囹

ころに︑あまった土地のあるのが見えました︒

三151

まった土地のあるのが見えました︒

三134

ンガアリマシタ︒

一一

今とこしへに神簸としづまりまして︑

十95図 昔の武藏野の面影︑そのまま今に残りて︑
とこしへに大御心をしのびまつるも︑

十二捌1圃 太平洋は︑皇國の究めによってのみ︑
とこしへに﹁太平﹂の海なのである︒
とこのま ﹇床間﹈︵名︶2 床の間

四622 それから︑おざしきの床の間にも︑鏡餅

床屋

所Oいた

をおかざりになりました︒
しか
九慨8 床の間には︑︿略﹀鹿の角と三日月の前立
﹇床屋﹈︵名︶1

てとのついたかぶとが︑かざってある︒
とこや

十目1 床屋が通る︒

ところ ﹇所﹈︵名︶鵬 トコロ ところ
るところ・それどころか・はらいどころ・ひとつと
ころ・ひとところ
ツカヒニイキマス︒

一282 イサムサンガ︑ ヲヂサンノトコロへ︑オ

一71一 ムカシムカシ︑アルトコ剛直︑オヂイサ
ントオバアサンガアリマシタ︒
メニ アゲルコトニシマシタ︒

二67一 サウダンシテ︑オ日サマノトコロヘオヨ

ロへ行ッテ︑﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ト タ ノ ミ マ シ タ ︒

二674 ネズミノオトウサンバ︑留日サマノトコ

コロへ︑アゲタイト思ヒマス︒

トコロへ

トコロへ

二677園 玉壷イ中デ︑ 一バン エライカタノト
二698 ネズミノ オトウサンバ︑雲ノ
行ッテ︑ズ略V︒﹂トイヒマシタ︒

二723 ネズミノ オトウサンバ︑風ノ
行ッテ︑﹁︿略V ︒ ﹂ ト イ ヒ マ シ タ ︒

二745 ネズミノオトウサンバ︑カベノトコロへ
行 ッ テ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂トイヒマシタ︒

W6
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をさがしあてたり ︑

五臓9 みかたの第一線は︑敵前わっか五十メート
ルといふところまでせまって︑

五㎜2 利根は︑もう百メートルで本部といふとこ
ろへさしかかりました︒

五麗6囹 にいさんのだいじなつりばりを︑魚に取
られて︑困ってみるところです︒

五川6囹 この間︑つりばりをのどにかけまして︑
たいへん苦しんでみるところでございます︒
ていらっしゃるところへ︑かけつけました︒

六75 高倉下は︑急いで︑天皇のおやすみになつ

生ってみるのを見つけました︒

六217 やっと︑あるところで︑美しいたちばなが

トラの空から︑地上へおりて行くところです︒

六403園 勇ましい日本のらくかさん部隊が︑スマ
六452囹 よくなれた象が︑大きな材木を︑運んで
みるところです︒

ころですね︒

六455園 南洋って︑かはってみて︑おもしろいと
六459 すると︑その時︑窺書がかはって︑田植を
してみるところがうつりました︒

六557園なんでも︑その子が︑山で酒の流れてゐ
るところを︑見つけたといふのです︒

べに

そら︑大隊は︑おまへたちの破ったとこ

い紅をさしてゐます︒

六三5囹

鷲鼻さうといふ船が︑今︑思ひ思ひに網を

ろから︑突撃して行ってみるぞ︒

二流3

さくらの花が︑いっぱいに咲いてみるとこ

張ってみるところです︒

六三8

鳩が︑何十羽となく集って來て︑ゑさを

はと

ろがあらはれました︒

六型1
六襯4囹

あさりは︑こんな淺いところに︑もぐって

今︑芸態を放送してみるところです︒

拾ってみるところが出ました︒

七710

はまぐりは︑あさりよりも︑少し深いとこ

みるのかなと思ひながら︑

七88

花子さんは︑その貝を持って︑先生のとこ

ろにるることがわかりました︒

七910

あのあさりをほったところも︑︿略﹀も︑

ろへ走って行きました︒

七139

これつきり︑自分は︑遠いところへ行くの

もうすっかり︑海の水でかくされてるました︒

七279

城のやぐらから大きな石を投げ落して︑賊

だと感じたのかも知れません︒

七578

さうして︑これをよけようとして︑賊のさ

のさわぐところを︑さんざんに射た︒

七594

勇さんは︑轟轟掲揚垂のかげのところへ行

うまいところに氣がついたな︒

わぐところを射させて︑五千人論りも殺した︒
七724園

六602 時の天皇が︑それをお聞きになって︑わざ
わざ︑そのところへお出ましになりました︒

七729

す︒

ぼくらが︑朝夕寝起きする室の壁ぎはに
最初は︑論いところにるますが︑年を取る
につれて︑だんだん深いところへはいって行きま

七867

は︑銃を立て掛けておくところがあって︑

七823團

つて︑しるしをつける用意をする︒

六659 急いで︑おかあさんのところへ行った︒
六934 うまく頭のところへ飛んで行ったが︑

六969 どやどやと︑みんなが︑ぼくのところへ
寄って來た︒

六991 かはるがはる︑的をめがけて弓を引いてゐ
るところへ︑道眞もやって富ました︒

六柵5下の方は白で︑花の口もとのところに︑こ

七868

だんだん深いところへはいって行きます︒

七871 そこで︑油蝉の子は︑深いところがら︑だ

んだん淺いところへ移って︑地上へ出る日の來る

残ったところは︑腹の下の方だけです︒

だんだん淺いところへ移って︑

のを待ってるます︒

七872

七鵬1 見ると︑くもは︑雨どひのところがら︑糸

七882

くもは︑︿略﹀︑おしりのところがら︑たく

を引いておりて來たのです︒

さんの細い糸を引き出し始めました︒

七鵬6

七鵬3 赤い大きな夕日が︑今︑西の遠い︑遠い地

平線に落ちて行くところです︒

七柳7 今︑日が沈んだばかりのところがら︑さし
さいたま

出たいく百筋のこまかい金の矢が︑

八85 埼玉縣のあるところで︑試みにしるしをつ

ところによると︑︿略﹀高い山の斜面が︑

けて︑はなしたものだといふことがわかりました︒
八157

高いところにそびえてみるので︑町から

ほとんど全部︑バナナ畠であることがあります︒

八218團

よく拝むことができます︒

八337図流るるやうにすべること二町鯨にして︑

われらには︑かかるところも平地に同

やや平なるところに着きぬ︒

じ︒

八341図國

壽がよからうと︑申し出た者がありました︒

八352 困ってみるところへ︑御殿に仕へてるる萬

︑了0 頼朝が義仲を攻めようとするのをさとって︑

︿略﹀義仲のところへ知らせてやりました︒

ノリ◎−

れないが︑

天
ノ了
401見たところ︑そんなにむつかしいとは思は

て︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

八511 先生が來られて︑重心のところを指にのせ

とうかん

八601 野外統監部を遠く望むところで︑私たちは
昇観してゐましたが︑

八799 見ると︑大きな兎が︑ちやうど小松の中へ︑
とび込んだところであった︒

ば︑しばらくは用をなすものぞ︑
のたまふところ︑ことわりにこそ︒

ぼくが行くと︑北斗は︑うれしさうにすぐ

九681︹凶圓

九844
ぼくのところへとんで湿て︑鼻をすりつけます︒

眞中富より少し低いところに︑かなり蒔き
すると︑この二つの星の距離の五倍ばかり
一本松を見たが︑まだかなり遠いところで

九麗3囹

燃料を補充してやったり︑よごれたとこ
痛いところをさすってやったりするので

ろをきれいにしてやったりします︒

門川7囹

手招きをしてみるやうだ︒

九㎜2

のところに︑きっと一つの星が見つかります︒

九902

な星が一つ見えるのが︑それです︒

九887

見えるこれらの星にも︑名前や番號があり︑

八828 二百五十メートルものぼったところで︑ 九876 ちよつと見たところでは︑ほとんど無敷と
︿略﹀﹁さあ︑おりるよ︒﹂といふ合圖をされた︒

八841 今︑石井先生がすべられるところである︒

八896 大阪は︑また︑昔から商業のさかんなとこ
ろです︒

なかのし ま

おほえ
八909 御堂筋といふ大通を進むと︑やがて大江橋
を渡って︑中之島といふところへ來ます︒
ばかりのところでした︒

八価1 ちやうど今︑番人が︑ランプに火をつけた

あふぎ

八価2 高いところがら低いところへおりる時︑そ

せまいところで修理をしてみると︑

す︒

九帽6囹

高いところがら低いところへおりる時︑

の胸びれは扇のやうにひろがります︒
胸のところに足のやうなものがあって︑

七難八苦は︑もとより望むところである︒

奮臣が︑績々と勝久のところへ集った︒
九鵬1

この子は新京へ母と鶴るところで︑マルタ
﹁︿略V︒﹂と指さしたところに︑みどり色

九㎜5

また進んで行くと︑やぶのところがら︑二

大きな赤い夕日が沈むところだ︒

この時は︑遠いところがらたくさんの人が
樂しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ
か遠いところへ散らばってしまふ︒

九國11

集って來て︑たいへんなにぎはひである︒

九別4

匹の親のろと一匹の子のろが出て來た︒

九㎜9

の上着を着たロシヤ婦人が本を讃んでみる︒

九㎜7

といふ名ださうだ︒

九㎜4

ころへ行くのである︒

ぼくは︑この春休みにハルビンのをちのと

九梱10

足の長い割合に︑甲は小さいのですが︑お

もしろいのは︑その口のところです︒
しよくかく

八柵4 ねえさんも起きるところであった︒
九1310 ここは︑昭和十六年六月三日︑︿略﹀みそ
まはじめ祭の行はれたところである︒

九257国 日本語が習ひたいといって︑おとうさん
たちのところへ︑毎日何人となくやって來る︒

弓矢に量りて死するは︑つはものの望

ころに進み寄りて︑ゑしやくす︒

九589図 義家︑︿略﹀︑匡房が車に乗らんとすると
九634縣a凶漁
むところなり︒

九656図議すべて物は破れたるところをつくろへ

仁川9

頭は足のつけ根のところにあるのださうで

2

6

09

八佃3 その上のところに︑小さな燭角があって︑

118
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十了10図

としま

筆・鉛筆等︑男並登校生徒の用ふる物と

異なるところなし︒

かく

十87図 蕾御殿︒蕾御苑は︑もと南豊島御料地の

ゆるしよ
内にて︑御二柱の神に御由緒深きところ︒

うんてい

十810心血の眺め廣きところに︑御茶屋ありて隔

月のどこ︸つくもったところがないのが︑

雲亭といふ︒
しょうこ

十404

その孤島です︒

作り直して行った︒

十784 すべて木材によって︑こまかなところまで

十8510 命じられた津野田参謀は︑二名の部下をつ

れて︑ステッセル將軍のところへ行った︒

十939園 私などの遠く及ぶところではありません︒

つと引くものあり︒

十鵬7図打ちあがらんとするところに︑後よりむ

十価6図 かかるところに︑︿略﹀武者一騎︑沖な

みぎはに打ちあがらんとするところに︑

る船をめがけて︑海へさっと打ち入れ︑

五條網が︑手のとどくところにせまった︒

熊谷︑波打際にてむずと組んで︑

十鵬3図
十槻2

せう︒

十㎜4園 おとうさん︑御飯のあるところへ行きま

十川12園 もう︑こんなところには來ないね︒

亡母1園 おとうさん︑わたしも︑こんなところは

血路村といふのは︑︿略﹀︑道の爾側おのお

いやだよ︒

十㎜10

實にわが國語の一大特色であり︑世界各

遠いところを通るその聲を聞くのは︑

の十キロ以内のところを︑これに當ててるる︒
十㎜9

十一319

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑見あげた尼さ

國の言語にその例を見ないところである︒

んの顔は︑この子とどこか似たところがある︒

十一397
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んのお支度をしてみるところでした︒

十一4710 髪結ひさんが︑一生けんめいに︑ねえさ

十一557図 敵將ネボカトフ少將︑今は逃れぬとこ
キセキ

ろと覧悟したりけん︑
イ

ツ

陛下ノ御稜威ノ致ス所ニシテ︑

ミ

十一571図圖 奇績ヲ牧野昏睡ルモノハ︑一二天皇
タダ

十一575図幽 皆此ノ成果ヲ見ルニ及ンデ︑唯々感
﹁︿略﹀︒﹂と︑はばかるところなく申

激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒
しナり︒

十一609図

十一611図期年の若きが致すところか︒

十一646壮志ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち
つがひ︑ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

かう

十一669図國兄にておはす上に︑思ふところあり
てわざとかく仕りて候︒
づけの

ふかす

十一671図 すでに矢取ってつがふところに︑上
野國の住人深碧の七郎︑つとかけ出でければ︑

十一725 見たところはさびしい雲です︒
十一743 むら雲・おぼろ雲は︑︿略﹀︑四五千メー
トルのところに浮かんでゐます︒

苦心はやがて報いられて︑阿禮の語ると

わが國の古いことばである︒

十一柵7

かごを頭に載せた女たちが︑窓のところ

ころは︑ことばそのまま文字に書き表された︒
十一脳11

このあたりがいちばんジャワらしい風習

へ物費りにやって來る︒

十一踊7

止ったところは商店街の夏中である︒

の残ってみるところだといふことを思ふ︒

十一㎜2

青いパパイヤが︑手を延せばとどきさう

なところに︑︿略﹀ぶらさがってみる︒

十一㎜1

火山灰の降らないところに︑新ラバウル

の市街を作ることになってみる︒

十一躍8

鑛員たちは︑だれも見てみない眞暗なと
きやう

孔子が︑弟子たちをつれて︑匡といふと

ころで仕事をするので︑

十ニー32

十二263

ころを通った時︑

不幸にも︑孔子の顔が陽虎に似てみたと
助けないところを見ると︑先生はまだ君

ころから︑匡人は孔子を取り園んだのである︒

十二265
十二287

子ではないのかll
力のあらん限り修養しても︑先生は︑

かうした天下の輿論に些して︑ただ一人

ところは雪山の山の中である︒
ようん

せうせん

いつでも更に高いところに立っておいでになる︒

十二348園
十一一483

があった︒

十一901 やや廣く平なところに︑三角鮎を示す石
十一928 近く山小屋を見あげるところへ來た︒

そらい

十一一603
をぎふ

十一942 ぼくらが今立ってるるところと向かふの

つた︒

十二麗1

宮は︑御心に深く決したまふところがあ

十一一備10図団 心中御憐察あらせられ︑願ひの通り︑

義を立て︑理を蓋くし︑情を述べて残る

家名のところ御憐患あらせられ候はば︑

今︑日本皇室に封し奉り︑慶祝の親

ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

十二糾6

十二佃4圃國

太陽が月より非常に遠いところにあるか

電を︑書き終ったところである︒

らである︒

十二梱1

は︑私たちに十分な熱と光とを送ってくれる︒

十二梱5 これほど遠いところにありながら︑太陽

たところごま粒のやうだが︑

十二湿5 それが太陽の黒潮と呼ばれるもので︑見

十二柵1 かりに︑太陽をもつともっと遠いところ

しかし︑ひとたび外國の地を踏んで︑こ

で見るとすれば︑

とばの通じないところへ行くと︑

十一一幽1

かういふところで︑たまくなつかしい

日本語を聞くと︑

十二幽2

る︒

がいか

南十字星は手の届きさうなところに光つ

十二衛10 解語こそは︑國民の魂の宿るところであ
十一一η3
てをり︑

みしたまひ︑

ところいくたろう

敵將ステッセルより開城の申し出でを

﹇所郁太郎﹈

︹人名︺1

所郁太

ところいくた

官ステッセルが祖國のために書くしたる動功をよ

くんこう

なしたるおもむき伏奏せしところ︑陛下には︑將

十855図田

て基地へ繋るところである︒

﹁この期において︑おんみの願ふと ところ ﹇所﹈︵置潮︶1 ところ

今は︑のがれぬところとおぼゆるぞ︒

十二別1 海の荒鷲が︑大空高らかに︑凱歌をあげ
十一一905圏

荻生租篠のいふところは違ってみた︒

十二931図圓

山脈との間は︑千丈の谷となって︑

列になって︑進軍して行くところが懸りました︒

十﹁佃9団 日本の兵隊さんが︑山の谷あひを長い

ころは何ぞ︒﹂

朝敵を滅して︑御代を安んじ奉れと
慶喜の言上するところを一々お聞きにな
るに及んで︑

十二相1

いひおかれしところなり︒

十二959図國

十一柵1團 よく見ると肩のところに︑野菊の枝を
つけてみる兵隊さんがゐました︒

しかるに︑阿禮の語るところは︑すべて

つて︑あたりを見まはすと︑

十一旧3 こんなところに猫がみるはずはないと思
十﹇⁝⁝⁝7

ところが一とし
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．陀

ところいくたらう

十二723 聞多の友人︑所郁太郎が︑その場へか

良

けつけた︒

七711園正男﹁今︑ぼくのかげが︑百二十八セン

ところが︵接︶4ところが
チあるでせう︒ところが︑ぼくのせいの高さは︑
百二十四センチなんです︒

けつけて行った︒ところが︑火はたちまち元帥の

七㎜10 元帥の家の人々は︑手習ひに︑その方へか
家をおそった︒

九川5園 むすごは︑︿略﹀︑いよいよ故郷へ瞬るこ
とになった︒ところが︑途中海が荒れて︑むすご
は船とともに沈んでしまった︒

みるうちに︑不意に雲の表情が攣って來た︒

十二脳6 ところが︑その雄大な美観を待ちわびて
どころか ︵接助︶2 どころか

五音5園 つれないどころか︑申しわけのないこと
なれないどころか︑︿略﹀︑いくら働いて

をしてしまひました︒
十二ー34

ところで

も働いても︑なほ足りないやうな氣がする︒
︵接︶12

四467 ところで︑ある日のこと︑金の牛は︑ふ

ところで

とこんなことを考へました︒
五伽3 ところで︑ある日のことです︒

六306團ところで︑この潜水艦が︑水の中へもぐ
るのだと聞くと︑沈んだきりで︑浮かないことが
ありはしないかと︑思ふものもあるやうだが︑

ところで︑あのバナナが︑どこでできるか︑

︿略﹀︑みなさんはそれを知ってゐますか︒

八135
昔から︑航海の目當てとなってくれたのは︑

この星です︒ところで︑大空の他の星は︑時刻に

九909
よってかなりあり場所が攣って行きます︒

﹁物干竿﹂などは︑訓ばかりで讃む場合で

す︒ところで︑﹁山川﹂﹁父母﹂のやうに︑︿略﹀︑

十帽3

天女の長い舞の袖を思はせるやうな雲で

音でも訓でも生める場合があります︒
十一714

す︒ところで︑この雲がだんだんふえてひろがり

ところで︑これを文字に書き表す安萬侶

だすと︑すっきりした感じがなくなって︑

十﹇囲3

の苦心は︑それにも増して大きいものであった︒
船着き場も︑家らしい家さへも見えない︒

ところで︑︿略﹀湾内へはいると︑そこにケンダ

十一幽9

いてるる︒

十一9010
十﹇926
十︻9310

らん
小さなすみれや︑蘭もところどころに咲

ところどころに白雲がただよって︑中腹

ところどころに残雪があった︒

をおほひ︑峯をかくし︑

ころに鮎在し︑

十一㎜8 附近には︑わっかな住民の家がところど

ゴ椰子や︑びんらうが生えてみるけれども︑

十一鵬7 ただところどころに︑ニッパ椰子や︑サ

ス︾

とざ・す﹇閉﹈︵四五︶3とざす︽ーサ・シ・一

昭和十五年九月六日︑防空演習で帝都は

十988図圃山門をぎいととざすや秋の暮子規
十一146

東も北も一帯に雲がとざして︑︿略﹀立

夜のやみにとざされてるた︒

十一969

と

さ

山等の姿を見ないのが︑まったく残念であった︒

いつれも﹁仁﹂の一部の説明で︑その行 とさのくに ﹇土佐国﹈︹地名︺2 土佐の國．土佐の

りといふ小さな町があった︒

十二319

もちみつ

と

き

さ

七452 笛の名人用量は︑ある年の夏︑土佐の國か

國

あ

ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒

とて︑およそ二三十人が力ある大力の者︑

十皿8図 ここに土佐の國の住人︑安藝の太郎荒淫

さねみつ

ひやすい方面を述べたのである︒ところで顔回に
ところどころ

は︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

﹇所所﹈︵名︶11

岸は︑青葉でおほはれてゐますが︑ところ

雨雲に似てゐますが︑ところどころに青

それから︑みんなで豆を年の敷だけた

日本へ蹄って見ますと︑︿略﹀前の年に︑

村はそう出の大祭︒

かうして︑その年の秋も過ぎ︑

七452

と

さ

笛の名人用字は︑ある年の夏︑土佐の國か

もちみつ

天皇は︑おかくれになっていらっしゃいました︒

六228

六187圏 としも豊年満作で︑

五言8

べました︒

四984

四354 ある年の春のころから︑

し・はんとしあまり

ところどころに中洲があって︑小さな木が とし﹇年﹈︵名︶21とし年δおんとし・はんと

かうやく

白木の盆のところどころへ︑︿略﹀膏藥の

ぼん

患者は半敷ぐらみよって︑ところどころに

空が見え︑

十一745

置いてある吸ひがら入れに︑吐く音が聞えます︒

十観6

やうなものを︑細い竹べらでつめてみる︒

十湘2

鳥の鳴く聲がしてゐました︒

六梱2ところどころに林があって︑どこかで︑小

生えてゐました︒

五513

どころに︑つつじの赤い花が咲いてゐました︒

五489

ところどころ

七8910 なんといふ短い地上の命でせう︒ところで︑
この六年でさへ長いと思はれるのに︑
七川10 濱田彌兵衛は︑︿略﹀︑いつも二言から南支

那へ通ってゐました︒ところで︑そのころ︑ひよ
つこりと皇湾へ現れたのが︑オランダ人です︒

175
とし一として

ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒

七863 卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の
夏かへるのですが︑

七867 年を取るにつれて︑だんだん深いところへ
はいって行きます︒

ゆり子

とし子檬

十月二十日

︹人名︺1
とし子さん

とし子檬

とし子さんが﹁きゃっ︒﹂といったので︑

︹人名︺1

六178團

としこさま

五844

としこさん
見ると大きなみみずがみる︒

七佃2

一時︑彌兵衛を一室にとちこめておいて︑

︽ーメ︾

武器や船具を没牧させてしまひました︒

込める

八82 フィリピンで︑ある年の十月の末︑子ども とじこ・める ﹇閉込﹈︵下一︶2 とちこめる 閉ぢ
が燕をつかまへました︒

八910 その年は氣候が不順で︑九月の中ごろ急に
寒くなり︑雨が降り績きました︒

八雲6

長い間︑閉ぢ込められてみた人たちにとつ

八433 さうして︑その明くる年の春︑舞姫に出る
とじこも・る

﹇閉篭﹈︵五︶2

閉ちこもる

︽ーッ︾

佐吉は︑一軒の納屋に閉ちこもって︑一心

年ごろ

身は寛永寺の一院に閉ちこもって︑ひた
﹇年頃﹈︵名︶2

この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か
見れば︑わが子小次郎が年ごろにて十六
として

この氷のもやうは︑どれ一つとして同

︵格助︶35

﹁この鏡は︑わがみたまとして︑だいじ
その親が︑軍犬として︑職地ではたらいて
今日は︑詫言として︑記念すべきおめで
教練をしたり勉強したりして︑軍人とし
てのりっぱな精神を養って行くのです︒

七841国

たい日ですから︑

七442園

みると聞いた文子さんは︑

五研3

におまつりなさい︒﹂と仰せになりました︒

五971園

じものがありません︒

四484

として

七ばかり︑花のごとき少年なり︒

十干6図

りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

九677図國

としごろ

すらに謹愼の意を表した︒

十二梱5

に考へぬき︑

十777

ては︑春は︑うれしいだけではありません︑

ことになったのでした︒
かちく
これらの家畜は︑︿略﹀︑その年の春に生ま

九加12

れたものの中からえらばれたものである︒

十802 明治三十八年は︑佐吉にとって忘れること
のできない年である︒
たのが︑この年であった︒

十805 どちらがすぐれてみるかを験すことになつ
十脳2 ある年は︑雨績きであった︒
ったらう︒

十㎜10 五風十雨︑今年は︑何とありがたい年であ
十一4210 紫の君は︑その年の秋おばあさんに死な
れて︑

十﹁6010図國年の若きが致すところか︒
をこそいのれとしのはじめに

十二45図工 西ひがしむつみかはして榮ゆかむ世
十二255 その顔回が︑年若くてなくなったのであ
る︒

﹇都市﹈︵名︶■いちだいしょうぎょうとし・こ

十二275 孔子は年若い顔回をひたすらに案じ︑
とし

うぎょうとし・だいとし

六161團 十月十八日 とし子 ゆり子様

としこ ︹人名︺1 とし子

へいざう

長崎の貿易商末次平藏の船の船長として︑

ながさき

いつも皇湾から南支那へ通ってゐました︒

山川7

八925

大阪が︑水の都として襲達し︑

名所としては︑まつ大阪城があります︒

たのです︒

八906 しぜん大阪が︑一大商業都市として嚢達し

八962
ません︒

八擢5 一匹として︑反封の方向へ進むものはあり

九207国力がわき起って︑日本の軍人として︑恥

そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み

つかしくない御奉公をすることができた︒
九㎜11

かちく

けいば

これらの家畜は︑神にささげるものとして︑

重ねたり︑

九別12

へんたい

︿略﹀えらばれたものである︒
よきょう

別動隊編隊機長として︑近郊ミンガラ

九別9 鯨興として︑勇ましい競馬があり︑
十162図圏

機械は︑どれ一つとして︑わが日本製のも

ドン飛行場にせまり︑

のでなかったからである︒

十769

十824 日本は︑あっばれ綿布工業國として︑世界

日本軍がここを占領してから︑直ちに野戦

に乗り出すやうになった︒

病院として使用し︑

十837

さか

いなば

はうき

みま
信拠1 和睦の條件として︑︿略﹀備中・備後・美

王は︑士官候補生として︑今日も武笹野

作・因幡・伯書の五箇國をゆづらうと申し出た︒

十一88

文學の天才であったばかりか︑婦人とし

母君としての御慈愛に満ちたお迎へのお

を縦横にかけめぐりながら︑演習をなさってみた︒
ことばを︑

十一164
十一361

今日では︑世界にすぐれた文學としてほ

てもまことに圓漏な︑深みのある人でした︒

十一371

としどし一とだじょう
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しもつけ の か み

めたたへられてる ま す ︒

はうぐわん

十一625図園 下野守源義朝︑大將としてまかり
向かふ︒

としどし

年とる

年取る

いろくな大砲が︑どしどし作られて︑日

風をどしどしと追ひまくります︒

八脳3
﹇年取﹈︵五︶5

本の國をしっかり守ってくれるのです︒

一人の年取った神様がおいでになる︒

すると︑年取った神様が︑私に︑海の御
蹄りには︑年取ったおとうさんのすきな

︵感︶一 ドシン

いちばん年若でした︒
どしん

タ︒

ニ298 ウスガ︑上カラドシントオチテ來マシ

閉づ ︽ーヂ︾

鯨一︑目を閉ぢ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし神

﹇閉﹈︵上二︶1

八734図

と・ず

﹇吐水口﹈︵名︶1 吐水口

に祈りて見開けば︑

とすいこう

を︑をけに汲んでどんぐ流すと︑

九559 下士官が︑甲板の吐水ロからふき出る海水

九466

山の頂が︑銀のやうに白く光り始めると︑

年取つた五兵衛に︑今まで纒験したことの どすぐろ・い ﹇黒﹈︵形︶1 どす黒い ︽ーカッ︾

﹇土蔵﹈︵名︶2

Oいくとせ

土藏

どす黒かった海面が︑にぶい光線を反射する︒

とせ

あま
年とった上品な尼さんが

﹇Vみなみとしまごりょうち

としま

どぞう

土藏の中である︒

十柵1 主人に案内された塗り物の工場は︑薄暗い

呂ふじわらのとしゅき
どぢゃう

﹇泥鱈﹈︵名︶4

ドヂャウ

としゅき

ボクハ︑エビトドヂャウヲトッタ︒

と渥度に攣りのない詳言が選ばれ︑

しつど

ドヂャウハ︑ソコノハウヘシヅンデ︑ト 十悩6園だから︑夏でも冬でも︑できるだけ温度

︽ーッ︾

その夜︑おとうさんも︑おかあさんも︑

﹇跡絶勝﹈︵形状︶1

ないとする硬論がある︒

とだえがち

いつも

と

だ

富田城

尼子の本城である出雲の富田城は︑そのこ

ろ毛利軍に園まれてるた︒

九伽4

ながら︑話はとだえがちでした︒
と だ
とだじょう ﹇富田城﹈︵名︶5 富田城

口ぐせのやうに﹁めでたい︑めでたい︒﹂といひ

十︻512

とだえがち

らくつがへして︑新日本を打ち立てることができ

十二佃3 徳川を討たなければ︑武家政治を土山か

設してある︒

十二塒7 橋の土墓には︑こていねいにも地雷が埋

太郎さんは︑はれまに小川でどぢゃうをどだい ﹇土台﹈︵名︶2 土肇
また︑めだかや︑どぢゃうなどといっしょ
年より

﹁︿略﹀︒﹂と︑年よりのねずみが︑なかま

﹇年寄﹈︵名︶2

年寄る

年よりのねずみがいひました︒
蹄って來るころになったので︑年寄つた

﹇年寄﹈︵五︶1

年若

纏縫は︑當年やうやく十三︑舞姫の中では

﹇年若﹈︵形状︶1

八356

としわか

母は︑毎日毎日望小山へのぼって待ち轟けた︒

九三3囹

としよ・る

三444

のものにいひました︒

三433

としより

に︑遊ばなくてもよいのでした︒

五226

すくひます︒

三583

キドキニョロリトウゴキマス︒

一593

一585囹

どじょう

十一381

ない︑無氣味なものであった︒

十207

ものを︑いろく買って來るといふことですね︒

六551園

殿へ行くやうに教へてくれました︒

五鵬5園

五慨2

︽ーッ︾

十一629図園 御方の大將たる父判官の代官とし としと・る
て︑鎭西八郎爲朝︑一陣を承って堅めたり︒
十一7310 このおぼろ雲は︑天候の前兆としてはい
よいよ悪い方だといひます︒

十一節5 ラバウルは︑南洋の町としてはりつばで
その實行方法として︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

あるが︑戸敷は五六百を敷へるに過ぎない︒
十二322

りっぱな畳悟を表した歌である︒

十一一404 まことによく三民の本分︑軍人としての
じょめい

︿略﹀︑

十二463 籠明天皇の御製で︑長歌としては短いも
のの一つである︒

かれらは︑罪人としてひとまつ

四人の大名にお預けといふことになった︒

十二591

かをる
十一一736 昔の聞多は井上馨として︑一世に時め
く人となった︒

十二榴8 濟望鏡をのぞいてみた艦長は︑敵船の行
動としては鯨りに大書すぎると思って︑
着して負傷したのであった︒

十二協2 偵察隊として出動の途中︑この島に不時
十二幽9 それがまた今日のわれわれを結びつけて︑

﹇年々﹈︵名︶1

三民として一身一音のやうにならしめてみるので
ある︒

としどし

十二48図圃としどしにわが日の本のさかゆくも
いそしむ民のあればなりけり
どしどし ︵副︶3 どしどし

三332園 大きな大砲がいくつもあって︑てき
の軍かんをどしどしうちます︒
四備8 南の國から︑大勢の仲間をつれて來て︑北
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とだな一どちら

九㎜2 富田城には︑毛利の旗がひるがへった︒

九麗1 しかし︑富田城は名城であるだけに︑なか
なか落ちさうにもなかった︒

九麗6 富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押
し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒
ふ ぺやま

九齪8 すべての軍兵を率みて︑富田城の南三里︑
戸だな

布部山に敵を迎へ討つた︒

﹇戸棚﹈︵名︶3

ぼれかかる︒

十一474

トタン

桑をもらひに行く途中も︑心の中で︑

家の前に︑自動車が止ってゐました︒

どちら

﹁下界へ行く途中に︑恐しい男が︑道を

せ

途中には︑敵方の者が多かった︒

アルミニュームの管を︑鳩の右の足にとり

途中でころんで︑雪だるまになって起きあ

地平線からしだいに見あげて︑頭の尾上ま

山口の町から湯田の自宅へ蹄る途中︑暗

關東方の使者は︑︿略﹀︑いつれも途中官

偵察隊として出動の途中︑この島に不時

﹁ゴ病人ハドチラデスカ︒﹂

﹇何方﹈︵代名︶5 ドチラ どちら

着して負傷したのであった︒

十二俗2

軍に押さへられて︑目的を達しない︒

十一一麗9

やみの中に待ち受けてみる怪漢があった︒

十二664

たり︑とんでもない別のことを演じたりする︒

十珊5 猿は途中で︑きょとんとして止めてしまつ

とともに沈んでしまった︒

九川5囹 ところが︑途中海が荒れて︑むすこは船

で行く途中︑眞中邊より少し低いところに︑

九887

がる者もある︒

八823

つけた兵は︑︿略﹀︑途中の無事を祈った︒

八656

つて來ない燕も︑かなり多いといふことです︒

八115 長い旅行を績けるせみか︑途中で死んで蹄

くから往來して︑

七川1 したがって︑その途中にある垂湾へも︑早

七624

汽船に︑引つばられて行くのです︒

七543 船が港を出る時は︑途中まで︑あの小さな

運をお祈りになりました︒

七191 途中︑まつ伊勢の皇大神宮に参って︑御武

い

ふさいで立ってをります︒

五978園

﹁︿略﹀︒﹂といのりました︒

何だかうそのやうだllと思ったとたん︑五377
とたんに︑妙なる樂の音が起って︑朗か

はっとしました︒

十二573
︵名︶一

に天上に響き渡った︒
トタン
てんすみをけ

家の軒下には︑直脛一メートル半もある︑

ムんとう

十一川10

トタンで作った圓筒形の天水桶が並べてある︒

東の方のとほい︑とほいところに︑あ
神さまは︑その土地に太いつなをかけ
その土地が動きだして︑大きな舟のや
神さまは︑その土地をつぎあはして︑國

こんどは︑西の方のとほい︑とほいと
新しく家が立つ土地の神様に申しあげて︑
皇湾では︑よく山ぞひの土地に︑バナナが

土地の學校へ通ってみるかたはら︑母親か
ら日本語を教へられ︑

九289

植ゑてあります︒

八1410

その家を︑いつまでも守っていただくやうに︑

七404

ころに︑あまった土地のあるのが見えました︒

三151

を廣くなさいました︒

三145

うに︑ぐんぐんとこっちへやって來ました︒

三142

て︑︿略﹀︑お引きになりました︒

三136

まった土地のあるのが見えました︒

三134

九325園戸だなの中にあるお米や︑かんづめや︑ とち ﹇土地﹈︵名︶12 土地

とだな
ビールや︑みんな出してあげてください︒

九334 母は︑戸だなから二本の日の丸を取り出し︑
が仕掛けてある︒
﹇途端﹈︵名 ︶ 1 2

とたん

十慨10 上下二段にわかれた戸だなで︑中にはわく
とたん
どかく

七247 そのとたん︑少年のからだの上へ︑そばの
建物の土角がくつれて來ました︒

八992 止ったとたん︑するすると下の方へおりて
來て︑

九761 をかしいなと思って︑煙突へ通じる口を︑
ふと見たとたん︑おやと思った︒

九旧3 とたんに︑青磁はむっくと立ちあがった︒
いと思った︒

十5510 さう思ったとたん︑私は︑もう何もいらな

十685 四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふと
たん︑ふしぎにもむくむくと起き直った︒

がうしう

わが海軍特別陸職隊が︑この土地に敵前

さび土は︑その土地特有のもので︑

この北満の土地に來て︑始めての朝だ︒
十伽5園

九㎜3

響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあがった︒

十716 そのとたん︑ウェールズから爆襲の一大音

十一㎜5

土地の習慣や生活には目もくれない︒
と中途中

と中まで來て︑ふと見ると︑正男さんの 二407園

﹇途中﹈︵名︶16

三874

とちゅう

十一η4

上陸して︑濠洲兵を追ひ梯ひ︑

十麗4 そのとたん︑天地にとどろくやうな爆音と
いっしよに︑砂煙が︑あたりをおほひ包んだ︒

十側3 とたんに︑私の頭の中には︑病室で苦しん
でるる患者の顔が浮かんで來ました︒

十﹁427 とたんに美しい髪が︑はらはらと前へこ

どっかり一とつぜん
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三108

﹁一︑二の︑三︒﹂で︑たかくあげると︑

どちらもぱっと開きました︒
六967園 しかし︑どちらもよく戦った︒
九937 どちらも星があまり大きくありませんから︑
よく氣をつけて見ないとはっきりしません︒
十804 外國製の自動織機と︑佐吉の自動織機と︑
どちらがすぐれてみるかを
どっかり ︵副︶4 ドッカリ どっかり

やまと

とつく

と つがは

かうや

嫁ぎたまふ ︽一

六諭4

この鐵條網に破壊筒を投げこんで︑わが歩
しかもその突撃まで︑時間は︑あと三十分

兵のために︑突撃の道を作らうといふのです︒

六帯5
といふせつばつまった場合でありました︒

敵の弾は︑ますますはげしく︑突撃の時間

は︑いよいよせまって來ました︒

六㎜4

すかさず︑わが歩兵の一隊は︑突撃に移り

ました︒

六慨6

まことに死の突撃である︒
突撃だ︒

五心6

いよいよ︑わが軍が︑敵の陣地にとつげき

︽ーシ・ースル︾

わが軍は︑勇ましく敵にとつげきして︑と
そら︑大隊は︑おまへたちの破ったとこ
﹁わあっ︒﹂と大聲をあげて︑はげしく

徳坤は︑どんなに不自由でも︑國語を使ひ
七2510
徳坤は︑しきりに學校のことをいひました︒

通して來たのです︒

七258

︿略V神だなに向かって︑舞禮をしました︒

七237

とっこん

九202国 敵前上陸をして敵陣へ突撃する時にも︑
とくこん
﹇徳坤﹈︹人名︺10 徳坤 白蝦
とくこん
公宝地の三年生であった徳坤といふ少年は︑

突撃したりします︒

七795團

ろから︑突撃して行ってみるぞ︒

六⁝⁝5囹

うとう︑その陣地をせんりゃうしました︒

五二6

する日が來ました︒

突撃する

とつげき・する﹇突撃﹈︵サ変︶5とつげきする

十悩2

十662

二557 雪ダルマハ︑ドッカリスワッテヰマシタ︒ 九櫨1図圏 突撃を待つ草むらに虫ずだく
八脳1 野砲も︑重砲も︑︿略﹀︑いつでもお役にた
つぞと︑どっかり身がまへるやうになります︒
九745 どっかりと︑また︑かまの前にすわって︑
もくもくと立ちのぼる煙を見つめながら︑

つがは

十一㎜12 日本軍がここにどっかり腰をすゑて︑濠
と

洲のかなたまでじっとにらみつけてみるのだ︒
だいたふのみや

とつがわ ﹇十津川﹈︹地名︺1 十津川

︵五︶

の方へお向かひになった︒
﹇ 嫁 給﹈

1

七622大塔宮は︑︿略﹀︑大和の十津川から高野

ウ︾

とつぎたま・う

いへもち
十二柵1 宮が︑︿略﹀︑將軍家茂に嫁ぎたまうたの
特許

は︑五時から七年前のことである︒
﹇特許﹈︵名︶1
﹇疾﹈︵名︶1

十796 翌年︑特許を得た︒

とっきょ
とつく

十391 もちろん︑月は地球と違って︑とっくの昔︑
とっくに

すっかり冷えてしまった天蓋ですから︑
﹇疾﹈︵副︶1

﹁ぐんよう犬もとつげきです︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑徳坤はいひました︒

七271この重い傷ではどうなるであらうかと︑先

七268

七266徳坤は︑涙を流して喜びました︒

十543囹私たちは︑もうとっくに︑覧悟がきまつ 七264徳坤が重いけがをしたと聞かれて︑

とっくに

てるたはずです︒

三125囹

とつげき ﹇突撃﹈︵名︶8 とつげき 突撃

うとうとしてるた徳坤が︑夜明近くなって︑

生は︑徳坤がかはいさうでたまりませんでした︒

ばっちりと目をあけました︒

七275

七288 徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にゐ

︽ース︾

君が代を歌ひ終った徳目は︑その朝︑︿略﹀︑

る人たちの心に︑しみこむやうに聞えました︒
七299

﹇突進﹈︵サ変︶1突進す

やすらかに長い眠りにつきました︒

9 突進する

︽一

﹁あじあ﹂は︑︿略﹀︑満洲の大平野をまつ

とっしん・す
九㎜6

しぐらに突進す︒

シ・ースル︾

とっしん・する ﹇突進﹈ ︵サ変︶

網へ突進しました︒

六佃5 待ちに待った第一班の工兵は︑勇んで鐵條

りとかかへ︑鐵手網めがけて突進しました︒

六㎜2 三人の工兵は︑火をつけた破止血をしっか

に突進しました︒

六槻2 三人は︑一つの爆揮となって︑まっしぐら

網を切るはさみを持ってるる兵士が﹈人︑

は︑一時何物も見えなかった︒

十258 雲のやうに山手へ突進して來た水煙のほか
十擢4

の報告があってか

﹁掃海艇らしいものが︑こっちへ突進

むっくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する︒

﹁磯射用意よろし︒﹂

して來る︒﹂

十二脳2園
十二脳7

艦長は潜望鏡を出したまま突進し︑その

ら︑艦は西へ向かって全速で突進した︒

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

十一﹇筋6

﹇突然﹈︵副︶12 とつぜん 突然

十二踊8 魚雷はうなりを生じて突進して行く︒
とつぜん

青空高く 日の丸あげて︑ と歌ひだしました︒

四佃8 とつぜん一人の子どもが︑大きな聲で︑

179
どっち一とて

八648 錦州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜ
すめらみくに

ん敵の大軍に出あって︑はげしく職つた︒

九241團 皇御國のもののふは︑ と︑一人の職友
が突然歌ひだすと︑

九301 ある日︑突然インド人の巡査が來て︑母に

つて返す

七988

︽ーシ・ース︾

元帥は︿略﹀庭へ出たが︑はげしい震動が

ひとまつ過ぎると︑すぐに居間へとって返した︒
らんとするところに︑

十鵬2図招かれて取って返し︑みぎはに打ちあが
再び家に取って返すと︑今農夫たちにか

つがれて蹄つた弟のあさましい姿︒

十二691

どっと

どっと

ひそかにみかたの兵を敵の後にまはらせ︑
くだるやいなや︑三千鯨騎︑

一度にどつ

前後より︑どっとときの聲をあげさせたり︒
八345図

海には平家︑ふなばたをたたきて︑どつ

とときをあげて︑平家の城に火を放つ︒

八743図

機内に︑どっと喜びの聲があがる︒

とほめあげたり︒

十639

敵もみかたもこれを聞きて︑

一度にどつ

十脳9図

突入する

︽一

死んだやうになってみた校舎の中から︑

とそ笑ひける︒

十二236

﹇突入﹈︵サ変︶1

どっとあがる歓呼︒

どっとばかりに四千名の邦人が出て煮た︒
十一一幽12

とつにゅう・する

突破する

︽ーシ︾

武装した兵士を満載したトラックが︑ダ
﹇突破﹈︵サ変︶1

十一倣8

この道以外に部隊の進撃路はないので︑

︵係助︶2

いやいや︑かれとても︑昔の御璽に教

とて

どうしてもこの芸人を突破しなければならない︒
とて

へを聞かなかったとは限らない︒

十二506囹

自分とても︑かれらを法衣の袖にくる

んで助けたいのは山々であるが︑

十一一641園

る︒

大黒源義経︑思ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と

大將︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑筆先

佐原十郎義連進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

義家あやしみて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑手をわ

瓦庇︑﹁︿略V︒﹂とて︑なほ一問つつ張り

あっち

二選第一の名馬なりとて︑安土に引き來

とて︑たまひき︒

九684図國汝の夫の一大事あらん時にまみらせよ

爾を取り出す︒

九675図 ﹁︿略﹀︒﹂とて︑鏡の箱の底より黄金十

て商なふものあり︒

九6510図

なり︒

九657図圓若き人に見ならはせんとて︑かくする

みたり︒

九651図

とて︑手に汗をにぎりけり︒

九6110図他の家來どもこのさまを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

かつて三方より園む︒

九596図

んとて︑馬にまたがり︑海中に乗り入れたり︒

八728図射そんずるならば︑弓切り折りて自害せ

八725図 ﹁それ呼べ︒﹂とて︑鯨一を召し出す︒

眞先にかけ進めば︑三千蝕騎も溶いて進む︒

八342図

さはらのじふらうよしっら

にかけくだれば︑三千塵土︑馬を並べてかけくだ

八334図

て︑︿略﹀︑山を傳ひて︑ひよどり越に出づ︒

八326図

みなもとのよしっね

十二922図正成・正季︑取って返してこの勢にか とて ︵接助︶32 とて
︵副︶10

かり︑

三755国沖の方から︑波がうねって來て︑は

どっと

﹁ボi︒﹂と︑力強い汽笛が︑突然この静

同行を求めました︒

九462
かな港の空氣をゆり動かす︒

ぼくが急いでおりると︑突然︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

九衙1 突然︑後から切りつけた者がある︒
九㎜8
をちの聲︒

ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出

大勢の神様は︑どっとお笑ひになりました︒

まべで︑どっと音をたててくだけます︒
五71
七599

あがって︑敵陣地へ突進する︒

十慨2 突然︑︿略﹀兵士が一人︑むっくりと起き
十㎜9 張は︑突然大きな聲でどなった︒

八303図

て︑どっとときの聲をあげた︒

十一鵬5 かれは︑突然かういって足を止めた︒
きやう
十二263 孔子が︑︿略﹀︑匡といふところを通った

ドツ

﹁船が見えます︒﹂と︑偵察員が突然叫

時︑突然軍兵に畳まれたことがある︒

十二蜘5
ぶ︒

どっち ﹇何方﹈︵代名︶6 ドッチ どっち

チヲ見テモヒロイナア︒

一一207圃カウリャンカッテヒロイナア︑

一一218國國 カウリャン カッテ ヒロイナア︑

ドッチヲ見テモヒロイナア︒

四813囹 君の仲間とぼくの仲間と︑どっちが
多いか︑くらべてみょうではないか︒
五196 どっちから︑どっちへ流れるのかわからな
いほど︑静かに流れてゐます︒

十二205
とっぱ・する

バオ市内に突入して︑

シ︾

取

五196 どっちへ流れるのかわからないほど︑

︵四五︶4

ヲミテモヒロイナア ︒ ﹂ と ︑

﹇取返﹈

とって返す

八243圃 ﹁カウリャンカッテヒロイナア︑ドッチ
とってかえ・す

どて一とどく
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九695図画 これは指樽第一の名馬とて︑商人の引
一豊が求め得たるものに候︒

﹁︿略﹀︒重忠︑まつ瀬ぶみ仕らん︒﹂と

きてまみりしを︑
十㎜10図

て︑五百落手ひしひしとくつわを並ぶ︒

十価3図國 一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助
熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑後をかへりみけれ

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒
十鵬3図

ば︑土肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒

﹁︿略﹀︒﹂とて︑これを取って大町題言

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒

十梱3図 首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ
主管9図

あ

き

さねみつ

教経︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑敵の船を飛んでま

生年十七にぞなりにける︒

の見参に入れたれば︑見る人涙を流しけり︒
つねもり
十佃1図 のちに聞けば︑平の爵号の子︑敦盛とて︑
十川4図
はる︒

かれら三人寄り合ひて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

とて︑およそ二三十人が力ある大力の者︑

十麗8図 ここに土佐の國の住人︑安藝の太郎實光
十稲5図

﹁︿略﹀︒﹂とて︑生年二十六にて︑海へ

小舟に乗り︑

十M2図

しみつ
道のべに清水流るる柳かげしばしと

つっとそ入りにける︒
十一344ロ日凶韻

てこそ立ちとまりつれ
内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒

十﹁645図 軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる
十一655図國 阪東武者のならひとて︑大急の前に
﹁︿略﹀︒﹂とて︑例の大矢を打ちつが

は親死に子討たるるともかへりみず︑
十一663図

ひ︑堅めてひようと射る︒
爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑すでに矢取って

つがふところに︑

十一671図

十二369図魍古き都のなごりとて
色に咲く︒
まさつら

花はむかしの
かはち

ぼくのせい

とても先生には追ひつけないから︑も

うよさうと思っても︑

十二346囹

しかし︑徒裳を組んで天下を騒がすとい

どたう
非常な勢で船首に砕け散る怒涛の中に

﹇届﹈︵五︶16

トドク

とどく 届く ︽一

シナニモトドキマス︒

とうとうそのてっぺんは︑空の雲にと

雨がはからさし出た木の枝が︑まどに

きっと︑子どもの孝心が︑神様にとどい

﹁わあ︒﹂といひながら︑たまを投げ始め

白い旗は︑つい︑目の前にひらくしてゐ

目のとどくかぎりはまつさをな水です︒

手入れのよくとどいた小銃が︑行儀よく

目のとどくかぎりの廣野だ︒

鐵條網が︑手のとどくところにせまった︒

十一㎜1 青いパパイヤが︑手を延せばとどきさう

十捜2

になりがちであった︒

十763 ややもすれば︑手のとどきさうもない空想

九η6

並んでゐます︒

七823団

六事9

六961 とうとう︑旗に手がとどいた︒

るが︑手がとどかない︒

六946

たが︑とどかない︒

六932

たのだらうと︑みんながいってゐます︒

六561園

とどきさうでした︒

四203

どくやうになりました︒

四68

ニー75圃

トドキマス︒

一一174圃正シイコトバガ︑︿略﹀︒マンシウニモ

イ・ーカ・ーキ・ーク︾δゆきとどく

とど・く

は︑︿略﹀︑勇ましい調べがあります︒

十二㎜2園

どとう

ふことは︑重い罪である︒
どたう
﹇怒涛﹈︵名︶1 怒涛

十二589

十二887図正行が︿略﹀供したりけるを︑河内へ ととう ﹇徒党﹈︵名︶1 徒窯
﹁︿略﹀︒﹂とて︑かたみに菊水の刀を

返さんとて︑櫻井の騨にてさとしけるやう︑
十一一901図

つくしの

正季︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑七百蝕騎を前後

與へて︑おのおの東西へ別れけり︒
十一一909図

そっとあげて︑

土手﹇﹀かわどて

に立てて︑大勢の中へかけ入りけり︒
﹇土手﹈︵名︶3

ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだに

のぞいたら︑

二佃1圃土手の土

どて

ばうやが

八606

土手の草︑
とても

夏寝たときは

つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒

﹇蓮﹈︵副︶10

高かった︒

八692圃
より
とても

このくらみもあったかね︒﹂﹁とても︑
そんなものではありません︒﹂

三301園

ことばでは︑とてもいひあらはすことがで
平生から︑學問では︑とてもかなはない道

きません︒

六278
六998

鐵條網にさし入れてから︑火をつけると

眞を︑今日はひとつ︑弓でいぢめてやらうと

六㎜7

いったやり方では︑とてもまにあひません︒

一通りではとても勝てない︑だまし討ちに
とても助らぬと覧悟をきめた︒

するほかはないと思ひました︒

七202
七459

かうなっては︑おまへたちには︑とても
かなはない︒

七463園

とても︑なまではまつくてたべられや

十一鵬9風息には︑もうとてもひけません︒
しないよ︒

十一矯9園
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とどける一となみやま

なところに︑︿略﹀ぶらさがってみる︒

十二川3 南十字星は手の届きさうなところに光つ
てをり︑

とどまる

十二892図國
﹇止﹈

2

とどむ

︽⁝ムル・ーメ︾

一言耳にとどまらば︑わが教へにた

︵下二︶

がふことなかれ︒
とど・む

5かきとどむ

十二烈9 ﹁天にとどく﹂などの形容では追つつく

十二945図正行は︑父が兵庫へ向かふ時︑かたみ

ド︑ド︑ド︑ド

︽ール︾

︽1へ・ーヘ

かへらじとかねて思へばあつさ弓な

︵接助︶7

とともに

のどかな春になって行くとともに︑春のい
大木を保護するとともに︑植林によって︑

な重さと︑百雷の一時に落ちたやうなとどろきと

で︑陸にぶつかった︒

︽ーリ︾

とどろきわた・る ﹇轟渡﹈ ︵五︶ 1 とどろき渡る

ごくとどろき渡りました︒

とどろくつつ音︑

﹇轟﹈︵四五︶3

飛び來る揮丸︒

とどろく ︽ーイ・ーク︾

六芸4 爆音は︑天をゆすり地をゆすって︑ものす
とどろ・く

十麗4 そのとたん︑天地にとどろくやうな爆音と

八862図幽

績けざまに二つの轟音がとどろいた︒

いっしよに︑砂煙が︑あたりをおほひ包んだ︒

﹁ドドン︒﹂兵士たちは︑屋内へ向かって

︵感︶一 ドドン

十醜8
どどん

撃ちこみました︒

七佃7

客殿に並みみて︑念写十返ばかり同音

﹇唱﹈︵下一︶4 となへる 唱へる ︽1

お供へしたものをみんなさげてから︑神様

﹁名審の御凱旋をなさるのですから︑

修行者は︑うっとりとしてこのことばを

國を墨・げて萬歳を唱へるのも︑

﹇何方﹈︵代名︶1 どなた

ゑつ

大笑平富盛は︑十萬騎を引きつれ︑越

となみ山

﹁あなたは︑どなたですか︒﹂

﹇礪波山﹈︹地名︺2

たひらのこれもり

八296図

義仲は︑五萬騎を引きつれ︑これも同じ

中の國︑となみ山に陣を取る︒

ちゆう

八295図

となみやま

五587園

どなた

十二衛4

聞き︑それをくり返し口に唱へた︒

十二554

心の中で萬歳を唱へてお迎へするのです︒﹂

十一154囹

のお摺りになる慰撫ひがとなへられました︒

七436

へ・1ヘル︾

とな・える

に唱ふ︒

十二929図

もう一度岩登するとともに︑不沈艦は︑艦 とな・う ﹇唱﹈︵下二︶1 唱ふ ︽ーフ︾
その精巧な機械を見て感心するとともに︑
敬語の使用は︑禮儀にかなふとともに︑

みかさ

わが旗艦三笠は︑悪闘旗をかかぐると
万巻以來の歴史を知るとともに︑そのこ
とばを通して︑古代日本人の精神を︑ありありと

十一纈10

ともに︑信號旗を以て令を各艦にくだせり︒

十一5210図

る︒

常に適正であることと︑︿略﹀が︑最も大切であ

十﹁314

何ともいへない肩身のせまい思ひがした︒

十767

尾からするするとマライの海へのまれて行った︒

十718

︿略﹀育てて行くやうにしなければならない︒

九116

そがしい仕事が始って行きます︒

八柵9

とともに

き敷にいる名をぞとどむる

十二棚2図闘

にとどめし菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑

ものでなく︑これに巻き込まれたら一たまりもな

とどこほる

﹇届﹈︵下一︶尋おくりとどける・みとどけ

いのだ︒

とどける
る
． ﹇ 滞 ﹈︵五︶1

十㎜8 交通路に故障が起れば︑國の活動は︑たち

とどこお・る

ドドツ

﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響きと

︵感︶一

まちとどこほることになる︒
どどっ

七973
︵感︶一

ともに︑東京の何十萬の家は︑一度に震動した︒
どどどど

五495 ﹁ド︑ド︑ド︑ド︒﹂といふ水の音が聞え
て來ました︒

せいけつ

七488圃鐵だよ︑音だよ︒ どどどん︑どどどん︒

どどどんどどどん ︵感︶− どどどん︑どどどん

ととの・う﹇整﹈︵五︶2整ふ︽ーッ︾
あり︑きちんと整ってみることである︒

十一別10 このやうな商店街が思ったよりも清潔で

國のやうすを見ると︑
﹇整﹈︵下一︶3

整へる

十二465 中でもりつばに整った香具山に登って︑
ととの・える

讃むことができるのである︒

義光は︑胸をとどろかした︒

嚢動機の音をとどろかしながら︑開拓に進
とどろき

海水が︑︿略﹀︑山がのしかかって干たやう

﹇轟﹈︵名︶1

十257

とどろき

軍する︒

九矯3

七634

八505 曲げては設計圖に出てて見て︑形を整へる︒ とどろか・す﹇轟﹈︵五︶2とどろかす︽ーシ︾

ル︾

十862 ステッセル將軍は︑︿略﹀︑身支度を整へて
から不動の姿勢を取った︒
たも

とどまる

全に保つことができないうちは︑
﹇止﹈︵四︶1

︽ーラ︾εふみ

十㎜5 この長い長い交通路を︑りっぱに整へ︑安
とどま・る

となり一とね
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く︑となみ山のふもとに陣を取る︒

フカイ

となり ﹇隣﹈︵名︶10 トナリ となり 隣りεお
一一875 トナリノオヂイサンバ︑ ヨクノ

となり

人デシタ︒

二893 トナリノオヂイサンバ︑マタソノウス
ヲカリニ來マシタ︒
二926 トナリノ オヂイサンバ︑ ノコッテヰタ
灰ヲカキアツメテ︑

三863 となりのへやに︑勇さんのおかあさんと
ねえさんが︑來て見ていらっしゃいました︒
九735 壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴から︑
ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒

十488囲 かさこそと︑竹竿であの木の梢をつつい

十483圃 今年も︑隣りのゆずが黄ばんだ︒
てるた隣りのをぢさんは︑今みない︒

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

十一佃7国 いっか隣りのお子さんをつれて︑
ニュース映豊を見に行きました︒
どなる

︽ーッ︾

十一欄9 すぐ隣りの宿螢にみた一人の兵隊さんが︑
﹇ 怒 鳴 ﹈ ︵ 五︶2

十㎜9 張は︑突然大きな聲でどなった︒

どな・る

とにかく

﹁日本人か︒﹂トラックの上から勇士が

﹇兎角﹈︵副︶2

どなった︒

十二213
とにかく

九価6囹 とにかく︑飛行中に起つた故障は︑みん
なこの人たちの手によってなほさなければなりま
せん︒

利根は︑小さい時︑文子さんのうちで育て

五研6

利根の下るずっと前にも︑犬をかってみた

子犬には︑利根といふ名をつけました︒

られた︑勇ましい軍犬です︒

五官7

五研9

文子さんは︑ほんたうによく︑利根をかは

ことがあるので︑

五㎜3

おかげで︑利根は︑子犬のよくかかる病氣

いがりました︒

五梱1

にもならないで︑すくくと育ちました︒
利根はかしこい犬でしたから︑文子さんに

教へられると︑﹁おあづけ︒﹂でも︑﹁おすわり︒﹂

五㎜3

文子さんは︑利根がどこへでもついて論る

でも︑すぐおぼえました︒

五鵬5

文子さんは︑をぢさんに聞いて︑利根に

ので︑かはいくてたまりませんでしたが︑

五佃9

その年の秋も過ぎ︑冬の初めになりますと︑

﹁待て︒﹂を教へました︒

五佃9

文子さんがねがってみたやうに︑利根は︑

利根は︑もう子犬ではありませんでした︒

五爵7

はん

出嚢の前の晩︑文子さんは︑利根にたくさ

軍隊の軍犬班へ︑はいることになりました︒

五川9

文子さんは︑日の丸の小さな旗を作って︑

んごちそうをしてやりました︒

五麗4

利根のかかりの兵隊さんから︑ときどき︑

利根の首につけ︑

五擢8

あなたから手紙が青ると︑それを︑利根

利根は︑たいそうりっぱな軍犬になりま

利根のやうすを知らせて來ました︒

利根のやうすを知らせて來ました︒

五麗9

五爵6国
した︒

五榊4国

利根は︑なつかしさうに︑にほひをかぎ

に見せてやります︒

十一7110 とにかく︑そろそろ天氣がくつれるなと 五掴3国
思はせるのが︑この雲です︒
とね ﹇利根﹈︵名︶43 利根8ぐんけんとね

ながら目の色をかへて喜びます︒

ちゃうど︑文子さんが五年生になったころ︑

五天6国 私も︑利根を一生けんめいで育ててゐま
す︒

一価1

りかうな利根は︑職場で︑︿略﹀︑何をさせ

利根は︑勇ましく北支那へ出征しました︒

五柵3

利根のついてみる部隊は︑何倍といふ敵を

てもすばらしいはたらきをしました︒

五二7

その間︑第︼線と本部との間をお使ひする

相手に︑はげしく戦ふ時が來ました︒

利根は︑毎日︑五回も六回も︑この間を

ものは︑軍犬利根でありました︒

五備4

五礼6

のちには︑敵が利根の姿を見つけて︑弾を

行ったり來たりしました︒

それでも利根は︑弾の下をくぐるやうに抜

あびせかけます︒

五帯1
五梛2

みんなの兵隊さんが︑利根のかうしたはた

けて︑走りつづけました︒

らきを見て︑涙を流すほどでした︒

五柵4

利根は︑最後の通信を首にして︑﹁行け︒﹂

五酩3

本部では︑利根のかかりの兵隊さんが︑今

利根は︑ひた走りに走りました︒

の命令とともに︑走り出しました︒

五田8

五佃4

にも︑利根が來るだらうと思って︑待ってゐまし

すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ道の

今にも︑利根が來るだらうと思って︑

た︒

五佃4

利根は︑もう百メートルで本部といふとこ

﹁ようし︑來い︑利根︒﹂

間に︑利根の元氣な姿が見えました︒

五佃6
五佃8園

五㎎1

利根は︑ばったりとたふれました︒

ろへさしかかりました︒

五佃4

183
との一とばす

五柵6園 ようし︑來い︑利根︒

五㎜7園ようし︑來い︑利根︒
五㎜1 この聲が通じたのか︑利根は︑むっくりと
立ちあがりました︒

五伽4 かかりの兵隊さんは︑︿略﹀かけ出して︑
利根のからだを︑しっかりとだきかかへました︒
五伽9 利根のてがらは︑かかりの兵隊さんから︑
くはしく文子さんに知らせて來ました︒

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

五捌4團 利根は︑そのうち︑きっと甲號功章を︑
﹁まあ︑利根が︒﹂といったまま︑つつ

いただくにちがひありません︒
五捌8囹
ぶして︑泣いてしまひました︒

﹇ 殿 ﹈ ︵ 名 ︶ n ▽たかどの

五槻1囹 利根はえらい︒
との

どの 3あすけどの・かじわらどの・ぐんいどの・さ
さきどの・しゅうばんしかんどの・ちゅうたいちょ

どの

うどの・のとどの・はんちょうどの・やひよ一えど
の・ろくはらどの
﹇何﹈︵連体︶1 6

五m9 近所の︑どの犬よりも大きく見えました︒

どの

けないで︑りっぱにやりとげます︒

がら︑どの箱にも注いでゐます︒

どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて︑

どの漢字もすべて音で讃むか︑または訓で

紫色の煙が村中にただよってみる︒

十291

十備9
讃むのが普通です︒

漢字を音で讃むか訓で讃むか︑どの音で讃

み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑讃みならはしに

半鐘10

どの音で讃み︑どの訓で讃むかは︑

よってきまるのです︒
十帽10

まして平原にある友軍陣地からは︑それ

どなう
どなう 土嚢

どの星も大きく︑青く︑呼べば答へるほ

どの家も同じ作りで︑

がどの邊にあるか︑ほとんど見當がつかない︒

十一櫨4
十﹁泌4
十一一川4

﹇土嚢﹈︵名︶4

どの近さに見える︒

どのう

つみ重ねたどなうの根もとにも︑いつのま
にか︑草がたくさん生えました︒

五143

どなうの上に腰をかけて︑川の流れを見つ
子どもたちは︑いきなりどなうの上にかけ

めながら︑

五152
五171

あがらうとして︑ころげ落ちるものもあります︒
どなう
弾の下草もえ出つる土嚢かな

十一悩5図魍
様

一一928

オヂイサンバ︑ノコッテヰタ

トノサマガ

オ通リニ

ナッテ︑

シマヒニ︑灰ガ︑トノサマノ目ヤロニ

﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシタ︒

おちいさんは考へに考へたすゑ︑この

都について︑とのさまのけらいになり

トノサマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッシャイマシ

ハイリマシタ︒

一一933
二935
タ︒

ました︒

三522
四378

すると︑ とのさまは︑

﹁︿略﹀︒﹂ と おっ

ことをとのさまに申しました︒

しゃいました︒

四379

家のまはりを︑弓矢を持ったとのさま

のけらいたちが︑いくへにもとりかこみました︒

四386

たちは︑弓に矢をつがへましたが︑

四395 ﹁さあ︑來たぞ︒﹂と︑とのさまのけらい

殿檬の御合鮎まみらぬも道理でござり

﹁さあ︑野原へ行ってとばさう︒﹂

風が吹イテ來テ︑灰ヲトバシマシタ︒

とばす飛ばす

殿檬︑ござりますか︒

トバス

十二847園

﹇飛﹈ ︵五︶ 16

十二839園
ます︒

一一903

かうくうぼかんは︑廣いかんばんから︑

ぼくは︑まだおよげないので︑淺いとこ

あることを︑

を走らせたりするのに︑なくてはならないもので

六406 せきゆは飛行機を飛ばしたり︑自動車や船

ろで水をとばして遊びました︒

三775

ひかうきをいくつもいくつもとばします︒

三365囹

て行きました︒

三88園 ﹁こんどは︑ぼくのをとばすよ︒﹂
三−14さうして︑どんぐ北の方へとばされ

三81園

︽ーサ・ーシ・ース︾εふきとばす

とば・す

トノサマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホメニナッテ︑

トナリノ

ソコへ︑

マノオカヘリヲマッテヰマシタ︒

灰ヲカキアツメテ︑カレ木ニノボッテ︑トノサ

一一927

ゴハウビヲタクサンクダサイマシタ︒

一一922

オッシャイマシタ︒

二913

トノサマガオ通リニナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

五柵1国もう︑軍犬のすることは︑どの犬にも負 とのさま ﹇殿様﹈︵名︶13 トノサマ とのさま 殿

六328團
海 の 深 さが︑ ど の く ら み あ る か ︑
六329團
敵艦までどのくらみはなれてみるか︑
七662囹どのくらみあると思ふ︒
七665囹
春枝さんは︑どのくらみ︒
七674園
花子さんは︑どのくらみと思ひますか︒
七815国
静かな夜の兵管のどの室からも︑力強い
奉讃の聲が聞えて來るのは︑ この時です︒

八梱7 きれいな海の水が︑ こまかいあわをたてな

とばふしみ一とびこむ
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八471園 これで︑百メートルの高さから飛ばすと︑

とばり

ば

ふしみ

よしのぶ

三224

牛わか丸は︑ひらりとらんかんの上へ
藍が︑はね返るひやうしに︑小さな神様の

とびあがりました︒

五636
おからだは︑ぽんと空へとびあがりました︒

六856團私は︑とびあがって喜びました︒
つかまへようとして手をさしのべると︑鳩
うまく焼けた時は︑とびあがるやうにうれ

は︑また翼をひろげて飛びあがった︒

八674
九753
しい︒

﹁さやうなら︒﹂﹁さやうなら︒﹂マルタは︑

﹇飛歩﹈︵五︶1

とび歩く

とび

十一一蹴1

︽ーエ︾

飛び移る

︽ール︾

波もすっかり静かになって︑時々飛び魚
﹇飛移﹈︵四︶1

が銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒
とびうつ・る

﹇飛下﹈

3

とびおりる

とび

︽一

へとびおります︒

三545 目から地めんへとびおりました︒

五557 ときどき木かげに休んだり︑さうかと思ふ

﹇飛交﹈︵五︶2

飛びかふ ︽ ヒ・ーフ︾

と︑急に高いところがらとびおりたりします︒
とびか・う

揺れ︑とんぼが飛びかふのを見てみると︑

十一㎜1 草原に︑大きなすすきの穗が波のやうに

とび方

そこには︑まだ砲弾が飛びかひ︑

﹇飛足﹈︵名︶1

十一一m4

七939囹 おうい︑ぼくのとび方は︑どうだったい︒

とびかた

今はとボートに

とどろくつつ音︑

とびこえる

移れる中佐︑

飛び

飛び

飛び來る弾丸︒

とび・︿﹇飛来﹈︵力碁︶2飛び來︽ークル︾
八883図圏

﹇飛越﹈︵下一︶2

たちまち失せて︑

八863図團
來る揮に

とびこ・える

越える ︽ーエ︾

す︒

五佃7国 高いしゃうがいをわけもなくとびこえま

とびこみ

えながら︑激しい掃射を浴びせかける︒

十667 と見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛び越

﹇飛込﹈︵名︶1

七906 そこから︑二人ともとびこみの練習をしま

とびこみ

とびこみ皇

とびこみ墓

とびこみ垂⁝⁝⁝九十

︹課名︺2

したが︑本田くんの方が上手でした︒

十八

とびこみだい

七37

とびこみ壷

﹇飛込台﹈︵名︶3

七902 十八
とびこみだい

とびこみ壁の中段へあがって︑

七903園向かふのとびこみ垂へ︑泳いで行かう︒
七906

た︒

七943 ぼくは︑とびこみ璽の方へ泳いで行きまし

べんけいが上を切ると︑牛わか丸は下 とびこ・む ﹇飛込﹈︵四五︶7 とびこむ とび込む

︵上一︶

すると︑乗員は一度にとび起きて︑手早く

勇サンハトビオキマシタ︒

トビオキル

義纒︑︿略﹀︑みかたの船の二丈ばかり離

﹇飛起﹈︵上一︶2

れたるに︑ゆらりと飛び移る︒

盛相10図

とびお・きる

︽iキ︾

烏の群が地上から飛びあがった︒

とびあがりながら手を振った︒

九㎜4

九㎜7

飛び得

ぼくはうれしくて︑にいさんのまはりを

﹇会得﹈︵下二︶1

教纒︑早わざにはおとりけん︑安いても
飛び得ず︒

十皿1図

とび・う

とび歩きました︒

四154

とびある・く

﹁さ︑飛ばさうかな︒﹂といふと︑﹁早い

ニキロは行くはずです︒
八5110園

﹁では︑書休みに︑みんなで飛ばしてみ

なあ︒﹂といふ者 も み た ︒

八529園
ることにします︒﹂と︑先生がいはれた︒

八535 みんなは︑さかんに飛ばした︒
八536 私も飛ばしてみた︒
八544園 ここからいつしょに飛ばしませう︒
八546園 用意︑どんで︑飛ばすのですよ︒

九柵7囹私たちが︑小さなグライダーを作って飛
ばしただけでも︑うれしいのですから︒

と

十盟10 鳩笛といふのは︑鳩に笛を結びつけて飛ば
すのである︒
ふしみ

十二斯8 鳥羽・伏見の一職に︑徳川慶喜は︑はし

と ば

とばふしみ ﹇鳥羽伏見﹈︹地名︺1 鳥羽・伏見

﹇帳﹈︵名︶1

なくも朝敵といふ汚名をかうむつた︒
とばり

トビ

十613 ほんのりと夜のとばりが明けて行かうとす とびうお ﹇飛魚﹈︵名︶1 飛び魚
る基地で︑

﹇鳶﹈︵名︶7

一61一 トビガ︑空ヲトンデヰマシタ︒

とび

一624 カウイッテカラ︑トビハウタヒマシタ︒
コレハトビ︒

四992圏 金のとびの金しくんしゃう︒

二818囹﹈

︽ーキ︾

起きる

三226

リ︾

とびお・りる

つり床をくくる︒

二梱5

四994圃 昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと

九542

金のとびが御弓の先に止ったことを思った︒

びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑
たかくらじ

十564 私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神劒を奉り︑

︽ーッ・ーリ・ール︾

飛びあ

十二川7 晴れ渡った空に︑とびが高く鳴いてみた︒

がる

とびあが・る ﹇飛上﹈︵五︶7 とびあがる

185
とびさる一とびら

飛び込む

︽ ー ミ ・ーム・ーン︾

四475 いきなり海をめがけて︑どぶんととび
こみました︒

八799 見ると︑大きな兎が︑ちやうど小松の中へ︑
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑弓をこわきには

とび込んだところであった︒
九桝1

さんで︑ざんぶと水にとび込んだ︒

九榔3 鹿介は︑︿略﹀︑身をかはして︑ざんぶと川

とび出す

飛び出す

こんぼう

町の十字路にさしかかると︑棍棒を持つ
まだやっと明け始めたばかりなのに︑先

た二三人の男がとび出して來た︒

十二207
十二㎜11

襲の各機は︑もう洋上遥かに飛び出して行った︒
早朝から飛び出して︑一日中︑島影一つ

飛び出せる

︽ーセ

生あるもののやうに飛び出して行った魚

見えない洋上に哨戒飛行を逝けるのである︒

十一一㎜7

とびた・つ

﹇飛立﹈

︵五︶

4

とび立つ

飛び立つ

草の葉に止ってみたてふてふが︑おど

︽ーチ・ーッ︾

三262

日没までわっか一時間鯨りしかなかったが︑

ろいてとび立ちました︒
十599

まつ偵察機隊が出即し︑八時を過ぎて︑大

ていさつ

各部隊は︑こをどりして基地を飛び立つた︒

十622

海のやうに見渡される池には︑かもめが

編隊は︑軍隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒
十一一469

あちらこちらに飛び立ってるる︒

おい︑早くとびたまへ︒

︽一

大きなねずみが一匹︑雪舟の足もとにるて︑

かげをめがけて︑とびついて來ます︒

四561 をんどりは︑︿略﹀︑鏡にうつる自分の
六桝4

今にもとびつきさうなやうすです︒

ケ︾

とびつづ・ける ﹇飛続﹈︵下一︶1 飛び省ける

この重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしば

一騎討に︑飛び道具とはひけふ千萬︒

﹇飛道具﹈︵名︶1 飛び道具

らく飛び承けてみたが︑

八6610

九桝5園

とびどうぐ

右を切ると左へとびのき︑左を切ると

﹇飛退﹈︵五︶3 とびのく ︽iイ・ーキ︾

トビマハル

とびま

人々は︑われを忘れて後へとびのいた︒

︽ーッ・ーリ︾

﹇飛回﹈︵五︶5

キジハ︑トビマハッテオニノカホヲツ

飛びまはる

いろくな小鳥が︑聞きなれない鳴き聲

飛び行く ︽iキ︾

たまく一行の雁︑刈田におりんとして︑

﹇飛行﹈︵四︶1

をして飛びまはってみる︒

十﹇川10

ちら飛びまはります︒

す
八僻4 かささぎは︑巣を作らうとして︑あちらこ

に飛びまはり︑鳴きたてます︒

七896 さうして︑天氣のよい夏の日を︑樂しさう

しさうにとびまはりました︒

五255 子蛙は︑草のかげのあちらこちらを︑うれ

ツキマシタ︒

一824

はる

とびまわ・る

十258

三228左を切ると右へとびのきます︒

右へとびのきます︒

三227

一口にいふと︑飛行機がいつでも飛び出 とびの・く

﹇飛出﹈︵下一︶1

雷のうなりを聞いて︑

十一一錨11
とびだ・せる

九m2囹

ル︾

へとび込んだ︒

十二悩5図上 古池やかはっとびこむ水の音

トビサン

10

せるやうに︑進・備をしておくことなのです︒

九僻3 新左衛門もとび込んだ︒

︽ーッ︾

十二珊10 敵艦の胴腹深く飛び込むんだぞと︑毎日
飛び去る

いって聞かせてみる魚雷だ︒
﹇飛去﹈︵ 五 ︶ 1

八674 飛び去ったあとの木の枝には︑かはいさう

とびさ・る

﹇鳶﹈︵名︶ 一

にも︑赤い血がついてみた︒
とびさん

︵五︶

﹁トビサン︑ナニが見エマスカ︒﹂

﹇飛出﹈

一615園

︽iサ・ーシ︾

とびだ・す

六備1 今︑飛び出さうとする飛行機に︑乗客が
乗ってしまふと︑

七919囹

弱虫︑早くとびたまへ︒
飛びちがふ

畠のにらの花に︑頭でっかちないちもじせ

﹇飛違﹈︵五︶1

七929囹

九柳7

とびちが・う

︽ーフ︾

八575 ものすごい地響きにおどろいて︑町の人々 とびたま・う ﹇飛給﹈︵五︶2 とびたまふ ︽！へ︾
は︑皆とび出して來ました︒

九231国 はだかの兵隊さんたちが外へとび出して︑
うれしさうに雨水を浴びてみる︒

九佃3園 また︑いつ飛び出しても︑十分働けるや

せりが飛びちがふ︒

とびゆ・く

にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九592図

七306圃

とびらは金の御紋章︑御門を通って行

灰ノ中ニカクレテヰ二丁ガ︑サルニ とびら ﹇扉﹈︵名︶5 とびら 戸びら
ポントトビツキマシタ︒

二293

︽ーイ・ーキ︾

﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五兵 とびつ．・く ﹇飛付﹈ ︵五︶ 3 トビツク とびつく

うに手入れをしておくことなのです︒

十223

衛は︑大きなたいまつを持ってとび出して來た︒

十816 よこ糸がなくなれば︑新しい仔が代ってと
び出して行くなど︑

とぶ一とぶ
186

きました︒

八422 萬壽がかけ寄って︑らうのとびらに手を掛
けますと︑

八989 櫨のとびらがあいて︑

十盟6 正月には︑門の戸びらに︑眞赤な紙にめで
たい文字を書いた墨筆が張りつけられる︒

トブ

とぶ

飛ぶ

テキノ

︽ーバ・

十一788 山小屋の重い帯びらを音もなく開き︑
﹇飛﹈︵四五 ︶ 9 8

ービ・ーブ・ーン︾

と・ぶ

︻388翻︺ホシノカズホド トンデコイ︒
一61一 トビガ︑空ヲトンデヰマシタ︒
一812 キジガ︑ トンデイッテ︑ 上カラ
ヤウスヲ見マシタ︒

一一572圃 おもちっきつきとんで來い︒

二954 花ガ 一メンニ咲イテ︑テフテフガトン
デヰマシタ︒

四115 一かさ水をかくと︑舟は七つの大波を
乗りきって︑鳥のとぶやうに走ります︒

四183 たくさんのひかうきが︑廣いかんぼんか
ら勇ましくとんで行くさうです︒

ながらとんで行くから︑向かふの陸まで並ん

四824囹 ぼくが︑君らのせなかの上を︑かぞへ
でみたまへ︒

富士の山︒

四重6圃 かもめすいく とんで行く︑ 空にか
すんだ
んのり
富士の山︒

四伽3圃 かもめすいく とんで行く︑ 空にほ
花から花へ てふがまひ︑ 花から花へ
五126圏
はちがとぶ︒

五203 どこからともなく︑綿のやうに白い︑やは
らかなやなぎの花がとんで來ます︒

ましたが︑

七56圃 かもめが五六羽とんで來て︑

くんがとんでゐました︒

波にゆら

上のいちばん高い段からは︑五年号の山本

れて浮かんでる︒

川原の石の上を︑せきれいがとんでゐまし

七908

かげをうつすことがありました︒

た︒

五502
頭のすぐ上を︑かもめが︑五六羽とんで行

きました︒

五548

夏の空は︑からりと晴れて︑白いかもめが︑

﹁ジジ︒﹂と聲をたてて︑とんで行った︒

す︒

八92

とばうと思って下を見ると︑何だかこはい

きみがとばなければ︑ぼくがとべないぢ

瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑石垣がく

しかし︑燕はもっともっと︑南へ飛んで行

一氣に飛ぶことも︑決し

がん

八468

先生のお話では︑少しでもくるひがあると︑

いかにも飛びさうなかっかうをしてみる︒

しかし︑このグライダーのやうに︑空中

いいかげんにやったのでは︑決して飛び

よく飛びさうです︒

まく行かないので︑水平に飛ばない︒

八516 もし︑しわでもできると︑風の受け方がう

八512園

る眞白なグライダーであった︒

八494 私の心に浮かぶものは︑青い空に飛んでゐ

ません︒

八487囹

を飛ぶものになると︑さうはいきません︒

八486囹

決してうまく飛ばないさうだ︒

八481

ましたが︑今は︑南へ南へと飛んでゐます︒

八247團私がこちらへ來たころは︑雁も北へ行き

てふしぎではありません︒

何百キロの海を︑

八810 燕は︑鳥の中でも︑いちばん早く飛ぶ鳥で

くのです︒

八87

つれる︒

七974

かはら

やないか︒

七919園

やうな高持がしました︒

七915

﹁しろ︑しろ︒﹂と呼ぶと︑しろが尾を 七913囹わたなべくん︑上の段からとばうよ︒

五798

ふってとんで來るやうに︑

五687国

五885

じっと月を見つめてゐますと︑月は動かな

海の上を︑すいくとんで行きます︒
五鵬9

いで︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒
文子さんが學校へ行く時︑とんで來ても︑

敵は多端で︑揮は雨あられのやうに飛んで

﹁すわれ︒﹂﹁待て︒﹂といひますと︑

五柵4

五備2

どんなにはげしく︑弾が飛んで來る中でも︑

來ます︒

五冊9

敵の弾が︑うなりをたてて飛んで來ます︒

勢よくかけ出しました︒
五⁝⁝3

五㎜4敵の弾が︑ばらぐと飛んで來ました︒
かかりの兵隊さんは︑敵の弾が飛んで陥る
稻がだんだん刈られて売るせみか︑いなご

のもかまはず︑はふやうにかけ出して︑

五能3
六109

頭のところへ飛んで行ったが︑友田くんが︑

赤とんぼが︑すいくと︑空を飛んでゐま

が︑たくさんこちらへ飛んで來ます︒

六127
す︒

六935

ひょいとしゃがんだので︑それてしまった︒

そこへ︑どこからかたまが飛んで來て︑ぼ

よく晴れた空を︑鳥がむらがって飛んでゐ

彌が︑雨あられのやうに飛んで來ます︒

くの胸にあたった︒

六939
六備4

五231 水の上には︑ときどきとんぼがとんで重て︑ 六五7

187
とぶらい一どぶんと

八 ノ、 ノ天 ノ、 ノ、
55 55 53 53 53

飛 ぶ ︑ 飛 ぶ︒

た

飛んでみた︒

きうしや

赤いとんぼ

﹁えいつ︒﹂掛聲といっしよに︑先生のか

八旧7圃 飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見えたら︑

らしたやうに飛んでゐます︒

八囲8圃水のやうに澄んだ空を︑雲が︑甲山を散

上の人となられた︒

八854 四十メートルも空中をとんで︑先生は︑地

らだは︑美しくちうをとんで行く︒

八851

八845 今度は︑野田先生がとばれる番である︒

いふ勇ましさであらう︒

八842 強手をひろげて高くとばれる姿は︑なんと

射落すほどの上手なり︒

飛んでみる高さは︑方向は︒
げんかい

日本から來て︑玄界なだを越え︑満洲から︑

八柵3圃
八梛3

ぼくが行くと︑北斗は︑うれしさうにすぐ

もっともっと北をめざして︑飛んで行きます︒

九844

目の前を︑白いかもめが海面とすれすれに

ぼくのところへとんで來て︑鼻をすりつけます︒

九966

燕が︑川水にすれすれに飛んでは︑白い

つばめ

飛んで行く︒

九鵬9

三匹ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑

腹を見せてちう返りをしてみた︒

九㎜10

谷を渡り︑走って行く︒

とんぼを追ひかけると︑とんぼはすいとそ

れて︑豆畠の方へ飛んで行ってしまった︒

十279

いつ︑米英の飛行機が飛んで以るかも知

十596

むちゅうで飛んで來たのが︑埋りとなると

﹁︿略﹀︒﹂の命令が︑八方へ飛ぶ︒

れないのに︑こんなことでどうするか︒

十535囹

十606

何時間か飛んで︑まさしく漕水艦の報告し

足が重い︒

十625

た地嵩まで來たには來たが︑

教纒︑﹁さては︑大古に組めとや︒﹂とて︑

されども︑いかにしたりけん︑義纒の船
十盟10

鳩が群になって飛んで來ると︑

飛ぶと︑風を受けてその笛が鳴る︒

王は︑︿略﹀︑今飛んでおいでになったは

白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの敷
さへ見ゆる秋の夜の月

十一338図魍

るかかなたの空を︑もう一度ふり返って

十一139

十惣11

に乗り當り︑あはやとばかり飛んでかかれば︑

十川8図

敵の船を飛んでまはる︒

十川4図

一度あの戦場の上空を飛んだ︒

八721図國空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑かならず 十727 それから三日め︑われわれの一隊は︑もう

が

八701圃 秋來たときは すすき原︑

たかの一群を見たので︑すばやく低空に移った︒

八664 南東をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑

つた︒

八662 すぐ方向を見定めて︑矢のやうに飛んで行

八661 二三回︑上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑

の鳩が︑飛んで來た︒

はと

八644 大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染まった一羽

うな氣がしました︒

八596 そのたびに︑早く飛んで行って︑見たいや

した︒

八594 飛行機が勇ましい音をたてて︑飛んで來ま

八559 私のがまだ飛んで行く︒

つた二機になった︒

見るまに︑飛んでみる敷は少くなって︑

私のグライダーは︑眞直に飛んで行く︒

二十メートルも一男に飛んで行った︒

飛 ぶ ︑ 飛 ぶ︒

7
7
7
1

3

十一917
た︒

十一川4

も

か

みつばちが︑盛んに花から花へ飛んでゐ

く

黒と黄色のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼ

あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑鶴

ともつかないものが︑ふはふは飛んで來たり︑

が鳴きながら飛んで行く︒

十二439

十一一441 鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきまで

修行者は︑﹁︿略﹀︒﹂と高らかにいって︑

が︑聞かれるやうな感じのする歌である︒

ひらりと樹上から飛んだ︒

十二572

十二㎜9 作業が︑砲揮が飛び︑ねらひ撃ちの銃丸

ねらひ撃ちの銃丸が飛んで潤る中で︑

が飛んで至る中で︑平然と行はれる︒

十二欄9

弟が︑せなかのあたりまで泥をはねあげ

つて行くとしても︑

十二梱3 一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗
十一一儲2

波もすっかり静かになって︑時々飛び魚

て︑垣に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒

雲が低いので︑今︑機は五百メートル以

が銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒

十二㎜2
十二㎜9

十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の

下の低空を飛んでみる︒

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒

十二加3

同じくは直實が手にかけ奉って︑のち

﹇弔﹈︵名︶1 とぶらひ

十佃8図圖

とぶらい

汝を櫻井より返されしは︑父のあと

﹇弔﹈︵四︶1 とぶらふ ︽ーハ︾

のとぶらひをも仕らん︒
とぶら・う

十二952図國

︵副︶1

どぶんと

をとぶらはせんためにもあらず︑

四475 いきなり海をめがけて︑どぶんととび

どぶんと

こみました︒

どべい一とまる
188

どべい

どべい
どべい ﹇土塀﹈︵名︶6 土塀 土塀
どべい

じゅもく

べう

十881 土塀で園まれた會見所に入り︑

十五6 家でも︑土塀でも︑樹木でも︑廟でも︑み
んな水びたしになって︑くつれてしまふのだ︒
どべい
十川5 どこの家も︑高い土塀を立てめぐらしてゐ
るので︑

やなぎ
十三8 土塀の上から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑
ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒

十三5 夏は夏で︑ひんやりとした土堺の日かげを
選んで︑風の通り道で遊んでみる︒

十㎜4 小さな光ったわたが︑土塀の片すみにたま
る︒

どべいつづき ﹇土塀続﹈︵名︶1 土塀績き

﹇飛﹈︵下 一 ︶ 2

とべる

飛べる

︽ーベ︾

十脳6 小路は︑おのつから高い土塀績きになって
みる︒

と・べる

六118 下に置くと︑飛べないので︑地面をはって
行きます︒

とはう

だれも知

七919囹 きみがとばなければ︑ぼくがとべないぢ
﹇途方﹈︵名︶2

やないか︒

とほう

三麗6圃生まれた村にかへったら︑

らない人ばかり︑ とはうにくれてうらしまは︑
あけて見ました︑玉手箱︒
とぼける

とぼしい

︽ーケ︾

︽ーイ︾

すると︑羅刹はとぼけたやうに︑

﹇惚﹈︵ 下 一 ︶ 1

十二圏6 相愛らず︑とはうもない高度爆撃だ︒
とぼ・ける

十二515

﹇乏﹈︵ 形 ︶ 1

﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

とぼし・い

十二鵬3

めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑そ

︵名︶2

トマト

かぼちゃも︑ト

こには歩兵の徒歩部隊が出てみるだけである︒
トマト

きうりも︑おなすも︑
にこにこしてます︒

︽ーッ・ーラ・

碧南・

煙たなびくとま

南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら

五773團
マトも︑

十一㎜3
とまや

いそべの松原に︑

﹇苫屋﹈︵名︶1

みの大きさの實の生ってみる木が︑
とまや

十一撹4儲蓄
とまり

わがなつかしき住みかなれ︒

﹇泊﹈︵名︶1

やこそ︑
とまり

止る

心にかかる︑
とまる

とまり重ねて

シャムはまだはるか︒

八51囲

﹇止﹈︵五︶30

ーリ・ール・ーレ︾Oたちとまる・たちどまる

とま・る

三262草の葉に止ってみたてふてふが︑おど

さうして︑稻の葉や董に止ります︒

止ったり︑はなれたりしてみる︒

六109
ました︒

六112 大きなのが一匹︑すぐそばの稻の葉に止り

らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒

面子3 第三︑第四︑第五と︑道眞は︑目にもとま

八63 燕が︑電線や物干竿に︑五六羽ぐらゐ並ん

鳩はなほしばらく飛び績けてるたが︑とう

で止ってみるのを︑よく見かけます︒

とうたまりかねて︑とある木の枝に止った︒

八671

八991 おやと思ってみる間に︑動いてみた鐵の火

柱が︑静かに止ります︒

ここまでいふと︑母はこみあげて來る悲し

八992 止ったとたん︑するすると下の方へおりて
來て︑

九329

右へ曲り︑左へ折れて︑かまの近くでぴた

さにことばも止って︑机の上へつつぶしました︒
九7610

ぼくが止れば北斗も止り︑

べきん

ここから安東・吉林・北京へ︑鐵道が分れ

きつりん

障子に重くぱさと止った虫が︑

るので︑列車がいくつも止ってをり︑
たかくらじ

九星12

九四8

九8310

止れば北斗も止り︑

りと止った︒

と中まで來て︑ふと見ると︑正男さんの 九8310 ぼくがかけ出せば北斗もかけ出し︑ぼくが

てふてふが︑三郎さんの舟に止りました︒

ろいてとび立ちました︒

三875

三264

まもなくホ町にはいって︑いうびんきょ

たうげをおりたところで︑また止りま

家の前に︑自動車が止ってゐました︒

四213
した︒

四256

くの前で止りました︒

さうして︑兵たいさんのかたの上にも︑子

びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑

きうりにそへて立ててある竹に︑とんぼが

その﹁ビューン︒﹂がはたと止ると︑︿略﹀︑

止ったところは商店街の為重である︒

十一川5 朱色のとんぼが︑壁に止ったりしてみる

しゆいろ

十一㎜2

もう頭をつるつるにそられてるるのである︒

十珊5

ると織機はおのつから止り︑

十815 何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ

金のとびが御零の先に止ったことを思った︒

四993圏昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと 十564 私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神劒を奉り︑
五204

汽車が止ったので︑私たちはおりました︒

どもたちの頭の上にも︑そっと止ります︒
五525

五804

ぶらぜみが一匹止ってみる︒

十973 戦陣料理のとぼしいものではあったが︑み 五792 一メートル半ぐらみの高さのところに︑あ
んなの談笑で食事はにぎはった︒
とほぶたい ﹇徒歩部隊﹈︵名︶1 徒歩部隊
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とまる一とも

のを見ると︑

とも

﹇共﹈︵名︶20

た︒

五佃2

︽ーメ︾εけしと

とも

共5あみもろとも・お

この御聲とともに︑劒が天から落ちて來ま
﹁ダーン︑ダーン︒﹂ものすごい大砲の音

﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響きと
ところが︑途中海が荒れて︑むすごは船
くわえん

こげ茶色の煙とともに︑火焔がぱっともえ
ばくれう

耳をつんざくやうな雷鳴とともに︑幅廣

の春を思はせるのであるが︑

爆音とともに︑家ほどもある御影石が︑

い稻妻が鋭く切り込む時など︑

十一圏11
十ニー64

ごろんごろんと︑倒れ落ちる︒
そ

正行︑腹も切り得ず泣き倒れ︑母とと

とともに陳・察の野を旅行した︒

十二279 孔子は楚の國へ行かうとして︑弟子たち
十二964図

朝敵とともに身命を捨て薬事は︑朝

もにぞ歎きける︒

十二佃8國団

ぐわうぜん

廷へ恐れ入り候事と︑誠に心痛致し居り候︒

が漕水艦から撃ち出した砲弾は︑

十二梱3 その瞬間︑轟然たる響きとともに︑わ

んとも

いざ︑おのれら︑死出の旅の供せよ︒

とも﹇供﹈︵名︶1供畢おとも・おともする・お
十川1図圓

とも←すくなくとも・たりとも

﹁たとへ︑金銀にて作りたる弓なりと

︵接助︶14

あふみ

みつうみ

この川︑近江の湖の末にて候へば︑

十㎜7図園待つとも待つとも水ひまじ︒

待つとも待つとも水ひまじ︒

十伽7図囹

かすかに黄色味を帯びて︑

九研3 よし書間はどんなに暑からうとも︑日光は

も︑御命には代へがたし︒﹂

八763愈愈

とも

にくり出されて︑その長さが約五千メートル︒

十一991 一直線に進む船のともから︑網がしだい

方が︑﹁あぶない︒﹂といひました︒

六憎5 文治が立ちあがりかけると︑ともにみた船

まもなく︑乃木重縁も︑敷名の幕僚ととも とも ﹇艦﹈︵名︶2 とも
轟然︑天地をゆするやうな音響とともに︑
自分と生死を共にするといってみるとはい
東郷司令長官は︑六隻の重職艦隊を率

中質は︑きのふの戦圖に傷を負ひ︑幕
この人がなくなったら︑︿略﹀神代以來

十柳7図園名のらずとも首を取って人に問へ︒

き軍に負くることあらじ︒

の尊い歴史も文學も︑その死とともに傳はらない

朝の涼しさは︑その鳥の聲とともに内地

十鵬1図圖 この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ
十一川10

でしまふかも知れないのであった︒

十一枷8

僚とともに一駆逐艦に移りしが︑

十一561図

とともに降服せり︒

十一558図念写ネボカトフ少將︑︿略﹀︑その部下

みて︑上村艦隊とともに先頭なる敵の主力に當り︑

十一534図

へ︑この水で見殺しにすることはできない︒

十紹8

黒煙は天に立ちのぼった︒

十伽1

ぐわうぜん

に到着した︒

十884

あがった︒

十653

とともに沈んでしまった︒

九腸6園

ともに︑東京の何十萬の家は︑一度に震動した︒

七973

とともに︑あたりの土が︑高くはねあがります︒

六備3

﹁行け︒﹂の命令とともに︑走り出しまし

に・ふたりとも・むらもろとも︒もろとも

それとも・だんじょとも・つちとともに・ととも

︽ーッ・ーリ・ール︾

やことも・ごひきとも・さんにんとも・ぜひとも・

とまる

十二238 トラックは︑校庭の中央に止った︒

﹇ 泊 ﹈ ︵ 五 ︶4

十二梱3 砲口をじっと向けると︑敵船は急に止つ
た︒

とま・る

五112團今夜は︑ここでとまります︒

友

した︒

七454 船が︑ある港にとまった夜のことであった︒ 六68
いふので︑急いで學校から錦って來ました︒

八6110 今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまると
十﹁㎜3 その夜は︑高原の町マゲランにとまる︒

われは拾

九畑5 オボといふのは︑地の神をまつるために︑

どまんじゅう ﹇土饅頭﹈︵名︶1 土まんぢゆう

富

蒙古人が供へた一種の土まんぢゆうで︑
﹇富﹈︵名︶1

とめど

トミニ湾

十一価3図團 いで大船を乗り出して︑

とみ

︹地名︺一

はん海の富︒

トミニわん

﹇留処﹈︵名︶2

十﹁脳図 トミニ湾
とめど

止める

十二214 その人々の顔には︑感激の涙がとめどな

六麗8 涙が︑とめどなくこぼれました︒
く流れた︒

﹇止﹈︵下一 ︶ 3

少年は︑線路の上に二王立ちになり︑︿略﹀︑

める・しとめる・とりとめる・ひきとめる

と・める

十川1

やっと列車を少年の寸前で止めた︒

夜明けまで潮のまにまに任せるのである︒

十一㎜3 船は嚢動機を止めたまま︑網もろともに︑

﹇友﹈︵名︶1

十一価5 かれは︑突然かういって足を止めた︒
とも

あります︒

十432 月は︑永久に人間の心の友であり︑慰めで

とも一ともだくん
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十稲2図圖能登詠いかに強くおはすとも︑何ほど
岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと

一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと渡り︑

十鵬5図

ともしび

折からともし火がぽっと明かるくなった

﹇灯火﹈︵名︶4 ともし火

と思ふと︑ゆらゆらと動いて消えてしまった︒

十一佃7

もせず︑︿略﹀︑向かふの岸に着きにけり︒

十一一685 それは農家のともし火であった︒

のことかあるべき︒

十備3図國 たとへ鬼神なりとも︑われら三人がつ

十鵬7図圓助けまみらせんと思へども︑みかたの

徳川の家は︑まさに風前のともし火であ

かみかからば︑などか勝たざるべき︒

十984図韻島々に灯をともしけり春の海

子規

星の光までが︑ぽつんとともった船のと

もし火のやうに見える︒

十二㎜11

つた︒

十一一皿6

大音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑

十二鵬3

ひ

とも・す﹇点﹈︵四五︶2ともす︽シ︾

一矢なれども必殺のねらひなれば︑

風叫び海怒りて︑波は山のごとくなれ

ともすると

︵副︶2

ともすると

けるを︑河内へ返さんとて︑

かはち

十二887図

秋夕ぬと目にはさやかに見えねども とも・す ﹇供﹈︵サ変︶1 供す ︽ シ︾
まさつら
その子正行が今年十一歳にて供したり

本煙突の大きな客船の姿が罵った︒

漕望鏡に︑あかあかと燈火をともした二

十一198図

これよりのちは︑寄せ手雲霞のごとし

十二911図

十二992図圖

しかりといへども︑一旦の身命を助

たふじょうゐん

しかも搭乗員は︑一瞬といへども氣を
ゆるめてはみないのである︒

十二㎜3

事と︑誠に心痛致し居り候︒

敵とともに身命を捨て候事は︑朝廷へ恐れ入り候

十一一佃7閥国書一命は惜しみ申さず候へども︑朝

ひとたび︑玉顔を若し奉らんために参内仕りて候︒

おそれ多くは候へども︑今生にて今

乳を吸ってばかりゐます︒

十一391 切りそろへた髪が︑ともすると扇のやう

に廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るのが︑

十二備8

このやうに大切な國語であるのに︑とも

友田くんも︑小野くんも︑今日は敵だ︒

向かふから︑友田くんと小野くんがやって

﹇友田君﹈︹人名︺7 友田くん

すれば國語の恩をわきまへず︑
ともだくん

ぼくは︑友田くんをめがけて投げた︒

來た︒

六894
六918

頭のところへ飛んで行ったが︑友田くんが︑

六933

ひょいとしゃがんだので︑それてしまった︒

壁に残ってみる揮のあとを︑ともかくも新 六935
聞紙で張り︑

十8310

はめ板や︑手すりにっかまって支へながら︑

取り込めてこれを討たんとしけれども︑ ともすれば ︵副︶2 ともすれば
わ
十塀3 ともすればころがりさうになるからだを︑
正成・正季︑東より西へ破って通り︑

らんために︑︿略﹀敵に降ることあるべからず︒

十二896図圓

へども恐れずといふことなし︒

十一588図歩み出でたるさま︑いかなる鬼神とい 九816 さうして︑ともすると母馬にすり寄っては︑

ども︑︿略﹀砲揮は︑よく敵艦に命中して

十一541図

風の音にぞおどろかれぬる

十一335図韻

といへども︑城を攻めんといふ者なく︑

十一224図

寄る者一人もなかりけり︒

十麗7図

これ行きちがへて︑教経に組ませず︒

義経︑目にたつさまはしたれども︑かれ

軍兵湛⁝ち満ちて︑よものがし候はじ︒

δいちぞくども・おおつなども．おおふ

十m6図

十一172図 たとへ防ぎ職ふ者なくとも︑たやすく
のぼるべきやうなし ︒

たらんには︑職ふともいかで利あらんや︒

十一618図國 ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ
十一654図國 もし矢蓋きて打物にならば︑一騎が
百騎に向かふとも︑つひにはかなふべからず︒
は親死に子討たるるともかへりみず︑

十一655図圓 阪東武者のならひとて︑大將の前に
十二949図圖 汝︑幼くとも︑父の子ならば︑これ
ほどの道理に迷ふべしや︒
汝︑︿略﹀︑朝敵を滅して︑御代を安んじ奉れ

十二955図園 われ︑たとへ職場にて命を失ふとも︑

いいとも︑送っておあげ︒

イイトモ︒

とも ︵終助︶3 トモ とも
ニー35囚囚

﹇土ハ﹈

十二851囹 合はせましたとも︒

六819囚圏

ども

ねども・かいそくども・けらいども・つわものど
も・てきども・なみども・ものども・わたくしど
も・わらべども・わるものども
ども ︵接助︶18 ども けれども︒されども

八727図三一は︑いくたびかことわりたれども︑
許されず︒

九582図圓 ﹁器量ある武將なれども︑なほ軍の道
を知りたまはず︒﹂とひとりごとのやうにいふ︒

いけずき

十157図圃 いざ︑汝も勇ましく入城せよ︑姿なく︑ ともかく ﹇兎角﹈︵副︶1 ともかく
聲なき悪なれども︒

十齪5図 宇治川速しといへども︑生食といふ日本
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ともだち一トラクターはん

六937 友田くんも︑ぼくをねらふ︒
六972 友田くんだ︒

六977 小野くんと︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲
よく教室へ錦って行った︒

四Z5 外では︑ その 友だちが 四人 並んで︑

ともだち ﹇友達﹈︵名︶8 友だちεおともだち
﹁︿略﹀︒﹂といっ て ︑ 手 を ふ り ま し た ︒

ままにすべります︒

ともに

ともびと

供人

尊は︑わっかの供人をつれて御出焚になり

﹇供人﹈︵名︶1

七1810
ました︒

とももり
﹇知盛﹈︹人名︺1 知盛
しんぢゅうなごんとももり

十二10図新中納言知盛これを見て︑教纒のもと

とももり

﹇点﹈︵五︶2

ともる

︽ーッ︾

に使者を立て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

とも・る

九㎜2

星の光までが︑ぽつんとともった船のと

しかし︑入れ代りに︑大勢の人が︑どやど

どやどやと︑みんなが︑ぼくのところへ

豊

恐しい海賊が︑どやどやと乗り移って來て︑

とよだ

とよださきち
田佐吉

流れ出る綿布を見てみると︑あたかも豊田

豊田式人力織機

﹇豊田式人力織機﹈
︵名︶1

てん

豊臣秀吉

豊田式人力織機は︑盛んに國内に使用され
﹇豊臣秀吉﹈︹人名︺1

るやうになった︒
とよとみひでよし

とよとみひでよし

豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天
守閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒

しゅかく

八926

とよとみひでよし

十796

とよだしきじんりきしょっき

へ感じられる︒

佐吉の愛國的熱情が︑ほとばしってみるやうにさ

十827

ざけられた︒

十734

豊田佐吉は︑村の人々から︑かういってあ

ここで︑兵隊さんがどやどやと乗った︒
とよだ
﹇豊田佐吉﹈︹人名︺2 豊田佐吉

用光をとり園んでしまった︒

七456

寄って來た︒

六969

やとはいって來ました︒

五732

どやどや︵副︶4どやどや

もし火のやうに見える︒

十一一蹴11

四522 友だちと手をつなぎあったりして︑思ふ 十㎜2 らふそくには︑火がともった︒
五691團 かうなると︑もう馬ではなくなって︑
まったくの友だちになってしまふ︒

六862団友だちの兵隊は︑﹁何だ︑何だ︒﹂といひ
ながら︑まはりに︑大勢集って來ました︒
七261 また︑友だちの名を呼びました︒
らと降りかかる︒

九蹴2 粉雪が︑ぼくの前の友だちの肩に︑さらさ

︽ーハ・ーヒ︾

ぼくが︑農耕班の友だちに︑﹁︿略﹀︒﹂とい

いひながら︑手をにぎった︒

九躍9 ぼくは︑友だちと﹁しっかりやらう︒﹂と
九矯5
ふと︑﹁︿略﹀︒﹂と 答 へ る ︒

ともなふ

さねみつ

﹇ 伴 ﹈ ︵ 四︶2

十擢9図 安藝の太郎實光とて︑︿略﹀大力の者︑

あ き

ともな・う

おのれにおとらぬ家來一人ともなひたり︒

十二981蓋置 その時︑正行十一歳に相成り候ひし
﹇ 土 ハ ﹈ ︵ 副 ︶3

を︑合戦の場へはともなはで︑河内へ返し︑
ともに

十一別5 海ダイヤ族は︑男女ともに胸から爾手・
顔にかけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒

十二937図 兄弟ともにさし違へて︑同じ枕に伏し
こナり︒

けん
十二㎜5 制海権・制空権ともにわが手に握られて
みる大東亜海へ︑

とよも・す

︵四︶1 とよもす

︽ース︾

や

な

十伍5図圃汽車の來る重き力の地ひびきに家鳴り

虎

とロり

とよもす秋の書すぎ
とロリ

﹇虎﹈︵名︶1

六㎜7 虎が︑じっとこちらを向いてすわってゐま

とら

﹇寅﹈︵名︶5うしとら

す︒

とら

あ︑けたたましいどらの音がします︒

﹇銅鐸﹈︵名︶7 どら

七529

どら

ふんどう
き︑その両側に分銅をつるしておく︒

十川2 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお

らに當る︒

十四3 歩いて行くと荷が揺れて︑自然に分銅がど

ふし︑

十川5 どらにも大小さまざまがあって︑音色も違

十川6 同じ大きさのどらでも︑その打ち方によつ

その中で︑いちばんさわがしくて︑大きな

て音が違ふ︒

十川12

音をたてるのは︑猿まはしのどらであらう︒

︽！へ︾

十鎚1 激しくたたいておいて︑手のひらで︑どら

捕らふ

敵の司令長官ロジェストウェンスキi

﹇捕﹈︵下二︶1

を急に押さへるので︑
とら・う

十一562図

﹇捕﹈︵下一︶2

とらへる ︽1へ︾

中將は︑︿略﹀︑つひに捕らへらるるに至れり︒

八価4 天井からつるしてある︑この大きなランプ

とら・える

反平しつつあったわが隊は︑この報をとら

が︑ふと︑ガリレオの心をとらへました︒

へて一路機首を北へ向け︑

十633

トラクターはん ︵名︶一 トラクター班

ター班だ︒

九矯2 夜が明けて︑最初に出かける班は︑トラク

とらせる一とりあつかいへい
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とら・せる

﹇取﹈︵ 下 一 ︶ 1

︹地名︺一

取らせる

トラック

︽ーセル︾

八3610園 はうびは︑望みにまかせて取らせるであ
らう︒

トラック

トラック

職車・大砲・トラックが︑績々と橋を乗

通じないから︑

十二塒6

八810

そこで︑その國の人々は︑このつかれはて

燕は︑︿略﹀︑いちばん早く飛ぶ鳥です︒

た鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れてやり︑

八104

八453図團鳴くはいつこ︑

鳥は満洲ひばりです︒

一々の鳴き聲を聞きわけることができな

﹁鳥の巣︒﹂といったら︑すぐわかった︒

この美しい木々の緑と︑さわやかな鳥の

十一川9

今まで聞いたこともない笛を吹くやうな

うぐひすそっくりな鳥の聲や︑

10

朝の涼しさは︑その鳥の聲とともに内地

︽ーッ︾

家のまはりのゴム林には︑名も知れない

﹇取合﹈︵五︶1 取りあふ

﹇取敢﹈︵副︶1とりあへず

親子は手を取りあって泣きました︒

とりあへず︑署者が二人來た︒

﹇取扱﹈︵名︶1 取扱ひ

﹇取扱兵﹈︵名︶2

取扱兵

機械の取扱ひがたやすく︑故障が少く︑

取扱兵が︑すぐだきあげて足の番號を見る

手あつくかんこしたが︑︿略﹀鳩は︑取扱

兵の手にだかれたまま︑つめたくなってしまった︒

八6710

と︑︿略Vわが軍が︑つれて行った鳩であった︒

八644

とりあつかいへい

十819

とりあつかい

十二694

とりあえず

八429

とりあ・う

鳥が來て鳴き始める︒

十一盟10

の春を思はせるのであるが︑

十一

調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒

十一η8

聲のごちそうを前にして︑

十一8010

いやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞えて來る︒

十一806

九㎜3囹

八価6

を鳴かせ始めます︒

八燭5 満人が︑外に鳥かごを持ち出して來て︑鳥

ちぢちぢと︑鳥の聲︒

鯨つた材料をトラックに積み︑

り切って行く︒

十二柵8

捕らはれ

呂あしどり・いけどり・くさとり・とん
鳥←おんどり・かんこど．り・

一かさ水をかくと︑舟は七つの大波を

私は︑毎日山へ行って︑鳥や︑けものを
よく晴れた空を︑鳥がむらがって飛んでゐ
乗客が乗ってしまふと︑いきなり爆音がし
もう鳥などはたいてい寝てゐますが︑それ
燕は︑鳥の中でも︑いちばん早く飛ぶ鳥で

射落すほどの上手なり︒

八721母音空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑かならず

トラック諸島

トラックへ乗り込み︑前進する︒
トラック諸島

︹地名︺一

十二描9
十一川図

トラックしょとう

わが南洋のトラック島を出師し︑眞南へ

﹇捕﹈︵名︶1

鹿介は主君に志を告げ︑許しをこうてわざ

﹇取﹈

﹇鳥﹈︵名︶20

す︒

八810

でも油蝉の子は用心して︑

七875

て︑みるみる︑鳥のやうに小さくなります︒

六榴3

ましたが︑

六槻6

取ってみますね︒

五伽7園

ふ名をつけよう︒

四127囹鳥のやうに早い舟だから︑早早とい

乗りきって︑鳥のとぶやうに走ります︒

四115

り︒みずとり

ことり・ことりたち・こまどり・はやとり・ひなど

とり

ぼとり・ぬいとり・はたとり・みかんとりうた

とり

と捕らはれの身となった︒

九柵2

とらわれ

くだって行くと︑一日半ぐらゐで赤道に達する︒

十一描7

トラック トラックとう ︹地名︺一 トラック島

十一㎜8 わが南洋のトラックを北の最良の港とす
︵名︶18

れば︑南の最良港はこのラバウルである︒
トラック

が通る︒

七747圃 ごみっぽいでこぼこの道を︑

て︑敵の砲撃の目標になることを避けてみる︒

十一槻9 トラックや戦車は︑全部木かげにかくし
十二205 武装した兵士を満載したトラックが︑ダ
バオ市内に突入して︑

といふ答へを聞くが早いか︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑トラックの上の兵士たち

十二213 トラックの上から勇士がどなった︒
十二219
は口々にたつねた︒
﹁ ︿ 略﹀︒﹂

トラックは︑市の中央部へ突き進んで行った︒

十二221

十二227 兵士を載せたトラックが︑帝國領事館の
横へ盗ると︑

十二238 トラックは︑校庭の中央に止った︒

十二233 トラックの上の兵士たちは︑

︿略﹀心のこもったことばで訓示をした︒

十二239 部隊長は︑トラックの上に立ちあがって︑
トラックの上の勇士も︑

十二鵬2 橋梁材料をぎっしり積んだトラックが︑

十一一244

あとから︑あとから追ひかける︒
十一﹇鵬6 橋の上には︑やっかいにも︑敵のトラッ
クや轟轟がおいてきぼりになってみる︒
十二七一 トラックから投げ出された木材を︑すつ
ばだかの工兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒

十二価10 ここの橋が完成しない以上︑トラックは
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とりい一とりだす

とりい ﹇鳥居﹈︵名︶5 鳥居δおおとりい

取り入れる

︽ーレ

︽ーシ︾

取り

絹帯は日に何回となく取り代へ︑

はうたい

十二甜1

素量の材料をいただいて︑いよいよ製作に

︽ーッ・ーリ・ール︾

軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗
自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう

む取り團む︽ーマ・ーミ・ーン︾

恐しい海賊が︑どやどやと乗り移って來て︑

のけらいたちが︑いくへにもとりかこみました︒

四387家のまはりを︑弓矢を持ったとのさま
七456

用光をとり團んでしまった︒

その音が︑港を両手でだきかかへるやうに
取り園んでみる裏の山々にこだましながら︑

九463

尼子勢は︑ほどなく︑元春・羊頭の率みる

不幸にも︑孔子の顔が陽虎に似てみたと

一同は机を取り富んで着席した︒

七萬の大軍にひしひしと取り歪まれた︒

九悩7
十898

十一一266

﹇取交﹈︵五︶1

取りかはす

︽ーシ︾

ころから︑塩船は孔子を取り園んだのである︒
とりかわ・す

りかはした︒

あいさつ

︽ーン︾

十槻3 宗治と検使とは︑ことばずくなに挨拶を取

﹇取組﹈︵五︶1 取り組む

十ニー710 よく山と取り組んで働けるものだと思ふ︒

とりく・む

︽一

菊水の旗を見てよき敵なりと思ひ︑取

﹇取込﹈︵下二︶1 取り込む ︽ーメ︾

十二9010図

とりこ・む

り込めてこれを討たんとしけれども︑

ベ︾

とりしら・べる ﹇取調﹈︵下一︶1 取り調べる

ぼつしう

七五7 オランダの長官は︑たびたび日本船を取り

調べたり荷物を没蓋したりして︑

﹇取出居﹈︵上一︶1

に泣いた時には︑

︽ーヰ︾

とりだし・いる

︽ーサ・ーシ・

かまより皿を取り出しみたるかれは︑

﹇取出﹈︵五︶9 取り出す

十4610図

六633

それで︑海賊どもに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂と

ぼくは︑書用紙を取り出した︒

たんすをあけて︑みつから軍服を取り出し︑

二三日たってから︑かまの口を開いた源作

母は︑戸だなから二本の日の丸を取り出し︑

九752 かまから取り出すまでは︑どんなに僥けた

ちいさんは︑眞黒に焼けた炭を外へ取り出した︒

九7410

九335

まりは︑もう一度眞赤に焼かれます︒

八976 いがたから取り出された︑大きな鐵のかた

手早く着かへた︒

七989

いって︑笛を取り出した︒

七468

メルの箱や︑氷砂糖のふくろを取り出しました︒

五186 兵たいさんたちは︑ポケットから︑キャラ

ース︾nVおとりだす

とりだ・す

取り出しみる

八435 二人がたがひに取りすがって︑うれし泣き

しかも︑かれはこれに満足せず︑すぐ動力 とりすが・る ﹇取縄﹈︵五︶1 取りすがる ︽ーッ︾
それぞれ︑準備に取りかかった︒
鳥かご

窓のそばに︑鳥かごがつるし出され︑

﹇鳥篭﹈︵名︶2

満人が︑外に鳥かごを持ち出して來て︑鳥
を鳴かせ始めます︒

八価4

八悩3

とりかご

十二618

機械の製造にとりかかった︒

十798

心の末︑やっと思ひ通りの織機ができあがった︒

さっそく︑その組み立てに取りかかり︑苦

といふので︑大工の仕事に取りかかった︒

国恥12

員は︑これから訓練に取りかかるのである︒

九576

とりかかった︒

八497

かる

五109国 かへりに︑たいまをいただき︑宇治橋の とりかか・る ﹇取掛﹈︵五︶6 とりかかる 取りか
鳥居のそばで︑しゃしんをとりました︒

六鵬2 花と花との間から︑大きな鳥居が見えまし
た︒

七305圃 日本一の大鳥居︑ かねの鳥居がありま
した︒

取り出す

︽ース︾

太い︑がんじょうな材木を︑鳥居のやう 十786

ろうもん
赤松の木立を負ひたる櫻門は︑

十55図 玉垣に連なる鳥居の奥に︑すがすがしき
十一一1110

﹇取出 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

な形にがっしりと組み合はせる︑
とりいだ・す

﹇取入 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

九675右下の箱の底より黄金十爾を取り出す︒
とりい・れる

とり落す

︽ーシ︾

十223 そこには︑取り入れるばかりになってみる︑

ル︾

﹇取落 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

たくさんの長束が積んである︒
とりおと・す
よしっね

とりかへす

職ふ折から︑︿略﹀弓を︑海中にとり落したり︒

八749図 義経︑馬を海中に乗り入れて︑はげしく とりかこ・む ﹇取囲﹈︵五︶6 とりかこむ とり園
﹇取返 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

四価5 南風は︑すぐに元勲をとりかへします︒

とりかえ・す

とりかえっこ ﹇取替﹈︵名︶2 トリカヘッコ
かへっこ

リカヘッコヲシマシタ︒

二242 サルハ︑カニニイッテ︑柿ノタネトト

かへっこをしてもよいといふのですかい︒
︽1へ︾

取り

十二536園 二文句と︑行者さんのからだと︑取り

代へる

とりか・える ﹇取替﹈︵下一︶2 とりかへる

水をとりかへてゐます︒

四撹7團 枯らしてはたいへんだと思って︑毎朝︑

とりつく一とる
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かが氣がかりである︒

取りつく

九759 炭を取り出しながら︑源作ちいさんは︑か
・まの天井や壁をこっくとたたいてみた︒
とりつ・く ﹇取付﹈︵四五︶5 とりつく
︽ーイ・ーキ︾

四期1 三四人は︑車のかち棒にとりつきます︒
にっかまったり︑くつにとりついたりします︒

五181 あとから來た子どもは︑兵たいさんのけん

︵下一︶

6

︽ーケ︾

とりつける ︽一

メ︾

十二732

母の必死の看護と︑聾者の手當てとによ

δおとりなし
﹇取除﹈︵下一︶1

取りのける

︽ーケ

つて︑ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑
とりなし

ル︾

とりの・ける

黒い紙を取りのけると︑今まで暗かった部

屋が︑ぱっと明かるくなりました︒

六476

つす

何だか一人取り残されたやうな︑さびしい

︽ーシ・ース︾

取り除く

︽

ノー・一

すると︑どこからともなく女の人たちが集

われは目を移すやうになる︒

つて而て︑糸屋さんを取り巻く︒

十矯10

十一一921図上杉の者ども六千鯨目にて︑湊川の東

﹇取戻﹈︵五︶1 取りもどす ︽ーシ︾

へかけ出で︑あとを突かんと取り巻きけり︒
とりもど・す

上に針路を取りもどしたと見る間に︑

鳥山・田中・羽川・山名・桃井の面

はねがは

﹇鳥山﹈︹人名︺1 鳥山

もものみ

十二節6 やっと切れめを見つけて︑予定の哨戒線
とりやま

ゑちこ

面を始めとして︑越後・︿略﹀の軍勢六萬飴騎︑

十一248口靹凶

ヤン︒

か

ぐ

努力

努力はつひに報いられた︒

石が︿略﹀思ひ通りに割れる腕前になる

大和には群山あれど︑

とりょうふ

﹇取﹈︵四︶1 とりょうふ ︽ーフ︾
むらやま

天の香具山︑

あめ

十一一457図團

とりょう・う

には︑長い間の汗みどろの努力がひそんでみる︒

十ニー88

十812

どりょく

﹇努力﹈︵名︶2

十一㎜5 一面にとげの生えた鬼の頭のやうなドリ

紫の君は︑︿略﹀おばあさんに死なれて︑ ドリヤン ︵名︶一 ドリヤン
﹇取除﹈︵五︶2

今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて︑
このじゃま物を取り除き︑この危険物を

掘り出す作業が︑

十二⁝⁝8

面目を一新した設計圖ができあがった︒

十785

キ︾

とりのぞ・く

たった一人この世に取り残されてしまった︒

十一431

氣持になる︒

九998

六265 すると︑いろくな害虫が︑葉や枝にとり とりのこ・す ﹇取残﹈︵五︶2 取り残す ︽ーサ︾
ついて︑みかんの木を苦しめます︒

き岩の上を傳ひて︑

十﹁176図 堀・がけともいはず︑かづらに取りつ
十二947図 母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取
とりつく

りついて︑︿略﹀︑抜きたる刀をうばひ取る︒
﹇取付﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

八715図 へさきに長き竿を立て︑赤き扇をとりつ

とりつ・く

﹇ 取 付﹈

け︑一人の官女︿略﹀陸に向かひてさしまねく︒
とりつ・ける
ケ・ーケル︾

の車を持って來て︑とりつけました︒

三901 さうして︑自動車に つけてあったほか とりはず・す ﹇取外﹈︵五︶2 とりはっす 取りは

十柵8

衣紋掛から白衣を取りはっすと︑

はっして︑手あつくかんこしたが︑

取り止める

︽1

新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の
取り巻く

ばいとる・えぐりとる・おうけとる・おとりなさ

る・きりとる・としとる・ぬきとる・はぎとる・ひ

一465

オハカノマハリノ草ヲトッタリ︑オハ

きとる・むしりとる・もぎとる

﹁サカナヲトッテ入レヨウヨ︒﹂

カノ石ヲ水デアラッタリシマシタ︒
一574園

コレカラハ︑人ヲクルシメタリ︑モノ

ヲトッタリイタシマセン︒

一847圏

一びきのかめをとり 一586園 ボクハ︑エビトドヂャウヲトッタ︒

とりまく

朝は︑見るからにきびくとして︑威勢がよい︒
﹇取巻﹈︵四五︶4

四人の子どもが︑

︽ーイ・！キ・iク︾

とりま・︿

三978

やがて︑左右を取り巻く山の木々に︑われ

まいて遊んでゐます︒
九129

ーラ・ーリ・ール・ーレ︾ εうけとる・うちとる・う

六646 筒の中へ︿略﹀はいるくらみの大きさに 八679 大石橋守備隊では︑さっそく信書管をとり と・る ﹇取﹈︵四五︶囎 トル とる 取る ︽ーッ・
作って︑そのはしに︑虫めがねをとりつけた︒

︵下一︶

九508

八507 私は︑ちやうどきちんとできたので︑それ とりひき ﹇取引﹈︵名︶1 取引き

八478 胴髄︑その先端にとりつける鼻木︑
を胴膿にとりつけた︒

八653 通信紙をつめたアルミニュームの管を︑鳩
の右の足にとりつけた兵は︑

﹇取止 ﹈

1

八佃8 ゴムの車輪の上にとりつけられた︑小がた
の軍職車砲は︑

とりと・める

とりつぶし δおんとりつぶし
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一【

V囹︺

﹁ボクガトッテアゲヨウ︒﹂

P 正男サンバ︑人ギャウノ手ヲトリマシタ︒

りながらおっしゃいました︒

三撹9 かめは︑うらしまの手を取って︑そこら
をぐるぐ歩きます︒
三型2 かめが︑うらしまの手を取って出て行
きます︒

だいじゃ

ろちといふ大蛇に︑毎年一人つつ取られて︑
﹁なんだ︑ゑさを取られたのか︒﹂

そばを流れてみる︑大きな川の名を取って︑

五463囹

五研7

にいさんは︑毎日海へ出て︑魚を取って

おとうさんがおつけになったのです︒

五伽6園

私は︑毎日山へ行って︑鳥や︑けものを

いらっしゃる︒

五聖7園

つりばりを︑魚に取られてしまひました︒

取ってみますね︒

五髄8囹

五齪5囹

にいさんのだいじなつりばりを︑魚に取

られて︑困ってみるところです︒

五⁝⁝1園だれか︑日の神のお子様のつりばりを︑
取って行ったものはないか︒

鯛ののどから︑そのつりばりを取ってや

取らうとしても︑なかなかつかまりません︒

つりばりを取る︒

五圃9園
れ︒

五襯2

みかんを取りながら︑みかん取り歌を歌ふ
人たちで︑急に︑山はにぎやかになります︒
山から取って來たみかんは︑一家そう出で︑
敵の城の旗を取れば︑勝つのだ︒

いろくな種類に分けて︑

六285
六944

ぼって︑旗を取るのだ︒

六研6

一人がおんどを取る

ほんたうに︑手に取って︑さはってみたい
やうな氣がします︒
﹁さあ︑のう︒﹂と︑

今ここで︑命を取られるのだから︑この

何とかしてべらを取りたいと思ひました︒

と︑大勢の船方が︑︿略﹀網をたぐります︒

六二7

七134

七464園

世の別れに︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒

はいって行きます︒

七867 年を取るにつれて︑だんだん深いところへ

まはりの草を取ったり︑肥料をやったり︑

を︑そのまま取ってたべるのだなと

八142 バナナの木がどこにでもあって︑黄色なの
八162

バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

そのほか︑いろくせわをしてやるのです︒

町の名に︑日露契骨當時の將軍がたの名

め︑船に積んで遠方へ送ります︒

八18一

八199団

ゑつ

大將平服盛は︑十萬騎を引きつれ︑越

たひらのこれもり

が取ってあります︒

中の國︑となみ山に陣を取る︒

ちゆう

八296図

義仲は︑五萬騎を引きつれ︑これも同じ

く︑となみ山のふもとに陣を取る︒

八297図

弓を取らず︒

八306図弓を取る者は矢を取らず︑矢を取る者は

八307図
弓を取る者は矢を取らず︑
八307図矢を取る者は弓を取らず︒
八307図矢を取る者は弓を取らず︒
八381園すきをねらって︑頼朝の命を取れ︒
八712図屋島の合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平

家は海に船を浮かべて︑ 相封せり︒

大きな機械が︑
思ふままに︑鐵のかたまり

しばらく考へてるたガリレオは︑やがて︑

八悩6 長い間︑閉ぢ込められてみた人たちにとつ

自分の脈を取ってみました︒

八柵7

を手玉に取ってみるのです︒

八982

りと︑あざけらるるは︑ 源氏一門の恥ならずや︒

八767早事
弱き弓を取られて︑これが義纒の弓な

流れ行く弓を︑ かき寄せ取らんとすれば︑

うらの畠にみたおかあさんもかけて 六957 三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの 八753図
義纒は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑．

五274園 もと娘が八人ございましたが︑日岐のを

鳥居のそばで︑しゃしんをとりました︒

五111団 かへりに︑たいまをいただき︑宇治橋の

とします︒

四㎜2 漁夫は︑その着物を取って︑持って行かう

行きました︒

四674 その間に︑一郎さんは︑かばんを取りに 六973園 ﹁今度は︑ぼくが取ってみせるぞ︒﹂

來て︑頭から手ぬぐひを取りながら︑

四144

六282

三972 ﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんが︑おはしを取 六111

取っておしまひになったので︑

三957 枯れかかったかきねの朝顔を︑きれいに

て︑庭の草を取りました︒

三954 それから︑おとうさんのお手つだひをし

るへ
ましあ力む

三431園 なんとかして取られないくふうはあ

られてこまる︒

三428園 このごろ︑なかまのものが︑ねこに取 五柵9園 取られたって︒

の葉を取って︑ささ舟を作りました︒

三243 太郎さんは︑ねえさんや弟たちと︑ささ

三219囹ほしければ取ってみよ︒

百九十九本は取った︒

三213囹 よい刀を千本あつめるつもりで︑九

一一

ツモトリマシタ︒

二272 長イ手ヲノバシテ︑柿ヲイクツモイク

Q6
S2
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ては︑春は︑うれしいだけではありません︑

九166 奉仕員は︑をのを取って御神木の前方南寄
りに進み︑

九333 母は涙をふいて立ちあがり︑娘の手を二つ
てお寓眞の前に立ちました︒

九483 漁夫たちが︑遠くの海から取って來た敷々
の海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒
九613図 宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑
義家︑背を向けてうつぼにささせけり︒

九 1囹 飛行機にとって︑整備兵は母親のやうな
ものです︒

扇島6園十歳の時︑軍に出て敵の首を取ったほど
強いおまへのことだ︒

九蹴7園左には︑金曜城が手に取るやうに見えま
す︒

出して行く︒

九㎜3 散兵の隊形をとって︑遠巻きにのろを追ひ

であり︑母である︒

九鎚10 蒙古人たちにとっては︑天と地が生命の父
十117 大尉がそれを取って見ると︑次のやうなこ
とが書いてあった︒

十212 よひ祭の支度に心を取られて︑さっきの地
震には︑一向氣がつかないもののやうである︒
﹁ う ん︑取るんだ︒﹂

十285園 きみ︑とんぼを取るんだらう︒
十286園

十339 母が棒を取って︑とんとひやうしを取った︒
十339 とんとひやうしを取った︒

十802 明治三十八年は︑佐吉にとって忘れること
のできない年である︒

十862 ステッセル將軍は︑︿略﹀︑身支度を整へて
から不動の姿勢を取った︒

十975 食後︑三見室から中庭へ出て︑記念の二千

取って押さへて首を取らんと︑かぶとを

を取った︒

十重4図
取って押さへて首を取らんと︑かぶとを

あふのけて見れば︑

十鵬5図
あふのけて見れば︑

十柵8図圓名のらずとも首を取って人に問へ︒
とくとく首を取れ︒

﹁︿略﹀︒﹂とて︑これを取って大書義経

十佃10図國
細螺9図

十佃9図

時々︑くじゃくの羽で穂先を作った細い筆

弟の次郎を︑右のわきに取ってはさみ︑

の見参に入れたれば︑見る人涙を流しけり︒

十梱2

で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

腹巻を取ると︑治嘉の腹は︑眞一文字にか
艀かに筆を取って︑城中のあと始末を一々

き切られてみた︒

十伽5
十欄8

ここに住んでみる子どもたちにとっては︑

書き記した︒

十筋2

義貞今臣たるの道を壼くさんため︑

かけがへのない樂しい遊び場所であり︑

十一236図圓

そのころから紫式部は︑筆をとって有名

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十一358

烏にでも取られたらどうしませう︒﹂

な源氏物語を書き始めました︒

十一404園

かういって︑雀をさがしに立って

十一648図國弓矢取る身のはかりごと︑︿略﹀︑父
と兄と約束して︑敵御方に別れおはすらんか︒
つがふところに︑

十一671図爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑すでに矢取って

十一桝3

兵隊さんがさし出す紙切れを手に取って︑

漢字ばかりでそのままに書き表すことが︑

朝顔につるべ取られてもらひ水

一字一字薄あかりにすかしながら喜んだ︒

十一㎜9

十一搦1図國

魚を取ることも上手である︒

安萬侶に取っての大きな苦心であった︒

十一㎜1

十一㎜3

性質が荒つぼく︑海賊を働いたり︑今で

椰子の實からコブラを取るためである︒

てるることがある︒

十一㎜2 子どもが︑椰子の梢にのぼって實を取つ

十一脳8

も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒
ぐし

﹁申し受け﹂があって︑たがひに堅く連

いつをあふぐ今日かな

十二67図團窓前に玉串とりてうねび山たかきみ
十ニー29

かういひながら︑かれはその身に着けて

絡を取るのもそのためである︒

取るに足らぬ敵どもは︑一太刀打って

よき敵と見れば組み落して首を取り︑

みる鹿の皮を取って︑それを地上に敷いた︒

しか

十二5310
十二913図

﹁これは朝敵の首を取るなり︒﹂

十二913図
かけ散らす︒

十二966図國

かれらが首を正行が手に掛けて取り

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑二

十二9810図國

つのうちに戦を決すべきにて候︒

船員たちがあわてふためいてみるのが︑

十一一9810図圓正行・正時が首をかれらに取らせ候
か︑

手に取るやうに見える距離まで追ひつめて︑

十二梱1

十二伽8

か︒

すべての生物にとって︑

にとって︑太陽ほどありがたいものがあるだらう

十一675図須藤の九郎つと寄りて︑旧知が首を取 十二棚8 私たち人類にとって︑否︑すべての生物
る︒

バランガへ通じる白い道は︑その観測所
から手に取るやうに見えるので︑

十一搬5
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十二柵9 上着を取って︑はんの木の下枝に掛けた︒

十二欄1 ぼくらを見てにっこりしたので︑ぼくは
帽子を取っておじぎをした︒

十二鋭3 そこから針路を北西に取って︑スマトラ
島の北端を廻ると︑いよいよインド洋だ︒

十二㎜12 やっと層雲を抜けたので︑少し高度を取
つたが︑やつぼり暑さに攣りはない︒

どれ

十二㎜11 艦は︑たちまちさげかちを取って︑且つ
﹇何﹈︵代名︶ 1 6

込んで行った︒
どれ

﹁正男さん︑どれにしませう︒﹂

三605 どれもどれも︑かはいくてぎれいです︒

三601囹

トレス海峡

九27図

トレンガヌ

うさぎの舟は︑

﹇泥田﹈︵名︶1 泥田

﹇泥﹈︵名︶2

木のお舟︑

泥だらけ

トロッコ

たぬき

しかし︑聞多のからだは︑血だらけ泥だ

︵名︶2

シャベルですくっては︑トロッコに積み

とろとろ

とろとろもえる火︑

︵副︶2

二垂︑三皇とできあがる︒

とろとろ

はぜます︑ にほひます︒

五旧5圏

どうまみれ

栗が

大きな電影仕掛の釜の中で︑白熱された鐵

﹇泥泥﹈︵副︶1 どろどろ

泥まみれの長靴をはいた弟が︑

﹇泥塗﹈︵名︶1 泥まみれ

が︑どろどろにとけてゐます︒

八973

どろどろ

た物が動いてみるやうに見えます︒

七鵬5 大きな圓の中には︑何かとろとろと︑とけ

みうりの火︑

十ニー16 たちまち要石滞載のトロッコが︑一世︑

込む︒

十一一115

トロッコ

らけである︒

十一一695

十二209 シャツもズボンも破れて︑泥だらけだ︒

どうだらけ

て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒

七386 そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け

どうた

て︑

十二儒2 弟が︑せなかのあたりまで泥をはねあげ

の舟は︑ どうの舟︒

三849圏囹

長い間篭城してみた將士たちに︑このお どろ ﹇泥﹈︵名︶2 どう 泥

ろうじゃう

のでなかったからである︒

十876

ドレ

どれもこれも︑すき通るほどあざやかな

くり物がどれほど喜ばれたことか︒

十一911
︵感︶一

︹地名︺一

ドレ︑出カケヨウカナ︒

色であった︒
どれ
一﹇153園

トレスかいきょう

ドレ︑ドレ

トレス海峡

︵感︶一

十一川図
どれどれ

﹁ドレ︑ドレ︒﹂ト︑灰ノ中ヲサガシ

テ︑﹁ヤケタ︑ヤケタ︒﹂トオッシャイマシタ︒

ニ374囹

取れないと思ふと︑くやしくなって︑木の

あわてて︑ぎゅっとつかんだら︑あと足が
しかし︑城を守ってみる隊もみるから︑す
ぐには取れない︒

六945

取れてしまひました︒

六117

五燭1園山へ行っても︑小鳥一羽取れなかった︒

幹をとんとたたく︒

五796

近づけました︒

いのりながら︑ねぎを︑きりぎりすのからだに

﹁メダカガニヒキトレタ︒﹂

一582園

三606 どれもどれも︑かはいくてぎれいです︒ と・れる ﹇取﹈︵下一︶10 トレル 取れる ︽ーレ︾
三609囹 どれにしようか︒

三729囹 ﹁うまく取れますやうに︒﹂心の中で

じものがありません︒

四484 この氷のもやうは︑どれ一つとして同

をふって︑元氣よく泳いでゐました︒

五213 どれも︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾
六331団 どれほどの早さで走ってみるか︑

七価3 オランダ人の足が︑日本人の頭の上にある
といふことが︑どれほど彌兵衛たちを怒らせたか
わかりません︒

九879 ただぼんやり見てみるだけでは︑いったい
どれがどうなのか︑さつぼり見當がつきません︒

富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押

十二糊1
﹁さういはないと取れないよ︒﹂

今度は︑牛がまぐはを引いて︑泥水の中を︑

十288囹

トン

n▽いちまんトン・いちまんトンきゅう・こせん

行ったり來たりします︒

七372

高さは五百メートルぐらゐですから︑ま どうみず ﹇泥水﹈︵名︶1 泥水
つたく手に取れさうに見えます︒

十一758

し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒

九槻6

九9010嵩どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に 九4910 近くの海で取れたあぢやさばが︑
すれすれに當てて︑下からじっと見てゐますと︑

九鵬6 夜の燈火をしたって來る虫は︑︿略﹀︑どれ
もこれもただうるさいだけであるのに︑

せんか︒

九佃3園 でも爆音は︑どれも同じやうではありま

十388 かうした火山は︑どれもこれもけはしくて︑ とれる ﹇蕩﹈︵下一︶5ききとれる

十768 機械は︑どれ一つとして︑わが日本製のも トレンガヌ ︹地名︺一 トレンガヌ

どん一どんな
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トン︒なんまんトン
どん ︵感︶8 ドン どん与よういどん
ニー36囹 ヨウイ︑ドン︒

た︒

三256園﹁ようい︑どん︒﹂
三651圃どんとなった︒
三658圃どんとなった︒
四288園﹁どん︒﹂
五908 ﹁ドン︒﹂と出登のあひつです︒
五934 ﹁ドン︒﹂決勝を知らせる銃の音がしまし
﹁用意llどん︒﹂
八549園

︵形︶2

とんでもない

︽ーイ︾

十339 とんからとんから︑調子のよい音が流れ出

とんからとんから ︵感︶1 とんからとんから
した︒

とんでもない

十㎜5 猿は途中で︑きょとんとして止めてしまつ
たり︑とんでもない別のことを演じたりする︒

十ニー94 目を見まちがへれば︑石は︑とんでもな
い方向にひびが入り︑思はない倒れ方をする︒
とんと ︵副︶2 とんと
幹をとんとたたく︒

五797 取れないと思ふと︑くやしくなって︑木の
十339 母が棒を取って︑とんとひやうしを取った︒

あげました︒

も︑おあけになってはなりません︒

﹁いったい︑どんな大蛇か︒﹂

どんなにおいしいだらう︒

四472園あの島の草をほんたうにたべたら︑
五281囹

塁4團ぼくは糸をどんぐくり出しました．

五稲9

漕水艦の乗組員の中には︑どんな音でも

どんなことでもして︑おわびいたします︒

六321国

五纈3園

勢よくかけ出しました︒

どんなにはげしく︑揮が飛んで來る中でも︑

ぼくらの船へあげます︒

波うちぎは

五鵬5次の雲の方へ︑どんぐ走って行きます︒
六伽7大きなたもで︑網から︑いわしをどんぐ
しめった砂をけりながら︑

封戦車砲は︑どんなに早く走る職車でも︑

を︑どんぐかける︒

七45圏
八鵬9

どんなことがあっても落ちないと︑イギ

聞きわけるやうな人が︑みなくてはならない︒

下士官が︑甲板の吐水口からふき出る海水 六372園

どんぐ讐まくるやうな身がまへになります︒
九5510

六809囹

この玉手箱は︑どんなことがあって

﹁どんなこしゃう︒﹂と聞きますと︑

さうして︑海には︑どんな生きものがゐ

封戦車砲は︑どんなに早く走る職車でも︑
九404

どんなにかざったことばで話しても︑

どんなりっぱな手紙を書いてみても︑

かが氣がかりである︒

九752 かまから取り出すまでは︑どんなに焼けた

九442

どんぐ撃ちまくるやうな身がまへになります︒

八鵬9

んなであったでせう︒

天
ノ0
40
1これを聞いた萬壽のおどろきと喜びは︑ど

へる人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒

八128 自分の家へ︑いそいそと錦って來た燕を迎

敷きになった者は︑どんな氣持であったらう︒

七981 まして︑けがをした者や︑つぶれた家の下

うはさが︑︿略﹀日本中にひろがりました︒

七342 どんな重い病氣でも︑きっとなほるといふ

通して來たのです︒

七258 丁番は︑どんなに不自由でも︑國語を使ひ

るかを︑よく氣をつけて見るやうになさい︒

七75園

と思って︑急いで行って見ると︑

さあ︑どんな品物を送ってあげるかな︒

六榊2 和尚さんは︑どんなに︑さびしかったらう

リスがいばってみたシンガポールも︑

九㎜3先頭からは︑どんぐおくれて行く︒

を︑をけに汲んでどんぐ流すと︑

九㎜3どんぐ野原を進んで行くと︑向かふのく
ぼ地から︑二匹ののろが現れた︒

まもなく︑汽車はマゲランの町にはいり︑

市内電車のやうに町の中をどんぐ走る．

十一㎜2

ひやらら︑どんひやらら

どんぐひやららどんひやらら︵感︶3どんぐ

から聞える笛たいこ︒

六望圏どんぐひやらら︑どんひやらら︑朝

までにぎはふ宮の森︒

六四幽どんぐひやらら︑どんひやらら︑夜

いても心が勇みたつ︒

六憶7圏どんぐひやらら︑どんひやらら︑聞

コノシャシンヲニイサンが見タラ︑
ドンナニヨロコブコトデセウ︒

二792国圏

五67 ふせたをけをだいにして︑とんとんふみ鳴 どんな ︵形状︶4一 ドンナ どんな

とんとん ︵副︶1 とんとん
らしながら︑おもしろくおまひになりました︒

どんぐ︵副︶娼ドンドンどんぐ

どんなにおなかをふくらましても︑か

三㎜9囹

三885囹

なひませんよ︒

三306園

二526面立松ノ木目ツモレ︑ ドンドンツモレ︒ 二947 ソレハ︑ドンナオカタデアッタデセウ︒
て行きました︒

三りさうして︑どんぐ北の方へとばされ
三碧砂をどんぐもりあげました︒
三㌍ぼくらは︑まけずにどんぐ砂をもり
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九研2 よし恥曝はどんなに暑からうとも︑
九㎜5囹 出空前には︑どんな準備をしますか︒
入れをしますか︒

九川2囹 飛行機がもどって來た時には︑どんな手

九麗8園敵揮でも受けて錦つた時は︑どんな氣が
しますか︒

九粥2園 どんな時がいちばんうれしいでせう︒
九価4園 機上では︑どんな仕事をするのですか︒
つけてありますか ︒

九柵3園 をぢさんの飛行機には︑どんなしるしが
﹁ど ん な い た づ ら を し た の ︒ ﹂

十4010 かりに︑私たちが月の世界へ行ったとする

十328囹︺

と︑そのけしきはどんなものでせう︒

十415 火山が︑︿略﹀眞黒な大空に突つ立ってる
るとしたら︑どんなに恐しいけしきでせう︒

十427 ごらんなさい︑歌でも︑俳句でも︑詩でも︑
月に關するものがどんなに多いか︒

十衡6 みなさんの周園には︑どんな塗り物がある
か氣をつけてごらんなさい︒

十糊5 どんなにもがいても︑どうしたことか︑か
らだがききません ︒

十﹁叩6 森の中には︑どんな動物がみるのか想像
がっかない︒

十二311 このことばが︑孔子をどんなに満足させ
たことか︒

十二衛1 國語の力によらなかったら︑われわれの
心は・どんなにばらぐになることであらう︒
十二η8 星のおかげで︑昔から︑海員や船客たち
は︑どんなにか慰められたことであらう︒

十二㎜6 どんなに天候が悪からうと︑

トンネル ︵名︶2 トンネル与かいていトンネル
五509 汽車が走り出すと︑すぐトンネルにはいり

ました︒

九撹7圃
リコ

︵副︶

一

ドンブリコドンブ

汽車はたちまちトンネルにはいった︑

どんぶりこどんぶりこ

とんぼ■あかとんぼ・か

とんぼとり

十297

﹇蜻蛉取﹈︵名︶1 とんぼ取り

一郎と貞童は︑とんぼ取りをやめて錦って

←うおどんや

來た︒

とんや

な

汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日でも︑

空がどんよりとくもったやうに見えます︒

八888

川カミカラ︑大キナモモガ︑ドンブリコ どんより ︵副︶1 どんより

﹇蜻蛉﹈︵名︶12

ドンブリコトナガレテ來マシタ︒

一718

とんぼ

とんぼ

水の上には︑ときどきとんぼがとんで來て︑

かげをうつすことがありました︒

五231

オヂイサンバ︑モモタラウトナヲツケ

おちいさんは︑この子にかぐやひめと

つけた兵たいさ

﹁山田武︒﹂と︑にいさんの名を呼びま

五伽6

それは︑をぢさんの家のそばを流れてみる︑

子犬には︑利根といふ名をつけました︒

うに日の丸の旗が︑南の空にひるがへってみるの

六377園名も︑昭南島とあらためられて︑このや

なったのです︒

大きな川の名を取って︑おとうさんがおつけに

五柵7

五㎜7園私の名は︑猿田彦と申します︒

さるたひこ

知ってみるが︑この小さなお方の名を知らないか︒

五598囹おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよく

した︒

四743

んが來て︑名を呼始めました︒

四741 金すちのえりしゃうを

いふ名をつけました︒

四343

ふ名をつけよう︒

四127等星のやうに早い舟だから︑早鳥とい

マシタ︒

︻738

赤いとんぼ な ﹇名﹈︵名︶37 ナ 名5おな

きうりにそへて立ててある竹に︑とんぼが

飛んでみた︒

すすき原︑

止ったり︑はなれたりしてみる︒

五804

が

はぎ
貞童が︑萩のはうきでとんぼを追ひかける

八699圏秋來たときは

と︑

十278

とんぼはすいとそれて︑豆畠の方へ飛んで
行ってしまった︒

十278

ごくらく

ぢ
﹁とんぼ︑とんぼ︑あっちへ行けば地
獄︑こっちへ來れば極樂︒﹂

ごく

十281骨端

ぢごく
とんぼ︑とんぼ︑あっちへ行けば地獄︑
きみ︑とんぼを取るんだらう︒

十281圏園
十285園

貞童は︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑と
んぼを入れた︒

十299

二人置︑じっととんぼを見てみる︒
しゆいろ

十301

毒々しいまでに朱色のとんぼが︑壁に止
この炎天のもとのはるかな草原に︑︿略﹀︑

えんてん

つたりしてみるのを見ると︑

十一川5
十︻㎜1

トンボガヘリ

トンボガヘリヲシナガラ︑フッテ來ルノ

﹇蜻蛉返﹈︵名︶一

とんぼが飛びかふのを見てみると︑

一一537

とんぼがえり

モアリマス︒

な一な
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です︒

七2510

先生の名を呼びました︒

七261 また︑友だちの名を呼びました︒
オランダ人の間に響き渡りました︒

七梱6 ﹁ヤヒヨーエドノ﹂といふ名が︑そののち︑

こけ

そののち上東門院に仕へて︑紫式部の名

高松の苔にのこして
十一3510
家のまはりのゴム林には︑名も知れない

は一世に高くなりました︒

十一窟10

鳥が來て鳴き始める︒
やまのうへのおくら

山上憶良の作である︒

男と生まれた以上︑萬代に傳ふべき名も

げんろく

立てないで︑どうして空しく死なれようか︒

元禄十六年二月四日︑大石内藏之助ら一

かくては父の名も失ひ︑君の御用に

味の者は︑いさぎよく切腹して︑名を後世に輝か

十二649
した︒

十二961図圏

と︑一首の歌を書き

かへらじとかねて思へばあつさ弓な

も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒

十二川1図圃

き敷にいる名をぞとどむる
とどめ︑

たとへ︑慶喜に不臣の心がなかったとし

ナ

﹁太平洋﹂⁝一それは︑世界第

の海

ても︑朝敵の名をかうむるのは︑けだし男方であ

十二佃10

つた︒

十二術2翻

洋の名である︒

ドウゾ︑トホシテクダサイナ︒

﹇命令﹈︵終助︶3

二385圃バウヤハヨイ子ダ︑ネンネシナ︒

一423圃

十二襯1間ばうやはよい子だ︑ねんねしな︒

マシタ︒

二362園 ﹁早クヤケナイカナ︒﹂ト︑弟ガイヒ

二827園

みんなきれいだな︒

﹁フウセンカナ︒﹂

﹁ホウ︑ナニヲヤルカナ︒﹂

ナ︒

二796国園シャシンニ︑コエモウツルトイイが

二834園

ほかのをんどりと思ってみるのだな︒

三609園
四566園

君の仲間はずるぶん多いな︒

りっぱな兵たいさんだな︒

君らはうまくだまされたな︒

四774圏
四838園

四819園

四938国肉 ﹁よくあがってみるな︒﹂
四941国囹よく引っぱってみるな︒
五124圃

天長節はうれしいな︒

天長節はうれしいな︒

天長節はうれしいな︒

着物だな︒

五127團

四佃9園

五133圏

﹁この川かみに人が住んでみるな︒﹂と

天長節はうれしいな︒
五265囹

五136圏

どこにまゆを作らうかな︒﹂といふやう

お思ひになって︑

五396囹

なやうすをしました︒

五伽6園 どうしょう︑困ったな︒
五伽8園 にいさんはおおこりになるだらうな︒
五悩6囹 ははあ︑この木のことだな︒
五四8二 きれいな水だな︒
五柵6園 をかしいな︒
六102囹早かったな︒
六443園 ﹁わにかな︒﹂と︑まつ先にいったのは
ニー37園 オソイカメサンダナ︒

六994園

六809園

さあ︑どうだらうな︒

どんな品物を送ってあげるかな︒

勇さんでした︒

ニー53囹ドレ︑出カケヨウカナ︒

ニー31囹デモ︑ボクノカチニキマッテヰルナ︒

ニー24園 ナニカ︑オモシロイコトハナイカナ︒

ヒカウキ︑ ハヤイナ︒
一276圓

な﹇詠嘆﹈︵終助︶60ナな

な

十二447

つぐべき名は立てずして

八199團地圖を見てもわかるでせうが︑町の名に︑ 十二443鞍骨 をのこやも空しかるべき萬代に語り
日露職事當時の將軍がたの名が取ってあります︒

八199国將軍がたの名が取ってあります︒
八369園 お前の國はどこ︑また親の名は何と申す︒
八3910 さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者は
ないかと︑氣をつけてゐましたが︑十日たっても︑
二十日たっても︑母の名をいふ者はありません︒
八476 それから︑グライダーの部分部分の名を︑
教へていただいた︒

飛び

八562 ﹁日本號﹂といふ名をつけることにした︒

八886図韻 今はとボートに 移れる中佐︑

大いなる島八

來る弾に たちまち失せて︑ 耳順港外うらみぞ

かず多ければ︑

深き︑ 軍神廣瀬とその名淺れど︒

九47図魍島々
つあれば︑國の名は大八洲國︒
九812 子馬の名は︑北斗ときまりました︒

九悌7園 どうかりっぱな武士になり︑家の名をあ
たらぎおほかみのすけかつもり

げてくれ︒

鹿介を討ち取らうと思った︒

九伽9 名を石木狼介勝盛と改め︑折もあらば

といふ名ださうだ︒

九鵬5 この子は新京へ母と廊るところで︑マルタ

をして︑わが高千穂艦の名をあげよう︒

十144園その時には︑おたがひにめざましい働き
十475図 喜三右衛門は︑やがて名を柿右衛門と改
めたり︒

十旧5図魍 浮世をば今こそわたれもののふの名を
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七了10 こんな淺いところに︑もぐってみるのかな

六伽9園 作江︑よくやったな︒
十川3園

十襯8園
﹁これでは大水だな︒﹂

水攻めにするつもりだな︒

三筋8園

そろそろごちそうになりませうかな︒

ゆうべより少し沖へ出たな︒

ナ

そちは末廣がりを知らぬな︒

︵終助︶16

ドッチヲ見テモヒロイナア︒
二218圃園

一重7園 ﹁ぼくも汽車にのりたいなあ︒﹂
三565園 ﹁いやだなあ︒﹂と思ひます︒

四79園なんとかならないものかなあ︒

四454園 一口たべたいなあ︒
五147園 ﹁もうすっかり春だなあ︒﹂
泳ぐところが 見たいなあ︒
五436圏
小さな神様だなあ︒
五582囹
六428園大きなおぼんが浮いてみるやうだなあ︒
六801園このみかんをあげたいなあ︒
六867團囹﹁干柿はうまいなあ︒
六971囹 ﹁うまくやったなあ︒﹂といって︑ぼく
敵に後を見せたまふな︒

七121園

六佃9園

ずるぶん︑高いなあ︒﹂

もう一度︑先生におあひしたいなあ︒

おもしろいなあ︒

ここへ入れてやりたいなあ︒
いたく罪作りたまふな︒

七661園

七278園

の肩をたたく者がある︒

﹁その場を動くな︒﹂部隊長の太い聲だ︒

八243圏

七765圃國 ﹁暑いなあ︒﹂ だれもがさういふ︒

﹁カウリャンカッテヒロイナア︑ドッチ

やせ蛙まけるな一茶これにあり

ヲミテモヒロイナア︒﹂

八243圃ドッチヲミテモヒロイナア︒
八522囹 ﹁早いなあ︒﹂といふ者もみた︒

＋3610園 ﹁きれいだなあ︒﹂ぼくが思はず叫ぶと︑

九mlo園すごいなあ︒

非禮は聞くな︒
非禮はいふな︒

八柵−園

新手を入れかへて︑直義討たすな︒

十一965園あんな山へ登れる人があるのかなあ︒

なあ

︵感︶1 なあに

十一472あの雀は︑のんきでいいなあ︒
ナア

ない

﹇内﹈εぐんこうない

おまへの出て來る時ではない︒

風がいひます︒ すると︑北風は︑﹁なあに︑まだ

四三8園 もう北の國へかへってしまへ︒﹂と︑南

なあに
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ヒロイナア︒

カウリャンカッテヒロイナア︑

ドッチヲ見テモヒロイナア︒

ヒロイナア︒

カウリャンカッテヒロイナア︑

﹁雨ガフッテツマラナイナア︒﹂

ドツ

﹁よし︑のがすな︒﹂

きれいだなあ︒

非禮に動くな︒﹂と教へた︒

非禮は見るな︒

やれ打つなはへが手をする足をする

つみ

決して御心配くださいますな︒

七伽4園 いや︑撃つな︒
七伽4園 撃つなといへ︒
くわうえい
丁躍1圓 この光榮を忘れるな︒

七5910三 一人ものがすな︒﹂と押し寄せた︒

﹇禁止﹈

十二8510園

十二551園

十一㎜1園

が︑この雲です︒

そろそろ天氣がくつれるなと思はせるの

何年ぶりかで︑倉がいっぱいになるな︒

と思ひながら︑むちゅうになってほって行きまし

十一721

な

た︒

つて︑ 國 旗 掲 揚 肇 の 先 を 見 あ げ る ︒

十四メートルぐらみかな︒
七663園
七678囹きちんと高さを計れないものかな︒
七685園あんなにのびたりちぢんだりするのだな︒
七724園うまいところに氣がついたな︒
七741囹あれが十ニメートルの高さかな︒﹂とい

八143そのまま取ってたべるのだなと思ふかも知
れませんが︑
﹁さ︑飛ばさうかな︒﹂といふと︑﹁早い

なあ︒﹂といふ者も み た ︒

八5110囹

﹁ずるぶん寒いな︒﹂

八伽4園 ﹁ねむいな︒﹂と大きな聲を出した︒
八捌3園

九382 私たちが︑うれしいなと感じたり︑えらい
なと感心したり︑

九382 うれしいなと感じたり︑えらいなと感心し
たり︑何かすばらしいことを思ひついた時などに
は︑

﹁うまく焼けたかな︒﹂と氣がせく︒

ひとつ一生けんめいにやって見るかな︒﹂

十332園 ﹁これが五枚めだったな︒﹂

九篇6囹朝が早くてたいへんだな︒

翼をなでてやったりしますよ︒

九M10囹 ああ︑よくやってくれたなといひながら︑

と許してくれました︒

九7910園

九761 をかしいなと思って︑煙突へ通じる口を︑

九751園

九745 かまがいらいらしてるるなと感じた︒

は思った︒

九729 かまが病氣をしてみるなllと︑ちいさん

な
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な・い

﹇無﹈︵形︶蜥

ナイ

ない

︽

イ・ーカッ．一

3おもいがけない・くま

ない・しかたない・たよりない・とんでもない・な

カラ・iク・ークレ・ーサ︾

サイナ︒ヨウノナイモノ︑トホシマ

さけない・なにげない・はてしない・もったいな
一424圃

い・やむない
ニー24囹 モシロイコトハナイカナ︒﹂カメ﹁サゥ
ニー32園 ﹁ソンナコトハナイヨ︒﹂ウサギ﹁デハ

三294園
﹁そんなことはないよ︒君のこぎか

で見たこともないほど大きいので

ニ432圏一 イシテワルクハナイヤウデス︒タベ
三854園

も聞いたこともないほど︑大きな木

三価3囹 さあ︑ごゑんりょなくめしあがってく
三雲4囹 しあげたことのない︑おいしいこち

四66
四84囹 した︒﹁しかたがない︒この木を切る

四107 も聞いたこともない︑大きな舟でし
四123園しぎでも何でもない︒あの勢のよい
四598 ものが︑めったにないころのことで
四814園 べてみょうではないか︒﹂といひまし
四894團
も見たことがないのでせう︒口わ
四896国風 骨が二本しかないぢやないか︒こ
四897国幽 しかないぢやないか︒こんなもの
四佃9園丁は︑見たことがない︒持ってかへって

四M8園 の出て來る時ではない︒わたしは︑もう
四佃9囹たがたにはご用のない物でございます︒
四伽4園 す︒﹂天人﹁それがないと︑天へかへるこ

うちには︑桑の木がないことに氣がつきま

七175園

︒﹁自分は女ではない︒天皇の御子︑や

のお子檬にちがひない︒お迎へしませう

うか︑申しわけのないことをしてしまひ

た︒おもしろくもない︒さ︑弓矢を返す

︒ああ︑しかたがない︒にいさんにあや

いて︑つりばりがない︒どうしょう︑困

ふと︑つりばりのないのに氣がついて︑

いいさ︒しかたがない︑わたしは山へ行

やうがいをわけもなくとびこえます︒腹

す︒﹁お月様ではない︒走ってみるのは

ると︑もう馬ではなくなって︑まったく

んなことは何でもなくなってしまった︒

七775国ばさんも︑お攣りないさうで︑何よりで

七703園

七688園

七684園

七664園

七633

七474

七469囹

七461

七458

七352囹

七227

七203

かげを計るんぢやないよ︒あの國旗掲揚

が︑あるにちがひない︒いや︑きっとあ

いの高さに攣りはないのに︑かげだけが

は︑十三メートルないと思ふ︒﹂勇﹁春枝

何事か起つたのではなからうか︒義光は︑

一心に吹いた︒雲もない空には︑月が美し

ひとつ聞かうではないか︒﹂といった︒

の思ひ出に︑心残りなく笛を吹いてから死

︑職はうにも武器がなかった︒とても助ら

と︑同じことではないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こ

逃げようとするまもなく︑かたはしから焼

し討ちにするほかはないと思ひました︒そ

七179囹︑私より強い者はないので︑たけると申

の牛は︑しやうがないそ︒﹂と︑大きな

ぽいは︑まったくない︒もぐりたいと思

七977

七9110園

かられるにちがひない︒﹂とお思ひにな

るやうに見えるではないか︒それは︑ここ
だったが︑けがのないのが︑まあ︑何よ

かりさかさまちゃないの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

げるやうなものもないが︑うち中でつい
の小僧になってまもないころ︑ある日︑稚

八柳5 なことを︑何べんとなくやってみました︒
叉
086いふ人が︑今までにない正確な時計を証明
ノー

八652だ鳩にたよるほかはなかった︒通信紙をつ
八954てみるのは︑大阪でなくては見られないけ
八鵬6囹 験してみる方法はなからうか︒﹂しばら

つたく生きた氣持もなかった︒命からがら

めに︑働きたくはないかね︒八南洋

も︑ゆくわいではないか︒潜水艦は︑見
らせたりするのに︑なくてはならないもの

七山5 何もあったものではないと思ひました︒﹁
七伽2園 代り︑長官の命はないそ︒﹂といって︑
からふと
八188や樺太はいふまでもなく︑北支那から︑北
八288圃む︒青空ははてもなく澄み︑秋風はさわ
八358人々が︑何千人ともなく集りました︒一番
八396ました︒かげひなたなく働く上に︑人の仕
八399のうはさをする者はないかと︑氣をつけて
八401もうこの世の人ではないのかと︑力を落し
八403らへ出て︑何の氣もなく︑あたりを眺めて
道眞の上へ出る人はないと思はれてるまし
した︒涙が︑とめどなくこぼれました︒ぽ
はと

︒いひ残すことはないか︒﹂作江は答へ

八二3園 ね︒でも︑花ぢやない︒みんな海にみる

自分より強い者はない︒﹂と思ふと︑た

は︑ただの人ではない︒いったい︑どう

下の者はいふまでもなく︑手心ひのために

す︒鳩が︑何十羽となく集って來て︑ゑさ

くがとべないぢやないか︒﹂と︑本田く

って行ったものはないか︒﹂魚たち﹁ぞん

やかになって︑音もなく流れてゐます︒汽

≧

ム

、
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−
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記章5囹 でも︑その羽衣がないと︑まふことがで

五215やくしは︑手も足もなくて泳げるのですか

五199れんげ草が︑ はてもなくつづいてゐます︒
五202ます︒ どこからともなく︑綿のやうに白い
五218鯉やふながふ親ではないかと思ったことが
五221自分たちの仲間ではないかと︑思ったこと

33599855348676451313627656711643
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なのだから仕方がない︒﹂

八㎜8 きることはめったにないので︑部屋の中が

八宙3園

九116 夕に得られるものでなく︑したがって︑つ
九131 林は︑つきることがない︒何といふ森林の
九152 人静けさを破る者はない︒きちんと姿勢を
九207国 して︑恥つかしくない御奉公をすること
すめらみ
九239国 かりは送りやうがないのが残念だ︒皇御
九257国 ろへ︑毎日何人となくやって彫る︒おま
九307囹

なら︑日本人ではないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂イ

九273 人︑色のあまり黒くない︑十歳ぐらみのか
九546 戸をくるのと愛りはないが︑千何百人の乗
九728 出るやうすに活氣がない︒かまが病氣をし
九7510 みた︒どこも悪くはない︒をかしいなと思

九808囹も馬が悪いのではない︑扱ふ人がいけな
九8010園 なものはめったにないそ︒﹂と教へてく

九868 のも︑あといく日もないと思ふと︑ぼくは
九921 うつります︒それでなくても︑夜九時に北
九968 まだだれも齪す者はない︒天爵のよい日︑

九9510 ︑目や鼻へゑんりよなくはいって与る︒う
九9610 の調子なら︑わけもなく遠泳ができさうだ
九価10 ︑さして涼しい風はなささうである︒ただ
九型10 いた虫は︑めったにないものだ︒さうして

九m7園 ︑機械にくるひがないか︑ていねいに調
九備1園 いと︑一人前ではないのです︒﹂春枝﹁さ

高峯9園 い︒飛行機の整備なくしては︑空中戦も
九慨2 かなか落ちさうにもなかった︒その間に︑

九塒2 上月城は一たまりもない︒弓折れ矢壷きて
九川6 汽車のかげだけではない︒電柱のかげも十
九㎜6 ︑さへぎるもの一つない︒あすまた︑お日
九訓6 ど尊く思ったことはなかった︒それから髄
九姫7 目をさへぎる何物もない︒天と地と一つに
九㎜1 は︑まだ見たこともないが︑どうかしてつ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十九九九九
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ろのやつ︑のろくないぢやないか︒﹂﹁︿

十769

十763 ︑手のとどきさうもない空想になりがちで

十821 のものに及ぶものはなかった︒押しも押さ

十774 ︑ほとんど書も夜もなかった︒設計圖を引

わが日本製のものでなかったからである︒

︑のろくないぢやないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂こ

きのふまで木一本もなかったやうな草原に

十二6園 度と濾度に愛りのない土藏が選ばれ︑更

青いものはまったくなかった野原に︑咲き

し︑これも仕方がない︒そのうちに︑は

十㎜4 鳥銃をはなした者はなかった︒海岸へたど

十867園 ただき︑この上もない光榮であります︒
しつど

れは︑ただごとでない︒﹂とつぶやきな

十梱4 ︑かくす物は何一つない︒弾丸の夕立の中

でせう︒月には水がないといひましたが︑
︑水ばかりか空缶もないのです︒したがつ
しょうこ
つくもったところがないのが︑その謹披で

決してなめらかではない︒一面にざらざら

へ來れば地獄ぢやないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

取られてあとかたもなくなった村を︑ただ

ばらく何の話し聲もなかった︒一同は︑波

十㎜1

十㎜9 には︑ほとんど物のないことも思った︒そ

十㎜7

十代1 すくは落ちるはずがなかった︒すると︑秀

十備3 利方を攻めるに違ひない︒主家を守るべき

十㎜3 のが︑患者の何でもない身振りにも︑うか

追書2 くほど苦しいものでないと思ってゐました

十衙1 ひに苦しんだことのなかった私は︑船の勤

病院

いふほどのものではなかった︒しかし︑長

高望5 カも︑敵兵も︑何もなかった︒十九

しかも︑空氣も水もないとすると︑地球上

いお志︒ゑんりよなくいただきませう︒

十躍1 愛ってみるわけでもない︒これをさがし出

十㎜8 物は︑ひとたまりもなく︑むざんに食ひ荒

十 2 は︑何の手がかりもないこの調査を︑打ち

十㎜2 火がともった︒風のない静かな月の出であ
月︑さういふものがないとしたら︑ほとん

十矯1 る︒一見︑何の曲もないやうなこの胡同で

光を調節するものがないから︑太陽に照ら

ほとんど生きがひがないと思ふでせう︒月
︑出港するけはひがない︒いっそのこと︑

十篇2 つては︑かけがへのない樂しい遊び場所で

十η1 を着てみるわけでもなければ︑ことばが愛

つか一時間湿りしがなかったが︑各部隊は

ると︑どこからともなく女の人たちが集つ

虚言8 つて︑遊ぶわけではない︒その邊を走った

っても︑やはり月がなかったらさびしい︒

みたが︑敵艦の影はなく︑やがて夕やみが

いてるる間︑絶え間なく﹁︿略﹀︒﹂が響く︒

十一281

のは︑いふまでもない︒決して御心配く

十圏3 たが︑どこからともなくたくさん舞って來

十川7 みる︒あまり道幅もない雨側の土塀の上か

然に思はれたことはなかった︒今日も雲が

十加11

十篇10
ぬ

困る時が謬るに違ひない︒それには︑どう

撃ち出す︒すきまもなく炸裂する砲弾を縫
︒直下には︑何事もなかったやうに︑青い

さくれつ

が先行してみるではないか︒各艦のけたて

眞黒に見えるに違ひない︒ごつごつした撃

ついて干る︒雲ではなかった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

も︑あと︑いくらもなくなってしまった︒

十号7園

十帽7 じるやうな宗治ではない︒宗治は︑あくま

熱を調節するものがないから︑月の世界で

やって漁るに違ひない︒﹂と︑五兵衛は

まで纏験したことのない︑無氣味なもので

は︑感心のほかはない︒おまへの残念が

27104104881110316541010473278642451022
園
囹
園園園
園園

十一301 ただ自分の身内でない目上の人のことと
十一368 は︑やつばり女でなくてはならなかった
十一402囹 まあ︑しやうのない犬きですこと︒う

十一371 説であるばかりでなく︑今日では︑世界
十一413園 ても申しわけのないことだと︑ふだん

ざうり

十一7110 れば天氣︑さうでなければ雨だなどとい

十一504園 さうお丈夫ではないんですから︒﹂
サキ
十一574図國 信仰スルノ外ナク︑嚢二敵二封シ勇

すあし

十一752 雲はきまった形がなく︑空いっぱいに薄
十一788 重い戸びらを音もなく開き︑素足に草履
流れは鯨り速くないやうです︒﹂﹁︿略

つたって仕方がない︒家賃さへも彿へ

色の青い元氣のなささうな若い男が︑

今の身の上ではないか︒﹂と︑兄の聲︒

︑﹁え︑樂譜がない︒﹂といひさして

も︑形ばかりでなく︑いつも自分の心

く現れるものはないと︑自分ながらび

︒それも一人でなく︑何人も何人も︑

に部隊の進撃路はないので︑どうしても

に猫がみるはずはないと思って︑あたり

かなもひらがなもなかった︒文字といへ

かなもひらがなもないとして︑漢字ばか

ほんたうに間違ひなく讃ませるためには

は一通りのことでなかった︒しかし︑か

並べるやうな港はない︒赤道をさしはさ

ふものになじみのないわれわれには︑森
し

き

まで聞いたこともない笛を吹くやうな調

10

10

やさしいものではない︒要心に打ち込む
︑決してさうではない︒一生を石の中で

けられないことはない︒しかし︑決して

らせるのと仕りはない︒兵員たちは︑だ

形が美しいのでもない︒弾丸になり︑武

色が美しいのではない︑形が美しいので

十二佃1 などあるべきではないが︑しかし何事も

十二鵬8 み︑汗を拭ふまもなく︑器材と人員の鮎

十二川9 がら︑寸時の休みなく追撃する︒まこと

十一﹇781囹

十二佃9 慶喜に不臣の心がなかったとしても︑朝

者の悲痛な叫びでなくて何であらう︒二

とに心掛けた者はなかった︒これこそは

感激の涙がとめどなく流れた︒さうして

十二伽8 敵の三校は︑夜となく書となく︑しきり

十二旧4 向かふ敵船に違ひない︒急いで魚雷磯射

十二鵬2 つた︒よい獲物はないかとさがしてみる

十二価4 ただそれだけではなかった︒三時︑欧米

十二川9 を明け渡すはずはない︒その結果︑江戸

十二梱8 御涙の乾くひまもない御身であらせられ

︒死んだのではないかと心配した︒﹂

十二協8 は︑夜となく書となく︑しきりに苦痛を

ぼんやり者ではない︒﹂といってみる︒

十一一梛2

十一一伽1

離が︑今の約二倍なくては︑月が太陽の

いていのことではなかった︒しかし︑二

絹帯は日に何回となく取り代へ︑傷の手

おうべい

ろくろく食ふ物がなかった︒困難に際手

をかへりみることなく︑いやしい身なが

何か急くことばがなくてはならない︒か

十一一爾7

十一一備4

國民は︑逸民ではないとさへいはれてゐ

ずに生活する日はない︒われわれは︑國

十二糊5 ︑土遊びに齢念がない︒母は時々弟の方

十一一柵10 のは︑いふまでもなく︑太陽が月より非

十一一伽4

佛の御姿も人影もない︒ただ︑ふとそば

十一一踊2 つた︒と思ふまもなく︑ 一際暗いその雲

れたら一たまりもないのだ︒更に愛針し

は追つつくものでなく︑これに巻き込ま

十二㎜1ばり暑さに憂りはない︒見渡す限り︑大

はかな夢も迷ひもない︒そこにほんたう

十二川10

れに︑攻撃目標のない洋上哨戒の曲調さ

い雨を見たことはなかった︒さすがに南
義を働ます道がないであらう︒﹂とい

十二川11

十一一㎜4

は︑義には相違ないが︑みだりに騒動

十二㎜6

かされない人ではないが︑しかし理非に

キシントンに違ひないのである︒﹁︿略﹀

十二別8

十二矯5

げられるものではない︒﹁︿略﹀︒﹂の報が

ら見られるはずはない︒艦長は漕望鏡を

し出してみるではないか︒周園は︑もう
へ治療のかひはないにしても︑できる

多には答へる力がなかった︒ただ︑手ま

十一一鵬4

十二筋3

十二川3 ︑だれにいふともなくさういってから︑

﹁今日も獲物はないか︒また太陽が沈

いていのことではない︒いよいよ︑命令
十二鵬6園

十二η9
れて︑だれいふとなく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎

とか助ける道はないかと思ひましたけ
ど苦しいことはなかった︒もとより︑
︑どこにも人影はなかった︒弟の姿も見

は何ともしやうがない︒それぞれ︑準備

命になるに違ひない︒﹂世間の人々は︑

には何も窺えがないのです︒﹂と答へ

分があるに違ひない︒前半分を聞いて

では︑まだ十分でない︒もしあれが佛の

のは佛の御壁でなかったらうか︒﹂と︑

はうたい

生はまだ君子ではないのかll子路には

2211013774103582842935818924643154
囹 園
園
園 囹
園園園 園囹

は︑鯨の儀ではない︒明日のお客の引

13

59

園

あらうに︑四季のないセレベスのみなか
め︑一日に何回となく激しいスコールが
︒そればかりではない︒何十年も昔から
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十一791 て︑どこからともなく︑つつましやかな
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十二泌6 愛らず︑とはうもない高度爆撃だ︒あた

十二盟6 に來たが︑わけもなく撃退される︒と︑

十一一盟2 上︑いまだかってなかった航空部隊と航

四78園

四72

三擢5圃

三㎜1囹

﹂﹁なんとかならないものかなあ︒﹂あ

米が半分もできない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂あち

みるのか︑わからないほどになりまし

めを費ってくれないかね︒﹂みんな﹁費

三989園
ら︑だれも知らない人ばかり︑とは

とをしてはいけない︒かはいさうだ

十二圏7 ︒あたるものではない︒大きな水柱が︑

四79園

ない

︽ナイ・ナカッ・ナカ

ツ・ナク・ナケレ︾Oたまらない・つまらない・やり

ナイ

五678團しないではゐられない︒自分の馬が︑ほ
五681国︑何だか馬にすまない氣がする︒それで
五693団つまでも忘れられないで︑お正月には︑
五699国︑にんじんを忘れないやうに頼むよ︒十
五796センチも高い︒取れないと思ふと︑くやし
五鵬8 ゐますと︑月は動かないで︑雲が大急ぎで
五鵬9 は︑できるだけさせないやうにしました︒
五鵬2 かかる病氣にもならないで︑すくくと育

謝

びたのかもしれない︒鳥のやうに早

︵助動︶

ますので︑かへらなければなりません︒

五m2たり︑たたいたりしないで︑少しでもでき

ない

きれない

四366園

四126園

けっしてわたさないから︑安心して︑

ハ︑オイデニナラナイガ︑前ニハ︑オイ

︒
下に置くと︑飛べないので︑地面をはっ

六245かし︑だれにも負けない忠義の心を持って
六258咲いて︑何ともいへない︑よいかをりがあ
六304團のは︑何ともいへないゆくわいなものだ
六308團んだきりで︑浮かないことがありはしな
六308團いことがありはしないかと︑思ふものも
六315團ら︑海の上が見えないだらうと思ふであ
六322国るやうな人が︑みなくてはならない︒春
六323團 ︑みなくてはならない︒春雄も︑今のう
六351團きたへるやうにしなければならない︒ど
六352團にしなければならない︒どうだ春雄︑大
六373園とがあっても落ちないと︑イギリスがい

六118

中川4園 りばりを知ってみないかQ﹂鯛﹁じつは︑

へ呼んで來てくれないか︒﹂女﹁はい︒﹂

ってみるものはみないか︒﹂魚たち﹁少し

︑許すことはできない︒﹂

つたんです︒つれないどころか︑申しわ

﹁ちっとも︑つれなかったんです︒つれ

も︑小鳥一羽取れなかった︒おもしろく

から︑一匹もつれない︒その時︑何かが

﹁どうして︑つれないのだらう︒朝から

﹁さうおっしゃらないで︑今日だけ︑私

︑どの犬にも負けないで︑りっぱにやり

四373園

一一946
サン︑早クオキナイト︑學校ガオク

シタ︒早クオキナイト︑學校ガオク

四鵬6團 ずもだんだん痛まなくなりました︒この
五101国
した︒何ともいへない︑ありがたい氣が
五174園
くわをしてはいけない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂怪き
五197 へ流れるのかわからないほど︑静かに流れ
五225から︑親のそばにるなくても︑ちっともさ
五227といっしょに︑遊ばなくてもよいのでした

四411園
うとうお別れしなければならない時 五桝1團
四411園
しなければならない時がまみりまし 五伽9園
四473
じっとしてゐられなくなりました︒い
五伽5囹
四485 にきれいにはかけないでせう︒白い菊 五伽6園
四821園負けるかもしれない︒ぼくが︑君らの
五指1園
四886團
りして︑あげられなかったのですが︑
五髄5園
四鵬1国 んなしんぽいをしないでください︒あな
五柵5囹
四m4團に︑はっかしがらないで︑ぜひ︑いうぎ
五箇8園
山柵4囹
山勘8園

一497 ハ︑手ニモチキレナイホドツンデ︑ウ
一598 ヘイッタカ︑見エナクナルコトガアリ
ニー52囹 ンハココマデ來ナイダラウ︒ドレ︑
二362園 シタ︒﹁早クヤケナイカナ︒﹂ト︑弟ガ

ニ364園ナニ早クハヤケナイヨ︒﹂トイッテ︑
ニ546 ロガスコトガデキナクナリマシタ︒コ

二426 マシタ︒デモ︑笑ハナイデ︑ジットガマ

ニ988囹

ニ788国ククテカホが出ナイノデ︑ハコノ上

一一999園

ニ櫛5車のかずがわからなくなりました︒牛
三85 した︒すると︑開かないでそのまま落ち
三絶2園 どいいかもしれない︒﹂それをおもり

がわるくならないでせう︒﹂とお

三431園 とかして取られないくふうはあるま

三422園

五347すので︑首がつかれないだらうかと思ひま

三459囹でよくなくならないものだ︒﹂と考 五234は︑それと氣がつかないほどでしたが︑の
三466囹 ︑水はなくならないのでせう︒﹂﹁︿略

五398しました︒目に見えないやうな細い糸を︑
五409
中に︑かくれて見えなくなりました︒ある

三493も流れてなくならないのがふしぎでし 五383も桑をたべようとしないのが︑五匹ゐまし
三502囹がまだなくならないうちに︑次の雨
三556

五494 ︑しばらく川が見えなくなりましたが︑﹁

て︑だれにもまけない︑りっぱなさむ

三705 ルとははなれてみないやうです︒私は︑

五598園
三774
くは︑まだおよげないので︑暑いとこ
なお方の名を知らないか︒﹂
三853園 だか重くて進まないやうだ︒﹂うさぎ 五639 一ま︑
もうお姿が見えなくなってしまひまし
三919 は︑自動車が見えなくなるまで︑見て 五678團
もう︑手入れをしないではゐられない︒

ない一ない
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六407のに︑なくてはならないものであることを
六437囹︑鬼ごっこはできないでせう︒﹂と︑虚
六522した︒お逃げにならないばかりか︑つつし
六526囹ぜ︑あなたは逃げないのですか︒﹂とお
六631園︑できるかもしれない︒﹂かう思ひつく
六632 ︑じっとしてゐられなくなった︒ぼくは︑
六637きりと巻いて︑動かないやうにした︒これ
六677囹にも教へてもらはないのです︒ぼくが︑
六712園から︑しんぱいしないで︑もうおやすみ
六736囹ず︑まことにすまなかった︒﹂といはれ
六757圓が︑いちばんいけない︒やめることだ︑
六817園れを送ってはいけないでせうか︒﹂﹁︿略
六847ある日のこと︑知らない兵隊さんから︑手
六932げ始めたが︑とどかない︒少しつつ前進す
六945から︑すぐには取れない︒白い旗は︑つい
六946みるが︑手がとどかない︒守る隊も︑必死
六998では︑とてもかなはない道眞を︑今日はひ
六梛3 ︑まだ十分咲ききらない花は︑ちゃうど︑
六佃6 りは︑寒い冬も知らないやうに︑みどりの
六柵8園 ともお纏をおぼえない︒おまへは︑口で
六感4園 にもお知りにならないだらう︒﹂こんな
山備4園 とは︑今まで知らなかった︒﹂といひま
六柵1 も︑とうとう成功しないで終りました︒第
七202通りではとても勝てない︑だまし討ちにす
七252いことは一口もいはないで︑﹁︿略﹀︒﹂とい
生はいらっしやらないの︒もう一度︑先
七277囹
病で︑ものが見えなくなりはしないかと
七329園
見えなくなりはしないかと心配しました
七329園
七345 ︑傷の痛みがなほらないやうな者のために
は︑とてもかなはない︒私も畳悟をした
七463園
いことなんかできなくなった︒﹂海賊ど
七481園
七549か︑はっきりわからなくなりました︒それ
七626

七597

七587

七584

にならなければならなかった︒お供の中に

そこをお通りにならなければならなかった

て︑賊は︑攻め寄せないことにした︒ある

たっても︑汲みに來ない︒番兵がゆだんを

城兵が汲みに來られないやうにした︒城中

八502

八499 みるものは一人もみない︒私は︑胴髄に鼻

八485園

八484園

ちがっても︑できないことはありません

いはれた︒﹁動かないものを作るなら︑

八481 ︑決してうまく飛ばないさうだ︒どこまで

ちんと高さを計れないものかな︒﹂

八504 曲げただけでは曲らない︒それで︑紙でひ

八502 く曲げなければならないが︑これはなかな

︑ひごをまるく曲げなければならないが︑

七626
七678園

八516 受け方がうまく行かないので︑水平に飛ば

時は︑何ともいへないよい氣持です︒教
にくつついて︑動かなくなります︒そのう

八517 いので︑水平に飛ばない︒できるだけおち

七785團
七879

まへ︒きみがとばなければ︑ぼくがとべ

ままで︑じっと動かないでるますが︑やが

先生は︑﹁あわてないで︑よく調べてこ

七887

八591

夜の明けないうちから︑北の方

八528 てみた︒何ともいへない︑かはいい氣持が

八524園

七919囹

れば︑ぼくがとべないぢやないか︒﹂と︑

り板について︑離れないやうな氣がします

七9110園

七926

七麗2

七麗1

七梱9

へんに︑海賊はみないはずだ︒﹂としら

た︒何十本とも知れない細い︑白い糸が︑

︑守らなければならないといふのが︑元帥

られるだけは︑守らなければならないとい

といって︑聞き入れなかった︒自分の家を

八梱1 強くします︒さうしなければ︑あの力の強

八974

八964

八955

八6610

形とは似ても似つかない︑いがたへ流し込

いはれがあるといはなければなりません︒

阪でなくては見られないけしきです︒郊外

八636 した︒まだ明けきらない空に︑またたく星

八634 ばあさんは︑つかれないやうにと︑焼いた

八615 たちは︑何ともいへない感じがして︑目が

七鵬9

︑武器や船具を返さないばかりか︑日本船

で︑今度は︑下を見ないで︑向かふの山を

七餌5囹

ひました︒もし謀れないなら︑むしろオラ

七9210

龍駕8

かうぐわい

この重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしば

七備7

八103

八96

八91

八78

八73

八72

七柵3園

中で死んで二って來ない燕も︑かなり多い

もう︑身動きもできなくなってしまったの

けない災難に︑あはないともかぎりません

や自動車も︑かなはないくらみの早さです

んど︑その姿を見せなくなってしまひます

て行かなければならない日本に︑なごりを

もなく︑去って行かなければならない日本

﹁どうしても許さないといはれるなら︑

八悩9 きます︒まだ葉が出ないうちに咲くのです

八撹4

八矧5 うすべることはできなくなります︒子ども

八旧4園ぢまで︑私の知らないうちに︑すっかり

八佃7 ので︑私は︑音のしないやうに起きて︑着

八津2 などには︑目もくれないといったふうです

八梱8 どりの︑何ともいへないほど美しいものが

八櫃2 目を果すことができないので︑職工さんは

ような大砲にはならないのです︒それは︑

八115

女にはゆだんができないといふので︑石の

九117育てて行くやうにしなければならない︒明

八㎜3

八386

過ぎ山を越え︑なれない道を一月鯨りも歩

九182 しはぶきの聲一つしない︑神代さながらの

うにしなければならない︒明治三十七年︑

ふた吹き吹いたりしなければなりません︒

八392

九118
つかしいとは思はれないが︑先生のお話で

人︑もらひ泣きをしない者はありませんで
八4710

八437
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九862園 ごとなのは見かけないやうだ︒幅もある

九849 りました︒ぼくのみない時は︑いつでも青

九825 ︑子馬が丈夫にならないのです︒で︑ぼく

九824 やでしたが︑さうしないと︑子馬が丈夫に

九808囹 い︑扱ふ人がいけないから︑馬に悪いく

九758 て︑うまく焼けてみない︒火のまはりが悪

九454 んで︑見通しがきかない︒日の出前の海は
ほほ
九458 ほの暗く︑明けきらない港の朝の風は︑頬

九443 ても︑眞心がこもらなければ︑少しも聞く

九442 だれも感心して讃まないやうに︑どんなに

九417 すと︑今まで氣つかなかった考への不足や

九403 が︑まったくわからない外画人であったら

九321園といつしょに行かなければなりません︒
九322園ません︒病氣をしないで︑元氣で待って
九343れば︑ことばが通じないかぎり︑手も足も
九358 つて︑なかなか聞かないさうです︒六 晴
九398てるて直接話ができないやうな時には︑手

九215團︑よくもなくならなかったものだと思ひ
九254団れ一人かかつてみない︒住民たちも︑心
九296囹もお行儀をよくしないと︑日本の子ども

九㎜12くれる︒どこか知らない騨に停車した︒大

九騰6

九㎜3

九矧8

九矧7

白川6

九燭9

いふ日本語がわからないらしい︒﹁鳥の巣︒

︑こちらにはわからない︒﹁あじあ﹂は流

のこのことばも通じないらしい︒母も何か

窓を開くことができないので︑ぼくのこの

し︑かれはまだ死ねなかった︒尼子重代の

九価1 て近づくことができなかった︒七重の大軍
九燭4園 ち果てたかも知れないわたしが︑出雲に

九麗6

にやかましくは聞えない︒﹁︿略﹀︒﹂ボーイ

九柵7園
九柵1囹
九柵2囹
九梱1囹

九⁝⁝2圏 らしにあってはみないだらうか︑うまく

九㎜5囹 くれたってかまはない︒ゆっくり泳げ︒
九㎜9 れからは︑何も考へないで︑まるで機械の
九梱3 はると︑今まで見えなかった島の裏側の海
九鵬4 るか︑はっきりはしないが︑かなりたくさ

したが︑力がはいらない︒水の中で︑もが
九9910

九988くは︑先頭におくれないやうに︑一生けん
九992か思ふやうにはいかない︒並んで泳いでゐ
九997小島くんの姿が見えない︒何だか一人取り

十724 ぎつた︒押さへきれない︑あらしのやうな

十691 砲火はほとんど衰へない︒襲ひかかるわが

十626 艦らしいものは見えない︒ただ︑青い海原

十605

十587 ︑どうしても撃滅しなければならぬ︒だが

十5510

十535囹

十288囹︺

十259

私は︑もう何もいらないと思った︒さうし

んで來るかも知れないのに︑こんなこと

十1310囹だその折に出あはないのだ︒豊島沖の海

十138園働かなければならない︒すべて上官の命

十137囹 一つになって働かなければならない︒す

には︑一向氣がつかないもののやうである

十141園 豊島沖の海戦に出なかったことは︑艦中
十213

は︑一時何物も見えなかった︒人々は︑自

十2110 つぐづしてはみられない︒﹁よし︒﹂と叫ん

られるやうにならないと︑一人前ではな

手によってなほさなければなりません︒

十343園

十329 せて︑なかなか答へない︒ふくろふの鳴く

十2910園 を入れた︒﹁動かないよ︒﹂

十288園 ういはないと取れないよ︒﹂

略﹀︒﹂﹁さういはないと取れないよ︒﹂

動機もうまく動かないので︑温めてやる

十488圃

をぢさんは︑今みない︒からたちの垣根

十425 ︑まったく離れられないものになってゐま

み︑今夜うちへ來ないか︒﹂學校の門を
とは︑一つに考へなければなりません︒
︒ 富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が

十524 に忘れることのできない日である︒この朝

物も見ることができなくなった︒﹁引き返

父も︑だまってはみなかった︒﹁︿略﹀︒﹂と

がせにしてはおかれない︒今のやうな仕方

どうすることもできなかった︒父は︑とう

十741園 ほかのことを考へないで︑みっしり仕事

十738

十744

つともっと進歩させなければならないとい

せて來る︒まだなれない部屋なので︑急い

︒日本では感じられないやうな︑痛い寒さ
九刎12囹

十751

歩させなければならないといふのである︒

九423 のありがたさを知らない人です︒わかって

やうなことはできない︒園丁も兵士も︑

九866 いよいよ北斗と別れなければなりません︒

九蜘10

九三8

十137園

九892 なかなか見當がつかないでせう︒さうした

九421園 てるるから︑話さなくてもいいよ︒﹂と

九912 軒端にかくれて見えなくなります︒つまり
九928 ︑それを考へに入れないでおきませう︒さ

九㎜12は︑だれも追ひつけなかった︒﹁ざんねん︒

十753

十753

し︑負けてはならない︒諸君は︑新しい

九938 ︑よく氣をつけて見ないとはっきりしませ

九齢11 宿舎の建てましをしなければならない︒黙

ともに︑何ともいへない肩身のせまい思ひ

九矯11 しをしなければならない︒自分たちの家は

十768

なかなか生まれて來なかった︒佐吉は︑一

うじっとしてゐられなくなった︒せめて自

九972 ︒いつもそばを離れない警備船の上から︑

十776

十771

九959 んだ︒風は吹いてみないが︑波が︑目の前
九976 初めは何も氣がつかなかったが︑一本松が

九四2 岡の上である︒なれない手つきでをのを振
九㎜3 ︑何一つ目にはいらない草原では︑たとへ
九別7 たりすることができないことになってみる
九978 なか前へ出してくれない︒ぼく一人かと思
九984 潮流に負けてはならないと︑ぼくは一かさ

ない一ない
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＋7710れ一人相手にさへしなくなる︒貧しさは︑

十㎜11園

十㎜11

十脳8園

十脳12園

離れることはできない︒﹂
﹁水には︑かなはない︒立ちのかう︒﹂

んなところには來ないね︒おとうさん︒
も︑これ以上實のれないといふほど︑ゆた
ちゅうしう

現れないともかぎらないからである︒前路

らんばう者が︑現れないともかぎらないか

日本の客意がわからないで︑いつ心得違ひ

からだの働きも望めないやうに︑交通路に
たも
全に保つことができないうちは︑支那の活
そん
活動も︑調達も望めない︒北支那に愛路村

張はうれしくてならなかった︒仲秋明月の

十783材を使ふことができなかったために︑すべ
十802て忘れることのできない年である︒そのこ
十822 ︒押しも押されもしない﹁世界一の織機﹂
十川8
十㎜7
十㎜6
十㎜7
十㎜6
十㎜6
十㎜6

いはなければならない︒いつぼんに︑女

したのにほかならないのである︒五

見

言語にその例を見ないところである︒古

な︑かな文は書かなかったでせう︒當時

女でなくてはならなかったのです︒源氏

うでなかなか暮れない︒きれいに作った
︑いっとも知れない身になってみるの

おばあさんがみなくなったら︑いった

がたう︒私がみなくなっても︑さびし

物を着せてあげなければ︒﹂さういつ

も︑さびしがらないで︑よく勉強して

4園出さなければならない︒﹂といって︑止

十一805

十﹁786

十﹁781

︑今日は何も見えない︒行手の道も﹁は

わけることができないやうに︑鳥の聲が

太陽はのぼってみない︒薄明の天地の中

かば眠りからさめない心のうちに︑山の

とうとういへないでしまひました︒
十一507 ど︑

＞︒﹂といって︑止めなかった︒ある日の夕

してもさがし出さなければならない︒﹂

十
5

十一912

十一905

てておくことができない︒そこで︑少年の

十

ろく︑笑ひ聲が絶えない︒猿まはしは︑猿

ひかけた︒追ひつけないと思った一人前︑

胸をなでおろしてみないと︑つひ患者とい

十㎜8

若珊8

夜のふけるのも知らないで︑見とれてしま

心を引きつけて止まない︒思はず夜のふけ

たりしなければならないので︑なかなかい

はやしを入れたりしなければならないので

十一m4 れ自身にもわからないやうである︒きや

十一研3園

十一9610

十一9510

・立山等の姿を見ないのが︑まったく残

は︑十人とは乗れないほどせまかった︒

十圏9

十刎9

十㎜6

十珊3

つままれてもわからないほどである︒それ

で行かなければならない︒大きな水槽をの

軒︑水を運んで行かなければならない︒大

する︒鳴り物を使はないで︑呼び聲でやつ

十一佃2国

十一帽9団心がこもってみなければなりません︒

十一宙6国

十一備3

家賃さへも排へない今の身の上ではな
十㎜2

十國2

十一櫨3
は︑給も字もわからないころから︑この門

この難關を突破しなければならない︒ト

とんど見當がつかない︒バランガへ通じ

もはっきりわからない︒まして平原にあ

て心の落ち着かない時には︑いくらい

いこをしておかなければなりませんよ

終ったのも氣つかないくらみ︒﹁さやう

十襯1 の動揺にもよろめかない足取りで︑病室へ
十柵5 けでも︑持ちこたへなければならないと思
十備5 こたへなければならないと思った︒宗治は
十備9 しにすることはできない︒中には︑女も子

自刎11

すみさう

＋網10 じっとしてはみられないと思った︒軍勢に

十一槻8
もしやう

十矧5 雲一つ浮かんでは來なかった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁

十矧5 雨ごひをしたか知れない︒けれども︑雨雲

十一302

十一257

十一257

やはり敬っていはなければならない︒い

おかなければならない︒まつ相手の人に

をよく心得ておかなければならない︒ま

十︻伽3

十一枷9

十一桝9

﹂と書いて満足しなければなるまい︒し

でしまふかも知れないのであった︒勅命

死とともに傳はらないでしまふかも知れ

十一152下が︑喪章をつけない日の丸の小旗をお 十一槻8 破しなければならない︒トラックや前車

十一齪4

十一52圏面のやうに動かなかった川が︑今︑動
十一98園鯨りも雨が降らなかったから︑この雨

事に送り届けてあげなければllかう思つ

十儒5 は︑さほどとも思はなかった一人の患者が
十柵5 かへて︑病室へ行かなければと思ひながら

メートルにも足らない﹁たかねざくら﹂

十η9

十㎜4園

77941994592

園囹園園芸

十珊7

十㎝4

十十十十十十十十十十十

十幽1 には︑ちっとも驚かない宗治も︑この水勢
十衛6 みかたになってくれないかとすすめられた
十冊3 た︒秀吉は︑承知しなかった︒すると意外
十柵6園 決して犬死をさせないそ︒﹂といって︑

＋川−〇

＋慨−〇

30

31

32

36

36

3了

41

42

して持ち場を離れないえらさに︑すつか
︑思ふやうには行かなかった︒やがて︑工

手はちっともゆるめない︒急な階段をのぼ

計仕掛が襲明されない前は︑夜中でも起

はさなければならなかったのです︒﹂

心棒を手でまはさなければならなかった

園囹園

45

49

49

み方をするやうにしなければなりません︒

6557683
．園

＋8410い攻撃に守備しきれなくなって︑つひに旅

十十十十十十十
123 123 120 118 9了 90
十旧8 じゃうに︑目に見えないくらみゆっくりし
十梱5 ︑兵士は身動きもしない︒かれらは︑両手
十槻7 つた︒その聲の終らないうちに︑またして
十掛8 ざうしく︑落ち着かなくなって來ました︒
十慨9 した︒よってはならないと︑絶えず思ひ績

123

ヲ

イ

遠以﹂とでも書かなければならなくなる

書かなければならなくなる︒だが︑これ
︑その何ともいへないほがらかな︑つつ

ンチ以上にはのびない︒腰にラップラッ

小鳥が︑聞きなれない鳴き聲をして飛び

百を敷へるに過ぎない︒西洋人の残して

つても水は出て麗ない︒屋根に落ちる雨

ら︑火山灰の降らないところに︑新ラバ

射たものだと思はないではみられないが

はないではゐられないが︑今風の前に現

は︑だれも見てみない聖篭なところで仕

へば︑なまけられないことはない︒しか

んな夢心にはなれない︒なれないどころ

いても︑なほ足りないやうな氣がする︒

はなれない︒なれないどころか︑戦線に

から弟子入りをしなければならない︒弟

をしなければならない︒弟子たちは︑石
︑石の目を見わけなければならない︒石

わけなければならない︒石の目といふの

ひびが入り︑思はない倒れ方をする︒書

けるはずだ︒助けないところを見ると︑

かったとは限らない︒よし︑相手は羅

かなければならない︒﹂修行者はかう

ばとあれば聞かなければならない︒﹂

が出たかも知れないが︑わしには何も

私は喜びにたへないが︑どうか残りを

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

とを考へてくれない︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

し

ありし日の

かれは思った

つて︑人間を救はなければならないと︑

政治が成り立たない︒﹂

つた︒耕されてみないこんな廣い原野と

十二酋10囹ない︒ほめられないからといって︑手

十二2910園

とはさまってみない︒といって手かげ

十二696 くだしやうも知らない︒聞多は︑もう虫

十二691 た︒弟の姿も見えない︒再び家に取って

多量の出血
十二679 どこにも見つからなかった︒

ときまってはみない︒ほめられないか

レベスだとは思へないほど日本内地の風

十二302園

ことになりはしないか︒﹂顔回は師を

十二698 して見分けがっかない︒からうじて一口

十二661

十一一712園

十一一705

は︑ぐうの音も出なかった︒その夜であ

は︑猛獣毒蛇がみないといふ︒だが︑家

十二304囹

の中に容れられないといふことは︑何

が︑君子を容れないのは世の中の恥で

ます︒道を修めないのは君子の恥でご

とんど厘別がつかないほどである︒マラ

があり︑廊下へ出なくてもその通路をく

げ︑一間先も見えなくなるくらゐ降り績

林には︑名も知れない鳥が來て鳴き始め

なければ︑蝿もみない︒焼けつくやうな

十二491

十二447

十二421

十二347囹

十二347囹

うなってもかまはない︒﹂といった意味

十二349園

傳ふべき名も立てないで︑どうして空し

十二363園

ばがなくてはならない︒かれには︑さう

は生ある者の免れない運命である︒﹂と

十二346園

十一﹇316園

ちも二度とはしない男でございました

とにも寄りつけないと感じながら︑つ

ないではみられない︒私が力のあらん

はりついて行かないではゐられない︒

生には追ひつけないから︑もうよさう

のわる口をいはないことだ︒﹂と説き︑

十一一柵4立てることができないとする硬論がある

十一一佃3 くまで徳川を討たなければ︑武家政治を

十二柵2 なほる適々を與へないのである︒この工

十二鵬4

十二価10 ︑トラックは通じないから︑すべての材

十二価10 ここの橋が完成しない以上︑トラックは

十一一撹7 れを立ち往生させないやうに︑わが工兵

十二7310

十二734園

十二727 多は︑痛みも感じないかのやうに︑こん

けの手を書くさないでは︑この母の心

いた︒どうせ助らない弟︑頼みに任せて

十二309園

十二308園

生活には目もくれない︒かれらは︑自分

十二494

十二鵬6 ︑いさぎよしとしないやたけ心がみなぎ

十二鵬6 君の馬前に討死しなければ︑いさぎよし

はへ

る︑岩石がくつれないやうに︑働く人の

ことばとは思へない︒﹂と︑一度は否

か

かましさは見られない︒商店街からのび

く人の足場が落ちないやうにと念じなが

十二506園佛に教へを聞かなかったとは限らない

十二504園

くべつ

よゆう

︒まだできあがらない橋のたもとには︑

の母の慈愛によらなかったら︑三十歳の

つ孝行も書くさないのに︑今母上の力

勝手なことはできない︒心を一つにする

何百といふ敷知れない小鳥たちが︑いつ
︑よそでは見られないほど猛烈なもので

分のすきも許されない︒もしあれば︑危

はへ

の不愉快な蚊もみなければ︑蝿もみない

か

まうじうどくじゃ

蚊とんぼともつかないものが︑ふはふは

た世に容れられなければこそ︑ほんた

とカミ

しい家さへも見えない︒ところで︑一面

がお解けにならなかったとは︒﹂と︑

』い

十二306園

わいたのかも知れない︒孔子は平然とし

幕患純熟縁鯉

とは
はな

十二307園

十十十十十十十十十十十十十

には︑想像もつかないであらう︒今は二

十十十十十十十十十十十十

るのか想像がつかない︒朝日の出前から

＋一矯−o園 てたべられやしないよ︒﹂と︑以前二
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をしたかもわからない︒思へば︑まこと
︑國旗を掲げてみない︒堂島を掲げない

れて︑目的を達しない︒無事京都に着く

護らなければならない︒そればかりか︑

は何とかして護らなければならない︒そ

は徳川の家を離れないのが女の道︑徳川

で︑事情止むを得なかったかれの心中を

いへ
火の中をもいとはない御覧悟で︑將軍家

十二㎜6

十二㎜3

十二川1

十二㎜2

十二脳5

十二㎜8

機も敵を寄せつけないためには︑どんな

敵機をものともしないわが海鷲にも︑愛

して残光は見られなかった︒涼風に吹き

も︑何もかも見えなくなってしまった︒
りやうふう

しい文字かも知れない︒ところが︑その

︒さざ波一つ立たない︑鏡のやうな海面

九344 たった十一歳︑内地なら國民學校四年生の

八225国

六866国國

110

内地へは︑毎日のやうに汽船が出ますの
かうぺ
で︑それに乗ると︑四日めには神戸に賢者ます︒

内地に着きさへすれば︑完全な治療をする

この少女は︑

十一㎜9 住民の家がところどころに貼在し︑内地

十二鯉4

で御定線上を行かなければならないだけ

十二盟11

の笑顔がまだ終らないうちに︑またして

とう敵は影を見せなかった︒三

海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑

朝の涼しさは︑その鳥の聲とともに内地

今は二月︑内地ではまだ寒い風が吹いて

北斗七星は北のはつれにるて︑内地のあ

りかをささやき顔にまたたいてみる︒

十一一η3

みるであらうに︑

十一㎜10

町に住む人々には︑想像もつかないであらう︒

十一㎜8 セレベスの夜の静けさは︑内地の都響や

の春を思はせるのであるが︑

十﹁川10

は︑どんな動物がみるのか想像がつかない︒

十一川5 あの内地の山によく似た山脈の森の中に

日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒

十﹁脳2

病院が︑この勇士の患者たちを待ってるる︒

氣をゆるめてはみないのである︒﹁船が

中︑島影一つ見えない洋上に哨戒飛行を

のみなかの村を歩いてみるやうな静かさである︒

十川8

十一﹇㎜3

十二㎜7

易に見わけのつかないことが多い︒書下

十二川1

十二鯉4

行かなければならないだけに︑この測定
ご さ
りがあってはならない︒わっかな誤差か

多い︒書食も終らないうちに︑ものすご

襲も目標をはつれない︒文字通り百里百

撃沈に遠慮はいらない︒ぐんぐん近づく
十二η6

十一一卸3

ひをしてはならない︒﹂とおもむろに

着することのできない危険さへ起る︒洋

十一一㎜2

もどかしくてならない︒八時四十分︑敵

進器の音は︑聞えなくなってしまった︒

レキシ

やましくてならないのです︒﹂といつ

十二盟5

十二㎜6

内宮

もすることができない︒午後になって︑

とんど見當がつかない︒月は︑地球を中

ないかい

内宮

﹇内海﹈﹇Vせとないかい
ないくう
げくう

﹇内宮﹈︵名︶4

十一一圏3

るものが見つからない︒この大きな太陽

ないくう

ないくう

のう

げくう

﹇内地﹈︵名︶11

内地δにっぽんないち

地球を太陽の中心に置くとしても︑月は

太陽そのものの温度は︑表面で約六千度︑

二十センチぐらみにのびたいねの苗を︑

﹇苗﹈︵名︶4 苗

七382

若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

苗が︑二十センチぐらみにのびて︑葉先が︑

見ただけでも氣持のよいものです︒

七378

田にきちんとうゑるのです︒

三575

なえ

内部はもっともっと高熱である︒

十二個8

太陽の内部を廻るだけである︒

十一一㎜3

五91国まつ︑外宮のおまるりをすまして︑それ ないぶ ﹇内部﹈︵名︶2 内部
ないくう

から︑内宮へおまるりをしました︒

内宮・外宮の御神木を伐り出したみそまは
祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮・外宮の

じめ祭の行はれたところである︒

九139

九148

内宮・外宮の御神髄を奉安する御神木伐り

御神木の前に南面して作られてみる︒

ないち

与せいかんいんのみやちかこないしん

始めの御召は︑かくて終ったのである︒

九1610

いはなければならない︒國語は︑かうい

ないしんのう
と離すことのできないものである︒國語

かつてみるといはなければならない︒國

し國語の力によらなかったら︑われわれ

で︑ことばの通じないところへ行くと︑

ふことさへも考へない人がある︒しかし

い國語にほかならない︒われわれが︑毎

を見ることのできなかった目には︑皆た

っとしてはみられない︒私は︑その土を

ほとんど敷へ切れないほど存在する︒さ

るく見えるに過ぎない︒廣い舞い宇宙に

らはすことができない︒これを燭光であ

しよくくわう

廻るわけにはいかない︒また︑月を直樫

手を︑自由のきかない雨方の手で︑堅く

たへた︒目が見えない上に︑手の自由も
︑手の自由もきかない︒食事は子どもの

十二㎜7

ない︒國旗を掲げない船は︑撃沈してか
ん
︑撃沈してかまはないのだ
だい
︒た大
畑にも浮
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211
なえうり一なか

朝風にかるくゆれるやうになると︑
のとぶらひをも仕らん︒

なほす

︽ーサ・ーシ︾5お

天人の羽衣なら︑なほさらお返しはでき

﹇直﹈︵五︶4

にいさんは︑こはれてみたごみ箱のふ
たこの糸めをなほして︑下糸を少し

飛行中に起つた故障は︑みんなこの人た
あれをはやして︑ごきげんをなほさう︒
なほも

δおちあいなおぶみ

十二866園

ちの手によってなほさなければなりません︒

九価7園

つめました︒

四911團

たをなほしました︒

三961

なおす・すわりなおす・つくりなおす・ゆいなおす

なお・す

ません︒

四伽2園

八165 バナナは︑苗を植ゑてからく略﹀一年二箇 なおさら ﹇尚更﹈︵副︶1 なほさら
苗責り

月たつと︑敷メートルの高さに成長して︑

なほ

春は︑言責りがやって來る︒

﹇苗売﹈︵名︶1

﹇猶︺︵副︶11

十㎜11

なえうり

なお

八474 私たちも︑あんなのを作るのかと思ったら︑
なほうれしくなった︒

八539 走って行ってグライダーを拾ひあげると︑
なほかはいくなった︒

八6610 この重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしば
らく飛び績けてるたが︑

九528 千何百人の乗員は︑なほ安らかな眠りを績
なおぶみ

﹇猶﹈︵副︶5

あやふい御いのちをお揺りになった尊は︑
みになりました︒

八47圏萬里の波に

なほも南
わが偵察機は︑なほも大空をめぐりながら︑

へ氣がはやる︒
旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒

十709

夕日が落ちて︑

生き残ったわる者どもを平げて︑なほも東へお進

七2210

﹁器量ある武並なれども︑なほ軍の道 なおも

けてるるのであらう︒
九582口q凶圓
じゃうのすけよしかげ

を知りたまはず︒﹂とひとりごとのやうにいふ︒

九651図 城介里下︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と申
しければ︑輝尼︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑なほ一間つつ張
りみたり︒

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

九698図國 一豊は仕へて日なほ塞く︑家も貧しか
九901 さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を

かれらは︑なほも聞多をさがしたが︑も

︽ーッ・一

朝になっても︑まだ痛いのがなほりま

﹁先生︑ぼく︑早くなほつて︑學校へ行

四876囹おかげですっかりなほりました︒
七267園

どんな重い病氣でも︑きっとなほるといふ

きたいのです︒﹂と︑感電はいひました︒

七343

手足の痛む病人や︑傷の痛みがなほらない

うはさが︑︿略﹀日本中にひろがりました︒

七345

さうして︑つかれのなほるのを待って︑南

やうな者のために︑

八105

必殺のねらひなれば︑荒尾馬より逆さ

の暖い國へ送ってやりました︒

まに落ちて︑起きも直らず死しけり︒

十一199図

ミギヘナラへ︒ナホレ︒

﹇直﹈︵感︶一 ナホレ

一353囹

なおれ

おなか・かわなか・さなか・せなか・せなかあわ

なか﹇中﹈︵名︶麗中←あしはらのなかつくに・

せ・ただなか・のなか・はやしのなか・ひなか・ま

んなか・よなか・よなかごろ・よのなか

一735
ガニツニ ワレテ︑ 中カラ大キナ男ノ

ワリマシタ︒灰ノ中尉カクレテヰタ

ト門ヲノボッテ︑中カラ門ノ戸ヲア
一817

]6

三543︑おにのおなかの中からのどへのぼり

三534 ︑おにのおなかの中を︑針の刀でちく

三127くかさんは︑草の中へしっかに落ちま
三361囹
魚のやうに海の中へもぐります︒か

三57圃しい︒あま茶の中からひょっこりと︑

ぼくたちは︑畠の中のみちを走って︑

二872テミマスト︑土ノ中カラ︑守旧ネヤタ

二493 タ︒馬ハ︑ヲケノ中ヘカホヲ入レテ︑

︑ドレ︒﹂ト︑灰ノ中ヲサガシテ︑﹁ヤケ

二358モッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入レニナリマ

二313ヲヒロヒニ︑林ノ中へ行キマシタ︒キ

二295 マシタ︒水ガメノ中ニカクレテヰタ

Q
T

十一一678

なほる

直る

なほもわが潜水艦は︑敵船の学園をぐる

うどこにも見つからなかった︒

十一一捌5

﹇直﹈︵四五︶8

りとまはりながら︑砲撃を績けた︒
なお・る

三395

ラ・iリ・ール︾εおきなおる・たちなおる
せん︒

花子さんは︑痛いのが少しなほったやう
に思ひました︒

三407

Q9
R7

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒
をなほ祈るかな

十66図閣神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世
十一211図十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼ
りて︑手答へ高くはたと射る︒

やうな氣がする︒

十ニー36 いくら働いても働いても︑なほ足りない

なおざね ﹇直実﹈︹人名︺1 直心εくまがいのじ
十㎜8図圓 同じくは直實が手にかけ奉って︑のち

ろうなおざね

一一
一一
一一

三597 けがあって︑その中に︑金魚がたくさ
五834

かんかんてりつける中で︑行進をしたり︑

六103園︒﹂﹁そこのかごの中に︑おいもがあるか

をガラスばちの中へ入れてくれまし 五言1 まって︑ざんがうの中から︑敵をこうげき
高くのびた草の中に︑じっと立って 五器1 く︑揮が飛んで張る中でも︑勢よくかけ出

三731 た︒﹁︿略﹀︒﹂心の中でいのりながら︑

三615
三697

六642

して︑
さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑する

三737 たやうに︑かごの中ではねました︒私 六121 は︑せまいかこひの中から︑外へはひ出さ
六306団の漕水艦が︑水の中へもぐるのだと聞く
三765團 あります︒その中で︑つめのやうな
三893園んは︑﹁タイヤの中のチューブにあな 六312團つでも︑出水艦の中のたくさんのタンク
四205
木の葉で︑車の中が明かるいほどで 六315團できるのだ︒水の中へもぐったら︑海の
四332 わって見ますと︑中に小さな女の子 六317團きる︒また︑水の中で音を聞きわける機
四334 さいので︑かごの中へ入れて︑おばあ 六321国菊水艦の乗組員の中には︑どんな音でも
︑漕水艦は︑水の中にもぐってみても︑
四342 美しいので︑家の中も明かるいほどで 六334団
四388 しめきった一間の中で︑しっかりとか 六338国︑機關銃もある︒中には︑飛行機を持つ
四443 の話です︒海の中に︑小さな島があ 六341團魚のやうに︑水の中をくぐりながら︑敵
六347團こえて︑敵の港の中へしのびこんだりし

六713て︑私は︑ねどこの中へはいりましたが︑
穴鵬3五 ︒﹁どうして︒﹂﹁中は暖い春ですもの︒
六旧9 す︒見るまに︑船の中には︑いわしの山が
六価5 さん通ります︒その中に︑子どももまじつ
七111れがあの︑おわんの中に浮いてみるわかめ
七131のすきとほった水の中で︑きれいな︑六七
七136た︒べらが︑たもの中でぴちぴちとはねま

やうじをあけて︑中からねえさんがの
いて來ます︒鏡の中のをんどりも︑首

五217 りも︑ときどき池の中で見かける鯉やふな

をおあけになると︑中に火打石がありまし
七2110

に行く途中も︑心の中で︑﹁︿略﹀︒﹂といの

五409 ︑かひこは︑まゆの中に︑かくれて見えな

五395 らのおうちを︑箱の中へ入れてやると︑か

五377

五328 もらって來て︑箱の中へ入れてやりますと

五269 さんが︑一人の娘を中において︑泣いてゐ

五211 といっしょに︑池の中を泳いでゐました︒

五95国 すきとほった水の中に︑たくさんの魚が

四馬1 うさま︒﹂と︑心の中でいってみるにちが

四728 さつをして︑門の中へはいりました︒

ますと︑ポストの中には︑もう二枚の

五244 た︒さうして︑水の中にみるのが︑いやに

あけて見ますと︑中から出たのは︑一

五245 って來ました︒水の中にみると︑何だか息

七325えてゐました︒その中に︑光明皇后のお建
七372はを引いて︑泥水の中を︑行ったり來たり
七386女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒ここの
いもせ
しやうじ
七624方の者が多かった︒中にも︑弔事の荘司は
ひこしらうよしてる
七628らなかった︒お供の中に︑村上彦四郎義光
七793国になって森や林の中をかけまはったり︑
七852 油蝉の子は︑土の中に住んでゐます︒前

四543
四561
四597
四676

五467 は私のうきが︑水の中へ引きこまれました

ぐらのやうに土
︑の中を上手にもぐって行
七853

そ︑
の中にはいってゐます︒
五696国うといって︑その中には︑馬のだいすき 七855 るい穴をほり

七8610
うになります︒土の中へもぐってから七年

七862きずをつけて︑その中に卵を生みます︒卵
七866まにか︑柔かい土の中にもぐりこんでしま

七8710の皮が縦に割れて︑中からみつみつしいか

七901は︑十何年も︑土の中にもぐつてみる蝉が
七911 つさかさまに︑水の中へずぶ旺とはいって
七936 ︑からだはもう水の中へもぐってゐました
七996わてふためいてるる中を︑七十七歳の老元
七脳3 このたくさんの糸の中の一本が︑向かふの
七鵬5 に見える大きな圓の中には︑何かとろとろ

八810とです︒燕は︑鳥の中でも︑いちばん早く

八65 とがあります︒その中には︑親燕もゐます
八88 ︒南洋の島々から︑中には︑さらに海を越

八93 せん︒しかし︑その中には︑今年生まれた

八4110たせておいて︑姫は中へはいりました︒月

八133黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔かな實
八171がてそれが開くと︑中に黄色な花が︑矢車
八356うやく十三︑舞姫の中ではいちばん年若で
來て︑﹁あの門の中へ︑はいってはなり
八406園
ねますと︑﹁あの中には︑石のらうがあ
八408園

やうであった︒その中を︑私のグライダー

八421がしますと︑松林の中に石のらうがありま
八425 れか︒﹂と︑らうの中から申しました︒萬
きこずゑ︑林の中の小道を行けば︑
八444図魍

のとびらがあいて︑中から︑各州に焼かれ

鐵の柱は︑熱い櫨の中で︑じっとがまんを

きな電電仕掛の釜の中で︑白熱された鐵が

いのは有名ですが︑中でも五六メートル︑

す︒それは︑淀川の中にある細長い島です

が︑ちやうど小松の中へ︑とび込んだとこ

って行った︒松林の中を通って行く時︑だ

うづめてるました︒中には︑たき火にあた

10108691

2
8

9

五605 た︒かかしは︑田の中に立って︑四方を見

八 八 八 八 八 八
92 90 79 了9 59 55

八八八
989897

なか一なか
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八鵬5びっくりしました︒中へはいって︑まつ目

八脳9 をしました︒寺院の中は︑もう︑うす暗く

八撹4 返されると︑砲身の中には︑きらくと鏡

八梱8 らやって來る砲身の中へ︑ぐいぐいとくひ

八998 柱は︑そのほのほの中を︑下へ下へと沈ん

八993 うな︑深い油の桶の中へ︑眞赤なからだを

土塁6

九㎜6

九蹴3

九佃2

九佃1

寸劇8

い︒とうとう︑林の中へもぐり込んでしま

かる︒ぼくは︑心の中で︑﹁やるぞ︑やる

九柵4囹

じって咲く︒朝霧の中で︑放牧の馬が︑露

つて︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる

そろこほろぎが家の中へはいって︑床の下

も︑よひの間は家の中がむっとして︑柱も

九9910

十一577図たまへる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せ

十一388

十一178図

十一154園

息休めて︑城の中をきっと見あぐれば

ですから︑心の中で萬歳を唱へてお迎

をけ

八㎜9 美しいものがうその中にはいってゐました

つてみる︒その煙の中に︑ぽかりぽかり︑

春に生まれたものの中からえらばれたもの

なにしろ︑中里の中は︑ふだんでもかな

あさぎり

︑更に大きく弾幕の中をめぐって︑二度め

つたもので︑雲の中でもいちばん高く︑

十一596図國敷を知らず︑中にもせっかくの合職

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

がはいらない︒水の中で︑もがいてみるや

八棚8囹らだをしぼると︑中の水が勢よく下へ出
十292

九加12

もくらむやうな光の中で︑レパルスの水兵

りして遊んでみる中に︑十ばかりであら

八鹿2 まるい池があって︑中に︑たくさんの﹁い
十317

八桝6 ︒﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかなか
八幡1 ﹁かれひ﹂が︑砂の中にもぐつてみるやう
物654

︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心の中で深く爾親にわびた

る︒オンドル部屋の中では︑薄暗いランプ
はん
よく見なさい︒月の中に薄黒い︑大きな調

八悩1 かれるので︑部屋の中のにごった空玉が出
十748

十699

十394

九144 まじって聞えて來る中を︑今日のみそまは

八柵9 にないので︑部屋の中が︑いつもとは違つ

九199團くたびに︑ひげの中からおとうさんの十

鳴雪

わかれた戸だなで︑中にはわくが仕掛けて

場は︑薄暗い土藏の中である︒障子をもれ
むろ
ません︒この室の中をごらんなさい︒﹂

うに音と訓があり︑中には︑音訓にいろい

ひ來る茶わんの中の金魚かな

十944圏ました馬も︑その中の一頭で︑すぐれた
十柵8

十986図魍

九267 近の密林やゴム園の中にかくれてみた住民
九272 で迎へました︒その中にたった一人︑色の

十型1
十慨8園

十伽1

ない︒揮丸の夕立の中で︑波打際に二つ伏
洗ってから︑病室の中をまはりました︒毛
て︑みかんの小箱の中でくだきました︒三
とたんに︑私の頭の中には︑病室で苦しん
ることはできない︒中には︑女も子どもも

ゆめ

るく輪になったその中で︑猿がさまざまな
聲を聞くのは︑夢の中の聲のやうに思はれ

子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ
されてみた︒その中を︑王の御なきがら

つた時で︑かさの中に星が見えれば天棚

雲といって︑雲の中でもいちばん低い雲

い︒薄明の天地の中で︑山々の薄黒い姿

られるやうに室の中へしのびこむ︒首筋

めぐらした部屋の中に︑たたずんでみる

混って︑太く口の中でふくんだやうに鳴

來る︒短い鋭さの中にも︑どこかやさし

立ってるた︒林の中を︑奥へ奥へと重ん

て夢のやうに霧の中に薄れてみる︒ただ

に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒道は

ました︒映壼の中に︑日本の兵隊さん

で︑いそがしい中にも︑ずっと績けて

の前まで搾ると︑中からピヤノの音が聞

ましい人の心の中には︑かうしたやさ

た︒つひに︑霧の中に近く山小屋を見あ

んがうの暗がりの中で︑擾聲器の鮎検を

ルがおとつれる︒中でもクチンのスコー

ちらこちらの緑の中に鮎在してみる︒サ

のやうな静けさの中へはいって行く︒即

そうと茂った林の中では︑うぐひすそつ

く似た山脈の森の中には︑どんな動物が

いふ︒だが︑家の中の机の上に︑大きな

電車のやうに町の中をどんぐ走る︒止

かな春の日の光の中に︑あわただしく散

たの砲兵は︑畠の中へずらりと放列をし

ンのざんがうの中で︑日本の長唄を聞

116

九326園來たら︑戸だなの中にあるお米や︑かん
九414 す︒私たちが︑心の中で考へたり感じたり
九415 考へや感じが︑心の中で思ってみた時より
九426 文字は︑いはば心の中を窺し出す鏡であり

二更9

十欄3

十二1

三主3

三盛4

九4910 である︒四角な箱の中には︑近くの海で取 十悩6園ばれ︑更に︑室の中で乾かす必要がある
九501 見せ︑まるいをけの中には︑いかが折り重
九691図 ぬ馬多く集りたる中に︑一きは目だちて
九727 つめた︒黄色な煙の中に︑白い煙がまじつ
九731 わって︑たき口から中をのぞいて火のかげ
九736 のほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く

十㎜3

九7310 送って︑このかまの中の丸太をむし焼きに 十川11 れすぐわかる︒その中で︑いちばんさわが
九884 がありますが︑その中で一つだいじな星が

十型10

十脳1

十一147

了1

了5

78

了8

80

80

80

81

86

90

118

92

119

106

121

121

122

133

206

217

217

217

218

221

九899 ったら︑その七つの中の︑下の端に上る二
九951 く感じられる︒水の中を歩きながら︑顔を
九954 らだをずぶりと水の中へつけると︑つめた

了0

5277612410526882866376464798
囹 團聖運
223

213
なか一なか

．なか一ながい

214

十︻晒5 同じ作りで︑家の中に小さな通路があり

五558

小さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑

五616

みんな︑お小さいかたがたのことですから︑

二人は︑兄弟のやうに仲よくなさいました︒

いつのまにか大きくなります︒

六506

十ニー07 銅が︑この霞石の中に眠ってみるのだ︒
十ニー76 石工の姿は︑山の中で見かけると至って

小野くんと︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲
いつものやうに︑四人つつ一組になって︑
みんなは仲よくはげましあって︑毎日︑

仲よくわたれ︒

長イ手ヲノバシテ︑柿ヲイクツモイク

何百人といふ木こりが︑長い間かかっ

て︑やっと切りたふすことができました︒

四94

四364園 長い間おせわになりましたが︑
四579 おかあさんが︑長い間賢宰でねてゐま

どれも︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾

したので︑

六77囹

いつのまにか︑十年といふ長い月日が︑

﹁おお︑長くねたものだ︒﹂

をふって︑直言よく泳いでゐました︒

五213

六215

長い間かはいがって育てたみかんが︑

たってしまひました︒

六288

工兵は︑三人つつ組になって︑長い破壊

長い物が︑ぼんやり見える︒

したり︑ちぢめたりすることができる︒

六652

君が代を歌ひ終った徳坤は︑︿略﹀︑やすら

かに長い眠りにつきました︒

七2910

筒をかかへながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒

とヒつ

六描8

はくわい

十307各国大きな雁はさきに︑小さな雁はあとに︑ 六647 二本の筒は︑うまくはまり合って︑長く延

教練をしたり勉強したりして︑

七8310團

仲よく貝をお取りなさい︒

七74園

よく教室へ蹄って行った︒

六977

初めは︑仲よくしていらっしゃいましたが︑

十ニー08 くれる寳が︑この中に生きてみるのだ︒
十ニー97 ない︒一生を石の中で暮してみる石工た

十二236 なってみた校舎の中から︑どっとばかり
十二2310 示をした︒人々の中からは︑かすかにす
おほとものやかもち

十二283 ある︒弟子たちの中には︑ぶつぶつ不平
十二413 大伴家持が長歌の中によみ入れた次のこ
十二432 の美しさを一首の中によみ入れた︑まこ
せ っ せん

十二465 の山々があるが︑中でもりっぱに整った
十二483 ころは雪山の山の中である︒長い間の難
十二664 る途中︑暗やみの中に待ち受けてみる怪

二268

十二681 ︑そこはいも畠の中であった︒からだ中 なが・い ﹇長﹈︵形︶61 長イ 長い ︽ーイ・ーカッ・
ただ
十二909図 立てて︑大勢の中へかけ入りけり︒直 ーク︾δひょうながい・ほそながい
十二佃10 銃丸が飛んで來る中で︑平然と行はれる

二825園長イ竹ノサヲデ︑舟ヲコギマス︒

ツモトリマシタ︒

十二慨6 まれるやうに海の中へ姿を没してしまつ

十二柵1 ためには︑水火の中をもいとはない御器

一一966園

二価1園くわもつ列車だ︒長い︑長い︒

けも︑長い間はたらいてるます︒

はおなかのへんにかかります︒

いたします︒

八169

土の中へもぐってから七年めに︑やっと長

満六年といふ長い地下生活にくらべて︑な

この六年でさへ長いと思はれるのに︑

長い旅行を績けるせみか︑途中で死んで編

まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本の

つて來ない燕も︑かなり多いといふことです︒

八114

ままで︑長い間だんばんをつづけました︒

七伽8 それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあげた

七8910

んといふ短い地上の命でせう︒

七899

い地下の生活が終るのです︒

七8610

てるたのに︑

七682囹けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのび

したが︑

みなさんのっかってみる机もこしか 七334囹私は︑おなかの病氣で︑長い間寝てゐま

十二鵬7 ︒さうして︑その中には︑太陽より小さ
十二鵬10園 ねえさん︑雪の中からお人形が出て來

二価1囹長い︑長い︒

十二備9 恩をわきまへず︑中には母語といふこと
どたう

十二㎜2囹砕け散る怒涛の中には︑かへって海馬

三832長いひもをつけて︑首へかけると︑舟

三816

仲

耳を長くかきました︒

十二川7 やうなスコールの中へ突つ込む︒スコー

ナカ

どこまで行っても︑ 長い道︒
三924圏
三931圃どこまで行っても︑ 長い道︒
三935圃どこまで行っても︑ 長い道︒

した︒

三榴4囹 長い間︑ほんたうにおせわに

とま

餌壷7囹 あまり長くなりますので︑もうおい

なりま

十二川8 込む︒スコールの中では︑灰色の大きな
﹇仲﹈︵名︶1一

十二別7 今やまったく袋の中のねずみとなって︑
なか

リマス︒

二533 ナカヨクナランデ︑フッテ來ルノモア

す︒

﹁仲 よ く あ が っ て 適 い ︒ ﹂

四襯6 北風と南風は︑たいそう仲がわるいやうで
五175園

五184園 橋の上で仲よく遊びたまへ︒

215
ながいみち一ながさ

ぢく

軸が出ます︒

八786 初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列に
なったので︑ずるぶん列が長かった︒

八805 いかにもすべりよささうな傾斜が︑長く績
いてるる︒

八9710 まるで︑つきたての餅を︑手でまるくした
り︑長くしたりするのと同じやうに︑

八984 長い柱のやうに延されたこの鐵が︑
すれば︑振り方がおそくなります︒

八柳8 その糸を短くすれば︑振り方が早く︑長く

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

八備7 岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

もしろいのは︑その口のところです︒

八柵10 足の長い割合に︑甲は小さいのですが︑お

八悩6 長い間︑閉ぢ込められてみた入たちにとつ
ては︑春は︑うれしいだけではありません︑

九174 天を指してすくくと生ひ立つ幹は長く︑
ら︑長く尾を引いて消えて行く︒

九464 その音が︑︿略﹀裏の山々にこだましなが
九831 長い夏も過ぎ秋が來て︑

﹁汽車の か げ が 長 く な っ た ︒ ﹂

九伽10 前後七年にわたる長い戦に︑尼子方は多く
討死し︑

九川5園

る︒

九鉗8 長い春の日も暮れかけて︑手もとが暗くな

うなるやうな地鳴りとは︑

十206 しかし︑長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑
ろうじゃ う

この長い長い交通路を︑りつばに整へ︑安

なひとりごとをいった︒

十㎜5
たも
全に保つことができないうちは︑支那の活動も︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑みんなはにこにこしなが

長唄を聞くなんて︑うれしいことだね︒
十一梱7

ら︑長唄の音に耳を傾けてみた︒

泥まみれの長靴をはいた弟が︑

﹇長靴﹈︵名︶2 長靴

十二㎜1

ながぐつ

その年は亘理が不順で︑九月の中ごろ急に

﹇中頃﹈︵名︶2 中ごろ

七月の中ごろですと︑︿略﹀︑ちやうどひし

幅が一斗五尺︑長さが二十丈︑その上を賊

﹇長﹈︵名︶16 長さ

かげが

︿略﹀︑ぼくのせいの高さと同じ

外側がきれいにけづられて︑砲身の長さと︑

三智3 甲の長さが一メートルもある﹁うみがめ﹂

メートルにきめておくと︑

八柳9 しかし︑糸の長さを︑一メートルなら一

まるみとが︑きちんとそろって遮ると︑

八梱3

かげの長さを計るのですね︒

七721囹 それで︑その時刻に︑あの國旗掲揚墓の

同じになるといふわけだらう︒

七718園 あの國旗掲揚壷の高さと︑かげの長さが

なった時刻は︑

七717園正男くんのせいと︑かげの長さと同じに

にちぢんで︑ぼくのせいと同じ長さになります︒

七714園あとしばらくで︑かげが百二十四センチ

たまへ︒

七707囹 これで︑ぼくのかげの長さを計ってくれ

長さになる時が︑あるにちがひない︒

七688園

はわれ先にと渡った︒

七608

ながさ

やくを立てたやうなかつかうになってゐます︒

九895

寒くなり︑雨が降り画きました︒

八910

なかごろ

にはいった︒

大木から長くひげのやうにぶらさがる 十二備9 ぼくも︑長靴をはいたまま︑下手の淺瀬

この長い長い交通路を︑

襲達も望めない︒

十㎜5

十一875

日本の兵隊さんが︑山の谷あひを長い

﹁さるをがせ﹂などを︑

十一佃8團

長い長い物語を讃みあげるのに︑ほとん

列になって︑進軍して行くところが罵りました︒

十一囲1

長い長い物語を讃みあげるのに︑

ど心魂をささげ空くしたことであらう︒

十一協1

長い文章になると︑その苦心は一通りの

やがて︑十塁︑二十皇と長くつながって︑

ことでなかった︒

十一柵5

十一一117

堅い石に︑長い墾を打ち込んで行くこの

坑外へ運搬されて行く︒

十ニー53

思ひ通りに割れる腕前になるには︑長い

仕事は︑生やさしいものではない︒

十ニー88

長い間の難行苦行に︑身も心も疲れきつ

間の汗みどろの努力がひそんでみる︒

十一一483

た一人の修行者が︑

十二価7もし︑日本が官軍と朝敵とに分れて︑長
長い道

長い道

長い道⁝⁝⁝九十二

︹課名︺2

く職ふやうにでもなったら︑

二十四

二十四

ながいみち

三922

ながうた

三312

長唄
長唄

フィリピンのざんがうの中で︑日本の

長唄の調べである︒

﹇長唄﹈︵名︶3

十一捌5園

十一梱4

ながうた

十一伽8

ながうた

十875 長い間篭城してみた將士たちに︑このお ながうた ︹題名︺1 長唄
ろうじゃ う

くり物がどれほど喜ばれたことか︒

せう︒

十齪4囹 長い篭城に︑さぞお氣つかれのことで
十η5 長い変の一うねを刈りあげるたびに︑こん

ながさき一なかなか
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が泳いでみるのには︑

れ︑

九185 伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら

なかしな

﹇中支那﹈︹地名︺1

︽ーキ・ーシ︾

︽ーミ・一

中支那

更に︑中支那・南支那のものを合はせたら︑

實におびただしい敷字にのぼるであらう︒

十㎜2

なが・す

︽ーサ・ーシ・ース︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんも涙を流しなが

九454

日の出前の海は︑油でも流したやうに静か

徳坤は︑涙を流して喜びました︒

見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑

りついて︑涙を流しいひけるは︑

油を流したやうな静かさ︑盟・調さだ︒

十一一㎜2

十一一矧12 風に流される機の方向を正すため︑

だが︑これではまたあまりに長過ぎて︑

与おなかせる

中立神宮備林

﹇中立神宮里林﹈︵名︶3

讃むのにかへって不便である︒

十一糊7
なかせる

中立神宮書林

なかだち

なかだちじんぐうびりん

十メートルの中立神宮備林に着く︒

なかだち

九137 谷間をのぼって行くと︑やがて標高千百五

のやうに立ってるる中立神宮晶群の朝である︒

九143 青々と大空をおほふ檜の大木が︑美しい柱

九187 木やり歌は︑中立神宮備林の面壁な空前を

せき

旗艦長門以下百敷十隻︑

ながと

さんさんと秋

明かるくふるはせて︑いつまでも響き渡った︒
ながと
﹇長門﹈︵名︶1 長門
ながと

﹇中々﹈︵副︶29

なかなか

スケートをつけて氷の上に立つこと

それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを

子犬ですから︑これは︑なかなか聞きませ
六111

火事は︑なかなか消えさうに見えません︒

取らうとしても︑なかなかつかまりません︒

が氣になって︑なかなか眠れませんでした︒

六714 私は︑ねどこの中へはいりましたが︑火事

六709

んでしたが︑

五二1

水で洗ってやるのには︑なかなか勇断がいった︒

五673国

てなかなかあがりません︒

五471 はっと思って引きあげようとすると︑重く

も︑なかなかむつかしいのですが︑

四517

なかなか

の日をあび︑ 今日︑おごそかに観艦式︒

下士官が︑甲板の吐水口からふき出る海水 八267圃
熊谷︑はらはらと涙を流して︑﹁︿略﹀︒﹂

天略﹀︒﹂とて︑これを取って大沼義纒
うるし

船は︑黒い漆を流したやうな海原をけって
一天にはかに墨を流したやうに曇って︑
ろくしやう

そこには︑緑青を薄くとかして流した
それがしの主人は︑立板に水を流すや

十二947図母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取

うに︑ものをいひつけられるお方ぢや︒

十二785園

やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十一川2

天地も暗くなるのは︑

十一772

進んでゐます︒

十燭6

の見参に入れたれば︑見る人涙を流しけり︒

筋違10図

と申せば︑﹁︿略﹀︒﹂とそいひける︒

十佃5図

を︑をけに汲んでどんぐ流すと︑

九5510

である︒

七266

の汗を流してゐます︒

六伽2だれもかれも︑日に焼けたからだから︑玉

ら︑お喜びになりました︒

脂漏2

らきを見て︑涙を流すほどでした︒

みんなの兵隊さんが︑利根のかうしたはた

流す

ところどころに中洲があって︑小さな木が ながす・ぎる ﹇長過﹈︵上一︶1 長過ぎる ︽ーギ︾

﹇流﹈︵四五︶15

生えてゐました︒

五513

九756 源作ちいさんは︑︸メートルばかりの長さ なかす ﹇中州﹈︵名︶1 中洲
に焼けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

九775 切って來たばかりの木を︑一メートルばか
りの長さにそろへて︑写しさうにひき始めた︒
きやく

長し

英雄墓は こ け む し ぬ ︒

流し込む

五宙5

十354 長さ一メートルばかりの望遠鏡が︑三脚 むおしながす
の上にのってみる︒

十一586図 五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三
十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一992 船のともから︑網がしだいにくり出され

へいざう

て︑その長さが約五千メートル︒
ながさき
﹇長崎﹈︹地名︺1 長崎

ながさき

ながさき

﹇ 長 ﹈ ︵ 形 ︶2

﹇流﹈︵名︶δふきながし・ゆみながし

いつも嘉湾から南支那へ通ってゐました︒

七川6 長崎の貿易商末次平藏の船の船長として︑

なが・し

ながし

をとりつけ︑

八714図見れば︑へさきに長き竿を立て︑赤き扇

に似て︑

十二767卓絶 歴史は長し七百年︑ 興亡すべて夢

流し網出漁船

ながしあみしゅつぎょせん ﹇流網出漁船﹈︵名︶1

十一983 ここ北千島の一角を根素地とする二百隻
﹇流込﹈︵五︶2

の流し網出漁船は︑いま出動準備の最中である︒
ながしこ・む
ン︾

いがたへ流し込みます︒

八975 その鐵を︑大砲の形とは似ても似つかない︑

の引起のたんぼは︑たちまち湖のやうになった︒

十爾8 それを一礼に流し込んだのであるから︑城
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なかにわ一なかほど

六839園 なかなかいい思ひつきだ︒
したが︑

七835團 躯幹當初は︑︿略﹀︑なかなか骨がをれま

十一379
暮れない︒

十一734

のどかな春の日は︑暮れさうでなかなか

中之島や︑その附近には︑高い建物が並び︑

島の東の端には︑中之島公園があります︒

八914

青空に綿を大きくちぎって︑あとからあ なかのしまこうえん ﹇中之島公園﹈︵名︶1 中之島
公園

なかば

島の東の端には︑中之島公園があります︒

十一828

四734

かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ

まだ︑なかば眠りからさめない心のうち

永久書きたしらかわ

この杖をかうして持ってるると︑永久

永久王⁝⁝⁝七

永久王

中房温泉

永久のからだは︑お上におささげ申し

永久王

永久王

ながひさ

二

︹課名︺2

二

ながひさ

﹇中房温泉﹈︹地名︺1

中房温泉から四・六キロと記した道標が

﹇中房温泉旅館﹈︵名︶1

なかぶさ
﹁出登︒﹂山田先生の聲が︑中房温泉旅

中房温泉旅館

なかぶさ

なかぶさおんせんりょかん

立ってるる︒

十一902

なかぶさおんせん

十一71

十﹇23

ながひさおう

たものですから︑

十﹁106囹

に手を引かれてみるやうです︒

十﹇82囹

のみやながひさおう

ながひさ ﹇永久﹈︹人名︺2

に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒

十一781

ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑

十一673図

ものが見えてもよささうなものである︒

九価3 八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

そろそろ日本を去って行きます︒

八76 やがて︑九月もなかばを過ぎると︑燕は︑

﹇半﹈︵名︶4

とから投げ出したやうで︑なかなか盛んな感じの

中塗り

なかば

七麗6 日本人は︑なかなか承知しませんでした︒

しかし夕立てはやさしく︑日本人を心か

なかなかうまいではないか︒

八916

十一㎜4

十一撹3囹

する雲です︒

ければならないが︑これはなかなかむつかしい︒

八503 次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げな

八M6 ﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかなか氣

ら尊敬して︑なかなか勤勉に働く︒

食後︑會軍官から中庭へ出て︑記念の窩眞
ステッセル將軍は愛馬にまたがり︑はや足

中庭のあんずが咲いて︑花びらが胡同へち
﹇中塗﹈︵名︶6

下塗りは下の部屋でしますが︑中塗りと
主人の話は︑中塗りのことになる︒
下塗りができあがると︑その上へ︑この

そばに積まれた中塗りの盆は︑内側ばかり

なかのしま

たやうになってゐます︒

廣い庭の中ほどには︑何本も立札が立

を渡って︑中之島といふところへ來ます︒
館の庭に勇ましく響き渡った︒
くし
まるで中之島を︑たくさんの串でさし通し なかほど ﹇中程﹈︵名︶2 中ほど

八912

八909

なかのしま ﹇中之島﹈︹地名︺3 中之島 中之島
おほえ
御堂筋といふ大通を進むと︑やがて大江橋

十桝10

半睡9 下塗りと中塗りができた上へ︑上土をかけ
どうやう
て最後の仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑
どうやう
仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑
なかのしま

が塗ってあって︑

十擢5

やうに中塗りをします︒

十梱10園

十捌8

上塗りは︑二階の方がいいのです︒

十字5園

なかぬり

らちらと降って來るのも︑このころである︒

十圏1

庭がせまいので︑思ふやうには行かなかった︒

をさせたり︑かけ足をさせたりして見せたが︑中

十977

を取った︒

十975

﹁いや︑孝行です︒﹂といって︑なかなか なかにわ ﹇中庭﹈︵名︶3 中庭

のきいた魚です︒

九358
聞かないさうです︒
か見當がつかないでせう︒

九892 しかし︑かういっただけでは︑まだなかな
九978 今までからだを浮かしてみてくれた海が︑
︿略﹀︑なかなか前 へ 出 し て く れ な い ︒

めようとしてもなかなか思ふやうにはいかない︒

九992 さうなると︑先頭からかけ離れて︑間をつ

九佃1園機種の同じものはなかなかわかりません
が︑違ふものなら︑近づけばすぐわかります︒
なか落ちさうにもなかった︒

九撹2 しかし︑富田城は名城であるだけに︑なか
九㎜6 なかなか足が早い︒
なかなか答へない︒

十329 おちいさんは︑口をむにやむにやさせて︑

十776 だが︑思ふやうに動くものは︑なかなか生
まれて來なかった︒

十枷6囹 さび土は︑その土地特有のもので︑これ
がなかなか塗り物には大切なものです︒
十櫨3園 なかなか手敷のかかる仕事です︒
きり

十儒2 三本足の錐であったのが︑二本は折れて一
本足になってみるので︑なかなかくだけません︒

十㎜8 猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいつ
たり︑︿略﹀︑なか な か い そ が し い ︒

なかま一ながら
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ててありました︒

七407 敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立て
てあって︑それにしめなはが張ってありました︒
なかま ﹇仲間﹈︵名︶9 なかま 仲間

三428園このごろ︑なかまのものが︑ねこに取
﹁︿略﹀︒﹂と︑年よりのねずみが︑なかま

られてこまる︒
三433

のものにいひました︒

四813園 君の仲間とぼくの仲間と︑どっちが
多いか︑くらべてみょうではないか︒

四813園 君の仲間とぼくの仲間と︑どっちが
多いか︑

仲間を大勢つれて來ました︒

四817 わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに

ろ

眺め

がめる

なが・める

﹇眺﹈︵下一︶18

眺める

︽ーメ︾5おな

まもなく︑遼陽の白塔が眺められた︒

虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山から

立ちのぼる赤い火を眺めた︒

十一珊4

寝につくのである︒

や し

その雨側に︑竹と椰子の木で作った長屋

兵隊さんたちともみんな︑仲よしになりま

﹇仲好﹈︵名︶2 仲よし

いつのころからか︑北斗は︑清くんのうち

ナガラ

ながら5かみよ

なみだながら・むかしながら・われながら
︑ ﹁︿略﹀︒﹂トイヒナガラ︑カサヲサシ

さながら・さながら・じぶんながら・てきながら・

ながら ﹇乍﹈︵接助︶洲

の子馬の青と︑大そう仲よしになりました︒

九849

した︒

九351

なかよし

がずらりと並んでみる︒

十一晒4

次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ ながや ﹇長屋﹈︵名︶1 長屋

を眺めて︑じっと考へこむやうになりました︒

四356月の出る晩になると︑かぐやひめは月 十一㎜12 きらくと輝く南半球の星を眺めながら
四461

金の牛は︑おなかがすくと︑みどりの

て︑みどりの島を眺めました︒

四464

廣瀬中佐で名高い旅順港口を眺めたりす

ひろせ

島を眺めては︑おなかをいっぱいにしました︒

ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑

八255国
ると︑

八404

何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

二つの目だけを砂の間から出して︑︿略﹀
副長はもう上甲板に出て︑今日の即言はど

目だまを動かしながら︑外を眺めてゐます︒

八佃5
九536

うかと空を眺めてみる︒

北斗は︑︿略﹀︑始めて見る世界をさもめづ

川端の石に腰掛けて︑慣し方行く末を思ひ

らしさうに眺めました︒

九814

九鵬9

そばで︑満人たちが耕作の手を休めて︑こ

れうやう

ながら︑鹿介はじっと水のおもてを眺めた︒

九鋤3

かうさく

九断4

ちらを眺めてみる︒

まるで失神したやうに︑かれはそこに突つ
小さな子どもは︑給も字もわからないころ

立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒

十2210
十㎜12

美しいかざりのやうな氣持で眺めてみる︒

から︑この門柱の聯を眺めてみる︒

十惣1

おかあさんも︑そばでにこにこしながら
眺めてゐます︒

十﹇485

只略﹀︒﹂といって︑かれはしばらく澄
みきった空を眺めてみたが︑

十一搬6

が︑おはしを取りながらおっしゃいま
︒﹂かけごゑをかげながら︑みんなでか

︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑砂をどんど

をそっと引きよせながら︑虫かごの口

﹂心の中でいのりながら︑ねぎを︑きり

﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑私は︑そっと

さんに手を引かれながら︑おされるやう

はしのかいでこぎながら︑川をのぼっ

丸が︑ふえを吹きながらあるいてゐま

ガラスカラ外ヲ見ナガラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

トンボガヘリヲシナガラ︑フッテ來ル

ォッカケッコヲシナガラ︑フッテ來ル

モレ︒仁山ウタヒナガラ︑前カケヲヒ

テヰマシタ︒タベナガラ︑トキドキシ

ッテ︑日ニスカシナガラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

出テ︑ムネヲハリナガラ︑イキヲイッ

42661398818575128

四819囹君の仲間はずるぶん多いな︒
四価7 南の國から︑大勢の仲間をつれて來て︑北
風をどしどしと追ひまくります︒

五208 おたまじゃくしは︑毎日︑大勢の兄弟や仲
間といっしょに︑池の中を泳いでゐました︒

五221 小さなめだかを見ると︑これも︑自分たち

なかま

の仲間ではないかと︑思ったこともありました︒
なかま ち
﹇仲麻呂﹈︹人名︺1 仲麻呂

なかまろ
ながめ

十二386図魍 仲麻呂の魂祭せん今日の月︒
﹇眺﹈︵名︶4

やま
こもる大

八919 大川をめぐらした眺めは︑いかにも大阪ら

ながめ
しいけしきです︒

稚︑ 春秋のながめっきせず︒

九61図魍 海原に敷島の國︑ 青山に

かくうんてい

うに︑御茶屋ありて隔天引といふ︒

十810図 木立深く︑道めぐり︑池の眺め置きとこ

十一泌1 部落の人たちがそろって水浴する眺めは
壮観である︒

989了787373706了51191015353524932219
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しまをあんないしながら︑出て來ます︒

めは︑おじぎをしながら︑どこかへ侍

は︑なみだをふきながら︑ていねいに

わあ︑わあ︒﹂いひながら︑行ってしま

五601

五535

五529

五475

︑目をぱちくりさせながら︑﹁︿略﹀︒﹂と申

が︑青い空をうつしながら︑ゆっくりと流

と︑ラッパを鳴らしながら︑川岸の道を走

と二人で︑氣をつけながら引きあげると︑

六実2
六柵1
六槻7
六旧3

はくわいとう

でなはを解いてやりながら︑﹁︿略﹀︒﹂とい

長い破壊筒をかかへながら︑敵の陣地を︑

長も︑部下を指圖しながら進みました︒そ

方へ︑作江を向かせながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさ

五633 ﹂﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑少彦名神は︑
六摺4 略﹀︒﹂と大聖に呼びながら︑文治が立ちあ
五668團
オーラ︒﹂といひながら︑こはこは馬に 六伽3 ろです︒白波を立てながら︑行ったり去た
六㎜2 船から︑竿で押されながら︑しだいに網の

七42圏 朝の潮風あびながら︑弟と二人︑海
七44圃しめった砂をけりながら︑波うちぎはを

さんが︑私の顔を見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂とい

で︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑ていねいにお

五707

五748

七81 てるるのかなと思ひながら︑むちゅうにな

五716は︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑あっちへ行き

朝風に︑いななきながら呼んでみる︒あ

ことにお渡しになりながら︑﹁︿略﹀︒﹂と仰

五953團
五968

七1510によってよろよろしながら︑奥の間へ行か

七106 ︑ばちやぼちや歩きながら︑子牛がねてみ
七114とうれしさうに笑ひながら︑勇さんが走つ

を見つけて︑笑ひながら走って來まし

大空の雲をかき分けながら︑勇ましくおく

五三3

をりました︒翌年ながら︑ただ今︑お名
七1710囹

しまった︒﹂と思ひながら︑すぐはね起

に︑にほひをかぎながら目の色をかへて

五戒4団

とうさんも涙を流しながら︑お喜びになり

五槻2

りの命は木を見あげながら︑ほをりの命﹁

七205 いろおもてなしをしながら申しました︒﹁︿
七292れ いしの 小さいながら︑はっきりと些

の天人にかこまれながら︑しっかに天
五悩5

さんは︑腰をのばしながら︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︒のちには︑すべりながらまがったり︑

六101

︑
みんなにこにこしながら︑せっせと働き

六615

六438

たってみかんをたべながらみ
︑んなで︑職

た︒
﹁︿略﹀︒﹂と思ひながら︑ぼくは︑この

のおとうさんも笑ひなが﹁
ら︿
︑略﹀︒﹂とい

︒﹁えいつ︒﹂といひながら︑思ひきって︑

七356 ﹂このやうな話をしながら︑藥の風呂には
七446を歌ひました︒歌ひながら︑このあき地に
七652 ︑相手をにらみつけながら︑おちつきはら
七681が︑自分のかげを見ながら考へこんでみる
七686あちらこちらと歩きながら考へる︒しばら
や︑大福餅をたべながら︑お國じまんの
七802團

七2910々の涙にみまもられながら︑やすらかに長

めたい風に赤くしながら︑む中になつ

六291

六282

﹁︿略﹀︒﹂とかぞへながら︑渡って行き

した︒白兎は泣きながら︑また今まで

六794

︒
﹁︿略﹀︒﹂さういひながら︑弟が持って來

六301国を朝風になびかせながら︑軍港を出て行
六319国凝る音を聞きわけながら︑敵に近寄るこ
六342国︑水の中をくぐりながら︑敵艦をめがけ

いさんは︑車を引きながら︑ときどき︑﹁︿

にこにこ笑ったりしながら︑立止って︑兵

六831

︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑豆を庭へ向

わからぬことをいひながら︑三四人は︑車

・こしぐとしごきながら︑熱くして曲げ

ができる︒線を引きながらも︑私の心に浮

略﹀︒﹂目を白黒させながら︑ノイツは︑か

椅子にふんぞり返りながら︑足をもう一つ

い す

うして︑風にゆられながら︑やっと柿の木

糸が︑夕風にゆられながら︑ふはふはと担

てみた人々を指配しながら︑みつから防火

は︑胸をなでおろしながら︑三時ごろおい

4451099313

大きな聲を出しながら︑豆をまきま

もたちに手つだはれながら︑日本の兵たい

︒﹂大きな聲で呼びながら︑支那の子ども

とんとんふみ鳴らしながら︑おもしろくお
︑川の流れを見つめながら︑日本の兵たい

天人は︑まひながら︑だんだん天へ

けしきに見とれながら歩いてゐますと

六863團︑何だ︒﹂といひながら︑まはりに︑大
六868團略﹀︒﹂などといひながら︑みんなで︑お
六931た︒﹁わあ︒﹂といひながら︑たまを投げ始
六941 ︒﹁ようし︒﹂といひながら︑たまをつかん
六㎜4 て︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑弓と矢を︑道
六相2 ︒﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑和尚さんは︑
六佃5 は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑板の間
して︑お菓子をたべながら︑歌を歌ひ始め

八八七七七七七七七
50 49 120 114 104 103 101 100 93

って︑みかんを取りながら︑みかん取り歌

の上を︑かぞへながらとんで行くか

よく羽ばたきをしながら︑﹁こけごっこ

りがわるいと思ひながら︑ぼくはおし

あさんは腰をかげながら︑﹁︿略﹀︒﹂と

う︑ほう︒﹂といひながら︑かんしんして

じゆうにこにこしながら︑軍かんやひ

ら手ぬぐひを取りながら︑﹁︿略﹀︒﹂と

さんは︑にこにこしながらざしきへあが

美しさにおどろきながら︑りっぱない

33383459851474443182293784128416
囹
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九635図圓

いかでか︑生きながら足にて顔をふま

きつねを引きあげながら︑﹁︿略﹀︒﹂と申

十707

十676

十671

十668

なほも大空をめぐりながら︑旗艦ウェール

補いっぽいにいだきながら︑われわれ爆撃

ぱっと赤い火を吐きながら︑火だるまにな

すれすれに飛び越えながら︑激しい掃射を
しんろ
ばれるやうにもがきながら︑大きく針路を

つて︑目に涙をためながら︑じっと私を見

ちのぼる煙を見つめながら︑黄色な煙が︑

十709

玉5710

のだ︒炭を取り出しながら︑源作ちいさん

が︑海風にひらめきながらしづしっとのぼ

九746

焼いてみようと考へながら︑ちいさんは一

と艦尾から煙を吐きながら︑八ノットぐら

九607図

︑またたく星を仰ぎながら︑おとうさんに

九759

地上勤務の者も泣きながら走り寄って︑わ

九573

歳︑萬歳︒﹂と叫びながら行きました︒早

九778

十711

ちついて︑氣をつけながら︑少しつつはつ

使は︑胸をふるはせながら︑かはいい目で

と︑父はにこにこしながら︑天略﹀︒﹂とい

︿略﹀︒﹂といたはりながら︑在郷軍人や︑

け︑二本の杖をつきながら︑そこへ集った
九785

て︑目をかがやかしながら︑その機械館へ

なだまって︑あへぎながらのぼって行った

て︑なごりを惜しみながら別れを告げた︒

十723
十979

十765

盆をくるくまはしながら︑熟練した手早

をたべるあとを追ひながら︑廣い野原を樂
つたり追はれたりしながら︑益しく運動し

略﹀︒﹂職人は︑話しながらも︑仕事の手は

九828

おとなしく草をたべながら︑ぼくのそばで

十伽7

十柵9

とを雪の上にゑがきながら︑小鳥のやうに

れる︒水の中を歩きながら︑顔を洗ひ頭を

九8310

てくれたなといひながら︑翼をなでてや

九847
九951

うす
とんと地響きをたてながら︑臼のやうにつ
風下1園

で謡⁝かに回轄させながら︑漆がまんべん

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑主人は戸を開

度は起重機につられながら︑せいの高い大
︑こまかな注意をしながら︑熱心に働いて

十槻10

三日月の影を浮かべながら︒附録

十梱9 太陽の光を反射させながら︑鐵かぶとが銃

りにっかまって支へながら︑働きました︒

十三5 側に︑砂を盛りあげながら︑もぐらのやう

十三5 行かなければと思ひながら︑どんなにもが

十梛5

タはお書御飯をたべながら︑母といっしよ

主人の話に感心しながら︑上塗りの部屋

古志3園

が︑ぐるぐまはりながらやって登る砲身
九僻4

証し方行く末を思ひながら︑書髭はじっと

た︒﹁おや︒﹂と思ひながら︑そこに立ち止

九梛10

﹂と︑元価よく話しながら︑日にやけた顔

た︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑弓をこわきに

こまかいあわをたてながら︑どの箱にも注
九㎜10

ルタは︑とびあがりながら手を振った︒大

九三1

りと目だまを動かしながら︑外を眺めてみ

九川1

九塒8

と︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑目をこすって

九㎜4

江沼8

木曾川の支流にそひながらさかのぼって行

りやらう︒﹂といひながら︑手をにぎった

十旧1

は︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑立ちあがった

十㎎10

十備1 し寄せて來る波を見ながら︑宗治は︑主家

十柵7 やうです︒よろめきながら︑やうやくのび
九姫9

水兵が︑手紙を臨みながら泣いてみた︒ふ

機の音をとどろかしながら︑開拓に進軍す

てるて︑にこにこしながら食事を運んでく
九矯3

かけた委畠を見渡しながら︑﹁︿略﹀︒﹂と思

︑治嘉は士勤んで迎へながら︑かういった︒

十99

魚鋤7

初めからにこにこしながらだまってみた︒

元三に答へる︒話しながらも︑二人の手が

十五7 が弄る︒荷車を引きながら︑ゆっくり歩い

十㎜2 て︑樫の棒をかつぎながら堂々と行進する

かし

二人は笑ひながら︑豆畠の方へ走 十㎜11 ︒こんなことを思ひながら︑地平線を見た
十364

十336

十鱒8 早く大きな聲で叫びながら︑ふれ歩いて來

十㎜1 ぼのとした影が揺れながら動くのは︑子ど
るをぢさんを思ひながら︒朝飯

三人代る代るのぞきながら︑にいさんから

十5410

十532

るうれしさを押さへながら︑熱心に聞き入

︒私は︑學校へ急ぎながらも︑胸は大波の

︑地響きをたてながら︒半年も地面の

十一89 縦横にかけめぐりながら︑演習をなさつ

十一51圖

十519間ぼる湯島を見つめながら︑私は︑さくさ 十加10 ︑﹁︿略﹀︒﹂ときしみながら︑かん高い響き

十501囲

十379

十289

十205

︿略﹀︒﹂とつぶやきながら︑五兵衛は家か

九㎜11

つたが︑重手を負ひながらも︑二丁は大力

うにして︑山を分けながら谷間をのぼって

ある︒にこにこ笑ひながらおりて來る者︑

5695767268429189637

のやうにはしゃぎながら︑ひげそりにむ
九197国
つたものだと思ひながら︑もう一度讃み
九216国
家のお面谷ひをしながら︑一生けんめい
九261團
九265為し︑所在に撃破しながら南下する皇軍が
九275 ︑日の丸の旗を振りながら︑﹁萬歳︒萬歳︒
九282さうに︑にこにこしながら︑﹁萬歳︒萬歳︒
九315略V︒﹂母はさういひながら︑巡査を拝むや
九349インド語を使ひわけながら︑りすのやうに
九464裏の山々にこだましながら︑長く尾を引い
九468 ︑白い煙の輪を吐きながら︑乳色のもやを
九518が波の上に影を落しながら︑ゆっくりと立
九541傳令員は號笛を吹きながら︑﹁縮員起し︒﹂
九561兵が︑甲板をこすりながら頭を並べて進ん

九九八八八八八八八八八八八八八八八八八
13 12 120 116 109 105 101 101 98 97 82 82 了8 了8 65 63 63 58 51
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十一396
子どもの髪をなでながら︑﹁︿略﹀︒﹂

︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑見あげた尼さ

十二617

十二578

十二569

十二5310

十二502

提燈にみちびかれながら︑聞多が︑山ロ

名も残念とは思ひながら︑かうなっては

足もとにひれ伏しながら︑心から禮拝し

︑枝や葉を震はせながら︑修行者の心に

の静かな音︑鳴きながら飛んで行く鶴の

十一426 もは︑じっと聞きながら目を伏せてみた

十二663

︒﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑ベートーベン

らしく︑口ごもりながら︑﹁︿略﹀︒﹂その

ちやうちん

ボートで川を傳ひながら︑工兵隊をねら

をぐるりとまはりながら︑砲撃を績けた

の太陽に照らされながら︑緑の波の上に

る乗組員をなだめながら︑艦長は︑﹁︿略

望鏡から目を離しながらかういった︒﹁︿

遠いところにありながら︑太陽は︑私た
うにまぶしく輝きながら︑ちょうちょう
らつ

る妹に︑ほほ笑みながら私はかういった
き訪れる春を考へながら︑あたりを見ま

事たる力を想像しながら︒ふと︑泥まみ

十二㎜1 銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒明

十二柵2圃 日本の磯を洗ひながら︑北上し︑東へ

がうした歌を聞きながら︑快い夢路には

十一筋7 バナナ︒﹂といひながら︑太いバナナの

＋二川−〇

ちやうぎ

︿略﹀︒﹂かういひながら︑船長はうつと

十一㎜12 南半球の星を眺めながら寝につくのであ

十二麗2

ス・定木を手にしながら︑絶えず現在の

十二躍3 く︒右へ左へ廻りながら軍機で豫定線上

て︑聲をふるはしながら︑﹁︿略﹀︒﹂と︑
あいさつ

十一一215

長らへ居り

︽1

十一一加3

軍艦行進曲を聞きながら︑われわれは︑

十二233 手を振って挨拶しながら︑敵を急追して

リ︾

り候も残念に候まま︑

十一一佃6青田

私事も︑當家滅亡を見つつ長らへ居

十二245 彿ひもせず︑泣きながら歌ひ︑歌ひなが ながらえお・り ﹇長居﹈︵ラ変︶1

つけないと感じながら︑ついて行くの

孔子は︑ほっとしながら︑﹁︿略﹀︒﹂とい

十二245ながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒四十
十二267

十一一3410囹

ながら
十二403 なく︑いやしい身ながら︑大君の御楯と ながらがわ ﹇長良川﹈︹地名︺1 長良川
あもり
十二439 さして︑鶴が鳴きながら飛んで行く︒﹂
十備7 梅雨のために︑城近く流れてみる足守川は︑

長良川の水を集めてあふれるばかりであった︒

ながら

流るるやうにすべること二事忌にして︑

あふぎ見るマストの上をゆるやかに流

しみつ

道のべに清水継るる柳かげしばしと

流れ尋きくすいのながれ

どなうの上に腰をかけて︑川の流れを別つ

﹇流﹈︵名︶14

流れが急で︑白い波が︑石と石との間にわ

ときどき︑流れがゆるやかになって︑青々

かすかに響き︑

はるかなる

﹁潮の流れが逆になったから︑みんな元

鹿介もただ一人︑流れを切って進んだ︒

暗黒色の流れにあふられ︑氷塊と氷塊

十一9910囹

はどうだい︒

﹁水温は紅ますに適度︑潮の流れは鯨

十一999園今夜はなぎらしいが︑水温や潮の流れ

か
がっきあたり︑噛みあひ︑

十一61圃

九衡2

九川7指事の流れもいいし︒

手足に力を入れても︑進みはにぶい︒

九988 潮の流れはますます急になるのか︑いくら

れと職ふ氣持で泳いだ︒

九985 ぼくは一かさ一けりに力をこめて︑潮の流

氣を出せ︒﹂先生の聲である︒

九9710園

麓のわたり

ふもと

九711図圃川の流れか︑さらさらと

ました︒

六齪6水の流れが見えて︑隅田川のけしきになり

と水をたたへてゐました︒
すみだ

五499

き返ってゐました︒

五487

めながら︑

五152

ながれ

てこそ立ちとまりつれ

十一344図園

るる雲は白く光れり

九365図圃

やや平なるところに着きぬ︒

︿略﹀︒﹂かういひながら︑かれはその二 八336図

︿略﹀︒﹂さう思ひながら︑修行者は︑じ なが・る ﹇流﹈︵下二︶3 流る ︽ールル︾

十一485 そばでにこにこしながら眺めてゐます︒

十一417

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑話はとだえが

十二4310

十一833 をどる胸を押さへながら︑つり橋を渡つ

十一512

十一206直撃 ︑前の矢を見ながら︑ここを射よと

十一933 れかが帽子を振りながら︑ぼくらに叫ん

十二782囹 思ふ︒汝は大儀ながら京へのぼり︑二
︑英軍をけちらしながら︑寸時の休みな

十一952 ひまつ﹂にすがりながら進んだ︒右下か
十一991 ぐっと速度を落しながら一直線に進む船

十一974 いふ希望をいだきながら︑山をくだった

十一柵7

十﹁棚5 だ︒力強くたぐりながら︑なれた手つき
十一㎜9

十一捌7 んなはにこにこしながら︑長唄の音に耳
十一桝4 薄あかりにすかしながら讃んだ︒揮の下
十一桝8 出襲を明日に控へながら︑その前夜︑自
十一川10 汽車は鐘を鳴らしながら登る︒小さな山
十一㎜3 る︒虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山

369715744658

十一別4 ︑大きな頭を振りながら時々現れて來て

十十十十十十十十十十十十

十二稔2 ないやうにと念じながら︒かうして︑鑛

十一脳4 ウォウォニ島を見ながら︑船は静かにス

101

103

121

122

124

124

131

136

13了

13了

141

142

ながれおこる一ながれる
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しみつ

り速くないやうです ︒ ﹂

流れ起る

︽ール︾

十二幽2 清水の流れだといふこの川べりは︑もう
ほとんど雪がなくなって︑
﹇ 流 起﹈︵五︶−

流れ落ちる

︽

十二酩1圃 かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑

ながれおこ・る

﹇流落﹈︵上一︶1

わが大日本の磯を洗ひながら︑北上し︑
ながれお・ちる

︵五︶7

流れこむ

流れ込む

十一852 帽子の下からわき出る汗が︑顔を傳って

チル︾

流れ落ちる︒

﹇流込﹈

︽ーム・ーン︾

ながれこ・む

きだ︒

三471囹 こんな川が何百流れこんでも︑へい

流れこんで來ました︒

五503 しばらく行くと︑向かふの岸から︑小川が

ーデル︾

六585園

ふしぎなことだと思って︑あたりを見ま

﹇流行﹈︵四︶1

流れ行く

流れ出る綿布を見てみると︑
︽ーク︾

すと︑石の問から︑水が流れ出てをります︒
十827
ながれゆ・く

流れる

流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑
ナガレル

︽一

八752図義経は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑
﹇流﹈︵下一︶50

レ・ーレル︾﹇Vわきながれる

なが・れる

川カミカラ︑大キナモモガ︑ドンブリコ

舟は︑すべるやうに流れて行きます︒

小川の水が︑たのしさうに流れて行き

ドンブリコトナガレテ來マシタ︒

一718

三238
三258

いつも︑きれいな水が流れてゐます︒

ます︒

三452

三458囹 これほどたくさんの水が流れて︑そ
れでよくなくならないものだ︒

流れ出る

︽ーデ・

けれども︑考へてみると︑水が

が︑そのへんでは︑小さな谷川だ︒

三493

流れてなくならないのがふしぎでした︒

川が流れる︑野がつづく︑

ふもとの町

どっちから︑どっちへ流れるのかわからな
いほど︑静かに流れてゐます︒

五197

川の水は︑静かに流れてゐます︒

は旗のなみ︒

五134圃

す︒

三502園雨がふると︑水は︿略﹀少しつつ山か
ら谷へ︑谷から川へとったはって流れる︒
三582 小川の水がふえて︑音をたてて流れま

いつも

三482園その谷のおくから︑流れて罷るのだ

川は︑遠い山から流れて出て︑海へ

三464園

だくりう

五545 川の水は︑ここで海へ流れこんでゐます︒

︽ーン︾

行くんだ︒

十襯7 見渡すと︑廣い城下町のたんぼへ︑濁流が
ものすごい勢で流れ込んで來る︒
んの顔もやっとわかるほどであった︒

十一惚2 窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊さ
十一㎜7 もぎ取ってロへ入れると︑︿略﹀︑乾きき
つたのどへ︑あまずっぱい汁が流れ込む︒

流れ澄む

十一盟8 夜になると︑窓から山のいぶきが水のや
﹇流下﹈ ︵ 五 ︶ 1

うに流れ込んで來る︒
ながれす・む

︽ーシ︾

十二拗10 足もとからむくむくとにごって湧きあが
流れ出す

つた水が︑すぐに流れ澄んで︑
﹇流出 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

﹇流出 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 2

十3310 とんからとんから︑調子のよい音が流れ出 五196

ながれだ・す

した︒
ながれ・でる

五197 どっちから︑どっちへ流れるのかわからな

はし

ひの川にそって歩いていらっしゃると︑川

いほど︑艀かに流れてゐます︒

五263

血が︑たきのやうに出て︑ひの川が︑まつ

かみから箸が流れて來ました︒

五303

空の雲が水にうつって︑うきのそばを︑

かに流れました︒

五465

汽車が三橋を渡ると︑今まで左手を流れて

川はおだやかになって︑音もなく流れてゐ

ゆっくり流れて行きます︒

五514
ます︒

五516
五517

川の水は︑すんではみませんが︑青い空を

左手を流れてみた川が︑右手を流れて︑

みた川が︑右手を流れて︑

五535

川は︑初め走って流れてゐました︒

うつしながら︑ゆっくりと流れて行きます︒
五554

川の名を取って︑

五塀7 をぢさんの家のそばを流れてみる︑大きな

るところを︑見つけたといふのです︒

六557囹 なんでも︑その子が︑山で酒の流れてゐ

六川2 山のやうに積まれた紙が︑機械の間を流れ

よど
市を貫ぬいて流れる淀川は︑いく筋にも分

るうちに︑字がすられ︑糟がすられ︑

れて︑西の大阪湾に注いでゐます︒

八897

れいな空氣が︑流れるやうにはいって來ます︒

八悩2 部屋の中のにごった空氣が出て行って︑き

影石の川床をかんで流れる木曾谷の左右の山々に

九124 この神宮備林は︑木曾川の上流が︑白い御
ある︒

ふち
九128 がけの下の青い淵や︑勢こんで流れる水の

甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

清さに︑目をうばはれるのであるが︑

九柵9
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なき一なきつかれる

今もいういうと流れてみるーー
九川8 ﹁あじあ﹂は流れるやうに動きだした︒
九㎜4 雲はしきりに流れて︑早春の畠を︑野を︑
そのかげがはって行く︒

出した熔岩が︑流れて固まったものでせう︒

ようがん

ほほ
うれし涙が頬を傳って流れる︒

込んで︑︿略﹀︑ちょうちょうと流れて行く︒

﹇泣﹈8うれしなき・おとこなき・すすりな

十一一加1

なき
き・もらいなき

︽ーッ︾

なぎさの松に吹く風を︑

いみじき

矢も皆書きければ︑大太刀︑大長刀を左

﹇薙倒﹈︵五︶1 なぎ倒す ︽ース︾
おほなぎなた

樂とわれは聞く︒

十一鵬4図圃
なぎたお・す

右に持って︑散々になぎ倒す︒

十網9図

レ︾

泣き倒れる ︽一

雪舟は︑何だか悲しくなって︑とうとう︑

﹇泣出﹈︵五︶2 泣きだす ︽ーシ︾

九337
なきだ・す

來て︑立つたまましくしく泣きだした︒

十一393 どうしたのか︑その子が尼さんのそばへ

しくしく泣きだしました︒

六一7

子はそのまま泣き倒れてしまひました︒

なきたお・れる ﹇泣面﹈︵下一︶1

もにぞ歎きける︒

十一一964図正行︑腹も切り得ず泣き倒れ︑母とと

幸ひにしてこのころは︑割合ひなぎの日 なきたお・る ﹇泣倒﹈︵下二︶1 泣き倒る ︽ーレ︾
今夜はなぎらしいが︑水温や潮の流れ

泣き入る

このあたりは︑時に血汐悪いほど静かな
﹇泣入﹈︵五︶1

子どもは︑じっと聞きながら目を伏せて

泣き聲

みたが︑とうとう︿略﹀︑泣き入ってしまった︒

十一427

なきい・る

なぎが訪れる︒

十二蹴7

はどうだい︒

十一998囹

が多い︒

十一982

十398 たぶん︑昔︑このたくさんな火山からふき なぎ ﹇凪﹈︵名︶3 なぎ
十㎜6 一人の患者が︑船が揺れだしてから急に悪
くなって︑全身に冷汗が流れ︑
あもり

十柵6 城近く流れてみる足守川は︑

十川4 張は︑遠くを流れてみる川の音に︑耳をす
ました︒

のしかかりでんぐりかへり︑群がって流れる︒

十川1 いくら汗が流れても︑合しい汗であった︒
か
十一65圃 氷塊と氷塊がつきあたり︑噛みあひ︑

﹇泣声﹈︵名︶2

セミガ︑ウレシサウニナキダシマシタ︒

︽ーシ︾

一525

おかあさんには︑うちの赤ちゃんの泣き
聲がすぐわかるやうなものです︒

﹁ジーッ︒﹂と︑せみが鳴きだした︒

その鳴き聲が胡同に響いて來る︒

一々の鳴き聲を聞きわけることができな

﹇汀﹈︵名︶1

なぎさ

テ・ーテル︾

七758圏
たてる︒

油を煮るやうに鳴き

さうして︑天位のよい夏の日を︑樂しさう

さうして︑それが︑しきりに﹁秋だ︑秋だ︒﹂

︽ーレ︾

なきつか・れる ﹇泣疲﹈

︵下一︶ 1 泣きつかれる

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒

九佃2 夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ

と鳴きたてるやうに思はれる︒

九研1

に飛びまはり︑鳴きたてます︒

七897

せみ
木立には︑ 蝉が︑

やまがら・こまどり・うぐひすなどの鳴き なきた・てる ﹇鳴立﹈ ︵下一︶ 4 鳴きたてる ︽一

﹇鳴声﹈︵名︶6

五786

十圏7

聲が︑谷川の音にまじって聞えて昇る中を︑

九144

なきこえ

鳴き声

九酩5園

九㎜4園赤ちゃんの泣き聲はみんな同じやうだが︑ なきだ・す ﹇鳴出﹈ ︵五︶ 2 ナキダス 鳴きだす

なきこえ

十一756 雨の降ったあげく︑山の間などから流れ なきがら 皿Vおんなきがら
るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑

十一779 遠くの方から︑小鳥の聲が枕もとへ流れ
るやうに聞えて來る︒

か
十一816 朝の日の光が︑石を噛んで流れる水の上
にをどつてみる︒

十一m10 清い月の光が流れるやうに入り込んで︑

くだもの

十一躍1 眞青な空には︑白い雲が光を帯びて流れ
てるる︒

十一矯3 陸地の方から︑果物の香氣のやうなにほ

十一805

いろくな小鳥が︑聞きなれない鳴き聲

の鳴き聲を耳にした︒

このはりつめた第一線の陣中で︑ふと猫

いやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞えて來る︒

十一榴2

流をさかのぼること約三四時間︑

りう

ひをふくんだそよ風が流れて來る︒

だく
十一㎜7 サラワク川の川口から︑廣々と流れる濁
十一惣3 木立の間を流れる空陸はひえびえと澄み

なぎさ

も︑のどかな風景である︒

あちらこちらに鶏の鳴き聲が聞かれるの

をして飛びまはってみる︒

十一川10

きって︑

十一⁝⁝⁝4

十一一214

顔には︑感激の涙がとめどなく流れた︒

せいりう
十一晒12 部落のほとりを流れる清流にはいって︑

十二搦1 崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け

なきとおす一なく
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泣きとほす

︽

シ︾

六柵1 少し泣きつかれて︑ぼんやり︑足もとを見
てるた雪舟は︑
﹇一通﹈ ︵ 五 ︶ 1

二868

犬が畠ノスミデ︑﹁︿略﹀︒﹂
アル日︑

ナキマシタ︒

ト

ミマ

﹁ホウボケキョ︒﹂ト︑ナクコエガ シマ

キタナイモノバカリ出マシタ︒

二878ムリニ犬ヲナカセテ︑畠ヲホッテ
スト︑

なきとお・す

六247 泣いて泣いて︑泣きとほした田道間守は︑

二㎜7
シタ︒

なぎなた ﹇長刀﹈︵名︶5 なぎなた 長刀呂おお

三204

なぎなた

︽ーヒ︾

鳴く

︽ーイ・

つれて行ってもらへる︒

せみは︑桐の木で鳴いてみる︒

市場鯖りの朝鮮馬が︑けたたましく鳴いて
ふくろふの鳴く聲が聞える︒

ほけきよ︒﹂と鳴いた︒

十一808

十一471

小鳥の聲に混って︑太く口の中でふくん

屋根で雀がちゅうちゆう鳴いてゐます︒

今まで聞いたこともない笛を吹くやうな

木の間では︑うぐひすが鳴いてみる︒

だやうに鳴く山鳩の聲が聞えて來る︒

十一861

調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒

鹿の鳴く音にさそはれて︑

三笠の

みかさ

十一川8

しか

十二381図圏

あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑鶴

山をはなれけん︑

鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきまで

が鳴きながら飛んで行く︒

十一一439
十二4310

きつねの鳴くやうに︑こんこんといふ

が︑聞かれるやうな感じのする歌である︒

十一一812囹

これ︑この通り︑きつねの鳴くやうに︑

ほど︑よく張ってござる︒

十二853園

ナク

泣く

︽ーイ・ーキ・一

晴れ渡った空に︑とびが高く鳴いてみた︒

こんこんといふほど︑よく張ってござります︒
十二川7

﹁イタイ︑イタイ︒﹂トナイテ︑戸グチノ

八月の十五夜も近くなったある夜︑か
四362園

だが︑迎へに來てもけっしてわたさ

﹁なぜ泣くのか︒﹂

はまべで

娘は泣いて悲しみましたが︑しかたが

たまりません︑

しくしく泣いてゐました︒

四846 白兎は痛くて

ありません︒

四592

ないから︑安心して︑泣くことはおやめ︒

四373囹

ぐやひめは聲をたてて泣きました︒

四359

方ヘニゲマシタ︒

一一297

ナイテヰマス︒

二93 テルテルバウズハ︑ビショヌレニナッテ︑

ク︾

な・く ﹇泣﹈ ︵五︶ 39

﹁チョンギース︒﹂と︑いいこゑでまた
﹁ヒヒン︒﹂とないて︑大きな目で︑

五787

鳴

ねる時には︑涼しさうな聲で鳴いてみた︒
庭の畠で

ちんちろ松虫︑

虫の聲︑

五857

うらの山で︑もずが鳴いてゐます︒
﹁くく︑くく︒﹂と︑蛙の鳴く聲がします︒

どこかで︑小鳥の鳴く聲がしてゐました︒

ちぢちぢと︑鳥の聲︒

夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

鳴くはいつこ︑

満人が︑外に鳥かごを持ち出して來て︑鳥
その時ふと耳にするものは︑前の草原で鳴

十3210

過ぎる︒

十302

く虫の聲である︒

九時3

を鳴かせ始めます︒

八目5

八452図圃

にぎやかに聞え始めます︒

七375

七364

六棚3

六144

きました︒

五槻7囲

じっとにいさんを見つめる︒

五684團

なきました︒

三721

も︑今年は海へ

見ると︑大きななぎなたを持った大男 二梱8 ﹁ホウホケキョ︒﹂トナキマシタ︒
三588せみがなく︑水遊びができる︑それより

が立ってゐます︒
三222 べんけいは︑ なぎなたを ふりまはして
切ってかかりました︒

三232 べんけいは︑大きななぎなたをがらりと
落しました︒

十川8図 義経︑長刀をわきにかいはさみ︑

鳴き始める

︽一

十麗2図 今はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ
﹇鳴始﹈︵下一︶1

投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒
なきはじ・める
メル︾

なぎ彿ふ

十一盟10 家のまはりのゴム林には︑名も知れない
﹇薙払﹈ ︵ 五 ︶ 1

鳥が來て鳴き始める︒
なぎはら・う

七222 天叢雲劒を抜いて︑手早くあたりの草をな

鳴きわたる ︽ール︾
かた

ぎ携ひ︑火打石で火をきって︑その草におつけに
なりました︒
﹇鳴渡﹈ ︵ 四 ︶ 1

ナク

モウトナク
モウトナク

なく

十二436図圃 和歌の浦に潮みち謬れば潟をなみあ

なきわた・る

﹇鳴﹈︵四五︶ 3 4

しべをさしてたつ鳴きわたる
な・く
ーカ・ーキ・ーク︾

一182圏 ウシガナク
一183圃 ウシガナク

二332 小トリガ︑チチチチトナイテヰマス︒

一698 コホロギガ︑ウレシサウニナイテヰマス︒ 十一465 庭では︑うぐひすが︑美しい聲で﹁ほう
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なく一なくなる

四848囹 おまへ︑なぜ泣いてみるのか︒
十一439

十一4210

ほ

せんよ︒

雀の子が逃げて泣いた紫の君は︑

あります︒

︽ーメ・ーメル︾Oおなぐさめいたす

しかし︑紫の君は︑やはりおばあさんの なぐさ・める ﹇慰﹈︵下一︶6 なぐさめる 慰める

十一一245

七十歳の孔子は︑弟子顔回の死にあって︑

泣きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒

一命を取り止めた聞多が︑呼時の母の慈

聲をあげて泣いた︒

徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝

愛の態度を聞くや︑病床にさめざめと泣いた︒

十一一733

十二胴4

この敵の將校は︑経緯の上に半身を起し

臣たちも︑この御文を舞註してひとしく泣いた︒
て︑さめざめと泣いてみた︒

十二桝7

十二桝9園私の今の身の上を悲しんで泣いてみる
のではありません︒

とく略﹀に︑しみじみ感じて泣いてみるのです︒

十二伽1園あなたがたが︑私に示されたしんせつ
﹇無﹈δこころおきなく・はしなく・ほどな
く・まもなく︒まんべんなく

なく

十

2夕菅はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ
与おなぐさみ

投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

なぐさみ

九㎜4

小さなオボでも︑旅をする者には實に大き
その青白い︑しみじみと親しめる光が︑わ

ななぐさめであり︑また心強い目じるしである︒

十424

月は︑永久に人間の心の友であり︑慰めで

れわれに大きな慰めを與へるからです︒

十432

この間に立って︑佐吉を励ましたり︑慰め

らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒

たりしてくれたのは︑母であった︒

十746

十一439 この不幸な子を慰めるために︑源氏は給

英語の少し話せる衛生兵の一人が︑片言

顔回は師を慰めるやうにいった︒

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十二桝8

十二305

星のおかげで︑昔から︑海員や船客たち

の英語で慰めてやると︑

は︑どんなにか慰められたことであらう︒

十二川8

おまへからいひ出しておいて︑だいじな

木地に︑すき間や︑きずをなくすために︑

いとほしく思ひけれど︑さてもあるべき

﹇泣泣﹈︵副︶2 泣く泣く

なくなる

︽ーッ・ーラ・一

母︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑泣く泣くいさ

﹇無﹈︵五︶26

これほどたくさんの水が流れて︑そ

いつも

どうして︑水はなくならないのでせう︒

けれども︑考へてみると︑水が

流れてなくならないのがふしぎでした︒

三493

三466囹

れでよくなくならないものだ︒

三458園

リ・ール・ーレ︾

なくな・る

めて︑抜きたる刀をうばひ取る︒

十二963図

ことならねば︑泣く泣く首を打ちにけり︒

十㎜3図

なくなく

かうしてつめてみるのです︒

十⁝⁝7囹

つりばりをなくしてしまふなんて︑あんまりだ︒

五個5囹

なくし

なく・す﹇無﹈︵五︶2なくす︽ーシ・ース︾εお

十一一249

もせず︑泣きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒

十二245

ほほ
校庭に居並ぶ邦人も︑頬を傳ふ涙を彿ひ

十一454囹今日はお正月だから︑泣いてはいけま 八432 萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の

ことを思ひ出しては泣くことがある︒

四864園 おまへ︑なぜ泣いてみるのか︒

一人

四867 白兎は泣きながら︑また今までのこと
を申しました︒
五269 すると︑おちいさんとおばあさんが︑
﹁ な ぜ泣くのか︒﹂

の娘を中において︑泣いてゐました︒
五271園

るのでございます︒
﹁まあ︑利 根 が ︒ ﹂ と い っ た ま ま ︑
つつぷ

五277園 この娘に別れるのが悲しくて︑泣いてゐ
五梱9

して︑泣いてしまひました︒

五麗1 ほをりの命は︑ 海べで泣いていらっしゃる︒
五麗3園 もしもし︑あなたは︑ どうしてそんなに
泣いていらっしゃるのですか︒

ろこびおめでたい︒

五爾7圃 いたい︑いたいと泣いてみた︑ 鯛もよ

六243田道間守は︑聲をたてて泣きました︒
六247泣いて泣いて︑泣きとほした田道問守は︑
六247泣いて泣いて︑泣きとほした田道間守は︑
八429親子は手を取りあって泣きました︒
八436二人がたがひに取りすがって︑うれし泣き
に泣いた時には︑

思ふと︑ぼくは泣きたいほどつらい氣がします︒

九868 いっしよにるるのも︑あといく日もないと な・ぐ ﹇投﹈︵下二︶1 投ぐ ︽ーゲ︾

たかち

九鵬8 鹿介は︑男泣きに泣いて主君におわびをし
た︒

を讃みながら泣いてみた︒

十99 ある日︑わが軍艦高千穗の一水兵が︑手紙 なぐさめ ﹇慰﹈︵名︶3 なぐさめ 慰め
十722 基地へ蹄ると︑司令は泣いてみた︒
十723 大任を果したわれわれ搭乗員も泣いた︒
れわれの手をにぎった︒

十723 地上勤務の者も泣きながら走り寄って︑わ

なぐりつける一なげつける
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次の雨がふる︒

三502園 その水がまだなくならないうちに︑

いさんや︑

三947 また︑お國のためになくなられた兵た
四396 ふしぎに手足の力がなくなって︑どう
することもできませんでした︒
﹁︿略﹀︒﹂といって︑おかあさんは︑まも

なくなくなってしまひました︒

四589

つひにはそれもなくなったと思ふと︑眼

界が急に開けて︑

十一895
この人がなくなったら︑︿略﹀神代以下

の尊い歴史も文學も︑その死とともに傳はらない

十一桝7

︵下一︶

2

なぐりつける

この川べりは︑もうほとんど雪がなくな
﹇殴付﹈

投げ入る

︽ーレ︾

投げあげられて立ちあがり︑︿略﹀︑大音
﹇投入﹈︵下二︶1
よしさだ

影を投げかけてみる︒

九棚4 青々とした木が︑鏡のやうに静かな海面に

ぶい光を投げかける︒

十一棚8 濃霧がだんだん薄れて︑太陽が洋上にに

︽ーキ︾

正行︑腹も切り得ず泣き倒れ︑母とと

なげ・く ﹇嘆﹈︵四︶− 歎く

もにぞ歎きける︒

十二964図

テ︾

九伽4

﹇投捨﹈

︵下一︶ 1

投げ捨てる

言置網に︑破壊筒を投げこみました︒

︽一

︽ーサ・ーシ︾

青空に綿を大きくちぎって︑あとからあ

﹇投出﹈︵五︶2 投げ出す

大石を︑かるがると脇にさしはさみ︑

﹇投付﹈︵下二︶1 投げつく ︽ークル︾

﹇投付﹈︵下一︶4

投げ

ニナゲツケテ︑

ナゲツケル

シマヒニ︑青イ柿ヲカニ

イッテシマヒマシタ︒

一︻275

つける ︽ーケ︾

なげつ・ける

まりのごとく二三十︑績け打ちにぞ投げつくる︒

十一221図

なげつ・︿

ぼだかの工兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒

十二掴2 トラックから投げ出された木材を︑すつ

とから投げ出したやうで︑

十一734

なげだ・す

かう叫んで︑詩意は太刀を投げ捨てた︒

なげす・てる

六搬3

兵のために︑突撃の道を作らうといふのです︒

六摺3 この鐵條網に破壊筒を投げこんで︑わが歩

和歌の浦に潮が満ちて震ると︑干潟がな なげこ・む ﹇投込﹈︵五︶2 投げこむ ︽ ミ・ーン︾

その顔回が︑年若くてなくなったのであ

でしまふかも知れないのであった︒

十一一255
るQ

十二438

︽ーケ︾

十年9

︽⁝グ︾

からだ中が︑なぐりつけられるやうに痛

投げあぐ

畠山︑﹁︿略﹀︒﹂といふまま︑大串をつか

﹇投上﹈︵下二︶2

δてなげばくだん

七577

なげおと・す

投げ落す

︽ーシ︾

城のやぐらから大きな石を投げ落して︑

﹇投落﹈︵五︶1

の太刀を抜きて︑海中へ投げ入れたり︒

ケ・ーケル︾

投げ爆揮を投げつけた︒

十蹴10 追ひつけないと思った一人が︑いきなり手

げつけようとした︒

九囲7 やがて狼介は滞身の力をこめて︑鹿介を投

つつかんで︑まりのやうに投げつけた︒

十一241図義貞︿略﹀︑みつからはける黄金作り 七651 湿雪をうばひ取るが早いか︑かの大男をひ

なげい・る

聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒

十悩5図

んで岸の上へ投げあげたり︒

十悩4図

なげあ・ぐ

なげ

む︒

十二681

ちの全身をなぐりつけた︒

ものすごい砂つぶてが︑うつ伏した兵士た

なぐりつ・ける

つて︑雑草が一面に芽ぐんでみる︒

十二幽2

氣持はだんだんなくなって行った︒

くなるので︑
四603 子どものやうですが︑なくなったおかあ
十二協6 しかし︑一日︑二日とたつうちに︑その
さんにそっくりでした︒

りがなくなってしまひました︒

五柵1園 じつは︑海でつりをしてみたら︑つりば
九122 以來︑神宮御造螢の用材は︑永久につきる
心配がなくなったのである︒

九201團 もうこれで南洋の住民と見まちがへられ
る心配はなくなった︒

九215国 たびたび激しい職をしたのに︑よくもな
くならなかったものだと思ひながら︑

九473 はるかな海の上をおほうてるたもやも消え
てなくなり︑

九脳8園母は︑︿略﹀︑風の日も雪の日も待ってる
たが︑とうとう山の上でなくなったといふ︒

十815 よこ糸がなくなれば︑新しい仔が代ってと
び出して行くなど︑

十836 附近の家屋といふ家屋は︑二軍の砲弾のた
めに︑影も形もなくなってみた︒

十柵8 それと同時に︑全身の氣力は︑なくなって
しまひました︒

十鋭6 たべる物が︑だんだんなくなって來る︒
十一421囹 なくなられたあなたのおかあさんは︑
すっきりした感じがなくなって︑

十一715 この雲がだんだんふえてひろがりだすと︑ なげか・ける ﹇投掛﹈ ︵下一︶ 2 投げかける ︽一
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なげはじめる一なさる

なげはじ・める

六931

メ︾

﹇投始 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

なげる

投げ始める

投げる

︽一

︽ーゲ・

春景色︑
に咲く︒

ール︾

なさ・る

古き都のなごりとて

﹇情無﹈︵形︶1

花はむかしの色

情ない

︽ーサ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささうにいって

︽ーイ・ーッ・ーラ・

﹇情深﹈︵形︶﹇Vおなさけぶかい
なさる

δあんしんなさる・いなさる・おあけなさ

﹇為﹈︵五︶31

なさけぶかい

みるのは︑若い女の聲である︒

十一佃1

なさけな・い

﹁わあ︒﹂といひながら︑たまを投げ始め なさけnVおなさけ・もののふのなさけ

﹇投﹈︵下一 ︶ 9

たが︑とどかない︒
な・げる
ーゲル︾

三84 勇さんが︑らくかさんをたたんで︑︿略﹀

空へ向かって力いっぱいなげました︒
三89 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑正男さんが︑同じや

る・おかいなさる・おかけなさる・おききなさる・

る・おあげなさる・おおきなさる・おおさめなさ
おきめなさる・おすくいなさる・おすわりなさる・

うに空へなげました︒
六924園 笛を鳴らしたら︑たまを投げる︒

おせわなさる・おつけなさる・おとりなさる・おな
しなさる・おふりなさる・おまつりなさる・おやす

らびなさる・おなりなさる︒おのりなさる・おはな

六938 今度こそうまくあててやらうと︑力いっぱ

コニの

六934 ぼくは︑友田くんをめがけて投げた︒

ぼくらは石を投げてみた︑

い投げてやった︒

七52圃

くなさる・こそうだんなさる・ごほうこうなさる・

みなさる・およ七なさる・かえりなさる・こせつぷ

七53圏 コニの三︒﹂で投げてみた︒

三 ︒ ﹂ で 投 げ て み た︒

七611 正成は︑︿略﹀︑たくさんのたいまつを出し

一﹇965

神さまは︑その土地をつぎあはして︑國

先生が︑こんなお話をなさいました︒

三158

さかきを

神さまは︑かうして國を繁くなさった

を廣くなさいました︒

三146

みなさる

こにこなさる・にっこりなさる・びっくりなさる・

ごらんなさる︒しっかりなさる︒せんしなさる・に

て︑これに火をつけて︑橋の上に投げさせた︒

なごやか

﹁あげようか︒﹂と︑投げてくれたをぢ

﹇和﹈︵形状︶1

さんは︑よい人だつた︒

十492圏
なごやか

の小波はなごやかなささやきを績けてるる︒

十二鵬2 今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑

といふことです︒
どうかなさいましたか︒

なごり

三佃6園

﹇名残﹈︵名︶5

八73 まもなく︑去って行かなければならない日

なごり

新しい

はったり︑

四615

それによって︑神様がたは︑いろくなこ
とを︑なさることになりました︒

五52

どうなさるのでございますか︒

四佃4囹もし︑それは私の着物でございますが︑

あげたりなさいました︒

しめなはを

本に︑なごりを惜しんでみるのかも知れません︒

十979 やがて︑三管軍は︑堅く手をにぎって︑な
ごりを惜しみながら別れを告げた︒

十湿10囹 この世のなごりに︑ひとさし舞ひませう︒
﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒

かすが
十二369図圏 若草山も春日野も かすみこめたる

十一59圃

五81 大神はふしぎにお思ひになって︑少し戸の

大國主神は︑その神様に︑おたつねになり

外へ出ようとなさいました︒

五589
五616

心を合はせて︑野や山を開いて田や畠にし

二人は︑兄弟のやうに仲よくなさいました︒

ましたが︑へんじをなさいません︒

五618

大勢の神檬が︑お供をなさることになりま

たり︑︿略﹀︑川に橋をかけたりなさいました︒

した︒

五975

五川2 ににぎのみことは︑天照大神に︑おいとま

さうして︑海には︑どんな生きものがゐ

ごひをなさって︑

﹁皇后様が︑御自分で︑病人のせわをな

おなぐさみに︑狩をなさってはいかがで

るかを︑よく氣をつけて見るやうになさい︒

七76囹
七207園

ございます︒

さるといふことだが︑ほんたうだらうか︒﹂

七349園

皇后様は︑千人の病人のせわをなさると
七3510

﹁オi︒﹂と聲を高くあげて︑神様のおい

千人めの病人のおせわをなさった時︑

いふ大願を︑お立てになったさうだ︒

七354園

七418

﹁おうい︑先生も︑ジャンプをなさるさ

どうなさるのでございますか︒

でになる先彿ひをなさいました︒

八839園

七991園

てい
砲煙弾雨の間︑王は︑彼我の戦況を御平

王は︑︿略﹀︑演習をなさってみた︒

うだ︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

十一89
さつ

十一142

﹁名誉の御凱旋をなさるのですから︑

察になって︑作戦の御指導をなさったのである︒

心の中で萬歳を唱へてお迎へするのです︒﹂

十一154園

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃった祖母宮殿下の

おいひつけ通りになさったのであらう︒

十一156

なし一なし
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十一161 北海道からお蹄りになって御挨拶をなさ
つたのも︑

十一162 蒙彊へ御出征の時︑最後の御言面をなさ
つたのも︑

十一287 をばさんは︑どうなさいます︒
つたいあなたはどうなさらうといふのでせう︒

十一424園 このおばあさんがみなくなったら︑い

︵形︶

梨

すみみったう

42

なし

︽ーカリ・ーカル・ーカ

九638図

爲次︑ことばなく︑ひざをかがめ顔を押
されど償あまりに高くして︑買ふもの一

さへて︑矢を抜き取りけり︒

九663図
人もなく︑空しく引き鋸らんとす︒

きり
いつくともなく霧わきて︑

九666無血世の中に︑身貧しきほどくちをしきこ
とはなし︒

九714図魍

みかいゑい

そなたはく略﹀︑八月十日の威海衛攻

いざ︑汝も勇ましく入城せよ︑姿なく︑
十157図工

一もとは︑すでになき汝の部隊重機へ︑

姿なく︑聲なき汝なれども︒

大音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑

おとろへし蝿の一つが力なく障子には
ひて日はしっかなり

十摺7図魍

寄る者一人もなかりけり︒
はへ

十皿7図

けをする者一人もなし︒

たとへ防ぎ職ふ者なくとも︑たやすく
たとへ防ぎ職ふ者なくとも︑たやすく

その勢決然として︑あへて歪むべきや

のぼるべきやうなし︒

うもなし︒

十一184図

足助殿の御弓勢︑日ごろ承り候ひし

ほどはなかりけり︒

十一202図圓

これよりのちは︑寄せ手雲霞のごとし

十一216図矢叫びの音︑ときの聲︑しばし止む時
なかりけり︒

十一225図

ふしぎといふも類なし︒

といへども︑城を攻めんといふ者なく︑
十一245図

十一588図
ことなし︒

しナり︒

十一609図

いかなる鬼神といへども恐れずといふ

﹁︿略﹀︒﹂と︑はばかるところなく申

ひさかたの光のどけき春の日にしつ

こころなく花の散るらん

十一榴2図圃

まほしきは心なりけり

十二65図亡朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあら

一生を石の中で暮してみる石工たちには︑

心なき岩石も意志あるかのやうに思はれ︑

十一一197

かた

一言耳にとどまらば︑わが教へにた

七十二人の者ども︑皆五箇所︑三箇所︑

かへらじとかねて思へばあつさ弓な

かぼく

十二悩1図国私は申すまでもなく︑一門家僕の者

き敷にいる名をぞとどむる

十二棚1図書

傷を負はぬはなかりけり︒

十二928図

がふことなかれ︒

十二893図圓

しべをさしてたつ鳴きわたる

十二435図圃和歌の浦に潮みち盛れば潟をなみあ

この御楯と出で立つわれは

みたて

十454図葉子たちこの師を見かぎり去りて︑手助 十二398図圏今日よりはかへりみなくて大君のし

一もとは︑汝の愛機へ︒

十185極圏

聲なき汝なれども︒

十156図圃

つに仰せくだされ候︒

十126閥團何にてもゑんりよなくいへと︑しんせ

撃とやらにも︑かくべつの働きなかりし由︑

十121囲團

異なるところなし︒

十710図筆・鉛筆等︑愚民學校生徒の用ふる物と 十﹁5710図 將兵︑すべて感泣せざるはなかりき︒

十79生竹の御硯箱は何のかざりもなく︑

なき木立となりて︑

十二297園先生は︑少し手かげんをなさったらい 十48図 参道の左右を始め︑到るところすき間も
もんむ

かがでせう︒
あ き

なし

﹇倣﹈δおもいなし
なし
﹇梨﹈︵名︶3 梨

ろ︑大和の安雪遊で狩をなさった︒

やまと

十二429 文武天皇がまだ皇子でいらっしゃったこ
なし
なし
育てられた木に生るのと同じことです︒

八145 おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに
八163 實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで

﹇無﹈

掛けてやるのです︒
なし
十川12 庭へ出した机の上に︑梨やぶだうを供へた︒
な・し

レ・ーキ・ーク・ーシ・ーミ︾﹇▽いっとはなしに・かい

なし・かぎりなし・くまなし・すがたなきにゆう
じょう・ならびなし・はてしなし・ひっきりなし・
事故なし︒

ふがいなし・ゆるぎなし
七807国⁝囹

八311図暗さは暗し︑道はなし︒
八333図圓 乗手が用心するならば︑馬もけがはな
かるべし︒

十一173図

のぼるべきやうなし︒

十一172図

の前に火も水もなし

八3310図面は先へも進まれず︑後へひかんやうも 十梛10一心韻 國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ
なし︒

八718図面 ﹁かの扇を︑射落す者はなきか︒﹂
そしう

るとかすみ水牛あゆむ

九372図圃 蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば
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なしばたけ一なつ

ども︑深く朝恩を仰ぎ重事と存じまみらせ候︒
十一一襯6 わが國は︑神代このかた萬世一系の天皇
﹇梨畑﹈︵名︶1

梨畠

をいただき︑世界にたぐひなき國髄を成して︑
なしばたけ

なじみ

なすn▽おなす

成す

︽ーサ・ーシ・一

に︑將軍家のなぞがお解けにならなかったとは︒

十二633園法親王はおえらいお方と承ってみたの

﹇名高﹈︵形︶1
ひろせ

かまくら

名高し

︽ーイ︾

ごんこらうかげまさ

︽ーキ︾

廣瀬中佐で名高い旅順港口を眺めたりす

名高い

自分はわざと皇軍のなぞも解かず︑そ

のまま退出したのである︒

十二645囹

ると︑
さがみ

なだか・し

相模の國の住人︑鎌倉の権五郎景正とい

﹇菜種﹈︵名︶1

も供へませう︒
み

こ

なたね

四皿4間あられ︑ひし餅︑桃の花︑なたねの花

なたね

ふもの︑先祖より名高きつはものなり︒

九623図

﹇名高﹈︵形︶1

八254国

なだか・い

八147 梨畠や桃畠へはいって︑枝のままもぎ取つ なだ nVげんかいなだ
てたべたら︑

﹇馴染﹈︵名︶1

﹇茄子﹈︵名︶1

のになじみのないわれわれには︑

十一鵬4 耕されてみないこんな廣い原野といふも

なじみ

なす
りしてみる︒
﹇ 為 ﹈ ︵ 四 五 ︶5

なす

五803 なすも︑きうりも︑みんな暑さうにぐつた
な・す

ス︾与おせわなしくださる
ば︑しばらくは用をなすものぞ︑

山々のひ

なだ・める

なだめる

︽ーメ︾

われ︑皇子に代りて海に入り︑海神の
﹇宥﹈︵下一︶1

心をなだめん︒

九85図國

九656図圓 すべて物は破れたるところをつくろへ なだ・む ﹇宥﹈︵下二︶1 なだむ ︽ーメ︾

しま

見る 目 う る は し ︒

九706図圃 薄きみどり︑こきみどり︑
だ縞なして︑

なしたるおもむき伏奏せしところ︑

ながら︑

道はいくぶんなだらかになったり︑また

︵形状︶3

十一908

それからは尾根傳ひに︑なだらかな道が

道は︑ややなだらかになった︒
績いた︒

平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか

﹇雪崩﹈︵名︶4

十一222図

聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ
敷萬の寄せ手︑どうと打ちすゑられ︑

れのごとくくだるさま︑人わざとも思はれず︒

八343図

ら谷に︑なだれを打って落ち入りたり︒

八312図

なだれ

なだれ

十一898

ぐっと急になったりする︒

十一866

なだらか

なだらか

十854図国敵將ステッセルより開城の申し出でを 十二悩7 涙を浮かべてくやしがる乗組員をなだめ
十二旧5 急いで魚雷爽射の準備がなされた︒
十二M6 わが國は︑︿略﹀︑世界にたぐひなき國髄
を成して︑今日に進んで來たのであるが︑
なすのよいち

なすのよい ち

なすのよいち ﹇那須余＝︹人名︺1 那須鯨一
なぜ

﹁おまへ︑なぜ泣いてみるのか︒﹂

﹁なぜ 泣 く の か ︒ ﹂

﹇何故﹈︵副︶5

八721図圏 那須録一と申す者あり︒
なぜ

四848囹

四362囹

﹁おまへ︑なぜ泣いてみるのか︒﹂
﹁ な ぜ泣くのか︒﹂

四864囹
五271囹

なぞ

﹁なぜ︑あなたは逃げないのですか︒﹂

﹇謎﹈︵名︶2

六526囹

なぞ

學校から︑黒山のやうな邦人の群が︑わ

なだれを打って人馬落ち重なる︒

十二2210

ナチブ山

澄みきった大空のもとに︑ナチブ山が

︹地名︺3

あっとなだれを打って道路へ押し出して來た︒
ナチブさん

十一梱9

ナチブ山の頂には敵の砲兵観測所がある

青々とそびえてみる︒

が︑

十一旧一

十一旧1 みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列

夏

夏⁝⁝⁝七十四

夏

夏3まなつ

あけると︑

からりとした夏が

をしいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒

十五

︹課名︺2

七34

なつ

十五

﹇夏﹈︵名︶34

七743
なつ

來るよ︒

﹁夏﹂と聞くと︑太郎さんは︑急にうれ

三586園 つゆが

三587
五249

暑い夏の日が︑かんかんてりつける中で︑

もう夏の初めでした︒

しくなりました︒
五833

行進をしたり︑

五852 夏は︑かんかんとてつた方が︑氣持がいい

夏の空は︑からりと晴れて︑白いかもめが︑

と思った︒

海の上を︑すいくとんで行きます︒

五884

六263 夏が來て︑海の方から︑そよそよと風が吹

さ

日中は︑二十四五度ぐらみになるから︑

いて來ると︑

六欄7園

と

夏ほど明かるくて︑

さかんな

笛の名人用光は︑ある年の夏︑土佐の國か

もちみつ

春といふよりは夏だよ︒

七452

しかし︑

ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒
七767圃

なつかし一なつめ
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ものはあるまい︒

七862 夏の末になると︑黒影は︑木の皮にきずを
つけて︑その中に卵を生みます︒

七863 卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の
夏かへるのですが︑

七874 天氣のよい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こ
そと穴から地上へはひ出します︒

七896 さうして︑天氣のよい夏の日を︑厳しさう
に飛びまはり︑鳴きたてます︒

七917 頭の上では︑夏の太陽が︑かんかんと照つ
てるます︒

げ︒

ぬま
七953圏 母馬子馬︑ 沼の岸︑ 夏のゆふべの柳か

八63 夏の末ごろ︑燕が︑電線や物干竿に︑五六
告ぐらゐ並んで止ってみるのを︑よく見かけます︒
かべてるるでせう︒

ぼくのせい

十篇5

夏は夏で︑
夏は︑金魚費りがやって來る︒
りやうみ

十一帽3團

二人で︑野原へ花摘みに行った時のこ

この三四箇月土を見ることのできなかつ

た目には︑皆たまらなくなつかしい︒

なつかしげ

かういふところで︑たまくなつかしい

﹇懐﹈︵形状︶1

人を見るとへうきんなかつかうをして︑

一種のあこがれに似たなつかしさを覧え

﹇懐﹈︵名︶1 なつかしさ

紫の君も︑源氏をほんたうのにいさんだ

﹇夏草﹈︵名︶2

︹課名︺2

夏草

茂った夏草︒

夏の午後

夏の午後

十六 夏の午後・⁝⁝・・七十八

どべい

﹇寅﹈︵名︶2 なつめ

十881 土塀で園まれた會見所に入り︑片すみに生

なつめ

五785 十六

五35

なつのこご

車すぎ行く夏草の野路に

十面2図圃土ぼこりうづまき立つや十あまり荷馬

七756間くろぐうと︑

なつくさ

さを知って︑すっかりなついてしまった︒

十一㎜7 住民たちは︑日本軍の強さと心のやさし

と思ふほどなついて來た︒

十一437

大東亜の建設に協力してくれてみる︒

九255国住民たちも︑心から日本軍になついて︑

なつ・く﹇懐﹈︵五︶3なつく︽ーイ︾

させる︒

十一996

なつかしさ

なつかしげに近寄って來る︒

十一㎜8

なつかしげ

日本語を聞くと︑

十二幽2

そ︑わがなつかしい國語である︒

白 十二襯4 このやさしい歌に歌はれてるることばこ

︽1・ーイ・

以たなびくとま

草の芽の間から︑立ちあがる水言容のか

とが︑なつかしく思ひ出されました︒

十二爾4

十珊12

夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬

十二川4

いそべの松原に︑

なつかしい

わがなつかしき住みかなれ︒
﹇懐﹈︵形︶11

げもなつかしい︒

十㎜12
晴れた夏の空が︑無謬野の上におほひか

ぶさってみる︒

はや夏の暑さをおぼゆ︒

夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと

通す日影に︑

野はかがやきて︑

の日は︑いかにもさむざむとした氣持を起させる︒
むさしの

十一87

雲を

十﹁683図南野に立てば
十一761

とんぼが飛びかふのを見てみると︑これ

ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲です︒

十一㎜2

夏の日の暑さから考へてみてもわかるや

が夏なのか秋なのかと考へてみたくなる︒

十二梱6

うに︑太陽から出る熱量は︑すばらしいものであ
る︒

なつかし・い

やこそ︑

十一皿5図圃

八121 青々と植ゑつけられた夏の稻田を︑思ひ浮 なつか・し ﹇懐﹈︵形︶1 なつかし ︽ーシキ︾
八691圏 再審たときは 土手の草︑
高かった︒

五掘4團

ーク︾﹇▽おなつかしい

より

八囲2圏 夏の太陽がやけつくやうなまひる時︑

去年のお祭のことを思ひ出して︑急にな
夕方おなかをぺこぺこにして︑なつかし
何よりも︑あの家の軒下に作った古巣が︑

なつかしいゆずのかをり︑わたしは︑じ
子どもたちにとっては︑︿略﹀︑大きくなつ
てからのなつかしい思ひ出となる天地である︒

十肪3

つと梢を仰ぎ見た︑

十497圏

なつかしいでせう︒

八123

い兵螢へ蹄って來るのです︒

七797国

つかしくなりました︒

六164團

ながら目の色をかへて喜びます︒

利根は︑なつかしさうに︑にほひをかぎ

九534 軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑冬は六時で
ある︒

九831 長い夏も過ぎ秋が來て︑野山の草木が枯れ
るころ︑
あま

九942 天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくま
き散らしてみるのが見られます︒

はれるころ︑オボの祭がもよほされる︒

九㎜2 夏の初め︑草原があざやかなみどりにおほ

と湿⁝度に攣りのな い 土 藏 が 選 ば れ ︑

しつど

十悩5囹 だから︑夏でも冬でも︑できるだけ温度

選んで︑風の通り道で遊んでみる︒

十踊5 夏は夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを
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なつめうり一など

なつめ上り

なつめの砂糖づけもあった︒

えてみたなつめの木に︑その馬をつないだ︒
十晒10
﹇乱売﹈︵名︶1

十加4 秋には︑なつめ責りもやって來る︒

なつめうり

夏やすみ

五38 十九 夏やすみ⁝⁝⁝九十四

なつやすみ ︹君名︺2 夏やすみ

﹇夏休﹈︵名︶4

五941 十九 夏やすみ
なつやすみ
ま白な雲が浮いてみる︒

五942圃 あすからうれしい夏やすみ︑
晴れた大空に︑

まぶしく

まき場の

ゆめ見るやうに咲いてみる︒

ナデシコ

︽ーデ︾

大波小波
シ︾

しかったり︑たたいたりしないで︑少しで

あたりはまだほの暗く︑明けきらない港の

私は︑そっと翼をなでてみた︒

もできると︑頭をなでてほめてやりました︒

五m3

九459

八527

手のひらで輕く首やせなかをなでてやると︑

ほほ
朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒

九857

ああ︑よくやってくれたなといひながら︑

すぐ安心して静まってしまひます︒

九価1園

ナド

など

尼さんは︑子どもの髪をなでながら︑

翼をなでてやったりしますよ︒

十一416
﹁︿略﹀︒﹂

︵副助︶95

こと

アチラコチラニオチテヰル木ノ枝ヤ︑
くちくかんや︑せんするかんなどの

サイレンの音︑人の聲などが入りまじって︑
﹁︿略﹀︒﹂などといひながら︑

﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと︑小さ

な聲で︑ささやき合ひました︒

六997

から︑夜もぽかぽか暖いよ︒

六鵬9園 地の下には︑枯れた葉などが入れてある

こんなにしかられてるようなどとは︑お

とうさんも︑おかあさんも︑ゆめにもお知りにな

六麗3囹

おしまひに︑いちご・バナナなどを︑それ

らないだらう︒

七421

ていねいにたたんだ軍服や︑背嚢などが︑

いろくな命令や注意などを受けます︒

満洲や︑支那や︑南洋などへ行く船です︒

ぞれ三方にのせて供へられました︒

七561

七818国

なし

すみみったう

もう鳥などはたいてい寝てゐますが︑

きちんと置いてあります︒

七826團
七875

育てられた木に生るのと同じことです︒

八146 おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに

八498

話などをしてみるものは一人もみない︒

それから水平尾翼・垂直尾翼などである︒

尊い花壇などがあります︒

くわだん

せ

かみぢ

たかくら

九144 やまがら・こまどり・うぐひすなどの鳴き

されてみたが︑

九108 もと伊勢の神路山・高倉山などから伐り出

い

などの種をまくころは︑

八梛8 すっかり耕した畠に︑大豆や︑かうりやん

や︑オンドルなどともお別れです︒

八榴2 冬中おせわになってみただんろや︑ペチカ

もくれないといったふうです︒

八桐2 いういうと泳いで︑ほかの魚などには︑目

八947

んな古いいはれのある神社やお寺です︒

八942 日本最初の寺といはれる四天王寺など︑み

八479

る︒

軍かんといっても︑加賀などは︑動く 八465 小刀・はさみ・ものさし・分度器などであ
﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などといふ人が︑た

﹁︿略﹀︒﹂などといひます︒

學校のことや︑うちのことなど︑いろく
にんにくや︑はすの實などを︑戸口に並べ
また︑めだかや︑どぢゃうなどといっしょ
たべものにもよく氣をつけて︑間食などは︑

六868團

遠くの方で聞えます︒

六705

できるだけさせないやうにしました︒

五号9

に︑遊ばなくてもよいのでした︒

五226

てるる店があります︒

四梱5

お話しました︒

四伽6

四942国

くさんありました︒

四349

ひかうちゃうのやうなものですよ︒

四184囹

をよく知ってゐます︒

三325

カレ草ナドヲ︑ヒトトコロニアツメマシタ︒

一一34一

など

五945間あすからうれしい夏やすみ︑ 山べに野
べに白ゆりが︑

︽

いななきながら呼んでみる︒

五951圏 あすからうれしい夏やすみ︑
こまが朝風に︑

五954圃 あすからうれしい夏やすみ︑
なでおろす

海がわたしを待ってみる︒

﹇撫下﹈ ︵ 五 ︶ 3

うち寄せて︑
なでおろ・す

七柵1 撮政殿下の御無事でいらっしゃるのを拝し
た元帥は︑胸をなでおろしながら︑

をなでおろしてみないと︑つひ患者といっしよに

十梛10 よってはならないと︑絶えず思ひ績けて胸

﹇撫子﹈︵名 ︶ 一

なって︑吐いてしまひさうです︒
あんど
十二網10 茜臣たちは︑ほっと安堵の胸をなでおろ
した︒

なでしこ

︽ーシ︾

一483 ナデシコノ花ヲミツケマシタ︒
なでまはす

なでる

﹁おや︒﹂と思はず顔をなでまはした︒

﹇撫回﹈ ︵ 五 ︶ 1

﹇ 撫 ﹈ ︵ 下 一︶8

九191国

なでまわ・す

な・でる

三802圃 おつむをそっとなでてあげませう︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんはぼくの頭をな
でてくれました︒

四165

など一など
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聲が︑谷川の音にまじって聞えて早る中を︑

九151 青年學校・國民営校の生徒などで︑うづめ
つくされてみる︒

ことなどを︑いつも聞かされてゐました︒

九292 日本には富士山といふりつばなお山がある

は︑そのことを︑︿略﹀知らせたいと思ひます︒

九383 何かすばらしいことを思ひついた時などに
九685三国 されば︑家貧しくして苦しむなどは︑

ます︒

十備2

﹁國﹂﹁民﹂﹁靴﹂﹁杖﹂などの訓は︑一つ

ですが︑

﹁先生﹂﹁遠足﹂﹁飛行機﹂﹁高射砲﹂など

は︑音ばかりで讃む例で︑

言意10

﹁神様﹂﹁笑顔﹂﹁物干竿﹂などは︑訓ばか

りで讃む場合です︒

十擢1

なべや︑やくわんや︑布ぎれなどを持つた︒

の特別な讃み方があります︒

十佃2殊に︑人の姓名や︑地名などには︑おのお
十川10

世のつねのことなり︒

九686図國 都にて御馬そろへあるべしなど聞ゆ︒

十川9

遊ぶといっても︑別におもちゃや暦本など

を持って︑遊ぶわけではない︒
ぶたい
日暮れ時の胡同の磁場などに︑影給の舞壷

﹁まみる﹂﹁いただく﹂﹁いたす﹂などい

私は︑まだめしあがりません︒︿略﹀︒な
多くは家庭で用ひる物品などに封して︑

﹁汁﹂を﹁おみおつけ﹂などいふのがそ
﹁行く﹂﹁挙る﹂を﹁いらっしゃる﹂と
いふなども︑女らしいことばである︒

十一308

の例である︒

十一307

﹁おなべ﹂﹁おさかな﹂﹁お召物﹂とか︑

十一306

どいっては︑もの笑ひである︒

十一274

ふのが普通である︒

十﹇267

をこしらへて︑

十㎜11

十踊7

出してみる︒

楊の木や︑ねむの枝などが︑ずっと延び

やなぎ

九906 夜︑道に迷った時など︑この星を見つけれ
ば︑すぐ方角を知ることができます︒
が

九描6 蛾や︑こがね虫など︑どれもこれもただう
るさいだけであるのに︑

九加10 子ひつじの料理をあげたり︑手製のチーズ
やバタなどを供へたりする︒

九脚1一 オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひつじなど
がつながれる︒

どは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒

九剛5 神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひつじな
十428 そこで天人が舞ってみるなどは︑實に美し
い想像ですね︒

十817 新しい仔が代ってとび出して行くなど︑ま
ことに簡にして巧みなものであった︒

た︒

十875 ぶだう酒や︑鶏や︑白菜などを送りとどけ

﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大

してゐます︒

十一603図書
で候はめ︒

よしとも

きよもり

まして清盛などがへろへろ矢︑何ほ
どのことか候べき︒

十一605雪国

ただ兄にて候義朝などこそ︑かけ出

十939園私などの遠く及ぶところではありません︒ 十一487 おとうさんや分家のをぢさんなどと話を
十備5

﹁行﹂は︑﹁かう﹂﹁ぎやう﹂などと由み︑

部分の漢字は一つの音で讃みますが︑
十価7

﹁宮城﹂ ﹁ 神 宮 ﹂ ﹁ 宮 内 省 ﹂ の

﹁きゆう﹂﹁ぐう﹂﹁く﹂などいろくの音で望み

﹁宮﹂は︑

十備8

十一649老害

十一611図國

われ負けば汝をたのまんなど︑父と

夜討などいふこと︑汝らが同士軍︑

かさの中に星が見えれば天氣︑さうでな

兄と約束して︑敵御方に別れおはすらんか︒

ければ雨だなどといひます︒

十一7110

毬雲や︑薄雲・いわし雲などより低く︑

四五千メートルのところに浮かんでゐます︒

十一742

夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと

るやうにすべり出る白い雲は︑

十一756雨の降ったあげく︑山の閤などから流れ
十一761

なら・かへで・ぶな・くりなどの木々が

ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲です︒

長くひげのやうにぶらさがる﹁さるをが

茂り合って︑

十一801
十一876

深紅の﹁べにばないちご﹂などが︑予々

せ﹂などを︑石川先生に教へてもらった︒

と入り濁れてみた︒

十一923

十一柵5團私のおいて來た花ばさみや花器などが︑

パイナップルや︑ザボンや︑パパイヤな

︿略﹀︑かはいがられてるると思ふと︑

十一圏10

ざらさ

いはゆるジャワ更紗で︑赤や青や緑など

どもあって︑

十一脳6

くわてう

し

ぎ

ほうわうぼく

山羊の焼肉などがある︒

や

で︑花鳥を染め出したはなやかなものが︑
や

十一踊1

赤・黄・青などの美しい羽をしたいろい

椰子の木や︑鳳厘木などが茂り︑

だん

十一川5

よこす

神戸や横須賀などと同じく︑ひな壇のや

か

十一川8
かうぺ

ろな小鳥が︑

十一節3

パンの實︑バナナ・タロいもなどを常食

うに家々が山の中腹に並んでみる︒

十一㎜一

赤や︑緑の薄いきれ地などがいつばいに

としてみる︒

十一加6
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などか一なに

かざられ︑
かうきやうがく

十一圏1 よく晴れた朝など︑この一大交響樂に
スコールの荒れる夜など︑︿略﹀︑實にす

しばしば目をさまされることがある︒
十一㎜10
さまじい光景である︒

十一圏12 幅廣い稻妻が鋭く切り込む時など︑實に
すさまじい光景である︒

十一窟5 マライ人の女たちが︑夕方など︑こんな
姿で子どもをだいて門口に立ってるるのを見ると︑
十一泌1一 詮方小川などは︑サロンのままマンデー
をするマラノー人で い っ ぱ い で あ る ︒

十二910 上着などは脱いでしまふ︒
運罰する人︑方向を見定める人などが︑

いっしよになって艦船を走らせるのと愛りはない︒

十ニー210

十二槍5 仕事場の掃除をしたり︑盤などをやく火
のふいごをふいたりする︒

十ニー91 小さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こ
ちやこちやに入り混ってみる石の面を見て︑

十二224 ダバオ州政磨・市役所・裁判所・電話局
などの要所をまたたく間に占領して︑
十一﹇968図竹馬にむちを覧てて︑﹁︿略﹀︒﹂などい
ひて︑

十二㎜1 すでに大政を奉還したかれに︑逆心など
あるべきではないが︑

十二蹴12 日の出などは︑よく船火事と見まちがへ
﹁天にとどく﹂などの形容では追つつく

られるほど︑ぼうっと赤く︑大きくもえあがって︑
十二㎝10
ものでなく︑

十備3図圖 たとへ鬼神なりとも︑われら三人がつ

などか ︵副︶2 などか
かみかからば︑などか勝たざるべき︒

十一208図圖 かぶとの眞向を射たらんに︑などか

︵副︶1

通らざるべき︒

などて

などて

﹁などて︑かくはするぞ︒﹂と問ふ︒
七重
がらん

奈良七重七堂伽藍八重櫻︒

﹇七重﹈︵名︶1

5なぬかななよ

九632図國

なな
ななえ

十二373図圏

ななかまど

葉がふちに似た﹁ななかまど﹂や︑

﹇七竃﹈︵名︶1

七たび

正成と正季と︑七たび合ひて七たび分

﹇七度﹈︵名︶3

十一874

ななかまど
ななたび

十二914図
る︒

十一一914図七たび合ひて七たび分る︒

七つ

十一一933図圓七たびまで人間に生まれて︑朝敵を
﹇七﹈︵名︶4

滅さばやと存じ候︒
ななつ

一かさ水をかくと︑舟は七つの大波を
乗りきって︑鳥のとぶやうに走ります︒

四114

その邊の空に︑ひしゃくのやうな形に愚な
九898

北斗七星が見つかったら︑その七つの中の︑

この七つの星を北斗七星といひます︒

つた美しい七つの星を︑さがすことにしませう︒

九894

九899

下の端に過る二つの星に注意しませう︒
なな
ななめ 斜め 斜め

何

﹁ホウ︑ナ＝ヲヤルカナ︒﹂

里ノミヤゲニ︑

ナニモラッタ︒

S囹 ナニカ︑オモシロイコトハナイカナ︒
二395圏

﹁何をさがしていらっしゃるの︒﹂

二827園

三96園

三776 何か足にさはるので︑つかんでみると︑

それでは︑何かかはったことをして︑

はまぐりでした︒

おなぐさめいたしませう︒

三⁝⁝1園

四298 もう何も見えません︒

四299 何かにつまついてころびました︒

ある日︑おかあさんは娘をそばへ呼ん

りも悲しうございます︒

四367園私は︑お二人にお別れするのが︑何よ
四584

花子さんと春枝さんは︑だまって何か

で︑何か包んだ物をわたしました︒

四672

この次には︑何か︑みもんひんを持って

書きはじめました︒

四皿9團

來てくださるとのことでしたが︑

四鵬3團あなたがたが來て︑お話をしてくださる
四鵬4

がやがや何かわからぬことをいひながら︑

何かわからぬことを︑がやがや話したり︑

のが︑何よりもうれしいのです︒

四塀8

波の上に︑何か小さな物が浮かんで︑こつ

三四人は︑車のかち棒にとりつきます︒

五566

ナニ

﹁何しに行くのです︒﹂

りかうな利根は︑︿略﹀︑何をさせてもすば

その時︑何かが糸を引く︒

五㎜4園何かつれたか︒

五伽7

らしいはたらきをしました︒

五衡5

五631園

て︑それに何か乗ってゐました︒

よく見ると︑豆のさやのやうな物を舟にし

ちへ近寄って來ました︒

三638上の方へ浮かんで行ったり︑下の方へ

五574
はいけい

太陽を背景にして︑斜めにこっちへ向か
﹇何﹈︵代名︶85

つて走って來るレキシントンの姿であった︒

ナニ見テハネル︒

﹁トビサン︑ナニが見エマスカ︒﹂

一702圏ウサギ︑ウサギ︑

一615園

なに

十二脳9

に受けて︑異様に輝き渡ってみる︒

ななめに沈んだりしました︒
なな
海面は︑零落ちかかる太陽の残光を斜め

﹇斜﹈︵名︶3

一一

十二㎜4

ななめ

P2

なに一なに
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五梛8囹何か御用でございませうか︒
五欄2園何か御用でございませうか︒

なさった︒

九3310

あとは涙にぼっとして︑何が何やらわかり

わ

せ

何かすばらしいことを思ひついた時などに

何が何やらわかりませんでした︒

ませんでした︒

九3310

九383

んや︑おかあさんの方へ行きました︒

六128 私も︑何か手つだはうと思って︑おとうさ

六441属僚がうつるか︑あててごらんなさい︒
は︑

何よりも︑たんぼに早稻の穂が出そろって

母も何かいってみるやうだが︑こちらには
何を見てみるの︒

喜三右衛門は︑ふと何思ひけん︑﹁おお︑

ほこらしいやうな︑それでみて︑底の底に
さう思ったとたん︑私は︑もう何もいらな
それについて何か御希望はありませんか︒

人目には何とも見えざりけれど︑内々先
﹁何をつめてみるのですか︒﹂

ぬれねずみの姿で海岸へはひあがった兵士
血にまみれて突き進む皇軍將士の前には︑
誕壕も︑トーチカも︑敵兵も︑何もなかった︒

十悩5

の身を︑かくす物は何一つない︒

糸捌4

十佃5囹

を孚ひけん︑

寸功4図

十966囹

いと思った︒

十5510

は︑何か不安な氣持があることを知って︑

十534

それよ︒﹂とつぶやきて︑

十441図

つに仰せくだされ候︒

十㎜8囹張さん︑何か恵んでください︒
十㎜9

殊に支那のやうに︑廣くて大きな國では︑

十㎜2囹何をいってみる︒

交通路が何よりも大切である︒

て口を動かしてみる︒

十㎜8 まもなく︑楊少年は︑また何かいはうとし

十一125園何か起つたのか︒

先生が︑私に何かおっしゃったやうです︒

十一717 ごく薄い︑白い絹か何かで空をおほった

十一475

何をひいてみるか︑かれ自身にもわから

やうになりますから︑俗に薄雲といひます︒

十一佃3

ないやうである︒

とが何よりも知りたいのですよ︒

十一餌8團 こんなに遠く離れてみると︑うちのこ

も︑始めてのものばかりで︑

十一価5團 この一年間は︑何を見ても︑何をして

何着ても美しうなる月見かな

もしあれが佛のみことばであれば︑その

十二682

何よりも︑のどがかわいてたまらない︒

いったい︑おまへは何をたべるのか︒

聞多︑三十歳の壮年に及んで︑何一つ

孝行も書くさないのに︑

十二734園

う何もあとの祭︑どこにも人影はなかった︒

十二6810押つ取り刀でその場へかけつけたが︑も

十二526園

あとに何か績くことばがなくてはならない︒

十一一493

へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒

十二334園しかし退いて一人でみる時は︑師の教

十一協3図魍

心の落ち着かない時には︑

十一佃1團例へば︑何か氣にさはることがあって

こむことが大切だと思ひます︒

十一宙7團何を沿えるにしても︑そのもとをのみ

十125圏国何にてもゑんりよなくいへと︑しんせ 十一柵5團 何をしても︑始めてのものばかりで︑

らない草原では︑

九㎜2見渡すかぎり廣々として︑何一つ目にはい

九㎜12園

わからない︒

九界7

ませんか︒

九廻7園何か目じるしをつけたら︑いいぢやあり

九備8園何か生きもののやうに思はれます︒

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒

九佃7

六507 そのうちに︑何か︑ちょっとしたことで︑
つい︑けんくわが始りました︒
．さわいでいらっしゃるのをお聞きになって︑

六513 尊は︑お子様たちが︑何か大きな聲をして︑
六813 私は︑何にしようかと思ってみると︑
始めました︒

六814 弟は︑自分の机の前へ行って︑何かさがし

うに︑強さうに見えだしました︒

六棚1 道眞が︑急にがっしりと二王様か何かのや
六偽2囹 何もありません︒
てるるやうでしたが︑

七283 少年は︑ちよつと目をつぶって︑何か考へ
七636 さもとくいさうに︑何か聲高く話してみる
のに出あった︒

七671園 みんな︑ここで何をしてみるのですか︒
かと思ふと︑

七欄4 これから︑いったい︑何をしょうとするの
七鵬5 大きな圓の中には︑何かとろとろと︑とけ
た物が動いてみるやうに見えます︒

七二5 もう︑がまんも何もあったものではないと
思ひました︒

八122 何よりも︑あの家の軒下に作った古巣が︑
なつかしいでせう︒

八鵬6囹何かで︑験してみる方法はなからうか︒

八梱7囹今日はお祝ひの日ですから︑何か花をか
﹁何をいただくのでせう︒﹂とにこにこ

ざりたいものですね︒
八悩9園

235
なに一なにより

そなたは何をわいわいわめいてゐられるぞ︒

なにがし

︽iク︾

直下には︑何事もなかったやうに︑青い波

とも思はず︑そのありさまは何事だ︒

十727

大政を奉還したかれに︑逆心などあるべ

頭がかがやいてみた︒

十二佃2
﹇何﹈︵副︶2

なにしろ

何しろ

きではないが︑しかし何事も時勢であった︒

何しろ十萬といふ敷ですから︑これを送る

﹇何卒﹈︵副︶1

﹇何﹈︵副︶1

何とぞ
これんびん

何とて
﹇何程﹈︵名︶3

何ほど

こんな山城一つ︑何ほどのことがあるもの

﹇何虫﹈︵名︶1

何も

それがはたして何虫であるか︑はっきりは

何虫

まして清盛などがへろへろ矢︑何ほ

のことかあるべき︒
きよもり

九鵬3

なにむし

どのことか候べき︒

十一605図國

直読2図國能登殿いかに強くおはすとも︑何ほど

かと︑賊が城の門まで攻めのぼると︑

七576

なにほど

十一661図國何とてさることのあらん︒

なにとて

汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑

十一一備3國国何とぞ私への御書懲と思し召され︑

なにとぞ

り温度が高い上に︑

九柵4園なにしろ︑機器の中は︑ふだんでもかな

のはたいへんなことでした︒

八106

なにしろ

十二794囹 ひとつ當ってみませうllなうなう︑
十二802囹 はて︑何を費ってくれようか︒

十二衡8 長く戦ふやうにでもなったら︑そのすき
に乗じて︑かれらは何をしたかもわからない︒

なに

十二畑4 わが魚雷は︑みごと敵艦の火藥庫か何か
﹇何﹈︵感︶2

にくひ入り︑

なに

七棚8囹 なに︑大丈夫︒
﹇某﹈︵代名︶1

八428囹 なに︑萬壽︒木曾の萬壽か︒
なにがし

何かしら

九646図國 その障子をこなたへたまはりて︑なに
﹇何﹈︵副︶1

がしに張らせ候はん︒
なにかしら

何型

何くれ

山師ない

しないが︑

なにも

しかし︑彌兵衛は︑なにもオランダ人と︑

﹇何﹈︵副︶6
七備5

なにも

初めは何も氣がつかなかったが︑

けんくわをしょうといふのではありませんから︑
九976

それからは︑何も考へないで︑まるで機械

十二516園

つい︑うは言が出たかも知れないが︑

わしは︑何も知りませんよ︑行者さん︒

るさうだが︑今日は何も見えない︒

十二518園

何もかも

いや︑おとひめさま︑何もかも︑もう

﹇何彼﹈︵副︶3

わしには何も畳えがないのです︒

三哲3園

なにもかも

十分でございます︒

四633 新しいしめなは︑白い紙︑うら白の葉︑

視界は急にせまくなって︑のちには︑雨

何もかもさっぱりときれいに見えて︑
十二㎜1

﹇何者﹈︵名︶3

とができなくなった︒
なにもの

みる︒

なにやら

何者かは知らぬが︑わいわいわめいて

山路來て何やらゆかしすみれ草

﹇何﹈︵名︶4 何より

ほんたうにきのどくだったが︑けがのな

をぢさんや︑をばさんも︑お愛りないさ

うで︑何よりです︒

七775国

いのが︑まあ︑何よりのしあはせだ︒

六735園

六578囹 それは何よりです︒

なにより

十二悩4図圃

﹇何﹈︵副︶1 何やら

十一一792囹

にはかに何者かが乗り移ったやう︒

十一m2 爾眼は異様にかがやいて︑その身には︑

五986園 それは何者であらう︒

何者

やがて夕やみがたちこめて︑何物も見るこ

一時何物も見えなかった︒

雲のやうに山手へ突進して來た水煙のほか

宿舎のほかには︑目をさへぎる何物もない︒

﹇何物﹈︵名︶3 何物

足も︑雲も︑何もかも見えなくなってしまった︒

な

晴れてみれば︑ここから︑︿略Vも見え 八192国元氣で何よりです︒

のやうに手足を動かした︒

九㎜8

十一905

、96の

5

八71 大勢の燕が並んでみるのを見ると︑何かし
﹇何型﹈︵名︶1

ら︑相談でもしてみるやうに見えます︒
なにがた
﹇何﹈︵副︶2

八㎜2圃 何型が何十機︒
なにくれ

十92図 この御苑は︑明治天皇蔑みつから︑森の
下道・下草まで何くれと御仰せありて︑

手傳つた︒

﹇何気無﹈︵形︶1

十一一728 ほかの署者二人も︑何くれとこの手術を
なにげな・い

六備2 足もとを見てみた雪舟は︑何氣なく︑足の
親指で︑板の間に落ちた涙をいちってみました︒
なにごと ﹇何事﹈︵名︶5 艶ごと 何事

四349 何ごとにもすなほなかぐやひめでした
が︑

なからうか︒

七633 もしや︑宮の御身に︑何事か起つたのでは
十106囹 軍人となって︑軍に出たのを男子の面目

十九に
60は25212も
十

なぬか一なみ
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なぬか

﹇七日﹈︵名︶1

寄りぬ︒

七日
おんくし

九91図七日ののち︑后の御櫛ただよひて海べに
なぬかななよ ﹇七日七夜﹈︵名︶1 七日七夜

名のる

︽ーッ・ーラ・一

︽ーイ・ーカ・ーク︾

十一一伽1

太平洋の夜明け︑遠い地平線上に︑黒煙

﹇鍋﹈︵名︶1

なべ←おなべ

﹇靡﹈︵下二︶←うちなびく・おいなびく

のなびくのが濟望鏡に盲珂つた︒

なびく

なべ

なま

妻は︑なべや︑やくわんや︑布ぎれなどを

﹇生﹈︵名︶1

名前

とても︑なまではまつくてたべられや

﹇名前﹈︵名︶5

いろく︑貝の名前を思ひ出してみました
﹁かれひ﹂﹁たこ﹂︑そのほか名前を始めて

ちよつと見たところでは︑ほとんど無敷と

これらは名前であるから︑割合ひ簡輩で

﹁あなたの名前は︒﹂とたつねても︑

︽ーケ︾

十一欄4

﹇怠﹈︵下一︶2

もあらうが︑
なま・ける

鑛員たちは︑だれも見てみない眞暗なと

﹇生生﹈︵形︶1

なまなましい

なまけられないことはない︒

まけられないことはない︒

十ニー33

イ︾

なまなまし・い

︵形︶

1

生やさしい

︽1

わしのたべ物といふのはね︑行者さん︑

﹇生易﹈

イ︾

十ニー53

堅い石に︑長い馨を打ち込んで行くこの

緑の地平線は︑一瞬のうちに鉛色に愛

仕事は︑生やさしいものではない︒
なまり
﹇鉛色﹈︵名︶2 鉛色 鉛色
なまり

なまりいろ

り︑

十二節8

十二騰9 その鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行

﹇波﹈︵名︶54

なみ

波与あらなみ・いわな

くスコールの足が︑はっきり見える︒

み・おおなみ・かわなみ・こなみ・さざなみ・しら

なみ

三753團沖の方から︑波がうねって來て︑は

なみ・つなみ

すると︑

波が

だんだん

よせて

來て︑

波が︑ざぶんざぷんとむねにあたりま

まべで︑どっと音をたててくだけます︒

三772
した︒

三782

波は︑あとからあとからよせて來ます︒

せっかく作った砂の山が︑くつれだしました︒

三789

太平洋の

波がよったり︑

波がよったり︑

ふもとの町

松原に︑

松原に︑

四51圃 すそ引くはての松原に︑

白いはまべの

波が立つ︒

かへったり︒

四柵3圃

四桝3面白いはまべの

川が流れる︑野がつづく︑

かへったり︒

たひやかつ

は旗のなみ︒

五135圃

なみの底︑

みたでせう︒

き返ってゐました︒

五487 流れが急で︑白い波が︑石と石との間にわ

と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

五451 ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる

をが

今に露でもしたたりさうな︑なまなましい︑ 五423近海はひろびう
あざやかな美しさである︒

十369

︽一

ころで仕事をするので︑なまけようと思へば︑な

十奇士33

なまける

十一伽4園

見えるこれらの星にも︑名前や思置があり︑

九877

聞く魚が︑たくさんゐました︒

八佃8

が︑だれにもわかりません︒

七95

なまえ

しないよ︒

十一筋9園

なま

持つた︒

十二2710 戦虜があって︑道ははかどらず︑七日七 十脳9
︵名︶←ごがつなのか

夜︑孔子も弟子も︑ろくろく食ふ物がなかった︒
なのか

なのはな ﹇菜花﹈︵名︶1 菜の花
﹇ 名 乗 ﹈ ︵ 四五︶8

十二悩9図魍 菜の花や月は東に日は西に
なの・る
しかのすけゆきもり

九日8 甚次郎は︑この日から山中鹿野幸盛と名

リ・ール︾

﹁尼子家再興のことは︑わが年並の望みで

のり︑心にかたく主家を興すことを誓った︒
九個6

ある︒﹂小僧さんは︑ををしくもかういって︑衣
を脱ぎ捨て︑尼子勝久と名のった︒

十鵬2図佐々木︑あぶみふんばり立ちあがり︑大
音 聲 あ げ て ︑ ﹁ ︿ 略﹀︒﹂と名のりたり︒

十悩9図 投げあげられて立ちあがり︑︿略﹀︑大音
聲 あ げ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂と名のりたり︒

三口8図園名のらせたまへ︒
ズ略﹀︑熊谷の次郎直實︒﹂と名のる︒

十柵7富国名のらずとも首を取って人に問へ︒

十塀5図

なびく

十一187図 しばらくありて︑木戸の上なるやぐら
﹇ 靡 ﹈ ︵ 五 ︶4

より︑名のりけるは︑
なび・く

だが︑軍・艦旗を朝風になびかせながら︑

軍港を出て行く時︑

六298国︺

なまやさし・い

人間の生肉︑

十一一528園

六917 みかたの城には︑赤い旗がひるがへり︑敵なまにく ﹇生肉﹈︵名︶1 生肉
の城には︑白い旗がなびいた︒
みる︒

九724 青々と茂ったみどりの梢に︑煙がなびいて
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五555 白い波をたてて︑走ってゐました︒
ちへ近寄って來ました︒

五566 波の上に︑何か小さな物が浮かんで︑こつ

五885青い波の上に︑赤・白・黄・みどりの旗が
浮かんでゐます︒
へし
カまる

ゆコ

波にゆら

六悩7圃 しっくが落ちるたび︑ ひろがる波のわ

七57圃 かもめが五六羽とんで診て︑
れて浮かんでる︒

七476 笛の音は︑高く低く︑波を越えてひびいた︒

夕日が落ちて︑
あし間の舟

なほも南

七918 青い波はきらくと光って︑目が痛いやう
です︒

八45圏萬里の波に
へ氣がはやる︒
に寄って來る︒

八708飼 ひたひたひたと︑川の波︑
八7210剣聖に風強く︑波高ければ︑
八923 堀ばたの町には︑映書館や劇場があって︑
人の波が︑あとからあとから押し寄せます︒

九78図 にはかに風起り波だちさわぎて︑御船進
まず︒

九88図皮だたみ八重︑きぬだたみ八重を波の上
に敷きて︑その上におりたまへり︒

九456 ぱさつばさっと︑波が足もとで輕く音をた
ててるる︒

九474 太平洋のかなたから押し寄せて來るみどり

の波が︑きらくと光りだす︒
九513 波が静かなうねりに愛って沖から押し寄せ
るころになると︑

九518 漁船からは︑朝げの煙が波の上に影を落し
ながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒

九959 風は吹いてみないが︑波が︑目の前の水面

十215

一同は︑波にゑぐり取られてあとかたもな

風とは反封に︑波が沖へ沖へと動いて︑

に︑小さな三角の小山をこしらへ︑

十262

各艦のけたてる眞白な波が︑くっきりと目

くなった村を︑ただあきれて見おろしてみた︒

十644

機關の響きのほかに︑船腹に當る波の音が

これくらみの波に負けるものかと︑

にしみる︒

十僻3

十僻7

海はますますしけて來て︑波や風の音が︑

ものすごく聞え︑

悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くなって來ました︒

あくま

十溜2

押し寄せて來る波を見ながら︑宗治は︑主
てるもと

家毛利輝元を案じた︒

赤革1

ども︑

十一541図風叫び海怒りて︑波は山のごとくなれ

は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二備5圃遠くわが南洋の島々まで︑太平洋の波

が銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒

十二㎜1 波もすっかり静かになって︑時々飛び魚

て︑首を振り振り髄操をする︒

十二㎜9波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を塾し

が︑時には十日も奪いて高い波が立ちます︒

十二㎜1園 風速二十メートルぐらみの南西季節風

十二㎜1園 しかし︑波には波の美しさがあって︑

十二㎜2園 しかし︑波には波の美しさがあって︑

波とが︑明かるさを増して來た︒

十二㎜5 向かひ合って話してみる船長の後の空と

十二㎜11 波がひどくあわ立ってるるので︑漕水艦

﹇並﹈与あしなみ・けなみ・てなみ・はなみ

の潜望鏡かと︑近づいて見れば︑

なみ

客殿に並みみて︑念佛十返ばかり同音

波打

一族十六人︑從ふ兵五十鯨人︑思ひ思

波うちぎは

しめった砂をけりながら︑

波うちぎは

波うちぎはを︑ばちやばちや歩きながら︑

海藻を拾った波うちぎはも︑もうすっかり︑

みぎはに打ちあがらんとするところに︑

熊谷︑波打際にてむずと組んで︑

十鵬3図

海の水でかくされてるました︒

七139

子牛がねてみるやうな岩の方へ行きました︒

七105

を・どんぐかける・

七45圏

した︒

三763團波うちぎはや砂はまで︑貝を見つけま

際

なみうちぎわ ﹇波打際﹈︵名︶7

ひに並みみて︑一度に腹をぞ切ったりける︒

十二939図

に唱ふ︒

十二929図

明くれば二十八日︑天よく晴れて海上 なみ・いる ﹇並居﹈︵上一︶2 並みみる ︽ーヰ︾
山腹の斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が

波静かなり︒

十一551図
十一896

船は︑思ひ切り吃水深く︑︿略﹀島山の

きっすゐ

波のやうに績いて見えた︒

十一棚10

波を子

峯を目當てに︑根擦地へと波を切って行く︒

つ

來たらば來

十一繊7図圃生まれて潮にゆあみして︑
波にただよふ氷山も︑

守の歌と聞き︑

十一脳6聖堂

い

箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

たれ︑恐れんや︒

十一榴8園

向かふの沖の初島に︑白い波が打ち寄せ

はっしま

沖の小島に波のよる見ゆ

十一悩1

大きなすすきの穂が波のやうに樒れ︑

てるるのが見えるといふ︑給のやうな歌です︒
十一鵬1

ギリシャの國旗が︑朝の太陽に照らされ
ながら︑緑の波の上に光ってみる︒

十一一擢5

なみうつ一なみま
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十悩4 弾丸のタ立の中で︑波打際に突つ伏したま
ま︑兵士は身動きもしない︒
さかも

ぎ

波打つ
せ

︽ーツ︾

﹇Vうれしなみ

涙が︑とめどなくこぼれました︒

﹁︿略﹀︒﹂といって涙をこぼされました︒

六皿8

足もとを見てみた雪舟は︑何氣なく︑足の
雪舟は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑板

徳坤は︑涙を流して喜びました︒

雪舟が︑板の間に︑涙でかいたねずみでし

七266

父と︑母と︑人々の涙にみまもられながら︑
﹁︿略﹀︒﹂と涙をこぼして︑ありがたがる

涙が出て來た︒

十㎜9図 これを取って大隠義経の見参に入れたれ

その人々の顔には︑感激の涙がとめどな

ば︑見る人涙を流しけり︒

く流れた︒

十二214

ほほ
十二245 頬を傳ふ涙を彿ひもせず︑

み

つきせぬ親

十二6910 兄の目は︑涙でいっぱいである︒

悲憤の涙わきぬべし︒

鎌倉宮にまうでては︑

母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取

王のみうらみに︑

こ

十一﹇766図團

十二947図

はらはらと涙を甲の袖に落しつつ︑義

りついて︑涙を流しいひけるは︑

﹇並大抵﹈︵名︶2

並みたいてい

涙を浮かべてくやしがる乗組員をなだめ

心その氣色にあらはれければ︑

十二994図
十二悩7
ながら︑

︿略﹀︑傷の手當てをていねいにしてやることは︑

洋上飛行の目となり︑道しるべとなる偵

並みたいていのことではなかった︒

館員の野鼠は︑並みたいていのことではない︒

十二盟8

兄は︑涙ながらにうなついた︒

すると︑波どものうち振る旗も︑また刻

﹇波共﹈︵名︶1 波ども

刻に濃さを増して︑

十二㎜12

なみども

十二705

寸話7 涙ながらに介錯をしてやった︒

かいしゃく

あとは涙にぼっとして︑何が何やらわかり なみだながら ﹇涙乍﹈︵副︶2 涙ながら
甚次郎の目は︑いつのまにか涙で光ってゐ

ませんでした︒

九悩7
た︒

十二梛2 食事は子どものやうに一々たべさせ︑

やがて︑うばも呼んで︑三人は︑その夜を なみたいてい

目には涙さへ浮かべてみた︒

八559

それを拝した時︑私たちは︑何ともいへな
い感じがして︑目が涙でいっぱいになりました︒

八616

涙のうちに明かしました︒

八4210

七479

おばあさんもありました︒

七338

やすらかに長い眠りにつきました︒

七299

た︒

六M8

の間に給をかき始めたのでした︒

六佃6

親指で︑板の間に落ちた涙をいちってみました︒

十一2210図 南は稻村が崎にて砂上道せまきに︑波 山里2
﹇波打﹈︵ 五 ︶ 1

打際まで逆茂木を仕掛け︑
なみう・つ
わ

九柳8 何よりも︑たんぼに早島の穂が出そろって
波頭

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒
﹇波頭﹈︵名︶2

十727 直下には︑何事もなかったやうに︑青い波

なみがしら
頭がかがやいてみた︒

十728 この波頭へ向けて︑大きな花束を落した︒

六㎜9 やなぎの並木が︑にぎやかな通をきれいに

なみき ﹇並木﹈︵名︶3 並木Oまつなみき
かざってゐました︒

八213團 それから︑アカシヤの並木の給はがきも
あったでせう︒

八鵬3 遠くから︑やなぎの並木を見ると︑うすみ
どりにかすんで見えます︒
ちゅうれいたふ

なみきみち ﹇並木道﹈︵名︶2 並木道 並木路

涙

九339

八217團 並木道をのぼって行くと︑忠寺塔が立 九332 母は涙をふいて立ちあがり︑
つてゐます︒

走り績ける︒
なみだ

十一㎜3 風のやうな速さでタマリンドの並木路を
32

城主尼子義久は︑涙をのんで敵に降った︒

︵名︶

尼子の葛臣は︑涙のうちに四散した︒

﹇涙﹈

九㎜2

なみだ

九㎜5

熊谷︑はらはらと涙を流して︑

なみなみ

なみま

第一︑並み並みならぬ根氣がいる︒

︵副︶！ なみなみ

土がほり返され︑くれ打ちがすむと︑田に

﹇波間﹈︵名︶3 波間

水がなみなみと張られます︒

母も︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑目に涙をためな 七371

大尉は︑これを重んで思はず涙を落し︑

十ニー54

大御心のかたじけなさ︑そぞろに涙のわ なみなみ ﹇並並﹈︵名︶1 並み並み

三梱1 かめは︑なみだをふきながら︑ていねい

十柵5図

がら︑じっと私を見つめた︒

十5710

十133

き出つるをおぼゆ︒

十69図

だ・おんなみだ

におじぎをします︒
五帽5 みんなの兵隊さんが︑利根のかうしたはた
﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんも涙を流しなが

らきを見て︑涙を流すほどでした︒
五櫨2

ら︑お喜びになりました︒

六752 ﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑をばさんは︑
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八877図直隠はしだいに波間に沈み︑
いよあたりにしげし︒
兵士が歯を食ひしばって慮面する︒
波まくら

煙突が波間にかくれて行った︒
﹇波枕﹈︵名︶1

なめる

︽ーメ︾

敵弾いよ

ゆくて

十伽6 輸送船からも︑波間に浮かぶ舟艇からも︑
十一﹇俄3
なみまくら

なめらか

ももひろちひろ海の底︑

﹇滑﹈︵ 形 状 ︶ 1

5したなめずり

定めぬ波まくら︑

十一鵬7図圃 丈鯨のろかいあやつりて︑
なめずり
なめらか

﹇ 嘗 ﹈ ︵ 下一︶2

十374月の表面は決してなめらかではない︒
九791母馬が︑生まれたばかりの子馬をしきりに

な・める

なめてやってゐました︒

納屋

九846 手のひらに塩をのせてやると︑うまさうに
﹇納屋﹈︵名︶2

なめます︒

なや

十777 佐吉は︑一軒の納屋に閉ちこもって︑一心
に考へぬき︑

十二儒5 ﹁もういいかい︒﹂と︑︿略﹀明かるい聲
ら

が︑納屋のかげのあたりから︑はずんで來た︒
な

奈良

十一801

なら・かへで・ぶな・くりなどの木々が

﹇習﹈︵名︶1

ならひ

■それなら・そんなら

茂り合って︑

なら
ならい

阪東武者のならひとて︑大匠の前に
習ふ

一生けんめいにお

︽ーッ・ーハ・ーヒ︾←

は親死に子討たるるともかへりみず︑

十一654緑園
﹇習﹈︵五︶4

みぎへならえ・みならう

なら・う

あすからは︑きっと︑

二年生の時に習った詩が︑思ひ出されまし

雪舟は︑一心に給を習ひました︒

．経を習はう︒

六皿2園

六悩8

日本語が習ひたいといって︑おとうさん

六価7

た︒

九256国

ならす

﹇馴﹈■かいならす
﹇鳴﹈︵五︶9

︽ーサ・一

奈良の四季

十一脳10 さわやかな山道を︑汽車は鐘を鳴らしな

奈良の四季

な ら

奈良の四季

ら

奈良の四季⁝⁝⁝三十六

五

﹇並居﹈︵上一︶1 並びみる ︽ーヰ︾

な

五

︹課名︺2

がら登る︒

十二26

ならのしき

十二366
ならび・いる

十一侶1図 甲武者三千蝕人︑かぶとの星をかがや
うんか
かし︑甲の袖を連ねて︑雲霞のごとく並びみたり︒

﹇並無﹈︵形︶1 ならびなし ︽ーキ︾

ナラブ

並ぶ

︽ービ・ーン︾

九662図 信長の家臣らこれを見るに︑まことにな

ならびな・し

﹇並﹈︵五︶57

らびなき馬なり︒
なら・ぶ

セッセトトホル︒

δいならぶ・おならびなさる・たちならぶ

ナカヨクナランデ︑フッテ來ルノモア

一541圏 アリガナランデ︑
リマス︒

二533

﹁君が代﹂を歌ひました︒

三174間きちんと並んで︑さいけいれいをして︑

めいめいのささ舟を持って︑小川の岸

こゑをそろへて

行きます︒

三261

三人は︑舟と並んで川のふちを走って

に並びました︒

かへると︑すぐたいこをならし 三253

鳴らす

たちのところへ︑毎日何人となくやって下る︒
ならす
なら・す

うちへ

シ︾δうちならす・ふみならす
ました︒

三694

おじぎをしたり︑小さい手をたたいた

﹁ポポー︒﹂と︑ラッパを鳴らしながら︑

まつ︑罰責りが鳴らして馨る鳴り物の音が
おもしろい︒

十矯11

でんでんだいこのやうな︑ブリキのつづみ
を鳴らしてやって來る︒

十珊8

ました︒

四189

その

友だちが

四人並んで︑

ぼくたち七人は︑白い線にそって並び

四432魍子だぬきが︑出て來てお山へ集って︑
ずらりと並んでわになった︒

ました︒

四285

﹁︿略﹀︒﹂といって︑手をふりました︒

四215 外では︑

ぼくはにいさんと並んでねました︒

﹁ブウブウ︒﹂と︑ラッパをならしました︒ 三401園 二本並んでむしばができてみる︒
三674 ちゃうちんの火が︑きれいに並んでゐ

りしては︑たいこをならしました︒

三695
四252

﹇奈良﹈︹地名︺5 奈良
な ら

七323 そのころ︑都は奈良にありました︒

なら

五529

笛を鳴らしたら︑たまを投げる︒
たいこ
午前十時︑最初の太鼓が︑あたりの静けさ

川岸の道を走って行きました︒

七324 奈良の都には︑赤くぬった宮殿や︑お寺の
がらん

お堂が︑あちらこちらに見えてゐました︒

九154

ら

六924囹
な

十二449空豆 あをによし奈良の都は咲く花のにほ

なら

を破って鳴らされる︒

十二373下髪 奈良七重七堂伽藍八重櫻︒
ふがごとく今さかりなり

十二452 東大寺の大佛ができ︑インドから高僧が
渡海して來たこうのはなやかな奈良の都を︑あり
﹇楢﹈︵名︶1

ありと見るやうな氣がする︒
なら

ならぶ一ならべる
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ります︒

四492星が並んで︑光ってみるやうなのもあ
四826園 ぼくが︑君らのせなかの上を︑かぞへ

ながらとんで行くから︑向かふの陸まで並ん
でみたまへ︒
ました︒

四831 わにざめは︑白兎のいふとほりに並び
四m4圃 赤いはかまの官女さん︑ 三人並んで次
の段︒

甲板に出て並びませう︒
うはや
向かふは上屋で︑見送りの人が︑いつぽい

かんぱん

七525

七526
並んでゐます︒

それから︑兵舎の前に並んで︑黙呼を受

けるのです︒

七781團

手入れのよくとどいた小銃が︑行儀よく

燕が︑電線や物干竿に︑五六羽ぐらゐ並ん

並んでゐます︒

七824団

八63

で止ってみるのを︑よく見かけます︒

五104国むねには︑大きなかつを木が並んで︑爾 八65 時には︑十羽二十羽も︑ずらりと並んでゐ
ることがあります︒

八71

はしに︑千木が高くそびえてゐました︒

八172

やがてそれが開くと︑中に黄色な花が︑矢

大勢の燕が並んでみるのを見ると︑

五453 にいさんと並んで︑私もつり始めました︒

二機が並んで行くのを見てみると︑胸がわ
在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團の人々
中之島や︑その附近には︑高い建物が並び︑

八922

まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑いく

心置橋筋には︑りっぱな商店が並び︑

九992

い︒

九968

次の室には︑ガラスを張った︑大きな窓の
鳥かごがつるし出され︑鉢植の草花が持ち

つて來たやうだ︒

九柵9園 機上整備兵の座席の前には︑たくさんの

私は陳列室へはいって︑いろくな塗り物

飛行機がたくさん並んで鰯って來る時︑

計器が並んでゐます︒

十価6

九三9園

げ た

翌朝︑王の御宿舎の前には︑蒙古の住民

の並んでみるのを見ましたが︑

十一133

たちが並んでみた︒

錦ってみると︑入口に下駄が何足も並ん

や し

家々が山の中腹に並んでみる︒

でるて︑奥では︑がやがや人聲がします︒

十一478
十一川4

川べりに並んだはんの木が目立つ︒

がずらりと並んでみる︒

十一晒4 その両側に︑竹と椰子の木で作った長屋
十二郡9

ならぶ

並ぶ ︽ーブ・一

わらべらはちひさき笑顔ならべつつ兵

﹇並﹈︵下二︶5

十二川3圃 島々は︑大空の星座のごとく並び︑

ベ︾

なら・ぶ

九374図圃
十剛1図

小舟に乗り︑教纏の船に並べて乗り移り︑

五百齢騎ひしひしとくつわを並ぶ︒

に唱歌ををそはりてみる
十冊5図

太刀先そろへて一時に打ってかかる︒

しく︑敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒

十一229図無の方を見渡せば︑北は山高く道けは

﹇並﹈︵下一︶16 ナラベル 並べる ︽一

横矢を射んとかまへたり︒

十﹇231図沖四五町がほどに大船どもを並べて︑
なら・べる

五293圏

川ノフチニ︑イシヲナラベマシタ︒

それを︑八つのをけに入れて︑大蛇の來

を︑戸口に並べてみる店があります︒

四脳6 あひるの卵や︑にんにくや︑はすの實など

一407

最後の太鼓が打ち鳴らされると︑奉仕の ベ・ ベル︾Oかけならべる・しきならべる

並んで泳いでみた小島くんも︑だんだん弱

二列に並んだ列を︑まだだれも齪す者はな

人々は︑はらひ所に並んでおはらひを受け︑

九1510

出され︑子どもたちの顔が並びます︒

八悩4

やうなものが︑順順に並んでみて︑

八憶6

つか並んでみるガラスの箱でした︒

八欄6

しんさい

島の東の端には︑中之島公園があります︒

八915

が並んで︑言意をついであげてゐます︒

八584

くわくした︒

八556

車のやうに並んで咲きます︒

五705 私が︑にいさんと並んで立ってゐますと︑
五907 出替線に︑四さうのカッターが並びました︒

六898 三人が︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足
あとも︑並んでついた︒

六898足あとも︑並んでついた︒
六905みんなは︑雪の上に集って並んだ︒
六965笛が鳴ったので︑爾軍は︑もとの位置に並
んだ︒

れすれに並んで︑まん中を射抜きました︒

六皿1 これも︑みごとに︑ちゃうど第一の矢とす
六搦7 たくさんの菊の鉢が並んでゐます︒

六柵6 誤配には店が並んでみて︑人が︑すれあふ
ほどたくさん歩いてゐます︒

並んだお祭のちゃうちんが︑うつりました︒

六柵3 笛とたいこの音がひびいて來て︑ずらりと

いうしうくわん

六襯2 大勢の人が︑並んで演奏してゐます︒

七316翻二二館の入口に︑ 人が並んでをりまし
た︒

いっしよに集って並んだ時のことを思って︑

七448 新しいその講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑

241
ならわし一なり

るところに並べておけ︒

しょ だ な

なり

﹇成﹈5おなり

なり

︽ナラ・ナリ・

されども城中鳴りを静めて︑人ありと
ナリ

九605図

ず頭上をすれすれにかすめて︑きつねの

九606図めて︑きつねの前なる土に立ち︑きつね

九615図任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし者

九6010図圖ろきて死にたるなり︒捨ておかば︑ほ

のの望むところなり︒いカでか︑生き

り名高きつはものなり︒十六歳にて敵の

九616図︑近ごろ降りし者なれば︑他の家來ども
九623図

﹇断定﹈︵助動︶脱

ナル・ナレ・二・ン︾δいかなる・こころならず

われも死すべきなり︒﹂といふ︒爲次︑

九652図國

すく候︒まだらになりて見苦しかるべ

へんは︑はるかにたやすく候︒まだら

︑なれたるものにて候︒﹂と申しけれ
九652図國

とて︑かくするなり︒﹂といひけり︒
あっち

九662図 ︒されど債あまりに高くして︑買ふもの

九662図 とにならびなき馬なり︒されど債あまり

九6510図︑東國第一の名馬なりとて︑安土に引き

九657図國

九647圏

九636図國

九634図國

ためとも

にて作りたる弓なりとも︑御命には代

これが義経の弓なりと︑あざけらるる

九681m凶圓

ころ︑ことわりにこそ︒されどこれは︑

八768図國

九685図圓世のつねのことなり︒まことにや︑都

となり︒まことにや︑都にて当馬そろ

︑源氏一門の恥ならずや︒﹂といふ︒

たたへたり︒島なれば山うるはしく︑

かすかに響き︑いつくともな

はるかなる麓のわたり

てんすみをけ

ふもと

動員の第一夜なり明けやすき

かす

せん︒整備は戦闘なりといふことを︑私
九梱6図魍

九鼎1園

九696昼餐求め得たるものに候︒﹂と申す︒信長︑

九54尊意

わたり

さらと

九685圏

八768図圓

九687図鑑君は仕への初めなり︒良き馬にめして︑

八766図國爲朝の弓のやうならば︑わざと落して 九6610園囹 は︑いかばかりにや︒﹂と問ふ︒﹁︿略﹀

ためとも

八766図圓弓を惜しみたるにはあらず︒をぢ爲朝 九667図国豊︑仕への初めなり︒かかる名馬に乗

八763図國

八336図︒小石まじりの砂なれば︑流るるやうに
八336図すべること二町鯨にして︑やや平なると
八336図饒にして︑やや平なるところに着きぬ︒
八347図りて︑墜ちりぢりに逃げ行きたり︒
八456図圏小枝はかすかにふるふ︑晴れたる空
落すほどの上手なり︒﹂と答へたれば︑
八723図國
八728図 ︑萬一射そんずるならば︑裏切り折りて
八736図ちっきて︑射よげに見えたり︒ただちに

なり

も見えざりければ︑

十一174図

六132 刈ったあとには︑くくった稻の束が︑田の なり ﹇鳴﹈︵名︶1 鳴り←じなり・やなり
上に並べてあります ︒

行きました︒

七904 本田くんといつしょに︑肩を並べて泳いで
八335図 三千飴騎︑馬を並べてかけくだる︒

八㎜2 私は︑飯皇を出してふいたり︑みんなのお
茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒

九493 見る見るまぐろもさめも︑次から次へ行儀
よく並べられる︒

九561 洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲板を
こすりながら頭を並べて進んで行く︒

九766 炭焼がまの裏の山道には︑丸太を並べた木
馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ績いてるる︒

上製3 さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く
の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒

高歯10 二さうの舟は︑静かに近づいて︑満満とた
ふ なばた

たへた水の上に︑舷を並べた︒
や︑車が並べてある ︒

十一446 りつぼな書棚に︑たくさんの人形や︑家

九46図曳ければ︑ 大いなる島八つあれば︑
九52図團 日の出つる國にしあれば︑日の本と

九713図圃

九712王室

十一㎜6 パプア島にも︑ソロモン諸島にも︑森羅

うるはしく︑島なれば富めぐらせり︑

の東北部にも︑これと肩を並べるやうな港はない︒

九55図圃

し原の中つ國なり︒黒潮のたぎる

ゑんとう

十一川11 家の軒下には︑直脛一メートル半もある︑

九64事訳

浦安の安らかにして︑天地ときは
りたまふ︒にはかに風起り波だちさわぎ

敵前に上陸すなり秋の二

あめつち

トタンで作った圓筒形の天水桶が並べてある︒

九71図閣

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

九梱8図圖

だ︒﹁やあ︑それなる赤糸をどしの甲は︑

れ海神のたたりなるべし︒かくては御

十52図 おぼえつつ︑静かに歩みを移せば︑参道

十49図神域いよいよ嚴かならんとす︒左折して

しんみき

すがやかに晴れたる山をあふぎ

九鵬4園

の上をゆるやかに流るる雲は白く光れ

えたまふ︒はるかに海を望みたまひて︑
九361図南

十510図て清らかに︑嚴かなり︒拝殿に進み︑明

十510図砂︑すべて清らかに︑嚴かなり︒拝殿に

九365図圏

んとして︑にはかに列をみだしつつ飛び

﹁器量ある武芸なれども︑なほ軍の道
九592図

九582図国

九94図

九82図圖

九78図

十一加3 南洋のどこの町にも見られるあの支那風
ならわし ﹇習﹈︵名︶2 ならはし5よみならわし
十一304 女は男よりもいっそうていねいにものを
いふのが︑わが妄語のならはしである︒

﹇ 生 ﹈ ﹇ V す ず なり

用ひることをならはしとしてみる︒

十一321 至誠の心を表すためには︑最上の敬語を
なり

十64幽思 すかれといのるなるわがよをまもれ伊
十69図 じけなさ︑そぞろに涙のわき出つるをお
十75図 き︑意いとはるかなるかなたに︑着物殿
したん

こくたん

十77図活のいかに御倹素にわたらせられしか︒

と呼ばるる︑精巧なる陶器を製作するに

有田に出でし陶工なり︒かれは︑その後

ありた

十477図
十478図
てはやさるるのみならず︑遠く海外にも

も必殺のねらひなれば︑荒尾馬より早

尾馬より逆さまに落ちて︑起きも直ら
︒南は稻村が崎にて砂上道せまきに︑

十997図

近江の湖の末にて候へば︑待つとも

二十日鯨りのことなれば︑比良の高嶺の
よし
も甲の色もさだかならず︒大將軍九郎義

十一335図團

十一328図團

目にはさやかに見えねども風の音に

ぞ春のにしきなりける

て︑平声はるかに連なり︑横矢を射ん

村が崎︑にはかに二十鯨町干あがりて︑

十㎜6直門

﹁大串か︒﹂﹁さん候︒あまりに水が速

十棚4図佐々木の四郎高綱なり︒人目には何とも

てい

3図画

おほぐし

たかつな

山︑﹁汝がやうなる者は︑いつも重忠

隊とともに先頭なる敵の主力に當り︑

反映したのにほかならないのである︒

十78嘉言は紫檀にも黒檀にもあらずして︑ただ
十79図︑ただ黒きぬり机なり︒竹の御硯箱は何

十鵬10図國

さん候︒あまりに水が速うて︑馬をば

たかね

十710図徒の用ふる物と異なるところなし︒昭憲

十柵10図圓

ら

十81図 筆はちびてわっかに寸々を残すのみ︒ま

たる武者一騎︑沖なる船をめがけて︑海

ひ

くなど︑まことに簡にして巧みなものであ

︒この天皇の御ためなればこそ︑われわれ

十4710図
十558
十817

十86図南豊島御料地の内にて︑御書柱の神に御
十

子小次郎が年ごろにて十六七ばかり︑花

十993図

十87図 とは申せど︑質素なる平屋にして︑行幸
十指7図

十佃10図圏

十伽3図面芽の針やはらかに春雨の降る

ツ

モト

ジンヰ

敵は大勢なり︑かけへだてられ

ずとは︑道理なり︒まさしく父に向

は︑遥かの弟にこそあれ︒汝︑兄に

ば︑すみやかに陣を開いて退散すべ

し一家の氏族ならば︑すみやかに陣

極めたるものなれば︑定めて今夜寄

てしかるべきにあらず︒﹂といひけ

十騎の私ごとなり︒源平敷を蓋くし

外に手荒き儀なり︒年の若きが致す

よしとも
らず︒ただ兄にて候義朝などこそ︑

弓長さ七尺五寸なるに︑三十六さした

は︑七尺ばかりなる男の︑目角二つに

・死傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神璽ノ

キンセウ

ノ能クスベキニアラズ︒特二号が軍

稜威ノ致ス所ニシテ︑固ヨリ人爲ノ

イ

るもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

りけん︑にはかに戦艦ニコライ一世以

隊の東方はるかに転置の黒煙を見る︒

れて海上波静かなり︒わが艦隊は︑東

沈着にして熟練なるわが医員の撃ち出

なれども︑沈着にして熟練なるわが砲

波は山のごとくなれども︑沈着にして

しが︑われは急にその前路をさへぎり︑

る
弓は
るり溢れ沈な波し隊
がずはばし重て十外ら長
・ノ稜イもけのて着ればがと
、、．、、 Ω↑融一物．Ll．−〒ル．浄＿7士．一｝一■・・．1．、T

みつうみ

十88図 ど︑質素なる平屋にして︑行幸ありし時
十描6図

十125囲国軍に出でしことなれば︑定めて不自由 十描8図画 も︑いかなる人にておはすらん︒名の

る︒熊谷︑あまりにいとほしく思ひけれ

﹁ただいかやうにも︒とくとく首を墨

略﹀︒﹂ものの緻には候はねど︑武備の

壷佃2図

てもあるべきことならねば︑泣く泣く首

十研2図圏

十126膚身ともあらん︒何にてもゑんりよなくい

十佃3図

十125荏田 ︑定めて不自由なることもあらん︒何
十126囲国 へと︑しんせつに仰せくだされ候︒母

十五7冠註るは︑この人々にておはしけり︒やさ

はちまん

十129重言 たが︑あっばれなるてがらを立て候や

ぐれたるつはものなり︒かれら三人寄り

十128荏田 りさくるばかりにて候︒八幡檬に日参

十1210豊国 候やうとの心願に候︒母も人間なれば︑ 十重10図

十1210圓田 に候︒母も人間なれば︑わが子にくし 十佃3図圓き︒たとへ鬼神なりとも︑われら三人
みたて

十157図圃 なく︑聲なき汝なれども︒昭和十六年

十枷8園圏

ひて日はしっかなり

十192図閣 ︑汝︑ますらをなれば︑大君の御楯と

十一136礫群

る︒つづら折りなる道をあがること十

職闘たけなはなる時︑宮機を迎ふる

十448図 あらず︑いたづらに焼きてはくだき︑く

十一169図

十198図魍錦りて︑安らかに眠れ︑幼かりし時わ 十描4 しもの大堤防も︑日ならずしてできあがつ
十449図 ︑歎息するばかりなり︒苦心は︑それの

ら

と射込む︒一矢なれども必殺のねらひ

その矢︑はるかなる谷をへだてて二町

おはします重なれば︑六波羅殿や御

ろくは

りて︑木戸の露なるやぐらより︑名の

十一198図

十一196図

十一191図國

十一187図

十4410図 苦心は︑それのみにあらざりき︒研究に

十452図 ら家業もおろそかならざるを得ず︒やが
十464図 ては︑はや心も心にあらず︒かまの周園
十468図 も朝日︑はなやかにさし出でて︑かま場

10526673210363321883121174
図平屋圏圏圏圏圏圏圏図図陣雲点図図図図図図図図図

あふみ

十91図亭といふ︒ほのかに承れば︑この御苑は︑

としま

十121囲国はいかにも残念に思ひ候︒何のために

︑花のごとき少年なり︒熊谷︑﹁︿略﹀﹂

こくたん

532998
図図図図図

十描7図

したん

十78図 しか︒御津は紫檀にも黒檀にもあらずし

19

19

22

24

24

十123墨田恩に報ゆるためには候はずや︒村の方

十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

32

53
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54
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5了

5了
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60
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61

61

62

62

63

63
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十﹁646図 まことに射よげに見えたり︒願ふとこ

十﹁644図大の男の︑大きなる馬には乗ったり︑

十二952図國
らはせんためにもあらず︑腹を切れ

十二949図園
とも︑父の子ならば︑これほどの道

十二943図

たへずひ
︑そかに持佛堂の方へ行きけ

十一圏10

九㎜7

七柵3

起床ラッパが鳴り響いた︒

城内にラッパが鳴り響きました︒

十二㎜1図圏 くして來たるなれば︑今度の合職は

＋二9910図す
國返すも神妙なり︒大敵︑堅塁を壷

十二991図圓
職を決すべきにて候︒おそれ多くは

十一皿5図圃 かしき住みかなれ︒生まれて潮にゆ

十二㎜2浄写 ざらんがためなり︒退くべきを見て

﹇土居﹈︵五︶1

なりをる

︽ーッ︾

﹇鳴物﹈︵名︶3

鳴りもの

鳴り物

まつ︑物費りが鳴らして來る鳴り物の音が

鳴りものであらうと︑呼び聲であらうと︑

﹇鳴渡﹈︵五︶− 鳴り渡る ︽ール︾

﹇成﹈︵四五︶蜘

ナル なる 成ル ︽ーッ・

なさる・おなる・なくなる

テンキニ

ナアレ

ーラ・ーリ・ール・ーレ・ナアレ︾δあいなる・おなり

な・る

り渡るので︑

七8110国 九時には︑﹁︿略﹀︒﹂と︑消燈ラッパが鳴

なりわた・る

管のやうな胡同には︑︿略﹀よく響き渡る︒

十加5

者もみる︒

十㎜6 鳴り物を使はないで︑呼び聲でやって到る

おもしろい︒

十踊12

なりもの

うな︑激しい雷が鳴り響く︒

今にも頭上に落ちかかるかと思はれるや

十一651図 のうちこそ神妙なれ︒早朝︑須藤の九

十二953図園
れと残されしにもあらず︒われ︑た

すどう

十一653図圖 ︑﹁敵は大勢なり︑もし二郷きて打

十一664図射けつつて︑後なる門の柱にぐざと突 十二959図園
かれしところなり︒その遺言をつぶ

十二988図國
ともなるべきにて候間︑今こそ師直

十二967図園
を追ひかくるなり︒﹂などいひて︑

十二966図囹
敵の首を取るなり︒﹂といひ︑竹馬

天地の大いなるかな︒

十一669図画 ︑爲朝︑﹁兄にておはす上に︑思ふ
十一696図圃

色あざやかに︑咲くものは露草の

もろなお

十﹁703図魍

十二49図魍む民のあればなりけり

十二㎜3図圓 うせんがためなり︒朕︑汝を以って

十﹁981 るであらう︒幸ひにしてこのころは︑割

十二58上半 の心のまことなりけれ

十二瑠7國団 悟致し候所存に候︒私一命は惜しみ

ちん

十二61図閣 まほしきは心なりけり

十二510図会とくさわやかにもたまほしきは心な

十二佃6國團 居り候も残念に候まま︑きっと覧悟

十一一65図圃 まほしきは心なりけり

＋一一襯−o

が尊い國語にほかならない︒われわれが︑

十一一154 ︒第↓︑並み並みならぬ根氣がいる︒槌

十二328 ︒さうして︑顔回なればこそ︑この最も なりお・る

シタ

7

十二351 いってみる︒顔回なればこそ︑偉大な孔

50

2

ノ上ガ︑アカルク ナリマシタ︒ススキガ

ッタカ︑墨画ナク ナルコトガアリマス︒

アタリガアカルク ナッテ︑日ガサシテ

アマドヲオシメニ ナリマシタ︒ピカリト

二︑水ヲオカケニナリマシタ︒イモウト

52

8

一477

一204圃

59

3

なりがち

68

3

ナリマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒

一784囹ドコオ
へイデニ

ナリマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒

ナリマシタ︒マタ少

ナリマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒

︒犬ハケ
︑ライニ ナッテ︑ツイテイキ

ラッチケ
︑ライニ
一792

ナリマシタ︒モモタラ

︑ダンダンクラク ナッテ來マシタ︒ト

一805

X1

ラッチケ
︑ライニ

一798園ドコオ
へイデニ

一775

一766園ドコオ
へイデニ

︑ダンダン大キク ナッテ︑タイソウッ
︑タイソウツヨク ナリマシタ︒アル日︑
了4

4

これは︑へんなことになりをつた︒
十一一865囹

これを許せば︑國家の政治が成り立た

74

十二4410図圃 とく今さかりなり 東大寺の大佛が なりがち ﹇成勝﹈ ︵形状︶2

になりがちであった︒

はん

十763ややもすれば︑手のとどきさうもない空想

よたれぞ常ならむ︒どこからか聞 九438とかくことばがおろそかになりがちです︒

十二563図魍 が世たれぞ常ならむ︒有爲の奥山今

十二481國

十二573 だ︒とたんに︑妙なる樂の音が起って︑
たかう ち

鐘が鳴りだしました︒

しよう

六683日がくれてまもなく︑けたたましく︑半

十二895図圓 を限りと思ふなり︒正成すでに討死 なりだ・す ﹇鳴出﹈︵五︶1 鳴りだす ︽ーシ︾
十二8910図國 が第一の孝行なる︒﹂とて︑かたみ

十二895圏 は尊氏がままなるべし︒しかりとい

ない︒

十一一606囹

十二905圏 ざや︑まつ前なる敵を一散らし追ひ なりた・つ ﹇成立﹈︵五︶1 成り立つ ︽ータ︾
十二906圏 まくって︑後なる敵と戦はん︒﹂と
十二9010図旗を見てよき敵なりと思ひ︑取り込め
く

︽ーイ・ーキ・ーク︾

十一﹇934図

げにもうれしげなる氣色にて︑﹁︿略﹀

十二924図 のちにはわっかに七十三騎となりにけ なりひび・く ﹇鳴響﹈︵五︶4 鳴りひびく 鳴り響
秋のお祭のたいこが︑雲影に鳴りひびくこ
ろになると︑

六269

十二935図國さやうに思ふなり︒いざさらば︑同

十一﹇935園池 われもさやうに思ふなり︒いざさら

一一
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二93

ハイッテ見タクナリマシタ︒勇サンハ

ハヨイ天キニナリマス︒﹂

ハ︑ビショヌレニナッテ︑ナイテヰマ

ニー06園

ニ21一
ナレ︑柿ノタネ︒早
ニ256圏圖 ︒﹁早ク木ニ

モッテオイデニナリマシタ︒コンドハ

ナレ︑柿ノタネ︒﹂
ニ258圏国ネ︒早ク木二
ナリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂
二262
木二
ナリマシタ︒ケレドモ
二343 ガ火ヲオツケニ

ニ36一 ノ中ヘオ入レニナリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

ニ345
ニ367 ︑ヒトカタマリニナッテヰマシタ︒オ
ニ402 人ギャウが病氣二ナッタノデ︑オイシャ

ナリマシタ︒コンドハ
コトガデキナク

U ︑ダンダン大キタ ナッテ︑コロガスコ

ナリマシタ︒デモ︑笑
二426 ハ︑急ニヲカシク

ニ546

ナッテ︑ヨイムスメ
ニ661 ︒ダンダン大キタ

三137

出して︑お引きになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

四76

四66
四71
四73
四75
四75

三柳3

村々が︑日かげになります︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

わからないほどになりました︒毎朝日
心々が︑日かげになります︒午後にな
なります︒午後になると︑東がはの何

家へかへりたくなりました︒たひ﹁こ

三868
いって︑おほめになりました︒二十三
二研4
だんだん小さくなって︑とほくの方
三919 自動車が見えなくなるまで︑見てゐま
三61圃
こりと︑お出になったか︑おしゃかさ
三957取っておしまひになったので︑そのへん
三63圃
して︑お立ちになっていらっしゃる︒
やうに︑明かるくなりました︒にいさん
三132 したいとお考へになりました︒神さまは 三959
いって︑お喜びになりました︒﹁ごはん
三133 上をお見わたしになりました︒東の方 三965

三523

三514

つゆになって︑毎日のやうに

っぽなさむらひにならうと考へました︒ 四103 舟を作ることになりました︒何年か
四125囹すばらしい舟になるために︑あの木
のさまのけらいになりました︒ある日︑
がだんだん高くなりました︒さうして 四133 かげで︑日かげになって困ってみた
四134 だんだんゆたかになっていったといふ
っぱなさむらひになりました︒十五 つ
四147 ずっと色が黒くなって︑強さうに見

四79園略V︒﹂﹁なんとかならないものかなあ︒
四91 こで︑切ることになりました︒こんな
四97 るかといふことになりました︒すると︑

三141 勇ましくお引きになりました︒その土 三下4園 たうにおせわになりました︒﹂
ま﹁あまり長くなりますので︑もう
三148 上をお見わたしになりました︒こんどは 三㎜7園
三二1園
ても︑おあけになってはなりません︒
三156 いっぱいお引きになりました︒これも
三234 わか丸のけらいになりました︒七 ささ 三柵1囹 あけになってはなりません︒いつまで
ほど︑大きな木になりました︒とうとう
三371 海軍の軍人さんになるといってゐます
雲にとどくやうになりました︒大きな
三395 しみました︒朝になっても︑まだ痛い
略﹀︒﹂とお聞きになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

三413園︑かうむしばになってはいけません
三417

三485園

三422囚回 にはがわるくならないでせう︒﹂と
三461﹂と考へるやうになりました︒ある日︑
三468誘水でいっぱいになって︑こぼれません
三481囹 て︑せまい谷になる︒その谷のおく

ナリマセゥ︒﹂トイヒ
ニ634囹チバカンゴフニ

ニ66一 テ︑ヨイムスメニナリマシタ︒オトウサ

ズンズン大キク ナリマシタ︒オヂイサ

︑

ニ785團 サンガオカケニナリ︑ウシロニ︑ネエ

三557

三555

三562
三572

えたり︑ほそ長くなって見えたりしま

は︑急にうれしくなりました︒せみが

四198

四169

だんだんのぼりになって︑自動車は大

いって︑お笑ひになりました︒ばうしに

ナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

三587

した︒お宮に近くなると︑人がいっぱ

︑ごちゃごちゃになって聞えます︒も

たちのかけっこになりました︒ぼくたち

ナッテ︑︒コハウビヲ

三641

四283

ノサマガオ通リニ

サンバ︑オイデニ

三678

そばにすれすれになると︑きりぎりすは

だんだんお金持になっていきました︒

﹁ぼくも大きくなったら︑海軍だよ︑

︒Aコハ︑オイーアニ ナラナイガ︑前ニハ︑

三725

四338

四297

三567 で︑空が明かるくなり︑かっと強い日 四157園 は︑﹁勇︑大きくなったね︒いい子に
梅の實が︑黄色くなりました︒今︑田う 四157園 たね︒いい子になった︒﹂といひまし

さんが二年忌に なったら︑新しい 一
二984園

三748国手がいっしょになってゐます︒白帆

ナリマセン︒使丁︑オ

ぐんぐん大きくなって︑ こっちへ來

う︒早く大きくなって︑りっぱな軍

四159園

二番8

三807圃

ナッタニチガピアリ

二柵5 かずがわからなくなりました︒牛のあ

昌剛ニハ︑オイーアニ

二櫛8 ︒おしまひごろに なると︑にいさんは︑

略﹀︒﹂ト オ ホ メ ニ

ード此花ザカリニ ナリマシタ︒トノサマ

ノサマガオ通リニ ナッテ︑ズ略﹀︒﹂ト

66584138

行くと︑大川になって︑おしまひには

ニ783團 サンが司宰ケニナリ︑ソノワキニ︑

ナッテ︑私ハニイサ
ケマシタ︒ヨルニ

一一

ニ552

T4
88

91

92

92

92

94

94

94

なる一なる
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四339 ︑ずんずん大きくなりました︒三月ほど

四866

四858
四858
四861

四855

四855

神だなにお供へになりました︒ぼくは︑

すぐもとのやうになりました︒喜んで

＞︒﹂とおたつねになりました︒白兎は

神様がおいでになりました︒このか
さきほどお通りになった神様がたの弟
︑おそくおなりになったのです︒この

うにもたまらなくなりました︒そこへ︑

いっそうひどくなって︑どうにもた

四764ぱな兵たいさんになってみたので︑私
神様がお通りになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

四875

ぼくは︑早く晩になればよいと思ひま

四847

四355 ︑月の出る晩になると︑かぐやひめは
四356と考へこむやうになりました︒秋にな
四357 なりました︒秋になって︑月がだんだ

四953

んだんうすぐらくなると︑あちらでも

＞︒﹂とおたつねになりました︒白兎が

四357 だんだん美しくなりました︒八月の
四358 の十五夜も近くなったある夜︑かぐ
四365園い間おせわになりましたが︑この
かへらなければなりません︒私は︑お
四367圏

四955

四954

しゃりとおしめになりました︒それから
を受けたり︑病質になったりした兵たいさ

四M4

四掴3

うになります︒かうなって亘ると︑南風は

暖い光を送るやうになります︒かうなって

四m6團だんだん痛まなくなりました︒この次に

四㎜3

四982

四972ぼくもおもしろくなって︑だんだん大

四849

四385いよいよ十五夜になりました︒おちいさ
四392 ます︒夜中ごろになると︑急にお月さ
四393あたりが明かるくなりました︒﹁さあ︑
四411園別れしなければならない時がまみり
四432圃と並んでわになった︒空にはまる
四458 ︑急にいっぱいになりました︒次の日
四462なががいっぱいになって︑よい氣持に
四462 って︑よい氣持になりました︒かうして
四469園かがいっぱいになるのだから︑あの
四473としてゐられなくなりました︒いきなり
四495て遊びます︒書になると︑いつのまにか

へっておしまひになるでせう︒﹂天人﹁天

また︑雪でまつ白になります︒しかし︑南

の岩屋へおはいりになって︑岩戸をおしめ

山里4

五42

は︑まひをおまひになりました︒かづらを

は︑どっとお笑ひになりました︒あまりお

おもしろくおまひになりました︒大勢の神

かり岩戸をおあけになって︑おのぞきにな

なって︑おのぞきになりました︒神様がた

ずっと前へお出しになって︑鏡を大神に見

神に見せておあげになりました︒大神はふ

っと岩戸をおあけになりました︒天照大神

はふしぎにお思ひになって︑少し戸の外へ

神が外へお望ましになると︑世の中が︑も

ぎが︑すっかり青くなりました︒つみ重ね

とのやうに明かるくなりました︒大勢の神
さんぐう
手をうってお喜びになりました︒二 参宮

つじも︑いっしょになって大さわぎです︒

のかはいらしい足になりました︒おたまじ

ました︒このころになると︑おたまじゃく

尾が︑だんだん短くなって行きました︒さ

出ました︒四本足になったおたまじゃくし

にるるのが︑いやになって來ました︒水の
いつも
︒
出雲におくだりになって︑ひの川にそっ

︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑川について︑

山おくへおはいりになりました︒すると︑

五294 vとおいひつけになりました︒そのとほ
五302ずたずたにお切りになりました︒血が︑た

山捌8囹

五51

とを︑なさることになりました︒まったく

五304とが︑尾をお切りになった時︑かちっと音

四521くすべれるやうになるのです︒のちに
四523 すべります︒かうなると︑おもしろくて
四526 氷がかちかちになって︑すべりよく

五52

しきりにお鳴かせになりました︒ある神様

五275囹
もうこの子だけになりました︒それに︑
五276園
が出て集るころになりましたので︑この
五289 ︑この話をお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお

岩屋の前にお立てになりました︒天のこや

五309 ︑みことはお思ひになりました︒みことは

よいことをお考へになりました︒それによ

の神様が︑お集りになって︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

五62

︑のりとをおよみになりました︒天のうず

五45

みことがおたつねになると︑おちいさんが

五53

に︑ひもにお通しになりました︒またある

大きな鏡をお作りになりました︒ある神様

が︑急にまっくらになりました︒大勢の神

四527 って︑すべりよくなるからです︒漏書
四533 しながら︑む中になってまはします︒
四572 へんなけんくわになりました︒勇さんは
四573 は︑かはいさうになって︑鏡をひつこ

五57

五55

五64

〉。

五44

四582が︑病氣はわるくなるばかりでした︒
四613だなをおかざりになりました︒新しい
四618 のせてお供へになりました︒おみきも
四623鏡餅をおかざりになりました︒おちいさ
四634て︑もうお正月になったやうな氣がし

四618おみきもお供へになりました︒それから

て︑岩戸をおしめになりました︒明かるか

27515435292654319865295

五305︒ふしぎにお思ひになって︑尾をさいてこ
五306尾をさいてごらんになると︑たいそうりっ

五43

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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五967

と︑御劒をおそへになって︑みことにお渡

︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになりました︒さうして

五齪2

五㎜8園

五964園︑次々にお治めになる國であります︒み 五㎜1 り竿をお引きあげになる︒糸がぶつりと切

五968

︑みことにお渡しになりながら︑﹁︿略﹀︒﹂

五榴2園

は︑ぐっとお飲みになって︑ほをりの命﹁

五悩7 って︑下をごらんになる︒あ︑井戸がある

つた神様がおいでになる︒神町﹁もしもし︑

さんはおおこりになるだらうな︒﹂

五311 大神におさしあげになりました︒七
五968

﹁どうぞ︑元氣になりますやうに︒﹂と

︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになりました︒ににぎの

かひ

五356 て︑かが出るやうになりました︒ある夜︑

五345 ︒私たちなら︑横になってねるのに︑かひ
五377園︺
五973

して︑出ておいでになる︒海の神様﹁どう

な御殿へお着きになるでせう︒﹂ほをり

五387 らだもずっと大きくなって︑桑の葉を︑お

二丈2

五柵7

五樹7 命は︑腰をお掛けになる︒よくおいでくだ

五衙5

＞︒﹂とおいひつけになりました︒天のうず

このことをお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお

つつしんでお受けになりました︒大勢の神

五985

五襯4園︑すっかりらくになりました︒﹂

お供をなさることになりました︒いよいよ

五987

六42 は︑日向をおたちになって︑大和の方へお

五974

五494 ばらく川が見えなくなりましたが︑﹁ド︑

た︒行ってごらんになると︑なるほど相手

六43 大和の方へお進みになりました︒はるばる

五975

五497 した︒川が︑たきになって落ちてみるので
五989

すをして︑お笑ひになりました︒すると︑

五409 ︑かくれて見えなくなりました︒ある日︑

五501 ︑流れがゆるやかになって︑青々と水をた
五992

みことのお通りになる道を︑ふさいで立

五391 ほって見えるやうになりました︒ねえさん

五512 來て︑川はばが廣くなりました︒ところど
五柵3

五㎜1囹

やまと

六47 に︑ねむくおなりになりました︒お供をし

六45 といふ村にお着きになりますと︑ふいに︑

やまと

ひうが

︑しばらくお考へになって︑女に︑では︑

五514 た︒川はおだやかになって︑音もなく流れ

六48 軍人たちも︑ねむくなりました︒いつのま

とは︑お問ひ返しになりました︒相手は︑

五532 って︑一めん黄色くなってゐました︒川の

六51 天皇は︑おやすみになっていらっしゃいま

いくさびと

五三5囹

穗の峯におくだりになりました︒さうして

さるたひこの

五559 いつのまにか大きくなります︒きらくと
五雲7

五期4勇ましくおくだりになりました︒猿田悪神

︑皇孫がおいでになると承って︑ここへ

五588 神様に︑おたつねになりましたが︑へんじ

六56

ほ

五614 ︑たいそうお喜びになって︑少彦名神を︑

六66園

⊥局倉下よ︒朝になったら︑きっとこの

神様に︑かう仰せになってゐます︒﹁︿略﹀

たはいります︒かうなっては︑かげふみも

六136 した︒一人ぼっちになって遊んでみた弟が

日本の國をお治めになりました︒二十一

六属5 神様のお祭のころになりました︒去年︑あ

五撹6

班へ︑はいることになりました︒出嚢の前

五棚8

が︑いよいよ軍犬になるのだと思ふと︑う

五619 病氣も︑おなほしになりました︒ある日︑

田川8

六147 ︑ちゃうど日曜日になります︒二十四日の

五615 ︑おうちへおつれになりました︒二人は︑

五麗2

子さんが︑四年生になった秋のころ︑兵隊

五佃8

五雲7

五欄1

ほど︑強さうな犬になりました︒お正月が

も過ぎ︑冬の初めになりますと︑利根は︑

見送りをするやうになりました︒かうして

よくかかる病氣にもならないで︑すくく

六125 す︒私は︑をかしくなってふきだしました

六81 ︒すると︑あの熊になって出て乾たわる者

六79 ︑劒をお受け取りになりました︒すると︑

六78 ︑天皇はお目ざめになりました︒さうして

はん

︑急になつかしくなりました︒お手紙の

六207 ︑天皇は︑お聞きになっていらっしゃいま

六164團

六208 さがしに行くことになったのです︒遠い外

五二6團

︑まもなく︑よくなることと思ひます︒

文子さんが五年生になったころ︑利根は︑
五悩4團

六229 天皇は︑おかくれになっていらっしゃいま

六224囹だめて︑お待ちになっていらっしゃるで
海と山︑おいでになってをりました︒と

しながら︑お喜びになりました︒二十三

うりっぱな軍犬になりました︒高いしゃ

五棚5

︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになって︑天皇はお目ざ

六78

五冊3

六74 ︑天皇のおやすみになっていらっしゃると

︒どこへおいでになるのですか︒﹂﹁︿略
五627園
すると︑おのぼりになりました︒すると︑
五634
もうお姿が見えなくなってしまひました︒
五639
五676国ことは何でもなくなってしまった︒あた
五682團
入れにむちゅうになるのだ︒これほど︑
五689国
面をたたく︒かうなると︑もう馬ではな
五691国 ︑もう馬ではなくなって︑まったくの友
五691国 つたくの友だちになってしまふ︒だから

五備1

とうさんがおつけになったのです︒文子さ

五797 と思ふとく
︑やしくなって︑木の幹をとん

五槻2

︑ちゃうど三年半になったばかりのころ︑

五847 ︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒七月十八日
五871園して海の記念日になったのでせう︒﹂と
よこはま
五874園
横濱へおかへりになったからです︒﹂と︑

五伽2圖

五研1

五918遠ざかって︑小さくなりました︒旗を立て

五条8

五924百メートルぐらみになりました︒まだ勝ち
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六242 はりさけるばかりになりました︒田道間守

ることを︑お話しになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

六694園の役目でお働きになるのだから︒﹂とい

旧248 のまにか︑つめたくなってゐました︒六
六696いて︑私は︑恐しくなりました︒おばあさ
六256眠ってゐます︒春になって︑暖い太陽が山 六703り︑また︑少し暗くなったりします︒半鐘
六264 は︑日に日に大きくなります︒すると︑い 六714したが︑火事が氣になって︑なかなか眠れ
六269 に鳴りひびくころになると︑ぼつぼつ︑黄 六721ましたが︑思しもになってみたので︑一度
六271 て來ます︒もうかうなったらしめたもので 六751園
ぶん︑やっかいになりますよ︒﹂といっ
六284 に︑山はにぎやかになります︒山から取っ 六796園︒﹁めっきり寒くなって︑兵隊さんたち
六323團 人が︑みなくてはならない︒春雄も︑今 六842ので︑弟はとくいになりました︒私は︑私
六352團 やうにしなければならない︒どうだ春雄 六888 ︒あたりが明かるくなって︑氣がはればれ
六353国 うだ春雄︑大きくなったら︑をぢさんの 六901るい︒髄操の時間になった︒外に集るやう
六407 するのに︑なくてはならないものであるこ 六959かけた︒むちゅうになってよちのぼった︒
六985れた︑りっぱな人になりました︒開荷では
六407

六456囹 く︑行ってみたくなりました︒﹂みんな

六477 が︑ぱっと明かるくなりました︒空は︑今

いんさつ

六川1 いふ機械の動く音になりました︒印刷の明

六四6 ︒それが美しいわになったかと思ふと︑膿

六川3 られ︑たちまち本になって出て來ます︒次

六界9圃國

︑あした天氣になあれ︒﹂こんな子ど

六四3 ︑鳥のやうに小さくなります︒ここで︑い

七71 生の人員をお調べになってから︑次のやう

七74園 ︑四人つつ一組になって︑仲よく貝をお

七77 私と︑四人が一組になって︑ほり始めまし

略V︒﹂とおたつねになりましたが︑だれも

た︒先生がごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお

七81 ながら︑むちゅうになってほって行きまし
七123

お祝ひをすることになりました︒その日は

︑さっとおすくひになりました︒べらが︑

七126
七135

熊襲をおほろぼしになりました︒さうして

七151
七185

と申しあげることになりました︒草薙引

くさなぎのつるぎ

七186

七193 度の大任をお受けになったのを︑勇ましく

六518

︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑みんな逃げて

六518 な逃げておしまひになりました︒しかし︑

略﹀︒﹂とおたつねになりました︒太子は︑

六521 子だけは︑お逃げになりませんでした︒お

六528

六537 ことばを︑お聞きになって︑たいそうお喜
六538 ︑たいそうお喜びになりました︒これは︑

人をつれて御出嚢になりました︒途中︑ま

駿河の國にお着きになりました︒この國に

小さな袋をお渡しになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお

で袋の口をおあけになると︑中に火打石が

七1910

するが

七196

七195 雲劒を尊にお授けになりました︒また︑一

くものつるぎ

七191 ︑御武運をお祈りになりました︒皇大神宮
やまと
七192 宮に仕へておいでになった︑尊の御をば倭

七1810

七189 といふ勅をお受けになりました︒尊は︑わ

臼188 つて︑都へお替りになった日本武尊は︑そ

六柵7園 十四五度ぐらみになるから︑春といふよ
六柵5 です︒お寺の小僧になってまもないころ︑
六麗1囹 たくてたまらなくなる︒あすからは︑き
六二4園 ゆめにもお知りにならないだらう︒﹂こ
六皿6 舟は︑何だか悲しくなって︑とうとう︑し
六備5 顔は︑急に明かるくなって來ました︒雪舟

七194 いたはしくお思ひになったのでせう︑特に

六㎜3囹 も︑弓をおやりになりませんか︒﹂とい
六撹6 ただ︑よったやうになって︑大きなため息
六鵬3 も︑目だって大きくなりました︒たった一

六522 んでした︒お逃げにならないばかりか︑つ

六m8雪舟がかはいさうになりました︒もう許し

七209 つて︑野原へお出になりました︒身の丈に

六512 に︑御位におつきになって︑用害天皇と申

六524 父君の前へお進みになりました︒尊は︑﹁︿

六榊1 い本堂は︑少し暗くなってゐました︒和尚
六価3園 まへは︑給かきになるがよい︒これほど
六価9 ︑日本一の給かきになりました︒二十一
はくわいとう
六備8 兵は︑三人つつ組になって︑長い破壊筒を

七去10

六514 しゃるのをお聞きになって︑お庭へ出てこ

六544畳みちが︑きれいになりましたね︒﹂村の

六佃8 が︑だんだんうすくなって來ました︒一人

六515 お庭へ出てごらんになりました︒すると︑

六575計うさんは︑元氣になられましたか︒﹂子

七221 すぐに︑おさとりになりました︒天叢雲劒
七223

︑その草におつけになりました︒すると︑

七229 厳いのちをお誤りになった尊は︑生き残つ

って來ました︒今となっては︑版下筒を持

六梱7 芸を通じて︑ 一つになってゐました︒しか
六槻2 人は︑一つの爆揮となって︑まっしぐらに

七2210 なほも東へお進みになりました︒この時か
あった
七231 と申しあげることになりました︒熱田神宮

六糊9 むさし野が︑うすくなって消えると︑船の
すみだ
︑
隅田川のけしきになりました︒川をさか
六撹7

六601 が︑それをお聞きになって︑わざく︑そ 六佃5
六602 ところへお出ましになりました︒さうして
ぼ

六603 もの孝行をおほめになって︑年號を︑﹁養
六604 ﹁養老﹂とお改めになりました︒十二

六632 つとしてゐられなくなった︒ぼくは︑両用

なる一なる
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も︑そこをお通りにならなければならなか
通りにならなければならなかった︒お供の
けい
亀節掲

せきこう

しまひました︒晩になって︑また行って見
くし
は︑しだいに半商となりました︒櫛ほどに
くし
りました︒櫛ほどになりました︒あ︑とう

ニメートルぐらみになりました︒何十本と
︑だんだんまつ直になりました︒かうして

は︑急におもしろくなって來ました︒くも

けは︑守らなければならないといふのが︑

わくをかけることになる︒守られるだけは

ぶれた家の下敷きになった者は︑どんな氣

に丈夫さうな油蝉になります︒さうして︑

ます︒しわくちゃになってみた羽が︑みる

つついて︑動かなくなります︒そのうちに

攣って︑丈夫さうになります︒土の中へも

す︒からだも大きくなり︑形も色も︑しだ

でせうか︒夏の末になると︑庭造は︑木の

のまにか九時前になりました︒ぢき消燈

生活をするやうになるのですから︑今の

ろく︑ゆくわいになります︒兵隊は︑い

あります︒斥候になって森や林の中をか

で︑からだが赤くなるほどこすります︒

百二十四センチになりました︒﹂

百二十四センチになった時︑知らせてく

げの長さが同じになるといふわけだらう

げの長さと同じになった時刻は︑あの國

つた︒﹂春枝﹁どうなるのですか︒﹂勇﹁正

せいと同じ長さになります︒﹂勇﹁わかつ

高さと同じ長さになる時が︑あるにちが

と︑こんなに短くなってみる︒ぼくのせ

義を心からお喜びになった︒十四

44494852116999826473942876483566
團團国團匪〕園合百園園園園囹
治以下日本の領土になりましたが︑今から

去って行かなければならない日本に︑なご

1544952106536929991025659542321883

︑天皇旗をお進めになって︑御統監の大元

こりと汗で︑色黒になった兵隊さんが︑﹁︿

つて︑たった二機になった︒みんなが︑﹁

飛んでみる敷は少くなって︑たった二機に

ると︑なほかはいくなった︒先生が︑運動

またみんなは静かになった︒やっと︑びん

まるく曲げなければならないが︑これはな

設計圖をかくことになった︒これはたいへ

空中を飛ぶものになると︑さうはいきま

たら︑なほうれしくなった︒それから︑グ

中へ︑はいってはなりません︒﹂と申し
︑舞姫に出ることになったのでした︒親を

は︑その時︑十二になる娘がありました︒

舞を奉納することになって︑舞姫を集めま
︑頼朝もおもしろくなって︑いっしよに舞

かに三町ばかりとなれり︒夜に入りて︑

に︑そんな氣持になることがあります︒

・れいに澄むころになりました︒夜は星が

心持が合ふやうになりませう︒このあひ

した︒白いふさになった花の咲くころは

から︑半年鯨りになるので︑この町にも

うちに︑皮が黄色になり︑おいしい味が出

さがだんだん大きくなって︑それにぎつし

って︑ふさのやうになります︒花が咲いて

かしいでせう︒春になると︑だれもが︑こ

いふのです︒近年になって︑いろくな方

たい雨にずぶぬれになって︑もう︑身動き
︑身動きもできなくなってしまったのです

月の中ごろ急に寒くなり︑雨が降り績きま

す︒十﹈月の初めになれば︑もうほとんど
︑その姿を見せなくなってしまひます︒い

6158555553525048484了43403836342924232321201817171211101010777
図工〕團〔壬〕霜露〕
囹
囹

七243 まもなく朝の御飯になるので︑少年は︑そ
七269園 うだ︒早く元徳になって︑學校へ出るの

七271この重い傷ではどうなるであらうかと︑先
た︒いはほとなりて

客275 た通電が︑夜明近くなって︑ぱっちりと目
七294ロロ凶韻囹

七297 すまで 終りに近くなると︑聲はだんだん
七297 ︑聲はだんだん細くなりました︒でも︑最
七326 光明皇后のお建てになった︑せやく院とい
七329園 ︑ものが見えなくなりはしないかと心配
七332園 で︑たいそうよくなりました︒﹂と︑う
七336園 かげでだいぶよくなりました︒これも︑

七339 この病院へおいでになって︑病人たちをお
七3310 人たちをお見まひになりました︒やさしい
ろ

七346 呂を作っておやりになりました︒この風呂
七354囹 大願を︑お立てになったさうだ︒ほんた
七358 の風呂へもおいでになって︑一人一人をお
七383 かるくゆれるやうになると︑謡いたんぼは
七384 しだいににぎやかになります︒そろそろ︑
七399 い講堂が立つことになりました︒今日は︑

七392 すが︑夕方から夜になると︑さも自分たち
七409 んが︑三人お見えになりました︒三人とも
七418 て︑神様のおいでになる先彿ひをなさいま
七436 ら︑神様のお脇りになる五二ひがとなへら
七463園 向かって︑﹁かうなっては︑おまへたち

七449れしさでいっぱいになりました︒九笛の
七482園 となんかできなくなった︒﹂海賊どもは︑

七549 はっきりわからなくなりました︒それでも
七554 から︑だんだん早くなりますよ︒もう︑上

や

巳617 ひには十萬ばかりになった︒それが前後か
やまと
七621 ため︑兵をお集めにならうとして︑大和の
七622 野の方へお向かひになった︒お供の者は︑
じ
七625 司は︑宮のお通りになることを知って︑道

110
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61

八伽9 をちよつとお當てになって︑﹁︿略﹀︒﹂とお
天
266とうさんにお見せになった︒おとうさんは
ノー

九5410

九558

て︑露天甲板洗ひとなる︒これは水兵員の

りあげ︑身輕な姿になって︑分隊ごとに甲

九764

ありました︒六月になると︑母馬につけて

ぼくは︑むちゅうになって馬屋へかけ込み

の心は急に明かるくなった︒三

九6810図

九653図國

馬そろへの日とはなれり︒いつれおとら

く候︒まだらになりて見苦しかるべし

いこと︒午前八時になると︑艦尾の旗竿に

九788

乙5610

九822

へ放牧にやることになりました︒ぼくは︑

八梱5 べることはできなくなります︒子どもたち
八槻4 吹いたりしなければなりません︒蒙古風と
八齪−o

九823

いと︑子馬が丈夫にならないのです︒で︑

だもスキーも一つになって︑びゆうとうな

だんだんのぼり坂になると︑からだがほて
八掛−o

が︑ぱっと明かるくなるほどです︒れんげ

九8210

おひおひいそがしくなったのは︑そのころ

︑乳を離れるやうになりました︒からだの

九112御用材を奉ることになってみる︒神宮の黒
九118くやうにしなければならない︒明治三十七
九121が定められることになった︒以來︑神宮掠
九129れは目を移すやうになる︒窓の外のけしき
九178の檜である︒午後になって︑この御神木は
九198国そりにむちゅうになってみる︒しゃりし
九203団林を︑へとへとになって進んで行く時に
九229国あたりが急に暗くなった︒大雨だ︒スコ
九235国みがへったやうになる︒おとうさんたち
九259国まへたちが大きくなるのを︑辛い南洋の
九321囹よに行かなければなりません︒病氣をし
九351
もみんな︑仲よしになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

九957

九954

九912

九907

九897

九891

よいよ︑ぼくの番になった︒立ち止って︑

海は一足ごとに深くなって行く︒思ひきつ

にかくれて見えなくなります︒つまり星は

ら︑航海の目當てとなってくれたのは︑こ

たやうなかつかうになってゐます︒この七

したら︑ずっと低くなります︒しかし︑か

級の汽船が横づけになります︒大小の船の

うんで︑雪だるまになって起きあがる者も

九834

いさもいっそう深くなって來ました︒寒い

れ御軍の一人となりぬ

阪のほこりの一つになってゐます︒昔︑仁

も春の日ざしとなりぬ

り身がまへるやうになります︒かうして︑

るやうな身がまへになります︒野砲も︑重

しさうなかつかうになります︒ゴムの車輪

んじような大砲にはならないのです︒それ

あるといはなければなりません︒十九大

日のやうな大都市となったのは︑まことに

どの煙の立つやうになったのを︑たいそう
︑たいそうお喜びになりました︒大阪が︑

て︑堀江をお開きになり︑また︑六年間の

の地に都をお定めになって︑堀江をお開き

九362図魍

し︑骨組も丈夫になった︒﹂ぼくは︑祖

つばな二歳ごまになった︒この村に二歳
九863囹

て︑りつばな乗馬になり︑軍人さんを乗せ

北斗と別れなければなりません︒一年半も

つきり見えるやうになったころから︑今ま
九984

流れはますます急になるのか︑いくら手足

た︒潮流に負けてはならないと︑ぼくは一

﹁潮の流れが逆になったから︑みんな元

九989

九9710園

九977

九965︑海岸はだいぶ遠くなって︑人も家も︑小

九8610

九866

九861園

と︑大そう仲よしになりました︒ぼくのみ

は︑もう︑うす暗くなってゐました︒ちや

九376図圏

のみるのをごらんになって︑びっくりなさ
︑やっとおわかりになった︒御飯の時︑お

が一りん咲きさうになってみた︒それを折

ぼ︑振り方がおそくなります︒しかし︑糸

九449話すことを忘れてはなりません︒さうする
九451みがいて行くことになるのです︒八 海の
九514ら押し寄せるころになると︑あれほど活氣
九522 東の空が明かるくなると︑今まで軍港の
九532見分けられるやうになったころ︑時鐘番兵
く略﹀︒﹂とおほめになった︒その夜︑みん

九849

きがしだいに小さくなって︑のちにはかす

あるやうに思はれてなりません︒﹁︿略﹀︒﹂

だはめきめき丈夫になりました︒足もしつ

九836

ました︒二歳ごまになって︑北斗もめつき

は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒掴

八旧1 ます︒冬中おせわになってみただんろや︑

九825

九1010
たって︑それが例になるやうになった︒明

八一9 日と︑のどかな春になって行くとともに︑
八衙9 もう満洲の春が深くなってゐます︒目録
しやうせん
九101に御殿舎を御造語になり︑そのたびに正遷
い せ
九107に御殿舎を御造螢になる用材は︑もと伊勢

九837

もめっきり馬らしくなりました︒今年も︑

81

先生は︑地上の人となられた︒お書になつ

でさし通したやうになってゐます︒中之島

となられた︒お書になったので︑雪の上で

れが例になるやうになった︒明治の大御代
九1010

九842

九842

れたまま︑つめたくなってしまった︒十三
︑谷あひでは一列になったので︑ずるぶん

あらう︒明くる日になって︑やっと︑大石

目が涙でいっぱいになりました︒拝観の人

心に職況をごらんになっていらっしゃいま

帥陛下がお出ましになりました︒最敬禮を

8151091592107343211010710364377617642
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九991先頭から三四人めになった︒さうなると︑
九991否めになった︒さうなると︑先頭からかけ
九998な︑さびしい誓書になる︒その諸等を梯ひ
九㎜7 い心持が恥つかしくなった︒おくれたって
九鵬6 くさんだといひたくなる︒するとある日の
九佃7園 つた私が司学者になりませう︒日ごろ私
九備1囹 みたい氣持にさへなります︒﹂正男﹁どん
をぢ﹁かはいくてなりません︒飛行機に

九嗣6囹 から︑うれしくてなりません︒愛機のプ
九嗣9園

九輪7園 てなほさなければなりません︒機上整備

九備1囹分けられるやうにならないと︑一人前で
九術7園油でぐっしょりになってしまひますよ︒

212

212

214

216

216

216

216

21了

21了

21了

218

219

220

九柵5園 と︑いっそう暑くなります︒からだがや

てるる︒このころになると︑野原には︑黄

日一日と暖くなって來た︒枯草にお
︒ゑんどうが大きくなって︑つるを延して

い︒天と地と一つになった大きな風景だ︒

いほど晴れた天氣になった︒目のとどくか

十594

十587 ても撃滅しなければならぬ︒だが︑敵は軍

十572 つかり明かるい心になって︑骨折から錦つ

十569

十566

が︑一つの火の丸となって進む時である︒

この國土をお生みになったことを考へた︒

十556 ︑目も︑心も︑熱くなって行くのを感じた

十607 で來たのが︑蹄りとなると足が重い︒妙に

十605

込602 ︒雲はますますこくなり︑雲の下では︑も

同︑思はず纏立ちとなった︒﹁︿略﹀︒﹂の滑

ので︑宿舎がせまくなった︒別に宿舎の建

てましをしなければならない︒自分たちの

十637園

十692 一機が︑火だるまになる︒その自爆と同時

十677 ながら︑火だるまになって自爆した︒それ

搭乗員の目は一つになって︑海の上へ焼き

たふじょう

︑騙逐艦三隻ヨリ成ル直衛ヲ配ス︒﹂機

クチク

見ることができなくなった︒﹁引き返せ︒﹂

ばした︒三時過ぎになると︑ひと休みする

十6310

大地をまつるやうになった︒見渡すかぎり

十48図

︒妻子がこひしくなったか︒軍人となつ

した︒命が惜しくなったか︒妻子がこひ

十761 られて行くやうにもなるであらう︒次から

十759 するやうな仕組みになるだらう︒更に進ん

にぴたりと横着けになった︒そのとたん︑

十103園

なったか︒軍人となって︑軍に出たのを

略﹀︒﹂機内総立ちになり︑﹁萬歳︒﹂を連呼

九伽2囹 託りになる時間になりました︒これでお

十104園

十7710

十771 つとしてゐられなくなった︒せめて自分の

十706

九梱1園 つに考へなければなりません︒整備は職

十104園

兵士も︑皆一つになって働かなければな

急に車内がさびしくなる︒﹁さやうなら︒﹂

九重5園汽車のかげが長くなった︒﹂と︑マルタ

九㎜7 へ線が分れる︒冬になると︑この大きな停

九脳12 ︑遠い山の峯が白くなってみる︒何だか空

十426離れられないものになってゐます︒ごらん

十412えるでせうが︑陰になる部分は︑きっと眞

＋3810メートル︑高いのになると八千メートルー

＋3010

十223取り入れるばかりになってみる︑ たくさん
十232りがだんだん薄暗くなって來た︒稻むらの
十252線は︑見る見る太くなった︒廣くなった︒
十252る太くなった︒遠くなった︒非常な速さで
十263れてあとかたもなくなった村を︑ただあき

十174図圏

夜になっても薄青い空︒そ

十二6

十描1

十m1図

十鵬4図

然﹁生﹂の字の訓となったのです︒このや

れの讃みならはしとなったのです︒﹁國﹂﹁

十955園

十929園

十896園

十8410

て︑生年十七にぞなりにける︒能登守教

忠︑生年工十一になりけるが進み出で︑

から物をお受けになるのが︑おいやなの

が︑おきのどくでなりません︒深くお察

に開城することになり︑ここに閣下と親

撃に守備しきれなくなって︑つひに旅順開

十797 に使用されるやうになった︒しかも︑かれ

人相手にさへしなくなる︒貧しさは︑ひし

十753 と進歩させなければならないといふのであ

心痛3囹 りました︒ためになるお話をたくさんお

十137園

十716

丸煮7園 かりっぱな武士になり︑家の名をあげて
はりま
九悩4 毛利攻めの先がけとなった︒いち早く播磨

つて働かなければならない︒すべて上官

九㎜2

十499圃た︑今は部隊長になって︑近地へ行って

杣川5園 ︑りっぱな身分になり︑いよいよ故郷へ
九川5囹 故郷へ蹄ることになった︒ところが︑途

ただ

のとのかみのり

十833 とが心見することになった︒會見所は︑旅

十824 界に乗り出すやうになった︒当千皇といふ

十805 みるかを験すことになったのが︑この年で

九㎜2 席に憤ると急に眠くなって來た︒ふと氣が

十551くも今日おくだしになった宣職の大詔が︑

き︑二王立ちとなって僚機に別れを告

九㎜5 ほのぼのと明かるくなった︒あこがれてゐ

九川2右肩って來るころになったので︑年寄つた

九烈12園 しかし︑負けてはならない︒諸君は︑新

出血5囹 時でもその領主となったのは︑まったく
かふべ
九儒2 ざと捕らはれの身となった︒甲南川の秋

十138園

き間もなき木立となりて︑神域いよいよ

しに少しつつ大きくなって行く︒夏の初め
よきょう
とができないことになってみる︒予言とし
しんみき

しんかう

つとはなしに信仰となって︑このやうなオ

けて︑手もとが暗くなる︒﹁作業やめ︒﹂み
さうげん
みんなの顔が︑赤くなってみる︒三 草原

811111185111042675

九搦3 よく切腹することになった︒ズ略﹀︒﹂勝久

九伽2囹 ぢさんのお弄りになる時間になりました

九九九九九九九九九九九九九九
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十⁝⁝6

るやうにしなければなりません︒十六

塗

十捌8 は︑中塗りのことになる︒﹁︿略﹀︒﹂
十旧6園 でまはさなければならなかったのです︒
十搦2 本は折れて 本足になってみるので︑なか

ひ患者といっしよになって︑吐いてしまひ

十衙4 ればころがりさうになるからだを︑はめ板
十佃8 しく︑落ち着かなくなって來ました︒よつ
十衙9 來ました︒よってはならないと︑絶えず思
＋佃−〇

十儒2 ひさうです︒夕方になると︑海はますます
十儒3 のやうに︑氣味悪くなって噛ました︒重い
十糊5 だしてから急に悪くなって︑全身に冷汗が
十欄7 て︑目の光もにぶくなってしまひました︒
十儒8 やがて呼吸が不正になり︑脈がかすかにな
十儒9 なり︑脈がかすかになったので︑軍馬殿に
十柵9 した︒靴下は︑横になったままで︑どうに

︒折悪しくあらしになって來た︒がけを曲
やう
は︑少年の身代りとなった︒楊といふ少年

十︻114 王のお顔を御覧になり︑心もち御頭をお

十一115 ち御頭をおさげになって︑御三禮をあそ

︑目をおさましになった︒﹁︿略﹀︒﹂おつ

のゆめをお結びになってみたが︑あたり
十一121

十一1110

やさしくお問ひになった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

勢集る︒まるく輪になったその中で︑猿が

なつかしい思ひ出となる天地である︒冬は

場所であり︑大きくなってからのなつかし

十一149 の御殿へお進みになってみた︒午後八時

十一141 の店回を御偵察になって︑作戦の御指導

十一139 今飛んでおいでになったはるかかなたの

十一138 飛行機でお重りになった王は︑武官のさ

十一132 にそれをお渡しになった︒翌朝︑王の御

藥をお取り出しになった︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

十一126

入れたりしなければならないので︑なかな
すみさう
運んで行かなければならない︒大きな水槽

十一1410

十一1210

が︑だんだん大きくなって文字であること

十一152 の小旗をお持ちになって︑父宮の御凱旋

︑御殿にお着きになった︒正門の前には
がいせん

ていさつ

ふり返って御覧になった︒砲煙弾雨の間

の聯がわかるやうになり︑向かふの家の聯

十一159 にまつおはいりになった︒王が幼年楽府

十一1310

の聯もわかるやうになって行く︒正月には

十一161 海道からお重りになって御挨拶をなさつ

さしく王を御覧になって︑にっこりお笑

れをお受け取りになった母宮殿下は︑﹁︿

宮殿下におあげになった︒それをお受け

は︑お持ち蹄りになった杖を︑母宮殿下

の御前にお立ちになった︒﹁︿略﹀︒﹂

の制服をお召しになった北白川宮永久王

十﹇3010

十一302 つていはなければならない︒いつばんに

十一301 目上の人のこととなると︑他人の前でも

十一292 は︑今日おいでになりません︒私のをぢ

十一286 ︑どこへおいでになりますか︒をばさん

十一257 得ておかなければならない︒まつ相手の

十一254 常に大切なことになってみる︒特に︑わ

十一165 親しくおかはしになったのであった︒三

十一163 で︑神におなりになった王に︑母宮殿下

につこりお笑ひになった︒高

の軒先にお立ちになった︒御軍帽のひさ

みた空が急に暗くなって︑大粒の雨が降

十﹁354園

十一313 さへすれば血止になると考へたりするの

十一312 さへすれば敬語になると思ったり︑敬語

の姿勢でお立ちになった︒母宮殿下は静

ささうにお眺めになった︒三

十一3510

十﹁357 ︑藤原宣孝の妻となりましたが︑不幸に

十﹁357 しました︒大きくなって︑藤原宣孝の妻

ばり女でなくてはならなかったのです︒

の名は一世に高くなりました︒式部は︑

ふちはらののぶたか

彊の地へ御出征になる︒その最後のお別

十一369

さやう

にじっと御注目になり︑敬命をあそばさ

ふぢはらののぶたか

りっぱな學者になるであらうに︒﹂と

︑さぞお困りになったことでありませ

てばかていねいになったり︑また柔弱に

校豫科を御卒業になった王は︑士官候補

あるから︑鳩が群になって飛んで來ると︑
︒ふはふはとまるくなって︑風が吹いて來

はとぶえ

職分を味はふ︒春になると︑鳩笛が天から

から高い土塀重きになってみる︒あまり道
︑玄同は一本の管になって︑どこからどこ

あった︒あくる朝になって︑始めて目をさ

がし出さなければならない︒﹂といって︑

園 は。
かあ
。あ氣ののが運入勢な場
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十襯9 高松城が水びたしになるのも︑間はあるま
十備5 持ちこたへなければならないと思った︒宗

たがへずおいでになり︑御殊勝に存じま
︑すっかり討つぼくなった︒せと物のやう

﹁

約二萬六千キロにもなるといはれる︒更に

ちとどこほることになる︒殊に支那のやう

も︑張はうれしくてならなかった︒仲秋明

︑倉がいっぱいになるな︒﹂と思った︒
ちゅうしう

たりは︑海のやうになってしまふ︒畠はも
︑みんな水びたしになって︑くつれてしま

ふのだ︒干ぼしになっても︑ここを離れ

あと︑いくらもなくなってしまった︒

の変畠は︑しらがになった︒たべる物が︑

せと物のやうに固くなり︑ひびがはいった

122988751175332
園
園
直

路の上に二王立ちになり︑持ち合はせてる

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

11101010999888877774119542983331074486
385163185419954
．
園

十備6 へるから︑みかたになってくれないかとす
十柵9 たちまち湖のやうになった︒三

十十十十十十十十十十十十十
210 209 208 207 205 204 204 203 202 202 202 202 152

十一411園も知れない身になってみるのに︑あな

十一404園 れて︑かはいくなってみたのに︒鳥に
十一4110圓 あなたぐらみになれば︑もっともっと
十一424囹 あさんがみなくなったら︑いったいあ
十一427 うとううつ伏せになって︑泣き入ってし
十一433 き取られることになった︒あの乳母や二

がぱっと明かるくなったと思ふと︑ゆら

感激でいっぱいになって︑ただぼうっと

らもう一年近くなりますが︑これまで

いちばんもとになるものですから︑し
ってみなければなりません︒いけ花ほ

ておかなければなりませんよ︒何を畳

トラックや

あひを長い列になって︑進軍して行く

を突破しなければならない︒

敵の砲撃の目標になることを避けてみる

十一旙3志学着ても美しうなる月見かな
に書き表すことになった︒早耳は︑記憶

う六十近い老人になった︒この人がなく

うとしたら︑どうなるであらう︒﹁クサ

でも書かなければならなくなる︒だが︑

て満足しなければなるまい︒しかし︑こ
なければならなくなる︒だが︑これでは
うが︑長い文章になると︑その苦心は一
わどう

すず

古い書物の一つになってみる︒和銅五年
つう

レモンが鈴なりになってみる畠の向かふ
通・産業の中心となるので︑以前はここ
島を治めるやうになってから︑火山灰の
市街を作ることになってみる︒この島の
夜が來て︑

略﹀︒﹂と歌ひたくなるのが︑セレベスの
かと考へてみたくなる︒四

さへぎられ︑夜になると︑窓から山のい
それは︑明け方になるにつれて激しく︑

終る︒このころになると︑北東の季節風

でもない︒揮丸になり︑武器になり︑機

丸になり︑武器になり︑機械になる貴い

れらがいつしょになって︑坑内で働いて

器になり︑機械になる貴い銅が︑この回

どが︑いっしよになって艦船を走らせる

一人前の石工になるためには︑早くか

つつ一かたまりになって︑石の上で厭い
︑八メートルにもなるのである︒日の出
︒

入りをしなければならない︒弟子たちは

りに割れる腕前になるには︑長い間の汗

て︑死んだやうになってみた校舎の中か

を見わけなければならない︒石の目とい

林のやうに静かになってみた邦人の間か

いといふことになりはしないか︒﹂顔
十二304囹
立っておいでになる︒結局︑足もとに
十二349囹

ら︑大君の御楯となって出直するのであ

ひたるかばねともなれ︑山を進むなら︑

生えるかばねともなれ︑大君のお側で死

が︑一つの特色となってみる︒大和には

う︑この身はどうなってもかまはない︒

るやうにお歌ひになってみる︒萬葉集の

ことばがなくてはならない︒かれには︑

おまへの弟子にならう︒終生の弟子に

ば聞かなければならない︒﹂修行者は

︒終生の弟子にならう︒どうか︑残り

そろごちそうになりませうかな︒﹂と

十二558喜びでいっぱいになった︒この喜びをあ

十二575嚴な帝繹天の姿となって︑修行者を空中

十二567今や羅刹の餌食にならうといふのである

ゑじき

十二559間を救はなければならないと︑かれは思
は︑息苦しくさへなって早る︒それに雷

十二592預けといふことになった︒﹁︿略﹀︒﹂世間

た︒﹁お預けになっても︑きっとその
十二593囹

たいしゃくてん

ができる仕組みになってみる︒床下には
地熱のために暑くなり︑温度が高いので

つたやうな氣持になることがある︒それ

一間先も見えなくなるくらゐ降り画く時

10

10

12

13

15

15

18

十一441 りした︒お正月になった︒元日の朝︑源
十一444回目はおとならしくなったでせうね︒﹂と

十一476 ︒顔が火のやうになるのを︑私は感じま

十一473 んが︑よその人になってしまふのかしら

れつ

十一497囹う︒私がみなくなっても︑さびしがら
十一653図國 書きて打物にならば︑一騎が百騎に

へつけられさうになります︒太陽でも月

が︑入道雲の頂になると︑六千メートル

メートルの高さになります︒その頂が開

って︑天地も暗くなるのは︑かうしたす
︒道はすぐ登りになる︒かちりかちりと

︑だんだん小さくなって行く︒谷川が︑

くぶんなだらかになったり︑またぐっと
︑またぐっと急になったりする︒きのふ

ものがあるやうになった︒葉がふちに似

まにか大木が少くなって︑せいの低い細

霧もだんだん深くなる︒しかし︑小屋の

が目につくやうになった︒つひにはそれ
︑ややなだらかになった︒﹁三角鮎︒﹂と
たかせ
間は︑千丈の谷となって︑その底に高瀬
吸ひて童となりにけり︒古同く三つ

顔は︑さっと赤くなった︒兄は︑むっつ

1089975137
囲團團團団
10768741182210711．Z2105663272
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111842511093
囹園園囹

をおほったやうになりますから︑俗に薄

41385473776631097617
ぐっと大きな塊になって︑群生する白い
︑空一帯が灰色になって︑何だか頭を押

顔團間・が蠣も・く．∵つ棚へ2ぐを
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十一5410図題のありさまとなれり︒明くれば二十
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十二593園 そのうち助命になるに違ひない︒﹂世
十二5910園 れがお仕置きになれば︑今後忠義を働
十一一617 思ひながら︑かうなっては何ともしやう

十二619 江戸城へおいでになった︒綱吉は︑法親
十二6210 ︑やがて御退出になった︒このうはさが
十二634園 なぞがお解けにならなかったとは︒﹂

十二672 いだ︒うつ向けになった際︑刀がせなか
十一一714園︒﹂﹁母上︑かうなっては是非もござい

十二736 なく明治の御代となった︒昔の聞多は井
十二737 一世に時めく人となった︒從一位侯爵に
十一一924図 かに七十三騎となりにけり︒今はこれ

145
145
201
202
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206
206
212
212
212
212
216

十二826園︒一爾ばかりになりますまいか︒﹂わ
十一一987図面 は不忠の身となり︑父のためには不
ちれば立ち往生になる︒それを立ち往生

御憤りをお感じになったが︑慶喜の言上

して護らなければならない︒そればかり

ろを一々お聞きになるに及んで︑事情止

百萬の市民はどうなることか︒徳川の家

下のおやすみになったのは︑午前二時

く戦ふやうにでもなったら︑そのすきに

るまひをしてはならない︒﹂とおもむ

行った︒横倒しになったマストに掲げら

うらやましくてならないのです︒﹂と

んなにばらぐになることであらう︒し

やめます︒

林の中の小道を行けば︑

やがて午前五時の鐘が鳴ると︑

水は底まで

一足ごとに︑

七847團 ぢき消燈ラッパが鳴りますから︑これで
八446図圏

かさこそと鳴る落葉︒

八702圃 さやさやさやと鳴る風に︑
九537

澄んでみた︒

何もかも見えなくなってしまった︒とう

南参道に入れば︑夜來の雨に清められし

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑

十45図
こ

十盟12

十盟11

鳩が群になって飛んで來ると︑笛の音がい

飛ぶと︑風を受けてその笛が鳴る︒

て鳴る音だ︒

十314 水汲みに來た女の頭の上の水がめが︑ゆれ

の音は︑聞えなくなってしまった︒四
のがもどかしくてならない︒八時四十分

十一836

十一834

かちりかちりと︑杖が岩に鳴った︒

ごうごうと鳴る激流の上に︑

ろいろに鳴って︑それこそ天上の音樂である︒
ばらしい供へ物となった︒荒鷲︑よくぞ

どんとなった︒

何十︑何百︑

花火だ︒

たかせ

五908

﹁ビリー︒﹂と︑笛が鳴った︒

用意のラッパが鳴りました︒

一一265

大キナ柿ガ︑タクサンナリマシタ︒

一一264圏國

一一263幸心

早クミガナレ︑柿ノタネ︒

早クミガナレ︑柿ノタネ︒

み

ナル なる 生る ︽ーッ・一

その底に高瀬川の鳴ってみるのが︑かす

﹇生﹈︵五︶15

赤い星︑ リ・ール・ーレ︾

な・る

かに聞えて來る︒

十一944

た︒

十一8510

た︒

まもなく︑ぴりぴりとうれしい笛が鳴つ
︽ーッ・

谷川が︑下で遠く鳴ってみる︒
鳴る

十一846
なる

が︑じいんと熱くなって來る︒そこへま
ナル

十一858
︵四五︶23

どんとなった︒

さをの先の矢車がからからとなると︑

大キナカミナリガ︑ゴロゴロトナリマシ

ーリ・ール︾←たかなる

一515
タ︒

三651圃

三185
三658圃

六929

かねがなる︒

星と︑同じものになってしまふであらう

十七つけたものになる︒濃い色ガラス︑

ことしゃほう年︑穂に穗が咲いて︑

こうんとお寺の

ゆら揺れて一つになる︒ぼくも︑長靴を

生ってみるのを見つけました︒

六218 やっと︑あるところで︑美しいたちばなが

ちの小草も米がなる︒

五656圃

ね起きます︒

七778国

んだ︒

笛が鳴ったので︑三軍は︑もとの位置に並
石のいはほとなりてこけのむすまで
一身一髄のやうにならしめてみるのであ

りして︑日本人となるのである︒國語こ

朝︑起床ラッパが鳴ると︑いっせいには

六965

黷X33圃

水筒の水を飲むと︑のどがごくりと鳴つ

できない︒午後になって︑わが艦隊に敵

袋の中のねずみとなって︑逃げようとど

周匝は︑もう暗くなってみる︒これなら

なり︑道しるべとなる偵察員の苦螢は︑

の誤りがあってはならない︒わっかな誤
︒洋上飛行の目となり︑道しるべとなる

あやま

上を行かなければならないだけに︑この

視界は急にせまくなって︑のちには︑雨

いよ赤く︑大きくなる︒すると︑波ども

もすっかり静かになって︑時々飛び魚が

しもさすがに強くなった︒くっきりと晴

るといはなければならない︒國語は︑か

鳴41125764885421121552
一

十二988図心 不孝の子ともなるべきにて径間︑今

十十十十十十十十十十十十十十十十十十

218
221
222
222
223
223
一

がおいてきぼりになってみる︒橋の土毫

10568327493981062177
一趨ゆ星＋い囹囹行圏く百しろ御がち
いふ大きなものになって︑ちよつと手近

奮上士上士上士士上士上士士士上士士士士
一一

102

103

111

111

111

111

115

118

122

124

1圏

1釦

132

133

140
142

143

144

253
なる一なる

なる一なわしろのころ

254

い實が生ります︒

六262 その花が散ったあとには︑かはいらしい青
八136 バナナが︑どこでできるか︑どういふ植物
﹁ばせう﹂といってみるものに︑よく似た

に生るか︑みなさんはそれを知ってゐますか︒
八139
なし

すみみったう

植物に生る果物です︒
た木に生るのと同じことです︒

八146 梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに育てられ

掛けてやるのです︒

八163 實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで

︑70 それにぎっしりと︑みなさんのたべる︑あ

ノ¶■−

﹁生まれる﹂﹁生える﹂﹁生きる﹂﹁生る﹂

のバナナが生るのです︒
十手3

﹁生﹂を﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂

のやうに︑︿略﹀︑いろくに讃みます︒
十描3

﹁なる﹂と︑いろくに讃みます︒
﹁いきる﹂﹁なる﹂といったわが國のこと

ばを︑漢字の﹁生﹂に當てて讃んだもので︑

十描4

十一㎜4 南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら
なる

︽iレ︾δあそびなる

みの大きさの實の生ってみる木が︑
﹇慣﹈︵下二︶1

九647図圖 さやうのことに︑なれたるものにて候︒

な・る

なるべく ︵副︶1 なるべく

なるほど︑日本によく似てゐますね︒

海の神様﹁なるほどつりばりだ︒﹂

しさうな男です︒
五襯7園

六465園

ですね︒﹂

﹁さかさまでも︑よく見えるでせう︒﹂

六559囹村の人二﹁なるほど︑それはふしぎな話
六672園

なるほど︑さういふお方でいらっしゃい

﹁なるほどね︒

七178園

﹁︿略﹀︒﹂と︑野田先生が杖でさされる方

ましたか︒

八801

を見ると︑なるほどりつばなスキー場で︑
ふんどう

なるほど︑室の側側には︑重い分銅のつい

レ・iレル︾

よくなれた象が︑大きな材木を︑運んで

みるところです︒

六449園

れて︑毎日堕しい日を送ってゐます︒

七777團 このごろは︑もうすっかり兵螢生活にな

七836国 だんだんなれて來ると︑日々の仕事がお

こちらへ來てから︑半年鯨りになるので︑

もしろく︑ゆくわいになります︒

この町にも︑すっかりなれました︒

八207團

一月鯨りも歩き績けて︑

八392 二人は︑野を過ぎ山を越え︑なれない道を

來ました︒

九819 日がたつにつれて︑だんだんぼくになれて

九823 ぼくは︑せっかくなれて來た北斗を︑手も

まだなれない部屋なので︑

とからはなすのがいやでしたが︑
九㎜10

せっかくなれて︑かはいくなってみた

なわ ﹇縄﹈︵名︶2

をはっす︒

なは

縄nVあらなわ・しめな

なは

十一棚5 力強くたぐりながら︑なれた手つきで魚

のに︒

十﹇403園

をひき︑かんなを掛けた︒

九餌2 なれない手つきでをのを振るひ︑のこぎり

まった︒

冠者﹁お許しくだされ一1さういはれ 九踊8囹 いや初めはつらかったが︑もうなれてし

冠者﹁なるほど︑廣げれば大きな末廣

た仕掛があって︑

十旧7

がりぢや︒

十二807囹

十二864園

船が見えます︒﹂と︑偵察員が突然叫ぶ︒

れば︑なるほどこれは古がさちや︒

十二㎜5

︽

なるほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぼつつりと
黒い船らしいものが見える︒
なれる

﹁ぼくも大きくなったら︑海軍だよ︑

﹇成﹈︵下一︶3

四163園

な・れる

にいさん︒﹂といふと︑﹁それはいい︒大ぢゃう

わ・ひなわ

ぶなれるよ︒﹂

決してそんな氣持にはなれない︒

十964囹 ロシヤ軍の職死者の墓は︑あちこちに散

なれないどころか︑︿略﹀︑いくら働いて

﹇苗代﹈︵名︶1 苗代

なわしろのころ

︹課名︺2

苗代のころ

で︑もう苗代の仕事が始ります︒

七366 そのころから︑豊間は︑急いたんぼの一部

なわしろ

やうな雨足が︑さっとたれさがって來た︒

十ニー34

も働いても︑なほ足りないやうな氣がする︒

十戒ー34
なるほど

在してみるやうですが︑あれはなるべく一箇所に
ナルポド

集めて墓標を立て︑
﹇成程﹈︵副︶13

六価1 急いでなはを解いてやりながら︑
なは
十二騰3 その雲の中央から︑縄のすだれを掛けた

なるほど

勇さんによくなれたをんどりが︑
もう︑今では︑なれてしまって︑そんな
ことは何でもなくなってしまった︒

五674国

四553

れる

二767囹 ナルホド︑セカイ中デーバンエライノ な・れる ﹇慣﹈︵下一︶14 なれる ︽ーレ︾﹇▽ききな
﹁なるほど︑よいくふうだ︒﹂といっ

ハ︑ネズミダ︒

三442園

て︑みんなはかんしんしました︒
五989 行ってごらんになると︑なるほど相手は恐

255
なん一なん

五582園

おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよく

いったい︑何といふお方だらう︒

なん

何

五搦8園

かかしは︑田の中に立って︑四方を見てゐ
もう︑今では︑なれてしまって︑そんな

﹁何だ︒﹂

﹁何だ︒﹂

五榴3園何の御殿ですか︒

五衡5園

ことは何でもなくなってしまった︒

五676團

るので︑何でもよく知ってゐました︒

五605

知ってみるが︑

五596園

難

七28 七 苗代のころ⁝⁝⁝三十六
﹇難﹈︵名︶1

七362 七 苗代のころ
なん

十二麗6 主家の難を救はうと︑朝廷へ寛大の御世

ナン

オホゼイ

置を請ひ奉る歎願書をたつさへた關東方の使者は︑
﹇何﹈︵代名︶84

櫛の歯を引くやうに京都へ向かったが︑
なん

一604圏 メダカサン︑ メダカサン︑
ヨッテ ナンノサウダン︒

一771囹 オコシニツケタモノハ︑ナンデスカ︒

ラッパを吹きかはして︑海の上を進んで
何だらう︒

行くのは︑何ともいへないゆくわいなものだ︒

六304團

いかをりがあたりに満ちあふれます︒

一787囹 オコシニツケタモノハ︑ナンデスカ︒ 六258 まつ白な花が咲いて︑何ともいへない︑よ
一802園 オコシニツケタモノハ︑ナンデスカ︒
二828囹 ヲヂサン︑コレハナンデスカ︒

三207園何の用か︒

二831園 サア︑ナンダラウ︒

六427囹

六863三園

﹁何だ︑何だ︒﹂といひながら︑まは

六665園何でもいいから︑來てください︒

三877囹 ﹁なんだらう︒﹂と思って︑私は急い 六664園何です︒
で行って見ました︒

三㎜3囹 なんのおかまひもできませんでした︒
四117囹 ﹁なんといふ早い舟だらう︒﹂

その海藻は︑何だか知ってゐますか︒

﹁何といふ貝だらう︒﹂

﹁何だ︑何だ︒﹂

りに︑大勢集って來ました︒
六863團園

七125囹

﹁大日本︑その次は何と讃むの︑に 七94囹

四123囹 いや︑ふしぎでも何でもない︒
いさん︒﹂

四172囹
四406

もうこの上は︑何でもかでも攻め落してし

満六年といふ長い地下生活にくらべて︑な
日が落ちたあとの空は︑なんといふ美しさ
何のために︑武器を積んで來たのか︒

八234国何のかんばんだらうと思って︑そばで遊

七瑠9園

でせう︒

七塀6

んといふ短い地上の命でせう︒

七899

何ともいへないよい氣持です︒

七784團掛聲勇ましく燈操をしますが︑その時は︑

まへといふので︑

もう︑だれの力でも︑なんともすること 七606

ができませんでした︒
んでした︒

四599 娘には︑それが何であるかわかりませ
四佃7囹 あれは何だらう︒

五101團何ともいへない︑ありがたい氣がしまし
た︒

﹁ 何 だらう︑あれは︒﹂

すが︑そのほかには︑何のかざりもありません︒

五107團金いろのかなぐが︑きらくとしてゐま
五568園

んでみた満人の子どもにたつねますと︑

八403

ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑

八369園お前の國はどこ︑また親の名は何と申す︒

何ともいへない︑かはいい轟々がして遜る︒

何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

八527

八615 それを寒した時︑私たちは︑何ともいへな

い感じがして︑目が涙でいっぱいになりました︒

いふ勇ましさであらう︒

八842 裏手をひろげて高くとばれる姿は︑なんと

八柵8 赤や︑黄や︑みどりの︑何ともいへないほ

ど美しいものが︑その中にはいってゐました︒

﹁鯛﹂は︑なんといっても堂々としてゐま

八柵1園何の花ですか︑にいさん︒
す︒

八備10

か︑ふたかかへもありさうな大きな夕日です︒

八搦6 その大きなこと︑何といったらいいでせう

教へることは何でもよく覧えるし︑

またみなさんも︑聞きたいことがあれば︑

もう何といっても秋である︒

九854

九131 何といふ森林のつらなりであらうと
九柳2

何でもおたつねください︒

九㎜7園

九瑠3園何といっても︑時間通りに飛行機の整備

ができて︑︿略﹀堂々と出嚢して行く時です︒

九佃9園早く知りたいために︑尾翼にちよつと色

﹁樂しいことって何だ︒﹂

何といっても二倍以上の敵である︒

をぬっておくとか︑何とかすることがあります︒
九欄1

九矯11園

十79図竹の御硯箱は何のかざりもなく︑
十262

高垂では︑しばらく何の話し聲もなかった︒

十121國国何のために軍には出で候ぞ︒

あらう︒

十504圏 新づけの白菜︑何といふみつみつしさで

なんか一なんじ

256

何ともいへない肩身のせまい思ひがした︒

十768 その精巧な機械を見て感心するとともに︑

十柵3 おほひかぶさって來る黒いかげでも︑彿ひ

どうしてもこの難關を突破しなければならない︒

であらう︒

︽ーシ・

﹇難行苦行﹈︵名︶1

難行苦行

六58園わがみこたちも︑なんぎをしてゐられる

それがしは末廣がり屋を存ぜぬが︑何 なんぎ ﹇難儀﹈︵名︶1 なんぎ

何でもありません︒

十二788園
と致さう︒

十二844園

母が額に手を去てて︑熱のかげんをみた
何回

南下する

﹇南極海﹈︹地名︺1

﹇南山﹈︹地名︺1 南山

﹇汝﹈︵代名︶32 汝

南極海

いざ︑汝も勇ましく入城せよ︑姿なく︑

十157ロ藺領置

聲なき汝なれども︒

十154図團

とて︑たまひき︒

九683図圓汝の夫の一大事あらん時にまみらせよ

九635図圓汝を殺して︑われも死すべきなり︒

七176圏汝を討てとの勅をかうむり︑

こへ來たのである︒

つらぬによって︑汝を討てとの勅をかうむり︑こ

七175園 汝︑おそれ多くも︑朝廷の仰せに從ひま

なんじ

れぞれ戦死をしました︒

十932園 長男は南山で︑次男は二百三高地で︑そ

なんざん

うな星がばらまかれて︑

十別5 青みがかった明かるい夜空に︑南京玉のや

なんきんだま

がる﹁太平洋﹂
なんきん
﹇南京玉﹈︵名︶1 南京玉
なんきん

極海の氷原に連なり︑アメリカ大陸に沿うてひろ

十二描7圃 北︑ベーリングの荒海を巻き︑南︑南

なんきょくかい

た一人の修行者が︑

十二483 長い間の難行苦行に︑身も心も疲れきつ

この期において︑おんみの願ふとこ なんぎょうくぎょう

これは何ぢや︒

のけようとするやうにもがいてみるのが︑患者の
ろは何ぞ︒

十一一931図圓

てんいう

その目にうつったものは何であったか︒

十二脳10
十二脳8
なんか

何といふ天佑であらう︒

あの笛を聞いたら︑わるいことなんかで

﹇何﹈︵副助︶2

十一一鵬1

九川10園

きなくなった︒

七481園

なんか

何といふ延びの早い雲だらう︒

何でもない身振りにも︑うかがはれます︒
十η2 みんなは︑何の手がかりもないこの調査を︑
打ち切らうといひ出した︒

十踊1 一見︑何の曲もないやうなこの胡同ではあ
るが︑

十加7 何といってもいちばん耳に親しいものは︑
水を運ぶ一輪車の音であらう︒
敬語になると思ったり︑

十一311 何でも﹁御﹂や﹁お﹂をつけさへすれば

﹇何回﹈︵名︶3

りなんかするのと似てゐますね︒

九月の末から︑十月の初めにかけて︑汽車

南海特有

北東の季節風が吹き始め︑一日に何回と
南帯は日に何回となく取り代へ︑
﹇南海特有﹈︵形状︶1

基地の上空は一面の層雲で︑行く手はき
﹇南下﹈︵サ変︶3

マライの英軍を急追し︑所在に撃破しなが
わが輸送船が︑南下して行くのが見えた︒

十162図魍汝は︑別動隊編隊機長として︑近郊ミ
きょだん

いっしゆん

巨弾を投じたる一瞬︑敵高射砲揮は︑

汝が愛機の胴囲を貫ぬきつ︒

十1610図圃

ンガラドン飛行場にせまり︑

姿なく︑聲なき汝なれども︒
へんたい

十601

船は︑南支那海を理詰に南下して︑いよ
いよ赤道に近づいた︒

この道以外に部隊の進撃路はないので︑

﹇難関﹈︵名︶1

十一槻8

なんかん

二才

十二鋤3

ら南下する皇軍が︑スレンバンの町にはいった時

九265

！スル︾

なんか・する

つと南海特有の積三雲が多いことであらう︒

十二㎜1

なんかいとくゆう

十二衡1

はうたい

なく激しいスコールがおとつれる︒

十一圏4

や飛行機で︑何回にも送ったといふことです︒

八108

なんかい

十一3810 かけ出して來た女の子は︑何といふかは
いらしい子であらう︒

十一418囹 まあ何といふよい髪でせう︒

十一608図國 いまだ天の明けざる前に勝負を決す
ること︑何のうたがひも候はず︒

十一934 登り着いたぼくらは︑何といふすばらし
い景色を︑西の方に見渡したことであらう︒
十一鵬8囹 まあ何といふいい曲なんでせう︒
かあててごらんなさい︒

十一備1團 いろくな野菜がありますから︑何だ
十一鵬7 その何ともいへないほがらかな︑つつま
しい心を味はひたいものです︒
るさをいひ表したらよいだらう︒

十ニー44 太陽の輝く青い空︑何といってあの明か

でなくて何であらう︒

十二259 まさに︑後誉者を失った者の悲痛な叫び
十一一292囹困ったら悪いことでも何でもするとい
ふのが小人である︒

十二306園世の中に容れられないといふことは︑
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十173図幽

汝︑︿略﹀︑﹁天皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑

若き血潮に︑大空の積齪雲をいうどりぬ︒

十181図團 それより七十六日︑汝は︑母の心に生
きて︑今日の入城を待てり︒

十185図圏 ︸もとは︑すでになき汝の部隊長期へ︑
一もとは︑汝の愛機へ︒

十186図魍 一もとは︑汝の愛機へ︒
ぼやと思ふ今日の御旗ぞ︒

十二951図圖

父上︑兵庫へ向かはれし時︑汝を櫻
われ︑たとへ職場にて命を失ふとも︑

井より返されしは︑

十一一955図國

朕︑汝を建って股肱とす︒

ここう

汝︑二度の職に勝つことを得て︑敵

汝︿略﹀今ひとたび軍を起し︑朝敵を滅して︑

十一一999圏
ちん

軍の氣を屈せしむ︒

十二欄3図國

工面さう

何十機

何時間か飛んで︑まさしく漕水艦の報告し
﹇何十機﹈︵名︶1
何型が何十機︒
﹇何十艘﹈︵名︶1

何十さうといふ船が︑今︑思ひ思ひに網を

張ってみるところです︒

六伽2

なんじっそう

八㎜2圃

なんじっき

た地回まで來たには來たが︑

十625

十189華押 ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ なんじかん ﹇何時間﹈︵名︶1 何時間
十192図圃 いとし子よ︑汝︑ますらをなれば︑大
みたて

君の御楯と起ちて︑

十脳3図圖汝がやうなる者は︑いつも重忠にこそ
助けられんずれ︒

十研1図國 ﹁まっかういふ汝はたぞ︒﹂
十柳6図圓 さては汝のためにはよき相手ぞ︒

六溜9

鳩が︑何十羽となく集って來て︑

はと

十一632図安野︑兄に向かひて弓を引くことある なんじつぱ ﹇何十羽﹈︵名︶1 何十羽
べからず︒

汝をたのまんなど︑父と兄と約束して︑

何十

赤い星︑

一どにかはっ

何十本とも知れない細い︑白い糸が︑
﹇何十﹈︵名︶4

何十︑何百︑

て青い星︑も一どかはって金の星︒

三661圃

なんじゅう

七溜9

十一648図黒幕負けばわれをたのめ︑われ負けば なんじつぼん ﹇何十本﹈︵名︶1 何十本
十一649図圖 われ負けば汝をたのまんなど︑
を︒

十一661図圓 爲朝が手並みは︑汝も知りたるもの

なると︑東がはの

何十と

いふ

毎朝日が出ると︑この木の西がはは︑
午後に

何十壷

その川水は︑市内の何十といふ堀から堀へ

﹇何十人﹈︵名︶2

何十人

たったあれだけなのに︑

﹇何十台﹈︵名︶1
映叢の幕は︑
なんじゅうにん

何十壷の職車が通る︒

六493圃

なんじゅうだい

通じ︑

八899

村々が︑日かげになります︒

四76

何十といふ遥々が︑日かげになります︒

十一667図圓汝は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ︒ 四74
十二778囹 汝を呼び出したのは︑鯨の儀ではない︒
めてまみれ︒

十二782囹 汝は大儀ながら京へのぼり︑急いで求
十二892園園 いはんや与すでに十歳に蝕りぬ︒
限りと思ふなり︒

十二894図國今生にて汝が顔を見んこと︑これを
十二8910図圓 これぞ汝が第一の孝行なる︒

十二949図圓 汝︑幼くとも︑父の子ならば︑これ
ほどの道理に迷ふべしや︒

四93

何十人︑何百人といふ木こりが︑

何十年

こすりながら頭を並べて進んで行く︒

九5510 洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲板を

n何十年﹈︵名︶1

﹇何十万﹈︵名︶1

何十二

十一泌8 何十年も昔から︑ほんたうの日本人も住

なんじゅうねん
んでみる︒

﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響きと

なんじゅうまん

チン

ヨロコ

﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑祖宗ノ神

ヨ

﹇汝等﹈︵代名︶2 汝ら 汝等

ともに︑東京の何十萬の家は︑一度に震動した︒

七973
なんじら
コタ

十一578図國

霞二封フルヲ得ルヲ澤フ︒﹂と仰せられたり︒

殊に︑季節風が南西にかはる三月ごろか

きせつ

﹇南西﹈︵名︶4 南西

十騎二十騎の私ごとなり︒

十一611図國夜討などいふこと︑汝らが同士軍︑
なんせい

十一㎜4

日本の北東から︑南西の岸へかけ︑

ら始って︑十一月ごろまではよく灰が降り︑

今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑

︿略﹀︑太平洋の波は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二備3圃
十二㎜2

﹇南西季節風﹈︵名︶1

南西季

南西の風に向かって︑かすかに針路を憂

の小波はなごやかなささやきを績けてるる︒

十二㎜3

へたころから︑

風速二十メートルぐらみの南西季節風

なんせいきせつふう

節風
十二川12園

川や堀に︑何千といふ船が通ってみるのは︑

﹇何千﹈︵名︶1 雪止

が︑時には十日も績いて高い波が立ちます︒
なんぜん

八953

何千壷といふ自動織機が勢そろひをして︑

﹇何千台﹈︵名︶1 磁壁皇

大阪でなくては見られないけしきです︒
十825

なんぜんだい

なんぜんなんびやく一なんとか
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いっせいに活動し︑

なんぜんなんびやく ﹇何千何百﹈︵名︶1
いっせいに歌を奏する︒

何千何百

十一惣12 何千何百といふ敷知れない小鳥たちが︑
なんぜんにん ﹇何千人﹈︵名︶2 何千人
七613 賊は何千人か死傷した︒
八358 奉納の中日は︑頼朝を始め舞見物の人々が︑
何千人ともなく集りました︒

なんぜんぽん ﹇何千本﹈︵名︶1 何千本
ると織機はおのつから止り︑

十813 何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ

五544 舟が︑何ざうもつながれでるました︒

なんぞう ﹇何艘﹈︵名︶3 何ざう

のが見えるでせう︒

七557 今︑新しい船を何ざうか︑こしらへてみる

﹇何足﹈︵名︶1

何足
げ た

七559 何ざうあるでせう︒
なんぞく

﹇何︺︵感︶2

なんだ

でるて︑奥では︑がやがや人聲がします︒

十一478 七ってみると︑入口に下駄が何足も並ん
なんだ

いか︒

四896国宣 なんだ︑骨が二本しかないぢやな

何事

﹁なんだ︑ゑさを取られたのか︒﹂

﹇何台﹈︵名︶2

五463囹︺

なんだい

た大きな電車が來る︑汽車が來る︒

六鵬3 たくさんのレールが光って︑何垂もつづい

﹇何﹈︵副︶15

なんだか

何だか

十一902 そばに腰掛が何憂かある︒
なんだか

だか重くて進まないやうだ︒

五237

おたまじゃくしは︑何だかおそろしいやう

な︑うれしいやうな氣がして︑

﹁フィリピンのざんがうの中で︑日本

の長唄を聞くなんて︑うれしいことだね︒﹂

十一梱5園

何で命を惜しみませう︒

なんでも︑その子が︑山で酒の流れてゐ

﹇何﹈︵副︶1 なんでも

﹇南殿﹈︵名︶1 南殿

主上︑すなはち南殿のみすを高く巻か

五風十雨︑今年は︑何とありがたい年であ

なんとまあ︑よいけしきだらう︒

なんとおいしさうな草だらう︒

﹇何﹈︵副︶3 なんと 何と

四佃2囹

なんど

﹇何度﹈︵名︶6 何度

ったらう︒

十㎜10

四454囹

なんと

せて︑︿略﹀︑正行を近く召したまふ︒

十一一997図

なんでん

るところを︑見つけたといふのです︒

六557園

なんでも

十二539囹何でこの身が惜しからう︒

十113囹

水の中にみると︑何だか息がつまるやうな なんで ﹇何﹈︵副︶2 何で
自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し

氣がしました︒

五245
五681團

これもぼくが植ゑたのだと思ふと︑何だか

でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒

五812

こんなことを考へてるると︑雪舟は︑何だ

かはいい氣がする︒

六搬6

とばうと思って下を見ると︑何だかこはい

か悲しくなって︑

七915

何だか一人取り残されたやうな︑さびしい

やうな氣持がしました︒

九997

何だか空がくもって來た︒

氣持になる︒

九獅1

波の音がものすごく聞え︑船内は︑何だか

さうざうしく︑落ち着かなくなって來ました︒

十衙8

かうした光景は︑今までに何度も見たが︑
九η3

﹁やるぞ︑やるぞ︒﹂と何度も誓った︒

はらんを︑何度も何度もいけるのは︑

もう︑何度雨ごひをしたか知れない︒

はらんを︑何度も何度もいけるのは︑

寒い夕空をものともせず︑南東をさして高

五番︑春山監視哨︑三十七分︑北︑敵︑

なんとかして取られないくふうはあ

﹇何﹈︵副︶9 なんとか 何とか

三431園

なんとか

中型︑三十︑三千︑南東︒

八章8圏圓

く飛んでみた鳩は︑

八663

﹇南東﹈︵名︶2 南東

十一柵4團

あきてしまひました︒

十一梛4国

十矧4

今朝ほど尊く思ったことはなかった︒

九刎5

何だかうそのやうだllと思ったとたん︑八214團あの下を何度も通りました︒
はっとしました︒

十一473

何だかさびしい氣がして︑私は自分の部
屋へもどりました︒

十一488

いわし雲がぐんぐんふえて來ると︑︿略﹀︑

だいじなつりばりをなくしてしまふなん
﹁あら︑いやだ︑しっけいなんて︒﹂

なんとう

顔回は︑︿略V︑ただだまってみるので︑

何だか頭を押さへっけられさうになります︒

十一737

十二333園

何人

かうして︑花が次から次へと︑何段かに咲

﹇何段﹈︵名︶1

何だかぼんやり者のやうに見える︒
なんだん

八173

いて行って︑ふさのやうになります︒

六837園

て︑あんまりだ︒

五悩5園

三852園 おうい︑うさぎ君︑ぼくの舟は︑なん なんて ︵副助︶3 なんて

思ひました︒

四746 私は︑なんだか︑自分が呼ばれたやうに
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るまいか︒

四79圏 ﹁なんとかならないものかなあ︒﹂
つたので︑

九脳2囹何年かたって︑もう蹄って來るころにな

なんねんせい
﹇何年振︺︵名︶1

船は帆船よ︑

何年生
何年ぶり

三本マスト︑
何倍

何百

はげしく戦ふ時が來ました︒
﹇何百﹈︵名︶4

へい

利根のついてみる部隊は︑何倍といふ敵を

千里の海も

何年ぶりかで︑倉がいっぱいになるな︒

なんねんぷり
十鋤7囹

﹁義男くんは︑何年生かい︒﹂

﹇何年生﹈︵名︶1

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

四376 おちいさんは︑なんとかしてかぐやひめ 十一973 何年かののちに︑きっとあの槍に登らう
を引止めたいと思ひました︒
七134 何とかしてべらを取りたいと思ひました︒
のかな︒

七678園何とかして︑きちんと高さを計れないも 九2110国團
七価6 何とかして︑日本へ射りたいと思ひました︒

四93

目の前に︑關門海峡はさざ波をたたへ︑
︵名︶1

何百キロ

何百人

何百キロの海を︑一氣に飛ぶことも︑決し
﹇何百人﹈︵名︶3

何百人目いふ木こりが︑長い間かかっ

なんびやくにん

てふしぎではありません︒

八91

なんびやくキロ

車窓から何百の船が見える︒

九麗4圃

人の鐵道從業員たちの先頭に立って︑

九347隊長以下合百の將兵と︑マライ人・インド

て

三661圏何十︑何日︑赤い星︑ 一どにかはっ
青い星︑も一どかはって金の星︒

きだ︒

三471園こんな川が何百流れこんでも︑

なんびやく

相手に︑

五価7

﹇何倍﹈︵名︶1

なんのその︒

八44圃

九755 この次には︑何とかしてうまく焼きたいも なんのその ﹇何其﹈︵名︶1 なんのその
のだと思ふ︒

何とも

何日
何人

何年

なんばい

十二623園何とか助ける道はないかと思ひました
けれども︑さやう致しては政道が立ちませず︑
ない︒

﹇何﹈︵副︶1

十二相6 徳川の家は何とかして護らなければなら
なんとも

十二617 浪士を預った大名も残念とは思ひながら︑
﹇何日﹈︵名︶1

かうなっては何ともしやうがない︒
なんにち
﹇何人﹈︵名︶4

五241 それから︑また何日かたちました︒
なんにん

たちのところへ︑毎日何人となくやって來る︒

九257国 日本語が習ひたいといって︑おとうさん

けてるました︒

十﹁㎜2團 それも一人置なく︑何人も何人も︑つ
十一㎜2團 何人も何人も︑つけてゐました︒
﹇何年﹈︵名︶5

十二701囹何人みたか︒
なんねん

四65 何年か たつ うちに︑このくすの木は︑

できあがりました︒

ふけが人が運ばれて︑

﹇何百万年﹈︵名︶1

で︑また何百人か殺された︒

何百萬年

その岩石を何百萬年もだきかかへてみる

なんびやくまんねん
十ニー98

島忠メートル

何百メートルといふ高い山の斜面が︑ほと

︵名︶1

母のやうな山の心も︑

八158

なんびやくメートル

﹇何秒間﹈︵名︶1

何秒間

んど全部︑バナナ畠であることがあります︒

また深度を少しつつ減らして行って︑艦

なんびょうかん

長は︑潜望鏡を何秒間かちよつと出して見た︒

十二脳8

何分かのうちに︑もう艦内はすっかりせい

﹇何分﹈︵名︶1 何分

九548

なんぶん

﹇何遍﹈︵名︶8 何べん

とんする︒

なんべん

四佃9 こんなことを︑何べんもくりかへしてみる
四備1

ただ學校へ行く時︑何べん追ひかへしても︑

暖い雨を︑何べんか降らせます︒

うちに︑冬が終に近づきます︒

五㎜6

あとからついて來るのには困りました︒

六267 いろくな藥で︑害虫を何べんも除きます︒

でした︑何べんも呼んでみたけれど︒

六727園 荷物をかたづける時︑どこにもみません

八佃5 さうして︑糸でおもりをつるして︑同じや

文字で書き表す場合には︑書いたものを何

うなことを︑何べんとなくやってみました︒

九433

さうして︑聲をふるはしながら︑

べんも讃み返して︑消したり書き足したりして︑

十二217

﹁︿略﹀︒﹂と︑何べんもくり返すのであった︒

十一一柵4圖

皇帝陛下は南方へ向かはせられ︑︿略﹀︑

船で出かけ︑

︿略﹀︑大きな木になりました︒
て︑やっと切りたふすことができました︒
なんぽう ﹇南方﹈︵名︶3 南方
四103 何年かたって︑とうとう 一さうの舟が 七262 ちやうどそのころ︑學校には︑何百人とい 七㎜8 その以前から︑日本人は︑さかんに南方へ

四354 かうしてみる間に︑何年かたちました︒ 七603 城から大きな石を四五十︑一度に落したの

戦残の勇士に︑しばし祈念を捧げたまうた︒
何本

南方の海は︑割合ひおだやかな日が弾く︒

﹇何事﹈︵名︶2

十一一㎜2
なんぼん

四734 遅い庭の中ほどには︑芝焼も立札が立
ててありました︒

何業

八川5 すきとほつた寒天のやうなからだから︑腕
﹇拳万﹈︵名︶1

が何本も出てゐます︒
なんまん
勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑

十㎜10 何萬の敵をものともせず︑戦ひぬいたこの
なんまんトン ︵名︶1 何萬トン

﹇何名﹈︵名︶1

何名

何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒

六496圃 映蓋の幕は︑ たったあれだけなのに︑
なんめい
︿略﹀︑何名誉たか ︑ そ れ ら を 調 べ 始 め た ︒

十川11 かれは︑すぐその悪者がどこから來たか︑
なんメートル ︵名︶1 何メートル
トルの深さに沈んでみるか︑
︵サ変︶

1

南面する ︽一

六331国 自分の乗ってみる潜水艦が︑今︑何メー
﹇ 南 面﹈

南洋⁝⁝・・⊥二十五

ら︑

こんなけしきは︑南洋のどこへ行っても
スマトラを始め︑南洋からたくさんのせき

見ることができます︒

六393囹
六405

﹁をぢさん︑ゴムも南洋から出るのでせ

ゆが出ること︑

六409囹

消しゴムや︑ゴムまりも︑はるばる南洋

世界中のゴムの大部分は︑南洋から出る

う︒﹂と︑正男さんがたつねました︒

六412園
のです︒

六423園

から海を渡って來たゴムで作ったものです︒

くだって行くと︑一日半ぐらゐで赤道に達する︒

れば︑南の最良港はこのラバウルである︒

十一㎜7 わが南洋のトラックを北の最良の港とす

あるが︑戸敷は五六百を敷へるに過ぎない︒

十一割5 ラバウルは︑南洋の町としてはりつばで

十一㎜2 南洋のどこの町にも見られるあの支那風

薄いきれ地などがいっぽいにかざられ︑

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

十一加7

たいふう

遠くわが南洋の島々まで︑太平洋の波

それが強烈な南洋の光線に照り映えて︑

十二備4圃

は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二㎜6

さすがに南洋の名物だ︒

南洋の小さな子どもが︑よく葉の上に 十一一粥6圃 更にわが南洋から巻き起る鵬風は︑

わが南洋のトラック島を出益し︑眞南へ

南洋の日光に照りつけられると︑

に

﹇南洋林檎﹈︵名︶1

南洋群島

みの大きさの實の生ってみる木が︑

南洋りんご

十一㎜3 南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら

なんようりんご

十︻川図

南洋って︑かはってみて︑おもしろいと なんようぐんとう ﹇南洋群島﹈︹地名︺1 南洋群島

乗って遊びます︒

六433囹
六454囹

しかし︑これも南洋の田植です︒

ころですね︒

六466園

日本と同じやうに︑南洋でもお米を作っ
これから︑しっかりと手をつないで行く

てるるのは︑おもしろいことではありませんか︒

六467囹
六471園

空は︑今︑罵眞で見た南洋の海のやうに︑

日本も南洋も︑みんなお米のできる直なのです︒

大きいのは︑満洲や︑支那や︑南洋などへ

青々とすみきってゐました︒

六477
七5510

南洋の島々から︑中には︑︿略﹀︑遠いオー

行く船です︒

もうこれで南洋の住民と客まちがへられ

ストラリヤまで行くのがあるといふことです︒

八87

九1910団

添い南洋の天地と︑たくさんの住民たち

る心配はなくなった︒

九柵5園

が︑手をひろげて待ってるる︒

九2510国

十一㎜7

二23
二71
三23
三72
四23
四61
五23
五87

二 アシタハウンドウクワイ⁝⁝⁝七
二 アシタハウンドウクワイ
二 らくかさん⁝⁝⁝七
二 らくかさん
二 早戸⁝⁝：⊥口
二 早鳥
二 参宮だより⁝⁝⁝八
さんぐう
二 参宮だより

︹課名︺30

一

なんめん・する
シ︾

九148 祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮・外宮の
御神木の前に南面して作られてみる︒
八

なんよう ︹課名︺2 南洋
六29

南洋

﹁今日は︑おもしろい南洋の罵眞を︑う

﹇南洋﹈︵ 名 ︶ 2 7

六355 八 南洋
なんよう

六363園

つしてあげませう︒﹂といはれました︒

六367 白い布がはってあって︑それに︑南洋のけ
しきが︑次から次へとうつって行きました︒

六388囹南洋の海は︑明かるくてまつさをですか

ニ

なんぼん一に
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燈芯⁝⁝⁝八

稻刈

潮干狩⁝⁝⁝六

燕はどこへ行く⁝⁝⁝六

潮干狩
つばめ

燕はどこへ行く

弟起筆⁝⁝⁝七

大地を開く
おとたちばなひめ

弟橘媛

ρ
大地を開く

水兵の母⁝⁝⁝九

二路少年期

水兵の言

忌路少年隊

十十十十十十十十十十十九九九八
と1064335＝1二ニニニー一一一一一14460212了42858
に

アにのりて・いかに・いちじに・いちどに・いっさ

いつに・いまに・いまにも︒いやがうえに・おおい

んに・いっしんに・いっせいに・いっとはなしに・

に・おおきに・おまけに・おもむろに・かりに・げ

に・げんに・こころみに・ことに・さきに・さら

に・さるほどに︒しきりに︒しだいに・じつに・

じゅんじゅんに・すでに・せつに・それだけに・そ

ついに・つちとともに・つねに︒つばくろだけにの

れに・それにしても・それにつけても・ただちに・

どうにも・ときに・ときには・とくに・とっくに・

ぼる・つぶさに・てにてに・てんでに・どうにか・

に・ひにひに・べつに・ほんとうに・まことに・ま

とともに・ともに・ばかに・ひとえに・ひとりで

さに・まつりにまねく・まにあう・まにまに・めっ

アシタ

ナアレ

キ︑アヲイソラ一一 ギンノツバサ︒

テンキニ

一203圏

たに・ゆめにも・われさきに
一273圃

二5こどもに・むらのひとに

一282

アナタモ︑アソビニイラッシャイマセ

︵名︶5

一︑一一︑三︑四︑五︑六︒

イテヰマス︒イケニ︑フネヲゥカベマ

一407

一404

マシタ︒川ノフチ一一︑イシヲナラベマ

ツクリマシタ︒山二︑小サイ木ヲ五本

マシタ︒山ノソバ＝︑川ヲツクリマシ

ッテ︑ソノネモトニ︑水ヲオカケニナ

オハカノサウヂニイキマセウ︒﹂ト︑

テカラ︑オヂイサン一一ミテイタダキマシ

一48一

ノハラへ花ヲツミ一一イキマシタ︒ハジ

一477 トニ︑水ヲオカケ一一ナリマシタ︒イモ

一476

一462囹

一412

一405

一373 ウカベマシタ︒フネ一一ハ︑ホガアリマス

トコロへ︑オツカヒ＝イキマス︒シロモ︑
オミヤノ石ダン︑一二一二︑

一302園

きな聲で︑次々に番號を送って行きます︒

荷Oつみに

これも︑いろくな道具を入れた荷をかつ

﹇荷﹈︵名︶3

ふんどう

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお

ワタクシタチハ︑手一一モチキレナイホド

タ︒松ノ木ノカゲニハ︑キキャウノ花

一483 イキマシタ︒ハジメニ︑ナデシコノ花ヲ
一497

一488

歩いて行くと荷が揺れて︑自然に分銅がど
らに當る︒

4 二 にδぞくに・あさがおに・アジ

︵格助︶鵬

十川3

き︑その爾側に分銅をつるしておく︒

十銅2

いでるる︒

十川1

に

七811国⁝囹コ︑二︑三︑四︑五︑六︒﹂と︑大

く艦操をしますが︑

﹁一︑二︑三︑四︒﹂と︑掛聲勇まし

かぞへて︑十八まで來た時︑

一37一

｝一オー）ニニニニニニニニニ

コ︑一一︑三︑四︑五︑六︑七︑八︒﹂

遜岬1鰐響槻ニエ望亘二望
七783国圓

に

永久王⁝⁝⁝七
ビスマルク諸島
永久王

ながひさ

ビスマルク諸島
山の生活二題⁝⁝⁝七
洋上哨戒飛行
せうかい

山の生活二題
洋上哨戒飛行

砂の山

二

ニー一

一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
一
＿

＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
24
一
一
一
一
一
一
一
一
一
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八七五五三三三三二

に 十十十十十十十十十十十十九九九九八八七七六六

糟1階幣賄言言齋謬，易3脇多2多書多§多

一501
クモガ︑空イッパイニヒロガリマシタ︒

ニ86圃圓

二83

二65圏

ヲニハノ木ノ枝ニツルシテ︑テルテ

タ︑トホクノ方＝ ウイテヰタ︒ニ

サンバ︑オカアサンニイヒツカッテ︑ハ

ウズハ︑ビショヌレニナッテ︑ナイテヰ

︑アシタ天キニ シテオクレ︒ト

デアマドヲオシメニナリマシタ︒ピカ
一507

ニ95

ニ93

一516アサントイッショ一一アマドヲシメマシ
一526シタ︒ムカフノ空一一︑大キナニジガデ
一597
オヨイデイクウチ＝︑ドコヘイッタカ︑

S

イッテ︑水ヲカケニイキマシタ︒水が

二292 リマシタ︒灰ノ中ニカクレテヰタ栗
二292 テヰタ栗ガ︑サルニポントトビツキマ

シタ︒水ガメノ中ニカクレテヰタハ

︑オチバヲヒロヒニ︑林ノ中へ行キマ

T
R13

一716 ハ︑川ヘセンタク＝イキマシタ︒川カ

一714 ハ︑山ヘシバカリニ︑オバアサンバ︑川

一711
ムカシ︑アルトコロ一一︑オヂイサントオ

一692︑スッカリ森ノ上＝アガリマシタ︒マ

一666
リマシタ︒オミヤゲニツヅラヲアゲマシ

ズメガ︑オヂイサンニイロイロゴチソウ
一661

ニー75圏トドキマスQシナ＝モトドキマス︒セ

ニー74團 エマス︒マンシウニモトドキマス︒シ

ニー73圃 コトバガ︑日本中＝キコエマス︒マン

ニー54園 ︒オヤ︑山ノ上＝ダレカヰルゾ︒﹂

ニー47園 ルゾ︒イマノウチニ

ニー31囹 モ︑ボクノカチニ

ニー05園 アス浅才ノー天キニ

オヒコサウ︒急ゲ︑

キマッテヰルナ︒

ナリマス︒﹂

ニ361︑灰ノ中ヘオ入レニナリマシタ︒天爵

ニ345

ニ342アッメマシタ︒ソレ＝︑オトウサンが火
二342 サンが火ヲオツケニナリマシタ︒ケレ

ニ34一 ナドヲ︑ヒトトコロ＝アツメマシタ︒ソ

ニ337

ニ336 クモ︑弟モ︑ハタケ＝出マシタ︒ミンナ

二327園

︑﹁コレヲオシバニシマセウ︒﹂トイ

黶@ マイヒロッテ︑日ニスカシナガラ︑﹁︿

一735ルト︑モモガニツニワレテ︑中カラ大

ニー76團キマス︒セカイ中学ヒビキマス︒五

テ︑ハガキヲ出シニイキマシタ︒勇サ

︻747サントオバアサン＝︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ッテ︑日本ノキビ一一ニタモノガデキ

ニー96 イ︑ヒロイノハラ＝︑カウリャントイ

ニー91

︒ヨンデイクウチ＝︑ツギノヤウナウ

サハッタリ︑キレ
行ッテ︑ハリバコニ

カクレテヰルノ
︒私ガ︑﹁ドコカニ
ンコ︑竹ノハツ
ニモレ︑松ノ木曜

モレ︑松ノ木ニツモレ︑ドンドン

ニ544 クリマシタ︒ハジメニ︑雪ノタマヲコシ

T團囹

ニ524團園

T12囹

二485ムサンノウチノ前二︑馬ガヰマシタ︒

ニ474園 ワ
︑ンワンヲ見二行ッテチャウダイ

二466

サハッテミマシタ
二422 トリマシタ︒ヒタヒ＝

二394圏タ︒里ノミヤゲニ︑ナニモラッタ︒
二402︑ 人ギャウが病ナ
氣ッ
＝タノデ︑オイ
二411園 ﹁︿略﹀︒﹂﹁アチラ＝ ネテヲリマス︒﹂
二417 ︑人ギャウノソバ＝
スワリマシタ︒正

ニ367 ヰテ︑ヒトカタマリニナッテヰマシタ︒

ウサギノ子ヲ見二行キマシタ︒ウサ

ヅヲモッテオイデニナリマシタ︒コン

デ︑アチラコチラ＝オチテヰル木ノ

一748園マヘオニタイヂニイキマスカラ︑キ
ニー98

シタ︒﹁早ク這出ナレ︑柿ノタネ︒
木ニナリマシタ︒﹁︿略

タネ︒早ク心土ナレ︑柿ノタネ︒
夕︒サルガアソビニ來マシタ︒﹁︿略﹀︒

vトイッテ︑木ニノボリマシタ︒長

シタ︒サルヲヨビニヤリマシタ︒サル

サルヲコラスコトニシマシタ︒サルヲ

ニ574圏 た
︒ からのお舟にのって來い︒十六

二552

ニ552

テ︑私ニ
ハイサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッ

ナッテ︑私ハニイ
ツケマシタ︒ヨル＝

二548 シラヘテ︑大キイノカ
ニサネマシタ︒ソ

來テ︑ヒバチノ前ニスワリマシタ︒灰

︑青イ柿ヲカニニナゲツケテ︑イッ

タベマシタ︒シマヒニ︑青イ柿ヲカニ

二366

一766囹︑ドコヘオイデニナリマスカ︒﹂﹁︿略

二202

二223圃
イサン イネカリ一一︑カマヲカツイデ
二232囲ハレタ秋ノ日一一︑トホイタンボヘ

ケ︑ライニナッテ︑ツイテイ
シタ︒ 犬 ハ

一775

二24一

一774 モモタラウハ︑犬＝キビダンゴヲヤリ

一783園︑ドコヘオイデニナリマスカ︒﹂﹁︿略

二248 柿ノタネヲ四馬ニマキマシタ︒﹁︿略

一787園 ｪ﹀︒﹂﹁オコシ＝ツケタモノハ︑ナ
一792 モラッテ︑ケライ一一ナリマシタ︒マタ

タ︒サルハ︑カニニイッテ︑柿ノタネ

一786園マヘオニタイヂニ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒

心︒一バンハジメニ︑マンシウノ空ノ

一768囹マヘオニタイヂ＝︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略＞Q

ニ96

一一
一一

一771二 ｪ﹀︒﹂﹁オコシ＝ツケタモノハ︑ナ

一613デヰマシタ︒イケ＝ヰルカメガキキ

Q9 Q9

R2

一一

一一
一一

一一

一797園︑ドコヘオイデニナリマスカ︒﹂﹁︿略
︑ ナ
ツケタモノハ

＿．サ、。一々難・

〉。

一801園マヘオニタイヂ＝︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒
一802園
又略﹀︒ ﹂ ﹁ オ コ シ ニ

一805 モラッテ︑ケライニ ナリマシタ︒モモ
ムカヒマシタ︒オ

一823 ハ︑犬トイッショニ セメコミマシタQ

一834オニノタイシャウニ

二42圃
ムカフノ山ニ
ノボッタラ︑山ノ
二63圃ツ三ツ︑青イ海二 ウイテヰタ︑ト

17654862868

24

25

25

26

26

26

2了

2了

28

28

29

T2

「〈

「〈

に一に
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︒正男サンバ︑竹馬ニ

タチバカンゴフニ

ノッチ︑﹁︿略﹀︒﹂

ノッチ︑下略﹀︒﹂

ナリマセゥ︒﹂ト

ミノオヨメサンニ
シタイ︒﹂ト思ピ

スルノハヲシイ︒

ッテ︑ヨイムスメニ ナリマシタ︒オト

タノオヨメサンニ

タイヘンヨイム

ノトコロヘオヨメニ アゲルコトニシ
ョメニアゲルコトニ シマシタ︒ネズミ
ッ テ ︑ ﹁私ノウチニ︑

マセウ︒甲信イ中ニハ︑ 私ヨリモット

マ ヒ マ ス ︒ 雲 サ ン ニ ハ カナヒマセン︒﹂

ンエライアナタ＝︑ ムスメヲアゲタ

マ ヒ マ ス ︒ 風 サ ン ＝ ハ カナヒマセン︒﹂

シタ︒﹁セカイ中一一ハ︑重要リ モット

ンエライアナタ＝︑ ムスメヲアゲタ
カナヒマセン︒﹂

シタ︒﹁セカイ中＝ハ︑私ヨリ モット

ンエライアナタ＝︑ ムスメヲアゲタ

ヰマス︒カベサンニハ

ガリガリトカジラ

シタ︒﹁セカイ中＝ハ︑私塾リ モット

オヂイサントオ

シマシタ︒十八

デス︒ネズミサンニ

送リマス ︒ マ ン 中 二 ︑

ズミノオヨメサンニ

二846圃

︒日本のしるしに
︒日本のしるしに

山がある︒すが
うたがある︒あ

ムカシ︑アルトコロ一一︑オヂイサンガア

R圃

Q

ニ908

マシタ︒灰ヲザル一一入レテ︑﹁︿略﹀︒﹂

ニ877 キイテ︑犬ヲカリニ來マシタ︒ムリニ
ニ894
ソノウスヲカリニ來マシタ︒米ヲツ
ニ897 スヲコハシテ︑火ニクベテシマヒマシ
ニ904 レガ︑カレ木ノ枝乱吟カッタカト思フ

トノサマガオ通リニナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

二909園カヂヂイ︒カレ木一一花ヲ咲カセマセウ
X13

考ヘテヰルウチ一一︑イツノマニカネ

二脳3園 だ︒正ちゃん︑見に行かう︒﹂と︑にい
と思ってみる間に︑ぼくは︑車のか

二鵬8 した︒おしまひごろになると︑にいさん

二鵬4

二研7囹 て︑﹁ぼくも汽車にのりたいなあ︒﹂と

三61圃よっこりと︑お出になったか︑おしゃ
三63圃びさして︑お立ちになっていらっしゃ

三97囹﹀︒﹂﹁らくかさんにつける石を︑さが

三91 なげました︒開くには開きましたが︑
三91開きましたが︑すぐに落ちて來ました︒
三95犬をつれてあそびに來ました︒﹁︿略﹀︒

8

持って︑小川の岸に並びました︒みよ

牛わか丸のけらいになりました︒七

がります︒そのたびに︑鯉のかげが地の

おろして來てさをにつけるかと思ふと

を持って︑橋の上に立ちました︒﹁よう

した︒五でうの橋に來ますと︑﹁待て︒

18

4

ナリ︑ソノワキニ

ニ951

ウチニ︑イツノマ加斗ネムッテシマヒ
一メンニ咲イテ︑テフテフ

19

1

アサンガオカケニ

ニナリ︑ウシロ＝︑ ネエサント私が

ニ95一

シタ︒花ガ

20

4

ナリ︑ソノワキ＝︑ オトウサントオ

二917 ︒オヂイサンバ木ニノボッテ︑灰ヲマ 三103 vそれをおもりにつけかへてから︑
ニ919 タ︒スルト︑カレ木＝花が咲イテ︑一ド 三107 ︑二人でいっしょにあげました︒コ︑
三124 ほえて︑まっさきに走って行きました
P ︑一ド月花ザカリ一一ナリマシタ︒トノ
三132くしたいとお考へになりました︒神さ
ニ924
﹁︿略﹀︒﹂トオホメ一一ナッテ︑ゴハウビ
ニ927 キアツメテ︑カレ木叩ノボッテ︑トノサ 三133の上をお見わたしになりました︒東の
三134 い︑とほいところに︑あまった土地の
ニ928 トノサマが二月リニナッテ︑﹁︿略﹀︒﹂
二933 咲キマセン︒シマヒ＝︑灰ガ︑トノサマノ 三136 さまは︑その土地に太いつなをかけ
三137 を出して︑お引きになりました︒﹁︿略
S トノサマノ目ヤロ一一ハイリマシタ︒ト
三141ゑ勇ましくお引きになりました︒その
Q
ユウベ︑ネドコ一一ハイッテカラ考へ
三148の上をお見わたしになりました︒こん
二943 ラ考ヘマシタ︒私事ハ︑オトウサンモ
ニ945 トウサンバ︑オイデニナリマセン︒血盟︑ 三151 い︑とほいところに︑あまった土地の
三153た︒神さまは︑それにつなをかけて︑﹁︿
二946 セン︒今ハ︑オイデ一一ナラナイガ︑前二
三156力いっぱいお引きになりました︒これ
二946
ニナラナイガ︑前一一ハ︑オイデニナッ
目の前にをがむ二重橋︑け
三162圏
しげった松の間に︑おやねがかうが
三166圃
三176圏
たちも︑いっしょに歌ひました︒五

ノデ︑ハコノ上ニ 立チマシタ︒﹁︿略

ニ953

なさんが二年生になったら︑新しい
あったかい日に︑つくしのばうや

23

3

U ガ︑前ニハ︑オイデニナッタニチガヒ
V
︑オイデニナッタニチガピアリマセン

コエモウツルト

シマヒマシタ︒ユメニ︑ヒロイノハラヲ
シッカリハタラケ

S

二796国囹ガ︑﹁シャシン一一︑

ニ984園

︑私ノオヂイサン一一ヨク押回カタデ
ゴムマリヲノセテ

V

二831囹ダラウ︒手ノ上＝

サンノシャシン一一︑﹁オ早ウ︒﹂ ヲノー

一一
一一

二撹3囲

Q圏

25

5

ナリ︑ウシロニ︑

一一

二801国國オクニノタメ＝

S国

X5 X5

はたがある︒朝
一一

〉。
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三257 ﹂三人は︑いっしょに舟を出しました︒

三262
行きます︒草の葉に止ってみたてふ
三264 が︑三郎さんの舟に止りました︒舟は︑
三274園︒﹁三郎さんの舟には︑てふてふのせ
のが︑水をのみに來ましたよ︒﹂と

三284 蛙とおかあさん蛙に︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

三286園

三288 ひました︒きんじょにるた大蛙が︑それ

三318ませんが︑をぢさんにもらったゑを見
三522

とのさまのけらいになりました︒ある

都について︑とのさま

三497園
つきました︒山には木があるね︑草
三499園草や︑落葉の間に︑たまったり︑地め
三503囹 くならないうちに︑次の雨がふる︒
三504囹 んのげんきな間に︑おとうさんが生
三505園 んのげんきな間に︑おまへたちが生
三514 りっぱなさむらひにならうと考へまし
三516 で︑針の刀をこしにさして︑おわんの
三517 して︑おわんの舟にのり︑はしのかい

三523

ともをして︑たびに出かけました︒す

ゐます︒春雄さんにせんかんのことを

三329園 です︒まるで︑海にうかんだお城のや
三525

三326
三341園 て︒ぼくは︑あれにのって︑せかい中

三395

三371

三349園

あさんといっしょに︑はのおいしゃさ 三556

す︒小さいくせにぎょらいで︑着き

りっぱなさむらひになりました︒十五

苦しみました︒朝になっても︑まだ痛 三555 た︒さうして︑だれにもまけない︑りっ

︑海軍の軍人さんになるといってゐ

つゆになって︑毎日のや

三529 刀をぬいて︑おにに向かひました︒三
三533 をつまんで︑一口にのんでしまひまし

三396
三562

さまは︑おかあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

があって︑その中に︑金魚がたくさん
﹁正男さん︑どれにしませう︒﹂と︑ね

ガラスばちを︑爾手にしっかり持って︑

いておまるりをしに行きました︒町は

ゐました︒爾がはに店がつづいて︑い

さうでした︒お宮に近くなると︑人が

でした︒おかあさんに手を引かれながら

た︒はいでんの前には︑美しいちゃう
︑一郎も︑いっしょに拝みました︒かへ

拝みました︒かへりに︑私は人形を買つ

くのびた草の中に︑じっと立ってみ
て來る風のために︑草の葉が氣持よ

︒﹁みた︒﹂私は︑手に持ってみた竹を︑

と︑草の葉のうらに︑ちらときりぎり

ました︒葉のうらに︑きりぎりすは︑ま

きました︒竹の先についてみる白い
ねぎが︑葉のそばにすれすれになると

さんといっしょに︑海へ行きました︒

りぎりすのからだに近づけました︒す
︑すばやく竹の先にのりうつって︑ね

と空がいっしょになってゐます︒白

つやとさくら色に光ってみるのが︑

けます︒そのたびに︑白い布をひろげ

舟はおなかのへんにかかります︒﹁︿略

耳へかけて︑茶色にぬりました︒二人

︑﹁ぼくはたぬきにしよう︒﹂といっ

さんは︑ぐわようしにうさぎの顔をか

︑りっぱな軍馬におなりなさい︒二

︒ぼくらは︑まけずにどんぐ砂をも

でした︒おかあさんに見せてあげると︑

びました︒何か足にさはるので︑つか

ぶんざぷんとむねにあたりました︒に

匪｝團團匪〕

三409

あさんといっしょに︑おいしゃさまの

三601園

三597

三413園
が︑かうむしばになってはいけませ 三574 ︒二十センチぐらみにのびたいねの苗
三417 噂話﹀︒﹂とお聞きになりました︒﹁︿略 三575 たいねの苗を︑田にきちんとうゑるの
三583 太郎さんは︑はれまに小川でどぢゃうを
三421園
は︑﹁夜ねる前にも︑みがくといい
三595 人で︑金魚を買ひに行きました︒店に
三596 に行きました︒店には︑大きな水をけ
三424

三428園 のものが︑ねこに取られてこまる︒
三434 が︑なかまのものにいひました︒一ぴ
三437園 すずをねこの首につけて︑その音が

三619

ひました︒﹁どれにしようか︒みんな
三439囹
ら︑逃げることにしようではありま 三609囹
三445囹 そのすずをつけに行くのかね︒﹂みん 三613 くって︑ガラスばちに入れました︒﹁︿略

三451 正男さんの家の前に︑川があります︒

は︑そのだいの上に︑そっとガラスば

三638︑下の方へななめに沈んだりしました︒

ましたが︑そのうちにおよぎだしました︒
三654圃

の一郎といっしょに︑おかあさんにつ

三636

って︑せまい谷になる︒その谷の

しょに︑おかあさんについておまるりを

三629

三481園

て行くと︑大川になって︑おしまひに

三671

39133151176267743243752178729861
医1 圏

いつのまにか︑となりのへや

へん︒ぼくの舟に︑水がはいって來

れから︑いっしょに舟遊びをしよう︒

園医｝

三462 ︒ある日︑にいさんにこのことを聞い
三475 それで︑おとうさんに同じことを聞き
三485園

三671

ひろがった︒しだ

三486園なって︑おしまひには︑廣い︑重い海

だ︒空いっぱいに

三495 ことをおちいさんに聞いてみました︒

67
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6了
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68
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69

70

了1

了1
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了2

了2
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三863

勇さんのおかあ
か︑となりのへやに︑

自動車が止って
三875 正男さんの家の前に︑

三868 といって︑おほめに
なりました︒二十
行かうと思って︑
三872 さんのうちへ遊びに

三886

みたどこかのを
聞きますと︑そばに

人が四五人立っ
三875 てるました︒そばに︑

ゆはをぢさんたちに︑ ｪ﹀︒﹂といひ

あながあいて︑空
三893園 の中のチューブに
三899 ︒さうして︑自動車につけてあったほ
三902

三947

もくたうをいた
兵たいさんのために︑

また︑お國のために
なくなられた兵た

三965

職地の兵たいさんに︑
みもん文をかき

といって︑お士吾びに
なりました︒﹁ごは

四44圃ふぎをさかさまに︑かけた下から雲
四46囲引くはての松原に︑太平洋の波が立

︑明治のみかどに

ささげませう︒六

た︒まもなくホ町にはいって︑いうび

四209 た︒山と山との間に︑海が光ってゐま
四224 ゆさんがおたがひに手をあげて︑元氣
四226 をしました︒ホ町に近いところで︑ど
四245園 すのでね︑見送りに行くところなん
四277囲

四255

した︒すると︑何かにつまついてころび

しました︒そのうちに︑二人がぼくを追

四283 くたちのかけっこになりました︒ぼく
四284 ち七人は︑白い線にそって並びました
四299

四292

四338

四336

︑だんだんお金持になっていきました

ちいさんの切る竹には︑たびたび金が

四332 って見ますと︑中に小さな女の子が
四333 その子を手のひらにのせて︑うちへか

四84園 木を切ることにしよう︒﹂
四88園︑切るよりほかにみちがあるまい︒

四341

四62 昔︑あるところに︑一本のくすの木
四65 ︒何年かたつうちに︑このくすの木は︑
四66 いほど︑大きな木になりました︒とう
四68 っぺんは︑空の雲にとどくやうになり
四71 ︒大きな枝は四方にひろがって︑どこ
四73 か︑わからないほどになりました︒毎朝
四75 ふ重々が︑日かげになります︒午後に
四75 になります︒午後になると︑東がはの
四76 ふ重々が︑日かげになります︒﹁︿略﹀︒

そこで︑切ることになりました︒こん

四347園

いつもおちいさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

ありました︒何ごとにもすなほなかぐや

て︑﹁むすこの嫁にしたい︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

四343 いさんは︑この子にかぐやひめといふ

八ぐらみのむすめに見えました︒光る
するかといふことになりました︒する

四91
四97

四351

四349

四192 きのふ乗合自動車に乗って︑ホ町のを

四176いっしょに︑おふろにはいりました︒そ
四189 いました︒ねる時には︑ぼくはにいさ

四142 ました︒うらの畠にみたおかあさんも
四157園 つたね︒いい子になった︒﹂といひ
四169 といって︑お笑ひになりました︒ばう
四169なりました︒ばうしには︑金で字が救い
四176 いさんといっしょに︑おふろにはいり

四387 らいたちが︑いくへにもとりかこみまし

四385

四379

四372園

四367園

四366園

四365囹

だ︒だが︑迎へに來てもけっして

ん︒私は︑お二人にお別れするのが︑

の世界から迎へにまみりますので︑

が︑この十五夜には︑月の世界から

四103て︑舟を作ることになりました︒何年
四105きあがりました︒海に浮かべてみると︑
四125囹のすばらしい舟になるために︑あの
四126囹 舟になるために︑あの木は︑ぐん
四133 おかげで︑日かげになって困ってみ
四142がって︑おとうさんにごあいさつをしま

四198がだんだんのぼりになって︑自動車は
四203た木の枝が︑まどにとどきさうでした

を守らせることにしよう︒﹂とおっ

︒いよいよ十五夜になりました︒おち

四383園

のことをとのさまに申しました︒する

四365囹︒長い間おせわになりましたが︑こ

ゐましたが︑しまひに悲しさうに答へま

四206 どでした︒たうげに來た時︑生徒さん

四363

三㎜1園 うちのことも氣に かかりますから︑
三㎜4園 ︒では︑おみやげに 玉手箱をさしあげ
三梱1二 あっても︑おあけに なってはなりませ
三柵2園
ま
で
も
︑そのままに しておいていた
三皿4二
生まれた村に かへったら︑だれ

四354 ︒かうしてみる間に︑何年かたちまし
四355 から︑月の出る晩になると︑かぐやひ
四357 になりました︒秋になって︑月がだん

三 6圃 人ばかり︑とはうに くれてうらしまは

三999園り︒さう だ︒私に︑ このかめを費つ
三伽3 お金を子どもたちに やります︒子ども
三皿2圏 す︒今日は︑お禮に りゅうぐうへおつ
三鵬2園 んなさい︒向かふに 光ったやねが見
︑あたりの美しさに おどろきながら︑
三脳2
三掴3 ら︑りっぱないすに こしをかけます︒
三鵬1園 め﹁では︑みんなに おもしろいをどり
＝而7園 をして︑ごらんに いれませう︒﹂うら
三㎜4囹 んたうにおせわに なりました︒﹂

三974

三957 に取っておしまひに
なったので︑その

三948

ひらくして︑い
三944 立てた國旗が︑風に

三911 さんたちは︑私たちに︑﹁さやうなら︒﹂と

乗りました︒うん
三906 といって︑自動車に

「〈
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四523

四522

四521

ます︒細い棒の先にひもをつけて︑そ
べたをつめたい風に赤くしながら︑む

たりして︑思ふままにすべります︒かう

まがったり︑後向きにすべったり︑友だ

なるのです︒のちには︑すべりながら

四698園

四683

んどは︑私が先に書きますから︑春

︑一枚を春枝さんにわたしました︒花

︑またいっしょに行きませう︒朝さ

四555

四553

四542

いへんなけんくわになりました︒勇さ

をさか立てて︑鏡にうつる自分のか

勇さんは︑をんどりに鏡を見せました︒

た︒そこへ︑勇さんによくなれたをん

いの窓のしゃうじにあててみました︒

四753

四752

四748

四736

っぱな兵たいさんになってみたので︑

來ると︑ゑい兵所にみる兵たいさんが

四727 は︑ここでみんなにあいさつをして︑
四732はいると︑ゑい兵所に︑兵たいさんが七
四734 ︒廣い庭の中ほどには︑卸本も立札が

しんるみの人たちに送られて︑兵管の

四409

四559

︒﹁これをおまへにあげるから︑だい

四763

四725

四413園 どうぞ︑月の夜には︑私のことを思
四416
用意して來た車に乗りました︒かぐ
四572

もしおかあさんにあひたかったら︑

さんは︑その入口に立って番をして

四392 をります︒夜中ごろになると︑急にお月

四391
けらいたちは︑弓に矢をつがへました

四529
四533

四713団

四395

大勢の天人が︑雲に乗っておりて六

四417 車は︑大勢の天人にかこまれながら︑
四586圓

とでしたから︑娘には︑それが何であ

四402 ︒おばあさんの手に︑しっかりとすが

四398

四432圏
四587圓

りと並んでわになった︒空にはま

さんとおばあさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

四433圃 わになった︒空にはまるいお月さま
四599

して遊びます︒書になると︑いつのま

話です︒海の中に︑小さな島があり
りました︒その島に︑一匹の金の牛が
ましたが︑この島には︑一本の草も生
は︑小高い岩の上にあがって︑四方を
した︒海の向かふに︑もう一つ島が
えました︒その島には︑みどりの草が
どりの草が一めんに生えてゐました︒
金の牛は︑岩の上にあがって︑みどり
なって︑よい思至になりました︒かう
です︒そのまま海に沈んでしまひまし
寒さのために︑まどガラス一め
ちは︑この氷の上に︑指で字を書いた
四613

四604

神だなをおかざりになりました︒新し

なったおかあさんにそっくりでした︒

四849 略﹀︒﹂とおたつねになりました︒白兎

四846

四623

えて︑もうお正月になったやうな氣が

した︒夕方︑神だなにあかりをあげて︑

︑鏡餅をおかざりになりました︒おち

四861

四858

で︑おそくおなりになったのです︒こ

︑さきほどお通りになった神様がたの

いふ神様がおいでになりました︒この

勢の神様がお通りになって︑﹁︿略﹀︒﹂

一番しまひにるたわにざめが︑

した︒小さい三方向︑白い紙とうら白
餅をのせてお供へになりました︒おみ

四857

した︒

四616
四617

おざしきの床の間にも︑鏡餅をおかざ

︒おみきもお供へになりました︒それ

四627

四669

四656

一郎さんは︑まん中にポストをおいて︑

︑えんがはで︑両方に分れてすわりまし

ごっこをすることにしました︒花子さ

四875

四872園 しいて︑その上にころがるがよい︒
四874 自走がそのとほりにしますと︑からだ

で大國主のみことに︑﹁︿略﹀︒﹂と申し

四671

四866 略﹀︒﹂とおたつねになりました︒白兎
四634

四843

四622

四618

四772 の赤いえりしゃうには︑星が一つつい
四817 ︒﹂といって︑すぐに仲間を大勢つれ
四831 白兎のいふとほりに並びました︒白兎

ってゐました︒馬に乗った軍人さんが

︒意い庭の向かふに兵舎が立ってゐ

さんは︑重たいさんにあんないされて︑

四435囲んだ白い雲︒月にうかれて腹つづみ

四495

四443
四443
四446
四448
四451
四452
四452
四459
四462
四477
四482
四493

四505 です︒このじゅ氷に朝日がさすと︑き

四681

四678

四677

四676

︑一枚を花子さんにわたしました︒﹁林 四935團

に入れて︑くばりに出ました︒﹁すず木 四932團

は︑それをかばんに入れて︑くばりに

すと︑ポストの中には︑もう二枚のは

四916國

四909團

たこは︑高い空に小さく見えて︑す

のたこの足もとにもよりつけません︒

けました︒三度めにあげた時は︑たこ

四671 おいて︑そのそばにすわりました︒花 四878園 しゃつても︑のちにはきっとおしあは
四495
なると︑いつのまにか︑ガラスの氷も
てるます︒次郎にたこを持たせ︑ぼ
四496
えますが︑次の朝には︑また新しいち 四674 めました︒その間に︑一郎さんは︑かば 四903国
しのばして︑風に向かって走りまし
四501 枝が︑すっかり氷に包まれてしまふの 四674 は︑かばんを取りに行きました︒一郎 四904團

ですが︑そのうちに 一メートル︑五郎

をたてます︒滞洲に住んでみる日本
をつけて氷の上に立つことも︑なか

です︒をぢさんに教へていただいた

四518

四511
四516
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︒ぼくは︑早く晩になればよいと思

︑神だなにお供へになりました︒ぼく
四柵2圃

いはまべの

松原に︑波がよったり︑か

四備5園まつ白にした代りに︑わたしは︑赤い花

四944国 ころを︑をぢさんに見せてあげたいと 四柑1 りかへしてみるうちに︑冬が終に近づきま
四952 くさんいってますに入れ︑神だなにお 四面1 みるうちに︑冬が終に近づきます︒今まで
四953 すに入れ︑神だなにお供へになりまし 四備5 かし︑南風は︑すぐに元氣をとりかへしま
四953

けしきに見とれながら歩いて

四953
四柵7圃

と︑向かふの松の枝に︑きれいな物がかか

富士の山

四976 きました︒そのうちにうっかりして︑﹁︿

四佃5

四佃4

とんで行く︑空にかすんだ

四979 笑ひました︒しまひにえんがはへ出て︑

ひらくと
ひらくと︑ゆれ
松原に︑波がよったり︑か

かざつて︑岩屋の前にお立てになりました
︑岩屋の前にお立てになりました︒天のこ

で︑のりとをおよみになりました︒天のう

た︒かづらをたすきにかけ︑ささの葉を手

とは︑まひをおまひになりました︒かづら

かけ︑ささの葉を手に持って︑ふせたをけ
︑ふせたをけをだいにして︑とんとんふみ

︑おもしろくおまひになりました︒大勢の

ばかり岩戸をおあけになって︑おのぞきに

様は︑どっとお笑ひになりました︒あまり

になって︑おのぞきになりました︒神様が
︑ずっと前へお出しになって︑鏡を大神に

になって︑鏡を大神に見せておあげになり

大神に見せておあげになりました︒大神は

さっと岩戸をおあけになりました︒天照大

神はふしぎにお思ひになって︑少し戸の外
あめのた
ました︒岩戸のそばにいらっしゃった天手

大神が外へお出ましになると︑世の中が︑
︑手をうってお喜びになりました︒二さん
参

五95團きとほった水の中に︑たくさんの魚が︑
五97国した︒道の爾がはには︑千年もたったか

天人は︑春の

天の岩屋へおはいりになって︑
岩戸をおし

四丁7囲 人は︑春のかすみに つつまれて︑かも
四伽4圃 とんで行く︑空にほんのり 富士の山

つたり︒いつのまにやら

いはまべの

きます︒右に︑左に

って行きます︒右に︑左に

かへっておしまひになるでせう︒﹂天人﹁

あなたは︑まはずにかへっておしまひに

﹁それでは︑お禮にまひませう︒でも︑

︒この國のたからにいたします︒﹂天人﹁

して︑あなたがたにはご用のない物でご

て︑うちのたからにしようと思ひます︒

て︑うちのたからにしよう︒﹂

四982 ぴしゃりとおしめになりました︒それ
四993圃︑神武天皇のお弓に止ったあの金のとび 四佃1囹
四995圃 今︑軍人さんの胸にかがやいて︑りっぱ 四㎜7園
四佃8園
四㎜2
この前の日曜日に︑兵たいさんの病院
四柵2 んの病院へ︑みもんに行きました︒戦畢で
丁伽3二
四梱5園
四欄3 ずを受けたり︑病氣になったりした兵たい
四梱8囹
四欄8 た︑きっとお見まひにまみりますといって
四梱8二
四棚9團もさんが︑みもんに來てくださると︑私
四榴4圃
四宝9団 てるます︒この次には︑何か︑みもんひ
四型4翻
四半7團 りました︒この次におあひする時には︑
四悩2圃
四佃7団次におあひする時には︑職孚のことや︑
四悩5圏

五42

どなうの上に腰をかけて︑川の流

五171いきなりどなうの上にかけあがらうとして

五167どもたちといっしょに︑黒いぶたや︑ふと

五158のはつれまでさんぽに來たところです︒﹁

五152

五143もとにも︑いつのまにか︑草がたくさん生

五143ねたどなうの根もとにも︑いつのまにか︑

五115團
すから︑たのしみにして待っておいで︒

四梱7 があります︒のき先に︑大きなぶたの肉を
四価3 物をつんで︑この通にさしかかりました︒

四価4 が︑この兵たいさんに︑ていねいにあいさ
四塒7 ます︒このせまい通には︑買物をする人た
四鵬4 まで來ますと︑そこには︑日本の兵たいさ
ませんが︑おたがひに︑﹁ごくらうさま︒﹂．

四聖6 けい禮をします︒口にはいひませんが︑お
四描7

四柵1 心の中でいってみるにちがひありません︒
四佃5 の支那の子どもたちに手つだはれながら︑

四研9 四人は︑車のかち棒にとりつきます︒おく
四柵3 ひだしました︒それについて︑子どもたち

五43 って︑岩戸をおしめになりました︒明かる
五45勢の神様が︑お集りになって︑﹁︿略﹀︒﹂と
五51うよいことをお考へになりました︒それに
五51 になりました︒それによって︑神様がたは
五52 ことを︑なさることになりました︒まった
五53 ︑しきりにお鳴かせになりました︒ある神
五55 ︑大きな鏡をお作りになりました︒ある神
五57ざりのやうに︑ひもにお通しになりました
五57うに︑ひもにお通しになりました︒またあ
五61 ことは︑このさか木に︑鏡と玉をかざって

四価2 の兵たいさんが︑車にいっぱい荷物をつん

四餌3 る町です︒せまい通には︑赤いらふそくや

8888877777766666666
6432199865297665422

五104国
ありました︒むねには︑大きなかつを木
五105團
が並んで︑爾はしに︑千木が高くそびえ
五107国
ますが︑そのほかには︑何のかざりもあ
りました︒かへりに︑たいまをいただき
五109国

四脳5 すの實などを︑戸口に並べてみる店があり

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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五349

たいので︑ねえさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と聞くと

五272

みことがおたつねになると︑おちいさん
︑

ものもあります︒先にあがった子どもの足

つかまったり︑くつにとりついたりします

ひつじも︑いっしょになって大さわぎです

おとなしく川のふちに腰をおろしたり︑ね

せんが︑兵たいさんに教へてもらった﹁愛

たいさんのかたの上にも︑子どもたちの頭

子どもたちの頭の上にも︑そっと止ります

弟や仲間といっしょに︑池の中を泳いでみ

し︑おたまじゃくしには︑たくさんの兄弟

ですから︑親のそばにるなくても︑ちっと

やうなどといっしょに︑遊ばなくてもよい

青々とのび︑水の上には︑ときどきとんぼ

りました︒このころになると︑おたまじゃ

ほどでしたが︑のちには︑だんだんふくれ

本のかはいらしい足になりました︒おたま

が出ました︒四本足になったおたまじゃく
︒さうして︑水の中にみるのが︑いやにな

て︑﹁さて︑どこにまゆを作らうかな︒

︑魚がかくれてみるにちがひありません︒

私は︑一度︑川にそって川口まで行っ

五342

か
た︒私たちなら︑横になってねるのに︑

かしてからか
︑ひこにやりました︒二日ほ

ねえさんにいはれたので︑私は
略﹀︒﹂と︑

五538 ちに見えました︒車にかつををたくさんつ

五538

五533

五528

五527

五523

五513

五511

五509

した︒川の向かふ側に︑工場があって︑高

口の町まで行くことにしました︒﹁ポポー︒

度は︑そこから馬車に乗って︑川口の町ま

こいでゐました︒舟には︑子牛も乗ってゐ

した︒ところどころに中洲があって︑小さ

川は︑ずっと下の方に見えました︒だんだ

すと︑すぐトンネルにはいりました︒出る

五323 ︑桑の木がないことに氣がつきました︒二
五326ました︒あそこの畠に︑桑の木があること
れた葉を︑かひこにやってはいけません
五339園
五343

あるのが︑あちこちに見えました︒車にか
五345

五508 車が來たので︑それに乗りました︒汽車が

五507 まもなく︑川の近くにある停車場に着きま

五505 す︒ちゃうど親の手に︑子どもがすがりつ

五497 ました︒川が︑たきになって落ちてみるの

五492 にいさんといっしょに︑唱歌を歌ひました

五489 すが︑ところどころに︑つつじの赤い花が

五487 波が︑石と石との間にわき返ってゐました

五485 かけました︒朝つゆにしめった小道を通っ

五481

五465 ました︒空の雲が水にうつって︑うきのぞ

五448 ると︑つり糸が︑空に大きなわをゑがきま

五445

五411 日︑竹田さんが遊びに來ました︒私が︑か

五409 かひごは︑まゆの中に︑かくれて見えなく

五398 はき出しました︒目に見えないやうな細い

五396囹

五394 ひました︒ねえさんに︑こしらへてもらっ

五389 べました︒そのうちに︑青白かったからだ

心385 せて行って︑三日めには︑五匹とも死んで

五376 ました︒桑をもらひに行く途中も︑心の中

しさうな顔です︒先にかけあがった子ども

五484 で︑きのふの日曜日に︑にいさんと二人で

どもは︑兵たいさんにしがみつきます︒あ
︑兵たいさんのけんにっかまったり︑くつ

五273園さんが︑﹁私どもには︑もと娘が八人ご
だいじゃ
をうちといふ大蛇に︑毎年一人つつ取ら
五274園
︑もうこの子だけになりました︒それに
五275囹
蛇が出て來るころになりましたので︑こ
五276園
したので︑この娘に別れるのが悲しくて
五277囹
す︒ 一つのからだに頭が八つ︑尾が八つ
五284園
つの山︑八つの谷につづくほどで︑せな
五286囹
くほどで︑せなかには︑こけも木も生え
五287囹
五289は︑この話をお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂と
れを︑八つのをけに入れて︑大蛇の來る
五292園
大蛇の煮るところに並べておけ︒﹂とお
五293園
五294略﹀︒﹂とおいひつけになりました︒そのと
五295ました︒そのとほりに用意しました︒する

五507 の近くにある停車場に着きました︒汽車が

て來ました︒水の中にみると︑何だか息が

た︒ある日︑岸の草につかまって︑池の外

あまてらすおほみかみ

茂ってゐました︒空には︑お日様が︑ぎら
いつも

天照大神の御三に︑すさのをのみこと

いつも

しゃいました︒出雲におくだりになって︑

た︒出雲におくだりになって︑ひの川にそ

りになって︑ひの川にそって歩いていらっ

五267ん山おくへおはいりになりました︒すると
五269んが︑一人の娘を中において︑泣いてゐま

五311照大神におさしあげになりました︒七 か
五315來ました︒それを箱に入れて︑ねえさんに
五315に入れて︑ねえさんに見せると︑﹁︿略﹀︒﹂
五322はれてみると︑うちには︑桑の木がないこ

五297 つの頭を八つのをけに入れて︑がぶがぶと
五298みました︒そのうちに︑よひがまはって︑
五301 ︑ずたずたにお切りになりました︒血が︑
五304ことが︑尾をお切りになった時︑かちっと
五305た︒ふしぎにお思ひになって︑尾をさいて
五306 ︑尾をさいてごらんになると︑たいそうり
五309と︑みことはお思ひになりました︒みこと
五311その劒を︑天照大神におさしあげになりま

211718543542974314442919882

は︑﹁この川かみに人が住んでみるな︒
五264園
五265 ︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑川について
五266お思ひになって︑川について︑だんだん山

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
26 26 26 25 25 24 24 24 24 23 23 23 22 22 22 22 21 20 20 19 τ9 18 18 17 で了 17 1了
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五539いよく引いて行くのに出あひました︒町を
五542を通りぬけて︑川口に近い岸に立つと︑瞬
五543けて︑川口に近い岸に立つと︑海が見えま
五553書いて︑おとうさんにお目にかけました︒
五661国

五655圃

五654圃

五645團

がら︑こはこは馬に近づく︒馬は︑おと

馬屋へ行く︒馬屋には︑それぞれ受持の

しゃほう年︑穗に穂が咲いて︑みちの

しょ︑み國のために︒ことしゃほう年︑

しょ︑み國のために︒米はたからだ︑た

五887

五885きます︒青い波の上に︑赤・白・黄・みど

五874園︑横瀬へおかへりになったからです︒﹂

五871園 うして海の記念日になったのでせう︒﹂

五868 である︒朝禮の時間に︑ラジオでも︑その

出嚢線です︒沖の方にも︑同じやうな旗が

よこはま

五668團

五672量水で洗ってやるのには︑なかなか勇氣が 五896 といふ艦長のことばにはげまされて︑白組

五691團

五681團

五681団

五679団

れないで︑お正月には︑馬にあてて︑年

まったくの友だちになってしまふ︒だか

︒それで︑手入れにむちゅうになるのだ

ないと︑何だか馬にすまない氣がする︒

の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少しでも

五913

五907

五904

五898

五897

ひます︒一かさごとに︑ぐんぐん早さをま

曲りました︒出嚢線に︑四さうのカッター

かいをいっせいに水にひたします︒やがて

やけた︑まつ歪な顔に︑白いはちまきをし

りうつりました︒日にやけた︑まつ黒な顔

五678團やはらかい毛なみにさはると︑もう︑手 五897 の選手は︑カッターに乗りうつりました︒

五693團

んは︑いつも︑腰にふくろをさげてみる

五943囲 ぶしく晴れた大空に︑ま白な雲が浮いて

五693團︑お正月には︑馬にあてて︑年賀状をよ 五924 二百メートルぐらみになりました︒まだ勝
五695團

五706

五703

てるますと︑すぐ前に掛けてみたよそのを

五698団

すから︑かまはずに︑お掛けなさい︒﹂

にいさんと︑電車に乗りました︒人がい

のだ︒いっか國男にも︑にいさんの愛馬

五967

五964囹

五952囲 き場のこまが朝風に︑いななきながら呼

五946逸すみ︑山べに野べに白ゆりが︑ゆめ見る

五696国といって︑その中には︑馬のだいすきな 五946囲 い夏やすみ︑山べに野べに白ゆりが︑ゆ

五715園

︒しかし︑入れ代りに︑大勢の人が︑どや

に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになりました︒さうし

の︑次々にお治めになる國であります︒

五963園子その孫の︑次々にお治めになる國であ

は︑ににぎのみことに︑﹁︿略V︒﹂と仰せに

五731

五962

五734みんなふさがった上に︑立ってみる人も︑
五804

そへて立ててある竹に︑とんぼが止ったり

りしてみる︒きうりにそへて立ててある竹

五973

五968

五968

五968

ら︑﹁︿略V︒﹂と仰せになりました︒ににぎ

て︑みことにお渡しになりながら︑﹁︿略﹀

へになって︑みことにお渡しになりながら

玉と︑御重をおそへになって︑みことにお

五791らみの高さのところに︑あぶらぜみが一匹 五967 た︒さうして︑御鏡に︑御玉と︑御劒をお
五804

って︑いちもくさんに走って行った︒十七

︑つつしんでお受けになりました︒大勢の

かへって︑えんがはに腰を掛けてみると︑

五974

︑お供をなさることになりました︒いよい

五821

學校では︑三時間めに︑三年生以上の合同

五975

五813

五832

垂垂では︑四時間めに︑共同作業をした︒

五978園

五553 ︑おとうさんにお目にかけました︒川は︑
五556と︑ときどき木かげに休んだり︑さうかと
五558で︑川は︑いつのまにか大きくなります︒
五563こんだりします︒川にも︑いろくな心持
五566やいますと︑波の上に︑何か小さな物が浮
五571國主神は︑お供の者におっしゃいましたが
五572ましたが︑お供の者にもわかりませんでし
五574さやのやうな物を舟にして︑それに何か乗
五574物を舟にして︑それに何か乗ってゐました
五575囹
した︒コ豆のさやに︑虫が乗ってゐます
五578した︒虫の皮を着物にして着ていらっしゃ
五588國主神は︑その神様に︑おたつねになりま
五588の神様に︑おたつねになりましたが︑へん
五605 ︒かかしは︑田の中に立って︑四方を見て
五606大國主神は︑かかしに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂
五614は︑たいそうお喜びになって︑少彦名神を
五615を︑おうちへおつれになりました︒二人は
五617や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけた
五618 ︑道をつけたり︑川に橋をかけたりなさい
五619の病氣も︑おなほしになりました︒ある日
いつまでも︑ ここにるるわけにはいきま
五623園
五624園︑ここにるるわけにはいきません︒これ
五627園て︒どこへおいでになるのですか︒﹂﹁︿

五841

つた︒先週の金曜日に抜いたのに︑もうの
五847

てかへった︒ねる時には︑涼しさうな聲で

︑﹁︿略﹀︒﹂とお笑ひになった︒七月十八日

五98幸した︒行ってごらんになると︑なるほど相

五987

五985

略﹀︒﹂とおいひつけになりました︒天のう

︑このことをお聞きになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹁下界へ行く途中に︑恐しい男が︑道を
五846園

五842

五634 るすると︑
おのぼりになりました︒すると

五857

︑﹁みみずぐらみに︑どうしてそんな聲

五633 彦名神は︑
あはの董につかまって︑するす

五631囹 ︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁何しに行くのです︒﹂﹁︿略
五632園 ﹁新しい國を開きに︒﹂かういひながら︑

はね返るひやうしに︑小さな神様のおか
︑
五635

五992 うすをして︑お笑ひになりました︒すると
五姻1園 のみことのお通りになる道を︑ふさいで
五㎜3 ことは︑お問ひ返しになりました︒相手は
五糊5園 は︑皇孫がおいでになると承って︑ここ

五㎜6園て︑ここへお迎へに出てみる者です︒私
さるたひこの

五棚2 みことは︑天照大神に︑おいとまごひをな
さるたひこの

五梱3 ︑勇ましくおくだりになりました︒猿田彦
ひうが

たかちほ

五棚4 た︒猿田彦神が︑先に立って︑事案内申し

てやりました︒のちには︑文子さんが學校

秋も過ぎ︑冬の初めになりますと︑利根は

はん

るほど︑強さうな犬になりました︒お正月

犬班へ︑はいることになりました︒出襲の
︑文子さんは︑利根にたくさんごちそうを

を作って︑利根の首につけ︑寒い日の朝︑

犬が︑いよいよ軍犬になるのだと思ふと︑

かあさんといっしょに︑停車場まで見送っ

五撹4 た︒そのうちに︑月に雲がかかりました︒

五撹4 ゐました︒そのうちに︑月に雲がかかりま

五棚8 ︑日本の國をお治めになりました︒二十一

五梱7 神のおことばどほりに︑日本の國をお治め

五濁6 千穂の峯におくだりになりました︒さうし

五価1

五M3團と︑それを︑利根に見せてやります︒利

五M1国

五佃8国

五佃7團

五佃6団

こえます︒腹を地につけて︑ふせをした

そうりつぱな軍犬になりました︒高いし

文子さんが︑四年生になった秋のころ︑兵

五撹4 りました︒月は︑雲にはいったかと思ふと
五価4

ほ

五脳3 走る︒﹂と︑たがひにいひはってゐました

五価7

ち

五梱6 ︑日向の高千穂の峯におくだりになりまし

五悩7 らはなれて︑前の方にある木のそばへ行き

五柵7

五価8

した︒首わのふくろに︑通信を入れてもら

何倍といふ敵を相手に︑はげしく職ふ時が

しました︒そのうちに︑利根のついてみる

あてたり︑夜︑ふいに近寄らうとする敵の

︑文子さんが五年生になったころ︑利根は

ることは︑どの犬にも負けないで︑りっ

で渡ったり︑遠くにかくしてある手ぶく

來ました︒﹁ここに立って︑お月様を︑

五悩8 て︑しばらく年こしに月を見てゐましたが

五柵8 りました︒たべものにもよく氣をつけて︑

五㎜1 利根の惟るずっと前にも︑犬をかってみた

五糊8 おとうさんがおつけになったのです︒文子

五衙6 と思ひました︒子犬には︑利根といふ名を

五三4 犬も︑りっぱな軍犬にしてみたいと思ひま

五研1 が︑ちゃうど三年生になったばかりのころ

五鵬1 すると︑月は枝の間にじっとしてゐますが

五塒9 ました︒そのとほりに︑みんながしてみま

五悩5團

五梱2

五梱1

五三6

五佃6

五冊2

五宙9

出塁6

五竜1

さうして︑おしまひに︑利根は︑足をやら

︑くはしく文子さんに知らせて來ました︒

が軍は︑勇ましく敵にとつげきして︑とう

は︑最後の通信を首にして︑﹁行け︒﹂の命

りゃんのあぜ道の間に︑利根の元妙な姿が

け︒﹂の命令とともに︑走り出しました︒

功章を︑いただくにちがひありません︒

流しながら︑お喜びになりました︒二十三
海と山︑おいでになってをりました︒

で︑今日だけ︑私につりをさせてくださ

つり竿をお引きあげになる︒糸がぶつりと

つりばりのないのに氣がついて︑つりば

がない︒にいさんにあやまらう︒にいさ

﹁つりばりを︑魚に取られてしまひまし

いさんはおおこりになるだらうな︒﹂

なつりばりを︑魚に取られて︑困ってゐ

あるでせう︒あれに︑すぐお乗りなさい

あげませう︒そこに︑舟があるでせう︒

の御殿の門のそばに︑井戸があって︑井

いな御殿へお着きになるでせう︒﹂ほを

って︑井戸のそばには︑大きな木が立つ

は︑その大きな木にのぼって︑待ってい

でせう︒さあ︑舟にお乗りなさい︒押し

海の御殿の門の前に︑大きな木が立って

のぼってみよう︒木にのぼって︑下をこら

ぼって︑下をごらんになる︒あ︑井戸があ

っぽな神様が︑水にうつっていらっしゃ

くんで︑ほをりの命にさしあげる︒ほをり

正面に︑海の神様が腰を掛

命は︑ぐっとお飲みになって︑ほをりの命

女﹁門の前の木に︑りっぱな神様がい

の命は︑腰をお掛けになる︒よくおいでく

申して︑出ておいでになる︒海の神様﹁ど

と日の神のお子様にちがひない︒お迎へ

塾

五鵬7園

植字1 犬のよくかかる病氣にもならないで︑すく

五千2

け出しました︒のちには︑敵が利根の姿を

五柵3 したから︑文子さんに教へられると︑﹁お

五悩2圃

わが軍が︑敵の陣地にとつげきする日が來

五⁝⁝7 とからっいて託るのには困りました︒文子

五伽9園

、

翫

＿

、一

A

うか︒みんなの者にたつねるが︑だれか

させてみませう︒女に向かって︑魚たちを

取った神様が︑私に︑海の御殿へ行くや

．■．

お考へになって︑女に︑では︑鯛をちょっ

は︑しばらくお考へになって︑女に︑では

9

様﹁あ︑それだ︒女に向かって︑鯛ののど

︑つりばりをのどにかけまして︑たいへ

．一

354298483

五協4囹今日一日だけ︑私に海へ行かせてくださ
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六261 その花が散ったあとには︑かはいらしい青

55555444444142142
ひうが

い

くまの

やまと

皇は︑日向をおたちになって︑大和の方へ
やまと
︑
大和の方へお進みになりました︒はるば

き

紀伊の熊野といふ村にお着きになりますと

野といふ村にお着きになりますと︑ふいに
くま
になりますと︑ふいに︑大きな熊が山から

六112 ︑すぐそばの稻の葉に止りました︒そっと

六109 うして︑稻の葉や壁に止ります︒取らうと

六22二 ︑天皇は︑おかくれになっていらっしゃい

六64園 の者の倉を目あてに︑この劒を落します
六195圃
宮の森︒治る御代に︑神様の 詰みたた
六65園 Il高倉下よ︒朝になったら︑きっとこ 六203けた田道間守は︑ 船に乗って︑遠い︑遠い
六67園 とこの劒を︑天皇にさしあげるやうに︒
六205きました︒ 遠い外郭に︑たちばなといって
六68 ＞︒﹂この御拾とともに︑劒が天から落ちて
六205なといって︑ みかんに似た︑たいそうかを
六72 をつき抜けて︑ゆめに見た神様の劒が︑ち
六207を︑ 天皇は︑お聞きになっていらっしゃい
六74 で︑天皇のおやすみになっていらっしゃる
六208守は︑ それをさがしに行くことになったの
六76 高倉下が︑劒を天皇にさしあげると︑﹁︿略 六208をさがしに行くことになったのです︒遠い
六78 と︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せになって︑天皇はお目
六214りました︒いつのまにか︑十年といふ長い
六78 て︑天皇はお目ざめになりました︒さうし
六221 ︑大喜びでそれを船に積みました︒枝につ
六79 て︑劒をお受け取りになりました︒すると
六221船に積みました︒枝についたままで︑たく
六81 た︒すると︑あの熊になって出て來たわる
六222ままで︑たくさん船に積みましたQさうし
六91 てるます︒田のあぜに︑むしろを敷いても
六224囹さだめて︑お待ちになっていらっしゃる
六103園 ﹁そこのかごの中に︑おいもがあるから 六225う思ふと︑田道酒器には︑風を帆にいっぱ
六107 して︑弟といっしょにたべました︒稻がだ 六225
道間守には︑風を帆にいっぱいはらんで走
六228けなく︑その前の年に︑天皇は︑おかくれ

くロリ

六61園 ﹁この劒を︑天皇にさしあげることにい

い神様に︑かう仰せになってゐます︒﹁︿略

の神といふ強い神様に︑かう仰せになって

まひました︒この村に︑高倉下といふ人が

たかくらじ

りました︒いつのまにか︑天皇は︑おやす
︑天皇は︑おやすみになっていらっしゃい

ぎに︑ねむくおなりになりました︒お供を

の

と︑このみかんの木に若芽がすくくとの

村に鳴りひびくころになると︑ぼつぼつ︑

で︑いろくな種類に分けて︑きちんと︑

︑
六298︑團等
軍艦旗を朝風になびかせながら︑軍
出て行く時︑港内にみる軍艦と︑たがひ
六302国
六302国る軍艦と︑たがひにあいさつのラッパを
六319團きわけながら︑敵に近寄ることもできる
水艦の乗組員の中には︑どんな音でも聞
六321国
六326国よ︒これらのほかに︑みかたの潜水艦ど
何メートルの深さに沈んでみるか︑どれ
六331下

六293 かんは︑汽車や汽船にのせられて︑ふるさ

六286 けて︑きちんと︑箱につめて送り出します

六286

六273 ころには︑この黄色にだんだん赤みが増し

六273 うそろ冬が見るころには︑この黄色にだん

六272 ものです︒秋が終りに近づき︑そろそろ冬

六269

六269 祭のたいこが︑村村に鳴りひびくころにな

六266 しめます︒そのままにしておけば︑みかん

六261 よいかをりがあたりに満ちあふれます︒そ

六257

六256 ︑暖い太陽が山一面にかがやきだすと︑こ

六256 に眠ってゐます︒春になって︑暖い太陽が

六252 みかんの木といふ木に︑むしろやこもの着

六248 したまま︑いつのまにか︑つめたくなって

六248 守は︑みささぎの前にひれふしたまま︑い

六245 した︒しかし︑だれにも負けない忠義の心

六242 ︑はりさけるばかりになりました︒田道間

六238園 たちばなを︑仰せによって︑持ってまみ

六236 なを︑みささぎの前に供へて︑田道間守は

六234 お参りしました︒枝についたままの︑美し

六234て︑天皇のみささぎにお参りしました︒枝

六232 ばなの半分を︑皇后にけん上しました︒あ

六114やく︑葉といっしょにっかまへました︒左
六117てしまひました︒下に置くと︑飛べないの
六131ました︒刈ったあとには︑くくった稻の束
六131た稻の束が︑田の上に並べてあります︒お
六136ました︒一人ぼっちになって遊んでみた弟
六142まで︑弟といっしょに遊びました︒三 祭
六145氏神様のお祭のころになりました︒去年︑
六145 ︑あなたといっしょにお参りして︑樂しか
六147が︑ちゃうど日曜日になります︒二十四日
六155国に今年は︑五年めに一度ある牛行列が通
六155国通るさうです︒牛にきれいな着物を着せ
六165国お手紙のことを姉に申しましたら︑たい
六167国なさんといっしょに︑氏神檬へお参りを
六172国ね︒今から無しみにしてゐます︒二十四
六174團うそ︑おかあさんによろしくおっしゃつ

六265 うな害虫が︑葉や枝にとりついて︑みかん

で洗って︑海の神様にさしあげる︒海の神

六61園 にさしあげることにいたしませう︒熊野

六一75團 子さんのおみやげに︑わたしの作ったお

6531175543296
は︑ほをりの命の前にひざまついて︑海の

六62園ませう︒熊野の村に︑高倉下といふ者が

六六六六六六六六六六六五五
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六334国潜水艦は︑水の中にもぐってみても︑海
六335国てるても︑海の上にみるのと同じやうに
六337團ができる︒漕水艦には︑大砲もある︑機
六338團機關銃もある︒中には︑飛行機を持って
ぼ
六343国母艦も︑この魚雷にはちぢみあがってし
六346團てるる大きな敵艦にこっそり近寄ったり
六348團をする︒そのためには︑乗組員に︑前置
六349團ためには︑乗組員に︑勇氣とおちつきが
六354團のやうに︑汽水艦に乗って︑お國のため
六354團って︑お國のために︑働きたくはないか
六366暗くしました︒かべには︑白い布がはって
六367はってあって︑それに︑南洋のけしきが︑
いちばん初めに︑美しい日の丸の旗
六369 した︒

六376園しい兵隊さんたちによって︑攻め落され
六379園丸の旗が︑南の空にひるがへってみるの
六385せんでした︒青い海に︑静かにかげをうつ
六391囹さです︒その海面にかげをうつすのがや
六396ました︒あたり一面に︑ぱっと白い花をま
六401花子さんがいっしょにいひました︒﹁︿略﹀
六406を走らせたりするのに︑なくてはならない
六407あることを︑お話しになりました︒﹁︿略﹀
六415園せう︒一1木の幹にすちがつけてあるで
六431園︑ジャワの植物園にある鬼ばすといふ大
六434圏もが︑よく葉の上に乗って遊びます︒﹂﹁
六439園がら︑﹁さあ︑次には︑あなたがたのす
六444 かな︒﹂と︑まつ先にいったのは勇さんで
六465園﹁なるほど︑日本によく似てゐますね︒
六473義︑これでおしまひにしませう︒﹂といは
心507ましたが︑そのうちに︑何か︑ちょっとし
六512しあげました︒のちに︑御位におつきにな
六512した︒のちに︑御壷におつきになって︑用
六512ちに︑御位におつきになって︑用明天皇と

六517囹

六515

六514
きっと︑おとう様にしかられるにちがひ

︑お庭へ出てごらんになりました︒すると

っしゃるのをお聞きになって︑お庭へ出て

六639

六635

六635

いるくらみの大きさに作って︑そのはしに

ができあがった︒次に︑もう一枚の畜用紙

て︑その一方のはしに︑めがねの玉をはめ

まるくらみの大きさに巻いて︑その一方の

かげんしてみるうちに︑はっきりした︒電

に作って︑そのはしに︑虫めがねをとりつ

︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑みんな逃げ

六654

はえらいね︒だれに教へてもらったの︒

六644

六518

んな逃げておしまひになりました︒しかし

六675囹

六645

六518

太子だけは︑お逃げになりませんでした︒

六693園

六677囹

う様にしかられるにちがひない︒﹂とお

六521

せんでした︒お逃げにならないばかりか︑

六517囹

六522

︿略﹀︒﹂とおたつねになりました︒太子は

御父君の前へお進みになりました︒尊は︑

六735園

れよりも︑あの風に︑四つつじで︑火事

傳ひは︑ねえさんに十分してもらひまし

︒わたしは︑消防にばかり働いてみて︑

六694囹防の役目でお働きになるのだから︒﹂と

︑わたしは見まひに行きます︒おとうさ

いだつた︒﹁だれにも教へてもらはない

六528

六524

六738園

六733

＞︒﹂と︑おばあさんにいはれて︑私は︑ね

たづける時︑どこにもみませんでした︑

をぢさんやをばさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

六727園

六721 ゐましたが︑呈しもになってみたので︑一

六716 た︒朝︑おかあさんに呼び起されて︑目を

六714 ましたが︑火事が氣になって︑なかなか眠

六713

六702 えます︒向かふの空に︑ぱっと火の粉があ

六531園
﹁おとう様のお心にそむいて︑けんくわ
六533園
︒穴をほって︑地にかくれることもでき
六537おことばを︑お聞きになって︑たいそうお
六538て︑たいそうお喜びになりましたQこれは
六551園って働いて︑蹄りには︑年取ったおとう
六561園もの孝心が︑神様にとどいたのだらうと
六563園︒﹂村の人臣﹁それにちがひありますまい
六574園︑まだいっかう役にたちません︒﹂村の
六583園すると︑そのへんに︑酒の香がいたしま

六739園

六784圏

六778圃

陛下の

ぬるかくごで敵地に進む︑わが陸軍のひ

うぶん︑やっかいになりますよ︒﹂とい

六602のところへお出ましになりました︒さうし
六603どもの孝行をおほめになって︑年號を︑﹁
六604 ︑﹁養老﹂とお改めになりました︒十二
六613いっか︑おちいさんにいただいた︑古いめ

六794 飯のあとで︑火ばちにあたってみかんをた

六751囹

六748園︑ずっと私のうちにいらっしゃいね︒﹂

六613の玉と︑おとうさんに買っていただいた︑
六618してみた︒そのうちに︑ふと︑おもしろい

六806園︑こしらへることにしませう︒﹂と︑お

六586園ので︑父のみやげに持って錦りました︒
六597な子どもの話が︑都にも傳はりました︒お
六601皇が︑それをお聞きになって︑わざく︑

六621を焚聾した︒左の手に︑めがねの玉を持つ
六624うと思って︑右の手に虫めがねを持って︑

六816囹

御前に︑死ぬるかくごで敵

おことばを︑心にきざんでみ國を守る

みいくさに︑いつでも勝ってて

した︒﹁兵隊さんに︑このみかんをあげ

は︑おとうさんのにと思って︑あんでゐ

六813 れました︒私は︑何にしようかと思ってゐ

六801園

六777囲天皇陛下の

六773囲

六753 で聞けば︑この火事には︑焼け死んだ人も

六626がって︑つい︑そこにあるやうに見えるで
六629園おとうさんのお話に聞いた望遠鏡が︑で
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給でした︒そのそばに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑クレ

六827園 それを入れることにしませう︒﹂といは
六833

六842＞︒﹂と︑おとうさんにほめられたので︑弟

天神様にまつられてるる菅原
六982
六984しましたので︑のちには︑すぐれた︑りっ
六985ぐれた︑りっぱな人になりました︒學問で

六988たちが︑大勢その家に集って︑かはるがは
六852国営︑白い雪で一面におほはれてゐます︒
六857団 もん文といっしょに︑いろくな品物が 六㎜3園 たも︑弓をおやりになりませんか︒﹂と
六863團 ひながら︑まはりに︑大勢集って來まし 六㎜5 ら︑弓と矢を︑道導につきつけました︒お
六872團 くたちの室のかべにはりました︒その前 六麗3 第五と︑道眞は︑目にもとまらぬ手早さで
六鵬3 んが︑外から窓ごしにいったので︑私は︑
六873團 りました︒その前に立って︑﹁︿略﹀︒﹂と
六877団圓 んなは︑﹁ぼくに︑ちょっと︑はかし 六鵬5 が作った小さな温床に︑今日も︑おだやか
六鵬7 見ると︑まん中の鉢に︑美しいチューリッ
六878働団圖
﹁︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ぼ く に も ︒ ﹂ と い っ て ︑ か
べに
六研5 花の口もとのところに︑こい紅をさしてみ
六881團は︑私のポケットにしまってあります︒
六886團 ませう︒みなさんに︑よろしくお禮を申 六研6 す︒ほんたうに︑手に取って︑さはってみ
六901 かるい︒禮操の時間になった︒外に集るや 六柵7囹 二十四五度ぐらみになるから︑春といふ
﹁地の下には︑枯れた葉などが
六901 の時間になった︒外に集るやうにと︑先生 六㎜9園
六905 ︒みんなは︑雪の上に集って並んだ︒﹁︿略 丁佃5 話です︒お寺の小僧になってまもないころ
をしやう
六908 んだ︒﹁︿略﹀︒﹂写方に分れて︑それぞれ陣 六柵6 ︑ある日︑和尚さんにたいそうしかられま
六908 れて︑それぞれ陣地についた︒﹁築城始め︒ 六相4 た雪舟は︑大きな柱にくくりつけられまし
六相7 さびしい本堂の柱にくくりつけられて︑
六川7 ︑じっとしてみる間に︑雪舟は︑いろく
六916 ひるがへり︑敵の城には︑白い旗がなびい

六佃2

六

六川9囹

がら︑涙で︑板の間に給をかき始めたので

足の親指で︑板の間に落ちた涙をいちって

六962 た︒ぼくは︑山の上に立ちあがって︑その

六961 つた︒とうとう︑旗に手がとどいた︒ぼく

六958 だ︒ぼくは︑まつ先にのぼりかけた︒むち

六野8

六備3

六価9

六掴8

こい大砲の音とともに︑あたりの土が︑高

う︑日本一の給かきになりました︒二十一

六呂3園

工兵は︑三人つつ組になって︑長い破壊筒

はくわいとう

ゐます︒この鐵置網に破壊筒を投げこんで

一」一

ノ、
・」r
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で︑わが歩兵のために︑突撃の道を作らう

六悩2圃 えて明かるい若草に︑しとしと︑細い雨
六芸2 ぼくらは︑はしけに乗って︑ぐんぐん沖
六伽3 す︒文治と︑へさきにすわって︑船があが
六切1 どもが︑船のまん中にゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と
六桝4 す︒﹁︿略﹀︒﹂と大聲に呼びながら︑文治が
六桝5 がりかけると︑ともにみた船方が︑﹁あぶ
六伽3 船が︑今︑思ひ思ひに網を張ってみるとこ
六伽8 船方が︑みんなこれに合はせて︑﹁やつさ︑
六伽1 ︒だれもかれも︑日に焼けたからだから︑
六伽8 へあげます︒見るまに︑船の中には︑いわ
六㎜9 ︒見るまに︑船の中には︑いわしの山が築
六伽5 ぎました︒いつのまに立てたのか︑へさき
六髄5 立てたのか︑へさきには︑大れふを知らせ

ら進みました︒そこに︑作泣が倒れてゐま

歩兵の一隊は︑突撃に移りました︒班長も

した︒めざす塩煙網に︑撃壌筒を投げこみ

なって︑まっしぐらに突進しました︒めざ

しかも︑敷秒ののちには︑その破壊筒が︑

壊筒を通じて︑一つになってゐました︒し

ますやうに︑破壊筒に力を入れて︑進めと

ません︒ただその間にも︑無心の火は︑火

つづく二人も︑それにつれてよろめきまし

江下︑三江が︑これにつづいて走ってゐま

ました︒北川が先頭に立ち︑江下︑南江が

まつ破壌筒の俗なはに︑火をつけることを

って行って︑鐵條網にさし入れてから︑火

終りました︒第二班に︑命令がくだりまし

四人︑五人と︑次々に倒れて行きます︒第

條網といふ時︑頼みにする煙幕が︑だんだ

さうして︑敵前一面に︑もうもうと︑煙幕

かり撃ち出す敵の弾には︑ほとんど︑顔を

7632875174386397284
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六913 山を作って︑その上に︑旗を立てるのであ

六925園 たまを投げる︒次に進めの號令を掛けた

六備6

一匹︑雪舟の足もとにるて︑今にもとびつ

へ行きました︒夕方に近い本堂は︑少し暗

六916 られた︒みかたの城には︑赤い旗がひるが

六941 んで來て︑ぼくの胸にあたった︒﹁ようし︒

六M一

六965 爾軍は︑もとの位置に並んだ︒先生はいは

︑ゆめにもお知りにならないだらう︒﹂

六945 隊もみるから︑すぐには取れない︒白い旗

六M4

六968囹 く戦った︒この次に雪が降ったら︑また

六籍3

六宙2︒見れば︑敵の陣地には︑ぎっしりと︑鐵

おまへは︑給かきになるがよい︒これほ

六968園 ら︑またやることにする︒わかれ︒﹂ど

た︒雪舟が︑板の間に︑涙でかいたねずみ

六975 んがいふ︒いつのまにか︑空がくもって︑

4園

六957 れか一人が︑雪の山にのぼって︑旗を取る

六945 旗は︑つい︑目の前にひらくしてみるが

ふのだけれど︑机に向かふと︑つい︑給

、

に一に
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六㎜6 が二本︑威勢よく風にひるがへってゐまし

七67

七62圃

七74園

七71

六個2 もらひました︒初めに︑廣い野原がうつり
六餅2 した︒ところどころに林があって︑どこか

七77

七75園

に︑四人つつ一組になって︑仲よく貝を

海岸は︑一面に潮が引いてみて︑も

でまたもぐる︒風に向かってぼくたちは

七165が早いか︑ふところにかくしてみた劒を抜

七153なく︑手傳ひのために︑たくさんの男や女
七155來ました︒そのうちに︑一人の美しい少女
七159ようといふので︑酒によってよろよろしな

七151 ︑お祝ひをすることになりました︒その日

のやうなものが︑手にさはりました︒砂を

ました︒ほったあとに水がしみ出て︑まは

︑こんな二いところに︑もぐってみるのか

七86

も︑少し深いところにるることがわかりま

六㎜6 うつりました︒爾側には店が並んでみて︑

六儲4園 ここは︑みなさんに喜ばれる上野の動物

六衙6 てるて︑その根もとに︑金網の張ってある

六観2 ってゐます︒その後に︑りっぱな建物があ

六鵬6 ついたまん幕が︑風にゆれてゐました︒た

七123

七119

七115

七107

七98園

︿略﹀︒﹂とおたつねになりましたが︑だれ

した︒先生がごらんになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

たちは︑みんな指先に力を入れました︒﹁

手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋

七115走って來ました︒手には︑葉の根もとにま

七111

こんぶといつしょに︑お正月のおかざり

があの︑おわんの中に浮いてみるわかめか

した︒ひやりと︑足にさはるものがありま

ん︒﹁先生に聞きに行きませう︒﹂と︑

ださい︒これほどに強いあなたは︑ただ

七1610いかにも尊いるげんに満ちて︑立ってをり

い︒さうして︑海には︑どんな生きもの．

年生の人員をお調べになってから︑次のや

六餅6園 です︒東京の近くには︑かうした静かな
六齪2 な貨物船が︑目の前にあらはれました︒汽
七710

すみだ

心墨7 て︑隅田川のけしきになりました︒川をさ

七83

六悩6圏 りました︒目の前にをがむ二重橋︑けだ

七89

てみましたが︑だれにもわかりません︒﹁︿

六鵬8 車が︑ひっきりなしに通ります︒やなぎの

七126

お正月のおかざりにするでせう︒﹂と︑

だをくねらせて︑岩に生えた海藻の間を上

なりました︒身の丈にもあまる草を分けて

やって︑野原へお出になりました︒身の丈

ます︒おなぐさみに︑狩をなさってはい

︒﹁この國の野原には︑大きな鹿がたく

しか

てない︑だまし討ちにするほかはないと思

なりました︒この國にみたわる者のかしら

と進んで︑駿河の國にお着きになりました
するが
︑駿河の國にお着きになりました︒この國

するが

あったら︑忘れずに︑この袋の口をおあ

の小さな袋をお渡しになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

叢雲劒を尊にお授けになりました︒また︑

むらくものつるぎ

大切な天叢雲劒を尊にお授けになりました

あめのむらくものつるぎ

二度の大任をお受けになったのを︑勇まし
︑いたはしくお思ひになったのでせう︑特

神宮に仕へておいでになった︑尊の御をば

りました︒皇大神宮に仕へておいでになつ

て︑御武運をお祈りになりました︒皇大神

まつ伊勢の皇大神宮に参って︑御武運をお

い せ

供人をつれて御出稜になりました︒途中︑

よといふ勅をお受けになりました︒尊は︑

討って︑都へお錦りになった日本武尊は︑

尊と申しあげることになりました︒草薙劒

くさなぎのつるぎ

せに從ひまつらぬによって︑汝を討てと
︑熊襲をおほろぼしになりました︒さうし

くも︑朝廷の仰せに從ひまつらぬによつ

99763110107655432211109865662
園
圓園園
園園
む

︑私と︑四．人が一組になって︑ほり始めま

六悩2 らはれました︒正面に︑松の木が茂ってゐ

六鵬8 ました︒東京騨の前にある大きな建物が︑

六悩8 二重橋︒二年生の時に習った詩が︑思ひ出
七98園

七96

六幽9 といふ機械の動く音になりました︒印刷の

七128園

は︑先生といっしよに︑岩のそばへ行きま

りません︒﹁先生に聞きに行きませう︒

六燭5 ん通ります︒その中に︑子どももまじって

縁側2 械の間を流れるうちに︑字がすられ︑給が

七128園

やすくに

六鵬3 ︒それから︑ま正面に︑靖國神社がうつり

広川3 すられ︑たちまち本になって出て來ます︒

七1210

六側9

七132

いんさつ

します︒﹁︿略﹀︒﹂空には︑白い雲がぼっか

六箇6 す︒それが美しいわになったかと思ふと︑

六粥1 出さうとする飛行機に︑乗客が乗ってしま

と思ひました︒先生にお願ひしますと︑先

たけるは︑力のあるにまかせて︑四方に勢

七134

るにまかせて︑四方に勢を張り︑のちには

六備5 こで︑いちばん初めに出たむさし野がまた

七143

て︑私たちの睡る時には︑あのあさりをほ
七143

方に勢を張り︑のちには︑朝廷の仰せにも

く︑さっとおすくひになりました︒べらが

鼠傾2 來ました︒そのうちに︑空も消え︑野原も

七144

ちには︑朝廷の仰せにも從ひませんでした

七139

七54臨みた︒弟の石が海に落ち︑つづいてぼく

七144

議135

七55圃 ついてぼくのが海に落ち︒かもめが五六

七147圏︑たくさんの兵士に守らせて︑大いにい

六備9圏圖 け︑あした天仁になあれ︒﹂こんな子

七57圏 羽とんで來て︑波にゆられて浮かんでる

六瑠7 ずっと野原の向かふに︑富士山が光って見

七58圃 て浮かんでる︒水にもぐってひょいと出

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
20 20 20 20 20 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 18 18 18 18 1了 1了 17

275
に一に

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
27 2了 27 2了 26 26 25 25 25 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 22 22 22 21 21 21 21

者どもは︑一度に草に火をつけました︒火

七293行きます︒あちこちに︑すすり泣きの聲が
七297の むすまで 終りに近くなると︑聲はだ

おあけになると︑中に火打石がありました

七2910
やすらかに長い眠りにつきました︒五

七299と︑母と︑人々の涙にみまもられながら︑
やす
靖

ました︒尊は︑すぐに︑おさとりになりま
︑すぐに︑おさとりになりました︒天叢雲

火をきって︑その草におつけになりました

て︑その草におつけになりました︒すると

わる者どもです︒火に追はれて︑逃げよう

あった

い濯いのちをお助りになった尊は︑生き残
︑なほも東へお進みになりました︒この時
あった
劒と申しあげることになりました︒熱田神

りました︒熱田神宮におまつりしてあるの

うやうやしく神だなに向かって︑拝禮をし

をしました︒神だなには︑皇大神宮の大麻
︑まもなく朝の御飯になるので︑少年は︑

へ出てみた父を呼びに行きました︒家を出

時︑少年は︑頭と足に大けがをして︑道ぼ

けがをして︑道ばたに倒れてゐました︒そ

のつらい手詰の最中にも︑少年は︑決して
︑決して皇湾語を口に出しませんでした︒

︑母と︑受持の先生にまもられて︑遠くの

うどそのころ︑學校には︑何百人といふけ
︑代りあって見まひに來られました︒徳坤
いみん

もられて︑遠くの町にある醤院へ送られて

して︑そばにるた父に︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

た︒さうして︑そばにるた父に︑﹁︿略﹀︒﹂

七278園︒もう一度︑先生におあひしたいなあ︒
七286図説國がよは ちよに やちよに 徳坤が
七287図引園よに やちよに 徳器が心をこめて

七288歌ふ聲は︑同じ病室にみる人たちの心に︑
七288室にみる人たちの心に︑しみこむやうに聞

七343うはさが︑いつのまにか日本中にひろがり
七344 いつのまにか日本中にひろがりました︒光
ふ ろ
七346ないやうな者のために︑藥の風呂を作って
ふ ろ
七346風呂を作っておやりになりました︒この鴨
七347りました︒この風呂には︑いつもあたたか
七351囹
てるれば︑皇后様におせわをしていただ
七353園
の通りだ︒うはさに聞けば︑皇后様は︑
七354園
ふ大願を︑お立てになったさうだ︒ほん
七356しながら︑藥の風呂にはいる病人が︑いつ
七358藥の風呂へもおいでになって︑一人一人を
七361出て︑あたりが金色にかがやき渡ったとい
七368行くからすきのあとには︑ほり返された新
七369しい土が︑暖い日光に照らされます︒土が
七371れ打ちがすむと︑田に水がなみなみと張ら
七377たころ︑淺い水の上に︑ニセンチか三セン
七382 ︑二十センチぐらみにのびて︑葉先が︑朝
七383びて︑葉先が︑朝風にかるくゆれるやうに

七3310
病人たちをお見まひになりました︒やさし

七302圏 春は九段のお社に︑櫻が咲いてをりま
いうしうくわん
七315圏
た︒遊就館の入口に︑人が並んでをりま
な ら
七323そのころ︑都は奈良にありました︒野も︑
七324も︑木立も︑みどりにかがやく奈良の都に
七324にかがやく奈良の都には︑赤くぬった宮殿
七325堂が︑あちらこちらに見えてゐました︒そ
七325てるました︒その中に︑光明皇后のお建て
七326 ︑光明皇后のお建てになった︑せやく院と
七327ゐました︒せやく院には︑大勢の病人がお
七339 ︑この病院へおいでになって︑病人たちを

いで袋の口をおあけになると︑中に火打石

ましたが︑ふと御心に浮かんだのは︑御を

664342771104298211096331110972
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た土のかたまりの間には︑もうひたひたと

七463囹
ては︑おまへたちには︑とてもかなはな
七465園
ら︑この世の別れに︑一曲だけ吹かせて

︒それで︑海賊どもに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

から︑一生の思ひ出に︑心残りなく笛を吹

逃げられず︑戦はうにも武器がなかった︒

が現れて︑三光の船に近づいたと思ふと︑
︒用金は︑逃げようにも逃げられず︑職は

つた︒船が︑ある港にとまった夜のことで

のぼらうとして︑船に乗った︒船が︑ある

ひ︑新しいその講堂に︑全校の先生も︑生
︑生徒も︑いっしよに集って並んだ時のこ

ながら︑このあき地に︑講堂がりっぱに立

から︑神檬のお叢りになる先業ひがとなへ

て拝みました︒終りに︑お供へしたものを

て拝まれました︒次に︑高等科の人が︑全

まれました︒私たちに︑その意味はよくわ

どを︑それぞれ三方にのせて供へられまし

にんじん︑おしまひに︑いちご・バナナな

ろと︑白木の机の上に運ばれました︒お米

をなさいました︒次に︑お供へものをいう

げて︑神様のおいでになる先彿ひをなさい

さんが︑三人お見えになりました︒三人と

立ててあって︑それにしめなはが張ってあ

した︒敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四

家が立つ土地の神様に申しあげて︑その喫

以上の生徒が︑そこに集合しました︒校長

立ちます︒午前十時に︑四年以上の生徒が

は︑東側の教室の後に立ちます︒午前十時

しい講堂が立つことになりました︒今日は

ますが︑夕方から夜になると︑さも自分た

間は︑働く人や︑牛にゑんりよをするやう

2188543887653611099898753229218
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七617まひには十界ばかりになった︒それが前後
七466園あったと︑世の中に傳へてもらひたい︒
七617それが前後から官軍に討たれて︑ちりぢり
七472 き始めた︒曲の進むにつれて︑用光は︑自
やまと
七621のため︑兵をお集めにならうとして︑大和
七473 光は︑自分の笛の音によったやうに︑ただ
かうや
七622高野の方へお向かひになった︒お供の者は
七474 吹いた︒雲もない空には︑月が美しくかが
七479 を傾けて聞いた︒目には涙さへ浮かべてゐ 七624九人であった︒途中には︑敵方の者が多か
いもせ
しやうじ
七502間る︒車輪と 車輪に︑皮おびすべるよ︒ 七624の者が多かった︒中にも︑芋瀬の荘司は︑
しやうじ
かうぺ
七516 は︑一様トンの汽船に乗って︑神戸の港を 七625荘司は︑宮のお通りになることを知って︑
七522 みなさんといつしょに︑あとからあとから 七625ることを知って︑道に手下の者を配ってみ
かんぱん
七525 いいものです︒甲板に出て並びませう︒向 七626ても︑そこをお通りにならなければならな
ひこしらうよしてる
七628なかった︒お供の中に︑村上彦四郎義光と
七629のやうすを探るために︑思はず時を過して
七531 たちは︑これを合圖に︑船からおりて行く

ふと見ると︑向かふに︑日月を金銀で現し
七6210

七6210のおあとから急ぎ足に道をたどって出たが

七534 私たちも︑いっしよに歌はうではありませ

七556 行きました︒右の方に︑林のやうに見える

七633 ︒もしや︑宮の御身に︑何事か起つたので
七635荘司が︑家臣の大男に宮の御旗を持たせて
七636聲高く話してみるのに出あった︒義光は大
七638あった︒義光は大衡に︑﹁︿略﹀︒﹂とつめ寄
どうしてそれを手に入れたのか︒﹂とつ
七639園
七642園
﹁大塔宮を御道筋に待ち受け申し︑この
七644園
を︑この荘司が手に入れたのだ︒﹂義光
七648園道筋をふさいだ上に︑錦の御守をけがし
七652けた︒錦の御旗を肩にかけ︑相手をにらみ
七653た義光は︑やがて宮に追ひつきたてまつつ
七655忠義を心からお喜びになった︒十四 國旗
七658 國旗掲揚垂のそばに︑勇さんと︑正男さ
ぼくのせいの高さに在りはないのに︑か
七683園
七687園んだりしてみる間に︑ぼくのせいの高さ
七688園の高さと同じ長さになる時が︑あるにち

七544 で︑あの小さな汽船に︑引っぱられて行く

七608 の前の谷に渡して橋にした︒幅が一驚五尺

七688二になる時が︑あるにちがひない︒いや︑

こんがうざん

七6010 ︑正成は︑いつのまに用意しておいたもの

七696

七559 見えるでせう︒港内には︑ずるぶん船がゐ

七611 まつを出して︑これに火をつけて︑橋の上

七713園が百二十四センチにちぢんで︑ぼくのせ

七706

七607 ︑これを城の前の谷に渡して橋にした︒三

聖598 ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出

七597 ︑攻め寄せないことにした︒ある朝まだ至

七596 は︑ひやうらう攻めにしようとして︑賊は

七591 に立てて︑さんざんに賊のわるロをいはせ

七591 成は︑この旗を城門に立てて︑さんざんに

七587 三日たっても︑汲みに來ない︒番兵がゆだ

七585 いやうにした︒城中には︑十分水の用意が

戸584 置いて︑城兵が汲みに來られないやうにし

七583 まつ︑谷川のほとりに︑三千人の番兵を置

七581 千人も死んだ︒これにこりて︑賊は︑城の

七578 ところを︑さんざんに射た︒賊は︑坂から

七572 は︑けはしい金剛山にあるが︑まことに小

七611 火をつけて︑橋の上に投げさせた︒さうし

巻尺を勇さんに手渡して︑これで︑
んは︑

國旗掲揚垂の前に︑みんな集ってみる

七616 いった賊も︑しまひには十萬ばかりになつ
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のせいと同じ長さになります︒﹂勇﹁わか

あります︒その上に︑ていねいにたたん

あって︑寝嘉の後には︑めいめいの持物

んでゐます︒七三には寝皇があって︑寝

きする室の塞ぎはには︑銃を立て掛けて

渡るので︑その前に︑日記をつけたり︑

を受けます︒九時には︑又略V︒﹂と︑消

大きな聲で︑次々に番號を送って行きま

れから︑ぼくたちに向かって︑﹁番號︒﹂

します︒午後八時には︑夜の貼呼がある

た御飯を︑見るまに平げてしまひます︒
︑お論じまんの話に花を咲かせたりしま

の食器に︑山もりにした御飯を︑見るま

ミニュームの食器に︑山もりにした御飯

來るのです︒すぐに兵器の手入れをして

たり︑相手の陣地に︑﹁わあっ︒﹂と大書

もあります︒斥候になって森や林の中を

せきこう

から︑遠くへ演習に出かけることもあり

り︑背嚢と銃を肩に︑歩調を合はせて勇

はいなう

練は︑午前と午後にあります︒﹁氣をつ

れから︑兵舎の前に並んで︑黙呼を受け

すっかり兵螢生活になれて︑毎日樂しい

りがたう︒班長殿に呼ばれて︑きみから

よりと︑軍服を汗ににじませて︑兵隊さ

工場の前︒その庭に︑日まはりが咲いて
せみ
茂った夏草︒木立には︑蝉が︑油を煮る

んなで︑いっしよに計ってみよう︒﹂み

︑百二十四センチになりました︒﹂

が百二十四センチになった時︑知らせて

掲揚皇のかげの端に︑しるしをつけてく

勇﹁うまいところに氣がついたな︒﹂花

それで︑その時刻に︑あの國旗掲揚皇の

国團国国国下垂團團團団団国国国国国團勝星團團圏團團園園園園園園園

思はれるのに︑外國には︑十何年も︑土の
︑十何年も︑土の中にもぐつてみる蝉があ

本田くんといつしょに︑肩を並べて泳いで
三日月が

と︑足がぴったり板について︑離れないや

は消えるたび︑水にうつった

すごい地響きとともに︑東京の何卒萬の家
︑つづいて起る鯨震におどろいて︑ただ﹁

つぶれた家の下敷きになった者は︑どんな

った︒はげしい震動に︑この家も︑たちま

家の人々といっしよに庭へ出たが︑はげし

まつ過ぎると︑すぐに居間へとって返した
くん
へた︒さうして︑胸には︑うやうやしく動

vといふ家人の問に封して︑元帥はおご
ひきつづき起る蝕震に︑家は震ひ︑地はゆ
︑大正天皇は︑日光にいらせられた︒元帥
せに
っし
︒元帥は︑赤坂離宮
︑や
撮う
政殿下をお見ま

中は︑いたるところに火災が起ってるた︒

お窺眞は︑庭の中央に安置された︒やがて

すぐ︑元帥は家の人に︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた

がて︑火は近くの家に起つた︒元帥の家の
家の人々は︑手傳ひに︑その方へかけつけ

自動車小屋が見るまに焼けた︒元帥は︑家
がら︑みつから防火につとめた︒﹁︿略﹀︒﹂

焼けた︒元帥は︑家に残ってみた人々を指
いわくをかけることになる︒守られるだけ
って來た人々の働きによって︑消しとめら
ニセンチと︑見るまに延びて︑ニメートル
︑胴亀ートルぐらみになりました︒何十本

つづきました︒くもには︑それがすぐわか

ころ︑南支那の海上に海賊の一戸がみて︑

責めます︒﹁海賊にそなへるためです︒

ツは︑﹁何のために︑武器を積んで來た

一時︑彌兵衛を一室にとちこめておいて︑

ノイツは︑すぐ役人に命じてその船を調べ

武器を積んで︑塁湾に着いた時︑オランダ

人をじゃまあっかひにしたのです︒日本人

のをさまたげるために︑一割といふ高い別

の港を占領し︑そこに城を築きました︒さ

してゐました︒事書に住んでみる日本人も

たがって︑その途中にある皇湾へも︑早く

明習事來日本の領土になりましたが︑今か

ノイツの不法な仕打に︑腹が立って腹が立

たやうな雲が︑金色に︑くれなみに︑色づ
︑金色に︑くれなみに︑色づき始めます︒

です︒あちらこちらに︑眞綿を引き延した

金に︑金からうす青に︑ぼかしあげたやう

めて︑空は赤から金に︑金からうす青に︑

なりました︒櫛ほどになりました︒あ︑と

くし

の下の端は︑地平線にかかりました︒ずん

が︑くっきりと日空に浮き出してゐます︒

見える大きな圓の中には︑何かとろとろと

かです︒たらひほどに見える大きな圓の中

の遠い︑遠い地平線に落ちて行くところで

つて見ますと︑そこには︑もうりっぱな網

てしまひました︒晩になって︑また行って

︑くものりかうなのに︑すっかり感心して

どひと柿の木との間に︑一筋の糸が︑空中
︑一筋の糸が︑空中にぴんと張り渡されま

がら︑やっと柿の木にたどり着きました︒

した︒さうして︑風にゆられながら︑やつ

21921163241421101088428542997551094
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︑いざといふ場合には︑暗がりでも︑す
七828團
つてみると︑夜中に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑急に
七8210団

油蝉の子は︑土の中に住んでゐます︒前足
︑木の細い根をぢくにして︑まるい穴をほ

い穴をほり︑その中にはいってゐます︒油

ます︒油蝉の子の口には︑針のやうな管が

ら︑その管を木の根にさしこんで︑汁を吸

のでせうか︒夏の末になると︑親蝉は︑木

と︑親蝉は︑木の皮にきずをつけて︑その

ずをつけて︑その中に卵を生みます︒卵は

をおりて︑いつのまにか︑柔かい土の中に

にか︑柔かい土の中にもぐりこんでしまひ

最初は︑淺いところにるますが︑年を取る

ゐますが︑年を取るにつれて︑だんだん深

す︒木とか︑草とかにのぼって︑安心だと

もぐつてから七年めに︑やっと長い地下の

で︑しっかりとそれにしがみつきます︒す

前足は堅くその場所にくっついて︑動かな

なります︒そのうちに︑堅いせなかの皮が

堅いせなかの皮が縦に割れて︑中からみつ

だが現れます︒すぐにせなかが出る︒頭が

ぱな親蝉です︒夜風に當り︑朝日に當ると
︒夜風に當り︑朝日に躍ると︑すっかり色

い︑白い糸が︑夕風にゆられながら︑ふは
ら︑ふはふはと空車にただよってみるのは
いでした︒そのうちに︑このたくさんの趣

向かふの柿の木の枝にくっつきました︒く
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が憂って︑見るからに丈夫さうな油蝉にな
といふ長い地下生活にくらべて︑なんとい

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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3210988413219874398529874183264110
圃
〉。

して︑兵舎の前に集れ︒﹂と︑急に命
七831團園
まつ暗な兵舎の前に整列します︒入螢當
七833團
紙を書いてみる間に︑いつのまにか九時
七846團
る間に︑いつのまにか九時前になりまし
七846置團
つのまにか九時前になりました︒ぢき消
七846團
めます︒みなさんによろしく︒さやうな
七848国

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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らに丈夫さうな油蝉になります︒さうして
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七脳7 け合ひをしてみる間に︑むなしく月日が過
す

161515141414141413131313121211111110101010101010999888

さいたま

すると︑その右の足に︑日本の文字を記し

せう︒塁湾のバナナにしても︑それと同じ
︑よく山ぞひの土地に︑バナナが植ゑてあ

いじに育てられた木に生るのと同じことで

︑バナナの木がどこにでもあって︑黄色な

のに︑よく似た植物に生る果物です︒かう
︑みなさんは︑垂湾にさへ行けば︑バナナ

﹂といってみるものに︑よく似た植物に生

ノ¶■．

八173から次へと︑陰型かに咲いて行って︑ふさ
八178ら三四箇月たつうちに︑このふさがだんだ
八179大きくなって︑それにぎっしりと︑みなさ
八181ナは︑まだ青いうちに取ってかごにつめ︑
︑8ー いうちに取ってかごにつめ︑船に積んで遠

八181 ってかごにつめ︑船に積んで遠方へ送りま
八184くと︑四五日のうちに︑皮が黄色になり︑
八185のうちに︑皮が黄色になり︑おいしい味が

八187してみなさんのお目にかかります︒北海道
八189滞洲の雪の夜の家々にも行って︑みんなを
だん
八194團でした︒講堂の壇に︑かざってあった菊
八197團や︑地圖が︑教室に張ってあるさうです
八199国でせうが︑町の名に︑日露戦孚當時の將
八206團てから︑半年鯨りになるので︑この町に
八207團なるので︑この町にも︑すっかりなれま
八208團りなれました︒町には︑いくつかの廣場
八209国 ︑私は︑給はがきにある大巴戦がすきで
八215国ました︒白いふさになった花の咲くころ
八216團して︑そこを馬車に乗って走るのは︑樂

八218団ます︒高いところにそびえてみるので︑
八221團りして︑そのたびに︑貨物が山のやうに
八226團
出ますので︑それに乗ると︑四日めには
かうべ
八226團に乗ると︑四日めには神戸に着きます︒
かうぺ
八226国 ︑四日めには神戸に着きます︒旅客機で
八227国で朝だてば︑夕方には大阪に着きます︒
ば︑夕方には大阪に着きます︒湛洲國に
八227團
八228團
着きます︒満洲國には︑いろくな民族
八231国を通して︑たがひにお話ができ︑心持が
るか︑どういふ植物に生るか︑みなさんは

あの大きな︑ばせうに似た植物が︑きちん

八235團みた滞人の子どもにたつねますと︑﹁︿略
てそれが開くと︑中に黄色な花が︑矢車の

が花の軸で︑その先に︑編むらさき色の︑

八244團 vと︑一年の時に︑みなさんが讃んだ

八2310團
されいに澄むころになりました︒夜は星

八233團ひだ︑支那町を見に行った時︑おもしろ
あるのです︒ところによると︑何百メート
︑敷メートルの高さに成長して︑花が咲き

なさんのすきな果物にちがひありません︒

くだもの

つかしいでせう︒春になると︑だれもが︑

りも︑あの家の軒下に作った古巣が︑なつ

です︒その小さな胸には︑若葉のもえる冠

を忘れません︒日本に春が詐ると思へば︑

といふのです︒近年になって︑いろくな

から︑燕は︑同じ家に錦って來るといはれ

車や飛行機で︑何回にも送ったといふこと

末から︑十月の初めにかけて︑汽車や飛行

拾ひ集めて︑暖い家に入れてやり︑食物を

めたい雨にずぶぬれになって︑もう︑身動

にうゑ︑つめたい雨にずぶぬれになって︑

行中だつた燕は︑食にうゑ︑つめたい雨に

の思ひがけない災難に︑あはないともかぎ

ん︒しかし︑その中には︑今年生まれた子

百キロの海を︑一丁に飛ぶことも︑決して

南洋の島々から︑中には︑さらに海を越え

いてゐました︒それによると︑埼玉縣のあ

68510962199644210821088422263185託

七襯5園 ︑﹁もうこのへんに︑海賊はみないはず

い

国学9 いばかりか︑日本船に水さへもくれません
七脳10 うへいで︑高い椅子にふんぞり返りながら
七備1 もう一つの椅子の背にのせたままで︑彌兵
七律1 せたままで︑彌兵衛に面恥したこともあり
七緬2 が︑日本人の頭の上にあるといふことが︑

七柵5 て︑日本の恥を壷湾にさらしたくありませ
七衡9 部下の者といっしよに︑ノイツに最後の面
つうやく

七竃10 ノイツは城外の別館にゐましたが︑通課や

高備9 いっしよに︑ノイツに最後の出講を求めま
七曲1 ほか敷人の者がそばにるました︒彌兵衛は
七曜6 やうすを見て︑そばにるたオランダ人たち
七佃7 か︑すばやくノイツに組みつきました︒彌
七番8 ︒彌兵衛は︑かた手にノイツの胸ぐらをつ
七姫9 で引きすゑ︑かた手に短刀を抜いて︑その
七佃9 刀を抜いて︑その胸に突きつけました︒彌
七三1 抜きました︒その室にみたオランダ人が︑

七掴3 た︒たちまち︑城内にラッパが鳴り響きま
兵衛は︑ノノーツの首に刀を突きつけたまま

七伽6 けて來たオランダ人にいひました︒兵士は

七欄10

七梱6 ち︑オランダ人の間に響き渡りました︒も

し

八45圏 のその︒萬里の波に 夕日が落ちて︑な
や

ゆ

八54圃 はるか︒椰子の林に 照る月影を︑昔の

八52圏とまり重ねて 心にかかる︑回生・シャ
八57圃 う見たか︒日本町に ふけ行く夜の

八63 燕が︑電線や物干竿に︑五六羽ぐらゐ並ん
八65 があります︒その中には︑親燕もゐますが
八69 が︑いくぶん︑黄色に見えるのさへありま
八73 ければならない日本に︑なごりを惜しんで
八78 ます︒十一月の初めになれば︑もうほとん

〉。

八77 つて行きます︒十月には︑績々と去って行

八八 八八八八八八八八八ノ天時八八八八八八ノ、八八八八八八八八プk八八八
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八355

ので︑さっそく舞姫にきめました︒萬壽は

八439

八438

は︑うばといつしょに︑喜び勇んで木曾へ

を許した上に︑萬壽には︑たくさんのはう

行くのです︒﹁雁に手紙を頼みたい︒﹂

八247国

八445図圏
八466

器などである︒最初に︑先生から︑できあ

八457図魍ふ︑晴れたる空に︑細きこと針のこ

けば︑一足ごとに︑かさこそと鳴る

の舞でした︒この時には︑頼朝もおもしろ

が︑唐糸の身代りに立ちたうございます

︒はうびは︑望みにまかせて取らせるで

八361

ふるたか

八373囹

からいと

八249團 うに︑そんな氣持になることがあります
じゅんやう

・三鷹をうしろに從へて︒マストに仰

八3610囹

八2410早ります︒秋の遠足には︑傍耳へ行きまし 八362 くなって︑いっしよに舞ひました︒その五
八275圏

ふるたか

八274圃 巡洋艦高雄を先導に︑加古・古鷹をう

郎光盛の娘が︑頼朝に仕へてるました︒こ

八486囹 ︑空中を飛ぶものになると︑さうはいき

八477

八389

れが萬壽姫で︑木曾に住んでゐましたが︑

八408園

ますと︑﹁あの中には︑石のらうがあっ

50

八 八八 ノ、 八 八 八 八 八 八 ノ、 八
50 49 49 49 49 49 49 49 49 49 48 48 48
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1

7

5

2

2

で︑私たちは︑第一に設計圖をかくことに

に設計圖をかくことになった︒これはたい

つけてくださった紙に︑かくことにした︒

つた紙に︑かくことにした︒穴と穴とを結

て行くと︑いつのまにか︑りっぱな設計聞

︒親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して

飛ばしてみることにします︒﹂と︑先生
八529園

︒﹁では︑書休みに︑みんなで飛ばして
八529囹

を始め居あはせた者に︑だれ一人︑もらひ

した︒二人がたがひに取りすがって︑うれ
八436

は︑唐糸を許した上に︑萬壽には︑たくさ

八434

八436

八435

八347図 てふためきつつ船に乗りて︑皆ちりぢり

八438

八341精華 るところも平地に同じ︒進めや︒﹂と

八349 へ舞を奉納することになって︑舞姫を集め

八342図 略﹀︒﹂とて︑至芸にかけ進めば︑三千齢

八352 みるところへ︑御殿に仕へてるる萬壽がよ

八531グライダーを机の上に置いて︑おべんたう

後の仕事は︑この翼に︑紙をはることであ

︑重心のところを指にのせて︑﹁︿略﹀︒﹂と

たので︑それを胴膿にとりつけた︒主翼も

る︒曲げては設計書に建てて見て︑形を整

係があるからだ︒次に翼を作るために︑ひ
︒次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げ

がある︒これは重さに關係があるからだ︒

つけた︒結ぶ糸の敷にも︑ちゃんときまり

みない︒私は︑上里に鼻木をしっかりと結

いて︑いよいよ製作にとりかかった︒みん

かぶものは︑青い空に飛んでみる三白なグ

きながらも︑私の心に浮かぶものは︑青い

ノ、

50

た︒胴髄︑その先端にとりつける鼻木︑い

八378

略﹀︒﹂と︑木曾の家に傳はつてみた︑大切

八473略﹀︒﹂といはれたのには︑おどろいた︒私

八282圃 ッパ︒大空の一角に︑飛行機の爆音︑た
八381

まひました︒その刀に見おぼえがあった頼

らうみつもり

八276圖 に從へて︒マストに仰ぐ天皇旗︑ああ 八376 ︒握るも道理︑これには深い事情があった
八295図中の國︑となみ山に陣を取る︒義仲は︑
八385

朝は︑さあ︑この女にはゆだんができない

ちゆう

八297図 となみ山のふもとに陣を取る︒雨軍たが
八386

八3810

したが︑風のたよりにこのことを聞いて︑

八419

た︒うばを門のわきに立たせておいて︑姫
しますと︑松林の中に石のらうがありまし
つて︑らうのとびらに手を掛けますと︑﹁
︑その夜を涙のうちに明かしました︒これ

明くる年の春︑舞姫に出ることになったの

︒きちんと作るためには︑設計圖がいる︒

八298図 取る︒爾軍たがひに押し寄せて︑その間
八302図 かたの兵を敵の後にまはらせ︑前後より
八3810

八301図かりとなれり︒夜に入りて︑義仲︑ひそ 八389 のことでした︒唐糸には︑その時︑十二に
八308図 を取らず︒人の馬にはおのれ乗り︑おの
八393

には︑その時︑十二になる娘がありました

八309図 乗り︑おのれの馬には人が乗り︑後向き

けて︑やうやく鎌倉に着きました︒まつ鶴

八309図 人が乗り︑後向きに乗るもあれば︑一匹

八3010図あれば︑一匹の馬に二人乗るもあり︒暗 八396 げひなたなく働く上に︑人の仕事まで引き
八314図 兄も落ち︑馬の上には人︑人の上には馬

八312図︑後のくりから谷に︑なだれを打って落 八397 萬壽︑萬壽と︑人々にかはいがられました
八314図 上には人︑人の上には馬︑重なり重なつ

八4110

せか︑門の戸は細めにあいてるました︒う

八314図 重なって︑さしもに深きくりから谷も︑

八433

八4210

八422

八421

八318図十萬鯨騎︑一の谷に城をかまへて︑源氏 八421 いりました︒月の光にすかして︑あちらこ
八328図 ひて︑ひよどり越に出づ︒見おろせば︑
八334図國 め︒義経を手本にせよ︒﹂とて︑眞先
八334図 略﹀︒﹂とて︑眞先にかけくだれば︑三千

八337図 やや平なるところに着きぬ︒されど︑こ

ノ天

50

れし泣きに泣いた時には︑頼朝を始め居あ

春︑舞姫に出ることになったのでした︒親

ノ天

51

八346図あげて︑平家の城に火を放つ︒敵ははた 八436 がって︑うれし泣きに泣いた時には︑頼朝

八433

1010974432210109
ノ、

51

運動場に出ると︑北の風が少
八534
八537二十メートルも一芸に飛んで行った︒私は
ここからいつしょに飛ばしませう︒一列
八544園

八341王胤 出で︑﹁われらには︑かかるところも

八

ノ、

八547 ＞︒﹂私たちは︑爾手にグライダーを持ちあ

八545園 ばしませう︒一列にお並びなさい︒用意
八553 て行くもの︑見るまに︑飛んでみる敷は少
八554 なって︑たった二機になった︒みんなが︑
八5510 へおりて行って︑地に着いた︒みんなが︑

八557わくした︒一機が風にあふられて︑上へ向

大演習

八562 は︑このグライダーに︑﹁日本號﹂といふ

八562 いふ名をつけることにした︒十一
八568 ︑私は︑おかあさんにつれられて︑夕方か
八569 湯茶接待所へ手傳ひに來たのでした︒やが
するとう

これにも︒﹂﹁これにも︒﹂と出されるの

︑﹁︿略﹀︒﹂﹁これにも︒﹂﹁これにも︒﹂

んが︑﹁この水筒にも入れてください︒

八574 ︒ものすごい地響きにおどろいて︑町の人
八585囹
八586囹

八586囹

八592 ち女子の組も︑先生につれられて︑大演習
八592 れて︑大演習の葬観に出かけました︒飛行
八596 がします︒そのたびに︑早く飛んで行って
八597 ︑たんぼの水たまりには︑うすい氷さへ張
八598 張ってゐます︒拝観に來た人々は︑皆外た
八599 は︑皆外たうのえりに︑首をうづめてるま
八599 づめてるました︒中には︑たき火にあたつ

されず︒心のうちに思ふやう︑萬二射そ

八721廷丁飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑かならず射

八715図

自害せんとて︑馬にまたがり︑海中に乗

の下に立ちて︑陸に向かひてさしまねく

ながら︑おとうさんについて︑私も町角ま

八727図

はと

八728図

きうしや

やうちんをあげるのに答へて︑兵隊さんた
きう
二月三十﹈日の夕暮に︑大石橋守備隊の鳩
きんしう

守備隊の鳩舎へ︑血に染まった一羽の鳩が

八731図

八729図にまたがり︑海中に乗り入れたり︒時に

さげられ︑扇は風にひらめきて︑いかな

あった︒信書管は血にまみれ︑身には重い

號を見ると︑四日前に︑公益へ向けて出嚢

八742図

きて喜びたり︒海には平家︑ふなばたを

落ち入りたり︒陸には大將義歯を始め︑

八741図りて︑さっと海中に落ち入りたり︒陸に

たり︒ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひ

八735図﹀︒﹂と︑しばし神に祈りて見開けば︑風

も電話も︑敵のためにごはされたので︑通

八743図

八737図

の管を︑鳩の右の足にとりつけた兵は︑し

った︒二三回︑上空に輪をゑがいて飛んで

てるた︒職の眞最中に︑鳩は空高く舞ひあ

しばらく鳩のからだにほほをすりつけて︑

八749図

八748図

はずみにか︑わきにはさみ持ちたる弓を

八748図︑いかなるはずみにか︑わきにはさみ持

八746図

ちたる弓を︑海中にとり落したり︒義暇

義纏︑馬を海中に乗り入れて︑はげし

ので︑すばやく低空に移った︒すると︑今

八755図

日751図り︒義経は︑馬上にうつぶし︑むちの先

やうどその時︑附近にみたわが兵が︑これ

ねて︑とある木の枝に止った︒ちやうどそ

八774 野田先生と石井先生につれられて︑山のス

八763図圓なりとも︑御命には代へがたし︒﹂と

八762図

八7510図 ︑﹁︿略﹀︒﹂と口々にいふ︒されども義経

八712黒
合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平家は海
八η2図 を取り︑平家は海に船を浮かべて︑相帯

たときは 川土手に︑すみれの花が 咲
八684圏
八695團 とのぞいた大川に︑モーターボートが
八702囲 やさやと鳴る風に︑水は底まで澄んで
八709圏の波︑あし間の舟に寄って來る︒十四
八712図
屋島の合職に︑源氏は陸に陣を取

八817

八804 いよいよ︑スキー場に着いた︒いかにもす

八794 と叫ばれた︒この聲にはげまされて︑ぼく

よく聞える︒急な坂にかかると︑前の方で

た︒すばらしい早さに︑からだもスキーも

八816 列を離れて眞一文字にすべりおりた︒すぼ

八798 ︑兎︑兎︒﹂と大志に叫んだ︒見ると︑大

八7810

八787 ︒だんだんのぼり坂になると︑からだがほ

八786 が︑谷あひでは一列になったので︑ずるぶ

八783 と︑野田先生が先頭に立たれ︑石井先生が

八714図 ︒見れば︑へさきに長き竿を立て︑赤き
八η5図 人の官女︑その下に立ちて︑陸に向かひ

八777 ので︑スキーをするには︑ちやうどよかつ

八776 場へ行った︒前の日に︑こな雪がたくさん

を拾ひあげて︑陸にのぼる︒﹁︿略﹀︒﹂と

去ったあとの木の枝には︑かはいさうにも
大石橋の自分の鳩舎にたどり着いたのであ
︑鳩は︑取扱兵の手にだかれたまま︑つめ

であらう︒明くる日になって︑やっと︑大

て︑義経のかぶとに︑打ち掛け打ち掛け
ぬいた︒この重い傷にも屈しないで︑鳩は

すると︑今度は敵軍に見つけられて︑一せ

よしっね

で︑通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかつ

管は血にまみれ︑身には重い傷を負って︑
︑とつぜん敵の大軍に出あって︑はげしく

74211065110532187654387
8

1

八599 た︒中には︑たき火にあたってみる人もあ
八605 枝や︑わらをからだにつけて︑土手のかげ
八611 へ︑天皇旗をお進めになって︑御統監の大
八612 元帥陛下がお出ましになりました︒最敬啓
八614 熱心に戦況をごらんになっていらっしゃい
八618 たき火も︑いつのまにか消えてゐました︒
八6110 兵隊さんが︑私の家にもとまるといふので

八626 びの弟︑夕飯の支度にいそがしいおかあさ
八627 兵隊さんの靴下を火にあぶって︑かわかし
八635 るめや氷砂糖を︑紙に包んであげました︒

八636 まだ明けきらない空に︑またたく星を仰ぎ

八八 八八八八八八八八八ノ天八八八八八八八八八ノ、八
6了 67 6了 67 66 66 66 66 65 65 65 65 65 64 64 64 64 64 64 63 63
686了

に一に
280

281

に一に

らだもスキーも一つになって︑びゆうとう

り始めた︒思ひ思ひに︑スキーのあとを雪

十人︑二十人︑次々にすべり始めた︒思ひ

キーのあとを雪の上にゑがきながら︑小鳥

ころんで︑雪だるまになって起きあがる者

な杖を振って︑それに答へた︒野田先生が

へた︒野田先生が先に︑すぐ無いて石井阻

みごとなすべりぶりに見とれてみると︑先

生のからだは︑ちうに浮かんだ︒爾手をひ
︒﹂掛聲といっしよに︑先生のからだは︑

96

人となられた︒お査になったので︑雪の上

ノ、

98

ふデッキの上に︑やみを貫ぬく画

93

ノ、

98

べた︒午後は︑先生について︑一人一人︑

ノ、

93

ノ、

98

しだいに波間に沈み︑敵揮いよいよ

ノ、

93

ノ、

99

よいよあたりにしげし︒今はとボi
たちまち失せて︑

ノ、

94

ノ、

99

︒今はとボートに 移れる中佐︑飛び
佐︑飛び來る弾に

汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日

八892萬以上の工場がここにあって︑ 林のやうに
よど
八898れる淀川は︑ いく筋にも分れて︑西の大阪
八898分れて︑ 西の大阪湾に注いでゐます︒その
八902るのです︒大阪の港に集って乾る船の積荷
八903はつて︑大阪の浮々にあげられます︒また
八907の都ですから︑大阪には︑大小重罪百とい
い島ですが︑この島に向かって︑北から南

八9010︒それは︑淀川の中にある細長い島ですが
八⑳−o

八915中之島や︑その附近には︑高い建物が並び
八916が並び︑島の東の端には︑中之島公園があ
しんさい

八922町町です︒心医専筋には︑りつぼな商店が

ぼると︑大阪が一目に見えます︒石垣の価

すばらしく大きな石には︑だれでもびつく

い

くだま

ると︑堀ばたの遣場に︑教育塔がそびえて
にんとく
を︑くっきりと大空に現してゐます︒仁徳

かうつのみや

すみよし

高津宮や︑その近くにある中尊魂神社︑ず

くだま

國魂神社︑ずっと南にある住吉神社︑また

まれます︒四天王寺に近い天王寺公園には

く績き︑港内の岸壁には︑一毫トン級の汽

寺に近い天王寺公園には︑美術館や動物園

ン級の汽船が横づけになります︒大小の船

てるますが︑川や堀に︑聖楽といふ船が通

うに見えます︒市内には︑自動車が走り︑

大阪のほこりの一つになってゐます︒昔︑

仁徳天皇は︑この地に都をお定めになって
この地に都をお定めになって︑堀江をお開
って︑堀江をお開きになり︑また︑六年間
を︑たいそうお喜びになりました︒大阪が
な機械が︑思ふままに︑鐵のかたまりを手

砲は︑どういふふうにして︑こしらへられ
鐵のかたまりを手玉に取ってみるのです︒

鐵が︑今度は起重機につられながら︑せい
おやと思ってみる間に︑動いてみた鐵の火
眞赤なからだを沈めにかかります︒黒々と
︑がんじょうな大砲にはならないのです︒
さんが︑暑さや寒さにうち勝って︑からだ

られたものは︑最後に︑職工さんたちの力

す︒ゴムの車輪の上にとりつけられた︑釈

落しさうなかっかうになります︒ゴムの捌

くるやうな身がまへになります︒野砲も︑

さあ︑いつでもお役にたつぞと︑どっかり

イタリヤのピサの町に︑夕もやがこめて︑

と思ひながら︑そこに立ち止って︑じっと

今︑番人が︑ランプに火をつけたばかりの

つたり來たりするのに︑その一回一回の時

人が火をつけるために︑手でさはったから

つ打つと︑次の動きにも︑脈は二つ打ちま

ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

す︒おどろいたことには︑ランプの動きが

それでも一回の動きに︑やはり脈は二つ打

小さくなって︑のちにはかすかにゆれるだ

トルなら一メートルにきめておくと︑おも

といふ人が︑今までにない正確な時計を襲

つまり︑時計の機械に︑振子を仕組んだも

にいさんといつしょに︑水族館へ行きまし

に池があって︑そこに︑甲の長さが一筆ー

ました︒入口のそばに池があって︑そこに

へはいって︑まつ目についたのは︑室の窓

め﹂が泳いでみるのには︑ちよつとびつく

たてながら︑どの箱にも注いでゐます︒さ

たのは︑室の窓ぎはに︑いくつか並んでみ

八柵4園 やない︒みんな海にみる動物だよ︒﹂と︑
八麗1 した︒この室の中央に︑直脛五メートルぐ
八皿2 るい池があって︑中に︑たくさんの﹁いわ
八皿4 わし﹂が︑池のふちにそって︑みんな同じ

しいものが︑その中にはいってゐました︒

八備1園 も︑そろって同時に進んでみるだらう︒

まるい鋼鐵の棒の先についてみる︑するど

そろって來ると︑次には︑砲弾を撃ち出す
センチと︑固い砲身に穴があけられて行き

八m5

次の室には︑ガラスを張った

じ工場で︑受持受持によって作られます︒

の柱は︑今度は機械に掛けられて︑外側を

97554332 861021110941616110873
されると︑砲身の中には︑きらくと鏡の

す︒その機械のそばには︑高等科を卒業し
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ノ、

田0

が立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りか

831875761012110321197
瀦園圏團べ人．生みへな．キり＋がら

八922が並び︑堀ばたの町には︑浄書館や劇場が
てんしゅかく
八927年復興された天守閣にのぼると︑大阪が一
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八旧4園私の知らないうちに︑すっかりしてくれ

八旧2

さんが︑おとうさんに︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

いで︑ほかの魚などには︑目もくれないと

て︑そのガラス越しに︑いろくの魚のみ

す︒にいさんの説明によると︑﹁たこ﹂と

にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒に

上から見ても︑どこにるるのか見當がつき

かれひ﹂が︑砂の中にもぐつてみるやうす
︒その平たいからだに︑ちよつと砂をかぶ

いつでもからだを横にしたまま︑くねって

腹を下にし︑背を上にして泳ぎますが︑﹁

ほかの魚は︑腹を下にし︑背を上にして泳

て︑のこのこ歩くのにはおどろきました︒

，、

りると︑胸のところに足のやうなものがあ

れ・しりびれを上下に張って進むかっかう

胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり

八伽3囲

八伽3圏

山主10

八三6

八協6

八櫛4園

八協2

八価9

八価6

八桝1囹

八榴10

＞︒﹂と︑おかあさんにおつしゃつた︒二十

おとうさんにお見せになった︒おとうさん

やって︑おとうさんにお見せになった︒お

した︒毎日の買物に持って行きませう︒

おっしゃった︒最後にねえさんは︑ひもで

あげた︒﹁︿略﹀︒﹂次に︑私が︑自分でこし

八桝7園

が︑いつも︑ここに︑かうして立ってる

れをちよつとお當てになって︑﹁︿略﹀︒﹂と

八桝7囹

は︑からだ中を目にし︑からだ中を耳に

八丁4圃1いつでも︑ここに︑かうして立ってる

八梛4圃

し︑からだ中を耳にして︑じっと︑にら

ひに︑おかあさんに記念品をさしあげま

つて︑﹁おしまひに︑おかあさんに記念

いたします︒初めに︑ぼくが綴り方を讃

んが︑お座敷の市中に立って︑﹁︿略﹀︒﹂と

︑墨池﹀︒﹂とおほめになった︒その夜︑み

足のつけ根のところにあるのださうです︒

﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかなか氣

八旧8

、．．＿

たりが︑黙々と空色に光るのが︑ほんたう

4211087221109976886426
園園
＿．．一

＿

︑へんなかっかうに見えるが︑あれは胴

時︑ああいふふうに頭が傾いて︑へんな

八伽5囲

は︒私はすぐ電話に向かって︑かう叫び

もし︑空のどこかに︑かすかなうなり聲

八佃1 のところです︒そこには︑いろくこみ入
しよくかく
八佃3 が︑その上のところに︑小さな三角があっ
八伽1 ︒ねえさんは︑すぐに御飯をたき始めた︒
八枷3 から一郎さんを起しに行くと︑﹁ねむいな︒
八梱5 みんなが︑いっしよに働いたので︑朝の支

八柵−o

ことは︑子どもたちには︑大きな喜びです

八燭4
八燭7
八価8
八鵬9
八柵4
八鵬8
八鵬9
八衙1
八観8

ばりです︒久しぶりに副い空を見︑澄んだ

來ます︒漏人が︑外に鳥かごを持ち出して

に聞きとれて︑そばにしやがんだり︑腰掛

す︒満人は︑その聲に聞きとれて︑そばに

すかぎり平な地平線に︑大きな夕日が赤々

見ると︑うすみどりにかすんで見えます︒

一日と︑のどかな春になって行くとともに

が︑シベリヤの野山に卵を生まうとして︑
︒すっかり耕した畠に︑大豆や︑かうりや

九51図圏嚴として東海にあり︒日の出つる
九57図閣海幸多く︒海原に敷島の國︑青山に
やまと
九58図圏敷島の國︑青山にこもる大和︑春秋

み こ

九81図︒從者みな︑船底におそれ伏したり︒尊
九82図それ伏したり︒尊に從ひたまへる后︑弟
九83図思ひたまひて︑尊に申したまふやう︑﹁︿

九85図圓︑﹁われ︑皇子に代りて海に入り︑海
み こ
九85図國皇子に代りて海に入り︑海神の心をな

九88図たみ八重を波の上に敷きて︑その上にお
九88図に敷きて︑その上におりたまへり︒はた
くし
九91図櫛ただよひて海べに寄りぬ︒尊︑これを

九101神宮は︑二十年ごとにあらたに御殿舎を御
しやう
九101たに御殿舎を御造螢になり︑そのたびに正
しやうせんぐう
九102螢になり︑そのたびに正遷宮の御町が行は
九103は︑天武天皇の御時に定められ︑第一回の
ちとう
九104は︑持統天皇の御代に行はれた︒昭和二十
九105第五十九回の正遷宮に去るが實に一千二百
うにやって來るまでには︑思ひがけないき

て來ます︒窓のそばに︑鳥かごがつるし出

八字9

い日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑子ど

八齪1

八悩3

りたって︑それが例になるやうになった︒
九1010

九107たに御殿舎を御造螢になる用材は︑もと掌

ひます︒冬中おせわになってみただんろや

八悩4

鳥の羽に︑草花の葉に︑子どものほほに降

九111の今日まで︑御遷宮に際しては︑かならず

八柵5 た︒八本の足を一つにそろへ︑胴を先頭に
八柵5 にそろへ︑胴を先頭に︑まるで矢のやうに

八勝5

葉に︑子どものほほに降り注ぎます︒みん

九112ら御用材を奉ることになってみる︒神宮の

す︒寒さを防ぐために︑しめてあった二重

八悩5

められてるた人たちにとっては︑春は︑う

八鵬1

八悩6

まだ葉が出ないうちに咲くのですから︑花

︑眞黄色で︑枝一面につきます︒まだ葉が
八悩10

八鵬9

八葉9

九114であるから︑御造螢に要する檜の敷は︑一
九114の敷は︑一萬二千本に近く︑しかもすべて
んげうの咲いたそばに︑子どもがよく集つ

せう︒足の長い割合に︑甲は小さいのです

八糎3 いつて︑一りんざしにさして︑飯皇の上に
八槻3 にさして︑飯毫の上にかざった︒そこへ︑

八雲2

ノ天ノ天ノ天ノ、ノ、ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ、ノ天ノ天ノ、ノ天ノ、ノ、ノ天

八擢5 なのるるのをごらんになって︑びっくりな
八悌1 も︑やっとおわかりになった︒御飯の時︑

そのうちに︑﹁たこ﹂が泳ぎ看

八欄4圃

．
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した檜は︑一朝一夕に得られるものでなく
皇は︑特にこのことに大御心をかけさせら

て︑木曾の御料林中に︑神宮備林が定めら

れ︑そのおぼしめしによって︑木曾の御料

造螢の用材は︑永久につきる心配がなくな

林が定められることになった︒以來︑神宮

木曾谷の左右の山々にある︒今︑中央線の

へて︑木曾川の支流にそひながらさかのぼ

車をおり︑森林鐵道に乗りかへて︑木曾川

んで流れる水の清さに︑目をうばはれるの

トルの中立神宮備林に着く︒ここは︑昭和

なかだち

を取り巻く山の木々に︑われわれは目を移

鳴き聲が︑谷川の音にまじって聞えて亙る
︑林の間の細道傳ひに次から次へ勢いて行

・外宮の御神木の前に南面して作られてみ
れいき

てるる︒深山の簸氣に打たれて︑だれ一人

みやま

からもれる初夏の光に︑まばゆくかがやく

される︒それを合圖に︑身も心も清めに清

た奉仕員たちは︑目にしみるばかりの黄白

第二の太鼓が山全山に響き渡って︑儀式に

九2010團
︑おとうさんの心に通ってみるのだ︒お

九183される︒ 一打ちごとに︑三つの切口から清
九185神木は︑用材の長さに切られ︑六十名の摺
九186れ︑六十名の運材料によって木馬に乗せら
九186運材夫によって木馬に乗せられ︑木馬道を
九194團と思はれるほど日にやけた眞黒な顔に︑
九194團にやけた眞黒な顔に︑ぼうぼうとひげが
九197團うさんたちは︑鏡に向かって子どものや
九198国ながら︑ひげそりにむちゅうになってゐ
九199團氣持よく響くたびに︑ひげの中からおと
九202團敵陣へ突撃する時にも︑熱帯の大きな木
九204国つて進んで行く時にも︑おまへたちの顔
顔が︑ふと目の前に現れて︑﹁︿略﹀︒﹂と
九204団
九206團くれた︒そのたびに︑からだ中に力がわ
九206團たびに︑からだ中に力がわき起って︑日
九211團へたちといっしよに︑職雪・をしてみるの
九218国︿略﹀︒﹂と︑そばにるた職友が︑おまへ
九225国助けて︑家の仕事に精を出したり︑くに
九233国の通り過ぎたあとには︑熱帯の盛んな植
九237国スチンを︑眞二つに割ってたべる︒白い
九237国︒白い實を舌の上にのせると︑すっとと
九238国上品なあまさが口に残る︒おまへにもぜ
九238團口に残る︒おまへにもぜひ一つと思ふの
むべき︒ただ身にもてる野心を︑君と

九246国をつむって︑歌聲に耳を傾ける︒今まで
九249国句一句が︑腹の底にしみ入るやうに思は
九251国新しい職闘の準備にかかるのだ︒おとう
九253国配するやうな病氣には︑だれ一人かかつ
九255国も︑心から日本軍になついて︑大東亜の
九255團て︑大東亜の建設に協力してくれてみる
九265英軍を急追し︑所在に撃破しながら南下す

心を︑君と親とにつくすまで︒と歌ふ

離

の人々は︑はらひ所に並んでおはらひを受

4

5

に響き渡って︑儀式に使はれるいろくな

へ進んで行く︒祭場には︑中央と署すみに
へい
には︑中央と四すみに︑五色の幣がかうが

神木伐り始めの御儀に移った︒奉仕員は︑

た︑樹齢二百敷十年に及ぶ二もとの御神木

じゅれい

御神木の前方南寄りに進み︑大麻でおはら

れる︒十萬五千町歩にわたる木曾の御料林

良の檜である︒午後になって︑この御神木
った︒伐り方は古式にしたがって︑御神木

り抜きのぞま夫たちによって︑伐られて行

九九
2424

するとともに︑植林によって︑あとからあ

10987265221088651986479865421101097下

九266が︑スレンバンの町にはいった時のことで
九267の密林やゴム園の中にかくれてみた住民た
九272迎へました︒その中にたった一人︑色のあ

語を教へられ︑．日本には天皇陛下がいらっ
九2810

九291子であること︑日本には富士山といふりつ
九293 ︑毎朝母といっしよに︑お鳶眞を拝むこと
九293 ︑お篤眞を拝むことにしてゐました︒﹁︿略
と︑日本の子どもに笑はれますよ︒﹂と︑
九297囹
九301人の巡査が來て︑母に同行を求めました︒
九311した︒さうして母親に︑﹁さあ︑行かう︒﹂
九319 あさん︒﹂母は︑子にほほずりをしました
九321園
あの人といっしよに行かなければなりま
九326園
たら︑戸だなの中にあるお米や︑かんづ
九329みあげて來る悲しさにことばも止って︑机
九333を取ってお罵眞の前に立ちました︒二人は
九335取り出し︑一本を娘に與へて︑ふたたびお
九336ふたたびお罵眞の前に立ちました︒親と子
九338げると︑巡査のあとについて出て行く母の
九339えたきり︑あとは涙にぽっとして︑何が何
九342大東亜早筆は︑ 一面にことばの戦です︒ 一
九346方の鐵道の復蕾工事に覚りました︒隊長以
九348道從業員たちの先頭に立って︑少女は︑た
九351ともみんな︑仲よしになりました︒﹁︿略﹀
た︒﹁おかあさんに別れて︑さびしいか
九352囹
隊さんといつしょに仕事をすることは︑
九355囹
とは︑お國のために孝行です︒﹂といひ
九355園
九357囹
す︒﹁お國のために忠義です︒﹂と教へ
顔ならべつつ兵に唱歌ををそはりてゐ
九374図閣
九383を思ひついた時などには︑そのことを︑お
九384 ︑先生や︑お友だちに早く知らせたいと思
うさんといつしょに山のぼりをして︑ほ
九393園
丁396かける相手が目の前にみる時は︑ことばを
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る時は︑ことばを口に出して︑思ってみる

海

つやした櫻色のはだに︑むらさきの星をき

べられる︒大きな魚にまじって︑小型の爆

つるしたり︑手押車にのせたりして︑威勢

きな魚をてんびん棒につるしたり︑手押車

が力強くぴんと左右に張ってみる︒このま

の白い腹が朝の太陽に光り︑ひれが力強く

掛聲にぎやかに︑日にやけた漁夫たちが︑
︑漁船から小さな舟に移す︒小型の潜水艦

く︒漁船のかたはらに︑小舟がぴったり寄

はいって來る︒母親に子どもがすがりつく

て來たのをきっかけに︑二隻・三隻と績い

らと光りだす︒帆柱に旗を立てた漁船が︑

雲が︑黄にくれなみにかがやき渡ると︑は

に横たはる雲が︑黄にくれなみにかがやき

れて行って︑山の頂に横たはる雲が︑黄に

て來る︒これを合圖に︑今まで眠ってみた

學んでみる裏の山々にこだましながら︑長

にみがいて行くことになるのです︒八

でいつまでもその話に耳を傾けます︒私た

ません︒これと反影に︑りっぱな心持が正

し︑ことばで話す時には︑一々ことばを深
︑いつも話すことばに注意して︑文字で書

文字で書き表す場合には︑書いたものを何

讃むすべての人たちに︑場所が違ってみて

れに引きかへ︑文字に書き表したものは︑

だけ残ります︒それに引きかへ︑文字に贈

は聞いてみる人の心にだけ依ります︒それ

して︑すっかり相手にわかってもらった時

それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり

な時には︑手紙や文に書いて知らせます︒

ができないやうな時には︑手紙や文に暗い

641177431077622294174963109889188要
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ある︒四角な箱の中には︑近くの海で取れ

かしてみる︒その間にまじって︑帯のやう

九5610
なると︑艦尾の旗竿に軍艦旗があげられる

せ︑まるいをけの中には︑いかが折り重な

送り出す者や︑木箱にぎっしり氷といっし

つしり氷といっしよにつめて︑荷作りする

場の朝は︑見るからにきびくとして︑威

しい警笛の音をあとに残して︑荷作りされ
︑波が静かなうねりに愛って沖から押し寄

から押し寄せるころになると︑あれほど昇

ると︑あれほど岩質に満ちて生きもののや
︑港のあちらこちらにもやひしてみる漁船

︑朝げの煙が波の上に影を落しながら︑ゆ
こうかんばん

︑今まで軍港のやみに包まれてるた軍艦の

現れて來る︒後甲板には︑當直忌門の姿が

校の姿が見え︑艦橋には︑望遠鏡を持つた

見張ってみる︒舷門には︑銃を手にした番
︒舷門には︑銃を手にした番兵があたりを
がことことと後甲板に來て︑﹁絡員起し五

心︒﹂と︑當直將校に報告する︒軍艦の起
︒副長はもう上甲板に出て︑今日の天氣は

九6410図國の男︑尼が細工にはよもまさり候はじ

六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を捨てて
九623図
九625図を貫ぬきてかぶとに射つけたれば︑たや
九626図り捨てて︑その場に敵を射倒しけり︒景
みうら
九627図いひて︑のけざまに伏したれば︑三浦の
九634図説O景正︑﹁弓矢に當りて死するは︑つ
九647図幽りて︑なにがしに張らせ候はん︒さや
九647図國︒さやうのことに︑なれたるものにて

き出る海水を︑をけに汲んでどんぐ流す

になって︑分隊ごとに甲板洗ひを始める︒

九6510図山内一豊織
︑田家に仕へし初め︑東國第

九657図国のぞ︑と若き人に見ならはせんとて︑

九655図國 ︑﹁尼も︑のちには新しく張りかへん

しい︒何分かのうちに︑もう艦内はすつか

何百人の乗員が號令に從って規律正しく活

は正しく一定の場所に納められる︒すべて

次々にくだる︒それにつれて︑つり床は正

これから號令が次々にくだる︒それにつれ

の水兵員が︑後甲板にはせ集ってずらりと

顔を洗ふ︒そのうちに上陸員が蹄解する︒

九665図

安土に引き來て商なふもの
九661図馬なりとて︑

﹁︿
なふべからず︒家に罷りて
︑略﹀︒﹂と

あっち

だ

たばこぼんのまはりには︑人の山ができて

やまうちかつとよ お

まいこと︒午前八時になると︑艦尾の旗竿

あま

くりあげ︑身輕な姿になって︑分隊ごとに

九6110図 ︿略﹀︒﹂とて︑手に汗をにぎりけり︒目

九572姿勢を正して軍艦旗に敬禮する︒朝日にか
九573旗に敬卜する︒朝日にかがやく軍艦旗が︑
九573やく軍艦旗が︑海風にひらめきながらしづ
九576員は︑これから訓練に取りかかるのである
九584図略﹀︒﹂と心のうちに思へり︒やがて農隙
九588図と思ひ︑匡房が車に乗らんとするところ
九589図らんとするところに進み寄りて︑ゑしや
九592図ま一行の雁︑刈田におりんとして︑には
九594図圏ふことあり︒野に伏兵ある時︑雁︑列
九595図囹みだる︒この野にかならず伏兵あらん
義家の軍さんざんに討ちて︑つひに敵軍
九597図
九601図でたり︒言論︑背に負ひたるうつぼより
九602図たの矢を抜きて弓につがへ︑きつねを追
九606図きつねの前なる土に立ち︑きつねは︑そ
九606図きつねは︑その矢につき當りて倒れたり
背を向けてうつぼにささせけり︒宗任は
九614図
よ︒もし︑宗任に悪しき心もあらば︒
九619図嚢

106510884874436437754387544108661107
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九667図國 り︒かかる名馬に乗りて見参に入れた

九666置賜 りて︑﹁世の中に︑身貧しきほどくち
九799園

九797園

九778
うん︑おちいさんによく指署していただ

度の子馬は︑ぼくに世話をさせてくださ

九682図園時︑この鏡の下に父の入れたまひて︑

九682図國 ︑わらはこの家にまみりし時︑この鏡

九673図國 略﹀︒﹂﹁さほどに思ひたまはば︑その

九668図圓 は︑主君の御感にもあっかるべきもの

九822

九822

九819

九819

九816

︑近くの牧場へ放牧にやることになりまし

六月になると︑母馬につけて︑近くの牧場

もありました︒六月になると︑母子につけ

れて︑だんだんぼくになれて來ました︒時

れません︒日がたつにつれて︑だんだんぼ

て︑ともすると賃量にすり寄っては︑乳を

九808囹

場へ放牧にやることになりました︒ぼくは

九843

九842

九839

青と︑大そう仲よしになりました︒ぼくの

つけます︒手のひらに塩をのせてやると︑

年も︑六月中ら放牧に出しましたが︑去年

しました︒二歳ごまになって︑北斗もめつ

︑北斗をつれて運動に出かけました︒ぼく

て見ませう︒北の空にもたくさんの星があ

たいわん

た小さなひしゃく形に連なるのを︑大熊座

た︑北極星を柄の端にして︑北斗七星とど

が︑それらの星の列に大きな熊の形を考へ

北斗七星とその附近にあるいくつかの星を

や北斗七星を目當てにして︑その附近を見

の場合︑それを考へに入れないでおきませ

な圓をゑがき︑遠くに見える星ほど大きな

して︑北極星の近くに見える星ほど小さな

でなくても︑夜九時に北斗七星を見てその
︑更に十時︑十一時に見ると︑この動き方

がわかるやうに罵眞にうつります︒それで

す︒窮眞機を北極星に向けて︑一時間ぐら

がてその星は︑軒端にかくれて見えなくな
︑北極星をほぼ中心に︑圓をゑがいて懐い

︑東へさし出た軒端にすれすれに當てて︑

空の他の星は︑時刻によってかなりあり場

星ですから︑夜︑道に迷った時など︑この

いつ見てもほぼ眞北にある星ですから︑夜

五倍ばかりのところに︑きっと一つの星が

の端に罵る二つの星に注意しませう︒さう

七つの中の︑下の端に當る二つの星に注意

てたやうなかつかうになってゐます︒この

つた方に︑ますを下に︑少し曲った柄を上
︑少し曲った柄を上に︑ちやうどひしやく

り少し西へ寄った方に︑ますを下に︑少し

の星を︑さがすことにしませう︒これはす

ひしゃくのやうな形に連なった美しい七つ

廻田邊ですが︑反封に南の沖縄や皇湾でし
︑どこかその邊の空に︑ひしゃくのやうな

おきなは

の高さは︑見る場所によっていくぶん違ひ

より少し低いところに︑かなり大きな星が

4321984422186219552109776644310983

こそは︑上できの炭に焼いてみようと考へ

九667裏写 馬に乗りて見参に入れたらんには︑主

九683口口凶圓世のつねのことに用ふべからず︒汝の

九822

九668図学参に入れたらんには︑主君の御感にも 九803 く︑そのことを祖父にいひますと︑祖父も

九684図国 一大事あらん時にまみらせよとて︑た
九823

いけないから︑馬に悪いくせがついてし

九687図国 て︑主君の御感にあっかりたまへ︒﹂

九687図國 めなり︒良き馬にめして︑主君の御感

九8210

九691図馬多く集りたる中に︑一きは目だちてた 九826 つて見ました︒牧場には︑村のあちこちか
九703図團 るけくもこの峯に 光さし來ぬ︒薄き

九838い冬の日でも︑一日に一度目かならず︑北

九845

るといふので︑八月に北斗をうちへっれて

るやうでした︒九月に二歳ごまの市が点る
九851

しくしてゐます︒物に驚いてかけ出さうと
りつばな二歳ごまになった︒この村に二
ん︒一年半も手しほにかけた北斗といっし

になった︒この村に二歳ごまもたくさん
九867

けた北斗といっしよにるるのも︑あといく

九861囹

九867

︑ぼくは北斗のために喜んでやりたいので

馬に買ひあげられるに違ひありません︒さ

北斗は︑きっと軍馬に買ひあげられるに違

と見えるこれらの星にも︑名前や番號があ

九8610
九872

して︑りっぱな乗馬になり︑軍人さんを乗
九877

九8610

九869

九861囹

九856

九851

九849

つてゐました︒放牧に出してから︑北斗の

九724と茂ったみどりの梢に︑煙がなびいてみる
九727めた︒黄色な煙の中に︑白い煙がまじって
九728が︑煙の出るやうすに活氣がない︒かまが
九731さんは︑かまのそばにすわって︑たき口か
九734ちのぼってみる︒壁にくり抜かれたいくつ
九737れて行く︒そのかまには︑炭に焼く丸太が
九737 ︒そのかまには︑炭に篤く丸太がぎっしり
九7310
中の丸太をむし焼きにする仕掛なのだ︒源

九746と︑また︑かまの前にすわって︑もくもく
九747煙が︑薄むらさき色に愛って行くのを心に
九747に攣って行くのを心に念じた︒二
九755氣持が悪い︒この次には︑何とかしてうま
九756ートルばかりの長さに焼けた炭の端を︑指
九766炭焼がまの裏の山道には︑丸太を並べた木
九768そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積
九772りを持ち出した︒腰には︑毛皮で作った小
九774げてるる︒七島の上に腰をおろし︑切って
九775ートルばかりの長さにそろへて︑樂しさう

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
93 93 93 93 92 92 92 92 92 92 92 91 91 91 91 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88

てる︒背戸のみぞ端に︑秋海巣がかはいら

てるる︒その向かふに︑眞一文字に白い線

九研5

ける︒畠のにらの花に︑頭でっかちないち

九棚6
し︒そら︑あそこに見えるだらう︑あの

たやうな砂払が︑目にしみるやうに罵った

せ

しうかいだう

わ

かに羽音がして障子に輕くぱさと止った虫

みる︒その時ふと耳にするものは︑前の草

河があざやかに中天にかかってみる︒その

る︒ただ晴れた夜空に星がきらくとさえ

ばを越せば︑どこかに秋らしいものが見え

や︑私たちを↓氣に運んでくれる︒又略

たちまちトンネルにはいった︑ざあっと

目の前に︑關門海峡はさざ波

全身の力を腕と足とにこめて︑遠い砂濱を

九梱8園

九鵬8

九鵬2

九柵2

九三1

九価4

九鵬8圃

九皿7圏

九皿2囲

二階9

向かふに︑眞一文字に白い線を引いたやう

九934連なるのを︑大熊座に鳴して小熊座といひ
九935座と北斗七星との間に尾を入れて︑小熊座
い す
九939 ︑北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる
い す
九939下の方に︑椅子の形に連なる五つばかりの
あま
九943天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくま
一人残らず目的地に着くやうに︒﹂先生
九946園
九947 ことばをしっかり心にだいて︑先頭から順
九949をふんでみた足の裏に︑つめたい海の水が
九952たす︒爾手でからだに水を掛けると︑ひや
九953 へと︑海は一足ごとに深くなって行く︒思
九955ると︑つめたさが身にしみわたる︒先頭か
九956頭から一人一人︑順に泳ぎ始めた︒いよい
九957 いよいよ︑ぼくの番になった︒立ち止って
九959波が︑目の前の水面に︑小さな三角の小山
九塀6

︒何よりも︑たんぼに早馬の穂が出そろつ
ゐられるをぢさんに來ていただきました
と思ひます︒當番にあたった私が予備者
たった私が司怠者になりませう︒日ごろ

一口にいふと︑飛行機がい

ついて︑をぢさんにお話をお願ひいたし

ねください︒初めに︑整備といふことに
ありますが︑

す︒﹂正男﹁出爽前には︑どんな準備をし
ねん
すか︒﹂をぢ﹁車輪に空氣を入れたり︑燃

み込んだり︑機械にくるひがないか︑て
めてから︑みんなに乗ってもらひます︒

がもどって來た時には︑どんな手入れを
をはっして︑機械に手を締ててやうすを

機の手入れを眞先にします︒蛮動機のお
れから︑あちこちに油をさしてやったり
も悪いと︑母が額に手を當てて︑熱のか
れですよ︒飛行機にとって︑整備兵は母

112
113
113
113
114
114
114
114
114
115
115
115
115
116

九棚5

九9510こしらへ︑それが顔に當って︑目や鼻へゑ

九三8

19654210765298775

116

九棚5

九964海の水が︑いつのまにかこいみどり色に愛
九964まにかこいみどり色に攣る︒後をふり返る
九968をけって進む︒二列に並んだ列を︑まだだ
九971だ︒一本松を目當てに進んで行く︒いつも
が︑﹁時々頭を水にひたせ︒﹂と注意さ
九973園
九975と注意される︒遠くに見えた一本松が︑だ
九9710︒
囹﹁潮の流れが逆になったから︑みんな

九984思ひ出された︒潮流に負けてはならないと
九984ぼくは一かさ一けりに力をこめて︑潮の継
九987る者︒ぼくは︑先頭におくれないやうに︑
九989るのか︑いくら手足に力を入れても︑進み
九9810
う先頭から三四人めになった︒さうなると

九998うな︑さびしい氣持になる︒その氣持を梯
九999 のけるやうに︑手足に力を入れようとした

園囹西園謙卑囹乱騰囹園園囹園冠省

116
11了
11了
11了
11了
118
118
118
119
119
119
120
120
120
120
120

108

108

108

109

109

110

110

110

110

110

111

111

111

111

111

やうである︒顔を水にひたして︑からだを
九9910
のやうに静かな海面に影を投げかけてみる

手の海岸のがけの上に︑大きく立ってるる

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

120

九鵬−〇

九三4

九九九九九九九九九九九九九九九九

112

」
」
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せて

と整備とは︑

一つに考へなければなりま

は︑やはり飛行機に乗って敵地を爆撃し

思ひますが︑終りに一つだけお聞きいた

お生りになる時間になりました︒これで
︒これでおしまひにしようと思ひますが

をぢさんのお脇りになる時間になりまし

鷲の顔をかくことにしてゐます︒﹂春枝﹁

わし

をぢさんの飛行機には︑どんなしるしが

の敷だけ︑どこかにしるしをつけること

たいために︑尾翼にちよつと色をぬって

早く知りたいために︑尾翼にちよつと色

だが︑おかあさんには︑うちの赤ちゃん

と油でぐっしょりになってしまひますよ

上に︑南洋の日光に照りつけられると︑

なり温度が高い上に︑南洋の日光に照り

で︑温めてやるのに苦心をします︒﹂花

ると︑寒さのために指がこはりついてし

さなねぢをしめるにしても︑指の先でし

す︒ことに寒い時に︑それが多いのです

整備兵の座席の前には︑たくさんの計器

なこの人たちの手によってなほさなけれ

とにかく︑飛行中に起つた故障は︑みん

つも襲動機の調子に氣をつけてみたり︑

りません︒飛行機にお酒を供へたり︑し

心配をしてみる時に︑無事穿って至るの
︒愛機のプロペラにだきついて喜ぶ人さ

てゐます︒あらしにあってはみないだら

飛行機といっしよに空をかけめぐってみ

とへ︑自分は地上に居残っても︑自分の

っても︑時間通りに飛行機の整備ができ

拝みたい氣持にさへなります︒﹂正

はちやうど︑遠足に行った子どもの詣り

概言昏昏艶言囹若干囹園園地園閉園黒黒囹囹囹園園園園園白藍園潜思園
！053222532985755296597659652110316
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秋晴れや旗艦にあがる信號旗

九捌3園 かりました︒ためになるお話をたくさん

敵前に上陸すなり秋の七
129

129

七年にわたる長い戦に︑尼子方は多く討死

ましたが︑前後七年にわたる長い職に︑尼

介の大音聲は︑爾岸に響き渡った︒そのの

た︒その手には︑血に染まった短刀が光つ
︑もう鹿介の足もとにぐったりとしてみた

ちあがった︒その手には︑血に染まった短

九燭10

寸心8 男泣きに泣いて主君におわびをした︒しか

九燭8 た︒鹿介は︑男泣きに泣いて主君におわび

九塒7

骨価4園

九価3

129

いわたしが︑出雲に旗あげして︑一時で

は︑かういって鹿介に感謝した︒鹿介は︑

久は︑涙をのんで敵に降った︒富田城には

九鵬9 眺めた︒燕が︑川水にすれすれに飛んでは

九鵬8 けてるる︒川端の石に腰掛けて︑來し前行

九鵬1 である︒鹿介は主君に志を告げ︑許しをこ

を︑おのれそのままにして置けようか︒七

敵に降った︒富田城には︑毛利の旗がひる

れてるた︒そのうちに︑尼子の重臣がおひ

九川3 大連襲の﹁あじあ﹂に︑ぼくは乗った︒見

九観9

九慨8 のうらみも知らぬ顔に︑今もいういうと流
だいれん

れてるるll月ごとに︑あのあはい三日月

ころ︑京都のある寺に︑ひんのよい小僧さ

蕾臣がおひおひ京都に集って來た︒かれら

九川8

九矧4

るやうだが︑こちらにはわからない︒﹁あ

來た母が︑大勢の人にまじって見える︒﹁︿

九㎜3 くは乗った︒見送りに來た母が︑大勢の人
つた︒この聲が四方に呼び掛けでもしたや

奉じる尼子勢は出雲に入り︑一城を築いて

︑片端から尼子の手に返った︒しかし︑富

たやうに︑今まで敵についてみた奮臣が︑

九㎜1 思ってみたこの汽車に乗れて︑ほんたうに

九矧9 ぼくは︑この春休みにハルビンのをちのと
城は名城であるだけに︑なかなか落ちさう

ぎかつすけちゆうゐ

き

九蹴3 れしい︒やがて金州にさしかかると︑車掌

やなぎ

す

える︒沿線の楊の木に︑かささぎが巣をい

えんせん

ばうせうざん

がら︑母といっしよに聞きたいといふ︒三

よ故郷へ埋ることになった︒ところが︑
心脳10

の方では︑二三日前に雪が降ったので︑遠

車掌さんが︑ボーイに︑﹁︿略﹀︒﹂といひつ

忌踊5 橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えな

賦払12

九川6園 むすこは船とともに沈んでしまった︒壁

九脳5囹

九三4園 て︑りつぽな身分になり︑いよいよ故郷

九脳2園 う鋸って來るころになったので︑年寄つ

九㎜11

九㎜9讃んでみる︒熊岳城に近づくと︑望小山が

ゆうがくじゃう

九㎜7 ﹂と指さしたところに︑みどり色の上着を

九鯉10

九鯉7囹 には︑金州城が手に取るやうに見えます

九㎜7園 があるのです︒左には︑金州城が手に取

の

九㎜6囹山︑その手前の岡に︑乃木勝典中尉の記

ぺやま

もなかった︒その間に︑毛利の大軍がやつ
ふ

城の南三里︑布部山に敵を迎へ討つた︒み
は︑やがて出雲一二にあふれた︒勝久は危
お だのぶなが
︒思置は
︑織田信長に毛利攻めの志がある

九鵬−o囹 毛利攻めのお先手に興り︑もし高曇があ

は︑この勇士の苦節に同情した︒﹁︿略﹀︒﹂

二曹1 さんで︑ざんぶと水にとび込んだ︒鹿島も
を見て︑コ騎討に︑飛び道具とはひけ

つばめ

の奮臣は︑涙のうちに四散した︒鹿介は︑

974832199819952210108543

九個3 進んだ︒狼介は︑弓に矢をつがへて鹿介を
九二5園

九摺9 をからりと捨て︑洲にあがるが早いか︑四
九伽1 どかった︒いつのまにか狼介は切りたてら
九伽2 れて︑しだいに水際に追ひつめられて託つ
乱世6 ︒しばらくはたがひに呼吸をはかってみた
九梱9 たが︑片足が洲の端にすべり込んで︑思は
九伽1 みかたも︑思はず手に汗をにぎる︒とたん
九旧3 汗をにぎる︒とたんに︑鹿介はむっくと立

ぎょく切腹することになった︒﹁︿略﹀︒﹂親

129

129

九梱7図魍

九梱8図魍
じんじら う

九槻1図韻事を待つ草むらに虫ずだく
甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷へ行つ

九平8 ︒見れば︑母もそこにるた︒床の間には︑

九俄7
九倣8 そこにるた︒床の間には︑すばらしく大き

九旧4園 寳︑これをおまへにゆつる︒十歳の時︑
九旧5囹 る︒十歳の時︑軍に出て敵の首を取った
九旧7囹 うかりっぱな武士になり︑家の名をあげ
九日3三 家の御威光は︑昔にひきかへておとろへ
まロつり
九桝4囹 ︑それをよいことにして︑敵の毛利がだ
九悩5園 って︑御威光を昔に返しておくれ︒﹂甚
九二7郎の目は︑ いつのまにか涙で光ってみた︒
すけゆきもり
九悩8介幸盛と名のり︑心にかたく主家を興すご
九悩9︒さうして︑山の端にかかる三日月を仰い
九拓1園 ﹁願はくは︑われに七難八苦を與へたま
九拓5 は︑そのころ毛利軍に團まれてるた︒鹿介

りんとした聲で大音に答へた︒﹁︿略﹀︒﹂狼

九価7 たのみか︑もう敵方にも知れ渡ってみた︒
だいぜん
九伽8 れ渡ってみた︒敵方に︑品川大膳といふ荒
三部6
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1釦
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130

130
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131

131

131

132

132

132

132

133

133

九悩1聖 したら︑主人勝久に︑出雲一山をいただ
血悩2 介の血を吐くことばに︑信長は大きくうな
ひでよし
九桝3 尼子方は秀吉の軍勢に加って︑毛利攻めの
九桝5 城を占領して︑ここにたてこもった二千五
九悩7 の率みる七萬の大軍にひしひしと取り園ま
九悩8 來るか︑それを頼みに勝久は城を守った︒
九悩9 ︒毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って
九価1 ︒しかし︑援軍は敵にはばまれて近づくこ
九価2 かった︒七萬の大軍に黒まれては︑上月城

九梛1 ながら︑弓をこわきにはさんで︑ざんぶと

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

一氣に國都新京へせまって

つた︒向かふの農家に︑満洲國旗がひらめ

よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒

人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣

ルへ線が分れる︒冬になると︑この大きな
︑この大きな停車場に大豆の山が積まれる

ぐらに突進す︒四平に着く︒ここからチチ

大平野をまっしぐらに突進す︒四平に着く

を運んでみる︒騨前には︑馬車や自動車が

してもらった︒奉天に着いた︒ここから安

九脳7

九脳7

九㎜3

九号12

九躍12

九尊7

九鯉6

九η5

九関2

くなって來た︒枯草におほはれてみた野原

形をとって︑遠巻きにのろを追ひ出して行

種である︒皮は着物にしたり︑肉は食用に

ない︒天と地と一つになった大きな風景だ
しか
うといふのは︑北満に住んでみる鹿の一種

廣野だ︒宿舎のほかには︑目をさへぎる何

しいほど晴れた天氣になった︒目のとどく

くの前の友だちの肩に︑さらさらと降りか

九川10園

にしたり︑肉は食用にしたりする︒ぼくは

三川11園

三囲5

おほはれてみた野原に︑青い草の芽がもえ

九㎝12園

九㎝5

らしい花だ︒花びらにも葉にも︑うぶ毛が

九盟12

花だ︒花びらにも葉にも︑うぶ毛が生えて

新しい東亜のために︑ここで大地を開く

らいろくな困難にあふだらう︒しかし

をりっぱな開拓者にしょうとして︑よい

した光景は︑今までに何度も見たが︑今朝

︿日の丸の旗が︑風に大きくゆれてみる︒

︑ぼくは︑てちやうに﹁あじあ﹂のスタン

司令部の建物が夕日にはえ︑新しい住宅が

九川9

﹁あじあ ﹂ は ︑

喜ばした︒三時過ぎになると︑ひと休みす

ふので︑大工の仕事に取りかかった︒作業

がせまくなった︒別に宿舎の建てましをし

ころになると︑野原には︑黄色な花が咲き
にじ
日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼっとかか

してみる︒このころになると︑野原には︑

る︒それを毎朝見に行くのが︑ほんたう

が︑農耕班の友だちに︑只略﹀︒﹂といふと

班のものは︑まだ床についてみる︒ぼくが

︒夜が明けて︑最初に出かける班は︑トラ
のう
うかしながら︑開拓に進軍する︒績いて農

つたくなかった野原に︑咲きだしたこのむ

こんなん

かいたくしや

かあさんといつしょにおりて行った︒急に
︒夕日とぼくとの間には︑さへぎるもの一

九川9

しょくたく

へい

︒薄むらさきの夕空には︑ばら色の雲がた

九紫10

し

した︒夕食して︑母に手紙を書かうと思つ

九矯2

へい

堂車へ行った︒食卓には︑電燈が明かるく
︒どこか知らない騨に停車した︒大きな燃

し

した︒大きな木の上に星が光ってみる︒﹁

九踊3

九㎜2

九畑2

にあるオボを目當てに歩いて行く︒オボと

する者は︑あちこちにあるオボを目点てに

九川6が︑働いたぼくたちには︑實にうまい︒長

九川5

九矯12

九描11

九矯8

九珊4

九珊4

九鵬1囹

九筋5

九矯5

るしのはいった用紙に手紙を書いて︑書間
プを入れて︑ボーイに頼んだ︒席に鶴ると
ボーイに頼んだ︒席に干ると急に眠くなつ
あじあ﹂はいつのまにか町へはいってみた
通り二十一時三十分に︑ハルビン騨にびた
十分に︑ハルビン騨にぴたりと停車した︒
やうに寒い夜だ︒空には︑半月がさえかへ
た︒この北滞の土地に來て︑始めての朝だ
あこがれてみた大陸に︑第一日を迎へるの
しゅくしゃ

ると︑思はず頭を柱にぶっつける︒水で口
一同が整列する︒風にまじって︑粉雪が降

しまった︒宿舎の前に︑一同が整列する︒

が降ってみる︒旗竿に高く國旗をかかげた

度かうしてオボの祭にえらばれた家畜は︑

つてるる︒式後︑神に供へられてるた馬や
︑それぞれ家畜の群にはなされる︒ 一度か

て朝日ののぼるころには︑もう儀式は終つ

歌を歌ふ︒そのうちに東の地平線が白み︑

これらの家畜は︑神にささげるものとして

この家畜の一頭︸頭に祈りをささげ︑喜び

として︑その年の春に生まれたものの中か

かちく

りする︒オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひ

れる︒まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火を

なかったやうな草原に︑たちまち町ができ

があざやかなみどりにおほはれるころ︑オ

祈り︑またその疑りには︑﹁︿略﹀︒﹂と感謝

︑オボの前を通る時には︑﹁︿略﹀︒﹂と祈り

その燈塁である︒旅に出かけて行く人が︑

しである︒草原を海にたとへれば︑オボは

ボでも︑旅をする者には實に大きななぐさ

々として︑何一日目にはいらない草原では

る︒おのつからこれにたよる心がわき︑い

んで行く蒙古人たちにとっては︑天と地が

り大自然のふところに生まれ︑そこで死ん

られたり︑泉のそばにまうけられたりする
やなぎ
れたりする︒その上に︑楊の枝をたばねて
︑柱を立てて︑それに字を書いた旗を結び

いつみ

地の神をまつるために︑蒙古人が供へた一
いつみ
ちゆうで︑小高い岡に作られたり︑泉のぞ

4

5
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5
121211

7
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4
5
6

︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊花の御紋章を拝

り︑オボだけが大地にぽつんと淺されるの

つそりとした大草原にたちもどり︑オボだ

り︑殺したり︑乗用にしたりすることがで
よきょう
ことができないことになってみる︒鯨興と
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に一に

はちまん

にて候︒八幡様に日参致し候も︑そな

十227 つに火を移した︒風にあふられて︑火の手

十226 りその稻むらの一つに火を移した︒風にあ

十139囹 一命を捨てて君恩に報いよといってゐら 十2210 やうに︑かれはそこに突つ立つたまま︑沖
あり
十1310詣るが︑まだその折に出あはないのだ︒豊 十238 してみる五兵衛の目には︑それが蟻の歩み

十129國團

十2310 らは︑すぐ火を消しにかからうとする︒五

十44図 入れば︑夜來の雨に清められし玉砂利︑

だ︒豊島沖の海戦に出なかったことは︑

十242囹 大工だ︒村中の人に嘗てもらふんだ︒﹂

十241

十229 田のすべての嵩むらに火をつけてしまふと

がない︒そのうちに︑はなばなしい戦孚

つて︑自分の職務に精を出すのが第一だ

十141園

るだらう︒その時には︑おたがひにめざ

も兵士も︑皆一つになって働かなければ

十57図引は︑一幅の無意に似て︑しかも尊嚴の
十142囹

十138囹

十59図 へたり︒水屋の水に口すすぎて︑この門
十143園

十137園

十61図 ︑嚴かなり︒拝殿に進み︑明治天皇・昭

十143臨時には︑おたがひにめざましい働きをし 十251 は見た︒遠く海の端に︑細い︑暗い︑一筋

十55図 さ︑美しさ︒玉垣に連なる鳥居の奥に︑

十61遷御二千の神の御前に︑うやうやしくぬか
十145園

十265 ︒稻むらの火は︑風にあふられてまたもえ

十51図 居を過ぎ︑神氣身にせまるをおぼえつつ

十64元値 れば︑とこしへに民やすかれといのる
十161図圏

十265 もえあがり︑タやみに包まれたあたりを明

十55図 に連なる鳥居の奥に︑すがすがしき赤松

十67図 るを︑今とこしへに神璽としづまりまし

十163圏

ングーンの上空に現れ︑巨弾を投じた

十266 くした︒始めてわれにかへった村人は︑こ

せきばん

ン第一回の爆撃に︑汝は︑別動隊編隊
きょだん

絶壁のやうに目の前にせまったと思ふと︑

十257 なとどろきとで︑陸にぶつかった︒人々は

ガラドン飛行場にせまり︑敵スピット 十262 かった︒一同は︑波にゑぐり取られてあと

十268 まって︑五兵衛の前にひざまついてしまつ

もん

十73図 ︑しばし森林の奥に人をいざなふ︒やが
十167図魍

奉唱︑若き血潮に︑大空の積齪雲をい

ちとなって僚機に別れを告げ︑﹁天皇

る︒五兵衛は︑大汗にいった︒﹁︿略﹀︒﹂村

十75図 はるかなるかなたに︑寳物殿を望む︒殿
十174図圏

しんれい

十76腰物殿を望む︒殿内に入りて御遺物を舞観

十176図闘
十187図團

十292 て︑紫色の煙が村中にただよってみる︒そ

十272

ゆるしよ

十255

十81図 硯箱は︑ふたの裏に石盤をはめ︑石筆は

十181言忌︑汝は︑母の心に生きて︑今日の入城 十267 つた村人は︑この火によって救はれたのだ

へんたい

十86図 にて︑御二面の神に御由緒深きところ︒

をよくおかあさんにいってあげて︑安心

十89図 座︑今もそのままに越せらる︒薔御苑に

十189図圏鷲︒ラングーンに花と散りにし汝に︑

を祝ふよひ祭の支度に心を取られて︑さつ

は︑年取つた五兵衛に︑今まで経験したこ

十308 ﹂一郎と貞童が︑空に向かって歌った︒冬

十306圏國小さな雁はあとに︑仲よくわたれ︒﹂

十305圃囹大きな雁はさきに︑小さな雁はあとに

十299

夜になっても薄青い空︒

十292 てるる︒その煙の中に︑ぽかりぽかり︑わ

が深い︒紺青の大空には︑書の月がうつす

ニんじゃう

十189図面花と散りにし汝に︑見せぼやと思ふ今

ざ︑親鷲を先頭に︑績け︑若鷲︒ラン

十91図 の眺め廣きところに︑御茶屋ありて隔雲

十197図國

れて︑さっきの地震には︑一向氣がつかな

も薄青い空︒その空に︑星がいつぼいこほ

かいゑい

の柄で作った虫かごに︑とんぼを入れた︒

十212

目は︑たちまちそこに吸ひつけられてしま

十3010

十3010

十810図 拝せらる︒蕾御苑に入れば︑木立深く︑
かくうん

十93図 りて︑自然のままに作らせたまひ︑昭憲

十201図圃りし時わが乳房にすがりて︑すやすや 十293 日を受けてみる屋根に︑干してあるたうが

十112園 おことばです︒私には︑妻も子もありま

十213

いて︑見る見る海岸には︑廣い砂原や︑黒

まった︒風とは反封に︑波が沖へ沖へと動

十321園

ちぶさ

十95図 面影︑そのまま今に残りて︑とこしへに

十208

は豊島沖の聖職にも出でず︑八月十日
＋1110國圏

十214

は思った︒このままにしておいたら︑四百

十217園津波がやって盗るに違ひない︒﹂と︑五

十215

︑村もろとも一のみにやられてしまふ︒も

十324園

十322混けが︑あのけやきにるた︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

は母のふところに由りて︑安らかに眠

十105園 軍人となって︑軍に出たのを男子の面目

十95図 残りて︑とこしへに大御心をしのびまつ

海嶺攻撃とやらにも︑かくべつの働き
＋1110圏田

十218

び出して來た︒そこには︑取り入れるばか

ほうた う

十122皇国ひ候︒何のために軍には出で候ぞ︒一

十219

︑取り入れるばかりになってみる︑たくさ

つなみ

十122國團 ︒何のために軍には出で候ぞ︒一命を
十122國團てて︑君の御恩に報ゆるためには候は

十223

十216

十123國團村の方々は︑朝に夕に︑いろくとや

十223

そばを通る子どもに︑いたづらをした︒

てるる︒﹁この村に︑古いけやきの木が

面315 る音だ︒寒さが骨身にしみて︑しいんとす

十訓3 通って行く︒水汲みに來た女の頭の上の水

十123國囲方々は︑朝に夕に︑いろくとやさし
十124譲国 ︑御國のため軍に出でしことなれば︑
十127圖国の顔を見るごとに︑そなたのふがひな

に一に
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十331 屋では︑息子を相手に︑父がかますを射つ
十337 は︑母が︑娘を相手にきぬたを打ってるる
十348囹 よ︒よかったら見に來たまへ︒﹂

十344 と︑正男くんがぼくにかういった︒﹁どう
十349 方︑まだ明かるい空に︑半月が光り始めた
十351 始めた︒おかあさんにさういって︑夕飯が
十352 うちでは︑もう縁先に望遠鏡をすゑつけて

十366 れて︑ぼくは望遠鏡に目を近寄せた︒望遠

十366 略﹀︒﹂と︑正男くんにいはれて︑ぼくは望

十357 と︑ぼくがにいさんにいふと︑正男くんは

十354

＋4510図
運びて︑かまの火にことごとく投じたり

＋4510図
つ︑手縄りしだいに物を運びて︑かまの

十451図さみ︑しかも工夫に心をうばはれては︑
十456図く︑一念ただ夕日に映ゆる柿の色を求め

＋4410図
あらざりき︒研究に費す金はしだいにか

十432でせう︒月は︑永久に人間の心の友であり
もん
十435図門は︑しばし縁先にやすらひぬ︒日は︑
十437図ぬ︒日は︑やや西に傾けり︒仰げば庭前
十437図の柿の梢は︑大空に墨給をゑがき︑すず
さんごじゅ
十439図珊瑚珠のかがやくに似たり︒この美しさ
十439図たり︒この美しさに︑しばし見とれたる
十446図 ︑赤色の焼きつけに熱中し始めたり︒さ

十367 ︒望遠鏡の圓い視野に︑月がくっきりと浮

＋4610図
た一つ︑血走る眼に見つめつつ︑かまよ

十412 見えるでせうが︑陰になる部分は︑きっと

十545し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒四
十546んでみた︒四時間めに︑みんなは講堂へ集
十549である︒みんな︑胸にこみあげるうれしさ
十551き入った︒お消過ぎには︑おそれ多くも今
十551多くも今日おくだしになった宣職の大詔が
十556 いとした︒そのうちに︑私は︑目も︑心も
十561 ︒さうして︑心の底にあった不安は︑まる
十562図
皇祖皇宗ノ神嬢上二在リ︒﹂と仰せられ

ににぎのみこと

金のとびが御弓の先に止ったことを思った

波が︑くっきりと目にしみる︒四

に︑レパルスがこれに績き︑駆逐艦三隻が

ウェールズを一番艦に︑レパルスがこれに

たふじょう
︒
搭乗員の目は一つになって︑海の上へ焼

った︒﹁︿略V︒﹂機内に︑どっと喜びの聲が

たには來たが︑どこにも敵艦らしいものは

蔑した地謡まで來たには來たが︑どこにも

へ飛び立つた︒進むに從って空は明かるく
だんうん
空は明かるく︑眼下に翌々と︑白い断雲が

て︑大編隊は︑敷隊に分れて次々に南へ飛
︑唱題に分れて次々に南へ飛び立つた︒進

略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂訓示に答へるやうに︑全員

員は︑燃料積み込みに大わらはである︒全

ねんれう

こそはと︑だれの目にも︑固い決意がひら

てるる︒めざす地鮎に來て︑雨をついて雲

︒シンガポール軍港にみる英國東洋艦隊旗

略﹀︒﹂といって︑目に涙をためながら︑じ

すっかり明かるい心になって︑學校から飼
︑ラジオの前で戦況に聞き入ってみた︒﹁︿

光榮ある大きな時代に生きてみるのである

しい國生みのみわざに︑はせ参じてみるの

照大神が︑尊顔風乾にくだしたまうた神勅
︑この國土をお生みになったことを考へた

533109663322821351032108654

きやく
望遠鏡が︑三脚の上にのってみる︒﹁︿略﹀

十374 らかではない︒一面にざらざらしたやうな

十491圖らたちの垣根越しに︑ふとほほ笑んで︑
十494圏くつとおや指を皮に突き立てたら︑しゅ
十499圖見た︑今は部隊長になって︑戦地へ行つ
十515圏朝︑窓ガラス越しに︑林が黒い︒からか

十396 れる部分ですが︑月には水が一しっくもあ

十394 く見なさい︒月の中に薄黒い︑大きな四十

十3810 百メートル︑高いのになると八千メートル
はんてん

見える︒﹁月の顔には︑ずるぶんあばた

す

十375 ︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を思は

＋4710図
ならず︑遠く海外にも傳はりて︑名工の

十471図お︒﹂と力ある聲に叫びて︑立ちあがり
十474図 ︑↓枚の皿を爾手にささげて︑しばしか
十474図て︑しばしかま場にごをどりしぬ︒日量二
ありた
十476図年前︑肥前の有田に出でし陶工なり︒か
十478図る陶器を製作するにいたれり︒その作品
十479図は︑ひとりわが國にもてはやさるるのみ

はち

十3910 つたものでせう︒月には水がないといひま

十377囹

十402 いった︑この地球上に見られる巨象現象は

十413 きっと眞黒に見えるに違ひない︒ごつごつ

十524

十407 暑さ︑夜はその鉗子に︑ひどい寒さであら

十414 火山が︑到るところにそびえて︑それが眞

十52図びて行く︒ 帝國来園に宣戦を布告す

十529囹米英軍と職闘状態に入れり︒﹂といふ臨

十411 のがないから︑太陽に照らされた部分は︑

十414 ︑それが眞黒な大空に突つ立ってるるとし

われ日本人が永
︑久に忘れることのできな

十419 ぐらみな地球が︑天にかかって見えるわけ

西太平洋に決戦の火蓋

に英米軍と戦闘状態に入る

それでみて︑底の底には︑何か不安な氣持

十52図
十533

ました︒朝禮の時間に︑校長先生から︑戦

十52図

十538

十421 です︒かういふふうに︑月の世界は︑いは
十426 く離れられないものになってゐます︒こら

十541園

十424 める光が︑われわれに大きな慰めを與へる
十427 句でも︑詩でも︑月に關するものがどんな

た米倉︑及び英國に封して︑日本は敢然

十427 に多いか︒月の世界に都があって︑そこで

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋
64 64 64 63 63 62 62 62 62 62 62 61 61 61 60 58 57 5了 57 56 56 56 56 56
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︿略﹀︒﹂といふ感じに愛る︒直立して︑こ

︿略﹀︒﹂機内絡立ちになり︑﹁萬歳︒﹂を連

残しただけで︑海中に沈没した︒﹁︿略﹀︒﹂

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
82 82 82 82 82 80 80 80 80 了9 79 79 79 了9 了8 了8 78 77 7了 77 了6 了6 了6 了6 了5 了5 75 75 75 75 了4

︑心の中で深く爾親にわびた︒佐吉の考へ
も︑決してゆるがせにしてはおかれない︒

らである︒前日︑壁に残ってみる揮のあと
＋8310

十836 ︑爾軍の砲弾のために︑影も形もなくなつ
十838として使用し︑屋根に大きな赤十字旗をひ

べい

十841聞紙で張り︑會塵室に當てられた部屋には
十841室に當てられた部屋には︑大きな机を用意
十843た乃木將軍は︑陣中にふさはしい會見所の
十844はしい會見所の情景にほほ笑んだが︑壁に
十844にほほ笑んだが︑壁に張ってある新聞紙に
十844に張ってある新聞紙に︑ふと目を注いで︑
十849は︑わが激しい攻撃に守備しきれなくなつ
十851軍はこの旨を大本螢に打電し︑翌日︑坐臥
十855図團
しところ︑陛下には︑將官ステッセル
くんこう
十856図団
ルが祖國のために書くしたる動功をよ
つ の だ
十858茅垣は︑津野田参謀に命じて︑この聖旨を
十859聖旨を傳達することにした︒命じられた津
十861 ッセル赤軍は︑副官にいひつけて︑軍刀と
十864は︑これをロシヤ語に課して傳達した︒あ
十868園
どうぞ︑乃木大営にお願ひして︑陛下に
十868園
お願ひして︑陛下に厚く御室を申しあげ
十871図團
大君の恵みの露にうるほひにけり と
十874この時である︒四日に︑乃木將軍は︑ステ
十874は︑ステッセル建軍に︑ぶだう酒や︑鶏や
じゃう
十875城してみた將士たちに︑このおくり物がど
十878るた︒十一時十分前に︑ステッセル將軍が
十878 ッセル將軍が會見所に着いた︒白あし毛の
くコリ
十879いた︒白あし毛の馬に︑黒い鞍を置いて乗
ぐわいたう
十879乗ってみた︒その後に︑水色の外套を着た
十881塀で園まれた會見所に入り︑片すみに生え
十881見所に入り︑片すみに生えてみたなつめの
十882えてみたなつめの木に︑その馬をつないだ
ばくれう
十884 ︑下名の幕僚とともに到着した︒乃木將軍
きんしくんしやう
十886着に白のズボン︑胸には︑金鶏動章が掛け

きっと困る時が罵るに違ひない︒それには

軍とが概見することになった︒會見所は︑

す光景は︑見るからに牡観である︒流れ出

工業國として︑世界に乗り出すやうになつ

この自動織機の出現によって︑日本は︑あ

ふ光榮が︑かれの上にかがやいた︒この自

おいて︑佐吉のものに及ぶものはなかった

結果は︑惜しいことに佐吉の負けであった

皇すゑつけて︑一年にわたる嚴しい比較試

てるるかを験すことになったのが︑この年

治三十八年は︑佐吉にとって忘れることの

の力から︑機械の力に移すといふ︑多年の

すぐ動力機械の製造にとりかかった︒人の

しかも︑かれはこれに満足せず︑すぐ動力

織機は︑盛んに國内に使用されるやうにな

て行くふしぎな機械に目を見張つた︒﹁︿略

そく︑その組み立てに取りかかり︑苦心の

ために︑すべて木材によって︑こまかなと

ができなかったために︑すべて木材によっ

さは︑ひしひしと身にせまって堪る︒しか

れて︑だれ一人相手にさへしなくなる︒貧

佐吉は︑一軒の納屋に射ちこもって︑一心

へ毎日通った︒銀色に光ったたくさんの機

たま︑そのころ東京に博覧會が開かれた︒

どきさうもない空想になりがちであった︒

校を出ただけのかれには︑ややもすれば︑

復するやうな仕組みになるだらう︒更に進

るが︑これを人の手によらず︑機械の力で

るに違ひない︒それには︑どうしても︑織
ひ
った︒よこ糸は︑仔によって︑右から左︑

364331875288761633109764329762218

十651 型爆弾が︑レパルスに吸ひ込まれるやうに
十652 ︑みごとに後部甲板に命中する︒こげ茶色
くわえん

十653 こげ茶色の煙とともに︑火焔がぱっともえ
十655 つて︑二度めの爆撃に移る︒と︑この時︑

十657 隊は︑たちまち二隊に分れた︒一隊は右か
十661 の破片が︑海上一面にしぶきを立ててみる
十666 みごとにウェールズに命中して︑胴腔から
十667 あがった︒と見るまに︑機は艦橋をすれす
十676 放ってその右舷前方にさしかかった時︑機
十677 きながら︑火だるまになって自爆した︒そ
十677 爆した︒それと同時に︑魚雷はウェールズ
十6710 の雷撃機隊が︑次々に現れて攻撃にかかる

十687 起き直った︒さすがに︑不沈をほこるだけ

十6710 ︑次々に現れて攻撃にかかる︒深手を負つ

十6810 五百メートルの海上にある︒艦はすでに火
十692 が一機が︑火だるまになる︒その自爆と同
十692 る︒その自爆と同時に魚雷がレパルスに命
十698

十692 時に魚雷がレパルスに命中する︒績いてま
十698 直立して︑この勇士に別れを告げた︒高角
十704

十6910 パルスの水兵が甲板に倒れてみる姿が︑は
十706

十707 の歓喜を胸いっぱいにいだきながら︑われ
十716 ︑傾いたウェールズにぴたりと横着けにな
十716 ズにぴたりと横着けになった︒そのとたん
十7110 ︒あたり一面油の海に︑南の太陽が︑きら
十727 上空を飛んだ︒直下には︑何事もなかった
とよだ

十733園やつだ︒男のくせに︒﹂豊田佐吉は︑村
ある︒﹁︿略﹀︒﹂村中にこんなうはさがひろ

十744 吉をよその大工の家にあづけてしまった︒

十738

十746 てしまった︒この間に立って︑佐吉を働ま

83

が︑﹁翌翌のために託っては來たが︑今

渡り︑向かふの岸に打ちあげたり︒梶原

たれば︑貫一文字にさっと渡り︑向かふ

十川9図 丈ばかり離れたるに︑ゆらりと飛び移る

十相9図義経︑長刀をわきにかいはさみ︑みかた

は︑いつも重忠にこそ助けられんずれ
︑太刀を抜いて額に撃て︑大音聲あげて

らんとするところに︑後よりむっと引く

りて︑向かふの岸に着きにけり︒打ちあ

岸より敵の放つ矢に︑畠山︑馬の額を射

十⁝⁝5図略﹀︒﹂とて︑小舟に乗り︑教纒の船に並

十麗9図 大力の者︑おのれにおとらぬ家來一人と

あ
十麗8図 なかりけり︒ここに土佐の國の住人︑安

十麗6図國組んで生け捕りにせよ︒寄れや︑寄れ

十穐5図圓

十㎎4図 ひろげて船の屋形に立ち出で︑大音聲あ

十槻1図 る︒教纏︑早わざにはおとりけん︑績い

て︑﹁源氏の方にわれと思はん者あら

んだち︑助け船に乗らんとて︑みぎは

十稲5図 に乗り︑教経の船に並べて乗り移り︑太

十冊7図 を見て︑まつ眞先に進みたる安藝の太郎
十佃9図

次郎を︑右．のわきに取ってはさみ︑一し

十佃9図 太郎を︑左のわきにさしはさみ︑弟の次

﹁みん﹂と讃むほかに︑﹁くに﹂﹁たみ﹂と

で讃みますが︑漢字にはいろくな黒み方

ゐらせ候へ︒敵に後を見せたまふな︒

面桝9

十榊7

十価4 とばで︑それを漢字に當てて讃んだもので

つて返し︑みぎはに打ちあがらんとする

十恥5 ばを︑漢字の﹁生﹂に當てて並んだもので

に音と訓があり︑中には︑音訓にいろく

十桁8 にはあります︒漢字には︑このやうに音と

十帽5

あり︑中には︑音訓にいろく種類があっ

さては汝のためにはよき相手ぞ︒名の

て見れば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指

十柵8

十柵7 す︒このやうに︑訓にも︑音のやうに二つ

に入れたる笛を腰に指しみたり︒﹁︿略﹀

十柵8

ベて︑温みならはしによってきまるのです

も首を取って人に問へ︒見知りたる者

て大將義臣の見参に入れたれば︑見る人

十佃一

十王9 が書き表された場合には︑どの漢字もすべ

を流しけり︒のちに聞けば︑平の甲南の

二曲2 の姓名や︑地名などには︑おのおの特別な

も︑勝つべき軍に負くることあらじ︒

盛とて︑生年十七にぞなりにける︒能登

十佃4 たちが漢字を讃む時には︑このやうにいろ

の

との

しんぢゅうなごん

ます︒また︑ことばによっては︑﹁重箱﹂﹁

持って︑敵を散々に射れば︑源氏のもの

十柵5 うな漢字の音と訓とに注意して︑その場合

つねもり

刀︑大長刀を左右に持って︑散々になぎ

おほなぎなた

右に持って︑散々になぎ倒す︒新中納言

十二7園 せたもので︑木地に︑すき間や︑きずを

主人に案内された塗り物の

十佃5 注意して︑その場合に慮じた︑正しい讃み

十重8園 きずをなくすために︑かうしてつめてゐ

﹁さては︑大將に組めとや︒﹂とて︑

きちがへて︑教纒に組ませず︒されども

まはる︒義経︑目にたつさまはしたれど

十二3

一枚︑はけでさび色に塗って行く︒﹁︿略﹀

りけん︑義経の船に乗り直り︑あはやと

十⁝⁝1

見て︑教纏のもとに使者を立て︑﹁︿略V

じくは直筆が手にかけ奉って︑のちの

らんとするところに︑熊谷︑波打際にて

く︒かかるところに︑もえぎにほひの甲
︑連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

vと思ひ︑細道にかかりて︑みぎはの

ばれ︑よき大古に組まん︒﹂と思ひ︑

図要証図図図図図図図図図圏書舗『図圏『『『圏圏『圏翠『解

十892園

十892園 は來たが︑今開城に當って閣下と會慨す
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十893園 することは︑喜びにたへません︒﹂とあ

十896園 ひに開城することになり︑ここに閣下と
十896園 ことになり︑ここに閣下と親しくおあひ
しんぱう

十903園 を離れないえらさに︑すっかり感心しま
十906園 り績けた辛抱強さには︑敬服のほかあり
えうさい

十908園 十八サンチの砲弾には︑弱りました︒﹂﹁

十911園 要塞も︑あの砲弾にはかなひませんでし

十922盗人ですか︒短期間にあれほど進むとは︑
十924圓 わが二十八サンチにも驚かれたでせうが
十933園 した︒祖國のために働くことができて︑

十925囹 から泳いで來るのには︑着くらひました

十935園︑さぞ喜んで地下に眠ってみることでせ
十942囹 馬がすきで︑旅順に四頭の馬を飼ってゐ
十946園 ては︑今日の記念に︑閣下にさしあげた
一慮

十947囹 日の記念に︑閣下にさしあげたいと思ひ
十952囹 すぐいただくわけにはいきません︒

といふ日本一の馬に乗りたれば︑眞一文

〉。
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10了

10了

108

108

1皿9

十955囹︺私から物をお受けになるのが︑おいやな

6421054248

109

十963囹 の墓は︑あちこちに散在してみるやうで
十964園 はなるべく一箇所に集めて墓標を立て︑

よしっね

しげただ

々木殿︒水の底には大綱あるらん︒心

︒佐々木︑その間につとはせぬいて︑川

郎高綱なり︒人目には何とも見えざりけ
︑梶原は︑佐々木に四五間ばかり進みた

たかつな

つわを並ぶ︒ここに平等院のうしとら︑

びやうどう

髭九郎義纒︑川端に打ち出で︑水のおも

十976 テッセル將軍は愛馬にまたがり︑はや足を
ひ
島々に灯をともしけり春の

十十十十十十十十十
102 102 101 101 101 101 100 99

109

110

110

110

110

110

110

111

111

111

重忠︑生年二十一になりけるが進み出で

図図圏図図図図図薄

刀を抜いて馬の足にかかりたる大綱ども

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
111

十984図圏
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を開いた︒上下二段にわかれた戸だなで︑

十伽6園 がなかなか塗り物には大切なものです︒
十伽8 二階へ行くと︑そこにも︑だまって塗り物
十捌2 作った細い筆で︑漆にまじったごみを取つ
十梱6園 いのです︒塗り物には︑ほこりが禁物で
十桝8 話は︑中塗りのことになる︒﹁︿略﹀︒﹂
十拠1囹 も︑表と裏と同時に塗ることはできませ
十槻5
さういへば︑そばに積まれた中塗りの盆
＋擢−〇

十榴1 かれた戸だなで︑中にはわくが仕掛けてあ
ふんどう
十旧7 なるほど︑室の横雨には︑重い分銅のつい
十榴8 のと同じやうに︑目に見えないくらみゆつ
十桝1囹 です︒漆が乾く時には水分を吸牧します
しつど
十悩5園 るだけ温度と淑度に張りのない土藏が選
十桝8
主人の話に感心しながら︑上塗
十協6 が︑みなさんの周園には︑どんな塗り物が

＋㎜−〇

がう

や

し

壕と︑椰子の木かげに見えがくれする灰色

131

131

131

132

132

132

132

132

133

133

133

133

134

134

134

134
134
135
1訪
136
1訪
13了
13了
13了
13了
13了
137
13了
13了
1詔
1詔

十拠5図面 松の葉の色ごとにむすぶ白露のおきて
十伽8図面 多し障子のぞとにひねもす聞ゆ
十所3敵情 行く夏草の野路に
や な
十梛5図圃 き力の地ひびきに家鳴りとよもす秋の
十桝7図圏 つが力なく障子にはひて日はしっかな
十桝9図魍 立ついくさの前に火も水もなし
十伽1 るやうな音響とともに︑ 黒煙は天に立ちの
十伽2 とともに︑ 黒煙は天に立ちのぼった︒わが
十伽7 輸送船からも︑ 波間に浮かぶ舟艇からも︑
十柵3 はなせと聲をかぎりに叫び績ける︒ しかし
十柵6 どり着くと︑ 目の前に屋根形に張られた鐵
十髄6 と︑目の前に屋根形に張られた鐵條網が︑
十㎜7 ぎつてみる︒その後には︑とげのある古曲
十㎜8 らされ︑更にその後には︑屋根馬の鐵條網
ざんがう
十㎜9 メートルほど後の方には︑帯のやうな墾壕

十梱4 夕立の中で︑波打際に経つ伏したまま︑兵

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
1詔
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身を埋めた︒砂の上には︑銃劒だけが残つ

ほった︒そのくぼみに頭をかくし︑肩をか

十八7 私は︑注射をして脈に注意してゐましたが

十柵6

十柵6 に悪くなって︑全身に冷汗が流れ︑目のま

︑手のとどくところにせまった︒突然︑網

十柵9 なったので︑軍署殿に知らせました︒軍署

十柵3 の何でもない身振りにも︑うかがはれます
高取10

十五8 ませう︒それと同時に︑全身の歪力は︑な

ぬいたこの勇士の頭に︑最後にひらめいた

の聲の終らないうちに︑またしても︑績け

宵番の人が起しに來た聲を聞いて︑早

よひばん

十圃1 の勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑二
十幽4

十柵4 を聞いて︑早く白衣に着かへて︑病室へ行

斗酒8 たへなへなと︑寝床に︑からだがたたまつ

写糊3 たんに︑私の頭の中には︑病室で苦しんで

さくれつ

底で︑砂といっしよに堅く銃身をにぎりし

写糊3

十柵9 ました︒靴下は︑横になったままで︑どう

た︒砂にまみれ︑血にまみれて突き進む皇

十欄8 着てゐました︒内地に着きさへすれば︑完

二本は折れて一本足になってみるので︑な

毛布を脱いでみる人に︑そっと掛けてあげ

十備7 つた︒宗治は︑城下にたてこもってみる五

十惚3 ちに毛利方を攻めるに違ひない︒主家を守

亭襯9 た高松城が水びたしになるのも︑間はある

十襯9 この水ならば︑平地に築かれた高松城が水

す

き進む皇軍將士の前には︑錘壕も︑トーチ

十襯8園

十襯1 私は︑もう船の動揺にもよろめかない足取

出ました︒深夜の空には︑ちりばめたやう

十網8 た︒自分と生死を共にするといってみると

い

ます︒だまって椅子に腰をおろしてみると

た︒今まで︑船よひに苦しんだことのなか

十島9 へ︑この水で見殺しにすることはできない

十備9 ことはできない︒中には︑女も子どももみ

十幽1 ないと思った︒軍勢には︑ちっとも驚かな

十襯1 い宗治も︑この水勢には︑はたと困ってし

つひ患者といっしよになって︑吐いてしま

十備2園 はぬ時は︑城を枕に討死せよといふお心

十桝7園 があったら︑すぐに行くがよい︒どうだ

︑﹁この際︑秀吉にくみして身を立てよ
まひさうです︒夕方になると︑海はますま

十桝6園

十桝4 柴秀吉と軍を交へるにあたり︑輝元のをぢ

來ました︒重い患者には︑船の動揺が禁物

十備7囹

十衛5 與へるから︑みかたになってくれないかと

が︑﹁だれが二君に仕へるものか︒﹂と︑

物です︒牧画する時には︑さほどとも思は

響きのほかに︑船腹に當る波の音がものす

てある吸ひがら入れに︑吐く音が聞えます
︒機關の響きのほかに︑船腹に罹る波の音

って︑ところどころに置いてある吸ひがら

も︑これくらみの波に負けるものかと︑と
︑はめ板や︑手すりにっかまって支へなが

私は︑船の勤めば話に聞くほど苦しいもの

とうとう︑水攻めにするつもりだな︒﹂

きと震動が︑からだに傳はつて來ます︒少

ありません︒とたんに︑私の頭の中には︑
うにもろかった︒砂にまみれ︑血にまみれ

炸裂し︑あたり一面に︑砂ぼこりがたちこ

に手に持って︑次々に鐵條網へいどみかか
︑五條網の向かふ側に︑砂を盛りあげなが

たしても︑績けざまに二つの轟音がとどろ

うな爆音といっしよに︑砂煙が︑あたりを

︒そのとたん︑天地にとどろくやうな爆音

が流れ︑目のまはりに黒いかげができて︑

らのやうに全身を砂に埋めて︑十センチ︑

432107766431エ0524984441085388542876

すぐれた城主︑これに從ふ五千の將士︑た

十燭9 かうした宗治の態度に︑秀吉はいよいよ即
＋掘−〇

ふなばた

満とたたへた水の上に︑舷を並べた︒﹁︿略

十描2 った︒すると︑秀吉に︑高松城水攻めの計
十備4 指圖をした︒夜を日に纒いでの仕事に︑さ
十禰4 を日に辛いでの仕事に︑さしもの大堤防も
十備6 降り績く梅雨のために︑城近く流れてみる
十備8 あった︒それを一葦に流し込んだのである
十帽3 で封陣した︒その間にも︑水かさはずんず
十㍑4 城の石垣はすでに水に没した︒援軍から使
十㍑5園 ﹁一時︑秀吉の軍に降り︑時機を待て︒
十術6 つたが︑そんなことに慮じるやうな宗治で
ゑけい
十粥1 恵環を招き︑秀吉方にその意を傳へた︒和
ほんのう
十幣4 ︑信長は本能寺の攣にあった︒これには︑
十蘭4 の攣にあった︒これには︑さすがの秀吉も
十柵5 いた︒さうして恵顔に︑﹁︿略﹀︒﹂といった
十柵6園 に︑﹁もし今日中に和睦するなら︑城兵
十粥6囹 の命は︑宗治の首に代へて助けよう︒﹂
はるよし
宗治には︑向井治嘉といふ
十糊5
十欄3幾 さい︒私は︑お先に切腹をいたしました
十欄5 嘉の腹は︑眞一文字にかき切られてみた︒
十欄6囹 じけない︒おまへには︑決して犬死をさ
かいしゃく
十削7 といって︑涙ながらに介錯をしてやった︒
いつのまにか︑夜は明けはなれ
十樹1
十棚4 を期して︑城をあとに︑秀吉の本陣へ向か
十棚6 五人の部下が︑これに從つた︒向かふから
＋堀−〇

歩軍9

秀吉は︑それを上座にすゑて︑﹁︿略﹀︒﹂と

十㎜2

十㎜1
りの萎畠は︑しらがになった︒たべる物が

畠の土が︑ぽこぽこに乾ききってみる︒黄

﹂農夫たちは︑口々にそんなことをいった

かった︒﹁この村に︑きっと不信心者が

十蹴5

さんも︑いっしよに行きませうね︒﹂

子のことを思ひ︑倉には︑ほとんど物のな

十矧7園

十㎜7囹

十㎜9

を流れてみる川の音に︑耳をすました︒一

いふのだ︒干ぼしになっても︑ここを離

も︑みんな水びたしになって︑くつれてし

十鵬10園
十川4

︑夜具をかつぎ︑手に萎粉と塩をさげ︑妻

しまふのだ︒﹁水には︑かなはない︒立

十川7
十脳8囹

三筆9

う︑こんなところには來ないね︒おとう

農夫の群が︑あちらにも︑こちらにも︑雨

十脳12園

あちらにも︑こちらにも︑雨に打たれて動
も︑こちらにも︑雨に打たれて動いてみた
やうに︑ざあっと畠に降った︒作物は︑ひ
ねを刈りあげるたびに︑こんなひとりごと
︒庭へ出した机の上にな
︑し
梨やぶだうを供へ
かざった︒らふそくには︑火がともった︒

愛甲
である︒もし︑血管に少しでもさしさはり

は︑しみじみと幸福にひたった︒二

ないやうに︑交通路に故障が起れば︑國の
まちとどこほることになる︒殊に支那のや

大切である︒交通路には︑星雲があり︑自
は︑約二萬六千キロにもなるといはれる︒
そん

ちみき

におびただしい重字にのぼるであらう︒こ
られたわけも︑ここにある︒愛路村といふ

も望めない︒北支那に愛路村といふ地域が

内のところを︑これに當ててるる︒愛路村
である︒愛路少年隊には︑十一歳から十七

210
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210
210
210
211
211
211
211
212
212
212
213
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213
214
214
214
215
215
215
215
215
215
216
216
216
217
21了

十湿2園 をたがへずおいでになり︑御殊勝に存じ
ろうじゃう
十湿4園 した︒﹁長い篭城に︑さぞお氣つかれの
十齪6 は︑酒さかなを宗治に供へた︒﹁︿略﹀︒﹂主

11010873111987421267333

當ててるる︒愛路村に住んでみる青年は︑

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

217
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20了

20了
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208

208

208

208

209

209

209

209

209

209

＋醜−o囹 ﹁この世のなごりに︑ひとさし舞ひませ

十三2 めた︒五人も︑これに和した︒美しくも︑
こけ
十旧5図圃 の名を高松の苔にのこして と僻世の

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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みんな黒塗のよい顔に︑國防色の制服を着

げておき︑その塾側に分銅をつるしておく
︑自然に分銅がどらに要る︒﹁ボーン︒﹂と

ふんどう

でみる︒前の荷の上に︑小さなどらをぶら

なものを持ち︑片手には鐵棒をにぎってゐ
︑もう頭をつるつるにそられてるるのであ

でやって見る︒片手には︑大きな毛抜きの

みるのである︒物音には︑いろくなもの

潜るいろくな物音に︑耳を傾けたりして

の少ない胡町の町場に︑子どもたちがたむ
しり
を走ったり︑地べたに尻もちをついて︑穴

んでみる子どもたちにとっては︑かけがへ

同ではあるが︑ここに住んでみる子どもた

ば︑胡同は一本の管になって︑どこからど

つから高い土塀績きになってみる︒あまり

北京の町には︑胡同が網の目の

べきん

が三人︑あの墓地にlI﹂と叫ぶやうに

であった︒あくる朝になって︑始めて目を

しまった︒この物音に驚いて︑村の人たち

が︑楊少年の肩や背にあたった︒少年は︑

みた︒すると︑そこにかくれてみたあやし

年は︑﹁自分の村に起つたことだ︒どう

た︒折悪しくあらしになって來た︒がけを
︑父親を深い谷あひに落してしまった︒か

これに代って見張りに出かけた︒折悪しく

少年の老父が︑これに代って見張りに出か

線路の上に二王立ちになり︑持ち合はせて

んで來る︒このままにしておけば︑列車は
︒少年は︑線路の上に二王立ちになり︑持

つけた︒急いで本隊に報告しようと思って

である︒愛路少年隊には︑次のやうな美談

帯びて︑受持の場所につく︒あれほど廣い

42263311108421！072641116386551212119842
園
罷

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

い音をたてる︒どらにも大小さまざまがあ

十﹁79

十﹁79

た杖を︑母宮殿下におあげになった︒そ

王は︑お持ち熱りになった杖を︑母宮殿

十一77囹

母宮殿下におあげになった︒それをお受

十一137図国

十一136図團

十一134

十一133

將兵一同感激にたへず︒﹂第一線か

迎ふるの馬腹に浴す︒將兵一同感激

でるた︒王のお情に︑心からお禮を申し

︑王の御宿舎の前には︑蒙古の住民たち

れは︑おみやげにと思ひまして︑求め

らでも︑その打ち方によって音が違ふ︒﹁︿

十﹁79

ごあいさつ

蒙彊の地へ御出征になる︒その最後のお
ごあいさつ

その最後のお別れに︑母宮殿下に御挨拶
別れに︑母宮殿下に御挨拶を申していら
﹂王は︑母宮殿下にじっと御注目になり
下にじっと御注目になり︑敬禮をあそば

ていさつ

度ふり返って御覧になった︒砲煙揮雨の

に︑ひたすら光榮に感激して︑勇氣百倍

我の景況を御偵察になって︑作職の御指

なわ

で帝都は夜のやみにとざされてるた︒そ

つぎの車は︑御殿にお着きになった︒正

輪の御殿へお進みになってみた︒午後八

は︑御殿にお着きになった︒正門の前に

のおいひつけ通りになさったのであらう

なった︒正門の前には︑お四つでいらっ
がい
丸の小旗をお持ちになって︑父宮の御側

の御居間︑櫻の間にまつおはいりになつ

間にまつおはいりになった︒王が幼年學

その御居間で︑神におなりになった王に

北海道からお編りになって御挨拶をなさ

おなりになった王に︑母宮殿下は︑母君

間で︑神におなりになった王に︑母宮殿

君としての御慈愛に滋⁝ちたお迎へのおこ
︑親しくおかはしになったのであった︒

かづらに取りつき岩の上を傳

れば︑錦の御筆に日月を金銀にて打つ

十一176図いはず︑
十一179図

十一182図

十一1710図渡り︑そのかげに甲武者三千饒人︑か
十一1210

︑矢ざまのかげには︑射手とおぼしき

十一179図けたるが︑天日にかがやき渡り︑その
で︑目をおさましになった︒﹁︿略﹀︒﹂お

校の制服をお召しになった北白川宮永久

十一132

﹂と︑おつきの者にそれをお渡しになつ

十一1810翌翌

み の
めたり︒前陣に進みたる旗は︑美濃

の藥をお取り出しになった︒﹁︿略﹀︒﹂と 十一189図黒くも一天の君に命をささげまみらせ

︑母宮殿下の御前にお立ちになった︒﹁︿

十一132者にそれをお渡しになった︒翌朝︑王の 十一194図﹀︒﹂といふままに︑三人張りの弓に十

寝のゆめをお結びになってみたが︑あた

の中で自然の美しさにひたり︑人情の温か

十一121

とやさしくお問ひになった︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

下の御前にお立ちになった︒﹁︿略﹀︒﹂

十一1110

あちら︑こちらに川波が光りだした︒

十一126

もち御頭をおさげになって︑御答禮をあ

に王のお顔を御覧になり︑心もち御頭を

ら飛行機でお錦りになった王は︑武官の
︑今飛んでおいでになったはるかかなた

それが︑見てみる人にはかへっておもしろ

それをお受け取りになった母宮殿下は︑

大勢集る︒まるく輪になったその中で︑猿

十一81

むさしの

からだは︑お上におささげ申したもの

動の姿勢でお立ちになった︒母宮殿下は

︑母宮殿下の御前に不動の姿勢でお立ち

よささうにお眺めになった︒三

は︑さぞお困りになったことでありま

︒﹁雨で︑殿下には︑さぞお困りにな

家の軒先にお立ちになった︒御軍帽のひ

一軒の農家の軒先にお立ちになった︒御

日も武藏野を縦横にかけめぐりながら︑

早書豫科を御卒業になった王は︑士官候

空が︑武紫野の上におほひかぶさってゐ

︑にっこりお笑ひになった︒二

やさしく王を御覧になって︑にっこりお

てるると︑永久に手を引かれてみるや

十一82園

4

十一113

十一113

十﹁109

十一109

十一108

もうきやう

十一106囹

十一105

十一104

十一101

十一96囹

十一96囹

十一93

十一93

十一89

十一88

十一87

十一84

十一84

ものでは︑このほかに影給がある︒日暮れ
ぶたい
時の胡同の当場などに︑影給の舞塁をこし
たちは︑あわてて家にもどって行ったりす
く略﹀︒﹂と歌ふ︒秋には︑なつめ費りもや

と︑管のやうな胡同には︑それがふしぎな
ふべん

いってもいちばん耳に親しいものは︑水を

車の音であらう︒水に不便な北京城内では
りやうみ
なんきん

vが響く︒夏の日には︑この音が涼味を

かった明かるい夜空に︑南京玉のやうな星

がやいてみる︒胡同に面した家々の門には
れん
同に面した家々の門には︑聯が書かれてあ
その聯の美しさが心に刻まれて贈る︒隣り
になって行く︒正月には︑門の叫びらに︑

月には︑門の戸びらに︑眞赤な紙にめでた

戸びらに︑眞赤な紙にめでたい文字を書い
︑その新鮮なかざりに正月氣分を味はふ︒
はとぶえ
月氣分を味はふ︒春になると︑鳩笛が天か

鳩笛といふのは︑鳩に笛を結びつけて飛ば

てその笛が鳴る︒笛には大小があるから︑

があるから︑鳩が群になって飛んで減ると

十一

13

13

14

14

14

14

14

14

15

15

15

15

15

16

16
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16

16

︒暗黒色の流れにあふられ︑氷塊と氷

十一115

13

54333198621101096311098
16

限月にそ同がか％車いとくた時もそ大らい

〉。

55414
圃圏の。たがて鳩月

たが︑土塀の片すみにたまる︒ふはふはと
︒その鳴き聲が胡同に響いて料る︒あひる
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十一194図︑三人張りの弓に十三束三伏せの矢を
や

こらう

十一196図 町埋りのかなたに控へたる荒尾の九郎
十一1910図 彌五郎これを敵に見せじと︑矢面に立
十一1910図 見せじと︑矢面に立ちふさがりていひ

十一205図幽 の者︑甲の下に腹巻を重ねて着たれ
十一211図﹀︒﹂といふままに︑十三束三伏せ︑前
十一214図 ず︑兄弟同じ枕に倒れ重なって死にけ
ほんじやうばう

十一219図 め來たる︒ここに本性房といふ大力の

十一2110図︑かるがると脇にさしはさみ︑まりの
十一221図 三十︑績け打ちにぞ投げつくる︒敷萬

十一223図重なる︒さしもに深き挙々︑死人にて
十︻225図 團みて︑遠攻めにこそしたりけれ︒稻

といふのが︑相手に照して禮儀のあるい

私のをぢは︑大阪にをります︒姉は︑仕

をぢさんは︑大阪にをられます︒ねえさ

んは︑今日おいでになりません︒私のを

人の前へ出た場合には︑自分のことを謙

ん︑どこへおいでになりますか︒をばさ

お﹂をつけて敬語にするのである︒相手
︒相手のすることに︑﹁御﹂や﹁お﹂を

十一382

十一3710

品な尼さんが佛壇に花を供へて︑静かに

十﹁373 られてるます︒次にかかげる文章は︑源

十一371 ︑今日では︑世界にすぐれた文學として

十一3510

しく見える︒そばに︑二人の女がすわっ

十一375 も︑約九百年の昔に書かれた源氏物語が

十一3510

して遊んでみる中に︑十ばかりであらう

紫式部の名は一世に高くなりました︒式

そののち上東門院に仕へて︑紫式部の名

十一358 ︑不幸にも早く夫に死に別れました︒そ

︑りつぽな學者になるであらうに︒﹂

らない︒いっぱんに︑女は男よりもいっ

十一385

か︑白い着物の上に山吹色の着物を重ね

十一354園

て︑女の使ふ敬語には︑やや特殊のもの

十一388

廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るのが︑

ぶつだん

しば垣の内の僧庵に︑折から夕日がさし

そうあん

で用ひる物品などに製して︑﹁おなべ﹂﹁

十︻391

十︻389

逃したの︒かごに伏せておいたのに︒

あま

るものはいつぼんに使用されたりするが

ひさへすれば禮儀になると考へたりする

けさへすれば敬語になると思ったり︑敬

たりした︒お正月になった︒元日の朝︑

な子を慰めるために︑源氏は給をかいて

紫の君といっしよに引き移った︒源氏は

引き取られることになった︒あの乳母や

たった一人この世に取り残されてしまつ

年の秋おばあさんに死なれて︑たった一

しまった︒とたんに美しい髪が︑はらは

とうとううつ伏せになって︑泣き入って

さすがに子どもは︑じっと聞

りでしたよ︒今にでも︑このおばあさ

うあなたぐらみになれば︑もっともつ

らひだが︑それにしては︑まあ何とい

ふことは︑佛様に帯しても申しわけの

あなたは雀の子に夢中なんですか︒生

とも知れない身になってみるのに︑あ

つて︑雀をさがしに立って向かふへ行つ

てるたのに︒烏にでも取られたらどう

さうである︒そばにるた女の一人は︑﹁︿

19331187631083116418
園園園囹囹園 園 囹

明け行く月に敵の方を見渡せば︑

語の使用は︑禮儀にかなふとともに︑不
敬ふ錦心がことばに現れることが︑最も
る︒敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜
︑世界各國の言語にその例を見ないとこ

誠の心を表すためには︑最上の敬語を用
てるる︒わが論語に︑敬語がこれほどに
︑敬語がこれほどに襲達したのは︑つま
風が︑ことばの上に反映したのにほかな

して春の山べにねたる夜は夢のうち

の上に反映したのにほかならないのであ
夜は夢のうちにも花ぞ散りける
秋來ぬと目にはさやかに見えねど
白雲にはね打ちかはし飛ぶ

ねども風の音にぞおどろかれぬる
しらず

いりあひの鐘に花ぞ散りける
しみつ
道のべに清水流るる柳かげし
あきすけ

法師

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一228図
十一231図 沖四五町がほどに大船どもを並べて︑

十一236三園 を取って敵陣にのぞむ︒その志︑ひ
十︻238図説 んぜんとするにあり︒仰ぎ願はくは

十一242図夜の月の入り方に︑稻村が崎︑にはか
十一244図兵船も︑引き潮にさそはれて︑遠く沖

︑教養の高い國民にあっては︑暗唱を重

いねいにするためには︑ぜひとも敬語の

い︒まつ相手の人に着して尊敬の意を表

敬の意を表すために︑特別なことばを︑

に用ひてみることに氣つくであらう︒相

の動作を述べるのに︑﹁いらっしゃる﹂

手を尊敬するためには︑自分のことを謙

これも敬語のうちにはいる︒自分のこと
︑きのふの祝賀式にいらっしゃいました

秋風にたなびく雲の絶え間
兄より先に畳えてしまふほどで
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非常に大切なことになってみる︒特に︑
︒特に︑わが平語には敬語といふものが

535429886442

それが相手のためにする場合は︑私が御

27418552255331097543296531083296110
て圏瀦圏團慰撫厨〕て誠．｝磁器ひける蟹ら、私を諸々．樋
35

25

十︻244図 て︑遠く沖の方にただよへり︒ふしぎ
かまくら
十一2410図 たを︑眞一文字にかけ通りて︑鎌倉へ

十十十十十十十十十十十十

に一に
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しょだな

れを部屋いっぱいにひろげて︑人形遊び

に︑紫の君は源氏にいった︒﹁︿略﹀︒﹂と

ろげて︑人形遊びにいそがしい︒﹁︿略﹀

このおにいさんにも︑いい着物を着せ

︑御参内だ︒車にお召しください︒犬

て︑今一つの人形にも美しい着物を着せ

さんが︑よその人になってしまふのかし

た

の笑った顔が︑私に集ってゐます︒先生
げ

ってみると︑入口に下駄が何足も並んで

ます︒先生が︑私に何かおっしゃったや

も給も︑てんで目にはいりません︒ふす

ぼ︑よくねえさんにいろく教へていた

です︒どうぞ私に代って︑おとうさん

ばさんといつしょに︑車に乗りました︒

ラジオストックに向かはんとす︒わが

といつしょに︑車に乗りました︒その夜

十一552図

うつりよう

郷司令長官の命により︑おほむね欝陵
うつりよう

その部下とともに降服せり︒敵の司令

十一552図むね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが
十一559図

かげろふ

ともに一騙逐艦に移りしが︑わが駆逐

ひ︑幕僚とともに一駆逐艦に移りしが

十一561図︑きのふの戦闘に傷を負ひ︑幕僚とと
十一561図
さざなみ

十一561図

戦況報告の末尾にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂と

かに水雷艇三隻に過ぎず︒東郷司令長

わが艦隊のためにあるひは撃沈せられ

︒この爾日の戦に︑敵艦の大部分は︑

に捕らへらるるに至れり︒この墨隈の

十一562図漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑つひに
十一562図
十一564図

十一564図
十一568図
十一569図

し寄せ︑三方に火をかけ︑一方にて

の明けざる前に勝負を決すること︑

う︑以ての外に手荒き儀なり︒年の

戦の事は武士にこそ任せらるべきに

るべきに︑道にもあらぬ御燈らひ︑

黒馬に黒くら置いて乗った

寄せて︑風上に火をかけたらんには

義朝︑道理にやつまりけん︑その

︒まさしく父に向かって弓引きたま

あれ︒汝︑兄に向かひて弓を引くこ
︒爲朝︑﹁兄に向かって弓引かんこ

ば︑

も︑

まっしぐらに打ってかかる︒爲朝

れては父のために悪しかりなんと思ひ

思ひけん︑勝ちに乗って門の際まで攻

合ひけり︒ここに爲朝︑敵の勢越しに

朝︑敵の勢越しに見れば︑大將義朝は

十一653図國

十一653図圓

るや︑司令長官にたまへる勅語の中に

﹂と︒勝報上聞に達するや︑司令長官

ヨ
十一573図上 代神霊ノ加護二塁ルモノト信仰スル
サキ
十一574図圖 ナク︑襲難敵二封シ勇進敢戦シタル
タダ
ノ成果ヲ見ル一一及ンデ︑唯々感激ノ
十一575図國

十一577図

十一577図 まへる勅語の中に︑﹁︿略V︒﹂と仰せら
ヨ
ハ汝等ノ忠烈一一依リ︑祖宗ノ神霰ニ

さらば︑大忌に矢風を負はせ︑引き

て︑大將の前には親死に子討たるる

︑一騎が百騎に向かふとも︑つひに

矢吐きて打物にならば︑一騎が百騎

して︑敵御方に別れおはすらんか︒

の︑大きなる馬には乗ったり︑軍の下

︑祖宗ノ神曲一一封フルヲ得ルヲ澤フ

十一6410図圓
十一578図國

ヨロコ

十一578図國

コタ

は︑直ちに全軍に出動を命じ︑まつ小

全力を朝鮮海峡に集中してこれを待つ

し

十一583図男の︑目角二つに切れたるが︑紺地に

おき の し ま

し

艦隊を沖島附近にいざなひ寄せしむ︒
いっそうふんれい

を以て令を母艦にくだせり︒いはく︑

十一538図 離六千メートルに至りて始めて慮蝕し

十一535図 鈍なる敵の主力に當り︑片岡・出羽・

十一534図 上村艦隊とともに先頭なる敵の主力に

十一598図圓

十一597図圓

十一597図國

十一596図圓

十一593図圖

めて敵を滅すにも︑利を得ること夜

て強陣を破るにも︑城を攻めて敵を

度に及ぶ︒敵に園まれて強陣を破る

戦二十鯨箇度に及ぶ︒敵に睦まれて

を知らず︑中にもせっかくの合戦二

︑久しく鎭西に居住仕り︑九國のも

十一682図圏

十一678図圏

十一673図

十一671図

十一669図圓

十一667図國汝は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ

十一666図 綱かいくり爲朝に向かひ︑﹁︿略﹀︒﹂と

十一542図 弾は︑よく敵艦に命中して績績火災を

十一599図圓

得ること夜討にしくこと候はず︒さ 十一697ロロ凶圃︑道のほとりに︑つつましき 姿を

は

十﹁545図 ︒われは︑これに乗じてすかさず攻撃

十一5910豊国

で

十一548図 で沈没せり︒夜に入りて︑わが駆逐隊

十一601図國︑ただ今敵方に押し寄せ︑三方に火

を

ふかす

野はかがや

澄んだ青空に︑はけで輕くはいた

通す日影に︑はや夏の暑さをお

うれしく︑野に立てば

との板を筋かひに︑左の耳もとへぐざ

てつがふところに︑上野國の住人深巣

かうづけの

にておはす上に︑思ふところありて

十一549図 をくぐって敵艦にせまり︑無二無三に

十一706

十一549図 まり︑無二無三に攻撃せしかば︑敵艦

大臣頼長︑爲朝に向かひ︑﹁︿略﹀︒﹂と

よりなが

十一589図

十一587図︑かぶとを郎等に持たせて歩み出でた 十一665図︑後なる門の柱にぐざと突き立つたり

十一584図

十一655図國

十一577図

と

ひひて

十一532図郭 興磨此の一職にあり︒各員一層奮働

こうはい

奎獣服稀論理餐麩漢

。。あを寄る戦うのし

の朝合思れもば

60
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61
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十一657図圓

十十十十十十十十十十十十十十十十十
れたるが︑紺地に獅子の丸を縫ひたる

めより敵を近海に迎へ撃つの計を定め

544219765238551081
図図図図図図重
洛洛絡給ｮ圏圏圏圏圏
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45
45
45
46
47
47
4了
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た︒りっぱな書棚に︑たくさんの人形や
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図図図図図図
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園 囹

53

十一533図 に振るふ︒三笠に乗れる東郷司令長官

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

千メートルの高さに︑浮かんでゐます︒

はんてん

ざうり

けひをまっしぐらにかけ抜けて通る︒玉

もなく開き︑素足に草履をはいて︑露深
︑露深い草の小道におり立つ︒生き生き

すあし

しのびこむ︒首筋に水晶のはけがさはつ

さめない心のうちに︑山の夜明けだとい

い女性的な美しさに比べると︑積雲や︑

すばらしく厚い雲によって︑日光がさへ

千メートルの高さになります︒その頂が

すが︑入道雲の頂になると︑六千メート

白色または銀鼠色にかがやくのを見ると

ぎんねず

です︒強烈な日光に照らされた入道雲が

に積みあがった形に現れる白い雲は︑積

から︑まったく手に取れさうに見えます

二千メートル以下にある雲です︒雨の降

なく︑空いっぱいに薄黒くおほふもので

が︑ところどころに青空が見え︑雲の端

があります︒雨雲に似てゐますが︑とこ

んでゐます︒青空に︑薄黒い雲がみなぎ

メートルのところに浮かんでゐます︒青

と︑空一帯が灰色になって︑何だか頭を

たとへます︒青空に綿を大きくちぎって

はよく牧場の群羊にたとへます︒青空に

りぐっと大きな塊になって︑群生する白

に響いてみる場合には︑雨の近いことほ

雲は︑さばの斑鮎に似てみるのでさば雲
︑この雲の績く果に︑半月がうっすらと
りゅう
はれる雲で︑そばに黒い雲が龍のやうに

この雲です︒青空にうろこのやうに群生

た時で︑かさの中に星が見えれば天氣︑

けて來ます︒のちには︑ごく薄い︑白い

549841531095418526543633199622969
清らかな水を両手にすくひあげると︑こ

なつめたさが全身にしみとほる︒この水
ほほ
くと︑そよ風が頬にここちよい︒なら・

なった︒葉がふちに似た﹁ななかまど﹂

振るひ起す︒植物に︑愛つたものがある

映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒道はい
︑薄暗い中に銀色に光る︒道はいくぶん

らもれる太陽の光に映じて︑薄暗い中に

あげる風が︑はだに快く感じる︒そろそ

みる︒つい向かふに︑ぐっと見あげるほ

時々見おろす谷底に︑さつき出血した温

呼吸が︑前にも後にもはっきり聞かれる

はずむ呼吸が︑前にも後にもはっきり聞

かちりと︑杖が岩に鳴った︒前の人の足
︒せまい道の両側には︑大きなささが︑

た︒道はすぐ登りになる︒かちりかちり

うと鳴る激流の上に︑高い橋がぐらぐら

中奥温泉旅館の庭に勇ましく響き渡った

なかぶさ

の深山の朝の璽氣にふれるため︑私はこ

みやま

がった梢の先を天に向けて眞直に立つも

て︑朝の太陽の前に身じまひを正し始め

渡る︒この丸木橋に立って︑朝の太陽の

んで流れる水の上にをどつてみる︒危ふ

つた時︑いつのまにのぼったのか︑朝の

奥へと進んで行くにしたがって︑小川の

な山のお招きの席に︑しばらくは︑すべ

聲のごちそうを前にして︑しんせつな山

さのある小鳥の聲に混って︑太く口の中

る︒短い鋭さの中にも︑どこかやさしさ

ぐらした部屋の中に︑たたずんでみるや

てくれる︒夜明けに近い薄あかりが︑重

964366517533866484199653117642106
み﹂の花を︑道端に見つけるのが辞しみ

などを︑石川先生に教へてもらった︒か

88

88
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89

89

89

89

90

90

90

90

90

91

91

91

91

91

91

92

92

92

92

93

93

93

93

93

94

94

95

であった︒あたりにだんだん霧がわいて

vと︑先生たちにいってみた︒それか

とうとう合戦小屋にたどり着いたのが午

れがこの尾根を界に消散する︒それは︑

を︑﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ

くりひろげる景観に打たれて︑ぼくらは

姿︒ところどころに白雲がただよって︑
たかせ
となって︑その底に高瀬川の鳴ってみる

らう︒左端の穗高に績いて︑槍岳が︑そ

い景色を︑西の方に見渡したことであら

りながら︑ぼくらに叫んでみる︒やがて

小屋の右下の鞍部にたどり着いた︒﹁︿略

あんぷ

ら︑ところどころに残雪があった︒みん
︒つひに︑霧の中に近く山小屋を見あげ
せっ
きあげる︒足もとには︑かなり大きな雪

あった︒その間々に︑白い﹁はくさんい

手に見おろす斜面に咲き乏く黄色な花は

美しかった︒右手に見おろす斜面に咲き

飛んでみた︒行くにしたがって︑花は美

るのを見た︒眞夏に櫻の満開である︒﹁︿

﹁はひまつ﹂の間に︑高さ一メートルに
︑高さ一メートルにも足らない﹁たかね

蘭もところどころに咲いてみる︒どれも

らん

れからは尾根傳ひに︑なだらかな道が績

夢のやうに霧の中に薄れてみる︒ただ︑

石があった︒そばに腰掛が何垂かある︒

や廣く平なところに︑三角鮎を示す石が

けて︑山腹の斜面に︑低い緑の﹁はひま

の低い細い木が目につくやうになった︒

てるた︒いつのまにか大木が少くなって

の林が重く︒道端には︑ささがめづらし

急だつた︒霧の間に︑﹁さうしかんば﹂

〉。
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一972 後二時︑下山の途についた︒﹁山は闘い︒

十一969 た︒東も北も一帯に雲がとざして︑ぼく

十一96一 メートルの最高貼に立つたのである︒さ

十一959 れは︑大空の一角にそそり立つ御影石の

十一鵬6

十一価8

めた︒二人は戸外にたたずんで︑しばら

人と二人置へ散歩に出て︑薄暗い小路を

十一価4図魍

十一脳6図圏
富︒いで軍艦に乗り組みて︑われは

ながらに︒波にただよふ氷山も︑來

十一974 に︑きっとあの槍に登らうといふ希望を
十一柵10

十一町9

ある言挙のピヤノによりかかってみるの

十一鵬8園なんでせう︒私には︑もうとてもひけ

十一979 船が︑本島をあとに︑六百海里の北を望

人は︑不意の來客に︑さも驚いたらしい

十一974 して何年かののちに︑きっとあの槍に登

十一988 て行く︒思ひ思ひに沖へ快走してかれこ
十一⁝⁝1

が︑おもしろさについつり込まれてま

てるる︒そのそばにある奮式のピヤノに

十一9810 をさがして︑投網にかかる︒ぐっと速度 十一佃2園
十一993 日没のおそい北洋にも夕暮がだんだんせ

十一991 落しながら一直線に進む船のともから︑
十一㎜1

十一柵9

にきやうだいの耳にはふしぎに響いた︒

十一柵10

がやいて︑その身には︑にはかに何者か

十一期7 一萬尾に近い漁獲に船は満載である︒濃

十一梱7 も云いて︑一萬尾に近い漁獲に船は満載

十一棚2 る片端から︑海面にさざ波が起る︒網の

十一㎜9 長の聲に︑防水具に身を固めた若者たち

十一㎜9 ︿略V︒﹂船長の聲に︑防水具に身を固め

十一㎜6 のせま苦しい船室に︑しばしの夢が結ば

十一㎜5 ︒かうして︑北洋にただよふ小船のせま

十一㎜4 まま︑網もろともに︑夜明けまで潮のま

十一㎜2 めて︑網の綱の端につけた目じるしのう

十一9910園

十一備2

十一備2

十一柵1

十一麗7

十一

十一擢2

十一㎜6

十一柵5

十一柵4

十一㎜3

砕けるやうな調べに︑三人の心は︑驚き

に激し︑荒波の岩に砕けるやうな調べに

後はまた急流の岩に激し︑荒波の岩に砕

十一備1集って︑夜の芝生にをどるやう︑最後は

十一麗8

んじりともせず机に向かって︑かの曲を

︑ちやうど東の空にのぼる月が︑しだい
しばふ

やがて指がピヤノにふれたと思ふと︑や

︑再びピヤノの前に腰をおろした︒月は

を忘れて︑一同夢に夢見るここち︒折か

うっとりとして感に打たれてみる︒べ1

みるか︑かれ自身にもわからないやうで

音より妙を加へ神に入って︑何をひいて

腰を掛けて︑すぐにひき始めた︒その最

十一994 つて︑濃霧が一面に立ちこめる︒たまた
十一梱2

ベンはピヤノの前に腰を掛けて︑すぐに

十一996 ︒一種のあこがれに似たなつかしさを畳

十一棚8 れて︑太陽が洋上ににぶい光を投げかけ

十一網2

つて︑かの曲を譜に書きあげた︒べート

11了

︑野原へ花摘みに行った時のことが︑

て心の拝しい時には︑花の方から︑進

落ち着かない時には︑いくらいけよう

例へば︑何か氣にさはることがあって

第一線に近い宿螢に︑待機してみた時の
︒すぐ隣りの宿管にみた一人の兵隊さん

第一線に近い宿管に︑待機し

の貨物自動車の上に︑三毛猫がうずくま

た︒こんな之ころに猫がみるはずはない

と猫の鳴き聲を耳にした︒こんなところ

車は︑全部木かげにかくして︑敵の砲撃
︑敵の砲撃の目標になることを避けてみ

かし︑この道以外に部隊の進撃路はない

垂一得正確な射撃にみまはれる︒しかし

その観測所から手に取るやうに見えるの

は︑それがどの邊にあるか︑ほとんど見

ない︒まして平原にある友軍陣地からは

全量が熱帯の森林におほはれてみるので

る︒ナチブ山の頂には敵の砲兵観測所が

きつた大空のもとに︑ナチブ山が青々と

ながら︑長唄の音に耳を傾けてみた︒生

た︒そのうち偶然にも︑東京放送局から

んとおかあさんに︑よろしくお傳へく

くことができるに違ひありません︒そ

しい人の心の中には︑かうしたやさし

ると肩のところに︑野菊の枝をつけて

谷あひを長い列になって︑進軍して行

した︒青書の中に︑日本の兵隊さんが

ユース湖月を見に行きました︒映査の

きあがったものにも︑その時︑その人

11了

よ︒何を畳えるにしても︑そのもとを

のいちばんもとになるものですから︑

988432109775432197359619875422753
団漏話團團團下話団團川下團團
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1四
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122
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122

﹁水温は紅ますに適度︑潮の流れは飴

十一梱10 島山の峯を目當てに︑根蔭地へと波を切

十一桝2

大陸の氣候が私に合ふのかも知れませ

んからのお手紙にも︑そのことが書き
︑いそがしい中にも︑ずっと績けてや

なさい︒お手紙によると︑このごろま

ました︒その時にうつした窺眞を同封

團團團吾輩

122

この月の光を題に一曲︒﹂といって︑

十一撹3図圏 いそべの松原に︑煙たなびくとまや

84294

4囹

十一麗6図圃︒生まれて潮にゆあみして︑波を子
ふだん
十一欄2ロ凶圏 つくいその香に︑不断の花のかをり

しやく

鐵より

十一欄4図面 ︒なぎさの松に吹く風を︑いみじき
十一脳2図圏 いくとせここにきたへたる
しゃくど う

十一餌4図團り︒吹く潮風に黒みたるはだは赤
十一脳5図魍 赤銅さながらに︒波にただよふ氷山
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123

123

115

115

書16

116

116
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一餅8

天

でも︑サロンを腰に巻いてみる︒いはゆ

りである︒バナナに至っては︑その種類

あまいサオ︑一面にとげの生えた鬼の頭

かんでるる︒野原には︑山羊の群があち

そってみる︒運河には︑いろくな模様

て行く︒道は運河にそってみる︒運河に
もやう

景

おちあひなほぶみ

落合直文が︑元旦に門松をよんだ歌です
一

ぎ

自動車に乗って︑タンジョン

いふ意味で︑新年に持つわれわれ日本人

や

群があちらこちらにるる︒眞青な空には
にるる︒眞青な空には︑白い雲が光を帯
︒その緑の木かげにも︑山羊の群がたく

2n5
205

ことである︒古語には︑わが古代國民の

十一旧10 れといって︑夜中にやって來た︒夜︑燈
十一槻5

十一齪3図寸地の榮ゆる時にあへらく思へば
与えるこの大御代に生まれ合はせたのを

十一悩4 一字一字薄あかりにすかしながら讃んだ

な春の日の光の中に︑あわただしく散つ

どけき春の日にしづごころなく花の

ます︒昭和の聖代に生をうけた私たちは

きな︑力強い調子に︑古代のわが國民の

十一鵬4

十一鵬2図圏

十一齪8

十一槻7

十一桝3 し出す紙切れを手に取って︑一字一字薄

千代 朝顔につるべ取られてもら

よ

る︒﹁陣中新聞に獲表してはどうです

十一悩8 線への出登を明日に控へながら︑その前
十一悩10囹
ち

源

みなもとの

海や沖の小島に波のよる見ゆ

ものが︑いつばんに用ひられてるる︒四
る︒小さな山の騨に着くたびに︑かごを

中央ジャワの高原にあるマゲランといふ
山の騨に着くたびに︑かごを頭に載せた
たびに︑かごを頭に載せた女たちが︑窓
のところへ物費りにやって來る︒ばせう
細る︒ばせうの葉に包んだ御飯や︑バナ

ひつじ
を思はせる︒高原にも牛や羊や水牛がゐ

肉などがある︒葉に包んだ御飯は︑日本

車はマゲランの町にはいり︑市内電車の

1

高原の町マゲランにとまる︒虫の聲を聞

3

ルランド島

戦隊が︑この土地に敵前上陸して︑濠洲

にはのびない︒腰にラップラップといふ
がうしう

家がところどころに鮎在し︑内地のみな
︑四五センチ以上にはのびない︒腰にう

が流れ込む︒附近には︑わっかな住民の

てるる畠の向かふには︑青いパパイヤが

いといはんばかりに︑往來まで枝をさし

どきさうなところに︑千なりべうたんの

たレモンが鈴なりになってみる畠の向か

すず

かげを．行くと︑梢には赤・黄・青などの
すず
はってみる︒黄色に熟したレモンが鈴な

てるる︒空は紺青に澄み渡り︑せたけの

こんじやう

どが茂り︑その間に︑眞赤な佛桑華の花

ぶつさうげ

ぶであらう︒そこには︑緑青を薄くとか

ろくしやう

だれでもその北端にあるカビエングとい

汽船に乗って︑わが南洋の

日半ぐらゐで赤道に達する︒それからま

1

3

206
206
206

8

7
206

206
20了

十︻伽7 足を感謝のことばに表して︑部屋から出
十一鵬8苗圃
はっしま

向かふの沖の初島に︑白い波が打ち寄せ

5

11
121212

十一悩1

8

しのぼる朝日の光に輝いて︑らんまんと

8

2
2皿了

1

十一悩3図食人とはば朝日ににほふやまざくら花
134

2

が國民精神の登揚につとめました︒まこ
︒まことにこの人にふさはしい歌であり

134

5

十一伽1図團

＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋＋

十一搦7︹盛宴 るな一茶これにあり

ヲ

134

4

おほのやすまろ

ア

135

6

元明天皇の勅命によって︑太安萬侶は

ハ

135

6

字に書き表すことになった︒阿禮は︑記

キ

201

9

20了
208

5

が天武天皇の仰せによって︑わが國の正

サ

201

9

20了
⑳8

8

もう六十近い老人になった︒この人がな

も︑その死とともに傳はらないでしまふ

禮は︑それこそ天にものぼるここちであ

語を息みあげるのに︑ほとんど心魂をさ

ろで︑これを文字に書き表す安宅侶の苦

ばかりでそのままに書き表すことが︑安

侶の苦心は︑それにも増して大きいもの

すことが︑安萬侶に取っての大きな苦心
ク

201

1

5
7
208

9

8

20了
20了
20了
208
2B8
209
209

12

って︑その湾の奥に︑ラバウルといふり

ルランド島をあとにして︑更に南へ航海

いれる︒パプア島にも︑ソロモン諸島に

ある︒島の北の端に︑深い水をたたへた

も︑ソロモン諸島にも︑濠洲の東北部に

は五六百を敷へるに過ぎない︒西洋人の

に家々が山の中腹に並んでみる︒ラバウ

は︑日本軍がここにどっかり腰をすゑて
かう
ルの町も︑その後にこの山脈を控へ︑神

も︑濠洲の東北部にも︑これと肩を並べ
そう
ので︑以前はここにニューギニヤ州の総

5

これでは︑漢文流に﹁サウモクアヲシ﹂

なく志ませるためには︑﹁久佐幾波望遠

の方法をいっしよにしたのである︒これ

長過ぎて︑讃むのにかへって不便である

とばそのまま文字に書き表された︒安萬

らうが︑長い文章になると︑その苦心は

これを三巻の書物にまとめて︑天皇に奉

にまとめて︑天皇に奉った︒古事記とい
わどう
も古い書物の一つになってみる︒和銅五
ひ傳へが︑古事記に載せられて今日に傳
に載せられて今日に傳はつてみる︒それ

序十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

國の古傳を︑文字に書き表すことになつ

85410998547649833210874221
傳が︑古語のままに残ったことである︒

201

4
203

1

10
1
3

201

3
204

2皿9
210

5

1
21皿

6
211

4

202

2
204
204

210
21旺

6
210

210

1211
211

6

210
211

202

5
7

9
1211111110

204
204
204
204
204
204

12了

127

127

127

12了

12了

127

128

128

128

128

128

129

129

129

130

130

130

130

130

130

131

131

131

に一に
300

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

301

に一に

盟惣盟盟刎差1厚別刎加加加皿眼加重9別9別9ZgZ9218珊珊別8218珊川21了川川川21了

いろ

色のとんぼが︑壁に止ったりしてみるの

ごふく

る︒ここの住宅地に明け暮れを送ると︑

のにほひがあたりに浦ちてるる︒ここの

サラワク王國時代には︑これを國外へ出
︒二 住宅の周園には︑すくくとのび

をかしいほど人間に似てをり︑奮サラワ

これはたいてい人に飼ひならされたもの

らこちらの緑の中に鮎在してみる︒サラ

と︑緑濃いゴム林におほはれた公園地帯

町とせなか合はせに鋤いてみる美しい傾

強烈な南洋の光線に照り映えて︑まぶし

店と呉服店を中心に︑南洋のどこの町に
︑南洋のどこの町にも見られるあの支那

ごふく

の鋪装道路の雨側には︑雑貨店と呉服店

ほさう

クチンである︒川にそって作られた敷本

物がずらりと川岸に立ち並んで見える︒

が切れて︑白い壁に赤い屋根の建物がず

四時間︑右岸一帯に打ち績くうつそうと

巨細の西北岸︑海に面して細長くのびた

動道下のボルネオにも︑こんなに氣持の

星を眺めながら寝につくのである︒躍

會や町に住む人々には︑想像もつかない

たされ︑木々の間に無敷のほたるが群が
︑内地の都會や町に住む人々には︑想像

たり一面が虫の聲に滞たされ︑木々の間

つやつやした大陸に︑南十字星がかかっ

とのはるかな草原に︑大きなすすきの穗

ぎらと太陽が中天にのぼると︑焼けつく

その鳥の聲とともに内地の春を思はせる

似た山脈の森の中には︑どんな動物がみ

と︑あの内地の山によく似た山脈の森の

6542111073112722111098531299554121110655
北緯一度半の熱帯にみることを忘れてし

差了盟6盟6盟6窟盟5笈5差5差5笈5笈5差5盟5差4盟4盟4箆4箆4匠4圏圏圏圏盟3㎜圏盟避盟盟盟盟

でさへぎられ︑夜になると︑窓から山の

き

らは︑またたくまに支那街を作り︑そこ

んでみる︒この地に住みついた日本人の

行ったやうな氣持になることがある︒そ
︒それほど日本人に似た姿である︒それ

どもをだいて門口に立ってるるのを見る

とりを流れる清流にはいって︑部落の人

せいりう

守ってみる︒廊下にもみを干し︑小さな

とができる仕組みになってみる︒床下に
ぶた
なってみる︒床下には︑豚や︑鶏が飼つ

じ作りで︑家の中に小さな通路があり︑

竹で作った床の上にできてみる︒危い竹
や し
を走り︑その画聖に︑竹と椰子の木で作

氣から逃れるために︑部落全髄は︑高さ

き

る︒クチンあたりに住んでみるのは︑入

ので︑海ダイヤ族に追はれて陸地深く写

ダイヤ族は︑これに反し性質が從順なの

る︒主として海べに住み︑すなどりを業

に胸から爾手・顔にかけて︑たくさんの

てみる︒ダイヤ族には︑陸ダイヤと海ダ

やうな雷鳴とともに︑三崩い稻妻が鋭く

多い︒今にも頭上に落ちかかるかと思は

が吹き始め︑一日に何回となく激しいス

に終る︒このころになると︑北東の季節

に始って三月ごろに終る︒このころにな

オの雨季は︑十月に始って三月ごろに終

ロつ

間ぐらみに最高潮に達する︒何千何百と
かうきやうがく
︑この
一大交響樂にしばしば目をさまさ

前の一時間ぐらみに最高潮に達する︒何

は︑明け方になるにつれて激しく︑夜明

のまはりのゴム林には︑名も知れない鳥
︒それは︑明け方になるにつれて激しく

39776128765321111096541194333112111111108

十一川8 を張って壁の代りにしてるるが︑これら
十一川10 である︒家の軒下には︑呼集一メートル
とひ
十一刎12 出て來ない︒屋根に落ちる雨水は︑樋で
とひ

十一η1 樋で残らずこの桶にたくはへておくやう
十一躍2 パウルの湾の入口にさしかかった時︑目
十一蹴2 かった時︑目の前に立ちふさがってみる
きせつ

十一η4 に︑季節風が南西にかはる三月ごろから
十一η8 の降らないところに︑新ラバウルの市街
十一躍9 の市街を作ることになってみる︒この島
十一㎜2 どもが︑椰子の梢にのぼって實を取って
十一鵬4 び︑あちらこちらに鶏の鳴き聲が聞かれ
十一㎜8 姿で︑地平線の上に浮かびあがって來た
十一㎜11 りもかへって日本に近いものを感じさせ

十一㎜10 ないが︑二目の前に現れて來た陸地の姿
十一脳2 形が︑日本の内地に比べてすばらしくあ
十﹁餌4 ざやかである︒南にウォウォニ島を見な
十一肪2 日は︑もう山の端にかくれた︒陸地の方

十一脳12 へはいると︑そこにケンダリといふ小さ

十一矯4 れて殴る︒あたりには︑まだたそがれの
十一矯5 空と海とが︑刻々に軒廊萬化の美しさを
十一矯6 舟でわれわれの船に近づいて來て︑﹁バ
︒﹁あれは︑馬に食はせるバナナだ︒

十一踊8 とを知って︑断りに來るのである︒﹁︿略
十一踊11 と︑以前セレベスにみた人が笑って教へ

十一矯9園

十一恥4 い原野といふものになじみのないわれわ
十一購5 みのないわれわれには︑森や林の間にひ
十一購6 には︑森や林の間にひろびうとひろがつ
十一珊8 ただところどころに︑ニッパ椰子や︑サ
まうじうどくじゃ

十一描11 ど日本内地の風景によく似てみる︒三

十一川1 る︒三 セレベスには︑猛獣毒蛇がみな
十一川4 り︑毒々しいまでに朱色のとんぼが︑壁

しゆいろ

十一川2 ︑家の中の机の上に︑大きなとかげがち

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

三街を作り︑そこに支那でやって來たの

つては︑トロッコに積み込む︒たちまち

まったあとの坑内に︑支柱を組み立てる

決してそんな操持にはなれない︒なれな

などが︑いっしよになって艦船を走らせ

があって︑たがひに堅く連絡を取るのも

である︒鑛員同志に﹁申し送り﹂があり

きない︒心を一つにすることが︑かんじ

これらがいつしょになって︑坑内で働い

立てる鑛員が仕事にかかる︒太い︑がん
︑鳥居のやうな形にがっしりと組み合は

11

一槌ごとに心をこめて打ってる

ろいほど思ひ通りに割れる腕前になるに

年も五年も石の山に通っては︑石工の干

の石工になるためには︑早くから弟子入

ふ︒一人前の石工になるためには︑早く

たちは︑みんな日にやけて︑顔も︑腕も

石材は︑石積み車に載せられて︑山の道

と槌で︑思ひ通りにばくんばくんと割れ

つては更にいくつにも小さく割って行く

四つに割り︑用途によっては更にいくつ

二つに割り︑四つに割り︑用途によって

の大きな石を二つに割り︑四つに割り︑

める︒爆音とともに︑家ほどもある御影

トル︑八メートルにもなるのである︒下

チ︑ニセンチ︑石に穴があく︒それが積

みるが︑

をさす人︒堅い石に︑長い馨を打ち込ん

で打つ人︑その穴に水をさす人︒堅い石

人つつ一かたまりになって︑石の上で働

に揺られて︑鋸途につく︒疲れた五星で

乗る︒再び軌道車に揺られて︑二途につ

引きあげて昇降機に乗る︒再び軌道車に

いどころか︑職線に弾丸を一襲でも多く

12

御製 いそ崎にたゆまずよするあら
としのはじめに
しほ

製 としどしにわが日の本のさかゆ
手風のからきにたへて枝ぶりのみな
目にみえぬかみの心に通

ふみ見るたびに思ふかなおのがをさ
えぬかみの心に通ふこそひとの心の
御歌 年ごとにむかふ鏡のくもりな
ぐし
廣前に玉串とりてうねび山

もとも寒き夜に御軍人は霜やふむら
きだうしや
︒坑口の前の線路には︑幾十塁の軌道車

列する︒鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑

に乗り込む︒出襲に際し︑事務所の係員

と︑みんな軌道車に乗り込む︒出登に際

して︑まっしぐらに坑道へ進んで行く︒

響いて摩る︒坑口には︑大きな神棚があ

で︑あたりの岩石に︑軌道車の響きがご

からおり︑昇降機に分乗して︑敷百メー

と書いた電燈看板に迎へられて︑三キロ

ルのたて坑を一驚におりて行く︒そこか

チレン燈をたよりに︑ほら穴を奥へ奥へ

行く︒地熱のために暑くなり︑温度が高

のでもない︒手丸になり︑武器になり︑

十島ー02囹ふ︒﹁さ︑仕事にかからう︒﹂鑛石の
揮丸になり︑武器になり︑機械になる貴

武器になり︑機械になる貴い銅が︑この

が︑この翠霞の中に眠ってみるのだ︒下
ダ︑ダ︒﹂と輝石に穴をあける︒いくつ

12

土地の習慣や生活には目もくれない︒か
︑見てみると自信に満ちた生活ぶりであ

999999988877666555544422722了22了
187766 10976421932649758841863643
行チ，レか、で曙にと列・園騒登園麗罷誹二
れる寳が︑この中に生きてみるのだ︒さ

76221976555487632110109541885410995
12

18

通りに割れる腕前になるには︑長い間の

クが︑ダバオ市内に突入して︑町の十字
こんぽう
して︑町の十字路にさしかかると︑棍棒

目を見わけ︑それによってこの石はかう

手も顔も︑ほこりにまみれ︑目だけが異

してみる石工たちには︑心なき岩石も意

事ですか︒どこにるますか︒﹂と︑ト

な無事で︑學校に監禁されてるます︒

十敷年前にさかのぼる︒孔子が

ないのかII語路には︑ひょっとすると

︑とがり聲で孔子にいった︒﹁︿略﹀︒﹂徳

る︒弟子たちの中には︑ぶつぶつ不平を

がなかった︒困難に尊覧すると︑おのつ

あいにくこの地方に戦齪があって︑道は

い黒地をひたすらに案じ︑また顔回は︑
︑弟子たちとともに陳・察の野を旅行し

の時︑おくればせにかけつけた顔回を見

︑孔子の顔が陽虎に似てみたところがら

つた時︑突然軍・兵に團まれたことがある

う︒二

へを實行ずることに心掛けた者はなかつ

は︑弟子顔回の死にあって︑聲をあげて

は︑トラックの上に立ちあがって︑やさ
ほほ
上の勇士も︑校庭に居並ぶ邦人も︑頬を

クは︑校庭の中央に止った︒部隊長は︑

ら︑どっとばかりに四千名の邦人が出て

始主思︑この學校に監禁されてるた約八

要所をまたたく間に占領して︑屋上高く

の兵士たちは口々にたつねた︒﹁︿略V︒﹂

た︒その人々の顔には︑感激の涙がとめ

とんでもない方向にひびが入り︑思はな

たとへば石を割るには︑石の目を見わけ

割れる腕前になるには︑長い間の汗みど

8432109565322949861510984165742988
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大工が︑必ず人にほめられるときまつ

んをしたら︑人に用ひられるためには

用ひられるためには︑道はどうでもよ

よいといふことになりはしないか︒﹂

つた︒﹁世の中に容れられないといふ

︒今の齪れた世に容れられなければこ

四 孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子

弟子に道を説くのに︑弟子の才能に磨じ

のに︑弟子の才能に鷹じてわかる程度に

慮じてわかる程度に教へた︒孔子の理想

ついても︑ある者には﹁︿略﹀︒﹂といひ︑

﹂といひ︑ある者には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑

﹂と説き︑ある者には﹁︿略﹀︒﹂と教へ

かしいことを先にすることだ︒﹂と教
か

かへ

ところで顔回には︑﹁︿略﹀︒﹂と教へ
か

かへ

顔面には︑﹁己に克って禮に掌るのが

しか

十二381団圃
十二384図閣

みかさ

池の水の面に浮かびたり︒古人い

も

︒鹿の鳴く音にさそはれて︑三笠の
み

水あせて︑石にささやく音曲か︒か

般が︑事に振れ物に感じて歌をよむとい

︑振興一般が︑事に飾れ物に感じて歌を

千五百首を二十巻に営めたのが︑萬葉集

ちの歌が︑萬葉集に多く見えてみる︒御

︑九州方面の守備に向かった兵士の一人

十二388図魍
十二397
十二406
十二408
十二409

へ

は︑今日國民の問に響く歌はれてるる︒

伴家持が長歌の中によみ入れた次のこと

とものやかもち

十二4010

十二413
十一一414

ね︑大君の邊にこそ死なめ︑かへり

みる︒東の野にかぎろひの立つ見え

ひむがし

作も︑また萬葉集によって傳へられてる

うした濫獲的感激に滞ちあふれたものが

みる︒萬葉集の歌には︑かうした國民的

海を進むなら︑水にひたるかばねともな

十一一417図圏

十二419
十二422
十二423
十一一424

美しさを一首の中によみ入れた︑まこと

一夜は明けて︑東には今あけぼのの光が

た︒人麻呂も御供に加つた︒野中の一夜

十一一426図團
十一一429
十一一4210

十二433

﹁己に克って禮に復るのが仁である︒

はいふな︒非禮に動くな︒﹂と教へた︒

ある︒﹁和歌の浦に潮が満ちて減ると︑
けんたうし

かるべき萬代に語りつぐべき名は立
0 多良は︑遣唐使に從って支那へ渡った
十二445

十二443角筆

十二438

十一一435図圏

呂は︑特に歌の道にすぐれてみたので︑
かた
た︒和歌の浦に潮みち來れば潟をな

十一一432

た︒あらゆる欲望にうちかって︑禮を實

こと︑いっさい禮に從ひ︑禮にかなへよ

さい禮に從ひ︑禮にかなへよといふので
一

ふのである︒ここに︑﹁仁﹂の全艦が説

る︒とても先生には追ひつけないから

十二447まれた以上︑萬代に傳ふべき名も立てな
十二454歌である︒萬葉集には短歌が多いが︑後

めがあちらこちらに飛び立ってるる︒平

しい光景を目の前に見るやうにお歌ひに

見るやうにお歌ひになってみる︒萬葉集
︑極めて純な感情に生きてみたからであ

長い間の難行苦行に︑身も心も疲れきつ
︑ふとこのことばに耳を傾けた︒いひ知

喜びが︑かれの胸にわきあがって來た︒

清冷な水を得たのにもまして︑大きな喜

はならない︒かれには︑さう思はれた︒

あれば︑そのあとに何か解くことばがな

ても︑昔の御佛に教へを聞かなかった

した羅刹のみるのに氣がついた︒﹁︿略﹀

し︑相手は羅刹にもせよ︑悪魔にもせ

にもせよ︑悪魔にもせよ︑佛のみこと

へて︑静かに羅刹に問ひかけた︒﹁︿略﹀

おまへは︑だれに今のことばを教へら

との半分があるに違ひない︒前半分を

さへ︑私は喜びにたへないが︑どうか

を聞かせて︑私に悟りを開かせてくれ

れないが︑わしには何も畳えがないの

はおまへの弟子にならう︒終生の弟子

う︒終生の弟子にならう︒どうか︑残

しか
かれはその身に着けてみる鹿の皮を

からだをおまへにやってもよい︒﹂﹁︿

つて︑それを地上に敷いた︒﹁︿略﹀︒﹂羅

︿略﹀︒﹂羅刹は座に着いて︑おもむろに

うそろごちそうになりませうかな︒﹂
十一一464 ある︒﹁大和の國には︑たくさんの山々

十二456図囲
てるる︒大和には群山あれど︑とり

十二557深い意味が︑かれにはっきりと浮かんだ

十二556迷ひもない︒そこにほんたうの悟りの境

十一一554 それをくり返し口に唱へた︒すると︑﹁︿

十二559喜びをあまねく世に分って︑人間を救は

十一一466ぱに整った香具山に登って︑國のやうす

十二566ると︑かれは手近にある木に登った︒そ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十二468煙があちらこちらに立ちのぼり︑海のや
十二469うに見渡される池には︑かもめがあちら

むらやま

十二454 いが︑後世の歌集に比べて長歌の多いの
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ぐ會得して實行にかかる︒かれは︑

更に高いところに立っておいでになる

︒結局︑足もとにも寄りつけないと感

に立っておいでになる︒結局︑足もと

あいこう

︑魯の哀公が孔子に︑﹁︿略﹀︒﹂とたつね

ろ

が︑先生よりも先に死んでしまった︒あ

十二374図圏重櫻︒大夢殿に佛燈の 光は今もか
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た者が︑必ず人に用ひられるとはきま
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十二371図圃はむかしの色に咲く︒古人いへらく

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二566 れは手近にある木に登った︒そのてつぺ
ゑじき
十二567 ︑今や羅刹の餌食にならうといふのであ
十一﹇569 がら︑修行者の心に感動するかのやうに

十二571園句の教へのために︑この身を捨てるわ
十二573 ら飛んだ︒とたんに︑妙なる樂の音が起
十二573 つて︑朗かに天上に響き渡った︒と見れ
十二576 うやうやしく地上に安置した︒もろもろ

十二575 て︑修行者を空中にささげ︑さうしてう
十二578 ︑修行者の足もとにひれ伏しながら︑心
十二588 ことばが︑かれらに浴びせられた︒しか
十二592 以下︑四人の大名にお預けといふことに
つた︒﹁お預けになっても︑きっとそ

十二592お預けといふことになった︒又略﹀︒﹂世
十二593園
十二593園 とそのうち助命になるに違ひない︒﹂
つなよし

十二593園 うち助命になるに違ひない︒﹂世間の

十二725

箇所の大傷が次々に縫ひ合はされた︒そ

のさげ緒をたすきに掛け︑かひがひしく

のなぞがお解けにならなかったとは︒

︑三十歳の壮年に及んで︑何一つ孝行

︑評者の手満てとによって︑ふしぎにも

に︑今母上の力によって︑萬死に一生

十二729

とが法親王のお耳にはいった︒法親王は

十二734園

によって︑萬死に一生を得ようとは︒

度を聞くや︑病床にさめざめと泣いた︒

十二735園

十二733

上裳として︑一世に時めく人となった︒

十二731

十二735園

も︑この母の慈愛によらなかったら︑三

ひ

上聞多は︑山口在に非命の最期をとげた

十一一764図幅
こ

左に高き大いちやう︑問

つつ︒鎌倉宮にまうでては︑つきせ

王のみうらみに︑悲憤の涙わきぬべ

か︒﹂冠者﹁お前に︒﹂大名﹁たいそう早

十二773図魍山門高き松風に︑昔の音やこもるら

十二768図閣興亡すべて夢に似て︑英雄墓はこけ

十二765図説

十二756逆寄ざはしの

十二752図圃比の濱べを右に見て︑雪の下道過ぎ

十二741

十二7310

かをる

十二737

つた︒從﹈位侯爵にのぼり︑八十一歳の

れらを法衣の袖にくるんで助けたいの

防いだ︒うつ向けになった際︑刀がせな
︒それでも︑せ骨に深くくひ込む重傷で

つた︒多量の出血に︑しばらくは氣を失

十二737

法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せら

をりつぽに悪法に從はせるのが︑佛の

評して︑名を後世に輝かした︒九 母の
すはう
んど息苦しいまでに切迫してみる︒周防
︑反野津を向かふにまはして︑幕府に封

にまはして︑幕府に封ずる武備を主張し

々としたその議論に︑反封泥は︑ぐうの
やうちん
︒下男淺ち吉
の提燈にみちびかれながら︑

へるが早いか︑後に立つた今一人の怪漢

途中︑暗やみの中に待ち受けてみる怪漢

したが︑もうどこにも見つからなかった
まらない︒向かふに火が見える︒聞多は
︿略﹀︒﹂驚く農夫に︑やっと手まねで水

れた︒淺吉の急報によって︑聞多の兄︑
もあとの祭︑どこにも人影はなかった︒

見えない︒再び家に取って返すと︑今農
すと︑今農夫たちにかつがれて錦つた弟
﹂兄は︑涙ながらにうなついた︒どうせ

ねられても︑聞多には答へる力がなかつ
助らない弟︑頼みに任せてひと思ひに死
堅く五郎三郎の袖にすがってみた︒﹁︿略
O お話者もここにるられる︒たとへ治

5998610873297517

一雨ばかりになりますまいか︒﹂

は︑へんなことになりをつた︒おお︑

人に急いでお目にかけよう︒直訳︑ご
︑あの書きつけに合はせてみたか︒﹂

1一まつ御主人に急いでお目にかけよ

や︒

さて︑書きつけに合ってうれしうござ

によって︑それに合ったらば買ひませ

がりぢや︒ここに御主人の書きつけが

とがある︒これにからかさがあるから

る者﹁これは京に住まひ致すわる者で

しい時は︑大学に呼ばはるものと見え

とかく申すうちに︑これはもう都ぢや

の主人は︑立板に水を流すやうに︑も

のお客の引出物に︑末廣がりを出さう

斜影園囹囹園園園囹園囹囹笹野園

十二596 軍綱吉は︑さすがにこの事件の始末に心

をぎ

物語をしたついでに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いか

さすが張りつめた

十十十十十十十十十十十十十十十

十二596 にこの事件の始末に心を痛めた︒まつ役
十二597 た︒まつ役人たちに評議をさせ︑また學
よろん

十二5910園 これがお仕置きになれば︑今後忠義を
十二602 うした天下の輿論に結して︑ただ一人荻
綱吉は︑元零丁に動かされない人では

十二604囹 報いたのは︑義には相違ないが︑みだ
十二607

十二608 いが︑しかし理非にも明かるい人であっ
十二615 月が過ぎて︑二月にいよいよ切腹といふ
十二618 ︒それぞれ︑準備に取りかかった︒二月
十二619 かった︒二月一日に︑輪王寺宮号辮法親
十二619 が江戸城へおいでになった︒綱吉は︑法
十一一6110

十二6110 ︒綱吉は︑法親王に種々御物語をしたつ

療のかひはないにしても︑できるだけ
︒聞多のからだには︑もう一滴の血も
この母もろともに切っておくれ︒﹂こ
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十二626 あげた︒佛の慈悲によって︑助ける道で

法と
う
堅助しねす見もれくまつし。防へ途。々に ん腹
とこ。療。くら兄らとえあた略らたたそいる中下とま反どしをれ親がの
すの聞のお五なはれ なと。％な。がれだが 繁しは野息てりら王法な
る母多か醤郎い て今いの淺しい多 で。黒暗淺たし窯苦 つをは親ぞ
母ものひ者三弟涙も農。雷声驚。量ももういや吉そてをし名ぽ法左注が
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十二6210 で︑やがて御退出になった︒このうはさ

十二631 このうはさが世間にもれて︑だれいふと
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

成かりあ湊て三て七んへり騎 らのひらわ。で千申れ
りQり川 時こ百とに を弟かばほてんが一に忙し

季上音殿る北ち間勢騎ふ灯る後半茎み命り敵めへ耳歳懸け物
にににににににににににににににににににににににににに
向ゐ唱並走 は十か打あ近足立向菊かた降 たと鯨投 は
かっふみり民わ六かちりづらてか水けてる多がどりずはま
ひつ。ゐ入掛づ懸りな。きぬてつのてここ年ふまぬ。やん

正てりのかま びか 敵 て刀忠もとのこら。そしま
ズ弟成 一にで浮けく組ど大申ををりあ忠とば一のもと
略正 念甲む七職ちらてんも勢し與全 る烈な 言子のだ

て返してこの勢にかかり︑打ち違へ︑

入り︑三時が間に十六度まで職ひける

に亡びて︑のちにはわっかに七十三騎

でと︑湊川の北に︑民家の一むらあり

一むらありけるに走り入り︑甲を順い

かりけり︒客殿に並みみて︑念佛十返

十返ばかり同音に唱ふ︒正成︑座上に

ふ︒正成︑座上にみつつ︑弟正号に向

みつつ︑弟正季に向かひ︑﹁︿略﹀︒﹂と

十一一933図圓 たびまで人間に生まれて︑朝敵を滅
まさ

一度に腹

十二945図 かふ時︑かたみにとどめし菊水の刀を
はかま

十二942図 を見て︑悲しみにたへず︑ひそかに持

十二939図 夢人︑思ひ思ひに並みみて︑

十二937見違へて︑同じ枕に伏しにけり︒橋本正

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十二946図水の刀を右の手に抜き持ちて︑袴の腰
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図図図図図 乱}図華華圏圏圏遺書圏圏圏圏図図図図図図図圏重圏圏図
れほどの道理に臓ふべしや︒よくよ
きて︑この母にも語りしものが︑い
︑いつのほどに忘れけるそや︒かく

倒れ︑母とともにぞ歎きける︒正行︑

ひ︑君の御用にも立ちまみらせんこ

言母の教へ︑身にしみ心にしみて忘れ
へ︑身にしみ心にしみて忘れず︒その

﹂といひ︑竹馬にむちを當てて︑﹁︿略
︑はかなき遊びにも︑ただこのことの

て︑吉野の皇居に参向し︑四條中納言

し︑四條中納言によりて奏し奉る︒﹁︿
︑正行十一歳に相成り候ひしを︑合

︑すでに往年に及び候︒このたびこ

︑君の御ためには不忠の身となり︑

の申しし遺言にもたがひ︑かひなき
︒もしまた病にかかり︑早世仕るこ

り︑父のためには不孝の子ともなる
もろやす

直・師泰の軍に立ち向かひ︑身命を

なほ

首を正行が手に掛けて取り候か︑正
が首をかれらに取らせ候か︑二つの
︑二つのうちに戦を決すべきにて候
し奉らんために参内仕りて候︒﹂と

義心その
まつ直衣の袖をぞ

義心その無色にあらはれければ︑中
なほし
汝︑二度の職に勝つことを得て︑敵

みささぎ

今度の合戦に一足も引かず︑一つ

正行︑頭を地につけて︑とかくも申
下︑

三人︑先皇の陵に参って御いとまを申
によいりんだう

如意輪堂の壁板に︑おのおの名字を書

ほさう
無限に貫くマライに︑ただ一筋の鋪装道

十一而1馬事 づさ弓なき敷にいる名をぞとどむる

ふしみ

よしのぶ

身は寛永寺の一院に閉ちこもって︑ひた

かれは︑静寛院宮に事の次第を申しあげ

る︒たとへ︑慶喜に不臣の心がなかった

って︑主君の馬前に討死しなければ︑い

硬論がある︒幕臣にはまた︑三百年の二

った︒朝臣のうちには︑あくまで徳川を

政を奉還したかれに︑逆心などあるべき

鳥羽・伏見の一職に︑徳川慶喜は︑はし

とば

任務を遂行する姿には︑神の尊ささへ感

かうして敵が次々に爆破して行く橋梁を
よゆう
を前進させて︑敵に立ちなほる鯨裕を與

た材料をトラックに積み︑汗を拭ふまも

らない橋のたもとには︑戦車隊・野砲隊

ふは敵前で︑そこには歩兵の徒歩部隊が

は︑橋梁材料を肩にかついで︑前線の橋

ライ人より黒く日にやけて︑歯だけが妙
はだ
る︒からだは油光に光り︑黒い肌には︑
はだ
光に光り︑黒い肌には︑田虫と汗もが一

じる︒肩まで濁流につかって︑打ち込ま

だくりう

れる︒熱帯の木材には︑チークのやうに
はり
立てられて行く梁にのぼって︑釘やかす

てるる︒橋の土垂には︑こていねいにも

車がおいてきぼりになってみる︒橋の土

爆破された橋の上には︑やっかいにも︑

追ひかける︒そこには︑まだ砲弾が飛び

つるはしを荷物垂にしばりつけ︑鐵砲を

落ちれば立ち往生になる︒それを立ち二

から破壊する︒橋には︑前もって爆藥が

走する︒敗走するにしたがって︑橋とい

である︒敵は次々に敗軍し︑敗走する︒
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︑正行がかひなに取りついて︑涙を流

末板陵喜戦地職黒色袖めちら手軍めめ誓言年歳言責び馬心身も用ど母理な
にににににににににににににににににににににににににににににににに
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で討たんと思ふにあり︒

1010995533265539319876322911
図図図図図図図図図図図図図図図図圏圏圏圏爵号圏圏園園
楠木が七百鯨騎に打ちなびけられて︑

％季寸言をら十ひ違れ直ではのけへう敵べをかわ耳 をま
しに上順順あ三けへて義討 中るてす寄か失れがにますさ

と向に言いり宣る

れ
L
首七

た教言十のわ買

と

正座同懸けののがの鯨思直取前正きた

弟
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

109

畳悟で︑二軍家茂に嫁ぎたまうたのは︑

國のため民のためには︑水火の中をもい

もって︑ひたすらに謹愼の意を表した︒

十二椥1

なびくのが潜望鏡に窺った︒﹁汽船だ︒﹂

十二㎜5圃
け︑遠い地平線上に︑黒煙のなびくのが

十二佃4圃

十二佃9圃
天照大神の大前に︑御心ゆくまで御拝

下は︑建國神韻に御参進︑天照大神の

陛下のおやすみになったのは︑午前二

十二摺6

十二桝5

十二摺1

十二伽9

十二搦8

十二伽6

十一一俗4

將校は︑寝床の上に半身を起して︑さめ

た︒椰子の葉越しに︑窓から月の光が美

べさせ︑絹帯は日に何回となく取り代へ

︒目が見えない上に︑手の自由もきかな

て行った︒上半身にやけどをした敵の將

︑二日とたつうちに︑その氣持はだんだ

十二伽1囹

アメリカの軍隊には決してありません

情のうるはしさに︑しみじみ感じて泣

し

はうたい

十二囲2園

や

た︒病院がわが軍に占領されたことを知

かも︑この御降嫁による公武一和の望み
こう
︑家茂はその陣中
に莞じ︑績いて杖柱と
十二伽2

いてるるのが︑手に取るやうに見える距

十二伽9である︒敵船撃沈に遠慮はいらない︒ぐ

しんぺう

御ましました︒宮には︑この爾三年︑御
十二梱1

十二旧8

いへもち

報がいち早く江戸に達した時︑宮はさす

十二衡10園なたがたが︑私に示されたしんせつと

十二梱4

命中して︑吃水線に穴をあけた︒なほも

きっすゐ

に御憤りをお感じになったが︑慶士暑の言

船は︑ぐっと左舷に傾いた︒敵の乗組員
た︒敵船は︑左舷に傾いたまま静かに沈

てて二隻のボートに乗り移った︒敵船は

十二伽1

十二伽8

︒太陽は︑私たちに絶えず熱と光とを送

否︑すべての生物にとって︑太陽ほどあ

太陽

十二櫨3

十二槻1

しになったマストに掲げられたギリシャ

て行った︒横倒しになったマストに掲げ

みる︒煙突が波間にかくれて行った︒横

わが漕水艦の甲板には︑艦長を始め乗組

十二鵬7

十二勘4

十一一㎜2

十二旧6

といふ大きなものになって︑ちよつと手

の表面を廻るわけにはいかない︒また︑

の源泉であるだけに︑それはまた實に偉

私たち人類にとって︑否︑すべて

十二捌5

十二梱10

十二梱8

十二槻3

シドニー沖の海面に落ちてから︑二時間

十二梱3

︑白い船艦の舷側に︑十字のしるしが赤

がうしう

徳川に封ずる朝議は︑この

十二惚9

い月と同じ大きさに見えるのは︑いふま

て︑ちよつと手近にたとへるものが見つ

非常に遠いところにあるからである︒地

速さで飛ぶ飛行機に乗って行くとしても

の距離の約四百倍に謙る︒一時間四百キ

れほど遠いところにありながら︑太陽は

︑太陽は︑私たちに十分な熱と光とを送

しかも談笑のうちに開城の約が成立した

である︒光の強さに至っては︑ほとんど

十一一梱5
十二梱10

十二悩1

魚雷獲射の持ち場についてみた勇士たち

薩長を通じて官軍に好意を見せようとし

陽を見ると︑表面に黒いごま粒のやうな

二十七つけたものになる︒濃い色ガラス

鮎は︑太陽の表面に起る大きなつむじ風

その数は︑三の次に零を二十七つけたも
十二撹4

は︑あの︑夜の空に銀の砂子をまいたと

十二槻2

十二槻8

な星と︑同じものになってしまふであら

こそ︑われわれに仇を討たせてくださ
奇襲し︑その上陸に成功した︒バリ島の

十二糊2

り太陽は︑夜の空に無数に輝く星の一つ

十二悩6園

島の敵の野戦病院には︑アメリカの航空

十二欄3

本が官軍と朝敵とに分れて︑長く戦ふや

が︑白い寝床の上に横たはってるた︒顔

十二塒3

十二槻2
十二伽7

︑わがジャワ攻略に先立ち︑濠洲からジ

艦長は︑﹁日本には武士道がある︒武

十二伽8

動の途中︑この島に不時着して負傷した

十一面8園

へもいっしよに︑日本の宮城を遥葺

十二㎜1

十二伽6

ばされた︒御目には︑御感涙の光るの

十二楢2

御用掛吉岡少子に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せら

今︑日本皇室に詳し奉り︑慶祝の親

兵︑職残の勇士に︑しばし祈念を捧げ

ったら︑そのすきに乗じて︑かれらは何

さっちやう

地球を太陽の中心に置くとしても︑月は

十二慨4

十二㎜10

十二柵7

がたちまち江戸表に押し寄せるとすれば
︑江戸市中が兵火にかかれば︑百萬の市

であった︒この間にも︑主家の難を救は

るll宮は︑御心に深く決したまふとこ

がら︑緑の波の上に光ってみる︒その國

十一一梱3

國旗が︑朝の太陽に照らされながら︑緑

十二梱5

十二慨5
十二襯8

がしてみる絶望鏡に︑あかあかと燈火を

十二櫨4

十二慨10

調練へ向かふ敵船に違ひない︒急いで魚

いつれも途中官軍に押さへられて︑目的

やう︑私身命に代へ願ひあげまみら

十二旧2

十一一個1

御取りつぶしに相成り候はば︑私事

十二旧4

行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

︑朝敵とともに身命を捨て心事は︑

しない︒無事京都に着くことのできたの

くわういん

によしやう

たじけなく皇胤もに生まれたとはいへ︑

さしい女性の御心に︑浄火が鮎じられた

一々お聞きになるに及んで︑事情止むを

十二梱8

圏無憂圃っ上繭謹告。いで。・、・た、一。殴報御〕か鯛も
ころを一々お聞きになるに及んで︑事情

ぜん

た時︑宮はさすがに御憤りをお感じにな

十一一梱3 然たる響きとともに︑わが潜水艦から撃
きつ
した砲弾は︑船腹にみごと命中して︑吃

252768762585410961974322110107531106
109

110

110

110

110

110

110

111

111

111

111

111

111

111

112

112

112

112

113

113

113

114

115

115

115

115

116

116

11了

11了

118

に一に
306

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

れわれに近いために︑特に大きく︑明か
︑明かるく見えるに過ぎない︒廣い副い

い︒憶い廣い宇宙には︑太陽と同じやう
ま ニせを

さうして︑その中には︑太陽より小さい

芭蕉 梅が香にのっと日の出る山路

の花や月は東に日は西に 富士ひと

りかな 春雨にぬれつつ屋根の手ま

濃い青空には︑春の國から生ま

は東に日は西に 富士ひとつうつみ

黒い土

しが︑

憶いつばいに降りそそぐ︒縁先の

出しては︑ 見るまに大きくふくらんで︑

がて雨落ちのみぞに解け込んで︑ 銀の糸

に聞えて取る︒庭におり立つた私は︑ 荒

つった松の根もとに︑そっと顔を出して
︑この一握りの土に︑ほのかな春の香を

のんきな主人に置き忘れられ︑雪に

妹の小さな手にだかれてみた︒﹁︿略

置き忘れられ︑ 雪にうまって冬を越した

て︑

川べりに並んだはんの木が目

ずっと向かふには︑川べりに並んだ

あちらこちらに黒ずんだ畠の土があ

をはねあげて︑ 垣に沿った小路を︑とん

見まはしてみる妹に︑ ほほ笑みながら私

て︑

る︒

かふには ︑

雑草が一面に芽ぐんでみる︒草の

川の少し上手に︑よそのをばさんも

きなはんの木の間に︑ かぶった白い手拭
︑はんの木の下枝に掛けた︒川の少し上

た︒

つて︑

つた弟は︑

母の指先が水にはいると︑川底のせ

土遊びに鯨念がない︒母は時

かしし︑︒いつのまにか向かふ側へ行った

む︒

らゆら揺れて一つになる︒ぼくも︑長靴

92857874331876639441010664327541098
南極海の氷原に連なり︑アメリカ大
︑アメリカ大陸に沿うてひろがる﹁太

おほやしま

風と︑その概要に︑神は大八洲を生み

海︑水といふ水に號令して︑世界最大

洋を越えて縦横に脈うつ︒かなた︑熱

︑

唱へるのも︑一つには國語の力があっか

︑皇國のよろこびに︑國を翠げて萬歳を

る︒もし國語の力によらなかったら︑わ
︑國を學げて國難に赴くのも︑皇國のよ

だから︑わが華語には︑祖先以來の感情

以來維遣して現在に及んでみる︒だから

髄を成して︑今日に進んで來たのである

をいただき︑世界にたぐひなき二品を成

をわきまへず︑中には重語といふことさ
ちごく
ここち
︑まる
で地獄で佛にあった
心地がし︑愛

われわれは︑國語によって話したり︑考

耳語の力をかりずに生活する日はない︒

またわが尊い國語にほかならない︒われ

り奉る︒この踊歌に歌はれてるることば

千代に八千代にさざれ石のいはほと

君が代は千代に八千代にさざれ石の

ながら︑快い夢路にはいったことを思ひ
︒このやさしい歌に歌はれてるることば

幼い時︑母や祖母にだかれて︑かうした

た︒晴れ渡った空に︑とびが高く鳴いて

のできなかった目には︑皆たまらなくな
︑春の喜びと活動に︑よみがへらうとし

がった水が︑すぐに流れ澄んで︑せりの

まま︑下手の淺瀬にはいった︒足もとか

圏醐醐囲圏唱・・、だ膿を・。わ國まり麗・な幼た｝のがまら
は︑皇土の盗めによってのみ︑とこし

めたまふ︒そこに世界の原動力が力強
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のみ︑とこしへに﹁太平﹂の海なので

晴れた行く手の空には︑眞白な入道雲が

ンド洋だ︒太平洋に績く南支那海の潮の

てるる︒南西の風に向かって︑かすかに

つて︑静かな海面に罵るのである︒しか

たころから︑左舷にまはった入道雲の頭

まくなって︑のちには︑雨足も︑雲も︑

地平線を︑右に左に歩いて行くスコール

色の地平線を︑右に左に歩いて行くスコ

一瞬のうちに鉛色に攣り︑その鉛色の地

なまり

わっか四五分の間に︑すっかり海面を暗
なまり
線は︑一瞬のうちに鉛色に留り︑その鉛

がったと思ふうちに︑太陽をさへぎり︑

い雲だらう︒幾重にも輪を重ねて湧きあ

みるうちに︑不意に雲の表情が三って來
︒頂を︑あかね色に染めかけてみた入道

ちわびてるるうちに︑不意に雲の表情が

の美観をいひ表すに︑最もふさはしい文

時︑船もまた爾舷にかみ出す白いしぶき

る旗も︑また刻刻に濃さを増して︑見渡
︑眞紅のきらめきにもえ立って行く︒そ

見える︒その歌聲につれて︑太陽はいよ

て︑歌ってみるかに見える︒その歌聲に

︿略﹀︒﹂と︑そばに立ってるた船長がい

そろそろあかね色に染まりかけて來た︒

快い南西の季節風に揺られて︑緑の小波

を描いて︑消えずに残ってみる︒風はぴ

こから針路を北西に取って︑スマトラ島

行く︒明日は昭南に入港する︒そこから

藍から少しつつ緑に攣り︑日ざしもさす
︑日ざしもさすがに強くなった︒くつき

あみ

て︑いよいよ赤道に近づいた︒潮の色は
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

消されて︑目の前には︑敷知れぬ細引き
十一一割10

十二川9

十二矧9

する肚観は︑﹁天にとどく﹂などの形容

から巻き起って雲に達する壮観は︑﹁天

深い藍色が頭の上にかぶさったころには

みる︒再び行く手に︑青空が細く割れ目

て︑ボルネオ見物にでも行くのであらう

十一一㎜5

十一一躍5

十二躍3

十一一鯉2

十二川12

現在の位置を海圖に書き込んで行く︒右

ンパス・定木を手にしながら︑絶えず現

して南へ廻る︒風に流される機の方向を

ものでなく︑これに巻き込まれたら一た

た︒たぶん季節風に乗って︑ボルネオ見

なかった︒さすがに南洋の名物だ︒十五

にかぶさったころには︑もう太陽は没し

ウォースバイト型にも︑大損害を與へた

不幸にも今この厄にあったのである︒す

らきら光る︒銀翼に︑眞赤な日の丸がく

せうじゆん

と浮いて︑望遠鏡にうつって來た︒最初

しゅくん

襲かと︑戦圖配置について照準を定め︑

ほうたいび

スパイト型を血祭にあげた︑解綬輝く海

第五回大詔奉戴日に當る︒祖國日本の姿
し
︒ゆ
雌う雄をこの＝拳に決する最後の決職は

七星は北のはつれにるて︑内地のありか

届きさうなところに光ってをり︑北斗七
十一一川8

十一一脳3

十一一鎚4

かった太陽を背景にして︑斜めにこっち

して見た︒その目にうつったものは何で

＞︒﹂艦長は︑だれにいふともなくさうい

太陽の残光を斜めに受けて︑異様に輝き

＋二惣11 は︑かくて珊瑚海に捧げるすばらしい供

十一一盟7

十一一盟7

＋二劉12 艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒すは
︑敵の一機が偵察に來たが︑わけもなく
十一一躍6

十二別9圏 敵○○機みかたに向かふ︒﹂の報があ

後の決職は︑刻々にせまる︒残敵は︑今

りかをささやき顔にまたたいてみる︒ど

十二餌9

背景にして︑斜めにこっちへ向かって走

はいけい

答へるほどの近さに見える︒だまって︑

十一一脳9

目と目はおたがひに物をいって︑全員白

しくレキシントンに違ひないのである︒

まれて來た︒二回にわたる爆音である︒

る爆音が︑聴音機に吸ひ込まれて來た︒

に5おもうに・しかるに・ようする

一大勝報が︑電波に乗ってやって來た︒

16

試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑ころ

八3310図皆々︑顔を見合はせ︑ただあきれるたる

びて古るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり︒

八331図

に

される︒と︑豫期にたがはず︑一大勝報

を見張って︑永遠にまたたき績けてるる
十一一踊8

十一一踊3

れ残り︑その膏雨にくっきりと︑レキシ

︒それといつしょに︑もっと輕い︑巡洋

するしん
に決した︒近づくに從って︑敵艦の推進

搾りと︑艦長は心に決した︒近づくに從

はいけい

す︒しかし︑波には波の美しさがあっ
どたう
非常な勢で船首に砕け散る怒涛の中に

十二踊9

どたう

け散る怒涛の中には︑かへって海國に

十一一踊9

ま突進し︑その間に︑正確に敵の針路と

十二川10

さはらのじふらうよしっら

十二㎜11

機の雷爆撃を相手に︑敢然と職ひぬき︑

海神のごちそうに供へてやる︒﹂と︑

下汐器が艦内各部に報じた︒くちをしさ

九642図

九608図國

ぺ

むねたふ

言言︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣

あ

に︑佐原十郎義連く略V︑貢先にかけ進めば︑

十二㎜2園

九601図

こい積齪雲が前方に立ちふさがって來た
︑豫定の哨戒線上に針路を取りもどした

十二㎜5

時言を招くことありけるに︑すすけたる

﹁矢は當らぬに︑死にて候︒﹂

き野を過ぎ行きしに︑きつね⁝匹走り出でたり︒

もどしたと見る間に︑白いすだれを掛け

艦の火藥庫か何かにくひ入り︑大爆音を

︵豊町︶

︑かへって海國に生まれ︑海國に育つ

十二購2

艦長の聲は︑全艦に響き渡った︒魚雷は

うみわし

もしないわが海量にも︑攣りやすい天候

十二筋6

行く︒多年手しほにかけた魚雷だ︒行け

十二鵬8

︒行けといった時には︑敵艦の胴腹深く

寄せつけないためには︑どんなに天候が

十二購9

空権ともにわが手に握られてみる大東亜

十二鵬9

い推進器の音が耳に響いて︑ちよつと張
十二川11

一つ見えない洋上に哨戒飛行を八けるの

が︑やつばり暑さに攣りはない︒見渡す

十二川6

員はたちまち配置についた︒今日こそは
︒今日こそは︑敵に見参したいものであ

十一一㎜4

十二㎜2

ちやうおん

左前方の地平線上に︑ぼつつりと黒い船

る︒しかし近づくにつれて︑その黒い物

まだ終らないうちに︑またしても大爆音

食も終らないうちに︑ものすごい争議雲

に

十二筋10

なな

艦は︑今日も獲物にありつけず︑潜望鏡

ればならないだけに︑この測定に寸分の
あやま
だけに︑この測定に寸分の誤りがあって

ぢやうぎ

れなかった︒涼風に吹き洗はれた空には

十二㎜3

盟1盟1盟1盟0盟0盟0箆0219219
6 6 4 12 8 6 5 11 5

に生まれ︑海國に育つた私たちの血潮

十十十十十十十十十

十二圏4 ができない︒午後になって︑わが艦隊に
がうしう
十二㎜4 なって︑わが艦隊に敵機群肝︒濠洲東岸
十二圏7 水柱が︑遠い海面にあがっては消えて行
十二脳1園 スパイト型一隻に大損害⁝⁝⁝﹂遠く
いちおくどうはう
十二脳2 戦果は︑一億同胞に︑いな大東亜十億の
十二加2 大東亜十億の民族に︑全世界に︑かく放
十二脳2 の民族に︑全世界に︑かく放送されてる

りやうふう

に吹き洗はれた空には︑みごとな星がい

66337765176533322175433111212−Z19965
生得囹園囹
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にいさん
に

障子の破れを︑輝尼︑てっからく略﹀張りみたり︒
らびなき馬なり︒

九662図 信長の家臣らこれを見るに︑まことにな
﹁︿略﹀︒﹂とひとりごといひしに︑妻つ

くづくと聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

九669図

りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

九677図圓 この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

九698図圓 一豊は仕へて日なほ奇く︑家も貧しか

通らざるべき︒

十一208図無 かぶとの眞向を射たらんに︑などか

ぎ

打際まで逆茂木を仕掛け︑

さかも

十一2210図 南は稻村が崎にて砂上道せまきに︑波

十一602下女三方に火をかけ︑一方にて支へ候は
んに︑火を逃れん者は矢を以るべからず︑

に︑道にもあらぬ御計らひ︑いかがあらん︒

十一615図國合戦の事は武士にこそ任せらるべき
十一618図國 ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ
たらんには︑職ふともいかで利あらんや︒
き

︵並助︶18

二

に

度まで戦ひけるに︑その勢しだいに亡びて︑

九155

身も心も清めに清めて︑ひたすら今日を待

つてみた奉仕員たちは︑

九伽5囹鹿の角に三日月の前立ては︑まさしく山

今日を最期とや思ひけん︑赤地の錦のひ

乃木將軍は︑黒の上着に白のズボン︑

待ちに待つたわが潜水艦から︑

中鹿介であらう︒

十6010

十m6図

十885
からあや

たたれに︑唐綾をどしの甲着て︑

し

十加1園大きな金魚に︑小さな金魚︒﹂こんなこ
し

とをいって通る︒

十一584図紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑

五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三

三尺五寸の太刀に︑熊の皮のしりざや

同じく獅子の金物打つたる甲を着︑

十一585図
入れ︑

十一586図

び

しり

大將源義朝は︑赤地錦のひたたれ

みなもとの

十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一622図

た

に︑黒糸をどしの甲着て︑

作業服・ちか足袋に︑尻あてといったい
︵終助︶1

に

でたちである︒

十二77
に

にあ・う

似あふ

よく似あひますね︒

﹇似合﹈︵五︶1

︽ーヒ︾

になるであらうに︒﹂といって歎息しました︒

十二923図打ち違へ︑かけ入り︑三時が間に十六 十一355囹 この子が男であったら︑りっぱな學者

うに︑四季のないセレベスのみなかでは︑

し

十一㎜10 内地ではまだ寒い風が吹いてみるであら

に

八晒10園

二552

シタ︒

一一542

マシタ︒

一40一

コノシャシンヲ＝イサンが見タラ︑

センチノニイサン︑オゲンキデスカ︒

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑二人デ外へ出マシタ︒

二775国
二792国圏

ドンナニヨロコブコトデセウ︒

二804團私ハ︑マイアサ︑ニイサンノシャシン

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒

ニ︑﹁オ早ウ︒﹂ヲイヒマス︒

二梱5

ｪ﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒

二価7

二塒2

きな

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒

こゑを出してかぞへました︒

二鵬8 おしまひごろになると︑にいさんは︑大

それは︑にいさんのいふとほりだよ︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさんは笑ひま

にいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

みました︒

三462ある日︑にいさんにこのことを聞いて
三463

した︒

三473

三477園

はいりました︒

三771 にいさんとぼくが︑手をつないで︑海へ

三773 にいさんは︑ぼくの手をはなして︑深い

方へおよいで行きました︒

手早く起きて︑にいさんと國旗を立て

三787 にいさんもかせいしてくれました︒
ました︒

三943

にいさんは︑こはれてみたごみ箱のふ

たをなほしました︒

三961

四141

にいさんは︑︿略﹀ざしきへあがって︑お

四138 出て見ると︑海軍のにいさんでした︒

にいさんは︑前よりもずっと色が黒く

四147

とうさんにごあいさつをしました︒
一一イサント蛮人デ︑雪ダルマヲツクリマ

四154 ぼくはうれしくて︑にいさんのまはりを

なって︑強さうに見えました︒

ヨルニナッテ︑年占一一イサンニ︑

ニイサントフタリデ︑ハコニハヲツクリ

いぐんのにいさん

四378 おちいさんは考へに考へたすゑ︑この にいさん ﹇兄﹈︵名︶93 ニイサン にいさんεか

二396圏 デンデンダイコニ︑ シャウノフエ︒

ことをとのさまに申しました︒
五839 水色が二つに︑赤が一つ︒

五佃3 利根は︑ひた走りに走りました︒
六241今まで︑おさへにおさへてみた悲しさが︑
六佃4 待ちに待った第一班の工兵は︑
八983かうして︑きたへにきたへるのですが︑

「〈

にいさん一にいさん

310

とび歩きました︒

﹁ぼくも大きくなったら︑海軍だよ︑

にいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四159囹

四156

にいさん︒﹂といふと︑

四164 にいさんはぼくの頭をなでてくれまし
た︒

國男︑これはにいさんが着てみた服

き包をわたしました︒

だ︒

にいさんの赤いえりしゃうには︑星が

四767園
四772

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑小川をのぞき

一つついてるました︒
五443

こんでいひました︒

五728

すると︑にいさんが︑小さな聲で︑﹁立た

にいさんは︑私のそばへ掛けました︒

私は掛けました︒

五741

にいさん︑しっかり︒

う︒﹂といひました︒

にいさんは︑毎日海へ出て︑魚を取って

にいさん︑お願ひがあります︒

五767圃
五伽4園

いらっしゃる︒

五伽6園

五伽5園今日一日だけ︑私に海へ行かせてくださ

いませんか︑にいさんは︑山へいらっしゃって︒

びく︑びく︑びく11にいさんのうきが動五柵1園にいさんは︑この弓と矢を持って︑山へ

にいさんと並んで︑私もつり始めました︒

五475
げると︑

五484

にいさんと二人で︑氣をつけながら引きあ
きのふの日曜日に︑にいさんと二人で出か

けました︒

五㎜7囹

五梱7囹

にいさんのだいじなつりばりを︑魚に取

にいさんはおおこりになるだらうな︒

にいさんにあやまらう︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外から窓ごし

にいったので︑私は︑急いで庭へ出ました︒

六鵬3

られて︑困ってみるところです︒

五慨5園

いらっしゃい︒

五452
きました︒

五461

つり糸が︑空に大きなわをゑがきました︒

﹁大日本︑その次は何と讃むの︑に 五447 にいさんが︑ひゅつと︑つり竿をふると︑

四166 にいさんのばうしをかぶると︑
いさん︒﹂

四172囹

ました︒

四176 にいさんといっしょに︑おふろにはいり
四178 にいさんは︑︿略﹀︑軍かんやひかうきの

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんはいひました︒

うぼかんで︑

五462 にいさんは︑あわてて引きあげました︒
おもしろい話を︑いろくとしてくれました︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒
四181 にいさんの乗ってみる加賀は︑かうく 五474
四186

四189 ねる時には︑ぼくはにいさんと並んで
ねました︒

て︑兵螢の門まで來ました︒

五687団

﹁ヒヒン︒﹂とないて︑大きな目で︑
にいさんの愛馬安友も︑

じっとにいさんを見つめる︒

五685團

も︑ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒

てるる︒

ひ見せたいと思ってみるが︑

﹁にいさん︑はま屋の船だよ︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんはいひました︒

八m5

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒

八擢3 二千匹はみるだらうと︑にいさんがいひま

八側10

八m1囹何の花ですか︑にいさん︒

た︒

八㎜2 にいさんといつしょに︑水族館へ行きまし

六伽6囹

六柵2

五684團毎日馬をかはいがってやると︑馬の方で 六鵬4 にいさんは笑って︑﹁︿略﹀︒﹂

四724 にいさんは︑しんるみの人たちに送られ 五491 にいさんといっしょに︑唱歌を歌ひました︒ 六鵬5 にいさんが作った小さな温床に︑

して︑門の中へはいりました︒

四727 にいさんは︑ここでみんなにあいさつを

て︑そちらへ行きました︒

四736 にいさんは︑平たいさんにあんないされ

ゐました︒

四737 にいさんと 同じやうな人が︑たくさん 五695團 にいさんは︑いつも︑腰にふくろをさげ

した︒

四743 ﹁山田武︒﹂と︑にいさんの名を呼びま 五698国 いっか國男にも︑にいさんの愛馬を︑ぜ

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひました︒

私が︑にいさんと並んで立ってゐますと︑

八佃9

八描8

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいふと︑にいさんは︑

にいさんの説明によると︑

した︒

五705

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんがいひましたから︑

へました︒

五718

四743 にいさんは大きな聲で︑﹁はい︒﹂と答 五703 にいさんと︑電車・に乗りました︒

五723

﹁︿略﹀︒﹂と︑いったので︑

四766 にいさんは︑﹁︿略V︒﹂といって︑ふろし

四759 見ると︑それがにいさんでした︒

311
にいさんたち一にかい

十346囹 にいさんが天髄望遠鏡を作ったんだ︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがにいさんにいふと︑

と正男くんが︑代る代る観測をしてみる︒

十353 もう縁先に望遠鏡をすゑつけて︑にいさん
十357
正男くんは︑﹁︿略﹀︒﹂

十358囹 これでにいさんのお手製なんだ︒

十363 にいさんは︑初めからにこにこしながらだ
まってみた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑にいさ

んも正男くんも︑笑った︒

十378

十379 それからも︑三人代る代るのぞきながら︑
にいさんからおもしろい説明を聞いた︒

と思ふほどなついて來た︒

十一436 紫の君も︑源氏をほんたうのにいさんだ

つて︑みんなを笑はせました︒

十一512 にいさんだけが︑時々おどけたことをい

せう︒

十一鵬8囹 にいさん︑まあ何といふいい曲なんで

四749 そこへにいさんたちは行きました︒

にいさんたち ﹇兄達﹈︵名︶2 にいさんたち

五661国毎朝︑にいさんたちは︑きっと馬屋へ行
く︒

にいさんのあいば ︹課名︺2 にいさんの愛馬

五32 十三 にいさんの愛馬⁝⁝⁝六十五
五657 十三 にいさんの愛馬
にいさんのせつめい ︹題名︺1 にいさんの説明

十381 にいさんの説明
にいさんのにゅうえい ︹題名︺2 にいさんの入螢

四33 十五 にいさんの入螢⁝⁝⁝七十二
四722 十五 にいさんの入食
おい

におい ﹇匂﹈︵名︶1一 ニホヒ にほひ5もえぎに

二37一

オイモノ

ニホヒガ︑

オイシサウニ

シテ

けしきに見とれながら歩いてゐますと︑ど

ヰマシタ︒

四佃5
こからか︑よいにほひがして來ます︒

利根は︑なつかしさうに︑にほひをかぎ

六866團園

花もきれいだけれど︑にほひがいいの

久しぶりで︑内地のにほひをかいだ︒

ながら目の色をかへて喜びます︒

五M4團

六田7圏國
ね︒

六塒3圏國梅は︑花よりもにほひが咲くのです︒

陸地の方から︑果物の香氣のやうなにほ

にほひも砂糖もおほまけだ︒﹂と歌ふ︒

にほひがして︑

八215團白いふさになった花の咲くころは︑よい
十一3園

くだもの

十一矯3

空氣はひえびえと澄みきって︑パイナッ

ひをふくんだそよ風が流れて量る︒

十一盟4

鑛水のにほひがして陰る︒

プルのにほひがあたりに滞ちてるる︒
十一一93

において

本八日未明︑西太平洋において︑米英軍

﹇於﹈︵格助︶3

十528園

において

と戦闘状態に入れり︒

絶えず正確に動くことにおいて︑佐吉のも

︵四五︶

5

にほふ

みうりの火︑

栗が

︽ーヒ・ーフ・一

﹁この期において︑おんみの願ふと

のに及ぶものはなかった︒

十8110

十一一931図圏

﹇匂﹈

ころは何ぞ︒﹂と問ひければ︑
にお・う

な

ら

敷島のやまとごころを人とはば朝日

にほひます︒

とろとろもえる火︑

へ︾5さきにおう
五旧8圃

はぜます︑

十一悩3塔寺

ににほふやまざくら花

ふがごとく今さかりなり

よたれぞ常ならむ︒

十二479図闇園色はにほへど散りぬるを︑

十一一562図振子はにほへど散りぬるを︑

﹇仁王様﹈︵名︶1 二王様

たれぞ常ならむ︒

におうさま

うに︑強さうに見えだしました︒

わが

わが世

六棚1 道眞が︑急にがっしりと二王様か何かのや

﹇仁王立﹈︵名︶2 二王立ち
てんがい
汝︑にっこりとして天蓋を押し開き︑

十174図魍

におうだち

少年は︑線路の上に二王立ちになり︑︿略﹀︑

一一王立ちとなって僚機に別れを告げ︑
十㎜12

﹇於﹈︵格助︶4

における

やっと列車を少年の寸前で止めた︒

これが︑日本における自動織機の始祖であ

廣々とした蒙彊の原野︑第一線における

露営が連敗の勢を回復せんため︑本國

さいがうたかもり

火は前後二回おそったが︑

﹇二回﹈︵名︶4 二回

太平洋第二・第三艦隊は︑
にかい

七鯉3

二かい

二階

花子さんは︑その光を︑一一かいの窓の

﹇二階﹈︵名︶5

しゃうじにあててみました︒

四542

にかい

ても大爆音が二回︑はっきりと聴音された︒

十二㎜2 その笑顔がまだ終らないうちに︑またし

十一一川11 二回にわたる爆音である︒

つか二回の會見で︑︿略﹀開城の約が成立した︒

十二価1 官軍方の西郷隆盛︑徳川方の勝安芳のわ

かつやすよし

における海軍のほとんど全勢力を畢げて編成せる

十一516図

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

十一117

る︒

十801

十5310園 東亜におけるわが國の地位を認めず︑

における

十二449図國あをによし奈良の都は咲く花のにほ

にかこく一にぎる
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九価9 二階へあがってみても︑さして涼しい風は

七麗7 二階の窓から見てみると︑
なささうである︒

十伽8 急な階段をのぼって二階へ行くと︑そこに
も︑だまって塗り物を塗ってみる人たちがみた︒

十梱5園 下塗りは下の部屋でしますが︑中塗りと
上塗りは︑二階の方がいいのです︒
びんご

逃す

︽ーシ︾

十三5備中・備後の二箇國を與へるから︑

びつちゆう

にかこく ﹇二箇国﹈︵名︶1 二箇國
﹇ 逃 ﹈ ︵ 五 ︶3

五旧3囹 大きいのを逃した︒

にが・す

十一398叢竹の子を︑あの犬きが逃したの︒

二月

十一403園うっかり者だから︑ついゆだんをして
﹇二月﹈︵名︶2

逃したのでせう︒
にがつ

十一畑10 今は二月︑内地ではまだ寒い風が吹いて
みるであらうに︑
ふことがきまった︒

二月

十一一615 正月が過ぎて︑二月にいよいよ切腹とい

十六日

にがつじゅうろくにち ﹇二月十六日﹈︵名︶1

十二柵1鶴 あけて二月十六日︑寒風はだへをさす
満洲のあした︑

にがっついたち ﹇二月一日﹈︵名︶1 二月一日
城へおいでになった︒
にが手
うみわし

十二619 一一月﹇日に︑輪王寺宮公辮法親王が江戸
﹇苦手﹈︵形状︶1

十二㎜3 敵機をものともしないわが海馬にも︑婁

にがて

﹇二艦﹈︵名︶1

二艦

りやすい天候だけはにが手である︒
にかん

それぞれ右から左から魚雷を嚢射した︒

十673 二番機・三番機が︑二艦の針路をねらって︑

二機

見るまに︑飛んでみる敷は少くなって︑た

﹇二機﹈︵名︶2

八554

にき

たちばな

二機が並んで行くのを見てみると︑胸がわ

つた二機になった︒

八556
二騎
か

ここに平等院のうしとら︑橘の小島が

びやうどう

﹇二騎﹈︵名︶1

くわくした︒

にき
さき

十棚2図
﹇賑﹈︵形状︶18

ニギヤカ

にぎやか

崎より︑武者一一騎︑引つ駈け引つ駈け出で來たり︒

掛聲にぎやかに︑日にやけた漁夫たちが︑

樂しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ

︿略﹀海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

九483
九劉11

黄色や︑紅白の糸たばがくりひろげられて︑

か遠いところへ散らばってしまふ︒

このにぎやかな聲の絶え間を縫って︑

しばらくは話がにぎやかに績く︒

十齢11

十一791

一々の鳴き聲を聞きわけることができな

︿略﹀せせらぎの音が︑かすかに聞えて來る︒

十一806
にぎり

にぎやか

町はにぎやかでした︒

オホゼイデ︑ニギヤカニヲドリマシタ︒

にぎりし・める

にぎりしめる

兵士たちは︑砂の底で︑砂といっしよに堅

﹇握締﹈ ︵下一︶ 1

δひとにぎり

メ︾

ニギリメシ

カニガ︑ニギリメシヲヒロヒマシタ︒

﹇握飯﹈︵名︶2

にぎる

握る ︽ーッ・一

サルハ︑一一ギリメシヲオイシサウニタベ

ル︾

﹇握﹈︵四五︶12

ぼくの手は︑がっしりとにぎられてるた︒

大尉は︑︿略﹀︑水兵の手をにぎって︑

れわれの手をにぎった︒

十724 地上勤務の者も泣きながら走り寄って︑わ

﹁︿略﹀︒﹂といひ聞かせた︒

十133

いひながら︑手をにぎった︒

九η9 ぼくは︑友だちと﹁しっかりやらう︒﹂と

九㎜11

る︒

九㎜1 雨声の敵もみかたも︑思はず手に汗をにぎ

とて︑手に汗をにぎりけり︒

九6110図 他の家來どもこのさまを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

ラ・ーリ・

にぎ・る

マシタ︒

二244

ニ237

にぎりめし

く銃身をにぎりしめた︒

十鵬8

︽

いやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞えて來る︒

三673

一664

では︑にぎやかなをどりをして︑ごら

三柳7園

五人ばやしは
ラジオは︑一日中︑海のお話や︑音叉で︑

笛やたいこでにぎやかな

んにいれませう︒
三の段Q

四界5圃
五877

みかんを取りながら︑みかん取り歌を歌ふ

にぎやかであった︒

六283

やなぎの並木が︑にぎやかな通をきれいに

人たちで︑急に︑山はにぎやかになります︒
ぎんざ
にぎやかな銀座通が︑うつりました︒

六鵬9

六鵬5

かざってゐました︒

そのにぎやかな元氣な聲が︑急にかはって︑
﹁ザー︒﹂といふ機械の動く音になりました︒

六二8

夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

葉先が︑朝風にかるくゆれるやうになると︑

にぎやかに聞え始めます︒

七375

七384

廣いたんぼは︑しだいににぎやかになります︒
さいだん
明かるい日光をあびて︑祭壇が︑美しく︑
にぎやかに見えました︒

七424

いちばんにぎやかな場所は︑市の中央の︑
道頓堀附近の町町です︒

だうとん

八921

313
にキローにげる

十888 静かに手をさしのべると︑ステッセル二軍
は︑その手を堅くにぎった︒
ごりを惜しみながら別れを告げた︒

にぎはふ

︽ーッ・ーハ・一

どなう

密林をき

といふ雪遊であった︒

揮の下草もえ出つる土嚢かな

肉眼

︽ーシ︾

荷車

母も人間なれば︑わが子にくしとはつ

にくし

それは肉眼で見るのとすっかり感じが違つ

﹇肉眼﹈︵名︶1

5たべにくい

り開いては進む雲の峯

十一桝7

て︑

にく・し

﹇荷車﹈︵名︶3

あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋
からからと︑どこかで荷車の音︒
二君

荷車を引きながら︑ゆっくり歩いて來る︒
﹇二君﹈︵名︶1

逃げ込む

︽iミ︾

﹁だれが二君に仕へるものか︒﹂
﹇逃込﹈︵五︶1

陸ダイヤ族は︑これに反し性質が黒棚な
﹇逃出﹈

︵五︶

6

おには︑おなかも︑

逃げだす

逃げ出す

のども︑鼻も︑目も

をんどりは︑ちょっとおどろいて︑逃げ
命からがら逃げ出した者も︑しばらくは︑

その室にみたオランダ人が︑逃げ出して急
を知らせました︒

七号2

つづいて起る蝕震におどろいて︑

七977

ださうとしましたが︑

四556

痛いので︑あわてて逃げだしました︒

三547

︽ーサ・ーシ︾

にげだ・す

ので︑海ダイヤ族に追はれて陸地深く逃げ込み︑

十一脳10

にげこ・む

十備7園

にくん

十筋7

十516圃

の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒

五458

にぐるま

ゆ思ひ申さず︒

十1210近国

﹇憎﹈︵形︶1

十368

にくがん

十979 やがて︑雨將軍は︑堅く手をにぎって︑な にくい
十鵬3 片手には︑大きな毛抜きのやうなものを持
﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人の衛生兵の手

ち︑片手には鐵棒をにぎってみて︑
十二伽6

を︑自由のきかない宮方の手で︑堅く握った︒
十二柵7 私は︑その土をしっかりと握ってみた︒
けん

十二㎜5 制海権・制空権ともにわが手に握られて
みる大東亜海へ︑

にキロ ︵名︶2 ニキロ
八471園 これで︑百メートルの高さから飛ばすと︑

にぎはひ

頂上まで あ と 一 一 区 画 だ ︒

ニキロは行くはずです︒
十一903

﹇賑﹈︵名︶1

九加5 この時は︑遠いところがらたくさんの人が

にぎわい

﹇ 賑 ﹈ ︵ 五︶4

集って出て︑たいへんなにぎはひである︒
にぎわ・う
ヒ・ーフ︾

日の晩は︑いろくな店が出てにぎはひます︒

六153 花火は︑今度はやめださうですが︑二十四

六伯4間どんぐひやらら︑どんひやらら︑夜
までにぎはふ宮の森︒

十974 戦陣料理のとぼしいものではあったが︑み
んなの談笑で食事はにぎはった︒
はとぶえ

十盟9 春になると︑鳩笛が天から響いて來て︑胡
同をにぎははせる︒

にく ﹇肉﹈︵名︶2 肉 なまにく・やきにく

九鎚6

黒煙を吐いて逃げ出した︒

ぐんぐん近づくと︑敵船は︑もうもうと

のろはびっくりして︑急いで逃げ出した︒

四望7 のき先に︑大きなぶたの肉をぶらさげ︑
平句

九η12 皮は着物にしたり︑肉は食用にしたりする︒
﹇二三﹈︵名︶1

十二伽10

にく

﹇逃延﹈︵上二︶1 逃げのぶ ︽ービ︾

八316図大將維盛は︑命からがら加賀の國へ逃げ

にげの・ぶ

逃げ場

平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか

﹇逃場﹈︵名︶1

のびたり︒

にげば

八311図

︽ーキ︾

ら谷に︑なだれを打って落ち入りたり︒

敵ははたして不意を討たれ︑あわてふた

﹇逃行﹈︵四︶1 逃げ行く

八347図

にげゆ・く

﹇逃﹈︵下一︶20 ニゲル 逃げる

︽ーゲ・

めきつつ船に乗りて︑皆ちりぢりに逃げ行きたり︒

ーゲル︾←おにげる

に・げる

一606圃 ア︑ミンナガ ワット一一ゲテッタ︒

﹁イタイ︑イタイ︒﹂トナイテ︑戸グチノ

方ヘニゲマシタ︒

二297

三438園大きなすずをねこの首につけて︑そ
の音が聞えたら︑逃げることにしようでは

にはとりは︑おどろいて右と左へ逃げ

ありませんか︒

ました︒

四254

左の手で︑頭のあたりをつかむと︑あと足

糸がぶつりと切れて︑魚が逃げる︒

六116

五㎜2

お子様たちは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひになって︑

をふんばって︑逃げさうにしました︒
六518

なぜ︑あなたは逃げないのですか︒

みんな逃げておしまひになりました︒

六526囹

火に追はれて︑逃げようとするまもなく︑

六532囹橋をかけて︑天へ逃げることもできませ
ん︒

用光は︑逃げようにも逃げられず︑戦はう

かたはしから嶢きたてられ︑

七226

七458

用光は︑逃げようにも逃げられず︑

にも武器がなかった︒

七458

にこにこ一にさいごま

314

七616 百人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といつ
た賊も︑しまひには心理ばかりになった︒

七616 百人逃げ二百人逃げして︑

七618 それが前後から官軍に討たれて︑ちりぢり
に逃げてしまった ︒

十二3 水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑
こちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒

花子さんは︑もうは

の痛みを忘れて

にいさんは︑にこにこしながらざしきへ

にこにこしてゐました︒

三425
四141
あがって︑

にいさんは︑しじゅうにこにこしながら︑

︿略﹀話を︑いろくとしてくれました︒

四178

すると︑先生がにこにこして︑﹁︿略﹀︒﹂

おとうさんはにこにこして︑﹁︿略﹀︒﹂と

花子さんは︑にこにこして重みました︒

といって︑ほめてくださいました︒

四315

四773

四684

十川11 かれは︑すぐその悪者がどこから來たか︑
どこへ逃げて行ったか︑︿略﹀を調べ始めた︒

五177

子どもたちに手つだはれながら︑日本の兵
にこにこして︑うれしさうな顔です︒

たいさんは︑にこにこして車を引いて行きます︒

四佃6

おっしゃいました︒

雀の子が逃げて泣いた紫の君は︑

十一4210

十二劉7 残敵は︑今やまったく袋の中のねずみと
なって︑逃げようとどうあせっても︑逃げられる
ものではない︒

十二別8 あせっても︑逃げられるものではない︒

にこにこしてこちらを見てみる︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑みんなはにこにこしなが

眺めてゐます︒
十一梱7

ら︑長唄の音に耳を傾けてみた︒

にこした顔を見せてみるし︑

十一㎜2 パイナップルも︑道のすぐそばで︑にこ

にこにこなさ・る︵五︶2ニコニコナサルにこに

︽ーイ・ーッ︾

一一963 ソノカタハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑＝コニ

こなさる

おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とにこにこなさつ

コナサイマシタ︒
八悩10
た︒

︽ ッ・

Oせんかんニコライいっせいいか

ハジメハ水が一一ゴッテヰマシタガ︑ダ

﹇濁﹈︵四五︶5 ニゴル にごる

＝コライいっせい
にご・る

一567

ーレ︾

少しにごって行く水よ︒

部屋の中のにごった空氣が出て行って︑

せせらぎ

足もとからむくむくとにごって湧きあが

音もまさりて︑

つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

十二襯10

の

十一684図圃行く水は少しにごれど︑

八悩1

ゆるやかに︑

ンダンキレイニスンデイキマシタ︒
にこにこしてます︒

かぼちゃも︑ト

マトも︑

五774團

きうりも︑おなすも︑

一395圃 ニコニコト オホシサマ︒

にこにこ ︵副︶6 ニコニコ にこにこ

心が勇んで︑みんなにこにこしながら︑ 粉蒔3圃 春は春でも︑まだはじめ︑ 村から町へ
勇さんのおとうさんは︑にこにこして︑
六918

いい考へが浮かんだ︒﹂さもうれしさうに︑

おかあさんも︑そばでにこにこしながら

おまへがよくめんだうを見てやったから︑

この村に二歳ごまもたくさんみるが︑北

斗ほどみごとなのは見かけないやうだ︒

九861園

北斗はりっぱな二歳ごまになった︒

九861園

月に北斗をうちへっれて貼りました︒

九851 九月に二歳ごまの市が中るといふので︑八

くなりました︒

九842 一一歳ごまになって︑北斗もめっきり馬らし

兵隊さんたちはさう思ふと︑これもうれし にさいごま ﹇二歳駒﹈︵名︶5 二歳ごま
ぼくが読図から蹄ると︑父はにこにこしな
ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見宣えて

にいさんは︑初めからにこにこしながらだ
十一484

まってみた︒

十364

みて︑にこにこしながら食事を運んでくれる︒

九㎜1一

がら︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

九785

さうに︑にこにこしながら︑﹁萬歳︒

九281

にこにこする︒

七694

﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

六362

せっせと働きます︒

四646間たこあげしたり︑羽つきしたり︑ みん 六291
なにこにこ︑ 新年おめでたうございます︒
にこにこ笑ったりしながら︑

おうれし

四価5 何かわからぬことを︑がやがや話したり︑

四麗1圃 かざればみんなにこにこと︑
さうなおひな様︒

うでした︒

五938 十三人の選手の顔は︑にこにことうれしさ

な顔でやって來る者もある︒

ニコニコスル

にこにこ

八824 にこにこ笑ひながらおりて來る者︑まじめ

︵サ 変 ︶ 2 一

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と ︑ に こ に こ 顔 ︒

にこにこがお ︵名︶1 にこにこ顔
五831

︽ーシ・ースル︾

にこにこ・する
する

タ︒

二497 ケンチャンハ︑ニコニコシテ見テヰマシ

315
にさんかい一にしがわ

れなければなりません︒
﹇二三回﹈︵名︶1
二三十

二一二回︑上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑

二三回

九866 二歳ごまの市が始れば︑いよいよ北斗と別
にさんかい
八66一

﹇二三十﹈︵名︶1

き

二三度
二三日

さねみつ

二一二日前

﹁もう二一二年たったら︑きみたちも槍

二三匹

子どもたちといっしょに︑黒いぶたや︑ふ

﹇二三匹﹈︵名︶1

へ登れるよ︒﹂といはれた︒

十一967囹

にさんびき

五168
とったひつじが二三匹走って來ます︒

にし

二三べん

かれらは︑一一三百戸ほどつつ集って生活
﹇二三遍﹈︵名︶1

ちてしまひました︒
西

西ハタヤケ赤イクモ︑

東端

西山タヤケ赤イクモ︑東ハ

﹇西﹈︵名︶25

二204魍
ォ月サマ︒

二215圏圖
イォ月サマ︒

マル

こんどは︑西の方のとほい︑とほいと

西の國で︑自分より強い者はない︒

西の方の空が︑まっかにそまってゐます︒
七145囹

西の國では︑私より強い者はないので︑

赤い大きな夕日が︑今︑西の遠い︑遠い地
よど
市を貫ぬいて流れる淀川は︑いく筋にも分

九913

日や月が東から出て西へはいるやうに︑

九914 日や月が東から出て西へはいるやうに︑星

もだいたい東から出て西へはいるのです︒

鹿介は西へ送られた︒

紺青の大空には︑書の月がうっすらと出

こんじやう

九柵4

日は︑やや西に傾けり︒

て︑日は西へ傾きかけてみる︒

十273

十437図

い景色を︑西の方に見渡したことであらう︒

十一935 登り着いたぼくらは︑何といふすばらし

十二431 東には今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

わ

り返って西を見れば︑残月が傾いてみる︒

ふち

正成・正季︑東より西へ破って通り︑

一日︑上膓土御門藤子は︑宮の御文を

じゃうらふ

十二911図

奉持して︑東海道を西へのぼった︒

十二擢3

艦長は︑︿略﹀︑西の方へ向かった時︑

十二悩9図圏菜の花や月は東に日は西に
十二鵬9

﹁登射用意よろし︒﹂ の報告があってか

﹁漕没︒﹂と︑急に二丁な號令をくだした︒
十二餌6

にじ
ニジ 虹

すでに太陽は没して︑西の方だけが眞赤

ら︑艦は西へ向かって全速で突進した︒

十二鵬2

﹇虹﹈︵名︶3

に暮れ残り︑

にじ

一527 ムカフノ空二︑大キナニジガデマシタ︒

かることもある︒

一535園 ﹁マア︑キレイナニジダコト︒﹂
にじ
九筋8 朝日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼっとか

四74

にしがわ

﹇二字以上﹈︵名︶1 二字以上

音と訓を持つた漢字を︑一一字以上組み合は

西がは

西側

毎朝日が出ると︑この木の西がはは︑

﹇西側﹈︵名︶2

せて︑ことばが書き表された場合には︑

十階8

にじいじょう

東國の賊を平げて︑尊︑西へ躍りたまふ にじ ﹇二時﹈︵名︶与こごにじ・ごぜんにじ
あしがら

北より少し西へ寄った方に︑︿略﹀ひしゃ

九913星は︑西へ西へと移って行くのです︒

九913星は︑西へ西へと移って行くのです︒

くを立てたやうなかつかうになってゐます︒

九896

時︑相模の足柄山を越えたまふ︒

九93図

れて︑西の大阪湾に注いでゐます︒

八898

平線に落ちて行くところです︒

七鵬2

たけると申してをりました︒

七178囹

六684

ころに︑あまった土地のあるのが見えました︒

三149

マルイ

四905国けれども︑空で二三べんまはって︑落

にさんべん

してみる︒

十一別12

十一221図大石を︑かるがると脇にさしはさみ︑ にさんびゃっこ ﹇二三百戸﹈︵名︶1 二三百戸

にさんじゅう

まりのごとく二一二十︑績け打ちにぞ投げつくる︒

油蝉は︑それから一一三週間生きてゐます︒

にさんしゅうかん ﹇二三週間﹈︵名︶1 二三週間
七898

あ

城兵はさっと引きあげたが︑一一一二十人だけ

にさんじゅうにん ﹇二三十人﹈︵名︶2 二三十人
七601
はふみとどまった︒

十麗8図 ここに土佐の國の住人︑安藝の太郎實光
﹇二三度﹈︵名︶1

とて︑およそ一一三 十 人 が 力 あ る 大 力 の 者 ︑

にさんど
﹇二三日﹈︵名︶1

八観2 きびしい寒さが︑二三度ぶり返したり︑
にさんにち

﹇ 二 一二日前﹈︵名︶1

ちいさんは︑眞黒に焼けた炭を外へ取り出した︒

九749 二三日たってから︑かまの口を開いた源作
にさんにちまえ

二三人

北の方では︑二一二日前に雪が降ったので︑

﹇二三人﹈︵名︶3

遠い山の峯が白くなってみる︒

九餅12

にさんにん

四佃1 おくれて來た一一三人は︑車の後押しをしま
す︒

れかかって來た︒

六949 ぼくがころぶと︑二三人が︑ばたばたと倒
こんぼう

十二206 町の十字路にさしかかると︑棍棒を持つ
二三年

た 一 一 三 人 の 男 が と び出して來た︒

﹇二三年﹈︵名︶2

八㎜10 その機械のそばには︑高等科を卒業して二

にさんねん

三年ぐらみの︑若い職工さんもみて︑

にじかん一にじゅう

316

そうあん

何十といふ村々が︑日かげになります︒

十一381きれいに作ったしば垣の内の僧庵に︑折
二時間

から夕日がさして︑西側はみすがあげられ︑
﹇二時間﹈︵名︶1

十二槻10 眞赤な太陽が︑シドニー沖の海面に落ち

にじかん

てから︑二時間もたったころであった︒

にしき ﹇錦﹈︵名︶3 にしき 錦5あかじにしき
首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒

十佃4口︒凶

からあや

十㎜5図 能登守教纏は︑今日を最期とや思ひけん︑
赤地の錦のひたたれに︑唐綾をどしの甲着て︑

十一328図圃 見わたせば柳さくらをこきまぜて都
ぞ春のにしきなりける

七32 十三 錦の御旗⁝⁝⁝六十一

にしきのみはた ︹課名︺2 錦の御旗

七619 十三 錦の御旗
七631 ふと見ると︑向かふに︑日月を金銀で現し

にしきのみはた ﹇錦御旗﹈︵名︶5 錦の御盛

﹁見れば尊い錦の御三︑どうしてそれを

た錦の御旗を︑おし立ててみる者がある︒
七639囹
手に入れたのか︒﹂とつめ寄った︒

錦の御旗をけがしたてまつるとは︒

﹇二十巻﹈︵名︶1

二十巻

西太平洋に決戦の火蓋

おいて︑米英軍と職闘状態に入れり︒

十52図
にじっかん

ぼくの手先より二十センチも高い︒

二十羽

にしび

﹇西日﹈︵名︶1 西日

たうがらしが眞赤だ︒

十293 まだ西日を受けてみる屋根に︑干してある

ます︒

にじ・む

1

にじみ出る ︽一

西ひがしむつみかはして榮ゆかむ世

﹇滲出﹈ ︵下一︶

びっしょりと︑

︽ーマ︾

軍服を汗ににじませて︑

﹇二尺﹈︵名︶1 二尺
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︹隠名︺

二十

やはらかに春雨の降る

十櫛3図魍くれなみの二尺のびたるばらの芽の針

にしゃく

兵隊さんが通る︑ 一中隊ばかり︒

七762圏

﹇滲﹈︵五︶1 にじむ

十㎜1 ふいてもふいても︑全身から汗がにじみ出

デ︾

にじみ・でる

をこそいのれとしのはじめに

十二45図魍

ほとんどあらゆる身分の人々の作︑約四 にしひがし ﹇西東﹈︵名︶1 西ひがし
二十騎

夜討などいふこと︑汝らが同士軍︑

﹇二十騎﹈︵名︶1

千五百首を二十巻に勤めたのが︑萬葉集である︒

十二408
にじっき

十一611図幽
二十センチ

二十センチぐらみにのびたいねの苗を︑

︵名︶4

十騎二十騎の私ごとなり︒

にじつセンチ

三574
五796

苗が︑二十センチぐらみにのびて︑

田にきちんとうゑるのです︒
七382

兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑
﹇二十羽﹈︵名︶1

十センチ︑二十センチと進んで行く︒

十梱8
にじつぱ

二38 二十 日本のしるし⁝⁝⁝八十四

時には︑十羽二十羽も︑ずらりと並んでゐ にじゅう

八39

二十

金しくんしゃう⁝⁝⁝九十八

振子時計⁝⁝⁝百四

東郷一白帥

とうがうげんすみ

二十

七971 二十

六26 五 田道間守・⁝⁝：二十
六39 二十 雪舟⁝⁝⁝百十
六m3 二十 雪舟
七39 二十 東郷元帥⁝⁝⁝九十七

五961二十 ににぎのみこと

五26 五おたまじゃくし⁝⁝⁝二十
五39 二十 ににぎのみこと⁝⁝⁝九十六

四985 二十金しくんしゃう

四38

三742 二十 海

海⁝⁝⁝七十四

三38

二841 二十 日本のしるし

西ハタヤケ

二十

﹇二十匹﹈︵名︶2

二十匹

をばさんのうちから︑二黒をすましたかひ

ることがあります︒

八64
にじっぴき

五314

こを︑二十匹もらって來ました︒

五

二十分間

二十匹のかひこは︑桑の葉をほしさうにし
て︑動いてゐます︒

七648園 おそれ多くも宮の御道筋をふさいだ上に︑ 五324

﹇二十分間﹈︵名︶1

にして

︹課名︺2

西ハタヤケ

﹁獅子は子を産み︑三日にして︑敷

し

﹁二十分間きうけい︒﹂と號令を掛けま

し

︵格助︶1

ニー81

ニ26五西ハタヤケ：⁝・⁝十八

にしはゆうやけ

千丈の谷に投ず︒

十二889図圖

にして

した︒

八578園

七652 錦の御旗を肩にかけ︑︿略﹀︑おちつきはら にじっぷんかん
つて︑その場をたち去った義光は︑

十一178図錦の御旗に日月を金銀にて打って着け
たるが︑天日にかがやき渡り︑

十72図 西神門を出でて行く道は︑しばし森林の

にししんもん ﹇西神門﹈︵名︶1 西神門
奥に人をいざなふ︒

にしたいへいよう ﹇西太平洋﹈︵名︶2 西太平洋

十528囹帝國陸海軍は︑本八日未明︑西太平洋に

稻むらの火⁝⁝⁝二十

八脳5 二十 振子時計
九310二十 三日月の影⁝⁝⁝百二十ニ
九慨5 ニ十 三日月の影

十25 四

十一39 二十 古事記⁝⁝⁝百二十六

＋310 二十 ひとさしの舞⁝⁝⁝百四十二
十襯3
¥ ひとさしの舞

ダバオへ⁝⁝⁝二十

十一伽9 二十 古事記

十二24 一 ニ
國語の力⁝⁝⁝百四十一

十二川8 二十 國語の力
二十

十二39 二 十
にじゅう ﹇二十﹈ ︵名︶1

八911この島に向かって︑ 北から南からかけ渡さ
︹ 課 名 ︺18

二十一

¥一 花サカヂヂイ⁝⁝⁝八十六

二861 ¥一 花サカヂヂイ
子馬⁝⁝⁝七十九

御民われ

十一一備一

十㎜4図

にじゅういち

二十一

太平洋

﹇二十一﹈︵名︶1
しげただ

二十一

﹇二十一時三十分﹈

畠山の次郎重忠︑生年二十一になりける

が進み出で︑

にじゅういちじさんじっぷん
二十一時三十分

さうして︑時間表通り二十一時三十分に︑

︵名︶1
九㎜6
ハルビン騨にぴたりと停車した︒

﹇二十一発﹈︵名︶1 二十一嚢
ひえい
御召艦比叡は進む︑
二十九

二964 二十三 机とこしかけ

三87一

三311

一一十三おひな様⁝⁝⁝百十

二十三自動車

二十自
三動車⁝⁝⁝八十七

三28七ささ舟⁝⁝⁝二十三

四311

秋

一一十秋
三 ⁝⁝⁝百二十二

四柵1 二十三 おひな様

二十三

大れふ

二十一二
大れふ⁝⁝⁝百二十六

一一十三

五312
五槻3

六伽一

占ハ312

七25 四君が代少年⁝⁝⁝二十三
七312

︹課名︺2

皇禮砲二十一登︑

にじゅういっぱつ
八272圃

漕水艦⁝⁝⁝一一十九

にじゅうく
七

二十秋
三の空⁝⁝⁝百八

六28

七㎜3 二十三 秋の空

かんしせう

一一十防
三 空監視哨⁝⁝⁝百二十七

︹課名︺15 二十四

一一十三 防空監視哨

八312

くりから谷⁝⁝⁝二十九
二十五

六

︹課名︺9

八27
にじゅうご

八梛1

二312

長い道⁝⁝⁝九十二
二十四

にじゅうし

一﹇987

二十四長い道

つくし

日曜日の朝⁝⁝⁝九十四

三312

つくし⁝⁝⁝百二

二十五

日曜日の朝

三922

二十五

二十五

羽衣

羽衣⁝⁝⁝百十六

二十四ウグヒス

一一十四ウグヒス⁝⁝⁝九十八

二十五

一一＋四北風と南風⁝⁝⁝百十二

一一十四 北風と南風

四312

二十四東京⁝⁝⁝百三十

一一十四 東京

はまだ

やひやうゑ

一一＋四濱田彌兵衛⁝⁝⁝百九

早春の満洲

﹇二十時﹈︵名︶1 二十時

四 孔子と顔回⁝⁝⁝二十四

二十四
にじゅうじ

十二25

八梱一

八313 二＋四早春の満洲⁝⁝⁝百三十一

七佃8 二十四 濱田彌兵衛

七313

六柵8

六313

五悩1 二十四 つりばりの行くへ

五313 二＋四つりばりの行くへ⁝⁝⁝百二十四

5

八千のをうち⁝⁝⁝二十五

四
敬語の使ひ方⁝⁝⁝一一十五

八九十︑ 二十五ダンデゴシンゼン︒

にじゅうごにち ﹇二十五日﹈︵名︶1

︹課名︺17

日曜日になります︒

にじゅうさん

二311 二十三 机とこしかけ⁝⁝⁝九十六

二28七サルトカニ⁝⁝⁝二十三

二十三

六糾7 今年は︑一一十五日のお祭の日が︑ちゃうど

二十五日

一433囲オミヤノ石ダン︑一二三︑ 四五六七︑

にじゅうごだん ﹇二十五段﹈︵名︶1 二十五ダン

十一25四

みかん⁝⁝⁝二十五

二十五

二十五

77813113113

れ た 橋 ば か り で も ︑ 一一十もあって︑

にじゅういち

R9

三39 ニ十一
病院の兵たいさん⁝⁝⁝百

三793二十一 子馬

四39 二十一
¥一 病院の出たいさん
四㎜1
五310 ¥一 月と雲⁝⁝⁝百二

五湿1 ¥一 月と雲
六310 二十一 三勇士⁝⁝⁝百十六
六描1 二十一 三勇士
七310 二十一 くものす⁝⁝⁝百二
¥一 くものす
七槻6
八310 ¥一 水族館⁝⁝⁝離岩
八㎜1 二十一 水族館
一一十一

＋一310二十一 御民われ⁝⁝⁝百三十二
十一翌2

六 六

一一

＋二310二十一 太平洋⁝⁝⁝百四十六

六五四四三三ニニ
2211639431023

一一

一一

一一

一一

一一

一一

一一

一一
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にじゆう一にじゅうじ

十二㎜6 時計を見ると︑二十時を過ぎてみる︒
六㎜6園 日中は︑二十四五度ぐらみになるから︑

二十二

と

ね

五311二十二 軍犬利根⁝⁝⁝百六

﹇二十人﹈ ︵名︶2

二十人

五塒5 二十一一軍犬利根
六311 ¥一一春の雨⁝⁝⁝百二十四
六悩1 二十二 春の雨
七311 ¥二 夕日⁝⁝⁝百六
七鵬1 二十二 夕日
八311 ¥二 母の日⁝⁝⁝百十九
八㎜2 二十二 母の日
にじゅうにん

﹇二十年﹈ ︵名︶1

二十年

八821十人︑二十人︑次々にすべり始めた︒
十239
一一十人ほどの若者が︑ かけあがって來た︒
にじゅうねん

十年たっても二十年忌っても︑
たとへ︑

二十年ごと

わたしはきっと蹄って來ますからll

九323囹

﹇二十年毎﹈︵名︶1

二十倍

皇大神宮は一
︑一十年ごとにあらたに御殿舎

にじゅうねんごと

九101

︹課名︺2

二重橋

二重橋⁝⁝⁝十六
二重橋

せたけの十倍二十倍もある樹木のかげを

﹇二十倍﹈ ︵名︶1

を御造螢になり︑

十一蹴7
行くと︑

四

にじゅうばし

三25

﹇二重橋﹈︵名︶5

三161四二重橋
にじゅうばし

三162圏目の前にをがむ二重橋︑けだかい︑
三163圏

けだかい︑美しい二重橋︒

美しい二重橋︒

ユメ⁝⁝⁝九十四

六悩5

︹課名︺1

二十八

けだかい︑美しい二重橋︒
にじゅうはち

六悩7圃

い二重橋︒

六悩6二目の前にをがむ二重橋︑けだかい︑美し

二重橋がうつりました︒
ユメ

うさぎとたぬき⁝⁝⁝八十一

うさぎとたぬき
支那の子ども⁝⁝⁝百四
支那の子ども

一一

一一

にじゅうしごど ﹇二十四五度目︵名︶1 二十四五度
春といふよりは夏だよ︒

十795 明治二十三年︑佐吉が二十四歳の時のこと

十十十十十十

一一

にじゅうしさい ﹇二十四歳﹈︵名︶1 二十四歳
である︒

にじゅうしち ︹玉名︺1 二十七

三29 八 蛙⁝⁝⁝二十七
しよくくわう

にじゅうしち ﹇二十七﹈︵名︶1 二十七
三の次に零を二十七つけたものになる︒

十二撹2 これを燭光であらはすと︑その敷は︑
にじゅうじょう ﹇二十丈﹈︵名︶1 二十丈

七608 幅が一丈五尺︑長さが二十丈︑その上を賊
はわれ先にと渡った︒

にじゅうすうき ﹇二十数機﹈︵名︶1 二十敷機

1

にじゅうばい

十164m図圃 敵スピットファイヤー二十応機と︑空
中戦はなぱなしく︑

にじゅうだい ﹇二十台﹈︵名︶1 二十垂
坑外へ運搬されて行く︒

十ニー17 やがて︑十塁︑二十墓と長くつながって︑
にじゅうなんねん ﹇二十何年﹈︵名︶1 二十何年

︹課名︺15

み育ててくれた︑尊い母の姿であったのでせう︒

十柵1 最後にひらめいたのが︑一一十何年いつくし
にじゅうに

10

2101

10

二27 六 カマキリヂイサン⁝⁝⁝二十二

813943
四四
1043

にじゅうしごど一にじゅうよっか
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四27

六

﹇二十八日﹈︵名︶1

かけっこ⁝⁝⁝一一十八

二十八日

二十八歳

當時二十八歳の若盛りであった阿禮が︑

﹇二十八歳﹈︵名︶1

明くれば一一十八日︑天よく晴れて海上

にじゅうはちにち
十一551図
波静かなり︒

十一撫5

にじゅうはっさい

︵名︶2

二十八サンチ

今ではもう六十近い老人になった︒

﹁しかし︑日本軍の二十八サンチの砲弾

にじゅうはっサンチ

﹇二重窓﹈︵名︶1

二重窓

わが二十八サンチにも驚かれたでせうが︑

には︑弱りました︒﹂

十908園
十924園
にじゅうまど

開かれます︒

二十メートル

一メートル︑五メートル︑二

︵名︶4

八柵9 寒さを防ぐために︑しめてあった二重窓が

にじゅうメートル

十メートルと︑だんだんうまくすべれるやうに

四519 そのうちに

五月から八月までは︑風速二十メート

二十メートルも一三に飛んで行った︒

一一十メートル進みました︒

なるのです︒
六佃6

八537

十二川12園

﹇二十余照度﹈︵名︶1

二十鯨船度

ルぐらみの南西季節風が︑時には十日も績いて
にじゅうよかど

十一597図面 爲朝︑︿略﹀︑大小の合戦敷を知らず︑

﹇二十余町﹈︵名︶1

二十回忌

中にもせっかくの合職二十齢法度に及ぶ︒

十一242図その夜の月の入り方に︑稻村が崎︑に

にじゅうよちょう

﹇二十四日﹈︵名︶3

二十四日

はかに二十饒町干あがりて︑北砂はるかに連なり︑

二十四日の午後から︑ねえさんをさそって︑

にじゅうよっか

花火は︑今度はやめださうですが︑二十四

ぜひ來てください︒

六148

六152
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にじゅうろく一にち

日の晩は︑いろくな店が出てにぎはひます︒

菊の花 ⁝ ⁝ ⁝ 一 一 十 六

スレンバンの少女⁝⁝⁝一一十六

観艦式⁝⁝⁝二十六

二十六

朝鮮のみなか⁝⁝⁝二十六

にしん

二種族

一一隻撃沈︑

ル

コレハ
二千五百

ニセモノダ︒ワルイヤツダ︒

﹇二千五百﹈︵名︶！
はりま

1

二千五百メート

いち早く播磨の上月城を占領して︑ここに
︵名︶

︵名︶

ズの後方︑二千五百メートルの海上にある︒

十689

二千七百六十三メートル

にせんしちひゃくろくじゅうさんメートル

した︒

六伽5
七麗10

網船一一さうの間へ︑まっすぐに乗り入れま

彌兵衛が︑末次船一一さうを仕立て︑

日本船は︑︿略﹀︑堂々と二士の港を出航しました︒

七梱3 敷日ののち︑彌兵衛を船長とする二さうの

ふなばた

十捌9 二さうの舟は︑静かに近づいて︑滞満とた

﹇二隊﹈︵名︶1

二隊

たへた水の上に︑舷を並べた︒
にたい

二垂

雷撃機隊は︑たちまち二隊に分れた︒

﹇二台﹈︵名︶1

十657
にだい

二垂︑三垂とできあがる︒

十ニー16 たちまち歯石満載のトロッコが︑一々︑

﹇二段﹈︵名︶1 二段

が仕掛けてある︒

十慨10 上下二段にわかれた戸だなで︑中にはわく

にだん

かつにだい

今こそ︑二千七百六十三メートルの最高 にだい ﹇二題﹈︵名︶■しょとうにだい・やまのせい
ニセンチ

云い水の上に︑ニセンチか三センチぐらゐ

︵名︶5

鮎に立つたのである︒

十一961
にセンチ

七377

曇り雲と同じく︑一一千メートル以下にあ
積雲は一一千メートル以下の高さですが︑

ちがつじゅうしちにち・なんにち・にがつじゅうろ

ういちにち・だいいちにち・てんしょうろくねんし

いちにち・しょうわろくねんじゅうにがっさんじゅ

じゅうくにち・しょうわじゅうねんしがつにじゅう

じゅうさんにち・しょうわじゅうしちねんにがつ

じゅうににち・しょうわじゅうしちねんいちがつに

つにじゅうしちにち・しょうわしちねんにがつに

がつじゅうはちにち・しょうへいにねんじゅうにが

がつじゅうろくにち・しちじゅうろくにち・じゅう

つじゅうしちにち・しちがつじゅうはちにち・しち

ち・しごにちまえ・しちがつじゅうくにち・しちが

うごにち・ごろくにち・さんじゅうにち・しごに

がつじゅうろくにち・げんじがんねんくがつにじゅ

にちいちにち・いちにちはん・えんげんがんねんご

糸は︑一センチ︑ニセンチと︑見るまに延 にち 5いくじゆうにち・いくにち・いちにち・いち

の︑若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

七m8

一センチ︑ニセンチと刻んで行くやうに︑

びて︑山立ートルぐらみになりました︒

七塒9

一センチ︑一一センチと︑固い砲身に穴があ

動くのがはっきりと見えます︒

四川9

けられて行きます︒

二千匹

一センチ︑一一センチ︑石に穴があく︒

﹇二千匹﹈︵名︶1

一一千匹はみるだらうと︑にいさんがいひま

十ニー57

にせんびき

した︒

八麗2

1

レパルスは︑速力がぐっと落ちてウェール

にせんごひゃくメートル

たてこもった二千五百の尼子勢は︑

九戸6

にせんごひゃく

一一936園

六173團 二十四日の午後三時ごろ︑そちらへ参り にせもの ﹇偽者﹈︵名︶一 ニセモノ
ます︒

R14 二十六 汽車⁝⁝⁝百三

にじゅうろく ︹課名︺8 二十六

四26
八26
九26
十26
﹇二十六﹈︵名︶1

死出の旅の供せよ︒﹂ とて︑生年二十六
﹇二種族﹈︵名︶1

﹇二丈﹈︵名︶1

一一種族がある︒

にじょう

義経︑︿略﹀︑みかたの船の一一丈ばかり離

﹇鯨﹈︵名︶1

﹇二隻﹈︵名︶4

旬から︑

にせき

かげろふ

十一755
る雲です︒

十一768

十二圏12囹航空母艦サラトガ型︑ヨークタウン型 にそう ﹇二艘﹈︵名︶4 二さう

に乗り移った︒

十二捌8 敵の乗組員は︑船を捨てて二隻のボート

られ︑

十一562図 わが駆逐艦漣・陽炎の一一隻に追撃せ にせんメートルいか ︵名︶2 二千メートル以下

さざなみ

二隻・三隻と急いて港へはいって來る︒

九477 漁船が︑港へはいって來たのをきっかけに︑

二隻

十一977 北海道本島でにしんの漁期の終る五月下

にしん

れたるに︑ゆらりと飛び移る︒

十川9図

二丈

十一脳4 ダイヤ族には︑陸ダイヤと海ダイヤとの

にしゅぞく

にて︑海へつっとそ入りにける︒

十隅2図

にじゅうろく

一一

五五五五

三314二十六 うらしま太郎⁝⁝⁝九十七
三976 ¥六 うらしま太郎

一而7 二十六 汽車

一一

にちじょう一にっこう

320

くにち・にさんにち・にさんにちまえ・にじゅうご
にちょうよ

三941

日没

露戦孚當時

二十五
二耳鼻

日曜日の朝

﹇二町余﹈︵名︶1

日

流るるやうにすべること二町鯨にして︑
﹇日露戦争当時﹈︵名︶1

その子について︑このごろ︑ふしぎな話
兵隊さんから︑新しい兵器について︑おも
飛行機の整備といふことについてよく知

ほかの弟子は︑教へについていろく

九國のものども討ち從へ候について︑
日記

日記⁝⁝⁝八十二

日記

﹇日記﹈︵名︶1

五823 十七
にっき

日記

七8110国消燈ラッパが鳴り渡るので︑その前に︑

﹇似付﹈︵五︶1

似つく ︽ーカ︾

日記をつけたり︑手紙を書いたりします︒

八974 その鐵を︑大砲の形とは似ても似つかない︑

につ・く

いがたへ流し込みます︒

荷作りされたみかんは︑

にづくり・する ﹇荷作﹈︵サ変︶3 荷作りする ︽一

六293

サ・ースル︾

九506 木箱にぎっしり氷といっしよにつめて︑荷

荷作りされた魚の箱を山のやうに積んだ貨

作りする者や︑

九5010

荷作り場

物自動車が︑魚市場を出て行くのは︑

にづくりば ﹇荷作場﹈︵名︶1

いそがしさである︒

九505 荷作り場では︑︿略﹀︑まるで職場のやうな

三月の聲を聞くと︑満洲でも︑春らしい日

明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑

よし書絵はどんなに暑からうとも︑日光は

かすかに黄色味を帯びて︑

九衙3

子どものほほに降り注ぎます︒

八悩4

光がさして來ます︒

八梱2

湾のゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

わん

たい
八137 私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑皇

にぎやかに見えました︒

土が︑暖い日光に照らされます︒
さいだん
七423 明かるい日光をあびて︑祭壇が︑美しく︑

七369 からすきのあとには︑ほり返された新しい

生まれ故郷も書いておきたいと思ひます にっこう ﹇日光﹈︵名︶13 日光
孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑あ

十一595図國

十七

︹課名︺2

大小の合職敷を知らず︑

にっき

五36

七998 當時︑大正天皇は︑日光にいらせられた︒

校長先生から︑戦孚の始つたことについて にっこう ﹇日光﹈︹地名︺1 日光

質問もし︑

十二337囹

へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒

十二334園しかし退いて一人でみる時は︑師の教

る者には﹁︿略﹀︒﹂といひ︑

十二315

が︑それについて何か御希望はありませんか︒

十966囹

お話があった︒

十538

さんにお話をお願ひいたします︒

九⁝⁝9囹初めに︑整備といふことについて︑をぢ

りたいと思ってみたのです︒

九㎜1園

しろいお話を聞きました︒

八628

があるのです︒

六554園

について︵格助︶9について

が取ってあります︒

八199團

町の名に︑日露戦孚當時の將軍がたの名

にちうせんそうとうじ

やや平なるところに着きぬ︒

八336図

にち・にじゅうはちにち・はんにち・ひいちにち・
ひがないちにち・めいじさんじゅうはちねんごがつ
にじゅうしちにちこぜんよじしじゅうごふん・わど

うごねんしょうがつにじゅうはちにち
にちじょう ﹇日常﹈︵名︶2 日常
られしか︒

十76図 日常の御生活のいかに御倹素にわたらせ

﹇日没﹈︵名︶2

ばを書き表さうとしたら︑どうなるであらう︒

十一伽1 漢字ばかりで︑われわれの日常使ふこと
にちぼつ
一時間鯨りしかなかったが︑

十597 いよいよ出襲といふ時は︑日没までわっか
十一993 この作業が終るころは︑日没のおそい北
日曜

洋にも夕暮がだんだんせまって︑
﹇日曜﹈︵名︶1

四887團それに日曜なので︑朝からあげて遊

にちよう
びました︒

にちようあまり ﹇二町余﹈︵名︶1 二町鯨り
のかなたに控へたる荒尾の九郎が甲を通して︑

十一196図 その矢︑︿略﹀谷をへだてて二町饒り

三942 今日は日曜日で︑こうあほうこう日です︒

にちようび ﹇日曜日﹈︵名︶5 日曜日
四㎜2 この前の日曜日に︑兵たいさんの病院へ︑
みもんに行きました︒

五483 きのふの日曜日に︑にいさんと二人で出か
けました︒

日曜日になります︒

六147 今年は︑二十五日のお祭の日が︑ちゃうど について ︵接助︶1 について
六356 今日は日曜日で︑子ども常駐の日です︒
にちようびのあさ ︹課名︺2 日曜日の朝

三313 二十五 日曜日の朝⁝⁝⁝九十四
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にっこり一にっぽん

九伽5囹南洋の日光に照りつけられると︑いっそ
う暑くなります︒

九月6 天正六年七月十七日置秋とはいへ︑まだ烈
しい日光が︑じりじりと照りつけてみる︒

九㎜4 雲が切れて︑日光がさして來た︒

八幡様に日参致し候も︑そなたが︑あ

はちまん

十129國團
日章旗

ダバオ攻撃部隊は︑︿略﹀要所をまたた

﹇日章旗﹈︵名︶1

つばれなるてがらを立て候やうとの心願に候︒
にっしょうき

十一一225

く間に占領して︑屋上高く日章旗をかかげた︒
にっしん

でたふれ︑

十958囹

さきに日清賢聖の時︑乗ってみた馬が弾

にっしん

十一747 雲の端々が白く見えて︑その間から日光 にっしんせんそう ﹇日清戦争﹈︵名︶1 日清禁裏
がもれたりします︒

十一764 強烈な日光に照らされた入道雲が︑

1

日参致す

︽一

日中は︑二十四五度ぐらみになるから︑
︵名︶一

ニッパ椰子

ただところどころに︑ニッパ椰子や︑サ
﹇日本﹈︹地名︺79

ニッポン

日本与し

日本ノラジオハ︑日本ノコトバヲハ

日本ノ ラジオハ︑日本ノコトバヲハ

日本し
のるしに

うたがある︒

山がある︒

日本のしるしに はたがある︒
二846圃

日本し
のるしに

スケートをします︒
今︑ 日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷
物をつんで︑ この通にさしかかりました︒

四価2

︿略﹀︑元氣よく

四511滞洲に住んでみる日本の子どもたちは︑

二853圏

Q圃

ニー97 カウリャントイッテ︑日本ノキビニ ニ
タモノが デキルコトガ︑カイテアリマシタ︒

ナシマス︒

R圏

ナシマス︒

ニー62圃

一635日
圏本ハウミノクニ︑ ピイヒョロロ︒

ていこくてんのう・たいりくにっぽん

く・だいにっぽんていこくかいぐん・だいにっぽん

んにっぽん・だいにっぽん・だいにっぽんていこ

にっぽん

ゴ椰子や︑びんらうが生えてみるけれども︑

十一鵬8

ニッパやし

春といふよりは夏だよ︒

六㎜6園

十一774 かうしたすばらしく厚い雲によって︑日 にっちゅう ﹇日中﹈︵名︶1 日中
光がさへぎられるからです︒

十ニー49 刃物でそいだやうに突つ立ってるて︑眞
書の日光が︑まぶしいほど反射して掌る︒
にっこり ︵副︶4 にっこり にっこり

六鵬8 まん中の鉢に︑美しいチューリップの花が
水兵は︑頭をさげて聞いてみたが︑︿略﹀︑

一つ︑にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒
十149
にっこりと笑って立ち去った︒
てんがい

十173図門馬︑にっこりとして天蓋を押し開き︑
二王立ちとなって僚機に別れを告げ︑
なって︑にっこりお笑ひになった︒

にっこり

十一84 母宮殿下は︑︿略﹀︑やさしく王を御覧に
にっこり・する ︵サ変︶3 にっこりする
︽ーシ︾

六価6 雪舟は︑にっこりしました︒

する

いった者も聞いた者も︑思はずにっこりした︒

︵四︶

一一
一一

十一柵2 そのいひ方がいかにもをかしかったので︑

にっこりなさる

︽ール︾

十二柵1 ぼくらを見てにっこりしたので︑ぼくは
︵五︶1

帽子を取っておじぎをした︒
にっこりなさ・る

﹇日参﹈

五備3 ほをりの命は︑思はずにっこりなさる︒

シ︾

にっさんいた・す

P6

W4

の兵たいさんが︑銃を持って番をしてゐます︒

四聖4 門のところまで來ますと︑そこには︑日本

四割5 子どもたちに手つだはれながら︑日本の兵

青空高く

日の丸あげて︑

ああ︑美

たいさんは︑にこにこして車を引いて行きます︒

川の流れを見つめながら︑日本の兵たいさ

日本の旗は︒

四柵8團園
しい︑

五153

日本の國は︑わが子わが孫︑その凡その

んが二人︑話をしてゐます︒

五963園

さうして︑天照大神のおことばどほりに︑

孫の︑次々にお治めになる國であります︒

五棚8

日本の國をお治めになりました︒

六57園日本の國は︑今︑たいそうさわがしいや
六223

日本へ錦って見ますと︑︿略﹀前の年に︑

大急ぎで︑日本をさして蹄って來ました︒

うである︒

六228

田道間守は︑昔︑朝鮮から日本へ渡って來

てうせん

天皇は︑おかくれになっていらっしゃいました︒

た人の子孫でした︒

六244

勇ましい日本のらくかさん部隊が︑スマ

なるほど︑日本によく似てゐますね︒

日本の罵眞ね︒

トラの空から︑地上へおりて行くところです︒

六402園

六465園

日本と同じやうに︑南洋でもお米を作っ

六462圏

六467囹

これから︑しっかりと手をつないで行く

てるるのは︑おもしろいことではありませんか︒

六471園

日本でいちばんお強いあなたは︑日本

日本も南洋も︑みんなお米のできる國なのです︒
やまと
こ

武皇子と仰せられますやうに︒

たけるのみ

七1710園

が︑

七㎜4 垂湾は︑明治謹話日本の領土になりました

七価5 彌兵衛は︑もうこの上がまんして︑日本の

にっぽん一にっぽん
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恥を毫湾にさらしたくありませんでした︒
七価6 何とかして︑日本へ錦りたいと思ひました︒

七備3園日本へ錦らうと思ひますから︑ぜひ︑出
航を許可していただきたうございます︒

九2810

十一佃8團

日本の兵隊さんが︑山の谷あひを長い

ニッポン︑バンザイ︒

あの強い日本の兵隊さんが︑こんなも

日本の女たちは︑もっともっと心をや

どうかまさえさんも︑いけ花をみっし

フィリピンのざんがうの中で︑日本の

木々の色が︑フィリピンの島々よりもか

海の色と︑空の明かるさと︑雲の形が︑

日本を守ってくれる寳が︑この中に生き

﹁吉岡︑おまへもいっしよに︑日本

の宮城を遥 拝しよう︒﹂と仰せられ︑

十二稲8圏國

く職ふやうにでもなったら︑

十二価7 もし︑日本が官軍と朝敵とに分れて︑長

てるるのだ︒

十ニー07

の兵隊さんたちを喜ばすのもこのあたりである︒

十一剛5 オランウータンの子どもが︑︿略﹀日本

日本の内地に比べてすばらしくあざやかである︒

十一脳2

へって日本に近いものを感じさせるのは︑

十﹁㎜11

はせるやうな姿で︑

十一㎜7 セレベスの島影は︑どこか日本の山を思

はせる︒

十一鋤1 葉に包んだ御飯は︑日本のかしは餅を思

長唄を聞くなんて︑うれしいことだね︒

十一悩5園

な心を育ててください︒

りけいこして︑日本の少女らしい︑つつましやか

十一伽2国

さしくし︑心を美しくしたいものだと︑

十一柵10團

のやさしい心を持ってるられるのかと︑

十一佃4團

列になって︑進軍して行くところが窮りました︒

皮下10囹

も日本の眞意がわからないで︑

日本には天皇陛下がいらっしゃること︑ 十㎜5 あれほど重い支那のことであるから︑今で

日本には富士山といふりっぱなお山がある

︿略﹀などを︑いつも聞かされてゐました︒

九291

あなたもお行儀をよくしないと︑日本の

日本の子どもは︑みんなお行儀がいいの

ことなどを︑いつも聞かされてゐました︒

九295園
です︒

八73 まもなく︑去って行かなければならない日
本に︑なごりを惜しんでみるのかも知れません︒

九296園

それから︑日本の兵隊さんは︑かならず
日本の馬は︑氣が荒いとかいはれるさう

日本では感じられないやうな︑痛い寒さが

押し寄せて來る︒

九㎜8

だが︑

九806囹

勝ってくれます︒

九324園

子どもに笑はれますよ︒

八76 やがて︑九月もなかばを過ぎると︑燕は︑
そろそろ日本を去って行きます︒

八83 すると︑その右の足に︑日本の文字を記し
た︑小さな金属の板がついてゐました︒

八117 日本からオーストラリヤまでは︑一回キロ
以上もありますが︑

八118 日本に春が來ると思へば︑もう矢もたても
たまらず︑北をさして進むのです︒

殊に日本では︑昔から月と文學が︑まった
横車を押し通さうとした米國︑及び英國
おかあさん︑私は︑今日ほんたうに日本
日本の將來をどうするのだ︒﹂佐吉は︑

この自動織機の出現によって︑日本は︑あ

いはば︑日本と外國との腕比べである︒

これが︑日本における自動織機の始祖であ
十805

なった︒

が實に勇ましいことです︒

十二榴3園私は︑日本の軍隊がつくづくうらやま

十901圓私のいちばん感じたことは︑日本の軍人 十二悩8園 日本には武士道がある︒

いただき︑この上もない光榮であります︒

十866囹

日本の天皇陛下より︑︿略﹀おことばを

っぽれ綿布工業國として︑世界に乗り出すやうに

十823

る︒

十801

もうじっとしてゐられなくなった︒

十7610囹

の國のえらいことがわかりました︒

十574囹

に封して︑日本は敢然と立ちあがったのです︒

十541囹

く離れられないものになってゐます︒

八1110 その小さな胸には︑若葉のもえる日本の春 十425
の美しさを︑思ひ浮かべてみるでせう︒
あったわけです︒

八204国 滞洲は︑前から︑日本と深いつながりが
八247国 日本へ行くのです︒
んな古いいはれのある神社やお寺です︒

八942 日本最初の寺といはれる四天王寺など︑み

八餌3 いろくな大砲が︑どしどし作られて︑日
本の國をしっかり守ってくれるのです︒
八麗7 蒙古風といふのは︑︿略﹀︑日本から太平洋
げんかい

まで吹いて行く大きな風です︒

八衙2 日本から來て︑玄界なだを越え︑満洲から︑
もっともっと北をめざして︑飛んで行きます︒

九207国 日本の軍人として︑恥つかしくない御奉
公をすることができた︒

﹁日 本 の 女 の 子 だ ︒ ﹂

しい日本の兵隊さんを喜んで迎へました︒

九269 マライ人・支那人・インド人たちは︑勇ま
九2710園
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にっぽんいち一にっぽんじん

しくてならないのです︒

︿略﹀︑太平洋の波は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二備2圏 日本の北東から︑南西の岸へかけ︑
十一一泌5 祖國日本の姿を思うて︑血の高鳴るのを
感じた︒

にっぽんいち ﹇日本＝︵名︶8 日本一

には︑弱りました︒﹂

それに︑日本軍の砲撃の仕方が︑初めと

終りとでは︑ずるぶん攣って來ましたね︒

十916囹

住民たちは︑日本軍の強さと心のやさし
日本軍がここにどっかり腰をすゑて︑濠

さを知って︑すっかりなついてしまった︒

十一㎜7
十一㎜12

にっぽんさいしょ
ンネルだ︒

あくしゅ

﹇日本最初﹈︵名︶1

日本最初

九鵬4團 本州と九州の握手だ︑日本最初の海底ト

一一173圃正シイコトバガ︑キレイナコトバガ︑

にっぽんじゅう ﹇日本中﹈︵名︶3 日本中

育てたみかんが︑日本中はもちろん︑遠い

日本中ニキコエマス︒

六288

支那へも︑滞洲へも︑旅だつのだと思ふと︑

が︑いつのまにか日本中にひろがりました︒

七343 重い病氣でも︑きっとなほるといふうはさ

日本人は國語を使ふものだと︑一校で教へ

日本人は︑なかなか承知しませんでした︒

九305囹

﹁あ︑日本人がみる︒﹂﹁日本の女の子だ︒

﹁日本人は︑あなた一人か︒﹂

大東亜戦孚が趨ると︑母は日本人であると

日本人は陛下の赤子であること︑

﹁この子は︑日本人ではありません︒﹂

いふので︑敵の官憲からにらまれ︑

九2910

九291

ド人でしたが︑母は日本人でした︒

九289 少女は︑この町の雑貨商の娘で︑父はイン

九285園

﹂

九279園

といふことが︑どれほど彌兵衛たちを怒らせたか

守備2 オランダ人の足が︑日本人の頭の上にある

七麗6

本人をじゃまあっかひにしたのです︒

七襯5 いはば︑新参者のオランダ人が︑古参の日

ました︒

七川5 塁湾に住んでみる日本人も︑たくさんあり

ぼうえき
船で出かけ︑︿略﹀︑貿易をしてゐました︒

七柵8 その以前から︑日本人は︑さかんに南方へ

られてから︑

七257

にっぽんじん

これらの人たちは︑日本語を︑一生けん にっぽんじん ﹇日本人﹈︵名︶29 日本人息こだい
やがて日本語を通して︑たがひにお話が
滞人の子どもにたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂

日本語が習ひたいといって︑おとうさん
土地の勘校へ通ってみるかたはら︑母親か

少女は︑たくみに日本語・英語・マライ
﹁かささぎ﹂といふ日本語がわからないら

ここち

日本號εグライ

たまくなつかしい日本語を聞くと︑ま
﹇日本号﹈︵名︶1

﹁日本號﹂といふ名をつけることにした︒

ダーにっぽんこう

にっぽんこう

るで地獄で佛にあった心地がし︑

ちごく

十二M2

しい︒

九㎜3

語・インド語を使ひわけながら︑

九348

ら日本語を教へられ︑

九2810

たちのところへ︑毎日何人となくやって來る︒

九256国

と︑日本語ではっきり教へてくれました︒

八238国

でき︑心持が合ふやうになりませう︒

八231国

めいにおぼえようとしてゐます︒

八229国

一772園 ﹁日本一ノキビダンゴ︒﹂
洲のかなたまでじっとにらみつけてみるのだ︒
一788園 ﹁日本一ノキビダンゴ︒﹂
にっぽんご ﹇日本語﹈︵名︶9 日本語
一803園 ﹁日本一ノキビダンゴ︒﹂
四佃7
﹁兵たいさん﹂といふ日本語を︑おぼえて
四54翻 日本一のこの山を︑ 世界の人があ
みるのです︒
ふぎ見る︒

六価9 雪舟は︑とうとう︑日本一の給かきになり
ました︒

した︒

七304圏 日本一の大鳥居︑ かねの鳥居がありま

きであった︒

八367囹 さてさて︑このたびの舞は︑日本一ので
いけずき

十撹6図 宇治川速しといへども︑生食といふ日本
一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと渡り︑
にっぽんかい ﹇日本海﹈︹地名︺1 日本海
たいふう

十二襯2圏 鎚風は︑太平洋︑南支那海︑東支那海︑

日本海︑オホーツク海ll海といふ海︑水といふ
水に號令して︑世界最大の波紋を描く︒

十一29 八 日本海海戦⁝⁝⁝五十一

にっぽんかいかいせん ︹課名︺2 日本海海戦

十﹇515 八 日本海海戦
にっぽんぐん ﹇日本軍﹈︵名︶6 日本軍
大東亜の建設に協力してくれてみる︒

九255團 住民たちも︑心から日本軍になついて︑

八562

今︑日本皇室に封し奉り︑慶祝の親
電を︑書き終ったところである︒

十二佃2圏圓

十837 日本軍がここを占領してから︑直ちに野戦 にっぽんこうしつ ﹇日本皇室﹈︵名︶1 日本皇室
﹁しかし︑日本軍の二十八サンチの砲弾

病院として使用し ︑

十908園

にっぽんせい一にて
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九307囹 あなたの子なら︑日本人ではないか︒

﹇日本船﹈︵名︶4

日本船

さうして︑日本船や支那船が︑貿易するの

にっぽんせん

七皿2
をさまたげるために︑一割といふ高い關税を梯ふ

九405 日本人である私たちは︑︿略﹀︑わが國のこ
ことを命じました︒
ぼつしう

ノイツは︑武器や船具を返さないばかりか︑

彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑
﹇日本第＝︵名︶1

日本第一

日本内地

日本男子

大阪は︑實に日本第一の工業都市で︑各種
﹇日本男子﹈︵名︶1
私も︑日本男子です︒
﹇日本内地﹈︵名︶1

︹早足︺2

日本風

日本のしるし⁝⁝⁝八十四

日本のしるし

ここがセレベスだとは思へないほど日本

二十

日本のしるし
﹇日本風﹈︵名︶1

二十

男女ともサロンをまとひ︑女は日本風の
日本町

ゆめは故郷を
日本領
がうしう

ふけ行く夜の

﹇日本町﹈︵名︶1

日本町に

﹇日本領﹈︵名︶1

わが海軍特別陸職隊が︑︿略﹀濠工兵を

八315図

にて5やせんびょういんにて
さしもに深きくりから谷も︑平家の人馬

︵格助︶38

追ひ彿ひ︑日本領の標柱を打ち立てた熱時から︑

十一㎜6

にっぽんりょう

かけまはる︒

八57圃

にっぽんまち

じゅばんを着てみる︒

十︻泌3

にっぽんふう

二841

二38

にっぽんのしるし

内地の風景によく似てみる︒

十一蹴11

にっぽんないち

十113園

にっぽんだんし

の工業がさかんに行はれます︒

八894

にっぽんだいいち

︿略﹀︑堂々と毫湾の港を出航しました︒

七梱3

日本船に水さへもくれません︒

七桝9

調べたり荷物を没牧したりして︑

オランダの長官は︑たびたび日本船を取り

とばと文字のおかげをかうむつてるるのです︒

日本製

七里7

十524 昭和十六年のこの日こそ︑われわれ日本人
が︑永久に忘れることのできない日である︒
十923園 さすがは日本人です︒

らすらと品よくよみ出されてゐます︒

十一価5 新年に持つわれわれ日本人の心持が︑す
十一㎜2 せいは日本人よりもずっと高く︑力も強
い︒

十一㎜3 しかし氣立てはやさしく︑日本人を心か
ら尊敬して︑なかなか勤勉に働く︒
遣りに來るのである︒

十一筋7 日本人のバナナがすきなことを知って︑
十一働7 それほど日本人に似た姿である︒

んでみる︒

十一㎜8 何十年も昔から︑ほんたうの日本人も住

﹁日本人か︒﹂トラックの上から勇士

十一泌9 この地に住みついた日本人の男女を見る
くべつ
と︑マライ人とほとんど厘別がつかない
十二212園
がどなった︒

十二213 もちろん日本人であった︒
十二218囹 日本人は︑みんな無事ですか︒
ひけふ
十二桝9園 日本人は︑断じて卑怯なふるまひをし
てはならない︒

は︑思はず襟を正して︑

十二槻8 この國歌を奉唱する時︑われわれ日本人
えり

十二備5われわれは︑國語によって話したり︑考
﹇日本製﹈︵名︶1

へたり︑︿略﹀︑ 日 本 人 と な る の で あ る ︒

にっぽんせい

のでなかったからである︒

十769 機械は︑どれ一つとして︑わが日本製のも にて

いかなる弓の名人も︑ただ一矢にて射落

にてうづまれり︒

すことは︑むつかしと見えたり︒

八732図

八752図馬上にうつぶし︑むちの先にて︑流れ行

されども義纒は︑太刀にて熊手を防ぎ防

く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑

八761図

﹁たとへ︑金銀にて作りたる弓なりと

ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑

八763図幽

かつさ

關白頼通の館にて軍の物語しける時︑

よりみち

相模國より御船にて上総へ渡りたまふ︒

さがみの

も︑御命には代へがたし︒﹂と申せば︑

九579図

九76図

いかでか︑生きながら足にて顔をふま

敵の矢にて右の目を射られぬ︒

九623図十六歳にて敵の大軍に向かひ︑
九624図

九635図國

すすけたる障子の破れを︑輝尼︑てっか

るることあらん︒

ら小刀にて切りまはしつつ張りみたり︒

九643図

いかばかりの思ひにて︑この手紙をし

九686図國都にて新馬そろへあるべしなど聞ゆ︒

十131團田

畠山︑五百鯨騎にて打ち渡る︒

たためしか︑

十佃3図

みぎはに打ちあがらんとするところに︑

くわんげん

十柵3図

うら

このあかつき︑城の内にて管絃した

熊谷︑波打際にてむずと組んで︑

十六6事態
だん

﹁︿略﹀︒﹂とて︑生年二十六にて︑海へ

壇の浦にて攻め職ふ︒

まひつるは︑

十掴2図

十梱4図

ここにて↓息休めて︑城の中をきっと

つっとそ入りにける︒

見あぐれば︑

十一178図

たるが︑天日にかがやき渡り︑

十一179図錦の御旗に日月を金銀にて打って着け
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にど一にばんかん

十 十十
一り一一
5202221

310

ご

百人にても動かしがたき大石を︑

せうかんしなの

わが哨艦信濃丸より︑無線電信にて

さしもに深き三々︑死人にて埋まりけ

庫へくだる︒

いしだう

かう

ひやう

げにもうれしげなる氣色にて︑

ける者ども百四十三人︑

十一一㎜7図 一つところにて討死せんと約束したり

らんために参内仕りて候︒

十二992図譜今生にて今ひとたび︑玉顔を舞し奉

十二9710図圓 つひに湊川にて討死仕り候︒

十二954図國 われ︑たとへ戦場にて命を失ふとも︑

﹁︿略﹀︒﹂とちぎり︑

十二934図

騎にて︑湊川の東へかけ出で︑

ニド

ニ度

一一ドオジギシテ︑手ヲウッテ︑

﹇二度﹈︵名︶6

一434圖

にど

尊が二度の大任をお受けになったのを︑
扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

︿略﹀︑いたはしくお思ひになったのでせう︑

七193
八7310図

舞ひあがり︑一一度三度︑ひらくとまはりて︑

學を好み︑過ちも二度とはしない男で

二度三度︑村の上を︑海は進みまた退いた︒

十二362園

十261

二度め

汝︑一一度の戦に勝つことを得て︑敵

ございましたが︑不幸にも短命でございました︒
十二999図書
軍の氣を屈せしむ︒

五39
五961

ににぎのみこと

二十ににぎのみこと

二十 ににぎのみこと⁝⁝⁝九十六

︹課名︺2

二度めの爆撃に移る︒

われわれ爆撃機隊は︑更に大きく揮幕の中

﹇二度目﹈︵名︶1

をめぐって︑

十654

にどめ

十二9110図吉良・石堂・高・上杉の者ども六千鯨

き ら

顔を見んこと︑これを限りと思ふなり︒

十二894図園天下の安否と思へば︑今生にて汝が

しけるやう︑

十一梱2

ににぎのみことは︑つつしんでお受けにな
皇孫ににぎのみことのお通りになる道を︑

ににぎのみことは︑天照大神に︑おいとま
ひうが
たかちほ
ににぎのみことは︑日向の高千穂の峯にお
に

にぎのみこと

天照大神が︑環環堵尊にくだしたまうた
大國主神︑ににぎのみこと︑つりばりの

神勅を思った︒

十565

くだりになりました︒

五二6

ごひをなさって︑︿略﹀おくだりになりました︒

窪川2

ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれです︒

五999園

りました︒

五973

﹁︿略﹀︒﹂と仰せになりました︒

五962天照大神は︑ににぎのみことに︑

︹題名︺1

二年生

行くへ等の神代の尊い物語を始め︑

みなさんが二年生になったら︑新しい

二年生も︑これでべんきゃうをしまし

﹇二年生﹈︵名︶6 二年生

一一年生

にねんせい
三42
にねんせい

一一968園
た︒

一年生がはいって着て︑またつかひます︒

二984園

二川2園勇サンモ︑ヂキニ年生デハアリマセン

うれしい︑うれしい︑

二年生︑

うれしい︑うれしい︑ 一一年生︑

カ︒

三44團

二年生の時に習った詩が︑思ひ出されまし

二の矢

まことに御許しあらば︑一一の矢仕ら

﹇二矢﹈︵名︶1

六悩8

三51團

た︒

にのや

ん︒

十一6610図國

﹇二倍以上﹈︵名︶2

二倍以上

高いのになると八千メートルー1富士山の

何といっても二倍以上の敵である︒

﹇荷馬車﹈︵名︶1 荷馬車

土ぼこりうづまき立つや十あまり荷馬

二番

一番︑一一番︑三番と︑十二番の舞がめでた

﹇二番﹈︵名︶1

﹇二番艦﹈︵名︶1 二番艦

十705園 二番艦が︑レパルスが︑沈んだぞ︒

にばんかん

くすみましたが︑

八359

にばん

車すぎ行く夏草の野路に

十桝2図魍

にばしゃ

二倍以上もあるのがあります︒

十3810

九欄1

にばいいじょう

マストの二倍ほどある水柱があがった︒

けるを︑河内へ返さんとて︑
ににぎのみこと
﹇迩迩藝命︺︹人名︺7 ににぎのみ にばい ﹇二倍﹈︵名︶1 二倍
かはち
に
にぎのみこと
十一一888図 河内へ返さんとて︑櫻井の騨にてさと こと 覆顔杵尊
十666 みごとにウェールズに命中して︑書論から︑
あてま
らすおほみかみ

かはち

十二887図 その子正行が今年十一歳にて供したり

まさつら

十二884図 楠木正成都をたち︑五百飴騎にて兵 ににぎのみこと

くすのきまさしげ

射落さんとしけるが︑

十一647語例の大矢を打ちつがひ︑ただ一矢にて

いまだ天の明けざる前に勝負を決すること︑

十一607図國爲朝が矢二つ三つ放さんばかりにて︑

はん︒

十一606図國甲の袖にて彿ひ︑けちらして捨て候

十一604図國 一矢にて︑眞中を射通し候はん︒

んに︑火を逃れん者は矢を漏るべからず︑

十一602図圓三方に火をかけ︑一方にて支へ候は

﹁ 敵 艦 見 ゆ ︒ ﹂ と の報告あり︒

6

図図

図

にばんき一にメートル
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にばんき

﹇二番機﹈︵名︶2

二番機

十673 二番機・三番機が︑二艦の針路をねらって︑
それぞれ右から左から魚雷を嚢射した︒

二匹

十675 ウェールズを襲った二番機が︑魚雷を放つ
てその右舷前方にさしかかった時︑

にひき ﹇二匹﹈︵名︶4 ニヒキ ニひき
﹁メダカガニヒキトレタ︒﹂

三612 赤いのを三びき︑赤白のぶちを二ひき

一582園
すくって︑ガラスばちに入れました︒
ぼ地から︑二匹ののろが現れた︒

九㎜4どんぐ野原を進んで行くと︑向かふのく
九㎜9 また進んで行くと︑やぶのところがら︑二
匹の親のろと一匹の子のろが出て來た︒
にひゃくごじゅうメートル ︵名︶ 1 二百五十メー
トル

心616

百人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といつ
二百メートル

二百キロ

決勝線まで︑わっか一一百メートルぐらみに

︵名︶1

た賊も︑しまひには十萬ばかりになった︒

五924

にひゃくメートル

︵名︶1

なりました︒

にひゃっキロ

にぶい

︽ーイ・ーク︾

今度は︑胸の爾わきが破れて︑そこからも

大れふを知らせるまっかな吹流しが二本︑
ルックサックを背負って︑スキーをつけ︑
母は︑戸だなから二本の日の丸を取り出し︑
きり
三本足の錐であったのが︑二本は折れて一

二本の門松のうち︑その一本を以て聖王

本足になってみるので︑

の萬歳を祝し奉り︑

十﹁価3

十二蹴9 船の跡が︑いつまでたっても二本のしわ

魚雷二本が︑確かに命中したのだ︒

を描いて︑消えずに残ってみる︒

十二鉗12

﹇二枚﹈︵名︶1 二枚

﹇二万﹈︵名︶1 二士

毛利方は︑高松城の危いことを知り︑二萬

ニミリ

夏かへるのですが︑その時は︑一一ミリぐら

︵名︶1

二眠

をばさんのうちから︑一一眠をすましたかひ

﹇二眠﹈︵名︶1

﹇二名﹈︵名︶1

二名

もう︑ニメートルとははなれてみないや

コメートル︑ニメートル︑三メートル︒

糸は︑︼センチ︑ニセンチと︑見るまに延

九742 さしわたしニメートルもある︑土で固めた

びて︑ニメートルぐらみになりました︒

七鵬8

﹂と聲を出して敷へる︒

七737園

うです︒

三704

かうしてできた二本の筒は︑うまくはまり にメートル ︵名︶4 ニ婬書トル

れて︑ステッセル將軍のところへ行った︒

十859 命じられた津野田参謀は︑二名の部下をつ

にめい

ごを︑二十匹もらって來ました︒

五314

にみん

みの小さな︑白いうじのやうなものです︒

七864

にミリ

の援軍を送ってよこした︒

十概1

にまん

はいってゐました︒

四676 ポストの中には︑もう一一枚のはがきが

にまい

本煙突の大きな客船の姿が窮つた︒

十二榴3 漕望鏡に︑あかあかと燈火をともした二

いちばん大きなのは︑直樫が二百キロもあ にほんえんとつ ﹇二本煙突﹈︵名︶1 二本煙突

﹇鈍﹈︵形︶4

るといはれてゐます︒

十386
にぶ・い

山の頂が︑銀のやうに白く光り始めると︑

潮の流れはますます急になるのか︑いくら

どす黒かった海面が︑にぶい光線を反射する︒

九467

九989

患者が︑船が揺れだしてから急に悪くなつ

手足に力を入れても︑進みはにぶい︒

十儒7

て︑︿略﹀目の光もにぶくなってしまひました︒

﹇二本﹈︵名︶12

ぶい光を投げかける︒
にほん

二本

八827 二百五十メートルものぼったところで︑ 十一棚8 濃霧がだんだん薄れて︑太陽が洋上にに
二百三

︿略V︑﹁さあ︑おりるよ︒﹂といふ合圖をされた︒

にひゃくさんこうち ﹇二百三高地﹈︵名︶1

一一本並んでむしばができてみる︒

三401園

のちには︑だんだんふくれ出して︑とうと

高地

十鵬2

九335

二本の杖をつきながら︑そこへ集った︒

八779

威勢よく風にひるがへってゐました︒

六柵6

合って︑

六647

二本の足が出ました︒

五242

う︑それが二本のかはいらしい足になりました︒

五235

四896影響骨が二本しかないぢやないか︒
二

十932囹 長男は南山で︑次男は二百三高地で︑そ
れぞれ職死をしました︒

じゅれい

にひやくすうじゅうねん ﹇二百数十年﹈︵名︶1

百敷十年
及ぶ二もとの御神木を仰げば︑
﹇二百隻﹈︵名︶1

二百隻

九172 しめなはでかざられた︑樹齢二百敏十年に
にひゃくせき

の流し網出漁船は︑いま出動準備の最中である︒

十一983 ここ北千島の一角を根操地とする二百隻
にひゃくとおか ﹇二百十日﹈︵名︶1 二百十日

二百人

九柳10 やがて二百十日が來て︑農家はただ風ばか
﹇二百人﹈︵名︶1

りを心配する︒
にひゃくにん

荷物

圓形のかまの上へそっと手を置いた︒
﹇荷物﹈︵名︶ 1 1

四価2 今︑日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷

にもつ

物をつんで︑この通にさしかかりました︒
荷物まで焼けてしまったのださうです︒

七776団

五667團

入螢したて

ぼくも︑入螢以來ずっと元号です︒
﹇入営﹈︵名︶1

入臆したてのころは︑馬のそばへ近寄る

にゅうえいしたて
ことが︑こはかった︒

︽一

七928

空では︑大きな入道雲が笑ってゐます︒

ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲です︒

十一763 夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと

ぎんねず

十一764 入道雲が︑まぶしいほど︑銀白色または

俳句で﹁雲の峯﹂といふのも︑この入道

銀鼠色にかがやくのを見ると︑

八千メートルの高さになります︒

十一769 入道雲の頂になると︑六千メートルから

十一775 積雲や︑入道雲や︑かなとこ雲は︑いか

行く手の空には︑眞白な入道雲がむつく

にも壮大で︑強烈で︑男性的です︒

りと首をもちあげて︑船を招いてみる︒

十一一川6

十二㎜4 左舷にまはった入道雲の頭が︑そろそろ

あかね色に染まりかけて來た︒

十二脳8 頂を︑あかね色に染めかけてみた入道雲

︹地名︺3

ニューブリテン島

の足もとから︑︿略﹀雲が湧きあがって來た︒

ニューブリテンとう
十一指図

︽ーセ

にうわ
﹇柔和﹈︵形状︶1 柔和

やさしい女性の御心に︑上火が命じら

によしやう

﹇女性﹈︵名︶1

十二797園

末廣がり屋を知らぬによって︑かやう

によって︵接助︶5によって

れた︒

十一一相3

によしょう

板に︑おのおの名字を書き連ねて︑
によしやう
女性

十一脳12 クチンあたりに住んでみるのは︑入れ墨
にうわ
も少く︑小がらで柔和な顔をしてみる︒
にょいりんだう
にょいりんどう ﹇如意輪堂﹈︵名︶1 如意輪堂
にょいりんだう
十一一㎜9図 正行・正時以下︑︿略﹀︑如意輪堂の壁

にゅうわ

十一㎜9 ニューブリテン島

＝ユーブリテン島

﹇入城﹈︵名︶2

入城εすがたなき

雲です︒

入電當初は︑︿略﹀︑なかなか骨がをれま 十一768

入坑

入港する

ニューギ一一やしゅう ︹地名︺一 ニューギニヤ州
そうとく
以前はここにニューギ一一や州の総督が住
んでみた︒

十一㎜11

したが︑

七834團

六721 風しもになってみたので︑一度運び出した にゅうえいとうしょ ﹇入営当初﹈︵名︶1 入螢享宴
六726園 荷物をかたづける時︑どこにもみません
でした︑何べんも呼んでみたけれど︒

七518 みなさんを乗せる船は︑今さかんに起重機

六槻3 汽船から︑たくさんの荷物がおろされます︒
にゅうこう

﹇入坑﹈︵名︶1

を動かして︑荷物を積んでゐます︒

入坑の時刻がせまった︒
﹇入港﹈︵サ変︶1

﹇柔弱﹈︵形状︶1

明日は昭南に入港する︒

スル︾

十二73
にゅうこう・する

七麗8 そこで︑オランダの長官は︑たびたび日本
ぼつしう
船を取り調べたり荷物を没興したりして︑

十二鯉3

七麗10 彌兵衛が︑末次船二さうを仕立て︑荷物や

にゅうじゃく

にゅうじょう

にゅうじょう

十一㎜1一 ニューブリテン島である︒

﹇入城﹈︵サ変︶1

︵名︶一

﹇入道雲﹈︵名︶9

入道雲

いっか隣りのお子さんをつれて︑

ニュース映董

いざ︑汝も勇ましく入城せよ︑姿なく︑

入城す

約八千の邦人が︑皇軍の入城を知って︑

にゅうどうぐも

一一ユース映垂を見に行きました︒

十一柵7国

?[スえいが

聲なき汝なれども︒

十155落勢

ヨ︾

にゅうじょう・す

狂喜してこれを迎へたのであった︒

十二231

きて︑今日の入城を待てり︒

十王2図魍

それより七十六日︑汝は︑母の心に生

いになったり︑また柔弱に聞えたりする︒

それが度を越すと︑かへってばかていね

柔弱

七冊2囹 だが︑荷物は全部置いて行くのだぞ︒

十一311

武器を積んで︑皇湾に着いた時︑
これまでたびたび没毒してみた荷物や︑

七伽10

七梱4 受け取った荷物をいつぽい積み︑

荷物皇

いそがしさうに荷物を運んでみる︒

九踊12 列車がいくつも止ってをり︑満人の赤帽が
﹇荷物台﹈︵名︶1

十二槌10 ハンマーや︑シャベルや︑つるはしを荷

にもつだい

物思にしばりつけ︑鐵砲をかついだ工兵が︑

?[アイルランドとう ︹地名︺ 4 ニューアイル

にゅうえい δにいさんのにゅうえい

に南へ航海を績けると︑

十﹁㎜10 ニューアイルランド島をあとにして︑更

十一餌図 ニューアイルランド島

十一㎜9 ニューアイルランド島である︒

十一㎜6 ＝ユーアイルランド島

ランド島

一一

にゅうえいいらい ﹇入営以来﹈︵名︶1 入螢以來

一一
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にもつ一によって

にょうり一にわ
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申すのでござる︒

十二808園ここに御主人の書きつけがあるによつ
て︑それに合ったらば買ひませう︒

十二816囹 とくさをかけてみがいてあるによって︑
すべすべ致す︒

ニョロリ

十一窩1

みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列
にらめっこ

﹁正男さんは︑金魚とにらめっこをし

﹇睨﹈︵名︶1

をしいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒
にらめっこ

三643園
てるるのね︒﹂といって︑笑ひました︒

カウリャントイッテ︑日本ノキビニ＝

見ルト︑私ノオヂイサンニヨクニ艦齢
たちばなといって︑みかんに似た︑たいそ

うかをりの高いくだものがあることを︑

六205

タデシタ︒

二957

タモノガデキルコトガ︑カイテアリマシタ︒

ニー98

十一﹇818園 この金物でじっとしめるによって︑要 にる ﹇似﹈︵上一︶25 ニル 似る ︽二︾
もとしめてでござる︒

︵副︶一

すべすべ致します︒

十二857囹 とくさをかけてみがいてあるによって︑
にょうり

キドキ＝ヨロリトウゴキマス︒

一594 ドヂャウハ︑ソコノ ハウヘ シヅンデ︑ト
にら

なるほど︑日本によく似てゐますね︒

﹇韮﹈︵名︶1

六465園

にら

﹁ばせう﹂といってみるものに︑よく似た

︵五︶

にらむ

1

にらみ渡す ︽一

はくわい

︽iマ・ーミ・ーン︾

その鐵を︑大砲の形とは似ても似つかない︑
それと似て︑少し攣ったのが﹁はうぼう﹂

また︑北極星を柄の端にして︑北斗七星と
母が額に手を當てて︑熱のかげんをみた
ろうもん

青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑
はんてん

十一723

雨雲に似てゐますが︑

さばの斑鮎に似てみるのでさば雲といひ︑

十一874 葉がふちに似た﹁ななかまど﹂や︑

十一745

させる︒

十一996 一種のあこがれに似たなつかしさを傷え

内地の風景によく似てみる︒

十一描11 ここがセレベスだとは思へないほど日本

十一川6 あの内地の山によく似た山脈の森の中に

は︑どんな動物がみるのか想像がつかない︒
さる
オランウータンは猿の一種で︑その一塞・

それほど日本人に似た姿である︒

一動がをかしいほど人間に似てをり︑

十一㎜10

十﹇㎜7
び

しり

ちか足袋に︑尻あてといったいでたちである︒

た

十二76 鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑作業服・

興亡すべて夢

にれい山

油を煮るやうに鳴き

︽ニル︾

英雄墓はこけむしぬ︒

歴史は長し七百年︑

ころから︑匡人は孔子を取り園んだのである︒

十二265 不幸にも︑孔子の顔が陽虎に似てみたと

に似て︑

十二768図圏

﹇煮﹈︵上一︶1 煮る

﹇爾霊山﹈︹地名︺1

せみ
七758團 木立には︑ 蝉が︑

にる

たてる︒

にれいさん

り︑︿略﹀旅順港口を眺めたりすると︑

八253團 にれい山へのぼったり︑表忠塔を仰いだ

にわ

初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列に

庭 δおにわ・なかに

二列に並んだ列を︑まだだれも齪す者はな

﹇庭﹈ ︵名︶ 28 ニハ

い︒

九968

なったので︑ずるぶん列が長かった︒

八785

すがすがしき赤松の木立を負ひたる玉門 にれつ ﹇二列﹈︵名︶2 二列
一幅の糟書に似て︑

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑見あげた尼さ

十一667図園汝は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ︒ わ・はこにわ

んの顔は︑この子とどこか似たところがある︒

十一396

がら珊瑚珠のかがやくに似たり︒

さんごじゅ

十439図すずなりの赤き實︑夕日を浴びて︑さな

は︑

十57図

りなんかするのと似てゐますね︒

九相10園

どうやら似た小さなひしゃく形に連なるのを︑

九934

です︒

八衡1

いがたへ流し込みます︒

八974

しかも︑たくさん植ゑてあるのです︒

ばせうに似た植物が︑きちんと行儀よく︑

植物に生る果物です︒

八139

せりが飛びちがふ︒

九観6 畠のにらの花に︑頭でっかちないちもじせ
2

八155

﹇睨付 ﹈

︵下一︶

にらみつける

にらみつ・ける
︽ーケ︾

がら︑︿略﹀︑その 場 を た ち 去 っ た 義 光 は ︑

七652 錦の御三を肩にかけ︑相手をにらみつけな
十一川1 日本軍がここにどっかり腰をすゑて︑濠
﹇ 睨 渡﹈

洲のかなたまでじっとにらみつけてみるのだ︒

シ︾

にらみわた・す

八㎜4圏 この大空のはてのはてまで︑私たちは︑
﹇ 睨 ﹈ ︵ 五 ︶4

︿略﹀︑じっと︑に ら み 渡 し て み る の で す ︒
にら・む
とヒつ

六梛1 工兵は︑三人つつ組になって︑長い破壊
筒をかかへながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒

七伽3 彌兵衛は︑ノイツの首に刀を突きつけたま
ま︑︿略﹀︑きっと あ た り を に ら み ま し た ︒

いふので︑敵の官憲からにらまれ︑

九301 大東亜葉書が始ると︑母は日本人であると

329
にわ一にん

二83

ソレヲニハノ木ノ二陣ツルシテ︑

二248 カニハ︑柿ノタネヲニハニマキマシタ︒
ナクコエガシマシタ︒

二㎜5 ソノ時︑庭ノ方デ︑﹁ホウホケキョ︒﹂ト︑

庭へ出て見ると︑つばきが一りん咲きさう

になってみた︒

八桝9
ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎の庭

へ持って來て植ゑた︒

九曜12

天地も暗くなるのは︑

十一m2 ベートーベンの象眼は異様にかがやいて︑

﹇鶏﹈︵名︶9 にはとり

鶏

その身には︑にはかに何者かが乗り移ったやう︒
にわとり

四248道のまん中で︑にはとりがたくさんゑ

にはとりは︑おどろいて右と左へ逃げ

さをひろってゐましたので︑

四253

ていどう

駐在所の庭で︑一郎と貞童が遊んでみる︒
なし

十276

宇治橋を渡ると︑青々としたしばふがつ

四日に︑乃木將軍は︑ステッセル將軍に︑

ぶた

庭はき

床下には︑豚や︑鶏が飼ってある︒

にん 5いちにんまえ・いちまんろっぴやくよにん・

日羽1園ぼくは︑庭はきをするのでしたね︒

﹇庭掃﹈︵名︶1

十一圏7

鳴き聲が聞かれるのも︑のどかな風景である︒

十一㎜4 木かげで豚が遊び︑あちらこちらに鶏の

ぶた

ぶだう酒や︑鶏や︑白菜などを送りとどけた︒

十874

十463図鶏の聲を聞きては︑はや心も心にあらず︒

づいて︑鶏が遊んでゐました︒

五93團

う ち

かせになりました︒

五53 まったくさんの鶏を集めて︑しきりにお鳴

などを︑戸口に並べてみる店があります︒

赤いらふそくや︑にはとりの卵や︑︿略﹀

ました︒

庭では︑うぐひすが︑美しい聲で﹁ほう

にはか

四悩4

庭へ出した机の上に︑梨やぶだうを供へた︒

なかぶさ

ももひろちひろ海の底︑

館の庭に勇ましく響き渡った︒

十一桝1図閣
たる庭廣し︒

二羽

庭におり立つた私は︑
﹇二羽﹈︵名︶1

十二搦5
にわ

﹇俄﹈︵形状︶8

射落すほどの上手なり︒
にわか

にはかに︑笛とたいこの音がひびいて來て︑

にはかに風起り波だちさわぎて︑御船進

︿略﹀お祭のちゃうちんが︑うつりました︒

六柵2

まず︒

九78図

にわはき

八721図國空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑かならず

遊びなれ

﹁出登︒﹂山田先生の聲が︑工房温泉旅

ほけきよ︒﹂と鳴いた︒

十一465

十川12

ちゅうざい

下の村を見おろした︒

I6 庭デハマタウグヒスガ︑﹁ホウボケキョ︒ 十％1 五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに

遅い庭の向かふに兵舎が立ってゐま

のせわをしてゐられた︒

五櫨6圃 ちんちろ松虫︑ 虫の聲︑ 庭の畠で
きました︒

ごにん・しじゅうにん・しじゅうよにん︒しちじゅ

も・さんにんばり︒さんよにん・さんよにんめ・し

んにん・さんぜんよにん・さんにん・さんにんと

ごにんばり・ごろくせんにん・ごろくにん・さんぜ

にん・こせんにんあまり・ごにん・ごにんばやし・

たまく一行の雁︑刈田におりんとして︑ くにん・くまんにんあまり・けがにん・ごじゅうよ
にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九592図

七754圃 その庭に︑日まはりが咲いてみる︒

十騰11

その夜の月の入り方に︑稻村が崎︑に

すると︑にはかに黒い雲がわいて來た︒

十一242図

火曜ネボカトフ少將︑︿略﹀︑にはかに

はかに二十蝕町干あがりて︑平砂はるかに連なり︑

うににん・しちにん・しちはちにん・じゅういちに

十一557図

七㎜7 お黒黒は︑庭の中央に安置された︒

じゅうにんのりそこそこ・じゅうろくにん・せんな

ん・じゅうさんにん・じゆうににん・じゅうにん・
一天にはかに墨を流したやうに曇って︑

戦艦ニコライ一世以下四隻を學げて︑その部下と
十一772

ともに降服せり︒
庭をはき始めた︒

八梱4 ﹁ずるぶん寒いな︒﹂そんなことをいって︑

七㎜5園陛下のお罵眞を︑庭へお移し申せ︒

家の人々といっしよに庭へ出たが︑

七987 ちやうど︑お査の食事中であった元帥は︑

にいったので︑私は︑急いで庭へ出ました︒

六櫛4 ﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外から窓ごし

鳴

五825 朝起きると︑おとうさんは︑もう庭の朝顔

五787 ぼくは︑はだしで庭へ出た︒

かって元氣よくまきますと︑

四981﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑豆を庭へ向

す︒

四748

ててありました︒

四734 廣い庭の中ほどには︑何本も立札が立

て︑庭の草を取りました︒

三953 それから︑おとうさんのお手つだひをし 十一828

た︒

三946 みんな庭へ出て︑宮城の方を拝みまし

いです︒

三568 庭のあぢさるの花が︑ほんたうにきれ

﹂トナキマシタ︒

一一

んびやくにん・せんにん・せんにんめ・なんじゅう
にんげん

﹇人間﹈︵名︶11

人間

母も人間なれば︑わが子にくしとはつ

人間や︑牛や︑馬の病氣も︑おなほしにな

りました︒

五618
十1210國田

にん・なんぜんにん・なんにん・なんびやくにん・
にさんじゅうにん・にさんにん・にじゅうにん・に

にんかう

ぱ

孝明天皇の御妹︑明治天皇の御叔母君で︑

子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ
﹇人参﹈︵名︶3

にんじん

だいすきなにんじんがはいってみるのだ︒

ひ見せたいと思ってみるが︑その時は︑きっと︑

五699團 いっか國男にも︑にいさんの愛馬を︑ぜ

お酒や︑お餅や︑魚・大根・にんじん︑

にんじんを忘れないやうに頼むよ︒

七4110

︿略Vを︑それぞれ三方にのせて供へられました︒
にんとく

昔︑仁徳天皇は︑この地に都をお定めにな

仁徳天皇をおまつりしてある高津宮や︑

かうつのみや

八9310

ぬ

﹇大蒜﹈︵名︶1 にんにく

﹇任務﹈︵名︶5 任務

任務を果して氣がゆるんだのか︑鳩は︑

殊に工兵隊が自分の任務を果すまでは︑

かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑

ぐちもこぼさず︑ひたすら任務を遂行す

﹇寝﹈︵下二︶1

のうちにも花ぞ散りける

十一332図魍やどりして春の山べにねたる夜は夢

ぬ ︽ネ︾

る姿には︑神の尊ささへ感じられるのである︒

十二柳4

おくことができない︒

十湘3 といって︑その任務は︑しばらくも捨てて

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒

十㎜3

決して持ち場を離れないえらさに︑

十902園

︿略﹀︑つめたくなってしまった︒

八6710

にんむ

を︑戸口に並べてみる店があります︒

四脳4 あひるの卵や︑にんにくや︑はすの實など

にんにく

つて︑堀江をお開きになり︑

八959

にんとく

仁徳天皇

月は︑永久に人間の心の友であり︑慰めで にんとくてんのう ﹇仁徳天皇﹈︹人名︺2 仁徳天皇

あります︒

十432

ゆ思ひ申さず︒

ひゃくにん・はちにん・ひやくしじゅうさんにん・

人形εお

ひゃくにん・よにん・ろくしちにん・ろくにん

にんぎょう ﹇人形﹈︵名︶12 人選ャウ
にんぎょう・おにんぎょうさん・わらにんぎょう

けっくわん

交通路は︑ちやうど︑人間でいへば血管

かうつう

のやうなものである︒

十㎜6

ものであるから︑

二402 花子サンバ︑人改ャウが病毒ニナツタノ 十749 人間の衣食住といふものは︑みんな大切な
デ︑オイシャサマヲヨビマシタ︒

二416 正男サンバ︑人ギャウノソバニスワリマ
シタ︒

と︑美しく︑こまやかに罵し出してみるかが
さる
オランウータンは猿の一種で︑その一州・
わしのたべ物といふのはね︑行者さん︑

この喜びをあまねく世に分って︑人間を
﹁七たびまで人間に生まれて︑朝敵

救はなければならないと︑かれは思った︒

十二559

十二528園飲み物といふのが︑人間の生き血さ︒

生き血さ︒

人間の生肉︑それから飲み物といふのが︑人間の

十二528園

一動がをかしいほど人間に似てをり︑

十一別10

二421 正男サンバ︑人ギャウノ手ヲトリマシタ︒ 十一375 源氏物語が︑いかによく人間を生き生き

三688 かへりに︑私は人形を買っていただき
ました︒

六844 私は︑私のだいすきな︑かはいい人形と︑
しよくか く

みもん文を入れました︒

ぶたい

八佃4 小さな鯛角があって︑それが︑ちやうど
人形のかはいらしい爾手を思はせます︒

十㎜12 日暮れ時の盗読の退場などに︑影給の舞垂
をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒

十二933図國

を

を滅さばやと存じ候︒﹂と申す︒
にんかう
﹇仁孝天皇﹈︹人名︺1 仁孝天皇
ちかこ

にんこうてんのう

十一4310 この不幸な子を慰めるために︑源氏は給
しょだな

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十一446 りっぱな書棚に︑たくさんの人形や︑家
や︑車が並べてある︒

んでみる︒

十一456 紫の君は︑人形の一つをおばあさんと呼 十二㎜8 静皇院宮親子内親王は︑仁孝天皇の皇女︑

にんじん

たり︑人情の温かさを吸って︑

十脳1

十一4510 今一つの人形にも美しい着物を着せた︒ にんじょう ﹇人情﹈︵名︶1 人情
十一一僻1 のんきな主人に置き忘れられ︑雪にうま
つて冬を越した人形が︑

にんぎょうあそび ﹇人形遊﹈︵名︶1 人形遊び
て︑人形遊びにいそがしい︒

十一447 紫の君は︑それを部屋いっぱいにひろげ 五696團愛馬ぶくろといって︑その中には︑馬の

ぬ

にんぎょう一ぬ

330

331

ぬ一ぬ

ぬ

﹇完了﹈︵助動︶38

ぬ

︽ナ・二・ヌ・ヌル︾

首を打ちにけり︒

敦盛とて︑生年十七にぞなりにける︒

十m2図

おんくし

八337図やや平なるところに着きぬ︒
る︒

十⁝⁝2図生年二十六にて︑海へつっとそ入りにけ
十︻335図圃

風の音にぞおどろかれぬる

吸ひて童と

かけへだてられては父のために悪しか
千里寄せくる海の氣を

にかへっておしまひになるでせう︒

掛けなさい︒

五715園もうちきおりますから︑かまはずに︑お

うにかけ出して︑

五伽3 敵の揮が飛んで來るのもかまはず︑はふや

ず︑まことにすまなかった︒

六736園消防にばかり働いてみて︑手傳ひもでき

がへ︑

六皿3 道眞は︑目にもとまらぬ手早さで︑矢をつ

を討てとの勅をかうむり︑

七176園朝廷の仰せに從ひまつらぬによって︑汝

﹁もしものことがあったら︑忘れずに︑

この袋の口をおあけなさい︒﹂

七197園

八119

七646囹

それはげしからぬ︒

はだ身はなさず持ってるた刀を︑

もう矢もたてもたまらず︑北をさして進む
八384

陛下は外たうをも召されず︑熱心に戦況を

悲憤

とても助らぬと畳悟をきめた︒

がなかった︒

わが 七458 逃げようにも逃げられず︑職はうにも武器

東の野にかぎろひの立つ見えてか

よたれぞ常ならむ︒

こ

十二562図鼠色はにほへど散りぬるを︑
み

つきせぬ親王のみうらみに︑

たれぞ常ならむ︒

十二766図圏

わが世 七459

十二479図圏園色はにほへど散りぬるを︑

へりみすれば月かたぶきぬ

十一一427図圏

ひむがし

なりにけり︒

十一鵬1紅皿

りなんと思ひて︑門の内へ引く︒

十﹇641図

十一336瓜凶圏

風の音にぞおどろかれぬる

秋空ぬと目にはさやかに見えねども

九91図后の御櫛ただよひて海べに寄りぬ︒
﹁あづまはや︒﹂とのたまひぬ︒

九362図魍 すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ

九96図

れ御軍の一人となりぬ
春の日ざしとなりぬ

九377図圏 白々とあんずの花の咲き出でて今年も
九585図 關白の館を出で︑義家も出でぬ︒
九598図 つひに敵軍を攻め破りぬ︒

九592図 にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九624図敵の矢にて右の目を射られぬ︒
九627図圓 蹄りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂といひて︑
のけざまに伏したれ ば ︑

十172図魍 翼は︑空中分解を始めぬ︒

九704図幽 はるけくもこの峯に 光さし來ぬ︒

十189図圏 ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ

十177図圃大空の積心胆をいうどりぬ︒

英雄墓はこけむしぬ︒

八614

のです︒

十二771図圏

いはんや汝すでに十歳に蝕りぬ︒

の涙わきぬべし︒

十195図圃 たくましく︑ををしく生きぬ︒

十二892図国

わっかに七十三騎となりにけり︒

ぼやと思ふ今日の御旗ぞ︒

十436図 しばし縁先にやすらひぬ︒

十二924図

羽衣をお返ししたら︑あなたは︑まはず

寒い夕空をものともせず︑南東をさして高

甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

こまでも横車を押し通さうとした米國︑

十5310囹．東亜におけるわが國の地位を認めず︑ど

のありさまは何事だ︒

十105園軍に出たのを男子の面目とも思はず︑そ

の日も待ってるたが︑

三川7囹そんなこととはつゆ知らず︑風の日も雪

今もいういうと流れてみる

九衙8

く飛んでみた鳩は︑

八663

ごらんになっていらっしゃいます︒

十444図 直ちにまたかま場へ引き返しぬ︒

︽ズ・ヌ・ネ︾5いいしれ

兄弟ともにさし違へて︑同じ枕に伏し
こナり︒

ぬ

十二937図

十472図 やがて﹁おお︒﹂と力ある聲に叫びて︑

﹇打消﹈︵助動︶64

あげました︒

三冠−ぼくらは︑まけずにどんぐ砂をもり

ぬ

ぬ

＋465図ぐるぐとめぐり歩きぬ︒
立ちあがりぬ︒

十474図 しばしかま場にごをどりしぬ︒

十872図圃 たむかひしかたきも今日は大君の恵み
へきごどう

その後は︑がやがや何かわからぬことをい

何かわからぬことを︑がやがや話したり︑

の露にうるほひにけり

十985図團赤い椿白い椿と落ちにけり碧梧桐

四望9

四価5

四捌7園

ひながら︑

十欄6図水の底をくぐりて︑向かふの岸に着きに
けり︒

十㎜3図 さてもあるべきことならねば︑泣く泣く

ぬいあわす一ぬう
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十757 これを人の手によらず︑機械の力で動かす

十587 どうしても撃滅しなければならぬ︒
やうに工夫したかった︒
機械の製造にとりかかった︒

十797 しかも︑かれはこれに漏足せず︑すぐ動力

自分はわざと將軍のなぞも解かず︑

ことにせんないことでございます︒

十二646園
のまま退出したのである︒
かうなっては是非もございませぬ︒

もう一滴の血も残ってゐませぬぞ︒

それがしは末廣がり屋を存ぜぬが︑何

何者かは知らぬが︑わいわいわめいて

o

十髄10 何萬の敵をものともせず︑職ひぬいたこの
勇士の頭に︑

十備2囹 かなはぬ時は︑城を枕に討死せよといふ
お心と思ひます︒

﹁時をたがへずおいでになり︑御殊勝に

十爾5 さしもの大堤防も︑日ならずしてできあが
つた︒

十齪2囹
存じます︒﹂

かの曲を譜に書きあげた︒

十一脳2 その夜はまんじりともせず机に向かって︑

ほほ

十ニー55 第一︑並み並みならぬ根挿がいる︒

十二245 頬を傳ふ涙を梯ひもせず︑泣きながら歌
ひ︑歌ひながら泣いた︒

十二2710 あいにくこの地方に戦齪があって︑道は
はかどらず︑

十二339園 しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ會
得して實行にかかる︒

十二409 かく上下を問はず︑國民一般が︑事に燭
れ物に感じて歌をよむといふのは︑

かれは︑あたりの石といはず︑木の幹と

十二486 いひ知れぬ喜びが︑かれの胸にわきあが
つて來た︒

十一一5510

いはず︑今のことばを書きつけた︒

。3さ854
囹う園囹園

ませぬ︒

十一一624囹 さやう致しては政道が立ちませず︑ま

大海原は白波一つ立たず︑油を流したや

敷知れぬ細引きが掛け並べられてみる︒

十二㎜2

へんりう

偵察員は偏流測定器から目が離せず︑

うな静かさ︑

十二㎜3

十二鯉1

こっちの所在を知ってか知らずか︑敵の

今日も獲物にありつけず︑
かんばん
レキシントンの甲板が見えず︑
十一一餌3

十二川12

敵艦隊を一隻も鯨さず︑珊瑚海の海神

警戒艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

のごちそうに供へてやる︒

十二鵬2園

十二盟7 と︑豫期にたがはず︑一大勝報が︑電波

に乗ってやって來た︒

十二7210

六箇所の大志が次々に縫ひ合はされた︒

一雨ばかりも引いてくださらぬかとい ぬいあわ・す ﹇縫合﹈︵五︶1 縫ひ合はす ︽ーサ︾

﹇縫始﹈︵下一︶1 縫ひ始める ︽一

かはいいぬひとりだこと︒

艦列をぬって進

ヌッテイラッ

9 ヌフ ぬふ 縫ふ 縫ふ

ぬ

僥酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせ

せうちう

﹇縫﹈ ︵四五︶

御召艦ははるばると︑

林をぬって長距離をすべるのは︑ほんたう

ぬ

﹁総員起し︒﹂と呼んで︑つり床の間をぬ

さくれつ

すきまもなく炸裂する砲揮を縫って︑たち

まち三重を投下した︒

十6410

つて行く︒

九542

に愉快であった︒

八859

む︒

八287圏

シャイマシタ︒

二463 オカアサンガ︑キモノヲ

︽ーッ・ーヒ︾

ぬ・う

の小さな畳針で傷口を縫ひ始めた︒

十二727

メ︾

ぬいはじ・める

八㎜1園

殿様の御合貼まみらぬも道理でござり ぬいとり ﹇縫取﹈︵名︶1 ぬひとり
そちは末廣がりを知らぬな︒

一言半句︑不平もぐちもこぼさず︑ひた
徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝
徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝
情を述べて残るところあらせられぬ宮の
一日たりとも︑諺語の力をかりずに生活

機關の音もかき消されて︑目の前には︑

消えずに残ってみる︒

十二㎜5

そ

ともすれば國語の恩をわきまへず︑中に
は國語といふことさへも考へない人がある︒

十一一閑9

する日はない︒

十二鴇4

御文の力であった︒

十二榊6

臣たちも︑

十二桝3

臣たちも︑

十二餌3

すら任務を遂行する姿には︑

十二佃4

十二8510囹

ます︒

十二847園

ふのでござる︒

十二829園

十二828園そのやうに安いものではござらぬ︒

申すのでござる︒

末廣がり屋を知らぬによって︑かやう

7
園

十二621園政治を行ふ身ほどつらいものはござい 十二鯉9 いつまでたっても二本のしわを描いて︑

十二561 あたりの石といはず︑木の幹といはず︑

十 十 十十十
二ゐ二と二ニニ
了9る79致了8了1了1
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ぬうっと一ぬける

十755 佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑
し

し

たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

︵下一︶

1

︽ーク︾

脱ぎ捨てる ︽一

抜く

︽ーイ・

みことは︑劒を抜いて︑大蛇を︑ずたずた

にお切りになりました︒

五301

五843

ふところにかくしてみた劒を抜いて︑たけ

一本一本きれいに抜いた︒

天叢雲劒を抜いて︑手早くあたりの草をな
ノイツの胸ぐらをつかんで引きすゑ︑かた

義軍︑背に負ひたるうつぼより︑かりま

彌兵衛の部下も︑刀を抜きました︒

みうら

ためつぐ

三浦の平太郎爲次といふつはもの︑景正
景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ
狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑︿略﹀︑

佐々木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる
太刀を抜いて額に當て︑大音聲あげて︑
よしさだ

うとした︒

十二674

氣丈にも聞多は立ちあがって︑刀を抜か

の太刀を抜きて︑海中へ投げ入れたり︒

ば︑たやすく抜けず︒

九625精華は︑首を貫ぬきてかぶとに射つけたれ

九備8園

します︒

九備10囹

それで︑片手つつ手袋を脱いで︑仕事を

どうしても︑手袋を脱ぎます︒

十皿2図今はかうと思ひ定め︑太刀・長刀も海へ

投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり︒

義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上

よしさだ

十価4 毛布を脱いでみる人に︑そっと掛けてあげ
る︒

十﹁234図

をはるばると伏し拝み︑祈りけるやう︑

十一一926図

甲を脱いでその身を見れば︑正成十一

十一一910 上着などは脱いでしまふ︒

﹇拭﹈︵五︶1 拭ふ ︽ーフ︾

箇所まで傷を負ひたり︒
ぬぐ・う

汗を拭ふまもなく︑

■てぬぐい

十一一鵬8

﹇抜出﹈︵五︶1 抜け出す ︽ーシ︾

皿vだしぬけ

ぬぐい
ぬけ

ぬけだ・す

七888 じっと動かないでるますが︑やがて起き直

﹇抜﹈︵下一︶5 ぬける 抜ける ︽ーケ︾

つたと思ふと︑からだは完全に抜け出します︒
ぬ・ける

←およぎぬける・かけぬける・くぐりぬける・つき

ますと︑

四鵬3 通をぬけて︑町の入口の門のところまで來

て︑空相がぬけてしまったのです︒

三894園タイヤの中のチューブにあながあい

十一241図義貞︿略﹀︑みつからはける黄金作り ぬける・とおりぬける

﹁︿略﹀︒﹂と名のりたり︒

十餌5図

大綱どもを︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑

十倣4図

四尺の大太刀を抜いて切ってかかった︒

九梛10

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

九6210図

が顔をふまへて矢を抜かんとす︒

九629図

たの矢を抜きて弓につがへ︑

九602図

七佃10

手に短刀を抜いて︑その胸に突きつけました︒

七酩9

ぎ彿ひ︑

七221

るの胸を突きました︒

七166

十一584図紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑ 五842 先週の金曜日に抜いたのに︑もうのびた草 ぬ・ぐ ﹇脱﹈︵四五︶7 脱ぐ ︽ーイ・ーギ︾
十一791 このにぎやかな聲の絶え間を縫って︑
がだいぶある︒
︿略﹀せせらぎの音が︑かすかに聞えて干る︒

元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一研9 薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い

ぬうっと ︵副︶1ぬうっと

ぬかつく

十312 井戸端のうるしの木が︑ぬうっと立ってる

﹇ 額 ﹈ ︵ 五︶−

εこぬか

る︒

ぬか
ぬかず・︿

十62図 拝殿に進み︑明治天皇・昭憲皇太后御三
柱の神の御前に︑うやうやしくぬかつく︒
﹇脱捨﹈

ぬき ﹇抜﹈5えりぬき・けぬき・めぬき
ぬぎす・てる
テ︾

抜き取る

︽ーリ︾

九梱5 小僧さんは︑ををしくもかういって︑衣を
﹇抜取﹈︵ 四 ︶ 1

脱ぎ捨て︑尼子勝久と名のった︒
ぬきと・る

抜き持つ

︽ーチ︾

九638図 爲次︑ことばなく︑ひざをかがめ顔を押
﹇抜持﹈︵ 四 ︶ 1

さへて︑矢を抜き取りけり︒
ぬきも・つ

ぬく

菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑
ヌク

δいぬく・かちぬく・かんがえぬく︒

﹇抜﹈︵四五︶ 1 9

十一一946図
ぬ・く

ーカ・ーキ︾

きりぬく・くりぬく・そめぬく・たたかいぬく・は
せぬく・はたらきぬく

ぬ・く

﹇抜﹈︵下二︶1

抜く

︽ーケ︾

りついて︑︿略﹀︑抜きたる刀をうばひ取る︒

十二㎜12

出爽後一時間ばかり︑やっと層雲を抜け

けて︑走りつづけました︒

十二963図母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取 五柵3 それでも利根は︑弾の下をくぐるやうに抜

一832 モモタラウハ︑刀ヲヌイテ︑オニノタイ 十二707 決然として︑兄は刀を抜いた︒
シャウニムカヒマシタ︒
に向かひました︒

三528 一寸ぼふしは︑針の刀をぬいて︑おに

ぬし一ぬれる
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たので︑少し高度を取ったが︑

十二卸6 その氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑
ちよつと張りの抜けた神纏を引きしめさせる︒
ぬつくりぬつくり ︵副︶1 ぬつくり

ぬし δもちぬし

布

母馬子馬︑

﹇濡﹈︵四五︶2

七966圃
行く︒

ぬら・す

柳のかげが暮れて

︽ーサ・ーシ︾

沼の岸︑
ぬらす

ぽたり︑ぽたりと落ちて︑本堂の板の間を

ぬらしました︒

六皿9

なほし

︵サ変︶1

ぬらぬらする

づ直衣の袖をぞぬらされける︒
ぬらぬら・する

︽ーシ︾
かいさう

四427圃木かげから︑ ぬつくりぬつくり︑子だ 十二996図 中納言︑いまだ奏し奉らざる先に︑ま
﹇布﹈︵名︶9

ぬきが︑ 出て來てお山へ集って︑
ぬの
ひろがります︒

ぬり

こくたん

呂うわぬり・したぬり・しゅぬり・なかぬり

でした︒

三757国そのたびに︑白い布をひろげたやうに︑ 七108 拾って見ると︑ぬらぬらした︑茶色な海藻
六367 かべには︑白い布がはってあって︑
したん

御髪は紫檀にも黒檀にもあらずして︑た
塗り物

さび土は︑その土地特有のもので︑これ

土藏の中である︒

主人に案内された塗り物の工場は︑薄暗い

﹇塗物﹈︵名︶6

だ黒きぬり机なり︒

十78図

十7410 布を織る仕事も︑決してゆるがせにしてはぬりつくえ ﹇塗机﹈︵名︶1 ぬり机
おかれない︒

ぬりもの

十755 佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑
たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒
織られて行くやうにもなるであらう︒

十7510 更に進んでは︑ひとりでに︑布がずんずん 十柵1

布ぎれ

急な階段をのぼって二階へ行くと︑そこに

私は陳列室へはいって︑いろくな塗り物
みなさんの周園には︑どんな塗り物がある
か氣をつけてごらんなさい︒

出爪7

の並んでみるのを見ましたが︑

十伽5

十梱6圓塗り物には︑ほこりが禁物ですから︒

も︑だまって塗り物を塗ってみる人たちがみた︒

十伽8

がなかなか塗り物には大切なものです︒

十7810 黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと 十伽6囹
に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒

十794 この日︑佐吉の織機を操って︑りつぽに布
を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

十842 憶見室に當てられた部屋には︑大きな机を
少年は︑︿略﹀︑持ち合はせてるた布を振つ

用意し︑眞白な布を掛けた︒
十㎜12
﹇布切﹈︵名︶2

て︑やっと列車を少年の寸前で止めた︒
ぬのぎれ

︽ーッ・ーリ︒−

⁝・⁝百十八
塗り物の話：

ぬる 塗る

十六

14

十36

︵五︶

塗り物の話
﹇塗﹈

十六
ぬ・る

十佃7

八234團 赤い布ぎれのふさをつるしたものですが︑ぬりもののはなし ︹芸名︺2 塗り物の話
十脳10 妻は︑なべや︑やくわんや︑布ぎれなどを
持つた︒

ル︾

濃 沼
ぬま

三817目を赤くぬりました︒

﹇沼﹈︵名︶2

七952團母馬子馬︑ 沼の岸︑夏のゆふべの柳か

ぬま

・げ︒

りました︒

三823鼻の爾わきから耳へかけて︑茶色にぬ

三鵬4園赤や︑黄でぬった門が見えるね︒

奈良の都には︑赤くぬった宮殿や︑お寺の

お堂が︑あちらこちらに見えてゐました︒

七324

あの新聞紙を︑白くぬっておくやうに︒

をぬっておくとか︑何とかすることがあります︒

九腸9囹早く知りたいために︑尾翼にちよつと色
十846園

塗って行く︒

十伽3 その手は︑盆を一枚﹈枚︑はけでさび色に

も︑だまって塗り物を塗ってみる人たちがみた︒

十伽9 急な階段をのぼって二階へ行くと︑そこに

この人たちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑

黒い漆を塗って行く︒

十伽10

まつ︑このやうに内側を塗って︑それを

時に塗ることはできません︒

十慨1囹盆のやうに三下なものでも︑表と裏と同
十槻2囹

それを乾かしてから外側を塗るのです︒

乾かしてから外側を塗るのです︒

中塗りの盆は︑内側ばかりが塗ってあって︑

十櫨3園
十櫨5

このわくへ︑塗った物をはさみます︒

外側はまださび色のままである︒

﹇濡﹈︵下二︶1 ぬる ︽ーレ︾

十旧2園

﹇濡鼠﹈︵名︶1 ぬれねずみ

n▽ずぶぬれ・びしょぬれ

十二悩8図閣春雨にぬれつつ屋根の手まりかな

ぬ・る

ぬれ

ぬれねずみ

の身を︑かくす物は何一つない︒

十梱3 ぬれねずみの姿で海岸へはひあがった兵士

月の光が

ぬれた葉を︑かひこにやってはいけませ

﹇濡﹈︵下︸︶5 ぬれる ︽ーレ︾

五339園

ぬ・れる

んよ︒

五惚4間ぎんぎら葉の露︑草の露︑
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ぬれました︒

．しっくが落ちるたび︑

六悩6圏 ここは川ばた︑やなぎの芽︑ ぬれて︑

だ︒

八526 少しぬれてみるけれども︑できあがったの
十一95 御軍服は︑しぼるやうにぬれてみた︒

七473 曲の進むにつれて︑用光は︑自分の笛の音

ね ﹇音﹈︵名︶5 音←ぐうのね
によったやうに︑ただ一心に吹いた︒

七476 笛の音は︑高く低く︑波を越えてひびいた︒

三笠の

みかさ

ろいろに鳴って︑それこそ天上の音樂である︒

十盟12 鳩が群になって飛んで來ると︑笛の音がい
しか

十一一381團 鹿の鳴く音にさそはれて︑
山をはなれけん︑

に天上に響き渡った︒

十二573 とたんに︑妙なる樂の音が起って︑朗か
ね ﹇根﹈︵名︶8 根⑫つけね

三499囹雨がふると︑水は︑木の根や︑草や︑

十一8310

木の根︑岩角を敷へるやうに︑ふみしめ

岩角が出︑木の根が横たはってるる︒

ふみしめ登った︒

十一868

ゴムの木の根へ︑耳をつんざくやうな雷

鳴とともに︑幅廣い稻妻が鋭く切り込む時など︑

十一㎜1一

ね

ね﹇寝﹈呂かりね・ひるね
ネ

山には木があるね︑草もあるね︒
三498園
山には木があるね︑草もあるね︒
三498園
七月のはじめまでだね︒
三585囹
三625囹 ﹁きれいな金魚ですね︒﹂
正男さんは︑金魚とにらめっこをして
三643囹

からだは大きくても︑おまへはまだ

子馬よ︑おまへはかはいいね︒

みるのね︒

三801團

たぬき君︑よいお天氣だね︒

赤ちゃんだね︒

三804魍
三839園

さうかね︒

一416園
ホホウ︑コレハヨクデキタネ︒

︵終助︶捌

ね﹇嶺﹈←たかね
ね

三856囹

一495園﹁カハイラシイネ︒﹂トイヒマシタ︒
ニー16園 マア︑ヨカッタネ︒

三971囹今朝は︑一家そう動ゐんではたらいた

三867園

サムイ

四151囹

四145園

ほんたうにしばらくでしたね︒

﹁よくかへって來ましたね︒﹂

三佃4園赤や︑黄でぬった門が見えるね︒

めさんだね︒

三棚9囹 おや︑だれかと思ったら︑ この間のか

ね︒

三㎜1無私に︑このかめを費って くれないか

﹁ほんたうにじゃうずですね︒﹂

ニー25園 サウダネ︒

ハッチ︑サカナタチハ

こしかけを︑かはいがって

ね︒

二433囹タベスギデスネ︒

﹁氷ガ

二506園 ﹁キンギョヤ コヒバ︑ドウシテヰル
デセウネ︒﹂

T16園
デセウネ︒﹂

この机や

二832楽手ノ上ニゴムマリヲノセテヰルネ︒
U園

﹁おもりがかるいのだね︒﹂

﹁その大きなぼけものは︑わたしくら 四157囹 勇︑大きくなったね︒

では︑このくらみかね︒

そんなら︑このくらみもあったかね︒

四631囹

四548囹

四175囹

﹁神さま︑お喜びね︒﹂

﹁いたづらな花子さんね︒﹂

﹁さうだ︑よく讃めたね︒﹂

三302園

三299園

五58 ある神様は︑山へ行って︑さか木を︑根の

おくわしをたべすぎましたね︒

夜ねる前にも︑みがくといいのです

﹁ここで︑あんなにはげしい職孚をした

五373囹

五366園

五317園

かひごは︑あれが急きらひですからね︒

﹁どうしたのでせうね︒﹂

まあ︑かはいいかひこね︒

のも︑うそのやうな氣がするね︒﹂

五151園

四957囹 ﹁うちでもそろそろ始めるかね︒﹂

﹁あら︑おんなじですね︒﹂

三402園

がね︒

三421園

﹁それもよいが︑だれが︑そのすずを
つけに行くのかね︒﹂

三446園

それが︑かうむしばになってはいけ

ついたままほって︑持っていらっしゃいました︒
るい穴をほり︑その中にはいってゐます︒
生きてゐます︒

七857 その管を木の根にさしこんで︑汁を吸って

へ持って來て植ゑた︒

九脳11 ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎の庭

ませんね︒

三413園

四691囹

ゐもあったかね︒﹂といひました︒

黷Q91囹

三86園

やりませうね︒

X8

七854 たいていは︑木の細い根をぢくにして︑ま

落葉の間にたまったり︑

一一

一一
一一

ね

ね一ね
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よく似あひますね︒

﹁ ほ んたうにね︒﹂

九352園

﹁おかあさん︑あの人は︑えらいことを

おかあさんに別れて︑さびしいかね︒

たね︒

八伽4囹 おやおや︑おかあさんをかいてくれまし
八伽10園

今日はいい日だったね︒

五403園 あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こん

六佃1園 ﹁まあ︑きれいね︒﹂
六㎜8園 ﹁でも︑夜は寒いでせうね︒﹂
七101園これは︑いいものを見つけましたね︒

八搦9囹

な白い糸が出て來るものですね︒
五405囹

春枝さんは︑わかめを拾ひましたね︒
七1010園

九389囹

九悩7圃園

九鵬6雲立

おかあさん︑あの下を通って來たのね︒

おかあさん︑まるでおとぎ話のやうね︒

おかあさん︑今︑海の底を走ってみる

おかあさん︑あの海峡をくぐるのね︒

したものですね︒﹂

九皿6圏幽
九⁝⁝2圃圏

さうね︒

ちよつと敷へきれませんね︒

九川10囹母が額に手を當てて︑熱のかげんをみた

のね︒

七666園

七5510

あら︑みんなちがひますね︒

港内には︑ずるぶん船がゐますね︒

七676園

七559

やうですね︒

七124園おもしろいことをしてゐますね︒
七253園おかあさんは︑大丈夫でせうね︒
七533勇ましい樂隊の音樂が聞えますね︒
ざう
七547ちやうど︑子犬が︑象でも引つぼつて行く

五413囹 あら︑きれいなまゆができましたね︒
﹁このへんが︑つれさうだね︒﹂

五伽8囹私は︑毎日山へ行って︑鳥や︑けものを

五442囹

取ってみますね︒

五伽2園 そこで︑お願ひがあるのですがね︒

六172国 今年は︑めづらしい牛行列が見られるさ
うですね︒

國のために︑働きたくはないかね︒

六354團 をぢさんのやうに︑誘水艦に乗って︑お
六455園 南洋って︑かはってみて︑おもしろいと

それで︑その時刻に︑あの穿下掲揚毫の

九佃6園

ほんたうにかはいいのですね︒

さうでせうね︒

りなんかするのと似てゐますね︒

七722囹

九桝8園

ころですね︒

ほんたうですね︒

かげの長さを計るのですね︒

﹁ 日 本の罵眞ね︒﹂

七725囹

六462園

六466園 なるほど︑日本によく似てゐますね︒

九摺3園寒い時もたいへんでせうが︑暑い時も苦

しいでせうね︒

去年の今ごろ︑學三園の菊の花を窩生し

八槻1囹

きれいなつばきね︒

ざりたいものですね︒

八伽6囹 さ︑静かに起きませうね︒
八梱1園 ぼくは︑庭はきをするのでしたね︒
八捌7園 もうちき六時ね︒
路梱8囹 今日はお祝ひの日ですから︑何か花をか

八冊8囹 ﹁かには︑ピヤノの先生ですね︒﹂
八欄5園 そうつと︑静かにお仕事をしませうね︒

ね︒

八782囹みんなそろったね︒
八柵3園 ほんたうにきれいだね︒
八槻7園 みんな︑同じ方へ向かって泳いでゐます

圖が︑教室に張ってあるさうですね︒

一人でよく來たね︒﹂と︑をちの聲︒

あめ

それに︑日本軍の砲撃の仕方が︑初めと

終りとでは︑ずるぶん愛って來ましたね︒

十917園

の岩戸があけたやうな氣がしますね︒

十578囹ありがたいおことばを聞いて︑まるで天

てるるなどは︑ 實に美しい想像ですね︒

十356園 ﹁りっぱな望遠鏡ですね︒﹂
十377園月の顔には︑ずるぶんあばたがあるね︒
火山といっても︑ みんな死火山ですがね︒
十393
十428月の世界に都があって︑ そこで天人が舞つ

九㎜−o囹

九㎜−o園 やあ︑よく來たね︒

九㎜−o園 あそこの岡を知ってみるかね︒

ね︒

八198團私の送ってあげた大連の絶はがきや︑地 九佃9園 するともう四十八機も撃ち落したのです

ましたね︒

八196国

六553園 年取ったおとうさんのすきなものを︑い

六544園 もみちが︑きれいになりましたね︒
ろいろ買って曇るといふことですね︒
なるほど︑それはふしぎな話ですね︒
六559園
六573囹よくせいが出ますね︒
六594園感心な子どもですね︒
六668園まあ︑よく見えるね︒
六672囹なるほどね︒
六673囹
森の木が き れ い で す ね ︒
六675園おまへはえらいね︒
六748園をばさん︑これから︑ずっと私のうちに
いらっしゃいね︒

六806囹 それはいいね︒

六佃1圃國春が來たのね︒
ね︒

六脳7鯛園 花もきれいだけれど︑ にほひがいいの

337
ね一ねえさん

十㎜8園 おかあさんも︑いっしよに行きませうね︒
十川12囹 もう︑こんなところには來ないね︒
︑十一409園 あなたはまるで赤ちゃんですね︒

十一444園 お正月が來たから︑あなたも少しはお
とならしくなったでせうね︒

十一498園私がみなくなっても︑さびしがらない
で︑よく勉強してくださいね︒

あさんを︑だいじにしてあげてくださいね︒

十一503園どうぞ私に代って︑おとうさんやおか

演奏會へ行ってみたいとかいふことでしたね︒

十一佃9園門口で聞いたのですがlIあなたは︑
十一幡3團 このごろまさえさんは︑熱心にいけ花
のおけいこをしてみるさうですね︒
長唄を聞くなんて︑うれしいことだね︒

十一梱6園 フィリピンのざんがうの中で︑日本の

いい星 で す ね ︒

十二5410囹たったこれだけですがね︑行者さん︒
十一一断9囹

四245園 今日汽車で通りますのでね︑見送りに

ね ︵間助︶2 ね

行くところなんですよ︒

音色

十二528園 わしのたべ物といふのはね︑行者さん︑
﹇音色﹈︵名︶1

人間の生肉︑

ねいろ

ふし︑

ねえさん

十川6 どらにも大小さまざまがあって︑音色も違

ネエサン

ねえさん ︹題名︺1 ねえさん
﹇姉﹈︵名︶49

四536 ねえさん

二伽2

二992

﹁︿略﹀︒﹂ネエサンバ︑前ヨリモ大キナ

﹁︿略﹀︒﹂ト︑ネエサンガイヒマシタ︒

た︒

五404

ねえさんも︑﹁ほんたうにね︒﹂といひまし

朝ごはんの時︑ねえさんから聞いたことを

えん日へ行って︑すず虫を買ってかへった︒

太郎さんは︑ねえさんや弟たちと︑ささ 五855 おかあさんと︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑

ネエサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑

コエデイヒマシタ︒
二㎜8

三242
の葉を取って︑ささ舟を作りました︒

お答へした︒

五875

﹁ねえさん︒﹂と喜んで呼びました︒

をしてください︒

三246園ねえさんは︑あの橋の上でしんばん

二十四日の午後から︑ねえさんをさそって︑

ねえさんと二人で︑金魚を買ひに行き

三594

六93囹

八㎜4

ねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑私は︑

ねえさんも起きるところであった︒

八伽1

ねえさんは︑すぐに御飯をたき始めた︒

ねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑一りんざ

﹁︿略﹀︒﹂とねえさんがいった︒

十﹇467 今日︑ねえさんがお嫁入りをします︒

歌った︒

八桝5 それからねえさんは︑﹁母﹂といふ唱歌を

しにさして︑飯憂の上にかざった︒

八梱10

八泌9

音のしないやうに起きて︑

八佃3

たねえさんがいひました︒

六815 さっきから︑せっせと︑くつ下をあんでゐ

らひました︒

六738園 いや︑手骨ひは︑ねえさんに十分しても

ぜひ來てください︒

六148

いって︑笑ひま

いひました︒

いひますと︑

ました︒

三602 ｪ﹀︒﹂と︑ねえさんが
三608 ｪ﹀︒﹂と︑ねえさんが
三642ねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と
した︒

いらっしゃいました︒

三864勇さんのおかあさんとねえさんが︑來て
見て

四544すると︑そのしゃうじをあけて︑中から
ねえさんが のぞきました︒

ねえさんは︑﹁おお︑まぶしい︒﹂といっ

四544花子さんは︑ねえさんの顔へ光をあて
ました︒

四545

それを箱に入れて︑ねえさんに見せると︑

て︑手で顔をかくしました︒
五315

十一472

髪結ひさんが︑一生けんめいに︑ねえさ

晴れ着を着せられたねえさんは︑まるで

よその人のやうに見えます︒

十一481

んのお支度をしてみるところでした︒

十一479

になってしまふのかしら︒

ほんたうに︑あのねえさんが︑よその人

十一294 ねえさんは︑お仕事をしておいでです︒

買物袋をさしあげた︒

八伽2 最後にねえさんは︑ひもであんだきれいな

五329ねえさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒
五342 ﹁︿略﹀︒﹂と︑ねえさんにいはれたので︑
五348ねえさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と聞くと︑
五363私はおどろいて︑ねえさんを呼びました︒

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

五367ねえさんも考へてるましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と
たつねられて︑ 私は︑はっとしました︒

うちを︑ 箱の中へ入れてやると︑

五394ねえさんに︑こしらへてもらったわらのお

二786團 ウシロニ︑ネエサント私が立チマシタ︒ 五391ねえさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

一463 ネエサントフタリデ︑ツイテイキマシタ︒ 五374囹
﹁ねえさん︑助るでせうか︒﹂

ねえさん

「〈

「〈

ねおきする一ねずみ
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十一491 ふすまがすうとあいて︑着かざったねえ
﹁ねえさん︑おめでたう︒﹂やっとこ

さんがはいって來ました︒

十一495囹
れだけが︑私の口から出ました︒

寝起きする

︽ース

︽iッ・一

飛行機にお酒を供へたり︑しっかり頼む

渡しを願ひたいと思ひます︒

九桝10囹

父爲時が願ったやうに︑もし紫式部が男

ぞと願ったり︑

十一363
であったら︑

十一646立願ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち

猫﹇▽みけねこ

をばさん︑猫はどうしました︒

十一榴2 このはりつめた第一線の陣中で︑ふと猫

六724園

の鳴き聲を耳にした︒

つて︑あたりを見まはすと︑

十一偽3 こんなところに猫がみるはずはないと思

十一伽6 兵隊さんが︑どこからかつれて來て︑か

はいがってみる猫であった︒

ある少年は︑自動車道路の見張りを受け持

﹇螺旋﹈︵名︶1

くわんじゃ

ねぢ

ねずみδぬれねず

ネズミノオトウサンバ︑オ日サマノトコ

ネズミノ

オトウサンバ︑

ビックリシテ︑

ネズミノ オトウサンバ︑ 雲ノ トコロへ

ネズミノ オトウサンバ︑ ビックリシテ︑

ネズミノオトウサンバ︑風ノトコロへ

ネズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ
ネマシタ︒

二734

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二722

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

二71一

行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二698

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

二688

ロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トタノミマシタ︒

二673

ネズミ

病室の患者は︑よく寝静まつてゐます︒

コンナヨイ子ヲ︑ネズミノ語口メサ

ネズミノ赤チャンが生マレマシタ︒

﹇鼠﹈︵名︶22
一一656

み

ねずみ

十悩8

ねしずま・る ﹇寝静﹈︵五︶1 寝静まる ︽ーッ︾

の先でしめるのですから︑

九備6囹例へば小さなねぢをしめるにしても︑指

ねじ

つてみたが︑急病で寝込んでしまった︒

十割2

この期において︑おんみの願ふとこ ねこ・む ﹇寝込﹈︵五︶1 寝込む ︽ーン︾

つがひ︑ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

十二931図圓

かれは︑静寛院宮に事の次第を申しあげ

ろは何ぞ︒

十二梱5

て︑切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑

あれほど敵艦船であってくれと願ったの
願はくは

に︑やつばり雲のいたづらだったのか︒

十二㎜9

﹇願﹈︵副︶1
ねぎ

願はくは︑われに七難八苦を與へたまへ︒

﹇葱﹈︵名︶3

白いねぎが︑葉のそばにすれすれにな

ね雲

ねこ

ンニスルノハヲシイ︒

心の中でいのりながら︑ねぎを︑きりぎ 二664園
きりぎりすは︑︿略﹀︑ねぎをおいしさう

猫
﹇猫﹈︵名︶7

十︻咽8
ねこ

ネコ

曇り雲とか︑ね雲とかいはれる雲です︒

︵名︶1
十﹇751

ねぐも

にたべはじめましたG

三734

りすのからだに近づけました︒

三731

ると︑きりぎりすは︑ひょっこり動いて︑

三724

ねぎ

九伽1園

ねがわくは

十一4910 さういへば︑よくねえさんにいろく教
へていただいたものでした︒

十一505囹ねえさん︑これまでずるぶんわがまま
をいってすみませんでした︒
といつしょに︑車に乗りました︒

十一509 ねえさんは︑山田のをぢさん︒をばさん

﹇寝起 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

十二燭10園 ねえさん︑雪の中からお人形が出て來
たの︒

ねおき・する
ル︾

は︑銃を立て掛けておくところがあって︑

七822團 ぼくらが︑朝夕寝起きする室の壁ぎはに

︽ーセ︾

願ひあ

十二冊9冬田 心中御憐察あらせられ︑願ひの通り︑

ねがい ﹇願﹈︵名︶1 願ひ←おねがい
家名のところ御言慰あらせられ候はば︑

げまみらす

ねがいあげまいら・す ﹇願上参﹈︵下二︶1

︽ーデ︾

十二瑠4圓團 汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑
願ひ出る

私身命に代へ願ひあげまみらせ候︒
﹇願出 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

ねがふ

願ふ

八396 それから頼朝の御殿へあがって︑うばと二 ねこ ︹題名︺1 猫

ねがい・でる

﹇願﹈︵四五︶8

人でお仕へしたいと願ひ噛ました︒
ねが・う

三428園このごろ︑なかまのものが︑ねこに取

一323

ネコ

ヒ・ーフ︾ Oあおぎねがう・おねがいいたす・おね

大きなすずをねこの首につけて︑そ
の音が聞えたら︑逃げることにしようでは

三437園

られてこまる︒

がいする
五相7 文子さんがねがってみたやうに︑利根は︑
はん
軍隊の軍犬班へ︑はいることになりました︒

七描6園 それで︑このさい︑船具や武器のお引き

339
ねずみさん一ねったい

行 ッ テ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂トイヒマシタ︒

二745 ネズミノオトウサンバ︑カベノトコロへ

十二

十二

ねずみのちゑ

ねずみのちゑ⁝⁝⁝四十二

ねっしん

ねつじょう貼あいこくてきねつじょう

八186

︽ーッ︾

太陽のゆたかな熱と光とを吸って︑すくす

くと育つた塁湾のバナナは︑

飛行機の熱を計ったり︑

りなんかするのと似てゐますね︒

二更10園母が額に手を當てて︑熱のかげんをみた
九麗2園

十319

おちいさんが︑孫を寝つかせようとして話
をしてみる︒

若い職工さんもみて︑︿略﹀︑こまかな注意

みんな︑胸にこみあげるうれしさを押さへ

もやう
特に船長たちは︑晴雨計と空模檬を熱心

このごろまさえさんは︑熱心にいけ花

﹇熱﹈︵サ変︶2熱する︽ーシ・ーセ︾

このやうに︑打つたり︑熱したり︑冷した

﹇熱帯﹈︵名︶8 熱帯

十一一㎜9

スコールの通り過ぎたあとには︑熱帯の

山全髄が熱帯の森林におほはれてみるの

しばしば北緯一度半の熱帯にみることを

熱帯の木材には︑チークのやうに重いも

熱帯の海の落日は︑すばらしい︒

かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑

熱帯の太陽がかんかん照りつける︒
十二帽8圃

十二鵬2

のがある︒

十二脳1

忘れてしまふ︒

十一盟5

で︑

十一糎1

れて︑よみがへったやうになる︒

盛んな植物のみどりといふみどりがすっかり洗は

九233国

みる密林を︑へとへとになって進んで行く時にも︑

九202團熱帯の大きな木やかづらがからみついて

ねったい

りして︑鐵の質を固くし︑強くします︒

八9910

な燈へ入れられて︑高い温度で熱せられます︒

ち

八987 この鐵が︑今度は︿略﹀︑せいの高い大き

ねっ・する

のおけいこをしてみるさうですね︒

十一備2團

に見比べてみる︒

十一986

ながら︑熱心に聞き入った︒

十5410

をしながら︑熱心に働いてゐます︒

八捌2

ごらんになっていらっしゃいます︒

八614 陛下は外たうをも召されず︑熱心に職況を

﹇熱心﹈︵形状︶5 熱心

三427
ネズミノ配賦イリ

ねそべる

ネズミノヨメイリ

ネズミノヨメイリ⁝⁝⁝六十五

︹単名︺2

三213

十七
十七

﹇寝﹈︵五︶1

子どもたちは︑おとなしく川のふちに腰を

おろしたり︑ねそべったりしました︒

五192

ねそべ・る

一一655

ニ35

二756 ネズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ ねずみのよめいり
ネマシタ︒

マシタ︒

﹁ナルホド︑翌翌イ中デーバンエライ

二767 ネズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒ

二768園
ノハ︑ネズミダ︒﹂ト思ヒマシタ︒

ジョノネズミノオヨメサンニシマシタ︒

二772 ネズミノオトウサンバ︑ムスメヲ︑キンねつ ﹇熱﹈︵名︶8 熱懐けんきゅうねつ
二773 ムスメヲ︑キンジョノネズミノオ豊川サ
ンニシマシタ︒
三433 ﹁︿略﹀︒﹂と︑年よりのねずみが︑なかま

のものにいひました︒

三435 一びきの若いねずみが︑前へ出ていひ

地球上のやうに︑太陽から來る光や熱を調

太陽は︑私たちに絶えず熱と光とを送つ

熱の高い患者の氷が解けてみるので︑

節するものがないから︑

十406

十二伽1

十価10

ました︒

三444 年よりのねずみがいひました︒

地上のあらゆる生物は︑この熱︑この光
これほど遠いところにありながら︑太陽
熱火
によしやう

﹇熱火﹈︵名︶1

熱氣

やさしい女性の御心に︑熱火が貼じら
﹇熱気﹈︵名︶1

よひの間は家の中がむっとして︑柱も壁も︑
さはるとどうやら熱氣を吐いてみる︒

九価9

ねっき

れた︒

十二捌3

ねっか

は︑私たちに十分な熱と光とを送ってくれる︒

十二捌6

のおかげで生きてみるのである︒

十二伽2

てよこす︒

六悩3 大きなねずみが︸匹︑雪舟の足もとにるて︑
﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑ふしぎ

今にもとびつきさうなやうすです︒

六m6
に︑ねずみは︑じっとして動きません︒
はありませんでした︒

六憎7 近づいて見ると︑それは︑生きたねずみで
六甲8 雪舟が︑板の間に︑涙でかいたねずみでし
た︒

なって︑

ネズミサン

十二國7 残敵は︑今やまったく袋の中のねずみと
﹇鼠﹈︵名︶2

一一762囹 ソレハネズミサンデス︒

ねずみざん

タマリマセン︒

一一762囹 ネズミサンニガリガリトカジラレテハ︑ ねつ・く ﹇寝付﹈︵五︶1 寝つく ︽ーカ︾
ねずみのちえ ︹柱隠︺2 ねずみのちゑ

ねったいのうみ一ねむる

340

ねったいのうみ ︹課戸︺2 熱帯の海

十二311 一 熱帯の海
十二矧2 一 熱帯の海
ねっちゅうしはじ・む ﹇熱中始﹈︵下二︶1
︽ーメ︾

熱量

熱中し

十446図 その日より︑喜三右衛門は︑赤色の嶢き

始む

つけに熱中し始めたり︒
﹇熱量﹈︵名︶1

十二悩7 太陽から出る熱量は︑すばらしいもので

ねつりょう

ある︒

ねどこ ﹇寝床﹈︵名︶7 ネドコ ねどこ 寝床
一一942 ユウベ︑ネドコニ ハイッテカラ考ヘマシ
タ︒

五663国馬屋へ行って︑馬をねどこから外へつれ
出し︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑おばあさんにいはれて︑私

は︑ねどこの中へはいりましたが︑

六713

七779團 すばやく寝床をかたづけて︑かわいた手
拭で︑からだが赤くなるほどこすります︒
つてしまひました︒

十即8 またへなへなと︑寝床に︑からだがたたま

航空愚筆が︑白い寝床の上に横たはってるた︒

十二櫛8 バリ島の敵の適職病院には︑アメリカの
十二桝6 この敵の將校は︑寝床の上に半身を起し
﹇粘﹈︵名︶1

ねばり

て︑さめざめと泣いてみた︒
ねばり

︵形︶

1

ねばり強い ︽一

十687 さすがに︑不沈をほこるだけのねばりがあ
﹇ 粘 強﹈

ると思はせる︒

ノー︾

ねばりつよ・い

︹人名︺

一

ネボカトフ少

十905園 いや︑ねばり強いのは︑ロシヤ兵です︒
ネボカトフしょうしょう

將

十一557図

敵將ネボカトフ少將︑今は逃れぬとこ

ろと畳署したりけん︑にはかに戦艦ニコライ一世
以下四隻を學げて︑その部下とともに降服せり︒

眠い

︽一

ねむ
やなき
土塀の上から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑

﹇合歓﹈︵名︶1

十脳9

ねむ

ねむい

ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒
ネムイ

ケレドモ︑ネムクテネムクテタマリマセ

﹇眠﹈︵形︶7

イ・ーク︾

ねむ・い

ン︒

二㎜4

﹇眠続﹈ ︵下一︶ 1 眠り績ける

1

眠りとほす ︽一

みんなで介抱したが︑その夜は︑ただ眠り

かいはう

ねむりつづ・ける
︽ーケ︾

十㎜3

績けてるるばかりであった︒

ス︾

それも︑︸日中︑そのまま眠りとほすので︑

ねむりとお・す ﹇眠通﹈ ︵五︶

五346

︽ーッ・一

コンナコトヲ考ヘテヰルウチニ︑イツ

﹇眠﹈︵四五︶17 ネムル 眠る

首がつかれないだらうかと思ひました︒
ねむ・る

二952

リ・ーレ︾

ネムクテネムクテタマリマセン︒

四慣2

眠り

眠りだす

︽⁝シ︾

十7210園

今︑三眠ですから︑もうあと一度眠った

川の水も︑堅い氷の下で眠ってゐます︒

書のつかれで︑みんなすやすやと眠って

これを合圖に︑今まで眠ってみた港の船が︑

いざ︑今日よりは母のふところに怠り

ちぶさ
幼かりし時わが乳房にすがりて︑すや

最後まで戦ひぬいた敷千の塞よ︒静かに

すやと眠りしごとく︒

十202図魍

て︑安らかに眠れ︑

十198図圃

急に目をさまし始める︒

九4610

みると︑

七8210国

六853團

らへて︑静かに眠ってゐます︒

六254 それでみかんの木は︑しもや雪をじっとこ

ら︑まゆを作りますよ︒

五353園

は︑頭をちゃんとあげて眠ります︒

五346 私たちなら︑横になってねるのに︑かひご

うとう眠ってしまひました︒

てるたお日様が︑

今までは︑うとうと眠って︑弱い光を出し

二㎜4

天皇は︑ふしぎに︑ねむくおなりになりま

ノマニカネムッテシマヒマシタ︒

六47

五298 そのうちに︑よひがまはって︑大蛇は︑と

みいくさびと

お供をしてみた大勢の御軍人たちも︑ね

した︒

六48

﹁ねむいな︒﹂と大きな聲を出した︒

むくなりました︒

潮風が一時に吹きつけて來て︑氣分の悪い

席に詣ると急に眠くなって來た︒

八椥4園

十搦7

九㎜2

﹇眠﹈︵名︶4

のも︑眠いのも︑さらって行ってしまひました︒
ねむり

四度めの眠りをすましたかひこは︑二日三
徳坤は︑︿略﹀︑人々の涙にみまもられなが

日すると︑からだもずっと大きくなって︑

五386
七2910

千島百人の乗員は︑なほ安らかな眠りを績

ら︑やすらかに長い眠りにつきました︒

九529

まだ︑なかば眠りからさめない心のうち

けてるるのであらう︒

十一781

﹇生出﹈︵五︶2

に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒
ねむりだ・す

二日ほどたつと︑かひごは眠りだしました︒
さうして︑またすやすやと眠りだした︒

五344
十鵠7

341
ねむれる一ねる

眠れ︒﹂といふ︑われわれの心やりであった︒
つてみることでせう︒

︽ーレ︾

そっと顔を出してみる黒い土を見つけた︒

十二鵬9

ねらいうち

︽ーシ︾

︵四五︶

7

ねらふ

︽ーッ・ーヒ・一

つて干るからである︒

ま

十ニー27 もしあれば︑危険といふ魔が︑すぐねら

うるし

ねり絹

船もまた爾舷にかみ出す白いしぶきを︑

﹇練絹﹈︵名︶1

﹇練﹈︵五︶1 ねる

︵下一︶ 19

︽ーッ︾

ネル

ねる

ちが︑しきりに作詞をねってみる︒
﹇寝﹈

したので︑

四802圃

寝る

︽ネ・ネ

ヘンジヲシマシ

ねる時には︑ぼくはにいさんと並んで

ねたあとは︑

さらさ

﹁それなら︑海の水をあびて︑ねて

ねる時には︑涼しさうな聲で鳴いてみた︒

五柵7囹 鯛だけは心事でねてゐますので︑ここへ

五856

は︑頭をちゃんとあげて眠ります︒

五345 私たちなら︑横になってねるのに︑かひこ

みるがよい︒﹂とおっしゃいました︒

四852園

らさらと雪の音︒

すずめ親子の

四櫓9 ぼくはにいさんと並んでねました︒
四581 おかあさんが︑長い間無意でねてゐま

ねました︒

四189

がね︒

三421園夜ねる前にも︑みがくといいのです

タガ︑マタネテシマヒマシタ︒

二996 ﹁ハイ︒﹂ト︑勇サンバ

二411園 ﹁アチラニネテヲリマス︒﹂

ル︾

ねる

し き
十585 飛行基地の兵舎では︑各攻撃隊の指揮官た

ね・る

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

ひいろ

十二脳3

ねりぎぬ

せたもので︑

十佃7園米の粉と︑おがくつとを︑漆でねり合は

︽ーセ︾

ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひを定め ねりあわ・せる ﹇練A巳 ︵下一︶ 1 ねり合はせる

ねらひ違はず︑狼介が満月のごとく引きし
一矢なれども必殺のねらひなれば︑

思ふねらひをあやまたず︑
ねらひ撃ち

ねらひ撃ちの銃丸が飛んで來る中で︑

﹇狙撃﹈︵名︶1

十一663図

の眞向砕きて︑

十一須2身空ふねらひを違へず︑彌五郎がかぶと

十一198図

ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

九枷6

てひようと放つ︒

八737図

十935園 あの子どもたちも︑さぞ喜んで地下に眠 ねらい ﹇狙﹈︵名︶5 ねらひ
十一44圃 五尺もある厚い氷︑︿略﹀︑その下で︑
眠ってみた黒龍江が︑

十一786 薄明の天地の中で︑山々の薄黒い姿が︑
だまって眠ってみる︒

い銅が︑この鑛石の中に眠ってみるのだ︒

十ニー07 弾丸になり︑武器になり︑機械になる貴

眠れる

十二728 聞多は︑痛みも感じないかのやうに︑こ
﹇ 眠 ﹈ ︵ 下一︶1

んこんと眠ってみる︒
ねむ・れる

る

ら︑工兵隊をねらひ撃ちして來る︒

十二鵬5

﹇狙続﹈︵下一︶1

せう

敵の大空襲かと︑頓証配置について照

ねらいつづ・ける
︽ーケ︾

は︑

ねら・う

すきをねらって︑頼朝の命を取れ︒

友田くんも︑ぼくをねらふ︒
八381園

六937

フ︾εつけねらう

﹇狙︺

準を定め︑ねらひ導けてみた高角砲の勇士たち

じゅん

十二加9

ねらひ績ける

敵兵が︑モーターボートで川を傳ひなが

六714 私は︑ねどこの中へはいりましたが︑火事 ねらいうち・する ﹇狙撃﹈︵サ変︶1 ねらひ撃ちす
根もと

が氣になって︑なかなか眠れませんでした︒
ネモト

﹁︿略﹀︒﹂ト︑オカアサンガオッシャッテ︑

﹇根元﹈︵名︶9

一476

ねもと

ソノネモトニ︑水ヲオカケニナリマシタ︒

四327 ある日︑根もとのたいそう光ってみる
竹を︑一本見つけました︒
にか︑草がたくさん生えましたQ

五143 つみ重ねたどなうの根もとにも︑いつのま
六柵5 大きな木が立ってみて︑その根もとに︑金
網の張ってある池が掴ました︒

のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒

七115 手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋
八鵬1 砲弾を込めて撃ち出す時︑砲身の根もとを

光盛の娘は︑そののち書夜︑頼朝をねらひ

をねらひてひようと射る︒

九604図殺さんもふびんと思ひて︑左右の耳の間

ましたが︑少しもすきがありません︒

八383

固くふさぐものも必要です︒
の根もとへ向かってをのを打ち込む︒

九167 奉仕員は︑︿略﹀︑左右左と三たび︑御神木

九1710

狼介は︑弓に矢をつがへて鹿骨をねらった︒
二番機・三番機が︑二塁の針路をねらって︑
それぞれ右から左から魚雷を登射した︒

十673

古式にしたがって︑御神木の根もとへとぎ 九枷3
私は︑荒なはで枝をつった松の根もとに︑

すましたをのを︑はっしと打ち込むのである︒
十一一鵬5

ねん一ねんりょう

342

まみってゐません︒

六52 御軍人たちもみんな︑ぐうぐうねてしまひ
ました︒

七106 波うちぎはを︑ぼちやぼちや歩きながら︑

六77園 ﹁おお︑長くねたものだ︒﹂

たけるは︑もうねようといふので︑︿略﹀︑

子牛がねてみるやうな岩の方へ行きました︒
七159
奥の間へ行かうとしました︒

したが︑

七334園私は︑おなかの病氣で︑長い間寝てゐま
七875 もう鳥などはたいてい寝てゐますが︑それ

いか・しょうわじゅうしちねんいちがつにじゅうさ
んにち・しょうわじゅうしちねんにがつじゅうくに
しょうわじゅうろくねん・しょうわじゅうろくねん

ち・しょうわじゅうねんしがつにじゅういちにち・

じゆうにがつ・しょうわじゅうろくねんろくがつ
みつか・しょうわにじゅうしねん・しょうわろくね
ん・しょうわろくねんじゅうにがっさんじゅういち
にち・せんにひゃくねん・せんねん・てんしょうろ

九747

ねん・ずる

︽ージ︾

立ちのぼる煙を見つめながら︑黄色な煙が︑

﹇念﹈︵サ変︶2 念ずる

れんぐわ

岩石がくつれないやうに︑働く人の足場

薄むらさき色に愛って行くのを心に念じた︒

十ニー22

ねんど

が落ちないやうにと念じながら︒
ねんど
﹇粘土﹈︵名︶1 粘土

ネンネスル

ねんねする

七249 土角といふのは︑粘土を固めて作った煉瓦

ねんど

︵サ変︶2

のやうなものです︒

ねんね・する

九㎜6園

︵感︶

ネンネンコ

ねんねんごろりよ︑おころり

ばう

オコロリヨ︒

ねんれう

車輪に空乱を入れたり︑燃料や爆弾を積

それから︑あちこちに油をさしてやった

み込んだり︑

いつも嚢動機の調子に氣をつけてみたり︑

り︑燃料を補充してやったり︑

九川6園

ばう

︽ーシ︾

くねんしちがつじゅうしちにち・なんじゅうねん・

ロリヨ︑オコロリヨ

ねんねんころりよおころりよ

ネンネンコロリヨ︑

ねんねんごろりよ︑おころりよ

やはよい子だ︑ねんねしな︒

十一一川9囲

客殿に並みみて︑念佛十返ばかり同音

﹇念仏﹈︵名︶1 念佛

十二929図

ねんぶつ

ねんれう

尼子家再興のことは︑わが年無の望みで

﹇年来﹈︵名︶1 年來

に唱ふ︒

ねんらい
ある︒

九個4囹

2

ねんねんごろりよ︑おころりよ

なんねん・なんねんせい・なんねんぷり・なんびゃ

ん・ひゃくねん・ひゃくねんあまり・まんろくね

二385圃バウヤハヨイ子ダ︑ネンネシナ︒

ん・めいじくねん・めいじさんじゅうしちねん・め

くまんねん・にさんねん・にじゅうなんねん・に

十二325 朝起きるから夜寝るまで︑

いじさんじゅうはちねん・めいじさんじゅうはちね

二382圃

よ

年賀状

やはよい子だ︑ねんねしな︒

十二㎜1圏園 吉岡︑今夜︑おまへはねられるか︒

んいちがついつかごぜんじゅういちじ・めいじさん

十二襯1圃

ねん 1 年 乏 い く ね ん ・ い ち ね ん ・ い ち ね ん か

じゅうはちねんごがつにじゅうしちにちこぜんよじ

じゅうねん・にねんせい・にひやくすうじゅうね

ん・いちねんせい・いちねんはん・いっせんにひや

でも油蝉の子は用心して︑

くゆうよねん・いっせんにひゃくよねん・えいろく

にじゅうしちはちねんせんえき・やくくひゃくね

しじゅうごふん︒めいじにじゅうさんねん・めいじ
ん・よねん・よねんせい・よねんめ・りょうさんね

じゆうにねんろくがつ・えんげんがんねんごがつ

ん︒ろくねん・ろくねんかん・わどうごねんしょう

じゅうろくにち・げんじがんねんくがつにじゅうご
にち・げんろくじゅうろくねんにがつよっか・こく

がつにじゅうはちにち
﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大

ねんせい・ごねんめ・さんじゅうなんねん・さん

十価5

みんがっこうよねんせい・ごねん・ごねんかん・ご
じゅうよねんまえ・さんねん・さんねんせい・さん

年號

年月日

お正月には︑馬にあてて︑年賀状をよこ ねんりょう ﹇燃料﹈︵名︶3 燃料 燃料

﹇年賀状﹈︵名︶1

部分の漢字は一つの音で営みますが︑

ねんがじょう

ねんせいいじょう・さんびやくにじゅうねん・さん
びやくねん・さんびやくよねんまえ・さんびやくろ

五693團

﹇年月日﹈︵名︶1
﹇年号﹈︵名︶1

燃料や︑電力を調節したりします︒

さうして︑子どもの孝行をおほめになって︑ 九柵5園
年號を︑﹁養老﹂とお改めになりました︒

六603

ねんこう

七849團年月日新一

ねんがっぴ

す兵隊さんもあるさうだ︒

くじゅうねん・しじゅうさんねん・しちじゅうねん
あまり・しちねん・しちねんかん・しちねんまえ・

しちねんめ・しちひゃくねん・じゅういちねん・
じゅうすうねんまえ・じゅうなんねん・じゅうね
ん・しょうへいにねんじゅうにがつにじゅうしちに
ち・しょうわしちねんにがつにじゅうににち・しょ
うわじゅうごねん・しょうわじゅうごねんくがつむ

343
ねんりょうつみこみ一の

ねん れ う

ねんれう
ねんりょうつみこみ ﹇燃料積込﹈︵名︶1 燃料積み
込み

十612 整備員は︑燃料積み込みに大わらはである︒

十一宙1国

十二279

野の草花をいけたりすると︑
そ

孔子は楚の國へ行かうとして︑弟子たち

ひむがし

東の野にかぎろひの立つ見えてか

とともに陳・票の野を旅行した︒

十一一426図圃
ノ

の呂あきのそら・あきのおとず

へりみすれば月かたぶきぬ

ぎ︒くまがいのじろうなおざね・くものさまざま・

かつのあさ・けいこのつかいかた・げっこうのきょ

くものす・くわしほこちたるのくに・ぐんかんせい

く・げんじのきみ・こうずけのくに・こうつのみ

や・こうべがわのあき・こくこのちから︒こくりゅ

うこうのかいひょう・さがみのくに・さくらいのえ

クのいんしょう・さるたひごのかみ・さわらのじゅ

き・さくらのま・ささきのしろうたかつな・サラワ

︵格助︶6
謝

れ・あきのたろう・あきのたろうさねみつ・あさの

の

うみべ︒あさのたくみのかみ・あしはらのなかつく

のいち・しずのおだまき・しなのこども・しなのは

うろうよしっら・さんごかいのしょうり・さんぶん

n▽あきの・かすがの・ひろ

に・あすけのじろうしげのり・あっもりのさいご・

野

る・しもつけのかみ・じゅうだいのかぶと・シンガ

16

あとのまつり・あぶらぜみのいっしょう・あべのむ

ポールかんらくのよる・すいへいのはは・すがわら

︵名︶

ねとうら・あみのめ・あめのいわと・あめのいわ

﹇野﹈

の・ふゆの・むさしの

や・あめのうずめのみこと・あめのかぐやま・あめ

四価3 野や山が︑また︑雪でまつ白になります︒

のこやねのみこと・あめのたじからおのかみ・あめ

スレンバンのしょうじょ・せいかんいんのみや・せ

のみちざね・すくなひこなのかみ・すさのおのみこ

かいいちのしょっき・セレベスのいなか・せんちの

と・すどうのくろう・すなのやま・するがのくに・

のたに・いってんのきみ・いなむらのひ︒いもせの

ちちから・そうげんのオボ・そうしゅんのまんしゅ

のむらくものつるぎ・あらおのくろう・いしのや

ふもとの町

しょうじ・いわみのくに・うじがわのせんじん・う

まで・たいらのこれもり・たいらのつねもり・たか

う・そのくに・だいとうのみや・たいほうのできる

のうら・ちょうせんのいなか・つかのま・つきのせ

みこと・たぬきのはらつづみ・たまのひびき・だん

み・たちばなのこじまがさき・たちばなのとよひの
にぬしのかみ・おおくにぬしのみこと・おおともの

かい・つりばりのゆくえ・てっかのたろうみつも

ちほのみね・たけとりのおきな・たけみかずちのか

やかもち・おきのしまふきん・おきのどく・おくの

ちゅうのくに・おうぎのまと・おうみのくに・おお

八392 二人は︑野を過ぎ山を越え︑

ま・おののおゆ・おもいかねのかみ・かいぐんのに

に・なかのしま・なすのよいち・なつのこご・なの

り・てのひら・ときのこえ・とこのま・とさのく

えのまさふさ・おおぐしのじろうしげちか・おおく

うみのきねんぴ・うみのさち︒うわのそら・えっ

四備1 雪でも氷でも︑かたはしからとかして︑野
や山を暖くします ︒

五134圏 川が流れる︑野がつづく︑
は旗のなみ︒
たり︑川に橋をかけたりなさいました︒

五617 野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけ
七323 野も︑山も︑木立も︑みどりにかがやく奈

九594図國 野に伏兵ある時︑雁︑列をみだる︒

はな・ならのしき・なわしろのころ・なんのその・

むねたふ

とまろ・かさぎのしろ・かじわらのげんたかげす

九5910図直家︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣 いさん・かがのくに・かきのいろ・かきのもとのひ

九595図國 この野にかならず伏兵あらん︒

え・かずのみや・カッターのきょうそう・かまくら

ぺ

き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒

あ

九㎜5 雲はしきりに流れて︑早春の畠を︑野を︑

ぬりもののはなし・ねずみのちえ・ねずみのよめい

のにゅうえい・にしきのみはた・にちようびのあ
野に
通す日影に︑

り・ねったいのうみ・のとのかみのりつね・はたけ

さ・にっぽんのしるし・ににぎのみこと・にのや・

にいさんのあいば・にいさんのせつめい・にいさん
白雲を

きのどく・きんのうし・ぐうのね・くさなぎのつる

に・きくすいのながれ・きくのはな・きそのごりょ

のこんごろうかげまさ・かみのつるぎ・かりまたの

そのかげがはって行く︒

野はかがやきて︑

十一678図圏 さみだれの晴れ間うれしく︑
立てば

はや夏の暑さをおぼゆ︒

十一679図圏 野はかがやきて︑

うりん・きたちしまのぎょじょう・きのつらゆき・

や・かんじのおんとくん・がんのみだれ・きいのく

良の都には︑

ずめのみこと・うちでのこづち・うみのかみさま・

ま・いたのま・いちのきど・いちのきどぐち・いち

て︑野や山をまつ白にしてやる︒

四佃9園 わたしは︑もう一度おまへを追ひはらっ

の

の

んのき・ひえだのあれ︒ひこうきのせいび・びっ

と・ばらのめ・はるのあめ︒ばんじょうのきみ・は

ら・ははのひ・はやしのなか・はやすさのおのみこ

やまのじろうしげただ・ははのおしえ・ははのちか

一28一

一255

一252

一245

一242

ムサンガ︑
ヲヂサンノトコロへ︑ オツカ

一274圃
イソラニ ギンノ ツバサ︒ヒカウキ︑

シサンガ︑フジサンエ
ノヲカキマシタ︒

エヲカキマシタ︒
ズキサンガ︑サクラノ

ベサンガ︑グンカンエ
ノヲカキマシタ︒

ンダサンガ︑ラッパエ
ノヲカキマシタ︒

一593

一56一

一543圃

一526

一504

一503

︒ドヂャウハ︑ソコノハウヘシヅンデ︑

トトホル︒川バタノスナヲボルト︑下

ダシマシタ︒ムカフノ空二︑大キナニジ

タテマシタ︒大ツブノアメガ︑オチテキ

ヒロガリマシタ︒木ノハガ︑ザワザワト

小ミチヲトホル︒

ちゅうのくに・ひとさしのまい・ひのいり・ひの

シテ︑ウミハ︑空ノヤウニヒロイノデ

ナンノサウダン︒ア︑ミ

一622囹

タヒマシタ︒ウミノムカフヘ

イヨッテ

︒アツイ日ナカノ

こ・ひのたま・ひので・ひのでまえ・ひのもと・

一363 フノーテキマス︒木ノ
バガ︑ソヨソヨ
一377︑ハシリマス︒ミヅノ上ヲ︑ズンズン ハ

一626圃

一604圃

一387タ
圃ルコイ︒ホシノ カズホド トンデ

びょういんのへいたいさん・ふえのめいじん・ふか
すのしちろう︒ぶしのおもかげ・ふじのやま・ふじ

一391四コイ︒タナバタノ
一404 ツクリマシタ︒山ノ

フチニ︑イシヲナ

ソバニ︑川ヲツク

アマノ川︒ピカピ

一692

一683

一635圃

マハ︑スッカリ森ノ上ニアガリマシタ

サマシマシタ︒森ノ上ガ︑アカルクナ

ロ︒日本ハウミノクニ︑ピイヒョロ

フネ

と・ふゆのよる・へいたいさんからのてがみ・ほう

一407モツケマシタ︒川ノ

一736 ︑中カラ大キナ男ノ子ガウマレマシタ

一632圖イヒョロロ︒ウミノムカフカラ

フネが

のぶたか・ふちんかんのさいご・ふとだまのみこ

わらのあきすけ・ふじわらのとしゅき・ふじわらの

とうおきのかいせん・ほおりのみこと・ぼくのこう

一421タ
圃︒ココハ︑ドコノ ホソミチダ︒テン

﹁︿略﹀︒﹂﹁日本一ノキビダンゴ︒﹂﹁︿略

﹁︿略﹀︒﹂﹁日本一ノキビダンゴ︒﹂﹁︿略

一422ダ
圃︒テンジンサマノ ホソミチダ︒ドウ

一788園

一772園

よる・ほでりのみこと・ほんの・ほんのうじのへ

一424ク
圃ダサイナ︒ヨウノ ナイモノ︑トホシ

ま・ぼくのぼうえんきょう・ほしのはなし・ほしの

一431ゲ
團マセウ︒オミヤノ石ダン︑ 一二三︑

へいたろうためつぐ︒みかさのやま・みかづきのか

アサガホガ︑ニツ

ん︒まんしゅうのふゆ・まんじゅのひめ・みうらの

一444 ミルト︑ハチウエノ

トビマハッテオニノカホヲツツキマシ

ボッテ︑中カラ門ノ戸ヲアケマシタ︒

ッテ︑上平ラテキノヤウスヲ見マシタ

一803囹 ｪ﹀︒﹂﹁日本一ノキビダンゴ︒﹂﹁︿心

一817

心813
一446

一825

げ・みかわのくに・みちのべ・みなとがわのたたか
い・みなもとのさねとも・みなもとのよしっね・み

一448 シマシタ︒ラジオノ

一833
一855

一836

︒オニハ︑イロイロノタカラモノヲサシ

ムカヒマシタ︒オニノタイシャウハ︑チ

刀ヲヌイテ︑オニノタイシャウニムカ

ピヤノガ︑キコエ

なもとのよしとも・みなもとのよりとも・みのう

マハリノ草ヲト
︒オハカノマハリノ草ヲトッタリ︑ オ

イキマシタ︒オハカノ

︻461デ
園スカラ︑オハカノ サウヂニイキマセ

らのひとに・めいじのみかど・もってのほか・もの

ノボッタラ︑

イクト︑トケイヤノ店カラ︑ラジオガ

ミツケマシタ︒松ノ木ノカゲニハ︑キ

3

むしのいき・むらさきのきみ・むらのひといち・む

ムカフノ山ニ

ニー02

ニ51圃 ︒ツヅクタンボノ ソノサキハ︑ヒ
ニ65鶴 テヰタ︑トホクノ方ニ ウイテヰタ
ニ83 シタ︒ソレヲニハノ木ノ枝輪ツルシ
ニ83 ︒ソレヲニハノ木ノ枝ニツルシテ︑テ

ノボッタラ︑山ノムカフハ村ダッ
ダッタ︑タンボノツヅク村ダッタ

ケマシタ︒松ノ木ノカゲニハ︑キキャ

二44圏
ニ46圃

S2圏

トッタリ︑オハカノ石ヲ水デ アラッ
ハギハ︑アカイ二

カゲニハ︑キキャウノ花モサイテヰマ

サギ﹁デモ︑ボクノカチニキマッテ

48

6

モウトハ︑キキャウノツボミヲソット

ハジメニ︑ナデシコノ花ヲミツケマシタ
レカラ︑ヲミナヘシノ花ヲミツケマシタ

一一

ニー31囹

一472ギ
園ハ︑オヂイサンノ 半スキナ花デシ

タ︒オハカノソバノ

ソバノハギハ︑ア

5

リシマシタ︒オハカノ

46

5
48

8

のふのなさけ・やしまのかっせん・やまたのおろ

46

5
48

8

ち・やまとおぐなのみこ︒やまとたけるのみこ・や

バンザイ

46

7
48

1

まとたけるのみこと・やまとのくに・やまとひめの
みこと・やまのあさ・やまのうえ・やまのうえのお

い・やまのは・やまべのあかひと・ゆきぐにのは

くら・やまのスキーじょう・やまのせいかつにだ

ヒノマルノハタ

か・ラジオのことば・わかのうら・われはうみのこ

る・ゆきのしたみち︒ゆきのひ・よのつね・よのな

一101圏

46

7
49

3

みほのまつばら・みやこのよしか・むさしのくに・

え・みのこく・みのたけ・みのも︒みはたのかげ・

ヰマシタム
︒ラサキノ大キナ ハナデス︒

「〈

46
49
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ニー35園 ダヨ︒﹂カメ﹁山ノ上︒イイトモ︒﹂ウ

ニー34園 テンハ︑アノ山ノ上ダヨ︒﹂カメ﹁山

ニ358 ツモッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入レニナ
T テ︑弟ト︑オトナリノウサギノ子ヲ見

ニ34一

二334園

W

ニオチテヰル木ノ枝ヤ︑カレ草ナド

オトナリノウサギノ子ヲ見二行キマ
ヰマシタ︒オイモノコトヲオモヒ出シ

ニ366行キマシタ︒ウサギノ子ハ︑五ヒキヰテ

T

﹁ケフハ︑ハタケノカタヅケヲシヨウ

ニー47園 テヰルゾ︒イマノウチニオヒコサウ︒

ラジオハ︑日本ノコトバヲハナシマ

日本ノラジオハ︑日本ノ

ニー54園 ウカナ︒オヤ︑山ノ上ニダレカヰル
ニー62圃
ニー63圃
ニー82 勇サンバ︑マンシウノヲヂサンカラ︑本

ンネシナ︒バウヤノオモリハ︑ドコヘ

レ︑ドレ︒﹂ト︑灰ノ中ヲサガシテ︑﹁

行キマシタ︒オイモノニホヒガ︑オイシ

ニ375

P

ニー86

二386圃

シウノ子ドモタチノヨム本デシタ︒

ニー85 キマシタ︒マンシウノ子ドモタチノヨム

ニー92 ハジメニ︑マンシウノ空ノウツクシイ

二607

ニ607

二603

シタ︒勇サンノ弟ノ正次サンバ︑三リ

イヒマシタ︒勇サンノ弟ノ正次サンバ︑

タ︒太郎サンノ弟ノ次郎サンバ︑小ナ

U13 マシタ︒ユリ子サンノ弟ノ秋男サンバ︑
二613 ︒ユリ子サンノ弟ノ秋男サンバ︑ヲリ

R

タ︒花子サンノ弟ノ

一郎サンバ︑オモ

U13 男サンバ︑ヲリガミノグライダーヲ持ッ
R ヒマシタ︒花子サンノ弟ノ一郎サンバ︑

R 郎サンバ︑オモチャノジドウシャヲ持ッ
U
ネズミノ赤チャンが生マレ

S囹 イ子ヲ︑ネズミノオヨメサンニスル
T囹 バンエライカタノオヨメサンニシタ
ニ673

オイ

ニ397圃

ニ674 ウサンバ︑オ日サマノトコロへ行ッテ︑

里へ行ツタ︒里ノミヤグニ︑ナニモ

ニ404

男サンバ︑人ギャウノソバニスワリマシ

二675園

ダイコニ︑シャウノフエ︒十一

ニ417

男サンバ︑人ギャウノ手ヲトリマシタ︒

バンエライカタノトコロへ︑アゲタ

ロへ行ッテ︑﹁私ノウチニ︑タイヘン

シマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑オ

ハボクダ︒アトノ四人ガ︑デンシャ

ヤイマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑ビ

デス︒ドウカ︑私ノムスメヲモラッテ
學校前ダ︒﹁︿略

ニ688

ニ677圓
︒ツ聖日ボクラノ

四人ガ︑デンシャノオ客︒﹁︿略﹀︒﹂

ニ681園

サンデス︒オトナノバウシヲカブッテ

ニー97

ニ421

二444圃

黶@ダンシテ︑オ日サマノトコロヘォヨ筆削

二202イクウチニ︑ツギノヤウナウタガアリ
二232圃イニハレタ秋ノ日二︑トホイタン

二425ズニ︑オイシャサマノマネヲスルノデ︑

二242カニニイッテ︑柿ノタネトトリカヘッ
二247マシタ︒カニハ︑柿ノタネヲニハニマ

二453圃

ニ445圃

二254圏國メヲ出セ︑柿ノタネ︒﹂
二257圖圏木ニナレ︑柿ノタネ︒早ク木二

ニ484

二252圏國メヲ出セ︑柿ノタネ︒早クメヲ

二261圃圏木ニナレ︑柿ノタネ︒﹂

ニ485

ツトムサンノウチノ前二︑馬ガヰマシ
マシタ︒馬丁︑ヲケノ中ヘカホヲ入レ

V1一 イヒマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑ビ
Q イヒマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑風

二477タ︒私ハ︑オトナリノ前へ行ッテ︑﹁シ
ニ698 ヤイマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑雲
デシタ︒ツトムサンノウチノ前官︑馬ガ 二698
オトウサンバ︑雲ノトコロへ行ッテ︑

二263圏圓ミガナレ︑柿ノタネ︒早クミガ

ニ493

シタ︒
サルガ︑カニノウチへ來テ︑ヒバ

ニ503 ケサ︑ハジメテ池ノ水ガコホリマシタ
ニ524圃園 ヤコンコ︑竹ノハニツモレ︑松

二288

二264圏國ミガナレ︑柿ノタネ︒﹂
二29一 チヘ來テ︑ヒバチノ前程スワリマシタ

ニ544

S

Q

イヒマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑﹁︿

オトウサンバ︑風ノトコロへ行ッテ︑

二525圃國
ニツモレ︑松ノ木ニツモレ︑ドン
二745 イヒマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑カ
シタ︒ハジメニ︑雪ノタマヲコシラヘテ ニ745 オトウサンバ︑カベノトコロへ行ッテ︑

ニ292
スワリマシタ︒灰ノ中カ
ニクレテヰ
ニ295イキマシタ︒水ガメノ中二
カクレテヰ

イヒマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑﹁︿

イヒマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑﹁︿

ニ563圖 山から來い︒山のうらじろ持って
二574圃 ら温い︒たからのお舟にのって來

二756

勇サンバ︑オモチャノテッパウヲ持ッテ 二772 思ヒマシタ︒ネズミノオトウサンバ︑ム

R

キンジョノネズミノオヨメサンニシマ

ニ772 ムスメヲ︑キンジョノネズミノオヨメサ

二767

ニ297 トナイテ︑戸グチノ方ニ
へゲマシタ︒

二582

ヒマシタ︒太郎サンノ弟ノ次郎サンバ︑

タ︒太郎サンバ︑竹ノツツヲ持ッテ︑﹁︿

ヰタ ハチガ︑サルノカホヲチクリト

二313 バヲヒロヒニ︑林ノ中行へ
キマシタ︒

ニ594
ニ325

一一

二322園

二603

U

一一
一一
一一

一一

一一
一一

二236
サルガ︑柿ノタネヲヒロヒマシ

ニ394圃

一一

一一

一一

一一
一一
一一
一一

一一

一一
一一
一一

ニ︑マンシウノ空ノウツクシイコトガ
ニー92
ントイッテ︑日本ノキビニニタモノ

U7 U6 U6 U5 U2 U2 U2

R6 R6

R7 R6

カシナガラ︑﹁ハノスヂガ︑キレイニ

一一

花子サンガ︑モミヂノハヲヒロッテ︑﹁

Q9

V3 V2 V2

V7
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センチノニイサン︑オゲン

ニ791団出ナイノデ︑ハコノ上二立チマシタ︒

二775團

二974園 年の人も︑六年の人も︑その前の
S園 の人も︑その前の人も︑これをつか
ました︒みなさんの生まれる前から︑

二976囹

はたが

イッテ︑シャウジノガラスカラ外ヲ

マセン︒ソノ時︑庭ノ方デ︑﹁ホウボケ

二801国圖 ンキデ︑オクニノタメニシッカリ

二825園 ウサン︒長イ竹ノサヲデ︑舟ヲコギ
日本のしるしに

ナンダラウ︒手ノ上覧ゴムマリヲ
ニ梱一

ニ831園
ニ842魍

た︒つくしだれの子︑すぎなの子︒

い日に︑つくしのばうやは目がさ

出マシタ︒トナリノオヂイサンバ︑ヨ

ッテミマスト︑土ノ中カラ︑オカネヤ

二心6た︒ぼくたちは︑畠の中のみちを走っ

二梱一

汽車

のぞい

そっとあげて

そ

ﾎ6圃

ぎなの子︒土手の土

れの子︑すぎなの子︒土手の土

二院1魍

二撹7圖

うたが

ふじの山︒日本のしるしに

あげて︑つくしのばうやが

R圃

はそよそよ

二872

くなって︑とほくの方へ行ってしま
は︑さっき見た牛のことを考へて︑﹁︿

くなりました︒牛のあとから︑大きな
二耐6

二縦4

ニ934 二︑灰ガ︑トノサマノ目ヤロニハイリ

ら

やうどその時︑南の方から風が苦い

︑今日はあなたの花まつり︒二

美しい︒あま茶の中からひょっこり

ぽ︑れんげ草︑花のおやねが美しい︒

三111

三134 りました︒東の方のとほい︑とほいと

三134 に︑あまった土地のあるのが見えまし
三137かけて︑ありったけの力を出して︑お引
三143 だして︑大きな舟のやうに︑ぐんぐんと

﹇日の前にをがむ二重
二重橋︒おほりの水はしっかに明

三147神さまは︑また海の上をお見わたしに
三149した︒こんどは︑西の方のとほい︑とほ
三149 こんどは︑西の方のとほい︑とほいと
三151 に︑あまった土地のあるのが見えまし
三157︒これも大きな舟のやうに動いて︑こ
三162圏
三164圏

三166圃 え︑しげった松の間に︑おやねがか
三173圃
ふんで︑女早校のせいとさんが來ま
三182
ゆうべの雨がはれて︑日が
三184 ってゐます︒さをの先の矢車がから
三184 ゐます︒さをの先の矢車がからからと
三194 す︒そのたびに︑鯉のかげが地の上を
三194 に︑鯉のかげが地の上をおよぎます︒
三197
月のよいばんでした︒
三207囹は︑﹁だれだ︒何の用か︒﹂といひま
三224 ひらりとらんかんの上へとびあがりま
三231 あふぎでべんけいのうでをたたきまし
三234 さんして︑牛わか丸のけらいになりまし
三237
春の日が︑あたたかく
三237
︑あたたかく野原の草をてらしてゐ
三238 してゐます︒小川の水が︑たのしさう
三241 きます︒小鳥が︑木の上で歌を歌って

三243 や弟たちと︑ささの葉を取って︑ささ
三りして︑どんぐ北の方へとばされて
Q園 ワタシバ︑オマヘノオヂイサンノオト
ニ962園
ヘノオヂイサンノオトウサンダヨ︒ 三127 ︒らくかさんは︑草の中へしっかに落 三245囹 みんなで︑ささ舟のきゃうさうをさせ
窪131
大昔のことです︒神さま 三247園 さんは︑あの橋の上でしんばんを
二966囹 した︒﹁みなさんのっかってみる机
三252 ろこんで︑めいめいのささ舟を持って︑
しました︒四年の人も︑五年の人も 三133 した︒神さまは︑海の上をお見わたしに
年の人も︑五年の人も︑六年の人も 三134 になりました︒東の方のとほい︑とほ 三253 舟を持って︑小川の岸に並びました︒

ニ957 マシタ︒見ルト︑私ノオヂイサンニヨク

ニ95一
ヰルウチニ︑イツノマ蘭学ネムッテシ 三57圃
ニ956 シタ︒ソコへ︑一人ノオヂイサンが出テ 三71圏

三56圃

二号6

ゴi︒﹂と︑とほくの方で音がしまし

ニ875

出マシタ︒トナリノオヂイサンバ︑マ

一一

ニ944 レドモ︑オヂイサンノオトウサンバ︑オ

ニ926 サイマシタ︒トナリノオヂイサンバ︑ノ
V ノボッテ︑トノサマノオカヘリヲマッテ

ニ904 タ︒ソレガ︑カレ木ノ枝ニ臨月ッタカト

ニ893

ニ889 イサンバ︑ソノ松ノ木デ︑ウスヲコシ

一一
一一

一一

U カナシミマシタ︒犬ノオハカヲツクッテ

ニ876 オヂイサンバ︑ヨクノフカイ人デシタ︒

二月6 くたちは︑畠の中のみちを走って︑せ
Y7 を走って︑せんろの方へ行きました︒
二丁8 した︒くろいはこの車が︑あとからあ
二鵬2 八まで來た時︑牛のたくさんのって
Q4
間に︑ぼくは︑車のかずがわからなく

春の風︒二十六

二鵬3圃

いうた︑君が代のうた︒二十一

花

ふじの

一一

二軍6圃

がある︒すがたのりっぱな

ニ撹4圏

o5

二981 ふと︑私は︑ゆうべのゆめのことを思
二981 は︑ゆうべのゆめのことを思ひ出しま

X7

ニ804国 イアサ︑ニイサンノシャシンニ︑﹁オ早

一一

一一

二845蔵うつした 日の丸のはた︒日本のしる
二846圏 丸のはた︒日本のしるしに 山があ
二851圃
一一
一一

二865 ︒アル日︑犬が畠ノスミデ︑﹁︿略﹀︒﹂

U圏

W5 W5
W8
X2

一一

二973囹

二973園

X6
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26

26

25

25

4

2

1

5

4

32

32

31

31

3

2

1

8

4

三433

︿略﹀︒﹂と︑年よりのねずみが︑なかま

三428園このごろ︑なかまのものが︑ねこに取

三425

ねずみが︑なかまのものにいひました 三577園るのです︒﹁つゆの雨がふるので︑田
いひました︒一びきの若いねずみが︑前 三582 っしゃいます︒小川の水がふえて︑音を

子さんは︑もうはの痛みを忘れてに

小枝を持って︑橋の上に立ちました︒

みよ子さんは︑ささの小枝を持って︑橋

三435

三433

三615︑もをガラスばちの中へ入れてくれ

三612

三585囹

のを三びき︑赤白のぶちを二ひきす

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁七月のはじめまでだね︒

んしました︒年よりのねずみがいひまし

三444

三673

三668
三668

にして︑はいでんの前へ出ました︒は

でした︒ちゃうちんの火が︑きれいに並

今夜は天神さまのお祭です︒私は︑
祭です︒私は︑弟の一郎といっしょに

お二

三681

た︒大きな梅ばちのもんがついてゐ

出ました︒はいでんの前には︑美しいち

金の星︒十八

三682

どかはって

三503園ないうちに︑次の雨がふるQそれは
三504園うどおちいさんのげんきな間に︑お
三505園れる︑おとうさんのげんきな間に︑お

三684

黷U66團

三639 た︒時には︑花びらのやうにひろがって

三516 ました︒
そこで︑針の刀をこしにさし
にさして︑おわんの舟にのり︑はしの
の舟にのり︑はしのかいでこぎながら

三691

は︑おにのおなかの中からのどへの

一寸ぼふしは︑おにのおなかの中から

おなかの中を︑針の刀でちくりちく

三712

三712

三712

そっときりぎりすのみる方へさし出

ちらときりぎりすのすがたが見えまし

︒すると︑草の葉のうらに︑ちらとき

ました︒すると︑草の葉のうらに︑ちら

三697 り高くのびた草の中に︑じっと立つ
三698 き吹いて至る風のために︑草の葉が
三701 る風のために︑草の葉が氣持よくゆ
三703 私は︑そっとこゑのする方へ︑二足
三705 うです︒私は︑草の葉を一枚一枚か
ある日︑おひめさまのおともをして︑た
︒一寸ぼふしは︑針の刀をぬいて︑おに

ゆになって︑毎日のやうに雨がふりま

三717 さし出しました︒葉のうらに︑きりぎり

三715

は︑おにのおなかの中を︑針の刀で

一寸ぼふしは︑おにのおなかの中を︑針

さして來ます︒庭のあぢさるの花が︑

︒一郎は︑おもちゃのたいこがほしいと

ついて︑とのさまのけらいになりまし

三481園になる︒その谷のおくから︑流れて
三498囹
ふると︑水は︑木の根や︑草や︑落葉
三499園
根や︑草や︑落葉の間にたまったり︑

三617くれました︒みどりのもは︑しっかに
三628 ぼくは︑そのだいの上に︑そっとガラ
三637 ぎだしました︒もの間をおよぎぬけた
三637 およぎぬけたり︑上の方へ浮かんで行
三638 んで行ったり︑下の方へななめに沈

三451
正男さんの家の前に︑川が
三451
正男さんの家の前に︑川がありま
三456園つたい︑こ．の川の水はどこから來
三458園れほどたくさんの水が流れて︑それ
三477囹ぞれは︑にいさんのいふとほりだよ︒

三571 にきれいです︒梅の實が︑黄色くなり
三573 ました︒今︑田うゑのさい中です︒二十
三575 らみにのびたいねの苗を︑田にきちん

は︑舟と並んで川のふちを走って行
って行きます︒草の葉に止ってみた

三387翻お話します︒うちの赤ちゃん大ごゑで
三396といっしょに︑はのおいしゃさまへ行
三411園
んに︑﹁この︑前の方のむしばは︑生

三361園 ︑魚のやうに海の中へもぐります︒
三371
雄さんは︑ をぢさんのやうに︑海軍の軍
三371さんのやうに︑海軍の軍人さんになると
三384圏
す︒でんしんたいの兵たいさんは︑か

三329囹
に うかんだお城のやうです︒大きな
三332園もあって︑てきの軍かんをどしどし
三341園のって︑せかい中の海をのりまはして
三361園んすみかんは︑魚のやうに海の中へ

雄さんにせんかんのことを聞くと︑か

︑せんするかんなどのことをよく知っ

いたりして︑軍かんのことはよく知っ
︒をぢさんは海軍の軍人さんです︒春

見たり︑をぢさんのお話を聞いたりし

す︒まだ︑ほんたうの軍かんを見たこ

32

5

三437囹きなすずをねこの首につけて︑その

ふてふが︑三郎さんの舟に止りました︒

な音がして︑大蛙のおなかがやぶれて

三312 まるでふうせん玉のやうにふくれまし

んは︑さっとささの小枝をふりあげて
三274囹
した︒﹁三郎さんの舟には︑てふてふ
三274園
舟には︑てふてふのせんどうさんがの
三278
蛙の子どもが︑川ばた
三297大きなのがじまんの大蛙は︑うんとい

26

8

32

6

三411園︑﹁この︑前の方のむしばは︑生えか

一一

す︒庭のあぢさるの花が︑ほんたうに

8822254484277

26

32

三412囹はですが︑おくの方のは︑一生使ふ
三424よに︑おいしゃさまのおうちを出た時︑

51

51

52

52

52

53

53

53

54

54

56

56

56
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了2

たなきました︒竹の先についてみる
る白いねぎが︑葉のそばにすれすれに
っこり動いて︑葉の表へ出て來まし

つのまにか︑となりのへやに︑勇さんの

さしあげたことのない︑おいしいご

三863

三柳4園

三863

三872
三874
三874

ふといお山︑神の山︒日本一のこの

松原に︑太平洋の波が立つ︒やさし

うに︑一本のくすの木が生えました︒

あるところに︑一本のくすの木が生えま

︑﹁あの︑左がはの後の車をごらん

四51圃

四46圃︑すそ引くはての松原に︑太平洋の

しま﹁でも︑うちのことも氣にかか
のへやに︑勇さんのおかあさんとねえ 三㎜1園
正男さんのうちへ遊びに行 三㎜3囹 ざいますか︒なんのおかまひもできま
かめが︑うらしまの手を取って出て
見ると︑正男さんの家の前に︑自動車 三曹2
みるみるしらがのおちいさん︑昔む
と︑正男さんの家の前に︑自動車が止 三㎎2圏
三王3圃
さん︑霞むかしの話です︒もくろく
四43圃
つ見ても︑富士のお山は美しい︒白

三886

さんは︑﹁自動車のこしゃう︒﹂とい

三887園

三883囹

すは︑すばやく竹の先にのりうつって
どきどきします︒竹の先をそっと引き

そばにるたどこかのをぢさんが︑﹁︿略

よせながら︑虫かごのロへはこびました

四53圃

四62

四62

うちに︑このくすの木は︑今まで見た
のてっぺんは︑空の雲にとどくやうに

この山を︑世界の人があふぎ見る︒

三901 つけてあったほかの車を持って來て︑
三926圃 夕日が赤い︑森の上︒どこまで行っ

が出ると︑この木の西がはは︑二十と

四55團

四54圏 神の山︒日本一のこの山を︑世界の

のや︑かたつむりのやうなのや︑いろい
三764團
三765千その中で︑つめのやうな形をした︑
三773 ︒にいさんは︑ぼくの手をはなして︑深

四74

四65
三932圏 ︒こうんとお寺の かねがなる︒ど
立てました︒私たちの立てた当芋が︑風 四68
な庭へ出て︑宮城の方を舞みました︒

三944

三946

四人の子どもが︑一びき

すんでから︑職地の兵たいさんに︑ゐ

三961 はれてみたごみ箱のふたをなほしまし
三968 うすっかりおぜんのしたくをしてい

三二9

三棚9園

﹂かめは︑うらしまの手を取って︑そこ

思ったら︑この間のかめさんだね︒﹂

した︒そこで︑大勢の大工を集めて︑壁

面104 ︑とうとう一さうの舟ができあがりま
四109 な舟でした︒大勢のせんどうが乗りこ
四112 いたのは︑その舟の早いことです︒
四114 かくと︑舟は七つの大波を乗りきって
四115 を乗りきって︑鳥のとぶやうに走りま
四121 すると︑あのちゑのあるおちいさんが
四123園もない︒あの勢のよいくすの木で︑
四124園
勢のよいくすの木で︑作った舟だ

四102

四92 ︒こんな大きな木のことですから︑そ
四97 すると︑あのちゑのあるおちいさんが

三947 ました︒また︑お國のためになくなられ 四76 になると︑東がはの何十といふ計画
三948 しゃる兵たいさんのために︑もくたう 四81 V︒﹂天略﹀︒﹂あちらの村でもこちらの
れから︑おとうさんのお二つだひをして 四81 らの村でもこちらの村でも︑かういっ
四83
ました︒あるちゑのあるおちいさんが
三952

三846圏圓 うさぎ﹁うさぎの舟は︑木のお舟︑

三974

れかかったかきねの朝顔を︑きれいに

三847思至 ぎの舟は︑木のお舟︑たぬきの舟

三978

つだひをして︑庭の草を取りました︒

お舟︑たぬきの舟は︑どうの舟︒

三978

三953

三848圃圓

の舟は︑どうの舟︒﹂

三富5園れが︑りゅうぐうのこ門でございます

三956

三849雨晒

らしまは︑父や母のことを思ひ出して

うらしまは︑あたりの美しさにおどろき

子どもが︑一びきのかめをとりまいて

三851
たぬきの舟が︑少しおくれ
三852園︑うさぎ君︑ぼくの舟は︑なんだか重
三854園とはないよ︒君のこぎかたがへたな

三皿2
いつのまにか︑となりの

三悩2

三863

三859園︑たいへん︒ぼくの舟に︑水がはいつ

三822 といって︑たぬきの顔をかきました︒
三823 をかきました︒鼻の爾わきから耳へ
三833 ると︑舟はおなかのへんにかかります
た︒ ﹁︿略V︒﹂うさぎの勇さんは︑少し考
三838

だね︒おかあさんのあとをおっかけて
三805二
三815 わようしにうさぎの顔をかきました︒

三781 ︒それから︑はまべの砂で山を作りま
三784 せっかく作った砂の山がく
︑つれだし

三753国ってゐます︒沖の方から︑波がうね
けました︒おさらのやうなのや︑かたつ
三764團

︒私は︑またほかのきりぎりすをさが

りしたやうに︑かごの中ではねました︒

三887囹
の︑左がはの後の車をごらんなさい
三889 ︒見ると︑その車のタイヤが︑ひしゃ
三893園 さんは︑﹁タイヤの中のチューブに
三893園は︑﹁タイヤの中のチューブにあなが

ねぎを︑きりぎりすのからだに近づけま

ました︒又略﹀︒﹂心の中でいのりながら

9765311743
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四124囹作った舟だ︑勢のよいのがあたりま 四258 の三郎さんが︑私のおりるのを見つけ
四127囹 もしれない︒鳥のやうに早い舟だ
四264圃
はれわたり︑菊の花咲く 明治節︒
四266圃
な花︒天皇陛下の

んしゃう︑私たちの

明治節︒天皇陛下の

すきな花︒天皇

おちいさま︑明治

四131 ︑早鳥は︑たくさんの米や︑萎や︑豆を
四275圃

四273圃
四282

いよいよぼくたちのかけっこになりま

一年生の旗取がすんで︑い

おちいさま︑明治

四給2
四138 出て見ると︑海軍のにいさんでした︒
四287

四283

︑豆をつんで︑都の方へたびたび三

四136 んでみると︑くつの音がして︑だれか

をしました︒うらの畠にみたおかあ

四347園

四345

四399

︑しめきった一間の戸が︑ひとりでに

てるたかぐやひめのからだは︑ひとり

四401 ました︒おばあさんの手に︑しっかりと

四405 ました︒もう︑だれの力でも︑なんとも

四403

四414圏

︒私も︑あの月の世界から︑お二人

四412囹りました︒お二人のご恩はけっして
四413弁せん︒どうぞ︑月の夜には︑私のこと
四413囹 月の夜には︑私のことを思ひ出して

この島には︑

一本の草も生えてゐま

ませんでした︒金の牛は︑小高い岩の
の牛は︑小高い岩の上にあがって︑四

の島には︑みどりの草が一めんに生

た︒次の日も︑金の牛は︑岩の上に

四452

四459

あがって︑みどりの島を眺めました︒

も︑金の牛は︑岩の上にあがって︑み

になりました︒次の日も︑金の牛は︑

四459

た︒﹁︿略﹀︒﹂と︑金の牛は︑ひとりごと

四461

がすくと︑みどりの島を眺めては︑お

した︒かうして︑金の牛は︑おなかがす

四456

を持ったとのさまのけらいたちが︑い

四463

四459

四451 見わたしました︒海の向かふに︑もう一

四448
四448

四446

てから︑おちいさんの切る竹には︑たび 四425圃ぼんぽこあひつの腹つづみ︒やぶの
もう十七八ぐらみのむすめに見えまし 四426圃
腹つづみ︒やぶのかげから木かげか
に美しいので︑家の中も明かるいほど 四442
これは満洲の話です︒海の中
美しいかぐやひめのことを聞いて︑﹁︿ 山443 満洲の話です︒海の中に︑小さな島が
聞いて︑﹁むすこの嫁にしたい︒﹂﹁︿
四444 ︒その島に︑一匹の金の牛がゐまし
四444 の島に︑一匹の金の牛がゐました︒お

四297
つかり︒﹂おうゑんの聲も︑こちゃこち
四416 ︒﹂といって︑天人の用意して來た車
四328 た︒ある日︑根もとのたいそう光って
四417 乗せた車は︑大勢の天人にかこまれな
四332 と︑中に小さな女の子がゐました︒お 四423團園 んなでつづみの打ちくらだ︒﹂お
四334 ︒小さいので︑かごの中へ入れて︑おば 四424圃
﹁︿略﹀︒﹂お山の上では親だぬき︑
四336
四341
四342

︒﹁用意︒﹂と先生の聲︒﹁どん︒﹂

四142
︑にいさんはぼくの頭をなでてくれ

四錫4 れしくて︑にいさんのまはりをとび歩き
四164
四166 りません︒にいさんのばうしをかぶると

四179 軍かんやひかうきのおもしろい話を︑
四181 れました︒にいさんの乗ってみる加賀
くひかうちゃうのやうなものですよ

四⑱2 ぼかんで︑たくさんのひかうきが︑廣い
四185園

四196

四192 車に乗って︑ホ町のをばさんのところ
四192 ︑ホ町のをばさんのところへ行きまし
四195 ばらく行くと︑牛の引いてみる車を

四227

四197
四203
四204
四205
四209
四213

四386

四463

四231

ひこしました︒サ村の入口で︑ルックサ
四354 たちました︒ある年の春のころから︑月
をせおった中立校の生徒さんが︑二人 山355 した︒ある年の春のころから︑月の出
はからさし出た木の枝が︑まどにとど 山355 春のころから︑月の出る晩になると︑
︒黄色や︑赤い木の葉で︑車の中が
四358
なりました︒八月の十五夜も近くな
赤い木の葉で︑車の中が明かるいほど 四364圏
﹁私は︑もと︑月の世界のものでご
ました︒山と山との間に︑海が光って 四364囹
もと︑月の世界のものでございます
ました︒そこで女の子が↓人乗りま
四365園
十五夜には︑月の世界から迎へに
ところで︑どこかのおばあさんが乗り 四382園
やって︑おまへのうちを守らせる
ら︑小さな日の丸の旗がのぞいてゐ
四385 ました︒おちいさんの家のまはりを︑弓
四386 ︒おちいさんの家のまはりを︑弓矢を

︑しめきった一間の中で︑しっかりと

ホ町のをばさんのところへ行くの

ぞ︒﹂と︑とのさまのけらいたちは︑弓

ねました︒﹁ホ町のをばさんのところ

四238囹

四395

四388

四238囹

四256 て︑いうびんきょくの前で止りました︒

した︒おかげで︑金の牛は︑おなかがす

四467 ︒ところで︑ある日のこと︑金の牛は︑

四465

四248 といひました︒道のまん中で︑にはと

四257 りました︒をばさんのうちの三郎さんが 四396 が︑ふしぎに手足の力がなくなって︑
四257 ︒をばさんのうちの三郎さんが︑私の 四398 した︒その時︑大勢の天人が︑雲に乗っ
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四734

四725 に送られて︑兵馬の門まで來ました︒
四728 いさつをして︑門の中へはいりました

四854た︒白兎はすぐ海の水をあびました︒
四859になった神様がたの弟さんです︒兄様
四859 んです︒兄様がたの重いふくろをせ
四868 がら︑また今までのことを申しました
四871園さうに︒早く川の水でからだを洗
四872囹を洗って︑がまのほをしいて︑そ

四844つかまへて︑からだの毛をみんなむし
四846した︒その時︑大勢の神檬がお通りに
四849 た︒白兎が今までのことを申しますと
︑﹁それなら︑海の水をあびて︑ねて
四852囹

四467 ある日のこと︑金の牛は︑ふとこんな 四561 ついて來ます︒鏡の中のをんどりも︑ 四751 と私は︑つきそひの人たちの休むと
四562 て來ます︒鏡の中のをんどりも︑首の 四751 っきそひの人たちの休むところで待
四471園
だから︑あの島の草をほんたうに
四758 軍服を着た 一人の兵たいさんが︑私
四562
のをんどりも︑首の毛をさか立てて
四473 ました︒﹁︿略﹀︒﹂金の牛は︑もう︑じつ
す︒﹁おや︑自分のかげを︑ほかのを 四759たいさんが︑私たちのところへ來ました
四476 とびこみました︒金の牛は︑自分のから 四563囹
のかげを︑ほかのをんどりと思って 四772しました︒にいさんの赤いえりしゃうに
四476 ︒金の牛は︑自分のからだが金であ 四564園
四782圃る︒すずめ親子の ものがたり︒﹁︿略
四482
寒さのために︑まどかラ 四595 ︑ふと︑おかあさんのくださった物の
四483 ものです︒この氷のもやうは︑どれ一 四595 んのくださった物のことを思ひ出しま 四791圃囹かへったよ︒烏のかん太は 寒から
すずめ親子の ねたあとは︑さ
四801圏
四597 ら出たのは︑一枚の鏡でした︒まだ︑
四486 いでせう︒白い菊の花が︑咲きそろっ
四804圃さらさらと 雪の音︒十七 白兎
四598 めったにないころのことでしたから︑
四493 もたちは︑この氷の上に︑指で字を
四806 が︑島から向かふの陸へ行ってみた
四494 字を書いたり︑人の顔をかいたりして 四602 ぞいて見ると︑女の顔がうつってゐ
四603 てるます︒子どものやうですが︑なく 四813園いと思って︑﹁君の仲間とぼくの仲
四495 書になると︑いつのまにか︑ガラスの
四495 つのまにか︑ガラスの氷もすっかり消 四622 それから︑おざしきの床の間にも︑鏡餅 四813園君の仲間とぼくの仲間と︑どっちが
四496 り消えますが︑次の朝には︑また新し 四633 ︑白い紙︑うら白の葉︑何もかもさっ 四819園それを見て︑﹁君の仲間はずるぶん
四498 らはれます︒ガラスの氷もきれいです 四651圃 います︒書きぞめの字は ﹁昭和の光﹂ 四819園 多いな︒ぼくらの方が負けるかも
四822園い︒ぼくが︑君らのせなかの上を︑か
四651圃 めの字は ﹁昭和の光﹂︑上手にでき
四499
です︒これは︑木の枝といふ枝が︑
四503しゃうで作った木のやうです︒このじ 四657 た︒花子さんは︑弟の 一郎さんを呼んで 四823園︑君らのせなかの上を︑かぞへなが
四825囹行くから︑向かふの陸まで並んでみ
わにざめは︑白兎のいふとほりに並
四829 ︒
四508
四511
四516
四526

四528

四528
四529
四531

四541 出ました︒鏡で日の光を受けると︑き
四542
その光を︑二かいの窓のしゃうじに
四542 光を︑二かいの窓のしゃうじにあてて

いさんは︑しんるみの人たちに送られて

四545 子さんは︑ねえさんの顔へ光をあてま

四739

ひました︒廣い庭の向かふに兵舎が

武︒﹂と︑にいさんの名を呼びました︒

四725

吹いて來ると︑木の枝がふれあって︑ 四666 さんから大きな紙の箱をいただいて
四675 ︒一郎さんが︑もとのところへかへって
住んでみる日本の子どもたちは︑い
來ますと︑ポストの中には︑もう二枚
ケートをつけて氷の上に立つことも︑ 四676
四676 中には︑もう二枚のはがきがはいって
いほど︑スケート場の氷がかちかちに
からです︒漏洲人の子どもは︑木でこ 四701 さうして︑一郎さんのところへ持って
らへたこまを︑氷の上でまはして遊 四703囹 て行って︑﹁四鏡の切手を一枚くだ
四707 の手紙を春枝さんのところへ持って
遊びます︒細い棒の先にひもをつけ
︑そのひもでこまの腹をたたきます︒ 四718團ざいます︒あしたの朝きっとおさそ
四723
青年學校の服を着て︑赤い

ひきかへして︑鏡の方へよって來ま

四743

花子さんは︑日のあたるところへ︑

四557

四748

四537

四559 た︒をんどりは︑首の毛をさか立てて︑

いたやうに︑たこの糸めをなほして︑
四909国

ゐました︒廣い庭の中ほどには︑何本 四875 らだは︑すぐもとのやうになりました︒
ゐました︒思すちのえりしゃうをつけ 四895團 でせう︒口わるの三ちゃんは︑又略
みんな︑めいめいのたこをあげてゐ
四902国

四561 ︑鏡にうつる自分のかげをめがけて︑
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︑今度は︑この前のやうに︑はっかしが

て來てくださるとのことでしたが︑そん

う︒あの花が︑私の枕もとで︑今もまだ

四備6 作った雪の山や︑氷の池を︑少しでもとか

四備6 て︑北風の作った雪の山や︑氷の池を︑少

四備6 す︒さうして︑北風の作った雪の山や︑氷

四麗7 わるいやうです︒冬の間は︑寒い北風が︑

38329874333155116276286

白いはまべの

松原に︑波がよっ

富士の山︒一人の漁夫が︑みほの松原

見ると︑向かふの松の枝に︑きれいな物が

す︒見ると︑向かふの松の枝に︑きれいな

だ

赤い花や︑みどりの若草で︑野山をかざ

だんと芽をふき︑花のつぼみがふくらんで

とりかへします︒南の國から︑大勢の仲間
︒南の國から︑大勢の仲間をつれて來て︑

うして︑ありったけの力を出して︑南風を

あに︑まだおまへの出て來る時ではない

囹 園園墓園園囹
園
圃園
園園
を
のう行 見すだ
だ。とう

すと︑たこは左の方へかたむきます

する時には︑戦孚のことや︑支那の子ど

四榊4 と︑南風は︑もう前のやうに負けてばかり

おまへは︑もう北の國へかへってしまへ

畢のことや︑支那の子どものお話をして
ここは︑支那のある町です︒せまい

や︑支那の子どものお話をしてあげませ

ふそくや︑にはとりの卵や︑あひるの卵や

とりの卵や︑あひるの卵や︑にんにくや︑
︑にんにくや︑はすの實などを︑戸口に捌

き先に︑大きなぶたの肉をぶらさげ︑大き

あります︒今︑日本の兵たいさんが︑車に

しかかりました︒町の男や女たちが︑この

す︒通をぬけて︑町の入口の門のところま

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
120 120 1⑳ 119 119 119 119 119 119 119 119 118 118 118 117 116 116 115 115 115 114 114

おろして︑たこの右のかたへ︑紙の

した時は︑だれのたこよりも高く
︑百五十メートルの糸をみんな出し

出しました︒だれのたこだって︑ぼく

こだって︑ぼくのたこの足もとにも
て︑ぼくのたこの足もとにもよりつ

つけません︒ほかのたこは︑下の方で
ゐますが︑ぼくのたこは︑高い空に

かのたこは︑下の方であがったり

みんながぼくらのそばへ來て︑﹁︿略

は節分で︑豆まきの日です︒﹁︿略﹀︒﹂

をぬけて︑町の入口の門のところまで息ま
けて︑町の入口の門のところまで來ますと
と︑そこには︑日本の兵たいさんが︑銃を
らうさま︒﹂と︑心の中でいってみるにち

こで遊んでみる支那の子どもたちが︑車を
がら︑三四人は︑車のかち棒にとりつきま
て來た二三人は︑車の後押しをします︒み
かうして︑たくさんの支那の子どもたちに
て︑たくさんの支那の子どもたちに手つだ
だはれながら︑日本の兵たいさんは︑にこ
ると︑とつぜん一人の子どもが︑大きな聲
0 あなたは一番上の段︒赤いはかまの官

四柵8二言 ︑美しい︑日本の旗は︒二十三 おひ

得套凝着誘乞算瑞富委慰顔甦妻
る士 花芽國へ へ
軽換難そ盤妄量眺罎賃紮長長挙
ん︑三人並んで次の段︒笛やたいこでに

四搬4亭々

︒天人﹁月の都の天人たちは︑みんな

ます︒天人﹁月の都の天人たちは︑み

四槻7圃国

月はまつ黒やみの夜︒白い衣のそろひ

四槻6圃圓ひ上手︒黒い衣のそろひでまふと︑月

四槻4圏國
られ︑ひし餅︑桃の花︑なたねの花も供
︑桃の花︑なたねの花も供へませう︒二

五人ばやしは三の段︒かざればみんな

ちください︒天人のまひを︑まって見せ

天人のしをれたやうすを見

きません︒この國のたからにいたします

ませ︒﹂漁夫﹁天人の羽衣なら︑なほさら

なたがたにはご用のない物でございます

女﹁それは︑天人の羽衣と申しまして︑

てかへって︑うちのたからにしようと思

﹁もし︑ それは私の着物でございますが

の木の後から︑一人目女が出て來ます︒女

うとします︒松の木の後から︑一人の女が

行かうとします︒松の木の後から︑一人の

てかへって︑うちのたからにしよう︒﹂

だげせ』がそへし後まとへ

こちらでも︑豆まきの聲が聞えます︒お

まきました︒方々のへやをまいて歩
みんなで豆を年の敷だけたべました
軍人さんの胸は︑くんしゃうで

いっぱいです︒花のやうなくんしゃう︑

んしゃう︑日の丸のやうなくんしゃう︑

なくんしゃう︑金のとびの塗しくんしゃ

しゃう︑金のとびの金しくんしゃう︒昔

う︒昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金

弓に止ったあの金のとびが︑今︑軍人さ

が︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑り

436432 8544293143333275442877416
團團団團團團
の段︒赤いはかまの官女さん︑三人並ん
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108

10了

10了

10了

106

106

106

圃圃圃圃囲圃

この前の日曜日に︑兵たいさ

曜日に︑兵たいさんの病院へ︑みもんに行

た︒それから︑學校のことや︑うちのこと

學校のことや︑うちのことなど︑いろく
たう︒あなたがたのやうな子どもさんが
いのです︒あなたのいらっしゃつた時は
ましたが︑あなたのお話がおもしろかっ

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
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顧】塵】仁心塵】圏圃圏、
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四四四四四四
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して︑たこの右のかたへ︑紙のテー
右のかたへ︑紙のテープをつけまし
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四旧1圃圏 みの夜︒白い衣のそろひでまふと︑月
四悩1圃 しい︒白いはまべの 松原に︑波がよっ
四悩5圃 かへったり︒いつのまにやら 天人は︑
四悩7圃 やら 天人は︑春のかすみに つつまれ

げくう

五45 になりました︒大勢の神様が︑お集りにな
五48 かねの神といふちゑのある神様が︑たいそ
五53した︒まったくさんの鶏を集めて︑しきり
五56 ん作って︑首かざりのやうに︑ひもにお通
五58 って︑さか木を︑根のついたままほって︑
五62玉をかざって︑岩屋の前にお立てになりま
五63ねのみことは︑岩屋の前へ進んで︑のりと
五66たすきにかけ︑ささの葉を手に持って︑ふ
五71 になりました︒大勢の神様は︑どっとお笑
五81 ひになって︑少し戸の外へ出ようとなさい
五82なさいました︒岩戸のそばにいらっしゃっ
五84 と︑世の中が︑もとのやうに明かるくなり
五86くなりました︒大勢の神様は︑手をうって
五91国した︒ まつ︑外宮のおまるりをすまして
い
すず
五94團ました︒五十鈴川のきれいな水で手を洗
五95團 ︒すきとほった水の中に︑たくさんの魚
五96国 の中に︑たくさんの魚が︑すいくおよ
五97團 いでゐました︒道の爾がはには︑千年も
五98国思はれる大きな杉の木が︑立ち並んでみ
五99団りをふんで︑神殿の御門の前へ進みまし
五99團んで︑神殿の御門の前へ進みました︒さ
五106團づくりで︑旨いろのかなぐが︑きらく
五107團そのほかには︑何のかざりもありません
五109囲いただき︑宇治橋の鳥居のぞぱで︑しゃ
五109国き︑宇治橋の鳥居のそばで︑しゃしんを
五131囲
うれしいな︒小鳥のおんがくほうほけ
五135圏がつづく︑ふもとの町は旗のなみ︒天
五135團ふもとの町は旗のなみ︒天長節はう

五143

五143

五142

︑うれしさうな小鳥の聲でいっぱいです︒

の根もとにも︑いつのまにか︑草がたくさ

︒つみ重ねたどなうの根もとにも︑いつの

川ばたのやなぎが︑すっかり

五169

五163

五158

五157

五153

五152

は︑いきなりどなうの上にかけあがらうと

來ます︒兵たいさんのそばまで生ると︑子

で呼びながら︑支那の子どもたちが︑六七

ぶりのお休みで︑村のはつれまでさんぽに

ほんたうに久しぶりのお休みで︑村のはつ

見つめながら︑日本の兵たいさんが二人置

上に腰をかけて︑川の流れを見つめながら

どなうの上に腰をかけて︑川

をしたのも︑うそのやうな氣がするね︒

五145
五151園

五171

先にあがった子どもの足を引っぱって︑は

五152

五172

どもは︑兵たいさんのけんにっかまったり

五198

五198

五196

五191

五186

五185

こからともなく︑綿のやうに白い︑やはら

すかぎり︑れんげ草の畠です︒むらさきが

に流れてゐます︒川の向かふは︑見渡すか

國行進曲﹂です︒川の水は︑静かに流れて

ちは︑おとなしく川のふちに腰をおろした

メルの箱や︑氷砂糖のふくろを取り出しま

トから︑キャラメルの箱や︑氷砂糖のふく

糖をあげよう︒橋の上で仲よく遊びたま

五179

五202

うして︑兵たいさんのかたの上にも︑子ど

︑やはらかなやなぎの花がとんで來ます︒

五184園

五203

︑干たいさんのかたの上にも︑子どもたち

五203
五204

まるで︑ありの行列のやうに︑あとからあ

の親が︑あの四本足の蛙だらうとは︑思つ

ですから︑自分たちの親が︑あの四本足の

よりも︑ときどき池の中で見かける鯉やふ
︑これも︑自分たちの仲間ではないかと︑

くしには︑たくさんの兄弟があるのですか

もよいのでした︒春の日は︑だんだん過ぎ

あるのですから︑親のそばにるなくても︑

たまじゃくしは︑尾のつけ根のところが︑

草が青々とのび︑水の上には︑ときどきと

くしは︑尾のつけ根のところが︑少しふく

して︑ときどき︑水の上へ︑顔を出してみ

うとう︑それが二本のかはいらしい足にな

て︑そこからも二本の足が出ました︒四本

ました︒今度は︑胸の爾わきが破れて︑そ

した︒さうして︑水の中にみるのが︑いや

な氣がしました︒水の上へ顔を出すと︑氣

なって來ました︒水の中にみると︑何だか

ました︒ある日︑岸の草につかまって︑池

子につかまって︑池の外へ出てみました︒

つかうは︑これまでのおたまじゃくしでは

てみました︒もう夏の初めでした︒草が︑

へあがったたくさんの子孫は︑草のかげの

の子蛙は︑草のかげのあちらこちらを︑う

くさんの子蛙は︑草のかげのあちらこちら

天照大神の御弟に︑すさのをの

あまてらすおほみかみ

五284園ございます︒
一つのからだに頭が八つ︑
五286園 ︒からだは︑ 八つの山︑八つの谷につづ

一人の娘を中において︑泣

な︑明かるい︑支那の春です︒五

五286園 ︑八つの山︑ 八つの谷につづくほどで︑

おばあさんが︑

して︑たいそう勇氣のある神様が︑いらっ

くしは︑毎日︑大勢の兄弟や仲間といっし

五292囹れ︒それを︑ 八つのをけに入れて︑大蛇

上にも︑子どもたちの頭の上にも︑そっと
五206

間といっしょに︑池の中を泳いでゐました

五204

五208

した︒まるで︑ありの行列のやうに︑あと

おたま
五211

も︑子どもたちの頭の上にも︑そっと止り

9874443988654219522984417661
五211

五204

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
26 25 25 25 25 25 25 24 24 24 24 24 24 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21
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五292園 けに入れて︑大蛇の上るところに並べて

五416圏
皿のおさかな︑どこから

五296 酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入
五302 ました︒血が︑たきのやうに出て︑ひの川

五297 て︑八つの頭を八つのをけに入れて︑がぶ

五418圃こから來たの︒皿のおさかな︑海から來
五423圃はひろびう なみの底︑たひやかつをが
五426圃たでせう︒こんぶの林が あるでせう︒
五431圃るでせう︒わかめの野原が あるでせう

五305 ちっと音がして︑劒の刃がかけました︒ふ

五519ほど光りました︒村のふみきりを通る時︑

五528馬車に乗って︑川口の町まで行くことにし

五529鳴らしながら︑川岸の道を走って行きまし

五531のへんは褻畠で︑変のほが出そろって︑ 一

五533なってゐました︒川の向かふ側に︑工場が

五534が出てゐました︒川の水は︑すんではみま

五576 ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑お供の者が申しました︒し
五578りませんでした︒虫の皮を着物にして着て
五583しゃいますと︑お供の者は︑﹁︿略﹀︒﹂と申
︑この小さなお方の名を知らないか︒﹂
五598園
と︑あのもの知りのかかしが︑知ってみ
五602園
五605した︒かかしは︑田の中に立って︑四方を
五引2園 が︑たいそうちゑのあるお方でございま

五537流れて行きます︒町の入口で︑私たちは馬
五545がれてるました︒川の水は︑ここで海へ流
五547れこんでゐます︒頭のすぐ上を︑かもめが
五548で行きました︒いその香をふくんだ風が︑
五552 ︒その夜︑私は︑次のやうなことを書いて
五558ないで︑川は︑いつのまにか大きくなりま
いつも
五565 大國主神が︑出雲の海岸を歩いていらっ
五566 っしゃいますと︑波の上に︑何か小さな物
五571 ︑大國主神は︑お供の者におっしゃいまし
五572ゃいましたが︑お供の者にもわかりません
五573を︑よく見ると︑豆のさやのやうな物を尊
五573く見ると︑豆のさやのやうな物を舟にして
五575園 てるました︒コ豆のさやに︑虫が乗って

ゐました︒川原の石の上を︑せきれいがと

五618 ︒人間や︑牛や︑馬の五音も︑おなほしに

五616した︒二人は︑兄弟のやうに仲よくなさい

を通って行くと︑川の岸へ出ました︒流れ

らく行くと︑向かふの岸から︑小川が流れ

した︒まもなく︑川の近くにある停車場に

みます︒ちゃうど親の手に︑子どもがすが

植ゑましょ︑み國のために︒米はたから
五645圃

五635 ︑一度しなったあはの藍が︑はね返るひや

五633 ︑少彦名神は︑あはの華につかまって︑す

五635うしに︑小さな神檬のおからだは︑ぽんと
で︑川は︑ずっと下の方に見えました︒だ
︑右手を流れて︑日の光をあびて︑まぶし

へてゐました︒川原の石の上を︑せきれい

ド︑ド︒﹂といふ水の音が聞えて來ました

ました︒すると︑川の音も︑同じ唱歌を歌

うどころに︑つつじの赤い花が咲いてゐま

白い波が︑石と石との間にわき返ってみま

で澄ました︒こちらの岸からも︑小川がそ

さったので︑きのふの日曜日に︑にいさん

んとはって︑つり竿の先が︑おじぎをする

度は私のうきが︑水の中へ引きこまれまし

ぐぐっと︑今度は私のうきが︑水の中へ引

水にうつって︑うきのそばを︑ゆっくり流

うに笑ひました︒空の雲が水にうつって︑

板橋の上を通る荷車のひびきだけが︑聞え
︑びくllにいさんのうきが動きました︒

どき︑川かみの板橋の上を通る荷車のひび

の上へ落ちると︑波のわが︑だんだん点き
︑ときどき︑川かみの板橋の上を通る荷車

をたてて︑うきが水の上へ落ちると︑波の

たちは︑急いでつりのしたくをしました︒

をばさんのうちから︑二二をす 五433圃 あるでせう︒皿のおさかな︑もう一度

ひに行く途中も︑心の中で︑﹁︿略﹀︒﹂とい

︒﹁あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑

71754321621753277551888116

五314
五317園 ひこね︒でも︑桑の葉をどうしたらいい
五323 ると︑うちには︑桑の木がないことに氣が
五324 つきました︒二十匹のかひごは︑桑の葉を
五324 十匹のかひこは︑桑の葉をほしさうにして
五325 す︒私は︑竹田さんのところへ走って行き

五326行きました︒あそこの畠に︑桑の木がある
五328 です︒さっそく︑桑の葉をもらって來て︑

五326 ︒あそこの畠に︑桑の木があることを思ひ
五328 をもらって煮て︑箱の中へ入れてやります
五337 たが︑私は︑いつものやうに︑桑をもらっ
五342 れたので︑私は︑桑の葉を一枚一枚ていね
五359 した︒そのあくる日の朝︑箱をのぞいて見
五377

五361 せう︑あんなに元氣のよかったかひごが︑

五379 りました︒つみたての桑の葉をやると︑か
五379 した︒つみたての桑の葉をやると︑かひご
五386 まひました︒四度めの眠りをすましたかひ
五387 と大きくなって︑桑の葉を︑おいしさうに
五395 わらのおうちを︑箱の中へ入れてやると︑

五394 らへてもらったわらのおうちを︑箱の中へ
五399 口から出して︑自分のからだのまはりを包
五402園

五399 して︑自分のからだのまはりを包んで行き
五407 ︑うすい︑うすい紙のやうなまゆでしたが
五411 した︒私が︑かひこの箱を見せますと︑﹁︿

五408 て︑かひこは︑まゆの中に︑かくれて見え

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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五788

五787

五754圃

一メートル半ぐらみの高さのところに︑あ

へ出た︒せみは︑桐の木で鳴いてみる︒そ

屋の車だ︑子どもの買出し︒押せ押せ︑

げたをはいて︑うらの畠へ行ってみる︒な

くやしくなって︑木の幹をとんとたたく︒

たが︑だめだ︒ぼくの手先より二十センチ

五797

してみる︒畠のすみの日まはりは︑暑い日

れたりしてみる︒畠のすみの日まはりは︑
いっぱい受けて︑金のお皿のやうなのが︑

五806
五808

とうさんは︑もう庭の朝顔のせわをしてゐ

い受けて︑金のお皿のやうなのが︑三つ咲

五825

んは︑もう庭の朝顔のせわをしてゐられた

あちらでおかあさんの聲がした︒ぼくは︑

五826

間めに︑三年生以上の合同髄操があった︒

五819

五833

操があった︒暑い夏の日が︑かんかんてり

草をむしった︒先週の金曜日に抜いたのに

︒ぼくたちは︑校舎のうらの草をむしった

︑白一つ︒三時間めの合同髄操の時は︑汗

五833

五842

三時間めの合同韻図の時は︑汗でべとべと

たちは︑校舎のうらの草をむしった︒先週
五852

五842

雫852

へってみると︑職地の兵隊さんから︑はが

でゐます︒カッターの競孚の出襲線です︒

五706そのをぢさんが︑私の顔を見ながら︑﹁︿耳
五724当は掛けました︒次の停留場へ來た時︑を
五728た︒にいさんは︑私のそばへ掛けました︒
五732 ︑入れ代りに︑大勢の人が︑どやどやとは

五884

五882

五882

五877

五875

孚がありました︒夏の空は︑からりと晴れ

で︑海軍のカッターの競孚がありました︒

海の記念日で︑海軍のカッターの競雫があ

ジオは︑︼日中︑海のお話や︑音樂で︑に

略﹀︒﹂と︑朝ごはんの時︑ねえさんから聞

五975 になりました︒
大勢の神檬が︑お供をなさ

五965囹皇の御位は︑天地のつづくかぎり︑いつ

五952圃
夏やすみ︑まき場のこまが朝風に︑ いな
五963園 みことに︑﹁日本の國は︑わが子わが孫
五963園
孫︑その子その孫の︑次々にお治めにな
五965園おだいじに︒天皇の御位は︑天地のつづ

で行きます︒青い波の上に︑赤・白・黄・ 五999囹
孫ににぎのみことのお通りになる道を︑
さるたひご
五886赤・白・黄・みどりの旗が浮かんでゐます 五欄6園 内いたします︒私の名は︑猿田彦と申し

︑白いかもめが︑海の上を︑すいくとん 五981園
く高く︑目は︑鏡のやうでございます︒

た時︑﹁明治九年の今日︑明治天皇が︑

五737たのは︑七十ぐらみのおばあさんと︑赤ち

五884

五977 たちといふ時︑
先導の者が︑急いでかへっ

五744が︑ちゃうど私たちの前へ來た時︑私たち
五753囲もの車だ︑八百年忌車だ︑子どもの買出

五752圃

五885

した︒十三人の選手の顔は︑にこにことう

がりました︒十三人の選手の顔は︑にこに

が勝ったのです︒白のカッターからは︑さ

﹂決勝を知らせる銃の音がしました︒白が

ましてゐます︒最後の百メートルといふと

をまはって︑四さうのカッターは︑だんだ

んをしてゐます︒沖の旗をまはって︑四さ

︒はく手が︑あらしのやうに起りました︒

かいは︑まるで一本のかいのやうに︑きち
︑まるで︼本のかいのやうに︑きちんとそ

出しました︒十二本のかいは︑まるで一本

た︒﹁ドン︒﹂と出軍のあひつです︒カッタ

が並びました︒用意のラッパが鳴りました

あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒
︒出挙線に︑四さうのカッターが並びまし

されて︑白組十三人の選手は︑カッターに

く略﹀︒﹂といふ艦長のことばにはげまされ

艦の上も︑おうゑんの水兵さんたちで︑い

えます︒海岸も軍艦の上も︑おうゑんの水

畢の出獲線です︒沖の方にも︑同じやうな

す︒カッターの競孚の出襲線です︒沖の方

8875122511987766688766

子どもの車だ︑八百屋の車だ

記念日である︒軸心の時間に︑ラジオでも

五862

五842

五808

五806

五801

トル半ぐらみの高さのところに︑あぶらぜ

五868

五79一

たからだ︑たからの草を︑植ゑりゃ︑こ
五646圏
植ゑりゃ︑こがねの花が咲く︒そろた︑
五647圃
植ゑましょ︑み國のために︒ことしゃ
五654圃
穗が咲いて︑みちの小草も米がなる︒
五656圃
五658團
男︑今日は︑軍隊の馬のことを知らせて
五658團
今日は︑軍隊の馬のことを知らせてあげ
五662團
は︑それぞれ受持の馬が︑ちゃんと待つ
五664團
くしとはけで︑馬のからだをこすって︑
五667團
らう︒入管したてのころは︑馬のそばへ
五667国
たてのころは︑馬のそばへ近寄ることが
る︒それでも︑馬の足をかかへて︑ひつ
五669国
た︒あたたかい馬のからだや︑すべすべ
五677団
五679国
ゐられない︒自分の馬が︑ほかの馬にく
五679国
自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し
がってやると︑馬の方でも︑ちゃんとに
五683国
を見つめる︒國男のすきなうちの犬を︑
五686團
國男のすきなうちの犬を︑﹁しろ︑しろ︒
五686團
やうに︑にいさんの愛馬安友も︑﹁やす︑
五687團
なって︑まったくの友だちになってしま
五691團
ふ︒だから︑自分のかはいがつた馬のこ
五692團
のかはいがつた馬のことは︑いつまでも
五692国
︑その中には︑馬のだいすきなにんじん
五696團
男にも︑にいさんの愛馬を︑ぜひ見せた
五698国
五873囹

五796

五706 前に掛けてみたよそのをぢさんが私
︑ の顔

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
93 93 93 93 93 92 92 91 91 91 90 90 90 90 90 89 89 88 88 88 88 88

五五五五五五五五五五五五五
101

10了

10了

ぎのみことは︑日向の高千穗の峯におくだ

ひをなさって︑大空の雲をかき分けながら

五型5

五麗4

五槻4

五麗1

それからのち︑利根のかかりの兵隊さんか

の首につけ︑寒い日の朝︑おかあさんとい

な旗を作って︑利根の首につけ︑寒い日の

文子さんは︑日の丸の小さな旗を作って︑

てやりました︒自分の育てた犬が︑いよい

五柵3 ちゃうどその時︑敵の票︑ばらぐと飛

五佃6 あぜ道の間に︑利根の元氣な姿が見えまし

五佃6 かうりゃんのあぜ道の間に︑利根の元氣な

五冊6 かふの︑かうりゃんのあぜ道の間に︑利根

五三6 た︒すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ

五伽2 ありません︒かかりの兵隊さんは︑敵の辺

五佃8

たかち ほ

さうして︑天照大神のおことばどほりに︑

五麗8

のち︑利根のかかりの兵隊さんから︑とき

五拠3 りの兵隊さんは︑敵の揮が飛んで來るのも

ひうが

月夜の晩︑子どもたちが堕

とばどほりに︑日本の國をお治めになりま

五麗8

ら︑ときどき︑利根のやうすを知らせて來

五伽4 にかけ出して︑利根のからだを︑しっかり

した︒みんなは︑木のそばへ來ました︒﹁︿

て︑前の方にある木のそばへ行きました︒

なからはなれて︑前の方にある木のそばへ

目凹5

五価5

五価4

五⁝⁝3

が志ました︒みかたの第一線は︑敵前わづ

︒そのうちに︑利根のついてみる部隊は︑

たり︑隊と隊との間のお使ひをしたり︑何

をしたり︑隊と隊との間のお使ひをしたり

に近寄らうとする敵の見はりをしたり︑隊

五M5国

利根は︑戦場で︑敵のみるところをさがし

ひをかぎながら目の色をかへて喜びます

ます︒もう︑軍犬のすることは︑どの犬

五号3圃

五榴2圏んぎら葉の露︑草の露︑月の光が

五聖1慣した︒ぎんぎら葉の露︑草の露︑月の光

五槻6圏松虫︑虫の聲︑庭の畠で

五拠9 のてがらは︑かかりの兵隊さんから︑くは

五伽9

五㎜6 した︒一時間ばかりののち︑わが軍は︑勇

︿略﹀︒﹂と︑かかりの兵隊さんは︑氣がく

した︒すると︑一人の子どもがいひました

五聖9

︑四年生になった秋のころ︑兵隊さんから

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑一人の子どもがいひました

ます︒さうして・次の雲の方へ︑どんぐ
・さうして︑次の雲の方へ︑どんぐ走っ
五三3

︑兵隊さんから︑次のやうな手紙が來まし

た︒すると︑月は枝の間にじっとしてゐま

五柵7

って聞いてみた一人の子どもがありました

小さい時︑文子さんのうちで育てられた︑

五価8

鳴き

たのです︒文子さんのうちでは︑みんな犬

れてるる︑大きな川の名を取って︑おとう

れは︑をぢさんの家のそばを流れてみる︑

五柵6

五柵5

五帯4

五帯4

五帯3

戸柵2

日工7

五備4

五備2

ころ︑利根は︑最後の通信を首にして︑﹁

いよ︑わが軍が︑敵の陣地にとつげきする

の兵隊さんが︑利根のかうしたばたらきを

はもちろん︑みんなの兵隊さんが︑利根の

づけました︒かかりの兵隊さんはもちろん

それでも利根は︑揮の下をくぐるやうに抜

のちには︑敵が利根の姿を見つけて︑弾を

たりしました︒首わのふくろに︑通信を入

間︑第一線と本部との間をお使ひするもの

敷で︑弾は雨あられのやうに飛んで來ます

せまって︑ざんがうの中から︑敵をこうげ

五鵬4園 す︒その御殿の門のそばに︑井戸があっ

五榴4翌翌です︒その御殿の門のそばに︑井戸が

五星4囹

五旧4園

五罪5囹

五勘6園 ころか︑申しわけのないことをしてしま

五玉5 が︑ふと︑つりばりのないのに氣がついて

五星3 ︒ところで︑ある日のことです︒ほをりの

五桝6圃

五桝5圏

五二6圃

ですか︒﹂神様﹁海の神様の御殿です︒そ

五榴3曳きれいな御殿︒何の御殿ですか︒﹂神様﹁

五聖1

︒﹂神様﹁海の神様の御殿です︒その御殿

もえる火︑みうりの火︑栗がはぜます︑

の露︑草の露︑月の光が

げで︑利根は︑子犬のよくかかる病氣にも
︒かうして︑その年の秋も過ぎ︑冬の初め

の年の秋も過ぎ︑冬の初めになりますと︑

ぬれました︒

がすきでした︒利根の早るずっと前にも︑

五山9

走り出しました︒敵の弾が︑うなりをたて

首にして︑﹁行け︒﹂の命令とともに︑走り
はん

五佃4

五備1

した︒朝夕︑からだの毛をすいたり︑きれ

五鈷2

ぬれ

鳴きました︒

五二5團 ちんちろ松虫︑虫の聲︑庭の畠で

利根のてがらは︑かかりの

年生になったばかりのころ︑をぢさんのう

ませんでした︒近所の︑どの犬よりも大き

五⁝⁝2

りました︒出登の前の晩︑文子さんは︑利

た︒本部では︑利根のかかりの兵隊さんが

五㎜9園

五榴5宇戸があって︑井戸のそばには︑大きな木

すると︒﹂神様﹁海の神様が︑きっといい

では︑利根のかかりの兵隊さんが︑今にも

りの命﹁にいさんのだいじなつりばりを

やる︒そこへ︑一人の年取った神様がおい

とうと神はかりのため︑毎日まいにち

に神さまはつりのため︑おとうと神は

見えました︒三年生の文子さんがつれて歩

五佃4

りのころ︑をぢさんのうちから︑子犬を一
︒それは︑をぢさんの家のそばを流れてみ

になりました︒出馬の前の晩︑文子さんは

うに︑利根は︑軍隊の軍犬班へ︑はいるこ

五価7囹 て︑お月様を︑枝の間から見たまへ︒﹂
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海の御殿の門の前に︑大
五悩4
海の御殿の門の前に︑大きな木
五悩4
海の御殿の門の前に︑大きな木が立
五悩4
五悩6園 ﹁ははあ︑この木のことだな︒のぼって
田悩9 女が出て來る︒井戸の水をくまうとして︑
五搦2 いらっしゃる︒﹂木の上を見あげて︑女は
正面に︑海の神様が腰を掛けてい
五燭5
五描7囹 出て量る︒女﹁海の神様︒﹂
女﹁門の前の木に︑りっぱな
五鵬9囹
女﹁門の前の木に︑りっぱな神様
五鵬9囹
五三3園 それは︑きっと日の神のお子様にちがひ
画期3囹 は︑きっと日の神のお子様にちがひない
海の神様が︑ほをりの命
五柵5
五悌4囹 です︒それは︑兄のだいじなつりばりで
五糊6園 神様が︑私に︑海の御殿へ行くやうに教

やまと

五糊9囹 ﹁さうか︒みんなの者にたつねるが︑だ
五㎜9園 るが︑だれか︑日の神のお子様のつりば
五三1園 ︑だれか︑日の神のお子様のつりばりを
五六1囹 ︑日の神のお子様のつりばりを︑取って
五柵7 様﹁をかしいな︒海の神檬は︑しばらくお
五欄3園 様﹁おまへは︑日の神のお子様のつりば
津津3言 おまへは︑日の神のお子様のつりばりを
納欄3園 ︑日の神のお子様のつりばりを知ってゐ
五鼎9園 女に向かって︑鯛ののどから︑そのつり
五二6 りを水で洗って︑海の神様にさしあげる︒
海の神様は︑ほをりの命
五襯8
五襯9 神様は︑ほをりの命の前にひざまついて︑

六42 たちになって︑大和の方へお進みになりま
き い
くまの
六44 と海を渡って︑紀伊の熊野といふ村にお着
みいくさびと
六48 お供をしてみた大勢の御軍人たちも︑ねむ
六51くなりました︒いつのまにか︑天皇は︑お
六57囹 てるます︒﹁日本の國は︑今︑たいそう

るのは︑まるで給のやうださうです︒ど

六157團

りました︒お手紙のことを姉に申しまし

六163團 ます︒去年のお祭のことを思ひ出して︑

六163国ございます︒去年のお祭のことを思ひ出

ゐます︒二十四日の午後三時ごろ︑そち

くロり

六164團

さい︒みよ子さんのおみやげに︑わたし

たしませう︒熊野の村に︑高倉下といふ
て︑ゆめに見た神様の劒が︑ちゃんとあり

六173團

六62園
六73

下は︑急いで︑天皇のおやすみになってい

六175国

六63圏ますから︑その者の倉を目あてに︑この
六74

を刈ってゐます︒田のあぜに︑むしろを敷

した︒今日は︑うちの稻刈です︒よいお天

六182圃

六175国みやげに︑わたしの作ったお人形さんを

六91

︑﹁︿略﹀︒﹂﹁そこのかごの中に︑おいも

六87
六103園

﹀︒﹂﹁そこのかごの中に︑おいもがある

六109

一匹︑すぐそばの稻の葉に止りました︒そ

のが一匹︑すぐそばの稻の葉に止りました

ます︒さうして︑稻の葉や董に止ります︒

六182圃

六182團

のちんじゅの神様の︑今日は︑めでたい

村のちんじゅの神檬の︑今日は︑め

村のちんじゅの神様の︑

六103囹

六112

六伯野作で︑村はそう出の大祭︒どんぐひや

六112

六129

六121

六115

六115

六114

六113

くった稻の束が︑田の上に並べてあります

とには︑くくった稻の束が︑田の上に並べ

さんや︑おかあさんの方へ行きました︒刈

ごは︑せまいかこひの中から︑外へはひ出

した︒左の手で︑頭のあたりをつかむと︑

つかまへました︒左の手で︑頭のあたりを

け見せてゐます︒右の手で︑すばやく︑葉

うらへまはって︑足の先だけ見せてゐます

六235 た︒枝についたままの︑美しい︑かをりの

六233

六233 ん上しました︒あとの半分を持って︑天皇

六232 って鶴つたたちばなの半分を︑皇后にけん

六228 ひがけなく︑その前の年に︑天皇は︑おか

六214 まはりました︒いつのまにか︑十年といふ

六211 けで︑それが︑どこの國であるかは︑わか

六206 た︑たいそうかをりの高いくだものがある

六203

六195圃

恵みたたへる村祭

六131

刈るのをやめて︑稻の束をまとめて︑稻か

六235 の︑美しい︑かをりの高いたちばなを︑み

六113つくと︑くるりと葉のうらへまはって︑足 六194圃 夜までにぎはふ宮の森︒治る御代に︑神

六131

をまとめて︑稻かけの方へ運んでゐられま

半分を持つ．て︑天皇のみささぎにお参りし

垂仁天皇の仰せを受けた田道間

六133

ので︑私は︑また弟の方へ行きました︒そ

すみにん

六134

治る御代に︑神檬の

六141

六144

六144

︒今年は︑二十五日のお祭の日が︑ちゃう

ます︒氏神様のお祭のころになりました︒

いてるます︒氏神様のお祭のころになりま

六248 れふしたまま︑いつのまにか︑つめたくな

六247 道志守は︑みささぎの前にひれふしたまま

六245 れにも負けない忠義の心を持ってゐました

六244 日本へ渡って來た人の子孫でした︒しかし

六238囹

︒﹁遠い︑遠い國のたちばなを︑仰せに

六147

は︑二十五日のお祭の日が︑ちゃうど日曜

うらの山で︑もずが鳴いて 六236 ちばなを︑みささぎの前に供へて︑田道間

六147

なります︒二十四日の午後から︑ねえさん

六144

六148

うですが︑二十四日の晩は︑いろくな店 六252

六253 木に︑むしろやこもの着物を着せて︑暖く

六252 吹くころは︑みかんの木といふ木に︑むし

寒い冬の風が吹くころは︑み
六153

せ︑牛飼が︑赤白のたづなを引いて通る

にぎはひます︒お祭の日は︑おかぐらや︑

六156團

六153
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ます︒それでみかんの木は︑しもや雪をじ

たみかんの實は︑秋のお祭のたいこが︑村

うして育てたみかんの實は︑秋のお祭のた

しておけば︑みかんの木は︑弱ってしまひ

とりついて︑みかんの木を苦しめます︒そ

ます︒夏が來て︑海の方から︑そよそよと

だすと︑このみかんの木に若芽がすくく
一L

一L

一」」

この潜水艦が︑水の中へもぐるのだと聞

吹きかはして︑海の上を進んで行くのは

ばうゑんきやう

ない︒春雄も︑今のうちから︑いろく

︑導水艦の乗組員の中には︑どんな音で

︒だから︑漕水艦の乗組員の中には︑ど

械もあって︑敵艦の進んで來る音を聞き

できる︒また︑水の中で音を聞きわける

ものがあって︑海の上を︑すっかり見渡

が︑細長い望遠鏡のやうなものがあって

へもぐったら︑海の上が見えないだらう

ができるのだ︒水の中へもぐったら︑海

出せば︑自由に海の上へ浮くことができ

艦の中のたくさんのタンクへ︑水を入れ

でも︑潜水艦の中のたくさんのタンクへ

いつでも︑漕水艦の中のたくさんのタン

あるやうだが︑今の潜水艦は︑うまくで

たがひにあいさつのラッパを吹きかはし

︒今日は︑潜水艦のことを話してあげよ

は︑今度︑潜水艦の艦長を命ぜられた︒

かんを作った人たちの喜びとは︑ことばで

一」

いじだよ︒これらのほかに︑みかたの漕

れてるるか︑自分の乗ってみる三水艦が

︑今︑何メートルの深さに沈んでみるか

みるか︑どれほどの早さで走ってみるか

ら︑垂水艦は︑水の中にもぐってみても

ぐってみても︑海の上にみるのと同じや

出すと︑生きた魚のやうに︑水の中をく
じゅんやう

た魚のやうに︑水の中をくぐりながら︑

︑つきあたる︒山のやうな職艦や︑巡洋

を乗りこえて︑敵の港の中へしのびこん

りこえて︑敵の港の中へしのびこんだり

ちっきは︑子どもの時から︑きたへるや

ったら︑をぢさんのやうに︑漕水艦に乗

艦に乗って︑お國のために︑働きたくは

曜日で︑子ども常會の日です︒勇さんのう

會の日です︒勇さんのうちで︑げんとう會
︑おもしろい南洋の窺眞を︑うつしてあ

集りました︒勇さんのおとうさんは︑にこ
って︑それに︑南洋のけしきが︑次から鈍
めに︑美しい日の丸の旗のひらめいてみる

美しい日の丸の旗のひらめいてみる昭南
らめいてるる昭南島のけしきがうつりまし
ルも︑わが陸海軍の勇ましい兵隊さんた
このやうに日の丸の旗が︑南の空にひる
日の丸の旗が︑南の空にひるがへってゐ
︿略﹀︒﹂と︑勇さんのおとうさんが説明さ

っしてるるやしの木の罵眞がうつりました

をうつしてみるやしの木の窺眞がうつりま
りました︒﹁南洋の海は︑明かるくてま

めたいと思ふほどの美しさです︒その海
をうつすのがやしの木で︑こんなけしき

部隊が︑スマトラの空から︑地上へおり

かういって︑勇さんのおとうさんは︑スマ

いひました︒勇さんのおとうさんは︑﹁︿略

りました︒﹁日本の罵眞ね︒﹂と︑ゆり

けですが︑タイ國の罵眞です︒よくなれ

には︑あなたがたのすきな動物をうつし

く略﹀︒﹂と︑勇さんのおとうさんも笑ひな

子どもが︑よく葉の上に乗って遊びます

ルもあって︑南洋の小さな子どもが︑よ

きなはすです︒葉のさしわたしが一メー

︒これは︑ジャワの植物園にある鬼ばす

木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます

ぽたりと落ちる木の汁を︑茶わんのやう

しませう︒ll木の幹にすちがつけてあ

です︒では︑ゴムの木をうつしませう︒

す︒世界中のゴムの大部分は︑南洋から

さうです︒世界中のゴムの大部分は︑南

南洋からたくさんのせきゆが出ること︑

、A、

今︑罵眞で見た南洋の海のやうに︑青々と

︒それでは︑今日のげんとう會は︑これ

洋も︑みんなお米のできる國なのです︒

かし︑これも南洋の田植です︒日本と同

㍗、

なのに︑何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒十

職車が通る︒首縄の幕は︑たったあれだ

けなのに︑何十垂の戦車が通る︒重工の

が出て來る︒映壼の幕は︑たったあれだ

川がうつる︒映董の幕は︑たったあれだ

映蚕の幕は︑たったあれだ

窩眞で見た南洋の海のやうに︑青々とすみ

A．

由

日︑太子は︑御兄弟のかたがたと︑お庭で

一

が始りました︒太子の御父君を︑橘豊日

たちばなのとよひの

お小さいかたがたのことですから︑初め

、

一」

のほかに︑みかたの潜水艦どうしで︑信

なけしきは︑南洋のどこへ行っても見る
︒﹁勇ましい日本のらくかさん部隊が︑
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六588園 たい話だ︒あなたの孝行のせみですよ︒

六586囹 いましたので︑父のみやげに持って蹄り

六585園 りを見ますと︑石の聞から︑水が流れ出

六583園︑そのへんに︑酒の香がいたします︒ふ

六561囹

﹁きっと︑子どもの孝心が︑神檬にとど

六557囹 その子が︑山で酒の流れてみるところを

六552園 取ったおとうさんのすきなものを︑いろ

六548園 おって歩く子どものことでせう︒毎日山

六546園 あの感心な子どものうはさを︑お聞きで

六534園 できません︒不孝のおとがめを︑つつし

六531園 子は︑﹁おとう様のお心にそむいて︑け

六523 ︑つつしんで御父君の前へお進みになりま

六667

六659

六657

六653

六647

六644

六641

六641

六625

六625

んやり見える︒二つの筒を︑延したり︑ち

かうしてできた二本の筒は︑うまくはまり

するとはいるくらみの大きさに作って︑そ

うして︑さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑す

︒さうして︑さっきの筒の中へ︑ちゃうど

六635 方のはしに︑めがねの玉をはめた︒きちん
つつ
した︒これで︑一本の筒ができあがった︒

六628

だれかが︑しゃうじの間から顔を出してゐ

六639た︒次に︑もう﹈枚の壼用紙を・ぐるぐ

六637

た︒さうして︑ぼくの望遠鏡をのぞいても

急いで︑おかあさんのところへ行った︒﹁︿

なれてみる︑向かふの家の屋根であった︒

かの屋根が︑めがねの玉いっぱいにひろが

おどろいた︒どこかの屋根が︑めがねの玉

六755

六754

六742囹︑まったく警防團のかたがたのおかげで

六741園

六741園

六735園

して︑こんな大火事の起ったのも︑ある家

六747園れから︑ずっと私のうちにいらっしゃい

六742園

起ったのも︑ある家の子どもが︑マッチを

です︒町のめぬきの場所が商ったのは︑

いてがらです︒町のめぬきの場所が助っ

が︑まあ︑何よりのしあはせだ︒わたし

六734乏くだったが︑けがのないのが︑まあ︑何

六71円 の火事で︑をぢさんのうちも︑焼けたさう

六701プ自動車のサイレンの音も聞えます︒向か
六702も聞えます︒向かふの空に︑ぱっと火の照

六699く走るポンプ自動車のサイレンの音も聞え

六621 ことを嚢関した︒左の手に︑めがねの玉を

六617 机の上を見たり︑外のけしきを︑のぞいた

六616 々にしたりして︑机の上を見たり︑外のけ

六613 だいた︑古いめがねの玉と︑おとうさんに

六612

六603 ︒さうして︑子どもの孝行をおほめになつ

六601 ︒おそれ多くも︑時の天皇が︑それをお聞

六597 この親孝行な子どもの話が︑都にも傳はり

六596 の村の人は︑子どもの後姿をじっと見てゐ

六596

六596

机の引出しを︑かたづけ

二人の村の人は︑子どもの後姿

二人の村の人は︑子どもの

六698

六696

六696

六692囹

六686

六684

六684

六673園

とうさんは︑消防の役目でお働きになる

︑をぢさんのうちの方角だから︑わたし

火事は︑をぢさんのうちの方角だから︑

しはなれた川向かふの町だと︑すぐわかり

をあけて見ると︑西の方の空が︑まっかに

六672囹

れました︒をぢさんのうちの方角と聞いて

けて見ると︑西の方の空が︑まっかにそま

六672囹

た︒をぢさんのうちの方角と聞いて︑私は

六692囹

んぽいさうです︒家の前を︑警防團の人た

六693園

︒家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを

ちを見てみる︒森の木がきれいですね︒

どね︒向かふの家のせんたく物が見えま

るほどね︒向かふの家のせんたく物が見

六786圏

六783圃

六781翻

六781圃

六776圏

六774圃

六774圃

六771圃

六766圃

六766圃

六763圃

六759

六757囹

︑軍旗︑天皇陛下の

わが陸軍のひかりの軍旗︒軍旗︑軍旗︑

に進む︑わが陸軍のひかりの軍旗︒軍旗

︑軍旗︑天皇陛下の

わが陸軍のいのちの軍旗︒軍旗︑軍旗︑

を守る︑わが陸軍のいのちの軍旗︒軍旗

︑軍旗︑天皇陛下の

わが陸軍のしるしの軍旗︒軍旗︑軍旗︑

い軍旗︑わが陸軍のしるしの軍旗︒軍旗

︑軍旗︑天皇陛下の

警防團のかたがたのおかげです︒﹂みん

六537 ︒橘凶日尊は︑太子のこのおことばを︑お 六628 てるる︑向かふの家の屋根であった︒﹁︿略 六704 ったりします︒半鐘の音︑サイレンの音︑
六539 ︑聖徳太子が︑四歳の今時のことであった 六629囹 つか︑おとうさんのお話に聞いた望遠鏡 六704半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入
六539 太子が︑四歳の御忌のことであったと申し 六634 ︒ちゃうど︑めがねの玉が︑はまるくらみ 六704 ︑サイレンの音︑人の聲などが入りまじつ
六543
村の人が︑二人で話をし 六635 玉が︑はまるくらみの大きさに巻いて︑そ 六705入りまじって︑遠くの方で聞えます︒﹁︿削
六545園︒﹂村の人出﹁たきのあたりは︑ずるぶん 六635 に巻いて︑その一方のはしに︑めがねの玉 六713れて︑私は︑ねどこの中へはいりましたが
六718りしました︒ゆうべの火事で︑をぢさんの

六588囹 だ︒あなたの孝行のせみですよ︒まあ︑

六621 ︒左の手に︑めがねの玉を持って︑目から

六698

たてる︑わが陸軍のほまれの軍旗︒十五

みいくさに︑いつ

御前に︑死ぬるか

おことばを︑心に

みてつから︑お授

さんは︑ひとりごとのやうに︑かういはれ

とです︒﹁子どもの火あそびが︑いちば

六624 見ようと思って︑右の手に虫めがねを持つ

六622 た︒すると︑向かふのけしきが︑小さく︑

359
の一の

六786圃わが陸軍のほまれの軍旗︒十五 みもん
六794吹いてゐます︒夕飯のあとで︑火ばちにあ
六795ら︑みんなで︑職地の兵隊さんの話をしま
六795で︑戦地の兵隊さんの話をしました︒﹁︿略
六813みると︑弟は︑自分の机の前へ行って︑何
六814と︑弟は︑自分の机の前へ行って︑何かさ
六844りました︒私は︑私のだいすきな︑かはい
ある日のこと︑知らない兵隊
六847
六848 つか送ったみもん袋のお禮の手紙でした︒
六849 つたみもん袋のお禮の手紙でした︒私は︑
六851は︑それを︑みんなの前で忌みました︒支
六916

六916

六914

六914

六913

六911

六911

六905

六905

六901

ので︑みんなは︑雪のたまをかかへた︒﹁

れ︒﹂みんなは︑雪のたまを︑いぐつもい

旗がひるがへり︑敵の城には︑白い旗がな

はかられた︒みかたの城には︑赤い旗がひ

︒先生は︑爾方の山の高さをはかられた︒

つた︒先生は︑単方の山の高さをはかられ

一メートル半ばかりの山を作って︑その上

︑

いた︒﹁築城始め︒﹂の號令で︑爾軍は︑

一

する︒みんなは︑雪の上に集って並んだ︒

んだ︒﹁集れ︒﹂先生の大きな聲がする︒み

雪で明かるい︒髄操の時間になった︒外に

出営4 なかっかうです︒下の方は白で︑花の口も

六研4 おひな檬のぼんぼりのやうなかっかうです

六研4 ちゃうど︑おひな様のぼんぼりのやうなか

六925園投げる︒次に進めの軍令を掛けたら︑攻 六日7 美しいチューリップの花が一つ︑にっこり

六922

て投げた︒うまく頭のところへ飛んで行っ

六鵬7 す︒見ると︑まん中の鉢に︑美しいチュー

六鵬6 日も︑おだやかな冬の日が︑いっぱいにさ

六価6圃

六皿1 とに︑ちゃうど第一の矢とすれすれに並ん

六四8 は︑つづいて︑第二の矢を引きしぼりまし

六棚6 ︒﹂と︑的のまん中の星を︑射抜いて立ち

六曜1 しりと二王檬か何かのやうに︑強さうに見

六㎜1 つたのでせう︑一人の若い男が︑つかつか

六995虐め︑だめ︒机の上の勉強ばかりで︑腕は

六995囹

六伽5

んなは︑正男さんのいったことが︑おも

は︑﹁ぼん︒﹂と︑的のまん中の星を︑射抜

﹁だめ︑だめ︒机の上の勉強ばかりで︑

六852團 讃みました︒支那の廣い野原は︑今︑白
六927

が飛んで來て︑ぼくの胸にあたった︒﹁よ
かんだ時︑﹁進め︒﹂の號令が掛った︒墨引

六剛6

六853国 はれてゐます︒川の水も︑堅い氷の下で
六941

六934
六942

︑かけて進んだ︒敵の城の旗を取れば︑勝

一生けんめい︑雪のかたまりをこしらへ

六855團 ふ寒さです︒午後の演習をすまして︑兵

六853国川の水も︑堅い氷の下で眠ってゐます︒
六857国 てみると︑あなたのみもん文といっしょ

六943

六945

組んで進んだ︒三人のうち︑だれか一人が

立ってみる︒﹁今のうちだ︒﹂と元氣を

六柵2 いてるます︒きうりの芽生えも︑目だって

六佃1 てるます︒すみせんの花が四つ︑かはいら

六期8 それこそ︑ほんたうのすみれ色をした花が

︒下の方は白で︑花の口もとのところに︑
べに
六柵5 は白で︑花の口もとのところに︑こい紅を

六862国 ひました︒友だちの兵隊は︑﹁何だ︑何

六954園

白い旗は︑つい︑目の前にひらくしてゐ 六柵9 を受けて︑びろうどのやうに︑つやつやし

六866団國 しぶりで︑内地のにほひをかいだ︒﹂﹁

六956

六865團來ました︒だんろの火で︑かき餅を僥き 六943 けて進んだ︒敵の城の旗を取れば︑勝つの
六867国囹 まいなあ︒郷土の味がする︒﹂などと

六962

どいた︒ぼくは︑山の上に立ちあがって︑

六佃6

ないやうに︑みどりの葉が生き生きして︑

六佃4 メートル四方ぐらみの廣さですが︑ここぼ

六871国 した︒ただしくんの圖垂は︑ぼくたちの
六872団 は︑ぼくたちの室のかべにはりました︒

六872團圖蚕は︑ぼくたちの室のかべにはりまし 六957 ︑だれか一人が︑雪の山にのぼって︑旗を

六881團 たのお人形は︑私のポケットにしまって

六881團 きました︒あなたのお人形は︑私のボケ

六972

六969

六965

野くんがいふ︒いつのまにか︑空がくもつ

＞︒﹂といって︑ぼくの肩をたたく者がある

六967園

た︒墨田では︑道場の上へ出る人はないと

と︑みんなが︑ぼくのところへ寄って來た

六柵5 の時の話です︒お寺の小僧になってまもな

六柵4 雪舟が︑子どもの時の話です︒お寺の小僧

六型4

六柵9園

六下5囹

﹁地の下には︑枯れた風な

らう︒このガラスのふたをすると︑少し

れた︒﹁今日は赤の勝ち︒しかし︑どち

六義1

雪舟が︑子どもの時の話です︒お寺の

＞︒﹂と︑ひとりごとのやうに︑私はいひま

ゐます︒﹁わたしのお人形さんを︑ここ

六884團 ときどき︑おうちのことや︑學校のこと

六975

時︑都良香といふ人の家で︑弓の會があり

みやこのよしか

六佃9園

六884團 ちのことや︑開校のことを知らせてくだ

六985

六相7 たが︑さびしい本堂の柱にくくりつけられ

六柵8 や︑白や︑むらさきの花が︑美しく咲いて

六885團 さい︒私も︑望地のやうすを知らせてあ

六987

といふ人の家で︑弓の會がありました︒若

ので︑爾軍は︑もとの位置に並んだ︒先生

六892 ︒學校へ行く時︑雪の上を歩いて行った︒

六987

六875團︒あたたかい毛糸のくつ下を見て︑みん 六964 と︑みんなが︑喜びの聲をあげた︒笛が鳴

六898 人が︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足あ
らうか
六899 並んでついた︒東平の窓も︑廊下も︑雪で

めたのでした︒自分の部屋へ鍋ってみた和

悲しさうだった雪舟の顔は︑急に明かるく

舟は︑何氣なく︑足の親指で︑板の間に落

たりと落ちて︑本堂の板の間をぬらしまし

ぺうかう

じよう

て行きました︒三人の心は︑持った

本の

した︒北川は︑決死の勇氣をふるって︑す

だその間にも︑無心の火は︑火なはを傳は

た︒もちろん︑三人のうち︑だれ一人︑破

武二︑北川丞︑三人の工兵は︑火をつけた

たけじ

班長は︑まつ破壊筒の火なはに︑火をつけ

ますはげしく︑突撃の時間は︑いよいよせ

がくだりました︒敵の弾は︑ますますはげ

待ちに待った第一班の工兵は︑勇んで毒煙

りました︒﹁前進︒﹂の命令がくだりました

とばかり撃ち出す敵の弾には︑ほとんど︑

歩兵のために︑突撃の道を作らうといふの
︑今か今かと︑命令のくだるのを待ってみ

げこんで︑わが歩兵のために︑突撃の道を

ゐます︒見れば︑敵の陣地には︑ぎっしり

をかかへながら︑敵の陣地を︑にらんでゐ

日の午前五時︑廟巷の敵前︑わっか五十メ

銃の揮が︑雨あられのやうに飛んで富ます
べうかう
和七年二月二十二日の午前五時︑廟巷の敵

あがります︒機關銃の弾が︑雨あられのや

音とともに︑あたりの土が︑高くはねあが

︒﹂ものすごい大砲の音とともに︑あたり

ねずみが一匹︑雪舟の足もとにるて︑今に
︑とうとう︑日本一の給かきになりました

9
の心は︑持った一本の破壊筒を通じて︑一

撃ち破られた鐵條網の方へ︑作劇を向かせ

すかさず︑わが歩兵の一隊は︑突撃に移り

六齪3 汽船から︑たくさんの荷物がおろされます

六齪2 大きな貨物船が︑目の前にあらはれました

すみだ

六齪5園あれは︑塁湾からのバナナです︒﹂水の

たいわん

隊は︑おまへたちの破ったところがら︑

れます︒﹁︿略﹀︒﹂水の流れが見えて︑隅田

すみだ
六型6 れが見えて︑隅田川のけしきになりました

六齪6

は川ばた︑やなぎの芽︑ぬれて︑しっく

六鵬3 りました︒たくさんのレールが光って︑何

ゴー︒﹂といふ電車のひびきがして︑罵眞

六鵬8 て來ました︒東京騨の前にある大きな建物

六鵬一

六齪9 かってゐました︒橋の下をくぐって通る時

にいさん︑はま屋の船だよ︒﹂文治が指

浮かべたり︑わらの切れはし浮かべたり

六鵬9 あらはれ︑馬場先門の廣場があらはれまし

六野6謡うつりました︒目の前にをがむ二重橋︑

六搦3園

六価2 しました︒ときは木の茂った清らかな道が

みさき

は︑きっとはま屋の正治くんだよ︒正治
みさき
り返ると︑もう矢島の岬も見えません︒円

出悩9

六悩8 しい二重橋︒二年生の時に習った詩が︑思

のやうです︒ぼくらの網船は︑もう網をた
けたからだから︑玉の汗を流してゐます︒

画聖6 た︒あの子どもたちのやうに︑お参りした

六野4

た︒﹁︿略﹀︒﹂お参りの人が︑たくさん通り

時︑網船は︑ぼくらの乗ってみる船を呼び

六芸9

六燭8 思ひました︒さくらの花が︑いっぱいに咲

船の中には︑いわしの山が築かれます︒い

ます︒見るまに︑船の中には︑いわしの山

六書5 びき始めました︒菊の御紋のついたまん幕

六徳4

六鵬1 てるます︒花と花との間から︑大きな鳥居

くほどです︒ぼくらの船は︑左右の網船か

六燭7

六芸7 ゐました︒たくさんの菊の鉢が並んでゐま

六鵬5 めました︒菊の御紋のついたまん幕が︑風

した︒たくさんの菊の鉢が並んでゐます︒
ながら︑しだいに網の外へ出ます︒出ると

ひ び や

匝瑳8 が並んでゐます︒目のさめるやうな菊の花

六十8 目のさめるやうな菊の花です︒日比谷公園

ひ び や

や

六鵬9 花です︒日比谷公園の菊のてんらん會でし
︿略﹀︒﹂といふ説明の聲がしました︒むさ

六掛6 その根もとに︑金網の張ってある池が出ま

六観4囹

︒﹁これは︑上野の帝室博物館です︒﹂
なって消えると︑船の汽笛が﹁ボi︒﹂と

す︒日比谷公園の菊のてんらん會でした︒

び

て︑どこかで︑小鳥の鳴く聲がしてゐまし

六搦9

ひ

さし野です︒東京の近くには︑かうした

へ急ぎました︒いつのまに立てたのか︑へ

ばいに掛けて︑もとの海岸へ急ぎました︒

ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ

した︒﹁海ゆかば﹂の音樂が︑おごそかに
築かれます︒いわしの重みで︑船がぐっと

みるらしく︑さくらの枝がゆれてゐます︒

しをどんぐぼくらの船へあげます︒見る

ました︒網船二さうの間へ︑まっすぐに煙

ここは︑明治神宮の参道です︒﹂お参り
んどを取ると︑大勢の船方が︑みんなこれ

ました︒﹁君が代﹂の影野が始りました︒

りして︑まるで職場のやうです︒ぼくらの

岬も見えません︒目のとどくかぎりはまつ

六悩2 ました︒正面に︑松の木が茂ってみて︑白

ます︒子どもが︑船のまん中にゐます︒又

って行く水よ︒卵のからを浮かべたり︑

たび︑ひろがる波のわがまるい︒春は春

雨はこぬかか︑糸のやう︒ここは川ばた

囹影野筆工圏園．．．一

園

う
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ました︒雪舟は︑足の親指を使ひながら︑
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ざう

六㎜4園 んに喜ばれる上野の動物園です︒﹂象が︑
六佃2 出ました︒小さな女の子が︑豆をまいてや
六糊3 ねがひびいて︑淺草の大きなお寺があらは
六柵9 に通ります︒やなぎの並木が︑にぎやかな
六糊2 はかに︑笛とたいこの音がひびいて來て︑
六糊3 ずらりと並んだお祭のちゃうちんが︑うつ
六柵5 といふ元氣な子どもの聲がして︑みこしを
六柵9 ザi︒﹂といふ機械の動く音になりました
いんさつ
六棚1 になりました︒印刷の工場です︒山のやう
いんさつ
六欄1 印刷の工場です︒山のやうに積まれた紙が
六欄2 積まれた紙が︑機械の間を流れるうちに︑
六糊4 ︒次から次へ︑大勢の生徒さんたちが︑足
六欄8囹 これは︑明治神宮の競技場です︒﹂空に
六欄9 り浮かんで︑日の丸の旗がひるがへってゐ
六襯2 が始りました︒大勢の人が︑並んで演奏し

六槻5 す︒﹁︿略﹀︒﹂放送局のアンテナが︑空高く
六襯9囹 た︒﹁ここは︑空のげんくわん東京飛行
六柵3 して︑みるみる︑鳥のやうに小さくなりま
六網6 ました︒ずっと野原の向かふに︑富士山が
六幽1 略V︒﹂こんな子どもの歌が︑聞えて來まし

七42圃
朝の潮風あびながら︑弟
七54圏で投げてみた︒弟の石が海に落ち︑つづ
七64圃げて息を吸ふ︒朝の海べはもう春で︑み

七73園のですが︑いつものやうに︑四人つつ一

七67 いてるて︑もう大勢の人たちが︑潮干狩を
七71生は︑私たち四年生の人員をお調べになつ
七71 べになってから︑次のやうにおっしゃいま
七了9 す︒三センチぐらみのあさりでした︒あさ

七83 がしみ出て︑まはりの砂が︑少しつつくづ
七85 した︒すると︑小石のやうなものが︑手に
七92細長い貝を︑みんなの前へ出しました︒み
七95 って︑いろく︑貝の名前を思ひ出してみ

七111

七108

七108

の根もとにまるい玉のやうな袋のついてゐ

ました︒手には︑葉の根もとにまるい玉の

これがあの︑おわんの中に浮いてみるわか

た︒はばの争いひものやうな形をしてゐま

な海藻でした︒はばの誓いひものやうな四

がねてみるやうな岩の方へ行きました︒ひ

の貝を持って︑先生のところへ走って行き

七1810

七189 ︑そののち︑東の國のわる者を平げよとい

七189 尊は︑そののち︑東の國のわる者を平げよ

七184 えました︒景行天皇の御子︑やまとをぐな

七178園

七177囹

七176囹

七175囹

やいましたか︒西の國では︑私より強い

つて︑汝を討てとの勅をかうむり︑ここ

それ多くも︑朝廷の仰せに從ひまつらぬ

女ではない︒天皇の御子︑やまとをぐな

七99

七115

まるい玉のやうな袋のついてみる︑茶色な

した︒尊は︑わっかの供人をつれて御出登

七132

山131

山131

七131

て︑﹂岩に生えた海藻の間を上手に泳いでゐ

七1210

︑六七センチばかりの魚が︑からだをくね

間のすきとほつた水の中で︑きれいな︑六

行きました︒岩の間のすきとほつた水の中

七128囹

した︒べらが︑たもの中でぴちぴちとはね

ばへ行きました︒岩の間のすきとほつた岬

生といっしよに︑岩のそばへ行きました︒

つしょに︑お正月のおかざりにするでせ

七201 しらは︑かねて︑尊の御勇武を聞き傳へて
しか
七206園
ました︒﹁この國の野原には︑大きな鹿

七201

七197園忘れずに︑この袋の口をおあけなさい︒

七197園

七195 ました︒また︑一つの小さな袋をお渡しに

七193 倭姫君は︑尊が二度の大任をお受けになつ

七192 おいでになった︑尊の御をば層畳命は︑尊

七191

かいさう

七106

七115

けいかう

七115

七132

ました︒海岸で︑書のおべんたうをたべま

せ

七136

︒そのうちに︑一人の美しい少女がまじつ

い

七137

劒を抜いて︑たけるの胸を突きました︒﹁

やまとひめのみこと

七251ました︒それでも父の姿を見ると︑少年は

七2410のです︒父や︑近所の人たちがかけつけた

七138 さして來て︑私たちの錦る時には︑あのあ 七218のは︑御をば倭姫命のおことばです︒争い
七1310 ︑もうすっかり︑海の水でかくされてるま 七219とばです︒急いで袋の口をおあけになると
くまそ
七143
熊襲のかしら川上たけるは 七222いて︑手早くあたりの草をなぎ彿ひ︑火打
たいわん
七143 ら川上たけるは︑力のあるにまかせて︑四 七235和十年四月二十一日の朝︑垂湾で大きな地
とくこん
七144 り︑のちには︑朝廷の仰せにも從ひません 七237ありました︒公學校の三年生であった悪書
七145園
せんでした︒﹁西の國で︑自分より強い 七239だなには︑皇大神宮の大麻がおまつりして
七147囹 を建て︑たくさんの兵士に守らせて︑大 七242れから︑まもなく朝の御飯になるので︑少
七152 日は︑朝から︑大勢の人が出はいりしまし 七246て︑地面も︑まはりの家も︑ぐらぐらと動
七152 いりしました︒手下の者はいふまでもなく 七247 ︒そのとたん︑少年のからだの上へ︑そば
七153 までもなく︑手傳ひのために︑たくさんの 七248たん︑少年のからだの上へ︑そばの建物の
どかく
七153 のために︑たくさんの男や女が集って來ま 七248からだの上へ︑そばの建物の三角がくつれ
どかく
七248の上へ︑そばの建物の土弄がくつれて來ま
れんぐわ
七249を固めて作った煉瓦のやうなものです︒父

この國にみたわる者のかしらは︑かねて︑

なって︑﹁もしものことがあったら︑忘

やまとひめのみこと

た︒途中︑まつ伊勢の皇大神宮に参って︑

七166

七155

いあなたは︑ただの人ではない︒いった
略﹀︒﹂と︑苦しい息の下からたつねました

七172園
七174

の一の
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七345

七345

七343

なほらないやうな者のために︑藥の風呂を

足の痛む病人や︑傷の痛みがなほらないや

︒光明皇后は︑手足の痛む病人や︑傷の痛

いふうはさが︑いつのまにか日本中にひろ

ろ

七346

うな者のために︑藥の風呂を作っておやり

ふ

七252ると︑少年は︑自分の苦しいことは一口も
七255といひました︒少年の傷は思ったよりも重
七255よりも重く︑その日の午後︑かりに作られ
七256た︒このつらい手事の最中にも︑少年は︑
七346

いつもあたたかい藥の湯が︑あふれでるま

ろ

坤は︑しきりに學校のことをいひました︒
七2510

七347

な話をしながら︑藥の風呂にはいる病人が

ふ

をいひました︒先生の名を呼びました︒ま
七2510

光明皇后は︑この藥の風呂へもおいでにな

︑御自分で︑病人のせわをなさるといふ

七356

︒さうして︑千人めの病人のおせわをなさ

︑皇后様は︑千人の病人のせわをなさる

七358

さった時︑急に病人のからだから光がさし

七349園

七359

して︑千人めの病人のおせわをなさった時
春の少し暖い晩︑﹁くく︑

春は九段式お社に︑櫻が咲いて 七363 く︑くく︒﹂と︑蛙の鳴く聲がします︒そ

七3510

七353園

七359

様は︑千人の病人のせわをなさるといふ

七261した︒また︑友だちの名を呼びました︒ち
七273 ︒少年は︑あくる日の書ごろ︑父と︑母と
七273 ︑父と︑母と︑受持の先生にまもられて︑
いみん
七274にまもられて︑遠くの町にある署院へ送ら
七288じ病室にみる人たちの心に︑しみこむやう
さざれ いしの 小さいながら︑は
七291図圏園
七293こちに︑すすり泣きの聲が起りました︒い
七363

七354園

なりて こけの むすまで 終りに
七295些事園
七29託 ︑父と︑母と︑人々の涙にみまもられなが

七302團

の一部で︑もう苗代の仕事が始ります︒黒

書間は︑輝いたんぼの一部で︑もう苗代の
引いて行くからすきのあとには︑ほり返さ

七366
七368

ぐはを引いて︑泥水の中を︑行ったり來た

七365

七306圃 した︒とびらは金の御紋章︑御門を通つ

七372

ます︒かうして︑田の土は︑だんだんこま

七305圏 一の大鳥居︑かねの鳥居がありました︒

七312囲ばこうこうと︑心の底までひびきます︒

七373

七304圏 りました︒日本一の大鳥居︑かねの鳥居

七313圃 でひびきます︒櫻の花の遺族章︑女の人

七375

いうしうくわん

︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

七313囲びきます︒櫻の花の遺族章︑女の人も見 七375 行きます︒夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑

いう
七314圏 の花の遺族章︑女の人も見えました︒遊

七315囲えました︒遊就館の入口に︑人が並んで 七377 たったころ︑淺い水の上に︑聖心ンチか三
七378

七378

︑見ただけでも氣持のよいものです︒ちや

の︑若々しいみどりの苗が出そろって行く

チか三センチぐらみの︑若々しいみどりの

聖武天皇の皇后を︑光明皇后と

七322

七379

しや う む

七324 どりにかがやく奈良の都には︑赤くぬった

︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒ここ

七324 ぬった宮殿や︑お寺のお堂が︑あちらこち

中で働きます︒ここの田も︑あそこの田も

たんざく形のみどりの敷物を︑きちんと間

七386

ここの田も︑あそこの田も︑ほり返した土

やうど︑たんざく形のみどりの敷物を︑き

七387

七3710

七329圓 の子は︑ひどい目の病で︑ものが見えな

七387

七3710

︒﹁私は︑おなかの病氣で︑長い間寝て

七325 その中に︑光明皇后のお建てになった︑せ

七334園

七327 せやく院には︑大勢の病人がおしかけて︑

七337囹 も︑みんな皇后様のお恵みでございます
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田も︑ほり返した土のかたまりの間には︑

もちみつ

と さ

笛の名人用光は︑ある年

名人用光は︑ある年の夏︑土佐の國から京

もちみつ

よに集って並んだ時のことを思って︑うれ

いその講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑い

がりつぼに立つた時のことを思ひ︑新しい

が︑静かに︑私たちの前を通って錦られま

聲がしました︒三人の神主さんが︑静かに

なさげてから︑神様のお駈りになる先佛ひ
︒﹁休め︒﹂山田先生の聲がしました︒三人

高等科の人が︑全校の生徒を代表して玉ぐ

した︒次に︑高等科の人が︑全校の生徒を

た︒それから︑地面のおはらひをして︑う

ろいうと︑白木の机の上に運ばれました︒

をいろくと︑白木の机の上に運ばれまし

を高くあげて︑神様のおいでになる先彿ひ

麻をふって︑みんなのおはらひをしてくだ

しやくを持って︑木のくつをはいてゐられ

地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立てて

なさいました︒敷地の中ほどに︑せいの高

新しく家が立つ土地の神様に申しあげて︑

前十時に︑四年以上の生徒が︑そこに集合

講堂は︑東側の教室の後に立ちます︒午前

した︒講堂は︑東側の教室の後に立ちます

私たちの學校では︑新しい講

静かだといふみなかの夜も︑このころは︑

立の降るやうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

︑横も︑まるで夕立の降るやうに︑蛙の聲

さわぎたてます︒家の前も︑後も︑横も︑

ると︑さも自分たちの世界だといふやうに

へられてるます︒蛙のすみかが︑かうして

返した土のかたまりの間には︑もうひたひ

229879885339997617743229544331087
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の市街が︑まるで給のやうに美しく見える

ごらんなさい︒神戸の市街が︑まるで給の

です︒さあ︑港の口の防波堤へ來ました︒

やうです︒さあ︑港の口の防波堤へ來まし

す︒みんな︑貨物船のやうです︒さあ︑港

した︒右の方に︑林のやうに見える起重機

つて行きました︒右の方に︑林のやうに号

ますよ︒もう︑上屋の人は︑たいてい鯖つ

らはなれて︑私たちの船は︑ひとりで走り

んなさい︒だれか女の人が︑赤い日がさを

ですね︒もう︑上屋の人は︑だれがだれだ

れて行きます︒上屋の人たちが︑一生けん

るやうに大きな汽笛の音を︑お聞きなさい

です︒勇ましい樂隊の音樂が聞えますね︒

く出航です︒見送りの人や︑積荷をしてゐ

でゐます︒みなさんのおとうさんや︑おか
︑けたたましいどらの音がします︒まもな

ふは上屋で︑見送りの人が︑いつぽい並ん

うはや

乗客が乗ります︒船の出る前は︑ほんたう
かんぱん
は︑ほんたうに景勝のいいものです︒甲板

かがやいてみた︒笛の音は︑高く低く︑波
かうべ
なさんは︑一萬トンの汽船に乗って︑神戸
かうぺ
汽船に乗って︑神戸の港をたつのだと考へ

れて︑用光は︑自分の笛の音によったやう
︑忠霊は︑自分の笛の音によったやうに︑

かに吹き始めた︒曲の進むにつれて︑用光

いはれた自分の最後の曲だと思って︑用光

44221665318963109763366632211

名人といはれた自分の最後の曲だと思って

七454ある港にとまった夜のことであった︒どこ
七455い船が現れて︑用光の船に近づいたと思ふ
七461人であるから︑一生の思ひ出に︑心残りな
七465園
のだから︑この世の別れに︑一曲だけ吹
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七635

七633

が︑家來の大男に宮の御旗を持たせて︑さ

芋瀬の荘司が︑家來の大男に宮の四六を持

である︒もしや︑宮の御身に︑何事か起つ

じ

か︒この船は︑あすの朝門司へ着いて︑顎

七635

も

な山城一つ︑何ほどのことがあるものかと

髭といふ大軍で︑城の附近いつたいは︑す

るものかと︑賊が城の門まで攻めのぼると

七651

ひっつかんで︑まりのやうに投げつけた︒

七647囹

た︒大塔宮は︑義光の忠義を心からお喜び

︒おそれ多くも宮の御道筋をふさいだ上

で攻めのぼると︑城のやぐらから大きな黒

七658

七655

男さんと︑春枝さんの三人が集ってみる︒

國旗掲揚皇のそばに︑勇さんと︑

にこりて︑賊は︑城の水をたやして︑苦し

七658

る︒三人とも︑旗竿の先を見あげてみる︒

﹁あの國旗掲揚垂の高さを︑あててみる

七659

七682園

七6710

みる︒ぼくのせいの高さに古りはないの

なってみる︒ぼくのせいの高さに攣りは

男﹁けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長く

︑正男さんが︑自分のかげを見ながら考へ

﹂花子さんも︑旗竿の先を見あげる︒春枝

よけようとして︑賊のさわぐところを射さ

七683園

てるる間に︑ぼくのせいの高さと同じ長

七673

七672囹

ごを作り︑これを城の前の谷に渡して橋に

七683園

間に︑ぼくのせいの高さと同じ長さにな

七688囹
七688囹

ると︑正成は︑いつのまに用意しておいた
たものか︑たくさんのたいまつを出して︑

七696

﹁さう︒﹂勇﹁きみのかげを計るんぢやな

正男﹁まつ︑ぼくのかげを計るのです︒

國旗掲揚垂の前に︑みんな集って
れに火をつけて︑橋の上に投げさせた︒さ

七703囹

七6910園
ほうでう

七707著れで︑ぼくのかげの長さを計ってくれた

て︑これで︑ぼくのかげの長さを計って

七707園

七703囹︒あの國旗掲揚垂の高さを計るんだよ︒

七708

かうや

ならうとして︑大和の十津川から高野の方
かひになった︒お供の者は︑わっかに九人

みた︒このへんの敵のやうすを探るために

人がみた︒このへんの敵のやうすを探るた

ならなかった︒お供の中に︑村上彦四郎義

を知って︑道に手下の者を配ってみた︒宮

七718囹︑あの翌翌掲揚皇の高さと︑かげの長さ

七717囹

七717園

七714囹

七712囹

にちぢんで︑ぼくのせいと同じ長さにな

うが︑ぼくのせいの高さは︑百二十四セ

七712囹︒ところが︑ぼくのせいの高さは︑百二

七711囹

んのせいと︑かげの長さと同じになった

か︒﹂勇﹁正男くんのせいと︑かげの長さ

︒﹂正男﹁今︑ぼくのかげが︑百二十八セ

はず時を過して︑宮のおあとから急ぎ足に
まゆ
る︒義光は︑ふしんの眉をひそめた︒あれ

ひこしらうよし

あれこそは︑大塔宮の御字である︒もしや

七7010園︒﹂花子﹁正男さんのかげを計ってから︑

んたちは︑正男さんのかげを計る︒勇﹁百

た︒途中には︑敵方の者が多かった︒中に
いもせ
うじ
︑
芋瀬し
のや荘
司は︑宮のお通りになることを

ととつがは

和の十津川から高野の方へお向かひになつ

宮は︑北條高時征伐のため︑兵をお集めに
やまと とつがは
かうや

みや

官軍が︑ひやうらうの道をふさいだので︑

作り︑これを城の前の谷に渡して橋にした

てて︑さんざんに賊のわる口をいはせた︒
︑正成は︑高いがけの上から大木を落させ

のほとりに︑三千人の番兵を置いて︑城兵
︒城中には︑十分水の用意がしてあった︒

かった︒まつ︑谷川のほとりに︑三千人の

石を投げ落して︑賊のさわぐところを︑さ
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︑あの國旗掲揚垂のかげの長さを計るの

垂の高さと︑かげの長さが同じになると

七839團

七838団

七824團

七823團

長島を始め︑上官のかたがたは︑ぼくら

螢は︑いはば一つの大きな家庭で︑中隊

皇があって︑直門の後には︑めいめいの

があって︑手入れのよくとどいた小銃が

七8610に︑やっと長い地下の生活が終るのです︒

さうになります︒土の中へもぐってから七
七8610

276558544321974310721362119987118
花子さんは︑ぼくのかげが百二十四セン

さんは︑國旗掲揚垂のかげのところへ行つ
︑國旗掲揚塁のかげのところへ行って︑し

國旗掲揚皇のかげの端に︑しるしをつけ

たら︑國旗掲揚毫のかげの端に︑しるし

國旗掲揚毫のかげの長さを計るのですね

れが十三メートルの古同さかな︒﹂といつ

みつぽいでこぼこの道を︑トラックが通

い響きだ︑鐵工場の前︒その庭に︑日ま
︒それから︑兵舎の前に並んで︑貼呼を

むと︑きれいな朝の空心を胸いつぽい吸

す︒﹁氣をつけ︒﹂の姿勢をきちんとした
︒﹂や︑﹁ふせ︒﹂の姿勢で︑小銃を撃つ
こヒつ

候になって森や林の中をかけまはったり

です︒すぐに兵器の手入れをして︑タ飯

を撃つたり︑相手の陣地に︑﹁わあっ︒﹂

なアルミニュームの食器に︑山もりにし

はいったり︑軍歌の練習をしたり︑お汁

夕食後は︑ぼくらの最も醸しい時間で︑

がら︑お國じまんの話に花を咲かせたり

るので︑めいめいの部屋で整列して︑零

午後八時には︑夜の嵩呼があるので︑め

七8710
うちに︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑中

します︒静かな夜の兵管のどの室からも
︒静かな夜の兵螢のどの室からも︑力強

七865の小さな︑白いうじのやうなものです︒こ

七862なると︑親蝉は︑木の皮にきずをつけて︑
七863を越して︑あくる年の夏かへるのですが︑
七864時は︑ニミリぐらみの小さな︑白いうじの

七936て︑からだはもう水の中へもぐってゐまし
七937ぐつてゐました︒水の上へ顔を出すと︑本

を見ないで︑向かふの山をじっと見つめま
七9210

して︑週番士官殿の來られるのを待ちま

らも︑力強い奉讃の聲が聞えて來るのは

七866て木をおりて︑いつのまにか︑柔かい土の
七866のまにか︑柔かい土の中にもぐりこんでし

七839国 ︑ぼくらを︑自分の弟か子のやうにしん 七882残ったところは︑腹の下の方だけです︒そ
七839團 を︑自分の弟か子のやうにしんせつにし 七883たところは︑腹の下の方だけです︒そこで
七841国 して︑軍人としてのりつぼな精神を養つ 七891て來ます︒もう︑蝉の子ではありません︒
七844團 るのですから︑今のうちから︑しっかり 七896す︒さうして︑天和のよい夏の日を︑澄し
七846国 てるる間に︑いつのまにか九時前になり 七896して︑天氣のよい夏の日を︑樂しさうに飛
七852
油蝉の子は︑土の中に住ん 七899なんといふ短い地上の命でせう︒ところで
七901には︑十何年も︑土の中にもぐつてみる蝉
七852
油蝉の子は︑土の中に住んでゐます︒
﹁向かふのとびこみ墓へ︑計い
七903園
七853ら︑ けらや︑もぐらのやうに︑土の中を五
七906ました︒とびこみ毫の中段へあがって︑そ
七853もぐらのやうに︑土の中を上手にもぐって
七907 ︑二人ともとびこみの練習をしましたが︑
七854す︒たいていは︑木の細い根をぢくにして
七907ましたが︑本田くんの方が上手でした︒上
七855いってゐます︒油蝉の子の口には︑針のや
七908方が上手でした︒上のいちばん高い段から
七856てるます︒油蝉の子の口には︑針のやうな
七908い段からは︑五年生の山本くんがとんでゐ
七856蝉の子の口には︑針のやうな管があります
七909ぴんとのばして︑垂の上から︑まっさかさ
七857すから︑その管を木の根にさしこんで︑汁
七911まつさかさまに︑水の中へずぶりとはいつ
七859にしても︑この油蝉の子は︑いつ︑どこで
わたなべくん︑上の段からとばうよ︒﹂
七913事
七862れたのでせうか︒夏の末になると︑親船は
忌914たので︑いちばん上の段へのぼって行きま
七917氣持がしました︒頭の上では︑夏の太陽が
七917た︒頭の上では︑夏の太陽が︑かんかんと
この時です︒勅諭の奉讃がすむと︑班長

朝夕寝起きする室の塞ぎはには︑銃を立

く略﹀︒﹂と︑人員の報告をされます︒そ

七825国 後には︑めいめいの持物を置くたながあ 七871です︒そこで︑油蝉の子は︑深いところか
七872 つて︑地上へ出る日の論るのを待ってるま
七827団 いてあります︒室のすみからすみまで︑
七8210国 とができます︒書のつかれで︑みんなす 七874待ってるます︒天蓋のよい夏の夕方︑油蝉
七874ます︒天氣のよい夏の読方︑油蝉の子は︑
七831国囹 武装して︑兵舎の前に集れ︒﹂と︑急
七833団 て︑まつ暗な兵舎の前に整列します︒入 七874よい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こそと穴
七876すが︑それでも油蝉の子は用心して︑詠い
七836團 れて來ると︑日々の仕事がおもしろく︑
七877心だと思ふと︑前足のつめで︑しっかりと

いって︑國旗掲揚垂の先を見あげる︒十五

團国国團團国国團国團国国團團国造国儀遠国圏圃．園囹、。園農園園囹

七937 んと山本くんが︑垂の上で笑ってゐました
七939園 ︒﹁おうい︑ぼくのとび方は︑どうだっ
七943 ぼくは︑とびこみ嘉の方へ泳いで行きまし
ぬま
七952圃
母馬子馬︑沼の岸︑夏のゆふべの柳
ぬま

七953圃子馬︑沼の岸︑夏のゆふべの柳かげ︒母
七953圃 の岸︑夏のゆふべの柳かげ︒母が番して

七955圏︒母が番して︑子の馬は︑ゆっくりゆつ
七958写るくひろがる 水の輪が︑いくつも出て
七966圃 り︒跨下子馬︑沼の岸︑柳のかげが暮れ

七967圃子馬︑沼の岸︑柳のかげが暮れて行く︒
關東大震災の時であった︒﹁ドド

二階の窓から見てみると︑

一匹︑すうつと︑私の目の前へぶらさがつ
︑すうつと︑私の目の前へぶらさがって來

と︑くもは︑雨どひのところがら︑糸を引
︒くもは︑やがて後の方の足を動かして︑

もは︑やがて後の方の足を動かして︑おし

ころから︑たくさんの細い糸を引き出し始

を動かして︑おしりのところがら︑たくさ

ちに︑このたくさんの糸の中の一本が︑向
︑このたくさんの糸の中の一本が︑向かふ

のたくさんの糸の中の一本が︑向かふの個
一本が︑向かふの柿の木の枝にくっつきま

中の一本が︑向かふの柿の木の枝にくつつ

でした︒今度は︑前の方の足をしきりに動

れながら︑やっと柿の木にたどり着きまし

が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました

た︒今度は︑前の方の足をしきりに動かし

見えます︒もう︑圓の下の端は︑地平線に

ます︒地上のみどりのあざやかなこと︑美
︑美しいこと︒遠くの木立や︑家や︑煙突

うに見えます︒地上のみどりのあざやかな

どに見える大きな圓の中には︑何かとうと

です︒焼けきった鐵のやうにまっかです︒

︑さし出たいく百筋のこまかい金の矢が︑

音のする空だ︒二十四

く百筋のこまかい金の矢が︑夕空を染めて
がいし
青い空だ︒電柱の碍子が︑くっきりと

たいわん

末次船の船長濱田彌兵衛は︑

すゑつぐぷね

ば︑かんかん

たいわん

濱田彌兵衛は︑垂湾のオランダの長官ノイ

ランダの長官ノイツの不法な仕打に︑腹が

は︑垂湾のオランダの長官ノイツの不法な

前までは︑まだどこの國のものともきまつ

湾は︑明治以來日本の領土になりましたが

さご

では︑まだどこの國のものともきまってみ

砂族といってみる島の人が︑未開の生活を

へいざう

みる島の人が︑未開の生活をしてみるだけ
ふついん
け︑南支那から︑今のフィリピンや︑佛印

へいざう

往來して︑そこで島の人や︑南支那から來

ながさき

上がまんして︑日本の恥を皇湾にさらした

の足が︑日本人の頭の上にあるといふこと

ダ人の足が︑日本人の頭の上にあるといふ

ました︒オランダ人の足が︑日本人の頭の

足をもう一つの椅子の背にのせたままで︑

がら︑足をもう一つの椅子の背にのせたま

南支那の海上に海賊の一團がみて︑彌兵衛

︒そのころ︑南支那の海上に海賊の一息が

七m9園︒ノイツは︑﹁何のために︑武器を積ん

着いた時︑オランダの長官ノイツは︑すぐ

オランダ人が︑古参の日本人をじゃまあっ
︒そこで︑オランダの長官は︑たびたび日

た︒いはば︑新参者のオランダ人が︑古参

は︑兵力を以て塁湾の港を占領し︑そこに

貿易商末次平藏の船の船長として︑いつも

へいざう

崎の貿易商末次平藏の船の船長として︑い

さき

濱田彌兵衛は︑長崎の貿易商末次平藏の船
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七972

︿略V︒﹂といふ家人の問に坐して︑元帥は

して︑この糸を自分の方へたぐり始めまし
うして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋の
︑雨どひと柿の木との間に︑一筋の糸が︑

ます︒もう︑圓の下の端は︑地平線にかか

52221122 17551776197655421117287
梅圃

110

七973 響きとともに︑東京の何十萬の家は︑一度
七974 もに︑東京の何十萬の家は︑一度に震動し
七981 た者や︑つぶれた家の下敷きになった者は
七983 ったらう︒東郷元帥の家は︑質素な︑古い
七986 た︒ちやうど︑お書の食事中であった元帥
七992

七986 であった元帥は︑家の人々といっしよに庭
七996 みる中を︑七十七歳の老元帥は︑赤坂離宮

の木との間に︑一筋の糸が︑空中にぴんと

た︒日が落ちたあとの空は︑なんといふ美
︑日が沈んだばかりのところがら︑さし出

10了

10了

109

109

110

110

110

110

110

110

110

111

110

111

111

1で1

112

112

112

112

七9910 のである︒囁政殿下の御無事でいらっしや
家の人に︑﹁陛下のお罵眞を︑庭へお移

106

るとすぐ︑元帥は家の人に︑﹁︿略﹀︒﹂と命

1B6

七㎜4

106

七欄5園

ました︒私は︑くものりかうなのに︑すつ

106

きなタ日が︑今︑西の遠い︑遠い地平線に

106

七柵7 じた︒お窺眞は︑庭の中央に安置された︒

76227775427554222933332276661887
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10了
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102

103

103

103

103

103

104

104

104

104

104

105

104

105

105

105

105

105
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10了
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七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七

七七七七七七七七
115 115 115 115 115 115 114 114

七柵8 ︒やがて︑火は近くの家に起つた︒元帥の
七㎜8 に起つた︒元帥の家の人々は︑手傳ひに︑

七㎜8 の家に起つた︒元帥の家の人々は︑手傳ひ
七㎜10 ︑火はたちまち元帥の家をおそった︒まつ
七梱10 入れなかった︒自分の家を焼くのは︑近所
七棚10 家を焼くのは︑近所の家々へ︑めいわくを
七槻2 いといふのが︑元帥の心であった︒火は前
七麗4 と︑集って來た人々の働きによって︑消し

七皿3 回おそったが︑元帥の重日と︑集って來た

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
10了

365
の一の

の一の
366

七価10 の時︑ノイツは城外の別館にゐましたが︑

七価9 よに︑ノイツに最後の面會を求めました︒

七価9 た︒彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノ

八85

八84

八84

八83

で行くのです︒南洋の島々から︑中には︑

れによると︑埼玉縣のあるところで︑試み

記した︑小さな金属の板がついてゐました

その右の足に︑日本の文字を記した︑小さ

た︒すると︑その右の足に︑日本の文字を

八82．ンで︑ある年の十月の末︑子どもが燕をつ

さいたま

七備1 澤や︑そのほか敷人の者がそばにるました
八88

を船長とする二さうの日本船は︑受け取つ

約束しました︒翌日ののち︑彌兵衛を船長

具︑そのほかすべての物を返すことを約束

七伽2園︒その代り︑長官の命はないそ︒﹂とい

七一10 ︒彌兵衛は︑ノイツの首に刀を突きつけた

回㎜10 つけました︒彌兵衛の部下も︑刀を抜きま

八103

八910

八98

八98

八97

八97

八95

八91

す︒そこで︑その國の人々は︑このつかれ

氣候が不順で︑九月の中ごろ急に寒くなり

ある國で︑約十萬羽の燕が︑急に落ちて來

でした︒ヨーロッパのある國で︑約十萬羽

せん︒昭和六年の秋のことでした︒ヨーロ

りません︒昭和六年の秋のことでした︒ヨ

あらしや︑そのほかの思ひがけない災難に

ですから︑何百キロの海を︑一斗に飛ぶこ

︑かなはないくらみの早さですから︑何百

ことです︒燕は︑鳥の中でも︑いちばん早

つれて︑堂々と聖霊の港を出航しました︒

をしません︒﹁風の都合もありますし︑

七重9囹
八91

八810

やく

七備6囹 さい︑船具や武器のお引き渡しを願ひた

七⁝⁝8 は︑かた手にノイツの胸ぐらをつかんで引

七縦2 ︿略﹀︒﹂と︑いつものやうにわうへいに答

ののち︑オランダ人の間に響き渡りました

七梱1
七梱3
七梱3
七梱5
七梱6

ほるのを待って︑南の暖い國へ送ってやり

︒さうして︑つかれのなほるのを待って︑

なことでした︒九月の末から︑十月の初め

八105

八108

八106

や し
八54圃 まだはるか︒椰子の林に 照る月影を︑

八108

八44圃 三本マスト︑千里の海もなんのその︒

照る月影を︑昔の人はどう見たか︒

八45間なんのその︒萬里の波に 夕日が落ちて

八56圏

︑燕は︑決して自分の國を忘れません︒日

九月置末から︑十月の初めにかけて︑汽車
す
つまり︑今年ある家の軒下で巣を作った燕
小さな胸には︑若葉のもえる日本の春の美

八118

︑若葉のもえる日本の春の美しさを︑思ひ

八111
八11！0

葉のもえる日本の春の美しさを︑思ひ浮か

と植ゑつけられた夏の稻田を︑思ひ浮かべ

八1110

八121

︒何よりも︑あの家の軒下に作った古巣が
ゐます︒ちらりと燕の姿を見た人は︑きつ

八132

八128

今日はバナナのお話をしませう︒あ

て來た燕を迎へる人の心は︑どんなにうれ

八127囹︺︒わけても︑自分の家へ︑いそいそと四

八125

八124このめづらしいお客の錦って焦るのを︑待

八122

八1110

八58團町に ふけ行く夜の ゆめは故郷をか
八63
夏の末ごろ︑燕が︑電線

八67ですが︑まだ口ばしの下の赤色が︑親書ほ
八67が︑まだ口ばしの下の赤色が︑親羽ほどこ
八68ありません︒口ばしの爾わきが︑いくぶん
八71 す︒ かうして︑大勢の燕が並んでみるのを
八74行かうとする遠い國のことを︑話し合って
八78 て行きます︒十一月の初めになれば︑もう
八81行くのでせうか︒燕の行く先は︑遠い︑遠
八81先は︑遠い︑遠い南の海のかなたです︒東
八81 ︑遠い︑遠い南の海のかなたです︒東京か
八82 イリピンで︑ある年の十月の末︑子どもが

から白い︑柔かな實の出て來るバナナは︑
くだもの

ら︑北満洲の雪の夜の家々にも行って︑み
だん

那から︑北満洲の雪の夜の家々にも行って

北支那から︑北満洲の雪の夜の家々にも行

くすくと育つた毫湾のバナナは︑かうして
︑かうしてみなさんのお目にかかります︒

が出て來ます︒太陽のゆたかな熱と光とを

れて置くと︑四五日のうちに︑皮が黄色に

つしりと︑みなさんのたべる︑あのバナナ

咲いて行って︑ふさのやうになります︒花

に黄色な花が︑矢車のやうに並んで咲きま

が出ます︒それが花の軸で︑その先に︑赤
はす
先に︑赤むらさき色の︑大きな蓮のつぼみ
はす
さき色の︑大きな蓮のつぼみのやうなもの
︑大きは
なす蓮のつぼみのやうなものがっきま

ます︒まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い
ぢく
ら︑太い︑長い一本の軸が出ます︒それが

たつと︑敷メートルの高さに成長して︑花

れてるます︒まはりの草を取ったり︑肥料

ートルといふ高い山の斜面が︑ほとんど全

カンナでも作った畠のやうな感じがします

から見ると︑バナナの畠は︑キャベツか︑

湾では︑よく山ぞひの土地に︑バナナが植

られるでせう︒外出のバナナにしても︑そ

桃畠へはいって︑枝のままもぎ取ってたべ

さへ行けば︑バナナの木がどこにでもあっ
なし
ちやうど︑みなさんのたべる︑おいしい梨

しいバナナは︑壷滑のゆたかな日光を受け

たいわん

てゐますか︒私たちのたべる︑あの美しい

は︑きっとみなさんのすきな果物にちがひ

988776494210101010996293210875−Z7743

かざってあった菊の花を見て︑ふと︑み
八195團

治節でした︒講堂の壇に︑かざってあっ
八194圏
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とがあります︒秋の遠足には︑旅順へ行
八2410團

八256團
革ひました︒旅順の給はがきを別に送り

35

35

34

9

8

8

6

2

1

9

みなもとのよりとも

つるがをか

はちまんぐう

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納す

れから︑アカシヤの並木の給はがきもあ
︑アカシヤの並木の給はがきもあったで

八3010図
るもあれば︑一匹の馬に二人乗るもあり

八308図は弓を取らず︒人の馬にはおのれ乗り︑
八308図のれ乗り︑おのれの馬には人が乗り︑釣

八265圏と︑堂々と︑帝國の艦艇︑おお︑その即
せき
八268囲
隻︑さんさんと秋の日をあび︑今日︑お
八278團 ︑天皇旗︒すべての艦艇はうやうやし
とうげん
八281圃 ︑登舷禮︑君が代のラッパ︒大空の一角
代のラッパ︒大空の一角に︑飛行機の爆
八282圃
八283圃の一角に︑飛行機の爆音︑たちまち敷百
八297図同じく︑となみ山のふもとに陣を取る︒
八302図 ︑ひそかにみかたの兵を敵の後にまはら
八302図にみかたの兵を敵の後にまはらせ︑前後
八305図を討たれて︑平家の軍は︑上を下への大
八306図の軍は︑上を下への大さわぎ︒弓を取る

八381囹

八377 れより一年ばかり前のことです︒木曾義仲

八375 これを聞くと︑頼朝の顔色はさっと攣りま

八373園

八369園

八368囹

いませんが︑唐糸の身代りに立ちたうご

國はどこ︑また親の名は何と申す︒はう

きであった︒お前の國はどこ︑また親の

かるでせうが︑町の名に︑日露戦畢當時

ん年若でした︒奉納の當日は︑頼朝を始め
︑頼朝を始め舞見物の人々が︑何千人とも

番︑三番と︑十二番の舞がめでたくすみま

そのうちで︑特に人のほめたのは︑五番め

びの舞は︑日本一のできであった︒お前

てさて︑このたびの舞は︑日本一のでき

そよしなか

てっかのたらうみつもり

き

八367園

からいと

そよしなか

をねらって︑頼朝の命を取れ︒﹂と︑木

︑概略﹀︒﹂と︑木曾の家に傳はつてみた︑

大將︑試みに数匹の馬を追ひ落したるに
八3210図

八329図ろせば︑いく百丈の谷は︑あたかも屏風

八395 祈り︑それから頼朝の御殿へあがって︑う

八394 八幡宮へ参って︑母の命をお助けください

八396 たなく働く上に︑人の仕事まで引き受ける

二十日たっても︑母の名をいふ者はありま

八399 て翌翌は︑だれか母のうはさをする者はな

八339図むしたる岩石︑壁のごとくつき立ちたり
八343図ましつつ︑なだれのごとくくだるさま︑

八3910
なさんが讃んだ歌のとほりだと︑つくづ

︿略﹀︒﹂と︑一年の時に︑みなさんが的

︑支那料理の店のかんばんです︒﹂と︑

八346図きをあげて︑平家の城に火を放つ︒敵は

八394 きました︒まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母

たものですが︑何のかんばんだらうと思

八335図だる︒小石まじりの砂なれば︑流るるや

んでゐましたが︑風のたよりにこのことを

八383 よこしました︒光盛の娘は︑そののち書軸

八381

八379 ︑そのことを︑義仲のところへ知らせてや

八378 家來︑手塚太郎光盛の娘が︑頼朝に仕へて

てっかのたらうみつもり

八377 ことです︒木曾義仲の垂垂︑手塚太郎光盛

き

八368園

ました︒その五番めの舞を舞ったのが︑あ

ほめたのは︑五番めの舞でした︒この時に

八八八
363535
310エ0

送ってあげた大連の給はがきや︑地圖が

に︑日露戦孚當時の將軍がたの名が取つ

孚當時の將軍がたの名が取ってあります

町には︑いくつかの廣場がありますが︑
︑きれいな植込みのある廣場です︒ここ

す︒ここで︑滞人の子どもや︑ロシヤの

子どもや︑ロシヤの子どもたちが︑よく
ちんれつ
今はちやうど︑菊の花がたくさん陳列さ

て︑毎日たくさんの船が出たり︑はいっ

たびに︑貨物が山のやうにおろされたり

ら︑特別急行列車の﹁あじあ﹂が出ます

た内地へは︑毎日のやうに汽船が出ます

やうやく十三︑舞姫の中ではいちばん年若

いふさになった花の咲くころは︑よいに

八387 ないといふので︑石のらうへ入れてしまひ

てるます︒これらの人たちは︑日本語を
︒たとへ︑これらの民族のことばがちが
へ︑これらの民族のことばがちがってみ

5

6

れは︑支那料理の店のかんばんです︒

した︒赤い布ぎれのふさをつるしたもの

圏圏

で遊んでみた満人の子どもにたつねます

八八
3232

生しましたね︒私の送ってあげた大連の

ができます︒大連の港は︑ずるぶん大き

八311図 ︑道はなし︒平家の軍は逃げ場を失ひて
八311図げ場を失ひて︑後のくりから谷に︑なだ
八313図れば兄も落ち︑馬の上には人︑人の上に
八314図
馬の上には人︑人の上には馬︑重なり重
八315図りから谷も︑平家の人馬にてうづまれり
八318図
平家の軍勢十萬鯨騎︑一の
八318図をかまへて︑源氏の大軍を防ぐ︒後は山

八388 といふのは︑この女のことでした︒唐糸に

ありましたが︑あとの一人がありません︒

集めました︒十二人のうち︑十一人までは

35

ノ、

︑ふと︑みなさんのことを思ひ出しまし

の今ごろ︑學玉野の菊の花を窩生しまし

ノ、

35

山をたのみ︑後のぞなへを怠りてあら

てい

四年生のみなさんへ

ノ、

35

八3810

八2510団

ノ、

35

らん︒われ︑敵の後を突かん︒﹂とて︑
びやうぶ

ごろ︑桑中園の菊の花を窺生しましたね

八、
ノ、

ノ天

出しました︒去年の今ごろ︑鰻重園の菊

国国國因團團團團團團団團憂国団団團團團團團團国團国国国国団團團団
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八592

八591

八591

るはすやうな︑大砲の音がします︒そのた

つれられて︑大演習の舞観に出かけました

ました︒私たち女子の組も︑先生につれら

けないうちから︑北の方で︑銃聲が聞えま

夜の明けないうちから︑

思はれないが︑先生のお話では︑少しでも

八609

八606

八605

八598

ぎ見ますと︑風當りの強い高地であるのに

めになって︑御統監の大元帥陛下がお出ま

るのを見ました︒職のやうすは︑一向わか

らだにつけて︑土手のかげをかけて行くの

ん︒ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをから

た人々は︑爪外たうのえりに︑首をうづめ

グライ

高

八592

吹きまくり︑たんぼの水たまりには︑うす

︑細きこと針のごとく︒十

生から︑できあがりのグライダーを見せて

八595

ちぢちと︑鳥の聲︒見あぐれば

八466
れで︑百メートルの高さから飛ばすと︑

八597

八458図上

八403 のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑何の氣
八471園

ライダーの部分部分の名を︑教へていただ

れから︑グライダーの部分部分の名を︑教

八453図魍

八403 殿のうらへ出て︑何の氣もなく︑あたりを
八476

八476

ました︒そこへ召使の女が來て︑﹁︿略﹀︒﹂

八403 てるました︒ある日のこと︑萬壽が御殿の

八405

八401 あ︑母はもうこの世の人ではないのかと︑

八406圏 が來て︑﹁あの門の中へ︑はいってはな

︑このグライダーのやうに︑空中を飛ぶ

八611

になりました︒舞観の人々も︑今は出たう

八481

を引きながらも︑私の心に浮かぶものは︑

引いて行くと︑いつのまにか︑りつぽな設

八613

八408園 ﹁あの中には︑石のらうがあって︑唐糸

機腔の材料をいただいて︑

八617

八622

て大喜びの弟︑夕飯の支度にいそがしいお

せてもらって大喜びの弟︑夕飯の支度にい

んは來てるて︑兵器の手入れをすまし︑靴

は︑兵隊さんが︑私の家にもとまるといふ

た︒たき火も︑いつのまにか消えてゐまし

私たちは︑めいめいのグライダーを机の上

八625

ん︒私も︑兵隊さんの靴下を火にあぶって

八6110

八618

いのグライダーを机の上に置いて︑おべん

八626

は早く起きて︑出襲の支度をしてあげまし

八6210圓

八626
八633

た︒先生が︑運動場の向かふのがけの上で
が︑運動場の向かふのがけの上で︑﹁集れ︒

感心して︑﹁自分の行ってみたころとは
動場の向かふのがけの上で︑﹁集れ︒﹂とい

六年十二月三十一日の夕暮に︑大石橋守備

きうしや

八643

やとばかり︑私たちの前へ押しかけて來ま

た︒ちやうど接待所の前で︑隊長が︑﹁︿略

きにおどろいて︑町の人々は︑皆とび出し

をたてて︑たくさんの職車が來ました︒も

が︑勇ましく私たちの前を通り過ぎました

來たと思ふと︑騎兵の一隊が︑勇ましく私

ぽかと︑馬のひづめの音がして來たと思ふ

八655

八653

八653

八653

八651

八648

八645

八644

た兵は︑しばらく鳩のからだにほほをすり

ームの管を︑鳩の右の足にとりつけた兵は

ニュームの管を︑鳩の右の足にとりつけた

めたアルミニュームの管を︑鳩の右の足に

︑電信も電話も︑敵のためにこはされたの

三十日︑とつぜん敵の大軍に出あって︑は

︑すぐだきあげて足の風動を見ると︑四日

八643 暮に︑大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染まつ
はと
︑血に染まった一羽の鳩が︑飛んで來た︒

人會や︑女子青年團の人々が並んで︑飴湯

をすりつけて︑途中の無事を祈った︒小さ
へて︑とうとう︑夜の十︸時ごろまで働き

八656

ばかばかばかと︑馬のひづめの音がして來

った︒その中を︑私のグライダーは︑眞直

運動場に出ると︑北の風が少し吹いてみた

わでもできると︑風の受け方がうまく行か

最後の仕事は︑この翼に︑

生が來られて︑重心のところを指にのせて

八486園

なに︑萬壽︒木曾の萬壽か︒﹂

結びつけた︒結ぶ糸の藪にも︑ちゃんとき

天
ノ0
40
1︒これを聞いた西諸のおどろきと喜びは︑
八417 ︑うばをつれて︑石のらうをたつねました

八412 ︒それからまもなくのことです︒ある日︑

八419 つねました︒八幡様のお引合はせか︑門の
八4110 ゐました︒うばを門のわきに立たせておい

八419 のお引合はせか︑門の戸は細めにあいてる
八42一 へはいりました︒月の光にすかして︑あち

八421 さがしますと︑松林の中に石のらうがあり
八422 すと︑松林の中に石のらうがありました︒

八422 がかけ寄って︑らうのとびらに手を掛けま
八425 だれか︒﹂と︑らうの中から申しました︒
かうし
八426 した︒萬壽は︑格子の間から手を入れて︑
八428園

八427園 や︑母上様︒木曾の萬壽でございます︒

八431 合はせ︑をりをり石のらうをたつねては︑

931074277 66110101041165−Z10743
56

天
ノ2
40
1三人は︑その夜を涙のうちに明かしました

49

49

49

56
ノ、

56

56
ノ、

八433 して︑その明くる年の春︑舞姫に出ること
八434 した︒親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心

るきこずゑ︑林の中の小道を行けば︑
こずゑ︑林の中の小道を行けば︑一
し聞きいる 林の奥の秋の静けさ︒鳴
きいる 林の奥の秋の静けさ︒鳴くは
る 林の奥の秋の静けさ︒鳴くはいつ

八八八八
53

53

53

51

51

51

49
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八八八ノ天八
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5了

5了
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八434 頼朝も感心して︑石のらうから唐糸を出し

國圏團團團

八438 白子には︑たくさんのはうびを與へました
八 八 八 八 八
45 45 45 44 44
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を見あげてみた︒職の眞最中に︑鳩は空高
八6510

八662方向を見定めて︑矢のやうに飛んで行った
八664た鳩は︑ふと︑たかの一群を見たので︑す
八668受けた︒一弾は︑鳩の左の足をうばひ︑一
八668た︒一弾は︑鳩の左の足をうばひ︑一弾は
八671りかねて︑とある木の枝に止った︒ちやう
八674た︒飛び去ったあとの木の枝には︑かはい
八674飛び去ったあとの木の枝には︑かはいさう
八677て︑やっと︑大石橋の自分の鳩舎にたどり
八677 つと︑大石橋の自分の鳩舎にたどり着いた
八681のか︑鳩は︑取扱兵の手にだかれたまま︑
八685圃川土手に︑すみれの花が 咲いてみた︒
八687圏 りゆらゆら︑春の水︑白い帆かげがう
來たときは 土手の草︑ぼくのせいより
八692圏
八693圃 土手の草︑ぼくのせいより 高かった
八708翻たひたひたと︑川の波︑あし間の舟に寄
八709囲 ︑川の波︑あし間の舟に寄って來る︒則
八713図る一一さう︑平家の方よりこぎ出す︒見
八715図をとりつけ︑一人の官女︑その下に立ち
よしっね
八717図さしまねく︒源氏の大堺義経︑これを見
家來の者進み出で︑﹁︿略﹀
八719図
八722図幽
らず射落すほどの上手なり︒﹂と答へ
八727図も︑許されず︒心のうちに思ふやう︑画
八731図きて︑いかなる弓の名人も︑ただ一矢に
八734溜男
閉ぢ︑﹁あの扇の眞中を︑射させたま
八742図
義経を始め︑源氏の軍勢︑馬のくらをた
八742図 ︑源氏の軍勢︑馬のくらをたたきて喜び
八752図にうつぶし︑むちの先にて︑流れ行く弓
八754図
手をもつて︑義経のかぶとに︑打ち掛け
ためとも

八757図倒さんとす︒源氏の者ども︑﹁︿略﹀︒﹂と

2191596410143222910862109498864101088

て︑これが義纏の弓なりと︑あざけら

デッキの上に︑やみを貫ぬく

はれ︑大小一萬以上の工場がここにあって

のはず︑大阪は︑煙の都とさへいはれ︑大

を貫ぬく中佐の叫び︑﹁︿略﹀︒﹂船内

あらふ

は︑村までくだり坂の道だ︒林をぬって長

書になったので︑雪の上で︑忙しいおべん

んで︑先生は︑地上の人となられた︒お査

といっしよに︑先生のからだは︑美しくち

ある︒たちまち先生のからだは︑ちうに浮

雪煙が消えて︑先生の笑顔が浮かんだ︒そ

先生たちは︑もう目の前へ來られた︒はげ

ゑがきながら︑小鳥のやうにおりて來る︒

思ひ思ひに︑スキーのあとを雪の上にゑが
︑スキーのあとを雪の上にゑがきながら︑

と︑石井先生が︑後の方から︑追ひたてる
︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

兎が︑ちやうど小松の中へ︑とび込んだと

ぼって行った︒松林の中を通って行く時︑

井先生も︑ずっと後の方から︑﹁しっかり

な坂にかかると︑前の方で︑野田先生が︑

つて行った︒スキーの雪をすべる音だけが

石井先生が︑みんなのあとから來られた︒

スキーをつけ︑二本の杖をつきながら︑そ

集合地は︑村はつれの一本杉のそばであっ
︑村はつれの一本杉のそばであった︒ぼく

キi場へ行った︒前の日に︑こな雪がたく

生につれられて︑山のスキー場へ行った︒

きて︑﹁まことの大將かな︒﹂と︑皆

﹀︒﹂といふ︒源氏の者ども︑これを聞き

るは︑源氏一門の恥ならずや︒﹂とい

がはの瀦膿ん、あ雪先ゑ・ボと兎ぼ肋つ腋明牲野 圏圏
がここにあって︑林のやうに立ち並ぶ煙突

阪は︑實に日本第一の工業都市で︑各種の

しんさい

なります︒大小の船の帆柱が︑林のやうに

けになります︒大小の船の帆柱が︑林のや

壁には︑一萬トン級の汽船が横づけになり

堤が遠く績き︑港内の岸壁には︑一萬トン

社︑また︑日本最初の寺といはれる四天王
︑みんな古いいはれのある神社やお寺です

城を出ると︑堀ばたの雲粒に︑教育塔がそ

見えます︒石垣の石の大きいのは有名です

目に見えます︒石垣の石の大きいのは有名

あります︒豊臣秀吉の建てた城で︑近年境

とよとみひでよし

や劇場があって︑人の波が︑あとからあと

商店が並び︑堀ばたの町には︑映書館や劇

中央の︑道頓田附近の町町です︒心齋橋筋

だうとん

な場所は︑市の中央の︑道頓堀附近の町町

だうとん

建物が並び︑島の東の端には︑中之島公園
だうとん
ぎやかな場所は︑市の中央の︑道二型附近

高い建物が並び︑島の東の端には︑中之島

ます︒それは︑淀川の中にある細長い島で
くし
中之島を︑たくさんの串でさし通したやう

爽達したのです︒水の都ですから︑大阪に

す︒かうして︑多くの品物が︑自由自在に

れます︒また︑大阪の物産も︑堀や川を通

堀を傳はつて︑大阪の町々にあげられます

の港に集って來る船の積荷は︑小船で︑こ

てるるのです︒大阪の港に集って懸る船の

それで︑大阪は︑水の都ともいはれてみる

とは︑まるで網の目のやうに︑組み合って

く筋にも分れて︑西の大阪湾に注いでゐま
︒その川水は︑市内の何十といふ堀から堀

の工業都市で︑各種の工業がさかんに行は
︑また︑昔から商業のさかんなところです

1093259963211166 21074332211098644

1
1

で

らず︒をぢ爲朝の弓のやうならば︑わ
八766図圖
ためとも
︒をぢ爲朝の弓のやうならば︑わざと
八766図思
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かうぐわい

小の船の帆柱が︑林のやうに見えます︒市
みることも︑飛行場のあることも︑大阪の

しきです︒郊外電車の爽達してみることも

のあることも︑大阪のほこりの一つになつ

とも︑大阪のほこりの一つになってゐます

なり︑また︑六年間の税を免じて︑民のか

間の税を免じて︑民のかまどの煙の立つや

免じて︑民のかまどの煙の立つやうになっ

て︑民のかまどの煙の立つやうになったの

ました︒大阪が︑水の都として襲達し︑ま

て登達し︑また︑煙の都と呼ばれて︑今日

都と呼ばれて︑今日のやうな大都市となつ

ち落す高射砲︑職車の厚い鋼鐵の板を射抜

砲︑戦車の厚い鋼鐵の板を射抜く封戦車砲

と︑大きな電氣仕掛の釜の中で︑白熱され

大きな電氣仕掛の釜の中で︑白熱された鐵

をけ
やうな︑深い油の桶の中へ︑眞赤なからだ

力価4

山子1 に火をつけたばかりのところでした︒天井

八鵬3 たのは︑そのランプの動き方でした︒左か

が︑ふと︑ガリレオの心をとらへました︒

えあがり︑眞赤な鐵の柱は︑そのほのほの

黒々と光ってみた油の表面からは︑︸時に

八鵬4 のに︑その一回一回の時間が︑どうやら同
八二10

脈が二つ打つと︑次の動きにも︑脈は二つ

八津7 オは︑やがて︑自分の脈を取ってみました

八柳1 たことには︑ランプの動きがしだいに小さ

八⁝⁝3

八佃9 ります︒しかし︑糸の長さを︑一メートル

八柳2 すが︑それでも一回の動きに︑やはり脈は

始めます︒その機械のそばには︑高等科を

す︒まるい鋼鐵の棒の先についてみる︑す

のです︒まるい鋼鐵の棒の先についてみる

にけづられて︑砲身の長さと︑まるみとが

けづられて行く砲身のまるみを計ったり︑

へ行きました︒入口のそばに池があって︑

で︑これが振子時計の始りです︒二十﹈

八佃8 です︒つまり︑時計の機械に︑振子を仕組

八熊7 ︑まったくガリレオの︑この嚢見を慮嘉し

八四5 り過ぎて︑オランダのホイヘンスといふ人

日量4 三百六十年ばかり昔のことです︒この焚見

八欄6 か並んでみるガラスの箱でした︒きれいな

八型9

八柵6 でした︒きれいな海の水が︑こまかいあわ

八鵬2

にかがやいた︑砲弾の通る路ができあがり

がらやって黙る砲身の中へ︑ぐいぐいとく

重ねて︑やっと一本の砲身ができあがるの

八㎜8 赤や︑黄や︑みどりの︑何ともいへないほ

方がくるふと︑大砲の役目を果すことがで

て撃ち出す時︑砲身の根もとを固くふさぐ

八柵6 うなみどり色で︑菊の花のやうに美しい形

八柵1園きれいだなあ︒何の花ですか︑にいさん

八燗5 目についたのは︑室の窓ぎはに︑いくつか

後に︑職工さんたちの力強い手で︑だんだ

八柵6 みどり色で︑菊の花のやうに美しい形をし

八欄3 あって︑そこに︑甲の長さが﹂メートルも

砲は︑まるい鐵の毫の上で︑砲身を空へ向

高射砲は︑まるい鐵の塁の上で︑砲身を空

八m9 ありました︒ひのきの葉のやうな形で︑黄

り返されると︑砲身の中には︑きらくと

うになります︒ゴムの車輪の上にとりつけ

には︑きらくと鏡のやうにかがやいた︑

は同じです︒十八歳の野生ガリレオは︑こ

等して二三年ぐらみの︑若い職工さんもみ

してきたへられた鐵の柱は︑今度は機械に
︑始めて︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき

しなければ︑あの力の強い火葬を一時に等

の柱は︑そのほのほの中を︑下へ下へと沈
︑冷したりして︑鐵の質を固くし︑強くし

9866388866417554186631109961108863
102

す︒その鐵を︑大砲の形とは似ても似つか

99

103

ります︒ゴムの車輪の上にとりつけられた

八相5

八柵9 ました︒ひのきの葉のやうな形で︑黄色や

りをしました︒寺院の中は︑もう︑うす暗

いふ學生が︑この町の有名な大寺院へ︑お

イタリヤのピサの町に︑夕もやがこめ

イタリヤのピサの町に︑夕もや

どし作られて︑日本の國をしっかり守って

八皿3 した︒このたくさんの﹁いわし﹂が︑池の

八仙2 て︑中に︑たくさんの﹁いわし﹂が泳いで

八麗1 樫五メートルぐらみの︑まるい池があって

八椴1 いひました︒この室の中央に︑直脛五心ー

八十8園だをしぼると︑中の水が勢よく下へ出る

︒すきとほつた寒天のやうなからだから︑
つけられた︑小がたの封戦車砲は︑どんな

103

出された︑大きな鐵のかたまりは︑もう一
つち
す︒それを大きな鐵の槌が︑ごとん︑ごと
うす
きをたてながら︑臼のやうにつぶしたり︑

うにつぶしたり︑棒のやうに延したりして
︒まるで︑つきたての餅を︑手でまるくし

が︑思ふままに︑鐵のかたまりを手玉に取

足りません︒長い柱のやうに延されたこの

ろ

つられながら︑せいの高い大きな櫨へ入れ

99

103

103

104

で飛せられます︒鐵の柱は︑熱い櫨の中で
︒鐵の柱は︑熱い櫨の中で︑じっとがまん

のです︒やがて︑櫨のとびらがあいて︑中
︑員赤に僥かれた鐵の火柱が︑起重機でつ

間に︑動いてみた鐵の火柱が︑静かに止り
たん︑するすると下の方へおりて來て︑深
をけ
あるやうな︑深い油の桶の中へ︑町民なか

99

99

99

100

100

100

100

100

101

101

101

101

101

102
102

102

102

103

103

104

103

104
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八⁝⁝4

の﹁いわし﹂が︑池のふちにそって︑みん

次の室には︑ガラスを張

八皿5 ︒一匹として︑反封の方向へ進むものはあ
八備2囹 う︒つまり︑外側のものは︑大急ぎで進
八備2園 進んでみる︑内側のものは︑ゆっくり動
八備5
ス越しに︑いろくの魚のみるのが見られ

しに︑いろくの魚のみるのが見られまし

ったふうです︒光線のぐあひで︑せなかの

いうと泳いで︑ほかの魚などには︑目もく

のぐあひで︑せなかのあたりが︑呵々と空

た︒﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかな

みると︑なかなか氣のきいた魚です︒忍び

つかうは︑さかな屋の店先で見るのとは︑
あふぎ

時︑その胸びれは扇のやうにひろがります
︒下へおりると︑胸のところに足のやうな

と︑胸のところに足のやうなものがあって

せて泳ぎます︒ほかの魚は︑腹を下にし︑
︑﹁かれひ﹂が︑砂の中にもぐつてみるや

八佃4 れが︑ちやうど人形のかはいらしい爾手を
八佃8園 ﹁かには︑ピヤノの先生ですね︒﹂と︑
八湘7 つたので︑私は︑音のしないやうに起きて
八㎜8 たにないので︑部屋の中が︑いつもとは違
八㎜2 てふいたり︑みんなのお茶わんや︑おはし
八㎜6園 一郎さん︑ゆうべのお約束よ︒さ︑艀か
八梱5 よに働いたので︑朝の支度はすぐできあが
八梱7園 ね︒今日はお祝ひの日ですから︑何か花
八櫨1園 きね︒おかあさんのおすきな花だから︑
八二3 ざしにさして︑垂垂の上にかざった︒そこ
八槻4 つしゃつて︑みんなのみるのをごらんにな
八槻7園 一それに︑朝御飯の支度もちゃんとでき
八慨9園 から︑おかあさんのお手傳ひをしたので
八窩2 かりになった︒御飯の時︑おかあさんが︑
八旧3園 く起きて︑朝御飯の支度からお庭のさう
八榴4園 飯の支度からお庭のさうちまで︑私の知
八旧4園 のさうちまで︑私の知らないうちに︑す
八窩9
一郎さんが︑お座敷の眞中に立って︑﹁︿略
八悩1園 だ今から︑母の日のお祝ひをいたします
山悩3 んだ︒題は︑﹁ぼくのおかあさん﹂といふ
まんじゆのひめ
八餌5 であった︒私は國語の﹁萬壽姫﹂を学んだ
八悩1 ︒一郎さんが︑一枚の給をさしあげた︒﹁︿
八鵬4囹 らひました︒毎日の買物に持って行きま
﹁あの山の上の人かげは︒﹂と︑

﹁あの山の上の人かげは︒﹂と︑あ
たちなのです︒ 雨の日︑風の夜︑夏の太

の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくやう

です︒雨の日︑風の夜︑夏の太陽がやけ
うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす
春が來ました︒水のやうに澄んだ空を︑

ゐます︒この大空のはてのはてまで︑私
︒この大空のはてのはてまで︑私たちは

129

8111053111109554432117358744288775
129

129

129

129

131

131

131

131

131

132

133

133

134

134

134

134

134

134

134

134

134

くよく見ると︑二つの目だけを砂の間から
︑二つの目だけを砂の間から出して︑きよ

動をします︒岩や砂の上を歩く時は︑八本

進みます︒にいさんの説明によると︑﹁た

2

上を歩く時は︑八本の長い足を上手にくね

が實は胴で︑頭は足のつけ根のところにあ

で︑頭は足のつけ根のところにあるのださ

ぎ始めました︒八本の足を一つにそろへ︑

を先頭に︑まるで矢のやうに進みます︒こ

にがみました︒左右の足をいっぱいに延し
ゐはあるでせう︒足の長い割合に︑甲は恥

圏図
八伽1圃
八伽1圃
八協2圃
八専3圃
八伽7圃
八㎜1圖
八梱2間

12了

2

を張った︑大きな窓のやうなものが︑順順

3110865998 764318663976331665
しろいのは︑その口のところです︒そこに
しよく
てるますが︑その上のところに︑小さな鰯

八 八
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1訪
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1訪
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13了

13了

12了
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八
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八
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今にも︑もし︑空のどこかに︑かすかな

や︑かうりやんなどの種をまくころは︑も

雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと

がん

始って行きます︒雁の群が︑シベリヤの野

がん

て行くとともに︑春のいそがしい仕事が始

︒このころ︑夕やけの空を︑日が落ちて行

やなぎの木が︑ほかの木よりも早く目をさ
︒遠くから︑やなぎの並木を見ると︑うす

いてるます︒やなぎの木が︑ほかの木より

ほどです︒れんげうの咲いたそばに︑悪ど

咲くのですから︑花の色で︑その邊が︑ぱ

げうです︒れんげうの花は︑眞黄色で︑枝

草花の葉に︑子どものほほに降り注ぎます

かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑
︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑子どものほほ

出され︑子どもたちの顔が並びます︒明か

つるし出され︑鉢植の草花が持ち出され︑

はいって來ます︒窓のそばに︑鳥かごがつ

れるので︑部屋の中のにごった空欄が出て

開かれるので︑部屋の中のにごった空氣が

が︑光るやうに︑地のはてまでひろがりま

もお別れです︒どこの家でも︑今までは石

風といふのは︑蒙古の奥から吹き起って大

のはいやですが︑春の來ることは︑子ども

ふ氣持で︑スケートの手入れをして︑ちや

ちらの︑スケート場の氷もとけて︑もうす

ます︒あちらこちらの︑スケート場の氷も

三月の聲を聞くと︑漏洲で

神纒が︑いなづまのやうに動きます︒現

見えたら︑私たちの全神経が︑いなづま

聞え︑飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見

聲が聞え︑飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機

圏圏圃圃〔i圓
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ぐらした祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮

れいき

したがって︑御神木の根もとへとぎすまし

た十四名のえり抜きのぞま覧たちによって

に白衣を着た十四名のえり抜きのぞま夫た

曾の御料林中︑最良の檜である︒午後にな

千町歩にわたる木曾の御料林中︑最良の檜

は長く︑はるかに冠のやうな梢をいただい

かんむり

敷十年に及ぶ二もとの御神木を仰げば︑天

する御神木伐り始めの御平は︑かくて終つ

出した︒内宮・外宮の御神髄を奉安する御

入れを終って︑奉仕の人々は︑一拝して静

左と三たび︑御神木の根もとへ向かってを

でおはらひをする時のやうに︑左右左と三

をのを取って御神木の前方事寄りに進み︑

よ︑御神木伐り始めの御事に移った︒奉仕

央と四すみに︑五色の幣がかうがうしく立

へい

鳴らされると︑奉仕の人々は︑はらひ所に

具が運ばれる︒最後の太鼓が打ち鳴らされ

て來た︒やがて第二の太鼓が山全盤に響き

な齋服を着て︑定めの場所へ集って來た︒

さいふく

︑目にしみるばかりの眞白な除服を着て︑

さいふく

初の太鼓が︑あたりの静けさを破って鳴ら

たいこ

る︒午前十時︑最初の太鼓が︑あたりの静

たい こ

姿勢を正して︑祭典の始るのを待ってるる

くされてみる︒深山の霞氣に打たれて︑だ

みやま

青年學校・國民學校の生徒などで︑うづめ

東から南へかけた林の傾斜面は︑拝観者や

ばゆくかがやく祭場の東から南へかけた林

の間からもれる初夏の光に︑まばゆくかが

て作られてみる︒木の間からもれる初夏の

内宮・外宮の御神木の前に南面して作られ

造りで︑内宮・外宮の御神木の前に南面し

1098775210109776521098764431110999887

︑御造螢に要する檜の敷は︑一萬二千本目
てえりすぐった良質のものである︒かうし

あげまつ

乗りかへて︑木曾川の支流にそひながらさ
ふち
りそいだやうながけの下の青い淵や︑勢こ

なかだち

げくう

人々の列が︑林の間の細道傳ひに次から次

する人々の列が︑林の問の細道傳ひに次か

盛儀を拝観する人々の列が︑林の間の細道

日のみそまはじめ祭の盛儀を拝観する人々

えて量る中を︑今日のみそまはじめ祭の盛

どの鳴き聲が︑谷川の音にまじって聞えて

どり・うぐひすなどの鳴き聲が︑谷川の音

てみる中立神宮備林の朝である︒やまがら

の大木が︑美しい柱のやうに立ってるる以

々と大空をおほふ檜の大木が︑美しい柱の

したみそまはじめ祭の行はれたところであ

いじな︑内宮・外宮の御神木を伐り出した

ないくう

高千百五十メートルの中立神宮吉林に着く

ころは︑まだ御料林のほんの入ロへはいつ

ない︒何といふ森林のつらなりであらうと

く生ひ茂ったみどりの森林は︑つきること

やうになる︒窓の外のけしきは攣っても︑

移すやうになる︒窓の外のけしきは攣って

︑左右を取り巻く山の木々に︑われわれは

いだやうながけの下の青い淵や︑勢こんで
︑勢こんで流れる水の清さに︑目をうばは

ふち

にある︒今︑中央線の上松騨で汽車をおり

流れる木曾川の左右の山々にある︒今︑中

かんで流れる木曾谷の左右の山々にある︒

上流が︑白い御影石の川床をかんで流れる

神宮備林は︑木曾川の上流が︑白い御影石

めしによって︑木曾の御料林中に︑神宮備
︒以來︑神宮御造螢の用材は︑永久につき

655554432210973111010987765443311054

八僻9 くころは︑もう満洲の春が深くなってゐま

や まと

九47図圏八つあれば︑國の名は大八洲國︒嚴
九52図闘東海にあり︒日の出つる國にしあれ
九56薄薄めぐらせり︑山の幸海幸多く︒海原
九57図幽 ︒海原に敷島の國︑青山にこもる
九63ロ恥辱魍 けたまひし︑稻の穂のそよぐかぎり

九61図圃 もる大和︑春秋のながめっきせず︒
まひし︑稻の穗のそよぐかぎりは︑
つロリ

九65図圏 つ國なり︒黒潮のたぎるただなか︑

九63ロロ凶圃

うらやす

九66図圏 ただなか︑大船の通ひもしげく︑浦
九67書聖 しげく︑ 浦安の國そこの國︒
あめ

九71図圃 そこの國︒浦安の安らかにして︑天
九82図圓 媛︑﹁これ海神のたたりなるべし︒か
九85図圓 海に入り︑海神の心をなだめん︒皇子
おんくし

九91図とを得たり︒七日ののち︑后の御櫛ただ

九88図 ぬだたみ八重を波の上に敷きて︑その上
おんくし

あしがら

九91図︒七日ののち︑后の御櫛ただよひて海べ
九92図れををさめて︑后のみはかを作らせたま
九93図らせたまふ︒東國の賊を平げて︑尊︑西
しや う せ ん ぐ う

九93図 りたまふ時︑相模の足柄山を越えたまふ
︑そのたびに正遷宮の御越が行はれる︒こ
九102
九103の御坐は︑ 天武天皇の御粧に定められ︑第
ぢとう
九103に定められ︑ 第一回の大典は︑持統天皇の
ちとう
九104 の大典は︑ 持統天皇の御代に行はれた︒昭
九105四年は︑ 第五十九回の正遷宮に當るが實に
九105實に一千二百有鯨年の歴史を重ねてみる︒
い せ
かみち
たかくら
九107る用材は︑もと伊勢の神路山・高倉山など
お だのぶなが
九108 ︑織田信長が︑木曾の森林から伐採して奉
九1010
やうになった︒明治の大御代から昭和の今

九111治の大御代から昭和の今日まで︑御遷宮に
ひのき
九113になってみる︒神宮の御殿舎は︑すべて檜
ひのき
九113御殿舎は︑すべて檜の白木造りであるから

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九288

九2710園

少女は︑この町の雑貨商の娘で︑父は

略﹀︒﹂﹁日本の女の子だ︒﹂兵隊さんた

いい少女が︑日の丸の旗を振りながら︑﹁

熱帯の盛んな植物のみどりといふみどり

日本人でした︒土地の學校へ通ってみるか

は︑この町の雑貨商の娘で︑父はノーンド人

のが︑兵隊さんたちの目を引きました︒﹁︿

は︑赤むらさき色のマンゴスチンを︑眞

九288

九275

九233国

台289

うに降る︒はだかの兵隊さんたちが外へ

九236国

残念だ︒皇御揃のもののふは︑と︑一

九247団

九241團

九241国

て來た激戦の敷敷の場面が︑走馬燈のや

ちぬいて來た激戦の敷敷の場面が︑走馬

歌ひだすと︑ほかの戦友たちも聲をそろ

のふは︑と︑一人の戦友が突然歌ひだす

九2910

九297園 くしないと︑日本の子どもに笑はれます

九295園

九295園 ゐました︒﹁日本の子どもは︑みんなお

九291

すめらみくに

べる︒白い實を舌の上にのせると︑すつ

九248国

の場面が︑走馬燈のやうに次から次へ思

ました︒﹁あなたの子なら︑日本人では

行を求めました︒娘のみるのを見て︑巡査

九249團さうして︑この歌の一句一句が︑腹の底 九301 る日︑突然インド人の巡査が來て︑．母に同

あるといふので︑敵の官憲からにらまれ︑

いのです︒富士山のやうにりっぱです︒

こと︑日本人は陛下の赤子であること︑日

九248国

九2310図幽

九237国

九231團

九307囹

寸302

九2710園 ︒﹁︿略V︒﹂﹁日本の女の子だ︒﹂兵隊さ

の一句一句が︑腹の底にしみ入るやうに

九278

︑また新しい戦闘の準備にかかるのだ︒

たあとには︑熱帯の盛んな植物のみどり

九249團

九309囹

九308窺え︑違ひます︒私の子ではありません︒

てるる︒スコールの通り過ぎたあとには

九251團

から︑おまへたちの心配するやうな病理

さんを始め︑部隊の者はみんな元氣だ︒

九233国

九1910團
中からおとうさんの顔が現れて來る︒も

九給1 のである︒しはぶきの聲一つしない︑神代
九182ない︑神代さながらの山中は︑しばらくの
九182の山中は︑しばらくの間︑打ち入れるをの
九183間︑打ち入れるをのの響きのこだまで満た
九183ち入れるをのの響きのこだまで滞たされる
九183 一打ちごとに︑三つの切口から清らかな木
九184切口から清らかな木のはだが現れる︒伐り
九185れた御神木は︑用材の長さに切られ︑六十
九185さに切られ︑六十名の運材夫によって木馬
九187歌は︑中立神宮甲子の森嚴な空氣を明かる
九196團︑今日は久しぶりの休養だ︒おとうさん
九197団に向かって子どものやうにはしゃぎなが
九199団やりと︑かみそりの音が氣持よく響くた
九199團
響くたびに︑ひげの中からおとうさんの
九252團

九233團

九1910団︒もうこれで南洋の住民と見まちがへら

九253国

と聞くと︑インド人の巡査はやうすを攣へ

す︒私は︑この子の縫母です︒﹂インド

いて立ちあがり︑娘の手を取ってお罵眞の

親と子と﹁萬歳︒﹂の一こと︒子はそのま

の手を取ってお寓眞の前に立ちました︒二

顔をあげると︑巡査のあとについて出て行

九333

九337

について出て行く母の後姿がちらと見えた

九333

九338

孚は︑一面にことばの職です︒一たび占領

て︑ふたたびお罵眞の前に立ちました︒親

九339

なら國民學校四年生のこの少女は︑その後

は︑戸だなから二本の日の丸を取り出し︑

九342

九335

九344

九336

ことばも止って︑机の上へつつぶしました

ま一つll日の丸の旗が作ってあるから

1それから︑日本の兵隊さんは︑かなら

﹂﹁︿略﹀︒﹂インド人の子と聞くと︑インド

九325囹 へ來たら︑戸だなの中にあるお米や︑か

九3010

るのを︑廣い南洋の天地と︑たくさんの

九3210

九327園

九3010

天地と︑たくさんの住民たちが︑手をひ

なついて︑大東亜の建設に協力してくれ

九2510国

て待ってるる︒家のお手傳ひをしながら

︑おとうさんたちのところへ︑毎日何人

九2510国

九255団

九202團する時にも︑熱帯の大きな木やかづらが
九204團にも︑おまへたちの顔が︑ふと目の前に
九204團ちの顔が︑ふと目の前に現れて︑﹁︿略﹀
九207團わき起って︑日本の軍人として︑恥つか
九209團くれるおまへたちの眞心が︑敷千キロの

九261團

マライの英軍を急追し︑所在

九257團

九2010團
眞心が︑敷千キロの海山を越えて︑おと

九265

︑おとうさんたちのあとつぎなのだ一1 九324囹

九2010国
えて︑おとうさんの心に通ってみるのだ

九266皇軍が︑スレンバンの町にはいった時のこ
九266ンの町にはいった時のことです︒﹁皇軍噛
九267す︒﹁皇軍來たる︒﹂の報を聞くと︑附近の
九267の報を聞くと︑附近の密林やゴム園の中に
九267附近の密林やゴム園の中にかくれてみた住
九269ちは︑勇ましい日本の兵隊さんを喜んで迎
九273中にたった一人︑色のあまり黒くない︑十
九274くない︑十歳ぐらみのかはいい少女が︑日

九258国

九213国ひげをそったあとのさつばりした氣持で
はいなう
九214国︑背嚢からおまへの手紙が出て來た︒た
九217国圓と︑﹁だれからの手紙だ︒ちよつと見
九218團た戦友が︑おまへの手紙をひったくるや
九221国國
﹀︒﹂﹁ 國 民 學 校 の 五 年 生 だ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒
る す
九225團みた︒おとうさんの留守中︑おかあさん
九225團さんを助けて︑家の仕事に精を出したり
九226團くに子や︑ひさ子の世話をよくしてくれ
九227團︑おかあさんからの手紙で知って︑おと
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九345コ口︑その後︑皇軍のある隊の通繹を命じ
九345の後︑皇軍のある隊の通繹を命じられまし
九346その隊は︑この地方の鐵道の復奮工事に當
九346は︑この地方の崖道の復蕾工事に興りまし
九347した︒隊長以下何百の將兵と︑マライ人・
九347 マライ人・ノーンド人の覇道学業員たちの先
九348人の鐵道篭耳員たちの先頭に立って︑少女
九349ひわけながら︑りすのやうに活動しました
した︒隊長は︑自分の子のやうにかはいが
九3410
九3410︒隊長は︑自分の子のやうにかはいがりま
することは︑お國のために孝行です︒﹂
九355園
いひます︒﹁お國のために忠義です︒﹂
九357園
九361図圃ぎつつわれ御軍の一人となりぬ
父母の國よさらばと手を振
九363図圃
九365図圏ふぎ見るマストの上をゆるやかに流る
江南のしらじら明けを攻め
九367図魁
九367図圏めら御軍うしほのごとし
九376図圃 白々とあんずの花の咲き出でて今年
九376図魍々とあんずの花の咲き出でて今年も春
九376図魍出でて今年も春の日ざしとなりぬ
といって︑自分の氣持を傳へます︒こ
九395
九396話しかける相手が目の前にみる時は︑ こと
九402です︒ もし︑私たちの話すことばや︑書く
九406このやうに︑ わが國のことばと文字のおか
九406が國のことばと文字のおかげをかうむつて
九408てるるのです︒自分の思ってみることを︑
九413ばと文字は︑私たちの心を樂しくしてくれ
九414ます︒私たちが︑心の中で考へたり感じた
九415の考へや感じが︑心の中で思ってみた時よ
九417氣つかなかった考への不足や︑感じ方の淺
九418 への不足や︑感じ方の淺さがはっきりわか
九418きりわかって︑自分の考へや感じを︑いつ
〉。
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48 48 48 48 48 47 47 47 47 4了 47 47 4了 46 46 46 46 46 46 46 46 45 45 45 45 44 44 43 42 42 42 42

だまだことばや文字のありがたさを知らな

まぐろ︑細長い魚雷のやうなかじきまぐろ

さな舟に移す︒小型の潜水艦を思はせるや

取って來た叢々の海の幸を︑漁船から小さ

から取って來た滋強の海の幸を︑漁船から

た漁夫たちが︑遠くの海から取って來た敷

近づいて行く︒漁船のかたはらに︑小舟が

すがしく︑たくさんの小舟が近づいて行く

はいって來たばかりの漁船をめがけて︑ぎ
ろ
けて︑ぎいぎいと櫓の音もすがすがしく︑

し寄せて護るみどりの波が︑きらくと光

てなくなり︑太平洋のかなたから押し寄せ

渡ると︑はるかな海の上をおほうてるたも

今まで眠ってみた港の船が︑急に目をさま
︑薄れて行って︑山の頂に横たはる雲が︑

を吐きながら︑乳色のもやを破って︑漁船

パン︒﹂と︑白い煙の輪を吐きながら︑乳

左手の山の頂が︑銀のやうに白く光り始め

えて行く︒左手の山の頂が︑銀のやうに白

て消えて行く︒左手の山の頂が︑銀のやう

に取り圏んでみる裏の山々にこだましなが

明けきらない港の朝の風は︑頬をここちよ
︑突然この静かな港の空氣をゆり動かす︒

ほほ

きかない︒日の出前の海は︑油でも流した
ほほ
く︑明けきらない港の朝の風は︑頬をここ

沖の方は︑白くもやでか

みるだいじな私たちの要語を︑ますますり

ても︑うそいつはりの心持を書いたのでは

足したりして︑自分の考へをできるだけわ

︑それを讃むすべての人たちに︑場所が違

それは聞いてみる人の心にだけ残ります︒

と文字は︑いはば心の中を厚し出す鏡であ

654431099844321088666429943101410863
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11その白い腹が朝の太陽に光り︑ひれが

東の空が明かるくなると

らは︑朝げの煙が波の上に影を落しながら

る漁船からは︑朝げの煙が波の上に影を落

やうどそのころ︑港のあちらこちらにもや

り返って︑またあすの朝を待つのである︒

氣に漏ちて生きもののやうに活動してみた

陽があかあかと四方の山々を照らし︑波が

のは︑それから敷金ののちである︒太陽が

りされた魚の箱を山のやうに積んだ貨物自

て︑荷作りされた魚の箱を山のやうに積ん

取引きをする魚市場の朝は︑見るからにき
︑けたたましい警笛の音をあとに残して︑

る者や︑まるで戦場のやうないそがしさで
︒新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場

では︑まぐろやさめの腹をさいて︑氷を入

場の人たちと魚問屋の若者たちが︑いそが

の行列の間を︑市場の人たちと魚問屋の若

ある︒この魚の行列の間を︑市場の人たち

さうである︒この魚の行列の間を︑市場の

を見せ︑まるいをけの中には︑いかが折り

あぢやさばが︑青光のする新鮮な色を見せ

な箱の中には︑近くの海で取れたあぢやさ

のである︒四角な箱の中には︑近くの海で

の間にまじって︑帯のやうなたち魚が︑い

のはだに︑むらさきの星をきらめかしてみ

じって︑小型の爆弾のやうなかつをが置か
︑つやつやした櫻色のはだに︑むらさきの

魚にまじって︑小型の爆弾のやうなかつを

魚市場の難いたたきの上を︑鉢巻をした若

蹄って行く︒魚市場の貫いたたきの上を︑

小舟は︑大急ぎで岸の魚市場をめざしてこ

28876531101098875333311101076644101087
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なると︑今まで軍港のやみに包まれてるた
八時になると︑艦尾の旗竿に軍艦旗があげ
九5610

九569とであるから︑食事のうまいこと︒午前八

九583図

やうにいふ︒藁家の家來︑これを聞きつ

﹀︒﹂とひとりごとのやうにいふ︒尊家の

九571 られる︒﹁君が代﹂のラッパが奏され︑衛
つつ
九571 ︑衛兵隊はささげ銃の敬禮を行ひ︑艦長を
九575軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗
よりみち
九579図
郎義家︑關白頼通の館にて軍の物語しけ
よりみち
おほえ
九579図
白昼通の館にて軍の物語しける時︑大江
九582図國
れども︑なほ軍の道を知りたまはず︒

かんばん

上甲板に出て︑今日の天氣はどうかと空を

九583図

甲板には︑當直將校の姿が見え︑艦橋には

る︒やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當直將

きて︑﹁その馬の償は︑いかばかりに
九6610図圏

九661図ふものあり︒信長の家臣らこれを見るに
九667導因
し︒一豊︑仕への初めなり︒かかる名
九668図圓
らんには︑主君の御感にもあっかるべ

つり床は正しく一定の場所に納められる︒

﹂と呼んで︑つり床の間をぬって行く︒す

九591図

九591図

九585図

九584図

て︑﹁かつて師の教へたまふことあり

折︑たまく一行の雁︑刈田におりんと 九687図國にめして︑主君の御感にあっかりたま

けり︒義理︑金澤の城を攻めんとする折

やがて匡房︑黒白の館を出で︑義家も出

て︑﹁︿略﹀︒﹂と心のうちに思へり︒やが

校に報告する︒軍艦の起床時刻は︑夏は五

な静かさである︒人の顔がやっと見分けら

あらう︒艦内は深山のやうな静かさである

みやま

してみる︒千何百人の乗員は︑なほ安らか

と︑當直里芋が元氣のよい聲で三型を掛け
︒﹂この號令で︑朝の静かさがたちまち破

九675図 く略﹀︒﹂とて︑鏡の箱の底より黄金十爾
九675図 vとて︑鏡の箱の底より黄金十爾を取
九682図園りし時︑この鏡の下に父の入れたまひ
九682図國この鏡の下に父の入れたまひて︑ゆめ
九683図圓ゆめ︑世のつねのことに用ふべからず
九683図圖ふべからず︒汝の夫の一大事あらん時
九683図鑑からず︒汝の夫の一大事あらん時にま
九685図國どは︑世のつねのことなり︒まことに
聞ゆ︒君は仕への初めなり︒良き馬に
九686冥冥

納められる︒すべての窓や出入口は開かれ

九594図圓

かなざは

ば開かれる︒これらの仕事は︑家で毎朝起

九731作ちいさんは︑かまのそばにすわって︑た

九6810図や
︒がて馬そろへの日とはなれり︒いつ

はないが︑千里百人の乗員が號令に從って

される︒火なは一本のたばこぼんのまはり

たばこぼん出せ︒﹂の號令がくだる︒そこ

ぼけを持つた何十人の水兵が︑甲板をこす

る︒下士官が︑甲板の吐水口からふき出る

へ︒﹂水兵は︑くもの子を散らすやうに練

ると︑はだしのままの水兵員が︑後甲板に
︑當直將校から威勢のよい號令がかかる︒

響き渡ると︑はだしのままの水兵員が︑熱

なる︒これは水兵員の受持である︒﹁雨舷
︒﹁爾舷直︑整列︒﹂のラッパが一きは高く

する︒そこで五分間の休みがあって︑露天

目ざましい︒何分かのうちに︑もう艦内は

九597図 おきたるを︑蓮華の軍さんざんに討ちて 九693図圖れ︑名馬︒たれの馬ぞ︒﹂と問へば︑
九602図ぼより︑かりまたの矢を抜きて弓につが 九695図星これは東國第一の名馬とて︑商人の引
九604図 んと思ひて︑左右の耳の間をねらひてひ 九695図圖
名馬とて︑商人の引きてまみりしを︑
しま
九604図思ひて︑左右の耳の間をねらひてひよう 九706図圏きみどり︑山々のひだ縞なして︑見る
目うるはし︒川の流れか︑さらさらと
九605図 かすめて︑きつねの前なる土に立ち︑き 九711賢宰
ふもと
九615図 ︒宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降り 九712図星 はるかなる麓のわたり かすかに響
きり
九616図りし主なれば︑他の家來どもこのさまを 九715図魍く霧わきて︑風のまにまに谷間より
さがみ
かまくら
ごんこらう
九622図
相模の國の住人︑鎌倉の権五郎 九718翌翌んご鳥︑こだまのごと︑ゆめのごと︑
九623図 り︒十六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を 九718図圏まのごと︑ゆめのごと︑かっこう︑か
九624図 て戦ふ折から︑敵の矢にて右の目を射ら 九724青々と茂ったみどりの梢に︑煙がなびいて
九624図 ら︑敵の矢にて右の目を射られぬ︒矢は 九726ちいさんは︑その煙のやうすをじっと五つ
九6210図 き︑黒虫がようひの草ずりをあげて下よ 九727見つめた︒黄色な煙の中に︑白い煙がまじ
九728どうもをかしい︒煙の色もへんだが︑煙の
九728 の色もへんだが︑煙の出るやうすに活氣が
︑すすけたる障子の破れを︑図心︑てづ

相模出時頼の母を︑松下心中とい

ぜんに

るは︑つはものの望むところなり︒い

九643図

さがみのかみときより

は一本のたばこぼんのまはりには︑人の山

ができて︑いろくの話が出る︒笑ひ聲も
る︒まもなく︑食事のラッパが響く︒一時

九6510図

九647図園 候はん︒さやうのことに︑なれたるも 九732から中をのぞいて火のかげんを見た︒眞赤
あっち
し初め︑東國第一の名馬なりとて︑安土 九735り抜かれたいくつかの小さな穴から︑ほの

んのまはりには︑人の山ができて︑いろい

九641図

九634図圓

〉。

に包まれてるた軍艦の肚大な姿が︑だんだ

8766641975333110875542107764218533
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九791

九789

やることだ︒日本の馬は︑氣が荒いとか

︒﹁ぢやあ︑今度の子馬は︑ぼくに世話

が︑生まれたばかりの子馬をしきりになめ

くしてある馬屋の奥の方で︑母馬が︑生ま

した木馬に︑木を山のやうに積んで︑源作
︑左へ折れて︑かまの近くでぴたりと止つ

へ績いてるる︒そりの形をした木馬に︑署

曲りくねって山の奥の方へ績いてるる︒そ

が︑曲りくねって山の奥の方へ巻いてみる

炭焼がまの裏の山道には︑丸太を並

炭焼がまの裏の山道には︑丸太

だと︑源作ちいさんの心は急に明かるくな

これだ︑これが病氣のもとだと︑源作ぢい

とこびりついて︑煙の出口をふさいでみる

︑おやと思った︒木のやにがうんとこびり

九849

九848

九848

九848

九848

九847

九844

九838

九835

九835

九833

九832

になりました︒ぼくのみない時は︑いつで

清くんのうちの子馬の青と︑大そう仲よし

斗は︑清くんのうちの子馬の青と︑大そう

か︑北斗は︑清くんのうちの子馬の青と︑

遊んでゐます︒いつのころからか︑北斗は

をたべながら︑ぼくのそばで遊んでゐます

れしさうにすぐぼくのところへとんで來て

て來ました︒寒い冬の日でも︑一日に一度

動をさせたり︑ぼくの仕事がおひおひいそ

なりました︒からだの手入れをしたり︑運

︑五箇月ぶりでうちの馬屋へつれて冠りま

過ぎ秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑

追8210

た︒九月に二歳ごまの市が昂るといふので
をあげさせてひづめの裏をさうちしたりし

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
92 92 91 91 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 8了 8了 8了

べると︑ぼくは北斗のために喜んでやりた

たいわん

のも︑實はわれわれの住んでみる地球がま

調べて見ますと︑北の空では︑星が︑北極
︒さうして︑北極星の近くに見える星ほど

へはいるのです︒星の動き方を︑もっとく

ます︒今どれか一つの星を︑東へさし出た

ところで︑大空の他の星は︑時刻によって

す︒ところで︑大空の他の星は︑時刻によ

ます︒昔から︑航海の目當てとなってくれ

ころに︑きっと一つの星が見つかります︒

の距離の五倍ばかりのところに︑きっと一

この二つの星の距離の五倍ばかりのところ

ると︑この二つの星の距離の五倍ばかりの

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう
︒すると︑この二つの星の距離の五倍ばか

て︑かりにこの二つの星を結ぶ線を引き︑

その七つの中の︑下の端に配る二つの星に
︑下の端に當る二つの星に注意しませう︒

たら︑その七つの中の︑下の端に図る二つ

かったら︑その七つの中の︑下の端に焦る

てるます︒この七つの星を北斗七星といひ

見つかります︒七月の中ごろですと︑夜九

連なった美しい七つの星を︑さがすことに

邊の空に︑ひしゃくのやうな形に連なった

たら︑どこかその邊の空に︑ひしゃくのや

邊ですが︑反軍に南の沖縄や垂湾でしたら

おきなは

くぶん違ひます︒北の北海道でしたら︑ほ

だいに見あげて︑頭の嵩上まで行く途中︑

北の空にもたくさんの星がありますが︑そ

立って見ませう︒北の空にもたくさんの星

無数と見えるこれらの星にも︑名前や番號

を仰ぐと︑たくさんの星が︑まるで瓦石を

645510997322221101099985433109643752

生まれたのは︑去年の春︑ちやうど櫻の花

九797園

てくれました︒子馬の名は︑北斗ときまり

九783

つて︑このかまの中の丸太をむし僥きにす
︑もえさかるほのほの色をじっと見た︒そ

九807園

つて︑親子とも馬屋の外へ出しますと︑北

から︑ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込ま

る︑土で固めた圓形のかまの上へそっと手

九812

春︑ちやうど櫻の花の咲くころでした︒ぼ

で固めた圓形のかまの上へそっと手を置い

九813

た︒大きな犬ぐらみの大きさで︑足は︑ば

九784

かりと︑また︑かまの前にすわって︑もく

九815

母馬につけて︑近くの牧場へ放牧にやるこ

九783年の春︑ちやうど櫻の花の咲くころでした

日たってから︑かまの口を開いた源作ぢい
︑ 一メートルばかりの長さに焼けた炭の端

九8110

した︒牧場には︑村のあちこちから︑同じ

ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行

りの長さに焼けた炭の端を︑指の先でこす

九822

さん來てるて︑母馬の草をたべるあとを追

す暗くしてある馬屋の奥の方で︑牛馬が︑

焼けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

九826

九789

く焼けてみない︒火のまはりが悪かったの

九827

つた小さなざぶとんのやうな腰皮をさげて

九851
九855

ひました︒二歳ごまの市が始れば︑いよい

略﹀︒﹂ぼくは︑祖父のこのことばを聞いて

に出してから︑北斗のからだはめきめき丈

一メートルばかりの長さにそろへて︑樂

九864

︑

き始めた︒

九866
北斗は︑ぼくの子馬です︒生まれた

今度こそは︑上できの炭に焼いてみようと

一本一本の丸太を︑あの炭焼が

をさげてみる︒獣皮の上に腰をおろし︑切
︑切って來たばかりの木を︑一メートルば

足で元氣よく︑草原の上をはねまはること

作ちいさんは︑かまの天井や壁をこっく

を送って︑このかまの中の丸太をむし焼き

2875433988776633229877695331101066
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を見ると︑いろくの星の列があります︒

けのことですが︑今の場合︑それを考へに

ら︑さう見えるだけのことですが︑今の戦

九969

九965

九964
齪す者はない︒天中のよい日︑おだやかな

︑小さく見える︒目の前を︑白いかもめが

みた海の水が︑いつのまにかこいみどり色

うだ︒﹁︿略V︒﹂先生の念写がありがたかつ

いで水をけった︒潮の流れはますます急に

りに力をこめて︑潮の流れと職ふ氣持で泳

＞︒﹂と話された先生のことばが︑思ひ出さ

るかどうかが成否の分れめだ︒﹂と話さ

流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜け

とはらくだ︒潮流の激しい一本松の沖あ

の聲である︒﹁島の端をまはってしまへ

じだ︒﹁︿略﹀︒﹂先生の聲である︒﹁︿略﹀︒﹂

なも同じだ︒﹁潮の流れが逆になったか

く一人目と思って前の方を見ると︑みんな

ばを離れない警備船の上から︑先生が︑﹁︿

九972

九995

九988

九985

九983

九983園

九982園

九982園

九981園

九981

九9710園

九979

ると︑いろくの星の列があります︒まつ

ひますが︑それは昔の人が︑それらの星の

は昔の人が︑それらの星の列に大きな熊の

の人が︑それらの星の列に大きな熊の形を

の星の列に大きな熊の形を考へたからです
︒また︑北極星を柄の端にして︑北斗七星

す

の右下の方に︑椅子の形に連なる五つばか

い

小熊座と北斗七星との間に尾を入れて︑小
りょう
って連なる十ばかりの星を龍座といひます
い す
それよりも︑北極星の右下の方に︑椅子の
い す
りも︑北極星の右下の方に︑椅子の形に連

川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくまき散

けて︑天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美

九㎜6

九㎜6

九㎜3

れた︒ぼくは︑自分の弱い心持が恥つかし

か︒﹁︿略﹀︒﹂と︑船の上から先生が叫ばれ

やうだ︒手足が︑石のやうにごはばつて來

九9910

がっくと︑小島くんの姿が見えない︒何だ

﹁︿略﹀︒﹂先生の激働のことばをしつ

おくれたって︑ほかの人がやめたって︑ぼ

九997

︿略﹀︒﹂先生の激働のことばをしっかり心

九柵7

ないで︑まるで機械のやうに手足を動かし

あま

に連なる五つばかりの星はカシオペヤ座で

て行った︒熱い海岸の砂をふんでみた足の

九㎜9

本松が︑右手の海岸のがけの上に︑大きく

た︒一本松が︑右手の海岸のがけの上に︑

力がはいらない︒水の中で︑もがいてみる

の砂をふんでみた足の裏に︑つめたい海の

九柵10

︑右手の海岸のがけの上に︑大きく立って

九棚2

えなかった島の裏側の海岸が︑見えて來た

まで見えなかった島の裏側の海岸が︑見え

進んで行った︒がけの下をぐるつとまはる

だは︑すいくと前の方へ輕く進んで行つ
田川3

略﹀︒﹂ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめ

もう大丈夫だ︒潮の流れもいいし︒そら

青々とした木が︑鏡のやうに静かな海面に

九棚3

九梱2

九伽10

九㎜10

の裏に︑つめたい海の水が氣持よく感じら

よく感じられる︒水の中を歩きながら︑顔

からだをずぶりと水の中へつけると︑つめ

た︒いよいよ︑ぼくの番になった︒立ち止
︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒風は

いが︑波が︑目の前の水面に︑小さな三角

九輪4
鼠算9

九川7園

102

いのろ，を赤がとをあの。が・耳てつ山あない間圏醐圏醐膨

目の前に︑關門海峡はさ

あくしゅ

本州と九州の握手だ︑日本最初の

面㎜4囹
勇﹁今日の子ども翌翌は︑お約
九佃4園 約束通り︑飛行機の整備をしてゐられる

いって︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたて

の中へはいって︑床の下や壁の中で聲高く

ろそろこほろぎが家の中へはいって︑床の

りも︑たんぼに早書の穂が出そろって白く

わ せ

をつける︒畠のにらの花に︑頭でっかちな

赤の花をつける︒畠のにらの花に︑頭でつ

がかはいらしい薄赤の花をつける︒畠のに

と音をたてる︒背戸のみぞ端に︑秋海業が

しうかいだう

を帯びて︑壁やへいの強い反射がいくぶん

あいきやうのある氣のきいた虫は︑めった

のくらみあいきやうのある氣のきいた虫は

ししめつて來る︒夜の燈火をしたって來る

が︑かなりたくさんの聲であることを感じ

耳にするものは︑前の草原で鳴く虫の聲で
︑前の草原で鳴く虫の聲である︒それがは

ても︑よひの間は家の中がむっとして︑柱

つと暮れても︑よひの間は家の中がむっと

山の森で︑﹁︿略V︒﹂の聲を聞いた︒暑い日

ある日の午後︑裏山の森で︑﹁︿略﹀︒﹂の鯉

なる︒するとある日の午後︑裏山の森で︑

いて出て論る︒眞夏の暑さはだれも畳悟を

間は︑まだ暑い暑いの歎聲が口をついて難

秋は虫の聲から始る︒書間は

まるでおとぎ話のやうね︒﹂

握手だ︑日本最初の海底トンネルだ︒﹁︿

あくしゅ

あさん︑今︑海の底を走ってみるのね

すべって行く車輪の響き︒﹁︿略V︒﹂

へ︑車窓から何百の船が見える︒﹁︿略﹀

1118666531096432887763216432842
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105
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106
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10了

10了

107

10了

10了

10了

108

108

みないが︑波が︑目の前の水面に︑小さな

水面に︑小さな三角の小山をこしらへ︑そ
っかりすると︑呼吸の調子で︑がぶりと塩
薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

108

おほぐま
附近にあるいくつかの星を加へて︑大熊座

31999864199977331099965322221101087

は︑わが航空部隊のめざましい働きを聞
う五年間もこの方の仕事をしていらっし

に手を當てて︑熱のかげんをみたりなん

にします︒襲動機のおほひをはっして︑

11了

が高い上に︑南洋の日光に照りつけられ

﹁なにしろ︑機艦の中は︑ふだんでもか

日搦−o園 盛︒さあ︑一騎討の勝負をいたさう︒あ

九桝7 甚次郎の目は︑いつのまにか涙で光ってゐ
いづも
と
九伽4 敷年は過ぎた︒尼子の本城である出雲の富
いつも
と だ
九拓4 子の本城である出雲の富田城は︑そのころ
九伽6 がらを立てた︒かれの勇名は︑みかたのみ
九搦1 うと思った︒ある日のこと︑鹿介は部下を
九搦2 てた封岸から︑罫書の姿をちらと見た昏乱
九搦3 見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒
九伽4園 れなる赤糸をどしの甲は︑尼子方の大落
区営4囹 しの甲は︑尼子方の大將と見た︒鹿の角
九伽5囹 の大洋と見た︒鹿の角に三日月の前立て
九㎜5囹 ︒鹿の角に三日月の前立ては︑まさしく
いはみ
九櫛9吉 くいふは石見の國の住人︑械木狼介勝盛

九悩7 た︒﹁︿略﹀︒﹂甚次郎の目は︑いつのまにか

ですが︑をぢさんのお蹄りになる時間に

ますか︒﹂をぢ﹁鷲の顔をかくことにして

︒﹂太郎﹁をぢさんの飛行機には︑どんな
わし

﹁さうです︒自分の飛行機を早く知りた
︑撃ち落した敵機の敷だけ︑どこかにし

あさんには︑うちの赤ちゃんの泣き聲が
︑うちの赤ちゃんの泣き聲がすぐわかる

﹁いや︑赤ちゃんの泣き聲はみんな同じ

すか︒﹂をぢ﹁機種の同じものはなかなか

る時︑あれは自分の飛行機だといふこと

かがって︑飛行機の整備の大切なことは

んなさい︒飛行機の整備なくしては︑空
︒そこで航空部隊の働きと整備とは︑一

動員の第一夜なり明けやす
九梱6図團
九梱8図圏 に上陸すなり秋の雨
九搬2図上
敵遠し月の廣野のはてしなく
九槻2図魍 敵遠し月の廣野のはてしなく
九槻3図魍 愛馬と越えて月の秋
しか
九天8 すばらしく大きな鹿の角と三日月の前立て
しか
九慨8 きな鹿の角と三日月の前立てとのついたか
九旧1 と三日月の前立てとのついたかぶとが︑か
九旧4園 かぶとは祖先傳來の寳︑これをおまへに
官幣5囹 へにゆつる︒十歳の時︑軍に出て敵の首
九旧5園 の時︑軍に出て敵の首を取ったほど強い
心窩7囹 たほど強いおまへのことだ︒どうかりつ
九旧7七 な武士になり︑家の名をあげてくれ︒﹂
あまご
九悩2寒 ︑御主君︑尼子家の御恩を忘れまいそ︒
九悩3見 れまいそ︒尼子家の御威光は︑昔にひき
まうり
知悩4園 いことにして︑敵の毛利がだんだん攻め

つた︒しかし︑鹿介の太刀風は更にするど

がるが早いか︑四尺の大太刀を抜いて切つ

九協−〇

きなからだが︑鹿討の上へのしかかった︒

する︒たちまち狼介の大きなからだが︑鹿

九欄3

︒富田城には︑毛利の旗がひるがへった︒

九㎜8 みた︒﹁︿略V︒﹂鹿卜の大音聲は︑爾岸に正
九旧9 戦があった︒さしもの敵も︑この一城をも

九重1 組み敷かれた︒爾岸の敵もみかたも︑思は
九㎜4 が光ってみる︒狼介の大きなからだは︑も
九㎜5 からだは︑もう鹿卜の足もとにぐったりと

九協−〇

九協1 するどかった︒いつのまにか狼介は切りた
九協4 を投げ捨てた︒大男のかれは︑即事を力で
九㎜7 ︑やがて狼介は漏身の力をこめて︑鹿介を
九齪9 たへたが︑片足が洲の端にすべり込んで︑

九衡−〇

九梛−〇

九桝3 をねらった︒尼子方の秋上伊織介がそれを
九梛7 違はず︑狼介が満月のごとく引きしぼって
九梛7 引きしぼってみる弓のつるを︑ふつりと射

あきあげいおりのすけ

九界−o園 さう︒あの高しもの洲こそよき場所︒﹂

て︑飛行機の整備の大切なことはよくわ

10944153185541954
囹園囹園園囹園園園丁園園園園園園
11了

11了

118

つけても︑飛行機の整備といふことにつ
をぢ﹁飛行機の整備といっても︑い

て︑整備兵は母親のやうなものです︒飛

﹁やはり︑嚢動機の手入れを眞先にしま

ものです︒飛行機の熱を計ったり︑息づ

めるにしても︑指の先でしめるのですか

んどは︑苦しい時のことをお話してくだ

きは︑うれしい時のお話をうかがひまし

でるます︒これらの計器が一目で見分け

前には︑たくさんの計器が並んでゐます

機上整備兵の座席の前には︑たくさんの

せん︒機上整備兵の座席の前には︑たく

みんなこの人たちの手によってなほさな

ぢ﹁いつも嚢動機の調子に氣をつけてみ

なりません︒愛機のプロペラにだきつい

と︑絶えず飛行機の身の上を案じてゐま

居残っても︑自分の魂は︑飛行機といっ

のからだの一部分のやうにさへ︑感じら

す︒自分のからだの一部分のやうにさへ

思はれます︒自分のからだの一部分のや

ん︒何か生きもののやうに思はれます︒

ぢ﹁飛行機はただの機械だとは思はれま

時間通りに飛行機の整備ができて︑爆音

漁りを案じる母親の心と愛りません︒﹂

足に行った子どもの捕りを案じる母親の

るのです︒飛行機のもどって來る時刻が
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119
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す︒すると︑寒さのために指がこほりつ
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あるか︑その震動の具合がどうかと︑し

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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の一の
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の一の

九㎜5

九㎜5
尼子の奮臣は︑涙のうちに四散した︒鹿

尼子の奮臣は︑涙のうちに

九㎜7 都へのぼった︒戦國の世とはいへ︑京都で
てふ
九欄7 は花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれてみた
九㎜9 ︒そのうちに︑尼子の奮臣がおひおひ京都
九梱1 た︒そのころ︑京都のある寺に︑ひんのよ

九糊10 を中心として︑主家の再興を企てた︒その

城を守った︒毛利方の大砲を夜に乗じてう

取り園まれた︒秀吉の援軍が今日遜るかあ

・隆景の率みる里下の大軍にひしひしと取

どなく︑元春・隆景の率みる七萬の大軍に

てこもった二千五百の尼子勢は︑ほどなく

九個4 に加って︑毛利攻めの先がけとなった︒い
はりま
つた︒いち早く播磨の上月城を占領して︑
九悩5

九桝6
九桝6
九悩6
九掛8
九悩9

できなかった︒翼下の大軍に園まれては︑

えんせん

えんせん

やなぎ

やなぎ

す

つぼつ見える︒沿線の楊の木に︑かささぎ

つ見える︒沿線の楊の木に︑かささぎが巣

者がある︒ロシヤ人の女の子だ︒﹁︿略﹀︒﹂

︒﹁あのかささぎの巣を見てみるのさ︒

ある︒ロシヤ人の女の子だ︒﹁︿略﹀︒﹂しか

ないらしい︒﹁鳥の巣︒﹂といったら︑

ところに︑みどり色の上着を着たロシヤ婦

見えだした︒あの山の傳説を話してあげよ

たが︑とうとう山の上でなくなったとい

らず︑風の日も雪の日も待ってるたが︑

はつゆ知らず︑風の日も雪の日も待って

︒むすごは︑勉強のため山東へ渡って行

母と子と二人暮しの家があった︒むすご

ちやうに﹁あじあ﹂のスタンプを二つ押し

る︒まもなく︑重陽の白塔が眺められた︒

きねんひ

のぎかつすけちゆうゐ

れい

山川2 顔で笑った︒向かふの農家に︑満洲國旗が
かうさく
九川3 で︑満人たちが耕作の手を休めて︑こちら

しけんぢやう

うだ︒やがて︑一人の兵隊さんがぼくに︑

九描−o園 ぼくに︑﹁あそこの岡を知ってみるかね

九廻8 織田信長に毛利攻めの志があることを知つ

のぎかつすけちゆうゐ

九矧9 みにハルビンのをちのところへ行くのであ
ざん
九㎜5囹 山で︑思草州第一の高山︑その手前の岡

大きな停車場に大豆の山が積まれるさうだ

されたりして︑満洲の大平野をまっしぐら

きりに流れて︑早春の畠を︑野を︑そのか
︒﹁あじあ﹂は︑雲のかげを追ひ越したり

大都市で︑ただ北陵の松林が小高く見える

ほくりょう

れうやう

山の製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑ほ

ざん

くもって來た︒鞍山の製鋼所から茶色の煙

も止ってをり︑満人の赤帽がいそがしさう

あんざん

降ったので︑遠い山の峯が白くなってみる

いひつけてるた︒北の方では︑二三日前に

﹁もう少し︑車内の温度をあげてくれた

園園重工園園

九価2

なかった︒尼子重代の敵毛利を︑せめてそ

九価6園︑まったくおまへの力であった︒﹂勝久
九獅9

1
204

九個1 都のある寺に︑ひんのよい小僧さんがみた
だ︒﹁尼子家再興のことは︑わが年玉の

九個2 して︑それが尼子家の子孫であることがわ
九梱4園
えいろく

九梱7 た︒永禄十二年六月目ある夜︑勝久を奉じ

九梱4園 ことは︑わが年來の望みである︒﹂小僧

びつちゆう

九価10 ︑せめてその片われの元春を︑おのれその
かふぺ
うてわざと捕らはれの身となった︒甲部川

四川2

こは備中の國甲州川の渡しである︒天正六
りつけてるる︒川端の石に腰掛けて︑來し
つばめ
ら︑鹿介はじっと水のおもてを眺めた︒燕

九鵬5
九搦9

九搦8

九梱10 奮臣が︑亭々と勝久のところへ集った︒諸
九槻3 た︒その間に︑毛利の大軍がやって來た︒

九槻1 城は︑片端から尼子の手に返った︒しかし

耳介は︑それが敵方の一人河村新左衛門で
がらも︑鹿介は大力の新左衛門を組み伏せ

ゑもん

九柵1
九拝4

ると︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑後
もん
衛門が︑後から鹿革のもとどりをつかんで

かはむらしんざ

九観4 將として︑一萬五千の精兵が堂々と進軍し
九散6 だ取れないのに︑敵の大軍が押し寄せたの

九榔5

もん

九槻6

しやうがい

ふくまひごゑ

九湿7 せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない

き倒した︒七難八苦の生涯は︑三十四歳で

じまん

九麗8 腹をきめた︒すべての軍兵を率みて︑富田

山巡7

ぺやま

りを告げた︒岡部川の水は︑このうらみも

ふ

九槻8 兵を率みて︑富田城の南三里︑布部山に敵

九槻8

だいれん

︑あのあはい三日月の影を浮かべながら︒

九時大連焚の﹁あじあ﹂に︑ぼく
りに來た母が︑大勢の人にまじって見える
できないので︑ぼくのこのことばも通じな

池園
1
204

1

九㎜−o園 嶺で︑昔︑ロシヤのコサック兵は︑あそ

の春休みにハルビンのをちのところへ行く

1

7
204

1

丁㎜11園︑今は農事試験場のひつじや牛が︑かけ

山川9

山導7

九矧4

九矧3

九槻9

九競9迎へ討つた︒みかたの軍は約七千であった
九散10 まことに死物ぐるひの戦であった︒敵の前
九麗10 ひの戦であった︒敵の前軍はしばしばくづ

九鵬1 といっても二倍以上の敵である︒新手はあ
九儒2 から現れる︒さしもの尼子勢もへとへとに
九腸3 へとにっかれ︑多くの勇士は︑むざんや枕
九榴4 た︒勝ちほこった敵の大軍は︑やがて出雲

202

7
2国
204

2
205
205

3
の高山︑その手前の岡に︑乃木勝典中尉

九㎜6囹

お だのぶなが
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⑳3
203
204

121210
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205
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四6

8

㎜
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9
に︑乃木勝典中尉の記念碑があるのです

九㎜6園

＞︒﹂雪の少い南満洲の畠はよく耕されて︑

明する︒﹁︿略﹀︒﹂雪の少い南浦洲の畠はよ

九榴9 た信長は︑この勇士の苦節に同情した︒﹁︿

九㎜9

九榴10囹 した︒﹁毛利攻めのお先手に加り︑もし

九蹴9

鹿介の血を吐くことばに︑

九悩3 來た︒尼子方は秀吉の軍勢に加って︑毛利

九桝2

ひでよし

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

⑳6

九断5園

めてみる︒﹁汽車のかげが長くなった︒

こんで行った︒散兵の隊形をとって︑遠巻

だ︒ここが大陸日本の第一線なのだ︒ぼく
しか
北満に住んでみる鹿の一種である︒皮は着
んで行くと︑向かふのくぼ地から︑二匹の
のくぼ地から︑二匹ののろが現れた︒みん

早い︒とうとう︑林の中へもぐり込んでし

進んで行くと︑やぶのところがら︑二匹の
のところがら︑二匹の親のろと一匹の子の
二匹の親のろと一匹の子のろが出て來た︒

り

なり離れた小高い岡の上である︒なれない

ができる︒新しい木の香が︑ぼくたちを喜

實にうまい︒長い春の日も暮れかけて︑堅

一

︒一度かうしてオボの祭にえらばれた家畜

どは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒

なく夜が明けて朝日ののぼるころには︑も

歌ふ︒そのうちに東の地平線が白み︑まも

祈りをささげ︑喜びの歌を歌ふ︒そのうち

る︒僧は︑この家畜の一頭︼頭に祈りをさ

の春に生まれたものの中からえらばれたも

ものとして︑その年の春に生まれたものの

つながれる︒これらの家畜は︑神にささげ

かちく

供へたりする︒オボのそばには︑馬や︑牛

書をあげたり︑手製のチーズやバタなどを

るものは︑子ひつじの料理をあげたり︑手

ら行はれる︒まつ僧の祈りに祭典が始まり

ところがらたくさんの人が集って來て︑た
︒儀式は︑夜明け前の暗いうちから行はれ

ほはれるころ︑オボの祭がもよほされる︒

きくなって行く︒夏の初め︑草原があざや

つ積み重ねたり︑楊の枝を立てたりするの

ささげる︒そのお禮のしるしとして︑石こ

は︑﹁︿略﹀︒﹂と感謝の祈りをささげる︒そ

けて行く人が︑オボの前を通る時には︑﹁︿

ては︑天と地が生命の父であり︑母である

る︒文字通り大自然のふところに生まれ︑

する︒その上に︑楊の枝をたばねて突きさ

やなぎ

岡に作られたり︑泉のそばにまうけられた

いつみ

蒙古人が供へた一種の軋まんぢゆうで︑小

オボといふのは︑地の神をまつるために︑

蒙古の大草原を旅する者は

こ

い夕やけだ︒みんなの顔が︑赤くなってゐ

もう

21了

九川6 マルタがいふ︒汽車のかげだけではない︒
九三7 だけではない︒電柱のかげも木のかげも︑

九川7 い︒電柱のかげも木のかげも︑ずっと延び
九星9 院や︑坂東軍司令部の建物が夕日にはえ︑

九㎜5 うだ︒夕日とぼくとの間には︑さへぎるも
九㎜6 ︑ごきげんよう︒烏の群が地上から飛びあ
九㎜7 のタ空には︑ばら色の雲がたなびいた︒そ

が走り出した︒三匹ののろは︑とぶやうに

り

九脳2園 ざんねん︒﹂﹁のろのやつ︑のろくないぢ

ゆ

みた野原に︑青い草の芽がもえて干た︒よ
ゆ
く見ると︑むらさきの花が咲いてみる︒百
ゆ

が咲いてみる︒百合のつぼみのやうな形を
みる︒百合のつぼみのやうな形をした︑か
だしたこのむらさきの花は︑ほんたうにき
根からほって︑宿舎の庭へ持って來て植ゑ
のうかうはん

クタi班だ︒爽動機の音をとどろかしなが
重いて農耕班が出足の用意をしてみる︒ほ
意をしてみる︒ほかの班のものは︑まだ床
る︒ぼくが︑農耕班の友だちに︑﹁︿略V︒﹂

してるる︒ほかの班のものは︑まだ床につ

ちに︑﹁きみたちの班は︑朝が早くてた
あさぎり

はうれん草の畠が︑青々としてゐ
まじって咲く︒朝霧の中で︑放牧の馬が︑
あさぎり
︒
朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ

にたべてるる︒朝日の光をうけて︑霧に薄

ぼくたちの一行が大勢やつて響
くなった︒別に宿舎の建てましをしなけれ
ならない︒自分たちの家は︑自分たちの手
ちの家は︑自分たちの手で建てようといふ
うといふので︑大工の仕事に取りかかった
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217
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218

218

218

218

九㎜7 がった︒恨むらさきの夕空には︑ばら色の

九㎜11 少女の給仕が︑ぼくの顔を見畳えてみて︑

九㎜10 てるる︒ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を

てるる︒﹁あじあ﹂のしるしのはいった用

九㎜12 停車した︒大きな木の上に星が光ってみる
九㎜1

九㎜1 ﹁あじあ﹂のしるしのはいった用紙に手紙
九㎜5 ︑﹁あじあ﹂はいつのまにか町へはいって
︑天略﹀︒﹂と︑をちの聲︒ぼくの手は︑が

九㎜11 と︑をちの聲︒ぼくの手は︑がっしりとに

九㎜11

九㎜12 ぎられてるた︒眞冬のやうに寒い夜だ︒空

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
216 216 216 216 216 216 216 216 215 215 215 215 215 215 214 214 214 214 214 214

218

218

219

219

219

219

220

22皿

220

220

220

九㎜3 がさめた︒この酒淫の土地に來て︑始めて
しゅくしゃ

九珊3 土地に來て︑始めての朝だ︒窓がほのぼの
九鋤5 あがって行く日の丸の旗が︑風に大きくゆ

九節3 ひきしまった︒宿舎の前に︑一同が整列す
くんじ

九刎8 膿操がすんで︑所長の訓示があった︒﹁︿略

粉雪が︑ぼくの前の友だちの肩に︑さら

粉雪が︑ぼくの前の友だちの肩に︑

九節12囹 君は︑新しい東亜のために︑ここで大地
九η2

九η2

九盟2 ︑ぼくの前の友だちの肩に︑さらさらと降
順㎜3 かかる︒ぼくは︑心の中で︑﹁やるぞ︑や

囹

220

220

220

220

220

220

221

221

221

221

九η4 と何度も誓った︒次の日は︑雪が晴れた︒

216

21了
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221

九盟6 た天氣になった︒目のとどくかぎりの廣野
九㎜6 ︒目のとどくかぎりの廣野だ︒宿舎のほか
九η6 ぎりの廣野だ︒宿舎のほかには︑目をさへ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九劉10 行はれたりして︑祭の氣分は高まって行く

九盟1 さうして︑またもとのひっそりとした大草

十43図 ぐ大鳥居に︑菊花の御紋章を辞するかし

せきばん

＋710図等︑國民田校生徒の用ふる物と異なると
＋710図なし︒昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏

十46図 るごとく︑足並みのおのつからそろふも

＋810図く︑醒めぐり︑池の眺め頂きところに︑

十81図 の御硯箱は︑ふたの裏に石盤をはめ︑石
としま
十86図もと南豊島御料地の内にて︑御二柱の神
ゆるしよ
十86図 の内にて︑御縁柱の神に御由緒深きとこ
十88図 て︑行幸ありし時の玉座︑今もそのまま

十45図くと鳴りて︑参拝の人々︑あたかもいひ

十44図 道に入れば︑夜來の雨に清められし玉砂

十47図 御造螢當時︑賎民の眞心もてたてまつり

十92図皇御みつから︑森の下道・下草まで尽く
十93図仰せありて︑自然のままに作らせたまひ
むさしの
十95図られたりとそ︒昔の武藏野の面影︑その
むさしの
十95図 とそ︒昔の武藏野の面影︑そのまま今に

家から出て來た︒
今の地震は︑別に激しい

くわいらう

ろうもん

十55図玉垣に連なる鳥居の奥に︑すがすがしき
ろうもん

くわいらう

十59図 門を入れば︑中央の拝殿︑左右の廻廊︑
くわいら う

十510図 中央の拝殿︑左右の廻廊︑庭上の白砂︑

十510図左右の廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らか

十61図昭憲皇太后御目柱の神の御前に︑うやう
十61図皇太后御宮柱の神の御前に︑うやうやし
い

せ

十63図 しみて︑御在世中の大御歌・御歌をしの

十65図韻 よをまもれ伊勢のおほかみ 神風の伊
十66図魍 おほかみ 神風の伊勢の内外の宮柱ゆ
十66図圃 み 神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎな

更にラングーンの上空に現れ︑巨弾を
十167図圏

＋1610図書
揮は︑汝が愛機の胴髄を貫ぬきつ︒機

十177図魍き血潮に︑大空の積齪雲をいうどりぬ
十181図圃六日目汝は︑母の心に生きて︑今日の
十182図閣に生きて︑今日の入城を待てり︒遷し
十二4図星 つらへ︑日の丸の小旗二もとをかかげ
十185重圏 ︑すでになき汝の部隊長機へ︑一もと
十186図圃 ︑一もとは︑汝の愛機へ︒いざ︑親鷲

みたて

ぼやと思ふ今日の御旗ぞ︒いとし子よ
＋1810図圃

十一93図圃 をなれば︑大君の御楯と起ちて︑たく

十213

田212

ら海へ移した五兵衛の目は︑たちまちそこ

向氣がつかないもののやうである︒村から

を取られて︑さっきの地震には︑一向氣が

︑豊年を祝ふよひ祭の支度に心を取られて

十197図魍 ︑今日よりは母のふところに回りて︑

十213

しておいたら︑四百の命が︑村もろとも一

みかいゑい

きょだん

日︑わが軍艦高千穂の一水兵が︑手紙を讃

明治二十七八年戦役の時であった︒
ある日

に激しいといふほどのものではなかった︒

十給4園 つた︒おかあさんの心は︑感心のほかは
十134囹さんの心は︑感心のほかはない︒おまへ
十135園かはない︒おまへの残念がるのも︑もつ
十135囹もだ︒しかし︑今の戦争は昔と違って︑
十138園ない︒すべて上官の命令を守って︑自分
十138囹
令を守って︑自分の職務に精を出すのが
十144園て︑わが高千穂艦の名をあげよう︒この
十161劃一ングーン第一回の爆撃に︑汝は︑別動

十98

十205

今まで纒験したことのない︑無氣味なもの

十47図 たる木々は︑参道の左右を始め︑到ると

十56図 すがすがしき赤松の木立を負ひたる櫻門

十99

十206

た︒五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さ

十54図 遠く辞する南神門のけだかさ︑美しさ︒

十56図 たる玉門は︑一幅の給壼に似て︑しかも

十208

五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに

ほ

十57図 似て︑しかも尊嚴のおもむきをそへたり

十211

十121國團にも︑かくべつの働きなかりし由︑母
十121帰国念に思ひ候︒何のために軍には出で指
十122國團命を捨てて︑君の御恩に報ゆるために
十123溢蚊は候はずや︒村の方々は︑朝に夕に︑
十124圏團くだされ︑一人の子が︑御國のため軍
十124國團人の子が︑園圃のため軍に出でしこと

十218

十214

いが︑これで村中の命が救へるのだ︒﹂

つてみる︑たくさんの心逸が積んである︒
十225園

十224

十211から︑心配さうに下の村を見おろした︒村

＋1210國田
を立て候やうとの心願に候︒母も人間

十131圏国ず︒いかばかりの思ひにて︑この手紙
十133はず涙を落し︑ 水兵の手をにぎって︑﹁︿略

十127國團母は︑その方々の顔を見るごとに︑そ
十127國團ごとに︑そなたのふがひなきことが思

たかち

十59図 をそへたり︒水屋の水に口すすぎて︑こ

＋1110属国
でず︑八月十日目威海衛攻撃とやらに

十105園軍に出たのを男子の面目とも思はず︑そ
十106園まは何事だ︒兵士の恥は艦の恥︑艦の恥
十107囹だ︒兵士の恥は艦の恥︑艦の恥は隔心の
十107園の恥は艦の恥︑艦の恥は尊前の恥だぞ︒
十107園恥︑艦の恥は帝國の恥だぞ︒﹂と︑こと
十109あがりしばらく大尉の顔を見つめてみたが
十118を取って見ると︑次のやうなことが書いて

十211

十66転置風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世を
十69図 はすらん︒大御心のかたじけなさ︑ そぞ
十69図 なさ︑ そぞろに涙のわき出つるをおぼゆ
十73図道は︑ しばし森林の奥に人をいざなふ︒
ばふ
十74図遠ざかりてみどりのし芝
生遠く避く旧き︑
十77図物を舞観す︒日常の御生活のいかに御訂
十77図 す︒日常の御生活のいかに御倹素にわた
十79図きぬり机なり︒竹の御硯箱は何のかざり
十79図 ︒竹の御硯箱は何のかざりもなく︑筆・
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きやく

十273

十272

と秋風がゆする︒秋の日をまともに受けた

けてるる︒もろこしの葉を︑かさかさと秋

紺青の大空には︑書の月がうっすらと出て

して色が深い︒紺青の大空には︑書の月が

十3810 メートルー−富士山の二倍以上もあるのが

十382

十375 けた部分に近く︑蜂の巣を思はせるやうな

十375

十373 が︑よく見ると︑月の表面は決してなめら

十367 を近寄せた︒望遠鏡の圓い視野に︑月がく

こんじやう

ごんじゃう

ちゅうざい

ていどう

十377圓

はんてん

す

あのあばたのやうに見えるのは︑

つて見える︒﹁月の顔には︑ずるぶんあ

はち

である︒殊に︑半月のかけた部分に近く︑

﹁これでにいさんのお手製なんだ︒見た

十274

ともに受けた駐在所の庭で︑ 一郎と貞童が
はぎ
でるる︒貞童が︑萩のはうきでとんぼを追

十391 球と違って︑とっくの昔︑すっかり冷えて

りの望遠鏡が︑三脚の上にのってみる︒﹁︿

田276

すいとそれて︑留置の方へ飛んで行ってし

十394 ︑よく見なさい︒月の中に薄黒い︑大きな

十354

十277

十276

は笑ひながら︑豆畠の方へ走って行く︒豆

十394 薄黒い︑大きな翻転のやうなものがあるで

だだまって︑五兵衛の前にひざまついてし

酒279

したと見えて︑紫色の煙が村中にただよつ

十268

十289

よってみる︒その煙の中に︑ぽかりぽかり

秋の空は︑實に高い︒さ 十358園

十226いきなりその稻むらの一つに火を移した︒
十227風にあふられて︑火の手がぽっとあがった
十228た︒かうして︑自分の田のすべての稻むら
十228かうして︑自分の田のすべての稻むらに火
十228 ︑自分の田のすべての稻むらに火をつけて

十291

十272

突つ立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒日
＋2210

十292

貞童は︑豆の葉の柄で作った虫かごに

十406 ものがないから︑月の世界では︑書はこげ

十405 いとすると︑地球上のやうに︑太陽から來

貞童は︑豆の葉の柄で作った虫か 十403 もわかるやうに︑月のどこ一つくもったと

十299

十417 は︑月から見た地球の美観です︒地球の直

十299

見てみる︒市場亘りの朝鮮馬が︑けたたま

十417 球の美観です︒地球の直樫は︑月の約四倍
十311

る︒井戸端のうるしの木が︑ぬうっと立つ

十419 れわれが常に見る月の四倍ぐらみな地球が

十417 ︒地球の直撃は︑月の約四倍ありますから

十409 かりに︑私たちが月の世界へ行ったとする

十301

たいてみる︒井戸端のうるしの木が︑ぬう

十302 鳴いて過ぎる︒タベの光をかすかに残した
がん
に残した大空を︑雁の群が渡ってみる︒﹁︿
十311

く︒水汲みに來た女の頭の上の水がめが︑

十303

十314

水汲みに來た女の頭の上の水がめが︑ゆれ

十233なって來た︒稻むらの火は︑天をこがした
しやうや
火事だ︒忌屋さんの家だ︒﹂と︑村の若
十235囹
十236た︒﹁︿略﹀︒﹂と︑村の若い者は︑急いで山
十237も︑子どもも︑若者のあとを追ふやうにか
あり
十238おろしてみる五兵衛の目には︑それが蟻の
あり
十238 の目には︑それが蟻の歩みのやうにもどか
あり
十239は︑それが蟻の歩みのやうにもどかしく思
十239 ︒やっと二十人ほどの若者が︑かけあがつ
ーー鍾愛だ︒村中の人に來てもらふんだ
十242園
十244 った︒﹁︿略﹀︒﹂村中の人は︑おひおひ集つ
十246みる稻むらと五兵衛の顔とを︑代る代る見
十248兵衛は︑力いつぽいの聲で叫んだ︒﹁︿略﹀
十2410︒﹁︿略﹀︒﹂たそがれの薄明かりをすかして

十314

十421 かういふふうに︑月の世界は︑いはばまつ

をすかして︑五兵衛の指さす方を一同は見
＋2410

十427

十421 ばまったく恐しい死の世界ですが︑それで

や し

十437図けり︒仰げば庭前の柿の梢は︑大空に墨

や し

十321囹村に︑古いけやきの木があるだらう︒お 十4210 ったらさびしい︒峯の月︑大海原の月︑椰
や し
十4210 い︒峯の月︑大海原の月︑椰子の木かげの

十429 私たちは︑それが死の世界であると知って
や

どんなに多いか︒月の世界に都があって︑

十4210 ︑大海原の月︑椰子の木かげの月︑さうい

みに來た女の頭の上の水がめが︑ゆれて鳴

十431 の月︑椰子の木かげの月︑さういふものが

する︒オンドル部屋の中では︑薄暗いラン

＋3210
答へない︒ふくろふの鳴く聲が聞える︒別

十432 ︒月は︑永久に人間の心の友であり︑慰め

十314

十336話しながらも︑二人の手が器用に動く︒そ

十317

＋3310からとんから︑調子のよい音が流れ出した

十432 は︑永久に人間の心の友であり︑慰めであ

では︑薄暗いランプの火が︑心細くゆれて

十251 一同は見た︒遠く海の端に︑細い︑暗い︑
十251 ︑細い︑暗い︑一筋の線が見えた︒その線
十255んだ︒海水が︑絶壁のやうに目の前にせま
十255が︑絶壁のやうに目の前にせまったと思ふ
十256やうな重さと︑百雷の一時に落ちたやうな
十258後へとびのいた︒雲のやうに山手へ突進し
十259 へ突進して來た水煙のほかは︑一時何物も

﹁︿略﹀︒﹂學校の門を出ると︑正男く

十318

＋2510た︒人々は︑自分らの村の上を荒れくるつ

十344

十437図︒仰げば庭前の柿の梢は︑大空に墨給を

︒﹂﹁いたづらずきのおばけだからさ︒﹂﹁

人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通
＋2510

十352てみると︑正男くんのうちでは︑もう縁先
きやく
十354さ一メートルばかりの望遠鏡が︑三脚の上

十327園

十261見た︒二度三度︑村の上を︑海は進みまた
十262垂では︑しばらく何の話し聲もなかった︒
十26奪 うしてるた︒詰むらの火は︑風にあふられ

383
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ゑがき︑すずなりの赤き實︑タ日を浴び

昭和十六年のこの日こそ︑われわ

と︑どこかで荷車の音︒白い御飯から︑

︑幸福に︑私たちの顔を打つ︒明けて行

て健康に働く家族の︑凄しい朝飯だと思
︑あたたかい御飯の湯氣が︑幸福に︑私

と歯切れよく︑朝の氣分を新たにする︒

新づけの白菜︑何といふみつ

みない︒からたちの垣根越しに︑ふとほ
︒なつかしいゆずのかをり︑わたしは︑

つついてみた隣りのをぢさんは︑今みな

と︑竹竿であの木の梢をつついてみた隣

今年も︑隣りのゆずが黄ばんだ︒か

も傳はりて︑名工のほまれはなはだ高し

り︒かれは︑一枚の皿を両手にささげて
ありた
三百蝕年前︑肥前の有田に出でし陶工な

りぬ︒ああ︑多年の苦心は︑つひに報い

心にあらず・かまの周園を・ぐるぐと

を離れざりき︒鶏の聲を聞きては︑はや

三右衛門は︑かまのかたはらを離れざり

物を運びて︑かまの火にことごとく投じ

過ぎたり︒ある日のタベ︑あわただしく

だ夕日に映ゆる柿の色を求めて止まざり

︑動かざること山のごとく︑一念ただ夕

︒やがて︑その日の生計も立ちがたく︑

三右衛門は︑赤色の焼きつけに熱中し始

︑さながら珊瑚珠のかがやくに似たり︒

圃圃圃圃圏圃身幅圃準正図図図図図図図図図図図図図図図
！36329637187310633432107652598

、

十567

十564

十564

十563

︑國民全禮が︑一つの火の丸となって進む

今こそ新しい國生みのみわざに︑はせ参じ

ち皇民は︑天皇陛下の大命を奉じて︑今こ

り︑金のとびが御弓の先に止ったことを思

下が神劒を奉り︑金のとびが御弓の先に止

る︒私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神劒を

＋6310は一つになって︑海の上へ僥きつくやうに

聲があがる︒搭乗員の目は一つになって︑
＋6310

たふじょう

十568

でも︑母は︑ラジオの前で常況に聞き入つ

つた︒﹁皇祖皇宗ノ神二上二在リ︒﹂と
たかくらじ

十589けて行って︑軍港内の主力艦をたたきつけ
十532 ながらも︑胸は大波のやうにゆれてみた︒
せうかい
十533 な︑それでみて︑底の底には︑何か不安な 十592時であった︒哨戒中のわが潜水艦から︑﹁
十535園
て︑﹁いつ︑米英の飛行機が飛んで來る 十593から︑﹁敵艦登見︒﹂の第一電が來た︒一同
十538 分を働ました︒朝朝の時間に︑校長先生か 十596となった︒﹁︿略﹀︒﹂の命令が︑八方へ飛ぶ
十538 校長先生から︑戦孚の撃つたことについて 十602すますこくなり︑雲の下では︑ものすごく
十5310囹亜におけるわが國の地位を認めず︑どこ 十604來て︑雨をついて雲の下へ出てみたが︑敵
十544
初冬の澄みきった日ざしが 十604 へ出てみたが︑敵艦の影はなく︑やがて夕
十546 ︒さうして︑その後のやうすをラジオで聞 十606 つた︒﹁引き返せ︒﹂の命令が出た︒むちゆ
十549＞︒﹂とか︑矢つぎ早の勝報である︒みんな 十611から︑﹁敵艦爽見︒﹂の第二電が來た︒今日
十552 くだしになった宣職の大詔が︑ラジオを通 十611今日こそはと︑だれの目にも︑固い決意が
十552 奉讃された︒君が代の奏樂ののち︑うやう 十613整列︒ほんのりと夜のとばりが明けて行か
十552 れた︒君が代の奏樂ののち︑うやうやしく 十614とする基地で︑出撃の訓示をする司令の目
十555 て聞いた︒おことばの一言一句も︑聞きも 十614撃の訓示をする司令の目は・ぎらぐと光
せんざいいちぐう
クワウソ
フ
十557図 ヲ保有シ百世一系ノ皇詐ヲ践メル大日本 十616囹
みる︒﹁千載一遇の好機である︒全力を
十558 と仰せられる國がらの尊さ︒この天皇の御 十618答へるやうに︑全員のまなざしがかういつ
十558 らの尊さ︒この天皇の御ためなればこそ︑
十625で︑まさしく領水艦の報告した地鮎まで來
十5510 つた︒さうして︑心の底にあった不安は︑ 十631さしく︑わが偵察機の報告である︒反遺し
十561 た不安は︑まるで雲のやうに消え去ってし 十635方八十キロメートルの洋上へ︑まっしぐら
たふじょう
十639機内に︑どっと喜びの聲があがる︒搭乗員
十562図

十569

じ

十573

んたうに日本の國のえらいことがわかり

日ほんたうに日本の國のえらいことがわ
十二月九日の書過ぎである︒飛行

＋6510へぎる︒炸裂する弾の破片が︑海上一面に

＋6510ールのやうに︑弾丸の幕が行く手をさへぎ

十574園

ぎである︒飛行基地の兵舎では︑各攻撃隊

十574園

十644るではないか︒各艦のけたてる眞白な波が
十649五分︑﹁突つ込め︒﹂の命令である︒高度を
くわえん
十653命中する︒こげ茶色の煙とともに︑火焔が
十654は︑更に大きく弾幕の中をめぐって︑二度
十655をめぐって︑二度めの爆撃に移る︒と︑こ
十655この時︑わが雷撃機の第一隊が敢然と現れ
十658からウェールズへ他の一隊は左からレパル
十659ざあっと︑スコールのやうに︑弾丸の幕が
十583

兵舎では︑各攻撃隊の指揮官たちが︑しき

き

十584

はひがない︒いっそのこと︑こっちから出

し

十584
西太平洋に決戦の火蓋

宣戦の大詔換爽さる

十588

十52図
十52図

十662てみる︒まことに死の突撃である︒だが︑

十531 く略V︒﹂といふ臨時の知らせを聞いて︑は

十524 永久に忘れることのできない日である︒
十526の朝︑私は︑ラジオのいつもと違った聲を

一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
2 52 51 51 51 50 50 50 49 49 48 48 48 4了 4了 4了 4了 46 46 46 45 45 45 45 45 44 43 43

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
了2 72 了2 了2 72 72 71 了1 了1 71 71 71 70 了0 69 69 69 69 68 68 68 6了 67 6了 66 66
第二・第三の雷撃機隊が︑次々に
︑不沈をほこるだけのねばりがあると思は

機・三番機が︑雪叩の針路をねらって︑そ
︑魚雷はウェールズの舷側で︑みごとに大

襲ひかかった一番機の魚雷も︑命中する︒

十749

十749

十748

十744

十744

十743

爾親にわびた︒佐吉の考へは︑かうであっ

は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心の中で深く北界にわび

十741園

かうであった︒人間の衣食住といふものは

とうとう佐吉をよその大工の家にあづけて

とさとしたが︑佐吉のもえるやうな研究熱

十741囹

う佐吉をよその大工の家にあづけてしまつ

のせがれだ︒ほかのことを考へないで︑

︒﹁おまへは大工のせがれだ︒ほかのこ

まさへあれば︑織機のことを調べ績けてる

と落ちてウェールズの後方︑二千五百メi
︑二千五百メートルの海上にある︒艦はす

てはおかれない︒今のやうな仕方では︑み

十736

れを告げた︒高角砲の目もくらむやうな平

十751

で戦ひぬいた敷千の霊よ︒静かに眠れ︒
＋7210囹

は︑﹁このくらみのことで弱るものか︒

がやって來た︒黒山のやうに集った人たち

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
83 83 83 83 82 82 82 82 82 81 81 81 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 79 了9 79 了9 79 了9 了9 了9 79 79

へた︒この日︑佐吉の織機を操って︑りつ

ぎ

一民屋である︒附近の家屋といふ家屋は︑

かりの地鮎︑水師螢の↓民屋である︒附近

ら北西四キロばかりの地嵩︑水師螢の一民

令官乃木大將と︑敵の司令官ステッセル將

の

いた︒この自動織機の出現によって︑日本
︑あたかも豊田佐吉の愛國的熱情が︑ほと

といふ光榮が︑かれの上にかがやいた︒こ

れもしない﹁世界一の織機﹂といふ光榮が

ことにおいて︑佐吉のものに及ぶものはな

ものであった︒機械の取扱ひがたやすく︑

何千本といふたて糸のうち︑一本でも切れ

四年め︑再び外翼製のものと腕比べをする

つた︒かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ

のものを十壷︑佐吉のものを五十脱すゑつ
︑惜しいことに佐吉の負けであった︒かれ

のを五十毫︑米國製のものを十二︑佐吉の

比べである︒英國製のものを五十垂︑米國

はば︑日本と外援との腕比べである︒英國

の自動織機と︑佐吉の自動織機と︑どちら

使はれてるた外忌避の自動織機と︑佐吉の

にとって忘れることのできない年である︒

本における自動織機の始祖である︒明治三

けられ︑みごと佐吉の自動織機が完成され

そこで︑更に七年間の工夫が績けられ︑み

にとりかかった︒人の力から︑機械の力に
︒人の力から︑機械の力に移すといふ︑多
ゆめ
に移すといふ︑多年の夢を實現しようとい

せず︑すぐ動力機械の製造にとりかかった

佐吉が二十四歳の時のことである︒翌年︑

年︑佐吉が二十四歳の時のことである︒翌

みせた人こそ︑佐吉の母であった︒明治二

5442733219319876654321101098885543

︑胴髄から︑マストの二倍ほどある水柱が

目もくらむやうな光の中で︑レパルスの水

布を織る時︑たて糸の間を縫って行くよこ
の手によらず︑機械の力で動かすやうに工

であるが︑これを人の手によらず︑機械の
次から次へと︑佐吉の考へは高まって行つ

十755
十758

十757
十761

えた︒わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに

と︑やがてレパルスの最期が來た︒一つ大

械は︑まるで生き物のやうに動いてみた︒

ら︑旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒

何ともいへない肩身のせまい思ひがした︒

か小學校を出ただけのかれには︑ややもす

十766

として︑わが日本製のものでなかったから

十762

十768

なった︒せめて自分のめざしてみる織機を

十7610囹

十769

つた︒佐吉は︑一軒の納屋に閉ちこもって

ら︑八ノットぐらみの速力で走ってみた︒

十772

これならといふ＝塁の織機を作りあげたが

︑ややもすれば︑手のとどきさうもない空

十777

して行った︒今までの失敗の原因を︑みん

色に光ったたくさんの機械は︑まるで生き

らするするとマライの海へのまれて行った

十778

つた︒今までの失敗の原因を︑みんな取り

十763

つた︒あたり一面油の海に︑南の太陽が︑

十784

に取りかかり︑苦心の末︑やっと思ひ通り

十766

り一面油の海に︑南の太陽が︑きらくと

十785

末︑やっと思ひ通りの織機ができあがった

ウェールズから爆嚢の一大音響が起り︑火

も泣いた︒地上勤務の者も泣きながら走り

十786

た︒この織機を︑村の人々の前で︑試運轄

でいいのか︒日本の將來をどうするのだ

り寄って︑われわれの手をにぎった︒押さ

十787

へきれない︑あらしのやうな感動が︑全員

やうな感動が︑全員の胸を走りまはるので

十789

の織機を︑村の人々の前で︑試運轄する日
十7810

十781園

ら三日め︑われわれの一隊は︑もう一度あ
︑もう一度あの戦場の上空を飛んだ︒直下

十789

まもなくウェールズの速力は急に落ちて︑

光の中で︑レパルスの水兵が甲板に倒れて

66544310109742102109991097108396

十731 ﹂といふ︑われわれの心やりであった︒十
とよだ
かしなやつだ︒男のくせに︒﹂豊田佐吉
十733圓
とよだ
十734 v豊田佐吉は︑村の人々から︑かういつ
十735られた︒佐吉は︑父の大工の仕事を助けて
十735 ︒佐吉は︑父の大工の仕事を助けて働いて
〉。

の一の
384

385
の一の

十924園

十916囹

十914

十914

十913

十911園

承りますと︑閣下のお子様が︑二人とも

うちとけた爾將軍の話が︑次から次へと

れたでせうが︑海の魚雷が︑山上から泳

に︑日本軍の砲撃の仕方が︑初めと終り

﹁それに︑日本軍の砲撃の仕方が︑初め

の旨を奉じて︑部下の將士を集めて︑激働

その日もロシヤ皇帝の旨を奉じて︑部下の

は︑ロシヤ兵から父のやうにしたはれてゐ

えうさい
﹁︿略﹀︒﹂﹁さすがの要塞も︑あの砲弾に

v﹁あまり旅順の守りが堅いので︑あ

軍の二十八サンチの砲揮には︑弱りまし

十999図

十996図 めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

十996葺く立ちこめて︑馬の毛も甲の色もさだか

十993図れば︑比良の高嶺の雪も消え︑習々の氷

十993図ことなれば︑比良の高嶺の雪も消え︑谷

十993図︑正月二十日蝕りのことなれば︑比良の

十988図麟

十987図圃

十986図圏

十986図圃

十984図團

を見渡して︑人々の心を見んとや思ひけ

十998図端に打ち出で︑水のおもてを見渡して︑

十994図

思ひけん︑﹁水の引くをば待つべきか

いととざすや秋の暮

來る茶わんの中の金魚かな 鳴雪
か
たたかれて書の蚊を吐く木魚かな

らひ罷る茶わんの中の金魚かな

をともしけり春の海

十916囹

たかね

みつうみ

みつうみ

たちばな

つと渡り︑向かふの岸に打ちあげたり︒

いけずき

びやうどう

の川︑近江の湖の末にて候へば︑待つ

あふみ

あふみ

の雪も消え︑憎々の雪打ち解けて︑川水

鳴雪

十926

をしました︒祖國のために働くことがで

十㎜1言挙

﹁この川︑近江の湖の末にて候へば︑

子規

十928園

︒﹁閣下は︑最愛のお子様を二人とも失

十㎜6図國

十909園

十933園

な方です︒私などの遠く及ぶところでは

十㎜6言誤

この川は西國一の大川そや︒馬の腹帯

十908園

十937囹

テッセル三軍は︑次のやうなことを申し出

十939囹

きで︑伝馬に四頭の馬を飼ってゐます︒

十棚7図國

言説2図 ぶ︒ここに平等院のうしとら︑橘の小島

十835といふ家屋は︑爾軍の砲弾のために︑影も
十835家屋は︑両軍の砲弾のために︑影も形もな
＋8310 ︑壁に残ってみる弾のあとを︑ともかくも

十94一

した馬も︑その中の一頭で︑すぐれたア

の大川そや︒馬の腹帯の延びて見え候

十871図魍
きも今日は大君の恵みの露にうるほひ
十871図魍
日は大君の恵みの露にうるほひにけり
しも
十877ばれたことか︒藤見の當日は︑霜が深かつ
くロリ
十879に着いた︒白あし毛の馬に︑黒い鞍を置い

子規
ひ ら

十942園

︒ついては︑今日の記念に︑閣下にさし

指話7図圏

に佐々木殿︒水の底には大綱あるらん

そや︒馬の腹帯の延びて見え候ぞ︒し

たかね

十944園

は答へた︒﹁閣下の御厚意を感謝いたし

十皿2図國

扇棚7韓国

ら

十843にふさはしい會見所の情景にほほ笑んだが
十847新聞紙は︑露軍敗北の記事で以たされてゐ
十852軍代表は︑柔順開城の談判をすましたので
がたさんぽう
十853縣参謀総長から︑次のやうな電報があった
十854適齢
ッセルより開城の申し出でをなしたる

十946園

ただ︑軍馬も武器の一つですから︑私が

ひ

十855図国テッセルが祖國のために蓋くしたる動
したまひ︑武士の名魯を保持せしむる
十856図国
十859津野田参謀は︑二名の部下をつれて︑ステ

十951囹

て︑その上︑正式の手績きをしてからい

ぐわいたう
＋8710た︒その後に︑水色の外套を着た將校が四

ら

＋8510て︑ステッセル將軍のところへ行った︒ス

十951園

十撹4留木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる大綱

ひ

十862度を整へてから不動の姿勢を取った︒津野
十866囹ル將軍は︑﹁日本の天皇陛下より︑この

十953園

︒さきに日清職畢の時︑乗ってみた馬が

十皿7図

十撹6図生食といふ日本一の馬に乗りたれば︑眞

くん

＋8610︑うやうやしく得手の禮をした︒乃木將軍

十958園

ロシヤ軍の戦死者の墓は︑あちこちに散

ときに︑ロシヤ軍の戦死者の墓は︑あち

こういん

﹁宇多天皇九代の後胤︑近江の國の住

だ

十槻10図圖

十麗8呈し流され︑はるかの下より打ちあげたり
十二10図國

後胤︑近江の國の住人︑佐々木の四郎

こういん

う

﹁︿略﹀︒﹂﹁戦死者のことまで︑深いお情

ることなら︑將士の氏名や︑生まれ故郷
だきまして︑お禮のことばもありません
運ばれた︒南岳料理のとぼしいものではあ

十佃3図打ち渡る︒向かふの岸より敵の放つ矢に

ンドラテンコ少將の墓は︑どうか保存し 十鵬1図像 郎高綱︑宇治川の先陣そや︒﹂と名の
十973

十鵬4図

三面3図向かふの岸より敵の放つ矢に︑畠山︑馬

十鵬6図ものともせず︑水の底をくぐりて︑向か

つ矢に︑畠山︑馬の額を射られ︑馬はね

はあったが︑みんなの談笑で食事はにぎは
めいせつ

十974

じ

元日や一系の天子不二の山鳴雪

ふ

ら中庭へ出て︑記念の応診を取った︒別れ

十982図面

十975

十9610園

十968囹

十968園

〉。

十965園

にっしん

十963囹

十963園

十882に生えてみたなつめの木に︑その馬をつな
ばくれう
十883 ︑乃木孤軍も︑敷名の幕僚とともに到着し
十885た︒乃木將軍は︑黒の上着に白のズボン︑
きん
十885軍は︑黒の上着に白のズボン︑胸には︑金
十892囹
木鼻軍が︑﹁祖國のために戦っては來た
十895園
﹁私も︑十一箇月の間筆順を守りました
十898 vと答へた︒一嘗の野面がすむと︑一同
十901囹 セル將軍が︑﹁私のいちばん感じたこと
十901囹じたことは︑日本の軍人が實に勇ましい
十902園
殊に工兵隊が自分の任務を果すまでは︑
ぱう
抱強さには︑敬服のほかありません︒﹂
十906牛
島908園 ﹁しかし︑日本軍の二十八サンチの砲弾
V。

むさし

て︑﹁武藏の國の住人︑大串の次郎重

3210887655332218119985210985439975
さみ︑みかたの船の二丈ばかり離れたる

いはさみ︑みかたの船の二丈ばかり離れ

したりけん︑義経の船に乗り當り︑あは

ざれば︑甲かぶとのよき武者を︑義血か

訳出6

十重6 み方が︑自然﹁生﹂の字の訓となったので

十描6 んだもので︑それらの讃み方が︑自然﹁生

十備5 國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當てて讃ん

十備5 る﹂といったわが國のことばを︑漢字の﹁

十柵3

で︑﹁山川﹂﹁父母﹂のやうに︑﹁さんせん﹂

槍備7 やうに︑訓にも︑音のやうに二つ以上ある

が︑自然﹁生﹂の字の訓となったのです︒

海へ捨てたり︒甲の袖︑草ずりもかなぐ

さね

期宙6

十柵5︑﹁重箱﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下

き

︒ここに土佐の國の住人︑安藝の太郎實

安藝の太郎を︑左のわきにさしはさみ︑

小舟に乗り︑教纏の船に並べて乗り移り

すとも︑何ほどのことかあるべき︒た

ともなひたり︒弟の次郎も︑すぐれたる

十m1 に案内された塗り物の工場は︑薄暗い土工

十佃5

十稲2 るのです︒殊に︑人の姓名や︑地名などに

十悪9 ︑意味の違ひや︑文のおもしろみを出して

十柵9 種類があって︑意味の違ひや︑文のおもし

おのれら︑死出の旅の供せよ︒﹂とて︑

︑弟の次郎を︑右のわきに取ってはさみ

十m1 工場は︑薄暗い土壌の中である︒障子をも
れら︑死出の旅の供せよ︒﹂とて︑生

十佃3 い︑やはらかな膏藥のやうなものを︑細い

へば︑﹁國民學校﹂の﹁國﹂﹁民﹂といふ

讃み方は︑漢字本來の嚢音で︑これを漢字

十伽1 そをつめて行く︒次の部屋へはいると︑こ

︑職人は︑ 一つ一つのすき間へ︑こくそを
が︑これこそわが國の昔からのことばで︑

十伽2 ︒そのかげで︑職人の手が動いてみる︒そ

十㎜1 こくそをつめた白木の盆が︑うつ高く積ん

十佃10

十佃6囹ふものですよ︒米の粉と︑おがくつとを

こそわが國の昔からのことばで︑それを漢

の人たちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑

十⁝⁝⁝5囹 は︑その土地特有のもので︑これがなか

︑下塗りのできた盆の内側へ︑黒い漆を工

大部分の漢字は一つの音で讃みますが︑﹁

十伽10

十㎜7 話しながらも︑仕事の手はちっともゆるめ
十伽10

十梱8

る︒﹁下塗りは下の部屋でしますが︑中

みる︒﹁︿略﹀︒﹂主人の話は︑中塗りのこと

十梱5囹 と上塗りは︑二階の方がいいのです︒塗

十梱4園

事梱1 て︑時々︑くじゃくの羽で穗先を作った細

た﹁銀行﹂﹁行列﹂の﹁行﹂は︑﹁かう﹂﹁

﹂﹁生きる﹂﹁生る﹂のやうに︑﹁生﹂を﹁

民﹂﹁靴﹂﹁杖﹂などの訓は︑一つですが︑

はいって︑それぞれの讃みならはしとなつ

﹁く﹂などいろくの音で讃みます︒これ

﹂﹁神宮﹂﹁宮内省﹂の﹁宮﹂は︑﹁きゆう﹂

が︑﹁木刀﹂﹁木目﹂の﹁木﹂は︑﹁ぼく﹂

ど︑そのほか大部分の漢字は一つの音で讃

﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるもので

獲音で︑これを漢字の音といひます︒﹁く

かうやく

十㎜2 子をもれて來る窓際の明かりで︑職人が︑
ぼん
十m2 りで︑職人が︑白木の盆のところどころへ
ぼん
十佃2 ︑職人が︑白木の盆のところどころへ︑黒

うにいろくな漢字の音と訓とに注意して

にさしはさみ︑弟の次郎を︑右のわきに

り︑﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下

十人が力ある大力の者︑おのれにおとら

あ

あげて︑﹁源氏の方にわれと思はん者

大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑大

一民は一㌦が大。．が一町．圏圏図図図図書図図図圏図図図図図図

十欄6図 くぐりて︑向かふの岸に着きにけり︒打
主脳7図國

郎重親︑宇治川のかち渡りの先陣そや
治川のかち渡りの先陣そや︒﹂と名の
ざね

實は︑コの谷の軍破れ︑平家のきん

の軍破れ︑平家のきんだち︑助け船に
んとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒

くわんげん

うら

︿略﹀︒﹂とて︑敵の船を飛んでまはる︒

111

111

111

111

112

112

十梱4図 大串をつかんで岸の上へ投げあげたり︒

十脳7心立
十掴7図國
十価2図圓
十価2図星
十鵬3居士
かかりて︑みぎはの方へ急ぎ行く︒かか

に︑もえぎにほひの甲着て︑黄金作りの

甲着て︑黄金作りの太刀をはき︑連鏡あ

はき︑連鏡あし毛の馬に乗りたる武者一

十六七ばかり︑花のごとき少年なり︒熊
﹁︿略﹀︒﹂﹁ものの敷には候はねど︑武

つねもり

だん

々に射れば︑源氏のものども多く手を負

太刀をはき︑重籐の弓持って︑敵を散々

しげどう

れに︑唐綾をどしの甲着て︑鍬形打つた
を
形打つたるかぶとの緒をしめ︑いか物作
しげどう
しめ︑いか物作りの太刀をはき︑重籐の

からあや

さるほどに︑源平のつはもの︑壇の浦に
から
や思ひけん︑赤地の錦のひたたれに︑唐
からあや
ひけん︑赤地の錦のひたたれに︑唐綾を

聞けば︑平の経盛の子︑敦盛とて︑生年

を取って大將義纒の見参に入れたれば︑

十重6図画 のあかつき︑城の内にて管絃したまひ

十梱4図解きて見れば︑錦の袋に入れたる笛を腰

十二8図圖 け奉って︑のちのとぶらひをも仕らん

十佃7翁草 へども︑みかたの軍兵満ち満ちて︑よ

十㎜6図園 る︒﹁さては汝のためにはよき相手ぞ

垂柳3感服 ねど︑武豊の國の住人︑熊谷の次郎直

十面2図國

77665

112

112

112

112

113

113

113

113

113

114

114

114

十十十十十
105 105 105 105

4108776655419

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

115

116

図図図図図

図図図図図図図図図図図図

これを見て︑教纒のもとに使者を立て︑

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
116
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十十十十十十十十十十十十
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主人の話は︑中塗りのことになる︒﹁︿略﹀

︑まもなく海岸一帯の敵陣から︑雨のやう

飛行機は︑輸送船團の頭上から襲ひかかつ

一帯の敵陣から︑雨のやうな猛射を浴びせ
︒爆弾をかかへた敵の飛行機は︑輸送船團

ぼった︒わが輸送船の一隻が︑敵揮のため

へをどり込んだ︒敵の職闘機の群が︑海面

送船の一隻が︑敵弾のため火を署したので

込んだ︒敵の職闘機の群が︑海面すれすれ
あくま

面すれすれに︑悪魔のやうな翼をひるがへ

行く︒海岸からの敵の銃砲火は︑ますます

んで行く︒海岸からの敵の銃砲火は︑ます

て︑掃射する︒護衛の駆逐艦からも︑輸送
くわ
︑黒い翼がぽっと紅
のえ
火ん
焔を吐いて︑まつ

た︒泳いでみる兵士の鐵かぶとが︑沈むか
へたどり着くと︑目の前に屋根形に張られ
︒その後には︑とげのある無線が張りめぐ
その後には︑屋根型の鐵條網が︑嚴重に設
ざんがう

や

し

五十メートルほど後の方には︑帯のやうな
や

し

ほど後の方には︑帯のやうな誓書と︑椰子
ざんがう

やうな輩壕と︑椰子の木かげに見えがくれ
見えがくれする灰色のトーチカが築かれて
て直る︒ぬれねずみの姿で海岸へはひあが

かれてみて︑あらしのやうに撃ちまくって
へはひあがった兵士の身を︑かくす物は何
つない︒弾丸のタ立の中で︑波打際に突つ

は何一つない︒弾丸の夕立の中で︑波打際

だ︒﹁︿略﹀︒﹂部隊長のするどい叫びが傳は

動くな︒﹂部隊長の太い聲だ︒兵士は︑

のなかった私は︑船の勤めば話に聞くほど

よひに苦しんだことのなかった私は︑船の

きつけて來て︑氣分の悪いのも︑眠いのも

板へ出ました︒深夜の空には︑ちりばめた

ばん

だきました︒三本足の錐であったのが︑二

來て︑みかんの小箱の中でくだきました︒
きり

持って來て︑みかんの小箱の中でくだきま

ます︒熱の高い患者の氷が解けてみるので

々はつとします︒熱の高い患者の氷が解け

る人︑さうした人々の目をさますまいと︑

を洗ってから︑病室の中をまはりました︒

うしてるると︑機關の響きと震動が︑から

病室の患者は︑よく寝静ま

くわんじゃ

て突き進む皇軍將士の前には︑堕壕も︑ト

網も︑まるで枯れ木のやうにもろかった︒

る鐵條網も︑屋根型の鐵條網も︑まるで枯

破ってからは︑とげのある鐵條網も︑屋根

た︒突撃だ︒第一線の鐵條網を破ってから

敵の砲弾が兵士の目の前で炸裂し︑あたり

さくれつ

て︑敵の砲弾が兵士の目の前で炸裂し︑あ

さくれつ

﹂と音をたてて︑敵の砲弾が兵士の目の前

だ︒兵士たちは︑砂の底で︑砂といっしよ

兵士たちは︑鐵條網の下をほって︑もぐつ

進む皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒兵士

らのやうに進む皇軍の鐵かぶとの列が見ら

あげながら︑もぐらのやうに進む皇軍の鐵

つ︑三つと︑半煮網の向かふ側に︑砂を盛

うつ伏した兵士たちの全身をなぐりつけた

も︑績けざまに二つの轟音がとどろいた︒

が傳はつた︒その聲の終らないうちに︑ま

1175111101063984332299976665429877
囹

十捌8

十糎1囹 塗りをします︒盆のやうに簡軍なもので
十槻3園 す︒なかなか三二のかかる仕事です︒﹂

十慨5 ばに積まれた中塗りの盆は︑内側ばかりが
十麗6 ︑外側はまださび色のままである︒﹁︿略﹀
むろ
十槻8囹 きません︒この室の中をごらんなさい︒
ふんどう
なるほど︑室の横側には︑重い分銅

十旧7
ふんどう

十旧7 横雲には︑重い分銅のついた仕掛があって
し つど

十重6園 温度と灘度に愛りのない土藏が選ばれ︑

主人の話に感心しながら︑

十悩6園 選ばれ︑更に︑室の中で乾かす必要があ

十悩8
十悩8 心しながら︑上塗りの部屋へはいる︒下塗
十悩9 ︑上訴をかけて最後の仕あげをする仕方は
十慨2囹 れで︑一通り工場の御案内は終りました
十伽6 ましたが︑みなさんの霊園には︑どんな塗

十価6 ︑いろくな塗り物の並んでみるのを見ま
くれなみの二尺のびたるばらの

十楢3図幽 尺のびたるばらの芽の針やはらかに早

十号3図魍
船㎜3図魍 びたるばらの芽の針やはらかに春雨の

松の葉の葉ごとにむすぶ

十島4図圏 やはらかに春雨の降る

十搦5図圏

松の葉の葉ごとにむすぶ白露

十俗5猛牛 とにむすぶ白露のおきてはこぼれこぼ

十伽5図圏

十伽8図圖 る小鳥多し障子のぞとにひねもす聞ゆ

な

汽車の來る重き力の地ひび

三雲3図魍 車すぎ行く夏草の野路に
命乞5図魍

や

両手をそろへて海岸の砂をほった︒そのく
︑全身を埋めた︒砂の上には︑銃劒だけが
る︒兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋

く︒ぎらぐと太陽の光を反射させながら
つて動いて行く︒砂の上を︑ひとりでにす

132

132

で32

132

133

133

133

133

133

133

1詔

133

133

133

134

134

134

134

134

134

134

1謁

135

135

135

1訪

136

1茄

136

十切5細雪 車の來る重き力の地ひびきに家鳴りと
な

十一5図圏 鳴りとよもす秋の評すぎ
はへ
おとろへし蝿の一つが罪なく障子に
十梛7図圏

十梛9図圏 るひ立ついくさの前に火も水もなし
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1初
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1論

13了

1圏

128

1圏

↑29

129

129

129

129

129

1四

129

130

130

130

129

ある︒鐵條網が︑手のとどくところにせま

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

13了

十旧2 船團は︑マライ半島のコタバルをめざして
十伽5 ︑いち早くわが野帰の近づくのを感知した
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音が聞えます︒機關の響きのほかに︑船腹

十帽9圓

十傾8

十粥5

十M4

吉から︑備中・備後の二箇國を與へるから

詩語2園

﹁この刀は︑國境の固め︒かなはぬ時は

も︑﹁これは意外のおことば︒私どもは

つた︒その時︑七人の城主は︑いつれも︑

小早川隆景は︑七城の城主を集めて︑﹁︿略

へるにあたり︑総元のをぢ小早川予審は︑

十目7てこもってみる五千の生命をも考へた︒自

十槌4園

十樹10

十棚9 やって來た︒二さうの舟は︑静かに近づい

十棚7 向かふからも︑検使の舟がやって來た︒二

十捌6 をこぎ出した︒五人の部下が︑これに從つ

十捌4 ︑城をあとに︑秀吉の本陣へ向かって舟を

十棚1

︑さぞお氣つかれのことでせう︒せめて

︑滞満とたたへた水の上に︑舷を並べた︒

十島9 に筆を取って︑城中のあと始末を一々書き

十㎜5 腹巻を取ると︑治嘉の腹は︑眞一文字にか

十襯5 臣があった︒その日の夕方︑使者を以って

︒でも︑これくらみの波に負けるものかと

えます︒機關の響きのほかに︑船腹に漏る

十衛5

つた︒かうした宗治の態度に︑秀吉はいよ

十齪4園

びつちゆうびんご

ふなばた

いてみるのが︑患者の何でもない身振りに

いかげができて︑目の光もにぶくなってし

十備6

十爾4

十備4

だのであるから︑城の周園のたんぼは︑た

る足守川は︑長良川の水を集めてあふれる

折から降り幽く梅雨のために︑城近く流れ

での仕事に︑さしもの大堤防も︑日ならず

た︒夜を日に縫いでの仕事に︑さしもの大

十旧9つた︒検使は︑宗治の首を持ち錦つた︒秀

十旧7 に切腹をした︒五人の者も︑皆そのあとを

面欄7 にのこして

十鵬5図心

十塒2 ︑おもむろに誓願寺の曲舞を歌って︑舞ひ
こけ
十旧5図國 わたれもののふの名を高松の苔にのこ
こけ
のふの名を高松の苔にのこして と野

直管10園

でせう︒せめてものお慰みと思ひまして

聞かれました︒満身の力をこめて︑出した

十爾7

あるから︑城の周園のたんぼは︑たちまち

主︑これに從ふ五千の警士︑たやすくは落

たかかげ

かに︑船腹に肖る波の音がものすごく聞え
あくま
しけて來て︑波や風の音が︑悪魔の叫びの
あくま
波や風の音が︑悪魔の叫びのやうに︑氣味

十備9

吉に︑高松城水攻めの計を申し出た者があ

十衛10

ひみつから堤防工事の指圖をした︒夜を日

たかかげ

の音が︑悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くな
︒重い患者には︑船の動揺が禁物です︒牧

十備2

いつのまにか︑夜は明けば

も思はなかった一人の患者が︑船が揺れだ

出定3

それと同時に︑全身の氣力は︑なくなって

十恥8

んぼは︑たちまち湖のやうになった︒三

十㎜2

あく ま

身に冷汗が流れ︑目のまはりに黒いかげが

しまひました︒何萬の敵をものともせず︑

十爾8

毛利方は︑高松城の危いことを知り︑二

十㎜3 ぼくなった︒せと物のやうに固くなり︑ひ

くせまひ

なことをいった︒白田の土が︑ぽこぽこに乾

︑﹁あっばれ武士の手本︒﹂といってほ

と僻世の歌を残して︑みごと

せいぐわんじ

宗治は︑﹁この世のなごりに︑ひとさし

職ひぬいたこの勇士の頭に︑最後にひらめ

十二9

いことを知り︑二二の援軍を送ってよこし

ながら

ててくれた︑尊い母の姿であったのでせう

十帽1

ずんずん増して︑城の石垣はすでに水に聖

あもり

宵番の人が起しに干た聲を

十術1

十翫8

の意を傳へた︒和睦の條件として︑毛利方

織田信長が三王五千の大軍を引きつれて︑
ゑけい
うと思った︒五爵寺の僧恵瑳を招き︑秀吉

十㎜9

十㎜9

﹂張は︑自分の二人の息子のことを思ひ︑

︿略﹀︒﹂張は︑自分の二人の息子のことを

十蹴8園

十蹴7 にしまっておいた倉の物も︑あと︑いくら

くロリ

皇軍10

條件として︑毛利方の領地︑備中・備後・

だのぶなが

十幣1

來た︒ズ略﹀︒﹂井戸の水も︑かれて創る︒

倉には︑ほとんど物のないことも思った︒

でください︒うちの子どもが︑うゑてる
十幣1

はうき

十㎜9 ︑自分の二人の息子のことを思ひ︑倉には

いなば

・美作・因幡・肩書の五箇國をゆづらうと

みまさか

十㎜9

おとうさん︑御飯のあるところへ行きま

干る︒﹁︿略﹀︒﹂二人の子どもは︑かういつ

十㎜12

︒ これには︑さすがの秀吉も驚いた︒さう

お

十三4 れて︑見えるかぎりの変畠は︑しらがにな

十粥2

て︑コ時︑秀吉の軍に降り︑時機を待

十三4

十㎜2

画撫5園

どうとでもして看護の手を書くし︑無事に

十川5雷 うだ︒これくらみのことで一 かぎりあ
雨欄5園 一かぎりある身の力ためさん︒﹂私の
十側7 ました︒又略﹀︒﹂私のからだは︑すっくと
十川9 る病院が︑この勇士の患者たちを待ってる
十糊9 つてみる︒それまでの間︑どうとでもして

十柵6園 睦するなら︑城兵の命は︑宗治の首に代
十手6園 城兵の命は︑宗治の首に代へて助けよう

十三4 遠くを流れてみる川の音に︑耳をすました

十㎜4園

＋補−〇

思った私は︑もう船の動揺にもよろめかな

＋幣10園 主家は安全︑五千の命は量る︒﹂と思つ

しみづむねはる

高松の城主清水宗治は︑急
だくりう
渡すと︑廣い城下町のたんぼへ︑濁流がも

十柵2園 ろしい︒明日︑私の首を進ぜよう︒﹂と

十襯1
十襯5
十襯6
十備2
十柵4

はしばひでよし

主家を守るべき七城のうち︑六城がすでに

落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑直ちに毛利方

よひばん

せん︒とたんに︑私の頭の中には︑病室で
︒とたんに︑私の頭の中には︑病室で苦し

十宙3

五玉10園

で苦しんでみる患者の顔が浮かんで來まし
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などを持つた︒二人の子どもは︑茶わんや

ここらあたりは︑海のやうになってしまふ
どべい
まふ︒畠はもちろんのこと︑家でも︑土塀
十㎜8

十㎜6

寺脚5

十㎜5

愛路少年隊には︑次のやうな美談がある︒

いで︑いつ心得違ひのらんばう者が︑現れ

るから︑今でも日本の員意がわからないで

︒あれほど廣い支那のことであるから︑今

︒冬は冬で︑風睡りの少ない胡同の廣場に

風連りの少ない胡同の廣場に︑子どもたち

ひんやりとした土塀の日かげを選んで︑風

日かげを選んで︑風の通り道で遊んでみる

には︑大きな毛抜きのやうなものを持ち︑
︑そこでは︑どこかの子どもが︑もう頭を

れた︑これも朱塗りの箱を︑てんびん棒で

い

す

せんめん

い

どこからともなく女の人たちが集って來て

いそがしい︒子どもの見ものでは︑このほ

び聲であらうと︑管のやうな胡同には︑そ
ふ
は︑水を運ぶ一輪車の音であらう︒水に不

くのは︑夢の中の聲のやうに思はれる︒春

ゆめ

を聞くのは︑夢の中の聲のやうに思はれる

ゆめ

の聲を聞くのは︑夢の中の聲のやうに思は

ゆめ

止まない︒思はず夜のふけるのも知らない

ぶたい
の廣場などに︑影給の舞皇をこしらへて︑

る︒日暮れ時の胡同の廣場などに︑影給の

給がある︒日暮れ時の胡同の山場などに︑

り︑とんでもない別のことを演じたりする

西遊記といった支那の昔物語をやるつもり

さいいうき

てるのは︑猿まはしのどらであらう︒﹁︿略

違ふし︑同じ大きさのどらでも︑その打ち

巻く︒黄色や︑紅白の糸たばがくりひろげ

ついでみる︒前の荷の上に︑小さなどらを

をかついでみる︒前の荷の上に︑小さなど

客の腰掛ける朱塗りの椅子や︑洗面器や︑

しゅぬ

い︒床屋が通る︒客の腰掛ける朱塗りの椅

しゅぬ

鳴らして捻る鳴り物の音がおもしろい︒床

こしらへたり︑遠くの方から響いて写るい

このやうな︑ブリキのつづみを鳴らしてや

る︒でんでんだいこのやうな︑ブリキのつ

ほったり︑土で團子のやうなものをこしら

9

水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑

︑やっと列車を少年の寸前で止めた︒ある

りだ︒少年は︑線路の上に二王立ちになり

十湘1

少年は︑自動車道路の見張りを受け持って

あり︑みんなは︑何の手がかりもないこの

9

︒ある少年が︑鐵道のこはれてみるのを見

十㎝2

ない︒そこで︑少年の老父が︑これに代つ
やう
して︑父親は︑少年の身代りとなった︒楊

十㎜12

十㎝5

楊少年は︑﹁自分の村に起つたことだ︒

12

十㎜9

いなごだ︑いなごの大群だ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十川8
十躍2

めなかった︒ある日の夕方︑かれは村の墓

1

笛があった︒なつめの砂糖づけもあった︒

十騰2園

日は夜明けから︑張の家では︑変量をやっ

かりである︒いなごの群は︑雨のやうに︑
︒いなごの群は︑雨のやうに︑ざあっと畠

た︒﹁︿略﹀︒﹂長い変の一うねを刈りあげる

十η3園

日のタ方︑かれは村の墓地を通ってみた︒

悪者といっても︑村の良民と違った着物を

十㎜6

光電6

の物音に驚いて︑村の人たちがかけつけて

べきん

北京の町には︑胡同が網の
こうち

には︑賛同が網の目のやうに通じてみる︒

まり道幅もない側側の土塀の上から︑ゑん

215

1
216
216
216
216

十烈12

ちゅうしう

なかった︒仲秋明月の夕暮である︒畠から
なし
來た︒庭へ出した机の上に︑梨やぶだうを
︑火がともった︒風のない静かな月の出で

︒風のない静かな月の出である︒二人の子

十㎜1

楊少年は︑苦しい息の下から︑﹁悪者が三

その破片が︑楊少年の肩や背にあたった︒
十珊4

光画11

十㎜11

月の出である︒二人の子どもは︑笛を合は
けっくわん
︑人間でい
へば血管のやうなものである︒

に故障が起れば︑國の活動は︑たちまちと

りがあれば︑からだの働きも望めないやう

十川2

︒それっきり︑少年の息は絶えてしまった

とになる︒殊に支那のやうに︑廣くて大き

十脳2

どべい

同といふのは︑小路のことである︒どこの

幅もない爾側の土塀の上から︑ゑんじゅの

のことである︒どこの家も︑高い土塀を立
十脳8

の上から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑ね

十銅5

十川3

那だけでも︑これらの延長は︑約二萬六千

に︑中支那・南支那のものを合はせたら︑

十脳8

きないうちは︑支那の活動も︑嚢達も望め

愛し︑これを守る村のことで︑道の両側お

十脳8

ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑ねむの枝など

やなさ

おのおの十キロ以内のところを︑これに當

十川9

︑大きくなってからのなつかしい思ひ出と

とっては︑かけがへのない浮しい遊び場所

じである︒一見︑何の曲もないやうなこの

いはば︑胡同は一本の管になって︑どこか

やなぎ

や︑楊の木や︑ねむの枝などが︑ずっと延

十舗2

十篇1

十脳10

十脳9

やなぎ

守る村のことで︑道の爾側おのおの十キロ
一歳から十七歳までの少年がみて︑みんな

かし

がみて︑みんな元氣のよい顔に︑國防色の
かし
のよい顔に︑國防色の制服を着て︑樫の棒
色の制服を着て︑樫の棒をかつぎながら堂

年たちは︑それぞれの任務を帯びて︑受持

台下3

215
215

4

4
5
215

2
8

十

215
215

3

6
216

6
1110

つた︒子どもたちとの約束が︑果せると思

432221109962198763221210751277

215
216

8
216
216
216
217
217
21了

2
2

6
12

4

217
218
218
219

219

218

218

6
218

12111110

218
219

3
101010
5

十十十十
204 204 204
206

206

206

20了

20了

20了

⑳了

2n8

208

⑳8

208

208

208

208

209

209

⑳9

209

209

209

210

210

210

210

210

219
220

8

10 3 10 6 5

任務を帯びて︑受持の場所につく︒あれほ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

220

205

⑳5

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
210

389
の一の

く略﹀︒﹂が響く︒夏の日には︑この音が涼

たてる︒だから︑車の動いてみる間︑絶え
りやう
が涼味をさそひ︑冬の日は︑いかにもさむ

りやうみ

圏圏蓋しちくちた。い光このって行にやれ刻とが。；文2るて義挙登た
なんきん

る夜しばしかり寝のゆめをお結びになつ

の家である︒軍務のおつかれで︑王は︑

みゃくはく

十一119

すか︒せっかくの御熟睡をおさまたげ

てるたが︑あたりのさわがしさで︑目を

十一119
十一1110

た︒ああ︑自然の大きな脈搏︒松花江

十一122園

せん︒この附近の住民が病氣で︑今に

︒﹁︿略﹀︒﹂おつきの者が︑恐る恐る申し

ごじゆくすみ

を吐く︒暗黒色の流れにあふられ︑氷

十一127園

つしゃつて︑一服の藥をお取り出しにな

十一124

ひろげ︑わが子のやうに村誌をだきか
ながひさ
きかかへて︑春の歌を歌ふ︒二 永久

十一1210

暗くなって︑大粒の雨が降りだした︒演

夏の空が︑武藏野の上におほひかぶさつ

十一138

十一133

十一133

なった王は︑武官のさし出すこの電報を

十一136図團

十一134

この電報を御一篇ののち︑今飛んでおい

が並んでみた︒王のお情に︑心からお禮

舎の前には︑蒙古の住民たちが並んでゐ

翌朝︑王の御宿舎の前には︑蒙古の住民

なった︒翌朝︑王の御宿舎の前には︑蒙

十一87

つて︑王は︑一軒の農家の軒先にお立ち

十一139

略﹀︒﹂と︑おつきの者にそれをお渡しに

十一91

王は︑一軒の農家の軒先にお立ちになつ

十一132

がわかり︑その文字の意味がわかって來る

十一93

になった︒御軍帽のひさしからは︑雨の

十一133

と︑いっそうその聯の美しさが心に刻まれ

十一93

てまみつた黒竹の杖でございます︒﹂
むさしの

刻まれて來る︒隣りの家の聯がわかるやう

十一94

十一1310

十一104

十一103

殿下の御前に不動の姿勢でお立ちになつ

︑王は︑母宮殿下の御前に不動の姿勢で

春︒陸軍砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母

昭和十五年の春︒陸軍砲兵大尉の

十﹇146

十一142

空演習で帝都は夜のやみにとざされてる

のである︒第一線の將兵たちは︑この電

十一141 なった︒砲煙揮雨の間︑王は︑彼我の戦
ていさつ
十﹇141 の間︑王は︑彼我の戦況を御偵察になつ
さつ
十﹇141 察になって︑作戦の御指導をなさったの

つたはるかかなたの空を︑もう一度ふり

つて︑それこそ天上の音樂である︒中庭の

て飛んで撮ると︑笛の音がいろくに鳴つ

十一104

十一104

たちは︑またそちらの方へ走って行く︒胡

いで行く︒花嫁行列のラッパの音が︑どこ
︒花嫁行列のラッパの音が︑どこかで響く

光ったわたが︑土塀の片すみにたまる︒ふ

十一111園

十﹁109

十一108

されて︑王は蒙彊の地へ御出征になる︒

十一106囹

あった︒﹁陛下のおんため︑力の績く

になる︒その最後のお別れに︑母宮殿下

十一107囹

のおんため︑力の績くかぎり職ひぬく

ですから︑決死の覧悟で︑御奉公なさ

やった︒﹁永久のからだは︑お上にお

十﹁152

十一151

十一1410

十一149

十一148

十一148

十一147

きになった︒正門の前には︑お四つでい

から︑静かに高輪の御殿へお進みになつ

ぎの車は︑儀侯隊の護りもいかめしく︑

た︒その中を︑王の御なきがらを奉安す
ぎぢやう
奉安する御ひつぎの車は︑儀杖隊の護り

つしゃつて︑水晶のすだれを掛けたやう

の音樂である︒中庭のあんずが咲いて︑花

ちを育ててくれる母のふところのやうなも

十﹁114

十一111園

たかなわ

十一117

十一117

粗末な蒙古の住民の家である︒軍務のお

舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒軍

第一線における王の御宿舎は︑粗末な蒙

平々とした罫書の原野︑第一線におけ

十一156

十一154園

十︻154園

のですから︑心の中で萬歳を唱へてお

てるた︒﹁名籍の御凱旋をなさるので

時ごろ︑御ひつぎの車は︑御殿にお着き

しさにひたり︑人情の温かさを吸って︑お

十一118

︑御満足さうに王のお顔を御覧になり︑

ぎぢやう

くれる母のふところのやうなものである︒

もうきやう

ちは︑この中で自然の美しさにひたり︑上

い氷︑遠い爾岸の間をぎっしりと張り

十﹁118

やった祖母宮殿下のおいひつけ通りにな
ら︒半年も地面のやうに動かなかった

をしてから︑春のいぶきをいっぱいに

十﹁152

をつけない日の丸の小旗をお持ちになつ
がいせん
ちになって︑父宮の御凱旋をお迎へあそ

やなぎ

このころである︒楊のわたが︑どこからと

するしやう

むさしの

れて來る︒隣りの家の聯がわかるやうにな

ひさしからは︑雨のしっくがしたたり落

黒影を迎ふるの光学に浴す︒將丘2

やうになり︑向かふの家の聯もわかるやう

十一910

十一94

晴れた夏の空が︑武藏野の上に

君王は︑母宮殿下の御前にお立ちになつ

陸軍幼年學校の制服をお召しになつ

るかオホーツクの海へ向かって︑﹁は
︑﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒暗黒

8777666555
7853871985
園
圃圏圏圏圃圃

になり︑向かふの家の聯もわかるやうにな

十十十十十十十十十十

行く︒正月には︑門の戸びらに︑眞赤な紙

ころから︑この門柱の聯を眺めてみる︒た
︒ただ美しいかざりのやうな氣持で眺めて

文句であったり︑詩の一節であったりする

るい夜空に︑南京玉のやうな星がばらまか
れ︑
ん聯が書かれ
︒厳器に面した家々の門には

てるたで美しく︑星の夜であれば︑また更

氣持を起させる︒夜の胡同は眞急なので︑

一一一
5 4 4 1 1 1212111010 4 3 1 1212 6 4 4 4 4 3 2 1 12 8 7 5 4 2 121211
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も︑蒙彊へ御出征の時︑最後の御壁面を

た︒王が幼年學校の生徒でいらっしやつ

關から︑母宮殿下の御居間︑櫻の間にま

十一207図國らん︒もし甲の上を射ば︑矢じり砕

十一206図圓

十一205図圓

十一202図圏
ればこそ︑前の矢を見ながら︑ここ

﹁この者︑甲の下に腹巻を重ねて着

は︑﹁足助殿の御弓勢︑日ごろ承り

くわん

御出征の時︑最後の御聖節をなさったの
十一208︹図圓

十一213図彌五郎がかぶとの勤向砕きて︑眉間の

らん︒かぶとの心向を射たらんに︑
みけん

下は︑母君としての御慈愛に滞ちたお自
みけん

め戦ふ︒矢叫びの音︑ときの聲︑しば

・からめ手︑城の内︑をめき叫んで攻

十一215図けり︒これを軍の初めとして︑大手・

向砕きて︑眉間の眞中をぐざと射込み

十一215図

十一213図

山高くして一片の白雲峯を埋め︑谷深

十一216図

雪竿といふ大力の僧︑衣の袖を結んで

なって︑木戸口の邊まで攻め來たる︒

は︑寄せ手雲霞のごとしといへども︑

十一221図げつくる︒敷萬の寄せ手︑どうと打ち

しげ

十一2310図

はける黄金作りの太刀を抜きて︑海中

十一242図り︒その夜の月の入り方に︑稻村が崎

十一242図れたり︒その夜の月の入り方に︑稻村
かまへたる敷千の兵船も︑引き潮にさ

十一2410図

文化の進んだ國︑教養の高

26

26

26

26

26

2了

2了

そもそも笠置の城と申すは︑山高く

谷深くして萬丈の青岩道をさへぎる︒

十一218図

明け行く月に敵の方を見渡せば︑北は

17

また︑相手や目上の人の動作を述べるの
︑相手や目上の人の動作を述べるのに︑

いふのがわが國語のいき方で︑これも白

るためには︑自分のことを謙遜していふ

ちにはいる︒自分のことを﹁わたくし﹂

方で︑これも敬語のうちにはいる︒自分

た︒それ故︑自分のことや目下のものの

ことや目下のもののことを︑私は︑まだ

自分のことや目下のもののことを︑私は

妹たちも︑きのふの祝賀式にいらっしゃ

ても︑それが相手のためにする場合は︑

まみりません︒私のをぢは︑大阪にをり

の身内でない目上の人のこととなると︑

であることと︑眞の敬意︑すなはち敬ふ

まりである︒敬語の使用は︑高儀にかな

語には︑やや特殊のものがある︒多くは

ふのが︑わが國語のならはしである︒し
︒したがって︑女の使ふ敬語には︑やや

ととなると︑他人の前でもやはり敬って

内でない目上の人のこととなると︑他人

である︒ただ自分の身内でない目上の人

相手に蓋して禮儀のあるいひ方である︒

になりません︒私のをぢさんは︑大阪に

じく︑自分の身内の者のこともまた謙遜
︑自分の身内の者のこともまた謙遜して

のと同じく︑自分の身内の者のこともま

た場合には︑自分のことを謙遜していふ

かし︑一たび他人の前へ出た場合には︑

・をば等は︑目上の人であるから︑それ

るのである︒相手のすることに︑﹁御﹂

お話いたします︒のやうに︑﹁御﹂や﹁

る︒しかし︑自分の動作であっても︑そ

2了

愛に漏ちたお迎へのおことばを︑親しく

りと思ひて︑賊の寄せ手七萬五千鯨騎

十一219図

十一224図

けはしく︑敷萬のつはもの陣を並べて

しはさみ︑まりのごとく二三十︑績け

ふ大力の僧︑衣の袖を結んで引き違へ

じゃうばう

て︑一の木戸口の邊まで寄せたりけり

らに取りつき岩の上を傳ひて︑一の木

十一219図

千三人︑かぶとの星をかがやかし︑甲
うんか
かがやかし︑甲の袖を連ねて︑雲霞の

十一228図

十一221図

を連ねて︑雲霞のごとく並びみたり︒

十一229図

一息休めて︑城の中をきっと見あぐれ

のほか︑やぐらの上︑矢ざまのかげに

うんか

らの上︑矢ざまのかげには︑射手とお

あすけ

義貞今臣たるの道を書くさんため︑

しき者ども︑弓のつるをくひしめし︑
みかは

くありて︑木戸の上なるやぐらより︑
︑ ﹁三河の國の住人︑足助の次郎干

十一244図

十一244図はれて︑遠く沖の方にただよへり︒ふ
さがみ

川・山名・桃井の面面を始めとして︑

の進んだ國︑教養の高い治民にあっては

野・武藏・相模の軍勢六萬饒騎︑稻村

むさし

まに︑

十一252

は︑ぜひとも敬語の使ひ方をよく心得て

づけ

もものみ

十一248図

がは

か︒萬乗の君のおはします城なれば

十一249図

に十三束三伏せの矢をつがへ︑ 滞月の

十一252

らない︒まつ相手の人に封して尊敬の意
の人に着して尊敬の意を表すために︑特

鯨騎︑稻村が崎の遠干がたを︑眞一文

をつがへ︑ 満月のごとく引きしぼり︑

十一256

わきばら

だてて二町至りのかなたに控へたる荒

十一258
こらう

ず死しけり︒弟の彌五郎これを敵に見

や

矢なれども必殺のねらひなれば︑荒尾

十一258

甲を通して︑右の脇腹までぐざと射込

やまと か ち

三人張りの弓に十三束三伏せの

て︑大和鍛冶のきたへ打つたる矢じ

せて︑この城の一の木戸を堅めたり
み の
はり
︑
美濃・を尾
張の勢と見るはひが目か

十一236図圓
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32

32

32

32

32

師 山里の春の夕ぐれ來て見ればい

因法師山里の春の夕ぐれ來て見れ

見ゆる秋の夜の碧

さへ見ゆる秋の夜の月

はし飛ぶかりの敷さへ見ゆる秋の夜

見えねども風の音にぞおどろかれぬ

ねたる夜は夢のうちにも花ぞ散りけ

やどりして春の山べにねたる夜は夢

まぜて都ぞ春のにしきなりける

の美風が︑ことばの上に反映したのにほ

の尊さ︑昔ながらの美風が︑ことばの上

つまりわが國がらの尊さ︑昔ながらの美

ればいりあひの鐘に花ぞ散りける
にたなびく雲の絶え間よりもれいつ
つる月のかげのさやけさ

もれいつる月のかげのさやけさ

紫式部は︑ 子どもの時から非常にりこう
ためとき
ふちはらののぶたか

ふほどでした︒ 父の爲時は︑﹁︿略﹀︒﹂と

に仕へて︑紫式部の名は⁝世に高くなり

なって︑藤原宣孝の妻となりましたが︑

とに圓満な︑深みのある人でした︒二十

た︒式部は︑文學の天才であったばかり
ったら︑源氏物語のやうな︑かな文は書

誌時︑かな文は女の書くもので︑男は︑

十四帖は︑わが國の偉大な小説であるば

使って︑その時代の生活をこまやかに寓

あればこそ︑當時の評語を自由自在に使

十一441

十一438

十一436

月になった︒元日の朝︑源氏は︑ちよつ

やはりおばあさんのことを思ひ出しては

︑源氏をほんたうのにいさんだと思ふほ

十一441

書棚に︑たくさんの人形や︑家や︑車が

︑ちよつと紫の君のみる部屋へ行ってみ

でふ

十﹁446

る︒そばに︑二人の女がすわってみる︒

作ったしば垣の内の僧庵に︑折から夕日

いに作ったしば垣の内の僧庵に︑折から

のどかな春の日は︑暮れさうでな

十一469

十﹇469

十﹁468

十︻463

通りします︒教室のぞとは︑うららかな

せんでした︒先生のおっしゃることが︑

十一4510

ねえさんが︑よその人になってしまふの

ることが︑つい私の耳をす通りします︒

十﹁462園

しら︒何だかうそのやうだーーと思った

い︒﹂と答へて次の間から出て來た犬き

しょだな

して︑それを今日のことばで表したもの

文章は︑源氏物語の一節を簡箪にして︑

︒紫の君は︑人形の一つをおばあさんと

らうか︑白い着物の上に山吹色の着物を

十一472

としました︒先生の目が︑みんなの二つ

ういって︑今一つの人形にも美しい着物

十一456

着物の上に山吹色の着物を重ねて︑かけ

十一473

生の目が︑みんなの笑った顔が︑私に集

へはおにいさんのお供をするのですよ

かけ出して來た女の子は︑何といふかは

十一474
︑見あげた尼さんの顔は︑この子とどこ

後︑急ぎ足で黒影の門を出ました︒蹄つ

︑まるでよその人のやうに見えます︒分

十一476やうです︒顔が火のやうになるのを︑私

十一481

お座敷では︑山田のをぢさんとをばさん

に見えます︒分家のをばさんが︑﹁︿略﹀

めいに︑ねえさんのお支度をしてみると

十一482

おとうさんや分家のをぢさんなどと話を

十一477
る︒そばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀︒﹂か

十一486

ろがある︒﹁雀の子を︑あの活きが逃

﹁まあ︑しやうのない犬きですこと︒
︒それは︑この子う
の乳ば
母であるらしい︒

十一487

んは︑まるでよその人のやうに見えます

に︑あなたは雀の子に夢中なんですか

がして︑私は自分の部屋へもどりました

十一479

しても申しわけのないことだと︑ふだ

十一488

十一481

尼さんは︑子どもの髪をなでながら︑﹁︿

した︒タ方︑迎への車が來ました︒ねえ

とこれだけが︑私の口から出ました︒﹁︿

ねえさんは︑山田のをぢさん・をばさん

十﹁496

十一509

あさんも︑口ぐせのやうに﹁︿略﹀︒﹂と

なられたあなたのおかあさんは︑十二

十一511

十﹁509

十一516図

十一521図

十一517口騎馬 國における海軍のほとんど全勢力を墨

雀の子が逃げて泣いた紫
紫の君は︑その年の秋おばあさんに死な
いとこの源氏の君のうちへ引き取られる

近海に迎へ撃つの計を定め︑あらかじ

いろくと紫の君のめんだうを見てやつ

露國が連敗の勢を回復せんため︑

紫の君は︑いとこの源氏の君のうちへ引

あさんは︑十二の時おとうさんをおな

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑女の子は︑さもくやしさ

うに廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るの
︑その子が尼さんのそばへ來て︑立つた

そうあん

が︑ともすると扇のやうに廣がつて︑肩

十一474

そうあん

見ても︑約九百年忌昔に書かれた源氏物

36

大切である︒敬語の使ひ方によって︑尊

まやかに表すことのできるのは︑實にわ

であり︑世界老子の言語にその例を見な

は︑實にわが國語の一大特色であり︑世

すためには︑最上の敬語を用ひることを

33

36
40

を中心とし︑至誠の心を表すためには︑

33

上を敬ふ家族制度の美風からも︑ていね

33

いん

33

3了
3了
41
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33

3了
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41
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3了
3了
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3了
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って︑尊敬や謙遜の心をこまやかに表す
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

こうはい

はく︑﹁皇國の興廣此の一戦にあり
vと︒わが軍の士氣大いに振るふ︒

令長官は︑六隻の主職艦隊を率みて︑

もに先頭なる敵の主力に當り︑片岡・

・東郷︵正路︶の諸隊は︑敵の後尾を

︶の諸隊は︑敵の後尾をつく︒敵の先

撃せしかば︑敵の艦列たちまち亙れ︑

後尾をつく︒敵の先頭部隊は直ちに砲

十一616図圓

十一615部門

十一612図心

︒義朝は武略の奥義を極めたるもの

やう︑﹁合戦の事は武士にこそ任せ

︑十騎二十騎の私ごとなり︒源平敷

こういん

しもつけのかみ

に︑黒糸をどしの甲着て︑鍬形打つた

十一622図義朝は︑赤地錦のひたたれに︑黒糸を
せいわ

十一622図

十一625図國清和天皇九代の後胤︑下野守源義朝

はうぐわん

十一626図劇ふ︒もし一家の氏族ならば︑すみや

はうぐわん

十一629図圖 へず︑﹁御方の大將たる父判官の代

十一629図圖將たる父判官の代官として︑鎭西八

ず︒

3331543154187654443119

さがみ

武藏・相模のつはものども︑まつ

むさし

ふかす

ざとばかり︑矢のなかばまで射込みた

を筋かひに︑左の耳もとへぐざとばか

と射る︒かぶとの板を筋かひに︑左の

ころに︑上野國の住人深巣の七郎︑つ

かうづけの

って︑後なる門の柱にぐざと突き立つ

ず︑矢はかぶとの星を射けつつて︑後

略﹀︒﹂とて︑例の大矢を打ちつがひ︑

とてさることのあらん︒三朝が手並

ひとて︑大將の前には親死に子討た

ず︒阪東武者のならひとて︑大將の

さしはっす︒心のうちこそ神妙なれ︒

︑弓矢取る身のはかりごと︑汝負け

ろの幸ひと︑例の大矢を打ちつがひ︑

り︒願ふところの幸ひと︑例の大矢を

は乗ったり︑軍の下知せんとて突つ肖

義朝は︑大の男の︑大きなる馬には乗

大將義朝は︑大の男の︑大きなる馬に

ここに爲朝︑敵の勢越しに見れば︑大

勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑入

んと思ひて︑門の内へ引く︒敵これを

だてられては父のために悪しかりなん

図図図図図図図圏暴言図圏図図図図図図図図図無

十一632図国さては︑遥かの弟にこそあれ︒汝︑

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

怒りて︑波は山のごとくなれども︑白

練なるわが隊員の撃ち出す砲弾は︑よ

撃せしかば︑敵の諸艦皆多大の損害を

隊及び水雷艇隊の魚雷攻撃を受けて︑

63

64

64

64

敵の諸艦皆多大の損害をかうむり︑績

撃を受けて︑敵の両旗艦を始め︑その

を始め︑その他の朝野も多く相ついで
れつ
艦隊は四分五裂のありさまとなれり︒
︑東郷司令長官の命により︑おほむね

たちまち片岡隊の東方はるかに敷條の

方はるかに敷條の黒煙を見る︒よりて

方へ向かって敵の進路をふさぎ︑片岡

岡・瓜生・東郷の諸隊はその退路を絶

に降服せり︒敵の司令長官ロジェスト
さざなみ かげろふ

中將は︑きのふの乱闘に傷を負ひ︑幕

れり︒この爾日の職に︑敵艦の大部分

駆逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑

日の戦に︑敵艦の大部分は︑わが艦隊

ハるル々玉代・我リ御ミ皇テ況令
一「る人里に響くにな

64

64

64

64

64

64

64

65

65

65

66

66

66

66

6了

分は︑わが艦隊のためにあるひは撃沈
れて︑三十八隻のうち逃れ得たるもの
ほりょ
下敷隻のみ︒敵の死傷及び捕虜は︑司

。
ｾ。ほか大九合黒張の 五古古しる祖汝勅モ感ス神燈が人歩稜イ上前報長
年何装甲どく小國職羽り皮熊藍子廻し男相等語ノ激ル疑傷軍爲ヰ威・下記朝餐
のののののののののののののののののノノのノノノノノノノノノノのの
比う明袖こ焚合もこ矢上し皮太金丸 神忠中如極爆睡僅参損気致御・如末割
きたけにと戦戦のとを長りの刀物を目禅門にシ言ナ護少苫失クス稜イキ尾せ
ががざてか二戸ど計負さざしに打縫角ニニ ごフクニナ・ス所威・奇キにし

りとまき何つ

嚢。

葵茎縷桑騨艦礎麟誠塩詰蓬、総垂蝉藁載
に

六七中世をにが尺

56
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5了

5了
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5了

5了

5了

5了

5了

5了

5了
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59
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6了

百兄人︒わが軍の死傷はなはだ少く︑

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

碧産霊鹸壽舘三章茸；三塁渉警露拶幽霊ヨ多癬磁攣翠蹴

．

敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒東郷司令

図翠図翠図図翠図翠蔓翠蔓韻図図図図図図図図図図図圏図
はだ少く︑艦艇の沈没したるもの︑わ
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圏圏圏圏圏圏圏遺影図図図図図図図図墨壷図圏圏蚕室圏圏事象圏蒙衝図
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さみだれの晴れ襲うれしく︑野
営に︑はや夏の暑さをおぼゆ︒行く
ど︑せせらぎの 音もまさりて︑よ
さなへ

ごとし︒田園のつづく限りは︑植ゑ
心

るばる︑天地の大いなるかな︒ふと

わたす 早苗のみどり︒山遠く
と見れば︑道のほとりに︑つつまし
て︑濃きるりの 色あざやかに︑咲

︑四五千メートルのところに浮かんでみ
に青空が見え︑雲の端々が白く見えて︑

にそれが畠のうねのやうに︑天の一方か

また時にそれが畠のうねのやうに︑天の

うねのやうに︑天の一方から他方へ幾條

氣で︑いやな感じの雲であることはいふ

にある雲です︒雨の降ったあげく︑山の

降ったあげく︑山の間などから流れるや

層雲といって︑雲の中でもいちばん低い

二千メートル以下の高さですが︑入道雲

ます︒俳句で﹁雲の峯﹂といふのも︑こ

くのを見ると︑雲の王者といひたい感じ

了8

了9

79

79

了9

了9

了9

了9

に見えます︒天牛のよい日︑底が平で︑

平で︑上が山の峯のやうに積みあがった

底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが

さですが︑入道雲の頂になると︑六千メ

といひますが︑夏の日など︑峯が恐しい

から八千メートルの高さになります︒そ

ない︒薄明の天地の中で︑山々の薄黒い

き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静け

はいて︑露深い草の小道におり立つ︒生

ってみる︒山小屋の重い戸びらを音もな

天地の中で︑山々の薄黒い姿が︑だまつ

ってみない︒薄明の天地の中で︑山々の

である︒まだ︑朝の太陽はのぼってみな

こむ︒首筋に水晶のはけがさはったやう

けられるやうに室の中へしのびこむ︒首

い心のうちに︑山の夜明けだといふこと

りからさめない心のうちに︑山の夜明け

くの方から︑小鳥の聲が枕もとへ流れる

目がさめる︒遠くの方から︑小鳥の聲が

るからです︒巻雲のかぼそい女性的な下

了6

くものは露草の花︒十一 雲のさま

す︒天女の輕い舞の袖を思はせるやうな

かなか盛んな感じのする雲です︒いわし

76

こまかな氷の結晶の集ったもので︑雲の

集ったもので︑雲の中でもいちばん高く

一葉二千メートルの高さに︑浮かんでゐ

すっきりした感じの雲です︒天女の酬い

かった時で︑かさの中に星が見えれば天

を着るのはこの雲のかかった時で︑かさ

じの雲です︒天女の輕い舞の袖を思はせ

す︒青空にうろこのやうに群生する白い
はんてん

る白い雲は︑さばの斑鮎に似てみるので

です︒夜︑この雲の績く果に︑半月がう

雲が出るといわしの大漁があるといふの

します︒天候博愛の兆といはれる雲で︑
りゆう

そばに黒い雲が龍のやうに老いてみる場

みる場合には︑雨の近いことほとんど受

ず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ月とは︑

西洋ではよく牧場の群羊にたとへます︒

りもはてぬ春の夜のおぼろ月とは︑かう
とは︑かういふ雲のかかった場合ですが
おぼろ雲は︑天候の前兆としてはいよい

76

79

74

74

了4

了4

了5

了5

了5

了5

75

75

了6

79

80

80

80

80

80

80

80

80

鳥の聲が︑あたりの静けさをふるはせて

をふるはせて︑頭の上から降り注いで來

つましやかな小川のせせらぎの音が︑か

このにぎやかな聲の絶え間を縫って︑ど

け抜けて通る︒玉のやうな︑清らかな水

な小川のせせらぎの音が︑かすかに聞え

ぎ顔を洗ふと︑心の底までが清められる
︑思ひきり深く朝の山の空氣を吸ふ︒山

ひきり深く朝の山の受歌を吸ふ︒山小屋

吸ふ︒山小屋の前の小道をくだって行く

氣を吸ふ︒山小屋の前の小道をくだって

てんがい

・ぶな・くりなどの木々が茂り合って︑
てんがい
が茂り合って︑頭の上を自然の天蓋でか

て︑頭の上を自然の天蓋でかざってくれ
︑重なり合った葉の層を通して落ちて來

りめぐらした部屋の中に︑たたずんでみ

落ちて駈る︒緑色のガラスを張りめぐら

きないやうに︑鳥の聲がにぎやかに聞え

やうである︒一々の鳴き聲を聞きわける

て経る︒短い鋭さの中にも︑どこかやさ
︑どこかやさしさのある小鳥の聲に混つ

に混って︑太く口の中でふくんだやうに

だやうに鳴く山鳩の聲が聞えて古る︒そ

したがって︑小川のせせらぎはだんだん

て立ってるた︒林の中を︑奥へ奥へと干

せつな山のお招きの席に︑しばらくは︑

て︑しんせつな山のお招きの席に︑しば

さわやかな鳥の聲のごちそうを前にして

と︑さわやかな鳥の聲のごちそうを前に

きりと︑うぐひすの聲がころがるやうに
︒この美しい木々の緑と︑さわやかな鳥

さしさのある小鳥の聲に混って︑太く口

80

80

80

80

80

80

80

80

80

81

81

81

了1

了8

331110101098777665433221101088752211010
81

71

75

了6

了6

了7

了7

三論

了8

了8

78

78

78

78

78

78

78

78

したやうな白い雲の出るのを︑ 毬雲とい
︒ごくこまかな氷の結晶の集ったもので

1099943109864229922198887427631537
お，，ずか西みそ。で雲。すかをす。す一集．・。騒離麗離達
了1

了3

了4

998666544119941099761101010766499963
78

6了
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了0
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了0

了0

了0
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了0

71
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了2
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了2

了2

了2
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了3

了3

了3

了3
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を出はつれて︑頭の上の緑のおほひが蓋
はつれて︑頭の上の緑のおほひが豪きて

れて︑頭の上の緑のおほひが孟きてしま

か

し始めた高い山々の針葉樹林を見あげる

立って︑朝の太陽の前に身じまひを正し

木橋に立って︑朝の太陽の前に身じまひ

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑後の方でいつしか悲鳴を
︒﹁︿略﹀︒﹂と︑前の方でまぜかへす︒ま

て汗をふく︒水筒の水を飲むと︑のどが

くりと鳴った︒木の間では︑うぐひすが
﹁さうしかんば﹂のはだが︑梢からもれ

た︒やがて針葉樹の密林へはいると︑急

たりする︒きのふの雨でじめじめして︑

梢からもれる太陽の光に映じて︑薄暗い

と足がすべる︒木の根︑岩角を敷へるや

先頭で叫ぶ︒道標の敷字がしだいにへっ

た︒かはいい桃色の﹁いはかがみ﹂の花

大木から長くひげのやうにぶらさがる﹁

の﹁いはかがみ﹂の花を︑道端に見つけ
く近く︑さまざまの小鳥のさへづりが聞
︑さまざまの小鳥のさへづりが聞かれる

わいて來て︑大木の幹を︑かなたへかな

る︒しかし︑小屋の人は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

﹁さうしかんば﹂の林が重く︒道端には

道が急だつた︒霧の間に︑﹁さうしかん

つけてみた︒いつのまにか大木が少くな
少くなって︑せいの低い細い木が目につ

急に開けて︑山腹の斜面に︑低い緑の﹁
の斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が波の
﹁はひまつ﹂が波のやうに旨いて見えた
やりがたけ
やりがたけ

今登らうとする燕の絶頂も︑槍岳その他

も見えない︒行手の道も﹁はひまつ﹂も

頂も︑槍岳その他の山々も見えるさうだ
つ﹂も︑すべて夢のやうに霧の中に薄れ
べて夢のやうに霧の．中に薄れてみる︒た

︑﹁いはかがみ﹂の花盛りであった︒小
ふと﹁はひまつ﹂の間に︑高さ一メート

いちげ﹂や︑深紅の﹁べにばないちご﹂

つた︒つひに︑霧の中に近く山小屋を見
あんぷ
頭は︑もう山小屋の右下の鞍部にたどり
あんぷ
もう山小屋の右下の鞍部にたどり着いた

畠は︑まるで滞天の星のやうに美しかつ
︑まるで満天の星のやうに美しかった︒

とであらう︒左端の穂高に績いて︑槍上

らしい景色を︑西の方に見渡したことで

92

れこそ天を突く槍の穗先のやうに突き上

峯をかくし︑谷々の雪漢と相映じて︑山

風のやうに︑紫紺のはだあざやかにそそ

波のやうに︑屏風のやうに︑紫紺のはだ

びやうぶ

天を突く槍の穂先のやうに突き立ってる
びやうぶ
晶・五郎と︑大波のやうに︑屏風のやう

92

しまった時︑いつのまにのぼったのか︑

か

のぼったのか︑朝の日の光が︑石を噛ん

か

ったのか︑朝の日の光が︑石を噛んで流

かけ渡された一本の丸木橋の上を︑静か

を見あげる︒きりのやうにとがった梢の

こんがう

329666547664422833198518755410975
を見た︒眞夏に櫻の満開である︒﹁︿略﹀

210921998210101086433319887665118553
93

間・白馬・立山等の姿を見ないのが︑ま
︒午後二時置下山の途についた︒﹁山は

しろうま

とざして︑ぼくらの村はもとより︑富士

のである︒さっきの槍岳が︑﹁ここまで

百六十三メートルの最高貼に立つたので

そそり立つ御影石の岩塊である︒そこは

た︒それは︑大空の一角にそそり立つ御

る︒とうとう︑燕の絶頂が観た︒それは

うとする砂と岩との間を︑﹁はひまつ﹂

のやうに︑峯傳ひの道が績いてるた︒や

めざした︒馬の背のやうに︑峯傳ひの道

頂をめざした︒馬の背のやうに︑峯傳ひ

右へ縦走して︑燕の絶頂をめざした︒馬

は︑ほとんど一種の興奮を感じるほどで

脈との間は︑千丈の谷となって︑その底
たに
か高
せ瀬川の鳴ってみるのが︑か
︑その底

と向かふの山脈との間は︑千丈の谷とな

るところと向かふの山脈との間は︑千丈

ぶ

を噛んで流れる水の上にをどつてみる︒

やうにとがった梢の先を天に向けて二上
︒ふさふさしたか
枝ん
のむ
冠り
をいただいて立つ

である︒この深山の朝の屡氣にふれるた

出嚢︒﹂山田先生の聲が︑中房温泉旅館

みやま

る︒この深山の朝の嬢氣にふれるため︑
なかぶさ

が︑中房温泉旅館の庭に勇ましく響き渡

なかぶさ

時である︒きのふの雨はからりと晴れて
するとう

がらかにこの温泉の谷間を照らしてみる

ク・水筒・金剛杖の身支度もかひがひし
︑ぼくらは︑小鳥のやうにをどる胸を押

が岩に鳴った︒前の人の足あとをふみし

うこうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐら

て行く︒せまい道の雨下には︑大きなさ

に鳴った︒前の人の足あとをふみしめる

た︒岩角が出︑木の根が横たはってるる

なささが︑ぼくらの頭をおほふくらゐ高
けろよ︒﹂と︑前の方で聲がする︒額も
して︑つづら折りの明かるい山道を︑あ
照りつける︒帽子の下からわき出る汗が
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れた一本の丸木橋の上を︑静かに渡る︒
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

︒さうして何年かののちに︑きっとあの

海道本島でにしんの漁期の終る五月下旬

島でにしんの漁期の終る五月下旬から︑
︑そろそろ北千島の漁場が活氣を幣びて

十人乗りそこそこの爽動機船が︑本島を

あとに︑六百海里の北を望んで︑績々と

ろは︑割合ひなぎの日が多い︒ここ北千

多い︒ここ北千島の一角を五二地とする

捺地とする二百隻の流し網出漁船は︑い

は︑いま出動準備の最中である︒爽動機

をしらべたり︑網の支度をしたり︑特に

中である︒襲動機の調子をしらべたり︑

渡す限りは︑午後の静かな海である︒や

つばらさけやますの泳ぎまはってみさう

ら一直線に進む船のともから︑網がしだ

終るころは︑日没のおそい北洋にも夕暮

であらうか︒一種のあこがれに似たなつ

えさせる︒﹁網の綱をしっかりつない

十一欄10

た︒ベートーベンの爾眼は異様にかがや

すでにきやうだいの耳にはふしぎに響い

始めた︒その最初の一音が︑すでにきや

十一欄9トーベンはピヤノの前に腰を掛けて︑す
十一㎜10

る︒ベートーベンの友人も︑まったくわ

さわぐ

十一柵1

われは海の子︑白波の

海の子︑白波の

十一柵5

く鼻つくいその香に︑不開の花のか

里寄せくる海の氣を

十一川1

十一相1

十一柵10

十一柵10

れは︑再びピヤノの前に腰をおろした︒

︑ピヤノのひき手の顔を照らした︒しか

り込んで︑ピヤノのひき手の顔を照らし

あけると︑清い月の光が流れるやうに入

がそっと立って窓の戸をあけると︑清い

さわぐいそべの松

て︑波を子守の歌と聞き︑千里寄せ

さわぐいそべの松原に︑煙たなびく

の香に︑不断の花のかをりあり︒な

十一麗1

ふだん

吸ひて童とな

に︑不断の花のかをりあり︒なぎさ

べは︑ちやうど東の空にのぼる月が︑し

ふだん

あり︒なぎさの松に吹く風を︑いみ

十一

が︑しだいにやみの世界を照らすやう︑

ふだん

は聞く︒丈蘇のろかいあやつりて︑

十一麗9

十一麗8

4亘れでは︑この月の光を題に一曲︒﹂と

ひろちひろ海の底︑遊びなれたる上

︑最後はまた急流の岩に激し︑荒波の岩

れは護らん海の國︒十六

十﹁備1

の岩に激し︑荒波の岩に砕けるやうな調

月光の曲

れは拾はん海の富︒いで軍艦に乗り
ドイツの有名な音樂忍べート

十一佃1

うな調べに︑三人の心は︑驚きと感激で

十﹇擢10 ︑いはば奇怪な物の精が寄り集って︑夜
しばふ
が寄り集って︑夜の芝生にをどるやう︑
まだ若い時のことであった︒月の

十一瑠1

ンが︑

十一佃2

た︒ベートーベンの﹁月光の曲﹂といつ

てるると︑うちのことが何よりも知り

十一M3 ﹂といって︑不朽の名立を博したのはこ

十一掴3

ことであった︒月のさえた夜︑友人と二
なみすぼらしい家の前まで逸ると︑中か
中からピヤノの音が聞える︒﹁︿略﹀

あ︑あれはぼくの作った曲だ︒聞きた
やがてピヤノの音がはたとやんで︑
みるのは︑若い女の聲である︒﹁︿略﹀︒﹂

へも彿へない今の身の上ではないか︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑兄の聲︒﹁︿略﹀︒﹂べート

︒薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青
暗いらふそくの火のもとで︑色の青い元
の火のもとで︑色の青い元氣のなささう
で︑色の青い元氣のなささうな若い男が
のそばにある蕾式のピヤノによりかかつ
う︒二人は︑不意の來客に︑さも驚いた
たうわく

べンがいった︒妹の顔は︑さっと赤くな

5311065426548

あれは︑いけ花のいちばんもとになる

摘みに行った時のことが︑なつかしく

こんなにして野の草花をいけたりする

野原でききやうの花を見つけたので︑

くりまさえさんの手で︑かはいがられ

ありました︒私のおいて來た花ばさみ

おかあさんからのお手紙にも︑そのこ

やら︑まるで夢のやうに過して來まし
︑熱心にいけ花のおけいこをしてみる

しても︑始めてのものばかりで︑めつ

それとも︑大陸の氣候が私に合ふのか

團團團面取團團国国国界国

ますに適度︑潮の流れは饒り速くない

541098888431732187753864332873229
，べ，のでの暗・・囹ゐが囹、な．ン謹話騒圏辮髪開圏雪
として︑やや當惑のやうすである︒べ一

十十十十十十十十十十十十

いが︑水温や潮の流れはどうだい︒﹂﹁

と立ちこめて︑網の綱の端につけた目じ

につけた目じるしのランプも︑光がぼん

ちこめて︑網の綱の端につけた目じるし

に︑夜明けまで潮のまにまに任せるので

洋にただよふ小船のせま苦しい船室に︑

い船室に︑しばしの夢が結ばれる︒午前

二時ごろ︑もう東の空が白み始める︒﹁︿

る︒﹁︿略V︒﹂船長の聲に︑防水具に身を

い︒﹁︿略﹀︒﹂元氣のよい掛聲だ︒網を引

出て來る︒明け方の風は︑いやといふほ

かんばん

さざ波が起る︒網の糸も切れるばかり︑

甲板はます・さけの山︒かうした作業が
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十一伽9團 く︑いつも自分の心がこもってみなけ
十一帯10團 ほど︑いける人の氣持のよく現れるも
十一柵10国 いける人の氣持のよく現れるものはな

十一佃2團 ことがあって心の落ち着かない時には

十一㎜4外しい時には︑花の方から︑進んで動い

十一佃4團 れ晴れとして心の乏しい時には︑花の
十一佃5国 その時︑その人の氣持が︑そっくりそ
十一佃7團 す︒いっか隣りのお子さんをつれて︑

十一佃8団 きました︒野臥の中に︑日本の兵隊さ
十﹁⁝⁝8團書の中に︑日本の兵隊さんが︑山の谷
十一佃8團 兵隊さんが︑山の谷あひを長い列にな
十一佃1團 ︒よく見ると肩のところに︑野菊の枝
十﹁佃1団 ところに︑野菊の枝をつけてみる兵隊
十一備4団 ︒あの強い日本の兵隊さんが︑こんな

十一柵6団うに勇ましい人の心の中には︑かうし
十一佃6国勇ましい人の心の中には︑かうしたや
十﹁柵7團 れでこそ︑世界の人々をびっくりさせ
十一佃10国 につけても日本の女たちは︑もっとも
十一伽9

第一線のある夜のことであった︒ラジ

第一線のある夜のことであっ

十一伽2国 いこして︑日本の少女らしい︑つつま
十一伽9

十一桝1 つた︒ラジオを敵の陣地へ放送する宣傳
十一捌1 班員は︑ざんがうの暗がりの中で︑附子
十一悩2 ざんがうの暗がりの中で︑接聲器の鮎子
十一梱2 りの中で︑据聲器の貼検をしてみた︒そ
いって來た︒長唄の調べである︒﹁︿略﹀

十一梱3 ︑東京放送局からの電波がはいって來た
十一梱4

十一悩5囹 ︒﹁フィリピンのざんがうの中で︑日

チブ山の頂には敵の砲兵観測所があるが

てるる︒ナチブ山の頂には敵の砲兵観測

が︑山登禮が熱帯の森林におほはれてみ

この道以外に部隊の進撃路はないので︑

えるので︑わが軍の貨物自動車は︑一丁

ので︑飛行機からの偵察でもはっきりわ

げにかくして︑敵の砲撃の目標になるこ

くして︑敵の砲撃の目標になることを避

かたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列を

けてみる︒みかたの砲兵は︑畠の中へず

しいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒

はりつめた第一線の陣中で︑ふと猫の鳴

の陣中で︑ふと猫の鳴き聲を耳にした︒
はすと︑かたはらの貨物自動車の上に︑

はらの貨物自動車の上に︑三毛猫がうず
︑待機してみた時のことであった︒すぐ

の宿螢にみた一人の兵隊さんが︑俳句を

あった︒すぐ隣りの宿螢にみた一人の兵
窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊さ

といふ二句であ

るさで︑兵隊さんの顔もやっとわかるほ
どなう
ら尊んだ︒弾の下草もえ出つる土嚢

いては進む雲の峯

隊さんは︑前線への出嚢を明日に控へな
︑その前夜︑自作の俳句を青んでくれと
へた︒﹁あなたの名前は︒﹂とたつね

木から物のこぼるる音や秋の風

らった満足を感謝のことばに表して︑部
ぼるる音や秋の風
いつさ

おほのやす

一茶雀の子そこのけそこのけ

127
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12了
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

︒かれが天武天皇の仰せによって︑わが

によって︑わが國の正しい古記録を讃み

のは︑三十齢年前のことである︒當時二

る︒零時二十八歳の若盛りであった阿禮

なったら︑わが國の正しい国忌︑つまり
︑つまり神代以來の尊い歴史も文學も︑

のであった︒勅命のくだったことを過つ

は︑すべてわが國の古いことばである︒

に書き表す安萬侶の苦心は︑それにも増
︒しかるに︑阿禮の語るところは︑すべ

ばである︒わが國の古語を︑漢字ばかり
︑安国侶に取っての大きな苦心であった

十一競3図圖 るしあり天地の榮ゆる時にあへらく

して︑古代日本人の精神を︑ありありと

讃んで︑國初陣來の歴史を知るとともに

は︑わが古代國民の精神がとけ込んでゐ

國の古傳が︑古語のままに残ったことで

るにわが國初以來の尊い歴史であり︑文
︑かうしてわが國の古鐘が︑古語のまま

事蹟︑その他古代のいひ傳へが︑古事記

武天皇や日本武尊の御事蹟︑その他古代

やまとたけるのみこと

の行くへ等の神代の尊い物語を始め︑神

りばりの行くへ等の神代の尊い物語を始

一千二百鯨年の昔のことである︒天の肖

から一千二百翌年の昔のことである︒天

でも最も古い書物の一つになってみる︒

萬侶はこれを三巻の書物にまとめて︑天

報いられて︑阿禮の語るところは︑こと

その苦心は一通りのことでなかった︒し

﹁久佐幾﹂と二つの方法をいっしよにし

聖侶は︑いろくの方法を用ひた︒例へ

かりで︑われわれの日常使ふことばを書
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十﹁梱5園 ピンのざんがうの中で︑日本の長唄を

元明天皇の勅命によって︑応安
そらんじるわが國の古傳を︑文字に書き
︒阿禮は︑記憶力の非凡な人であった︒

12了
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132

十一悩5園 うの中で︑日本の長唄を聞くなんて︑

澄みきった大空のもとに︑ナチブ山が

十一梱7 こしながら︑長唄の音に耳を傾けてみた
十一梱9

3216226498652299844221101099762211
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一擢5 らく思へば 天地の榮えるこの大御代に
十一観7 強い調子に︑古代のわが國民の素朴な喜
十一麗7 ︑古代のわが國民の素朴な喜びがみなぎ
ひさかたの光のどけき春の日に

十一散8 つてゐます︒昭和の聖代に生をうけた私
十﹁旧2図魍
のどかな

十一糊2図内事のどけき春の日にしづごころなく
十一欄2図魍 こころなく花の散るらん

から︑ジャカルタの町へ向かって行く︒

ジョン・プリヨクの港から︑ジャカルタ
小さな船が︑三角の帆をあげて静かに浮
ぎ
︒野原にはや
︑山
羊の群があちらこちらに

きんをかぶり︑風のやうな速さでタマリ

ワ人で︑びろうどのづきんをかぶり︑白

れてるる︒自動車の運最手は︑若いジャ

速さでタマリンドの並木路を走り績ける
り斥ける︒その緑の木かげにも︑山羊の

木かげにも︑山羊の群がたくさんみる︒

のもみる︒まだらの山羊もみる︒これを
は︑みんなジャワの少年たちであった︒
くだもの

ジャワは︑果物の島︒果物の女王と呼
くだもの
︑
果物の島︒果物の女王と呼ばれるマン
形は︑まくはうりのやうで︑味は︑熟し
︑熟し柿そっくりのマンゴーがある︒じ

なかつかうで砂糖のやうにあまいサオ︑

ある︒じゃがいものやうなかつかうで砂

時︑ジャワ人の品のよい一家族が乗って

︑汽車はマゲランの町にはいり︑市内電

ジャワらしい風習の残ってみるところだ
︒その時︑ジャワの英雄ジポ・ヌガラが

はいり︑市内電車のやうに町の中をどん

内肇のやうに町の中をどんぐ走る︒

たところは商店街の忌中である︒その夜
︒その夜は︑高原の町マゲランにとまる

ランにとまる︒虫の聲を聞きながら︑遠

ほうわうぼく

ほうわうぼく

ほう

乗って︑わが南洋のトラック島を出謝し

し

を績けると︑一つの島が見えて來る︒二

やし

や

もさめるやうな緑の葉の椰子の木や︑鳳

し

めるやうな緑の葉の椰子の木や︑馬鍬木

さなトマトぐらみの大きさの實の生って

テン島である︒島の北の端に︑深い水を

日本軍・の強さと心のやさしさを知って︑

敵たちは︑日本軍の強さと心のやさしさ

追ひ梯ひ︑日本領の標柱を打ち立てた當

ア族で︑色は黒檀のやうに黒くてつやつ

こくたん

し︑内地のみなかの村を歩いてみるやう

うに貼在し︑内地のみなかの村を歩いて

は︑わっかな住民の家がところどころに

らみの大きさの實の生ってみる木が︑早

トぐらみの大きさの實の生ってみる木が

イナップルも︑道のすぐそばで︑にごに

りになってみる畠の向かふには︑青いパ
︑千なりべうたんのやうにぶらさがって

は赤・黄・青などの美しい羽をしたいろ

二十倍もある樹木のかげを行くと︑梢に

澄み渡り︑せたけの十倍二十倍もある樹

に︑早雪な佛桑華の花が咲き載れてみる

ぶつさうげ

うな緑の葉の椰子の木や︑坐臥木などが

や

206

らん のどかな春の日の光の中に︑あわ

はっしま

サオ︑一面にとげの生えた鬼の頭のやう
げの生えた鬼の頭のやうなドリヤン︒世

にとげの生えた鬼の頭のやうなドリヤン
といはれるノンコの實もある︒そのほか
それが︑みんな目のさめるほどみごとな
っては︑その種類の多いことだけでもび
︒四 中央ジャワの高原にあるマゲラン
ら登る︒小さな山の騨に着くたびに︑か
せた女たちが︑窓のところへ物責りにや

ぎ

って來る︒ばせうの葉に包んだ御飯や︑
や ぎ

や

だ御飯や︑バナナのあげものや︑山羊の
あげものや︑山羊の溶岩などがある︒葉
んだ御飯は︑日本のかしは餅を思はせる
へた時︑ジャワ人の品のよい一家族が乗

17761199844422129876444973321111075
206

のどかな春の日の光の中に︑あわただ

どかな春の日の光の中に︑あわただしく

しく散って行く櫻の花をよんだ歌で︑優

よんだ歌で︑優美の極みであります︒平

づ

ります︒平安時代の大宮人たちは︑かう
い

まで味はつて︑都の春を樂しんだのでし

かまくら

十一儒8図星 えくれば伊豆の海や沖の小島に波の
い つ
十一閥8図魍 伊豆の海や沖の小島に波のよる見ゆ
みなもとのさねとも
十一鵬8図魍 沖の小島に波のよる見ゆ源實朝は
さねとも

書写は︑鎌倉時代のすぐれた歌人であり
はっしま

て行くと︑向かふの沖の初島に︑白い波

くと︑向かふの沖の初島に︑白い波が打

見えるといふ︑給のやうな歌です︒敷島

十一悩3図魍 です︒ 敷島のやまとごころを人と
さしのぼる朝日の光に輝いて︑らんま

のりなが

と咲きにほふ山櫻の花は︑いかにもわが

て︑わが國民精神の嚢揚につとめました

宣長は︑江戸時代の有名な富者で︑古事

ある松 明治時代の學者であり︑歌人で

んだ歌です︒二本の門松のうち︑その一

の一本を以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑そ

です︒二本の門松のうち︑その一本を以

つわれわれ日本人の心持が︑すらくと

その一本を以て親の長壽を祈らうといふ

205

205
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206

206
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20了
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

島である︒島の北の端に︑深い水をたた

い湾は︑ラバウルの生命で︑一萬トン弓

がある︒朝夕︑町の姿をうつすこの廣い

隠で︑一萬トン級の船が百五十隻ぐらゐ

ン諸島にも︑濠洲の東北部にも︑これと

さんで︑わが南洋のトラックを北の最良

かうつう

ラックを北の最良の港とすれば︑南の最

洋のトラックを北の最良の港とすれば︑

せいち

の港とすれば︑南の最良港はこのラバウ

るるのだ︒この島の中央を︑屋根のやう

腰をすゑて︑濠洲のかなたまでじっとに

政治・交通・産業の中心となるので︑以
そうとく
にニューギニヤ州の総督が住んでみた︒

島の中央を︑屋根のやうな山脈が走って

てるる︒ラバウルの町も︑その後にこの
だん
と同じく︑ひな壇のやうに家々が山の中

る︒この島の住民の敷は九萬人鯨りで︑

ア族である︒パンの實︑バナナ・タロい
︒子どもが︑椰子の梢にのぼって實を取

ことがある︒椰子の實からコブラを取る
セレベスの島影は︑どこか日本

あちらこちらに鶏の鳴き聲が聞かれるの
﹈

影は︑どこか日本の山を思はせるやうな

られないが︑畳目の前に現れて來た陸地

うな姿で︑地平線の上に浮かびあがって

に現れて來た陸地の姿や︑木々の色が︑

陸地の姿や︑木々の色が︑フィリピンの

色が︑ブイリピンの島々よりもかへって

だった︒ただ︑海の色と︑空の明かるさ
だ︑海の色と︑空の明かるさと︑雲の形

し

の明かるさと︑雲の形が︑日本の内地に
︑雲の形が︑日本の内地に比べてすばら
や

してみたココ椰子の林も︑船着き場も︑

一面マングローブの林のやうに見える岸

ないほど日本内地の風景によく似てみる

といふ︒だが︑家の中の机の上に︑即き

ふ︒だが︑家の中の机の上に︑大きなと

だが︑家の中の机の上に︑大きなとかげ

く

も

つてみたり︑大男の手のひらほどもある

く

も

か

もある︑黒と黄色のだんだらの蜘蛛とも

下しいまでに朱色のとんぼが︑壁に止つ

しゆいろ

と黄色のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼと

見ると︑あの内地の山によく似た山脈の

山によく似た山脈の森の中には︑どんな

つそうと茂った林の中では︑うぐひすそ

よく似た山脈の森の中には︑どんな動物

ひすそっくりな鳥の聲や︑今まで聞いた

子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒朝の涼し

涼しさは︑その鳥の聲とともに内地の春

鳥の聲がする︒朝の涼しさは︑その鳥の

えんてん

の聲とともに内地の春を思はせるのであ

夜が当て︑山脈の上の黒水晶のやうに

なすすきの穂が波のやうに揺れ︑とんぼ

に︑大きなすすきの穂が波のやうに揺れ

配する︒この炎天のもとのはるかな草原
んてん
︒こえの
炎天のもとのはるかな草原に︑大

1
21了

のやうに家々が山の中腹に並んでみる︒

1

大なセレベスの夜の静けさは︑内地の都

いって行く︒住民のまばらな︑廣大なセ
︑廣大なセレベスの夜の艀けさは︑内地

古のやうな静けさの中へはいって行く︒

ると︑世界は太古のやうな静けさの中へ

に満たされ︑木々の間に無敷のほたるが
︑木々の間に無敷のほたるが群がって青

山脈の上の黒水晶のやうにつやつやした
︑あたり一面が虫の聲に満たされ︑木々

が來て︑山脈の上の黒水晶のやうにつや

4

マングローブの林のやうに見える岸べか

7
218

4

ラバウルは︑南洋の町としてはりっぱで

︑金網を張って壁の代りにしてるるが︑

くだもの

を通って︑更に袋のやうにひろがった湾
くだもの
にかくれた︒陸地の方から︑果物の香氣
地の方から︑果物の香氣のやうなにほひ
くだもの

から︑果物の香氣のやうなにほひをふく
は︑まだたそがれのかすかな光がただよ
︑刻々に千里萬化の美しさを見せる︒住
丸木舟でわれわれの船に近づいて來て︑
ふさ
がら︑太いバナナの房をささげる︒日本

ささげる︒日本人のバナナがすきなこと
るのが︑セレベスのみなか道であった︒
いふものになじみのないわれわれには︑

われには︑森や林の間にひろびうとひろ

5
21了

8
218

4

218

過ぎない︒西洋人の残して行った家は床

てんすみをけ

るためである︒家の軒下には︑直画一メ
ゑんとう

る︒船がラバウルの湾の入口にさしかか

ンで作った圓筒形の天水桶が並べてある
さんごせう
ある︒このあたりの島々は珊瑚礁からで

しかかった時︑目の前に立ちふさがって

65427765422211101072221111110108774321211
草原が︑ふと変畠のやうに感じられる︒

21了

5
21了

9

1212101010
218
218
218

船がラバウルの湾の入口にさしかかった

火山灰をラバウルの町へふりまく︒殊に
植物は枯れ︑名物のほたるまでが死んで
つてから︑火山灰の降らないところに︑

ってみる︒この島の住民の敷は九萬人千

うに︑新ラバウルの市街を作ることにな

216
21了

1

11
21了

1
217
21了
217

1
3

3
21了

6

21了
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3
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21了
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5
6
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があって︑その湾の奥に︑ラバウルとい
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

し

き

の静けさは︑内地の都會や町に住む人々
き

であらうに︑四季のないセレベスのみな

一

赤道下のボルネオにも︑こん

きらと輝く南半球の星を眺めながら寝に

象

も︑こんなに更訂のよい町があったのか

ンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面して

た奮サラワク王國の首都である︒サラワ

ある︒サラワク川の川口から︑晶々と流

ほさう

すくとのびたゴムの木立が緑色の涼しい
ゴムの木立が緑色の涼しいかげを作って

て︑パイナップルのにほひがあたりに満

作ってをり︑木立の間を流れる空氣はひ

満ちてみる︒ここの住宅地に明け暮れを

ばしば北緯一度半の熱帯にみることを忘

けっくやうな眞書の暑さは︑緑色の涼し

書の暑さは︑緑色の涼しい木かげでさへ

なると︑窓から山のいぶきが水のやうに

ら山のいぶきが水のやうに流れ込んで來

れ込んで叢る︒家のまはりのゴム林には

來る︒家のまはりのゴム林には︑名も知
き

激しく︑夜明け前の一時間ぐらみに最高
ヒつ

ろになると︑北東の季節風が吹き始め︑

がある︒ボルネオの雨季は︑十月に始つ
る︒中でもクチンのスコールは︑よそで
ものである︒大粒の雨が︑ものすごい音
い音をたててゴムの葉をたたき︑しぶき
る夜など︑すぐ目の前のゴムの木の根へ

り響く︒スコールの荒れる夜など︑すぐ
など︑すぐ目の前のゴムの木の根へ︑下

も同じ作りで︑家の中に小さな通路があ

ぐれば︑部落全髄の家をたつねることが

下は︑いはば部落の大通である︒女たち
︒そのきねは︑月の世界の兎がつく餅つ

きねは︑月の世界の兎がつく餅つきのき

をかぼ

の兎がつく餅つきのきねとそっくりであ

事もすれば︑陸稻の草取りから刈入れま
せいりう
ある︒朝夕︑部落のほとりを流れる清流

にはいって︑部落の人たちがそろって水

てるる︒髪も束髪のやうに結ってみる︒

そくはっ

とひ︑女は日本風のじゅばんを着てみる

住みついた日本人の男女を見ると︑マラ

昔から︑ほんたうの日本人も住んでみる

見ると︑ふと九州のみなかへ行ったやう

てるる︒マライ人の女たちが︑夕方など

川などは︑サロンのままマンデーをする

十二43図圃 を凌ぐいはほの力をぞおもふ
十二46図圃 そいのれとしのはじめに
十二48図圏 にわが日の本のさかゆくもいそしむ
十二48図圃 もいそしむ民のあればなりけり
る︒三

ボルネオの住民であるダイヤ族

目の前のゴムの木の根へ︑耳をつんざく

十二5！図魍

民芸のからきにたへて枝ぶ

十二5！図圏 たへて枝ぶりのみなたくましき磯の

十一一58図團 にみえぬかみの心に通ふこそひとの

十二51図圏 たくましき磯の松原
十二54図圏製 いにしへのふみ見るたびに思ふ
十二56図題 たりたる大空の賢きをおのが心とも
らうか

十二58図圃 通ふこそひとの心のまことなりけれ

みの竹で作った床の上にできてみる︒廣
らうか
みる︒誘い竹張りの廊下が部落の畠中を
し

貫禄に︑竹と椰子の木で作った長屋がず

や

張りの廊下が部落の意中を走り︑その爾

いたり︑今でも人の首を取ったりする悪
︑高さ一世ぐらみの竹で作った床の上に

しほ

イヤと海ダイヤとの二種族がある︒海ダ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
かけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒

しの

は︑自分たちだけの世界を築きあげる︒

りひろげる︒土地の習慣や生活には目も

そっくりそのままの生活と習慣とをくり

しふくわん

んでみる︒男結力の強いかれらは︑また

に︑ここへも支那の生活をそのまま持ち

226

白い壁に赤い屋根の建物がずらりと川岸
ほさう
って作られた敷本の鋪装道路の写譜には

盟5盟5225盟5盟5差4盟4盟4盟4盟3盟3盟3盟3223盟3盟3差3盟3盟3盟2差盟盟鯉2盟惣惣差2惣盟2222盟

333228542111110101076543111010887755432資
すぐ目の前のゴムの木の根へ︑耳をつん

226

た敷本の鋪装道路の両側には︑雑貨店と

店を中心に︑南洋のどこの町にも見られ

られるあの支那風の商店が︑ぎっしりと

心に︑南洋のどこの町にも見られるあの

して︑この町も他の遥々と同じやうに︑
くわけう

同じやうに︑商店の持主はほとんど華僑
もやう
店先は︑赤や黄色のあざやかな花模様を

かんとん

それが強烈な南洋の光線に照り映えて︑

水色や︑赤や︑緑の薄いきれ地などがい

しゃんはい

上海や廣東あたりの支那街の︑あのごつ
とん

東あたりの支那街の︑あのごつた返した

街からのびた敷本の鋪装道路は︑町とせ

ほはれた公園地帯の間を走ってみる︒さ

さうして︑赤屋根の住宅が︑あちらこち

が︑あちらこちらの緑の中に鮎在してゐ

あちらこちらの緑の中に鮎在してみる︒

のオランウータンの子どもが︑大きな干

る︒サラワク特産のオランウータンの子

である︒二 住宅の周圏には︑すくく

225
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225

225

225

225

225

225

226

226

226

226

226

22了
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22了

227

季のないセレベスのみなかでは︑窓を開

2105442221121111765432221110765331211108
れて嘗ては︑日本の兵隊さんたちを喜ば
さる
ランウータンは猿の一種で︑その一三一
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こそひとの心のまことなりけれ．

しのぼる朝日のごとくさわやかにも

高殿の窓てふまどをあけさ
けさせてよもの櫻のさかりをぞみる
せてよもの櫻のさかりをぞみる
ひをけ

とにむかふ鏡のくもりなくあらまほ
ひをけ

大宮の火桶のもとも寒き夜
大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍

入坑の時刻がせまった︒坑

きだうしや

たちまち中石満載のトロッコが︑一尉︑
がいせん
て行く︒まさに山の幸を得ての凱旋だ︒
がいせん

いやうに︑働く人の足場が落ちないやう

うな材木を︑鳥居のやうな形にがっしり

んでしまったあとの坑内に︑支柱を組み

さに山の幸を得ての凱旋だ︒鑛石を運ん

待って︑鑛石運搬の子壷がやって來る︒

さう思ふと︑封土の光澤も︑ひだも︑硬

い銅が︑この螢石の中に眠ってみるのだ

ふ︒﹁︿略﹀︒﹂鑛石の肌が美しい︒色が美

ぐつて行く︒地熱のために暑くなり︑温
はだ

こから︑各自受持の採鑛現場へと急ぐ︒

て︑敷百メートルのたて坑を一氣におり

と反響する︒鑛水のにほひがして來る︒

の岩石に︑軌道車の響きがごうごうと反

ば眞暗で︑あたりの岩石に︑軌道車の響

嚢に際し︑事務所の係員が︑﹁︿略﹀︒﹂と

に燈操をする︒朝の光を受けて︑元氣よ

道車が︑巾員たちの乗るのを待ってるる

だうしや

線路には︑幾十皇の軌道車が︑鑛員たち

まった︒坑口の前の線路には︑幾十皇の

がせまった︒坑口の前の線路には︑幾十

かいうん、てた待さレ嘔。．て、のば嚢、、道琴線。が麗圏圏麗麗
かんじんだ︒一分のすきも許されない︒

しまふ︒﹁交代の時間だ︒﹂重曹たち

氣がする︒七時間の勢働時間も︑やがて
ごうごうと響く車の音は︑見送ってくれ
見送ってくれる山の歓聲である︒清風一

して承る︒あちらの山でも︑こちらの山

立ってるて︑眞書の日光が︑まぶしいほ

の山々だ︒山の肩のあたりから︑刃物で

影石の山々だ︒山の肩のあたりから︑二

つた山だ︒御影石の山々だ︒山の肩のあ

坑外へ出る︒太陽の輝く青い空︑何とい

十ニー38囹

十ニー37
十紅鱒41
十ニー42

十二回4
十ニー47
十ニー48
十ニー48
十ニー49
白川ー410

だと思ふ︒一人前の石工になるためには

︑石工の姿は︑山の中で見かけると且つ

る︒それで︑石工の姿は︑山の中で見か

きな岩であり︑山のからだである︒それ

︒けれども︑仕事の相手は大きな岩であ

に載せられて︑山の道をすべるやうに二

ぬ根氣がいる︒槌の音は︑いかにものん

十ニー410 の山でも︑こちらの山でも︑三四人つつ
のみ
まりになって︑石の上で働いてみる︒二
十ニー51
十ニー56
十ニー69
十ニー74
十ニー75
十ニー76
十ニー76

︑墾などをやく火のふいごをふいたりす

づけたり︑仕事場の掃除をしたり︑竪な

十一一182
十一一侶4
十一一185

︑三年も五年も石の山に通っては︑石工

長い間の汗みどろの努力がひそんでみる

なるには︑長い間の汗みどろの努力がひ

に通っては︑石工の仕事を見質えて行く

十一一186
十ニー86
十ニー88
十ニー88

ればならない︒石の目といふのは︑ちや

石を割るには︑石の目を見わけなければ

断される︒もし石の目を見まちがへれば

入り混ってみる石の面を見て︑その目を

板でいへば︑木目のやうなものである︒

十一一1810

十ニー89
十ニー810

十ニー92
十陽月94

倒れ方をする︒石の山で働く人は︑大ま
はない︒一生を石の中で暮してみる石工

十一一195
十ニー97
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岩石も意志あるかのやうに思はれ︑その

きかかへてみる母のやうな山の心も︑わ

オへ︒一萬八千名の在留邦人を︑一刻も

るる母のやうな山の心も︑わかるやうな

と︑北方から疾風のやうに︑皇軍はダバ
ぼう

内に突入して︑町の十字路にさしかかる

人か︒﹂トラックの上から勇士がどなつ

棒を持つた二三人の男がとび出して來た

あった︒その人々の顔には︑感激の涙が

vと︑トラックの上の兵士たちは口々

々の顔には︑感激の涙がとめどなく流れ

がもれた︒部隊長の訓示が終ると︑林の

すかにすすり泣きの聲がもれた︒部隊長

訓示をした︒人々の中からは︑かすかに

い︑いたはりの心のこもったことばで訓

さしい︑いたはりの心のこもったことば

隊長は︑トラックの上に立ちあがって︑

トラックは︑校庭の中央に止った︒部隊

︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂の聲で埋った︒トラッ

とばかりに四千名の邦人が出て來た︒校

になってみた校舎の中から︑どっとばか

た︒トラックの上の兵士たちは︑高く手

あった︒トラックの上の兵士たちは︑高

千の邦人が︑皇軍の入城を知って︑狂喜

されてみた約八千の邦人が︑皇軍の入城

黒山のやうな邦人の群が︑わあっとなだ

の學校から︑黒山のやうな邦人の群が︑

横へ搾ると︑そばの學校から︑黒山のや

クが︑帝國領事館の横へ熾ると︑そばの

判所・電話局などの要所をまたたく間に

と︑トラックの上の兵士たちは口々にた
︑トラックは︑市の中央部へ突き進んで

〉。
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

さい

十二313 を説くのに︑弟子の才能に慮じてわかる

十二309園ないのは世の中の恥でございます︒﹂

十二308園 ほんたうに先生の大きいことがわかり
十二308富めないのは君子の恥でございますが︑

十二318
十二318
十二327

︒いつれも﹁仁﹂の一部の説明で︑その
れも﹁仁﹂の一部の説明で︑その行ひや

︒また︑﹁ほかの弟子は︑教へについ

でるる時は︑師の教へについて何か自

だかぼんやり者のやうに見える︒しか

︑﹁顔回は︑予の前で教へを受ける時

︒ここに︑﹁仁﹂の全髄が説かれてみる

十二332園
十一一333囹

十二334園
十二337園

れない︒私が力のあらん限り修養して
ろ

あいこう

こそ︑偉大な孔子の全面を︑よく認める

大佛殿に佛燈の

花はむ

むかしを固く封じ
しか

光は今もかがやき

花はむかしの色に咲く︒古人いへ

景色︑古き都のなごりとて

﹁おんみの弟子のうち︑最も學を好む

子に︑﹁おんみの弟子のうち︑最も學

つた︒ある日︑魯の哀公が孔子に︑﹁︿略

十二348園
十二351
十二358

十二359園
十二359園

十二369図圏
十二371図圏

しやうさう

十二374図魍

正倉院は天平の

さるさは

み

も

も

池の水の面に浮かびたり

み

池の水の面に浮か

しか
ふ東大寺︒鹿の鳴く音にさそはれて

十二379図圏虫干しやをひの僧とふ東大寺︒鹿の

十一一376黒黒

十二381言誤
さるさは

ろ

十二383図圏月はやく猿澤の
なかま

かつらぎ

日の月︒佐保の川原は水あせて︑石

魂祭せん今日の月︒佐保の川原は水

らく︑仲麻呂の魂祭せん今日の月︒

十二384図魍く配当の
十二386図魍

十二386黒影
十二387図圏

かつらぎ

十二391図鑑みすれば葛城の山のいただき雪白

十二404

十二403

されて︑九州方面の守備に向かった兵士

まことによく國民の本分︑軍人としての

い身ながら︑大君の御楯となって出塁す

十二398図圃

十二397 備に向かった兵士の一人が︑今日よりは
みたて
十一一398図圏 みなくて大君のしこの御楯と出で立
みたて
て大君のしこの御楯と出で立つわれ

十二396

十二301囹同じことだ︒道の修つた者が︑必ず人 十二392図書ば葛城の 山のいただき雪白し︒古
十二307園ありません︒今の契れた世に容れられ 十二396 今を去る千二百年の昔︑東國から徴集さ

十二299囹 答へた︒﹁細工のうまい大工が︑必ず

十二285園﹁いったい︑徳の修つた君子でも困ら
十二287 つた︒﹁︿略﹀︒﹂徳のある者なら︑天が助
いった︒﹁先生の道は遡りに大き過ぎ
十二295囹

である︒弟子たちの中には︑ぶつぶつ不

と︑おのつから人の心がわかるものであ

ちとともに男面祭の野を旅行した︒あい

年たって︑陳・票の厄があった︒孔子は

ちん

った︒わが身の上の危さも忘れて︑孔子

後芸者を失った者の悲痛な叫びでなくて
︒不幸にも︑孔子の顔が髪上に似てゐた

傳へ得るただ一人の弟子だと︑孔子はか

の教へを守り︑師の教へを實行ずること

その師を知り︑師の教へを守り︑師の教

た︒三千人の弟子のうち︑顔回ほどその

て泣いた︒三千人の弟子のうち︑顔回ほ

孔子は︑弟子顔回の死にあって︑聲をあ

天網﹀︒﹂七十歳の孔子は︑弟子顔回の

したトラックの上の勇士も︑校庭に居並

勢をしたトラックの上の勇士も︑校庭に

唱が起つた︒不動の姿勢をしたトラック

ら︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒不動

になってみた邦人の間から︑嚴かに君が

訓示が終ると︑林のやうに静かになって

32984593211199443332

十二315 度に教へた︒孔子の理想とする﹁仁﹂に
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43

十十＋＋十十十＋＋＋＋十十＋＋＋十十十＋
十二316囹 ある者には﹁人のわる口をいはないこ

40

本分︑軍人としてのりっぱな訓言を表し

やまべのあかひと

い

あ

き

さ

がら飛んで行く鶴の羽ばたきまでが︑聞

たひたと寄せる潮の静かな音︑鳴きなが

くなるので︑あしの生ひ茂ってみる岸べ

紀伊の國へ行幸の御供をした時︑赤人

き

人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの

た︑まことに調子の高い歌である︒人麻

西の美しさを一首の中によみ入れた︑ま

傾いてみる︒東西の美しさを一首の中に

東には今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

供に加つた︒野中の一夜は明けて︑東に

やったころ︑大和の竪子野で狩をなさつ

やまと

たぶきぬ

野にかぎろひの立つ見えてかへりみ
もんむ
人麻呂の歌である︒文武天皇

れてるる︒東の野にかぎろひの立つ

ひむがし

麻呂や︑山部赤人の作も︑また萬葉集に

ま ろ

つてみる︒萬葉集の歌には︑かうした國

精神を傳へ︑忠勇の心がみなぎってみる

ねともなれ︑大君のお側で死なう︑この

山を進むなら︑草の生えるかばねともな

とばは︑今日町民の間に轟く歌はれてる
へ
かばね︑大君の邊にこそ死なめ︑か

中によみ入れた次のことばは︑今日國民

べきである︒武門の家である大伴氏・佐
ほとものやかもち
︑お大
伴家持が長歌の中によみ入れた次の

おほとも

のは︑わが里民性の特色といふべきであ

らゆる身分の人々の作︑約四千五百首を

んどあらゆる身分の人々の作︑約四千五

め奉り︑そのころのほとんどあらゆる身

てみる︒御代御代の天皇の御製を始め奉
︒御代御代の天皇の御製を始め奉り︑そ

士やその家族たちの歌が︑萬葉集に多く

11087322110109866422101074332108877765
がたく人た西傾東供やた誌廊つ精ね山圏、要義べの、んめ・．て士本
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十二454 歌が多いが︑後世の歌集に比べて長歌の

十二453 氣がする︒小野老の歌である︒萬葉集に

十二452 のはなやかな奈良の都を︑ありありと見

十一﹇452 渡海して転たこうのはなやかな奈良の二

十二451 かりなり 東大寺の大佛ができ︑インド

十二449図圃 の都は咲く花のにほふがごとく今さ

十二445 ずして 山上憶良の作である︒憶良は︑
な ら
十二449図幅 をによし奈良の都は咲く花のにほふ

十二521囹

十一一5010園

十一一504園

十一一501園

︒﹁私はおまへの弟子にならう︒終生

十一一508園魔にもせよ︑佛のみことばとあれば聞

十一一506園

にならう︒終生の弟子にならう︒どう

十二512囹分で︑まだあとの半分があるに違ひな

十一一511囹

︒おまへは自分のことばつかり考へて

かれとても︑昔の御事に教へを聞かな

無知非道な羅刹のことばとは思へない

た︒﹁この羅刹の聲であったらうか︒

十二497 見まはしたが︑佛の雄姿も人影もない︒
あくま
十二499 近く︑恐しい悪魔の姿をした羅刹のみる
ま
十一一499 魔の姿をした羅刹のみるのに氣がついた

十二587囹

十二586園

十二583

十二582

十二5710

十二577

十二577

が現れて︑修行者の足もとにひれ伏しな
しゃか
かった︑ありし日のお稗迦様であった︒

十二571囹

十二571囹

法と大慈悲

もろの尊者︑多くの天人たちが現れて︑

十一一573

︑亡君淺野内匠頭の仇︑吉良上野介を討

十二577 置した︒もろもろの尊者︑多くの天人た

十一一574

でこそほんたうの武士である︒﹂﹁︿略

まち端嚴な帝繹天の姿となって︑修行者

たんに︑妙なる樂の音が起って︑朗かに

一言半句の教へのために︑この身を二

は︑﹁一言半句の教へのために︑この

十二569 せながら︑修行者の心に感動するかのや

十一一454 歌集に比べて長歌の多いのが︑一つの二

十二521囹

かり考へて︑人の腹のへってみること

をののおゆ

じょ め い

としては短いものの一つである︒﹁︿略﹀

か︒思ふに︑佛のみことばであらう︒

たいしゃくてん

き

らかうづけのすけ

赤穗の浪士︑大石内藏之助

あかほ らうし

﹁まことに忠臣の鑑︒﹂

たくみのかみ

くらのすけ

十二569 の心に感動するかのやうに見えた︒修行

十二455 の多いのが︑一つの特色となってみる︒

十二524園

やまのうへのおくら

十二463 の國は︒野明天皇の御製で︑長歌として
十二525園

十二441 かれるやうな感じのする歌である︒をの

十二464

へは︑だれに今のことばを教へられた

十二465 國には︑たくさんの山々があるが︑中で

十二527園

いふのが︑人間の生き血さ︒﹂といふ

行者さん︑人間の生肉︑それから飲み

ませんよ︒わしのたべ物といふのはね

十二597 をさせ︑また學者の意見をも徴した︒す

十二596

十一一595

さすがにこの事件の始末に心を痛めた︒

た︒﹁︿略﹀︒﹂世間の人々は︑だれもさう

越中守以下︑四人の大名にお預けといふ

ゑつちゆうのかみ

十二467 々として︑かまどの煙があちらこちらに

十二529囹

十二528園

︑まことに忠義の者どもである︒もし

十一一592

十二468 に立ちのぼり︑海のやうに見渡される二

い︒あのことばの残りを聞かう︒さう

といふのが︑多くの人々の一致した意見

十二466具山に登って︑國のやうすを見ると︑平 十二525皇考へて︑人の腹のへってみることを考

十二471 ︑美しい光景を目の前に見るやうにお二

十二533園

十一一601

十二599園

十二474 それは︑わが古代の人々が︑雄大明朗の

てるた︒﹁亡君の仇を報いたのは︑義

十二535園 句と︑行者さんのからだと︑取りかへ 十一一601 のが︑多くの人々の一致した意見であっ
ようん
十二538園 を捨てて︑永久の命を得ようといふの 十二602 た︒かうした天下の輿論に卜して︑ただ
をぎふ そらい
しか
十二5310 身に着けてみる鹿の皮を取って︑それを 十二602 ただ一人荻生狙挾のいふところは違って

十二534囹

を許せば︑國家の政治が成り立たない

十二473 つてみる︒萬葉集の歌は︑まことに雄大

さうしたら︑私のからだをおまへにや

十二474 人々が︑雄大明朗の氣性を持ち︑極めて

十一一604囹

せっせん

十十十十十十十

十二475 葉﹂とは﹁萬世﹂の意で︑萬世までも二
十二476 へようとした古人の心を︑われわれは讃

十二606園

せっ せ ん

の石といはず︑木の幹といはず︑今のこ

︒かれは︑あたりの石といはず︑木の幹

にほんたうの悟りの境地がある︒﹂とい

十一一626

十二622囹

十二622囹

﹁いや︑御苦心のほどお察し申します

に申しあげた︒佛の慈悲によって︑助け

淺野内匠の家來のこと︑いろくお聞

せぬ︒淺野内匠の家來のこと︑いろい

たのに︑將軍家のなぞがお解けになら

十二629園

このことが法親王のお耳にはいった︒法

十二633園
十一一637

ならむ︒有爲の奥山今日越えて︑淺
投じて︑今や羅刹の餌食にならうといふ

ゑじき

の幹といはず︑今のことばを書きつけた

ゐ

十二542園︒つつしんで佛のみことばを承りませ

十二612 ︑どこまでも武士の名爵を重んじた扱ひ

︿略﹀︒﹂といふ今のことばだけでは︑ま

う

十一一483 ところは雪山の山の中である︒長い間の

十二483 聲︒ところは雪山の山の中である︒長い

十二547図圏囹
る︒﹁有爲の奥山今日越えて︑淺
O そこにほんたうの悟りの境地がある︒

十一一484 も疲れきった一人の修行者が︑ふとこの

十二483 中である︒長い間の難行苦行に︑身も心
十二486 れぬ喜びが︑かれの胸にわきあがって來
十一一489園 た︒﹁今のは佛の御里でなかったらう
十二492

55

55

55

55

56

56

十一一491 ︒無常は生ある者の免れない運命である
十二493 い︒もしあれが佛のみことばであれば︑

741101066
投圏のの・に・
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た︒法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰

︑かれらを法衣の袖にくるんで助けた

かへってかれらの心であるまい︒散れ

が︑いきなり聞多の書足をつかんで︑前

後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞

謬る途中︑暗やみの中に待ち受けてみる

山口の町から湯田の自宅へ錦る途中︑暗

ら︑聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ

である︒下男淺吉の提燈にみちびかれな

は︑今日も毛利侯の御前上議で︑氣鋭の
ぶんた
御前方議で︑氣鋭の井上聞多が︑反封黛

れた︒あたりは眞のやみである︒かれら

らなかった︒多量の出血に︑しばらくは

と︑そこはいも畠の中であった︒からだ

った︒それは農家のともし火であった︒

︑やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた

︒﹁おお︑井上の若旦那檬︒どうして
十二686園
へ運ばれた︒淺吉の急報によって︑聞多

報によって︑聞多の兄︑五郎三郎は︑押
影はなかった︒弟の姿も見えない︒再び

た︒しかし︑聞多のからだは︑血だらけ
た︒母・兄・醤者の顔も︑ぼっとして見

としてほとんど手のくだしやうも知らな

すかにいった︒兄の目は︑涙でいつぼい

るのが︑せめてもの慈悲だQ決然として
︑しぼるやうな母の聲である︒母の手は

母の聲である︒母の手は︑堅く五郎三郎

る︒たとへ治療のかひはないにしても

は︑堅く五郎三郎の袖にすがってみた︒

も︑できるだけの手を書くさないでは

vほどなく明治の御代となった︒昔の
かをる
御代となった︒昔の聞多は井上馨として

く・り

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二752図圃

ろ︒登るや石のきざはしの

けば︑八幡宮の御やしろ︒登るや石

かうして︑六箇所の大傷が次々に縫ひ下

眠ってみる︒ほかの惑者二人も︑何くれ

痛みも感じないかのやうに︑こんこんと

洗ひ︑あり合はせの小さな畳針で傷口を

つた︒かれは︑刀のさげ緒をたすきに掛
せうちう
︑
焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合は

でしまった︒聞多の友人︑所郁太郎が︑

すが張りつめた兄の心もゆるんでしまつ

助けようとする母の一念に︑ さすが張り

母親は︑血だらけの聞多のからだをひし
︑血だらけの聞多のからだをひしとだき

十一一781園

十一一781園

十二774図魍

十二772善管

十二766図囲

十二765需要

十二761m凶魍

十二761図魍

ではない︒明日のお客の引出物に︑末

十二778囹出したのは︑齢の儀ではない︒明日の

十二776園

い︒明日のお客の引出物に︑末廣がり

き松風に︑昔の音やこもるらん︒十

長︑圓畳古寺の

らみに︑悲憤の涙わきぬべし︒歴史

︒若宮堂の舞の袖︑しづのをだまき
み こ
つきせぬ親王のみうらみに︑悲憤の

の跡︒若宮堂の舞の袖︑しつのをだ

十二757図圏ぼや遠き世々の跡︒若宮堂の舞の袖

十二755図黒石のきざはしの左に高き大いちや

はちまん

いませぬ︒聞多のからだには︑もう一

十二754諸多

れから幾十日︑母の必死の看護と︑尊者

十二785園

ところいくたらう

幾十日︑母の必死の看護と︑署者の手干

十一一789囹致さう︒や︑物の欲しい時は︑大聲に
十二798囹

名﹁このあたりの大名でござる︒太郎

さて︑それがしの主人は︑立板に水を

なうなう︑田舎の人︑これぢや︒﹂冠

は︑末廣がり屋の主人でござる︒﹂冠

︒ここに御主人の書きつけがあるによ

十二812囹地紙とはこの紙のこと︒きつねの鳴く

十二808園

十一一804囹

聞多が︑繋累の母の慈愛の態度を聞くや
︑當時の母の慈愛の態度を聞くや︑病床
﹁聞多︑三十歳の壮年に及んで︑何一
十二734囹
十二召5園 いのに︑今母上の力によって︑萬死に

山門高き松風に︑

めた聞多が︑當時の母の慈愛の態度を聞

死の看護と︑署者の手書てとによって︑

左に高

十二755図圏

十二745図圃村が崎︑名將の 学海ぜし古戦場︒
は せ
十二748図圃 ば︑長谷観音の堂近く︑露坐の大佛
ゆ
十二751図圃 堂近く︑露坐の大佛おはします︒由
ゆ ひ
します︒由比の濱べを右に見て︑雪

七里が濱の磯傳ひ︑稻村が崎︑

かま
たく尊いのは︑母の力であった︒十鎌

は︑山口在に非命の最期をとげたであら

かったら︑三十歳の井上聞多は︑山口在

にしても︑この母の慈愛によらなかった

のぼり︑八十一歳の脱型ある長壽を終る

〉。

十二744選評倉

十十十十十十十

には︑もう一滴の血も残ってゐませぬ

いでは︑この母の心がすみません︒﹂﹁

了3

了3

了3

了3

了4

69

了3

211010866
了4

69

69

69

了0

70

はせるのが︑佛の大慈悲であると思つ

65

了0

分はわざと將軍のなぞも解かず︑その

66

了0

石内琴之助ら一味の者は︑ いさぎよく切
みしん

66

了1

元年九月二十五日の夜である︒ あと四年

と四年で明治維新の幕が切って落されよ
すはう

といふ時だ︒天下の雲行きは︑ほとんど

兆してみる︒周防の山口では︑今日も毛

66

た︒すかさず第三の男が︑大刀を振るつ

ちやうちん

66

刀を振るって聞多のせなかを眞二つ︒そ
︑ふしぎにも聞多のさしてみた刀が防い

66

了1

了1

了1

了1

了1

71

了2

72

72

72

了2

72

72

了2

了2

了3

73

了3

了3

もとより︑帯磁の心はよくわかってゐ

21998 51108110109844337664328553218
書信囹囹園
66

つがれて編つた弟のあさましい姿︒驚き
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園園園園囹
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ふ者は︑きげんのよいこともあり︑悪

者﹁い や ︑ 十 爾 の う ち ︑

がきとはこの骨のこと︒とくさをかけ

者﹁はあ︒殿様の御合嵩まみらぬも道

の通り︑きつねの鳴くやうに︑こんこ

廣がりとは︑扇のことちや︒おのれは

る︒これを限りの合職と思ひければ︑
して︑数千丈の谷に投ず︒その子︑

まことに獅子の氣性あれば︑はね返
の合職︑天下の安否と思へば︑今生

なかれ︒今度の合戦︑天下の安否と
へども︑一旦の身命を助らんために
からず︒一族のうち︑一人も生き残

ために︑多年の忠烈を失ひて︑敵に
こんがうざん

間は︑金剛山のほとりにたてこもり
れぞ汝が第一の孝行なる︒﹂とて︑

ただよし

つはもの

十二909図 に立てて
大︑勢の中へかけ入りけり︒

十二9010図 入りけり︒直義の兵ども︑菊水の旗を
つはもの

十二9010図 の兵ども︑菊水の旗を見てよき敵なり
十二915図 り︒かくて直義の五十萬騎︑楠木が七
す ま

かう

十二9110図石堂・高・上杉の者ども六千鯨騎にて

いしだう

十二916図けられて︑須磨の方へと引き返す︒尊

十二925図 れまでと︑湊川の北に︑民家の一むら

十二921図 齢騎にて︑湊川の東へかけ出で︑あと

たり︒七十二人の者ども︑皆五箇所︑

十二925図川の北に︑民家の一むらありけるに走
十一一927図

十二931図国 いて︑おんみの願ふところは何ぞ︒

十二943図 ひそかに持佛堂の方へ行きけり︒母あ

十二942図 送り來たれる父の首を見て︑悲しみに

1110997641887775516536655111019965

ただこれを最後の参内と思ひ定めて退

申し︑如意輪堂の壁板に︑おのおの名

四十三人︑先皇の陵に参って傭いとま

正時以下︑今度の合職に一足も引かず

ないから︑すべての材料は兵隊の肩へ載

急いでみる︒ここの橋が完成しない以上

にかついで︑前線の橋へと急いでみる︒

つたころ︑もう他の一隊は︑橋梁材料を

がいてるる︒ここの橋が三分の一ほどで

田虫と汗もが一面の地圖をゑがいてるる

づくが︑スコールのやうな勢ではね落ち

から︑胸から︑汗のしっくが︑スコール

振るってみる兵隊の顔から︑手先から︑

を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじ
︒その上を︑熱帯の太陽がかんかん照り

がかわくと︑椰子のからを破ってその水

や し

材を︑すっぱだかの工兵が︑肩でかつい

木材には︑チークのやうに重いものがあ

と行はれる︒熱帯の木材には︑チークの

飛び︑ねらひ撃ちの銃丸が飛んで掠る中

になってみる︒橋の下垂には︑こていね

やっかいにも︑敵のトラックや職車がお

る︒爆破された橋の上には︑やっかいに

が展開する︒隊長の命令一下︑工兵隊は
けう
だ工兵が︑自満車のペタルをふんで︑橋

うに︑わが工兵隊のすばらしい活躍が展

掛けてあり︑退却の際︑スイッチ一つで

な画廊隊・面輔隊の前進である︒敵は次

しゃりやう

らしながら︑寸時の休みなく追撃する︒
しゃりやう
る︒まことに奔流のやうな戦車隊・車輌

むる と︑一首の歌を書きとどめ︑そ
ほさう
ライに︑ただ一筋の鋪装道路が︑北から

にょいりんだう

みささぎ

100

はかま
し菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑袴
はかま

もろやす

せ候か︑二つのうちに職を決すべき

そ師直・師泰の軍に立ち向かひ︑身

もろなほ

ためには不孝の子ともなるべきにて

身となり︑父のためには不孝の子と

ためには不忠の身となり︑父のため

も候はば︑君の御ためには不忠の身

︑かひなき世のそしりをも受くべく

候はずば︑父の申しし遺言にもたが

ひしを︑合戦の場へはともなはで︑

ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ

父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打

ちつれて︑吉野の皇居に参向し︑四條

﹁これは朝敵の首を取るなり︒﹂と

は︑童どもと職のまねして︑﹁︿略﹀︒﹂

行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心に

ける︒正行︑父の遺言母の教へ︑身に

名も失ひ︑君の御用にも立ちまみら

︒かくては父の名も失ひ︑君の御用

ものが︑いつのほどに忘れけるそや

されしは︑父のあとをとぶらはせん

ば︑これほどの道理に迷ふべしや︒

幼くとも︑父の子ならば︑これほど

抜き持ちて︑袴の腰を押しさげ︑自害

圏圏連圏圏図図図豪商圏圏圏吉夢重圏圏圏図皇図図図圏経籍圏圏割図図
らはらと涙を甲の袖に落しつつ︑義心
なほし
先に︑まつ直衣の袖をぞぬらされける
すなはち南殿のみすを高く巻かせて
︒﹁汝︑二度の職に勝つことを得て

を得て︑敵軍の氣を屈せしむ︒重代
せしむ︒重代の武功︑返す返すも神
なれば︑今度の合戦は天下の安否た
の合職は天下の安否たるべし︒進む

100

のこと︒きつねの鳴くやうに︑こんこ

81

一爾ばかりも

81

十二901図︑
かたみに菊水の刀を與へて︑おのお

十十十十十十十十十十十十十十十十十
十二945図 にとどめし菊水の刀を右の手に抜き持

110988654429821197661984199639876
図図図図図
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

べての材料は兵隊の肩へ載せられ︑砲火
︑砲火ををかしてのかけ足である︒めざ

で︑そこには歩兵の徒歩部隊が出てみる

できあがらない橋のたもとには︑吊環隊

なく︑器材と人員の貼検を受けて︑これ

ある︒この工兵隊の螢苦︑思へばただ頭
と は

ふしみ

よしのぶ

行ずる姿には︑神の尊ささへ感じられる

一 鳥羽・伏見の一職に︑徳川慶喜は

勢であった︒朝臣のうちには︑あくまで

にはまた︑三百年の忌日を思って︑主君

恩を思って︑主君の馬前に討死しなけれ

とへ︑慶喜に不臣の心がなかったとして

たとしても︑朝敵の名をかうむるのは︑

つた︒慶喜は︑事のすこぶる重大なのを

は︑書室院外に事の次第を申しあげて︑

切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑

願ひ︑身は寛永寺の一院に閉ちこもって
︑ひたすらに謹愼の意を表した︒二 静
にんかう

ぱ

親王は︑仁孝天皇の皇女︑孝明天皇の御
を

の皇女︑孝明天皇の御妹︑明治天皇の御

の御書︑明治天皇の御叔母君で︑御幼名

になったが︑慶喜の言上するところを一
によしやう

を得なかったかれの心中をあはれみたま

た︒やさしい女性の御心に︑導火が鮎じ

たび嫁しては徳川の家を離れないのが女

のが女の道︑徳川の家は何とかして護ら

を離れないのが女の道︑徳川の家は何と

ればかりか︑追討の官軍がたちまち江戸

るとすれば︑徳川の恩義を思ふ奮臣たち

にかかれば︑百萬の市民はどうなること

なることか︒徳川の家を救ふことは︑結
ふち

は︑結局江戸百萬の市民を救ふことであ

土御門藤子は︑宮の御文を奉持して︑東
︒官軍は︑今や潮のやうに東へ寄せて來

寄せて量る︒徳川の家は︑まさに風前の
家は︑まさに風前のともし火であった︒
この間にも︑主家の難を救はうと︑朝廷
うと︑朝廷へ寛大の御即身を請ひ奉る歎
たつさへた關東方の使者は︑櫛の歯を引

東方の使者は︑櫛の歯を引くやうに京都
事京都に着くことのできたのは︑宮の御
宮の御文は︑實に言々血

のできたのは︑宮の御使ひだけであった
であった︒四

これんびん

十二佃3圏田

﹁何とぞ私への御憐窓と思し召され

は︑實に言々血涙の御文章であった︒﹁︿

を安んじ奉り︑國のため民のためには︑

十二冊9圖團 せられ︑願ひの通り︑家名のところ

が︑御兄孝明天皇の御心を安んじ奉り︑

奉り︑國のため民のためには︑水火の中

かぼく

の通り︑家名のところ御憐懲あらせ

十二掴1國田 く︑一門家僕の者ども︑深く朝恩を

朝
朝敵の汚名はすすがれ︑徳
はすすがれ︑徳川の家名は噺絶を免れた

あった︒五

せられぬ宮の御文の力であった︒五

ろあらせられぬ宮の御文の力であった︒

を討たねば止まぬの硬論を持する朝臣た

＋一堂−o圏團

のためには︑水火の中をもいとはない御
︑當時から七年前のことである︒しかも

嫁による公武一和の望みは︑ほんの束の

は︑ほんの束の間の夢であった︒やがて
︒やがて長州征伐の大事が起って︑家茂
はんぎゃく

この雨三年︑御涙の乾くひまもない御身
た︒三 慶喜叛逆の報がいち早く江戸に

114

あんど

さいがうたかもり

かつやすよし

太平洋の夜明け︑遠い地平線

れながら︑緑の波の上に光ってみる︒そ

らされながら︑緑の波の上に光ってみる

シヤの号旗が︑朝の太陽に照らされなが

げられたギリシャの國旗が︑朝の太陽に

め乗組員が︑不動の姿勢で立ってるる︒

行く︒わが溜水艦の甲板には︑艦長を始

左舷に傾いた︒敵の乗組員は︑船を捨て
︑船を捨てて二隻のボートに乗り移った

が潜水艦は︑敵船の雲版をぐるりとまは

るするとギリシャの國旗があがった︒ギ

艦は︑全速力で煙のあとを追った︒近づ
︑五千トンぐらみの商船だが︑國旗を掲

地平線上に︑黒煙のなびくのが応益鏡に

シや誓湯

参進︑天照大神の大前に︑御心ゆくま

だへをさす満洲のあした︑皇帝陛下は

︒この夜︑陛下のおやすみになったの

朝早く︑打電の手賢きをしてもらひ

し奉り︑慶祝の親電を︑書き終った

軍の將兵︑無残の勇士に︑しばし祈念

はせられ︑皇軍の將兵︑戦野の勇士に

目には︑御感涙の光るのさへ拝せられ

しょに︑日本の宮城を遥 拝しよう︒

陛下は︑大本管の歴史的な嚢表を聞し

った︒當時︑欧米の強國は︑ひそかにわ

おうぺい

談笑のうちに開城の約が成立した︒江戸

見で︑しかも談笑のうちに開城の約が成

安芳のわっか二回の會見で︑しかも談笑

やすよし

西郷隆盛︑徳川方の勝安芳のわっか二回
かつやすよし
︑徳川方
の勝安芳のわっか二回の會見で

さいがうたかもり

江戸城は︑官軍方の西郷隆盛︑徳川方の

れ、。げめ行・左がる・跳。圏圃鞭騨乱吟圏囲っ談購・醐。

ちは︑ほっと安堵の胸をなでおろした︒
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である︒めざす橋のもう一つ向かふは敵
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二旧6 ︑今か今かと襲射の命令を待ってるた︒

十二偽5 ︒急いで魚雷登射の準備がなされた︒乗

十二旧3 煙突の大きな客船の姿が窩つた︒アメリ

十二伽3 ともした二本煙突の大きな客船の姿が罵

十一一槻10

陽が︑シドニー沖の海面に落ちてから︑

十二槻7 つた︒わが漕水艦の甲板からは︑一時に

十二槻6 込まれるやうに海の中へ姿を没してしま

十一一桝9囹 ると︑﹁私の今の身の上を悲しんで泣

十一一摺9囹 てやると︑﹁私の今の身の上を悲しん

十一一摺7

十一一榔7

十一一摺7

十一一桝6

兵の一人が︑片言の英語で慰めてやると

少し話せる衛生兵の一人が︑片言の英語

泣いてみた︒英語の少し話せる衛生兵の

敵の再校は︑寝床の上に半身を起して︑

︒﹂li魚雷マ隠蟹射の持ち場についてみた

に思った︒﹁敵の病院船だ︒攻撃は中

131

ロで︑月への距離の約四百倍に減る︒一
︒一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に

十二悩7黒米 音 蕪村 春の海ひねもすのたりの

十一一悩3若干 香にのっと日の出る山路かな山路
ぷそん
十一一悩5図圏 つとびこむ水の音 蕪村春の海ひ

からか︑カナリヤのさへづりが朗かに聞

け込んで︑銀の糸のやうにまぶしく輝き
︒けれども︑家々の窓も障子も︑いっせ

に解け込んで︑銀の糸のやうにまぶしく

は︑やがて雨落ちのみぞに解け込んで︑

降りそそぐ︒縁先の雪が︑かさりかさり

はれる白雲が︑山の懐からぽっかり顔を

ふところ

濃い青空には︑春の國から生まれて來た

ぷそん

して︑地球を太陽の中心に置くとしても

十二悩8図圏 ぬれつつ屋根の手まりかな 菜の花

千萬キロで︑月への距離の約四百倍に當

な太陽が︑私たちの住む地球から見ると
︒地球から太陽への距離は︑凡そ一億五

地球を十ニセンチのゴムまりとしてみて

センチのピンポンの球︑地球を十前置ン

月を直樫三センチのピンポンの球︑地球

くては︑月が太陽の表面を廻るわけには

月との距離が︑今の約二倍なくては︑月

しても︑月は太陽の内部を廻るだけであ

あるが︑また太陽の敷百倍といふすばら

とほぼ同じ大きさのものもあるが︑また

空に無敷に輝く星の一つなのであるが︑

つまり太陽は︑夜の空に無敷に輝く星の

あの︑夜の空に銀の砂子をまいたと見え

結局は︑あの︑夜の空に銀の砂子をまい

減してみる︒太陽のやうな天髄は︑ただ

る︒解悟は︑太陽の表面に起る大きなつ

あり︑時には地球の十三倍もあるのが早

見たところごま粒のやうだが︑實は地球

ある︒それが太陽の黒熱と呼ばれるもの

表面に黒いごま粒のやうなものが見える

と︑その敷は︑三の次に零を二十七つけ

は︑ほとんど普通のことばでいひあらは

と高熱である︒光の強さに至っては︑ほ

る︒太陽そのものの温度は︑表面で約六

てくれる︒夏の日の暑さから考へてみて

送ってくれる︒夏の日の暑さから考へて

88432210776542101086632
131

131

131

131

131

131

ある︒地球と月との距離が︑今の約二倍

地球月月の軌道黒鮎黒鮎

る︒あらゆる生命の源泉であるだけに︑

は︑あらゆる生命の源泉なのである︒あ

のである︒月は死の世界であるといふご

ってよこす︒地上のあらゆる生物は︑こ
︑この熱︑この光のおかげで生きてみる

つて︑否︑すべての生物にとって︑太陽

由のきかない話方の手で︑堅く握った︒

生兵の手を︑自由のきかない爾方の手で

て︑二人の衛生兵の手を︑自由のきかな

﹂といって︑二人の衛生兵の手を︑自由

十二伽2園 心は︑アメリカの軍隊には決してあり
十二旧3園 ん︒私は︑日本の軍隊がつくづくうら

十二伽1園 あなたがた同志の友情のうるはしさに
十二伽1囹 がた同志の友情のうるはしさに︑しみ

十二旧8 みた艦長は︑敵船の行動としては詰りに
十二伽9 すると︑白い船生の舷側に︑十字のしる
十二桝1

十二榴9 燈の舷側に︑十字のしるしが赤く描かれ

十二悩3園

十二桝2 勇士たちは︑艦長のこの命令を意外に思

十二塒5 の精鋭は︑ジャワのバリ島を奇襲し︑そ

十二価5 月十九日︑わが陸の精鋭は︑ジャワのバ

十二伽7 した︒バリ島の敵の野職病院には︑アメ

十二伽7 成功した︒バリ島の敵の野職病院には︑

十二伽7 院には︑アメリカの航空將校が︑白い寝
十一一価8 話芸が︑白い寝床の上に横たはってるた
十二伽10 派遣された四十名の航空將校の一人で︑
十二伽10 四十名の航空將校の一人で︑わがジャワ

十二櫛1 ︑濠洲からジャワのバンドンへ移り︑偵

22955543322図5432285555

132

32999754

十二楢2 偵察隊として出動の途中︑この島に不時

舎十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

132

132

132

132

132

132

1詔

133

133

133

133

133

1鈴1茄1誌1聞1気缶1351蕊

十二伽8 にやけどをした敵の將校は︑夜となく査
十二搦9 見えない上に︑手の自由もきかない︒食
十二伽10 い︒食事は子どものやうに一々たべさせ

十二枷1 なく取り代へ︑傷の手當てをていねいに
十二捌2 は︑並みたいていのことではなかった︒

十二枷2 た︒しかし︑二人のわが衛生兵は︑代る
や し
十二枷5 してやった︒椰子の葉越しに︑窓から月
十二伽5 越しに︑窓から月の光が美しくさし込む
十二櫨6 であった︒この敵の將校は︑寝床の上に

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十
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129
1四
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1釦
1釦
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1調
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130
1釦
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十二鵬8 土に︑ほのかな春の香を感じるやうにさ

十二鵬8 して︑この一握りの土に︑ほのかな春の

十二鵬5 はで枝をつった松の根もとに︑そっと顔
十一一欄3

十一一欄3

十一一傾3
箇月土を見ることのできなかった目には

の黒い土︑草の芽の緑llこの三四箇月

べりの黒い土︑草の芽の緑llこの三四

大自然は︑今︑春の喜びと活動に︑よみ

十二川5

﹁ねえさん︑雪の中からお人形が出て

十一一鵬10園

十二襯6図圃代にさざれ石のいはほとなりてこけ
この琴歌

十二窟2 うな顔をして︑妹の小さな手にだかれて
となりてこけのむすまで

世界第一の海洋の名である︒島々は︑

は︑大空の星座のごとく並び︑艦船は

︒島々は︑大空の星座のごとく並び︑

つはめ

︑艦船は︑魚群のごとく進み︑航空機

︑航空機は︑燕のごとく渡り︑世界の

しへに﹁太平﹂の海なのである︒附録
あみ
道に近づいた︒潮の色は︑濃い藍から少

太平洋は︑皇國の近めによってのみ︑

まと︑また浦安の國であるやうに︑太

そみ︑最高文化の源泉が高鳴ってみる

ふ︒そこに世界の原動力が力強くひそ

して︑世界最大の波紋を描く︒黒潮と

遥かにアメリカの大陸をつく︒更にわ

潮︑わが大日本の磯を洗ひながら︑北

︒かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮

とく渡り︑世界の電波は︑この海洋を
14了

十二襯エ凶魍

148

榮えますわが皇室の萬歳を心から祈り奉

148

つんとともった船のともし火のやうに見

びあがって繋る星の光までが︑ぽつんと

までたっても二本のしわを描いて︑消え

をすべって行く船の跡が︑いつまでたつ

一つ立たない︑鏡のやうな海面をすべつ

の色と︑インド洋の色とは全く違ふと聞

績く南支那海の潮の色と︑インド洋の色

洋に績く南支那海の潮の色と︑インド洋

って︑スマトラ島の北端を廻ると︑いよ

時々飛び魚が銀色の肌を光らしながら飛

るで大きな七難嶢の置物でも見てみるや

の青さと︑地平線の緑とが︑あざやかに

1雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑

であらうかll雲の白さと︑空の青さと

いてるる︒あの雲の眞下あたりが赤道で

りと晴れた行く手の空には︑六白な入道

149

はつらつ

︒ふと︑泥まみれの長靴をはいた弟が︑

ち

1111988555419888764197326528654332
圃圃圃圃圃圃圏圃團團圏圏魚心圃
150

十二観5労すみせんが︑雪の下で︑もう目をさま
十一一鵬1

日だりとも︑國語の力をかりずに生活す
︑ともすれば蘭語の恩をわきまへず︑中

し︑ひとたび外國の地を踏んで︑ことば

を踏んで︑ことばの通じないところへ行

ここ

と︑だれでも國語のありがたさをしみじ

た心地がし︑愛國の心が泉のやうに湧き

このかた萬世一系の天皇をいただき︑世

し︑愛國の心が泉のやうに湧き起るのを
語には︑祖先雷雲の感情・精神がとけ込
︑それがまた今日のわれわれを結びつけ

である︒もし蘭語の力によらなかったら

民として一身一昔のやうにならしめてゐ
ったら︑われわれの心は︑どんなにばら
に赴くのも︑皇國のよろこびに︑國を學
も︑一つには国語の力があづかってみる
・君民と離すことのできないものである

日本の北東から︑南西の岸

こそは︑國民の魂の宿るところである︒

國語こそは︑国民の魂の宿るところであ
太平洋

北東から︑南西の岸へかけ︑遠くわが
︑遠くわが南洋の島々まで︑太平洋の
々まで︑太平洋の波は︑ひたひたと打
北︑ベーリングの荒海を巻き︑南︑南
き︑南︑南極海の氷原に連なり︑アメ
れは︑世界第一の海洋の名である︒島

14了

14了

14了

14了

150

十二僻9 ようとしてみる物の溌刺たる力を想像し

かるい聲が︑納屋のかげのあたりから︑

十二儲1 いた弟が︑せなかのあたりまで泥をはね
十一一儒5

十二儒5 聲が︑納屋のかげのあたりから︑はずん
十二鵬8 ︒せり摘み 桑畠の雪もだいぶ減って︑
十一﹇鵬8 ちらに黒ずんだ畠の土があらはに出てゐ
．十二儲10 と大きなはんの木の間に︑かぶった白い
十一一㎜4 した︒ぼくも︑弟のあとを追ふ︒近づい
十一一㎜9 取って︑はんの木の下枝に掛けた︒川の

十二燭9 下枝に掛けた︒川の少し上手に︑よその
十二㎜10 少し上手に︑よそのをばさんも︑せっせ
しみつ
十一一糊2 じぎをした︒清水の流れだといふこの川

十二柵3 芽ぐんでみる︒草の芽の間から︑立ちあ
十二柵3 んでみる︒草の芽の間から︑立ちあがる
十二柵4 立ちあがる水蒸氣のかげもなつかしい︒

十二柵5 なつかしい︒いつのまにか向かふ側へ行
十一一柵6 ない︒母は時々弟の方を見ては︑またせ
十一一柵6 たせりを摘む︒母の指先が水にはいると

十二柵7 にはいると︑川底のせりの緑も︑高いは
十二柵7 ると︑川底のせりの緑も︑高いはんの木
十二柵7 も︑高いはんの木の影も︑ゆらゆら揺れ
十二柵9 はいたまま︑下手の淺瀬にはいった︒足
十二傾1 流れ澄んで︑せりの葉並みがいっそう美

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十二川2 かった︒澄んだ水の色︑川べりの黒い土
十二箇2 だ水の色︑川べりの黒い土︑草の芽の緑
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つた船のともし火のやうに見える︒日の
︑今日は快い南西の季節風に揺られて︑
十一一蹴6

十一一㎜5
た︒さすがに南洋の名物だ︒十五分掌り

かき消されて︑目の前には︑敷知れぬ細

十二㎜9

る︒南十字星は手の届きさうなところに

ひはかうした落日の美観をいひ表すに︑

を︑緋色のねり絹のやうにひるがへして

いしぶきを︑緋色のねり絹のやうにひる

限りの海が︑濫訴のきらめきにもえ立つ

して︑見渡す限りの海が︑眞紅のきらめ

めはみんな淡紅色の旗を捧げて︑歌って
︒すると︑波どものうち振る旗も︑また

つが︑大きな太陽の紅を罵して︑首を下

十二㎜6

十二㎜5

十二㎜5

十二川12園

十二川6

十一一川6

たき績けてるる星のおかげで︑昔から︑

十一一川5

て話してみる船長の後の空と波とが︑明

十二㎜2園に砕け散る怒涛の中には︑かへって海

十二川7

してみる船長の後の空と波とが︑明かる

十二㎜2園

コールの去った東の海から︑やがて月が

て來た︒スコールの去った東の海から︑

十二㎜3囹

送ってくれる基地の朝は︑まだやっと明

と︑一つ一つの星の呼吸さへ聞えて理る

みると︑

呼べば答へるほどの近さに見える︒だま

て︑深い藍色が頭の上にかぶさったころ

くのであらう︒船の人々は︑ほっとした

十二㎜12

り︑北斗七星は北のはつれにるて︑内地

で︑スコールは東の方へ去って行った︒

績けてるる︒南西の風に向かって︑かす

十二川2

つれにるて︑内地のありかをささやき顔

十二㎜8

にまはった入道雲の頭が︑そろそろあか

十二川3

風に揺られて︑緑の小波はなごやかなさ

た︒まったく熱帯の海の落日は︑すばら

十二川4

まったく熱帯の海の落日は︑すばらしい
︑すばらしい︒波の一つ一つが︑大きな

うちに︑不意に雲の表情が愛って來た︒

十一一㎜6

た︒今日も︑基地の上空は一丁目層雲で

十二㎜4

十二㎜4

十一﹇㎜1

五百メートル以下の低空を飛んでみる︒

標のない洋上哨戒の軍調さは︑やりきれ

それに︑攻撃目標のない洋上哨戒の軍調

はきっと南海特有の積八雲が多いことで

かりなのに︑先嚢の各機は︑もう洋上遥

に育つた私たちの血潮を湧き立たせる

かし︑波には波の美しさがあって︑非
どたう

メートルぐらみの南西季節風が︑時に

一つ一つの星の呼吸さへ聞えて

かけてみた入道雲の足もとから︑むくむ

十一一㎜9

基地の上空は一面の層雲で︑行く手はき

出て來たのだ︒緑の地平線は︑一瞬のう
なまり
の地平線は︑一瞬のうちに鉛色に論り︑

十二㎜9

ひいち

と二つ三つ︑灰色の雲が湧きあがって來

十二㎜11

に鈍り︑その鉛色の地平線を︑右に左に

十二㎜10

ついて見れば︑魚の群だつたりする︒殊
211

210

は︑容易に見わけのつかないことが多い

殊に地平線上の雲の影は︑容易に見わけ

る︒殊に地平線上の雲の影は︑容易に見

せうかい

南方の海は︑割合ひおだや

くに從って︑敵艦の推進器の回試する音

するしんき

つかうから︑煙突の形から︑まさしくレ

見えて︑その艦首のかっかうから︑煙突

今見ると︑その下の飛行甲板がはっきり

つぴろい艦橋の上の方と︑マストだけが

だだっぴろい艦橋の上の方と︑マストだ

で︑レキシントンの甲板が見えず︑あの

かんぱん

來るレキシントンの姿であった︒さつき

射用意よろし︒﹂の報告があってから︑

察してみたが︑西の方へ向かった時︑﹁

西方海面を哨戒中のわが溜水艦は︑今日
なな
今落ちかかる太陽の残光を斜めに受けて

せうかい

日が績く︒ハワイの西方海面を哨戒中の

トン撃沈記

で來た︒ぐっと機の方向を愛へる︒ああ

命令された哨戒線の果てまで來た︒ぐつ

は︑並みたいていのことではない︒いよ

るべとなる偵察員の苦榮は︑並みたいて

へ起る︒洋上飛行の目となり︑道しるべ

地へ鋸着することのできない危険さへ起

がら︑絶えず現在の位置を海圖に書き込
︑この測定に寸あ
分や
のま
誤りがあってはなら

天にとどく﹂などの形容では追つつくも
︒風に流される機の方向を正すため︑偵

ルの中では︑灰色の大きな木を押し立て

つ込む︒スコールの中では︑灰色の響き

たやうなスコールの中へ突つ込む︒スコ

を見つけて︑豫定の哨戒線上に針路を取

211

211

211

211

211

211

211

211

212

212

212

212

2コ2

212

212

212

213

213

213

ひいろ

た︒何といふ延びの早い雲だらう︒幾重

十二㎜11

いて行くスコールの足が︑はっきり見え

ほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぼつつ

十一一㎜10

だ︒スマトラ名物の激しいスコールが︑

た︒わっか四五分野間に︑すっかり海面
な︑
は縄のすだ
︑一際暗いその雲の中央から
なは
雲の中央から︑縄のすだれを掛けたやう

る︒このスコールの足は︑まるでかける

十二㎜5

みるので︑漕水艦の漕望鏡かと︑近づい

飛んでみる︒機上の朝食を終ったばかり
かけるやうに右舷の海を渡って來る︒地

のに︑やっぱり雲のいたづらだったのか
十二㎜12

十二㎜9

3

213

213

214

214

214

214

214

215

202
205

6

205

2

215

215

3
9

203
203
204
204

8

205

8

う︑スコールが船の上へやって來たから
︑話し聲も︑機關の音もかき消されて︑
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203
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203
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9

6
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8
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9
121110

2匪6

5

205
206

409
の一の

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

215

するしんき

て︑敵艦の推進器の回養する音がはっき

2
った時には︑敵艦の胴腹深く飛び込むん

216

ある︒生あるもののやうに飛び出して行
して行く︒こっちの所在を知ってか知ら

出して行った魚雷のうなりを聞いて︑差
てか知らずか︑敵の警戒艦が︑ちやうど
の氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑ち

盟0別盟0盟0差0盟0219219219219

みたレキシントンの推進器の音は︑聞え
シントンの推進器の音は︑聞えなくなつ
五月七日︑十一時の書食前である︒﹁︿略

くちをしさが︑足の先から頭のてっぺん
が︑足の先から頭のてっぺんまで突き抜

あらわし

母艦は︑敵五十機の雷爆撃を相手に︑敢

て來た︒最初︑敵の大空襲かと︑職飾言

︒先頭の指揮官機の翼が︑きらく光る

ついて來る︒先頭の指揮官機の翼が︑き

わが艦隊の左後方の空を︑銀翼で切って

分ごろ︑わが艦隊の左後方の空を︑銀翼

したのだ︒更に英の職艦ウォースバイト

な海の荒鷲が︑米のカリフォルニや型を

あらわし

わが勇猛果敢な海の荒鷲が︑米のカリフ

98552210994

十二㎜2囹 齢さず︑珊瑚海の海神のごちそうに供
十二㎜2園 ︑珊瑚海の海神のごちそうに供へてや

1111

雷は︑みごと敵艦の火藥庫か何かにくひ

て︑ちよつと張りの抜けた神纏を引きし

艦が︑ちやうど頭の上を通って行った︒

3

216
218

の間に︑正確に敵の針路と速力を観測し

215

6
嚢底始め︒﹂艦長の聲は︑全艦に響き渡

太陽は没して︑西の方だけが眞赤に暮れ

も混って來る︒敵の警戒は嚴重らしい︒

逐艦らしい推進器の音も混って來る︒敵

121110

216

8

215
216

9
1211
3

216
216
21了
21了
217

4
5
4

217
21了
218

6

6

218

9

218

218

218

6
導けてみた高角砲の勇士たちは︑みかた

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

しゅくん

機とわかって狂氣のやうに手を振った︒

げた︑殊動輝く海の荒鷲が︑大空高らか
に當る︒祖國日本の姿を思うて︑血の高
の姿を思うて︑血の高鳴るのを感じた︒

一學に決する最後の決職は︑刻々にせま
︑今やまったく袋の中のねずみとなって
やまったく袋の中のねずみとなって︑逃

4

骨みがきで候のと申しをる︒

廣がりで候の︑骨みがきで候のと申しをる︒

十二862園

ンデ︑フッテ來ルノモ アリマス︒オッ

ガラ︑フッテ來ルノモ アリマス︒トン

ガラ︑フッテ來ルノモ アリマス︒三

ドハ︑少シ小サイノヲ コシラヘテ︑大

コシラヘテ︑大キイノニ カサネマシタ︒

﹁こんどは︑ぼくのを とばすよ︒﹂と

︑さがしてみるの です︒﹂と︑勇さん

三152 まった土地あ
のるのが 見えました︒神
でせう︒﹂と︑ みよ
三275園 つたから︑かったの
三295園ないほど大きいの です︒﹂と答へま
三297答へました︒大きなのがじまんの大量は
三344囹
す︒コばん早いのは︑じゅんやうかん
もっとかはったのはありませんか︒﹂
三353囹
三395 っても︑まだ痛いのがなほりません︒
三406︒花子さんは︑痛いのが少しなほったや
三412圏すが︑おくの方のは︑一生使ふだい
︑みがくといいのですがね︒さうす
三421囹
ずをつけに行くのかね︒﹂みんなはだ
三445囹
三457園て︑どこへ行くのだらう︒これほど
はなくならないのでせう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
三466園
ら︑流れて灯るのだが︑そのへんで
三482園
三493 れてなくならないのがふしぎでした︒
がつづいていくのと同じことだ︒﹂
三506囹

いつまでつづくのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
三584囹

田うゑができるのだ︒﹂おちいさんが
三578園

三576にきちんとうゑるのです︒﹁︿略﹀︒﹂お
イケヨリヒロイノデスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

︑これですきなのを︑おすくひなさい
三603囹

の

ノヤウニヒロイノデス︒﹂カウイッ

ノ

ニカクレテヰルノダラウ︒﹂トイヒ

︵準助︶晒

おもりがかるいの だね︒﹂と︑勇さん

部隊と航空部隊との決戦である︒場所は
︒場所は︑パプアの東端から敷十海里の

二664園 ヨメサンニスルノハ ヲシイ︒セカイ
デーバンエライノハ︑ ネズミダ︒﹂ト
二768園
二978園しかけもあったの です︒﹂ここまで

53

6

三135まった土地あ
のるのが 見えました︒神

はない︒﹁︿略﹀︒﹂の報があった︒六時三

53

8

三86囹
三88囹
三97囹

母艦を離れ︑決勝の翼をつらねて︑尊王

53

7

一623囹

﹇618囹

54

8

一一512園

の

54

東端から敷十海里の海と空だ︒時間のた
の海と空だ︒時間のたつのがもどかしく
︒八時四十分︑敵の一機が偵察に來たが
った︒われら最大の目標であった敵航空
ークタウン型撃沈の勝報である︒全身が
がうしう

ある︒全身が勝利の喜びで震へるのを︑

機細粗︒濠洲東岸の基地からでもやって
隊は左舷から︑他の一隊は遠く後方から
︒三 この夜感激の軍艦行進曲が︑遥か
進曲が︑遥か祖國の東京から放送されて
れて來た︒最前線の決戦場︑南半球の珊

の

の決戦場︑南半球の珊瑚海で聞くラジオ
︑いな大東亜十億の民族に︑全世界に︑

2

琶蓼薄藍騨蓼蓼蓼癖脅脅魏騨蓼蓼蓼魏
おのれは古がさを買うて來て︑やれ末
十二862園

の

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十

の一の

410

411
の一の

三612 笑ひました︒赤いのを忌びき︑赤白の
三643園
っこをしてみるのね︒﹂といって︑笑
三764團
︒おさらのやうなのや︑かたつむりのや
たつむりのやうなのや︑いろくあり
三764團
三766国色に光ってみるのが︑一ばんすきで

四908団あい︒﹂といったのは︑やはり三ちゃ

四894団見たことがないのでせう︒口わるの

四886国

あげられなかったのですが︑今日はよ

四848園なぜ泣いてみるのか︒﹂とおたつねに
四862 くおなりになったのです︒この大國主
四865園なぜ泣いてみるのか︒﹂とおたつねに

五672国

五666国

五631囹

五628囹

よくて︑うれしいのだらう︒入冠したて

﹀︒﹂﹁何しに行くのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂か

こへおいでになるのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

四554 ゑさでももらへるのかと思って︑やつ
五463園
︑ゑさを取られたのか︒﹂と︑つまらな
四566囹 りと思ってみるのだな︒﹂と︑勇さん 五498になって落ちてみるのでした︒ときどき︑
四597 すと︑中から出たのは︑一枚の鏡でし 五538︒あみを干してあるのが︑あちこちに見え
四839園
って來たかったのだ︒あははは︒﹂と 五539せいよく引いて行くのに出あひました︒町
五573んだん近寄って謀るのを︑よく見ると︑豆

をあらはしてみるのです︒二十一

表して︑競糊するのだ︒今日こそ︑日ご

の記念日になったのでせう︒﹂と聞かれ

四997圏

を水で洗ってやるのには︑なかなか勇氣

五724 んは︑そこでおりるのかと思ったら︑おり

五722寒あけてくださったのだ︒おまへ︑お掛け

五592ひょっこり出て來たのは︑ひきがへるであ

三806圃おちぢをさがすのでせう︒早く点き
三855園
ぎかたがへたなのだ︒﹂たぬき﹁さう
三881園
ので︑﹁どうしたのです︒﹂と聞きま
三891園
ました︒﹁破れたのでせうか︒﹂と聞

んたうにうれしいのです︒あなたのいら

げしい戦果をしたのも︑うそのやうな氣

五871囹

五227 ︑遊ばなくてもよいのでした︒春の日は︑
五244して︑水の中にみるのが︑いやになって來
五271園した︒﹁なぜ泣くのか︒﹂と︑みことが
五274囹取られて︑残ったのは︑もうこの子だけ

五鵬6園

五鵬3園︑雲が走ってみるのだらうか︒﹂

五平3園

て︑そんなに笑ふのか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

つた︒走ってみるのは雲だ︑雲だ︒﹂と︑

月様が走ってみるのだよ︒﹂と︑一人の

五聖2平氏様が走ってみるのだらうか︑雲が走っ

五997園

五936 ました︒白が勝ったのです︒白のカッター

たふれるまでこぐのだぞ︒﹂といふ艦長

五277園︑この娘に別れるのが悲しくて︑泣いて

五宝1口n国ない︒走ってみるのは雲だ︒﹂といふ子

五895園

五277園くて︑泣いてみるのでございます︒﹂と

五悩5 んながわいわいいふのを︑初めからだまつ

五865 だうぐで︑魚をつるのが溶しみだと書いて

五151園

どっちへ流れるのかわからないほど︑

そんな聲をたてるのです︒﹂とお笑ひに

五737 とからはいって來たのは︑七十ぐらみのお

にむちゅうになるのだ︒これほど︑毎日

話をしてくださるのが︑何よりもうれし

らおまへがまくのだ︒﹂と︑おとうさ

四望1團

何よりもうれしいのです︒その代り︑今

四948園

四欄2團

五808 ︑金のお皿のやうなのが︑三つ咲いてみる

んがはいってみるのだ︒いっか國男にも

四欄3團

語を︑おぼえてみるのです︒でも︑その後

五846園

五811 これもぼくが植ゑたのだと思ふと︑何だか

五682国

三895囹ぬけてしまったのです︒﹂といひま
三986園
︑これ︑どうしたのだ︒﹂子ども三﹁お
三987園
ころがしてみるのです︒﹂うらしま﹁
三994囹ちがっかまへたのだもの︒﹂うらしま

四竃8

すが︑どうなさるのでございますか︒﹂

五697国

四72までつづいてみるのか︑わからないほど

四柵5園

これは私が拾ったのです︒持ってかへっ

病院

四112ました︒おどろいたのは︑その舟の早い
四124囹舟だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒

四柵6園

五197 ら︑

五892園

四367園人にお別れするのが︑何よりも悲し
四471囹いっぱいになるのだから︑あの島の
四477 っかり忘れてみたのです︒そのまま海
四483 まつ白にこほったのはきれいなもの
四487咲きそろったやうなのもあります︒白く

五364囹ゆうべ︑桑をやるのを忘れませんでした

五m8 んがおつけになったのです︒文子さんのう

四126囹ぐんぐんのびたのかもしれない︒鳥
四239囹のところへ行くのです︒﹂と答へま
四258 んが︑私のおりるのを見つけて︑笑ひ
四306 ﹂と︑おっしゃったのを思ひ出して︑ま
四362園めは︑﹁なぜ泣くのか︒﹂と聞かれて︑

五215も足もなくて泳げるのですから︑自分たち
五224くさんの兄弟があるのですから︑親のそば

四491 にひろげたやうなのもあります︒星が
四492 光ってみるやうなのもあります︒子ど
四498 が︑じゅ氷といふのはもっときれい

五365園﹁いいえ︑新しいのをたくさんやってお
五366囹
略﹀︒﹂﹁どうしたのでせうね︒﹂ねえさ

五㎜7あとからついて來るのには困りました︒文

四502に包まれてしまふのです︒ちゃうど水

五383をたべようとしないのが︑五匹ゐました︒

四517 かなかむつかしいのですが︑そのうち
四521 べれるやうになるのです︒のちには︑
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いがってゐられたのと同じ氣持で︑私も

りませんが︑別れるのは︑ほんたうにつら

いよいよ軍犬になるのだと思ふと︑うれし

六421囹

六413園

六409囹

六406

と︑ゴムができるのです︒あなたがたが

は︑南洋から出るのです︒では︑ゴムの

ムも南洋から出るのでせう︒﹂と︑正男

力m7囹た給をかいてみるのか︒いくらいっても

六部7圏〆 ︑にほひがいいのね︒﹂と︑春枝さん
高価3圏国 もにほひが咲くのです︒﹂と︑正男さ

船を走らせたりするのに︑なくてはならな

た︒この聲が通じたのか︑利根は︑むつく

六444
六472囹

六468園

お米のできる酷なのです︒それでは︑今

お米を作ってみるのは︑おもしろいこと

と︑まつ先にいったのは勇さんでした︒﹁

敵の弾が飛んで來るのもかまはず︑はふや

で︑お願ひがあるのですがね︒﹂ほでり
︑一日だけでいいのです︒﹂ほでりの命﹁

六礼9園 纒を讃まうと思ふのだけれど︑机に向か
六備6 問に給をかき始めたのでした︒自分の部屋
六掘4 の道を作らうといふのです︒しかもその突
六柵7 かと︑命令のくだるのを待ってゐます︒し
六梱9 恐しい勢で爆脱するのです︒もう︑死も生
六㎜5 ︒いつのまに立てたのか︑へさきには︑大

わをしていただくのと︑同じことではな
七352園

わいでいらっしゃるのをお聞きになって︑

六514

六527囹あなたは逃げないのですか︒﹂とおたつ
六555囹ふしぎな話があるのです︒﹂村の人二﹁ど
六558囹︑見つけたといふのです︒﹂村の人当﹁な
六561囹︑神檬にとどいたのだらうと︑みんなが
六677園教へてもらはないのです︒ぼくが︑考へ
が︑考へて作ったのです︒﹂
六678園
六688うさんは︑警防員なのです︒おとうさんを
目でお働きになるのだから︒﹂といって︑
六694囹
した︑學校があるのだから︑しんぱいし
六711囹
六722まで焼けてしまったのださうです︒私は︑
れど︒僥け死んだのかも知れません︒﹂﹁
六728園
六734囹たが︑けがのないのが︑まあ︑何よりの
穴741園火事を消しとめたのは︑えらいてがらで
六褐2園 きの場所が助つたのは︑まったく警防團
六754んな大火事の起ったのも︑ある家の子ども
六756のもえがらを捨てたのが︑もとだといふこ
下は︑おとうさんのにと思って︑あんで
六816園
って︑あんでみたのですけれど︑これを
六817園
六902 つと︑雪合戦をするのだらうといって︑み
六913の上に︑旗を立てるのである︒山は︑たち

七379苗が出そろって行くのは︑見ただけでも云

しまった︒大きいのを逃した︒残念さう

りの命﹁どうしたのだ︒﹂ほをりの命﹁つ

と︑つりばりのないのに氣がついて︑つり

いていらっしゃるのですか︒﹂ほをりの

ここへやって來たのです︒﹂海の神様﹁そ

もう學校がすんだのか︒早かったな︒﹂﹁

まりません︒大きなのが一匹︑すぐそばの

弟は︑いなごを飼ふのだといって︑土でか

飼ってみるつもりなのです︒私は︑をかし

つなを引いて通るのは︑まるで給のやう

おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を

に行くことになったのです︒遠い外國とい

ちばなが生ってみるのを見つけました9田

はるほどいそがしいのです︒しかし︑長い
︑満洲へも︑旅だつのだと思ふと︑心が勇

七710ろに︑もぐってみるのかなと思ひながら︑
七118園指で勢よくつぶすのだよ︒﹂と︑勇さん
むり︑ここへ來たのである︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
七177園
七193任をお受けになったのを︑勇ましくも︑ま
七194しくお思ひになったのでせう︑特に︑大切
七215囹さては︑だましたのか︒﹂と︑尊はしば
七218ふと御心に浮かんだのは︑御をば倭姫命の
七226きました︒あわてたのは︑わる者どもです
七232におまつりしてあるのが︑この御劒であり
七241がおまつりしてあるのです︒それから︑ま
ねんど
七249ました︒直角といふのは︑粘土を固めて作
七259語を使ひ通して來たのです︒徳坤は︑しき
七263ほどいそがしかったのですが︑徳坤が重い
︑學校へ行きたいのです︒﹂と︑徳坤は
七267囹
つて︑學校へ出るのですよ︒﹂と︑先生
七269園

七391 いっぽいにひろがるのです︒書間は︑働く
七404生が︑地飯島といふのは︑新しく家が立つ

七2710 へ行くのだと感じたのかも知れません︒そ

七279 ︑遠いところへ行くのだと感じたのかも知

六999めてやらうと思ったのでせう︑一人の若い
六 1圏國 しい︒春が來たのね︒﹂と︑花子さん
面にかげをうつすのがやしの木で︑こん

ひるがへってみるのです︒﹂と︑勇さん

の上を進んで行くのは︑何ともいへない
︑水の中へもぐるのだと聞くと︑沈んだ

七55圃ち︑つづいてぼくのが海に落ち︒かもめ
七73囹から潮干狩をするのですが︑いつものや

六944の旗を取れば︑勝つのだ︒しかし︑城を守

一

浮くことができるのだ︒水の中へもぐっ

六958のぼって︑旗を取るのだ︒ぼくは︑まつ先

うして︑つれないのだらう︒朝から︑

みあがってしまふのだ︒思っただけでも

も︑海の上にみるのと同じやうに︑どこ

鯛をつってみたいのです︒﹂ほでりの命﹁

に︑つりがしたいのか︒﹂ほをりの命﹁さ

餉齢幽是等1788畠∵∵忌事蕪1幽蝶類尉1畠∵
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かうぺ

で︑命を取られるのだから︑この世の別

︒うがちぞめといふのは︑鍬で土をほる儀

5 1
園

た︒自分の家を焼くのは︑近所の家々へ︑

無事でいらっしゃるのを拝した元帥は︑胸

お見まひ申しあげたのである︒振政殿下の

た︒﹁どうなさるのでございますか︒﹂

ぶりとはいって行くのは︑いかにも愉快さ

八149 ︑それと同じことなのです︒垂耳では︑よ

八146 育てられた木に生るのと同じことです︒梨

八144 ナが︑野生でできるのではありません︒ち

八142 のまま取ってたべるのだなと思ふかも知れ

八徊2 でもあって︑黄色なのを︑そのまま取って

いうせわをしてやるのです︒實が生ると︑

八157 たくさん植ゑてあるのです︒ところによる
八163

ればならないといふのが︑元帥の心であっ

八1710 ︑あのバナナが生るのです︒バナナは︑ま

八164 ︑袋まで掛けてやるのです︒バナナは︑苗

中にただよってみるのは︑ほんたうにきれ

八247団

八216団馬車に乗って走るのは︑卑しいものです

を引いておりて來たのです︒さうして︑そ
︑何をしょうとするのかと思ふと︑私は︑

は︑くものりかうなのに︑すっかり感心し

やまあっかひにしたのです︒日本人は︑な

支那船が︑貿易するのをさまたげるために

こりと皇湾へ現れたのが︑オランダ人です

八379 仲を攻めようとするのをさとって︑そのこ

八376 は深い事情があったのです︒それより一年

八364 あの萬壽姫であったのです︒明くる日︑頼

八363 五番めの舞を舞ったのが︑あの萬三姫であ

八3510 で︑特に人のほめたのは︑五番めの舞でし

ます︒日本へ行くのです︒﹁︿略﹀︒﹂とい

で行くやうに︑動くのがはっきりと見えま

くわをしょうといふのではありませんから

彌兵衛が腹を立てたのは︑それがためであ

八487囹 いかげんにやったのでは︑決して飛びま

八387 ました︒唐糸といふのは︑この女のことで

八527 ども︑できあがったのだ︒私は︑そっと翼

七6810

八710 ったい︑どこへ行くのでせうか︒燕の行く

八64 ゐ並んで止ってみるのを︑よく見かけます
八69 ぶん︑黄色に見えるのさへあります︒かう
八71勢の燕が並んでみるのを見ると︑何かしら
八73ごりを惜しんでみるのかも知れません︒こ
八75を︑話し合ってみるのかも知れません︒や

八559

八556 ︒二機が並んで行くのを見てみると︑胸が

八402 この世の人ではないのかと︑力を落してゐ

八87 と︑南へ飛んで行くのです︒南洋の島々か．
八89 ストラリヤまで行くのがあるといふことで

八569 待所へ手傳ひに來たのでした︒やがて︑ま

七佃2囹 は全部置いて行くのだぞ︒﹂とつけ加へ

七797團 字号へ錦って來るのです︒すぐに兵器の

七782国 で︑鮎子を受けるのです︒鮎呼がすむと

八103なくなってしまったのです︒そこで︑その

七716園

︒﹂春枝﹁どうなるのですか︒﹂勇﹁正男く

七722園 かげの長さを計るのですね︒﹂正男﹁その

七805團 士官殿の來られるのを待ちます︒週番士

七864 あくる年の夏かへるのですが︑その時は︑

七871 い地下の生活が終るのです︒そこで︑油蝉

七872地上へ出る日の來るのを待ってるます︒天

︿略﹀︒﹂といはれたのには︑おどろいた︒

落ちてしまった︒私のがまだ飛んで行く︒

で大砲を撃ってるるのか︑わかりません︒

八608 が︑土をけって走るのを見ました︒職のや

八604

八546囹︑どんで︑飛ばすのですよ︒﹂私たちは︑

八474 も︑あんなのを作るのかと思ったら︑なほ

八474 ︒私たちも︑あんなのを作るのかと思った

八473

八433 に出ることになったのでした︒親を思ふ孝

七816團 の聲が聞えて來るのは︑この時です︒勅

八105て︑つかれのなほるのを待って︑南の暖い

﹁どうずればいいのですか︒﹂正男﹁まつ

七842国 精神を養って行くのです︒武男くんたち

七699園

七844團 をするやうになるのですから︑今のうち

八607 のかげをかけて行くのを見ました︒騎兵が

七6910園ぼくのかげを計るのです︒﹂花子﹁かげを

七861 つ︑どこで生まれたのでせうか︒夏の末に

八107すから︑これを送るのはたいへんなことで
八112もどって來るといふのです︒近年になって

八638 ちやうちんをあげるのに答へて︑兵隊さん

七m9園武器を積んで來たのか︒﹂と彌兵衛を責

りちぢんだりするのだな︒﹂

64631017104221010911
囹
八119ず︑北をさして進むのです︒その小さな胸
八125いお客の録って來るのを︑待ちこがれてゐ

歩くのをやめて︑立ち止ま

七七七七七七七七七七七七七七七七
113 113 112 112 111 10了 105 103 103 103 102 101 99 99 99 91

七697園 んたうにわかったのか︒﹂正男﹁わかった

七685園

七672園 さを︑あててみるのです︒﹂花子さんも︑

七671園 こで何をしてみるのですか︒﹂春枝﹁あの

七644囹 荘司が手に入れたのだ︒﹂義光は︑かつ

七639園 それを手に入れたのか︒﹂とつめ寄った︒

七568ら先は︑どこへ行くのでせうか︒みなさん
七604ふみとどまってみたのは︑みんなわら人形
七633身に︑何事か起つたのではなからうか︒義
七636か聲高く話してみるのに出あった︒義光は

七5510れませんね︒大きいのは︑満洲や︑支那や

七517て︑神戸の港をたつのだと考へてください
七531 ︑船からおりて行くのです︒勇ましい樂隊
七545 ︑引つばられて行くのです︒ちよつと︑妙
七557か︑こしらへてみるのが見えるでせう︒旧

七 七
46 43

って︑のこのこ歩くのにはおどろきました

と似て︑少し攣ったのが﹁はうぼう﹂です

かな屋の店先で見るのとは︑まるでちがっ

の心に通ってみるのだ︒おとうさんは︑
九2010国

九128に︑目をうばはれるのであるが︑やがて︑
九134 へはいったばかりなのである︒このやうに
九153正して︑祭典の始るのを待ってるる︒午前
九171儀は︑かくて終ったのである︒しめなはで
九176梢をいただいてみるのが見られる︒十萬五
九181 ︑はっしと打ち込むのである︒しはぶきの

いろくの魚のみるのが見られました︒﹁

きます︒おもしろいのは︑﹁かれひ﹂が︑

6
五六十センチもあるのが︑いういうと泳い
︑黙々と空色に光るのが︑ほんたうにきれ

9

1

八塚−o

見ても︑どこにるるのか見當がつきません
け根のところにあるのださうです︒﹁︿略﹀

ですが︑おもしろいのは︑その口のところ

割合に︑甲は小さいのですが︑おもしろい

八柵3園 るが︑あれは胴なのだから仕方がない︒
八宙−o

八悩9園 ︑﹁何をいただくのでせう︒﹂とにこに
八桝5圃 つてみる私たちなのです︒雨の日︑風の
八伽4圃 うして立ってるるのです︒冬がすんで︑

九442はりの心持を書いたのでは︑だれも感心し
九451 いて行くことになるのです︒八 海の幸
九476 ︑港へはいって來たのをきっかけに︑二隻
九498 つも横たはってるるのは︑めづらしい見も

九277歳︒﹂といってみるのが︑兵隊さんたちの
九295園んなお行儀がいいのです︒富士山のやう
九302めました︒娘のみるのを見て︑巡査は︑﹁︿
歳といって迎へるのですよ︒﹂ここまで
九328圓
九391囹ろいろ考へてるたのですが︑とうとうこ
九407げをかうむつてるるのです︒自分の思って
九425たうにはっきりするのです︒ことばと文字
九427ことを聲でいひ表すのですから︑それは聞
九439意して︑文字で書くのと同じやうな心がけ

たちが大きくなるのを︑廣い南洋の天地
九2510團

八伽4囲 にらみ渡してみるのです︒今にも︑もし
八三8 ケート遊びと別れるのはいやですが︑春の
八齪5 せん︒蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹
八悩6 なは︑ただうれしいのです︒長い間︑閉ぢ

九511 ︑魚市場を出て行くのは︑それから敷分の
九516またあすの朝を待つのである︒ちやうどそ

とがまんをしてみるのです︒やがて︑櫨の

八悩7 ません︑ありがたいのです︒いちばん早く
八悩8 ばん早く花をつけるのは︑れんげうです︒

や心をきたへて行くのと︑同じことなので

な大砲にはならないのです︒それは︑ちゃ
くのと︑同じことなのです︒かうしてきた
路が︑切り抜かれるのです︒まるい鋼鐵の

振子時

の砲身ができあがるのです︒しかし︑砲身

で︑機械が運轄するのを︑じっと見つめて

つかり守ってくれるのです︒二十

オがふしぎに思ったのは︑そのランプの専
行つたり來たりするのに︑その一回一回の
︒ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと
このことを書見したのでした︒それは︑今

て︑まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑

がめ﹂が泳いでみるのには︑ちよつとびつ

九122る心配がなくなったのである︒この神宮備

八髄5 を︑日が落ちて行くのは︑みごとなもので
八樹6 て︑ひな鳥を育てるのです︒農夫たちは︑

九576ら訓練に取りかかるのである︒十 武士の
九738とつめ込まれてみるのだ︒ちいさんがのぞ

九546たづけ︑雨戸をくるのと攣りはないが︑千

九529な眠りを績けてるるのであらう︒艦内は覧

み

うに美しい形をしたのは︑﹁いそぎんちや

くらげは運動するのだ︒﹂と︑にいさん

て咲いてみるやうなのは︑﹁いぼやぎ﹂で
︑そろって進めるのだ︒﹂

が出ないうちに咲くのですから︑花の色で
八桝−o

朝︑目がさめたのは︑五時過ぎであっ
八㎜3
八梱1囹 は︑庭はきをするのでしたね︒﹂と︑一
八倣5 って︑みんなのみるのをごらんになって︑
八槻6囹 ︑けさはどうしたのです︑こんなに早く
八櫨9園 のお手傳ひをしたのです︒﹂といったの
八協5園 つかりしてくれたのですよ︒﹂とおつし
山悩4 おかあさん﹂といふのであった︒私は國語

︑戦畢をしてみるのだと思ってみる︒ひ
九212国
九239團もぜひ一つと思ふのだが︑こればつかり
すめらみくに
九239国は送りやうがないのが残念だ︒皇御主の
九251團圃の準備にかかるのだ︒おとうさんを始
九258團たちのあとつぎなのだ一1といふことを

1

4

鳩舎にたどり着いたのである︒大石橋守備
つて長距離をすべるのは︑ほんたうに愉快

煙を吐き出してみるのです︒大阪は︑實に

都ともいはれてみるのです︒大阪の港に集
都市として嚢達したのです︒水の都ですか
︒石垣の石の大きいのは有名ですが︑中で
いふ船が通ってみるのは︑大阪でなくては

の立つやうになったのを︑たいそうお喜び

り︑長くしたりするのと同じやうに︑大き

うな大都市となったのは︑まことに︑尊い

八八八
八八八八八八
116 116 116 115 115 114 114 114 113

えび茶色をしてみるのは︑﹁いそばな﹂で

を手玉に取ってみるのです︒かうして︑き
︑きたへにきたへるのですが︑それだけで

7

1
103

果して氣がゆるんだのか︑鳩は︑取扱兵の
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をしておくことなのです︒﹂正男﹁出嚢前

九盟2 にぽつんと残されるのである︒タイ

九鵬8 いた旗を結びつけたのがある︒文字通り大

ん注意して調べるのは︑爽動機です︒試

十105囹なって︑軍に出たのを男子の面目とも思
十135園おまへの残念がるのも︑もっともだ︒し
十139園の職務に精を出すのが第一だ︒おかあさ

学胴7石ころを積み重ねたのがあり︑柱を立てて

台柵4園

みたりなんかするのと似てゐますね︒﹂

をしておくことなのです︒また︑いつ飛

九㎜8園

つてやったりするのです︒飛行機のもど

たいと思ってみたのです︒をぢさんは︑

歩川10園

＋1310園
の折に出あはないのだ︒豊島沖の海戦に

九燗2園

九麗3囹

けでも︑うれしいのですから︒﹂をぢ﹁飛

十225囹村中の命が救へるのだ︒﹂と︑五兵衛は︑

九m3園

九佃7園

十267

九7310し焼きにする仕掛なのだ︒源作ちいさんは

雨船10囹

火によって救はれたのだと氣がつくと︑
た

ピナ

九747さき色に攣って行くのを心に念じた︒二
九758のまはりが悪かったのだ︒炭を取り出しな
九783子馬です︒生まれたのは︑去年の春︑ちや
九804園世話をするといふのか︒よからう︒ひと
九808園︑それも馬が悪いのではない︑扱ふ人が
九809園せがついてしまふのだ︒しんせつにして

九餌5囹︑無事蹄って象るのですから︑うれしく

さへ︑感じられるのです︒たとへ︑自分

九8110た︒時には乳を飲むのも忘れて︑ひよう長

男﹁整備兵といふのは︑みんな地上で働
どんな仕事をするのですか︒﹂をぢ﹁いつ

んたうにかはいいのですね︒﹂をぢ﹁かは

︑一人前ではないのです︒﹂春枝﹁さつき

九佃8囹
寸心4園

九型2園
台墨1園

九柵6平時に︑それが多いのです︒例へば小さな

＋3810
山の二倍以上もあるのがあります︒もちろ

十389三百メートル︑高いのになると八千メート

十362園ンズは︒﹂﹁買ったのさ︒レンズは︑だい
十368 ︒それは肉眼で見るのとすっかり感じが違
十382ばたのやうに見えるのは︑大部分が火山で
十383 へ︑はっきり見えるのですから︑噴火口は
十385
す︒ いちばん大きなのは︑直撃が二百キロ
十389
もけはしくて︑ 低いのでも三百メ1トル︑
ので︑温めてやるのに苦心をします︒﹂

九柵7園︑指の先でしめるのですから︑厚い低き
九桁2園

いろお聞きしたいのですが︑をぢさんの

八機も撃ち落したのですね︒﹂正男﹁すご

仕とめようと思ったのである︒二人はむず

十401ばかりか空氣もないのです︒したがって︑
十403月は︑いつも晴天なのです︒この望遠鏡で
しょうこ
十404もったところがないのが︑その謹擦です︒
十417うらやましいと思ふのは︑月から見た地球

九号8園

九伽5

の大軍が押し寄せたのでは︑みかたの勝利

九椥1園
九悦6

その領主となったのは︑まったくおまへ

十542融然と立ちあがったのです︒いよいよ︑來

九鵬5囹

十542囹︑埋るものが來たのです︒私たちは︑も
十556

十553

に︑はせ参じてみるのである︒勇ましい皇

は︑命をささげ奉るのである︒さう思った

も︑熱くなって行くのを感じた︒﹁天佑ヲ

うやしく奉讃されるのを︑私たちは︑かし

きねんひ

をちのところへ行くのである︒一度乗って

九川9

十559

な時代に生きてみるのである︒私は︑すつ

ゐ

九州7園尉の記念碑があるのです︒左には︑金城

十568

船が︑南下して行くのが見えた︒雲はます

九㎜6
九η1園

て行く︒オボといふのは︑地の神をまつる

大陸日本の第一線なのだ︒ぼくは︑友だち

九㎜4

たばねて突きさしたのがあり︑石ころを積

十736とを調べ導けてみたのである︒﹁︿略﹀︒﹂村

テンイウ

十571

ぎの巣を見てみるのさ︒﹂しかし︑﹁かさ
しけん

ここで大地を開くのだ︒この光榮を忘れ

に︑第一日を迎へるのだ︒起床ラッパが鳴

十602

九㎜2囹

やった︒のろといふのは︑北満に住んでゐ

あそこで教練したのだが︑今は農事試験

九姫8

員の胸を走りまはるのであった︒それから

ちゆうで飛んで來たのが︑編りとなると足

九㎜11園

九躍11

十725

十606

くわうえい

の海峡 を く ぐ る の ね ︒ ﹂

れを毎朝見に行くのが︑ほんたうに正し

︑大きく立ってるるのが見えた︒もう一息

底を走 っ て み る の ね ︒ ﹂

九鵬1園
そろって白く波打つのが︑秋らしく見渡さ

九辮6

園そ圏圏産

へん感激してみるのですが︑それにつけ

98726
10了

104

103

102

九㎜−o

下を通 っ て 來 た の ね ︒ ﹂

九824 ︑手もとからはなすのがいやでしたが︑さ
九825馬が丈夫にならないのです︒で︑ぼくは︑
九836ひいそがしくなったのは︑そのころからで
九862園北斗ほどみごとなのは見かけないやうだ
九868斗といっしよにるるのも︑あといく日もな
九873めに喜んでやりたいのです︒十四 星の話
九878位置もきまってみるのですが︑ただぼんや
九879 ったいどれがどうなのか︑さつばり見當が
九888きな星が一つ見えるのが︑それです︒もつ
九903 つきさがさうとしたのがこれで︑北極星と
九907當てとなってくれたのは︑この星です︒と
九913 へ西へと移って行くのです︒日や月が東か
九914から出て西へはいるのです︒星の動き方を
九916ゑがいて動いてみるのだといふことがわか
九926うに星が動くといふのも︑實はわれわれの
九934ひしゃく形に連なるのを︑大熊座に封して
九943くまき散らしてみるのが見られます︒十五
九989はますます急になるのか︑いくら手足に力

九九九九九
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十747 慰めたりしてくれたのは︑母であった︒佐 十旧6園 ればならなかったのです︒﹂

十伽6

十悩7園

塗り物の並んでみるのを見ましたが︑みな

乾かす必要があるのです︒﹂

十753 ればならないといふのである︒佐吉が︑最 十旧8 て︑時計が時を刻むのと同じやうに︑目に
十755 が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑た
十757 から右へと往復するのであるが︑これを人

十燭7

二期7

十伽3

十伽6

て來て︑言分の悪いのも︑眠いのも︑さら

て静かに歩いてみるのですが︑そばへ行く
きり
三本足の錐であったのが︑二本は折れて一

つて︑くぐり抜けたのだ︒兵士たちは︑砂

弾のため火を肥したのであった︒兵士は︑

くわが船團の近づくのを感知した︒上陸開

にしてできあがったのだといふことを︑よ

十鵬2

二上8

十7610囹 の將來をどうするのだ︒﹂佐吉は︑もう

十搦7

分の悪いのも︑眠いのも︑さらって行って

こんなことでいいのか︒日本の將來をど

十799を實現しようといふのである︒そこで︑更
十805を験すことになったのが︑この年であった
十837屋だけが残ってみたのは︑日本軍がここを
十852城の談判をすましたのであった︒その夜︑
十873ひにけり とよんだのは︑この時である︒
十鵬7

十7610囚回

十896園 親しくおあひするのは︑まことに喜ばし

こへ行かうといふのだ︒干ぼしになって

を一業に流し込んだのであるから︑城の周

︑軍勢をさし向けたのであるが︑智勇すぐ

城が水びたしになるのも︑間はあるまい︒

ですが︑だれもみるのではありません︒と

尊い母の姿であったのでせう︒あらし

︑最後にひらめいたのが︑二十何年いつく

やうにもがいてみるのが︑患者の何でもな

十備8

十手10

十粥1

十翔2

十柵2

十糊1

十㎜3

を引つばり出したのです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

十905囹 いや︑ねばり強いのは︑ロシヤ兵です︒
十9010囹

兵司令官が代ったのでせう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十912園 あれで職死をしたのです︒﹂
十918園

十925園上から泳いで要るのには︑面くらひまし
十955園 るのが︑おいやなのでせうか︒それとも

十955山留をお受けになるのが︑おいやなのでせ

十㎜10囹

︑馬がおきらひなのでせうか︒﹂﹁︿略﹀︒

十956園

十㎜2園

︑大きな音をたてるのは︑猿まはしのどら

ふ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁今のはあめ屋さんだ︒﹂

つるにそられてるるのである︒糸屋が論る

を傾けたりしてみるのである︒物音には︑

︒これをさがし出すのは︑非常に困難であ
こうち
てるる︒胡同といふのは︑小路のことであ

路がこはされてみるのを毒見し︑地だんだ

鐵道のこはれてみるのを見つけた︒急いで

要撃を組織してみるのである︒愛路少年隊

ある︒幣信村といふのは︑交通路を愛し︑

こへもどって來るのだ︒﹂

て︑くつれてしまふのだ︒﹁︿略﹀︒﹂張は︑

十脳7

点出1

十㎜9

みならはしとなったのです︒﹁國﹂﹁民﹂﹁

十備10 な音が行はれてるたのが︑自然わが國へも
十柵6 ﹂の字の訓となったのです︒このやうに︑

十㎜12

か︑または訓で讃むのが普通です︒﹁先生﹂

十備10

十鉗10

十㎜9
2

十摺10 しろみを出してみるのです︒漢字を音で讃

十

十脳3
十筋10

十三6
十η12

十舘9園

物語をやるつもりなのだが︑猿は途中で︑

はせる︒鳩笛といふのは︑鳩に笛を結びつ

影が揺れながら動くのは︑子ども心を引き
︒思はず夜のふけるのも知らないで︑見と
ゆめ
を通るその聲を聞くのは︑夢の中の聲のや

を結びつけて飛ばすのである︒飛ぶと︑風

らちらと降って來るのも︑このころである

︑﹁何か起つたのか︒﹂とやさしくお

していらっしやるのであった︒﹁︿略﹀︒﹂

だと申してみるのでございます︒﹂﹁︿

御旗

おつけ﹂などいふのがその例である︒﹁

ねいにものをいふのが︑わが國語のなら

てるます︒といふのが︑相手に重して禮

また謙遜していふのである︒だから︑お

とを謙遜していふのと同じく︑自分の身

す︒と敬っていふのである︒しかし︑ 一

お﹂をつけて敬ふのは︑いふまでもない

つけて敬語にするのである︒相手のする

いたす﹂などいふのが普通である︒私も

わたくし﹂といふのが︑すでに謙遜した

とを謙遜していふのがわが言語のいき方

あがる﹂とかいふのも︑それである︒相

人の動作を述べるのに︑﹁いらっしゃる﹂

﹁あなた﹂といふのが︑すでに敬語であ

おかはしになったのであった︒三

御封面をなさったのも︑この同じ櫻の間

御挨拶をなさったのも︑蒙彊へ御出征の

け通りになさったのであらう︒御ひつぎ

へてお迎へするのです︒﹂とおつしゃ

御凱旋をなさるのですから︑心の中で

て︑勇二百倍したのであった︒六

御指導をなさったのである︒第一線の將
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十佃1 はしによってきまるのです︒殊に︑人の姓

十佃8園 せていただきたいのですが︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
﹁何を つ め て み る の で す か ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂
十掴5園
十佃8三 うしてつめてみるのです︒﹂
十梱6囹 ︑二階の方がいいのです︒塗り物には︑
十三3囹 てから外側を塗るのです︒なかなか手敷
十槻7話 まま自然に乾かすのですか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
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一

の一の
416

ると考へたりするのは︑大きなあやまり
れほどに嚢達したのは︑つまりわが國が

のにほかならないのである︒五

見わた

ばの上に反映したのにほかならないので

史記を讃んでみるのを︑そばでじっと聞

屋にたどり着いたのが午前十一時︑みん

︑道端に見つけるのが翻しみであった︒

だいにへって行くのが︑力と頼まれる︒

もっと高く登るのだぞ︒﹂と︑石川先

十一834 橋がぐらぐら動くのが︑愉快でたまらな
ありあけ
そびえ立ってるるのが︑有明山である︒
十一847

十一849囹
十一871
十一879

十一884

ハアヲイ﹂といふのを漢字だけで書けば

に長過ぎて︑讃むのにかへって不便であ

アメツチ﹂といふのを﹁天地﹂と書き︑
ク ラ ゲ
﹁クラゲ﹂といふのを﹁久里下﹂と書い

を﹁草木﹂と書くのと同じであり︑後者

﹁久佐幾﹂と書くのと同じである︒﹁ハ

ハヤスサノヲノミコト

サノヲノミコト

ノミコト﹂といふのを﹁速須佐之男命﹂

4

盛りと咲いてみるのを見た︒眞夏に櫻の

1鵠

1

十一913

132

5

男は︑漢文を書くのが普通であったから

132

9

どんな動物がみるのか想像がつかない︒

止ったりしてみるのを見ると︑あの内地

これを追ってみるのは︑みんなジャワの

羊もみれば︑黒いのもみる︒まだらの山

をいっしよにしたのである︒これらは名

佐之男命﹂としたのは︑﹁草木﹂と﹁久

132

7

﹁山は︑今春なのだ︒﹂と︑石川先生

色な花は︑大きなのが﹁しなのきんばい

133

2

ると︑これが夏なのか秋なのかと考へて

とんぼが飛びかふのを見てみると︑これ

サラワ

さんたちを喜ばすのもこのあたりである

のかと驚かされるのがクチンである︒ク

のよい町があったのかと驚かされるのが

めながら寝につくのである︒四

れが夏なのか秋なのかと考へてみたくな

地の春を思はせるのであるが︑やがてぎ

﹂と歌ひたくなるのが︑セレベスのみな

って︑責りに詰るのである︒﹁︿略﹀︒﹂と

ものを感じさせるのは︑意外だつた︒た

鳴き聲が聞かれるのも︑のどかな風景で

にらみつけてみるのだ︒この島の中央を

その英雄を生んだのが︑この地方である

が打ち寄せてみるのが見えるといふ︑給

都の春を費しんだのでした︒箱根路をわ

しい喜びを感じるのであります︒ひさか

に生まれ合はせたのを思ふと︑一臣民で

御

134

5

讃むことができるのである︒二十一

202

5

十一915囹

十一9110

んばい﹂︑小さなのが﹁みやまきんぼう

⑳2

12

出すことができたのです︒かう考へると

てはならなかったのです︒源氏物語五十

十一921

瀬川の鳴ってみるのが︑かすかに聞えて

せ

邊にゆらゆら掛るのが︑目だつて美しく
十一944
十一961

よりかかってみるのは︑妹であらう︒二

さうにいってみるのは︑若い女の聲であ

けがかかってみるのだ︒力強くたぐりな

のまにまに任せるのである︒かうして︑

汽笛が聞えて來るのは︑カムチャッカ沿

山等の姿を見ないのが︑まったく残念で

十一965囹登れる人があるのかなあ︒﹂といふと︑

の最高嵩に立つたのである︒さっきの槍

見える︒どうしたのか︑その子が尼さん

んをして逃したのでせう︒せっかくな

ひ合ひでもしたのですか︒﹂といひな

なさら う と い ふ の で せ う ︒ ﹂

しがつくろったのですよ︒﹂と︑さも

んのお供をするのですよ︒﹂﹁はい︒﹂

人になってしまふのかしら︒何だかうそ

た家を出て行くのです︒どうぞ私に代

が火のやうになるのを︑私は感じました

のどまで出てみるのですけれど︑とうと

十一佃8園 と門口で聞いたのですがliあなたは
十一船3 して︑ひき終ったのも氣つかないくらみ
十一川3 朽の名聲を博したのはこの曲である︒十

うな白い雲の出るのを︑巻雲といひます

大きなかさを着るのはこの雲のかかった

十一網9團

氣候が私に合ふのかも知れません︒こ

よりも知りたいのですよ︒私も︑こち

れるなと思はせるのが︑この雲です︒青

十一価4国

十一価3團夫にしてくれたのでせう︒それとも︑
も何度もいけるのは︑あきてしまひま
持ってるられるのかと︑ふと思ひまし
がこもってみるのだと考へさせられま
ざわざやって來たのである︒﹁︿略﹀︒﹂と

をそらんじ始めたのは︑三十饒年前のこ
まふかも知れないのであった︒勅命のく
物語を忌みあげるのに︑ほとんど心魂を

⑳5

1
1

とふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲

十一柵4国
十一佃5團
十一佃7團
十一悩10

十一桝9

211

4
218

2

らとかかってみるのは︑殊にさうした感

ぎんねず

銀鼠色にかがやくのを見ると︑雲の王者

﹁雲の峯﹂といふのも︑この入道雲です
︒その頂が開いたのは︑朝顔雲とか︑か

︑天地も暗くなるのは︑かうしたすばら

十一伽2

十一個5
つのまにのぼったのか︑朝の日の光が︑
ひのき
だいて立ってるるのは︑檜である︒この
つばくろだけ

までのぼって來たのだ︒十三燕岳に登
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＋十十十十十十十＋＋十十十十十＋＋＋＋十十十十十十十＋十十十十十

たりに住んでみるのは︑入れ墨も少く︑
十一一326

十二322
にかなへよといふのである︒ここに︑﹁

を實行ぜよといふのである︒その實行方

十二778園

て︑かやう申すのでござる︒﹂わる者﹁

汝を呼び出したのは︑蝕の儀ではない

十二672 かへまはってみたのである︒それでも︑

十一一646圏 のまま退出したのである︒﹂と仰せら

十二3410園

ら︑ついて行くのである︒﹂といって
﹁︿略

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲

門口に立ってるるのを見ると︑ふと九州

めることができたのである︒六

十二8210園 さらぬかといふのでござる︒﹂わる者﹁

十二797囹

にありがたく尊いのは︑母の力であった

十二329

となって出血するのである︒﹂といふ三

十二706

支那でやって來たのとそっくりそのまま
︑鑛員たちの乗るのを待ってるる︒集合
十二352

を二十巻に牧めたのが︑萬葉集である︒

十二4010

十二742

しい︒色が美しいのではない︑形が美し
十二409

十二404

孔子は

ない︑形が美しいのでもない︒弾丸にな

することができたのである︒五

の中に眠ってみるのだ︒日本を守ってく

の中に生きてみるのだ︒さう思ふと︑鑛

がもろくも敗れたのである︒たとへ︑慶

よゆう

らいひ傳へて來たのを︑大伴家持が長歌

十二柳2 る鯨裕を與へないのである︒この工兵隊

て歌をよむといふのは︑わが國民性の特 十二麗4 つで爆破して行くのである︒いかに快速
つち
十二桝3 肩でかついで運ぶのだ︒大きな槌で橋柱

︑﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑後人を奮

十一一塀5 ささへ感じられるのである︒十四

十二鵬10 敵の名をかうむるのは︑けだし當然であ

おほとものやかもち

十二413

比べて長歌の多いのが︑一つの特色とな

さくがん

美しく見えて居るのだ︒馨岩機をかかへ
十一一448

︒﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑美しい光 十二畑9

翠玉

る︒これが晴れるのを待って︑鑛石運搬
十二471

十二455

讃むことができるのである︒七

十二梱2 のすこぶる重大なのを知って︑大阪から

修行者

十二477

が清歪な水を得たのにもまして︑大きな

茂に嫁ぎたまうたのは︑當時から七年前

もち

十二489園

十二487

十二m2

メートルにもなるのである︒日の出から

い︒石の目といふのは︑ちやうど板でい

十二518園

十二5010園

十一一499

何も覧えがないのです︒﹂と答へた︒

十二価5 をうかがってみたのである︒現にフラン
のたべ物といふのはね︑行者さん︑人

へは何をたべるのか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

十二佃9圃

やすみになったのは︑午前二時とうけ

十二塀3圖︑御感涙の光るのさへ拝せられた︒更

着くことのできたのは︑宮の御使ひだけ

何べんもくり返すのであった︒﹁︿略﹀︒﹂

十一一526囹

川の家を離れないのが女の道︑徳川の二

してこれを迎へたのであった︒トラック

十二527園

10

若くてなくなったのである︒﹁︿略﹀︒﹂ま

に︑黒煙のなびくのが亡八鏡に窮つた︒
だいたん

ら飲み物といふのが︑人間の生き血さ

十一一伽1

ばを教へられたのか︒思ふに︑佛のみ 十二

孔子を取り忌んだのである︒この時︑お

十一一528囹

十二伽6 止してかまはないのだ︒大詰にも浮かび

君の仇を報いたのは︑義には相違ない

十二協2囹

しくてならないのです︒﹂といって︑

じて泣いてみるのです︒かうした温か

十二餌9重んで泣いてみるのではありません︒あ

てもよいといふのですかい︒﹂

十二536園

十二梱1 てふためいてるるのが︑手に取るやうに

それ

十二櫛2 時着して負傷したのであった︒病院がわ
十二604園

に騒動を起したのは︑結局私情を二つ

わが漕水艦魂なのだ︒日本人は︑断じ
︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの人々の一

でもするといふのが小人である︒君子

十二605園

十一一悩9園
十二601

十二539囹 を得ようといふのだ︒何でこの身が惜
じき
十二567 食にならうといふのである︒木は︑枝や

︑手かげんするのが果してよい大工だ

かげで生きてみるのである︒月は死の世

十一一旧4囹

十二梱2

て國法を破ったのである︒これを許せ
ある︒切腹といふのは︑どこまでも武士

十二605園
十二612

︒道を修めないのは君子の恥でござい

ゆる生命の源泉なのである︒あらゆる生

十二644昼前は惜しまれるのだ︒かれらをりっぱ 十二髄10 じ大きさに見えるのは︑いふまでもなく

十二伽4

十二642園

十二644囹國法に從はせるのが︑佛の大慈悲であ 十二槻6 は地球より大きいのがあり︑時には地球

かへ

克って禮に重るのが仁である︒﹂と教

か

すい方面を述べたのである︒ところで顔

るんで助けたいのは山々であるが︑そ

君子を容れないのは世の中の恥でござ
︑弟子に道を説くのに︑弟子の才能に磨

れることがあるのですか︒﹂徳のある

いふ考へがわいたのかも知れない︒孔子

まだ君子ではないのかIl歩路には︑ひ

の師を慕ってみたのであった︒三

つたか︒死んだのではないかと心配し

をした羅刹のみるのに氣がついた︒﹁︿略 十二棚5

であった︒﹁今のは佛の御包でなかつ

事を見揮えて行くのである︒大きな石が

て艦船を走らせるのと攣りはない︒鑛員
︒眞直に打ち込むのだ︒第一︑並み並み

に堅く連絡を取るのもそのためである︒

313131303029292828282了2626252321181815151312111010101010722了226224
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囹
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十十十十十十十十十十十十十十十十

しゅう
十二別5 うて︑血の高鳴るのを感じた︒雌雄をこ

十二躍4 空だ︒時間のたつのがもどかしくてなら
十二圏2 利の喜びで震へるのを︑どうともするこ
︵終助︶

@の

十二圏5 らでもやって來たのだらう︒一隊は左舷

三96園 ﹁何をさがしていらっしゃるの︒﹂

の

へらうとしてるるのだ︒ぼくは︑もうち

路を︑とんで行くのが見えた︒と︑その

て︑日本人となるのである︒新語こそは

にならしめてみるのである︒もし三号の

今日に進んで來たのであるが︑わが区画

き起るのを感じるのである︒わが國は︑

のやうに湧き起るのを感じるのである︒

てくれる大恩人なのである︒このやうに

三607囹どうしたの︒
四172園その次は何と讃むの︑にいさん︒
五417圃皿のおさかな︑ どこから來たの︒
五421圃皿のおさかな︑ 海から來たの︒
六669園すっかりさかさまちゃないの︒
六675園だれに教へてもらったの︒
七277囹先生はいらっしやらないの︒

﹁何を見てみるの︒﹂

げて萬歳を唱へるのも︑一つには國語の
ひうが

九脱12園

十323園 ﹁それがどうしたの︒﹂
十326園 ﹁どうして︑いたづらをしたの︒﹂
十328園 ﹁どんないたづらをしたの︒﹂
十一398囹雀の子を︑あの犬きが逃したの︒
十二875圏國げにもさうよ︑ げにもさうよの︒

このこと出て來たのだ︒緑の地平線は︑

静かな海面に睡るのである︒しかし︑今

がて月が出て來るのであった︒二

洋上

オ見物にでも行くのであらう︒船の人々

げにもさうよの︒

たいわん

末次船の船長濱田彌兵衛は︑憂湾のオラン

すゑつぐぷね

しかしノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂としらばくれて︑

ノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と彌兵衛を責めます︒

ノイツは︑武器や船具を返さないばかりか︑

武器を返さうといひません︒

日本船に水さへもくれません︒

七型8

七備9 彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノイツ

その時︑ノイツは城外の別館にゐましたが︑

に最後の面會を求めました︒
つうやく

七価10

ノイツは︑だまってゐました︒

通課や︑そのほか浜人の者がそばにるました︒

七備5

するとノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いつものや

ノイツは︑まだ返事をしません︒
七稲10

七稲8

ノイツも︑華燭わるく思ったやうですが︑

うにわうへいに答へました︒

七帽8

﹁ようし︒﹂と叫ぶが早いか︑すばやくノ

彌兵衛は︑じっとノイツを見つめました︒

わざと平氣な顔で︑﹁︿略﹀︒﹂

七佃4

イツに組みつきました︒

七山7

七佃8 ノイツの胸ぐらをつかんで引きすゑ︑かた

彌兵衛は︑ノイツの首に刀を突きつけたま

手に短刀を抜いて︑その胸に突きつけました︒

ま︑︿略﹀︑きっとあたりをにらみました︒

七佃10

七十5 目を白黒させながら︑ノイツは︑かけつけ

て來たオランダ人にいひました︒

七伽8 それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあげた

とうとうノイツは︑これまでたびたび没牧

ままで︑長い間だんぼんをつづけました︒

七伽10

してみた荷物や︑武器・船具︑そのほかすべての

なう︑そこな人︑そのやうに安いもの

なうεさあのう

物を返すことを約束しました︒

十二827園

のう ︵感︶1

たまりませんでした︒

垂湾に着いた時︑オランダの長官ノイツは︑

今この厄にあったのである︒すると︑今

七山4

七備8

十一3310

能因法師

のういん

山里の春の夕ぐれ來て見れば

ではござらぬ︒
のういん
のういんほうし ﹇能事法師﹈︹人名︺1 能因法師

すぐ役人に命じてその船を調べさせ︑︿略﹀︑武器

ニや型を撃沈したのだ︒更に英の戦艦ウ

や船具を没牧させてしまひました︒

七口1

立って︑

ダの長官ノイツの不法な仕打に︑ 腹が立って腹が

七柵1

ノイツ

哨戒飛行を績けるのである︒雲が低いの

のいたづらだったのか︒この洋上では︑

18

＋二8710圏圓
げにもさうよ︑

ら一たまりもないのだ︒更に愛針して南

︹人名︺

＋二搦−o園 雪の中からお人形が出て來たの︒

見掃海艇と思ったのであるが︑今見ると

でも︑心は通じるのである︒生あるもの
︑確かに命中したのだ︒思はず歓聲があ

ントンに違ひないのである︒﹁︿略﹀︒﹂艦

210

あげて轟沈させたのであらう︒それつき

ノイツ

ゆるめてはみないのである︒﹁船が見え

り憂りかけてるるのもおもしろい︒緯度

すの︒

學げて國難に赴くのも︑皇國のよろこび

17

七7010園
正男さんのかげを計ってから︑どうしま

43106447552

10651211311193869716

十二励3圃 が高鳴ってみるのだ︒日向を船出して
十二矧1圃 ﹁太平﹂の海なのである︒附録
一

十十十十十十十十十十

十二観7 球の十数倍もあるのが現れることがある
十二鵬4 に輝く星の一つなのであるが︑われわれ
十二鵬9 らしいものがあるのである︒十八 梅が
十二佃5園 をさましてみるのですから︒﹂ふしぎ
1認
141
143
143
144
144
144
144
145
145
202
203
205
206
208
209
211

210
215
215
216
2闘了
218

219

219
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の一のういんほうし

のうか一のぎく
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﹇農家﹈︵名︶6

農家

いりあひの鐘に花ぞ散りける
のうか

九二10 やがて二百十日が來て︑農家はただ風ばか
りを心配する︒

九脱9 雪の少い南満洲の畠はよく耕されて︑農家
がぼつぼつ見える︒

九川2 向かふの農家に︑満洲國旗がひらめいてゐ
る︒

十一93 演習が終って︑王は︑一軒置農家の軒先
にお立ちになった︒

これにからかさがあるから︑これを責

そなたは何をわいわいわめいてゐられるぞ︒

十一一804園

なうなう︑そなたは定めて主人持ちで

つてやらう11なうなう︑田舎の人︑これぢや︒
十二833囹
農夫

水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑

﹇農夫﹈︵名︶2

ござらう︒

十節3

のうふ

驚く農夫に︑やっと手まねで水を飲ませ

こちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒

十一一687
てもらった聞多は︑

下墨7

﹁だれだ︒﹂農夫たちは︑口々にそんなこ

農夫たちは︑廣い︑早い畠を耕し始めます︒

農夫たちは︑︿略﹀︑うはのそらで︑天を見

やっと手まねで水を飲ませてもらった聞
再び家に取って返すと︑今農夫たちにか
﹇濃霧﹈︵名︶3

濃霧

日没のおそい北洋にも夕暮がだんだんせ
濃霧がもうもうと立ちこめて︑︿略﹀目

のがす

︽ーシ・ース︾

濃霧がだんだん薄れて︑太陽が洋上にに
﹇逃﹈︵四五︶3

一人ものがすな︒﹂と押し寄せた︒

のが・す

ぶい光を投げかける︒

十一梱7

じるしのランプも︑光がぼんやりと見える︒

十一㎜2

まって︑濃霧が一面に立ちこめる︒

十一994

のうむ

つがれて婦つた弟のあさましい姿︒

十一一692

多は︑やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた︒

十二688

てるるばかりである︒

十㎜5

とをいった︒

十㎜1

十一98囹 二月齢りも雨が降らなかったから︑こ のうふたち ﹇農夫達﹈︵名︶5 農夫たち
の雨で︑農家はさぞ喜ぶことでせう︒
のうかう

農耕

のうかう

農耕班

陸ダイヤ族は︑︿略﹀︑海ダイヤ族に追は

﹇農耕﹈︵名︶1

十二685 それは農家のともし火であった︒
のうこう
十﹁脳10
のうかうはん

れて陸地深く逃げ込み︑農耕をしてみる︒
のうかうはん

のうこうはん ﹇農耕班﹈︵名︶2 農耕班
ぼくが︑農耕班の友だちに︑﹁︿略﹀︒﹂とい

九踊4 績いて農耕班が出嚢の用意をしてみる︒
九分5
なほし
﹇直衣﹈︵名︶1 直衣

ふと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へる︒

のうし
なほし

しけん

し
農事試

十二996図中納言︑いまだ奏し奉らざる先に︑ま
づ直衣の袖をぞぬらされける︒
けんぢやう

こうし ゅ れ い

のうじしけんじょう ﹇農事試験場﹈︵名︶1

験場

九描11園 あれは公主嶺で︑︿略﹀︑今は農事試験
ぢやう

場のひつじや牛が︑かけっこをしてみる︒

のうじゅしたま・う ﹇納受給﹈︵四︶1 納受したま

七5910園

助けまみらせんと思へども︑みかたの

︽ーフ︾

ふ

十佃7図國
十二矯7囚㈹

﹁よし︑のがすな︒﹂

軍兵満ち滞ちて︑よものがし候はじ︒

十一247図圓神も納受したまふぞ︒
十二794圓 ひとつ當ってみませう一⁝なうなう︑

のうのう︵感︶3なうなう

レ︾

のが・る

﹇逃﹈︵下二︶4 のがる 逃る ︽ール・一

ろと畳悟したりけん︑

十一557口自誓 敵將ネボカトフ少將︑今は逃れぬとこ

十一602図國三方に火をかけ︑一方にて支へ候は

火を逃れん者は矢を免るべからず︑

んに︑火を逃れん者は矢を免るべからず︑

十一603図圓

今は︑のがれぬところとおぼゆるぞ︒

矢を恐れん者は火を逃るべからず︒

十二904図圓

三十八隻のうち逃れ得たるもの︑巡洋

﹇逃得﹈︵下二︶1 逃れ得 ︽ーエ︾

十一565図

のがれ・う

﹇逃去﹈︵四︶1 逃れ去る ︽ーラ︾

艦以下敷隻のみ︒
のがれさ・る

のがれる 逃れる

︽一

敵は︑算を齪して逃れ去らんとす︒

﹇逃﹈︵下一︶3

十一544図
レ・ーレル︾

のが・れる

しっき

毒虫と濾氣から逃れるために︑部落全燈

どくむし

九悌5勝久は危くのがれて︑再び京都へ走った︒
十一泌1

ほとんど無意識に︑聞多はその場をうま

は︑高さ一子ぐらみの竹で作った床の上にできて
みる︒

くのがれた︒

十一一677

﹇軒﹈︵名︶1 軒

十一㎜3 南洋のどこの町にも見られるあの支那風

のき

のぎかつすけちゆうゐ

きねん

﹇乃木勝典中尉﹈︹人名︺1

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒
ぎかつすけちゆうゐ

のぎかつすけちゅうい
の

その手前の岡に︑乃木勝典中尉の記念

乃木勝典中尉
ひ

九㎜6園

﹇野菊﹈︵名︶1 野菊

碑があるのです︒
のぎく

よく見ると肩のところに︑野菊の枝を

つけてみる兵隊さんがゐました︒

十一冊1團

421
のきさき一のこり

のきさき

﹇軒先﹈︵名︶2

のき先

軒先

四掴6 のき先に︑大きなぶたの肉をぶらさげ︑
︿略﹀切取って︑責ってみる店もあります︒

軒下

乃木諸軍

十936
た︒

十9410

乃木大將

の

ぎ

﹁︿略﹀︒﹂と︑乃木將軍はおだやかに語つ

乃木將軍は答へた︒

どうぞ︑乃木大量にお願ひして︑陛下に
軒端

今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に

﹇軒端﹈︵名︶2

のぎまち

下からじっと見てゐますと︑やがてその星

ぎ

とうがう

大山通とか︑乃木町とか︑東郷町とか︑

の

は︑軒端にかくれて見えなくなります︒
の ぎ
﹇乃木町﹈︹地名︺1 乃木町

弓田2

すれすれに當てて︑下からじっと見てゐますと︑

九9010

のきば

厚く御禮を申しあげてください︒

十867囹

ステッセル將軍とが魚見することになった︒

十832

の ぎ
わが攻園軍司令官乃木大壷と︑敵の司令官

十一93 演習が終って︑王は︑一軒の農家の軒先 のぎたいしょう ﹇乃木大将﹈︹人名︺2 乃木大西
にお立ちになった︒

﹇軒下﹈︵名︶3

す
八111 今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑青年

のきした
また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

八122 何よりも︑あの家の軒下に作った古巣が︑
なつかしいでせう︒
てんすみをけ

十一節10 家の軒下には︑直壁一メートル半もある︑
ゑんとう

﹇乃木将軍﹈︹人名︺11

トタンで作った圓筒形の天水桶が並べてある︒
のぎしょうぐん
い會見所の情景にほほ笑んだが︑

十843 下見分をした乃木將軍は︑陣中にふさはし

だ

爾軍代表は︑旅順開城の談判をすました
の

みなさうです︒

十8410 乃木將軍はこの旨を大本管に打電し︑翌日︑ 八201團
つ

十858 そこで三日︑乃木將軍は︑津野田参謀に命 の・︿﹇退﹈︵四︶2のく︽ーケ︾息たちのく・と
びのく

十一楢6健診雀の子そこのけそこのけお馬が通る

じて︑この聖旨を傳達することにした︒

十8610 乃木將軍が︑ たむかひしかたきも今日は

十一伽6健診雀の子そこのけそこのけお馬が通る
のけざま

景正︑蹄りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂とい

﹇仰様﹈︵名︶1

九627図

のけざま

大君の恵みの露にうるほひにけり とよんだのは︑
この時である︒

十874 四日に︑乃木將軍は︑ステッセル將軍に︑

﹇鋸﹈︵名︶2

のこぎり

汗をふきふき︑ちいさんは小屋へはいって︑

残す

︽ーサ・一

なれない手つきでをのを振るひ︑のこぎり
をひき︑かんなを掛けた︒

十両2

のこぎりを持ち出した︒

九771

のこぎり

ぶだう酒や︑鶏や︑白菜などを送りとどけた︒
ひて︑のけざまに伏したれば︑
ばくれう
十883 まもなく︑乃木將軍も︑敷名の幕僚ととも のける
とりのける・はねのける・はらいのける
に到着した︒

乃木面隠が︑．﹁︿略﹀︒﹂とあいさつすると︑

は︑金鶏動章が掛けられてあった︒

きんしくんしやう

十885 乃木將軍は︑黒の上着に白のズボン︑胸に
十891

ステッセル巨匠は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

のこす

与いいのこす・うずみのこす・とりのこ

﹇残﹈︵四五︶9
シ・ース︾

ステッセル將軍が︑﹁︿略V︒﹂といふと︑乃 のこ・す

木 將 軍 は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂といふ︒

十904

す

﹁ブッブー︒﹂と︑けたたましい警笛の音

をあとに残して︑荷作りされた魚の箱を山のやう

九5010

もとのひっそりとした大草原にたちもどり︑

に積んだ貨物自動車が︑魚市場を出て行くのは︑

九惣2

オボだけが大地にぽつんと残されるのである︒
せきばん

十82図 昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤

をはめ︑石筆はちびてわっかに寸鯨を残すのみ︒

がん
十302 タベの光をかすかに残した大空を︑雁の群

しゅんかん

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもく

が渡ってみる︒

十703

と僻世の歌を残して︑

浮世をば今こそわたれもののふの名を

と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒
こけ

十旧5図圏

舞が終ると︑︿略﹀と僻世の歌を残して︑

高松の苔にのこして
十榴7

みごとに切腹をした︒

汝を櫻井より返されしは︑︿略﹀︑腹

西洋人の残して行った家は床が高く︑

十二953図南

十一訓6

︵副︶2

のこのこ

を切れと残されしにもあらず︒

のこのこ

八面7 胸のところに足のやうなものがあって︑の

スマトラ名物の激しいスコールが︑海上

このこ歩くのにはおどろきました︒

へのこのこと出て來たのだ︒

十一一踊7

﹇残﹈︵副︶1 残らず

とひ
十一鯉1 屋根に落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶

のこらず

残り5こころのこり

にたくはへておくやうにする︒

のこり ﹇残﹈︵名︶3

前半分を聞いてさへ︑私は喜びにたへ

どうか︑残りを教へていただきたい︒

ないが︑どうか残りを聞かせて︑私に悟りを開か

十二513園
せてくれ︒

十二522園

のこる一のせる

422

﹇残﹈︵四五 ︶ 1 9

ノコル

幾る

︽ーッ・一

十二533囹 あのことばの残りを聞かう︒
のこ・る

る・ひとりのこらず

リ・ール・ーレ︾δいきのこる︒いのこる・くれのこ

一一926 トナリノ オヂイサンバ︑ノコッテヰタ
灰ヲカキアツメテ︑
だいじゃ

五274園 もと娘が八人ございましたが︑八岐のを
ろちといふ大蛇に︑毎年一人つつ取られて︑残っ
たのは︑もうこの子だけになりました︒

三巴2 元帥は︑家に残ってみた人々を指圖しなが

七882 残ったところは︑腹の下の方だけです︒
ら︑みつから防火につとめた︒

八886図魍 軍神廣瀬とその名残れど︒
て︑上品なあまさが口に残る︒

九238團白い實を舌の上にのせると︑すっととけ
九428 ことばは︑︿略﹀聞いてみる人の心にだけ
残ります︒

聞多のからだには︑もう一滴の血も残

も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒

十二715園
義を立て︑理を多くし︑情を述べて残る

つてゐませぬぞ︒

十一一脳6
ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

船の跡が︑いつまでたっても二本のしわ

﹇野路﹈︵名︶1

野路

を描いて︑消えずに残ってみる︒

十二蹴9
のじ

土ぼこりうづまき立つや十あまり荷馬

車すぎ行く夏草の野路に

十梛3図魍

のしかか・る﹇伸掛﹈︵五︶3のしかかる︽ーッ・
ーリ︾

たちまち甲介の大きなからだが︑野鼠の上

へのしかかった︒

九鵬10

十256 山がのしかかって來たやうな重さと︑
か
氷塊と氷塊がつきあたり︑噛みあひ︑

十一63囲

のしかかりでんぐりかへり︑群がって流れる︒

︽ーセ・ーセル︾

おちいさんは喜んで︑その子を手のひ
かぐやひめを乗せた車は︑︿略﹀︑しっか

小さい三方に︑白い紙とうら白をしい
荷作りされたみかんは︑汽車や汽船にのせ
おしまひに︑いちご・バナナなどを︑それ
ぞれ三方にのせて供へられました︒

七422

られて︑ふるさとを出張して行きます︒

六293

て︑鏡餅をのせてお供へになりました︒

四617

に天へのぼって行きました︒

四417

らにのせて︑うちへかへりました︒

四333

スばちをのせました︒

二832翌春ノ上ニゴムマリヲノセテヰルネ︒
三631 ぼくは︑そのだいの上に︑そっとガラ

乗せる

九429 それに引きかへ︑文字に書き表したものは︑の・せる ﹇乗﹈︵下一︶23 ノセル のせる 載せる
む さ しの

どこへでも傳はり︑いつまでも残りますから︑

十95図 昔の武藏野の面影︑そのまま今に残りて︑
十836 この一民屋だけが残ってみたのは︑︿略﹀
野職病院として使用し︑屋根に大きな赤十字旗を
ひるがへしてみたからである︒

十8310 前日︑壁に残ってみる弾のあとを︑ともか
くも新聞紙で張り︑
し き
十983ロロ凶魍雪残る頂一つ國ざかひ 子規

十梱7 砂の上には︑平信だけが残ってみる︒
十一捌8 殊に大切なことは︑かうしてわが國の古
傳が︑古語のままに残ったことである︒

十一騰7 このあたりがいちばんジャワらしい風習
の残ってみるところだといふことを思ふ︒

十一脳9 性質が荒つぼく︑海賊を働いたり︑今で

みなさんを乗せる船は︑今さかんに起重機

を動かして︑荷物を積んでゐます︒

七518

足をもう一つの椅子の背にのせたままで︑

彌兵衛に面會したこともありました︒

七二1

伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら

この砲身をのせる︑鋼鐵で作った皇もいり

て︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

八511 先生が來られて︑重心のところを指にのせ
八麗10
ます︒

れ︑六十名の単材夫によって木馬に乗せられ︑

九186

九237国白い實を舌の上にのせると︑すっととけ

このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急

て︑上品なあまさが口に残る︒

魚をてんびん棒につるしたり︑手押車にの

ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ蹄って行く︒

九488
九491

手のひらに塩をのせてやると︑うまさうに

せたりして︑威勢よく右へ左へ運んで行く︒
なめます︒

九845

九871 さうして︑りっぱな乗馬になり︑軍人さん

すみさう
大きな水槽をのせた一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂と

を乗せて堂々と歩くでせう︒

きしみながら︑かん高い響きをたてる︒

十全10

十一梱4 その他古代のいひ傳へが︑古事記に載せ

山の騨に着くたびに︑かごを頭に載せた

られて今日に傳はつてみる︒

十一川11

割られた石材は︑石積み車に載せられて︑

女たちが︑窓のところへ物忌りにやって來る︒
十ニー69

兵士を載せたトラックが︑帝國領事館の

山の道をすべるやうに運ばれて行く︒
横へ來ると︑

十二227

十二柵1 すべての材料は兵隊の肩へ載せられ︑砲

火ををかしてのかけ足である︒

423
のぞきこむ一のち

のぞきこ・む

﹇覗込 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

除く

のぞきこむ

︽ーン︾

︽ーキ︾δとりのぞく

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑小川をのぞき

﹇除﹈︵五 ︶ 1

こんでいひました︒

五443

のぞ・く

のぞく

つくしの

︽ーイ・ーキ・ーク︾

送って︑

十365囹

十379

﹁さあ︑きみものぞいてごらん︒﹂

それからも︑三人代る代るのぞきながら︑

にいさんからおもしろい説明を聞いた︒

望み

潜望鏡でのぞく海面は︑

からいと

はうびは︑望みにまかせて取らせるであ

﹇望﹈︵名︶4

らう︒

八3610囹

のぞみ

十二㎜3

六267 いろくな藥で︑害虫を何べんも除きます︒ 十二旧7 潜望鏡をのぞいてみた艦長は︑
﹇ 覗 ﹈ ︵ 五 ︶17

εおのぞく

のぞ・く

のぞいたら︑

一一柵4圃 土手の土 そっとあげて︑
ばうやが

びめから︑小さな日の丸の旗がのぞいてゐま

尼子家再興のことは︑わが生出の望みで

︵四︶

1

望みたまふ

︽一

しかも︑この御降嫁による公武一和の望
﹇望給﹈

はるかに海を望みたまひて︑﹁あづまは

とうかん

野外統監部を遠く望むところで︑私たちは
弓矢に當りて死するは︑つはものの望
むところなり︒

九634図圓

昇観してゐましたが︑

八601

のぞ・む﹇望﹈︵四五︶6望む︽ーマ・ーム・ーン︾

や︒﹂とのたまひぬ︒

九94図

ヒ︾

のぞみたま・う

みは︑ほんの束の間の夢であった︒

十二m3

ある︒

九梱4園

代りに立ちたうございます︒

四231 ふろしきつつみをさげてゐましたが︑結 八373園別に︑望みはございませんが︑唐糸の身
した︒

四544 すると︑そのしゃうじをあけて︑中から
ねえさんがのぞきました︒

そっとのぞいて見ると︑女の顔がう

つってゐます︒

四602

みんな弱ってみるではありませんか︒

五359 朝︑箱をのぞいて見ると︑︿略﹀かひごが︑

六617 ぼくは︑この二つを︑重ねたり︑別々にし
たりして︑机の上を見たり︑外のけしきを︑のぞ
いたりしてみた︒

六624 けしきを︑大きくして見ようと思って︑右
の手に虫めがねを持って︑のぞいて見た︒

九鵬1

六652 外をのぞいて見た︒

十75図

陛下には︑將官ステッセルが祖國のた
くんこう

登動機船が︑本島をあとに︑六百海里の
北を望んで︑績々と出て行く姿を見るであらう︒

十一981

を保持せしむることを望ませらる︒

めに書くしたる動功をよみしたまひ︑武士の名答

十857興国

かなるかなたに︑寳物殿を望む︒

みどりの芝生遠く置く曳き︑早いとはる

七難八苦は︑もとより望むところである︒
しばふ

八695圃 ちらとのぞいた大川に︑ モーターボー

六667 ぼくの望遠鏡をのぞいてもらった︒
トが走ってた︒

をなでまはした︒

九191国 今日鏡をのぞいて︑﹁おや︒﹂と思はず顔
九732 源作ちいさんは︑かまのそばにすわって︑
たき口から中をのぞいて火のかげんを見た︒

九739 ちいさんがのぞいた︑あのかまから火氣を

のぞ・む

のぞむ ︽ーム︾

義貞今臣たるの道を博くさんため︑

﹇臨﹈︵四︶1

︽ーメ︾

もし︑血管に少しでもさしさはりがあれば︑

﹇望﹈︵下一︶2 望める

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十﹁237図國

十㎜7

のぞ・める

からだの働きも望めないやうに︑
たも
交通路を︑︿略﹀︑安全に保つことができな

十㎜7

いうちは︑支那の活動も︑登達も望めない︒

ぼくたち四十人は︑野田先生と石井先生に

﹇野田先生﹈︹人名︺8 野田先生

のそりのぞり ︵副︶1 のそりのぞり
ざう
象が︑のそりのぞりと歩いてゐます︒
六柵6

のだせんせい

八773

野田先生が先頭に立たれ︑石井先生が︑み

つれられて︑山のスキー場へ行った︒

んなのあとから來られた︒

八783

︑80

﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲を掛けられる︒

ノ了− 急な坂にかかると︑前の方で︑野田先生が︑

八801 野田先生が杖でさされる方を見ると︑なる

野田先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

ほどりつぼなスキー場で︑ジャンプ皇も見える︒
八813

﹇宣﹈︵四︶3 のたまふ ︽ーヒ・ーフ・一

﹁野田先生︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

今度は︑野田先生がとばれる番である︒

べられる︒

八831 野田先生が先に︑すぐ績いて石井先生がす
八845
八853園

へ︾

のたま・う

かの人は︑かくかくとのたまへり︒

﹁あづまはや︒﹂とのたまひぬ︒

九587経理

九96図

のたりのたり

のたまふところ︑ことわりにこそ︒

︵副︶1

九681図國
のたりのたり

のち

春の海ひねもすのたりのたりかな

﹇後﹈︵名︶44

十二悩7嘉日
のち

ノットーので

424

四131 そののち︑琴鳥は︑︿略﹀米や︑萎や︑豆

をつんで︑都の方へたびたび通ひました︒
四521 のちには︑ すべりながら まがったり︑
︿略﹀︑思ふまま に す べ り ま す ︒

七188

日本武尊は︑そののち︑東の國のわる者を
敷日ののち︑彌兵衛を船長とする二さうの

平げよといふ勅をお受けになりました︒

七梱3
日本船は︑︿略﹀垂湾の港を出航しました︒

光盛の娘は︑そののち書夜︑頼朝をねらひ
これからのち︑萬壽は︑︿略﹀をりをり石

ランプの動きがしだいに小さくなって︑の

王は︑武官のさし出すこの電報を御一下

それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒

十一給9

ののち︑今飛んでおいでになったはるかかなたの

これよりのちは︑寄せ手雲霞のごとし

空を︑もう一度ふり返って御覧になった︒

といへども︑城を攻めんといふ者なく︑

十一224図

そののち上東門院に仕へて︑紫式部の名

は一世に高くなりました︒

十一3510

のちには︑ごく薄い︑白い絹か何かで空

道理にやつまりけん︑そののちは音もせず︒

十一637図 爲朝︑前略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑

十一716

何年かののちに︑きっとあの槍に登らう

をおほったやうになりますから︑

十一974

貨物自動車が︑魚市場を出て行くのは︑そ

その勢しだいに亡びて︑のちにはわっ

十二923図

﹁︿略﹀︒﹂といひ︑

かに七十三騎となりにけり︒

それよりのち︑義血は匡房を師として學

に豊富をする︒

十二79 嚴かな國民儀禮を行ったのち︑いっせい

のち︑南へずっと連なる大きな島が見えて來る︒

更に南へ航海を績けると︑半日もたった

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

九91図七日ののち︑后の御櫛ただよひて海べに

十一㎜11

びけり︒

九589図

十一一966図 そののちは︑童どもと職のまねして︑

そののち︑幾たびか激しい戦があった︒

かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑

︵名︶与はちノット

足も︑雲も︑何もかも見えなくなってしまった︒
ノット

ノデ ので

﹁︿略V︒﹂ト︑オトウサンガオッシャイマ

︵接助︶醜

二402 花子サンバ︑人ギャウが病氣ニナツタノ

ニ出マシタ︒

シタノデ︑中之アサンモ︑ボクモ︑弟モ︑ハタケ

二335

ので

十二悩3図魍梅が香にのっと日の出る山路かな

君が代の奏樂ののち︑うやうやしく奉讃さ のっと ︵副︶1 のっと
同じくは直實が手にかけ奉って︑のち
のとぶらひをも仕らん︒
つねもり
のちに聞けば︑平の経盛の子︑敦盛とて︑

十㎜3

生年十七にぞなりにける︒

十㎜1図

十柵8図国

れるのを︑私たちは︑かしこまって聞いた︒

十552

九梱9

思へど︑

九655図圓尼も︑のちには新しく張りかへんとは 十二㎜1視界は急にせまくなって︑のちには︑雨

ひて︑のけざまに伏したれば︑

九627図

景正︑照りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂とい

れから敷分ののちである︒

九511

ま﹂といふとそ︒

九96図

寄りぬ︒

これよりのち︑このわたりを廣く﹁あづ

ちにはかすかにゆれるだけですが︑
おんくし

八皿一

のらうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒

八431

ましたが︑少しもすきがありません︒

八383

オランダ人の間に響き渡りました︒

四878園 あなたは︑おなさけ深いおかたですか 高畠6 ﹁ヤヒヨーエドノ﹂といふ名が︑そののち︑
ら︑︿略﹀︑のちにはきっとおしあはせにおな
りでせう︒
五234 初めは︑それと氣がつかないほどでしたが︑
のちには︑だんだんふくれ出して︑

には︑五匹とも死んでしまひました︒

五384 そののち︑だんだんやせて行って︑三日め
五m3 のちには︑文子さんが孤客へ行く時︑︿略﹀︑
お見送りをするやうになりました︒

五麗8 それからのち︑︿略﹀兵隊さんから︑とき
どき︑利根のやうすを知らせて來ました︒

五姫1 のちには︑敵が利根の姿を見つけて︑揮を
あびせかけます︒

五伽6 一時間ばかりののち︑わが軍は︑勇ましく
敵にとつげきして︑

六511 のちに︑御位におつきになって︑用明天皇
と申しあげるお方であります︒

六597 そののち︑この親孝行な子どもの話が︑都
にも傳はりました︒

ちには︑すぐれた︑りっぱな人になりました︒

六984 小さい時から︑よく勉強しましたので︑の
六価7 そののち︑雪舟は︑一心に給を習ひました︒
六捌8 しかも︑敷秒ののちには︑その破壊筒が︑
恐しい勢で爆爽するのです︒

七144 力のあるにまかせて︑四方に勢を張り︑の
ちには︑朝廷の仰せにも從ひませんでした︒
あげることになりました︒

七186 さうして︑これからのち︑日本武尊と申し

425
ので一ので

T 正男サンガ︑アンマリジャウズニ︑オイ

デ︑オイシャサマヲヨビマシタ︒
一一

るのだ︒

が︑﹁ブウブウ︒﹂と︑ラッパをならしました︒

さをひろってゐましたので︑うんてんしゅさん

四251 道のまん中で︑にはとりがたくさんゑ

のでね︑見送りに行くところなんですよ︒

四244囹 出征する孫が︑今日汽車で通ります

とまいたします︒

三鵬7園 あまり長くなりますので︑もうおい

ちがへるやうに︑明かるくなりました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ねえさんにいはれたので︑

それも︑一日中︑そのまま眠りとほすので︑

私は︑早くまゆを作るところが見たいので︑

ある夜︑私が本を讃んでゐますと︑あまり

かひごは︑︿略﹀︑そろそろたべ始めました

五483 おとうさんが︑許してくださったので︑

ので︑私はほっとしました︒

五381

かが多いので︑かとり線香をつけました︒

五358

ねえさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と聞くと︑

五348

首がつかれないだらうかと思ひました︒

五346

かしてから︑かひこにやりました︒

私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいにふいて︑かわ

五342

もらって來ましたが︑

小さいので︑かごの中へ入れて︑おばあ 五321 私は︑かひごがほしくてたまらないので︑

さんと二人で育てました︒

四334

光るやうに美しいので︑家の中も明か

るいほどでした︒

四342

おなかがすいたので︑草をたべようと

にまみりますので︑かへらなければなりません︒
思って︑あちらこちら歩きましたが︑

おかあさんが︑長い間病氣でねてゐま

したので︑書も夜も︑一心にかいはうしました

りっぱな

兵たいさんに

もうすぐお正月なので︑おちいさんは︑

が︑病氣はわるくなるばかりでした︒
四612

見ちがへるほど

神だなをおかざりになりました︒
四764

︿略﹀︑にいさんと二人で出かけました︒

五525

出ると︑高いところを走ってみるので︑川

汽車が止ったので︑私たちはおりました︒

は︑ずっと下の方に見えました︒

五511

ある日︑はまべへ出て見ると︑わにざめ 五508 汽車が來たので︑それに乗りました︒

なってみたので︑私はびっくりしました︒

四812

重いふくろをせおっていらっしゃった

がゐましたので︑これはよいと思って︑

四861

うっかりして︑

﹁︿略﹀︒﹂

と

とし子さんが﹁きゃっ︒﹂といったので︑
五859

この前︑みもんぶくろと︑みもん文を送っ

元金なので︑安心した︒

利根をかはいがりました︒

ことがあるので︑文子さんは︑ほんたうによく︑

五㎜2 利根の來るずっと前にも︑犬をかってみた

たので︑そのへんじであった︒

五864

見ると大きなみみずがみる︒

五844

るので︑何でもよく知ってゐました︒

日曜なので︑朝からあげて遊びました︒ 五605 かかしは︑田の中に立って︑四方を見てゐ

ので︑おそくおなりになったのです︒
四887團

そのうちに

いったので︑みんなが笑ひました︒

四978

このせまい通には︑買物をする人たちがた

あまりおもしろさうなので︑天照大神は︑

しくて︑泣いてみるのでございます︒

るころになりましたので︑この娘に別れるのが悲

五㎜7園

鯛だけは病氣でねてゐますので︑ここへ

ので︑かはいくてたまりませんでしたが︑

五276囹それに︑今年もまた︑その大蛇が出て來 五鵬5 文子さんは︑利根がどこへでもついて來る

少しばかり岩戸をおあけになって︑

五73

ときどき︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

くさんみるので︑兵たいさんは︑車を引きながら︑

四塒8

みも忘れるほどでした︒

三957 枯れかかったかきねの朝顔を︑きれいに 四皿3国 あなたのお話がおもしろかったので︑痛
取っておしまひになったので︑そのへんが見

きますと︑

三878 正男さんがゐましたので︑﹁︿略﹀︒﹂と聞

はまぐりでした︒

三776 何か足にさはるので︑つかんでみると︑

ろで水をとばして遊びました︒

三774 ぼくは︑まだおよげないので︑酔いとこ

た︒

三746団 海はあまり唄いので︑びっくりしまし

さんが笑ひました︒

三611

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑金魚や

三577園 つゆの雨がふるので︑田うゑができ

痛いので︑あわてて逃げだしました︒

三547 おには︑おなかも︑のども︑鼻も︑目も 四581

苦しみました︒

三394 花子さんは︑はが痛いので︑ひとばん中 四445

ノデ︑ハコノ上二立チマシタ︒

二791團私ハ︑セイガヒククテカホが出ナイ 四366園 この十五夜には︑月の世界から迎へ

ヲカシクナリマシタ︒

シャサマノマネヲスルノデ︑花子サンバ︑急ニ

S2

ので一ので

426

まみってゐません︒

行きます︒

六118 下に置くと︑飛べないので︑地面をはって
おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんのおとうさんが説明

私は︑また弟の方へ行きました︒

六141

六383

されたので︑みんなはうれしくてたまりませんで
した︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑次郎さんがいったので︑み

んなが笑ひました︒

六436

六586囹 それが酒でございましたので︑父のみや
げに持って蹄りました︒

荷物まで焼けてしまったのださうです︒

六721 事しもになってみたので︑一度運び出した
﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんにほめられたの

やがて先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑

で︑弟はとくいになりました︒

六842

六927

みんなは︑雪のたまをかかへた︒
六936 頭のところへ飛んで行ったが︑友田くんが︑
ひょいとしゃがんだので︑それてしまった︒

六965 笛が鳴ったので︑雨軍は︑もとの位置に並
んだ︒

六984 小さい時から︑よく勉強しましたので︑の
﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外から窓ごし

ちには︑すぐれた︑りっぱな人になりました︒
六鵬3

﹁︿略﹀︒﹂文治が指さしたので︑見ると︑

にいったので︑私は︑急いで庭へ出ました︒
六脈7

船が一さう走ってゐます︒

少しつつくつれて行くので︑手ですくって︑かい

七84 ほったあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいったので︑私た

出しました︒
七119

いよいよ︑家もできあがったので︑ある日︑

ちは︑みんな指先に力を入れました︒

七149
お祝ひをすることになりました︒
たけるは︑もうねようといふので︑︿略﹀︑

奥の間へ行かうとしました︒

七159

わる者のかしらは︑かねて︑尊の御勇武を

たけると申してをりました︒

七179園西の國では︑私より強い者はないので︑
七202

聞き傳へて知ってゐましたので︑︿略﹀︑だまし討

まもなく朝の御飯になるので︑少年は︑そ

ちにするほかはないと思ひました︒

七243

の時外へ出てみた父を呼びに行きました︒
このやうに︑しんせつにしていただくので︑

どんな重い病識でも︑きっとなほるといふうはさ

七342

城から大きな石を四五十︑一度に落したの

が︑いつのまにか日本中にひろがりました︒

七603

もうこの上は︑何でもかでも攻め落してし

で︑また何百人か殺された︒

七606

まへといふので︑賊は︑大きなはしごを作り︑こ
方々で︑官軍が︑ひやうらうの道をふさい

れを城の前の谷に渡して橋にした︒

七615

だので︑賊はすっかり弱った︒

午後八時には︑夜の直管があるので︑め
いめいの部屋で整列して︑週番士官殿の來られる

七804団

九時には︑﹁︿略﹀︒﹂と︑消燈ラッパが鳴

のを待ちます︒
七8110国

り渡るので︑その前に︑日記をつけたり︑手紙を
書いたりします︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑本田くんがいひましたので︑

いちばん上の段へのぼって行きました︒

七914

﹁︿略﹀︒﹂と︑山本くんがいったので︑今

度は︑下を見ないで︑向かふの山をじっと見つめ

七9210

ました︒

こちらへ來てから︑半年餓りになるので︑

この町にも︑すっかりなれました︒

八207団

よく葬むことができます︒

八218団高いところにそびえてみるので︑町から

内地へは︑毎日のやうに汽船が出ますの
かうぺ
で︑それに乗ると︑四日めには神戸に着きます︒

八225團

顔も姿も︑美しく上品に見えましたので︑

さっそく舞姫にきめました︒

八355

八386 さあ︑この女にはゆだんができないといふ

人の仕事まで引き受けるやうにしたので︑

ので︑石のらうへ入れてしまひました︒
八397

萬壽︑萬壽と︑人々にかはいがられました︒

八414 ある日︑今日はお花見といふので︑御殿は

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれたので︑みん

人ずくなでした︒
八463

これはたいへんむつかしいので︑先生が︑

なは聲を出して喜んだ︒

小さな穴で︑しるしをつけてくださった紙に︑か

八491

くことにした︒

八507 私は︑ちやうどきちんとできたので︑それ

もし︑しわでもできると︑風の受け方がう

を胴艦にとりつけた︒

﹁集れ︒﹂といはれたので︑私たちは︑み

まく行かないので︑水平に飛ばない︒

八516
八542

軍隊が︑今夜この町を通るので︑私は︑

んなそちらへ走って行った︒

︿略﹀︑湯茶接待所へ手傳ひに覧たのでした︒

八568

兵隊さんが︑﹁︿略﹀︒﹂﹁これにも︒﹂﹁これ

にも︒﹂と出されるので︑私たちは︑いそがしく

八586

今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまると

て目がまはるやうです︒

八6110

427
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いふので︑急いで學校から錦って來ました︒
通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

八652 電信も電話も︑敵のためにごはされたので︑
八665 南東をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑
たかの一群を見たので︑すばやく低空に移った︒
八777 前の日に︑こな雪がたくさん降ったので︑
スキーをするには︑ちやうどよかった︒

八786 初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列に
なったので︑ずるぶん列が長かった︒

八856 お書になったので︑雪の上で︑樂しいおべ
んたうをたべた︒

八905 かうして︑多くの品物が︑自由自在に集つ
たり︑散らばったりするので︑しぜん大阪が︑一
大商業都市として褒達したのです︒

八皿2 あけ方がくるふと︑大砲の役目を果すこと
ができないので︑職工さんは︑張りつめた氣持で︑
にいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いったので︑二

機械が運組するのを︑じっと見つめてゐます︒
八⁝⁝1

ねえさんが︑﹁︿略V︒﹂といったので︑私は︑

人とも思はずふきだしてしまひました︒
八柵7
︿略﹀起きて︑着物 を 着 か へ た ︒

で︑部屋の中が︑いつもとは違ってみるやうに思

八柵8 こんなに早く起きることはめったにないの
はれた︒

八捌5 みんなが︑いっしよに働いたので︑朝の支
一郎さんが︑﹁︿略V︒﹂といったので︑おか

度はすぐできあがった︒
八旧1

一郎さんがまた立って︑﹁︿略﹀︒﹂といった

あさんも︑やっとおわかりになった︒
八悩8

ので︑おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とにこにこなさつ
た︒

八槻9 黄色な砂ぼこりを運んで來るので︑これが

吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒
どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

ばいえんが空をよごしてゐました︒

八榴4

八悩1窓といふ窓が︑すっかり開かれるので︑部
戦圃が一段落ついたので︑今日は久しぶ

屋の中のにごった空虚が出て行って︑

九196国

大東亜耳茸が始ると︑母は日本人であると

りの休養だ︒

九2910

父もあとから來たので︑ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂

いふので︑敵の官憲からにらまれ︑
九792

九月に二歳ごまの市が始るといふので︑八

とたつねますと︑

九851

月に北斗をうちへっれて承りました︒

ただ一心にやってゐますので︑苦しいと
それに︑寒いと爽動機もうまく動かない

は別に思ひませんが︑困ることはよくあります︒

九備4園
九四2囹

窓を開くことができないので︑ぼくのこの

ので︑温めてやるのに苦心をします︒

九川6

蹄って來るころになったので︑年寄つた

ことばも通じないらしい︒

九幽3園

柱にぶっつける︒

自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう

舎がせまくなった︒

九辮10ぼくたちの一行が大勢やつて來たので︑宿
九鋪12

そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み

といふので︑大工の仕事に取りかかった︒

重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑オボは︑

九珊12

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑にいさ

いっとはなしに少しつつ大きくなって行く︒

んも正男くんも︑笑った︒

十378

十909園あまり旅順の守りが堅いので︑あんなも

ステッセル將軍は愛馬にまたがり︑はや足

のを引っぱり出したのです︒

をさせたり︑かけ足をさせたりして見せたが︑中

十978

庭がせまいので︑思ふやうには行かなかった︒

十伽4 月明かりだったので︑海岸を防備する敵軍

少し氣分が悪いので︑水で顔を洗ってから︑

は︑いち早くわが船團の近づくのを感知した︒
十二2

熱の高い患者の氷が解けてみるので︑冷藏

病室の中をまはりました︒

十価10

庫から氷を持って來て︑︿略﹀くだきました︒

きり
丁田2 三本足の錐であったのが︑二本は折れて一

母は︑毎日毎日望小山へのぼって待ち績けた︒
北の方では︑二三日前に雪が降ったので︑

十燭3 患者が目をさましさうなので︑私は︑箱を

べきん

てるる︒

どこの家も︑高い土塀を立てめぐらしてゐ

るので︑小路は︑おのつから高い土塀績きになつ

十⁝⁝⁝6

あったので︑秀吉はさっそくこれを用ひ
どべい

十備3 秀吉に︑高松城水攻めの計を申し出た者が

つたので︑予々殿に知らせました︒

十佃9 やがて呼吸が不正になり︑脈がかすかにな

かかへて甲板へ出ました︒

かんばん

本足になってみるので︑なかなかくだけません︒
さうち
﹁あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵

遠い山の峯が白くなってみる︒

九川12

立雛5

ボーイがさういって來たので︑ぼくは︑て

橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えない︒

九踊8

きつりん

ここから安東・吉林・北京へ︑三道が分れ

ちやうに﹁あじあ﹂のスタンプを二つ押してもら
つた︒

九節11

るので︑列車がいくつも止ってをり︑

まだなれない部屋なので︑急いで上着を着
たり︑ズボンをはいたりしてみると︑思はず頭を

九㎜10

のど一のとどの
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十㎜2 ﹁︿略﹀︒﹂と︑激しくたたいておいて︑手
のひらで︑どらを急に押さへるので︑﹁︿略﹀︒﹂と
いふやうに聞える︒

たり︑はやしを入れたりしなければならないので︑

十畑8 猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいつ
なかなかいそがしい︒

十國2 夜の胡同は眞暗なので︑それこそ鼻をつま
まれてもわからないほどである︒
はんてん

十一723 青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑
さばの斑貼に似てみるのでさば雲といひ︑

十一724 またこの雲が出るといわしの大漁がある
といふので︑いわし雲ともいひますが︑
いった者も聞いた者も︑思はずにっこりした︒

十一㎜1 そのいひ方がいかにもをかしかったので︑

十一描8国 私もいけ花がすきなので︑いそがしい
中にも︑ずっと績けてやってゐます︒
それを摘んで來ていけてみました︒

十一備10団野原でききやうの花を見つけたので︑
十一搬2 山全盤が熱帯の森林におほはれてみるの
で︑飛行機からの偵察でもはっきりわからない︒

十一槻6 バランガへ通じる白い道は︑その観測所
から手に取るやうに見えるので︑わが軍の貨物自
動車は︑一塁＝塁正確な射撃にみまはれる︒
十一倣8 この道以外に部隊の進撃路はないので︑
どうしてもこの難關を突破しなければならない︒

十一悩1 夜︑燈火を用ひることは堅く禁じられて

かうつう

みるので︑窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊
せいち

さんの顔もやっとわかるほどであった︒

十一㎜11 港がよければ︑しぜん政治・交通・産業
そうとく

の中心となるので︑以前はここにニューギニヤ州
の縮督が住んでみた︒

十一泌10 陸ダイヤ族は︑これに反し性質が從罪な

ので︑海ダイヤ族に追はれて陸地深く逃げ込み︑

一寸ぼふしは︑おにの

おなかも︑

それがのどまで出てみるのですけれど︑

鯛ののどから︑そのつりばりを取ってや

たいへん苦しんでみるところでございます︒

五傾9園
れ︒

水筒の水を飲むと︑のどがごくりと鳴つ

とうとういへないでしまひました︒

十一506
十一8510

﹇長閑﹈︵形状︶4 のどか

のとどの

のどかな春の日は︑暮れさうでなかなか

ひさかたの光のどけき春の日にしつ

﹇長閑﹈︵形︶1 のどけし ︽ーキ︾

﹇能登殿﹈︹人名︺1 能登殿

こころなく花の散るらん

十一榴2図圃

のどけ・し

鳴き聲が聞かれるのも︑のどかな風景である︒

ぶた
十一㎜4 木かげで豚が遊び︑あちらこちらに鶏の

く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

十一⁝⁝4 のどかな春の日の光の中に︑あわただし

暮れない︒

十一379

もに︑春のいそがしい仕事が始って行きます︒

測器9 一日一日と︑のどかな春になって行くとと

のどか

の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒

十二682 何よりも︑のどがかわいてたまらない︒
や し
十二餌8 のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ

のどへ︑あまずっぱい汁が流れ込む︒

十一㎜6 かすかすと歯ごたへがして︑乾ききった

た︒

中から

のども︑鼻も︑目も

おなかの

で︑艦長は一見掃海艇と思ったのであるが︑

三543

地熱のために暑くなり︑温度が高いので のど ﹇喉﹈︵名︶9 のど

むしむしする︒

十二910

おには︑

のどへのぼり︑
三546

鑛員たちは︑だれも見てみない眞暗なと

ころで仕事をするので︑なまけようと思へば︑な

十ニー33

のすけ

この間︑つりばりをのどにかけまして︑

痛いので︑あわてて逃げだしました︒

ら

五欄5園

まけられないことはない︒

十一一332園顔回は︑予の前で教へを受ける時︑た

人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの

だだまってみるので︑何だかぼんやり者のやうに
見える︒

十二433

和歌の浦に潮が滞ちて曇ると︑干潟がな

で︑後世歌聖とたたへられた︒

十二438

くなるので︑あしの生ひ茂ってみる岸べをさして︑

あんまりへったので︑つい︑うは言が

鶴が鳴きながら飛んで行く︒

十二517園
く

出たかも知れないが︑
大石内高之助を始め四十鯨人が︑︿略﹀︑

あっぼれ本望をとげたといふので︑江戸市中はす

十二584

つかり興奮してしまった︒

三四百メートルも走ったので︑熱くてた
ぼくらを見てにっこりしたので︑ぼくは

まらない︒

十二佃8
十二糊1

雲が低いので︑今︑機は五百メートル以

帽子を取っておじぎをした︒

十一一㎜9

やっと層雲を抜けたので︑少し高度を取

下の低空を飛んでみる︒

十二㎜12

波がひどくあわ立ってるるので︑溜水艦

つたが︑やっぱり暑さに愛りはない︒
十二脚12

かんぱん

さつき見た時は距離が遠かったので︑レ

の漕望鏡かと︑近づいて見れば︑
十二川11

艦橋の上の方と︑マストだけが見えたの

キシントンの甲板が見えず︑

十二矯1

429
のとのかみのりつね一のばす

のとのかみのりつね

能登

冷冷2図國能登殿いかに強くおはすとも︑何ほど
のことかあるべき ︒

のとのかみのりつね ︹題名︺1 能登町並経
のとのかみのりつね

十柵3 能登聖教脛
のとのかみのりつね ﹇能登守教経﹈︹人名︺1
守教纒

野中

十㎜5図 能登守教経は︑今日を最期とや思ひけん︑
からあや
赤地の錦のひたたれに︑唐綾をどしの甲着て︑
﹇野中﹈︵名︶1

十二4210 野中の一夜は明けて︑東には今あけぼの

のなか

︵接助︶26

のに

の光が美しく輝き ︑
のに

は︑頭をちゃんとあげて眠ります︒

五345 私たちなら︑横になってねるのに︑かひご
五842 先週の金曜日に抜いたのに︑もうのびた草
がだいぶある︒

向かふから診る人は︑大人でも︑遠くからよけて

五帽2 三年生の文子さんがつれて歩いてみるのに︑
通るほど︑強さうな犬になりました︒

六483圃 製粉の幕は︑ たったあれだけなのに︑
山がうつる︑川がうつる︒
五階︑六階︑家が出て駈る︒

六486圃映蜜の幕は︑ たったあれだけなのに︑
六492圏黙思の幕は︑ たったあれだけなのに︑
何十皇の職車が通る︒
何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒

六495圏 映蚕の幕は︑ たったあれだけなのに︑

六悩3圃囹まだ︑寒いのに︑感心な花だこと︒
七682囹 けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのび
てるたのに︑今見ると︑こんなに短くなってみる︒

七684園ぼくのせいの高さに早りはないのに︑か
げだけが︑あんなにのびたりちぢんだりするのだ

な︒

七8910

ところで︑この六年でさへ長いと思はれる

のに︑外援には︑十何年も︑土の中にもぐつてゐ

しめきった機内は︑むれるやうな暑さである︒

十一一㎜10 朝食を終ったばかりなのに︑ガラス窓を

に︑やつばり雲のいたづらだったのか︒

十一一㎜9 あれほど敵艦船であってくれと願ったの

延す ︽一

十455図人はこの様を見て︑たはけとあざけり︑

風興りの強い高地であるのに︑陛下は外た ののし・る ﹇罵﹈︵五︶1 ののしる ︽ール︾

る蝉があるといふことです︒

八613

たびたび激しい職をしたのに︑よくもな

うをも召されず︑

九215団

﹇伸﹈︵五︶20 ノバス のばす

氣違ひとののしる︒

二268 長イ手ヲノバシテ︑柿ヲノークツモイク

サ・ーシ・ース・ーセ︾δひきのばす

のば・す

夜の燈火をしたって來る虫は︑︿略﹀ただ

それだのに︑寒暖計は三十度を越えたがる︒

くならなかったものだと思ひながら︑

評価5

四五十メートルのばした時は︑だれの

かひごは︑どうやらからだをのばすやうに

せいのびして︑手をのばしてみたが︑

稻を刈ってゐられたおとうさんと︑おかあ

二本の筒は︑うまくはまり合って︑長く延

二つの筒を︑延したり︑ちぢめたり︑かげ

からだをぴんとのばして︑

つち

うす

それを大きな鐵の槌が︑︿略﹀︑臼のやうに

長い柱のやうに延されたこの鐵が︑

八柵9 左右の足をいっぱいに延したら︑三野ート

八985

つぶしたり︑棒のやうに延したりして︑

八979

めさうに近く見えます︒

八2310團夜は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか

七909

んしてみるうちに︑はっきりした︒

六653

したり︑ちぢめたりすることができる︒

六648

さんは︑腰をのばしながら︑

六99

五794

して︑そろそろたべ始めましたので︑

五381

たこよりも高くあがってゐました︒

四918團

四917国糸をのばすとぐんぐんあがります︒

しのばして︑風に向かって走りました︒

四903国 次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少

ツモトリマシタ︒

九鵬7

うるさいだけであるのに︑︿略﹀障子に輕くぱさ
と止った虫が︑やがて﹁︿略﹀︒﹂をくり返す︒

富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押
いつ︑響岩の飛行機が飛んで廻るかも知

し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒

九槻6

十535園

れないのに︑こんなことでどうするか︒

わたしがこんなに病毒で︑いっとも知

せっかくなれて︑かはいくなってみた

に伏せておいたのに︒

十一398園雀の子を︑あの浮きが逃したの︒かご
十一404園
のに︒

十一411園

れない身になってみるのに︑あなたは雀の子に夢
中なんですか︒

十一一633園法親王はおえらいお方と承ってみたの
に︑將軍家のなぞがお解けにならなかったとは︒
聞多︑三十歳の壮年に及んで︑何一つ

孝行も壷くさないのに︑今母上の力によって︑萬

十一一734園

このやうに大切な土語であるのに︑とも

死に一生を得ようとは︒

十一一網8

すれば國語の恩をわきまへず︑

十二㎜10まだやっと明け始めたばかりなのに︑先
登の各機は︑もう洋上遥かに飛び出して行った︒

のはら一のびる

430

ルぐらゐはあるでせう︒

八柵2 みどりがかったこずゑを延してせいのびを

尊は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑野原へお

出になりました︒

七208

者どもは︑一度に草に火をつけました︒

この野原をかこんで待ちかまへてみたわる

七796團

七211

九901 さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を
九828

し︑小さな芽をつけ始めます︒

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒

どんぐ野原を進んで行くと︑向かふのく
枯草におほはれてみた野原に︑青い草の芽
青いものはまったくなかった野原に︑咲き

このころになると︑野原には︑黄色な花が

だしたこのむらさきの花は︑

九⁝⁝⁝10

がもえて來た︒

九川7

ぼ地から︑二匹ののろが現れた︒

九㎜4

廣い野原を署しさうに遊びまはってゐました︒

ぎ

﹇馬出﹈︵下一︶1 のび出る ︽ーデ︾

ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒
のび・でる

てのび出ようとしてみる物の溌刺たる力を想像し

はつらつ

十二槻9 はちきれるやうな芽をもたげ︑雪を割つ
ながら︒

二十センチぐらみにのびたいねの苗を︑

私は︑さっきから︑せいより高くのびた

たいへんな勢で︑ひるも夜も︑ぐんぐん

このすばらしい舟になるために︑あ

水草が青々とのび︑

の木は︑ぐんぐんのびたのかもしれない︒

四126園

とのびていきました︒

四63

草の中に︑じっと立ってゐます︒

三697

田にきちんとうゑるのです︒

三575

ービル︾δいきのびる

同じやうな子馬がたくさん曾てみて︑︿略﹀ の・びる ﹇伸﹈︵上一︶23 のびる 延びる ︽ービ・

野原や山を一日中かけまはって︑

九957 立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける
と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九筋3 ゑんどうが大きくなって︑つるを延してゐ
る︒

十一㎜1 青いパパイヤが︑手を延せばとどきさう
なところに︑︿略﹀ぶらさがってみる︒

野原

十二81 腕をのばし︑足を暴げ︑胸を張る︒
ノハラ

九筋4

﹇野原﹈︵名︶23

一48一 ノハラへ花ヲツミニイキマシタ︒

のはら

咲き始める︒

五843 先週の金曜日に抜いたのに︑もうのびた草

五229
野原でききやうの花を見つけたので︑

や

野原には︑山羊の群があちらこちらにる

苗が︑二十センチぐらみにのびて︑葉先が︑

九晒12園芽がだんだんのびる︒

小川7 電柱のかげも木のかげも︑ずっと延びた︒

九195團 ぼうぼうとひげが延びてみる︒

びて︑幽谷ートルぐらみになりました︒

七旧8 糸は︑一センチ︑ニセンチと︑見るまに延

びて澄ます︒

七889 しわくちゃになってみた羽が︑みるみる延

七687囹 かげがのびたりちぢんだりしてみる間に︑

が︑あんなにのびたりちぢんだりするのだな︒

七684園 せいの高さに愛りはないのに︑かげだけ

てるたのに︑

七682園 けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのび

朝風にかるくゆれるやうになると︑

七382

がだいぶある︒

それを摘んで憎ていけてみました︒

十一鋤9

とが︑なつかしく思ひ出されました︒

十一柵2團二人で︑野原へ花摘みに行った時のこ

十一描10国

ニー96 ヒロイノハラニ︑カウリャントイッテ︑

日本ノキビニニタモノガデキルコトガ︑
二953 ユメニ︑ヒロイノハラヲ見マシタ︒

してゐます︒

三81園 さあ︑野原へ行ってとばさう︒
三237 春の日が︑あたたかく野原の草をてら

る︒

る

十一一脳10

何といふ延びの早い雲だらう︒

六852團支那の廣い野原は︑今︑白い雪で一面に のび ﹇伸﹈︵名︶1 延びOせいのび・せいのびす

五431圏 わかめの野原が あるでせう︒
おほはれてゐます︒

六梱2 初めに︑謂い野原がうつりました︒

暖い太陽が山一面にかがやきだすと︑この
よろめきながら︑やうやくのびあがって︑
衣紋掛から白衣を取りはっすと︑

十糊7

みかんの木に若芽がすくくとのびあがり︑

六257

ーリ︾

六梱6園 東京の近くには︑かうした静かな野原が︑ のびあが・る ﹇伸上﹈︵五︶2 のびあがる ︽ーッ・
ひろがってゐます︒

六備6 ずっと野原の向かふに︑富士山が光って見
えます︒

しか

六幽2 そのうちに︑空も消え︑野原も消え︑みん
な消えてしまひました︒

七206園 この國の野原には︑大きな鹿がたくさん のびだ・す ﹇伸出﹈︵五︶1 延び出す ︽ーシ︾
やなぎ
十川9 土塀の上から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑
をります︒

431
のぶ一のぼる

十294 高くのびたポプラや︑茂ったアカシヤは︑
あざやかな黄色︒

やはらかに春雨の降る

十伽3図閣くれなみの二尺のびたるばらの芽の針

︽ービ︾δにげのぶ

述べる

︽1べ・

ゆめ見るやうに咲いてみる︒

のべる

やがてステッセル將軍は︑口調を改めて︑

﹇述﹈︵下一︶4

﹇伸﹈尋さしのべる

べに白ゆりが︑
のべる

1ベル︾

の・べる

十脳2 子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ
十931

延ぶ

のぼり

登りεやまのぼり

のぼり坂

ぼくは︑まつ先にのぼりかけた︒
n上坂﹈︵名︶1

とりょうふ

︽ーチ︾

だんだんのぼり坂になると︑からだがほて

大和には群山あれど︑

﹇上立﹈︵四︶1 登り立つ
むらやま

のぼる・さしのぼる・せめのぼる・ただよいのぼ

一816

ノボッタラ︑山ノム

サルハ︑スルスルト門ヲノボッテ︑目零

る・たちのぼる・つばくろだけにのぼる・よじのぼ
る

ラ門ノ戸ヲアケマシタ︒

二43圃ムカフノ山ニ

五悩6園

オヂイサンバ木ニノボッテ︑灰ヲマキ

ノコッテヰタ

この川をずっとのぼって行くと︑山

かぐやひめを乗せた車は︑︿略﹀︑しっか

のぼってみよう︒

待っていらっしゃい︒

五柵6園 あなたは︑その大きな木にのぼって︑

て行きます︒

四榴3 天人は︑まひながら︑だんだん天へのぼっ

に天へのぼって行きました︒

四418

三543 一寸ぼふしは︑おにの おなかの中から
のどへのぼり︑鼻を通って
四201 道がだんだんのぼりになって︑自動車
は大きな音をたてて︑ぐんぐんのぼりました︒

ながら︑川をのぼって行きました︒

と山が近よって︑せまい谷になる︒
三518 おわんの舟にのり︑はしのかいでこぎ

三478園

灰ヲカキアツメテ︑カレ木ニノボッテ︑

V

﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑木履ノボリマシタ︒

カフ山村ダッタ︑
二268

ぐ

トナリノオヂイサンバ︑

に︑﹁いらっしゃる﹂とか︑﹁めしあがる﹂とかい

か

マシタ︒

二917

いつれも﹁仁﹂の一部の説明で︑その行

義を立て︑理を書くし︑情を述べて残る

﹇上﹈︵名︶2

道はすぐ登りになる︒

道がだんだんのぼりになって︑

︵下一︶

ぼくが︑山をのぼりかけると︑乳母をしつ

のぼりかける

四198

のぼり

ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

十二M6

ひやすい方面を述べたのである︒

十二318

ふのも︑それである︒

また︑相手や目上の人の動作を述べるの

﹁︿略﹀︒﹂とていねいに悔みをのべた︒

十一262

住民はパプア族で︑︿略﹀︑髪はちぢれて︑

たり︑︿略﹀︑おほ ら か に の び て 行 く ︒

ひ だ
十一937 更に右へ右へとのびる飛騨山脈が︑
十一㎜1
四五センチ以上にはのびない︒

十﹁㎜6 クチンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面
して細長くのびた蕾サラワク王國の首都である︒
十一脚12 商店街からのびた二本の鋪装道路は︑

十一盟2 住宅の配置には︑すくくとのびたゴム
﹇伸﹈︵上二 ︶ 1

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑
の・ぶ

あめ

木にのぼって︑下をごらんになる︒

さ

笛の名人用光は︑ある年の夏︑土佐の國か

もちみつ

と

かごを持って山へのぼる人︑

五悩7

七452

ぼって︑旗を取るのだ︒

六281
︽ーイ︾

登る

﹇上着﹈︵五︶1

のぼる

←おのぼる・さか

ノボル

三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの
65

六957
︵四五︶

登り着く

一一

やがてそこへ登り着いたぼくらは︑

天の香具山︑
のぼりつ・く

十一934

﹇上﹈

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ︾

のぼ・る

登り立ち國見をすれば︑

十一一458図幽

のぼりた・つ

つて汗が出る︒

八787

のぼりざか

六958

かりとっかまへて︑引っぱる者がある︒

六947

︽ーケ・ーケル︾

﹇上掛﹈

﹇幟﹈むこいのぼり

のぼり

山べに野

2

十一836

のぶたか δふじわらののぶたか

のぼりか・ける

十川8図國 馬の腹幣の延びて見え候ぞ︒
のぶなが ﹇信長﹈︹人名︺6 信長ゆおだのぶなが
らびなき馬なり︒

九661図 信長の家臣らこれを見るに︑まことにな
九691図 いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑一

きは目だちてたくましきを信長うち見て︑
信長︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし感じてやまざ

﹁︿略﹀︒﹂と問へば︑

りナり︒

九697図

九榴9 鹿介を一目見た信長は︑この勇士の苦節に
同情した︒

なついて見せた︒

九悩2 厄介の血を吐くことばに︑信長は大きくう
ほんのう

野べ

十柵3 意外にも︑信長は本能寺の憂にあった︒
﹇野辺﹈︵名︶1

五946圃 あすからうれしい夏やすみ︑

のべ

X2

のぼれる一のみ
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ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑本田くんがいひましたので︑

つめで︑しっかりとそれにしがみつきます︒

七877 木とか︑草とかにのぼって︑︿略﹀︑前足の
七914
ちゅうれいたふ

いちばん上の段へのぼって行きました︒
つてゐます︒

もう儀式は終ってみる︒

五兵衛は︑あとからあとからのぼって來る

十5910
のぼっても︑のぼっても︑雲である︒

のぼっても︑のぼっても︑雲である︒

老幼男女を︑一人一人数へた︒

十245

十5910
しみつむねはる

高松の城主清水宗治は︑急いで天守閣への
更に︑中支那・南支那のものを合はせたら︑

十一172図

たとへ防ぎ戦ふ者なくとも︑たやすく

實におびただしい敷字にのぼるであらう︒

十㎜3

ぼった︒

十襯5

八217團 並木道をのぼって行くと︑忠霰塔が立 十椥⁝8 急な階段をのぼって二階へ行くと︑
八253團 にれい山へのぼったり︑

八762図 されども義纏は︑太刀にて熊手を防ぎ防
ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒

八789 みんなだまって︑あへぎながらのぼって行
のぼるべきやうなし︒

まだ︑朝の太陽はのぼってみない︒

つた︒

十一785

いつのまにのぼったのか︑朝の日の光が︑

﹁しっかりのぼれ︒﹂と叫ばれた︒

八793園

十一815

みやま

この深山の朝の翼果にふれるため︑私は
前の人の足あとをふみしめるやうに︑一
かうして︑つづら折りの明かるい山道を︑
あの山よりもつと高く登るのだぞ︒

木の根︑岩角を敷へるやうに︑ふみしめ
ここから︑今登らうとする燕の絶頂も︑

あの絶頂へ登る傾斜は︑少くとも四十五

十一梛10

勅命のくだったことを承った阿禮は︑そ

さわやかな山道を︑汽車は鐘を鳴らしな

れこそ天にものぼるここちであったらう︒

十一脳10

子どもが︑椰子の梢にのぼって實を取つ

がら登る︒

十一㎜2

てるることがある︒

書き終ると︑かれは手近にある木に登つ

香具山に登って︑國のやうすを見ると︑

＋函〃ぎらぐと太陽が中天にのぼると︑
十二566

問はばや遠き世々の跡︒

汝は大儀ながら京へのぼり︑急いで求

左に高き大

從一位侯爵にのぼり︑八十一歳の光榮あ

十二466

た︒

十二737

る長壽を終るまで︑

いちやう︑

十二755図圏登るや石のきざはしの

十一一782囹

はり
組み立てられて行く梁にのぼって︑釘や

めてまみれ︒

十二梱5

ふち

一日︑上膓土御門藤子は︑宮の御文を

じゃうらふ

かすがひを打ち込む兵隊︒

十二鞭4

登れる ︽ーレル︾

奉持して︑東海道を西へのぼった︒

あんな山へ登れる人があるのかなあ︒

﹇上﹈︵下一︶2

十一965園

のぼ・れる

もう二三年たったら︑きみたちも槍へ

飲ます ︽ーサ︾

十一967園
登れるよ︒

うっかりすると︑呼吸の調子で︑がぶりと

﹇飲﹈︵五︶1

九962

のま・す

﹇飲﹈δひとのみ

墾を持つ人︑ それを槌で打つ人︑その穴

つち

塩からい海水を飲まされる︒
のみ

のみ

十ニー53

堅い石に︑長い塁を打ち込んで行くこの

に水をさす人︒

十干ー51

のみ
何年かののちに︑きっとあの槍に登らう のみ ﹇盤﹈︵名︶4 馨 撃

やさしい沈んだ調べは︑ちやうど東の空
にのぼる月が︑しだいにやみの世界を照らすやう︑

十一麗8

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

十一974

度以上はあらう︒

十一963

槍岳その他の山々も見えるさうだが︑

やりがたけ

十一904

ふみしめ登った︒

十一869

十一849囹

あへぎあへぎ登った︒

十一844

歩一歩登って行く︒

十一837

ここまでのぼって來たのだ︒

十一824

石を噛んで流れる水の上にをどつてみる︒

か

八795 この聲にはげまされて︑ぼくたちは︑一生
けんめいにのぼって行った︒

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

八811 百五十メートルほどのぼった時︑ぼくが︑

行かれたが︑

八827 先生は二人とも︑まだ上へ上へとのぼって

おりてはま た の ぼ っ た ︒

八828二百五十メートルものぼったところで︑
八835それからぼくたちは︑のぼって行ってはす
べり︑

しゅかく

八836おりてはまたのぼった︒
とよとみひでよし
てん
八928豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天
守閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒

九136 山を分けながら谷間をのぼって行くと︑
ながらしづしっとのぼって行くさまは︑

九574 朝日にかがやく軍艦旗が︑海風にひらめき
九伽6 鹿介は︑身をやつして京都へのぼった︒

九脳3園 もう錦って來るころになったので︑年寄
つた母は︑毎日毎日望小山へのぼって待ち績けた︒
九二3 まもなく夜が明けて朝日ののぼるころには︑
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のみ一のりうつる

仕事は︑生やさしいものではない︒
ひ通りにばくんばくんと割れる︒

十ニー67 堅い︑大きな石が︑小さな盤と槌で︑思

︿略﹀︑墾などをやく火のふいごをふいたりする︒

十ニー85 弟子たちは︑石くつをかたづけたり︑
のみ ︵副助︶8 のみ

九677図國 この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か
りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

九伽7 かれの勇名は︑みかたのみか︑もう敵方に
も知れ渡ってみた ︒

十82図 石筆はちびてわっかに寸鯨を残すのみ︒
苦心は︑それのみにあらざりき︒

十479図 ひとりわが國にもてはやさるるのみなら

十4410図
ず︑遠く海外にも傳はりて︑

十一566図 三十八隻のうち逃れ得たるもの︑巡洋
艦以下敷隻のみ︒

十二968図 はかなき遊びにも︑ただこのことのみ
を思ひけり︒

のみこむ

︽ーム︾

十二励9圃 太平洋は︑皇國の鎭めによってのみ︑
﹇飲込﹈ ︵ 五 ︶ 1

とこしへに﹁太平﹂の海なのである︒
のみこ・む

十一柵7團何を覧えるにしても︑そのもとをのみ
飲み物

こむことが大切だと思ひます︒
﹇飲物﹈︵名︶1

︵五︶

15

のむ

飲む

に來ましたよ︒
おには︑

一寸ぼふしをつまんで︑

のんでしまひました︒

三533

一口に

ゆっくりゆつ

︽ーラ︾

雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと

がん

八僻1

乗合自動車

乗合自

秋が來て︑野山の草木が枯れるころ︑

して︑さかんに空を渡って行きます︒

九832

︹課名︺2

﹇乗合自動車﹈︵名︶2

乗合自動車

乗合自動車⁝⁝⁝十九
四

橋を

わたらうと

されども︑いかにしたりけん︑義経の船

﹇乗当﹈︵四︶1 乗り搾る ︽ーリ︾

すると︑向かふからも

十川8図

した︒

﹇乗入﹈︵下二︶2 乗り入る ︽ーレ︾

馬にまたがり︑海中に乗り入れたり︒

﹇乗入﹈ ︵下一︶ 1

乗り入れる ︽一

六伽6 網船二さうの間へ︑まっすぐに乗り入れま

レ︾

のりい・れる

職ふ折から︑

八746図義経︑馬を海中に乗り入れて︑はげしく

よしっね

八729図

のりい・る

に乗り當り︑あはやとばかり飛んでかかれば︑

のりあた・る

乗合自動車が來ました︒

四219

ばさんのところへ行きました︒

四192 きのふ乗合自動車に乗って︑ホ町のを

動車

のりあいじどうしゃ

四191

四25 四

のりあいじどうしゃ

酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入 のり 畢おのり・じゅうにんのりそこそこ
子の馬は︑

れて︑がぶがぶと飲みました︒

五297
七956圃母が番して︑
くり水を飲む︒

時には乳を飲むのも忘れて︑

もう一度爆嚢するとともに︑不沈艦は︑艦

城主尼子義久は︑涙をのんで敵に降った︒

九8110

九柵2

十719

尾からするするとマライの海へのまれて行った︒

松花江をのみ︑ウスリー江をのみ︑は

るかオホーツクの海へ向かって︑﹁はあ︒﹂と冬の

十一56圃

なごりを吐く︒

十一57圃ウスリー江をのみ︑
﹁これを飲ませておやり︒﹂と︑おつ
水筒の水を飲むと︑のどがごくりと二つ

きの者にそれをお渡しになった︒

十一131園
十一8510
た︒

し

驚く農夫に︑やっと手まねで水を飲ませ
や

のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ

てもらった聞多は︑

十二687
十二悩9

のめる

の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒

野山

乗り移る ︽ーッ・ーリ︾

艦長のことばにはげまされて︑編組十三人

船が現れて︑月光の船に近づいたと思ふと︑

恐しい海賊が︑どやどやと乗り移って來て︑

七456

の選手は︑カッターに乗りうつりました︒

五897

うつって︑

三733 きりぎりすは︑すばやく竹の先にのり

うつる

後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞 のりうつ・る ﹇乗移﹈︵四五︶6 のりうつる 乗り

︵五︶1

十二669

のめ・る

﹇野山﹈︵名︶5

多の雨足をつかんで︑前へのめらせた︒
︽ーマ・ーミ・一 のやま

十二528園 それから飲み物といふのが︑人間の生

のみもの

き血さ︒
﹇飲﹈

三53圃さくら︑さくらだ︑野山は花だ︒

の・む

ム・ーン︾与おのむ

北風が︑雪や氷で︑野山をまつ白にした

野山をかざって見せよう︒

四五6園わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑

代りに︑

四備5園

んで︑やねよりもたかく尾をあげます︒

三186 鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風をの

三286園大きな︑大きなぼけものが︑水をのみ

三28エ そこへ牛が來て︑水をのみました︒

のりかえる一のる
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十佃5図

かれら三人寄り合ひて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

小舟に乗り︑教経の船に並べて乗り移り︑
ベートーベンの爾⁝眼は異檬にかがやいて︑

その身には︑にはかに何者かが乗り移ったやう︒

十一佃2

2

乗りかへる

︽1

十二梱8 敵の乗組員は︑船を捨てて二隻のボート
︵下一︶

あげまつ

﹇乗換 ﹈

に乗り移った︒
のりか・える
へ︾

2

乗りきる

﹇乗組﹈︵四︶1

待ってるた︒

のりく・む

乗り組む

︽ーミ︾

︽一

われは護

乗りこえる

いで軍艦に乗り組みて︑
1

飛び得ず︒

十皿1図 教経︑早わざにはおとりけん︑適いても

十麗5口︒凶園源氏の方にわれと思はん者あらば︑教

経組んで生け捕りにせよ︒

乗手が用心するならば︑馬もけがはな

﹇乗手﹈︵名︶1 乗手

のりと
﹇祝詞﹈︵名︶3 のりと 祝詞

腔操がすむと︑みんな軌道車に乗り込む︒

七425 神主さんが︑のりとを讃まれました︒

のりとをおよみになりました︒

五63 天のこやねのみことは︑岩屋の前へ進んで︑

のりと

かるべし︒

八333図圏

のりて

藝の太郎が家來を︑どうとけて海へ落す︒

り移り︑太刀先そろへて一時に打ってかかる︒

上山5図 かれら三人︿略﹀︑教経の船に並べて乗

︵下一︶

﹇乗越﹈

十佃7図 筑豊これを見て︑まつ眞先に進みたる安

らん海の國︒

十一塒4ロ凶圏
のりこ・える
エ︾

逃水艦は︑︿略﹀︑遠く海を乗りこえて︑

敵の港の中へしのびこんだりして︑

六347團

大勢のせんどうが乗りこんで︑﹁えいや︑

サ村の入口で︑ルックサックをせおった

十二82

九163 大麻を振って祭場が清められ︑おごそかに
乗り出す

δもとおりのりなが

祝詞が讃まれる︒

﹇乗﹈︵四五︶70

ノル のる 乗る

︽⁝ッ・

正男サンバ︑竹馬ニ ノッチ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

一一伽7囹

ぼくも汽車にのりたいなあ︒

か通りました︒

二㎜3牛のたくさんのってみる車が︑いくつ

ノッチ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二607 勇サンノ弟ノ正次サンバ︑三リンシャニ

イヒマシタ︒

二591

二574間たからのお舟にのって詠い︒

くださる・おのりなさる

ーラ・ーリ・ール・ーレ︾ εアジアにのりて・おのり

の・る

をのりまはしてみたい︒

三342園ぼくは︑あれにのって︑せかい中の海

のりまわ・す ﹇乗回﹈︵五︶1 のりまはす ︽iシ︾

︽iシ・一 のりなが

この自動織機の出現によって︑日本は︑あ

﹇乗出﹈︵四五︶2

のりと

工兵隊は︑鯨つた材料をトラックに積み︑

なった︒

つばれ綿布工業國として︑世界に乗り出すやうに

十824

ス︾

のりだ・す

︿略﹀トラックへ乗り込み︑前進する︒

十二描9

中絶校の生徒さんが︑二人乗りこみました︒

四197

えいや︒﹂とこぎました︒

四109

︽ーミ・ーム・ーン︾

九125 今︑中央線の上松騨で汽車をおり︑森林鐵 のりこ・む ﹇乗込﹈ ︵五︶ 4 乗りこむ 乗り込む
道に乗りかへて︑

︵五︶

ワ人の品のよい一家族が乗って來た︒
﹇乗切﹈

乗り切る

十一㎜4 スチャンといふ騨で乗りかへた時︑ジャ

ッ︾

のりき・る
︽

四115 一かさ水をかくと︑舟は七つの大波を
乗りきって︑鳥のとぶやうに走ります︒
十二鵬7 そこで︑橋がひとたび完成するが早いか︑

乗組員

一時に爆音が起り︑戦車・大砲・トラックが︑
﹇乗組員﹈︵名︶5

努々と橋を乗り切って行く︒
のりくみいん

六321團溜水艦の乗組員の中には︑どんな音でも
聞きわけるやうな人が︑みなくてはならない︒

はん海の富︒

﹇教経﹈︹人名︺7
しんぢゅうなごんとももり

のりつね
りつね

新中納言知盛これを見て︑三盛のもと
教経︑﹁さては︑大將に組めとや︒﹂とて︑

義経︑目にたつさまはしたれども︑かれ
これ行きちがへて︑探題に組ませず︒

十川7図

敵の船を飛んでまはる︒

十川2図

に使者を立て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十㎜10図

教経5のとのかみの

六348團そのためには︑乗組員に︑勇氣とおちつ 十一価2図闘 いで大船を乗り出して︑ われは拾
きがたいせつだ︒

十二梱8 敵の乗組員は︑船を捨てて二隻のボート
に乗り移った︒

十二搬1 わが濟水艦の甲板には︑艦長を始め乗組
員が︑不動の姿勢で立ってるる︒

ながら︑

十二悩7 涙を浮かべてくやしがる乗組員をなだめ
のりくみいんたち ﹇乗組員達﹈︵名︶1 乗組員たち
十一一鵬5 乗組員たちは︑今か今かと蛮射の命令を

435
のる一のる

三274園 三郎さんの舟には︑てふてふのせんど
うさんがのったから︑かったのでせう︒

三341囹ぼくは︑あれにのって︑せかい中の海
をのりまはしてみたい︒

三517 おわんの舟にのり︑はしのかいでこぎ

垂仁天皇の仰せを受けた田道間守は︑船に

すみにん

六203
自分の乗ってみる漕水艦が︑今︑思潮ー

乗って︑遠い︑遠い外國へ行きました︒

六329国

をぢさんのやうに︑添水艦に乗って︑お

トルの深さに沈んでみるか︑

六354團
國のために︑働きたくはないかね︒

さ

九588図

全家︑︿略V︑匡房が車に乗らんとすると

かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

ころに進み寄りて︑ゑしやくす︒

九667図圓

試運輔をして︑︿略﹀︑しっかり確めてか

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒
九m10囹

ら︑みんなに乗ってもらひます︒

だいれん

九時大連褒の﹁あじあ﹂に︑ぼくは乗った︒

長さ一こ口トルばかりの望遠鏡が︑三脚

ここで︑兵隊さんがどやどやと乗った︒
きやく

くコり

日清戦孚の時︑乗ってみた馬が弾でたふ

一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒

十鵬3図圓

され︑はるかの下より打ちあげたり︒

十齪7図梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流

するすみ

一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと渡り︑

十撹6図宇治川速しといへども︑生食といふ日本

れ︑大運かはいさうに思ったことがあります︒
いけずき

十958園

にっしん

一頭で︑すぐれたアラビヤ馬です︒

十943園今日乗ってまみりました馬も︑その中の

た︒

十879 白あし毛の馬に︑黒い鞍を置いて乗ってゐ

の上にのってみる︒

十354

九㎜2

乗れて︑ほんたうにうれしい︒

九鋭1 一度乗ってみたいと思ってみたこの汽車に

九矧3

南洋の小さな子どもが︑よく葉の上に 九㎜5園 飛行機に乗って敵地を爆撃したり︑

ぼくらは︑はしけに乗って︑ぐんぐん沖へ
網が︑せばまって來た時︑網船は︑ぼくら

と

今︑飛び出さうとする飛行機に︑乗客が
もちみつ

笛の名人用言は︑ある年の夏︑土佐の國か
今日︑みなさんは︑一蓋トンの汽船に乗つ
て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒

かうべ

七516

ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒

七453

乗ってしまふと︑

六備2

の乗ってみる船を呼びました︒

六伽3

出ました︒

六五2

乗って遊びます︒

をぢさんたち三人は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ 六434園

ながら︑川をのぼって行きました︒
三906

自動車に乗りました︒

三907 うんてんしゅも乗りました︒

四181 にいさんの乗ってみる加賀は︑かうく
うぼかんで︑

四192 きのふ乗合自動車に乗って︑ホ町のを
ばさんのところへ行きました︒

四214 そこで女の子が一人乗りました︒
四227 ホ町に近いところで︑どこかのおばあ
さんが乗りました︒

四398 その時︑大勢の天人が︑雲に乗ってお
りて來ました︒

花の咲くころは︑よいにほひがして︑そ
こを馬車に乗って走るのは︑干しいものです︒

八216団

四416かぐやひめは︑︿略﹀︑天人の用意して來 七522 みなさんといつしょに︑あとからあとから︑
た車に乗りました︒
乗客が乗ります︒

四752 馬に乗った軍人さんが︑門をはいって
來ると︑

五508 汽車が來たので︑それに乗りました︒

八226団 内地へは︑毎日のやうに汽船が出ますの
かうべ
で︑それに乗ると︑四日めには神戸に着きます︒

連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

八308図人の馬にはおのれ乗り︑おのれの馬には

かれら三人寄り合ひて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

五524 舟には︑子牛も乗ってゐました︒

人が乗り︑後向きに乗るもあれば︑一匹の馬に二

十佃5図

ねえさんは︑山田のをぢさん・をばさん

といつしょに︑車に乗りました︒

十一5010

小舟に乗り︑教経の船に並べて乗り移り︑

十価7図
おのれの馬には人が乗り︑

人乗るもあり︒

五527 今度は︑そこから馬車に乗って︑川口の町
まで行くことにしました︒

五574 よく見ると︑豆のさやのやうな物を舟にし

八309図

後向きに乗るもあれば︑

て︑それに何か乗ってゐました︒

八3010図

八309図

めきつつ船に乗りて︑皆ちりぢりに逃げ行きたり︒

主戦艦隊を率みて︑︿略﹀敵の主力に當り︑

八347図敵ははたして不意を討たれ︑あわてふた 十一533図 三笠に乗れる東郷司令長官は︑六隻の

一匹の馬に二人乗るもあり︒

五575囹

コ豆のさやに︑虫が乗ってゐます︒﹂

五703 にいさんと︑電車に乗りました︒
一つもありませんでした︒

五704 人がいっぱい乗ってみて︑あいてみる席は︑

、

みなもとの

ぼ地から︑二匹ののろが現れた︒

九㎜5

十一623図大將源義朝は︑︿略﹀︑黒馬に黒く
九㎜10

三匹ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑

のろはびっくりして︑急いで逃げ出した︒

ら置いて乗ったりけり︒

のろく

︽ーク︾

のろのやつ︑のろくないぢやないか︒
のろい

のろ狩

のろのやつ︑のろくないぢやないか︒

﹇鈍﹈︵形︶1

﹇囑狩﹈︵名︶1

のろく

それから五六日たって︑のろ狩をやった︒

小熊座を包むやうにのろくと曲りくねつ

︵副︶1

九鯉11

のろがり

九脳2囹

のろ・い

九脳2園

谷を渡り︑走って行く︒

十一642図敵これを見て︑防ぎかねて引くとや思
ひけん︑勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑

十一645込潮將義朝は︑大の男の︑大きなる馬に
は乗ったり︑

十一矧4 自動車に乗って︑タンジョン︒プリヨク
の港から︑ジャカルタの町へ向かって行く︒
ワ人の品のよい一家族が乗って來た︒

十一鋤5 スチャンといふ騨で乗りかへた時︑ジャ

九936

りよう
て連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑

﹇呑気﹈︵形状︶2

のんき

あの雀は︑のんきでいいなあ︒

のんきな主人に置き忘れられ︑雪にうま
ノンコ

のんびり

世界でいちばん大きな果物といはれるノ

︵名︶一

十一㎜7

ノンコ

︵副︶1

ンコの實もある︒

のんびり

は

﹇羽﹈←くろは

ば・わかば

ハ

葉5あおば・おしば・おち

木ノハガ︑ソヨソヨウゴイテヰマス︒

は ﹇葉﹈︵名︶57

﹁363

一503 木ノハガ︑︿略﹀オトヲタテマシタ︒

ンオチテヰマス︒

二314キイロナハヤ︑マッカナハガ︑タクサ

ンオチテヰマス︒

二314キイロナハヤ︑マッカナハガ︑タクサ

一﹇317キヌ子サンガ︑キイロナハヲーマイヒ

ヲヒロッテ︑

ときどき吹いて來る風のために︑草の

すると︑草の葉のうらに︑ちらときり

四204黄色や︑赤い木の葉で︑車の中が明か

表へ出て來ました︒

三727 きりぎりすは︑ひょっこり動いて︑葉の

のそばにすれすれになると︑

三724竹の先についてみる白いねぎが︑葉

してみるやうです︒

三717 葉のうらに︑きりぎりすは︑まだじっと

ぎりすのすがたが見えました︒

三712

に︑目でさがしました︒

三705私は︑草の葉を一枚一枚かぞへるやう

葉が受持よくゆれます︒

三701

ろいてとび立ちました︒

三262草の葉に止ってみたてふてふが︑おど

の葉を取って︑ささ舟を作りました︒

三243 太郎さんは︑ねえさんや弟たちと︑ささ

二524二極竹ノハニツモレ︑

ハ

ハノスヂガ︑キレイニ見知マスヨ︒

ロッテ︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二322園

十一㎜7 汽船に乗って︑わが南洋のトラック島を
きだうしや

レ︾

槌の音は︑いかにものんびりと響いてゐ

刃

﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

出記し︑眞南へくだって行くと︑

︽

るが︑

十ニー56

﹇刃﹈︵名︶1

みことが︑尾をお切りになった時︑かちつ
と音がして︑劒の刃がかけました︒

五305

は

﹁こっちがのろまなんだよ︒﹂

二326 花子サンガ︑モミヂノ

のんき

九脳3囹

十二74 坑口の前の線路には︑幾十皇の軌道車が︑ のろま ﹇鈍間﹈︵名︶1 のろま
鑛員たちの乗るのを待ってるる︒
﹁交代の時間だ︒﹂鑛員たちは︑現場を

十一472

十ニー39

引きあげて昇降機に乗る︒

乗れる

つて冬を越した人形が︑

十二観1

つて行くとしても ︑

十二梱3 一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗
十二㎜9 たぶん季節風に乗って︑ボルネオ見物に
でも行くのであら う ︒

﹇ 乗 ﹈ ︵ 下一︶2

十二惣7 一大勝報が︑電波に乗ってやって來た︒
の・れる

九蹴2 一度乗ってみたいと思ってみたこの汽車に
乗れて︑ほんたうにうれしい︒

十一9510 そこは︑十人とは乗れないほどせまかつ
た︒

種である︒

のろ ﹇騎﹈︵名︶6 のろ﹇▽おやのろ・このろ
しか
藍田11 のろといふのは︑応命に住んでみる鹿の一

九㎜3 散兵の隊形をとって︑遠巻きにのろを追ひ
出して行く︒

都塵どんぐ野原を進んで行くと︑向かふのく

は

のれる一は

436

437
は一は

るいほどでした︒

六265

すると︑いろくな害虫が︑葉や枝にとり

六432園

南洋の小さな子どもが︑よく葉の上に

葉のさしわたしが一メートルもあって︑

ついて︑みかんの木を苦しめます︒

何もかもさっぱりときれいに見えて︑もうお

四633 新しいしめなは︑白い紙︑うら白の葉︑

六433囹

みどりの葉が生き生きして︑赤や︑白や︑

むらさきの花が︑美しく咲いてゐます︒

六佃6

乗って遊びます︒

正月になったやうな氣がしました︒

五66 かづらをたすきにかけ︑ささの葉を手に
持って︑︿略﹀︑おもしろくおまひになりました︒

から︑夜もぽかぽか暖いよ︒

六鵬9園地の下には︑枯れた葉などが入れてある

葉がふちに似た﹁ななかまど﹂や︑

ばせうの葉に包んだ御飯や︑

葉に包んだ御飯は︑日本のかしは餅を思

大粒の雨が︿略﹀音をたててゴムの葉を

や し
目もさめるやうな緑の葉の椰子の木や︑

o

木は︑枝や葉を震はせながら︑修行者の

心に感動するかのやうに見えた︒

いっしょに︑

花子さんは︑はが痛いので︑ひとばん中

花子さんは︑おかあさんと

この︑前の方のむしばは︑生えかはる

花子さん︑あなたははをみがきます

さうすると︑こんなにはがわるくな

歯車︑

の痛みを忘れて

歯と歯とかみ合ひ︑

全員が︑マライ人より黒く日にやけて︑

兵士が歯を食ひしばって慮労する︒

十二麗8

ぎ

關東方の使者は︑櫛の歯を引くやうに京

歯だけが妙に白い︒

十二価3

十㎜7

りぎり︑ぎりぎり︒

七507圏歯車︑

りぎり︑ぎりぎり︒

七507圃歯車︑歯車︑歯と歯とかみ合ひ︑ぎ

にこにこしてゐました︒

三425 花子さんは︑もうは

らないでせう︒﹂とおっしゃいました︒

三422囹

か︒

三416園

です︒

三412園おくの方のは︑一生使ふだいじなは

はですが︑

三411囹

はのおいしゃさまへ行きました︒

三396

苦しみました︒

三394

手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋 は ﹇歯﹈︵名︶13 は 歯貼むしば

かさこそと

明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑

をしてみるのは︑﹁いそばな﹂でありました︒

八悩5

子どものほほに降り注ぎます︒

葉が出ないうちに咲くのですから︑花の色
で︑その邊が︑ぱっと明かるくなるほどです︒

八専9

花びらにも葉にも︑うぶ毛が生えてみる︒
もろこしの葉を︑︿略﹀秋風がゆする︒

九川9

十274

貞童は︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑と
んぼを入れた︒

十299

松の葉の嫁ごとにむすぶ白露のおきて
はこぼれこぼれてはおく

十棚5図圃

夜明けに近い薄あかりが︑重なり合った
葉の層を通して落ちて來る︒

十一803

9き74る1124

、

五317囹 桑の葉をどうしたらいいかしら︒
て︑動いてゐます︒

五324 二十匹のかひごは︑桑の葉をほしさうにし
七115

まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本の

一足ごとに︑

明かるきこずゑ︑林の

まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本の

小道を行けば︑
鳴る落葉︒

中の

八442図漁戸は落ちて

軸が出ます︒

ちく

八169

軸が出ます︒

ちく

のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒

五328 桑の葉をもらって來て︑箱の中へ入れてや
八169

りますと︑

﹁葉が大きくて︑たべにくいから︑きざ

んでやりませう︒﹂ と い ひ ま し た ︒

五331園
五332 小刀で︑葉を切ってやりました︒

五339園 ぬれた葉を︑かひこにやってはいけませ
んよ︒

五342 私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいにふいて︑
かわかしてから︑かひごにやりました︒
︿略﹀たべ始めましたので︑私はほっとしました︒

五379 つみたての桑の葉をやると︑かひごは︑ 八柵9 ひのきの葉のやうな形で︑黄色やえび茶色
五387 四度めの眠りをすましたかひこは︑︿略﹀
桑の葉を︑おいしさうに︑たくさんだべました︒
な白い糸が出て來るものですね︒

五402囹 あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こん

五旧1間ぎんぎら葉の露︑草の露︑月の光が
ぬれました︒

六109 さうして︑稻の葉や董に止ります︒
六112 大きなのがく略﹀稻の葉に止りました︒
はって︑足の先だけ見せてゐます︒

六113 そっと近づくと︑くるりと葉のうらへま

まへました︒

六114 右の手で︑すばやく︑葉といっしょにっか

十 十十 十十十
二た一一は一一一
56た223207せ20520487

都へ向かったが︑いつれもく略﹀目的を達しない︒

一622囹ドウシテ︑ウミハ︑空ノヤウニヒロ

一844園

一842

シタ︒﹁コレカラハ︑人ヲクルシメ二

マケマシタ︒オニハ︑ミンナカウサン

ヤリマシタ︒矢所ハ︑イロイロノ罪障

マシタ︒モモタラウハ︑三曹ヲユルシテ

一624 イッテカラ︑トビハウタヒマシタ︒ウ

一854

﹁︿略﹀︒﹂と︑歯を食ひしばった︒

一635イ
圏ヒョロロ︒日本ハウミノクニ︑ピイ

一857

一855

十二㎜3

は ﹇端﹈5のきば・やまのは

一644リ
圏スズメ︑オヤドハドコダ︒﹁︿略﹀︒﹂

一642リ
鴎スズメ︑オヤドハドコダ︒シタキリ

マシタ︒モモタラウハ︑タカラモノラモ

るいは・いっとはなしに・このうえは・これはこれ

は ︵係助︶媚 ハ は←あしたはうんどうかい・あ

ときには・にしはゆうやけ・ねがわくは・ひかりは

はそれは・ついては・つばめはどこへいく︒では・

一728
クルト︑オバアサンバ︑ソノモモヲ見セ

一722マシタ︒オバアサンバ︑ソノモモヲヒロ

一715
カリニ︑オバアサンバ︑川ヘセンタクニ

一713マシタ︒オヂイサンバ︑山ヘシバカリニ︑

シマシタ︒望月サマハ︑スッカリ森ノ上
一691

一671マシタ︒オヂイサンバ︑タイソウヨロコ

ニ95

ニ93

ニ9一 シタ︒ケレドモ︑空目︑ダンダンクラク

ニ82

ニ75

ニ74

タッチカラ︑勇サンバ︑オカアサンニイ

タ︒テルテルバウズハ︑ビショヌレニナ

テヰマス︒勇サンバ︑カミデテルテル

ワイデス︒勇サンバ︑天キガシンパイ

來マシタ︒アシ菰野ウンドウクワイデ

一654 v﹁︿略﹀︒﹂スズメハ︑大照ロコビデ︑オ

そらから・ふねはほぶねよ・または・われはうみの

一731マシタ︒オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

ニ97

は・こんにちは・さては・じつは・それでは・それ

こ

一738マシタ︒オヂイサンバ︑モモタラウトナ

ニー04囚囚

ー875 サントオバアサンバ︑タイソゥ八目コ
ニ44圃 ラ︑山ノムカフハ 村ダッタ︑タン
T2圃 ボノ ソノサキハ︑ヒロイ︑ヒロイ

﹁373 カベマシタ︒フネニハ︑ホガアリマス︒

一294園

ヨクデキタネ︒﹂

マシタ︒オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッ

一742マシタ︒モモタラウハ︑ダンダン大キク

︑﹁ホホウ︑コレハ

デス︒ワタクシバハナコデス︒イマ

一415園

一745
アル日︑モモタラウハ︑オヂイサントオ

ニー07

ニー05囹雨デスガ︑アスハヨイ天キニナリ

一414

一753
イヒマシタ︒フタリハ︑キビダンゴヲコ

ニー15

マシタ︒﹁コンヤハ雨デスガ︑アスハ

勇サンバ︑ウレシクテタマ

カアサン︑アシタバオ天キデス︒ラジ

マスト︑オカアサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッ

イヒマシタ︒フタリハ︑川ヘハイッテ︑

クリマシタ︒ハジメ渇水ガニゴッテヰ

サントマサヲサンバ︑スナヲホッテ︑

デマシタ︒ワタクシバ︑オカアサンヲヨ

リマシタ︒ワタクシバ︑オカアサントイ

マシタ︒オカアサンバ︑イソイデアマド

シタ︒ワタクシタチハ︑手ニモチキレナ

一824

一822

﹁815

﹇81一

﹇807

メコミマシタ︒キジハ︑トビマハッテオ

マシタ︒モモタラウハ︑犬トイッショニ

ヲ見マシタ︒サルハ︑スルスルト門ヲ

ワタリマシタ︒オニハ︑モンヲシメテ︑

マシタ︒モモタラウハ︑犬ト︑サルト︑キ

一787園

マシタ︒サルト上平︑ヒッカイタリカ

一802園シニツケタモノハ︑ナンデスカ︒﹂﹁︿

一794

マシタ︒モモタラウハ︑刀ヲヌイテ︑オ

シイクト︑コンドハキジが來マシタ︒

ニ212

二208

ニー82

ニー62圏

マンシウへ︑勇サンハイッテ見タクナ

二205圏

ニ204圖

ナリマシタ︒勇サンバ外へ出テ︑ムネヲ

ケ赤イクモ︑当月マルイオ月サマ︒

アリマシタ︒西ハタヤケ赤イクモ︑

ニー52園︒マダ︑カメサンバココマデ來ナイ

シニツケタモノハ︑ナンデスカ︒﹂﹁︿ ニー27園 ウカ︒﹂カメ﹁ソレハオモシロイ︒﹂ウサ

ニ215圃國

タヒマシタ︒西ハタヤケ赤イクモ︑

勇サンバ︑マンシウノヲヂ

日本ノラジオハ︑日本ノコトバヲ

R園︒ケッショウテンハ︑アノ山ノ上ダ

カメ﹁ソンナコトハナイヨ︒﹂ウサギ﹁

ヒマシタ︒﹁ボクハ︑エビトドヂャウ

一83一

一827

オニノタイシャウハ︑チカライツパイ

ニー32囹

ハナスト︑メダカハゲンキヨクオヨギ

一837

ウゴキマス︒エビハスキトホッテ︑目

ヨギマス︒ドヂャウハ︑ソコノハウヘシ

ヲヤリマシタ︒犬ハ︑ケライニナッテ︑ ニー24園 オモシロイコトハナイカナ︒﹂カメ﹁

モモタラウハ︑犬ニキビダンゴ

シニツケタモノハ︑ナンデスカ︒﹂﹁︿ ニー13園

イキマシタ︒勇サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

一757マシタ︒モモタラウハ︑勇マシク出カケ

ヰマシタ︒﹁ハギハ︑オヂイサンノオ

︻775

一774

一471囹
O 松ノ木ノカゲニハ︑キキャウノ花モ

一771囹

一421圃サイマシタ︒ココハ︑ドコノホソミチ
一436囲 テ︑ワタクシタチハゲンキデス︒オト
一447 ナハナデス︒ボクハ︑クレヨンデシャ
一467 バカノソバノ二塁ハ︑アカイ花ガニツ

〉。

ヰマシタ︒イモウトハ︑キキャウノツボ

一一

一一

49

49

50

51

53

56

56
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囹
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ニイッテ︑

二別6圏囹 赤イクモ︑東境マルイオ月サマ︒
ヒロヒマシタ︒サルハ︑カニ

タベマシタ︒カニハ︑柿ノタネヲニハ

トリマシタ︒サルハジブンバカリタベ

シマヒマシタ︒カ井口大ケガヲシマシタ

モ來マシタ︒サルハ︑ジブンガワルカ

サシマシタ︒サルハ︑﹁イタイ︑イタイ︒

﹁ケフハ︑ハタケノカタヅ

ビツキマシタ︒サルハ︑﹁アツイ︑アッイ︒

ナリマシタ︒コンドハヨクモエマシタ︒

エアガリマシタ︒弟ハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッ

イヒマシタ︒ボクハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッ

︑﹁ソンナ口早クハヤケナイヨ︒﹂ト

シタ︒ウサギノ子ハ︑五ヒキヰテ︑ヒ

シタ︒ワタクシタチハオイシクタベマシ

コロリヨ︒バウヤハヨイ子ダ︑ネン

バウヤノオモリハ︑ドコへ行ッタ︒

花子サンバ︑人ギャウが病氣

シタ︒オイシャサマハ正男サンデス︒オ

マシタ︒﹁ゴ病人ハドチラデスカ︒﹂﹁

花子サンバ︑正男サンヲオク

メサンニスルノハヲシイ︒セカイ中

サントオカアサンバ︑サウダンシテ︑オ

パンポン︑ボクラハツヨイ︒カタ石窯
二668

バンエライカタハ︑アナタデス︒ド

ズミノオトウサンバ︑オ日サマノトコ

二651圃

ニ673

ニ664園

ッシャイマシタ︒私ハ︑ケンチャンヲツ

ニ678園

Q圏 ヤウズ︒デンシャ八二イ︒ツギハボク
R圃 ヤハ早イ︒ツギハボクラノ 學校前
T圃 校前ダ︒﹁オオリハ国画ク︑ウゴキマ
外へ出マシタ︒私ハ︑オトナリノ前へ

セウ︒セカイ中野ハ︑私ヨリモットエ

ニ683ミマシタ︒オ日サマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッ

ニ685園

クリシテ︑﹁ソレハダレデスカ︒﹂ト

ニ688 ズミノオトウサンバ︑ビックリシテ︑﹁︿

タ︒﹁セカイ中口ハ︑私ヨリモットエ

ズミノオトウサンバ︑雲ノトコロへ行

ヒマス︒雲サンニバカナヒマセン︒﹂ト

日サマハ︑﹁ソレ目蓋サンデス︒イク

ネマシタ︒オ日サマハ︑﹁︿略V︒﹂トオッ

二691園
S園

ニ693

U園

ニ698

タヅネマシタ︒早馬︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

クリシテ︑﹁ソレハダレデスカ︒﹂ト

ニ71一 ズミノオトウサンバ︑ビックリシテ︑﹁︿

二706園

ニ714

二712園

ヒマス︒風サンニバカナヒマセン︒﹂ト

ニ715園タ︒雲ハ︑﹁ソレ学風サンデス︒イク
ニ717囹
ヒマシタ︒正男サンバ︑竹馬ニノッテ︑﹁

呼ビマシタガ︑シロバヰマセンデシタ︒
二482
二493トイヒマシタ︒馬ハ︑ヲケノ中ヘカホ
二497マシタ︒ケンチャンハ︑ニコニコシテ見
キンギョヤコヒバ︑ドウシテヰルデ
二505園
二514 トイヒマスト︑妹ハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ
二515園
ッテ︑サカナタチハサムイデセウネ︒
二527 ンドンツモレ︒妹ハウタヒナガラ︑前
二531 ウケテヰマス︒雪ハ︑アトカラアトカ
二547ナリマシタ︒コンドハ︑少シ小サイノヲ
二552 ヨルニナッテ︑私言上イサンニ︑﹁︿略
二557ヰマシタ︒雪ダルマハ︑ドッカリスワッ
二582
勇サンバ︑オモチャノテッ
二583囹
ヲ持ッテ︑﹁ボクハホ兵ダヨ︒﹂トイ

ズミノオトウサンバ︑風ノトコロへ行

Q園

ニ722

ズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ

タ︒﹁セカイ中ニハ︑私ヨリモットエ

ニノッテ︑﹁ボクハキ兵ダヨ︒﹂トノー

二731囹
ニ734

ヒマシタ︒太郎サンバ︑竹ノツツヲ持ッ

マス︒カベサンニバカナヒマセン︒﹂ト

イテモ︑カベサンバ

ニ735園ウサンバ︑﹁ソレハダレデスカ︒﹂ト

ニ742園

ンノ弟ノ次郎サンバ︑小サイシャベル

P園 ヲ持ッテ︑﹁ボクハハウ兵ダヨ︒﹂ト

二742囹

シマシタ︒正男サンバ︑人ギャウノソバ

二605園
ヲ持ッテ︑﹁ボクハ工兵ダヨ︒﹂トイ
二607ンノ弟ノ正次サンバ︑三リンシャニノ
二611囹
ニノッテ︑﹁ボクハセンシャ兵ダヨ︒

ニ745

ヰマシタ︒正男サンバ︑テイネイニミテ

タイシテワルクハナイヤウデス︒タ

ヘイキデヰマス︒

ズミノオトウサンバ︑カベノトコロへ

タ︒﹁セカイ中ニハ︑私学リモットエ

ウサンバ︑﹁ソレハダレデスカ︒﹂ト

ズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トタヅ

黶@タヅネマシタ︒カベハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒ

V囹

U

ニ738園タ︒風ハ︑﹁ソレバカベサンデス︒イ

ニ737 タヅネマシタ︒悲田︑﹁︿略V︒﹂トイヒ

二613ンノ弟ノ秋男サンバ︑ヲリガミノグラ
二621園
ヲ持ッテ︑﹁ボクバカウクウ兵ダヨ︒

二753園

S園 サンバ︑﹁私タチバカンゴフニナリマ

二633 サントユリ子サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイピ

V6 V5 V5

スルノデ︑花子サンバ︑急ニヲカシクナ

ヒマシタ︒花子サンバ︑トウトウ笑ヒダ

二623ンノ弟ノ一郎サンバ︑オモチャノジド
ダ︒シャシャウハボクダ︒アトノ
ウンテンシュハジャウズ︒デンシ

P園 ヲ持ッテ︑﹁ボクハシチョウ兵ダヨ︒

ウンテンシュハキミダ︒シャシャ

匡圓［調團塵】

ノォ客︒﹁オノリハオ早ク︑ウゴキマ

一［
一一
一一

一一
一［

リマシタ︒正男サンバ︑人ギャウノ手ヲ

一一
一一

U
V
P

S

R

ヲシマシタ︒サルハ︑ニギリメシヲオ
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は一は

二762圓

ニ946

二944
ニナリマセン︒今戸︑オイデニナラナ

サンノオトウサンバ︑オイデニナリマ

三104

三101

すると︑らくかさんはぱっと開いて︑ふ

いって︑春枝さんはガラス玉を二つ

︒カベハ︑﹁ソレハネズミサンデス︒

二764園 リトカジラレテハ︑タマリマセン︒﹂

ニ947

ニ946

カタハ︑﹁ワタシバ︑オマヘノオヂイ

マスト︑ソノカタハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッ

三145

來ました︒神さまは︑その土地をつぎ

ナラナイガ︑前ニハ︑オイデニナッタ 三107 ︑うまい︒﹂こんどは︑二人でいっしょ
アリマセン︒ソレハ︑ドンナオカタデ 三127 ました︒らくかさんは︑草の中へしっか
タカタデシタ︒私ハ思ハズ︑﹁オヂイサ 三133 なりました︒神さまは︑海の上をお見わ
三136 見えました︒神さまは︑その土地に太い

一バン エライノハ︑ネズミダ︒﹂ト

ニ768囹

ニ962園

ニ96一

ニ958

二767 ズミノオトウサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒ

Q ズミノオトウサンバ︑ムスメヲ︑キンジ
立チマシタ︒私ハ︑セイガヒククテ

コンコン︒コレハトビ︒クチバシヲ
﹁︿略﹀︒﹂﹁コンドハ︑私ガヤッテミマ

シマシタ︒ネエサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッ

イヒマシタ︒勇サンバ︑スグオキヨウト

で︑九百九十九本は取った︒もう一本

ゐます︒牛わか丸は︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

三147 さいました︒神さまは︑また海の上を
ニ981 たとき︑ふと︑私は︑ゆうべのゆめの
二983 ひ出しました︒先生は︑つづけておっし 三149 なりました︒こんどは︑西の方のとほい
二995
ハイ︒﹂ト︑勇サンバ ヘンジヲシマシタ 三153 見えました︒神さまは︑それにつなをか
三158 來ました︒神さまは︑かうして國を廣
ニ㎜2 ︒﹁︿略﹀︒﹂ネエサンバ︑前ヨリモ大キナ
三164圃
橋︒おほりの水はしっかに明かるく
三165圃 く︑白いやぐらはくっきりとそびえ
ニ欄8

ニ欄3

三206

三213園

︑ヂキニ年生デハアリマセンカ︒サ
イヒマシタ︒勇サンハトビオキマシタ︒

?Q園
ニ川5

三216

二研6

さくらだ︑野山は花だ︒花まつり

切ると︑牛わか丸は下へとびおります

ゐます︒太郎さんは︑ねえさんや弟た

て行きます︒三人は︑舟と並んで川の

を出しました︒舟は︑すべるやうに流

入257 うい︑どん︒﹂三人は︑いっしょに舟を

三254

三246園せよう︒ねえさんは︑あの橋の上で
ました︒みよ子さんは︑ささの小枝を竿

三242

三234 しました︒べんけいはかうさんして︑牛

三232 きました︒べんけいは︑大きななぎなた

三231 ︒その時︑牛わか丸は︑あふぎでべんけ

三228 のきます︒べんけいは︑へとへとにつか

三226

三224 りました︒牛わか丸は︑ひらりとらんか

三222 ひました︒べんけいは︑なぎなたをふり

︒﹁︿略﹀︒﹂牛わか丸はびくともしません

二882 マシタ︒オヂイサンバ︑オコッテ犬ヲコ

ビオキマシタ︒庭デハマタウグヒスガ︑
目がさめた︒つ

二梱6

ニ90一 テヰタオヂイサンバ︑ソノ灰ヲモラッ
ニ907 マシタ︒オヂイサンバヨロコビマシタ︒

二914園 ニナッテ︑﹁コレハオモシロイ︒花ヲ
リマシタ︒トノサマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオホ

三53圃

たのしさう︑今日はあなたの花まつり

しまひました︒ぼくは︑さっき見た牛の

ノサマハ︑﹁コレハフシギダ︒キレイ

三82

三71圏

三258

R園

ニ926 ナリノオヂイサンバ︑ノコッテヰ二等

ました︒﹁こんどは︑ぼくのをとばす

三88園

三261

ニ933クラマイテモ︑花ハ咲キマセン︒シマ

三265

三郎さんの舟には︑てふてふのせん

に止りました︒舟は︑だんだん橋へ近

なげました︒開くには開きましたが︑す

三99囹

三91

三268ました︒みよ子さんは︑さっとささの小

ニセモノダ︒ワル

リマシタ︒トノサマハ︑﹁︿略﹀︒﹂トオッ

いひました︒二人は︑よささうな石を

來ました︒﹁これは重すぎる︒﹂と︑正

ニ935

三92園
ノサマハ︑﹁コレハ

考ヘマシタ︒私ニハ︑オトウサンモア

三274囹

三94

ニ943

た︒﹁ぢゃ︑これはどうでせう︒﹂と

ニ936園

一一

ニ938 マシタ︒オヂイサンバ︑トウトウシバラ

した︒﹁︿略﹀︒﹂二人は︑それを持って出

二932 マシタ︒オヂイサンバ︑灰ヲツカンデマ

二922

ニ917マシタ︒オヂイサンバ木ニノボッテ︑灰

二掴8
行きました︒汽車はぐんぐん大きく
脈動4 てるる間に︑ぼくは︑車のかずがわか
中学8 なると︑にいさんは︑大きなこゑを出
二研4
いひました︒汽車はだんだん小さく

二⁝⁝5圏
のぞいたら︑外はそよそよ 春の二
ニ889 マシタ︒オヂイサンバ︑ソノ松ノ木デ︑
二89．3 ナリノオヂイサンバ︑マタソノウスヲ 二餌6 ひました︒ぼくたちは︑畠の中のみちを

つくしのばうやは

二皿4圏

二875 ナリノオヂイサンバ︑ヨクノフカイ人

二837囹︒﹂﹁イイエ︑コレハ︑早月サマが雲力

ニ828園 ﹁ヲヂサン︑コレハナンデスカ︒﹂﹁︿

二826囹

ニ824園﹀︒﹂﹁ハノー︑コレハセンドウサン︒長

ニ818園

S團シャイマシタ︒私ハ︑マイアサ︑ニイサ
ニ816園 ンワン︒コンドハキツネ︒コンコン

ニア87團

一一
一一

ニ885 テヰタオヂイサンバ︑タイソウカナシ
ニ888 本ウエマシタ︒松ハ︑ズンズン大キタ

一一

V7
W0

X2

は一は
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441
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1

三408

三532

三528 ました︒一寸ぼふしは︑針の刀をぬいて

した︒おいしゃさまは︑おかあさんに︑﹁︿

三411園前の方のむしばは︑生えかはるはで

のみました︒子蛙は︑びっくりしてう

むしばになってはいけませんね︒﹂と

が︑おくの方のは︑一生使ふだいじ

三536

一寸ぼふしは︑おにのおなかの

つつきました︒おには︑﹁痛い︑痛い︒﹂と

三534 ました︒一寸ぼふしは︑おにのおなかの

おには︑一寸ぼふしをつ

大きなぼけものは︑わたしくらみも
三413園

三412園

花子さん︑あなたははをみがきます

三554 ふると︑一寸ぼふしは︑せいがだんだん

びおりました︒おには︑おなかも︑のども

略﹀︒﹂と︑花子さんは答へました︒おい

三583 流れます︒太郎さんは︑はれまに小川で

三546

三419

出た時︑花子さんは︑もうはの痛み

した︒おいしゃさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

三542

三419

三453

三447

遊びます︒正男さんは︑このごろ︑﹁︿略﹀

ゐます︒正男さんは︑この川で池を

た︒﹁︿略﹀︒﹂みんなはだまってしまひま

三615

三605

三596

かり持って︑ぼくはそろそろとあるき

した︒みどりのもは︑しっかに開きま

︿略﹀︒﹂金魚やさんは︑もをガラスばち

くれました︒ぼくはそれを持って︑じ

行きました︒店には︑大きな水をけが

黷S55

三619

三463

みました︒にいさんは︑﹁︿略V︒﹂といひ

三456囹

い︑この川の水はどこから來て︑ど

三617

三443

三432園
られないくふうはあるまいか︒﹂と︑
三
5
8
4
囹
おちいさん︑つゆはいつまでつづくの
三439囹
ことにしようではありませんか︒﹂﹁︿ 三587
聞くと︑太郎さんは︑急にうれしくな
といって︑みんなはかんしんしました︒ 三589 ︑それよりも︑今年は海へ つれて行っ

三425

三416園

いひました︒子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へ

︑そんなものではありません︒﹂﹁︿略

三303 ︒﹂といって︑臨画はいっそうふくらま
三305らましました︒子蛙は︑﹁︿略﹀︒﹂といひ
三311した︒しかし︑大蛙は︑こんどこそと︑力
三312こみました︒おなかは︑まるでふうせん
三317
春雄さんは︑軍かんが大すき
三318軍かんを見たことはありませんが︑を
三322 て︑軍かんのことはよく知ってゐま
三323 ゐます︒をぢさんは海軍の軍人さん
三324 んです︒春雄さんは︑せんかんや︑じゅ
うちます︒ぼくは︑せんかんが乱す

三328囹 ます︒﹁せんかんは︑一ばん大きくて︑

にいさんは︑﹁川は︑遠い山から流れ
三
6
2
8
だ
さ
いました︒ぼくは︑そのだいの上に
︒﹁どうして︑水はなくならないので 三633囹
うさんが︑﹁これは涼しさうだ︒﹂と

三466園

してみて︒ぼくは︑あれにのって︑

﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁海は廣いよ︒こんな川

三339園

三473

三471園

んが︑﹁正男さんは︑金魚とにらめっ

三682

三673

した︒かへりに︑私は人形を買ってい

︒はいでんの前には︑美しいちゃうち

に行きました︒町はにぎやかでした︒

今夜は天神さまのお祭
まのお祭です︒私は︑弟の一郎といっ
きました︒﹁それは︑にいさんのいふ

三688

三643囹

つとかはったのはありませんか︒﹂と

︑﹁いいえ︑それはくちくかんです︒

三635 しゃいました︒金魚は︑やっとおちつい

三347園

三468園︒﹂﹁そんなら︑海は水でいっぱいに

三354園

三474

きますと︑﹁それは︑せんするかんと

三356囹

三477園

だが︑そのへんでは︑小さな谷川だ︒

って︑おしまひには︑細い︑廣い海へ

黷S83園

三486囹

三691 ただきました︒一郎は︑おもちゃのたい

三369 答へます︒春雄さんは︑をぢさんのやうに

三362囹︒かうくうぼかんは︑廣いかんばんか
三373圃

私は︑さっきから︑せい

をたたいたりしては︑たいこをならし

三693 ただきました︒一郎は大よろこびでした
三697

三695

ぎでした︒こんどは︑そのことをおち
つきました︒山には木があるね︑草も

いました︒正男さんは︑少しわかったや

雨がふると︑水は︑木の根や︑草や︑

三491

三497園

三495
三498園

三381圏 ︒かうくうぼかんはでんとうで︑びか
花子さんは︑はが痛いので︑

いの兵たいさんは︑かちかちかちか

三384圖
三394

と思ひながら︑私は︑そっとこゑのす

雨がふる︒それは︑ちゃうどおちい

三703

三503囹

ないやうです︒私は︑草の葉を一枚

もう︑ニメートルとははなれてみないや

三396 りません︒花子さんは︑おかあさんとい

三704

三398 した︒おいしゃさまは︑すぐ見てくださ

三705

三508

一寸ぼふしは︑都へ行って︑り

三513

＞︒﹂と︑おちいさんはおっしゃいました︒

三406 いました︒花子さんは︑痛いのが少しな

水兵さんは旗持って︑ぽたば

一一

三359園 す︒せんするかんは︑魚のやうに海の

いって︑にいさんは笑ひました︒正男
三668
ひました︒正男さんは︑まだよくわかり 三668

三344園 ︒コばん早いのは︑じゅんやうかん

三336圏 ︑じゅんやうかんはゆくわいな軍かん 三464園

三333園

一一

園

のがじまんの大蛙は︑うんといきを吸

園

9
3

28

2928
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1
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︒﹂うらしま﹁それはおもしろい︒行つ

いました︒﹁今朝は︑一家そう動ゐん
三971園
三989囹んなことをしてはいけない︒かはい
三996園しま﹁でも︑かめは生きものだ︒ゆる
三江3 げよう︒﹂うらしまは︑お金を子どもた
三柵6 かう︒﹂子どもたちは︑﹁わあ︑わあ︒﹂い
三欄9 てやります︒かめは︑なみだをふきな
へりなさい︒﹂かめは︑おじぎをしなが
三梱4
三櫃1囹 め﹁はい︑この間は︑お助けくださいま
三撹2園 ございます︒今日は︑お禮にりゅうぐ

四156

四154

きました︒にいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

しゃいました︒ぼくはうれしくて︑にい

山事7囹 しゃいますか︒私は︑おとひめでござ

三観7園

うらしまは︑あたりの美しさ

いたします︒﹂かめは︑うらしまの手を

三柵4

三色2

魚たちは︑そろってをどり

魚たちは︑ごちそうをはこ

した︒たひ﹁これは︑まださしあげた

まあ︑よろしいではございませんか︒﹂

︒ある日︑うらしまは︑父や母のことを
三田9園

おあけになってはなりません︒いつ

ひめ﹁この玉手箱は︑どんなことがあ

三柵4園

う︒﹂と思って︑私は急いで行って葺

三鵬9囹

三衙2

きますと︑正男さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

で若いうらしまは︑みるみるしらが

くれてうらしまは︑あけて見ました︑

三皿6圃

三柵1囹

門歯1圃

した︒うんてんしゅは︑その車をはっし

をぢさんたち三人は︑﹁︿略﹀︒﹂といっ

四43囲 も︑富士のお山は美しい︒白いあふ
四65 に︑このくすの木は︑今まで見たこと
四68 とうそのてっぺんは︑空の雲にとどく
四71 ました︒大きな枝は四方にひろがって
いひました︒自動車は動きだしました︒﹁

した︒をぢさんたちは︑私たちに︑﹁さや

ブッブウ︒﹂自動車は走って行きます︒

みんなはびっくりして︑﹁︿

ますと︑おちいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四112

ために︑あの木は︑ぐんぐんのびた

四141

四133

いました︒にいさんは︑前よりもずっと

でした︒にいさんは︑にこにこしながら

困ってみた村田は︑だんだんゆたか

四164

略V︒﹂と︑にいさんはぼくの頭をなで

四162園といふと︑﹁それはいい︒大ぢゃうぶ

四149 ました︒おかあさんはお茶を入れて︑﹁︿

四147

四131 た︒そののち︑早鳥は︑たくさんの米や︑

四126園

四114

き水をかくと︑舟は七つの大波を乗

四88園︑﹁でも︑この木は︑切るよりほかに
四96できました︒こんどは︑切りたふした木
した︒おどろいたのは︑その舟の早い

四87

この木の西がはは︑何十といふ村々

四74
今日は日曜日で︑こうあ

りました︒にいさんは︑こはれてみたご
ました︒おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といつ

みると︑おかあさんは︑赤ちゃんをおん

四85

行きます︒私たちは︑自動車が見えな

むと︑うんてんしゅはをぢさんたちに︑﹁

きますと︑をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

731298614272276

三戸7園 ざいます︒この間は︑かめをお助けく

三715ました︒﹁みた︒﹂私は︑手に持ってみた
三717うらに︑きりぎりすは︑まだじっとして
三726なると︑きりぎりすは︑ひょっこり惑い
三733すると︑きりぎりすは︑すばやく竹の先
三737ました︒きりぎりすは︑びっくりしたやう
三739 ではねました︒私は︑またほかのきり
三744團 おかあさん︑私は︑きのふをばさん
三746團 行きました︒海はあまり廣いので︑
くりしました︒水はまつさをです︒遠
三746團
ひろがります︒海は︑いつも動いてゐ
三761国
いてるます︒海は︑生きてみると思
三761團
すきでした︒私は貝をたくさんひ
三767團
三773りました︒にいさんは︑ぼくの手をはな
三774 行きました︒ぼくは︑まだおよげない
三789 てくれました︒波は︑あとからあとか
三791 て來ます︒ぼくらは︑まけずにどんど
三801圃 子馬よ︑おまへはかはいいね︒おつ
げませう︒からだは大きくても︑おま
三803圏
きくても︑おまへはまだ赤ちゃんだ
三804圃
三813 勇さんと太郎さんは︑ぐわようしでめ
三815遊びました︒勇さんは︑ぐわようしにう
三818りました︒太郎さんは︑それを見て︑﹁︿
れを見て︑﹁ぼくはたぬきにしよう︒
三821園
三825 ぬりました︒二人は︑はさみでゑを
三827 作りました︒二人は︑めんをつけまし
三831 た︒それから二人は︑あつい紙で︑舟
三832首へかけると︑舟はおなかのへんに
きた︒さあ︑ぼくはうさぎ︑君はたぬ
三834園
三835三 くはうさぎ︑君はたぬきだよ︒﹂と︑
三撹9

三846宇宿ぎ﹁うさぎの舟は︑木のお舟︑たぬ
三848圏圓︑たぬきの舟は︑どうの舟︒﹂
三852園ぎ君︑ぼくの舟は︑なんだか重くて
三854園さぎ﹁そんなことはないよ︒君のこぎ
三857 こぎます︒たぬきはだんだんおくれま

三838 ︒﹂うさぎの勇さんは︑少し考へてから

三悩2

ました︒おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といつ

三845 こぎます︒うさぎは歌ひます︒うさぎ﹁

三843 ︒﹂うさぎとたぬきは︑舟をこぎます︒
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くれました︒ぼくはうれしくてたまり 四362 聞かれて︑はじめはだまってゐました
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みました︒金の牛は︑自分のからだが
っ白にごほったのはきれいなもので
︒この氷のもやうは︑どれ一つとして

してゐました︒娘は︑ふと︑おかあさん

りません︒それからは︑おとうさんと二

しまひました︒娘は泣いて悲しみまし

いって︑おかあさんは︑まもなくなくな

ある日￥おかあさんは娘をそばへ呼ん

うしましたが︑病氣はわるくなるばかり

なりました︒勇さんは︑かはいさうにな
︒すると︑をんどりは︑単一よく羽ばた

ひました︒をんどりは︑力いっぱい鏡を

く略V︒﹂と︑勇さんは思ひました︒をん

來ました︒をんどりは︑首の毛をさか立

せました︒をんどりは︑ちょっとおどろ

來ました︒．勇さんは︑をんどりに鏡を

てました︒ねえさんは︑﹁おお︑まぶしい︒

きました︒花子さんは︑ねえさんの顔へ

光ります︒花子さんは︑その光を︑二か

花子さんは︑日のあたるとこ

ます︒すると︑こまは勢よくぐんぐん

は喜びます︒それは︑寒いほど︑スケi
︒建干人の子どもは︑木でこしらへた

いほど︑子どもたちは喜びます︒それは︑

るのです︒のちには︑すべりながらま

します︒さいしょは︑スケートをつけ

日本の子どもたちは︑いくら寒くても︑

きれいです︒これは︑木の枝といふ

ますが︑次の朝には︑また新しいちが
︑じゅ氷といふのはもっときれいで

ります︒子どもたちは︑この氷の上に︑

こんなにきれいにはかけないでせう︒

53294243979655427286515298635336

四166
四169 りました︒ばうしには︑金で字が書いて 四364囹
答へました︒﹁私は︑もと︑月の世界
四172囹 大日本︑その次は何と讃むの︑にい 四365囹︑この十五夜には︑月の世界から迎
四178 きました︒にいさんは︑しじゅうにごに
四367園 なりません︒私は︑お二人にお別れ
四181
乗ってみる加賀は︑かうくうぼかんで
四372園しました︒﹁それはたいへんなこと
四184囹 っても︑加賀などは︑動くひかうちゃ
四373園して︑泣くことはおやめ︒﹂と︑おち
四186 略﹀︒﹂と︑にいさんはいひました︒おと
四376ました︒おちいさんは︑なんとかしてか
四187 ました︒おとうさんは︑﹁ほう︑ほう︒﹂と 四378ました︒おちいさんは考へに考へたす
四189 ました︒ねる時には︑ぼくはにいさん
四379 ︒すると︑とのさまは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ
四189 ねる時には︑ぼくはにいさんと並んで 四381園のさまは︑﹁それはざんねんであらう
四194 ぬけると︑たんぼでは︑稻をさかんにか 四388ました︒おばあさんは︑しめきった一間
四198
になって︑自動車は大きな音をたて
四389ります︒おちいさんは︑その入口に立つ
四214
乗りました︒外では︑その友だちが四 四395 さまのけらいたちは︑弓に矢をつがへ
四404 ぐやひめのからだは︑ひとりでに外へ
四408でした︒かぐやひめは︑おちいさんとお
四233 けると︑おばあさんは腰をかげながら︑

四235囹 たう︑ぼっちゃんはどこまで︒﹂とた

四253 しました︒にはとりは︑おどろいて右と

やひめを乗せた車は︑大勢の天人にか

四412園︒お二人のご恩はけっして忘れませ
四413園うそ︑月の夜には︑私のことを思ひ
四417

四271圃 あがめませう︒菊はたふとい

四424圏﹀︒﹂お山の上では親だぬき︑ぼんぽ
四433圃になった︒空にはまるいお月さま︑
四442
これは満洲の話です︒
四446 したが︑この島には︑一本の草も生え
四448んでした︒金の牛は︑小高い岩の上に

こもん

四284 た︒ぼくたち七人は︑白い線にそって
四294けるものか︒﹂ぼくは一生けんめいに走
四298
見えません︒ぼくはむ中で走りました
四313
思ひながら︑ぼくはおしまひまで走り
四333 ました︒おちいさんは喜んで︑その子を
四337 いさんの切る竹には︑たびたび金がは

四464どりの島を眺めては︑おなかをいっぱ

四337 ました︒おちいさんは︑だんだんお金持
四452 ました︒その島には︑みどりの草が一
四339 きました︒この子は︑ずんずん大きく 四456略﹀︒﹂と︑金の牛は︑ひとりごとをい
四343 でした︒おちいさんは︑この子にかぐや 四459
次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ
四345 つけました︒世間では︑光るやうに美し
四463 かうして︑金の牛は︑おなかがすくと︑
四352園

四465 おかげで︑金の牛は︑おなかがすいて

ちいさんに︑﹁私は︑どこへもまみり

四355 なると︑かぐやひめは月を眺めて︑じつ

です︒かぐやひめは︑﹁なぜ泣くのか︒

四361 さんやおばあさんは︑大さわぎです︒

四358 ある夜︑かぐやひめは聲をたてて泣き

四465て困るといふことはありませんでした
四467日のこと︑金の牛は︑ふとこんなこと
四473 ︒﹁︿略﹀︒﹂金の牛は︑もう︑じっとして
四362
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四599
つくりでした︒娘は思はず︑﹁おかあさ

でしたから︑娘には︑それが何である

四597 と︑中から出たのは︑一枚の鏡でした
四605
四624

ました︒おちいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

四612 なので︑おちいさんは︑神だなをおかざ

四651圃 ︒書きぞめの字は ﹁昭和の光﹂︑上
四655 子さんと春枝さんは︑こんどは︑いうび
四657 しました︒花子さんは︑弟の一郎さんを

四656 春枝さんは︑こんどは︑いうびんごっこを

四661 來ました︒一郎さんは喜んで︑青い紙を
四665 へました︒花子さんは︑おかあさんから

四663 へました︒春枝さんは︑はがきとふうと

四668 子さんと春枝さんは︑えんがはで︑爾方
四669 りました︒一郎さんは︑まん中にポスト

四765 ってみたので︑私はびっくりしました︒
四766しました︒にいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といっ
四767園した︒國男︑これはにいさんが着て
四772赤いえりしゃうには︑星が一つついて
四773ました︒おとうさんはにこにこして︑﹁︿
四784圏園のがたり︒﹁山は大雪︑曰はくれる
四785圏圓山は大雪︑日はくれる︒烏が広い
四791圃圓︒烏のかん太は 寒からう︒さ︑や
四797垂心ずめが︑﹁今夜はだいぶ つもるで
四802團子の ねたあとは︑さらさらさらと
四812みましたので︑これはよいと思って︑﹁︿
四814園らべてみょうではないか︒﹂といひ
四815ひました︒わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といっ
四鋭6園 にざめは︑﹁それはおもしろからう︒﹂

來ました︒白兎はそれを見て︑﹁︿略
て
四672 子さんと春枝さんは︑だまって何か書 四818
四819囹見て︑﹁君の仲間はずるぶん多いな︒
函674
の間に︑一郎さんは︑かばんを取りに
四676 と︑ポストの中には︑もう二枚のはが 四829ひました︒わにざめは︑白兎のいふとほ
四832 並びました︒白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞ
四677 ゐました︒一郎さんは︑それをかばんに
四837うといふ時︑白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂といっ
四684 しました︒花子さんは︑にこにこして讃
四838園︑白兎は︑﹁君らはうまくだまされた
四697 ひました︒花子さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といっ
四698囹
さんは︑﹁こんどは︑私が先に書きま 四838園まされたな︒ぼくはここへ渡って來
四705 しますと︑花子さんはそれをはってポ 四842ひました︒わにざめはそれを聞くと︑た
四707 れました︒一郎さんは︑その手紙を春枝 四845しまひました︒白兎は痛くてたまりませ
四851 申しますと︑神様は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ
四716 りました︒春枝さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と書い
四854しゃいました︒白兎はすぐ海の水をあ
四724 をかけたにいさんは︑しんるみの人た
四858 ました︒このかたは︑さきほどお通り
四727 凹ました︒にいさんは︑ここでみんなに
四734 廣い庭の中ほどには︑草本も立札が立 四867 なりました︒白兎は泣きながら︑また
四869た︒大國主のみことは︑﹁︿略﹀︒﹂とおっ

四736 りました︒にいさんは︑看たいさんにあ

四878園やっても︑のちにはきっとおしあはせ

四877園たですから︑今は重いふくろをせ

四874 しますと︑からだは︑すぐもとのやう
四743 びました︒にいさんは大きな聲で︑﹁は
りました︒あなたは︑おなさけ深いお
四746 と答へました︒私は︑なんだか︑自分が 四876園
四749

こへ にいさんたちは行きました︒おと

四751 ︒おとうさんと私は︑つきそひの人た

四892団

わるの三ちゃんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

た︒こんなたこは︑今までだれも見

持って出た時は︑みんなが︑﹁︿略﹀

のですが︑今日はよいお天氣でし

四893国

いひました︒ぼくはだまってゐました

四886團

四899團

四895團

四908團

つめました︒今度はあがりました︒十

い︒﹂といったのは︑やはり三ちゃん

四903国 を持たせ︑ぼくは糸を少しのばし
四904團走りました︒たこはすっとあがりまし
四911団

ゐました︒次郎は喜んで︑﹁ばんざい

四913團
ゐますと︑たこは左の方へかたむ
四916国沁めにあげた時は︑たこはまっすぐ
四916国 げた時は︑たこはまっすぐにあがり
四919團トルのばした時は︑だれのたこより

四924団いひました︒ぼくは糸をどんぐく

四921團

四933團 ん︒ほかのたこは︑下の方であがっ
四935国 が︑ぼくのたこは︑高い空に小さく
四947
今日は節分で︑豆まきの

なりました︒ぼくは︑早く晩になれば

ました︒おかあさんは︑豆をたくさんい

思ひきって︑﹁福は内︑鬼は外︒﹂と

ださいました︒ぼくは︑少しきまりがわ

四952
四961

四953
四962囹

て︑﹁鬼は内︑福は外︒﹂といったの

つかりして︑﹁鬼は内︑福は外︒﹂と

がはへ出て︑﹁鬼は外︑鬼は外︒﹂と

て︑﹁福は内︑鬼は外︒﹂と聲をはり
四977園

四977囹

四979園

軍人さんの胸は︑くんしゃうでいっ

て︑﹁鬼は外︑鬼は外︒﹂といひなが

四962園

四986圃

た︒兵たいさんたちは︑たいそう喜んでく

四979囹
四鵬7

四梱5團 りました︒この間は︑お見まひくださっ

四m8 くださいました︒私は︑また︑きっとお見

四撹1團 ださると︑私たちは︑ほんたうにうれし
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四撹2團 いらっしゃった時は︑少しきずが痛んで
四撹7国 ゐます︒枯らしてはたいへんだと思って
四鵬3団 ︒その代り︑今度は︑この前のやうに︑

四麗9團 ゐます︒この次には︑何か︑みもんひん
四鵬7團 におあひする時には︑当事のことや︑支
ここは︑支那のある町です

四掴3 町です︒せまい通には︑赤いらふそくや︑

四悩2
四価7 す︒このせまい通には︑買物をする人たち
四価8 るので︑兵たいさんは︑車を引きながら︑

四塒4 で來ますと︑そこには︑日本の兵たいさん

四塒1 す︒すると︑みんなは︑すぐよけて兵たい
四鵬6 い禮をします︒口にはいひませんが︑おた
四伽7 ました︒子どもたちは︑ちゃんと︑﹁兵た

四研8 です︒でも︑その後は︑がやがや何かわか
四佃2 おくれて來た二三人は︑車の後押しをしま

四囲9 いひながら︑三四人は︑車のかち棒にとり
四囲6 ︑日本の兵たいさんは︑にこにこして車を
四㎜8圏囹 しい︑日本の旗は︒二十三 おひな様．

四㎜3 ついて︑子どもたちは聲をそろへて歌ひま

北風と南風は︑たいそう仲がわる

四川6圃 かな 五人ばやしは三の段︒かざればみ

四川2圖 だいり檬︒あなたは一番上の段︒赤いは
四擢6

四角7 いやうです︒冬の間は︑寒い北風が︑びゅ
四備8 ます︒すると︑北風は︑すぐ南風を追ひは
四掴1 近づきます︒今までは︑うとうと眠って︑

ます︒すると︑北風は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へま

︒﹁北風︑おまへは︑もう北の國へかへ

やうに負けてばかりはみません︒﹁︿略﹀︒﹂

四⁝⁝4 なって來ると︑南風は︑もう前のやうに負
四餌5

四脳6園
四M7

四M8園 への出て來る時ではない︒わたしは︑も
四竃9園 ではない︒わたしは︑もう一度おまへを
四帖5 ます︒しかし︑南風は︑すぐに元氣をとり

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
122 122 121 121 121 120 120 119 119 119 119 119 118 118 118 118 116 116
衣を返します︒天人は︑それを着て︑静か

申しました︒﹂漁夫は羽衣を返します︒天

漁夫﹁ああ︑これは︑はっかしいことを

せう︒﹂天人﹁天人は︑うそといふものを

ししたら︑あなたは︑まはずにかへって

せう︒﹂天人﹁それは︑ありがたうござい

されません︒﹂天人は︑悲しさうな顔をし

︑なほさらお返しはできません︒この國

て︑あなたがたにはご用のない物でござ

ひます︒﹂女﹁それは︑天人の羽衣と申し

漁夫﹁いや︑これは私が拾ったのです︒

︒女﹁もし︑それは私の着物でございま

漁夫は︑その着物を取って

んなきれいな着物は︑見たことがない︒

漁夫は︑そばへよってよく

ます︒漁夫﹁あれは何だらう︒﹂

ます︒漁夫﹁今日は︑よいお天氣だ︒な

た代りに︑わたしは︑赤い花や︑みどり

らんで來ます︒南風はいひます︒﹁︿略﹀︒﹂

2219717288642987264
園園囹園 園延宝園園 囹 園園囹
五42
天照大神は︑天の岩屋へおはい
五52 によって︑神様がたは︑いろくなことを
五55りました︒ある神様は︑大きな鏡をお作り
五56りました︒ある神様は︑きれいな玉をたく
五57した︒またある神様は︑山へ行って︑さか
五61した︒太玉のみことは︑このさか木に︑鏡
五63天のこやねのみことは︑岩屋の前へ進んで
五65天のうずめのみことは︑まひをおまひにな

あまてらすおほみかみ

円匙4圃囹 の都の天人たちは︑みんなそろってま
四日7圖囹 ひでまふと︑月はまつ黒やみの夜︒白
四拠2圏囹 ひでまふと︑月は十五夜まんまるい︒
四伽3
天人は︑まひながら︑だん
四桝6圃 のまにやら 天人は︑春のかすみに つ

122

五71ました︒大勢の神様は︑どっとお笑ひにな
五74うなので︑天照大神は︑少しばかり岩戸を
五77りました︒神様がたは︑さか木を︑ずっと
五79 になりました︒大神はふしぎにお思ひにな
あめのたちからをの
五82 しゃつた天手力男神は︑この時とばかり︑
五86ました︒大勢の神様は︑手をうってお喜び
五97国た︒道の雨がはには︑千年もたったかと

五145

生えました︒
あたりは︑うれしさうな小鳥

五103国がしました︒神殿は︑外宮と同じやうに
五104国りました︒むねには︑大きなかつを木が
五107国すが︑そのほかには︑何のかざりもあり
五112国へ來ました︒今夜は︑ここでとまります
五113團とまります︒あすは︑朝早く起きて日の
五122圃
光は空から若葉から︑
五124團若葉から︒天長節はうれしいな︒花か
五127圃ちがとぶ︒天長節はうれしいな︒小鳥
五133團ほけきょ︒天長節はうれしいな︒川が
五135團つく︑ふもとの町は旗のなみ︒天長節
五136團
旗のなみ︒天長節はうれしいな︒四

子どもたちは︑いきなりどなうの
來ると︑

今日は銃を持ってゐません
重たいさんは︑

ゐます︒兵たいさんは今
︑日は銃を持って
五褥5

五155
五169

あとから來た子どもは兵
︑たいさんのけん

五174園
﹁けんくわをしてはいけない︒﹂﹁︿略﹀︒
田178かけあがった子どもは︑兵たいさんにしが
五179
目185

＞︒﹂兵たいさんたちはポ
︑ケットから︑キ

五182重りします︒﹁これは︑たいへんだ︒さあ

五188 ︒﹂と︑子どもたちは大喜びです︒ぶたも

五191らふと︑子どもたちは︑おとなしく川のふ

五194ました︒まだ上手には歌へませんが︑兵た
五196進曲﹂です︒川の水は︑静かに流れてゐま

五198みます︒川の向かふは︑見渡すかぎり︑れ

いのでした︒春の日は︑だんだん過ぎて行

︑ちっともさびしくはありませんでした︒

︑おたまじゃくしには︑たくさんの兄弟が

る鯉やふなが︑親ではないかと思ったこと
︑自分たちの仲間ではないかと︑思ったこ

四本足の蛙だらうとは︑思ってゐませんで

た︒おたまじゃくしは︑手も足もなくて泳

五341園︑かひごにやってはいけませんよ︒﹂と︑

五336

五333

五329

五325

五324

てねるのに︑かひごは︑頭をちゃんとあげ

五344ほどたつと︑かひごは眠りだしました︒私

五342

かと思ひました︒私は︑早くまゆを作ると

やりました︒かひごは上手にたべました︒

りますと︑ねえさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

︑動いてゐます︒私は︑竹田さんのところ

た︒二十匹のかひごは︑桑の葉をほしさう

れてみると︑うちには︑桑の木がないこと

々とのび︑水の上には︑ときどきとんぼが

五345

みんな弱ってみるではありませんか︒私は

﹂といひました︒私は︑かひこがほしくて

と︑おたまじゃくしは︑尾のつけ根のとこ

五348

はありませんか︒私はおどろいて︑ねえさ

五323

れて來ました︒初めは︑それと氣がつかな

五362

とたつねられて︑私は︑はっとしました︒

五321

どでしたが︑のちには︑だんだんふくれ出
五369

五363

と止ります︒寒い冬は︑もうすっかり︑ど

た︒おたまじゃくしは︑何だかおそろしい

ってゐました︒空には︑お日様が︑ぎらぎ

ったおたまじゃくしは︑尾が︑だんだん短

五379

五376

五372園

葉をやると︑かひこは︑どうやらからだを

私は︑あわてて窓をあけ

て行って︑三日めには︑五匹とも死んでし

始めましたので︑私はほっとしました︒け
りをすましたかひごは︑二日三日すると︑

五382
五385

りました︒ねえさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひま

のおたまじゃくしではありませんでした︒

つたたくさんの子蛙は︑草のかげのあちら

五391

五386

五286園 尾が八つ︒からだは︑八つの山︑八つの

五283園

﹁︿略﹀︒﹂﹁その目はまっかでございます

五275園 られて︑残ったのは︑もうこの子だけに

五407

五398

五395

といひました︒初めは︑うすい︑うすい紙

をしました︒かひごは︑糸をはき出しまし

れてやると︑かひごは︑静かにはひあがっ

五289

五455

五445

ありません︒私たちは︑急いでつりのした

五422圃

り始めました︒二人は︑じっと︑うきを見

なみの底

もって來て︑かひごは︑まゆの中に︑かく

五298 ひがまはって︑大蛇は︑とうとう眠ってし

きました︒にいさんは︑あわてて引きあげ

つめました︒あたりは静かで︑ときどき︑

海から來たの︒海はひろびう

五408

五301 まひました︒みことは︑劒を抜いて︑大蛇

五462

五457

ぐ︑ぐぐっと︑今度は私のうきが︑水の中

五308園 來ました︒﹁これは︑たふとい劒だ︒﹂

五467

︿略﹀︒﹂と︑みことはお思ひになりました

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂みことは︑この話をお聞きに

五287園 ほどで︑せなかには︑こけも木も生えて

んが︑﹁私どもには︑もと娘が八人ござ
五273囹

て弾ました︒みことは︑又略﹀︒﹂とお思ひ

てすわったかっかうは︑これまでのおたま

れですよ︒かひごは︑あれが開きらひで

にいはれたので︑私は︑桑の葉を一枚↓枚

いてるましたが︑私は︑いつものやうに︑

かたちました︒今度は︑胸の爾わきが破れ

おたまじゃくしは︑毎日︑大勢の兄弟

443213174329853186585

五309

私は︑一度︑川にそって

返ってゐました︒岸は︑青葉でおほはれて

走ってみるので︑川は︑ずっと下の方に見

いでるました︒舟には︑子牛も乗ってゐま

生えてゐました︒川はおだやかになって︑

止ったので︑私たちはおりました︒今度は

はおりました︒今度は︑そこから馬車に泣

きました︒そのへんは変畠で︑変のほが出

てゐました︒川の水は︑すんではみません
︒川の水は︑すんではみませんが︑青い空

町の入口で︑私たちは馬車をおりました︒

てるました︒川の水は︑ここで海へ流れこ

ました︒その夜︑私は︑次のやうなことを

目にかけました︒川は︑初め走って流れて

﹁何だらう︑あれは︒﹂と︑大國主神は︑

く手をつないで︑川は︑いつのまにか恥き

した︒しかし︑虫ではありませんでした︒

略﹀︒﹂と︑大國主神は︑お供の者におっし

りました︒大國主神は︑又略﹀︒﹂と︑おっ

小さな神様を︑私は︑見たことも︑聞い

いますと︑お供の者は︑﹁︿略﹀︒﹂と申しま

ました︒﹁あなたは︑どなたですか︒﹂

よっこり出て來たのは︑ひきがへるであり

略﹀︒﹂と︑大國主神は︑その神檬に︑おた

りました︒大國主神は︑﹁︿略﹀︒﹂

ひきがへるは︑目をぱちくりさせ

ろへ來た︒おまへは︑方々へ出歩いて︑

ゐました︒大國主神は︑かかしに向かって

申しました︒かかしは︑田の中に立って︑

かかしは︑﹁それは︑少量名神といふ神

vすると︑かかしは︑﹁︿略﹀︒﹂と答へま

﹁おうい︑おまへは︑この小さなお方を
〉。

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
26 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 20 20
五311 なりました︒みことは︑その劒を︑天浩大
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五728

五724
いって來ました︒席はみんなふさがった上

りました︒にいさんは︑私のそばへ掛けま

へ來た時︑をぢさんは︑そこでおりるのか

しょ︒おとうさんは出征︑おかあさんと

からはいって來たのは︑七十ぐらみのおば

が鳴きだした︒ぼくは︑はだしで庭へ出た

五757團

しで庭へ出た︒せみは︑桐の木で鳴いてゐ

五733

五787

とんとたたく︒せみは︑びっくりしたやう

前へ來た時︑私たちは︑すぐ立って︑席を

五787

畠のすみの日まはりは︑暑い日をいっぱい

五737

ざいます︒からだは小さいが︑たいそう
五612園
五614 へました︒大國主神は︑たいそうお喜びに
五616になりました︒二人は︑兄弟のやうに仲よ
五621 ︒ある日︑少彦名神は︑おっしゃいました
やいました︒﹁私は︑いつまでも︑こご
五623園
ここにるるわけにはいきません︒これで
五624囹
五626 ︒﹁︿略﹀︒﹂大國主神は︑おどろいて︑﹁︿略
五633ひながら︑少量名神は︑あはの藍につかま

五797

つ咲いてみる︒今では︑ぼくよりもずっと

五745

五636さな神様のおからだは︑ぽんと空へとびあ
五638 ったまま︑少量名神は︑もうお姿が見えな
五806

ゆづりました︒二人は喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂と

五646圏 み國のために︒米はたからだ︑たからの
五809

五745

國男︑今日は︑軍隊の馬のことを

︑掛けました︒電車は︑また動きだしまし

五658團

五749

五661團 朝︑にいさんたちは︑きっと馬屋へ行く
五825

きると︑おとうさんは︑もう庭の朝顔のせ

五661團屋へ行く︒馬屋には︑それぞれ受持の馬 五821 んの聲がした︒ぼくは︑帽子をかぶって︑
五665團 やる︒すると︑馬は︑おとなしくじっと

五667垂耳螢したてのころは︑馬のそばへ近寄る 五832 にこにご顔︒學校では︑三時間めに︑三年

五691團 なると︑もう馬ではなくなって︑まった

五678團 手入れをしないではゐられない︒自分の

五675国 って︑そんなことは何でもなくなってし

五674團 つた︒もう︑今では︑なれてしまって︑

五672團 で洗ってやるのには︑なかなか勇氣がい

五669團 は馬に近づく︒馬は︑おとなしくしてゐ

五852

五852

五849

五841

五841

五838

でべとべとした︒夏は︑かんかんとてつた

間めの合同比量の時は︑汗でべとべとした

むし暑かった︒朝顔は︑二つ咲いてみた︒

業をした︒ぼくたちは︑校舎のうらの草を

︑赤が一つ︒學校では︑四時間めに︑共同

けさは︑朝顔が三つ咲いて

五922 ︑四さうのカッターは︑だんだん︑こちら
五925した︒まだ勝ち負けはわかりません︒選手
五926わかりません︒選手は︑力いっぱいこいで

五928こいでゐます︒艇長は︑大きな里心で︑選
五937︒白のカッターからは︑さっと︑かいがい
五938 ︒十三人の選手の顔は︑にこにことうれし
あまてらすおほみかみ
天照大神は︑ににぎのみことに
五962
とに︑﹁日本の國は︑わが子わが孫︑そ
五963園
じに︒天皇の御位は︑天地のつづくかぎ
五965囹
ながら︑﹁この鏡は︑わがみたまとして
五971園
五974た︒ににぎのみことは︑つつしんでお受け
が恐しく高く︑目は︑鏡のやうでござい
五981園
五985しました︒天照大神は︑このことをお聞き
あめ
になって︑﹁それは何者であらう︒天の
五986園
五988天のうずめのみことは︑しっかりした︑し
五991ると︑なるほど相手は恐しさうな男です︒

五齪4 がかかりました︒月は︑雲にはいったかと

五991す︒うずめのみことは︑わざと︑おどけた
ました︒﹁おまへはだれだ︒どうして︑
五995囹
五㎜3 と︑うずめのみことは︑お問ひ返しになり
五㎜4 になりました︒相手は︑急にやうすをかヘ
五㎜5囹 へて︑﹁いや︑私は︑皇孫がおいでにな
さるたひご
五㎜7園 たします︒私の名は︑猿田彦と申します
五㎜9 た︒うずめのみことは︑かへってこのこと
五梱2 た︒ににぎのみことは︑天照大神に︑おい
ひうが
たかち ほ
五梱6 た︒ににぎのみことは︑日向の高千穗の峯
今日は︑海の記念日である

今日は︑海の記念日で︑海

お答へした︒ラジオは︑一日中︑海のお話

かへった︒ねる時には︑涼しさうな聲で鳴
五877

五867

五882

す︒﹁おまへたちは︑この軍艦を代表し

ありました︒夏の空は︑からりと晴れて︑

五鯉7 ません︒子どもたちは遊ぶことをやめて︑

月は︑今︑雲から出て︑

ひました︒﹁あれは︑お月様が走ってゐ

ます︒﹁お月様ではない︒走ってみるの

つめてゐますと︑月は動かないで︑雲が大

園

五857

五695團 さうだ︒にいさんは︑いつも︑腰にふく

五884

︑白組十三人の選手は︑カッターに乗りう
ひつです︒カッターは︑いっせいにこぎ出

五五五五
103 103 103

五692團 いがつた馬のことは︑いつまでも忘れら

五696團 いって︑その中には︑馬のだいすきなに

五892園

五897
五909

104

五693團 ないで︑お正月には︑馬にあてて︑年賀

五699團 てるるが︑その時は︑きっと︑にんじん
くださいました︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま
ましたが︑をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひな

りました︒カッターは︑だんだん遠ざかっ

五麗6 ります︒かうなっては︑かげふみもできま

五704 みて︑あいてみる席は︑一つもありません
五711

置田1

五713

五917

した︒十二本のかいは︑まるで一本のかい
五714囹

︑﹁いや︑わたしは︑もうちきおります

五723 いひましたから︑私は掛けました︒次の停

1842

園

447
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りました︒しばらくは︑﹁月が走る︒﹂﹁雲

五餌1言い︒走ってみるのは雲だ︒﹂といふ子ど
五佃3

五桝6 ました︒その子どもは︑この時︑みんなか
五価6 いひました︒みんなは︑木のそばへ來まし
五五9 ました︒すると︑月は枝の間にじっとして
五畜1 としてゐますが︑雲はさっさと走って行き

五鵬7

利根は︑小さい時︑文子さ

五描3園た︒走ってみるのは雲だ︑雲だ︒﹂と︑
五柳4 ると聞いた文子さんは︑もらった子犬も︑

五研6 思ひました︒子犬には︑利根といふ名をつ
五柳6 をつけました︒それは︑をぢさんの家のぞ
あるので︑文子さんは︑ほんたうによく︑

五柳9 ︒文子さんのうちでは︑みんな犬がすきで
五⁝⁝2

五㎜1 た︒おかげで︑利根は︑子犬のよくかかる

五佃9 をつけて︑間食などは︑できるだけさせな
五柵3 と育ちました︒利根はかしこい犬でしたか
五欄5 えました︒文子さんは︑利根がどこへでも
五器7 からついて湿るのには困りました︒文子さ
五尺9 りました︒文子さんは︑をぢさんに聞いて
五三4 やりました︒のちには︑文子さんが學校へ

五茄1 子犬ですから︑これは︑なかなか聞きませ

五二9 利根は︑もう子犬ではありませんでした︒

五罪9 になりますと︑利根は︑もう子犬ではあり
五川3 ︑向かふから黙る人は︑大人でも︑遠くか
はん
五川7 てるたやうに︑利根は︑軍隊の軍犬班へ︑

んで富ます︒みかたはそのままで︑一週間

が︑敵は舳敷で︑揮は雨あられのやうに飛

げきしましたが︑敵は下敷で︑弾は雨あら

た︒みかたの第一線は︑敵前わっか五十平

根のついてみる部隊は︑能芸といふ敵を相

した︒りかうな利根は︑戦場で︑敵のみる

五麗1

五梱8園

五伽7園 まらう︒にいさんはおおこりになるだら

五宗2園 います︒にいさんは︑この弓と矢を持つ

五枷7囹

五搦6囹

の命﹁そんなことは︑いやだよ︒﹂ほを

五伽5園せんか︑にいさんは︑山へいらっしゃつ

五伽7園

たがない︑わたしは山へ行かう︒﹂ほを

ほをりの命は︑海べで泣いていら

﹁いや︑許すことはできない︒﹂

いらっしゃる︒私は︑毎日山へ行って︑

でありました︒利根は︑毎日︑五回も六回

間をお使ひするものは︑軍犬利根でありま

五齪3囹 もしもし︑あなたは︑どうしてそんなに

五麗7園です︒﹂神様﹁それは︑おきのどくな︒私

飛んで來ます︒利根は︑ひた走りに走りま

うす暗いころ︑利根は︑最後の通信を首に

五時︑まだ︑あたりはうす暗いころ︑利根

粗描2 あげる︒ほをりの命は︑ぐっとお飲みにな

五搦1

五価2 の上を見あげて︑女は︑うやうやしくおじ

五悩5

五言6園 てるます︒あなたは︑その大きな木にの

五心5囹 て︑井戸のそばには︑大きな木が立って

走りました︒本部では︑利根のかかりの兵

五型3園

海の神様﹁それは︑きっと日の神のお

女は︑井戸から水をくん

てるる︒ほをりの命は木を見あげながら︑

は呼びました︒利根は︑もう百メートルで

五観7 ちらへ︒ほをりの命は︑腰をお掛けになる

五流4園 ﹁さうです︒それは︑兄のだいじなつり

うに︒﹂女﹁はい︒女は︑魚たちをたくさん

五⁝⁝8園 ︒﹂海の神様﹁それは︑ほんたうにお困り

五㎜4

五柵7園 女﹁はい︒鯛だけは病氣でねてゐますの
おしまひに︑利根は︑足をやられただけ

五柵7

女は︑鯛をつれて出て來

かしいな︒海の神判は︑しばらくお考へに

五柵4園︑知ってみるものはみないか︒﹂魚たち﹁

五柵1主取って行ったものはないか︒﹂魚たち﹁ぞ
と思ひます︒利根は︑そのうち︑きっと

五欄1

とこ︒あに神さまはつりのため︑おと

さま︑ほをりの命はおとうとこ︒あに

ほでりの命はおにいさま︑ほを

六47 しまひました︒天皇は︑ふしぎに︑ねむく

六42

五⁝⁝3

稗蒔8

五襯5

ほをりの命は︑思はずにっこりな
ひうが
神武天皇は︑日向をおたちにな

海の神様は︑ほをりの命の前に

女は︑つりばりを水で洗

五感3園 海の神様﹁おまへは︑日の神のお子様の

ため︑おとうと神はかりのため︑毎日

みこと

りの命﹁にいさんは︑毎日海へ出て︑魚

ひました︒﹁利根はえらい︒感心なやつ

紙を見て︑文子さんは︑﹁まあ︑利根が︒﹂

利根のてがらは︑かかりの兵隊さん

かりののち︑わが軍は︑勇ましく敵にとつ

が通じたのか︑利根は︑むっくりと立ちあ
︒かかりの兵隊さんは︑敵の弾が飛んで來

んで來ました︒利根は︑ばったりとたふれ
︑かかりの兵隊さんは︑氣がくるったやう

略﹀︒﹂と︑兵隊さんは呼びました︒利根は

ます︒それでも利根は︑弾の下をくぐるや
︒かかりの兵隊さんはもちろん︑みんなの

出しました︒のちには︑敵が利根の姿を見

66543174396318419438843164322973
国解
囹圏圃圖圃園

五柑9 の前の晩︑文子さんは︑利根にたくさんご
五皿3 ませんが︑別れるのは︑ほんたうにつらい
五槻4 ひました︒文子さんは︑日の丸の小さな旗
五倫6国 が來ました︒利根は︑たいそうりっぱな
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五榊1国︑軍犬のすることは︑どの犬にも負けな
五悩4国 てやります︒利根は︑なつかしさうに︑

五備1 になったころ︑利根は︑勇ましく北支那へ

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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六51 いつのまにか︑天皇は︑おやすみになって
ます︒﹁日本の國は︑今︑たいそうさわ

︑たけみかつちの神は︑﹁︿略﹀︒﹂この御酒

六57園
六59

六74 ありました︒高倉下は︑急いで︑天皇のお

六71 て來ました︒高倉下は︑はっと目がさめま
六78 仰せになって︑天皇はお目ざめになりまし
六81 出て來たわる者たちは︑この劒で︑みんな
六83 ました︒御軍人たちは︑目をさましました
六86 へ行きました︒今日は︑うちの稻刈です︒

六96 ま︒﹂といって︑私はかばんをおろしまし
六99 さんと︑おかあさんは︑腰をのばしながら

します︒﹁この牛は︑しやうがないそ︒

六121 らへました︒いなご．は︑せまいかこひの中

六畜9 はって行きます︒弟は︑いなごを飼ふのだ
六123園

六124 ごとをいひます︒弟は︑牛を飼ってみるつ
六125 つもりなのです︒私は︑をかしくなってふ
六131 した︒刈ったあとには︑くくった稻の束が
六133 ります︒おかあさんは︑刈るのをやめて︑

六141 といはれたので︑私は︑また弟の方へ行き
六147 ひ出されます︒今年は︑二十五日のお祭の
六152 年ある花火は︑今度はやめださうですが︑

六152 さい︒毎年ある花火は︑今度はやめださう

六153 すが︑二十四日の晩は︑いろくな店が出
六154團 ひます︒お祭の日は︑おかぐらや︑すま

六207 いました︒田道間守は︑それをさがしに潔

21

︑どこの國であるかは︑わかりません︒田

六323国 な人が︑みなくてはならない︒春雄も︑

六321團艦の乗組員の中には︑どんな音でも聞き

六338国關銃もある︒中には︑飛行機を持ってゐ

六337国

六334国︒だから︑活水艦は︑水の中にもぐって

りません︒田道間守は︑あの國この島と︑

その前の年に︑天皇は︑おかくれになって

思ふと︑田道間守には︑風を帆にいっぱい

六343團

六339団ばんだいじな武器は魚雷だ︒魚雷をうち

できる︒潜水艦には︑大砲もある︑機關

いました︒田道間守は︑持って焦ったたち

の花が散ったあとには︑かはいらしい青い

い冬の風が吹くころは︑みかんの木といふ
︒それでみかんの木は︑しもや雪をじっと

きとほした田道間守は︑みささぎの前にひ

きました︒田道聞捨は︑昔︑朝鮮から日本

りました︒田道間守は︑聲をたてて泣きま

度にこみあげて︑胸は︑はりさけるばかり

六366 くしました︒かべには︑白い布がはってあ

六363囹

六362 勇さんのおとうさんは︑にこにこして︑﹁︿

六356

六351團た勇氣やおちつきは︑子どもの時から︑

六348團

六346團

する︒そのためには︑乗組員に︑勇氣と

はないか︒漕水艦は︑見はりをしてみる

六345国 でも︑ゆくわいではないか︒量水艦は︑

で︑こんなけしきは︑南洋のどこへ行っ

した︒﹁南洋の海は︑明かるくてまつさ

六383 されたので︑みんなはうれしくてたまりま

にこして︑﹁今日は︑おもしろい南洋の

て育てたみかんの實は︑秋のお祭のたいこ

六393園

六388囹
った人たちの喜びとは︑ことばでは︑とて

六405 が出ること︑せきゆは飛行機を飛ばしたり

六407 りするのに︑なくてはならないものである

六404

しいでせう︒これは︑ジャワの植物園に

六412園中のゴムの大部分は︑南洋から出るので

喜びとは︑ことばでは︑とてもいひあらは
ら取って來たみかんは︑一家そう出で︑い

六431園

ぢさん︑鬼ごっこはできませんか︒﹂と︑

人たちで︑急に︑山はにぎやかになります
り出します︒その時は︑目がまはるほどい

六435園
荷作りされたみかんは︑汽車や汽船にのせ

ら︑﹁さあ︑次には︑あなたがたのすき

まさか︑鬼ごっこはできないでせう︒﹂

︑まつ先にいったのは勇さんでした︒﹁く

六437園
六444

びました︒﹁これはおまけですが︑タイ

︒﹁︿略﹀︒﹂次郎さんは︑うれしさうな聲で

勇さんのおとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といはれ

六468囹米を作ってみるのは︑おもしろいことで

六464

六449囹

六448

六439園

たみかんが︑日本中はもちろん︑遠い支那

勇さんのおとうさんは︑スマトラを始め︑

そろ冬が始るころには︑この黄色にだんだ

てうせん

いて來ると︑この實は︑日に日に大きくな

六354團ために︑働きたくはないかね︒八南洋
今日は日曜日で︑子ども常

おけば︑みかんの木は︑弱ってしまひます

艦も︑この魚雷にはちぢみあがってしま

に供へて︑田道間守は︑ひざまづきました

けました︒田道間守は︑大喜びでそれを船

21
1

1

5

2

9

1

3875388386414274327

六156国 なを引いて通るのは︑まるで給のやうだ 六296團 春雄︑をぢさんは︑今度︑渚水艦の艦
命ぜられた︒今日は︑潜水艦のことを話
六171團 と思ひます︒今年は︑めづらしい牛行列 六297團
六298国あげよう︒漕水艦は︑からだが小さい︒
六183圃 ゆの神檬の︑今日は︑めでたいお祭日︒
上を進んで行くのは︑何ともいへないゆ
六191圏も豊年満作で︑村はそう出の大祭︒どん 六304国
六203 せを受けた田道間守は︑船に乗って︑遠い 六308国かないことがありはしないかと︑思ふも
六206 があることを︑天皇は︑お聞きになってい 六309団だが︑今の濟水艦は︑うまくできてみる
六311国︑そんなしんぱいは︑まったくない︒も

六154国 ます︒それに今年は︑五年めに一度ある

癖六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六六
23 22 22 22
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六473園 今日のげんとう會は︑これでおしまひに

六469囹 おもしろいことではありませんか︒これ

六627るではないか︒それは︑ここから百メート

早書の幕は︑たったあれだけな

六477 るくなりました︒空は︑今︑罵眞で見た南
六482圏
六485圃 うつる︒映畜の幕は︑たったあれだけな
六491圃 て覧る︒平野の幕は︑たったあれだけな
六502

聖徳太子は︑お生まれつき︑た

六494圃 が通る︒映董の幕は︑たったあれだけな

二﹁たきのあたりは︑ずるぶんみごとで

六692園
角だから︑わたしは見まひに行きます︒
六693囹ます︒おとうさんは︑消防の役目でお働
六696の方角と聞いて︑私は︑恐しくなりました
六709 ってゐました︒火事は︑なかなか消えさう

六688ました︒おとうさんは︑警防員なのです︒
六691てから︑おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって
六692圓あさんは︑﹁火事は︑をぢさんのうちの

六632う思ひつくと︑ぼくは︑もう︑じっとして
六633れなくなった︒ぼくは︑壼用紙を取り出し
六647してできた二本の筒は︑うまくはまり合っ
六658を出してみる︒ぼくは︑もう︑むちゅうだ
六663 ︿略﹀︒﹂おかあさんは︑目をまるくして︑
六666略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑おかあさんを引っ
六674ゐられたおかあさんは︑おっしゃった︒﹁︿
六675囹
やった︒﹁おまへはえらいね︒だれに早
六676 った︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑とくいだった︒﹁︿
六685まってゐます︒火事は︑少しはなれた川向
六686ました︒おとうさんは︑夜業をやめて︑急

六545園

六504した︒ある日︑太子は︑御兄弟のかたがた
六506ことですから︑初めは︑仲よくしていらっ
六513お方であります︒尊は︑お子様たちが︑何
六516すると︑お子様たちは︑﹁︿略﹀︒﹂とお思ひ
六521かし︑聖徳太子だけは︑お逃げになりませ
六525みになりました︒尊は︑﹁︿略V︒﹂とおたつ
六526園︑﹁なぜ︑あなたは逃げないのですか︒
六529になりました︒太子は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっし
六537いました︒橘豊日野は︑太子のこのおこと
六539になりました︒これは︑聖徳太子が︑四歳
﹁ときに︑あなたは︑あの感心な子ども

六711囹
﹁さよ子︑おまへは︑あした︑馬丁があ
六713さんにいはれて︑私は︑ねどこの中へはい
六717來てるられます︒私はびっくりしました︒

六546園
六559囹

六719うです︒火もとからは︑だいぶはなれてみ

﹁なるほど︑それはふしぎな話ですね︒

六551園 て働いて︑配りには︑年取ったおとうさ

六575團人二﹁おとうさんは︑元氣になられまし

六578園︒﹂村の人一﹁それは何よりです︒聞けば 六723たのださうです︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂と聞きま
六578園︒聞けば︑あなたは︑山で酒を見つけた 六724園︑﹁をばさん︑猫はどうしました︒﹂と

六588囹︒﹂村の人；それは︑めでたい話だ︒あ 六725きました︒をばさんは︑ズ略﹀︒﹂﹁かはい
六593

六905

六903

な聲がする︒
みんなは︑雪の上に集って並

うといって︑
みんなは喜んだ︒﹁集れ︒﹂先

六742園
の場所が堪ったのは︑まったく警防團の
六744きってゐます︒平生は元年なをばさんが︑
六744なをばさんが︑今日は︑いちばんしょんぼ
六749ひますと︑をぼさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって
六753聞けば︑この火事には︑焼け死んだ人もあ
六759 く略﹀︒﹂おとうさんは︑ひとりごとのやう
六793
外では︑寒い風が吹いてゐ
六806園
がいふと︑﹁それはいいね︒では︑これ
六813がいはれました︒私は︑何にしようかと思
六813と思ってみると︑弟は︑自分の机の前へ行
六816園さん︑このくつ下は︑おとうさんのにと
六817園
ど︑これを送ってはいけないでせうか︒
六821 ︿略﹀︒﹂おかあさんは︑又略﹀︒﹂といはれ
六829園
れました︒﹁ぼくは︑これを入れよう︒
六839園
やいや︑兵隊さんは︑きっと喜ばれるだ
六842ほめられたので︑弟はとくいになりました
六844いになりました︒私は︑私のだいすきな︑
六851禮の手紙でした︒私は︑それを︑みんなの
O 支那の廣い野原は︑今︑白い雪で一面
六852團
れいか
眠ってゐます︒外は︑零下二十度といふ
六853團
六856国
來てるました︒私は︑とびあがって喜び
六862囲 ︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私は思はず大聲でいひま
六862国た︒友だちの兵隊は︑﹁何だ︑何だ︒﹂と
六867團園
﹁︿略﹀︒﹂﹁干柿はうまいなあ︒郷土の
六871国ただしくんの事書は︑ぼくたちの室のか
六876団
下を見て︑みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂﹁ぼくに
六881團︒あなたのお人形は︑私のポケットにし
六882團
時も︑お人形さんは︑私といっしょです
六737 ︒すると︑をぢさんは︑﹁︿略﹀︒﹂みんな︑

六735園あはせだ︒わたしは︑消防にばかり働い

子どもは︑おじぎをして認る 六731 いさうに︒﹂と︑私はいひました︒やがて
二人の村の人は︑子どもの後姿をじ 六733ました︒おとうさんは︑をぢさんやをばさ

六615囹 出て來た︒﹁これは︑いいものが見つか

六596

六616 と思ひながら︑ぼくは︑この二つを︑重ね

六907囹 て並んだ︒﹁今日は︑雪合戦をする︒前
六907囹
合職をする︒前列は赤︑後列は白︒﹂爾

六625 のぞいて見た︒ぼくはおどろいた︒どこか

六738園︑﹁いや︑手慣ひは︑ねえさんに十分し
六741園事を消しとめたのは︑えらいてがらです

六626 あるやうに見えるではないか︒それは︑こ
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六907囹
︒前列は赤︑後列は白︒﹂爾方に分れて︑
六911 ︒﹂の號令で︑爾軍は︑一生けんめい︑雪
六912たまりをこしらへては︑それを積み重ねた
六913立てるのである︒山は︑たちまちできあが
六914できあがった︒先生は︑両方の山の高さを
六916れた︒みかたの城には︑赤い旗がひるがへ
六916るがへり︑敵の城には︑白い旗がなびいた
六918 ︑小野くんも︑今日は敵だ︒にこにこして
六922 まを作れ︒﹂みんなは︑雪のたまを︑いく
六927はれたので︑みんなは︑雪のたまをかかへ
六933っつ前進する︒ぼくは︑友田くんをめがけ
六943號令が掛った︒爾軍は︑﹁わあ︒﹂といって
六945もみるから︑すぐには取れない︒白い旗は
六945は取れない︒白い旗は︑つい︑目の前にひ
六952らしてみる︒みかたはと思って︑ちょっと
六958旗を取るのだ︒ぼくは︑まつ先にのぼりか
六961手がとどいた︒ぼくは︑山の上に立ちあが
六965が鳴ったので︑里長は︑もとの位置に並ん
六966位置に並んだ︒先生はいはれた︒﹁︿略﹀︒﹂
六967囹
いはれた︒﹁今日は赤の勝ち︒しかし︑
六973園
田くんだ︒﹁今度は︑ぼくが取ってみせ
六982菅原道眞といふかたは︑生まれつき賢い人
六984ましたので︑のちには︑すぐれた︑りっぱ
六985なりました︒學問では︑道外の上へ出る人
六985 ︑道眞の上へ出る人はないと思はれてるま
六992した︒すると︑人々は︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
六993園
人々は︑﹁あの人は學問はできるが︑弓
六993園︑﹁あの人は聖戦はできるが︑弓はどう
六993園
問はできるが︑弓はどうだらう︒﹂﹁︿略

六麗6

三彩3囹

六皿2園

六川8

れてるようなどとは︑おとうさんも︑お

くなる︒あすからは︑きっと︑一生けん

してみる間に︑雪舟は︑いろくと考へつ

六型7 めきましたが︑二人は︑ぐっとふみこたへ

六㎜9 北川丞︑三人の工兵は︑火をつけた破壊筒

六㎜7 ません︒そこで班長は︑まつ破壊筒の火な

六皿3 第四︑第五と︑道眞は︑目にもとまらぬ手
六麗4 た︒的をはつれる矢は︑一本もありません
六麗6 せんでした︒みんなは︑ただ︑よったやう
六価2圏国 ひました︒﹁梅は︑花よりもにほひが

六㎜3園

にいさんは笑って︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

﹁どうして︒﹂﹁中は暖い春ですもの︒﹂

六町5翻 ひました︒みんなは︑正男さんのいった
六櫛3 しにいったので︑私は︑急いで庭へ出まし
六柳2 きれいね︒﹂と︑私は思はずいひました︒
六塀3 十分咲ききらない花は︑ちゃうど︑おひな
六研4 つかうです︒下の方は白で︑花の口もとの
六佃5 ですが︑ここばかりは︑寒い冬も知らない
六㎜1 りごとのやうに︑私はいひました︒﹁どう
六鵬4

鋸ってみた和尚さんは︑しばらくすると︑

六備5 って來ました︒雪舟は︑足の親指を使ひな

六m4 さうだった雪舟の顔は︑急に明かるくなつ
六芸7

六餌1 た︒夕方に近い本堂は︑少し暗くなってゐ

六餌2 ゐました︒和尚さんは︑どんなに︑さびし

と思って︑和尚さんは︑﹁しつ︑しつ︒﹂と

六M5 うすです︒かまれては︑かはいさうだと思
六会5

六餌6 ︑ふしぎに︑ねずみは︑じっとして動きま
武川8

は︑生きたねずみではありませんでした︒

六柑7 ついて見ると︑それは︑生きたねずみでは

六衡1 みでした︒和尚さんはおどろきました︒急

六柵3囹 るかった︒おまへは︑給かきになるがよ

六価6 といひました︒雪舟は︑にっこりしました

六柵4園 おまへが上手だとは︑今まで知らなかっ

問もしました︒雪舟は︑とうとう︑日本一

六備7 た︒そののち︑雪舟は︑一心に給を習ひま
六価9

六柵5 その突撃まで︑時間は︑あと三十分といふ

六摺2 見れば︑敵の陣地には︑ぎっしりと︑鐵條

六備8 です︒今︑わが工兵は︑三人つつ組になつ
略﹀︒﹂﹁でも︑夜は寒いでせうね︒﹂

ら︑春といふよりは夏だよ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

ておいても︑日中は︑二十四五度ぐらゐ
六鵬8囹

六佃7園

ぼえない︒おまへは︑口でいって聞かせ

ました︒﹁おまへは︑また給をかいてゐ

略V︒﹂と︑にいさんはいひました︒二十

六佃4 げしく︑突撃の時間は︑いよいよせまって

六㎜4 だりました︒敵の弾は︑ますますはげしく

六柵1 て行きます︒第一班は︑残念にも︑とうと

六佃4 待った第一班の工兵は︑勇んで鐵條網へ突

六田8 り撃ち出す敵の揮には︑ほとんど︑顔を向

六野7 でありました︒工兵は︑今か今かと︑命令

口置1園

て聞かせるだけでは︑だめだ︒﹂かうい

六㎜5 ました︒今となっては︑破壌筒を持って行

﹁地の下には︑枯れた葉などが入

六白1園

ひながら︑和尚さんは︑雪舟を引っぱって

六㎜7 るといったやり方では︑とてもまにあひま

六柵2

三川2

けられました︒初めは︑ただ恐しさでいっ

︑ふるへてみた雪舟は︑大きな柱にくくり

六捌1 壊筒をはなしたものはありません︒ただそ

じよう

六二6

考へてるると︑雪舟は︑何だか悲しくなつ

六野4

六㎜9囹

六佃7園

六㎜6園

六備2 もとを見てみた雪舟は︑謝謝なく︑足の親

六995園
勉強ばかりで︑腕は線香より細いんだ︒
六998 ︒平生から︑學問では︑とてもかなはない

六㎜7 らうと思はれた道員は︑その弓矢を静かに
六棚3 だしました︒あたりはしんとして︑せき一
六川6 つるからはなれた矢は︑﹁ぼん︒﹂と︑的の
六棚8 て立ちました︒道果は︑つづいて︑第二の

六999はない道眞を︑今日はひとつ︑弓でいぢめ

は一は
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六捌1 の間にも︑無心の火は︑火なはを傳はって
六捌3 て行きました︒北川は︑決死の翌翌をふる
六梱4 ました︒江下︑作江は︑北川をはげますや
六梱7 きました︒三人の心は︑持った一本の破壊
六梱8 かも︑等流ののちには︑その囲障筒が︑恐
六盟1 ませんでした︒三週差︑一つの爆弾となつ
六慨3 げこみました︒爆音は︑天をゆすり地をゆ
六櫨6 ず︑わが歩兵の一隊は︑突撃に移りました
六慨9囹 な︒いひ残すことはないか︒﹂作江は罰
六旧1 した︒﹁︿略﹀︒﹂作江は答へました︒﹁︿略﹀
六旧3 した︒﹁︿略﹀︒﹂班長は︑撃ち破られた鐵條
六伽5園 ら︑﹁そら︑大隊は︑おまへたちの破っ
六旧9 皇陛下萬歳︒﹂作江はかういって︑静かに
六桝4圃 細い雨が降る︒雨はこぬかか︑糸のやう
六桝5圏 ︑糸のやう︒ここは川ばた︑やなぎの芽
六日1圃 のわがまるい︒春は春でも︑まだはじめ
ぼくらは︑はしけに乗って︑
六櫛2
六梛2囹 にるます︒﹁あれは︑きっとはま屋の正
六枷9 ︒目のとどくかぎりはまつさをな水です︒
六協5 です︒ぼくらの網船は︑もう網をたぐり始
六㎜3 まって來た時︑網船は︑ぼくらの乗ってゐ
六伽9 見るまに︑船の中には︑いわしの山が築か
六柵2 どです︒ぼくらの船は︑左右の網船から︑
六㎜5 てたのか︑へさきには︑大れふを知らせる
六梱5園 ゐました︒﹁ここは︑むさし野です︒東
六捌6囹 す︒東京の近くには︑かうした静かな野
たいわん
六三5園 されます︒﹁あれは︑塁湾からのバナナ
六三3 らが見えました︒私は︑すぐ宮城だといふ
六悩9 始りました︒私たちは︑きちんとすわりな
六価3園 りました︒﹁ここは︑明治神宮の参道で
六面4園 れました︒﹁これは︑上野の帝室博物館
六偶4囹 しました︒﹁ここは︑みなさんに喜ばれ

六㎜6 つりました︒両側には店が並んでみて︑人
六傾8囹 りします︒﹁これは︑明治神宮の競技場
六欄9 ます︒﹁︿略﹀︒﹂空には︑白い雲がぽっかり
六襯7 でるましたが︑今度は︑遠い空から飛行機
六襯9園 しました︒﹁ここは︑空のげんくわん東

七172園ほどに強いあなたは︑ただの人ではない

七153しました︒手下の者はいふまでもなく︑手
七159行きました︒たけるは︑もうねようといふ
七162給仕をしてみた少女は︑すっくと立ちあが
七168とさけんで︑たけるは倒れました︒ふり返
七169 ︒ふり返ると︑少女は︑いかにも尊いゐげ
七171てをります︒たけるは︑思はずぶるぶると

七175園

た︒﹁自分は女ではない︒天皇の御子︑

ねました︒﹁自分は女ではない︒天皇の

七173園 たは︑ただの人ではない︒いったい︑ど
七175囹

七179囹 したか︒西の國では︑私より強い者はな

先生は︑私たち四年生の人
してゐました︒

七71

七47圏こまでも︒地平線は銀色で︑空と海とが
七52圃こまでも︒ぼくらは石を投げてみた︑﹁
七62圃向かってぼくたちは︑十手をあげて息を
七64黒を吸ふ︒朝の海べはもう春で︑みんな樂
海岸は︑一面に潮が引いて
山67

七181園ばんお強いあなたは︑日本武皇子と仰せ

やまとたけるのみこ

七179囹 は︑私より強い者はないので︑たけると

さりでした︒あさりは︑こんな愛いところ

七型5囹 ︒さうして︑海には︑どんな生きものが
七710

七188 りになった日本武尊は︑そののち︑東の國

七184 やまとをぐなの皇子は︑御年十六︑かうし

み こ

けい
七183 いひ終って︑たけるは息が絶えました︒景

略﹀︒﹂と︑花子さんは︑その貝を持って︑

出しました︒みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂といって

七88りでした︒はまぐりは︑あさりよりも︑少
七99

七193 ︑尊の御をば倭姫命は︑尊が二度の大任を

やまとひめのみこと

七1810 けになりました︒尊は︑わっかの供人をつ
︒先生は︑﹁これは︑いいものを見つけ

七201 みたわる者のかしらは︑かねて︑尊の御勇

七1910 つしゃいました︒尊は︑東へ東へと進んで

て行きました︒先生は︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

七93

七910

七101園

﹁おや︑春枝さんは︑わかめを拾ひまし

やいました︒私たちは︑波うちぎはを︑ぱ
んがいひました︒私は︑これがあの︑おわ

七206園

七203

七202 したので︑一通りではとても勝てない︑だ

七1010園

七105
七111

つて來ました︒手には︑葉の根もとにまる

七207圏

に︑狩をなさってはいかがでございます

まし討ちにするほかはないと思ひました︒
しか
﹁この國の野原には︑大きな鹿がたくさ

七115

ますね︒その海藻は︑何だか知ってゐま

いったので︑私たちは︑みんな指先に力を
七125囹

七119

のかしら川上たけるは︑力のあるにまかせ

︑私たちの鋸る時には︑あのあさりをほっ

願ひしますと︑先生は︑たもで勢よく︑さ

七218 と御心に浮かんだのは︑御をば倭姫命のお

七216

七213 火をつけました︒火は︑ものすごい勢でも

七212 へてみたわる者どもは︑一度に草に火をつ

七208囹

﹀︒﹂尊は︑﹁それはおもしろからう︒﹂

七139

七135

に勢を張り︑のちには︑朝廷の仰せにも從

ました︒﹁︿略﹀︒﹂尊は︑﹁︿略﹀︒﹂とおつし

七143

︑自分より強い者はない︒﹂と思ふと︑

七224 もえせまって來た火は︑急に方向をかへて

七221 石がありました︒尊は︑すぐに︑おさとり

七208

七144

﹂と思ふと︑たけるは︑だんだん増長して

やいました︒私たちは︑先生といっしよに

七145園

なりました︒その日は︑朝から︑大勢の人

七1210

七145

す︒﹁︿略﹀︒﹂と︑尊はしばらく考へていら

七152
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七2410
かけつけた時︑少年は︑頭と足に大けがを

七226ました︒あわてたのは︑わる者どもです︒
七229をお助りになった尊は︑生き残ったわる者
とくこん
七237 つた徳坤といふ少年は︑けさも目がさめる
七239しました︒神だなには︑皇大神宮の大麻が
七243飯になるので︑少年は︑その時外へ出てゐ
七247 地震だ︒﹂と︑少年は思ひました︒そのと
ねんど
七249した︒土角といふのは︑粘土を固めて作つ

七358

七335園

七334園

七329囹

したが︑このごろは︑おかげでだいぶよ

ありました︒﹁私は︑おなかの病氣で︑

のが見えなくなりはしないかと心配しま

りました︒とびらは金の御紋章︑御門を

ます︒そのころ︑都は奈良にありました︒

七306團
七323

かがやく奈良の都には︑赤くぬった宮殿や

ら

七324

りました︒光明皇后は︑ときどき︑この病

ました︒﹁この子は︑ひどい目の病で︑

七339

りました︒光明皇后は︑手足の痛む病人や

ました︒せやく院には︑大勢の病人がおし

七345

ました︒この風呂には︑いつもあたたかい

七329園

七347

に聞けば︑皇后様は︑千人の病人のせわ

のと︑同じことではないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

七373

七372

七368

︒かうして︑田の土は︑だんだんこまかく

と張られます︒今度は︑牛がまぐはを引い

くからすきのあとには︑ほり返された新し

かの夜も︑このころは︑雨戸をしめてから

が出そろって行くのは︑見ただけでも氣持

私たちの學校では︑新しい講堂が立つ

七379

七395

になりました︒今日は︑その地鎭祭があり

なると︑廣いたんぼは︑しだいににぎやか

七399

がありました︒講堂は︑東側の教室の後に

七384

七401

が︑地鎭祭といふのは︑新しく家が立つ土

うがるのです︒幽間は︑働く人や︑牛にゑ

七402

れました︒神主さんは︑大麻をふって︑み

土のかたまりの間には︑もうひたひたと︑

七404

私たちに︑その意味はよくわかりませんが

七388

七416

うがちぞめといふのは︑鍬で土をほる儀式
﹁これで︑地鎭祭はすみました︒今日は

七426
七442囹

七431

七391

んでした︒光明皇后は︑この藥の風呂へも

七353囹

七352園

七327

な

春は九段のお社に︑櫻が

七252の姿を見ると︑少年は︑自分の苦しいこと
七252 ︑自分の苦しいことは一口もいはないで︑
七253園
で︑﹁おかあさんは︑大丈夫でせうね︒
七255ひました︒少年の傷は思ったよりも重く︑
七257當の最中にも︑少年は︑決して垂湾語を口
七258せんでした︒日本人は台覧を使ふものだと
七258 へられてから︑徳坤は︑どんなに不自由で

七365そのころから︑幽間は︑窺いたんぼの㎝部

七302圏

七2510て乾たのです︒徳坤は︑しきりに學校のこ

七262どそのころ︑學校には︑何百人といふけが
七263運ばれて︑先生たちは︑目がまはるほどい
七266來られました︒徳坤は︑涙を流して喜びま
七268 ︒又略﹀︒﹂と︑徳坤はいひました︒﹁︿略﹀
七271かし︑この重い傷ではどうなるであらうか
七271であらうかと︑先生は︑徳坤がかはいさう
七273ませんでした︒少年は︑あくる日の豊ごろ
七277園
おとうさん︑先生はいらっしやらないの
七279 ︒これつきり︑自分は︑遠いところへ行く
七281しばらくして︑少年はいひました︒﹁︿略﹀
七283した︒﹁︿略﹀︒﹂少年は︑ちよつと目をつぶ
七285図圏園
た︒きみがよは ちよに やちよに
七288が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にみる人
七292がら︑はっきりと歌はつづいて行きます︒
七297りに近くなると︑聲はだんだん細くなりま
七299代を歌ひ終った徳坤は︑その朝︑父と︑母
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園

すみました︒今日は︑學校として︑記念

と

さ

えるでせう︒港内には︑ずるぶん船がゐま

える起重機llあれは造船所です︒今︑謡

よ︒もう︑上屋の人は︑たいてい鋸って行

なれて︑私たちの船は︑ひとりで走り始め

がさを振ってみるではありませんか︒いよ

ね︒もう︑上屋の人は︑だれがだれだか︑

い︒船が港を出る時は︑途中まで︑あの小

いっしよに歌はうではありませんか︒いよ
がん
︑お聞きなさい︒船は︑静か
にぺ
岸き
壁をはな

面をしてみた人たちは︑これを合圖に︑船

並びませう︒向かふは上屋で︑見送りの人

うはや

ります︒船の出る前は︑ほんたうに景氣の

みなさんを乗せる船は︑今さかんに起重機

今日︑みなさんは︑一萬トンの汽船に

︒﹁︿略﹀︒﹂海賊どもは︑そのまま︑船をこ

べてるた︒やがて曲は終った︒﹁︿略﹀︒﹂海

傾けて聞いた︒目には涙さへ浮かべてみた

ひびいた︒海賊どもは︑じっと耳を傾けて

やいてるた︒笛の音は︑高く低く︑波を越

いた︒雲もない空には︑月が美しくかがや

進むにつれて︑用心は︑自分の笛の音によ

曲だと思って︑用光は︑静かに吹き始めた

︑ひとつ聞かうではないか︒﹂といった︒

り出した︒海賊どもは︑顔を見合はせて︑

も畳悟をした︒私は樂人である︒今ここ

は︑おまへたちには︑とてもかなはない

て︑﹁かうなっては︑おまへたちには︑

きめた︒ただ︑自分は蔑如であるから︑一

んでしまった︒用事は︑逃げようにも逃げ

笛の名人用命は︑ある年の夏︑土佐

もちみつ

はれました︒私たちは︑聲をそろへて校歌

965318385153863109764229843398262
囹 園国警
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じ

ませんね︒大きいのは︑満洲や︑支那や︑
も

りませんか︒この船は︑あすの朝門司へ着

うに美しく見えるではありませんか︒この

します︒それから先は︑どこへ行くのでせ
こんがうざん

でせうか︒みなさんは︑どこへ行きたいと

たてこもった千早城は︑けはしい金剛山に

り︒これを忌んだ賊は︑百萬といふ大軍で
︑城の附近いつたいは︑すっかり人や馬で

七801團

まひます︒夕食後は︑ぼくらの最も暫し

七798團 そのおいしいことは︑またかくべつです

れます︒ぼくたちは︑﹁︿略﹀︒﹂といふ心

見えると︑班長殿は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑人員

七804團ます︒午後八時には︑夜の称呼があるの
七806團
七8010国

七824團

七822国

七819国

いざといふ場合には︑暗がりでも︑すぐ

つて︑寝塁の後には︑めいめいの持物を

でるます︒両側には寝塁があって︑寝垂

する室の壁ぎはには︑銃を立て掛けてお

受けます︒九時には︑﹁︿略﹀︒﹂と︑消燈

七816團聲が聞えて託るのは︑この時です︒勅諭

七824国

七664囹

七632ひそめた︒あれこそは︑大塔宮の無二であ
七633 ︑何事か起つたのではなからうか︒義光は
七634はなからうか︒義光は︑胸をとどろかした
七638のに出あった︒義光は大倉に︑﹁︿略﹀︒﹂と
七641とつめ寄った︒荘司は︑わうへいに答へた
七645 へた︒﹁︿略﹀︒﹂義光は︑かっと怒った︒﹁︿
と怒った︒﹁それはげしからぬ︒おそれ
七646園
がしたてまつるとは︒﹂と叫んで︑御前
七649園
七653場をたち去った義光は︑やがて宮に追ひっ
七655てまつった︒大塔宮は︑義光の忠義を心か

になります︒兵鶯は︑いはば一つの戴き

七828国

さんざんに射た︒賊は︑坂からころげ落ち
︒これにこりて︑賊は︑城の水をたやして

︑上官のかたがたは︑ぼくらを︑自分の

かな︒﹂正男﹁ぼくは︑十三メートルない

やうにした︒城中には︑十分水の用意がし
七665園

︒春枝﹁花子さんは︑どのくらみと思ひ

七838国

します︒入管當初は︑寒い風が吹きまく

七674園

子﹁十一メートルはあると思ひます︒﹂

七8310團︒それで︑みんなは仲よくはげましあっ

七839團

あります︒その時は︑大急ぎで武装して

て引きあげた︒正成は︑この旗を城門に立
七675園

みる︒正男﹁けさは︑ぼくのかげが︑ず

七832團

攻め寄せると︑正成は︑高いがけの上から
七682園

せいの高さに攣りはないのに︑かげだけ

ふ︒﹂勇﹁春枝さんは︑どのくらみ︒﹂春

にしようとして︑賊は︑攻め寄せないこと

七684園

けなんだ︒正男さんは︑巻尺を勇さんに手

七856

す︒油蝉の子の口には︑針のやうな管があ

七854行きます︒たいていは︑木の細い根をぢく

正男さんは︑あちらこちらと歩 七843團 んたちも︑やがては︑かういふ野鼠生活
七852
油蝉の子は︑土の中に住んでゐ
勇さんたちは︑正男さんのかげを

七706
七708

ても︑この油蝉の子は︑いつ︑どこで生ま

七686

まへといふので︑賊は︑大きなはしごを作

七712園ぼくのせいの高さは︑百二十四センチな

みとどまってみたのは︑みんなわら人形で

二十丈︑その上を賊はわれ先にと渡った︒

るのですが︑その時は︑ニミリぐらみの小

に卵を生みます︒卵は︑そのままで冬を越

の末になると︑親蝉は︑木の皮にきずをつ
七864

七863

でしまひます︒最初は︑旨いところにるま

七859
さんと︑花子さんは︑ぼくのかげが百二

七867

七862

二人は︑巷尺を張って見つ

夏の詮方︑油蝉の子は︑今日こそと穴から

︒そこで︑油蝉の子は︑深いところがら︑

くれたまへ︒勇さんは︑國旗掲揚垂のかげ
七731園

正男さんは︑﹁ようし︒﹂と叫ぶ

七871

七729

へ油を注がせた︒橋は︑まん中からもえ切

七735

七733

七874

七717囹同じになった時刻は︑あの高目掲揚皇の

へどうと落ちた︒賊は何千人か死傷した︒

︒﹂と叫ぶ︒勇さんはしるしをつける︒勇
せみ
つた夏草︒木立には︑蝉が︑油を煮るや

と渡った︒今度こそは︑千早城も危く見え

をふさいだので︑賊はすっかり弱った︒撃

七735
ほうでう

七882

さげます︒しばらくは︑そのままで︑じつ

︒もう残ったところは︑腹の下の方だけで

七768干て︑さかんなものはあるまい︒十六兵 七875 します︒もう鳥などはたいてい寝てゐます

︑それでも油蝉の子は用心して︑急いで安

七886

七776国氣です︒このごろは︑もうすっかり兵螢 七879 ︑ふしぎにも︑前足は堅くその場所にくつ

七773国

しますが︑その時は︑何ともいへないよ

七876

になった︒お供の者は︑わっかに九人であ

い品持です︒教練は︑午前と午後にあり

手紙を渡された時は︑ほんたうにうれし

人であった︒途中には︑敵方の者が多かつ

七784国

しやうじ

中にも︑芋瀬の荘司は︑宮のお通りになる

七786国

いもせ

者を配ってみた︒宮は︑どうしても︑そこ
まゆ
みる者がある︒義光は︑ふしんの眉をひそ

大塔宮は︑北條高著征伐のた

だいたふのみや

つた賊も︑しまひには十萬ばかりになった

七756圏

えた︒すると︑正成は︑いつのまに用意し

たが︑二三十人分けはふみとどまった︒賊

七834團

と押し寄せた︒城兵はさっと引きあげたが

きの聲をあげた︒賊は︑﹁︿略﹀︒﹂と押し寄

26443165321098742110731518442886510

七888 たと思ふと︑からだは完全に抜け出します
七891 す︒もう︑蝉の子ではありません︒色はま
七891 ではありません︒色はまだ青白くて︑弱々
七892 堕しさうですが︑形はりつぼな耳蝉です︒

七898 鳴きたてます︒油蝉は︑それから二三週間
七8910 はれるのに︑外國には︑十何年も︑土の中

七908 いちばん高い段からは︑五年生の山本くん
七911 りとはいって行くのは︑いかにも愉快さう
七917 しました︒頭の上では︑夏の太陽が︑かん

七918 つてゐます︒青い波はきらくと光って︑
七928 な氣がします︒空では︑大きな入道雲が笑
七9210 がいったので︑今度は︑下を見ないで︑向

と聞きますと︑二人は︑﹁︿略﹀︒﹂とほめて

七939囹 い︑ぼくのとび方は︑どうだったい︒﹂

七935 くり返って︑からだはもう水の中へもぐつ
七9310

七955圖が塗して︑子の馬は︑ゆっくりゆっくり

七943 てくれました︒ぼくは︑とびこみ垂の方へ

七974 ︑東京の何十萬の家は︑一度に震動した︒

七961圃 が︑いくつも出ては消えるたび︑水にう
七977 ぶん多かった︒市民は︑まったく生きた氣

せっしやう

って來ました︒くもは︑やがて後の方の足

るのかと思ふと︑私は︑急におもしろくな

した︒見ると︑くもは︑雨どひのところか

がって來ました︒私は︑びっくりしました

れた︒かうして︑家は最後まで無事であっ

帥の心であった︒火は前後二回おそったが

なる︒守られるだけは︑守らなければなら

︒自分の家を僥くのは︑近所の家々へ︑め

がすすめても︑元帥は︑﹁︿略﹀︒﹂といって

るまに嶢けた︒元帥は︑家に残ってみた人

つた︒ところが︑火はたちまち元帥の家を

た︒元帥の家の人々は︑手脚ひに︑その方

された︒やがて︑火は近くの家に起つた︒

﹂と命じた︒お罵眞は︑庭の中央に安置さ

︒鶴るとすぐ︑元帥は家の人に︑﹁︿略﹀︒﹂

そのころ︑東京市中は︑いたるところに火

やるのを拝した元帥は︑胸をなでおろしな

いらせられた︒元帥は︑赤坂離宮に︑囁語

8642959762104107641843110721088743108

ぷね

たいわん

船の船長濱田彌兵衛は︑垂湾のオランダの

ませんでした︒皇土は︑明治以來日本の領

二十年ぐらゐ前までは︑まだどこの國のも

ながさき

の以前から︑日本人は︑さかんに南方へ船

ンダ人です︒かれらは︑兵力を以て垂湾の

ました︒濱田彌兵衛は︑長崎の貿易商末次

したのです︒日本人は︑なかなか承知しま

で︑オランダの長官は︑たびたび日本船を

ランダの長官ノイツは︑すぐ役人に命じて

兵衛が腹を立てたのは︑それがためであり

す︒しかし︑彌兵衛は︑なにもオランダ人

をしょうといふのではありませんから︑で

︿略﹀︒﹂と︑彌兵衛は答へました︒そのこ

合ひました︒ノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と彌兵衛

ます︒しかしノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂としらば

七脳5園 このへんに︑海賊はみないはずだ︒﹂と
七口8 行きました︒ノイツは︑武器や船具を返さ
七価5 かりません︒彌兵衛は︑もうこの上がまん
七価9 思ひました︒彌兵衛は︑部下の者といっし
七価−〇

ました︒﹁私どもは︑日本へ蹄らうと思

た︒その時︑ノイツは城外の別館にゐまし

にただよってみるのは︑ほんたうにきれい

二塁2 にゐました︒彌兵衛は︑まつおだやかに申

日が落ちたあとの空は︑なんといふ美しさ
︑夕空を染めて︑空は赤から金に︑金から

沈んで行きます︒圓は︑しだいに半圓とな

き出してゐます︒日は︑ぐんぐんと落ちて
︒もう︑圓の下の端は︑地平線にかかりま

える大きな圓の中には︑何かとろとろと︑

て見ますと︑そこには︑もうりつぼな網が

をつづけました︒私は︑くものりかうなの

渡されました︒くもは︑この上を︑いそが

たやうでした︒今度は︑前の方の足をしき

り着きました︒くもは︑ほっと一安心した

っきました︒くもには︑それがすぐわかる

出し始めました︒糸は︑一センチ︑ニセン

428654176168541

も何もあったものではないと思ひました︒

加へました︒彌兵衛は︑じっとノイツを見

で︑﹁だが︑荷物は全部置いて行くのだ

︿略﹀︒﹂と︑彌兵衛は︑少しつめ寄ってい

はれるなら︑今日は畳悟がありますそ︒

ツは︑﹁蹄ることは許さん︒﹂と︑いつ

略﹀︒﹂するとノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いつ

すし︑どうか今日はぜひとも︒﹂すると

た︒﹁︿略﹀︒﹂ノイツは︑まだ返事をしませ

た︒﹁︿略﹀︒﹂ノイツは︑だまってゐました

542531109853
園 囹囹 園
囹

七978 した者も︑しばらくは︑つづいて起る齢震
七981 の下敷きになった者は︑どんな二三であっ
七983 らう︒東郷元帥の家は︑質素な︑古い木造
七984 壁はくつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしま

七984 の家も︑たちまち壁はくつれ︑屋根瓦はた

くんしやう

七986 食事中であった元帥は︑家の人々といっし
の問に慰して︑元帥はおごそかに︑﹁︿略﹀

七989 た︒さうして︑胸には︑うやうやしく動章
七992

七995 づき起る鯨震に︑家は震ひ︑地はゆれ︑市
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七995 震に︑家は震ひ︑地はゆれ︑市民があわて
七996 ︑七十七歳の老元帥は︑赤坂離宮へと急い
七998 だ︒當時︑大正天皇は︑日光にいらせられ

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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七佃8 つきました︒彌兵衛は︑かた手にノイツの
馬柵8 ドドン︒﹂兵士たちは︑屋内へ向かって撃
七佃10 こみました︒彌兵衛は︑ノイツの首に刀を
七並2園 の代り︑長官の命はないそ︒﹂といって︑

七伽5 させながら︑ノイツは︑かけつけて來たオ
七梱7 にいひました︒兵士は︑仕方なく撃つこと
七伽10 た︒とうとうノイツは︑これまでたびたび

七伽8 た︒それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあ

や

し

船は帆船よ︑三本マスト

七梱3 する二さうの日本船は︑受け取った荷物を

八42囲

八53圃 る︑安南・シャムはまだはるか︒椰子
八61圃 け行く夜の ゆめは故郷をかけまはる︒

八56圃 る月影を︑昔の人はどう見たか︒日本
八65 あります︒その中には︑親署もゐますが︑

八67 す︒もう大きさだけは︑親燕と同じですが
八76 かばを過ぎると︑燕は︑そろそろ日本を滞
船77 て行きます︒十月には︑績々と去って行き
八81 せうか︒燕の行く先は︑遠い︑遠い南の海
八87 ました︒しかし︑燕はもっともっと︑南へ
八88 洋の島々から︑中には︑さらに海を越えて
八92 も︑決してふしぎではありません︒しかし

八810 といふことです︒燕は︑鳥の中でも︑いち

今日はバナナのお話をしま

た燕を迎へる人の心は︑どんなにうれしい

實の出て來るバナナは︑きっとみなさんの

八237言忌

ますと︑﹁あれは︑支那料理の店のか

八229国︒これらの人たちは︑日本語を︑一生け

行きました︒旅順は︑どこへ行っても静

ます︒秋の遠足には︑旅順へ行きました

行きましたが︑今は︑南へ南へと飛んで

八2310団 になりました︒夜は星が美しく︑手を延
がん
こちらへ得たころは︑雁も北へ行きまし

八247国

八246団

に生るか︑みなさんはそれを知ってゐます
︑あの美しいバナナた
はい
︑わ
全ん
話のゆたかな日

八2410團

しい戦があったとは︑どうしても思はれ

八2410国

ういふと︑みなさんは︑皇湾にさへ行けば

八252團

一獲︑御召艦影叡は進む︑巡洋艦高雄を

知れませんが︑それは大きなまちがひです
︑野生でできるのではありません︒ちやう

八273圃

八307図

八307図

八305図

八296図

八295図

八293図

八291圏

取らず︒人の馬にはおのれ乗り︑おのれ

らず︑矢を取る者は弓を取らず︒人の馬

わぎ︒弓を取る者は矢を取らず︑矢を取

たれて︑平家の軍は︑上を下への大さわ

に陣を取る︒義仲は︑五萬騎を引きつれ

たり︒大將好情盛は︑十萬騎を引きつれ

ると聞きて︑平家は︑あわてて討手をさ

もなく澄み︑秋風はさわやかに海をわた

たひらのこれもり

八308図

り︑おのれの馬には人が乗り︑後向きに

八288囲ぬって進む︒青空ははてもなく澄み︑秋

︑分列式︒御召艦ははるばると︑艦列を

とロつ

たべたら︑みなさんはきっとしかられるで

八286圏

八278圃旗︒すべての艦艇はうやうやしく︑登

じゅんやう

となのです︒垂潜では︑よく山ぞひの土地

ひえい

見ると︑バナナの畠は︑キャベツか︑それ

い株を切って出た芽は︑それよりも早く成

やるのです︒バナナは︑苗を植ゑてから早

通ふ汽船といふ汽船は︑いつもバナナを積

生るのです︒バナナは︑まだ青いうちに取

みます︒青いバナナは︑むろへ入れて置く
からふと

育つた塁湾のバナナは︑かうしてみなさん
ます︒北海道や樺太はいふまでもなく︑北

八309図

八3010図乗るもあり︒暗さは暗し︑道はなし︒平

八311図︒暗さは暗し︑道はなし︒平家の軍は逃

はなし︒平家の軍は逃げ場を失ひて︑後

には人︑人の上には馬︑重なり重なって
八319図

は山けはしく︑前は海近くして︑守り堅

の大軍を防ぐ︒後は山けはしく︑前は海

八316志まれり︒大話維盛は︑命からがら加賀の

八311図
八314図

八314図も落ち︑馬の上には人︑人の上には馬︑

八910 があります︒その年は氣候が不順で︑九月

きます︒大連の港は︑ずるぶん大きくて
八2110国

遊んでゐます︒今はちやうど︑菊の花が
八212團
八215團つた花の咲くころは︑よいにほひがして
車に乗って走るのは︑嘉しいものです︒
八216團

八1010 とです︒昔から︑燕は︑同じ家に錦って菅

八107 から︑これを送るのはたいへんなことでし

八319図
八324図國

薦117 オーストラリヤまでは︑一拍キロ以上もあ

八226團乗ると︑四日めには神戸に着きます︒旅

八332図

八329図ば︑いく百丈の谷は︑あたかも屏風を立

り︒されど︑三匹は無事にくだり︑身ぶ

思ふやう︑﹁敵はけはしき山をたのみ
びやうぶ

八118 上もありますが︑燕は︑決して自分の國を

八227團朝たてば︑夕方には大阪に着きます︒滞
りと燕の姿を見た人は︑きっと﹁︿略﹀︒﹂

八228團きます︒滞洲國には︑いろくな民族が

八125

八1110 す︒その小さな胸には︑若葉のもえる日本

八225團ます︒また内地へは︑毎日のやうに汽船
かうぺ

八224国す︒これで新京へは八時間半︑ハルビン
八224團聞手︑ハルビンへは︑十二時間半で行く

八102 南へ飛行中だつた燕は︑食にうゑ︑つめた

てるます︒きのふは︑ 明治節でした︒講
八194團
八203国らんなさい︒満洲は︑前から︑日本と深
八208團なれました︒町には︑いくつかの廣場が
八209国がありますが︑私は︑給はがきにある大

八八八ノ天八八 八八八八八八八八八ノ、八八
18 18 18 18 18 16 16 15 14 14 14 14 14 13 13 13 13 12

八104 こで︑その國の人々は︑このつかれはてた

八93 ︒しかし︑その中には︑今年生まれた子燕

5210853176428
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八351 のうち︑十一人まではありましたが︑あと

八346図 城に火を放つ︒敵ははたして不意を討た

八341図國

八339図 つき立ちたり︒今は先へも進まれず︑後

八338図 ︑十四五丈ばかりは︑こけむしたる岩石

八333図國 らば︑馬もけがはなかるべし︒いざ︑

八416

八司5

八414

八4010

八408囹

八406囹

八401

八401

ずくなでした︒萬壽は︑その夜ひそかに︑

見といふので︑御殿は人ずくなでした︒萬

壽のおどろきと喜びは︑どんなであったで

すと︑﹁あの中には︑石のらうがあって

の中へ︑はいってはなりません︒﹂と申

はもうこの世の人ではないのかと︑力を落

りません︒ああ︑母はもうこの世の人では

八4910 きまりがある︒これは重さに關係があるか

八499 は一人もみない︒私は︑胴長に鼻木をしつ

八498 などをしてみるものは一人もみない︒私は

八494 私の心に浮かぶものは︑青い空に飛んでゐ

天
ノ8
40
1ことになった︒これはたいへんむつかしい

八489 る︒それで︑私たちは︑第一に設計圖をか

八489 きちんと作るためには︑設計圖がいる︒そ

八487園 げんにやったのでは︑決して飛びません

八373園

から
る︑﹁別に︑望みはございませんが︑唐

八3610園 何と申す︒はうびは︑望みにまかせて取

八369園 どこ︑また親の名は何と申す︒はうびは

八368園 あった︒お前の國はどこ︑また親の名は

八367園 て︑このたびの舞は︑日本一のできであ

八365 す︒明くる日︑頼朝は萬壽を呼び出して︑

八361 舞でした︒この時には︑頼朝もおもしろく

八3510 ︑特に人のほめたのは︑五番めの舞でした

八439

八438

八438

八437

八436

八434

八432

八431

八426

を與へました︒親子は︑うばといつしょに

許した上に︑萬壽には︑たくさんのはうび

ませんでした︒頼朝は︑唐糸を許した上に

らひ泣きをしない者はありませんでした︒

し泣きに泣いた時には︑頼朝を始め居あは

親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑

石のらうをたつねては︑母をなぐさめてゐ

これからのち︑萬壽は︑うばと心を合はせ

︑
ノ2
40
1うばも呼んで︑三人は︑その夜を涙のうち

八429

葉は落ちて

八537

八535 一日よりだ︒みんなは︑さかんに飛ばした

八531 がいはれた︒私たちは︑めいめいのグライ

八527 きあがったのだ︒私は︑そっと翼をなでて

八525 それで︑またみんなは静かになった︒やつ

八523

八515

八512園

で︑﹁われらには︑かかるところも平

八354 がありました︒頼朝は一目見た上でと︑四

引合はせか︑門の戸は細めにあいてるまし

八375 聞くと︑頼朝の顔色はさっと上りました︒

八442図閣

の静けさ︒鳴くはいつこ︑ちぢちぢ

八553 まに︑飛んでみる敷は少くなって︑たった

りかかった︒みんなは︑一生けんめいだ︒

八356 にきめました︒萬壽は︑當年やうやく十三
八419

八376 愛るも道理︑これには深い事情があったの

八452図圃

ずゑ︑小枝小枝はかすかにふるふ︑

はくしゅ
に飛んで行った︒私は自分で拍手をした︒

みた︒すると︑先生は︑﹁︿略V︒﹂といはれ

最後の仕事は︑この翼に︑紙をは

にのせて︑﹁これはいい︒よく飛びさう

八507 者もみたやうだ︒私は︑ちやうどきちんと

八547

た︒﹁︿略﹀︒﹂私たちは︑爾手にグライダー

八542 はれたので︑私たちは︑みんなそちらへ走

八551 を︑私のグライダーは︑眞直に飛んで行く

八586 されるので︑私たちは︑いそがしくて目が

明かるきこ

親子は手を取りあって泣き 八505 して曲げる︒曲げては設計圖に當てて見て

︒ただ曲げただけでは曲らない︒それで︑

八378 てるました︒この娘は︑頼朝が義仲を攻め

はれたので︑みんなは聲を出して喜んだ︒

八562 きな聲で叫んだ︒私は︑このグライダーに

八503

八3710 ︒すると︑義仲からはすぐ返事があって︑

八464

八456図圏

八568 の町を通るので︑私は︑おかあさんにつれ

八498

八356 く十三︑舞姫の中ではいちばん年若でした

八503 ばならないが︑これはなかなかむつかしい

八383 しました︒光盛の娘は︑そののち書夜︑頼

飛ばすと︑ニキロは行くはずです︒﹂と

出して喜んだ︒道具は︑小刀・はさみ・も

です︒ある日︑今日はお花見といふので︑

八358 でした︒奉納の駐日は︑頼朝を始め舞見物

八4110 立たせておいて︑姫は中へはいりました︒
かうし
ら申しました︒萬壽は︑格子の間から手を

八386 おぼえがあった頼朝は︑さあ︑この女には

八471圏

八464

八597 氣がしました︒けさは︑寒い北風が吹きま

といひました︒野漆は遡る恐る︑﹁︿略﹀︒﹂

八386 は︑さあ︑この女にはゆだんができないと

八473

いが︑先生のお話では︑少しでもくるひが

八597 たんぼの水たまりには︑うすい氷さへ張つ

八372

八387 した︒唐糸といふのは︑この女のことでし

八4710

も︑できないことはありません︒しかし

八579 けました︒兵隊さんは︑やれうれしやとば

八389 ことでした︒唐糸には︑その時︑十二にな

八481

のになると︑さうはいきません︒いいか

八575 どういて︑町の人々は︑皆とび出して來ま

八391 くだりました︒二人は︑野を過ぎ山を越え

八485囹

んなにむつかしいとは思はれないが︑先生

八399 れました︒さて萬壽は︑だれか母のうはさ

八486囹

＞︒﹂といはれたのには︑おどろいた︒私た

八401 も︑母の名をいふ者はありません︒ああ︑

八399 母のうはさをする者はないかと︑氣をつけ

地であるのに︑陛下は外たうをも召されず

ました︒職のやうすは︑一向わかりません

むところで︑私たちは辞観してゐましたが

めてゐました︒中には︑たき火にあたって

す︒拝観に來た人々は︑筆舌たうのえりに

八704圃

八703圃

八697團

八691圃

八683圏

で澄んでみた︒今は枯草︑川土手を︑寒

と鳴る風に︑水は底まで澄んでみた︒

てた︒秋來たときは

てた︒十二たときは

春來たときは
すすき原︑赤いと

土手の草︑ぼくの

川土手に︑すみれ

八718図国

八712図

扇を︑射落す者はなきか︒﹂

八712口口凶島の合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平家

を仮した時︑私たちは︑何ともいへない感
︒拝観の人々も︑今は外たうを着てみる者

も︑三羽に二羽は︑かならず射落すほ

ゆりさげられ︑扇は風にひらめきて︑い

︑波高ければ︑船はゆりあげられ︑ゆり

を召し出す︒二一は︑いくたびかことわ

に陣を取り︑平家は海に船を浮かべて︑

著たうを着てみる者は︑一人もありません

八721図圓

八742図

八739図

ち入りたり︒陸には大將義纒を始め︑源

ひようと放つ︒扇は︑かなめぎはを射切

八732図矢にて射落すことは︑むつかしと見えた

八731図

八7210図

八726図

今日は︑兵隊さんが︑私の

ると︑もう兵隊さんは來てるて︑兵器の手

行ってみたころとは︑すっかり愛つた︒
八6210園
ひました︒明くる朝は早く起きて︑出螢の

ました︒おばあさんは︑つかれないやうに

行きました︒私たちは︑その勇ましい姿を

鳩であった︒信書管は血にまみれ︑身には

た︒ぼくたち三四人は︑列を離れて眞一文

八802毫も見える︒みんなは喜んで︑急に元氣を

八777で︑ スキーをするには︑ちやうどよかった
八778どよかった︒ 集合地は︑村はつれの一本杉
八779であった︒ ぼくたちは︑ルックサックを背
八785から來られた︒初めは二列で進んだが︑ 谷
八785進んだが︑谷あひでは一列になったので︑
八794まされて︑ぼくたちは︑ 一生けんめいにの

都ですから︑大阪には︑大小千何等といふ
八907

集って隠る船の積荷は︑小船で︑この川や
八902

をさしのべると︑鳩は︑また翼をひろげて

にも屈しないで︑鳩はなほしばらく飛び績

の足をうばひ︑一弾は︑その腹部をつらぬ

射撃を受けた︒一弾は︑鳩の左の足をうば

つたあとの木の枝には︑かはいさうにも︑

がゆるんだのか︑鳩は︑取扱兵の手にだか

る︒大石橋守備隊では︑さっそく信書管を

八909ころへ來ます︒それは︑淀川の中にある酵

八901ます︒それで︑大阪は︑水の都ともいはれ

堀へ通じ︑川と堀とは︑まるで網の目のや
八8910

たこの小さな傳蔵男は︑その夜︑どこで罵

八872図韻圓叫び︑﹁杉野はいっこ︑杉野はみず
いっこ︑杉野はみずや︒﹂船内くま
八872図閾圓
八877図魍せど見えず︒船はしだいに波間に沈
りにしげし︒今はとボートに 移れる
八881詳言
八889れもそのはず︑大阪は︑煙の都とさへいは
八894てるるのです︒大阪は︑實に日本第一の工
八896に行はれます︒大阪は︑また︑昔から商業
よど
八897貫ぬいて流れる淀川は︑いく筋にも分れて
八899でるます︒その川水は︑市内の何十といふ

て長距離をすべるのは︑ほんたうに愉快で

ていただいた︒隔りは︑村までくだり坂の

たうをたべた︒午後は︑先生について︑一

空中をとんで︑先生は︑地上の人となられ

よに︑先生のからだは︑美しくちうをとん

れる番である︒先生は鉢巻をして︑すべり

手をたたいた︒今度は︑野田先生がとばれ

さであらう︒みんなは︑思はず手をたたい

げて高くとばれる姿は︑なんといふ勇まし

ちまち先生のからだは︑ちうに浮かんだ︒

つた︒ジャンプ垂では︑上手な人たちが︑

てはすべり︑おりてはまたのぼった︒ジャ

は︑のぼって行ってはすべり︑おりてはま

てるると︑先生たちは︑もう目の前へ來ら
︒それからぼくたちは︑のぼって行っては

度にあがった︒先生は二人とも︑まだ上へ

741653217555276
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て喜びたり︒海には平家︑ふなばたをた

八743図
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八915素島や︑その附近には︑高い建物が並び︑

ぼくたち四十人は︑野田先生と石井先

りとも︑御命には代へがたし︒﹂と申
ためとも
を惜しみたるにはあらず︒をぢ爲朝の
︑あざけらるるは︑源氏一門の恥なら

ふ︒されども義経は︑太刀にて熊手を防

は血にまみれ︑身には重い傷を負って︑息

八753図

八751図 り落したり︒義経は︑馬上にうつぶし︑
くまで
らんとすれば︑敵は︑船中より熊手をも

八761図

州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜん

はされたので︑通信は︑ただ鳩にたよるほ

の足にとりつけた兵は︑しばらく鳩のから

ただ鳩にたよるほかはなかった︒通信紙を

つた︒小さな傳令使は︑胸をふるはせなが
︒職の眞最中に︑鳩は空高く舞ひあがった

3

6

生︑まだすべってはいけませんか︒﹂﹁︿
八806園
からすべりたい者は︑すべってよろしい
八814囹

つた︒すると︑今度は敵軍に見つけられて

圏圏圏
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458

並び︑島の東の端には︑中之島公園があり

二曹2

八糊4

れると︑砲身の中には︑きらくと鏡のや

ないので︑職工さんは︑張りつめた氣持で

うつて來ると︑次には︑砲弾を撃ち出す通

川をめぐらした眺めは︑いかにも大阪らし
だうとん
ぼんにぎやかな場所は︑市の中央の︑道頓

八鵬6

八鵬3

八皿10

しました︒寺院の中は︑もう︑うす暗くな

︑小がたの封戦車砲は︑どんなに早く走る

げを終ると︑高射砲は︑まるい鐵の垂の上

ます︒作られたものは︑最後に︑職工さん

砲身ができただけでは︑まだ︑大砲がすつ

町です︒心齋橋筋には︑りつぼな商店が並

八三9

た︒つるしたランプは︑静かに左右へ動い

八皿9

八皿4

並び︑堀ばたの町には︑映書館や劇場があ

八号9

動いてゐます︒それは︑つい今しがた︑番

に見えます︒市内には︑自動車が走り︑電

績き︑港内の岸壁には︑一萬トン級の汽船

があります︒大阪港は︑防波堤が遠く惹き

に近い天王寺公園には︑美術館や動物園が

八m1

八柳1

八櫛10

八鵬2

の動きに︑やはり脈は二つ打つといふぐあ

さくなって︑のちにはかすかにゆれるだけ

︒おどろいたことには︑ランプの動きがし

八時7考へてるたガリレオは︑やがて︑自分の脈

八鵬6園

ひでした︒ガリレオは︑急いでうちへ蹄り

︑験してみる方法はなからうか︒﹂しば

がふしぎに思ったのは︑そのランプの動き

かりできあがったとはいへません︒この砲

せます︒名所としては︑まつ大阪城があり

八鵬9

ふ船が通ってみるのは︑大阪でなくては見

八m2

を動かすと︑おもりは左右へ振ります︒そ

しんさい

石垣の石の大きいのは有名ですが︑中でも

二選1

のは︑大阪でなくては見られないけしきで

八柳4

けいだい

す︒ことに住吉神社は︑境内が黒く︑社殿

ばらしく大きな石には︑だれでもびっくり

ます︒昔︑仁徳天皇は︑この地に都をお定

八研7

したのでした︒それは︑今から三百六十年

八歳の男生ガリレオは︑このことを襲話し

かしても︑振る時間は同じです︒十八歳の

と︑おもりそのものは重くても輕くても︑

︑次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒おど

したいろくな大砲は︑どういふふうにし

八期10

な大都市となったのは︑まことに︑尊いい

の鐵を︑大砲の形とは似ても似つかない︑

八佃2
丁年4

八七3

大きな鐵のかたまりは︑もう一度眞赤に焼

ですが︑それだけではまだ足りません︒長

れたこの鐵が︑今度は起重機につられなが

せられます︒鐵の柱は︑熱い櫨の中で︑じ

嚢明しました︒それは︑まったくガリレオ
︑まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑い

八備−o

んゐました︒﹁鯛﹂は︑なんといっても堂

八麗2 でゐました︒二千匹はみるだらうと︑にい
八麗5 封の方向へ進むものはありません︒﹁︿略﹀
八船2囹 まり︑外側のものは︑大急ぎで進んでゐ
八㎜2囹 みる︑内側のものは︑ゆっくり動いてゐ
八備5
次の室には︑ガラスを張った︑

八掴2 で︑ほかの魚などには︑目もくれないとい
八桝6 ひました︒﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑

八嗣8 張って進むかっかうは︑さかな屋の店先で
八掴9 屋の店先で見るのとは︑まるでちがった感
あふぎ
八備3 りる時︑その胸びれは扇のやうにひろがり
八備7 ︑のこのこ歩くのにはおどろきました︒﹁

︑三メートルぐらゐはあるでせう︒足の長

八備8 ました︒﹁かれひ﹂は︑平たいからだをく
八価9 泳ぎます︒ほかの魚は︑腹を下にし︑背を
八価9 ますが︑﹁かれひ﹂は︑いつでもからだを
八備1 ます︒おもしろいのは︑﹁かれひ﹂が︑砂
八備6 てるます︒﹁たこ﹂は︑愛つた活動をしま
八備6 岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上
﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑あの頭
八備8
八描9 部分が實は胴で︑頭は足のつけ根のところ
八柵3園 に見えるが︑あれは胴なのだから仕方が

足の長い割合に︑甲は小さいのですが︑お

び茶色をしてみるのは︑﹁いそばな﹂であ

に美しい形をしたのは︑﹁いそぎんちゃく﹂

八柵3

八柵8囹 てるます︒﹁かには︑ピヤノの先生です
八佃9 がいふと︑にいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑いつ

八柵5園 せうね︒一郎さんは︑もう少したってか
八舶7 ﹂といったので︑私は︑音のしないやうに
八柵8 なに早く起きることはめったにないので︑

朝︑目がさめたのは︑五時過ぎであった

らないのです︒それは︑ちやうどみなさん

八㎜10

の反動で︑くらげは運動するのだ︒﹂と︑

咲いてみるやうなのは︑﹁いぼやぎ﹂であ
八m9園

八四2

八m7

す︒しかも︑その手は︑ピヤノでもひくや

ところです︒そこには︑いろくこみ過つ

すが︑おもしろいのは︑その口のところで

1

きたへられた鐵の柱は︑今度は機械に掛け

﹂が泳いでみるのには︑ちよつとびっくり
つてゐました︒ぼくは思はず︑﹁︿略﹀︒﹂と

八佃7

てるた油の表面からは︑一時に︑ぱっとほ

八網9

八戸5

5

れた鐵の柱は︑今度は機械に掛けられて︑
︒その機械のそばには︑高等科を卒業して

八佃4

がり︑発赤な鐵の柱は︑そのほのほの中を

117

八

園があります︒公園は︑さう暑くはありま
︒公園は︑さう曳くはありませんが︑大川

9663387864 74839542109642953219886
98

がんじょうな大砲にはならないのです︒そ
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八⁝⁝9

屋の中が︑いつもとは違ってみるやうに思

八枷1 妻はれた︒ねえさんは︑すぐに御飯をたき
八伽1 飯をたき始めた︒私は︑飯墓を出してふい
八捌1園 つてから︑﹁ぼくは︑庭はきをするので

︒ それからねえさんは︑﹁母﹂といふ唱歌

八梱2 略﹀︒﹂と︑一郎さんは︑はうきを持って︑
八捌5 いたので︑朝の支度はすぐできあがった︒
八梱7六 ぢき六時ね︒今日はお祝ひの日ですから
八糎6園 た︒﹁まあ︑けさはどうしたのです︑こ
八擢9園 郎さんが︑﹁今日は母の日ですから︑お
八伽3園 うさんに︑﹁けさは︑子どもたちが早く
八惚7圏 しやると︑﹁それは︑えらい︒感心なご
八桝3 綴り方を讃んだ︒題は︑﹁ぼくのおかあさ
まんじゆのひめ
八悩5 いふのであった︒私は國語の﹁萬図面﹂を
八悩5

ん︒蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き
ので︑これが吹く日は︑天も地も︑暗くな
この家でも︑今までは石炭をたくので︑ば
り注ぎます︒みんなは︑ただうれしいので
みた人たちにとっては︑春は︑うれしいだ
は︑うれしいだけではありません︑ありが

たちにとっては︑春は︑うれしいだけでは

皇大神宮は︑二十年ごとにあら

九103行はれる︒ この御儀は︑天武天皇の御時に
ぢとう
九103られ︑ 第一回の大典は︑持統天皇の御代に
九104れた︒ 昭和二十四年は︑第五十九回の正遷
い せ
かみち
九107を御造螢になる用材は︑ もと伊勢の神路山
九111 で︑ 御遷宮に際しては︑かならず木曾から
ひのき
九113みる︒ 神宮の御殿舎は︑すべて檜の白木造

造螢に要する檜の敷は︑一萬二千本に近く

した︒﹁これでは︑義男たちが見ても
九192国園
︑おとうさんとは氣がつくまい︒﹂と
九192国政
ついたので︑今日は久しぶりの休養だ︒
九196團
︒おとうさんたちは︑鏡に向かって子ど
九197国
ちがへられる心配はなくなった︒敵前上
九201国
のだ︒おとうさんは︑いつも︑おまへた
九211国

聲高く歌ふ木やり歌は︑中立神宮備林の森

伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら

神代さながらの山中は︑しばらくの問︑打

れて行った︒伐り方は古式にしたがって︑

なって︑この御神木は︑さらに白衣を着た

くすくと生ひ立つ幹は長く︑はるかに冠の

かんむり

神木伐り始めの御儀は︑かくて終ったので

終って︑奉仕の人々は︑一暗して静かに祭

儀に移った︒奉仕員は︑をのを取って御神

進んで行く︒祭場には︑中央と四すみに︑

れると︑奉仕の人々は︑はらひ所に並んで

ってみた奉仕員たちは︑目にしみるばかり

一人静けさを破る者はない︒きちんと姿勢

へかけた林の傾斜面は︑拝観者や︑青年學

張りめぐらした祭場は︑檜のあら木造りで

宮備林に着く︒ここは︑昭和十六年六月三

らうとおどろくころは︑まだ御料林のほん

茂ったみどりの森林は︑つきることがない

る︒窓の外のけしきは攣っても︑山から山

の木々に︑われわれは目を移すやうになる

くとする︒しばらくは︑切りそいだやうな

ある︒この神宮備林は︑木曾川の上流が︑

三十七年︑明治天皇は︑特にこのことに大
︑神宮御造螢の用材は︑永久につきる心配

である︒かうした桧は︑一朝一夕に得られ

7521084109621062107821109732954

八麗2 にやって來るまでには︑思ひがけないきび
八麗5
八麗9
八鵬3
八悩5
八悩7
八悩7
八個7
です︒れんげうの花は︑眞黄色で︑枝一面

ん早く花をつけるのは︑れんげうです︒れ

吸って︑満洲ひばりは︑さもうれしさうに

鳴かせ始めます︒鳥は満洲ひばりです︒久
さへづります︒満人は︑その聲に聞きとれ
︑日が落ちて行くのは︑みごとなものです
す
行きます︒かささぎは︑巣を作らうとして
はります︒かささぎは︑毎年新しい巣を作
るのです︒農夫たちは︑廣い︑廣い畠を耕
などの種をまくころは︑もう滞洲の春が深

九47図魍あれば︑國の名は大八洲國︒ 嚴とし
九63図魍 そよぐかぎりは︑あし原の中つ國
あめつち
くはしほこ ちたる
九72図圏 天地ときはみはあらず︑細濁千足
くはしほこ ちたる
おとたちばなひめ
九73図閣細文千足の國は︒二 弟翼端
九83図郭 るべし︒かくては御命も危からん︒﹂
九86図國 なだめん︒皇子は勅命を果して︑めで

八悩8
八悩9
八悩6
八価7
八価8
八鵬5
八塀4
八柵5
八梛7
八慨8

九89図

八悩8 たので︑おかあさんは︑﹁︿略﹀︒﹂とにごに
八伽5囹 れましたね︒これはありがたう︒ 一郎さ
八伽8 あげた︒おかあさんは︑それをちよつとお
八櫛2 た︒最後にねえさんは︑ひもであんだきれ
八伽4園 しあげた︒﹁これは︑いいものをもらひ
八協8 なった︒おとうさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑おか
八鵬9園 れはこれは︒今日はいい日だったね︒﹂
八桝2重圏 山の上の人かげは︒﹂と︑あなたがた
と︑ あなたがたは思ふでせう︒それが
八㎜2圃 はてまで︑私たちは︑からだ中を目にし

九101

八枷3團﹂

八㎜3圏 ︒飛んでみる高さは︑方向は︒私はすぐ

御船は進むことを得たり︒
ら静まりて︑

八髄3圃 みる高さは︑方向は︒私はすぐ電話に向

ります︒子どもたちは︑﹁︿略﹀︒﹂といふ氣

八丁5 て︑もうすべることはできなくなります︒

八柵4圃 さは︑方向は︒私はすぐ電話に向かって
八梱6

八梱8 iト遊びと別れるのはいやですが︑春の來
八梱8 すが︑春の來ることは︑子どもたちには︑
八捌9 とは︑子どもたちには︑大きな喜びです︒

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九2110弱気

た︒﹁義男くんは︑何年生かい︒﹂﹁︿

九3010と︑インド人の巡査はやうすを饗へました

九3410
活動しました︒隊長は︑自分の子のやうに

九222国画
﹁五年忌︒ぼくは中斜生かと思った︒
九315ました︒﹁︿略﹀︒﹂母はさういひながら︑別
九227国 つて︑おとうさんはうれしくてたまらな 九317間へ呼びました︒母は︑子をだきしめまし
︒﹁おかあさん︒﹂母は︑子にほほずりをし
九233団 通り過ぎたあとには︑熱帯の盛んな植物
九
3
1
9
九236團 ︒おとうさんたちは︑望むらさき色のマ 九321園
う︒﹁おかあさんは︑あの人といっしよ
九239国 が︑こればつかりは送りやうがないのが 九323園
たっても︑わたしはきっと錦って來ます
みくに
九2310口口熱臨御國のもののふは︑と︑一人の戦友が 九324囹
︑日本の兵隊さんは︑かならず勝ってく
九329ここまでいふと︑母はこみあげて來る悲し
九332 ︒﹁おかあさん︒﹂子は︑もう一度母を呼び
九332母を呼びました︒母は涙をふいて立ちあが
九334に立ちました︒二人は︑萬感をこめて最敬
九334敬禮をしました︒母は︑戸だなから二本の
九337 歳︒﹂の一こと︒子はそのまま泣き倒れて
九339と見えたきり︑あとは涙にぼっとして︑何
九342
大東亜戦畢は︑一面にことばの訓
九344言四年生のこの少女は︑その後︑皇軍のあ
九346られました︒その隊は︑この地方の鐵道の
九348先頭に立って︑少女は︑たくみに日本語・

九2810
を教へられ︑日本には天皇陛下がいらっし

歌ふ︒おとうさんは︑静かに目をつむつ
九246国
九251国はれる︒あすからは︑また新しい職闘の
九252国を始め︑部隊の者はみんな元応だ︒戦陣
九253国するやうな病氣には︑だれ一人かかつて
睡る︒おまへたちは︑おとうさんたちの
九258国
九269那人・インド人たちは︑勇ましい日本の兵
九281 だ︒﹂兵隊さんたちはさう思ふと︑これも
九285園
ました︒﹁日本人は︑あなた一人か︒﹂
九288
少女は︑この町の雑貨商の
九288 の雑貨商の娘で︑父はインド人でしたが︑
九289 ンド人でしたが︑母は日本人でした︒土地

九291しやること︑日本人は陛下の赤子であるこ
九291 あること︑日本には富士山といふりっぱ
で
九295囹
︒﹁日本の子どもは︑みんなお行儀がい
九298た︒﹁︿略﹀︒﹂と︑母はよくかういひました
九2910
亜職孚が始ると︑母は日本人であるといふ

九412うに︑ことばと文字は︑私たちの心を忘し

九409ほど︑うれしいことはありません︒また︑
九411持がよくわかった時は︑同じやうに喜ばし

九355囹に仕事をすることは︑お國のために孝行
九365図圃
やかに流るる雲は白く光れり
九374図圃
わらべらはちひさき笑顔ならべ
九383思ひついた時などには︑そのことを︑おと
九389囹
かあさん︑あの人は︑えらいことをした
九396手が目の前にみる時は︑ことばを口に出し
九398できないやうな時には︑手紙や文に書いて
九401してくれます︒それは皆︑おたがひに話し
九405通じ合ふやうなことはありません︒日本人
九406日本人である私たちは︑いつもこのやうに

九302みるのを見て︑巡査は︑﹁︿略﹀︒﹂といひま
九304 vといひます︒母は︑きっぱりと︑﹁︿略
九305囹ばりと︑﹁この子は︑日本人ではありま
九305囹の子は︑日本人ではありません︒﹂とい
九307囹子なら︑日本人ではないか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
九308囹ひます︒私の子ではありません︒この子
九308園りません︒この子は︑父も母もインド人
九309囹インド人です︒私は︑この子の総門です
〉。

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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りますが︑そんな人は︑まだまだことばや

刻は︑夏は五時︑冬は六時である︒間もな

艦の起床時刻は︑夏は五時︑冬は六時であ

る︒軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑冬は六

る︒真受百人の乗員は︑なほ安らかな眠り
みやま
るのであらう︒艦内は深山のやうな艀かさ

張ってみる︒舷門には︑銃を手にした番兵

の姿が見え︑艦橋には︑望遠鏡を持つた掌

れて汰る︒後甲板には︑當直達校の姿が見

こうかんばん

ひしてみる漁船からは︑朝げの煙が波の上

魚市場を出て行くのは︑それから敷分のの

きをする魚市場の朝は︑見るからにきびき

てみる︒荷作り場では︑まぐろやさめの憎

る︒四角な箱の中には︑近くの海で取れた
︑まるいをけの中には︑いかが折り重なっ

も横たはってるるのは︑めづらしい見もの

たててるる︒あたりはまだほの暗く︑明け
ほほ
きらない港の朝の風は︑頬をここちよくな
︑さめをのせた小舟は︑大急ぎで岸の魚市

ない︒日の出前の海は︑油でも流したやう

沖の方は︑白くもやでかすん

で話すことを忘れてはなりません︒さうす

を傾けます︒私たちは︑文字を正しくきれ

話せば︑聞く人たちは︑喜んでいつまでも

の心持を書いたのでは︑だれも感心して讃

りがちです︒それでは困りますから︑いつ

字で書き表す場合には︑書いたものを何べ
︑ことばで話す時には︑一々ことばを深く

字に書き表したものは︑どこへでも傳はり

すのですから︑それは聞いてみる人の心に

ます︒ただ︑ことばは︑思ったことを聲で

です︒ことばと文字は︑いはば心の中を罵

444187548185110889843987286398762
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へば︑しばらくは用をなすものぞ︑と

︑﹁その馬の債は︑いかばかりにや︒

に入れたらんには︑主君の御感にもあ
も求め得べしとは思はざりき︒﹂と喜

九668図國
九679図國

そ︒されどこれは︑わらはこの家にま

九698図圖

九695図國

九6810図

九686図國

︒信長︑﹁一豊は仕へて日なほ淺く︑

答へて︑﹁これは東國第一の名馬とて

て馬そろへの日とはなれり︒いつれおと

しなど聞ゆ︒君は仕への初めなり︒良

九685図圏して苦しむなどは︑世のつねのことな

九681園囹

九6610圏

へど︑すべて物は破れたるところをつ

北斗は︑ぼくの子馬です︒
九782
九783馬です︒生まれたのは︑去年の春︑ちやう
九785學校から彫ると︑父はにこにこしながら︑
九787それを聞くと︑ぼくは︑むちゅうになって
九793園おとうさん︑子馬はをすですか︑めすで
九794とたつねますと︑父はさも得意さうに︑﹁
やあ︑今度の子馬は︑ぼくに世話をさせ
九797園
九798ひます︒﹁︿略﹀︒﹂父は︑しばらくだまって
九802てくれました︒ぼくは︑うれしくてたまり
九805園ん︒こまかいことはだんだん話してあげ
九806囹あげようが︑第一は︑馬をよくかはいが
九807園ことだ︒日本の馬は︑氣が荒いとかいは
九808囹れも馬が悪いのではない︑扱ふ人がいけ

九656図園

で︑りこうなものはめったにないそ︒﹂
九8010囹

九655圏

なllと︑ちいさんは思った︒源作ちいさ

ある︒源作ちいさんは︑その煙のやうすを

九666図圏くちをしきことはなし︒一豊︑仕への

つた︒源作ちいさんは︑かまのそばにすわ

九8210から︑北斗のからだはめきめき丈夫になり

九812れました︒子馬の名は︑北斗ときまりまし
九813 へ出しますと︑北斗は︑おくびやうさうな
九815らみの大きさで︑足は︑ばかにひよう長く
九816と母馬にすり寄っては︑乳を吸ってばかり
九817そのかはいいやうすは︑今でも忘れません
九823になりました︒ぼくは︑せっかくなれて來
九825 いのです︒で︑ぼくは︑そのころ學校から
九826て見ました︒牧場には︑村のあちこちから

破られ︑起床ラッパは勇ましく響き︑傳令
九5310

と思ふ︒失敗した時は︑ひどく氣持が悪い

へ入れて︑今度こそは︑上できの炭に奇い

を持ち出した︒腰には︑毛皮で作った小さ

ふきふき︑ ちいさんは小屋へはいって︑の

焼がまの裏の山道には︑ 丸太を並べた木馬

︑源作ちいさんの心は急に明かるくなった

てみた︒どこも悪くはない︒をかしいなと

がら︑源作ちいさんは︑かまの天井や壁を

思ふ︒源作ちいさんは︑一メートルばかり

る︒うまく焼けた時は︑とびあがるやうに

まから取り出すまでは︑どんなに焼けたか

開いた源作ちいさんは︑眞黒に焼けた炭を

打つ︒源作ちいさんは︑かまがいらいらし

のだ︒源作ちいさんは︑もえさかるほのほ

て行く︒そのかまには︑炭に焼く丸太がぎ

982163109654329417196

へながら︑ちいさんは一心に木をひいてゐ

九834した︒いよいよ北斗は︑乳を離れるやうに
九836いそがしくなったのは︑そのころからです
九838日でも︑一日に一度はかならず︑北斗をつ
九844ぼくが行くと︑北斗は︑うれしさうにすぐ
九846唱歌を歌ふと︑北斗はいつまでもおとなし
九848のころからか︑北斗は︑清くんのうちの子
九849た︒ぼくのみない時は︑いつでも青と遊ん
九853で散りました︒北斗は︑ほんたうにりこう
九853ほです︒教へることは何でもよく計えるし

持が悪い︒この次には︑何とかしてうまく

九535が起きて慮る︒副長はもう上甲板に出て︑
九536に出て︑今日の天氣はどうかと空を眺めて

九5810れ
図よりのち︑義家は匡房を師として學び

九541ましく響き︑傳令員は號笛を吹きながら︑
九542行く︒すると︑乗員は一度にとび起きて︑
九544れにつれて︑つり床は正しく一定の場所に
九545すべての窓や出入口は開かれる︒これらの
九545れる︒これらの仕事は︑家で毎朝起きると
九546雨戸をくるのと罵りはないが︑千何百人の
九548正しく活動するさまは︑いかにも目ざまし
九548のうちに︑もう艦内はすっかりせいとんす
九551板洗ひとなる︒これは水兵員の受持である
九557 天甲板洗へ︒﹂水兵は︑くもの子を散らす
九564 ︒そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒そのうち
九566ばこぼんのまはりには︑人の山ができて︑
つつ
九571パが奏され︑衛兵隊はささげ銃の敬禮を行
九572艦長を始め乗員一同は︑皆︑姿勢を正して
九574とのぼって行くさまは︑まことにおごそか
九575まで清められた乗員は︑これから訓練に取
見て︑﹁かの人は︑かくかくとのたま
九587図國

あま

ひようと射る︒矢は︑あやまたず頭上を
九605図
土に立ち︑きつねは︑その矢につき凝り
九606図
げながら︑﹁矢は當らぬに︑死にて候
九608図圖
ささせけり︒宗任はもと賊軍の頭にて︑
九615図
目を射られぬ︒矢は︑首を貫ぬきてかぶ
九624図
九632図圏﹁などて︑かくはするぞ︒﹂と問ふ︒
九634図國に遷りて死するは︑つはものの望むと

九652図國てを張りかへんは︑はるかにたやすく

男︑尼が細工にはよもまさり候はじ︒
九6410図國

九655図国 ﹁尼も︑のちには新しく張りかへんと
九655強国く張りかへんとは思へど︑すべて物は
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九916 見ますと︑北の空では︑星が︑北極星をほ

九912なります︒つまり星は︑西へ西へと移って

九912 すと︑やがてその星は︑軒端にかくれて見

九909 ろで︑大空の他の星は︑時刻によってかな

九907 てとなってくれたのは︑この星です︒とこ

九905 いふ星です︒北極星は︑いつ見てもほぼ四

九895 とにしませう︒これはすぐ見つかります︒

九892 ︑かういっただけでは︑まだなかなか見當

九889 ︒もっともその高さは︑見る場所によって

九879 やり見てみるだけでは︑いったいどれがど

九877 よっと見たところでは︑ほとんど無数と四

九872 ひ浮かべると︑ぼくは北斗のために喜んで

九869 す︒けれども︑北斗は︑きっと軍馬に買ひ

九868 ないと思ふと︑ぼくは泣きたいほどつらい

九864

した︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑祖父のこのことば

九862園斗ほどみごとなのは見かけないやうだ︒

九8510園 やったから︑北斗はりっぱな二歳ごまに

九価5

九国5

九塒3

二野2

九価1

九

4圏

九麗3圃

九百9

九梱1

九㎜8

九伽8

九柵6

九989

九988

返ると︑三門海峡はさざ波をたたへ︑い

汽車はたちまちトンネルに

の前に︑三門海峡はさざ波をたたへ︑車

時︑ふしぎにからだは︑すいくと前の方

泳がうllそれからは︑何も考へないで︑

めたって︑ぼくだけは︑最後までどうして

九㎜3つて濁る︒先頭からは︑どんぐおくれて

九992

秋は虫の聲から始る︒査

生が叫ばれた︒ぼくは︑自分の弱い心持が

九995

の聲から始る︒査問は︑まだ暑い暑いの歎

九界7圃

て曇る︒眞夏の暑さはだれも畳悟をしてゐ

りがたかった︒ぼくは︑むちゅうで腕と四

なかなか思ふやうにはいかない︒並んで四

力を入れても︑進みはにぶい︒一人落ち︑

をけった︒潮の流れはますます急になるの

を越えたがる︒暑さは︑もうたくさんだと

それだのに︑寒暖計は三十度を越えたがる

つた︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくは︑全身の力を腕と足

九932 といひますが︑それは昔の人が︑それらの

九鵬2

九価10

時ふと耳にするものは︑前の草原で鳴く虫

も︑さして涼しい風はなささうである︒た

九9310なる五つばかりの星はカシオペヤ座で︑四 九塒8 暮れても︑よひの間は家の中がむっとして
九941 もいひますが︑これははっきりしてゐます
九953 ︑腰から腹へと︑海は一足ごとに深くなつ

九975 近づいて黙る︒初めは何も氣がつかなかつ

九971 できさうだと︑ぼくは喜んだ︒一本松を目

九968 ︑まだだれも齪す者はない︒天氣のよい日

九965 をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑

九963 を飲まされる︒初めは︑みんな元払であっ

九959 の上へ浮かんだ︒風は吹いてみないが︑波

九型8園

九㎜4園

九柵1

九研10

不審3

九研2

九鵬10

九地6

う︒日ごろ私たちは︑わが航空部隊のめ

今日の子ども常會は︑お約束通り︑飛行

暑からうとも︑日光はかすかに黄色味を帯

秋である︒よし書間はどんなに暑からうと

九七4

九981圓 てしまへば︑あとはらくだ︒潮流の激し

九958 面をけると︑からだはすいと水の上へ浮か

九984 れた︒潮流に負けてはならないと︑ぼくは

︒﹂正男﹁出仕前には︑どんな準備をしま

のです︒をぢさんは︑もう五年間もこの

かりを心配する︒夜は︑そろそろこほろぎ

百十日が來て︑農家はただ風ばかりを心配

のある氣のきいた虫は︑めったにないもの

九984 はならないと︑ぼくは一かさ一けりに力を

九佃5園

九㎜2囹
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注意して調べるのは︑嚢動機です︒試運

園園囹囹学園美園霊園囹園思出囹囹園開園囹摂養聖王園園園園園園囹囹

したが︑をぢさんは︑やはり飛行機に乗

整備の大切なことはよくわかりましたが

ちさんの飛行機には︑どんなしるしがつ

が︑おかあさんには︑うちの赤ちゃんの

赤ちゃんの泣き聲はみんな同じやうだが

どれも同じやうではありませんか︒﹂を

﹁機種の同じものはなかなかわかりませ
︒﹂正男﹁でも爆音は︑どれも同じやうで

つて測る時︑あれは自分の飛行機だとい

にしろ︑機睦の中は︑ふだんでもかなり

手袋をはめてみては︑しめられません︒

せんが︑困ることはよくあります︒こと

すので︑苦しいとは別に思ひませんが︑

ましたが︑こんどは︑苦しい時のことを

す︒﹂春枝﹁さっきは︑うれしい時のお話

ないと︑一人前ではないのです︒﹂春枝﹁

三兵の座席の前には︑たくさんの計器が

行中に起つた故障は︑みんなこの人たち

す︒﹂正男﹁機上では︑どんな仕事をする

か︒﹂をぢ﹁さうではありません︒機上越

﹁整備兵といふのは︑みんな地上で働く

つても︑自分の魂は︑飛行機といっしよ
︒あらしにあってはみないだらうか︑う

す︒たとへ︑自分は地上に居残っても︑

はただの機械だとは思はれません︒何か

ら︒﹂をぢ﹁飛行機はただの機械だとは思

も受けて蹄つた時は︑どんな氣がします

ありません︒それはちやうど︑遠足に行

そいと︑氣が氣ではありません︒それは

にとって︑整備兵は母親のやうなもので

もどつて來た時には︑どんな手入れをし
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であるか︑はっきりはしないが︑かなりた
が
火をしたって量る虫は︑蛾や︑こがね虫な

九987 らはみ出る者︒ぼくは︑先頭におくれない

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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九伽7園 りした方がいいとは思はれませんか︒私
一差9園 機の整備なくしては︑空中職も敵地爆撃
九伽10園 隊の働きと整備とは︑一つに考へなけれ

甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷

じんじらう

九梱1園 なりません︒整備は職闘なりといふこと
九槻7

九梱2園 ふことを︑私たちはかたく信じてゐます
画学8 こにるた︒床の間には︑すばらしく大きな
九旧1 ︑かざってある︒兄は︑改つた口調でいつ
た︒﹁︿略﹀︒﹂甚次郎は︑胸がこみあげるや

九旧3囹 次郎︑このかぶとは祖先工手の寳︑これ
納盃9

九桝1 つて頭をさげた︒母はそばからいった︒﹁︿
︿略﹀︒﹂甚次郎の目は︑いつのまにか涙で

敷年は過ぎた︒尼子の本城
と だ

る︒とたんに︑鹿介はむっくと立ちあがつ

のしかかった︒曲物は組み敷かれた︒南岸

けようとした︒鹿介は︑それをじっとふみ

るたが︑やがて狼介は老身の力をこめて︑

と組んだ︒しばらくはたがひに呼吸をはか

つたのである︒二人はむずと組んだ︒しば

捨てた︒大男のかれは︑鹿介を力で仕とめ

﹂かう叫んで︑狼介は太刀を投げ捨てた︒

︒いつのまにか狼介は切りたてられて︑し

九悩10

九悩9 ︑それを頼みに勝久は城を守った︒毛利方

九二6 た二千五百の尼子勢は︑ほどなく︑元春・

九悩3 び時が歴た︒尼子方は秀吉の軍勢に七って

九三2

九榴9

九柵7

九戸5

九谷4

九柵3

吐くことばに︑信長は大きくうなついて見

僻論を一目見た信長は︑この勇士の苦節に

幾年か過ぎた︒鹿介は︑織田信長に毛利攻

國にあふれた︒勝久は危くのがれて︑再び

ちほこった敵の大軍は︑やがて出雲一國に

つかれ︑多くの勇士は︑むざんや枕を並べ

九鵬2 上の敵である︒新手はあとからあとから現

九価2 萬の大軍に團まれては︑上月城は一たまり

九価1 げた︒しかし︑援軍は敵にはばまれて近づ

ばひ取って︑みかたは一時氣勢をあげた︒

ひでよし

だのぶなが

あがった︒その手には︑血に染まった短刀

略﹀︒﹂鹿介の大音聲は︑爾岸に響き渡った

九燭2望まれては︑上月城は一たまりもない︒冷

九搦1 けようか︒七難八苦は︑もとより望むとこ

九燭7

九価5園 の領主となったのは︑まったくおまへの

九搦1ところである︒鹿介は主君に志を告げ︑許

込燭3 折れ矢書きて︑勝久はいさぎよく切腹する
ちに四散した︒鹿介は︑身をやつして京都

鹿介は西へ送られた︒ここ

尼子の皇臣は︑涙のうちに四散し
ぼった︒戦國の世とはいへ︑京都では花が
てふ
世とはいへ︑京都では花が咲き︑人は蝶の
てふ
都では花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれて

西へ送られた︒ここは備中の國甲南川の渡

に降った︒富田城には︑毛利の旗がひるが

集って來た︒かれらは︑鹿介を中心として

九搦4

した︒しかし︑かれはまだ死ねなかった︒

びつちゆう

乱曲6 年七月十七日︑秋とはいへ︑まだ烈しい日

九二9

九燭8 介に感謝した︒鹿介は︑男泣きに泣いて主

つた︒﹁︿略﹀︒﹂勝久は︑かういって鹿介に

とがわかった︒鹿介は︑この小僧さんを主

九搦5

ころへ集った︒諸城は︑片端から尼子の手

九撤4 負ひながらも︑鹿介は大力の新左衛門を組

工柵3 もとび込んだ︒二人はしばし水中で職つた

九二1 けた者がある︒鹿介は︑それが敵方の一人

にすれすれに飛んでは︑白い腹を見せてち
た︒しかし︑富田城は名城であるだけに︑

九七7 た︒七難八苦の生涯は︑三十四歳で終りを

九鵬10

文搦8 を思ひながら︑鹿介はじっと水のおもてを

軍が押し寄せたのでは︑みかたの勝利がお

九榔8 告げた︒甲部川の水は︑このうらみも知ら

九梱4圏 尼子家再興のことは︑わが年來の望みで
九梱5 ︒﹁︿略﹀︒﹂小僧さんは︑ををしくもかうい
えいろく
九個7 勝久と名のった︒時は來た︒永禄十二年立
九倒8 勝久を奉じる尼子勢は出雲に入り︑一城を

ない︒しかし︑鹿介は腹をきめた︒すべて

九川3 ﹁あじあ﹂に︑ぼくは乗った︒見送りに來

と射切った︒みかたは﹁わあ︒﹂とはやし

討に︑飛び道具とはひけふ千首︒﹂と︑

切って進んだ︒狼介は︑弓に矢をつがへて

であった︒敵の前軍はしばしばくつれた︒

討つた︒みかたの軍は約七千であった︒ま

しやうがい

九槻−o

三世1
九槻7
九槻7
九槻9

九個−〇

お

乱曲の大きなからだは︑もう鹿介の足もと

つた︒城主尼子義久は︑涙をのんで敵に降

る長い戦に︑尼子方は多く討死し︑それに

843318766441
3107775522．Z

はやしたてた︒面相は︑怒って弓をからり

へた︒﹁︿略﹀︒﹂狼介は喜んでをどりあがつ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
131 130 130 130 130 130 130 130 130 130 129 129 129 129 129 128 128 128 128 128 128 128

かし︑心迷の太刀風は更にするどかった︒

いはみ
つた︒﹁かくいふは石見の國の住人︑械

んだ︒﹁︿略﹀︒﹂鹿介は︑りんとした聲で大

に三日月の前立ては︑まさしく山中鹿営

る赤糸をどしの甲は︑尼子方の大事と見

姿をちらと見た狼介は︑われ鐘のやうな聲

ある日のこと︑鹿介は部下をつれて︑城外

荒武者がみた︒かれは︑鹿介をよい相手と

立てた︒かれの勇名は︑みかたのみか︑も

園まれてるた︒鹿介は︑戦ってしばしば手

である出雲の富田城は︑そのころ毛利軍に

いつも

かる三日月を仰いでは︑﹁︿略﹀︒﹂と祈った

19853986542186644108
囹 園
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しかの
光ってみた︒甚次郎は︑この日から山中鹿

九悩3園 ︒尼子家の御威光は︑昔にひきかへてお

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
12了 127 127 12了 126 126 126 126 126 126 126 125 125 125 125 125 124 124

九桝7

128

465
は一は

九㎜10

九㎜7
車へ行った︒食卓には︑電燈が明かるくつ

しょくたく

九㎜8 やうだが︑こちらにはわからない︒﹁あじ
つくと︑﹁あじあ﹂はいつのまにか町へは

薄むらさきの夕空には︑ばら色の雲がたな

三川8 らない︒﹁あじあ﹂は流れるやうに動きだ
九㎜4

だいをしやうざん

山川9 に動きだした︒ぼくは︑この春休みにハル

をちの聲︒ぼくの手は︑がっしりとにぎら

九㎜7園 あるのです︒左には︑金蘭城が手に取る

九㎜3

九㎜12

よく起きた︒日本では感じられないやうな

り響いた︒ぼくたちは︑元氣よく起きた︒

九㎜11

九躍9 雪の少い南満洲の畠はよく耕されて︑農家
九㎜8

九三5園 説明する︒﹁右手は大和尚山で︑二業州

九㎜4 ぐわかった︒この子は新京へ母と蹄るとこ
九㎜8

ぼくは早くから目がさめた

だ︒﹁おかあさんは︑あそこ︒﹂と指さ

うに寒い夜だ︒空には︑半月がさえかへっ

九㎜6園

九型6

へてくれた︒諸君は︑これからいろく

九η11

は着物にしたり︑肉は食用にしたりする︒

鹿の一種である︒皮は着物にしたり︑肉は

つた︒のろといふのは︑北満に住んでみる

うになると︑野原には︑黄色な花が咲き始

ない︒自分たちの家は︑自分たちの手で遡

あまみ

りかかった︒作業場は︑かなり離れた小高

ゆうをたべる︒甘味は少いが︑働いたぼく
︑働いたぼくたちには︑實にうまい︒長い

り︑またその量りには︑﹁︿略﹀︒﹂と感謝の

オボの前を通る時には︑﹁︿略﹀︒﹂と祈り︑

にたとへれば︑オボはまさにその三塁であ

ち町ができる︒儀式は︑夜明け前の暗いう

よほされる︒この時は︑遠いところがらた

する︒参拝するものは︑子ひつじの料理を

十47図 てまつりたる木々は︑参要素左右を始め
十53図 みを移せば︑参道はまた右折す︒この時
ろうもん
十56図立を負ひたる宗門は︑一幅の稀書に似て
十72図門を出でて行く道は︑しばし森林の奥に
したん
こくたん
十78図せられしか︒歌聖は紫檀にも黒檀にもあ
十79図なり︒竹の御硯箱は何のかざりもなく︑

ばってしまふ︒それはちやうど︑潮がさつ

たりして︑祭の氣分は高まって行く︒黙し

祭にえらばれた家畜は︑決して責つたり︑

ころには︑もう儀式は終ってみる︒式後︑
︑牛や︑ひつじなどは︑それぞれ家畜の群

割引ののぼるころには︑もう儀式は終って

れたものである︒僧は︑この家畜の一頭一

れる︒これらの家畜は︑神にささげるもの

かちく

する︒オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひつ

たりするので︑オボは︑いっとはなしに少

蒙古人たちにとっては︑天と地が生命の父

行く︒オボといふのは︑地の神をまつるた

の大草原を旅する者は︑あちこちにあるオ

でも︑旅をする者には實に大きななぐさめ

にはいらない草原では︑たとへ小さなオボ
219

みる︒かうした光景は︑今までに何度も見

九㎜11 きたいといふ︒三人は食堂車へはいった︒

九廻9園

ほど尊く思ったことはなかった︒それから

九型1園 があった︒むすごは︑勉強のため山東へ

九卸12園︒しかし︑負けてはならない︒諸君は︑

九訓11園

はならない︒諸君は︑新しい東亜のため
と降りかかる︒ぼくは︑心の中で︑﹁やる

野だ︒宿舎のほかには︑目をさへぎる何物

九躍4度も誓った︒次の日は︑雪が晴れた︒風も

九㎜6

九η12

九躍12

にしたりする︒ぼくは︑まだ見たこともな

6
4

九川5

九川3園 ので︑年寄つた母は︑毎日毎日望小山へ
九卸12園

九㎜6

第一線なのだ︒ぼくは︑友だちと﹁しっか

九二8 つて來たので︑ぼくは︑てちやうに﹁あじ

ず聲をたてる︒のろはびっくりして︑謡い

たこのむらさきの花は︑ほんたうにきれい

21了

2

6

九㎜10 うといへば︑マルタはお豊御飯をたべなが

九川4園 ち績けた︒むすごは︑一生けんめいに苦
九η2

ふぶき

九平6園 が荒れて︑むすごは船とともに沈んでし

來た諸君を︑自然はこの吹雪をもつて迎

九川6園 んでしまった︒母は︑そんなこととはつ
九脳7園 は︑そんなこととはつゆ知らず︑風の日

九η9

九㎜1 運んでみる︒騨前には︑馬車や自動車が行

九㎜5

九m1

が車内にやかましくは聞えない︒﹁︿略﹀︒﹂

上川12 けてるた︒北の方では︑二三日前に雪が降
さうち
九㎜4 を渡る︒﹁あじあ﹂は防音装置がしてある

九㎜2 どやと乗った︒奉天はまことに平な大都市

しか

九㎜4 光がさして來た︒雲はしきりに流れて︑早

れいに見える︒ぼくは︑この花を根からほ

えてみる︒青いものはまったくなかった野

つて行く︒ぼくたちは︑だれも追ひつけな

出した︒三匹ののろは︑とぶやうにして岡

高卑10
こうしゅれい

九㎜11
三川11

︑最初に出かける班は︑トラクター班だ︒

九魍11
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九㎜5 て行く︒﹁あじあ﹂は︑雲のかげを追ひ越
九㎜10囹 てるるかね︒あれは公主嶺で︑昔︑ロシ

九㎜11囹練したのだが︑今は農事試験場のひつじ

九筋2

九脳10

三川6 ︒汽車のかげだけではない︒電柱のかげも

る︒ほかの班のものは︑まだ床についてゐ

しけんぢやう

九㎜11囹 シヤのコサック兵は︑あそこで教練した

九川8 延びた︒﹁あじあ﹂は︑一景に争心新京へ

九二6園

九篇4

ふと︑﹁いや初めはつらかったが︑もう

︑﹁きみたちの班は︑朝が早くてたいへ

九㎜4 やうなら︒﹂マルタは︑とびあがりながら

九踊8園

九州12 える︒兵隊さんたちは新京で下車した︒ぼ
九㎜5 タ日とぼくとの間には︑さへぎるもの一つ

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

221
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せきばん

せきばん

︒﹁︿略﹀︒﹂村中の人は︑おひおひ集って來

秋の空は︑實に高い︒さうし

をこがした︒山寺では︑この火を見て早鐘

十352 ︑正男くんのうちでは︑もう縁先に望遠鏡

十337器用に動く︒そばでは︑母が︑娘を相手に

十305圏國
たれ︒大きな雁はさきに︑小さな雁は
十306圏四
きに︑小さな雁はあとに︑仲よくわた
十317オンドル部屋の中では︑薄暗いランプの火
十329 ︿略﹀︒﹂おちいさんは︑口をむにやむにや
て來た︒稻むらの火は︑天をこがした︒山

方を眺めてみた︒日はすでに没して︑あた

vと︑村の若い者は︑急いで山手へかけ
あり
てるる五兵衛の目には︑それが蟻の歩みの

十331聞える︒別な部屋では︑息子を相手に︑父
がって來た︒かれらは︑すぐ火を消しにか

二人は︑じっととんぼを見

貞童は︑豆の葉の柄で作つ

てるる︒一郎と貞童は︑とんぼ取りをやめ

や︑茂ったアカシヤは︑あざやかな黄色︒

二人は笑ひながら︑豆畠の

出盛が歌ふと︑一郎は︑又略﹀︒﹂﹁うん︑

ひかけると︑とんぼはすいとそれて︑豆畠

うっすらと出て︑日は西へ傾きかけてみる

深い︒紺青の大空には︑書の月がうっすら

こんじやう

われにかへった村人は︑この火によって救

てみた︒稻むらの火は︑風にあふられてま

聲もなかった︒一同は︑波にゑぐり取られ

また退いた︒高歯では︑しばらく何の話し

三度︑村の上を︑海は進みまた退いた︒高

見えなかった︒人々は︑自分らの村の上を

して來た水煙のほかは︑一時何物も見えな

にぶつかった︒人々は︑われを忘れて後へ

線が見えた︒その線は︑見る見る太くなつ

衛の指さす方を一同は見た︒遠く海の端に

た︒その時︑五兵衛は︑力いつぽいの聲で

た︒集って來た人々は︑もえてみる稻むら

集って來た︒五兵衛は︑あとからあとから

1975948332752211097218644

十357にいふと︑正男くんは︑﹁︿略﹀︒﹂﹁レンズ

神したやうに︑かれはそこに突つ立つたま

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
30 29 29 29 28 28 27 27 27 27 26 26 26 26 26 25 25 25 25 25 24 24 24 24
らうとする︒五兵衛は︑大宝にいった︒﹁︿

つまた一つ︑五兵衛はむちゅうで走った︒

︿略V︒﹂と︑五兵衛は︑いきなりその認む

出して來た︒そこには︑取り入れるばかり

へかけ込んだ五兵衛は︑大きなたいまつを

一刻もぐつぐつしてはみられない︒﹁よし︒

︿略﹀︒﹂と︑五兵衛は思った︒このままに

て︑見る見る海岸には︑廣い砂原や︑黒い

れてしまった︒風とは反封に︑波が沖へ沖

へ移した五兵衛の目は︑たちまちそこに上

て︑さっきの地震には︑一向氣がつかない

を見おろした︒村では︑豊年を祝ふよひ祭

のであった︒五兵衛は︑自分の家の庭から

なるやうな地鳴りとは︑年取つた五兵衛に

といふほどのものではなかった︒しかし︑

出て來た︒今の地震は︑別に激しいといふ

11086332108632976543217655

やきながら︑ 五兵衛は家から出て來た︒今

十171図心を貫ぬきつ︒機は︑たちまちほのほを
十172落懸のほを吐き︑翼は︑空中分解を始めぬ
十181図圃り七十六日︑汝は︑母の心に生きて︑
さいだん
十183図心てり︒今し︑母は齋壇をしつらへ︑日
十185図闘かげつ︒ 一もとは︑すでになき汝の部
十186図圃長機へ︑一もとは︑汝の愛機へ︒いざ
十196図閣いざ︑今日よりは母のふところに悟り
﹁これは︑ただごとでない︒
十204園

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
24 23 23 23 23 23 23 22 22 22 22 22 21 21 21 21 21 21 21 21 20 20 20 20

十81図憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤を
十81図石盤をはめ︑石筆はちびてわっかに前王
としま
十85図 奮御殿・蕾御苑は︑もと南豊島御料地
十87図きところ︒御殿とは申せど︑質素なる平
十92図承れば︑この御苑は︑明治天皇御みつか

ほうたう

十106園ず︑そのありさまは何事だ︒兵士の恥は
何事だ︒兵士の恥は艦の恥︑艦の恥は帝
十106園
十107囹は艦の恥︑艦の恥は並走の恥だぞ︒﹂と︑
十109どくしかった︒水兵は驚いて立ちあがりし
てるたが︑﹁それは鯨りなおことばです
十111園
ことばです︒私には︑妻も子もありませ
十112園
十119國團 聞けば︑そなたは豊島沖の海門にも出
十121國国 なかりし由︑母はいかにも残念に思ひ

十122栗皮何のために軍には出で候ぞ︒一命を捨
十123國崩ずや︒村の方々は︑朝に夕に︑いろい

十123圏団に報ゆるためには候はずや︒村の方々
十127國田 くだされ候︒母は︑その方々の顔を見
十128慮咽圏 されて︑この胸は張りさくるばかりに
されたく候︒﹂大尉は︑これを讃んで思は

十131圏團 わが子にくしとはつゆ思ひ申さず︒い
十133

十134囹︒おかあさんの心は︑感心のほかはない
十134園 心は︑感心のほかはない︒おまへの残念

十136園しかし︑今の職孚は昔と違って︑一人で
十139囹 一だ︒おかあさんは︑ 一命を捨てて君恩

十136園 立てるやうなことはできない︒將校も兵
十楓1園 に出なかったことは︑忙中一同残念に思
十143園 だらう︒その時には︑おたがひにめざま
十148 いひ聞かせた︒水兵は︑頭をさげて聞いて
十153働凶圓 よ︑ラングーンは落ちたり︒いざ︑汝
へんたい

十166図圏 ばなしく︑愈愈は︑その十六機をほふ

りくわし

十162図輔導の爆撃に︑汝は︑別動隊編隊機長と
しゅん

十169図魍 瞬︑敵高射砲弾は︑汝が愛機の玉髄を

〉。
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つつ

十358囹 だ︒見たまへ︑筒はボール紙だらう︒三 高425 らです︒殊に日本では︑昔から月と文學が 十498囲のかをり︑わたしは︑じっと梢を仰ぎ見
十359囹 ル紙だらう︒三脚は︑やっときのふでき 十428 人が舞ってみるなどは︑實に美しい想像で 十499圏梢を仰ぎ見た︑今は部隊長になって︑職
十361囹
﹁︿略﹀︒﹂﹁レンズは︒﹂﹁︿略﹀︒﹂正男く
十429 ですね︒今日私たちは︑それが死の世界で 十521團見つめながら︑私は︑さくさくと白菜を
十362囹 つたのさ︒レンズは︑だいぶ上等なんだ 十432 いと思ふでせう︒月は︑永久に人間の心の 十526である︒この朝︑私は︑ラジオのいつもと
き さ ゑ
もん
十363 ﹂﹁︿略﹀︒﹂正男くんは︑さも自分で買った
十435図出でし喜三右衛門は︑しばし縁先にやす 十528囹て︑﹁帝國陸海軍は︑本八日未明︑西撃
十364 りでいふ︒にいさんは︑初めからにこにこ 十437図 にやすらひぬ︒日は︑やや西に傾けり︒
十532て︑はっとした︒私は︑學校へ急ぎながら
十366 んにいはれて︑ぼくは望遠鏡に目を近寄せ 十437図げば庭前の柿の梢は︑大空に協心をゑが 十532 へ急ぎながらも︑胸は大波のやうにゆれて
十368 出して見える︒それは肉眼で見るのとすつ 十441図 れたる喜三右衛門は︑ふと罫引ひけん︑
十533れでるて︑底の底には︑何か不安な氣持が
十374 く見ると︑月の表面は決してなめらかでは 十445図 より︑喜三右衛門は︑赤色の焼きつけに 十541園國に封して︑日本は敢然と立ちあがった
十374 は決してなめらかではない︒一面にざらざ 十447図 されど︑めざす色はたやすく現るべくも 十543園
たのです︒私たちは︑もうとっくに︑畳
十377園
える︒﹁月の顔には︑ずるぶんあばたが 十448図 いたづらに焼きてはくだき︑くだきては 十546四時間めに︑みんなは講堂へ集った︒さう
十382 たのやうに見えるのは︑大部分が火山で︑
十449図 くだき︑くだきては嶢き︑はてはただば 十551入った︒お書過ぎには︑おそれ多くも今日
ふんくわ
十382 大部分が火山で︑穴は噴火ロです︒こんな 十449図 きては焼き︑はてはただぼう然として︑
十553されるのを︑私たちは︑かしこまって聞い
十384 のですから︑噴火口は︑非常に大きなもの 十4410図 ばかりなり︒苦心は︑それのみにあらざ 十556た︒そのうちに︑私は︑目も︑心も︑熱く
十559 こそ︑われわれ國民は︑命をささげ奉るの

十402 に見られる氣象現象は︑一つもありません

十3910 たものでせう︒月には水がないといひまし

十396 る部分ですが︑月には水が一しっくもあり

十395 があるでせう︒あれは海といはれる部分で

十391 ます︒もちろん︑月は地球と違って︑とつ

十388 ます︒かうした火山は︑どれもこれもけは

十466図

十463図

十462図

十458図

十457図

めぐり歩きぬ︒夜は︑やうやく明けばな

︒鶏の聲を聞きては︑はや心も心にあら

の夜︑喜三右衛門は︑かまのかたはらを

走り出でたるかれは︑﹁たき木︑たき木︒

りき︒かくて敷年は過ぎたり︒ある日の

十455図れど︑喜三右衛門は︑動かざること山の

十454図者一人もなし︒人はこの様を見て︑たは

十451図

ああ︑多年の苦心は︑つひに報いられた

り出しみたるかれは︑やがて﹁おお︒﹂

＋5510
う思ったとたん︑私は︑もう何もいらない

き︒研究に費す金はしだいにかさみ︑し

十402 つもありません︒月は︑いつも晴天なので

十471図

十421 ふふうに︑月の世界は︑いはばまったく墨

十417 観です︒地球の直脛は︑月の約四倍ありま

十417 らやましいと思ふのは︑月から見た地球の

十413 うが︑陰になる部分は︑きっと直黒に見え

十堀2 陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光つ

十493圖

十488圃

十479図

十475図

たれり︒その作品は︑ひとりわが國にも

十477早し陶工なり︒かれは︑その碧いよいよ研

十476図

てくれたをぢさんは︑よい人だつた︒あ

た隣りのをぢさんは︑今みない︒からた

めたり︒柿右衛門は︑今より三百鯨年前

しぬ︒喜三右衛門は︑やがて名を柿右衛

いられたり︒かれは︑一枚の皿を雨手に

に心をうばはれては︑おのつから家業も

十406 いから︑月の世界では︑書はこげつくやう

十473図

十4410図

十406 ︑月の世界では︑書はこげつくやうな暑さ

十473図

十386 ︒いちばん大きなのは︑直樫が二百キロも

十4010 すると︑そのけしきはどんなものでせう︒

十407 つくやうな暑さ︑夜はその反論に︑ひどい

十561心の底にあった不安は︑まるで雲のやうに
たか
十563仰せられてみる︒私は︑神武天皇の昔︑高
十567さうだ︒私たち岩戸は︑天皇陛下の大命を
十569ある︒勇ましい皇軍はもとより︑國民全髄
十572てるるのである︒私は︑すっかり明かるい
十573 つた︒うちでも︑母は︑ラジオの前で職況
十574六﹁おかあさん︑私は︑今日ほんたうに日
し き
十584 ︒飛行基地の兵舎では︑各攻撃隊の指揮官
十587ばならぬ︒だが︑敵は軍港深くたてこもつ
十597よいよ出嚢といふ時は︑日没までわっか一
十599なかったが︑各部隊は︑こをどりして基地
十602行くのが見えた︒雲はますますこくなり︑
十602 こくなり︑雲の下では︑ものすごくスコー
十604てみたが︑敵艦の影はなく︑やがて夕やみ
十611電が來た︒今日こそはと︑だれの目にも︑
ねんれう
十612がひらめく︒整備員は︑燃料積み込みに大
壷423 を與へてくれるものはありません︒その至

十649 さげて行くと︑敵艦は︑いっせいに防空至

十644 隻が先行してみるではないか︒各艦のけた

十6310 あがる︒搭乗員の目は一つになって︑海の

十637園

しつつあったわが隊は︑この報をとらへて
クチク
あった︒﹁敵主力ハ︑駆逐艦三隻ヨリ成

区626 にも敵艦らしいものは見えない︒ただ︑青

室626 した地貼まで來たには去たが︑どこにも工

十623 た︒進むに從って空は明かるく︑眼下に土

十622 時を過ぎて︑大編隊は︑数隊に分れて次々

十619 尿器に思はれたことはなかった︒今日も雲

＋曽訓示をする司令の目は︑ぎらぐと光って

十747

十744

十743

十741囹

十738

十735

十734

十727

十726

十722

十718

めたりしてくれたのは︑母であった︒佐吉

もできなかった︒父は︑とうとう佐吉をよ

もえるやうな研究熱は︑どうすることもで

あざけられた︒佐吉は︑父の大工の仕事を

とよだ
﹁︿略﹀︒﹂豊田佐吉は︑村の人々から︑か

空を飛んだ︒直下には︑何事もなかったや

め︑われわれの一隊は︑もう一度あの職場

基地へ録ると︑司令は泣いてみた︒大任を

るとともに︑不沈艦は︑艦尾からするする

の衣食住といふものは︑みんな大切なもの

わびた︒佐吉の考へは︑かうであった︒人

かった︒﹁おまへは大工のせがれだ︒ほ

と︑父も︑だまってはみなかった︒﹁︿略﹀

﹁いよいよ︑あれは氣違ひだ︒﹂村中に

論654 ︒われわれ爆撃機隊は︑更に大きく弾幕の

十747︑母であった︒佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心の

十737園

十657 と現れた︒雷撃機隊は︑たちまち二隊に分
心7410

十749

倉632

十657 二隊に分れた︒一隊は右からウェールズへ

たふじ ょ う

十658 エールズへ他の一隊は左からレパルスへ襲

︒今のやうな仕方では︑みんながきっと困

してゆるがせにしてはおかれない︒今のや
に違ひない︒それには︑どうしても︑織機

十751
十752

十751

十755

︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑たて
ひ
糸であった︒よこ糸は︑仔によって︑右か

十659 ひかかる︒防空砲火は︑必死である︒ざあ
十667 た︒と見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛
くぢら
十6610 ︑命中する︒両職艦は︑ちやうど大きな鯨

十7510

十756

十662 ある︒だが︑わが機は︑まるで演習でもす

十671 攣へた︒ウェールズは右へ︑レパルスは左

十761次へと︑佐吉の考へは高まって行ったが︑

だらう︒更に進んでは︑ひとりでに︑布が

室672 ズは右へ︑レパルスは左へ︒すかさず︑二
十676 さしかかった時︑機はばっと赤い火を吐き

會が開かれた︒佐吉は上京して︑目をかが

函764

十762を出ただけのかれには︑ややもすれば︑手
つたたくさんの機械は︑まるで生き物のや

十682 を負ったウェールズは︑見る見る傾き始め

十766

に動いてみた︒かれは︑その精巧な機械を

十677 それと同時に︑魚雷はウェールズの舷側で

十767

い思ひがした︒機械は︑どれ一つとして︑

十689 思はせる︒レパルスは︑速力がぐっと落ち

十768

十6810 ルの海上にある︒艦はすでに火災を起して
十691 起してみたが︑砲火はほとんど衰へない︒

決心した︒それからは︑ほとんど書も夜も

を仕あげて︑いっかは︑外國を見返してや
た︒設計圖を引いては︑組み立てた︒組み

ある︒﹁︿略﹀︒﹂佐吉は︑もうじっとしてゐ

十774

立てた︒組み立てては︑それを動かしてみ

十771

十709

十775

十772

十η1 ーオブーウェールズは︑中央と艦尾から煙

十775

わが偵察機は︑なほも大空をめぐ

十712 で走ってみた︒船引は︑ぐっと左へ傾いて

思ふやうに直ぐものは︑なかなか生まれて

の だ

こで三日置乃木懸軍は︑津野田参謀に命じ

つ

ところ︑陛下には︑將官ステッセルが
十855図田

し︑翌日︑感激代表は︑七曲開城の談判を

出て着た︒乃木將軍はこの旨を大本管に打

日︑ステッセル言下は︑わが激しい攻撃に

﹂といった︒新聞紙は︑露軍敗北の記事で

見分をした乃木將軍は︑陣中にふさはしい

に起てられた部屋には︑大きな机を用意し

だけが残ってみたのは︑日本軍がここを占

近の家屋といふ家屋は︑雨軍の砲弾のため

とになった︒會見所は︑旅順から北西四キ

速さで織り出す光景は︑見るからに壮観で

出現によって︑日本は︑あっばれ綿布工業

吉のものに及ぶものはなかった︒押しも押

本でも切れると織機はおのつから止り︑よ

する日が來た︒努力はつひに報いられた︒

負けであった︒かれは︑愛機の敗因を根氣

た︒だが︑その結果は︑惜しいことに佐吉

ある︒明治三十八年は︑佐吉にとって忘れ

つた︒しかも︑かれはこれに満足せず︑す

た︒豊田式人力織機は︑盛んに國内に使用

た︒無罪﹀︒﹂みんなは︑かういってほめた

やうに集った人たちは︑布をみごとに織っ

來る︒しかし︑佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑新し

しなくなる︒貧しさは︑ひしひしと身にせ

であった︒世間からは︑ますます笑はれて

て來なかった︒佐吉は︑一軒の納屋に閉ぢ

1197317546314298276310110976

た︒ステッセル將軍は︑副官にいひつけて

じられた津野田参謀は︑二名の部下をつれ

98

したステッセル粛軍は︑﹁︿略﹀︒﹂といって

讃みあげると︑副官は︑これをロシヤ語に

531

十707 ︑われわれ爆撃機隊は︑引きあげて行った

十714 くウェールズの速力は急に落ちて︑ほとん

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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＋9110園 ﹁いいえ︑代ってはみません︒初めから

遠く及ぶところではありません︒﹂

を申し出た︒﹁私は︑馬がすきで︑旅順

からステッセル將軍は︑次のやうなことを

十9310圏

十941
十942園

乃木將軍は答へた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︒﹁︿略﹀︒﹂﹁閣下は︑私から物をお受け

ぐいただくわけにはいきません︒一点軍

十9410

十955園

十952囹

十964囹

十963囹

十957園

ついて何か御希望はありませんか︒﹂﹁︿

やうですが︑あれはなるべく一箇所に集

ヤ軍の職死者の墓は︑あちこちに散在し

ません︒私も︑馬は卸すきです︒さきに

十957判決してそんなことはありません︒私も︑

十966園

ラテンコ少將の墓は︑どうか保存してい

10了

ては汝のためにはよき相手ぞ︒名のら

候はじ︒同じくは直筆が手にかけ奉つ

絃したまひつるは︑この人々にておは

げん

。姓み音はすた一諸ろ諸一一一のすみ一義，，図図図圏要撃圏圏

ちが漢字を膨む時には︑このやうにいろい

姓名や︑地名などには︑おのおの特別な即

み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑讃みなら

音と訓があり︑中には︑音訓にいろく種

はあります︒漢字には︑このやうに音と訓

する場合も︑まれにはあります︒漢字には

た︑ことばによっては︑﹁重箱﹂﹁記念日﹂

詠﹂﹁物干竿﹂などは︑訓ばかりで讃む場

機﹂﹁高射砲﹂などは︑音ばかりで黒む即

書き表された場合には︑どの漢字もすべて

うに讃みます︒これは︑﹁うまれる﹂﹁はえ

靴﹂﹁杖﹂などの訓は︑一つですが︑﹁揃

音で讃みます︒これは︑もともと支那各地

﹁宮内省﹂の﹁宮﹂は︑﹁きゆう﹂﹁ぐう﹂

﹂﹁行列﹂の﹁行﹂は︑﹁かう﹂﹁ぎやう﹂

﹂﹁木目﹂の﹁木﹂は︑﹁ぼく﹂とも︑﹁も

のほか大部分の漢字は一つの音で忌みます

す︒﹁くに﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれ

みん﹂といふ励み方は︑漢字本甲の登音で

﹂﹁民﹂といふ漢字は︑﹁こく﹂﹁みん﹂と

温みますが︑漢字にはいろくな讃み方が

き表されます︒かなは︑だいたいきまった

り書いたりする文章は︑漢字とかなで書き

私たちは︑毎日︑本や︑新聞

ても飛び得ず︒今はかうと思ひ定め︑太

︒教経︑早わざにはおとりけん︑云いて

経︑目にたつさまはしたれども︑かれこ

まふな︒それらはよき敵かは︒﹂とい

戦ふ︒能登守尾長は︑今日を最期とや思
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十9610囹

なほざね

まっかういふ汝はたぞ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

︒熊谷︑﹁あれはいかに︒よき大品と

︑熊谷の次郎直實は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ︑

くまがい

汝がやうなる者は︑いつも重忠にこそ

原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流さ

するすみ

木品︒水の底には大綱あるらん︒心得

梶原殿︑この川は西出一の大川そや︒

十974理のとぼしいものではあったが︑ みんなの
十974みんなの談笑で食事はにぎはった︒食後︑
十976時︑ステッセル將軍は愛馬にまたがり︑は
十978 いので︑思ふやうには行かなかった︒やが
十979た︒やがて︑爾將軍は︑堅く手をにぎって
十993図
ころは︑正月二十日鯨りの
せ
十995図 ︒白波みなぎり瀬は高鳴りて︑さか巻く
十995図も速かりけり︒夜はすでに明け行けど︑
かちはら
かげすゑ
十川3図 出で湿たり︒一騎は梶原の源太景季︑一
かげすゑ
たかつな
十川4図 の源太景季︑一騎は佐々木の四郎高綱な
たかつな
十梱4図 高綱なり︒人目には何とも見えざりけれ
十川5図 を孚ひけん︑梶原は︑佐々木に四五間ば

21923727

しかたきも今日は大君の恵みの露にう
十871図圃
十873にけり とよんだのは︑この時である︒四
十874 ︒四日に︑乃木將軍は︑ステッセル將軍に
しも
十877ことか︒會見の當日は︑霜が深かったが︑
十885到着した︒乃木三軍は︑黒の上着に白のズ
きんしくんしやう
十886に白のズボン︑胸には︑金鶏三章が掛けら
十888と︑ステッセル將軍は︑その手を堅くにぎ
國のために職っては來たが︑今開城に當
十892園
下と會解することは︑喜びにたへません
十893園
十894と︑ステッセル將軍は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた
しくおあひするのは︑まことに喜ばしい
十896囹
十898儀禮がすむと︑一同は机を取り園んで着席
ちばん感じたことは︑日本の軍人が實に
十901園
十902園の任務を果すまでは︑決して持ち場を離
十904といふと︑乃木霊湯は︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒
や︑ねばり強いのは︑ロシヤ兵です︒あ
十905園
しんぱう
白けた辛抱強さには︑敬服のほかありま
十906囹
八サンチの砲弾には︑弱りました︒﹂﹁︿
十908園
さい
塞も︑あの砲弾にはかなひませんでした
十911囹
十913 コンドラテンコ少將は︑ロシヤ兵から父の
︑ 初めと終りとでは︑ずるぶん憂って來
十916囹
十917園攣ったといふよりは︑すばらしい進歩を

十927 がてステッセル將軍は口
︑調を改めて︑﹁︿

十922園にあれほど進むとは︑實にえらい︒さす
十923園にえらい︒さすがは日本人です︒﹂﹁︿略
十925園ら泳いで趨るのには︑旨くらひましたよ
十932囹ございます︒長男は南山で︑次男は二百
十932囹
男は南山で︑次男は二百三高地で︑それ

圏議事図圏乱悪圏
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11了

1τ了

11了

11了

11了
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118

略﹀︒﹂
と︑乃木將軍はおだやかに語った︒

︒﹂﹁ものの敷には候はねど︑武藏の甲

声十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十936

十937囹 に語った︒﹁閣下は︑最愛のお子様を撃
十939囹てゐられる︒閣下は︑實にりっぱな方で

十十十十十十十十

10了
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十柵1 された塗り物の工場は︑薄暗い土藏の中で
十船10 した手早さで︑職人は︑一つ一つのすき間
つて行く︒﹁これはさび漆といふもので

十伽3 動いてみる︒その手は︑盆を一枚一枚︑は
十㎜4園

行く︒﹁︿略﹀︒﹂職人は︑話しながらも︑早

十伽6園 なかなか塗り物には大切なものです︒﹂

十伽5園 ものです︒さび土は︑その土地特有のも
十㎜7

霜㎜7 ながらも︑仕事の手はちっともゆるめない
十伽10 がみた︒この人たちは︑下塗りのできた盆
十三4園 てるる︒﹁下塗りは下の部屋でしますが

︒﹁︿略﹀︒﹂主人の話は︑中塗りのことにな

十悩6園 のです︒塗り物には︑ほこりが禁物です

十梱5園 ︑中塗りと上塗りは︑二階の方がいいの
十梱8

氏譜1園 と同時に塗ることはできません︒まつ︑

十慨5 積まれた中塗りの盆は︑内側ばかりが塗つ
応当6 塗ってあって︑外側はまださび色のままで
むろ
公益8園 や︑さうたやすくはいきません︒この室
十慨10 といひながら︑主人は戸を開いた︒上下二

音響とともに︑黒煙は天に立ちのぼった︒

かかへた敵の飛行機は︑輸送船團の頭上か

海岸を防備する敵軍は︑いち早くわが船團

十髄7 てしまひました︒私は︑注射をして脈に胆

十佃4 です︒牧町する時には︑さほどとも思はな

十佃4 ました︒重い患者には︑船の動揺が禁物で

十柵2 ︒夕方になると︑海はますますしけて來て

十梛9 て來ました︒よってはならないと︑絶えず

十重8 のすごく聞え︑船内は︑何だかさうざうし

たのであった︒兵士は︑銃を持つたまま︑

られましたが︑患者はもう口をきく力もあ

らせました︒軍醤殿は︑すぐ來られました

わが輸送船團は︑マライ半島のコタ

岸からの敵の銃砲火は︑ますます烈しさを

十溜10

汁鵬10

され︑更にその後には︑屋根型の鐵條網が
ざんがう
ートルほど後の方には︑帯のやうな致壕と

ってみる︒その後には︑とげのある鐵線が

十字3 が︑だれもみるのではありません︒とたん

十襯9 しまひました︒靴下は︑横になったままで

十㎜8 同時に︑全身の氣力は︑なくなってしまひ

が残ってみる︒兵士は︑もぐらのやうに全

を埋めた︒砂の上には︑銃劒だけが残って

きもしない︒かれらは︑両手をそろへて海

つ伏したまま︑兵士は身動きもしない︒か

十備1 波を見ながら︑宗治は︑主家毛利輝元を案

十備1 たしになるのも︑間はあるまい︒押し寄せ

十襯5 高松の城主清水宗治は︑急いで天守閣への

三蓋1

十欄7

ばllかう思った私は︑もう船の動揺にも

︿略﹀︒﹂私のからだは︑すっくと立ちあが

十欄3 んに︑私の頭の中には︑病室で苦しんでゐ

十備7 ないと思った︒宗治は︑城下にたてこもつ

はしはひでよし

しみつむねはる

長の太い聲だ︒兵士は︑はさみを手に手に

必備3 れば︑羽柴秀吉の軍は︑直ちに毛利方を攻
がたちこめた︒兵士は︑﹁わあっ︒﹂ととき

十網9

十粥8 するといってみるとはいへ︑この水で見殺

で見殺しにすることはできない︒中には︑

鐵濫訴を破ってからは︑とげのある鐵條網

十三10

いと思った︒軍勢には︑ちっとも驚かない

のまま︑じっとしてはみられないと思った

十備9 とはできない︒中には︑女も子どももみる
十⁝⁝1

たかかげ

十幽1 宗治も︑この水勢には︑はたと困ってしま

＞︒﹂と誓った︒隆景は喜んで︑それぞれ二

勲爵9囹

十M9園 いつれも︑﹁これは意外のおことば︒私

その時︑七入の城主は︑いつれも︑﹁︿略﹀

だことのなかった私は︑船の勤めば話に聞

れ刀を與へた︒宗治は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑きつ

十粥8

十襯5 元のをぢ小早川隆景は︑七城の城主を集め

つた私は︑船の勤めば話に聞くほど苦しい

十爾1

十衛1

おことば︒私どもは︑一命をささげて國
てるましたが︑今度は︑いよいよやって來
︑働きました︒患者は半敷ぐらみよって︑

船は︑かなりひどく揺れ

ました︒深夜の空には︑ちりばめたやうに
うるし
星がかがやいて︑船は︑黒い漆を流したや

であったのが︑二本は折れて一本足になつ
かんぱん
ましさうなので︑私は︑箱をかかへて甲板

病室の患者は︑よく疲静まってゐ

くわんじゃ

進む皇軍將士の前には︑壷壕も︑トーチカ

てるもと

けたのだ︒兵士たちは︑砂の底で︑砂とい

見られた︒兵士たちは︑鐵飾言の下をほっ

馬柵6 だがききません︒海は︑ますます荒れてゐ

士の身を︑かくす物は何一つない︒揮丸の

一人笑をはなした者はなかった︒海岸へた

き出す︒輸送船からは︑船員たちが︑銃を

521110553284210763875541087421041952
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十伽1 れた戸だなで︑中にはわくが仕掛けてある
十三2園 はさみます︒わくは心棒で支へ︑時計聖
画鵬5囹 が嚢明されない前は︑夜中でも起きて︑
ふんどう

十旧7 るほど︑室の横側には︑重い分銅のついた

十㎜10園 毒してみる︒﹁漆はよく天氣を知ってゐ
十二10園 てるて︑雨か晴かは︑その乾き具合です
十悩1囹 す︒漆が乾く時には水分を吸指しますが
どうやう
十桝10 の仕あげをする仕方は︑中塗りと同様で︑
十薬2園 通り工場の御案内は終りました︒これか
十獅5 さて︑みなさん︒私は陳列室へはいって︑

十伽6 ︑みなさんの周團には︑どんな塗り物があ
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13了

13了

十櫛5図魍 ぶ白露のおきてはこぼれこぼれてはお

十伽6圏 こぼれこぼれてはおく
十島7図魍障子にはひて日はしっかなり

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十衛2園 宗治は︑﹁この刀は︑國境の固め︒かな
十衛2園 固め︒かなはぬ時は︑城を枕に討死せよ
十衛9 宗治の態度に︑秀吉はいよいよ怒って︑軍
十描1 千の將士︑たやすくは落ちるはずがなかつ
十爾3 があったので︑秀吉はさっそくこれを用ひ
あもり
ながら
十描7 く流れてみる足守川は︑長良川の水を集め
十爾8 ︑城の周園のたんぼは︑たちまち湖のやう
毛利方は︑高松城の危いこと
十摺1
十㍑2 ってよこした︒爾軍は︑足守川をさしはさ
十術3 その間にも︑水かさはずんずん増して︑城
十宙3 ん増して︑城の石垣はすでに水に没した︒
十柳7 磨じるやうな宗治ではない︒宗治は︑あく
十柵7 宗治ではない︒宗治は︑あくまでも職ひぬ
わほく
十術9 らせがあった︒輝元はこれを聞き︑和睦を
十備3 うと申し出た︒秀吉は︑承知しなかった︒
ほんのう
十粥3 ると意外にも︑信長は本能寺の愛にあった
十嘲4 愛にあった︒これには︑さすがの秀吉も驚
十幣6園 るなら︑城兵の命は︑宗治の首に代へて
山蘭9
vといった︒宗治はこれを聞いて︑﹁︿略
＋柵−o園 承知すれば︑主家は安全︑五千の命は助

十湿3
十醜6
十齪9
十旧9
十塒9
十川4
十矧4
十矧5
十鯉1
十㎜5
十蹴9
十蹴9
＋鯉−o

あい
宗治と検使とは︑ことばずくなに挨

vといって︑検使は︑酒さかなを宗治に

をした︒やがて宗治は︑﹁︿略﹀︒﹂といひな

あとを追った︒検使は︑宗治の首を持ち蹄
を持ち錦つた︒秀吉は︑それを上座にすゑ
ちやう
今年は︑ひでりだ︒張は︑
ちやう

︑雨雲一つ浮かんでは來なかった︒﹁︿略﹀

年は︑ひでりだ︒張は︑うらめしさうに天
だれだ︒﹂農夫たちは︑口々にそんなこと
見えるかぎりの変畠は︑しらがになった︒

のことを思ひ︑倉には︑ほとんど物のない

まった︒﹁︿略﹀︒﹂張は︑自分の二人の息子

った︒それでも︑張は︑倉から変粉を出し

十鯉11園 れで︑子どもたちは︑生き延びませう︒

十㎜11囹 ここを離れることはできない︒﹂

十㎜2 略V︒﹂二人の子どもは︑かういってせがん
十㎜3 んだ︒けれども︑張はだまってみた︒﹁︿略
十㎜9
張は︑突然大きな聲でど

農夫たちは︑はうきを持つたり

近づいて図る︒雲ではなかった︒﹁︿略﹀︒﹂

である︒いなごの群は︑雨のやうに︑ざあ

五風十雨︑今年は︑何とありがたい年

と畠に降った︒作物は︑ひとたまりもなく

かにみのった︒今日は夜明けから︑張の家

思っただけでも︑張はうれしくてならなか

明けから︑張の家では︑変刈をやってみた

ある︒二人の子どもは︑笛を合はせて吹い

ざった︒らふそくには︑火がともった︒風

交通路は︑ちやうど︑人間で

かうつう

せて吹いてみる︒張は︑しみじみと幸福に

が起れば︑國の活動は︑たちまちとどこほ
︑悉くて大きな國では︑交通路が何よりも

切である︒交通路には︑胆道があり︑自動

ことができないうちは︑支那の活動も︑嚢

でも︑これらの延長は︑約二号六千キロに

そしき

る︒愛路村といふのは︑交通路を愛し︑こ
そしき
村に住んでみる青年は︑愛路青年隊を組織

ある︒愛路少年隊には︑十一歳から十七歳

を組織し︑少年たちは︑愛重少年隊を組織

年隊を組織し︑女子は婦女隊を組織し︑少

ある︒愛路少年隊には︑次のやうな美談が

けたのち︑少年たちは︑それぞれの任務を

困難であり︑みんなは︑何の手がかりもな

これをさがし出すのは︑非常に困難であり

くやしがった︒かれは︑すぐその悪者がど

た︒かうして︑父親は︑少年の身代りとな

といって︑その任務は︑しばらくも捨てて

で止めた︒ある少年は︑自動車道路の見張

へるばかりだ︒少年は︑線路の上に二王立

にしておけば︑列車は︑ひっくりかへるば

209

＋柵−o園 は安全︑五千の命は助る︒﹂と思った︒﹁

十川2
ある年は︑雨績きであった︒
十脳3園 降った︒﹁これでは大水だな︒﹂張は︑
十廻4 降った︒﹁︿略﹀︒﹂張は︑遠くを流れてみる
十川5 最後︑ここらあたりは︑海のやうになって
十脳6 になってしまふ︒畠はもちろんのこと︑家
十脳8園 まふのだ︒﹁水には︑かなはない︒立ち
十川9 ふのだ︒﹁︿略﹀︒﹂張は︑夜具をかつぎ︑手
十川9 委粉と塩をさげ︑妻は︑なべや︑やくわん
＋脳10 つた︒二人の子どもは︑茶わんや︑紙や︑

も︑こんなところはいやだよ︒﹂﹁︿略﹀︒

＋脳12囹︑ こんなところには來ないね︒おとうさ

張は︑よく實のりかけた

﹁おお︑今年こそは豊年だ︒﹂
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略﹀︒﹂ と思った︒張は︑子どもたちと約束

十鋤1三
十晒6園
十鋤7
十鋤9

206
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十粥3 た︒﹁︿略﹀︒﹂と宗治は答へた︒四
はるよし
宗治には︑向井治嘉といふ老
十柵5
十柵9 つねて行くと︑治嘉は喜んで迎へながら︑
十欄3園 ざりください︒私は︑お先に切腹をいた
十柵4二 むつかしいものではございません︒﹂腹
十㎜5 を取ると︑治嘉の腹は︑眞一文字にかき切
十欄6醤 けない︒おまへには︑決して犬死をさせ
油㎜8 つた︒その夜︑宗治は髪を結ひ直した︒静
十旧1
いつのまにか︑夜は明けはなれてみた︒
み
十捌3 め︑姿を正した宗治は︑巳の刻を期して︑
十捌9 て來た︒二さうの舟は︑静かに近づいて︑

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

212
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いひ出した︒楊少年は︑累層﹀︒﹂といって

ついて︑子どもたちは︑あわてて家にもど
ゆめ
通るその聲を聞くのは︑夢の中の聲のやう

十一105 なった︒母宮殿下は静かにおっしゃった

十一98園

この雨で︑農家はさぞ喜ぶことでせう

やうに思はれる︒春は︑苗由りがやって躍

十一106囹

十一117 おける王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民

つた︒﹁︿略﹀︒﹂王は︑母宮殿下にじっと

ぼん耳に親しいものは︑水を運ぶ一輪車の

十一119 のおつかれで︑王は︑ある善しばしかり

けん

十一1210 略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂王は︑かうおっしゃって

十一129囹︒﹂﹁病氣︒それは氣のどくだ︒﹂王は︑

ふべん

に不便な北京城内では︑一軒一軒︑水を運
りやうみ
﹂が響く︒夏の日には︑この音が涼味をさ

で響く︒子どもたちは︑またそちらの方へ

り出す︒子どもたちは︑それをつかまうと

その笛が鳴る︒笛には大小があるから︑堪

せる︒鳩笛といふのは︑鳩に笛を結びつけ

られる︒子どもたちは︑その新鮮なかざり

なって行く︒正月には︑門の戸びらに︑眞

ある︒小さな子どもは︑給も字もわからな

十一163 た王に︑母宮殿下は︑母君としての御慈

十一158 あらう︒御ひつぎは︑表玄關から︑母宮

十﹁151 つた︒正門の前には︑お四つでいらっし

十一1410

矢ざまのかげには︑射手とおぼしき者

笠置の城と申すは︑山高くして一片の

十一148 する御ひつぎの車は︑直穿隊の護りもい

十一146 ︑防空演習で帝都は夜のやみにとざされ

十一142 第一線の將兵たちは︑この電文が示すや

十一138 お鋸りになった王は︑武官のさし出すこ
てい
十一141 砲煙雲雨の間︑王は︑彼我の職況を御眠

起させる︒夜の胡同は眞暗なので︑それこ
れん
に面した家々の門には︑聯が書かれてある

へ走って行く︒黒田は︑子どもたちを育て

十一182図

十一168図

の

をはり

十一187図り︑名のりけるは︑﹁︿略﹀︒﹂といふま

十一202男振 り候ひしほどはなかりけり︒ここを
O これよりのちは︑寄せ手雲霞のごと

十一201口司凶 がりていひけるは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑胸を

み

りました︒これは︑おみやげにと思ひ

た北白川宮永導流は︑母宮殿下の御前に

げんくわん

ろ︑御ひつぎの車は︑御殿にお着きにな

ぎぢやう

︒やがて黒龍江は︑やさしい手をひろ

である︒子どもたちは︑この中で自然の美

十一133 王の御宿舎の前には︑蒙古の住民たちが

味をさそひ︑冬の日は︑いかにもさむざむ

十一113

十一108 命を拝されて︑王は蒙彊の地へ御出征に

もうきやう

﹁永久のからだは︑お上におささげ申

十一104 尉の御軍装で︑王は︑母宮殿下の御前に

りがやって來る︒夏は︑金魚中りがやって

121110
略﹀︒﹂と歌ふ︒秋には︑なつめ費りもやつ
︑管のやうな胡同には︑それがふしぎなほ

219

4

ある日の夕方︑かれは村の墓地を通ってゐ

三人現れた︒楊少年は︑てっきりこれだと

を投げつけた︒爆弾は︑大きな音をたてて

背にあたった︒少年は︑氣を失った︒悪者
かいはう

を失った︒悪者たちは︑そのままどこかへ

介抱したが︑その夜は︑ただ眠り績けてる

をさました︒楊少年は︑苦しい息の下から
︒まもなく︑楊少年は︑また何かいはうと
べきん

れつきり︑少年の息は絶えてしまった︒三

北京の町には︑胡同が網の目のや
こうち
みる︒胡同といふのは︑小路のことである

220

6

4

220

8
6

してみるので︑小路は︑おのつから高い土

みる︒いはば︑胡同は一本の管になって︑

いやうなこの胡同ではあるが︑ここに住ん

なる天地である︒冬は冬で︑風當りの少な

子どもたちにとっては︑かけがへのない樂

だまりを樂しみ︑夏は夏で︑ひんやりとし

持って︑遊ぶわけではない︒その邊を走つ

るのである︒物音には︑いろくなものが

ものを持ち︑片手には鐵棒をにぎってみて

やって還る︒片手には︑大きな毛抜きのや

たと止ると︑そこでは︑どこかの子どもが

十一1810図書 に進みたる旗は︑美濃・尾張の勢と
はり
十一1810図圖 張の勢と見るはひが目か︒萬乗の君

王は︑お持ち錦りになつ

「〈

げられて︑しばらくは話がにぎやかに閃く

十短8鷺 が違ふ︒﹁あの音は︑おもちゃ屋さんだ
沼刎9園 ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁今のはあめ屋さんだ︒﹂と︑
大きな音をたてるのは︑猿まはしのどらで
つもりなのだが︑猿は途中で︑きょとんと

22

22

22

23

れが︑見てみる人にはかへっておもしろく

9746
囹 圃でへでりそせらなあに起凄みしにば．〕略りや通つ
み
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十一81になった母宮殿下は︑﹁︿略V︒﹂と仰せら
十一88 御卒業になった王は︑ 士官候補生として
一軒の農家の軒先
十一93 演習が終って︑王は︑
十一94 軍帽のひさしからは︑ 雨のしっくがした
十一95 たり落ち︑御軍服は︑ しぼるやうにぬれ
十一96園﹁雨で︑殿下には︑ さぞお困りになつ
ｪV︒﹂とおつし
十一97申しあげると︑王は︑

り︒仰ぎ願はくは︑臣が心をあはれみ

やすかるべしとは見えざりけり︒義貞

よしさだ

て控へたり︒南は稻村が碕にて砂上道

を見渡せば︑北は山高く道けはしく︑

83984
図図図図図

23

絶えない︒猿まはしは︑猿を使ったり︑せ
︒子どもの見ものでは︑このほかに影給が

十十十十十

1153311854211063211843121110763

十十十十十十
2r18 218 218 218 21了

7

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
216 216 216 215 215 215 215 215 215 214 214 214 214 213 213 213 213 212 212 212 212 212 212
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が揺れながら動くのは︑子ども心を引きつ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
一

216
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高い区民にあっては︑禮儀を重んじ︑こ

﹂をつけて敬ふのは︑いふまでもない︒

のためにする場合は︑私が御案内申しま

ねいにするためには︑ぜひとも敬語の使

ますか︒をばさんは︑どうなさいます︒

姉・をぢ・をば等は︑目上の人であるか

のやうな︑かな文は書かなかったでせう

なりました︒式部は︑文學の天才であっ

へて︑紫式部の名は一世に高くなりまし

のころから紫式部は︑筆をとって有名な

でした︒父の臨時は︑﹁︿略﹀︒﹂といって

十﹇439

十一439

十一438

十一435

十一432

十一4210

十一426

︒元日の朝︑源氏は︑ちよつと紫の君の

めるために︑源氏は給をかいて見せたり

ことを思ひ出しては泣くことがある︒こ

︒しかし︑紫の君は︑やはりおばあさん

引き移った︒源氏は︑小さな妹でもでき

しまった︒紫の君は︑いとこの源氏の君

げて泣いた紫の君は︑その年の秋おばあ

さすがに子どもは︑じっと聞きながら

紫式部は︑子どもの時から非

う︒當時︑かな文は女の書くもので︑男

十一441

ためとき

の書くもので︑男は︑漢文を書くのが普

べてある︒紫の君は︑それを部屋いつぼ

十一443園︑あなたも少しはおとならしくなった

のどかな春の日は︑暮れさうでなかな

次にかかげる文章は︑源氏物語の一節を

りでなく︑今日では︑世界にすぐれた文

十一455

十一454園

十一454園

車を引いた︒庭では︑うぐひすが︑美し

十一461囹犬きや︑おまへはおにいさんのお供を

十一456

ます︒教室のぞとは︑うららかな初夏で

て行った︒紫の君は︑人形の一つをおば

﹂といって︑源氏は出て行った︒紫の君

だから︑泣いてはいけませんよ︒﹂と

あげよう︒今日はお正月だから︑泣い

十一451 るやうに︑紫の君は源氏にいった︒﹁︿略

十一447

考へると︑紫式部は︑やつぽり女でなく
でふ

つぼり女でなくてはならなかったのです

日がさして︑西側はみすがあげられ︑年

十一465

てるます︒あの雀は︑のんきでいいなあ

源氏物語五十四帖は︑わが國の偉大な小

を讃んでみる︒顔はふっくらとしてみる

十一469

3了

37

特に︑わが言語には敬語といふものがあ

の前へ出た場合には︑自分のことを謙遜

てるるが︑目もとはさもだるさうで︑病

十一472

並んでみて︑奥では︑がやがや人聲がし

あげた尼さんの顔は︑この子とどこか丁

せられたねえさんは︑まるでよその人の

出して來た女の子は︑何といふかはいら

十一478

ゐます︒お座敷では︑山田のをぢさんと

丁﹀︒﹂と︑女の子は︑さもくやしさうで

十一481

十一476 うになるのを︑私は感じました︒午後︑

十一486

ばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀︒﹂かういつ
う ば

るらしい︒尼さんはもの静かに︑﹁︿略﹀

ふへ行った︒それは︑この子の乳母であ

しい氣がして︑私は自分の部屋へもどり

私はだまってうなづきま

︑さうお丈夫ではないんですから︒﹂

ね︒おかあさんは︑さうお丈夫ではな

十一504園

十一488
十﹇504園

十一518図

︒東郷司令長官は︑直ちに全軍に出動

とす︒わが海軍は︑初めより敵を近海

第二・第三艦隊は︑今や朝鮮海峡を纒

十一512 といひながら︑話はとだえがちでした︒

ました︒ねえさんは︑山田のをぢさん・
が︑それにしては︑まあ何といふよい

十一519図

十一509
でも赤ちゃんでは困りますよ︒もうあ

十一527図

十一505

たのおかあさんは︑十二の時おとうさ

子どもは︑おとなしくすわっ

いったいあなたはどうなさらうといふ

すわった︒尼さんは︑子どもの髪をなで

めるといふことは︑若様に長しても申

やもう︑あなたはまるで赤ちゃんです

3了

るのに︑あなたは雀の子に夢中なんで

38

とばを︑われわれは常に用ひてみること

した︒おかあさんは︑今日おいでになり

35

38

を尊敬するためには︑自分のことを謙遜

ん︒私のをぢさんは︑大阪にをられます

35

35

35

36

38

した︒などいっては︑もの笑ひである︒

です︒といふよりは︑父がよろしく申し

れます︒ねえさんは︑お仕事をしておい

十一332図圏べにねたる夜は夢のうちにも花ぞ散

ほどに獲達したのは︑つまりわが國がら

の心を表すためには︑最上の敬語を用ひ

る︒軒下わが國民は︑皇室を中心とし︑

すことのできるのは︑實にわが冠着の一

ある︒敬語の使用は︑禮儀にかなふとと

と考へたりするのは︑大きなあやまりで

したり︑あるものはいつばんに使用され

ばである︒今日では︑男も混用したり︑

ものがある︒多くは家庭で用ひる物品な

︑女の使ふ敬語には︑やや特殊のものが

阪にをります︒姉は︑仕事をしてゐます
︒いつぼんに︑女は男よりもいっそうて

ません︒私のをぢは︑大阪にをります︒

く申しました︒母は︑今日まみりません
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もののことを︑私は︑まだめしあがりま
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十一335図圏秋來ぬと目にはさやかに見えねども
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十十十十十十＋＋十＋＋＋＋＋＋＋＋十＋十十十十十十十十十十十＋＋

︑わが旗み
艦か
三さ笠は︑職闘旗をかかぐる
る東郷司令長官は︑六隻の主戦艦隊を
︒敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せ
塾せしが︑われは急にその前路をさへ
び海怒りて︑波は山のごとくなれども
の撃ち出す砲弾は︑よく敵艦に命中し
に定まれり︒敵は︑算を潤して逃れ去
らんとす︒われは︑これに乗じてすか
れっ

書証・水雷艇隊は︑砲火をくぐって敵
しかば︑敵艦隊は四分五裂のありさま
なり︒わが艦隊は︑東郷司令長官の命
隊及び巡洋艦隊は︑直ちに東方へ向か
生・東郷の諸隊はその退路を絶ちて︑

カトフ少量︑今は逃れぬところと覧悟
エンスキー中將は︑きのふの戦圖に傷
︑敵艦の大部分は︑わが艦隊のために
ほりょ

の死傷及び捕虜は︑司令長官以下一丁
キンセウ

メ得タルモノハ︑一二天皇陛下ノ御
チン

ヨ

ノ僅少ナリシバ︑歴代神籔ノ加護ニ
鎭西

の中に︑﹁朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑
ちんぜい

べて感泣せざるはなかりき︒九

爲朝は︑七尺ばかりなる男

防ぎけるが︑敵は大勢なり︑かけへだ

けへだてられては父のために悪しかり

大きなる馬には乗ったり︑軍の下知

れば︑大黒義朝は︑大の男の︑大きな

呼びて︑﹁敵は大勢なり︑もし矢番

︑大將の前には親死に子討たるると

とも︑つひにはかなふべからず︒阪

退けんと思ふは︑いかに︒﹂といへ

爲朝が手並みは︑汝も知りたるもの

向かひ︑﹁汝は︑聞きしにも似ず手

あやまたず︑矢はかぶとの星を射けづ

野はかがやきて︑白雲を

みたれば︑七郎はしばしもたまらず死

に立てば

さなへ

早苗

ぼゆ︒行く水は少しにごれど︑せせ
のつづく限りは︑植ゑわたす

雲
て來ます︒ のちには︑ごく薄い︑白い絹

に︑咲くものは露草の花︒十一

きなかさを着るのはこの雲のかかった時
はんてん
に群生する白い雲は︑ さばの斑貼に似て

見たところはさびしい雲です︒夜
とかかってみるのは︑ 殊にさうした感じ

すが︑

泣いてみる場合には︑ 雨の近いことほと
ゐますが︑ 西洋ではよく牧場の群羊にた

このおぼろ雲は︑天候の前兆として

の夜のおぼろ月とは︑ かういふ雲のかか
が︑

天候の前兆としてはいよいよ悪い方だと
れる雲です︒雨雲はきまった形がなく︑

むら雲・おぼろ雲は︑巻雲や︑薄雲・い
じの雲であることはいふまでもありませ
すべり出る白い雲は︑層雲といって︑雲
低い雲です︒高さは五百メートルぐらゐ
形に現れる白い雲は︑積雲といひますが

ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲で

み

が鳴った︒みんなは待ってるたやうに︑

である︒﹁今日は︑あの山よりもつと
十一849園

せまい道の雨晴には︑大きなささが︑ぼ

まらなかった︒道はすぐ登りになる︒か

がひしく︑ぼくらは︑小鳥のやうにをど

りと晴れて︑太陽は︑ほがらかにこの温

ある︒きのふの雨はからりと晴れて︑太

にふれるため︑私はここまでのぼって來

ひのき

いて立ってるるのは︑檜である︒この深

て眞直に立つものは︑かうやまきである

の席に︑しばらくは︑すべてを忘れて立
︑小川のせせらぎはだんだん高く聞えて

︒まだ︑朝の太陽はのぼってみない︒薄

雲や︑かなとこ雲は︑いかにも壮大で︑

天地も暗くなるのは︑かうしたすばらし

その頂が開いたのは︑朝顔雲とか︑かな

入道雲です︒積雲は二千メートル以下の

86399421415531083

林が惹く︒道端には︑ささがめづらしく

の人は︑﹁天氣は大丈夫です︒﹂と︑
十一889園

しかし︑小屋の人は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑先生

前十一時︑みんなはずみぶんつかれてみ

れる︒時々休んでは︑また目掛を振るひ

に銀色に光る︒道はいくぶんなだらかに

鳴った︒木の間では︑うぐひすが鳴いて

8526108

開である︒﹁山は︑今春なのだ︒﹂と︑
十一915園

かを温める︒道端は︑﹁いはかがみ﹂の

かつた︒それからは尾根傳ひに︑なだら

るさうだが︑今日は何も見えない︒行手

聲がする︒ぼくらは︑胸がをどつた︒や

歓聲をあげた︒道は︑ややなだらかにな

になった︒つひにはそれもなくなったと

98510852

火を逃れん者は矢を解るべからず︑
矢を恐れん者は火を叢るべからず︒
︑﹁合戦の事は武士にこそ任せらる

みなもとの

かけたらんには︑職ふともいかで利

大孟月義朝は︑赤地錦のひたたれ

さが
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るべからずとは︑道理なり︒まさし
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弓引きたまふは︑いかに︒﹂といひ
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あらん︒義朝は武略の奥義を極めた

を肇杏窪φ迭峯

そののちは音もせず︒武前︒相
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十一9110 咲き績く黄色な花は︑大きなのが﹁しな

十一918 にしたがって︑花は美しかった︒右手に
＋一㎜−〇

來る︒明け方の風は︑いやといふほどつ

十一伽3 やりと見える︒船は嚢動機を止めたまま

十一川1

十一佃9

し︑ベートーベンは︑ただだまってうな

た︒ベートーベンは︑ひく手をやめた︒

しばらくして︑兄は恐る煙る近寄って︑

十一相4囹 つたい︑あなたはどういふお方でござ

十一川2

かんぱん

十一924 れてるた︒お花畠は︑まるで弁天の星の

十一梱6 す︒見る見る甲板はます・さけの山︒か

せっけい

きっすゐ

十一梱7 尾に近い漁獲に船は墨髭である︒濃霧が

﹁ああ︑あなたはベートーベン先生で

＞︒﹂ベートーベンはかういって︑さつき
十一棚8園

十一摺6

十一929 あげる︒足もとには︑かなり大きな雪漢

われは海の子︑白波の
みたる

十一麗1

腰をおろした︒月は︑ますますさえ渡つ

りに頼んだ︒かれは︑再びピヤノの前に

十一川10 ちあがった︒三人は︑﹁どうかもう一曲︒

十一川10

﹂といって︑かれはしばらく澄みきった

と︑ベートーベンは︑つと立ちあがった

出して︑われは拾はん海の富︒いで

十一麗2

略﹀︒﹂きやうだいは思はず叫んだ︒ひき

組みて︑われは護らん海の國︒十六

十一麗5

十一川9

︒﹁ああ︑あれはぼくの作った曲だ︒

はだは赤銅さながらに︒波

かなかうまいではないか︒﹂かれは︑

十一備1

︒﹂ベートーベンは立って出かけた︒﹁︿

調べに︑三人の心は︑驚きと感激でいつ

をどるやう︑最後はまた急流の岩に激し

一宇すると︑今度はいかにもものすごい

十一佃6

十一榴2

略﹀︒﹂きやうだいは︑口をそろへていつ

10

さしい沈んだ調べは︑ちやうど東の空に
﹁︿略﹀︒﹂かれは︑突然かういって足

十一佃8

算を止めた︒二人は戸外にたたずんで︑

い今の身の上ではないか︒﹂と︑兄の

うにいってみるのは︑若い女の聲である

十一佃10

んでせう︒私には︑もうとてもひけま

りかかってみるのは︑妹であらう︒二人

十一佃1

ベートーベンは︑急に戸をあけては

んください︒私は音協家ですが︑おも
がいった︒妹の顔は︑さっと赤くなった

十一桝3

えさん︑この間は︑ お手紙をありがた

の名号を博したのはこの曲である︒十七

十一M1 さうして︑その夜はまんじりともせず机

の娘を見た︒かれは︑急いで家へ錦つた

︒﹂ベートーベンは︑ちよつとふり返つ
妹であらう︒二人は︑不意の來客に︑さ

十一

十一麗8

しゃくどう

じき樂とわれは聞く︒丈蝕のろかい

さ

十一棚9 を投げかける︒船は︑思ひ切り吃水深く

とも四十五度以上はあらう︒﹁︿略﹀︒﹂と

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一931 おろされた︒先頭は︑もう山小屋の右下
十一934 登り着いたぼくらは︑何といふすばらし

十一932園く來い︒向かふは晴れて︑山がすてき
十一943 かふの山脈との間は︑千丈の谷となって
十一946 打たれて︑ぼくらは︑ほとんど一種の興
十一953 から吹きあげる風は︑もうもうと雲を巻
十一955 に消散する︒それは︑ふしぎに思へるほ
十一956 りとしてみた︒左は︑急な料亭が神秘な
十一9510 岩塊である︒そこは︑十人遅は乗れない

十一958 絶頂が來た︒それは︑大空の一角にそそ
十一9510 ︒そこは︑十人とは乗れないほどせまか
十一964

十一963 の絶頂へ登る傾斜は︑少くとも四十五度
︑元氣な山田先生は︑﹁︿略V︒﹂といはれ
についた︒﹁山は廣い︒﹂と︑ぼくは

十一969 して︑ぼくらの村はもとより︑富士・淺

十一966
十一973園

恋い︒﹂と︑ぼくはっくづく思った︒さ

ら︑ベートーベンはピヤノの前に腰を掛
ートーベンの爾眼は異様にかがやいて︑

43210542856

十一973

と赤くなった︒兄は︑むっつりとして︑

すがllあなたは︑演奏會へ行ってみ
ベートーベンは︑﹁え︑樂譜がない︒
︑かはいさうに妹は盲人である︒﹁︿略﹀

きやうだいの耳にはふしぎに響いた︒ベ
やいて︑その身には︑にはかに何者かが

移ったやう︒一音は一音より妙を加へ神

心の樂しい時には︑花の方から︑進ん

と思っても︑花はいふことをききませ

ち着かない時には︑いくらいけようと

よく現れるものはないと︑自分ながら

ましたが︑あれは︑いけ花のいちばん

何度もいけるのは︑あきてしまひまし

ごろまさえさんは︑熱心にいけ花のお

ゑつけた野菜類は︑たいそうよくでき

ん︒この一年間は︑何を見ても︑何を

團団国国團國團團国国

十一982 ひにしてこのころは︑割合ひなぎの日が
十一984 隻の流し網出漁船は︑いま出動準備の最
もやう

十一985 り︑特に船長たちは︑晴雨計と空模様を
十一986 みる︒見渡す限りは︑午後の静かな海で
十一988 ある︒やがて︑船は爆音高く根調地を出
十一993 の作業が終るころは︑日没のおそい北洋
十一995 笛が聞えて來るのは︑カムチャッカ沿岸
十一998園 くんだぞ︒今夜はなぎらしいが︑水温
﹁︿略﹀︒﹂﹁水温は紅ますに適度︑潮の
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十一9910園

十一9910園適度︑潮の流れは齢り速くないやうで
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十一㎜6團 い人の心の中には︑かうしたやさしい
十一㎜10團 も日本の女たちは︑もっともっと心を
十一㎜4国 い︒今︑こちらはいちばんよい時候で
略﹀︒﹂と︑みんなはにこにこしながら︑

十一梱1 放送する宣傳班員は︑ざんがうの暗がり
十一捌7

十一盟1 ︒ナチブ山の頂には敵の砲兵観測所があ
十一盟3 ある友軍陣地からは︑それがどの邊にあ
十一搬5 ガへ通じる白い道は︑その観測所から手
十一槻6 が軍の貨物自動車は︑一壷一毫正確な射
十一盟7 外に部隊の進撃路はないので︑どうして
十一慨9 ︒トラックや年忌は︑全部木かげにかく
十一搬10 る︒みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと

十一榴3 うに猫がみるはずはないと思って︑あた
といふ

十一悩1 燈火を用ひることは堅く禁じられてみる
十一悩6園圃 をきり開いては進む雲の峯
十一桝8 近いこの兵隊さんは︑前線への出嚢を明
十一桝10囹 新聞に嚢表してはどうですか︒﹂とす
﹁あなたの名前は︒﹂とたつねても︑

十一伽2囹 や︑そんな氣持はありません︒﹂と答
十一伽4園
おほのやすまろ

ひえだのあれ

十一伽6 てるた︒兵隊さんは︑俳句を讃んでもら
十一摺1 よって︑上安萬侶は︑稗田阿禮がそらん
十一枷3 とになった︒宍粟は︑記憶力の非凡な人

ハ

イ

ア

ヲ

イ

る︒だが︑これではまたあまりに長過ぎ

かまくら

向かって行く︒道は運河にそってみる︒

ぎ

くだもの

ジャワは︑果物の島︒果物の

かな山道を︑汽車は鐘を鳴らしながら登

ジャワ人たちは︑男でも女でも︑サ

うりのやうで︑味は︑熟し柿そっくりの
︒バナナに至っては︑その種類の多いこ

スチンがある︒形は︑まくはうりのやう

った︒ニ

れを追ってみるのは︑みんなジャワの少

みる︒眞青な空には︑白い雲が光を帯び
︒自動車の運韓手は︑若いジャワ人で︑

んでるる︒野原には︑山羊の群があちら

や

もやう
ってみる︒運河には︑いろくな模様を

てるます︒私たちはこの歌を聲高く讃ん

ゐます︒本居宣長は︑江戸時代の有名な

もとをりのりなが

きにほふ山櫻の花は︑いかにもわがやま

よる見ゆ源實朝は︑鎌倉時代のすぐれ

みなもとのさねとも

時代の大宮人たちは︑かうした心持を心

生をうけた私たちは︑この歌を口ずさん

でみる︒われわれは今日古事記を息んで

とである︒古語には︑わが古代國民の精

はつてみる︒それは︑要するにわが國初
︒殊に大切なことは︑かうしてわが國の

表された︒安萬侶はこれを三巻の書物に

阿禮の語るところは︑ことばそのまま文

し︑かうした苦心はやがて報いられて︑

なると︑その苦心は﹈通りのことでなか

のである︒これらは名前であるから︑割

之男命﹂としたのは︑﹁草木﹂と﹁久佐

ノヲノミコト

同じであり︑後者は﹁久佐幾﹂と書くの

﹂と書いた︒前者は﹁クサキ﹂を﹁草木

便である︒安萬侶は︑いろくの方法を

10521111862196567610699876887543119塗
三

︒葉に包んだ御飯は︑日本のかしは餅を

︒まもなく︑汽車・はマゲランの町にはい

る︒止ったところは商店街の眞中である

ろくしやう

中である︒その夜は︑高原の町マゲラン

こんじやう

であらう︒そこには︑緑青を薄くとかし

き齪れてるる︒空は紺青に澄み渡り︑せ

みる畠の向かふには︑青いパパイヤが︑

げを行くと︑梢には赤・黄・青などの美

こくたん

流れ込む︒附近には︑わっかな住民の家
こく
かさである︒住民はパプア族で︑色は黒

つやしてをり︑髪はちぢれて︑四五セン

はパプア族で︑色は黒檀のやうに黒くて

四五センチ以上にはのびない︒腰にラッ

い︒しかし氣立てばやさしく︑日本人を

暮してみる︒せいは日本人よりもずっと

時から︑住民たちは︑日本軍の強さと心

が百五十隻ぐらゐはらくにはいれる︒パ

うつすこの廣い湾は︑ラバウルの生命で

となるので︑以前はここにニューギニヤ

れば︑南の最良港はこのラバウルである

を並べるやうな港はない︒赤道をさしは

みた︒しかし今では︑日本軍がここにど

でるる︒ラバウルは︑南洋の町としては
︑南洋の町としてはりつばであるが︑戸

ぱであるが︑戸敷は五六百を敷へるに過

このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ

ある︒家の軒下には︑直脛一メートル半

てるるが︑これらはみんな風通しをよく

の残して行った家は床が高く︑その下を

井戸をほっても水は出て來ない︒屋根に
とひ
屋根に落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶
︑十一月ごろまではよく灰が降り︑植物

さんごせう
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十一枷5 そらんじ始めたのは︑三十齢年前のこと
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十一伽7 阿禮の語るところは︑すべてわが國の古
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十一旧4 ︒しかし︑これでは︑漢文流に﹁サウモ
サ

めには︑﹁久佐幾三者遠以﹂とでも書か
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高十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

く灰が降り︑植物は枯れ︑名物のほたる
セレベスの島影は︑どこか日本の山を

この島の住民の敷は九萬人鯨りで︑みん

のだと思はないではみられないが︑面目

のを感じさせるのは︑意外だつた︒ただ

島を見ながら︑船は静かにスタリン湾へ
さんごせう
な町があった︒船は︑淺い珊瑚礁を警戒

て青る︒あたりには︑まだたそがれのか

りをおろした︒日は︑もう山の端にかく

である︒﹁あれは︑馬に食はせるバナ
﹁この道はいっか來た道︒﹂と

とても︑なまではまつくてたべられや
二

のないわれわれには︑森や林の間にひろ

こがセレベスだとは思へないほど日本内
まうじうどくじゃ
︒三 セレベスに
は︑猛獣毒蛇がみない

た山脈の森の中には︑どんな動物がみる

と茂った林の中では︑うぐひすそっくり

せ始めると︑世界は太古のやうな静けさ

する︒朝の涼しさは︑その鳥の聲ととも

ベスの夜の静けさは︑内地の都會や町に

や町に住む人々には︑想像もつかないで

ないであらう︒今は二月︑内地ではまだ

レベスのみなかでは︑窓を開けはなし︑

今は二月︑内地ではまだ寒い風が吹いて

ほさう

ごふく

ンである︒クチンは︑ボルネオ島の西北
くわけう

鋪装道路の爾側には︑雑貨店と呉服店を

である︒その店先は︑赤や黄色のあざや

うに︑商店の持主はほとんど華僑である

てまつ感じることは︑このやうな商店街
た敷本の鋪装道路は︑町とせなか合はせ

やうな眞書の暑さは︑緑色の涼しい木か

の間を流れる空薫はひえびえと澄みきつ

二

住宅の周園には︑すくくとのびた

ラワク王國時代には︑これを國外へ出す

十二65図圏

十二510図魍

十一別5

十一別4

十一笛2

あらまほしきは心なりけり

十二55図心がをさむる國はいかにと

十一別5

き夜に御軍人は霜やふむらむ

くれない︒かれらは︑自分たちだけの世

地の習慣や生活には﹇日もくれない︒かれ

結力の強いかれらは︑またたくまに支那

たりである︒これはたいてい人に飼ひな
さは
る猿の一種で︑その︸
︒オランウータン

まはりのゴム林には︑名も知れない鳥が

十二69図圏

もたまほしきは心なりけり

きだうしや
坑口の前の線路には︑幾十垂の軌道車が

二

築きあげる︒それは︑見てみると自信に

鳴き始める︒それは︑明け方になるにつ
う
︒ボルネオ
の雨き季は︑十月に二って三月

る︒夕方小川などは︑サロンのままマン

きである︒かれらは︑これをマンデーと

る︒そればかりではない︒何十年も昔か

ロンをまとひ︑女は日本風のじゅばんを

でみる︒マライ人はいちばん進んでみて

つて水浴する眺めは壮観である︒その他

までする︒かれらは水浴がすきである︒

りである︒女たちは︑すわって針仕事も

をつく︒そのきねは︑月の世界の兎がつ

通である︒女たちは︑勤勉に働いて家を

飼ってある︒廊下は︑いはば部落の大通

ために︑部落全髄は︑高さ一章ぐらみの
ぶた
ってみる︒床下には︑豚や︑鶏が飼って

してみる︒かれらは︑二三百戸ほどつっ

りに住んでみるのは︑入れ墨も少く︑小

みる︒陸ダノーや族は︑これに反し性質が

ある︒海ダイヤ族は︑男女ともに胸から

みる︒ダイヤ族には︑陸ダイヤと海ダイ

民であるダイヤ族は︑クチンでも大部分

くらみ降り偉く時は︑息苦しくさへなつ

コールは︑よそでは見られないほど猛烈

クチンのスコールは︑よそでは見られな

111118321111098771121195428553111073211107
いである︒支那人は︑どこへ行ってもさ

天で働く石工たちは︑みんな日にやけて

る︒割られた石材は︑石積み車に載せら

り︑用途によっては更にいくつにも小さ

氣がいる︒槌の音は︑いかにものんびり

生やさしいものではない︒貢直に打ち込

んで行くこの仕事は︑生やさしいもので

ごうと響く車の音は︑見送ってくれる山

きぬいた二足で心は輕やかである︒ごう

く︒疲れた五盟ではあるが︑働きぬいた

間だ︒﹂受像たちは︑現場を引きあげて

してそんな氣持にはなれない︒なれない

まけられないことはない︒しかし︑決し

はない︒鑛惟たちは︑だれも見てみない

走らせるのと貼りはない︒鑛員たちは︑

ためである︒これはちやうど︑かまをた

いめい勝手なことはできない︒心を一つ

ヤベルですくっては︑トロッコに積み込

もあける︒あけてはそこへ爆藥をつめる

しする︒上着などは脱いでしまふ︒﹁︿略
︒色が美しいのではない︑形が美しいの

する時︑鑛員たちは︑﹁︿略﹀︒﹂と心から

いて來る︒坑口には︑大きな神棚があっ

る︒集合した前壷は︑東方へ向いて整列

196643111094321955241010964
1716161515151414131313131313121211111098877
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219

加
220
別
220
220

220

返したやかましさは見られない︒商店街
ら時々現れて來ては︑日本の兵隊さんた
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ところがら︑工人は孔子を取り圏んだの

十二317

十二316

と説き︑ある者には﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

といひ︑ある者には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑

︒ところで顔回には︑﹁︿略﹀︒﹂と教へた

た顔回を見た孔子は︑ほっとしながら︑

十二319

は見るな︒非禮は聞くな︒平瓦はいふ

十二267

十二323囹

は聞くな︒非禮はいふな︒非禮に動く

十二265

十二323園

ども︑仕事の相手は大きな岩であり︑山

十二268園か︒死んだのではないかと心配した︒

十二268園

﹂と答へた︒孔子は五十鯨歳︑顔回は一

つた︒すると顔回は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた 十二323園

それで︑石工の姿は︑山の中で見かける

石工になるためには︑早くから弟子入り
十二2610

として︑﹁非禮は見るな︒非禮は聞く

らない︒弟子たちは︑石くつをかたづけ
十一﹇274

お︑事理︒お前は無事であったか︒死

も石の山に通っては︑石工の仕事を見干

孔子は顔回をほめて︑﹁︿略

て一人でみる時は︑師の教へについて

ほめて︑﹁顔回は︑予の前で教へを受

である︒五

十二334園

十二332囹

十二331

れる腕前になるには︑長い間の汗みどろ

さも忘れて︑孔子は年若い男系をひたす

十二338圓

にかかる︒かれは︑一を聞いて十を知

︒しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ

は五十飴歳︑削回は一青年であった︒わ

とへば石を割るには︑石の目を見わけな
︒石の目といふのは︑ちやうど板でいへ

十二276

十一一275

十二274

れによってこの石はかう割れるといふこ

十二339園

︑﹁ほかの弟子は︑教へについていろ

十二2710

︒弟子たちの中には︑ぶつぶつ不平をも

てぼんやり者ではない︒﹂といってゐ

ろを見ると︑先生はまだ君子ではないの

十二335園

十二283

十二278

まちがへれば︑石は︑とんでもない方向
︒石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい

十二288

十二343

職齪があって︑道ははかどらず︑七日七 十二337園

てるる石工たちには︑心なき岩石も意志

で︑決してさうではない︒一生を石の中

十二344囹

たへて︑﹁先生は︑仰げば仰ぐほど高

知ってみた︒顔回は孔子をたたへて︑﹁︿

先生はまだ君子ではないのかーー子路に

いて行かないではゐられない︒私が力

︒とても先生には追ひつけないから︑

いのかーー子器には︑ひょっとすると︑

十二346園

十二288

十二347囹

十二288

も知れない︒孔子は平然として答へた︒

風のやうに︑皇軍はダバオをめざして押
︒その人々の顔には︑感激の涙がとめど
十二289

早いか︑トラックは︑市の中央部へ突き
︒ダバオ攻撃部隊は︑ダバオ州政廉・市
あい
クの上の兵士たちは︑高く手を振って挨

十二299園

十二298

十二296囹

十二295園

に用ひられるとはさまってみない︒と

れるときまってはみない︒ほめられな

しません︒先生は︑少し手かげんをな

た︒﹁先生の道は鯨りに大き過ぎます

クの上の兵士たちは口々にたつねた︒﹁︿

十二218囹つた︒﹁日本人は︑みんな無事ですか

十二348園

が出て來た︒校庭は︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂の

十二302園

ひられるためには︑道はどうでもよい
いふことになりはしないか︒﹂顔回は
た︒﹁︿略﹀︒﹂顔貌は師を慰めるやうにい

ことか︒四

孔子は︑弟子に道を説くの

も學を好むものはだれか︒﹂とたつね

とたつねた︒孔子は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へた

といふ歌をよんで

で死なう︑この身はどうなってもかまは

め︑かへりみはせじ︒﹁︿略﹀︒﹂とい

入れた次のことばは︑今日國民の間に廣

歌をよむといふのは︑ わが三民性の特色

みる︒ ﹁今日以後は︑一身一家をかへり

出で立つわれは

が︑今日よりはかへりみなくて大君

きて︑正倉院は天平の むかしを固
︒佐保の川原は水あせて︑石にささ

しやうさう

ごりとて 花はむかしの色に咲く︒
しやう
に佛燈の 光は今もかがやきて︑正

十二362園︑過ちも二度とはしない男でございま

十二361

十一一3510囹

養しても︑先生は︑いつでも更に高い

十二291園 つて︑困る場合はある︒ただ︑困り方
し こう
人である︒君子はそこが違ふ︒﹂子貢

埋った︒トラックは︑校庭の中央に止つ

十二303囹

十二293園

に止った︒部隊長は︑トラックの上に立

十二303量るためには︑道はどうでもよいといふ

十二313

十二309囹子を容れないのは世の中の恥でござい

十二308隠道を修めないのは君子の恥でございま

十二306囹ないといふことは︑何でもありません

十二305

十二304囹

た︒﹁︿略﹀︒﹂孔子は答へた︒﹁︿略﹀︒﹂顔

た︒人々の中からは︑かすかにすすり泣
よ
一 ﹁ああ︑天は予をほろぼした︒天

ほろぼした︒天は予をほろぼした︒﹂

v七十歳の孔子は︑弟子露悪の死にあ

ことに心掛けた者はなかった︒これこそ

かった︒これこそは︑わが道を傳へ得る

る︒﹁ああ︑天は予をほろぼした︒天

いても︑ある者には﹁︿略﹀︒﹂といひ︑

3了

37

37

38

39

40

40

40

41

41

〉。

21

22

22

23

23

23

23

23

24

24

24

25

25

25

25

25

の弟子だと︑孔子はかねてから深く信頼

十二315

十十十十十十十十十十十

1了

1了

18

18

18

18

18

18

19

19

19

19

19

20

21

に案じ︑また顔回は︑これほどまでその
そ
厄があった︒孔子は楚の國へ行かうとし

4476543109864264
87332988109873319
園囹
．．．
．＿．
予備

ほろぼした︒天は予をほろぼした︒﹂

1083102187651
で輿入歌。園圃麗團團
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夜は明けて︑東には今あけぼのの光が三

つた︒野中の一夜は明けて︑東には今あ

十二422 る︒萬葉集の歌には︑かうした國民的感
十一一4210
十一一4210
やまのうへのおく

十二433 歌である︒人麻呂は︑特に歌の道にすぐ
けんたうし

十二443図圏 りつぐべき名は立てずして山上憶
ともある︒この歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふの
な ら

十二445 の作である︒憶良は︑遣唐使に從って三
十一一446

十一一449図閣 よし奈良の都は咲く花のにほふがご
むらやま

十二454 である︒萬葉集には短歌が多いが︑後世
十二456図圃 みる︒大和には群山あれど︑とりよ
十二459図星 すれば︑砂原はけぶり立ち立つ︑海
十一一4510図圃 ち立つ︑海原はかまめ立ち立つ︒う
じょめい
十一一462図圏 つ島大和の國は︒静明天皇の御製で

る︒﹁大和の國には︑たくさんの山々が

量はれた︒修行者は︑座を立ってあたり

羅刹のことばとは思へない︒﹂と︑一

ひながら︑修行者は︑じっとそのものす

︿略﹀︒﹂と︑一度は否定してみたが︑﹁︿

聞かなかったとは限らない︒よし︑相

い︒よし︑相手は羅刹にもせよ︑悪魔

︑﹁︿略﹀︒﹂修行者はかう考へて︑静かに

いったいおまへは︑だれに今のことば

聞いてさへ︑私は喜びにたへないが︑

vすると︑羅刹はとぼけたやうに︑﹁︿

やうに︑﹁わしは︑何も知りませんよ

行者さん︒わしは腹がへってをります
ないが︑わしには何も畳えがないので
でいった︒﹁私はおまへの弟子になら

と答へた︒修行者は︑いっそう謙遜な心

︑あの恐しい羅刹は︑たちまち端た
嚴い
な帝

ふので︑江戸市中はすっかり興奮してし

騒がすといふことは︑重い罪である︒か

罪である︒かれらは︑罪人としてひとま

略﹀︒﹂世間の人々は︑だれもさう考へた

ると︑﹁かれらは︑まことに忠義の者

つなよし

考へた︒將軍綱吉は︑さすがにこの事件

そらい

いたのは︑義には相違ないが︑みだり

の仇を報いたのは︑義には相違ないが

騒動を起したのは︑結局私情を以って

祖挾のいふところは違ってみた︒﹁︿略﹀

綱吉は︑元來情に動かされ

動かされない人ではないが︑しかし理非

った大名も残念とは思ひながら︑かうな

つた︒だが︑世間はすっかり失望してし

る︒切腹といふのは︑どこまでも武士の

天下を騒がした者は︑たとへ武士でも︑

でになった︒綱吉は︑法親王に種々御物

がら︑かうなっては何ともしやうがない

と思って︑自分はわざと亭亭のなぞも

散ればこそ︑花は惜しまれるのだ︒か

であるが︑それはかへってかれらの心

んで助けたいのは山々であるが︑それ

より︑將軍の心はよくわかってみた︒

ほど苦しいことはなかった︒もとより

はいった︒法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀

ならなかったとは︒﹂と︑歎じる者が

なく︑﹁法親王はおえらいお方と承つ

う︒すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せら

︑さやう致しては政道が立ちませず︑

何とか助ける道はないかと思ひました

ほどつらいものはございませぬ︒淺野

61

十二463 製で︑長歌としては短いものの一つであ

者さん︒おまへは自分のことばつかり

た︒﹁︿略﹀︒﹂羅刹は首を振った︒﹁︿略﹀

たべ物といふのはね︑行者さん︑人間

つたい︑おまへは何をたべるのか︒﹂﹁
ばうらしく︑羅刹は舌なめずりをした︒
︒しかし︑修行者は少しも驚かなかった

修行者は︑どこまでも眞劒で
いひながら︑かれはその身に着けてみる
た︒﹁︿略﹀︒﹂羅刹は座に着いて︑おもむ

光らした︒修行者は︑うっとりとしてこ
りと浮かんだ︒心は喜びでいっぱいにな
ならないと︑かれは思った︒かれは︑あ
れは思った︒かれは︑あたりの石といは
きつけた︒色はにほへど散りぬるを
いふのである︒木は︑枝や葉を震はせな

書き終ると︑かれは手近にある木に登つ

61

十二464

十二467 すを見ると︑平地は廣々として︑かまど
十二469 に見渡される池には︑かもめがあちらこ
十二4610 立ってるる︒大和は︑ほんたうにりっぱ
十一一473 みる︒萬葉集の歌は︑まことに雄大であ
十一一473 明朗である︒それは︑わが古代の人々が

十二475 ある︒﹁萬葉﹂とは﹁動的﹂の意で︑三
らせつ

十二476 の心を︑われわれは讃むことができるの
十二479図圏圓 と羅刹 色はにほへど散りぬるを
せっせん

十二483 美しい聲︒ところは雪山の山の中である
︿略﹀︒﹂と︑かれは考へた︒しかし︑﹁︿

十二489園 あった︒﹁今のは佛の御尋でなかった
十二4810

たちまち散り︑人は生まれてもやがて死

くことばがなくてはならない︒かれには

に見えた︒修行者は︑﹁︿略﹀︒﹂と高らか
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十二4810 た︒しかし︑﹁花は咲いてもたちまち二

十十十十十

55

55

55
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56

今のことばだけでは︑まだ十分でない︒

ならない︒かれには︑さう思はれた︒三

109621010734107210864311086652109775426
にい書呉れなり光た、、・ば囹囹囹た園、園囹臥園囹・丁丁一二ひ思
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やがて死ぬ︒無常は生ある者の免れない
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二666園

十二736

十二735園

を終るまで︑功績は高く︑信望はすこぶ

かをる
なった︒昔の聞多は井上馨として︑一世

十二767図魍

ぬべし︒歴史は長し七百年︑興亡す

十二764図魍宮にまうでては︑つきせぬ親王のみ

176611841854344385932154111085453

﹁主人といふ者は︑きげんのよいこと

うなう︑そなたは定めて主人持ちでご

つ︒﹂大名﹁これは何ぢや︒﹂冠者﹁末廣

﹁要もとしめては︒﹂冠者﹁かう廣げま

大名﹁膨みがきは︒﹂冠者﹁これ︑この

し

︑合戦の場へはともなはで︑河内へ

てて︑﹁これは尊氏を追ひかくるな

して︑﹁これは朝敵の首を取るなり

れず︒そののちは︑童どもと職のまね

そや︒かくては父の名も失ひ︑君の

より返されしは︑父のあとをとぶら

を流しいひけるは︑﹁︿略﹀︒﹂と︑泣く

を見れば︑正行は︑父が兵庫へ向かふ

の願ふところは何ぞ︒﹂と問ひけれ

所︑傷を負はぬはなかりけり︒客殿に

なりにけり︒今はこれまでと︑湊川の

亡びて︑のちにはわっかに七十三騎と

に足らぬ敵どもは︑一太刀打ってかけ

だてたり︒今は︑のがれぬところと

ぎつて︑御方は陣をへだてたり︒今

かつて申しけるは︑﹁︿略﹀︒﹂といひけ

りてあらん間は︑金剛山のほとりに

こんがうざん

聞かば︑天下は尊氏がままなるべし

たかうち

やう︑﹁獅子は子を産み︑三日にし

し

れば︒や︑これはおもしろいそ︒げに

しものをするとは︒いやいや︑あきれ

おのれ︑買物にはまんまとだまされて

がさちや︒これは︑へんなことになり

とちや︒おのれは古がさを買うて撃て
︑なるほどこれは古がさちや︒これは

な︒末廣がりとは︑扇のことちや︒お

太郎冠者︒そちは末廣がりを知らぬな

圏墨客図圏圏図図悪馬図図図圏圏図圏圏圏囹園園丁園霊園『『細首園園払

十二648 藏之助ら一味の者は︑いさぎよく切腹し
十二723

十二674 た︒氣丈にも聞多は立ちあがって︑刀を
十二738

功績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

一生を得ようとは︒﹂ほどなく明治の．

縫ひ始めた︒聞多は︑痛みも感じないか

醤であった︒かれは︑刀のさげ緒をたす

十二718 その時早く︑母親は︑血だらけの聞多の
らんぱう
かけつけた︒かれは︑蘭方署であった︒
十一一725

すはう

十二656 る︒周防の山口では︑今日も毛利侯の御

十二654 だ︒天下の雲行きは︑ほとんど息苦しい
十二727

十二677 ど無意識に︑聞多はその場をうまくのが
十二738

三十歳の井上聞多は︑山口在に非命の最

﹁だれだ︑きみは︒﹂と︑それがだし

十二659 の議論に︑反言黛は︑ぐうの音も出なか

十二678 のがれた︒あたりは眞のやみである︒か
十二741

十二678 みである︒かれらは︑なほも聞多をさが
十二681 見まはすと︑そこはいも畠の中であった

のは︑鯨の儀ではない︒明日のお客の
さうと思ふ︒汝は大儀ながら京へのぼ
それがしの主人は︑立板に水を流すや
すうちに︑これはもう都ぢや︒や︑う
した︒それがしは末廣がり屋を存ぜぬ
︑物の欲しい時は︑大町に呼ばはるも
︒﹂わる者﹁これは京に住まひ致すわる

ござる︒何者かは知らぬが︑わいわい

る者﹁それがしは︑末廣がり屋の主人

うなう︑そなたは何をわいわいわめい
みなか
冠者﹁それがしは︑田舎からまみつた
る︒﹂冠者﹁それは仕合はせなこと︒末
こと︒末廣がりはござらうか︒﹂わる
﹁これ︑地紙とはこの紙のこと︒きつ

れ︑骨みがきとはこの骨のこと︒とく
ざる︒して︑償はいかほどでござらう
る︒﹂冠者﹁それはまた古同いことちや︒

うに安いものではござらぬ︒重ります

83
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86
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8了

8了

十二6710 出血に︑しばらくは氣を失ってみた聞多 十二742 ありがたく尊いのは︑母の力であった︒
み こ
十二684 火が見える︒聞多は︑そこまではって行

を呼び出したのは︑鯨の儀ではない︒

似て︑英雄墓はこけむしぬ︒建長︑

うしてまたこれは︒﹂驚く農夫に︑や

十二771図閣

十一一686囹

略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂兄は︑刀を振りあげた︒

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二685 つて行った︒それは農家のともし火であ
十二687 せてもらった聞多は︑やがて農夫たちの
祭︑どこにも人影はなかった︒弟の姿も

十二689 多の兄︑五郎三郎は︑押つ取り刀でその
十一一6810

十二694 し︑聞多のからだは︑血だらけ泥だらけ
十二695 らけである︒醤者は︑ぼう然としてほと
にいった︒兄の目は︑涙でいっぱいであ

十二697 も知らない︒聞多は︑もう虫の息であっ
十一一6910

十二701囹 つかりせい︒敵はだれだ︒何人みたか
いふ︒﹁︿略﹀︒﹂兄は︑涙ながらにうなつ

十二702 られても︑聞多には答へる力がなかった
十二705

ておくれ︒﹂それは︑しぼるやうな母の

十二707 ︒決然として︑兄は刀を抜いた︒﹁待つ
十二709

十二709 聲である︒母の手は︑堅く五郎三郎の袖
十二712園 とへ治療のかひはないにしても︑でき

十二713園を重くさないでは︑この母の心がすみ
十二714園 上︑かうなっては是非もございませぬ
心一一717

十二715囹 聞多のからだには︑もう一滴の血も残
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十十十＋十＋＋十十十十十十十十＋十十十十十十十十十十十十十十十十

十二987叢叢君の得ためには不忠の身となり︑父
十二㎜5

十二鵬4
寛寄宮親子内親王は︑仁孝天皇の皇女︑

り成しを願ひ︑身は寛永寺の一院に閉ぢ

戸へ蹄つた︒かれは︑静寛喜宮に事の次
にんかう

十二㎜8

ちかこ

十二988興亡 ︑父のためには不孝の子ともなるべ

ら破揺する︒ 橋には︑前もって爆藥が仕

の前進である︒敵は次々に敗軍し︑ 敗走

十二㎜3言忌 きを見て退くは︑後を全うせんがた

十二㎜2図國 を知って進むは︑時を失はざらんが

十二㎜1図圏

十一一柵5

十一一椥3

十一一柵2

皇胤に生まれたとはいへ︑ひとたび嫁し

十一一㎜10

十一一㎜7

︑ひとたび嫁しては徳川の家を離れない

十一一㎜10

ましました︒宮には︑この爾三年︑御涙

る公武一和の望みは︑ほんの束の間の夢
こロつ
事が起って︑家茂はその陣中に莞じ︑績

に嫁ぎたまうたのは︑當時から七年前の

川の家を救ふことは︑結局江戸百萬の市

くわういん

十二相10

ふち

ことであるll宮は︑御心に深く決した

て怠る︒徳川の家は︑まさに風前のとも

へのぼった︒官軍は︑今や潮のやうに東

︑上膓土御門藤子は︑宮の御文を奉持し

じゃうらふ

十二皿1
十二皿3

十二皿5
十二皿5

へた關東方の使者は︑櫛の歯を引くやう

115

敵船の行動としては齢りに大臆すぎると

のぞいてみた艦長は︑敵船の行動として

れた︒乗組員たちは︑今か今かと登射の

あった︒よい獲物はないかとさがしてみ

溜水艦の甲板からは︑一時にさっと右手

が潜水艦の甲板には︑艦長を始め乗組員

乗り移った︒敵船は︑左舷に傾いたまま

いた︒敵の乗組員は︑船を捨てて二隻の

り百襲百中だ︒船は︑ぐっと左舷に傾い

た︒撃ち出す砲弾は︑一襲も目標をはづ

なほもわが潜水艦は︑敵船の周園をぐる

ら撃ち出した砲弾は︑船腹にみごと命中

と向けると︑敵船は急に止った︒その瞬

ん近づくと︑敵船は︑もうもうと黒煙を

がつた︒ギリシャは敵國である︒敵船撃
︒敵船撃沈に遠慮はいらない︒ぐんぐん

行くと︑汽船からは︑するするとギリシ

安富を掲げない船は︑撃沈してかまはな

だ︒﹂わが潜水艦は︑全速力で煙のあと

した︑皇帝陛下は︑建國古廟に御参進

しんぺう

すみになったのは︑午前二時とうけた

略﹀︒﹂と︑陛下は仰せられた︒この夜

今夜︑おまへはねられるか︒今︑日

更に︑皇帝陛下は南方へ向かはせられ

された︒御目には︑御感涙の光るのさ

題言國皇帝陛下は︑大本螢の歴史的な

に乗じて︑かれらは何をしたかもわから

慮畏し︑イギリスは︑薩長を通じて官軍

さっちやう

る︒現にフランスは徳川方を慮援し︑イ

當時︑欧米の議論は︑ひそかにわが國を

おうべい

︒さうして︑幸ひはただそれだけではな
おう
はただそれだけではなかった︒零時︑欧

敵のれあ漕が乗いりたな。、ん・が行國岬圃圃落馬醐に慮、當．は・

8752711087654310988643971423865443
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115

十二992在園 ︒おそれ多く・は候へども︑今生にて

命令一下︑ 工兵隊は︑きほひかかるやう

十二川5

十二m4

1㎎

115

のため民のためには︑水火の中をもいと

ひかける︒ そこには︑まだ砲弾が飛びか

女の道︑徳川の家は何とかして護らなけ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

115

︑今度の合戦は天下の安否たるべし

破された橋の上には︑ やっかいにも︑敵

十二相6

城を明け渡すはずはない︒その結果︑江

戸に達した時︑宮はさすがに御憤りをお

みる︒橋の土皇には︑ こていねいにも地

十二肝8

る︒

黒い肌には︑田虫と汗もが一面

もう他の一隊は︑橋梁材料を肩にか
トラックは通じないから︑すべ

すべての材料は兵隊の肩へ載せられ

つ向かふは敵前で︑そこには歩

十一一麗8

そこには歩兵の徒歩部隊が出

は敵前で ︑

くことのできたのは︑宮の御使ひだけで

宮の御文は︑實に言々血涙の御

に候︒私一命は惜しみ申さず候へど

た︒四

十二佃7夏山

十一一備2

十一一麗10

工兵隊は︑鯨つた材料をトラ

ない橋のたもとには︑ 戦車隊・野砲隊・

のもう一

ら︑

い以上︑

ろ︑

に光り︑

ね落ちる︒ からだは油光に光り︑黒い肌
はだ

熱帯の木材には︑チークのやうに重
はだ

れば︑百萬の市民はどうなることか︒徳

102

で15

116

11了

11了
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118

118

119

120

120

120

1⑳

120

1⑳

121

121

121

121

つて行く ︒

わが工兵隊は︑また片端からかけ

十二佃8属国命を捨て候事は︑朝廷へ恐れ入り候

梁を︑

務を遂行する姿には︑ 神の尊ささへ感じ

十二佃10圏団れ候はば︑私は申すまでもなく︑一

朝臣のうちには︑あくまで徳川を討

熱した︒江戸市民は︑兵火を免れた︒さ

おろした︒江戸城は︑官軍方の西郷隆盛

さいがうたかもり

がれ︑徳川の家名は噺絶を免れた︒奮臣
あんど
免れた︒奮臣たちは︑ほっと安堵の胸を

ら一攣した︒それは全く義を立て︑理を
︒五 朝敵の汚名はすすがれ︑徳川の家

徳川に封ずる朝議は︑ この時から一愛し

よしのぶ
一思に︑徳川慶喜は︑はしなくも朝敵と

た︒

心 な ど あ る べ き で は な い が ︑ しかし何事

ぎつてみる︒ かれは﹁慶喜討つべし︒﹂

31109955
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114

114

114

論がある︒ 幕臣にはまた︑三百年の蕾恩

︒﹂
と叫び︑これは﹁君側清むべし︒﹂

の名をかうむるのは︑ けだし當然であっ
然であった︒ 慶喜は︑事のすこぶる重大

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

かういっただけでは︑ほとんど見當がつ

當がつかない︒月は︑地球を中心として

置くとしても︑月は太陽の内部を廻るだ

今の約二倍なくては︑月が太陽の表面を

表面を廻るわけにはいかない︒また︑月

してみても︑太陽は直宮十三メートルと

から太陽への距離は︑凡そ一億五千萬キ

大きさに見えるのは︑いふまでもなく︑

ありながら︑太陽は︑私たちに十分な熱

陽そのものの温度は︑表面で約六千度︑

太陽から出る熱量は︑すばらしいもので

で約六千度︑内部はもっともっと高熱で

光の強さに至っては︑ほとんど普通のこ

らはすと︑その敷は︑三の次に零を二十
ことがある︒黒貼は︑太陽の表面に起る
︑その敷や大きさは︑凡そ十一年を週期

太陽のやうな玉髄は︑ただ一つあるだけ
るとすれば︑結局は︑あの︑夜の空に銀
らう︒つまり太陽は︑夜の空に無敷に輝
︒繕い廣い宇宙には︑太陽と同じやうな
うして︑その中には︑太陽より小さいも

︒ずっと向かふには︑川べりに並んだは

65432597764185964438615442665219

ばうやはよい子だ︑ねんねし

り︑世界の電波は︑この海洋を越えて

とく並び︑艦船は︑魚群のごとく進み
つばめ
く進み︑航空機は︑燕のごとく渡り︑

名である︒島々は︑大空の星座のごと

平洋﹂ーーそれは︑世界第一の海洋の

で︑太平洋の波は︑ひたひたと打ち寄

愛せよ︒國語こそは︑國民の魂の宿ると

た國民は︑國民ではないとさへいはれて

心因を忘れた國民は︑國民ではないとさ

ばならない︒國語は︑かういふやうに︑

へるのも︑一つには國語の力があっかつ

ら︑われわれの心は︑どんなにばらぐ

から︑わが國語には︑祖先以來の感情・

のである︒わが國は︑神代このかた三世

わきまへず︑中には豪語といふことさへ

である︒國語こそは︑まことにわれわれ

はない︒われわれは︑國語によって話し

りずに生活する日はない︒われわれは︑

である︒われわれは︑一日たりとも︑上

ある︒君が代は千代に八千代にさざ
︑われわれ日本人は︑思はえ
ずり
襟を正して

うりよ

てるるのだ︒ぼくは︑もうちき訪れる春

つかしい︒大自然は︑今︑春の喜びと活

できなかった目には︑皆たまらなくなつ

時々弟の方を見ては︑またせりを摘む︒
︒手を入れる︒水は思ったより冷たかつ

に鯨念がない︒母は時々弟の方を見ては

かふ側へ行った弟は︑土遊びに蝕念がな

といふこの川べりは︑もうほとんど雪が

りしたので︑ぼくは帽子を取っておじぎ

醐麗關愛た國ばへ、かのわでは，で・圏圃てつで・時。か、，・

十二悩2 いてるた勇士たちは︑艦長のこの命令を
病院船だ︒攻撃は中止する︒﹂艦長は︑

た︒﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑漕釣鏡から目を離

十一一悩3囹

十二悩4

た︒﹁艦長︑敵はわが病院船バイカル

だめながら︑艦長は︑﹁︿略﹀︒﹂とおもむ

十二脳5園
十二桝7

十一一悩8囹 長は︑﹁日本には武士道がある︒武士

十二悩8囹 る︒武士道こそは︑わが漕水艦魂なの
ひけふ
十二悩9園 なのだ︒日本人は︑断じて卑怯なふる
十二悩9園 ふるまひをしてはならない︒﹂とおも
十二伽2 にいった︒漕水艦は︑思ひきりよく攻撃
十二伽5 日︑わが陸の精鋭は︑ジャワのバリ島を
十二伽7 の敵の野戦病院には︑アメリカの航空將
十二伽9 はれてみた︒かれは︑アメリカから濠洲
十二伽4 つた時︑この將校は︑恐怖と失望とでが
十二㎜6 うちに︑その氣持はだんだんなくなって
十二搦10

もきかない︒食事は子どものやうに一々
はうたい
々たべさせ︑中帯は日に何回となく取り

十二搦8 どをした敵の將校は︑夜となく書となく
十一一伽10

十二梛2 いにしてやることは︑並みたいていのこ
十二梛2 たいていのことではなかった︒しかし︑
てつや
十二梛3 二人のわが衛生兵は︑代る代る徹夜して

十二悩9図幽

富士

十二悩9千竃 や月は東に日は西に 富士ひとつう

かい︒﹂と︑これはまたたいそう明かる

ほほ笑みながら私はかういったーーはち

はみられない︒私は︑その土をしっかり

もう︑じっとしてはみられない︒私は︑

庭におり立つた私は︑荒なはで枝をつつ

と流れて行く︒風はまだうら寒い︒けれ

崩れる︒崩れた雪は︑やがて雨落ちのみ

つかり顔を出しては︑見るまに大きくふ

濃い青空には︑春の國から生まれ

菜の花や月は東に日は西に

十二撫6 た︒この敵の將校は︑寝床の上に半身を

メリカの軍隊には決してありません︒

い土

十二撚9園 泣いてみるのではありません︒あなた
十一一伽2園

十二伽2園うした温かい心は︑アメリカの軍隊に
十二棚3囹ありません︒私は︑日本の軍隊がつく
十二㎜1 るだらうか︒太陽は︑私たちに絶えず熱
十二伽2 上のあらゆる生物は︑この熱︑この光の
十二伽3 みるのである︒月は死の世界であるとい
十二㎜3 ふことを︑私たちはすでに知った︒太陽
十二㎜4 知った︒太陽こそは︑あらゆる生命の源
十二㎜6 あるだけに︑それはまた實に偉大な存在
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一一川1

吹き洗はれた空には︑みごとな星がいつ

りやう
太陽は没して残光は見られなかった︒涼

十二訓10

たいふう

十二酩7圏 ら巻き起る鵬風は︑太平洋︑南支那海
十一一川2

てるる︒南十字星は手の届きさうなとこ

十二㎜9たいていのことではない︒いよいよ︑命

十二㎜8

十二㎜5

なる偵察員の特等は︑並みたいていのこ

分の誤りがあってはならない︒わっかな

正すため︑偵察員は偏流測定器から目が

へんりう

く﹂などの形容では追つつくものでなく

十一一川2

︑海員や船客たちは︑どんなにか慰めら

てをり︑北斗七星は北のはつれにるて︑

あやま

十一一川3

おほやしま

十二幽9圖 その焦貼に︑神は大八洲を生み︑皇祖

十二姫1

十一一川8

十二㎜1圃生み︑皇祖皇宗は國を黒めたまふ︒そ
十二柵6圏稚︑わが大日本はおほやまと︑また浦

やまと
十二欄5圃 都したまうた國は大和︑わが大日本は

望鏡でのぞく海面は︑今落ちかかる太陽

十一一㎜2 撃沈記 南方の海は︑割合ひおだやかな
かい
十一一㎜3 藁筆のわが濟水艦は︑今日も獲物にあり

今日もとうとう敵は影を見せなかった︒

十一一㎜4

十二姫11

十一一川10

十一一川12園月から八月までは︑風速二十メートル

︒﹁今日も獲物はないか︒また太陽が

かな晩ばかりではありません︒五月か

れた行く手の空には︑眞白な入道雲がむ

近づいた︒潮の色は︑ 濃い藍から少しづ

十一一㎜2園︒しかし︑波には波の美しさがあって
どたう
十一一㎜3園散る怒涛の中には︑かへって海商に生

飛んで行く︒明日は昭南に入港する︒そ
︑インド洋の色とは全く違ふと聞いてみ

える︒日の出などは︑よく船火事と見ま

に残ってみる︒風はぴたりと死んだやう

度だ︒このあたりは︑時に雪平悪いほど

おもしろい︒緯度は北緯三度だ︒このあ

十一一㎜6

十一一㎜4

十一一㎜3

十一一㎜11

十一一㎜11

十一一㎜10

低いので︑今︑機は五百メートル以下の

せつけないためには︑どんなに天候が二

洋上哨戒の軍調さは︑やりきれないもの

りやすい天候だけはにが手である︒それ

の層雲で︑行く手はきっと南海特有の二

日も︑基地の上空は一面の層雲で︑行く

のに︑先婦の各機は︑もう洋上遥かに二

てくれる基地の朝は︑まだやっと明け二

十二川11

十一一川8

十一一脳7

十二川6

十二脳3

十二㎜7

目にうつったものは何であったか︒意外

があってから︑艦は西へ向かって全速で

た︒﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑だれにいふともな

十二㎜11

十二㎜8

た︒さつき見た時は距離が遠かったので

まってみる︒艦長は︑また漕望鏡をあげ

うしてから︑艦長は︑ひとり言をいった

5
く熱帯の海の落日は︑すばらしい︒波の

して行って︑艦長は︑漕望鏡を寸秒間か

だ︒しかも搭乗員は︑

渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑油

っぽり暑さに愛りはない︒見渡す限り︑

十一一踊9

十二舗8

十二矯5

る︒﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑いかにもうれしさ

十二踊4園

がすな︒﹂目と目はおたがひに物をいつ

見えたので︑艦長は一見掃海艇と思った
しん
である︒﹁獲物は大きいそ︒みんな愼

ども氣をゆるめてはみないのである︒﹁

十二踊12

十二踊1

のが見える︒全員はたちまち配置につい

十二鵬1 ︒時はよし︑艦長は再び漕望鏡をあげた

十二鵬1

十一一㎜10

十二㎜3

ついた︒今日こそは︑敵に見参したいも

盟操をする︒初めはみんな淡紅色の旗を

十二㎜6

れて︑その黒い物は︑しだいに大きく二

十一一㎜1

十二㎜7

十二齢3

1211

て來る︒敵の警戒は嚴重らしい︒時はよ

は嚴重らしい︒時はよし︑艦長は再び漕

十二恥2 らう︒すでに太陽は没して︑西の方だけ

て雲に達する牡観は︑﹁天にとどく﹂な

︒スコールの中では︑灰色の大きな木を

十二㎜8

十二筋5

始め︒﹂艦長の聲は︑全艦に響き渡った

はずはない︒艦長は漕望鏡を出したまま

のか︒この洋上では︑よくかうしたこと

ではないか︒周園は︑もう暗くなってゐ

かし出してみるではないか︒周園は︑も

かぶさったころには︑もう太陽は没して

十一一㎝9

十二川8

から見られるはずはない︒艦長は漕望鏡

うには︑もう太陽は没して残光は見られ

線はけむり︑視界は急にせまくなって︑

205

1

一瞬といへども氣

このスコールの足は︑まるでかけるやう

十二㎜8

十一一筋4

㎜

たふじょうゐん

って論る︒地平線はけむり︑視界は急に

十二㎜11

地平線上の雲の影は︑容易に見わけのつ

十一一鵬5

十一一㎜1

くなって︑のちには︑雨足も︑雲も︑何

十二川1

すれすれまで︑上は五六千メートルもあ

さがって鋳た︒下は海面すれすれまで︑

十二㎜2

されて︑目の前には︑敷知れぬ細引きが

十二川4

聲につれて︑太陽はいよいよ赤く︑響き
︒赤道といふ文字は︑あるひはかうした
なまり
のだ︒緑の地平線は︑一瞬のうちに鉛色

太い雨を見たことはなかった︒さすがに

十二川4

ぱ盟當りと︑艦長は心に決した︒近づく

あらう︒船の人々は︑ほっとした氣持で

1210

令をくだした︒艦は︑たちまちさげかち

る︒しかし︑今日は快い南西の季節風に

十一一㎜9

202

6
2

203

4

着りで︑スコールは東の方へ去って撃つ

をしめきった機内は︑むれるやうな暑さ

られて︑緑の小波はなごやかなささやき

202

7

203

2

2M

血一一㎜9

十二㎜6園

十一一川11囹

いひながら︑船長はうっとりと空を見あ

十二欄8圃 やうに︑太平洋は︑皇國の平めによつ

十＋＋＋＋十十十十＋＋＋十十十十十＋＋＋＋十十十十

十二矧3 一 熱帯の海 船は︑南支那海を曲直に
あみ
201
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4
6
3

202

202
202

1210

203

202
四3
203

9

四5

8

⑳5
206

1
5
6
8

㎜
㎜
㎜

12

9
⑳6

1

206
⑳了

483
は一は

ば一ば

484

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
全通下面三極函函南酉暫面面面涌霜野廊痂齋彌齋索

響き渡った︒魚雷はうなりを生じて突進

バ

ば■いわば・うみゆかば・さら

八73 ︑去って行かなければならない日本に︑な
八78十一月の初めになれば︑もうほとんど︑そ

七帽−o園 んなに曇りたければ︑騙れ︒﹂と吐き出

六944 ︒敵の城の旗を取れば︑勝つのだ︒しかし
くのがれた︒
十二6810 淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三 六帯2 らんでるます︒見れば︑敵の陣地には︑ぎ
七311圃た︒かしは手うてばごうごうと︑心の底
郎は︑押つ取り刀でその場へかけつけたが︑
ところいくたらう
ていただいてるれば︑皇后様におせわを
十二723 聞多の友人︑所郁太郎が︑その場へか 七351園
七353園だ︒うはさに聞けば︑皇后様は︑千人の
けつけた︒
十二981図圓 その時︑正行十一歳に相成り候ひし 七626お通りにならなければならなかった︒お供
七639園は大剛に︑﹁見れば尊い錦の御仁︑どう
を︑合職の場へはともなはで︑河内へ返し︑
七692園さうだ︒かうすればいいんだ︒いい考へ
ば ︵係助︶4 ば
︒﹂春枝﹁どうずればいいのですか︒﹂正
七699囹
九673図圓 債をば︑みつからまるらすべし︒
七919囹きみがとばなければ︑ぼくがとべないぢ
十㎜1図圓水の引くをば待つべきか︒
七醜1 だけは︑守らなければならないといふのが
七鵬6圃 えた空だ︒たたけば︑かんかん 音のす
あまりに水が速うて︑馬をば川中より

浮世をば今こそわたれもののふの名を

押し流され︑これまでたどり着きて候︒

十佃10図鑑

こけ

十旧5図圃
︵手助︶認

古同松の苔にのこして

ば・されば・たとえば・ともすれば・みわたせば・

ば

ややもすれば

一隊は左舷から︑他の一隊

たのだらう︒

美しく︑手を延せば︑すぐつかめさうに
八2310團

八119本に春が來ると思へば︑もう矢もたてもた
八141は︑毫湾にさへ行けば︑バナナの木がどこ
O 旅客機で朝だてば︑夕方には大阪に着
八226国

空母艦サラトガ型は︑かくて珊瑚海に捧

二798国園

さ︒考へてみれば︑このすばらしい

手ガミヲヤレバイイサ︒ゲンキデ︑

舷から︑他の一隊は遠く後方から爆撃し

三219園しいか︒ほしければ取ってみよ︒﹂と
四125園

で︑かへらなければなりません︒私は︑

こ

い海面にあがっては消えて行く︒三

四411園

四366園

いちおくどうはう

⁝⁝﹂遠く大戦果は︑一億同胞に︑いな

は︑早く晩になればよいと思ひました
そのままにしておけば︑みかんの木は︑弱

は三の段︒かざればみんなにこにこと︑

まりません︒寒ければ寒いほど︑子ども

六266

四皿1圃

四954

ごとば・にげば・にづくりば・ひろば・ふなつき

四525

お別れしなければならない時がま

ながら︑われわれは︑だまったまま︑静

場 あしば・あみば・いちば・

ば・まきば・もちば・わたしば

六753

あとで聞けば︑この火事には︑焼
ました︒

もぐりたいと思へば︑いつでも︑墨水艦
七653 相手をにらみつけながら︑おちつきはらつ 六312團
六313團その水を押し出せば︑自由に海の上へ浮
て︑その場をたち去った義光は︑
九626図矢を折り捨てて︑その場に敵を射倒しけ 六351團るやうにしなければならない︒どうだ春
り︒
六565囹や︑うはさをすればかげとやら︑向かふ
何よりです︒聞けば︑あなたは︑山で酒
六578囹
十鵬1 ﹁その場を動くな︒﹂部隊長の太い聲だ︒

十二677 ほとんど無意識に︑聞多はその場をうま

をまるく曲げなければならないがこ
︑ れは

八714図りこぎ出す︒見れば︑へさきに長き竿を

八502

八444図魍の小道を行けば︑一足ごとに︑かさ
の聲︒見あぐれば 高きこずゑ︑小枝
八454図國

向きに乗るもあれば︑一匹の馬に二人乗
八309図
八313図たり︒親も落つればその子も落ち︑弟も
八313図落ち︑弟も落つれば兄も落ち︑馬の上に
八319図して︑守り堅ければ︑源氏も攻めあぐみ
八328図に出づ︒見おろせば︑いく百丈の谷は︑
が用心するならば︑馬もけがはなかる
八333図園
八335図眞先にかけくだれば︑三千齢騎︑馬を生
八336図石まじりの砂なれば︑陰るるやうにすべ
八342図 ︑眞先にかけ進めば︑三千鉄騎も績いて

だ︒あたるものではない︒大きな水柱が

決心である︒場所は︑パプアの東端から

敢無比な荒鷲部隊は︑決死母艦を離れ︑

逃げられるものではない︒ズ略﹀︒﹂の報

焔にせまる︒残敵は︑今やまったく袋の

決する最後の心事は︑刻々にせまる︒残

高角砲の勇士たちは︑みかた機とわかつ

る︒すると︑今度はすばらしい勝報がや

たこの小さな母艦は︑敵五十機の雷爆撃

トンの推進器の音は︑聞えなくなってし

された︒わが魚雷は︑みごと敵艦の火藥

め息をついた︒艦は急速に漕没して行く

聞いて︑襲射管員は︑ほっとため息をつ

かに機械でも︑心は通じるのである︒生

行けといった時には︑敵艦の胴腹深く飛

＿32775511311876974642121198

︵名︶ 7

ロ

うおいちば・おおひろば・かまば・さぎょうば・し

ば

485
ば一ば

り突かんとしければ︑爲次︑おどろきて

けざまに伏したれば︑三浦の平太郎爲次

十1210誉田

十125属国出でしことなれば︑定めて不自由なる

ためつぐ

九628図

みうら

八724図略﹀︒しと答へたれば︑﹁それ呼べ︒﹂とて

九631図

十137園 なって働かなければならない︒すべて上

︒母も人間なれば︑わが子にくしとは

八728図 一射そんずるならば︑髪切り折りて自害

八7210図風強く︑波高ければ︑船はゆりあげられ 九649蒼白﹀︒﹂と申しければ︑輝尼︑﹁︿略﹀︒﹂と

十192忍言

け込みました︒見れば︑うす暗くしてある

︑﹁︿略﹀︒﹂と問へば︑家臣答へて︑﹁︿略

九673図國

八753図寄せ取らんとすれば︑敵は︑船中より熊 九656図圓

どに思ひたまはば︑その馬求めたまへ

ころをつくろへば︑しばらくは用をな

十437図工に傾けり︒仰げば庭前の柿の梢は︑大

十287囹 は︑こっちへ覚れば地獄ぢやないか︒﹂﹁

十283圏囹

十282圏圓︑あっちへ行けば地獄︑こっちへ來れ

ぢごく

︑ますらをなれば︑大君の御楯と起ち

みたて

八735図神に祈りて見開けば︑風やや静まり︑扇 九654図 ﹀︒﹂と重ねていへば︑﹁︿略﹀︒﹂といひけ

九694図

八研8 方が早く︑長くすれば︑振り方がおそくな

八柳8 ︒その糸を短くすれば︑振り方が早く︑長

八㎜1 ます︒さうしなければ︑あの力の強い豊平

九866

九866

九8310

九839

九809囹

よ北斗と別れなければなりません︒一年半

二歳ごまの市が始れば︑いよいよ北斗と別

け出し︑ぼくが止れば北斗も止り︑追った

た︒ぼくがかけ出せば北斗もかけ出し︑ぼ

んせつにしてやれば︑馬ほどすなほで︑

十558 の天皇の御ためなればこそ︑われわれ國民

十511翻 しい朝飯だと思へば︑あたたかい御飯の

十505圃 さであらう︒かめば︑さくさくと歯切れ

十468図 まを開かんとすれば︑今しも朝日︑はな

︑こっちへ歴れば極樂︒﹂貞門が歌ふ

ごくらく

八765図︒﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑義経笑ひて︑﹁︿略

九789

くま

日964 があるといはなければなりません︒十九

八767図圖 の弓のやうならば︑わざと落しても平

々かず多ければ︑大いなる島八つ

口底4 き吹いたりしなければなりません︒蒙古風

九54図上 へたり︒島なれば山うるはしく︑島

九46図工
九52図圏

九価7囹

九佃7園

九価4

つてなほさなければなりません︒機上整

きたいことがあれば︑何でもおたつねく

八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

九981園

ものなら︑近づけばすぐわかります︒爆

十949園︒お受けくだされば光榮に存じます︒﹂

十889 堅くにぎった︒思へば︑しのぎをけつつて

十816 ︑よこ糸がなくなれば︑新しい仔が代って

十759 つた︒機械で動かせば︑もっと早く往復す

をまはってしまへば︑あとはらくだ︒潮

たかね

日替りのことなれば︑比良の高嶺の雪も

ひ ら

から馬をいただけば︑いつまでも愛養い

十753 つと進歩させなければならないといふので

十735 たが︑ひまさへあれば︑織機のことを調べ

九55図魍 はしく︑島なれば海めぐらせり︑山

九佃2園

十961園

九45図魍

十587 しても撃滅しなければならぬ︒だが︑敵は

九118 行くやうにしなければならない︒明治三十

一つに考へなければなりません︒整備は

︑この星を見つければ︑すぐ方角を知るこ

九π3 もとの御神木を仰げば︑天を指してすくす

九梱1囹

座敷へ行った︒見れば︑母もそこにるた︒

九906

九321園 しょに行かなければなりません︒病氣を

九慨7

九㎜10

九伽10

建てましをしなければならない︒自分たち

してあげようといへば︑マルタはお垂御飯

盛と改め︑折もあらば鹿討を討ち取らうと

十梱9図

十㎜7図画湖の末にて候へば︑待つとも待つとも

十柵3図

る島八つあれば︑國の名は大八洲
る國にしあれば︑日の本とほめた

九343 たび占領地へはいれば︑ことばが通じない
九363図圏 らばと手を振ればまなぶた熱しますら

九矯11

しげただ
︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑畠山の次郎重忠︑

十993︹図

九443 眞心がこもらなければ︑少しも聞く人々を

九㎜6

参道はまた右折す

夜來の雨に清めら

草原を海にたとへれば︑オボはまさにその

十鵬4図

十皿6図

十麗4図

一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと

略﹀︒﹂といひければ︑佐々木︑刀を抜い

略﹀︒﹂といひければ︑梶原︑腹帯解いて

みつうみ

九445 とばで書かれてあれば︑その文を歩む人々

もり

九446 正しいことばで話せば︑聞く人たちは︑喜
︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑義家︑定めてしさ
︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑義甲︑﹁︿略﹀︒﹂と

九6010菅平なり︒捨ておかば︑ほどなく生き返る

九609図

九588図

十㎜8図

鼠鵬10図︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略V︒﹂

をあふのけて見れば︑わが子小次郎が黒

︒﹁たぞ︒﹂と間へば︑﹁︿略﹀︒﹂と答ふ︒

れ︑馬はねあがれば︑弓杖ついており立

十44図さ︒南参道に入れば︑
十53図静かに歩みを移せば︑
十59図 て︑この門を入れば︑
十63図歌をしのびまつれば︑

十櫛6図

＋810図る︒蕾御苑に入れば︑ 木立深く︑道めぐ

十佃9図 ︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑﹁︿略﹀︒﹂とそいひ

十佃3図 後をかへりみければ︑土肥・梶原五十騎

とこしへに民やす

九614図 を取りてさし出せば︑墨家︑背を向けて

この御苑は︑明治

中央の拝殿︑左右

九616図 ごろ降りし者なれば︑他の家來どもこの

十119圓團あった︒﹁聞けば︑ そなたは豊島沖の

十91図ふ︒ほのかに承れば︑

ほうたう

九625図 ぶとに射つけたれば︑たやすく抜けず︒

九619図國悪しき心もあらば︒﹂とて︑手に汗を

十⁝⁝6

たれを解きて見れば︑錦の袋に入れたる

るべきことならねば︑泣く泣く首を打ち

十一174図

十剛4

十劉3

きっと見あぐれば︑錦の御旗に日月を

も見えざりければ︑官軍はや落ちたり

しく︑星の夜であれば︑また更に美しい︒

しい︒月が出てみれば︑出てみたで美しく

十一668図

十一658図

︿略﹀︒﹂といへば︑九郎︑﹁︿略﹀︒﹂と

十一653図國

十一649園囹

︿略﹀︒﹂といへば︑爲朝︑﹁︿略﹀︒﹂と

十一648図國

て打物にならば︑一騎が百騎に向か

め︑われ負けば汝をたのまんなど︑

ごと︑汝負けばわれをたのめ︑われ

ろくは

ら

けり︒のちに聞けば︑平の纒盛の子︑敦

十一191無難

し甲の上を射ば︑矢じり砕け折れて

殺のねらひなれば︑荒尾馬より逆さま

十一213図

十一207撚掛

野はかがやきて︑

まで射込みたれば︑七郎はしばしもた

十一678図星く︑野に立てば

十一674図

十一6610図國 に御許しあらば︑二の矢仕らん︒﹂

︑敵を散々に射れば︑源氏のものども多

十一206図南重ねて着たればこそ︑前の矢を見な 十一672図 とかけ出でければ︑爲朝これをはたと

十一198図

つねもり

の見参に入れたれば︑見る人涙を流しけ

十一178図

します城なれば︑六波羅殿や御向か

︒矢も皆薄きければ︑大太刀︑大長刀を

義纏を見知らざれば︑甲かぶとのよき武

え

だ

おほだち

山も︑來たらば來たれ︑恐れんや︒

ロだ︒晴れてみれば︑ここから︑今登ら

氣︑さうでなければ雨だなどといひます

心得ておかなければならない︒まつ相手

十一脳7図圏

十一904

の中に星が見えれば天覧︑さうでなけれ

敬っていはなければならない︒いっぱん

十一7110

十一257

﹂をつけさへすれば敬語になると思った

十一7110

十一302

﹂と下知しければ︑江田・大館・里見

十一312

十一価1図闘

しておかなければなりませんよ︒何を

起らば起れ︑おどろかじ︒

十一柵6團

龍巻も

語を使ひさへすれば古儀になると考へた

たぐらみになれば︑もっともっとおと

十﹁伽6

十一伽6

十一堰8

いて満足しなければなるまい︒しかし︑

を漢字だけで書けば︑さし當り﹁草木青

りで︑文章といへば︑漢文が普通であっ

つた︒文字といへば漢字ばかりで︑文章

關を突破しなければならない︒トラック

十一桁9團もつてみなければなりません︒いけ花

せてあげなければ︒﹂さういって︑今

十一伽3

十一梱3

し︑かな文であればこそ︑當時の國語を

さういへば︑よくねえさんにい

とでも書かなければならなくなる︒だが

ぐれ來て見ればいりあひの鐘に花ぞ

十一312

十一366

敵を砲撃せしかば︑敵の艦列たちまち

十一伽6

十一341講義

十一328図團師見わたせば柳さくらをこきまぜ

十一248図

十﹇228図敵の方を見渡せば︑北は山高く道けは 十一697図魍 な︒ふと見れば︑道のほとりに︑つ

射込みたりければ︑二言ともいはず︑

かり飛んでかかれば︑義維︑長刀をわき

するやうにしなければなりません︒十六

十型5図國 と思はん者あらば︑教経組んで生け捕
十備3図書 がっかみかからば︑などか勝たざるべ

り届けてあげなければIlかう思った私は

さういへば︑そばに積まれた中
十善5
十鵬5園 手でまはさなければならなかったのです
十六3園 ︒乾かさうと思へば︑半日ぐらゐでも乾
雪降れば山よりくだる小鳥多
設備8図圃
血糊5 ︑病室へ行かなければと思ひながら︑どん
十川8 内地に着きさへすれば︑ 完全な治療をする
＋傾−〇

41

45

49

53

十襯9
︿略﹀︒﹂この水ならば︑平地に築かれた高
はしばひでよし
十備2 た︒この城が落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑
十備5 ︑持ちこたへなければならないと思った︒
＋備−o園 分一人が承知すれば︑主家は安全︑五千
けっくわん

十騰2園 みる︒水さへ引けば︑すぐここへもどつ

十一鵬8図魍

十一撹4図魍

ころを人とはば朝日ににほふやまざ

わが越えくれば伊豆の海や沖の小島

あへらく思へば

い つ

天地の榮えるこの

さず攻撃せしかば︑敵の諸艦皆多大の
れつ
三に攻撃せしかば︑敵艦隊は四分五裂

十一桝3図魍
︿略﹀︒﹂とあれば︑かしこまって︑﹁︿

寄せるとしたならば︑だれでもその北端

︒白い山羊もみれば︑黒いのもみる︒ま

イヤが︑手を延せばとどきさうなところ

vといひければ︑三朝まかり立って

十一㎜一

十一窟11

はへ

ある︒港がよければ︑しぜん政治・交通

快な蚊もみなければ︑蝿もみない︒焼け

か

かうつう

たるものなれば︑定めて今夜寄せて

十一盟6

せいち

家の氏族ならば︑すみやかに陣を開

vといひければ︑義朝︑道理にやつ

︒禮儀を知らば︑弓を伏せて降参仕

の最良の港とすれば︑南の最良港はこの

十一蹴5

なれり︒明くれば二十八日︑天よく晴

図図

やうど︑人間でいへば血管のやうなもので

もさしさはりがあれば︑からだの働きも望

交通路に故障が起れば︑國の活動は︑たち

このままにしておけば︑列車は︑ひっくり

みるわけでもなければ︑ことばが愛ってゐ

4736742195910910
洛洛乱}図図図図図圓囹

の勢越しに見れば︑大將義朝は︑大の

十﹁㎜10

十﹇㎜8
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〉。

おほなぎなた
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十十十十十
210 208 208 208

十η4園 さがし出さなければならない︒﹂といつ
十畑8 を入れたりしなければならないので︑なか
すみ
十㎜9 を運んで行かなければならない︒大きな水

十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十
111111111110110110109109109
212

ば一ば
486

十一晒5 その通路をくぐれば︑部落全腔の家をた
をかぼ
十一泌11 つて針仕事もすれば︑陸稻の草取りから
十一一747図圏

十二643園あるまい︒散ればこそ︑花は惜しまれ

十二627
寺坂越え行けば︑長谷観音の堂近く
はちまん

十二川6 かして護らなければならない︒そればか
十二川7 押し寄せるとすれば︑徳川の恩義を思ふ

十一一佃6 前に討死しなければ︑いさぎよしとしな

十一一柵3 徳川を討たなければ︑武家政治を全霊か

＋＋＋＋十十十十＋＋＋＋＋十十十＋＋＋＋＋十十＋＋＋＋＋十
616059575555505049454343424141393534343230191818181313129

十二753図圃

せ

下道過ぎ行けば︑八幡宮の御やしろ

は

助ける道でもあらばといふ下心であった

十二49図心しむ民のあればなりけり
一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩
ま
れない︒もしあれば︑危険といふ魔が︑

十二869圏圓

さをさすならば︑人がかさをさすな

さをさすならば︑おれもかさをささ

いしだう

かう

十二柳3

十二櫃6

兵隊の勢苦︑ 思へばただ頭がさがる︒一

隊も︑ 橋が落ちれば立ち往生になる︒そ

あ十十十十十十十十

奇襲讐2劉2蒼黒塑硬筆

2

はあ

としめた︒できれば一寸りと︑艦長は心

線上を行かなければならないだけに︑こ

と︑近づいて見れば︑魚の群だつたりす

きく︑青く︑呼べば答へるほどの近さに

みるといはなければならない︒國語は︑

ころで見るとすれば︑結局は︑あの︑夜

わからない︒思へば︑まことに危いこと

〉。

﹇場合﹈︵名︶15 場合

いざといふ場合には︑暗がりでも︑すぐ

文字で書き表す場合には︑︿略﹀︑消したり

忠順9 漢字を︑二字以上組み合はせて︑ことばが

ある場合があります︒

十備7 このやうに︑訓にも︑音のやうに二つ以上

せう︒

九928 今の場合︑それを考へに入れないでおきま

りやすく書き表すことができます︒

書き足したりして︑自分の考へをできるだけわか

九433

武装することができます︒

ぷさう

七828国

といふせつばつまった場合でありました︒

六宙6 しかもその突撃まで︑時間は︑あと三十分

ばあい

﹂冠者﹁はあ︒

十一一847園
末廣がりでござります︒﹂大名﹁これが︒

十一59圃圓 ﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒

は

なまけようと思へば︑なまけられないこ

十二807園 るほど︑廣げれば大きな末廣がりぢや 十二川9 中が兵火にかかれば︑百萬の市民はどう
十二808園 それに合ったらば買ひませう︒﹂わる
十二備5圓国 に相成り候はば︑私事も︑當家滅亡
十二864囹1さういはれれば︑なるほどこれは古 ＋一軍10囲国らせられ候はば︑私は申すまでもな

目を見わけなければならない︒石の目と

十二876章章

vといひければ︑正季︑﹁︿略﹀︒﹂と
ら

︑よき敵と見れば組み落して首を取り
き

﹂と下知しければ︑吉良・石堂⊥局・
でその身を見れば︑正成十一箇所まで

vと問ひければ︑正季からからと打
てやうすを見れば︑正行は︑父が兵庫

十二949図囹︑父の子ならば︑これほどの道理に

十一一995図

十二985図園戦仕り候はずば︑父の申しし遺言に

十一一㎜1図圏 て來たるなれば︑今度の合戦は天下

みことばとあれば聞かなければならな

を超越してしまへば︑もう淺はかな夢も

十一一欄5図仰せ出されければ︑ 正行︑頭を地につ

のみことばであれば︑そのあとに何か績

人間を救はなければならないと︑かれは

る︒これを許せば︑國家の政治が成り

にあらはれければ︑中納言︑いまだ奏

お仕置きになれば︑今後忠義を働ます

き渡った︒と見れば︑あの恐しい羅刹は

十二棚1憂身 とかねて思へばあつさ弓なき敷にい
士でも︑普通ならば打ち首である︒切腹

v徳川を討たねば止まぬの硬論を持す

てやりたいと思へば︑いくら働いても二

十二868章章

ちやうど板でいへば︑木目のやうなもの

さをさすならば︑おれもかさをささ
まさつら

十二877圃國

十二891図國子の氣性あれば︑はね返りて死せず

合戦と思ひければ︑その子正行が今年

うして︑顔回なればこそ︑この最もむつ

十二892図圓耳にとどまらば︑わが教へにたがふ

十二886図

﹁先生は︑仰げば仰ぐほど高く︑接す

十二894図圓の安否と思へば︑今生にて汝が顔を

4261027

十二899図圓敵寄せ來たらば︑命にかけて忠を全

たかうち

ど甘同く︑接すれば接するほど奥深いお

十二895図國討死すと聞かば︑天下は尊氏がまま

かへりみすれば葛城の 山のいただ
み
みる︒直行かば水つくかばね︑山行

人麻

ばね︑山行かば草むすかばね︑大君
かへりみすれば月かたぶきぬ

に潮みち暴れば潟をなみあしべをさ

かた

り返って西を見れば︑残月が傾いてみる

図図図図図図

れば聞かなければならない︒﹂修行者

十十十十十十

十一一987図國ることも候はば︑君の御ためには不

ち國見をすれば︑國原はけぶり立ち

〉。

〉。
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91

91

92

93

94

かつらぎ

てるる︒顔回なればこそ︑偉大な孔子の

容れられなければこそ︑ほんたうに宣

目を見まちがへれば︑石は︑とんでもな

さをさすならば︑人がかさをさすな

子入りをしなければならない︒弟子たち

1610495883851665114487410935362
ｫ人。園園の瀦，麗麗て園園う園目。目子てなれ一
士園亡

487
はあ一ばあい

オヂイサンバ︑灰ヲツカンデマキマシタ︒

灰ヲカキアツメテ︑
一一932

シマヒニ︑灰ガ︑トノサマノ目ヤロニ

書き表された場合には︑どの漢字もすべて音で讃
むか︑または訓で讃むのが普通です︒

二933
十一盟5

十一月ごろまではよく灰が降り︑植物は

ハイリマシタ︒

十柵2 ﹁神様﹂﹁笑顔﹂﹁物干竿﹂などは︑訓ばか
りで讃む場合です︒

十柵4 音でも訓でも讃める場合があります︒
はい
﹇拝﹈︵名︶呂ごはい

﹇杯﹈皿Vいっぱい

枯れ︑名物のほたるまでが死んでしまふ︒

音で喜んだりする場合も︑まれにはあります︒
はい

十宙7 ﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を
三冬5 その場合に慮じた︑正しい讃み方をするや
はい

︵感︶19

ハイ

はい

一232囹

ハヤシハルエサン︒
一238園

キヌコサンデスカ︒
一293園

ハイ︑アリガタウ︒

アナタモ︑アソビニ
一304囹
ンカ︒

勇サンバ

ヘンジヲシマ
この間は︑お助けください

マタネテ シマヒマシタ︒

﹁ハイ︒﹂ト︑

二824園ハイ︑コレハ センドウサン︒

S園
シタガ︑

まして︑

魚たちを︑みんなここへ呼び集めるやう
﹁これでみんなか︒﹂女﹁はい︒

子ども﹁はい︑ほんたうでございます︒

そのつりばりを取ってやれ︒﹂女﹁はい︒﹂

六581園

﹁これが五枚めだったな︒﹂﹁はい︑五枚
めです︒﹂

十333園

五襯1囹

か︒﹂女﹁はい︒﹂

五柵9園鯛をちょっとここへ呼んで來てくれない

五㎜7囹

に︒﹂女﹁はい︒

五㎜3園

答へました︒

四745園にいさんは大きな 聲で︑﹁はい︒﹂と

ほんたうに ありがたうございます︒

ｧ1囹かめ﹁はい︑

露

とスササヲサ
ビカンンサン
ー
一 o o oン o
む
ゴ？？？ハ？
フ、。。イ。
0
ξ苫

鷺鉾寝
アデエコサム

スズキハナコサン︒
一236囹

一234園

アキハスワホ
ナヌヤズタン
タコシキナダ

うにしなければなりません︒

十一276 自分の動作であっても︑それが相手のた
めにする場合は︑︿略﹀敬語にするのである︒

十一288 他人の前へ出た場合には︑︿略﹀︑自分の
身内の者のこともまた謙遜していふのである︒
りゆ う

十一729 黒い雲が龍のやうに績いてるる場合には︑
雨の近いことほとんど受合ひだといひます︒

十一739 照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

灰δかざんばい

カクレテヰタ栗ガ︑サルニ
ニツ

X9

月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑

﹇灰﹈︵名︶11

十二291園 君子だつて︑困る場合はある︒
はい

二292 灰ノ中田
ポントトビツキマシタ︒

二358 オカアサンガ︑ 大キナ オイモヲ

モッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入レニナリマシタ︒
﹁ヤケタ︑ヤケタ︒﹂トオッシャイマシタ︒

二375 ﹁ドレ︑ドレ︒﹂ト︑灰ノ中ヲサガシテ︑

二901 犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑
ソノ灰ヲモラッテ來マシタ︒

二903 風が吹イテ來テ︑灰ヲトバシマシタ︒
二908 灰ヲザルニ入レテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑
アルキマシタ︒

二926 トナリノオヂイサンバ︑ ノコッテヰタ

二918 オヂイサンバ︿略﹀︑灰ヲマキマシタ︒

一一
一一

はい一ばいえん
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十617園

﹁はい︑死んで錦ります︒﹂訓示に答へ

﹁はい︒﹂と答へて次の間から出て來

るやうに︑全員のまなざしがかういってみる︒

た犬きが︑その車を引いた︒

十一463圏

十一499園 よく勉強してくださいね︒﹂﹁はい︒﹂

じゅうばい︒すうひゃくばい︒なんばい・にじゅう

ばい 呂ごばい・しばいぐらい・じゅうすうばい・

ばい・にばい︒にばいいじょう・やくしばい・やく

．はひあがる ︽ーッ︾

わらのおうちを︑箱の中へ入れてやると︑

﹇這上﹈︵五︶2

しひゃくばい・やくにばい・ゆうきひゃくばいする
はいあが・る

かひこは︑静かにはひあがって來て︑

五395

十梱3 ぬれねずみの姿で海岸へはひあがった兵士

後の方には︑︿略﹀灰色のトーチカが築か

﹇灰色﹈︵名︶4 灰色

の身を︑かくす物は何一つない︒
はいいろ

いわし雲がぐんぐんふえて早ると︑空一

れてるて︑あらしのやうに撃ちまくって來る︒

十欄10

十一736

入道雲の足もとから︑むくむくと二つ三

帯が灰色になって︑

スコールの中では︑灰色の大きな木を押

つ︑灰色の雲が湧きあがって來た︒

十二川9
十二烈8

﹇敗因﹈︵名︶1 敗因

し立てたやうな龍巻さへ起ってるる︒

十809 かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ︑更に

はいいん

﹇梅雨﹈︵名︶1 梅雨

新しい工夫をこらして行った︒

あもり
十月6 折から降り急く梅雨のために︑︿略﹀足守

ぽいう

﹇煤煙﹈︵名︶1 ばいえん

川は︑︿略﹀あふれるばかりであった︒
ばいえん

どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

ばいえんが空をよごしてゐました︒

八鵬4
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バイカルまる一パイナップル

︵名︶一

バイカル丸

拝観

十一一桝5園艦長︑敵はわが病院船バイカル丸を撃

バイカルまる

﹇拝観﹈︵名︶3

卜しました︒

はいかん

八592 私たち女子の組も︑先生につれられて︑大
演習の拝観に出かけました︒

︵サ変︶

2

︽ース︾

拝観する ︽一

兵隊さんは︑俳句を讃んでもらった満足

くれと︑わざくやって來たのである︒
十一伽6
︵サ変︶

1

敗軍する

敵は次々に敗軍し︑敗走する︒
はいけい

﹇敗軍﹈

︽一

を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒

シ︾

はいぐん・する

十一一撹2

シ︾

十二掴4

シ︾

十865

﹇拝見﹈

︵サ変︶

1

﹇拝奉﹈︵四︶1

︵サ変︶

1

拝見する

拝し奉る

拝受する

︽一

︽一

︽一

今生にて今ひとたび︑玉顔を冒し奉
﹇拝受﹈

﹇拝﹈︵サ変︶3

昇す

︽ースル・ーセ︾

神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊
この時︑正面やや遠く舜する南神門のけ

︽ース︾

﹁敵主力ハ︑騙逐艦三隻ヨリ成ル直衛ヲ

﹇配﹈︵サ変︶1 配ス
クチク

配ス︒﹂機内に︑どっと喜びの聲があがる︒

十638園

はい・す

行幸ありし時の玉座︑今もそのままに辞せらる︒

十89図御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑

だかさ︑美しさ︒

十54図

花の御紋章を拝するかしこさ︒

十43図

はい・す

︿略﹀︑うやうやしく墨手の禮をした︒

セ︾

はい・する

拝する ︽ーサ・ーシ・一

撮政殿下の御無事でいらっしゃるのを癖し

﹇拝﹈︵サ変︶4

七9910

それを拝した時︑私たちは︑何ともいへな

た元帥は︑

八615

大命を葬されて︑王は蒙彊の地へ御出

もうきやう

い感じがして︑目が涙でいっぱいになりました︒
征になる︒

十﹁108

﹇敗走﹈︵サ変︶2 敗走する ︽ース

十一一宙3圏御目には︑御感涙の光るのさへ拝せら
れた︒

はいそう・する

敗走するにしたがって︑橋といふ橋を片

敵は次々に敗軍し︑敗走する︒

ル︾

十一一醜2

﹇這出﹈︵五︶2 はひ出す ︽ーサ・ーシ︾

端から破回する︒

十一一瀧2
はいだ・す

ひ出さうとしますQ

六121 いなごは︑せまいかこひの中から︑外へは

七875 天応のよい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こ

そと穴から地上へはひ出します︒

はいでん

舞殿

全員はたちまち配置についた︒

おかあさんに手を引かれながら︑おされ

﹇拝殿﹈︵名︶4

パイナップル

はいでんの前には︑美しいちゃうちんが

この門を入れば︑中央の葬殿︑左右の

︵名︶4

パイナップル

柱の神の御前に︑うやうやしくぬかつく︒

十61図 辞意に進み︑明治天皇・昭憲皇太后御三

廻廊︑庭上の白砂︑すべて清らかに︑嚴かなり︒

くわいらう

十59図

ありました︒

三682

るやうにして︑はいでんの前へ出ました︒

三681

はいでん

十二㎜6

ありがたく拝受したステッセル將軍は︑ はいち ﹇配置﹈︵名︶1 配置δせんとうはいち

はいじゅ・する

らんために参内仕りて候︒

十一一992図画

ラ︾

はいしたてまつ・る

臣たちも︑この御文を拝見してひとしく泣いた︒

徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝

はいけん・する

トンの姿であった︒

て︑斜めにこっちへ向かって走って來るレキシン

十一一川9

八598 拝観に來た人々は︑望外たうのえりに︑首 はいけい ﹇背景﹈︵名︶1 背景
はいけい
をうづめてるました︒
意外にも︑沈みかかった太陽を背景にし

葬暗者

八617 拝観の人々も︑今は覧たうを着てみる者は︑
﹇拝観者﹈︵名︶1

一人もありませんでした︒
はいかんしゃ

九1410 祭場の東から南へかけた林の傾斜面は︑舜
拝観す

観者や︑︿略﹀などで︑うづめつくされてみる︒
﹇ 拝 観 ﹈︵サ変︶−

﹇ 拝 観﹈

十76図 殿内に入りて御遺物を葬観す︒

はいかん・す

はいかん・する
シ・ースル︾
とうかん

拝観してゐましたが︑どこで大砲を撃ってるるの

八602 野外統監部を遠く望むところで︑私たちは

か︑わかりません︒

九145 みそまはじめ祭の盛儀を辞観する人々の列

俳句

が︑林の間の細道傳ひに次から次へ旨いて行く︒
はいく ︹題名︺1 俳句
﹇俳句﹈︵名︶5

十一榴7 俳句
はいく

月に關するものがどんなに多いか︒

十426 ごらんなさい︑歌でも︑俳句でも︑詩でも︑

十一767 俳句で﹁雲の峯﹂といふのも︑この入道
雲です︒

てくれといって︑夜中にやって干た︒

十一旧9 一人の兵隊さんが︑俳句を作ったから見
十一悩9 兵隊さんは︑︿略﹀自作の俳句を讃んで

はいのう一はいる
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パパイヤなどもあっ て ︑

十一㎜8 そのほか︑パイナップルや︑ザボンや︑

十︻㎜2 パイナップルも︑道のすぐそばで︑にこ
にこした顔を見せてみるし︑

や

し

十一惣4 パイナップルのにほひがあたりに満ちて
みる︒

十二悩9 のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ
はいなう

の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒

七789團 背嚢と銃を肩に︑歩調を合はせて勇まし

はいなう

はいのう﹇背嚢﹈︵名︶4背嚢背嚢
く行進したり︑

七826団 その上に︑ていねいにたたんだ軍服や︑
はいなう

背嚢などが︑きちんと置いてあります︒

九214團背嚢からおまへの手紙が出て來た︒

ろぐんはいぼく

背負って歩いてゐました︒

はいぼく
﹇這松﹈︵名︶4

はひまつ

はいなう
十一酩10團 みんな銃をかついで︑重さうな背嚢を

はいまつ

十一896 山腹の斜面に︑低い緑の﹁はひまつ﹂が
波のやうに聴いて見えた︒
やうに霧の中に薄れてみる︒

十一906 行手の道も﹁はひまつ﹂も︑すべて夢の

シマヒニ︑灰ガ︑トノサマノ目ヤロニ

五736 あとからはいって來たのは︑七十ぐらみの

やとはいって來ました︒

五732 しかし︑入れ代りに︑大勢の人が︑どやど

ユウベ︑ネドコニハイッテカラ考ヘマシ

五麗4

にいさんとぼくが︑手をつないで︑海へ

りました︒

五麗5 出たかと思ふと︑すぐまたはいります︒
はん
五棚7 利根は︑軍隊の軍犬班へ︑はいることにな

出たかと思ふと︑すぐまたはいります︒

月は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑

おばあさんと︑︿略﹀をばさんとでした︒

みなさんが二年生になったら︑新しい

ハイリマシタ︒

二934
二942
タ︒

T園

四176
ました︒

四255

おちいさんの切る竹には︑たびたび金
そっと

が氣になって︑なかなか眠れませんでした︒

七2010身の丈にもあまる草を分けて︑だんだん奥

このやうな話をしながら︑藥の風呂にはい

へはいっていらっしゃいました︒

七356

ふ

ろ

る病人が︑いつも絶えませんでした︒

たいていは︑木の細い根をぢくにして︑ま

最初は︑淺いところにるますが︑︿略﹀︑だ

大連の港は︑ずるぶん大きくて︑毎日た

八221国

八欄5中へはいって︑まつ目についたのは︑︿略﹀

へはいりました︒

︑
0うばを門のわきに立たせておいて︑姫は中
ノ1
4一

くさんの船が出たり︑はいったりして︑

馬に乗った軍人さんが︑門をはいって

八406園あの門の中へ︑はいってはなりません︒

てたべたら︑みなさんはきっとしかられるでせう︒

八147 梨畠や桃畠へはいって︑枝のままもぎ取つ

ぶりとはいって行くのは︑

七911皇の上から︑まっさかさまに︑水の中へず

んだん深いところへはいって行きます︒

七868

るい穴をほり︑その中にはいってゐます︒

七855

一間へはいって︑包をあけて見 七801国 お風呂へはいったり︑

ポストの中には︑もう二枚のはがきが
にいさんは︑ここでみんなにあいさつを

門をはいると︑ゑい兵所に︑冷たいさん

來ると︑

四753
五509
ました︒

だいすきなにんじんがはいってみるのだ︒

五697團愛馬ぶくろといって︑その中には︑馬の

汽車が走り出すと︑すぐトンネルにはいり

が七八人腰をかけてゐました︒

おとうさんと私もはいりました︒

︽ーッ・一

四732
はいる

四731

﹇入﹈︵五 ︶ 8 5

はいり 3ではいりする
はい・る

バンヲモッテ︑ハイッテ來マシタ︒

二406 オトナノバウシヲカブッテ︑大キナカ

シマシタ︒

一578 フタリハ︑川ヘハイッテ︑サカナヲサガ

ラ・ーリ・ール・iレ ︾ δ お は い る

ハイル

ざくら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒

して︑門の中へはいりました︒

四728

はいってゐました︒

四676

ますと︑中から出たのは︑一枚の鏡でした︒

四596

がはいってゐました︒

四337

くの前で止りました︒

まもなくホ町にはいって︑いうびんきょ

四137 ぼくが本を讃んでみると︑くつの音が 六643 さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑するすると
はいるくらみの大きさに作って︑
して︑だれかうちへはいって來ました︒
にいさんといっしょに︑おふろにはいり 六713 私は︑ねどこの中へはいりましたが︑火事

三859園ぼくの舟に︑水がはいって惟た︒

はいりました︒

三771

一年生がはいって來て︑またつかひます︒

一一

十一952 ﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ︒

十一912 ふと﹁はひまつ﹂の間に︑︿略﹀﹁たかね

X8

491
はいれる
はいれい

いくつか並んでみるガラスの箱でした︒

八㎜9 何ともいへないほど美しいものが︑その中
にはいってゐました︒

が︑流れるやうにはいって來ます︒

八糾2 にごった空氣が出て行って︑きれいな空氣

赤々とはいって行きます︒

八柵8 見渡すかぎり平な地平線に︑大きな夕日が

なのである︒

九133 まだ御料林のほんの入ロへはいったばかり
九266 皇軍が︑スレンバンの町にはいった時のこ
とです︒

九343 一たび占領地へはいれば︑ことばが通じな
いかぎり︑手も足も出ません︒

二隻二二隻と績いて港へはいって託る︒

九476 漁船が︑港へはいって來たのをきっかけに︑
九477 二隻・三隻と轟いて港へはいって來る︒
九478 今はいって來たばかりの漁船をめがけて︑
︿略﹀たくさんの小舟が近づいて行く︒

九771 汗をふきふき︑ちいさんは小屋へはいって︑
のこぎりを持ち出した︒

九914 日や月が東から出て西へはいるやうに︑星
もだいたい東から出て西へはいるのです︒
九914 星もだいたい東から出て西へはいるのです︒
先頭から順々に海へはいって行った︒

九948 先生の激働のことばをしっかり心にだいて︑

九961 波が︑︿略﹀顔に當って︑目や鼻へゑんり
よなくはいって來る︒

入れようとしたが︑力がはいらない︒

九999 その氣持を梯ひのけるやうに︑手足に力を

九齪7圏汽車はたちまちトンネルにはいった︑ざ
あっとすべって行く車輪の響き︒

九㎜1 夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ

からだがやっとはいるやうなせまいとこ

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒

九二6囹

十一柳7

友人も績いてはいった︒

十一捌3 そのうち偶然にも︑東京放送局からの電

まもなく︑汽車はマゲランの町にはいり︑

波がはいって來た︒

市内電車のやうに町の中をどんぐ走る︒

十一㎜1

ろで修理をしてみると︑

﹁あじあ﹂のしるしのはいった用紙に

にスタリン湾へはいる︒

十一脳5 南にウォウォニ島を見ながら︑船は静か

も遠く來たものだと思はないではみられないが︑

十一鵬9 赤道を越えて南半球へはいると︑だれし

三人は食堂車へはいった︒

見渡すかぎり廣々として︑何一つ目にはい

﹁あじあ﹂はく略﹀町へはいってみた︒

九㎜11

九㎜5

九㎜1

九畑2

これは︑もともと支那各地で︑いろくな

らない草原では︑

評価10

小さな町があった︒

十一脳11 湾内へはいると︑そこにケンダリといふ

﹁採鑛へ総進軍︒﹂と書いた電燈看板に

迎へられて︑︿略V坑内深くはいって行く︒

十一一95

石に︑軌道車の響きがごうごうと反響する︒

十一一92 一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩

て水浴する眺めは壮観である︒

十一圏12 清流にはいって︑部落の人たちがそろつ

て行く︒
せいりう

十一鵬7 世界は太古のやうな静けさの中へはいつ

音が行はれてるたのが︑自然わが國へもはいって︑

次の部屋へはいると︑こくそをつめた白木

それぞれの讃みならはしとなったのです︒

十伽1

の盆が︑うつ高く積んである︒

主人の話に感心しながら︑上塗りの部屋へ

はいる︒

十悩8

私は陳列室へはいって︑いろくな塗り物

相手を尊敬するためには︑自分のことを

せと物のやうに固くなり︑ひびがはいった︒

の並んでみるのを見ましたが︑

十伽5
十㎜3

十一265

十二柵7 指先が水にはいると︑川底のせりの緑も︑

十二637 このことが法親王のお耳にはいった︒

にはいった︒

十二柵9 ぼくも︑長靴をはいたまま︑下手の淺瀬

︿略V木の影も︑ゆらゆら揺れて一つになる︒

謙遜していふのがわが論語のいき方で︑これも敬
時々︑女の子たちが出たりはいったりし

語のうちにはいる︒

十一387

て遊んでみる中に︑

十二襯3幼い時︑母や祖母にだかれて︑︿略﹀快

﹇拝礼﹈︵名︶1 拝禮

い夢路にはいったことを思ひ出すであらう︒

ました︒

はい・れる

トン級の船が百五十隻ぐらゐはらくにはいれる︒

十一㎜5 この廣い湾は︑ラバウルの生命で︑一萬

﹇入﹈︵下一︶1 はいれる ︽ーレル︾

七239 うやうやしく神だなに向かって︑辞義をし

はいれい

心を無理にしづめようとして雑誌を開き
ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒

十一4810

ふすまがすうとあいて︑着かざったねえ
さんがはいって來ました︒

十一491

やがて針葉樹の密林へはいると︑急に快
はいってみよう︒

い涼しさを畳える︒

十一864
十一柳5園

ベートーベンは︑急に戸をあけてはいつ
て行った︒

十一研6

はう一はがき

492

は・う

﹇ 這 ﹈ ︵ 四 五 ︶5

はふ

︽ーッ・ーヒ・ーフ︾

利根のからだを︑︿略﹀だきかかへました︒

五伽3 兵隊さんは︑︿略﹀はふやうにかけ出して︑

六118 下に置くと︑飛べないので︑地面をはって
行きます︒

︽ーエ・

五513

ところどころに中洲があって︑小さな木が

十二771図圃

歴史は長し七百年︑

に似て︑ 英雄墓はこけむしぬ︒

十二㎜3

ル︾

はくわいとう

興亡すべて夢

橋といふ橋を片端から破壊する︒

魚が︑からだをくねらせて︑岩に生えた海 はかい・する ﹇破壊﹈ ︵サ変︶ 1 破壊する ︽ ス

生えてゐました︒
七132
花びらにも葉にも︑うぶ毛が生えてみる︒

藻の間を上手に泳いでゐました︒
九川9

﹁生まれる﹂﹁生える﹂﹁生きる﹂﹁生る﹂

のやうに︑﹁生﹂を﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いき

﹁生﹂を﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂

る﹂﹁なる﹂と︑いろくに讃みます︒
十備3

﹁はえる﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂といったわが

﹁なる﹂と︑いろくに讃みます︒
十稲4

ただところどころに︑ニッパ椰子や︑サ

一面にとげの生えた鬼の頭のやうなドリ

國のことばを︑漢字の﹁生﹂に干てて

十一㎜3
ヤン︒

十一筋9

はえる

︽ーエ︾皿vてりは

墓5おはか・みはか

はくわいとう

わが工兵は︑︿略﹀︑長い破壌筒をかかへ

この鐵條網に破壌筒を投げこんで︑わが歩

ながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒

六柵3

破壊筒を持って行って︑鐵台網にさし入れ

兵のために︑突撃の道を作らうといふのです︒

六冊5

そこで班長は︑まつ破三智の酷なはに︑火

てから︑火をつけるといったやり方では︑

三人の工兵は︑火をつけた破壌筒をしっか

をつけることを命じました︒

六柵8
六伽1

もちろん︑三人のうち︑だれ一人︑破三士

りとかかへ︑鐵條網めがけて突進しました︒

をはなしたものはありません︒

六三9

江下︑野江は︑︿略﹀︑破壌筒に力を入れて︑

三人の心は︑持った一本の破壊筒を通じて︑

ハガキ

はがきむえはが

ハガキヲ出シテ︑ウチヘカヘリマシタ︒

イヒツカッテ︑
一一11一

春枝さんは︑はがきとふうとうをこしら
へました︒

四663

ハガキヲ出シニイキマシタ︒

二96 勇サンバ︑オカアサンニ

き

はがき ﹇葉書﹈︵名︶6

当主網に︑破壊筒を投げこみました︒

恐しい勢で爆止するのです︒

しかも︑敷秒ののちには︑その破壌筒が︑

一つになってゐました︒

六梱7

進めとばかり︑あとから押して行きました︒

山を進むなら︑草の生えるかばねともな 六梱4

ゴ椰子や︑びんらうが生えてみるけれども︑
十一一4110

﹇映﹈︵下一︶1

れ︑大君のお側で死なう︑
は・える
える

六柵8

土塀で膨まれた會見所に入り︑片すみに生 はかいとう ﹇破壊筒﹈︵名︶10 破壊筒 破壊筒

どべい

十881

バウバウ

はへ
はへ 蝿

はへ

生える

えてみたなつめの木に︑その馬をつないだ︒

九㎜5 雲はしきりに流れて︑早春の畠を︑野を︑
十稲2

そのかげがはって行く︒

はへ
十桝7図魍 おとろへし蝿の一つが力なく障子には
ひて日はしっかなり
︹地名︺一

十二684 聞多は︑そこまではって行った︒
バウバウ

﹇生﹈﹇▽めばえ

十一川図 バウバウ
はえ

﹇蝿﹈︵名︶3

はへ
十摺7図閣 おとろへし蝿の一つが力なく障子には

はえ

ひて日はしっかなり
か

生えかはる

︽ール︾

十一伽8図魍やれ打つなはへが手をする足をする
﹇生変 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十一惣6 蚊もみなければ︑蝿もみない︒
はえかわ・る

はえる

三411囹この︑前の方のむしばは︑生えかはる
﹇生﹈︵下 一 ︶ 1 6

はですが︑
は・える

遠く國務院や︑關東軍司令部の建物が夕日

六梱8
富川10

ーエル︾

かすかに羽音がして障子に輕くぱさと止つ

紅藍3

九描8

にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒
四62 一本のくすの木が生えました︒
四447 この島には︑ 一本の草も生えてゐませ はおと ﹇羽音﹈︵名︶1 羽音

んでした︒

﹇墓﹈︵名︶3

た虫が︑やがて又略﹀︒﹂をくり返す︒

ロシヤ軍の戦死者の墓は︑あちこちに散
在してみるやうですが︑

十963圏

はか

その島には︑みどりの草が一めんに生

えてゐました︒

四452

五144 つみ重ねたどなうの根もとにも︑いつのま
にか︑草がたくさん生えました︒

していただきたいと思ひます︒

五288園 せなかには︑こけも木も生えてをります︒ 十9610園 コンドラテンコ少將の墓は︑どうか保存
五444 水草が︑たくさん生えてゐました︒

493
はかす一ばかり

はいってゐました︒

はかす

︽ーシ︾

二881

畠ヲホッテミマスト︑キタナイモノバ

サルハジブンバカリタベマシタ︒

とはうに

米ヲツイテミマスト︑キタナイモノバ
だれも知らない人ばかり︑

くれてうらしまは︑

三皿5圃

カリ出マシタ︒

二896

カリ出マシタ︒

二273

二77外へ出テ︑空バカリ見テヰマス︒

四676 ポストの中には︑もう二枚のはがきが ばかり ︵副助︶皿 バカリ ばかり5いかばかり
みますと︑

やっぱり﹁︿略﹀︒﹂と書いてありました︒

四686 受取った はがきを 讃んで

﹇ 履 ﹈ ︵ 五 ︶1

五862 職地の兵隊さんから︑はがきが來てるた︒
はか・す

くに︑ちょっと︑はかしてくれ︒﹂

六877團囹 毛糸のくつ下を見て︑みんなは︑﹁ぼ
ばかていねい ﹇馬鹿丁寧﹈︵形状︶1 ばかていねい

はかどる

︽ーラ︾

四白4

もう前のやうに負けてばかりはみません︒

十一3010 それが度を越すと︑かへってばかていね 四582 病氣はわるくなるばかりでした︒
四912国十メートルばかり糸を出して︑
﹇ 捗 ﹈ ︵ 五︶1

いになったり︑また柔弱に聞えたりする︒

はかど・る

あまりおもしろさうなので︑天照大神は︑

天手力男神は︑この時とばかり︑さっと
岩戸をおあけになりました︒

五83

あめのたちからをの

少しばかり岩戸をおあけになって︑

十二2710 職齪があって︑道ははかどらず︑七日七 五74
︽ーキ︾

夜︑孔子も弟子も︑ろくろく食ふ物がなかった︒
はかなし

ちゃうど三年生になったばかりのころ︑

そののちは︑︿略﹀︑はかなき遊びにも︑

﹇ 停 ﹈ ︵ 形︶1

五伽1

十二968図

はかな・し

ただこのことのみを思ひけり︒

一時間ばかりののち︑

お逃げにならないばかりか︑つつしんで御

胸は︑はりさけるばかりになりました︒

した︒

六研7

不孝のおとがめを︑つつしんでお受けい

高さ一メートル半ばかりの山を作って︑

よったやうになって︑大きなため息をつく
すみれも︑一週間ばかり前から咲きだしま

ばかりでありました︒

六撹7

いんだ︒

たった一メートル四方ぐらみの廣さですが︑

ここばかりは︑寒い冬も知らないやうに︑

六佃5

この時とばかり撃ち出す敵の弾には︑

ともお経をおぼえない︒

六㎜8園 いくらいっても︑給ばかりかいて︑ちつ
六柵8

から押して行きました︒

六梱5 破壊筒に力を入れて︑進めとばかり︑あと

七総1 きれいな︑六七センチばかりの魚が︑から

小さな城で︑軍勢もわっか千人ばかり︒

だをくねらせて︑

七573

兵隊さんが通る︑ 一中隊ばかり︒

それから︑三日ばかりたったある日︑

かりになった︒

七617 初め百萬といった賊も︑しまひには十萬ば
七6710

ただ﹁あれよ︑あれよ︒﹂といふばかり︒

七764圃

七979

七研7 今︑日が沈んだばかりのところがら︑さし

出たいく百筋のこまかい金の矢が︑

水さへもくれません︒

七桝8 武器や船具を返さないばかりか︑日本船に

八298図爾軍たがひに押し寄せて︑その間わっか

に三町ばかりとなれり︒

したる岩石︑壁のごとくつき立ちたり︒

八338図 これより下︑十四五丈ばかりは︑こけむ

ちの前へ押しかけて來ました︒

八5710 兵隊さんは︑やれうれしやとばかり︑私た

今から三百六十年ばかり昔のことです︒

九133 まだ御料林のほんの入ロへはいったばかり

八佃4

ろでした︒

円価1 番人が︑ランプに火をつけたばかりのとこ

二十もあって︑

六995囹机の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細 八911 北から南からかけ渡された橋ばかりでも︑

六912

傳ひもできず︑

六735園わたしは︑消防にばかり働いてみて︑手 八377 それより一年目かり前のことです︒

たすばかりでございます︒

六535囹

父君の前へお進みになりました︒

六522

五伽6

﹇馬鹿﹈︵副︶1

︽一

六242

ばかに

ばかに

ひよう長く見えます︒

九815 大きな犬ぐらみの大きさで︑足は︑ばかに
ばかばかばか ︵副︶1 ぽかぽかばか

はかま
はかま 袴

八566 ばかばかばかと︑馬のひづめの音がして來
﹇袴﹈︵名︶2

たと思ふと︑

四棚3圃赤いはかまの官女さん︑ 三人並んで次

はかま

の段︒

害せんとそしみたりける︒
計らひ申す

はかま
十一一946図正行は︑︿略﹀︑袴の腰を押しさげ︑自

﹇計申﹈︵四︶1

はからい εおんはからい
はからいもう・す

十一591図國合戦のこと計らひ申せ︒

セ︾

1まカ、り一1まカ、り

494

きやく

長さ一メートルばかりの望遠鏡が︑三脚

たくさんの稻束が積んである︒

十354

なのである︒

九156 ひたすら今日を待ってるた奉仕員たちは︑
さいふく
目にしみるばかりの迷夢な齋服を着て︑

十3910

す

十449図

機ばかりいじってみて︑をかしなやつだ︒

ぼう然として︑歎息するばかりなり︒

會見所は︑里下から北西四キロばかりの地

わが子小次郎が年ごろにて十六七ばかり︑

後をかへりみければ︑土肥・梶原五十騎
下身の船に乗り配り︑あはやとばかり飛
長刀をわきにかいはさみ︑みかたの船の
草ずりもかなぐり捨て︑胴ばかり着て︑
﹁先生﹂﹁遠足﹂﹁飛行機﹂﹁高射砲﹂など

﹁神様﹂﹁笑顔﹂﹁物干竿﹂などは︑訓ばか
中塗りの盆は︑内側ばかりが塗ってあって︑
ながら

長良川の水を集めてあふれるばかりであっ

列車は︑ひっくりかへるばかりだ︒

天を見てみるばかりである︒
十㎜11

式部は︑文學の天才であったばかりか︑

ただ眠り戯けてみるばかりであった︒
十一361

十㎜3

十㎜6

た︒

十備7

外側はまださび色のままである︒

十戒5

りで讃む場合です︒

十宙1

は︑音ばかりで讃む例で︑

十宙1

大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑

十麗3図

二丈ばかり離れたるに︑ゆらりと飛び移る︒

十川9図

んでかかれば︑

十川8図

ばかり出で來たり︒

十佃3図

花のごとき少年なり︒

十鵬6図

十棚5図梶原は︑佐々木に四五間ばかり進みたり︒

貼︑水師螢の一民屋である︒

十834

十733囹

か空氣もないのです︒

婦人としてもまことに圓満な︑

わが國の偉大な小説であるばかりでなく︑

今日では︑世界にすぐれた文學として

十一3610

十﹁泌7

爲朝は︑七尺ばかりなる男の︑目角二

かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ

網の糸も切れるばかり︑大きなますや︑

何をしても︑始めてのものばかりで︑

文字といへば漢字ばかりで︑文章といへ

みんな目のさめるほどみごとなものばか

早くたべてくださいといはんばかりに︑

腰にく略V短い腰巻を着けてみるばかり

そればかりではない︒

で︑いつもはだか︑はだしで暮してみる︒

十一㎜1

往來まで枝をさしのべてみる︒

十一㎜5

つたことがある︒

十一踊9 百年ばかり前︑ジャワが︑オランダと職

りである︒

十一脳1

ばを書き表さうとしたら︑

十一梱1 漢字ばかりで︑われわれの日常使ふこと

に書き表すことが︑

十一伽8 わが國の古語を︑漢字ばかりでそのまま

ば︑漢文が普通であった︒

十一旧6

もってみなければなりません︒

十一宙8國 形ばかりでなく︑いつも自分の心がこ

めづらしいやら樂しいやら︑

十一価5團

さけがかかってみるのだ︒

十一棚3

ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑

十一673図

いまだ天の明けざる前に勝負を決すること︑

十一607図取皇朝が矢二つ三つ放さんばかりにて︑

つに切れたるが︑

十一583図

吹色の着物を重ねて︑かけ出して來た女の子は︑

月には水がないといひましたが︑水ばかり 十一388 十ばかりであらうか︑白い着物の上に山

の上にのってみる︒

九478 今はいって來たばかりの漁船をめがけて︑
︿略﹀︑たくさんの 小 舟 が 近 づ い て 行 く ︒

九756 源作ちいさんは︑一メートルばかりの長さ
に僥けた炭の端を︑

九774 順調の上に腰をおろし︑切って來たばかり
の木を︑一メートルばかりの長さにそろへて︑

九775 切って來たばかりの木を︑一メートルばか
りの長さにそろへて︑樂しさうにひき始めた︒

九791 母馬が︑生まれたばかりの子馬をしきりに
なめてやってゐました︒

九812 一週間ばかりたって︑親子とも馬屋の外へ
出しますと︑

九817 ともすると野馬にすり寄っては︑乳を吸つ
てばかりるます︒

つ

に︑きっと一つの星が見つかります︒

九902 この二つの星の距離の五倍ばかりのところ

りよ

九936 小熊座を包むやうにのろくと曲りくねつ
い

て連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑

九939 椅子の形に連なる五つばかりの星はカシオ
ペヤ座で︑

りを心配する︒

九梛10 やがて二百十日差來て︑農家はただ風ばか

九廻2園整備兵といふのは︑みんな地上で働く人
ばかりですか︒

九二3囹 尼子家の御威光は︑昔にひきかへておと
ろへるばかり︑それをよいことにして︑

十128思惑 そなたのふがひなきことが思ひ出され
て︑この胸は張りさくるばかりにて候︒
十223 そこには︑取り入れるばかりになってみる︑

495
はかりごと一はく

十ニー47 見あげるばかり高く切り立つた山だ︒
十二236 死んだやうになってみた校舎の中から︑
どっとばかりに四千名の邦人が出て歴た︒
十二716園 手當てをしても︑ただ苦しめるばかり︒
十二826囹 一型ばかりになりますまいか︒
てくださらぬかといふのでござる︒

十二829囹 いや︑十爾のうち︑一景ばかりも黒い
十二929図 響町十返ばかり同音に唱ふ︒

十二側6 そればかりか︑追討の官軍がたちまち江
戸表に押し寄せるとすれば︑

＋二㎜−〇

機上の朝食を終ったばかりなのに︑

まだやっと明け始めたばかりなのに︑

晩ばかりではありません︒

計る

︽ーッ・iラ・

︵五︶

︽ーレ︾

歯ぎしり

4

煙を吐き出してみるのです︒

はき出す

吐き出す

メ︾

八捌4

かめば︑さくさくと歯切れよく︑朝の氣

﹇歯切﹈︵名︶1 歯切れ

十505團

はぎれ

白い煙の輪を吐きながら︑乳色のもやを破

﹇吐﹈︵四五︶13 吐く ︽iイ・ーキ・ーク︾

分を新たにする︒
は・く

九468

よひの間は家の中がむっとして︑柱も壁も︑

つて︑漁船が眞直に近寄って來る︒

さはるとどうやら熱氣を吐いてみる︒

九鵬9

九悩2 鹿介の血を吐くことばに︑信長は大きくう

機は︑たちまちほのほを吐き︑翼は︑

なついて見せた︒

機はぱっと赤い火を吐きながら︑火だるま

空中分解を始めぬ︒

十171図圏

十676

漱

プリンスーオブーウェールズは︑中央と艦

になって自爆した︒

そう

くわえん

たたかれて豊の蚊を吐く木魚かな

か

尾から煙を吐きながら︑八ノットぐらみの速力で

十71一

走ってみた︒

十987図圃
石

せき

十旧8 一機また一機︑黒い翼がぱっと紅の火焔を

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

置いてある吸ひがら入れに︑吐く音が聞えます︒

十研6 患者は半敷ぐらみよって︑ところどころに

﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒

つしょになって︑吐いてしまひさうです︒

八893林のやうに立ち並ぶ煙突から︑絶えず黒い 十衙10 胸をなでおろしてみないと︑つひ患者とい

﹁︿略V︒﹂とつけ加へました︒

庭をはき始めた︒

それで︑その時刻に︑あの号旗掲揚毫の はきはじ・める ﹇全銀﹈︵下一︶1 はき始める ︽一
みんなで︑いっしよに計ってみよう︒

かげの長さを計るのですね︒

七721園
七736囹

油をさしたり︑けづられて行く砲身のまる
飛行機の熱を計ったり︑息づかひを論い

みを計ったり︑

八棚1
三島2園

計れる

きちんと高さを計れないものかな︒

﹇計﹈︵下一︶1

しばらくはたがひに呼吸をはかってみたが︑

たり︑痛いところをさすってやったりする
九伽6
はか・れる

七678園

はぎ
ハギ 萩

オハカノソバノハギハ︑アカイ花ガニ

﹇萩﹈︵名︶3

シタヨ︒

﹇吐出﹈

いびきをたててみる人︑歯ぎしりをしてゐ

﹇歯軋﹈︵名︶1

十277
と︑

はぎしり

る人︑

十字5
はきだ・す

はぎ
貞童が︑萩のはうきでとんぼを追ひかける

一471囹下層ハ︑オヂイサンノオスキナ花デ

ツ三ツサイテヰマシタ︒

一467

はぎ

十二川11囹 インド洋へ出ると︑こんなおだやかな はき ﹇掃﹈εにわはき

＋二㎜−〇

たので︑

はかりごと

＋二㎜12 出獲後一時間ばかり︑やっと層雲を抜け
はかりごと ﹇謀﹈︵名︶1

はかる

海の深さが︑どのくらみあるか︑︿略﹀︑

﹇ 計 ﹈ ︵ 五 ︶14

と兄と約束して︑敵御方に別れおはすらんか︒

十一648図國 弓矢取る身のはかりごと︑︿略﹀︑父

ール︾

はか・る

六333国

かひごは︑糸をはき出しました︒

︽ーシ・ース︾

五398

それらを一々はかる機械がある︒

六914 先生は︑雨方の山の高さをはかられた︒

七山1

﹁︿略﹀︒﹂と吐き出すやうにいったあとで︑

七581 これにこりて︑賊は︑城の水をたやして︑
苦しめようとはかった︒

七6910園まつ︑ぼくのかげを計るのです︒
七703園 きみのかげを計るんぢやないよ︒

火山が︑白い煙を吐いてみたが︑

黒煙を吐いて逃げ出した︒

十一一伽10 ぐんぐん近づくと︑敵船は︑もうもうと

3

十一

十一59圃

口から鼻から︑白い水を吐き出す︒

七704園あの國旗掲揚垂の高さを計るんだよ︒

表面が︑しだいにはぎ取られて行くと︑始
めて︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき始めます︒

八目8

十㎜2

七707囹ぼくのかげの長さを計ってくれたまへ︒ はぎと・る ﹇剥取﹈︵五︶1 はぎ取る ︽ーラ︾
七708 勇さんたちは︑正男さんのかげを計る︒
七7010囹 かげを計ってから︑どうしますの︒

はく一はくしゅ

496

は・く﹇侃﹈︵四︶3はく︽ーキ・ケ︾
十価7図 もえぎにほひの甲着て︑黄金作りの太刀
をはき︑連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

よしさだ

十m7図 能登守教子は︑︿略﹀︑鍬形打つたるかぶ
を
との緒をしめ︑いか物作りの太刀をはき︑

はく

︽ーイ︾

︽ーイ・ーキ︾

﹇白雲﹈︵名︶2

衣を着てゐました︒
はくうん

白雲

飛行機の爆音︑

たちま

爆撃

δこうどばくげ

爆撃機隊は︑︿略﹀二度めの爆撃に移る︒

︿略﹀近郊ミンガラドン飛行場にせまり︑

十655

十654

われわれ爆撃機隊は︑更に大きく弾幕の中

わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに右手で

をめぐって︑二度めの爆撃に移る︒

十6910

この歓喜を弔いっぽいにいだきながら︑わ

顔をおほってみる兵もあった︒

十707

爆撃する ︽一

飛行機に乗って敵地を爆撃したり︑空中

﹇爆撃﹈ ︵サ変︶ 2

れわれ爆撃機隊は︑引きあげて行った︒

十二圏6

他の一隊は遠く後方から爆撃して來たが︑

職をやったりした方がいいとは思はれませんか︒

九椥6囹

シ︾

ばくげき・する

ところどころに白雲がただよって︑中腹

くして萬丈の青岩道をさへぎる︒

十一168釜山高くして一片の白雲峯を埋め︑谷深ばくげききたい ﹇爆撃機隊﹈︵名︶3 爆撃機隊
十一9310

爆音δだいばくおん

爆音は︑天をゆすり地をゆすって︑ものす

﹇爆音﹈︵名︶13

飛行機に︑乗客が乗ってしまふと︑いきな
大空の一角に︑

空をおほうて分列式︑分列式︒

試賢良をして︑その爆音を聞いてみて︑

相攣らず︑とはうもない高度爆撃だ︒

あらう︒

十503圃

新づけの白菜︑何といふみつみつしさで

﹇白菜﹈︵名︶3 白菜

爆音でもわかります︒

機と︑頭上を堂々と出聾して行く時です︒

はくさい

九⁝⁝2園

船は爆音高く根捺地を出て行くQ

一時に爆音が起り︑戦車・大砲・トラッ
ちやうおん

爆音が︑聴音機に吸ひ込まれて來た︒
2

はくさんいち

乃木將軍は︑ステッセル將軍に︑ぶだう酒

﹇白山一華﹈︵名︶1

白い﹁はくさんいちげ﹂や︑深紅の﹁べ

白砂
くわいらう

中央の拝殿︑左右の廻廊︑庭上の白砂︑

﹇白砂﹈︵名︶1

五933

五914

私は自分で拍手をした︒

はく手が︑さかんに起りました︒

はく手が︑あらしのやうに起りました︒

はくしゅ

八538

はくしゅ

すべて清らかに︑嚴かなり︒
はくしゅ
﹇拍手﹈︵名︶3 拍手 はく手

十510図

はくしゃ

にばないちご﹂などが︑鮎々と入り認れてるた︒

十一922

げ

はくさんいちげ

や︑鶏や︑白菜などを送りとどけた︒

十874

十521圃私は︑さくさくと白菜をかむ︒
でも爆音は︑どれも同じやうではありま
そのとたん︑天地にとどろくやうな爆音と
十一988

爆音とともに︑家ほどもある御影石が︑

十二川9

クが︑績々と橋を乗り切って行く︒

十二㎜6

ごろんごろんと︑倒れ落ちる︒

十ニー63

いっしよに︑砂煙が︑あたりをおほひ包んだ︒

十島4

せんか︒

警固3囹

九鵬3園整備ができて︑爆音勇ましく五十機七十

︿略﹀確めてから︑みんなに乗ってもらひます︒

九m9囹

ち敷百機が︑

八283囲

り爆音がして︑みるみる︿略﹀小さくなります︒

六三2

ごくとどろき渡りました︒

六器3

ばくおん

十一2310図義貞く略Vみつからはける黄金作りの をおほひ︑峯をかくし︑
﹇掃﹈︵五︶1

太刀を抜きて︑海中へ投げ入れたり︒
は・く

はく

︿略﹀白い雲の出るのを︑巻雲といひます︒

十一706 澄んだ青空に︑はけで輕くはいたやうな︑
﹇履﹈︵五︶8

五801 げたをはいて︑うらの畠へ行ってみる︒

は・く

は︑︿略﹀かはるがはる︑はきました︒

六879團 あたたかい毛糸のくつ下を見て︑みんな
七411 三人とも︿略﹀木のくつをはいてゐられま
した︒

てるると︑

九㎜10 急いで上着を着たり︑ズボンをはいたりし
靴下は︑︿略﹀どうにかはきました︒

ざうり

十柵10
あし

す
十一788 山小屋の重い忍びらを音もなく開き︑素

足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒

十二柵1 泥まみれの長靴をはいた弟が︑︿略﹀︑垣
に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒
にはいった︒
﹇白衣﹈︵名︶4

白衣

十二襯9 ぼくも︑長靴をはいたまま︑下手の二瀬
はくい

抜きのぞま夫たちによって︑伐られて行った︒

九178 御神木は︑さらに白衣を着た十四名のえり

︵名︶

二回にわたる爆音である︒
﹇爆撃﹈

十一一川11

き・てきちばくげき・らいばくげき

ばくげき

十161図圃

と思ひながら︑

十柵4 早く白衣に着かへて︑病室へ行かなければ
十拗8 衣紋掛から白衣を取りはっすと︑

ラングーン第一回の爆撃に︑汝は︑

十欄7 私のからだは︑すっくと立ちあがって︑白
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ばくしん一はげしい

﹇幕臣﹈︵名︶1

幕臣

博する

︽ーシ︾

十二佃5 幕臣にはまた︑三百年の奮恩を思って︑

ばくしん

﹇ 博 ﹈ ︵ サ変︶1

︿略﹀やたけ心がみなぎってみる︒
はく・する

十一餌3 ベートーベンの﹁月光の曲﹂といって︑
不朽の名聲を博したのはこの曲である︒
ん・てなげばくだん

ばくだん ﹇爆弾﹈︵名︶6 手玉﹇Vおおがたばくだ

六槻1 三人は︑一つの爆弾となって︑まっしぐら
に突進しました︒

九494 大きな魚にまじって︑小型の爆撃のやうな
かつをが置かれ︑
ねんれう

二面6園 燃料や爆弾を積み込んだり︑機械にくる
さくれつ

ぬ

ひがないか︑ていねいに調べたりします︒

︵サ変︶

1

白熱する ︽一

︽一

橋には︑︿略﹀三徳が仕掛けてあり︑退

爆嚢

1

五三させる

十764

はくらんかい

﹇博覧会﹈︵名︶1 博覧會

そのころ東京に博覧會が開かれた︒

ばくれう

ぱくれう

まもなく︑乃木將軍も︑正名の幕僚ととも

敵の司令長官ロジェストウェンスキi

歯車︑

歯車︑

りぎり︑ぎりぎり︒

歯と歯とかみ合ひ︑

歯と歯とかみ合ひ︑

ばくんばくん

堅い︑大きな石が︑小さな墾と槌で︑思

︵副︶1

七506圏歯車︑
十ニー67

ばくんばくん

﹇刷毛﹈︵名︶4 はけ﹇Vあらいばけ

ひ通りにばくんばくんと割れる︒

澄んだ青空に︑はけで輕くはいたやうな︑

十一784 首筋に水晶のはけがさはったやうなつめ

︿略﹀白い雲の出るのを︑巻雲といひます︒

十一706

塗って行く︒

十伽3 その手は︑盆を一枚一枚︑はけでさび色に

こすって︑きれいにしてやる︒

五664国鐵で作ったくしとはけで︑馬のからだを

はけ

ぎ

騒乱は︑︿略V幕僚とともに一書逐艦に移りしが︑

十一561図

に到着した︒

十883

爆破された橋の上には︑︿略﹀敵のト ばくりょう ﹇幕僚﹈︵名︶2 幕僚 幕僚

却の際︑スイッチ一つで爆破して行くのである︒

十二鯉4

十二佃5

かうして敵が次々に爆破して行く橋梁を︑

ラックや戦車がおいてきぼりになってみる︒
十二鵬10
﹇爆発﹈︵名︶1

わが工兵隊は︑また片端からかけ渡して︑
ばくはつ

︵下一︶

七505圏歯車︑

そのとたん︑ウェールズから爆獲の一大音 はぐるま ﹇歯車﹈︵名︶2 歯車
﹇爆発﹈

響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあがった︒

十717

︽ーセ︾

ばくはつさ・せる

さうしなければ︑あの力の強い火藥を一時

に爆護させて︑大きな砲揮を撃ち出すやうな︑が

八㎜2

んじような大砲にはならないのです︒

しかも︑敷秒ののちには︑その破壊筒が︑

もう一度爆愛するとともに︑不沈艦は︑艦
時々この火山が爆罪して︑火山灰をラバ

﹇激﹈︵形︶25 はげしい 激しい 烈し

どんなにはげしく︑揮が飛んで來る中でも︑

勢よくかけ出しました︒

轟轟9

相手に︑はげしく職ふ時が來ました︒

五価8 利根のついてみる部隊は︑何倍といふ敵を

のも︑うそのやうな氣がするね︒﹂

五148園 ﹁ここで︑あんなにはげしい壷井をした

い ︽ーイ・ーク︾

はげし・い

たさである︒
﹇幕府﹈︵名︶1 幕府
ぶんた
氣鋭の井上聞多が︑反共窯を向かふにま ばけ 5おばけ

5ていしつはくぶつかん
薄明

薄明の天地の中で︑山々の薄黒い姿が︑

﹇薄明﹈︵名︶1

爆藥
橋には︑前もって爆藥が仕掛けてあり︑

あけてはそこへ落主をつめる︒

﹇爆薬﹈︵名︶2
十一一撹3

十一一112

ばくやく

だまって眠ってみる︒

十一786

はくめい

はくぶつかん

はして︑幕府に封ずる武備を主張した︒

十一一658

ばくふ

ウルの町へふりまく︒

十一躍3

尾からするするとマライの海へのまれて行った︒

十718

恐しい勢で爆護するのです︒

六一9

シ・ースル︾

十651 すきまもなく炸裂する砲弾を縫って︑たち ばくはつ・する ﹇爆発﹈ ︵サ変︶ 3 爆減する ︽一
まち爆弾を投下した︒

はれつ

十伽9 爆弾をかかへた敵の飛行機は︑輸送船生の
頭上から襲ひかかった︒

白塔

片が︑楊少年の肩や背にあたった︒

十η10 爆弾は︑大きな音をたてて破裂し︑その破
﹇白塔﹈︵名︶1
れう や う

﹇ 白 熱﹈

九獅2 まもなく︑遼陽の白塔が眺められた︒

はくとう

サ︾

はくねつ・する

が︑どろどろにとけてゐます︒
﹇爆破﹈︵下一︶1

爆破させる

八972 大きな電髪仕掛の釜の中で︑白熱された鐵

セル︾

ばくはさ・せる

十一一112 鑛石に穴をあける︒︿略﹀そこへ爆薬を
つめる︒爆破させる︒

ーシ︾

ばくは・する﹇爆波﹈︵サ変︶3爆破する︽ーサ・

はげしさ一はこ

498

六柵4 敵の弾は︑ますますはげしく︑突撃の時間
﹁わあっ︒﹂と大聲をあげて︑はげしく

は︑いよいよせまって來ました︒

七795團
突撃したりします︒

七983 はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は
くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒
七987 はげしい震動がひとまつ過ぎると︑
八251国 ここであんなはげしい戦があったとは︑
どうしても思はれません︒

八649 壱州へ向かったわが軍は︑三十日︑とつぜ
よしっね

ん敵の大軍に出あって︑はげしく職つた︒
職ふ折から︑︿略﹀弓を︑海中にとり落したり︒

八747図義経︑馬を海中に乗り入れて︑はげしく

十一539図

激しく敵を砲撃せしかば︑敵の艦列た

それは︑明け方になるにつれて激しく︑

ちまち詣れ︑早くも戦列を離るるものあり︒
十一盟11

このころになると︑︿略﹀︑一日に何回と

夜明け前の一時間ぐらみに最高潮に達する︒
十一圏4

今にも頭上に落ちかかるかと思はれるや

なく激しいスコールがおとつれる︒

十一圏10

スマトラ名物の激しいスコールが︑海上

うな︑激しい雷が鳴り響く︒

十二獅6
﹇激﹈︵名︶1

烈しさ

へのこのこと出て來たのだ︒
はげしさ

はげましあふ

海岸からの敵の銃砲火は︑ますます烈しさ

を加へて來た︒

十二10

﹇丁合﹈︵五︶1

みんなは仲よくはげましあって︑毎日︑

教練をしたり勉強したりして︑

七8310国

︽ーッ︾

八833 はげしい制動を掛けられると︑もうもうと はげましあ・う
雪煙が立つ︒

くならなかったものだと思ひながら︑

九215団 たびたび激しい職をしたのに︑よくもな

艦長のことばにはげまされて︑白組十三人
艇長は︑大きな掛聲で︑選手をはげまして
北川をはげますやうに︑破壌筒に力を入れ

九206国

﹁︿略﹀︒﹂とはげましてくれた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑自分で自分を望ました︒

十746 この間に立って︑佐吉を働ましたり︑慰め

十537

もしこれがお仕置きになれば︑今後忠

たりしてくれたのは︑母であった︒

十二5910囹

﹇化物﹈︵名︶2 ぼけもの

義を働ます道がないであらう︒
ばけもの

に來ましたよ︒

三285囹大きな︑大きなばけものが︑水をのみ

その大きなばけものは︑わたしくらみ

ハコ

はこ

箱δおんすずり

かれは︑アメリカから濠洲へ派遣された

﹇派遣﹈︵サ変︶1 派遣する ︽ーサ︾

もあったかね︒

三289園

十二伽10

はけん・する

﹇箱﹈︵名︶17

四十名の航空將校の一人で︑

ばこ・きばこ・こぼこ・ごみばこ・じゅうばこ・た

はこ

まてばこ︒はりばこ

二791團私ハ︑セイガヒククテカホが出ナイ

くろいはこの車が︑あとからあとから

ノデ︑ハコノ上二立チマシタ︒

やって來ます︒

二価8

おかあさんから大きな紙の箱をいただ

いて來て︑ポストをこしらへました︒

四666

五185 兵たいさんたちは︑ポケットから︑キャラ

それを箱に入れて︑ねえさんに見せると︑

メルの箱や︑氷砂糖のふくろを取り出しました︒

五394

わらのおうちを︑箱の中へ入れてやると︑

んな弱ってみるではありませんか︒

五359 箱をのぞいて見ると︑︿略﹀かひごが︑み

へ入れてやりますと︑

五328 さっそく︑桑の葉をもらって來て︑箱の中

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生もはげますやうにいは 五315

聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ
この聲にはげまされて︑ぼくたちは︑一生
おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れて︑

けんめいにのぼって行った︒

八794

れのごとくくだるさま︑人わざとも思はれず︒

八343図

れましたが︑

七2610

て︑進めとばかり︑あとから押して行きました︒

六侶4

ゐます︒

五929

の選手は︑カッターに乗りうつりました︒

五896

サ・ーシ・ース︾

九982園 潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜 はげま・す ﹇励﹈ ︵五︶ 10 はげます 働ます ︽一
けるかどうかが成否の分れめだ︒
心乱9 そののち︑幾たびか激しい戦があった︒

九柵6 天正六年七月十七日︑秋とはいへ︑まだ烈
しい日光が︑じりじりと照りつけてみる︒
ではなかった︒

十206 今の地震は︑別に激しいといふほどのもの
十668 と見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛び越
えながら︑激しい掃射を浴びせかける︒

十849 ステッセル將軍は︑わが激しい攻撃に守備
しきれなくなって︑

十㎝7 がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて
來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒
を急に押さへるので︑

十㎜1 激しくたたいておいて︑手のひらで︑どら
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はこし一はごろも

し

い す

葉越し

箱根山

箱根山から伊豆山へ越えて行くと︑︿略﹀

﹇箱根山﹈︹地名︺1

沖の小島に波のよる見ゆ

はこびだ・す

六721

よくなれた象が︑大きな材木を︑運んで

私も︑少しつつ持って運びました︒

學校には︑何百人といふけが人が運ばれて︑

黄色な砂ぼこりを運んで捻るので︑これが
やがて第二の太鼓が山里髄に響き渡って︑

伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら
鉢巻をした若者が︑大きな魚を︿略﹀︑威
だいじな物資や︑郵便物や︑私たちを一
満人の赤帽が︿略﹀荷物を運んでみる︒

九㎜1一

ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見覧えて

みて︑にこにこしながら食事を運んでくれる︒

十4510図手當りしだいに物を運びて︑かまの火に

やがて用意された書食が運ばれた︒

ことごとく投じたり︒

けん

落石を運ぶ人︑支柱を立てる人llこれ

割られた石材は︑石積み車に載せられて︑

やっと手まねで水を飲ませてもらった聞

トラックから投げ出された木材を︑すつ

二十五

羽衣⁝⁝⁝百十六

羽衣

それは︑天人の羽衣と申しまして︑あな

﹇羽衣﹈︵名︶6 羽衣

四伽9囹

といって︑羽衣をお返ししたら︑あなた

羽衣がないと︑まふことができません︒

羽衣をお返しいたしませう︒

天人の羽衣なら︑なほさらお返しはでき

四捌7園
四慨2

漁夫は羽衣を返します︒

は︑まはずにかへっておしまひになるでせう︒

四桝5囹

ません︒

四伽2園

たがたにはご用のない物でございます︒

四佃8園

はごろも

四備8 二十五

四313

次に︑お供へものをいろくと︑白木の机 はごろも ︹薬名︺2 羽衣

ばだかの工兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒

十二脳3

多は︑やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた︒

十一一688

山の道をすべるやうに運ばれて行く︒

十ニー610

らがいつしょになって︑坑内で働いてみる︒

十吊身23

柱を組み立てる鑛員が仕事にかかる︒

十ニー18耳石を運んでしまったあとの坑内に︑支

運んで行かなければならない︒

十別9 水に不便な北京城内では︑一軒一軒︑水を

ふべん

水を運ぶ一輪車の音であらう︒

何といってもいちばん耳に親しいものは︑

十973

運ぶ

︽ーシ︾

十珈8

運び出す

﹇運出﹈︵五︶1

はこぶ

荷物まで焼けてしまったのださうです︒
﹇運﹈︵四五︶23

竹の先をそっと引きよせながら︑虫か

ビ・ーブ・ーン︾

はこ・ぶ

三736

おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を

魚たちは︑ごちそうをはこんで來ます︒

ごのロへはこびました︒

三価2

九獅12

氣に運んでくれる︒

九二8圃

勢よく右へ左へ運んで行く︒

九492

れ︑︿略﹀︑木馬道を静かに運ばれて行く︒

九186

儀式に使はれるいろくな祭具が運ばれる︒

九159

吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒

八慨8

の上に運ばれました︒

七419

先生たちは︑︿略﹀いそがしかったのですが︑

七262

みるところです︒

六451囹

六135

まとめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒

六134

︽ーバ・一

秘しもになってみたので︑一度運び出した

初島に︑白い波が打ち寄せてみるのが見える

はっしま

十一柵10

私が︑かひこの箱を見せますと︑﹁︿略V︒﹂ はこねやま

かひごは︑翻かにはひあがって來て︑
五412

と︑感心したやうにいひました︒

六286 山から取って來たみかんは︑︿略﹀︑きちん
と︑箱につめて送り出します︒

八柵6 まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑いく
つか並んでみるガラスの箱でした︒
がら︑どの箱にも注いでゐます︒

八期7 きれいな海の水が︑こまかいあわをたてな
九4910 四角な箱の中には︑近くの海で取れたあぢ
やさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑

九5010 荷作りされた魚の箱を山のやうに積んだ貨
物自動車が︑魚市場を出て行くのは︑

九675図鏡の箱の底より黄金十雨を取り出す︒
かんぱん

十髄3 患者が目をさましさうなので︑私は︑箱を
しゅぬ

かかへて甲板へ出ました︒

や

﹇葉越﹈︵名︶1

んびん棒でかついでやって來る︒

十珊2 朱塗りの椅子や︑︿略﹀朱塗りの箱を︑て
はこし

歯ごたへ

十二枷5 椰子の葉越しに︑窓から月の光が美しく
﹇歯応﹈︵名︶1

さし込む夜であった︒
はこたえ

葉ごと

て︑乾ききったのどへ︑︿略V汁が流れ込む︒

十一㎜6 ロへ入れると︑かすかすと歯ごたへがし
﹇葉毎﹈︵名︶1

ハコニハ

十伽5図圏松の葉の葉ごとにむすぶ白露のおきて

はごと

﹇箱庭﹈︵名 ︶ 一

はこぼれこぼれてはおく
はこにわ

マシタ︒

つ

一40一 ニイサントフタリデ︑ハコ一一ハヲツクリ

い

十一榴8図圃 箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

はこねじ ﹇箱根路﹈︵名︶1 箱根路

はさき一はし

500

はさき

﹇葉先﹈︵名︶1

葉先

廣いたんぼは︑しだいににぎやかになります︒

七382 葉先が︑朝風にかるくゆれるやうになると︑
ばさっぱさっ ︵感︶1 ばさつばさつ

九456 ぱさつばさっと︑波が足もとで輕く音をた
ててるる︒

ぱさと ︵副︶1 ぱさと
九鵬8 障子に輕くばさと止った虫が︑
はさみ ﹇鋏﹈︵名︶5 はさみ はなばさみ
んを作りました︒

三825 二人は︑はさみでゑを切りぬいて︑め

ら︑

六282 上手にはさみを使って︑みかんを取りなが

︽ーチ︾

︽ーミ・ーン︾﹇V

いて︑その一方のはしに︑めがねの玉をはめた︒

筒の中へ︑︿略﹀はいるくらみの大きさに
﹃ようし︒﹄といったら︑國旗掲揚皇の

作って︑そのはしに︑虫めがねをとりつけた︒

六645
七728圓
かげの端に︑しるしをつけてくれたまへ︒

ばし・ごじょうのはし・じんぐうばし・しんさいば
一407

ハシモカケマシタ︒

しすじ・つりばし・にじゅうばし・まるきばし

三247囹ねえさんは︑あの橋の上でしんばん

みよ子さんは︑ささの小枝を持って︑橋

をしてください︒

の上に立ちました︒

三255

三265 舟は︑だんだん橋へ近づきます︒

もう︑圓の下の端は︑地平線にかかりまし
島の東の端には︑中之島公園があります︒

四218

た︒

七重2
八916

源作ちいさんは︑一メートルばかりの長さ

えた︒

十251
十一㎜2

遠く海の端に︑細い︑暗い︑一筋の線が見
網の綱の端につけた目じるしのランプも︑

島の北の端に︑︿略﹀湾があって︑その

光がぼんやりと見える︒

十一㎜1

﹇箸﹈︵名︶3

おわんの舟にのり︑はしのかいでこぎ

湾の奥に︑ラバウルといふりっぱな町がある︒
はし
はし 箸 箸﹇▽おはし
はし

三517

ひの川にそって歩いていらっしゃると︑川

ながら︑川をのぼって行きました︒
五263

父も︑母も︑兄も︑妹も︑だまって箸を

はし
かみから箸が流れて來ました︒

十508圃

ん︒

六撹8

橋の下をくぐって通る時︑﹁ゴー︒﹂といふ

ごうごうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐ

敗走するにしたがって︑橋といふ橋を片

らぐら動くのが︑愉快でたまらなかった︒

十一834

れた橋ばかりでも︑二十もあって︑

八911 この島に向かって︑北から南からかけ渡さ

いふ橋があります︒

八907 水の都ですから︑大阪には︑大小千魚島と

と落ちた︒

七612 橋は︑まん中からもえ切れて︑谷底へどう

つけて︑橋の上に投げさせた︒

七611 たくさんのたいまつを出して︑これに火を

の谷に渡して橋にした︒

七607 賊は︑大きなはしごを作り︑これを城の前

電車のひびきがして︑窺眞がかはりました︒

六感9

次から次へとかかってゐました︒

川をさかのぼって行くと︑りっぱな橋が︑

六532園橋をかけて︑天へ逃げることもできませ

たり︑川に橋をかけたりなさいました︒

五618 野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけ

五184園橋の上で仲よく遊びたまへ︒

乗合自動車が來ました︒

橋をわたらうとすると︑向かふからも

九757

北斗七星が見つかったら︑その七つの中の︑

に焼けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

九899

北極星を柄の端にして︑︿略﹀小さなひし

下の端に當る二つの星に注意しませう︒

九933

島の端をまはってしまへば︑あとはらく

やく形に連なるのを︑︿略﹀小熊座といひ︑

片足が洲の端にすべり込んで︑思はずよろ

九981圓
だ︒

などである︒

八464 道具は︑小刀・はさみ・ものさし・分度器
十槻3 網を切るはさみを持ってるる兵士が一人︑

九伽9

はさむ

よろとする︒

むっくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する︒

はさみ持つ

秘画3 兵士は︑はさみを手に手に持って︑次々に
鐵條網へいどみかかった︒
﹇挟持 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

八748図義経︑︿略﹀︑いかなるはずみにか︑わき

よしっね

はさみも・つ

﹇挟﹈︵四 五 ︶ 3

にはさみ持ちたる弓を︑海中にとり落したり︒
はさ・む

﹁︿略V︒﹂といひながら︑弓をこわきには

かいはさむ・さしはさむ
九枷1

さんで︑ざんぶと水にとび込んだ︒
︿略﹀海へつっとそ入りにける︒

十佃9図 弟の次郎を︑右のわきに取ってはさみ︑
十偽2囹 このわくへ︑塗った物をはさみます︒
はし ﹇端U︵名︶13 はし 端﹇▽かたはし・きれは

動かしてみる︒

六635 めがねの玉が︑はまるくらみの大きさに巻 はし﹇橋﹈︵名︶29ハシ橋5うじばし・おおえ 十二撹2

し・くちばし・りょうはし

501
はし一はじまる

端から破壌する︒

十二皿3 橋といふ橋を片端から接壌する︒

︽ーケ︾

ぐんぐん沖へ
、

十二撹3 橋には︑︿略﹀爆藥が仕掛けてあり︑退
すが︑

十107囹兵士の恥は艦の恥︑
十107園
艦の恥は帝國の恥だぞ︒
十107囹
艦の恥は毛馬の恥だぞ︒
十二309園道を修めないのは君子の恥でございま

はじける

っ

十一一309囹君子を容れないのは世の中の恥でござ
います︒

ぼくらは︑

﹇艀﹈︵名︶

六幡2

はしけ

出ました︒
﹇弾﹈︵下一︶1

て

﹇梯子﹈︵名︶1

けました︒
はしご

はしなく

はしなく
よしのぶ

鳥羽・伏見の一戦に︑徳川慶喜は︑はし

ふしみ

﹇端無﹈︵副︶1
ば

端々

ところどころに青空が見え︑雲の端々が

﹇端端﹈︵名︶1

つち

﹇橋柱﹈︵名︶2

橋柱

肩まで濁流につかって︑打ち込まれる橋

だくりう

大きな槌で橋柱を打ち込む兵隊︑

﹇羽柴秀吉﹈︹人名︺2

はしばひでよし

羽柴秀吉

この城が落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑直ち
羽柴秀吉と軍を交へるにあたり︑輝元のを
たかかげ

ぢ小早川隆景は︑七城の城主を集めて︑

十幽4

に毛利方を攻めるに違ひない︒

十粥2

羽柴秀吉

はしばひでよし

柱を︑しっかり支へてるる兵隊がある︒
はしばひでよし

十二悩10

十二悩4

はしばしら

白く見えて︑その間から日光がもれたりします︒

十一746

はしばし

なくも朝敵といふ汚名をかうむつた︒

十二研8

と

の谷に渡して橋にした︒

七607賊は︑大きなはしごを作り︑これを城の前

はしご

七1110 ﹁パチン︒﹂と音がして︑まるい玉がはじ

はじ・ける

にけ

却の際︑スイッチ一つで爆破して行くのである︒

恥

乗

十一一齪6 いかに快速を獲揮する機械化部隊も︑橋

﹇恥﹈︵名︶8

﹇嗜﹈与つるはし

し は
け し

が落ちれば立ち往生になる︒

十二佃6 爆破された橋の上には︑︿略﹀敵のト
ラックや戦車がおいてきぼりになってみる︒
十一一欄7 橋の土塁には︑こていねいにも地雷が埋
設してある︒

十二価8 橋が三分の一ほどできあがったころ︑も
う他の一隊は︑︿略﹀前線の橋へと急いでみる︒

十二価9 もう他の一隊は︑橋梁材料を肩にかつい
ここの橋が完成しない以上︑トラックは

で︑前線の橋へと急いでみる︒
十一一価10
通じないから︑

十二描2 めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑そ
こには歩兵の徒歩部隊が出てみるだけである︒

十二鵬4 できあがらない橋のたもとには︑舌車
隊・野砲隊・衛生隊が︑︿略V待ちかまへてみる︒
大砲・トラックが︑績々と橋を乗り切って行く︒

十二鵬5 橋がひとたび完成するが早いか︑︿略﹀

十二描7 一時に爆音が起り︑戦車・大砲・トラッ
はし

クが︑喜々と橋を乗り切って行く︒
はじ

七価5 彌兵衛は︑もうこの上がまんして︑日本の
恥を垂湾にさらしたくありませんでした︒

りと︑あざけらるるは︑源氏一門の恥ならずや︒

八768図國 弱き弓を取られて︑これが義経の弓な

十106園兵士の恥は艦の恥︑艦の恥は帝國の恥だ
ぞ︒﹂と︑ことばす る ど く し か っ た ︒

1
は

はじまり

﹇始﹈︵名︶1 始り

始まる

また

遜る ︽ーッ・！

八佃9 つまり︑時計の機械に︑振子を仕組んだも

﹇始﹈︵五︶19

ので︑これが振子時計の始りです︒

あしたから學校が始りますが︑

リ・ール・ーレ︾

はじま・る

四713團

冬が減るころには︑︿略﹀みかんが︑︿略﹀

いっしょに行きませう︒

そのうちに︑何か︑ちょっとしたことで︑

谷といふ谷を︑うづめつくしてしまひます︒

六273

六507
六悩9

勇ましい音義が始りました︒

﹁君が代﹂の音樂が始りました︒

つい︑けんくわが始りました︒

六襯2

酒もりが始ると︑この少女も座敷へ出て︑

酒をついでまはりました︒

七156

もうまもなく︑田植が始ります︒

で︑もう苗代の仕事が始ります︒

七366そのころから︑書間は︑廣いたんぼの一部
七397

一日一日と︑のどかな春になって行くとと

七弔4二皮から︑地盛祭が始ります︒

もに︑春のいそがしい仕事が始って行きます︒

八搦10

つてみる︒

九153 きちんと姿勢を正して︑祭典の始るのを待

いふので︑敵の官憲からにらまれ︑

九2910 大東亜戦畢が巡ると︑母は日本人であると

月に北斗をうちへっれて蹄りました︒

九851 九月に二歳ごまの市が始るといふので︑八

九866 二歳ごまの市が始れば︑いよいよ北斗と別

秋は虫の聲から選る︒

れなければなりません︒

糸価1

り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒

たいこ

九㎜8 まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた

はじむ一はじめて

502

十538 朝禮の時間に︑校長先生から︑職箏の始つ
たことについてお話があった︒

︽ーメ︾←ねっちゆ

ら始って︑十一月ごろまではよく灰が降り︑

きせつ
十一盟5 殊に︑季節風が南西にかはる三月ごろか

始む

う き
十一㎜3 ボルネオの雨季は︑十月に始って三月ご
﹇始﹈︵下二 ︶ 4

ろに終る︒

はじ・む

八742図 陸には大將義纏を始め︑源氏の軍勢︑馬

うしはじむ
のくらをたたきて喜びたり︒

すき間もなき木立となりて︑

十48図木々は︑参道の左右を始め︑到るところ
十172図圃機は︑たちまちほのほを吐き︑翼は︑
空中分解を始めぬ︒

ハジメ

はじめ

初め

始め

五407

初めは︑うすい︑うすい紙のやうなまゆで

みんながわいわいいふのを︑初めからだ

川は︑初め走って流れてゐました︒

したが︑それが︑だんだんあつみをもって湿て︑
五554

五餌5
まって聞いてみた一人の子どもがありました︒

その年の秋も過ぎ︑冬の初めになりますと︑

利根は︑もう子犬ではありませんでした︒

五柵8

いちばん初めに︑美しい日の丸の旗のひら

めいてるる昭南島のけしきがうつりました︒

六369

初めは︑仲よくしていらっしゃいましたが︑

村から町へ

初めは︑ただ恐しさでいっぱいでしたが︑

そのうちに︑︿略﹀けんくわが始りました︒

六506
六相6

六諭1長春は春でも︑まだはじめ︑
ゆるやかに︑少しにごって行く水よ︒

七616

百人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といつ

たうつりました︒

十一547図魚雷攻撃を受けて︑敵の爾旗艦を始め︑ 六熾2 初めに︑異い野原がうつりました︒
叩網5 ここで︑いちばん初めに出たむさし野がま
その他の諸艦も多く相ついで沈没せり︒
﹇初﹈︵名︶40

5こしんぼくきりはじめ・はっしゃはじめ・みそま

はじめ

た賊も︑しまひには十島ばかりになった︒

十一月の初めになれば︑もうほとんど︑そ
九月の末から︑十月の初めにかけて︑汽車

だ

一豊︑仕への初めなり︒
九963

初めは何も氣がつかなかったが︑

初めは︑みんな元氣であった︒

さんにお話をお願ひいたします︒

九㎜8囹 初めに︑整備といふことについて︑をぢ

九獅8囹 いや初めはつらかったが︑もうなれてし
まった︒

はれるころ︑オボの祭がもよほされる︒

九脚2夏の初め︑草原があざやかなみどりにおほ

十364 にいさんは︑初めからにこにこしながらだ

それに︑日本軍の砲撃の仕方が︑初めと

まってみた︒

十916園
十9110囹

これを軍の初めとして︑大手・からめ

初めから終りまで︑同じ司令官でした︒

終りとでは︑ずるぶん攣って來ましたね︒
十一215図
え

だ

江田・大館︿略﹀の面面を始めとして︑

おほだち

手︑城の内︑をめき叫んで攻め戦ふ︒
かうづけ

越後・上野︿略﹀の軍勢六萬野里︑

ゑちこ

十一249図

十一519図わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ

西ひがしむつみかはして榮ゆかむ世

撃つの計を定め︑

十一一46図魍

まさたか

をこそいのれとしのはじめに

十二938図和田正隆を始めとして︑一族十六人︑

初めはみんな淡紅色の旗を捧げて︑歌つ

從ふ兵五十鯨人︑

てるるかに見える︒

十二㎜10

はじめて

望めたまふ ︽一

天皇の御製を始め奉り︑︿略﹀あらゆる

−

おほや

﹇初﹈︵副︶15 ハジメテ 始めて

洲を生み︑皇祖皇宗は國を肇めたまふ︒

しま

十二励1圏黒潮と鵬風と︑その焦貼に︑神は大八

フ︾

はじめたま・う ﹇始給﹈ ︵四︶

身分の人々の作︑約四千五百首を

十二407

リ︾

初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列に はじめたてまつ・る ﹇霊妙﹈︵五︶1 始め奉る ︽一

お

山内一豊︑織田家に仕へし初め︑東國第

やまうちかつとよ

九667図國

一の名馬なりとて︑︿略﹀愚なふものあり︒

九6510図

八桝1囹初めに︑ぼくが綴り方を讃みます︒

なったので︑ずるぶん列が長かった︒

八785

や飛行機で︑何回にも送ったといふことです︒

八108

の姿を見せなくなってしまひます︒

一483 ハジメニ︑ナデシコノ花ヲミツケマシタ︒ 八78

はじめさい

一567 ハジメハ水ガ ニゴッテヰマシタガ︑ダ
ンダンキレイニスンデイキマシタ︒
クシイコトガ︑カイテアリマシタ︒

ニー91 一バンハジメニ︑マンシウノ空ノウツ
二544 ハジメニ︑雪ノタマヲコシラヘテ︑ソレ
ヲニ人デコロガシマシタ︒

四362 はじめはだまってゐましたが︑しまひに

三585園 七月のはじめまでだね︒
悲しさうに答へました︒

九975

五233 初めは︑それと氣がつかないほどでしたが︑ 九686口a凶國君は仕への初めなり︒
のちには︑だんだんふくれ出して︑

五249 もう夏の初めでした︒

503
はじめる一ばしょ

二503 ハジメテ池ノ水ガコホリマシタ︒
つけはじめる︒つりはじめる・なきはじめる・なげ

たぐりはじめる・ただしはじめる・たべはじめる・
はじめる・ぬいはじめる・はきはじめる・はしりは

七396 翻かだといふみなかの夜も︑このころは︑
雨戸をしめてから︑始めてほっとするほどです︒

ら

のすけ

大石内苦果助を始め四十善人が︑

く

細川越中守を始め︑浪士を預った大名も

︿略﹀︑かうなっては何ともしやうがない︒

十二搬1 わが潜水艦の甲板には︑艦長を始め乗組

まさかず
橋本正員

橋本正員・︿略﹀を始めとして︑一族

﹇馬車﹈︵名︶4

馬車5にばしゃ

十六人︑︿略﹀一度に腹をぞ切ったりける︒

ばしゃ

花の咲くころは︑よいにほひがして︑そ

町の入口で︑私たちは馬車をおりました︒

まで行くことにしました︒

五527 今度は︑そこから馬車に乗って︑川口の町
五537

こを馬車に乗って走るのは︑樂しいものです︒

八216国

九聯1 騨前には︑馬車や自動車が行ったり來たり

﹇燥﹈︵五︶1 はしゃぐ ︽ーギ︾

してみる︒
はしゃ・ぐ

りにむちゅうになってみる︒

九197国 子どものやうにはしゃぎながら︑ひげそ

油蝉の子は用心して︑急いで安全な場所を

すると︑ふしぎにも︑前足は堅くその場所

いちばんにぎやかな場所は︑市の中央の︑

それを此世に︑︿略﹀奉仕員たちは︑︿略V

つてみても︑時代がへだたってみても︑ちゃんと

九4210 文字に書き表したものは︑︿略﹀場所が違

眞白な二三を着て︑定めの場所へ集って來た︒

さいふく

九157

道甘言附近の町町です︒

だうとん

八921

にくつついて︑動かなくなります︒

七879

さがします︒

七876

く警防團のかたがたのおかげです︒

六741囹町のめぬきの場所が昇ったのは︑まった

りましょ

頼朝を始め居あはせた者に︑だれ一人︑も ばしょ ﹇場所﹈︵名︶12 場所呂あそびばしょ・あ
らひ泣きをしない者はありませんでした︒

八436

満人が︑外に鳥かごを持ち出して來て︑鳥
を鳴かせ始めます︒

八百5

おとうさんを始め︑部隊の者はみんな元
水兵は︑︿略﹀︑磐戸な姿になって︑分隊ご

九252団
氣だ︒

艦長を始め乗員一同は︑皆︑姿勢を正して

とに甲板洗ひを始める︒

九559

﹇橋本正員﹈︹人名︺1

﹁爽射始め︒﹂

員が︑不動の姿勢で立ってるる︒
十一一㎜7園

十二938図

はしもとまさかず

じめる・ひかりはじめる・ひきだしはじめる・ひき

︽ーメ・ーメル︾

九572

神代の尊い物語を始め︑︿略﹀いひ傳へ

軍艦旗に敬禮する︒

十一梱3
十二582

まさかず

はじめる・ひびきはじめる・ふきはじめる・ほりは

スマトラを始め︑南洋からたくさんのせき
﹁築城始め︒﹂の號令で︑︿略×雪のか

たまりをこしらへては︑それを積み重ねた︒

六909園

ゆが出ること︑

六404

四957園うちでもそろそろ始めるかね︒

る・よみはじめる・わたりはじめる

じめる・まいはじめる・みせはじめる・よびはじめ

八稔6 ちらりと燕の姿を見た人は︑きっと﹁今日︑
始めて燕を見たよ︒﹂といって喜びます︒

八柵8 表面が︑しだいにはぎ取られて行くと︑始
めて︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき始めます︒
八稲8 ﹁かれひ﹂﹁たこ﹂︑そのほか名前を始めて
聞く魚が︑たくさんゐました︒

九424 わかってみると思ったことでも︑話したり
書いたりして︑始めてほんたうにはっきりする
九564 そこで始めて乗員は顔を洗ふ︒

る︒

六926園次に進めの號令を掛けたら︑攻撃を始め

そこで︑おもしろい運動を始めます︒

らしさうに眺めました︒

九814 北斗は︑︿略﹀︑始めて見る世界をさもめづ

七884

七838国

中隊長殿を始め︑上官のかたがたは︑

九川9 大石橋で始めて停車した︒

奉納の轡型は︑頼朝を始め舞見物の人々が︑

始める

何千人ともなく集りました︒

八358

雪をもつて迎へてくれた︒

ぶき

九㎜3 この北満の土地に來て︑始めての朝だ︒
ふ
九川9囹 ここへ始めて來た諸君を︑自然はこの吹

だまって︑五兵衛の前にひざまついてしまった︒

十266 始めてわれにかへった村人は︑︿略﹀ただ

十一538図 距離六千メートルに至りて始めて慮戦

十㎜4 あくる朝になって︑始めて目をさました︒
し︑激しく敵を砲撃せしかば︑

﹇ 始 ﹈ ︵ 下一︶17

のばかりで︑めづらしいやら上しいやら︑

十一価5国何を見ても︑何をしても︑始めてのも
はじ・める

←あけはじめる・いろづきはじめる・うたいはじめ
る・およぎはじめる・かがやきはじめる・かきはじ
める・かたむきはじめる・きこえはじめる・さがし

十二616

が︑古事記に載せられて今日に傳はつてみる︒

はじめる・しらみはじめる・すべりはじめる・そら

はじめる・さきはじめる・さましはじめる・しらべ
んじはじめる・たがやしはじめる︒たきはじめる・

ばしょう一一はしりよる

504

心持を傳へることができます︒

九544 それにつれて︑つり床は正しく一定の場所
に納められる︒

九889 もっともその高さは︑見る場所によってい
くぶん違ひます︒

九搦10園 あの川しもの洲こそよき場所︒
十㎜4 かうした訓練を受けたのち︑少年たちは︑
それぞれの任務を帯びて︑受持の場所につく︒

ろ

鐵の柱は︑熱い櫨の中で︑じっとがまんを

きな櫨へ入れられて︑高い温度で熱せられます︒

八987
眞赤な鐵の柱は︑そのほのほの中を︑下へ

してみるのです︒

八998

きたへられた鐵の柱は︑今度は機械に掛け

下へと沈んで行きます︒

八㎜6

青々と大空をおほふ檜の大木が︑美しい柱

られて︑外側をまるくけづられて行きます︒

九142

よひの間は家の中がむっとして︑柱も壁も︑

のやうに立ってるる中立神宮備林の朝である︒
九鵬9

なれない部屋なので︑急いで上着を着たり

さはるとどうやら古塁を吐いてみる︒

九㎜11

柱ができる︑板ができる︒

︿略﹀してみると︑思はず頭を柱にぶっつける︒

九四3

その上に︑︿略﹀柱を立てて︑それに字を

書いた旗を結びつけたのがある︒

九㎜7

十一665図矢はかぶとの星を射けつつて︑後なる
5ひたばしり
ぺ

むねたふ

門の柱にぐざと突き立つたり︒

はしり

十一9810 さけやますの泳ぎまはってみさうな場所
をさがして︑投網にかかる︒

ぱせを
芭蕉

十二惣3 場所は︑パプアの東端から敷十海里の海
と空だ︒
ぽせを

﹇芭蕉﹈︹人名︺1
ばせう

十二悩2 芭蕉梅が香にのっと日の出る山路かな

ばしょう
﹇芭蕉﹈︵名︶3

八138 ﹁ばせう﹂といってみるものに︑よく似た

ばしょう
植物に生る果物です︒

八155 大きな︑ばせうに似た植物が︑きちんと行
儀よく︑しかも︑たくさん植ゑてあるのです︒
や

ぎ

馬上

あ

義家︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣
き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒

九601図

十一川12 ばせうの葉に包んだ御飯や︑バナナのあ はしりい・ず ﹇走出﹈︵下二︶2 走り出づ ︽iデ︾
﹇馬上︺︵名︶1

げものや︑山羊の焼肉などがある︒

︽ーリ︾

ス︾

﹁おうい︒﹂兵たいさんがへんじをすると︑

みんな一度に走り出しました︒

五166

それつと︑みんなが走り出した︒

﹁行け︒﹂の命令とともに︑走り出しまし

五508 汽車が走り出すと︑すぐトンネルにはいり
ました︒

五佃2
た︒

九㎜10

走りつづける

思ひながら︑ぼくは

﹇走続﹈︵下一︶3

十麗8 急いで報告しようと決心し︑いっさんに走
り出した︒

走り績ける ︽ーケ・ーケル︾

はしりつづ・ける

わるいと

おしまひまで走りつづけました︒

四314 きまりが

自動車の運轄手は︑︿略﹀︑風のやうな速

けて︑走りつづけました︒

五帽3 それでも利根は︑揮の下をくぐるやうに抜
十一蹴3

1 走り始める

さでタマリンドの並木路を走り績ける︒

︽ーメ︾

はしりはじ・める ﹇島陰﹈ ︵下一︶

七554 いよいよ︑小さな汽船からはなれて︑私た

ちの船は︑ひとりで走り始めました︒

押さへきれない︑あらしのやうな感動が︑

全員の胸を走りまはるのであった︒

十725
走り入る

ル︾

﹇走塁﹈︵五︶1

︽ーッ︾

ちやうど魚雷が走り終ったと思ふ時であ

走り終る

地上勤務の者も泣きながら走り寄って︑わ

母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取

りついて︑︿略﹀︑抜きたる刀をうばひ取る︒

十二947図

れわれの手をにぎった︒

十723

ーリ︾

民家の一むらありけるに走り入り︑甲 はしりよ・る ﹇走寄﹈︵四五︶2 走り寄る ︽ーッ・

﹇走入﹈︵四︶1

れは︑︿略﹀︑手漁りしだいに物を運びて︑かまの

る︒

十二川8

はしりおわ・る

を脱いでその身を見れば︑

十一一925図

はしりい・る

火にことごとく投じたり︒

八751意義纒は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑ 十458図 あわただしくかま場より走り出でたるか はしりまわ・る ﹇走回﹈ ︵五︶ 1 走りまはる ︽一

ばじょう

流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑
はしら ﹇柱﹈︵名︶12 柱←おんふたはしら・つえ

はしら・はしばしら・ひばしら・ほぼしら・みずば
しら・みやばしら
六川4 ぶるぶる︑ふるへてみた雪舟は︑大きな柱
にくくりつけられました︒

六川7 本堂の柱にくくりつけられて︑じっとして
みる間に︑雪舟は︑︿略﹀考へつづけました︒

八985 長い柱のやうに延されたこの鐵が︿略﹀大 はしりだ・す ﹇走出﹈ ︵五︶5 走り出す ︽ーシ・1

505
はしる一はしる

はし・る

﹇ 走 ﹈ ︵ 五 ︶72

ハシル

走る

川は︑初め走って流れてゐました︒

川岸の道を走って行きました︒

五554
白い波をたてて︑走ってゐました︒

︽ーッ・ーラ・

一151圃 ハシレ ハシレ シロカテ

ーリ・ール・ーレ︾ ε ち ば し る

アカカテ 五555

﹁あれは︑お月様が走ってみるのだらう

﹁お月様が走ってみるのだよ︒﹂と︑

一

﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂と︑たがひ

えます︒

六699 遠く走るポンプ自動車のサイレンの音も聞

つづいて走ってゐます︒

六伽4 北川が先頭に立ち︑江下︑作江が︑これに

走ってゐます︒

六伽7 文治が指さしたので︑見ると︑船が一さう

七910 花子さんは︑その貝を持って︑先生のとこ

うれしさうに笑ひながら︑．勇さんが走って

ろへ走って行きました︒

來ました︒

七114

こを馬車に乗って走るのは︑樂しいものです︒

八216團花の咲くころは︑よいにほひがして︑そ

なほかはいくなった︒

八538走って行ってグライダーを拾ひあげると︑

﹁集れ︒﹂といはれたので︑私たちは︑み

ちらとのぞいた大川に︑

モーターボー

騎兵が︑土をけって走るのを見ました︒

んなそちらへ走って行った︒

八543
八608

八696圃

市内には︑自動車が走り︑電車が走り︑地

トが走ってた︒

八952

市内には︑自動車が走り︑電車が走り︑

下鐵道も通じてゐますが︑

八952

封戦車砲は︑どんなに早く走る戦車でも︑

九榴5

九鵬2圏圓今︑海の底を走ってみるのね︒

どんぐ撃ちまくるやうな身がまへになります︒

八鵬9
利根は︑ひた走りに走りました︒

勝久は危くのがれて︑再び京都へ走った︒

しかし︑もう走る力がありません︒

三匹ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑

十289

十228

プリンスーオブーウェールズは︑︿略﹀︑八

二人は︿略﹀豆畠の方へ走って行く︒

五兵衛はむちゅうで走った︒

ノットぐらみの速力で走ってみた︒

十712

谷を渡り︑走って行く︒

九㎜11

五佃3

田道間守には︑風を帆にいっぱいはらんで
導水艦が︑今︑何メートルの深さに沈ん
せきゆはく略﹀自動車や船を走らせたりす
るのに︑なくてはならないものであることを︑

六406

でるるか︑どれほどの早さで走ってみるか︑

六332国

走る船が︑おそくておそくて︑

六226

五伽2

ながいひました︒

五型3園走ってみるのは雲だ︑雲だ︒﹂と︑みん

雲はさっさと走って行きます︒

五聖1 すると︑月は枝の間にじっとしてゐますが︑

るよ︒

五聖4園 雲が走るか︑お月檬が走るか︑よくわか

るよ︒

五脳3園 ﹁月が走る︒﹂﹁雲が走る︒﹂と︑
五聖2園 雲が走るか︑お月檬が走るか︑よくわか

にいひはってゐました︒

五個3園

ありました︒

五脳1園走ってみるのは雲だ︒﹂といふ子どもが

人の子どもがいひました︒

五佃6園

五㎜5次の雲の方へ︑どんぐ走って行きます︒

五鵬2園雲が走ってみるのだらうか︒

か︑雲が走ってみるのだらうか︒﹂

五星2園

走って行った︒

一152圃 ハシレ ハシレ シロカテ アカカテ 五821 ぼくは︑帽子をかぶって︑いちもくさんに
一378 ミヅノ上ヲ︑ズンズンハシリマス︒

一375 カゼヲウケテ︑ハシリマス︒

二悩7 ぼくたちは︑畠の中のみちを走って︑
せんろの方へ行きました︒
走って行きました︒

三枢4 犬も わんわんと ほえて︑ まっさきに

三261 三人は︑舟と並んで川のふちを走って
行きます︒

くて︑かるくて︑ぐんぐん走ります︒

三349園 いいえ︑それはくちくかんです︒小さ
三918 自動車は走って行きます︒
四116 舟は︿略﹀︑鳥のとぶやうに走ります︒

四259 三郎さんが︑私のおりるのを見つけて︑
﹁負けるものか︒﹂ぼくは 一生けんめい

笑ひながら走って來ました︒
四294
に走りました︒

四306園負けてもよいから︑しまひまで走れ︒

四298 ぼくはむ中で走りました︒
四307 また一生けんめいに走りました︒

四訓7園ころんでも︑よくしまひまで走った︒
しのばして︑風に向かって走りました︒

四904国次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少
五168 子どもたちといっしょに︑黒いぶたや︑ふ
とったひつじが二三匹走って來ます︒

五325 竹田さんのところへ走って行きました︒

五511 出ると︑高いところを走ってみるので︑川
﹁ポポー︒﹂と︑ラッパを鳴らしながら︑

は︑ずっと下の方に見えました︒
五529

はしれる一はずれ

506

十㎜10 急いで本隊に報告しようと思って走って行
くと︑向かふから列車が進んで來る︒
けたりしてみるのである︒

十矯8 その邊を走ったり︑︿略﹀物音に︑耳を傾

く︒

十㎜11 子どもたちは︑またそちらの方へ走って行

の聲がころがるやうに績いて走る︒

十一809 その間を際立ってくっきりと︑うぐひす

實などを︑戸口に並べてみる店があります︒

これは︑ジャワの植物園にある鬼ばすと

いふ大きなはすです︒

六432園

いや︑たしかにあるはずだ︒

はず

みなさんのおとうさんや︑おかあさんも︑

﹇筈﹈︵名︶13

八471園

いや︑きっとあるはずだ︒
これで︑百メートルの高さから飛ばすと︑

ニキロは行くはずです︒

空がどんよりとくもったやうに見えます︒

秀吉は︿略﹀軍勢をさし向けたのであるが︑

もうあなたぐらみになれば︑もっとも
こんなところに猫がみるはずはないと思

九207團

日本の軍人として︑恥つかしくない御奉

自分の弱い心持が撃つかしくなった︒

公をすることができた︒

九㎜7

﹇外﹈︵五︶3

はっす

︽ーシ・ース︾5さ

ないで︑ぜひ︑いうぎをして見せてください︒
はず・す

三898 うんてんしゅは︑その車をはっしました︒

しはずす・とりはずす

當ててやうすを調べます︒

九棚5園 爽動機のおほひをはっして︑機械に手を

十一川5 力強くたぐりながら︑なれた手つきで魚

﹇弾﹈︵名︶2 はずみ

をはっす︒

はずみ

よしっね

と倒れました︒

八748図義纒︑︿略V︑いかなるはずみにか︑わき

十一853

︽ーム・ーン︾

息が苦しいほどはずむ︒

はずむ呼吸が︑前にも後にもはっきり聞

﹁︿略﹀︒﹂と︑輕やかな︑はずむやうな音

﹇弾﹈︵五︶4 はずむ

にはさみ持ちたる弓を︑海中にとり落したり︒
十齢9

はず・む

をたてる︒

十一842
徳のある楽なら︑天が助けるはずだ︒

かれる︒

十二287

十二佃6

恥つかし

はつれδむらはずれ

二人とも︑ほんたうに久しぶりのお休みで︑

﹇外﹈︵名︶2

北斗七星は北のはつれにるて︑内地のあ

りかをささやき顔にまたたいてみる︒

十二川3

村のはつれまでさんぽに來たところです︒

五158

はずれ

が︑納屋のかげのあたりから︑はずんで観た︒

﹁もういいかい︒﹂と︑︿略﹀明かるい聲

徳川の恩義を思ふ奮臣たちが︑おめおめ

はっかしい

これなら︑潜望鏡を出したまま進んでも︑
﹇恥﹈︵形︶3

これは︑はっかしいことを申しました︒

︽ーイ・ーク︾

四慨1囹

い

はずかし・い

敵から見られるはずはない︒

十二備5

と江戸城を明け渡すはずはない︒

十二側8

つて︑あたりを見まはすと︑

十一伽3

つとおとなしいはずです︒

十一421園

すくは落ちるはずがなかった︒

智勇すぐれた城主︑これに從ふ五千の將士︑たや

十描1

てるたはずです︒

十543園私たちは︑もうとっくに︑畳悟がきまつ 六伽5 すると︑どうしたはずみか︑北川が︑はた

それもそのはず︑大阪は︑煙の都とさへいはれ︑

八889

四鵬4團 今度は︑この前のやうに︑はっかしがら

八1610 それが花の軸で︑その先に︑赤むらさき色 はずかしが・る ﹇恥﹈ ︵五︶ 1 はっかしがる ︽一
はす
ラ︾
の︑大きな蓮のつぼみのやうなものがっきます︒
五蜘3園

はず

七528
七689園

ゐられるはずです︒

市内肇のやうに町の中をどんぐ走る︒

十一㎜2 まもなく︑汽車はマゲランの町にはいり︑
七網5園

︽ーレ︾

もうこのへんに︑海賊はみないはずだ︒

十一川2 この島の中央を︑屋根のやうな山脈が走
つてみる︒

十一劉2 鋪装道路は︑︿略﹀美しい傾斜面と︑
︿略﹀公園地帯の 間 を 走 っ て み る ︒
らうか

爾側に︑︿略﹀長屋がずらりと並んでみる︒

十一晒3 竹張りの廊下が部落の眞中を走り︑その

る人︑方向を見定める人などが︑いっしよになつ

十ニー31 これはちやうど︑かまをたく人︑運轄す
て艦船を走らせるのと下りはない︒
ほさう

だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒

十二梱7 密林とゴム林が無限に亡くマライに︑た

まらない︒

斜めにこっちへ向かって走って煙るレキ

十二㎜8 三四百メートルも走ったので︑熱くてた
十一一川10
シントンの姿であった︒

走れる

軍かん

十二㎜1 くちをしさが︑足の先から頭のてっぺん
﹇走﹈︵ 下 一 ︶ 1

まで突き抜けて走る︒
はし・れる

三338園 じゅんやうかんは ゆくわいな

ですよ︑せんかんよりもずっと早く走れて︑
はす
はす ﹇蓮﹈︵名︶3 はす 蓮0おにばす
四脳5 せまい通には︑︿略﹀︑にんにくや︑はすの
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はずれる一はだ

﹇外﹈︵下 一 ︶ 2

ル︾与ではずれる

はず・れる

た︒

砲弾は︑

はつれる

︽ーレ・ーレ

はせ集る

︽ーッ︾

一覧も目標をはつれない︒

六湿4 的をはつれる矢は︑一本もありませんでし
十一一梱7

﹇馳集 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

はせ ■おくればせ

は

せ

九554 はだしのままの水兵員が︑後甲板にはせ集

はせあっま・る

つてずらりと整列する︒
ごくらく

はせ

はせかんのん ﹇長谷観音﹈︵名︶1 長谷観音
堂近く︑

露坐の大佛おはします︒
﹇馳参﹈︵サ変︶1

はせ参ずる

︽一

十一一748図圏 極樂寺坂越え行けば︑ 長谷観音の
はせさん・ずる

十568 皇民は︑天皇陛下の大命を奉じて︑今こそ

ジ︾

﹇馳抜﹈︵ 四 ︶ 1

はせぬく

︽ーイ︾

新しい國生みのみわざに︑はせ参じてみる
はせぬ・く

さっと打ち入れたり︒
﹇ 爆 ﹈ ︵ 下 一︶1

はぜる

︽ーゼ︾

栗が

十棚10図佐々木︑その聞につとはせぬいて︑川へ
は・ぜる

五旧7圃 とろとろもえる火︑ みうりの火︑
馬前

にほひ ま す ︒

﹇馬前﹈︵名︶1

はぜます︑

ばぜん

十二柵5 幕臣にはまた︑三百年の奮恩を思って︑

主君の馬前に討死しなければ︑いさぎよしとしな
δいどばた・かわばた・ふなばた・ほり

いやたけ心がみなぎってみる︒
﹇端﹈

ばた・みぞばた・みちばた

はた

はた ﹇旗﹈︵名︶37 ハタ はた 旗5おんはた・

一101團 ヒノマルノハタ バンザイ

バンザイ

こぼた・にしきのみはた・みはた・みはたのかげ

ニ843圃 日本のしるしに はたがある︒

日の丸あげて︑

三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの

とうとう︑旗に手がとどいた︒

六962ぼくは︑山の上に立ちあがって︑その旗を

丸の旗がひるがへってゐます︒

ふった︒

ああ︑美

六糊9空には︑白い雲がぽっかり浮かんで︑日の

六961

ぼって︑旗を取るのだ︒

六957

二845團朝日をうつした 日の丸のはた︒
六952 みかたはと思って︑ちょっとふり返ると︑
水兵さんは旗持って︑ ぱたばたばた
赤い旗も︑まだ立ってみる︒

お話します︒

三373圏
ぱた︑

日本の旗は︒

ふもとの町

結びめから︑小さな日の丸の旗がのぞ

いてるました︒

四231

しい︑

四㎜8圏國青空高く

川が流れる︑野がつづく︑

は旗のなみ︒

五135圃

五886青い波の上に︑赤・白・黄・みどりの旗が 七589 番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切りこ

七591 正成は︑この旗を城門に立てて︑さんざん

んで來て︑旗をうばって引きあげた︒

沖の方にも︑同じやうな旗が小さく見えま

九275 十歳ぐらみのかはいい少女が︑日の丸の旗

日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振

富田城には︑毛利の旗がひるがへった︒

ただよし

を増して︑

十二㎜12

をはり

直義の兵ども︑菊水の旗を見てよき

つはもの

初めはみんな淡紅色の旗を捧げて︑歌つ

波どものうち振る旗も︑また刻刻に濃さ

てるるかに見える︒

十一一㎜11

敵なりと思ひ︑︿略﹀これを討たんとしけれども︑

十一一9010図

勢と見るはひが目か︒

十一1810ロ凶圓 前陣に進みたる旗は︑美濃・尾張の

み の

書いた旗を結びつけたのがある︒

九㎜7 その上に︑︿略﹀柱を立てて︑それに字を

に大きくゆれてみる︒

九湘5 するするとあがって行く日の丸の旗が︑風

九髄3

たのをきっかけに︑

九476 帆柱に旗を立てた漁船が︑港へはいって來

つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒

九327園

を振りながら︑﹁萬歳︒萬歳︒﹂といってみる︒

に賊のわる口をいはせた︒

旗を立てた船が︑たくさん出てみて︑しき

浮かんでゐます︒

五887
す︒

りにおうゑんをしてゐます︒

五919

沖の旗をまはって︑四さうのカッターは︑
だんだん︑こちらへ近づいて來ました︒

五922

日の丸の小さな旗を作って︑利根の首につ
いちばん初めに︑美しい日の丸の旗のひら

け︑︿略﹀︑停車場まで見送ってやりました︒

五心4
六369

めいてるる昭南島のけしきがうつりました︒

名も︑昭南島とあらためられてく略V日
の丸の旗が︑南の空にひるがへってみるのです︒

六379囹

高さ一メートル半ばかりの山を作って︑そ
の上に︑旗を立てるのである︒

六913

みかたの城には︑赤い旗がひるがへり︑敵
の城には︑白い旗がなびいた︒

六916

敵の城の旗を取れば︑勝つのだ︒

六917敵の城には︑白い旗がなびいた︒
六943

白い旗は︑つい︑目の前にひらくしてゐ
まだ︑白い旗がひらくしてみる︒

るが︑手がとどかない︒

六945
六951

はた一はだけやま
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はた

﹇機﹈︵名︶1

だ

バタ

機

で︑いつもはだか︑はだしで暮してみる︒

二334圏

オカアサンモ︑ボクモ︑弟モ︑ハタケニ

ケフハ︑ハタケノカタヅケヲシヨウ︒

出マシタ︒

二368

アル日︑犬が畠ノスミデ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ムリニ犬ヲナカセテ︑畠ヲホッテミマ

ぼくたちは︑畠の中のみちを走って︑

うらの畠にみたおかあさんもかけて

虫の聲︑庭の畠で

八衙7

農夫たちはく略﹀廣い畠を耕し始めます︒

八153 カンナでも作った畠のやうな

すっかり耕した畠に︑︿略﹀種をまくころ

は︑もう満洲の春が深くなってゐます︒

八衙8

せりが飛びちがふ︒

九研6 畠のにらの花に︑頭でっかちないちもじせ

九蹴9 雪の少い南満洲の畠はよく耕されて︑農家

雲はしきりに流れて︑早春の畠を︑野を︑

がぼつぼつ見える︒

九㎜2

畠の土が︑ぽこぽこに乾ききってみる︒
どべい
畠はもちろんのこと︑家でも︑土塀でも︑

はうれん草の畠が︑青々としてみる︒

そのかげがはって行く︒

九鵬4

十㎜2
十川6

いなごの群は︑雨のやうに︑ざあっと畠に

︿略﹀水びたしになって︑くつれてしまふのだ︒

十㎜7

降った︒

それが畠のうねのやうに︑天の一方から

畠から大きな月が出て得た︒

十一749

十川11

川の向かふは︑見渡すかぎり︑れんげ草の

十一価2團毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑

ちんちろ松虫︑

みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列

桑畠の雪もだいぶ減って︑あちらこちら

﹇畠山﹈︹人名︺4 畠山

十鵬5図岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと

馬はねあがれば︑弓杖ついており立ちたり︒

十徳4怨敵の放つ矢に︑畠山︑馬の額を射られ︑

十鵬3図畠山︑五百鯨騎にて打ち渡る︒

はたけやま

に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒

十一一儲8

には︑青いパパイヤが︿略﹀ぶらさがってみる︒

十一川12

をしいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒
すず
レモンが鈴なりになってみる畠の向かふ

十一盟10

私をこんなに丈夫にしてくれたのでせう︒

他方へ幾條か連なったりすることがあります︒

あそこの畠に︑桑の木があることを思ひ出
野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけ
たり︑川に橋をかけたりなさいました︒

五617

したからです︒

五326

畠です︒

五198

來て︑

四142

せんろの方へ行きました︒

二脳6

スト︑キタナイモノバカリ出マシタ︒

二879

ナキマシタ︒

一一865

タケへ行キマシタ︒

オイモノコトヲオモヒ出シテ︑マタハ

一一336

たけ・まめばたけ・むぎばたけ・ももばたけ

おはなばたけ・くわばたけ・なしばたけ・バナナば

十733園機ばかりいじってみて︑をかしなやつだ︒はたけ ﹇畑﹈︵名︶3一 世事ケ 畠呂いもばたけ・

九184 一打ちごとに︑三つの切口から清らかな木

はだ
はだ ﹇肌﹈︵名︶9 はだ 肌 肌
のはだが現れる︒

色のはだに︑むらさきの星をきらめかしてみる︒

九496 六七十センチもある鯛が︑つやつやした櫻
十一861 風が︑はだに快く感じる︒
十﹇865 時に﹁さうしかんば﹂のはだが︑︿略﹀
ひ

太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒

十一939 飛騨山脈が︑︿略﹀紫紺のはだあざやか
にそそり立ち︑うねり績く雄大荘嚴な姿︒
しゃくどう

はだ

十一悩5図圃 吹く潮風に黒みたる はだは赤銅
さながらに︒

蛍石の肌が美しい︒

はだ
十二価6 からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫

十一一103

と汗もが一面の地圖をゑがいてるる︒

十二窺1 波もすっかり静かになって︑時々飛び魚
︵名︶一

が銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒
バタ

九加10 参拝するものは︑子ひつじの料理をあげた
り︑手製のチーズやバタなどを供へたりする︒
︽一

げたをはいて︑うらの畠へ行ってみる︒

旗あげする

五801

﹇旗揚﹈︵サ変︶1

シ︾

はたあげ・する

畠のすみの日まはりは︑︿略﹀︑金のお皿の

五明6囲

すみみったう

おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに

なし

きました︒

八146

バナナの畠は︑キャベツか︑それとも︑カ

育てられた木に生るのと同じことです︒
ンナでも作った畠のやうな感じがします︒

八152

鳴

五806

はだへ

やうなのが︑三つ咲いてみる︒

九価4園出雲に旗あげして︑一時でもその領主と
﹇肌﹈︵名︶1

なったのは︑まったくおまへの力であった︒
はだえ

十二㎜2圃寒風はだへをさす満洲のあした︑
はだか ﹇裸﹈︵名︶2 はだか5すっぱだか
九231国 はだかの兵隊さんたちが外へとび出して︑
うれしさうに雨水を浴びてみる︒

十一㎜2 腰に︿略﹀短い腰巻を着けてみるばかり

509
はたけやまのじろうしげただ一はだらく

︹人

畠山︑﹁︿略﹀︒﹂といふまま︑大串をつか

もせず︑︿略﹀︑向 か ふ の 岸 に 着 き に け り ︒
十脳2図

しげただ

﹇畠山次郎重忠﹈

んで岸の上へ投げあげたり︒
はたけやまのじろうしげただ
しげただ

名︺1 畠山の次郎重忠

畠山の次郎重忠︿略﹀進み出で︑
旗竿

﹁︿略﹀︒﹂とて︑五百蝕騎ひしひしとくつわを並ぶ︒

十伽3図
﹇旗竿﹈︵名︶4

七659 三人とも︑旗竿の先を見あげてみる︒

はたざお

はた・す

果す

︽ーシ・ース︾

ぱたばたばたばた

︵副︶1

お話します︒

ぱたばたばた

ぱたばたばたばた

かへって︑はだ身はなさず持ってるた刀を︑

﹇肌身﹈︵名︶1 はだ身

﹇働﹈︵五︶1

働かす ︽ーシ︾

﹁無事に働かしてください︒﹂と心か

はたらき 働き

りかうな利根は︑職場で︑︿略﹀︑何をさせ

﹇働﹈︵名︶8

ら祈る︒

十二810園

はたらか・す

見つけられてしまひました︒

八384

はだみ

ぱた︑

任務を果して氣がゆるんだのか︑鳩は︑ 三374魍 水兵さんは旗持って︑

﹇果﹈︵四五︶5

八6710
ほんの少しでも︑あけ方がくるふと︑大砲

︿略﹀︑つめたくなってしまった︒

八四2
の役目を果すことができないので︑

皇子は勅命を果して︑めでたくかへり

自分の任務を果すまでは︑決して持ち場

大任を果したわれわれ搭乗員も泣いた︒

ごと申させたまへ︒

九86図圓
十722

十902園

五柵6

けでも︑張はうれしくてならなかった︒
はたと

すると︑どうしたはずみか︑北川が︑はた

﹇瞠﹈︵副︶6

六㎜6

はたと

軍勢には︑ちっとも驚かない宗治も︑この

と倒れました︒

十幽1

その﹁ビューン︒﹂がはたと止ると︑︿略﹀

水勢には︑はたと困ってしまった︒
十八5

もう頭をつるつるにそられてるるのである︒

火は前後二回忌そったが︑元帥の指圖と︑

みかいゑい

に考へなければなりません︒

九伽10園 そこで航空部隊の働きと整備とは︑一つ

きを聞いて︑たいへん感激してみるのですが︑

九㎜8圓 私たちは︑わが航空部隊のめざましい働

︿略﹀人々の働きによって︑消しとめられた︒

七皿4

らきを見て︑涙を流すほどでした︒

五柵5 みんなの兵隊さんが︑利根のかうしたはた

てもすばらしいはたらきをしました︒

はたらき

果して

子どもたちとの約束が︑果せると思っただ

を離れないえらさに︑すっかり感心しました︒

七673 花子さんも︑旗竿の先を見あげる︒

はたして

十川7

九5610 午前八時になると︑艦尾の旗竿に軍艦旗が はた・せる ﹇果﹈︵下一︶1 果せる ︽ーセル︾
あげられる︒

はだし

九川4 旗竿に高く國旗をかかげた︒
﹇跣﹈︵名︶3

五787 ぼくは︑はだしで庭へ出た︒

はだし

つてずらりと整列する︒

九553 はだしのままの水兵員が︑後甲板にはせ集

﹇果﹈︵副︶6

で︑いつもはだか︑はだしで暮してみる︒

十一㎜2 腰に︿略﹀短い腰巻を着けてみるばかり
はたして

ふかす

ばたばた

きなかりし由︑母はいかにも残念に思ひ候︒

もし︑血管に少しでもさしさはりがあれば︑

働

疲れた五重ではあるが︑働きぬいた満足

﹇働﹈︵五︶39 ハタラク はたらく

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク・ーケ︾呂おはたらく

一一801国國ゲンキデ︑オクニノタメニシッカリ

く

はたら・く

で心は輕やかである︒

十ニー310

はたらきぬ・く ﹇働抜﹈︵五︶1 働きぬく ︽ーイ︾

からだの働きも望めないやうに︑

十㎜7

をして︑わが高千穗艦の名をあげよう︒

上野國の住人深巣の七郎︑つとかけ 十144囹 その時には︑おたがひにめざましい働き

かうづけの

ピヤノの音がはたとやんで︑﹁︿略﹀︒﹂と

旗取

一年生の旗取がすんで︑いよいよぼく

﹇旗取﹈︵名︶1

︵副︶1

ぼくがころぶと︑二三人が︑ばたばたと倒
れかかって來た︒

六949

ばたばた

たちのかけっこになりました︒

四282

はたとり

︿略﹀いってみるのは︑若い女の聲である︒

十一鵬7

出でければ︑爲朝これをはたと射る︒

十﹇672図

りて︑手答へ高くはたと射る︒

八346図敵ははたして不意を討たれ︑あわてふた 十一212図十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼ 十121國団 威海衛攻撃とやらにも︑かくべつの働
めきつつ船に乗りて︑︿略﹀逃げ行きたり︒
は進むことを得たり︒

九89図 はたして荒波おのつから静まりて︑御船
九596図 はたして︑敵︑三百蝕騎をかくしおきた
るを︑義家の軍さんざんに討ちて︑つひに敵軍を
攻め破りぬ︒

しないが︑

九塒3 それがはたして何虫であるか︑はっきりは
十788 験してみると︑はたしてよく動いた︒
するのが果してよい大工だらうか︒

十一一301囹 ほめられないからといって︑手かげん

ハタラケト︑カイテヤラウ︒

度はすぐできあがった︒

ロシヤ少女が︑給仕をして働いてみた︒

將校も兵士も︑皆一つになって働かなけ

甘味は少いが︑働いたぼくたちには︑實に

あまみ

たが︑

十735

そろって健康に働く家族の︑毒しい朝飯
佐吉は︑父の大工の仕事を助けて働いてゐ

だと思へば︑

十509圃

ればならない︒

十137園

うまい︒

白川6

九㎜12

ばかりですか︒

二967囹 みなさんのっかってみる机もこしか 半価2園 整備兵といふのは︑みんな地上で働く人
けも︑長い間はたらいてるます︒

三947 職業ではたらいていらっしゃる兵たい
さんのために︑

三971園 今朝は︑一家そう動ゐんではたらいた
ね︒

五柳3 その親が︑軍犬として︑職地ではたらいて
みると聞いた文子さんは︑

六291 育てたみかんがく略﹀へも︑旅だつのだと
思ふと︑心が勇んで︑︿略﹀せっせと働きます︒

十島ー51

十一一136

いくら働いても働いても︑

あちらの山でも︑︿略﹀︑三四人つつ一か

日がな一日︑露天で働く石工たちは︑み

たまりになって︑石の上で働いてみる︒

んな日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒

十ニー71

十ニー95 石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい仕

働ける

︽ーケル︾

事をしてみるやうで︑決してさうではない︒
やうこ
かつて陽虎といふ者が︑この地でらんば

十一一264

﹇働﹈︵下一︶2

うを働いた︒

はたら・ける

また︑いつ飛び出しても︑十分働けるや

うに手入れをしておくことなのです︒

九柵4園

︑

蛙⁝⁝⁝二十七

オチバ

オチバ⁝⁝⁝三十一

︹課名︺24 八

十933囹重量のために働くことができて︑私も漏 十ニー710 よく山と取り組んで働けるものだと思ふ︒
はち

298989593593197919

國のために︑働きたくはないかね︒

しかし氣立てはやさしく︑日本人を心か
性質が激つぼく︑海賊を働いたり︑今で
女たちは︑勤勉に働いて家を守ってみる︒

九九八八七七六六六五五五四四三三二二
45234239235224122422272312

六354團 をぢさんのやうに︑漕水艦に乗って︑お

十一晒8

も人の首を取ったりする悪習が残ってみる︒

十一國7

ら尊敬して︑なかなか勤勉に働く︒

十一㎜4

私をこんなに丈夫にしてくれたのでせう︒

十一価2團毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑

手すりにっかまって支へながら︑働きました︒

足ですが︑
六551園毎日山へ行って働いて︑
六735囹わたしは︑消防にばかり働いてみて︑手 十観5 ころがりさうになるからだを︑はめ板や︑

傳ひもできず︑まことにすまなかった︒
六834団 ゲンキデ︑ハタライテクダサイ︒
七156 そのうちに︑一人の美しい少女がまじって︑
かひがひしく働いてゐました︒

七386 そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け
て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒

七391 書間は︑働く人や︑牛にゑんりよをするや
うに︑聲をひそめてゐますが︑

材木を︿略﹀組み合はせる︑︿略﹀︑働く

煽石を掘る人︑鑛石を運ぶ人︑︿略﹀こ
戦線に弾丸を一獲でも多く送ってやりた
ないやうな氣がする︒

いと思へば︑いくら働いても働いても︑なほ足り

十ニー36

れらがいつしょになって︑坑内で働いてみる︒

十一一124

人の足場が落ちないやうにと念じながら︒

十五ー21

い︒

八229圏 満洲國には︑いろくな民族が集ってゐ 十一一84園 今日も︑十分氣をつけて働いてくださ
て︑みんな樂しく働いてゐます︒

八396 かげひなたなく働く上に︑人の仕事まで引
き受けるやうにしたので︑

八589 あとからあとから來る兵隊さんを迎へて︑
とうとう︑夜の十一時ごろまで働きました︒
八棚2 その機械のそばには︑若い職工さんもみて︑
︿略﹀熱心に働いてゐます︒

八捌5 みんなが︑いっしよに働いたので︑朝の支

参宮だより⁝⁝⁝八

たぬきの腹つづみ

たぬきの腹つづみ⁝⁝⁝四十二

海の幸

海の幸⁝⁝⁝四十五

志野姫

まんじゆのひめ

生壽姫⁝⁝⁝三十四

地黒笹

ぢちん

地鎭祭⁝⁝⁝三十九

南洋

南洋⁝⁝⁝三十五

稻刈⁝⁝⁝八

おさかな

おさかな⁝⁝⁝四十一
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八 初冬二題⁝⁝⁝四十八

ハチウエ

鉢植

す

八月十日

三310

二38

二十二

二十

うさぎとたぬき⁝⁝⁝八十一

八十五

八十四

油蝉の一生⁝⁝⁝八十五

八十七

自動車⁝⁝⁝八十七

︹課名︺2

星の話⁝⁝⁝八十七

二十三

九34 十四

三311

日本のしるし⁝⁝⁝八十四

はちじゅうし ︹課名︺1

七36 十七

はちじゅうご ︹童名︺1

績は高く︑信望はすこぶる厚かった︒

十二737八十一歳の光榮ある長壽を終るまで︑功

九月に二歳ごまの市が論るといふので︑八 はちじゅういつさい ﹇八十一歳﹈︵名︶1 八十一歳

ぐやひめは聲をたてて泣きました︒
九851

八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

月に北斗をうちへっれて点りました︒

九価3

五月から八月目では︑︿略﹀南西季節

ものが見えてもよささうなものである︒
十一一窟12園

﹇八月十日﹈︵名︶1

風が︑時には十日も辛いて高い波が立ちます︒
はちがっとおか

みかいゑい

︽ーレル︾

八月十日の威海衛攻撃とやらにも︑か はちじゅうしち

くべつの働きなかりし由︑

十1110國團

はちきれる

﹇八時﹈︵名︶1

まつ偵察機隊が出馬し︑八時を過ぎて︑大

ていさつ

﹇八時間半﹈︵名︶1

八時間半

八時四十

これで新京へは八時間半︑ハルビンへは︑
﹇八時四十分﹈︵名︶1

︹課名︺2

八十

八十二

燕岳に登る⁝⁝⁝八十二

︹課名︺5 八十八

十八 たこあげ⁝⁝⁝八十八
十八 カッターの競孚⁝⁝⁝八十八
十六 雪合職⁝⁝⁝八十八
十八 大阪⁝⁝⁝八十八

八十六

花サカヂヂイ⁝⁝⁝八十六

︹課名︺2

十七 廣瀬中佐⁝⁝⁝八十六

﹇八人﹈︵名︶1 八人

︵名︶1

八ノット

ミンナデ︑カレ枝ヤオチバヲカブセルト︑

︵副︶一 パチパチ

一一348

ぱちぱち

ノットぐらみの速力で走ってみた︒

十712
プリンスーオブーウェールズは︑︿略﹀︑八

はちノット

が︑

五273囹私どもには︑もと娘が八人ございました

はちにん

八36

二39 二十一

はちじゅうろく

十二31 十二 菊水の流れ⁝⁝⁝八十八

四36
五37
六35
八37

はちじゅうはち

十一32 十三

はちじゆうに ︹課名︺3

日記⁝⁝⁝八十二

︵下一︶1

五36 十七

はちき・れる

十二餅8 はちきれるやうな芽をもたげ︑雪を割つ
はつらつ
てのび出ようとしてみる物の溌刺たる力を
ぱちくりさせる

水師螢⁝⁝⁝八十二
1

十32 十二
︵下一︶

︽一

はちじ

分

はちじゅう

わけもなく撃退される︒

十二惣6

八時四十分︑敵の一機が偵察に來たが︑

はちじしじつぶん

十二時間半で行くことができます︒

八224国

はちじかんはん

編隊は︑数隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒

十621

んはちじ

八時5こごはちじ・ごぜ

ひきがへるは︑目をぱちくりさせながら︑

ぱちくりさ・せる

五599

セ︾

にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒
﹇鉢植﹈︵名︶2

﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

カホヲチクリトサシマシタ︒

はち

鉢﹇▽うめばち・ガラスばち・

思はせるやうなでこぼこが︑目立って見える︒

殊に︑半月のかけた部分に近く︑
十375
﹇鉢﹈︵名︶2

はちがつ

れ︑子どもたちの顔が並びます︒
二37 十九 カゲエ⁝⁝⁝八十
﹇八月﹈︵名︶4 八月
四35 十七 白兎⁝⁝⁝八十
四358 八月の十五夜も近くなったある夜︑か はちじゅういち ︹山名︺1 八十一

口回3 窓のそばに︑︿略V︑鉢植の草花が持ち出さ

ニツサイテヰマシタ︒

一444イッテミルト︑ハチウエノアサガホガ︑

はちうえ

六塒7 たくさんの菊の鉢が並んでゐます︒

一つ︑

六鵬7 まん中の鉢に︑美しいチューリップの花が

ひばち

はち

蜂の巣を

花から花へ てふがまひ︑ 花から花へ

ハチモ來マシタ︒

水ガメノ中ニカクレテヰタハチガ︑サ

ソコへ︑ハチが來マシタ︒

︵名︶5 ハチ はち 蜂警みつばち

はち

かぞへて︑十八まで來た時︑

﹁一︑二︑三︑四︑五︑六︑七︑八︒﹂

二十五ダンデゴシンゼン︒

オミヤノ石ダン︑一二三︑ 四五六七︑

︵名︶2 八

八 書法と大慈悲

八 國法と大慈悲⁝⁝⁝五十八

八 日本海海戦

八日本海海職⁝⁝⁝五十一

八初冬二題

幽％三擦麺柴幽躍鍔多招

はちがとぶ︒

五二

はちまき一はっきり

512

パチパチトモエアガリマシタ︒

はちまき ﹇鉢巻﹈︵名︶3 はちまき 鉢巻εしろ
五898 日にやけた︑まつ黒な顔に︑白いはちまき

はちまき
をしっかりしめてゐます︒

八846 先生は鉢巻をして︑すべり出された︒

八幡宮

はちまん

パチン

5ちんぜいはちろうためとも

︵感︶一

はちろう
ばちん

パチン︑パチン

﹁パチン︒﹂と音がして︑まるい玉がはじ
︵感︶一

﹁パチン︑パチン︒﹂とつぶしました︒

けました︒

七1110

七122

ばちんばちん

つ︒﹂

十一一843園

十二785園

大名﹁︿略﹀︒急いで見せい︒﹂冠者﹁は

大名﹁急げ︒﹂冠者﹁はつ

はっ︵感︶2はつ
九4810 鉢巻をした若者が︑大きな魚を︿略﹀威勢
はちまんぐう

よく右へ左へ運んで行く︒

はちまんぐう

はちまんぐう ﹇八幡宮﹈︵名︶3 八幡宮
つるがをか

まさふさ

はつ

︽ーテ︾

照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

﹇果﹈︵下二︶1

月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑

十一738

は・つ

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納す はつ 5だいれんはつ・にじゅういっぱつ

みなもとのよりとも

八幡宮

八349
ることになって︑舞姫を集めました︒

八幡宮の御やしろ︒

八幡様

﹁こく﹂﹁みん﹂といふ讃み方は︑漢字本
﹇二十日目︵名︶1

二十日円しちがつはつ

來の議音で︑これを漢字の音といひます︒

率由1

雪の下道 はつおん ﹇発音﹈︵名︶1 襲音

八394 鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助けく
ださいと祈り︑
ゆ ひ

過ぎ行けば︑

はちまん

十二754図魍 由比の濱べを右に見て︑
はちまん
はちまんさま ﹇八幡様﹈︵名︶2 八幡様

おほえ

︵サ変︶

1

嚢賛する

︽ース

きます︒

七549 もう︑上屋の人は︑だれがだれだか︑はつ

一センチ︑ニセンチと刻んで行くやうに︑

きりわからなくなりました︒

七柳1

満人の子どもにたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂

動くのがはっきりと見えます︒
八238團

と︑日本語ではっきり教へてくれました︒

や︑感じ方の淺さがはっきりわかって︑

九418 文字で書き表しますと︑︿略﹀考への不足

から︑

九976 一本松がはっきり見えるやうになったころ

はたして何虫であるか︑はっきりはしない

が︑かなりたくさんの聲であることを感じる︒

九描3

高角砲の︿略﹀光の中で︑レパルスの水兵

るのですから︑

十383 こんな小さな望遠鏡でさへ︑はっきり見え
十6910

頂には敵の砲兵観測所があるが︑︿略﹀︑

それは︑ふしぎに思へるほどはっきりと

はずむ呼吸が︑前にも後にもはっきり聞

が甲板に倒れてみる姿が︑はっきり見えた︒
かれる︒

十一843

見えて︑

十二矯2

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふ深い意味が︑か

南支那海の潮の色と︑インド洋の色とは

その鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行

今見ると︑その下の飛行甲板がはっきり

くスコールの足が︑はっきり見える︒

十二踊10

はっきり重りかけてみるのもおもしろい︒

全く違ふと聞いてみたが︑もうこのあたりから︑

十二蹴6

れにはっきりと浮かんだ︒

十二557

飛行機からの偵察でもはっきりわからない︒

十一槻2

してみた︒

十日たっても︑二十日たっても︑母の名を 十一955
ばつかり

おまへにもぜひ一つと思ふのだが︑これ

︵副助︶2

おまへは自分のことばつかり考へて︑

﹇発揮﹈

いかに快速を畿落する機械化部隊も︑橋
はっきり

小さいながら︑はっきりと歌はつづいて行

︵副︶18

七292

はっきり

が落ちれば立ち往生になる︒

十一一㎜6

ル︾

はっき・する

人の腹のへってみることを考へてくれない︒

十一一524園

ばつかりは送りやうがないのが残念だ︒

九239團

ばっかり

いふ者はありません︒

八3910

か・じゅうがつはっか・しょうがつはっかあまり

八418 八幡様のお引合はせか︑門の戸は細めにあ はっか
はちまん

いてるました︒

十129國團 八幡様に日参致し候も︑そなたが︑あ
つばれなるてがらを立て候やうとの心願に候︒
はちまん
よりみち

はちまんたろうよしいえ ﹇八幡太郎控家﹈︹人名︺1

八幡太郎義家

はちまん

九579図 八幡太郎義家︑關白頼通の館にて軍の物
語しける時︑大江の匡房︑聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂とひ

とりごとのやうにいふ︒

はちメートル ︵名︶1 八メートル
トルにもなるのである︒

十一一158 それが積り積って︑五メートル︑八隅ー

七105 波うちぎはを︑ばちやばちや歩きながら︑

ばちゃばちゃ ︵副︶1 ばちやぼちや
子牛がねてみるやうな岩の方へ行きました︒
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はっきりする一ばったり

するしんき

十二矯10 近づくに從って︑敵艦の推進器の回饗す
る音がはっきりと聞えて來る︒

十二畑2 その笑顔がまだ終らないうちに︑またし
ても大爆音が二回︑はっきりと聴音された︒

はっきり・する︵サ変︶5はっきりするはっきり
︽ーシ・ースル︾

六654 二つの筒を︑延したり︑ちぢめたり︑かげ

する

︿略Vはっきりして來ます︒

す

3

登鈍する ︽一

﹇伐採﹈

︵サ変︶

3

1

伐採する

︽一

εぎょらいはっ

絶粒管員

﹁獲射始め︒﹂艦長の聲は︑全艦に響

﹇発射管員﹈︵名︶1

﹇発射﹈

︵サ変︶

2

襲射する

獲射管員は︑ほっとため息をついた︒
︽一

一番機が海面すれすれにおりて護射した魚

はっしゃ・する
シ︾

十665

爽射止め

﹁乱射用意︒﹂を襲令した︒

十一一川6園

﹁畿射用意よろし︒﹂の報告があって

から︑艦は西へ向かって全速で突進した︒

︵名︶3

嚢する ︽ーシ︾

八千メートル

わが輸送船の一隻が︑敵弾のため火を護し

﹇発﹈︵サ変︶1

にいはく︑﹁︿略﹀︒﹂と︒

直濡3

はっ・する

たのであった︒

かうした火山は︑︿略﹀︑低いのでも三百

はっせんメートル
十3810

巻雲といひます︒︿略﹀八千メートルか

メートル︑高いのになると八千メートル

ら一萬二千メートルの高さに︑浮かんでゐます︒

十一709

入道雲の頂になると︑六千メートルから

たも
交通路を︑︿略﹀安全に保つことができな

﹇発達﹈︵名︶1 獲達

八千メートルの高さになります︒

十一769
はったつ

いうちは︑支那の活動も︑心匠も望めない︒

十㎜7

かうして︑︿略﹀︑しぜん大阪が︑一大商業

はったつ・する﹇発達﹈︵サ変︶5配達する︽一
八906

シ︾

かうぐわい

都市として畿達したのです︒

八956郊外電車の獲達してみることも︑︿略﹀︑

大阪が︑水の都として畿達し︑︿略﹀大都

大阪のほこりの一つになってゐます︒

敬語といふものがあって︑その使ひ方が

市となったのは︑

八962

ばったり

敬語がこれほどに護達したのは︑つまり

︵副︶1

ばったり

上に反映したのにほかならないのである︒

わが國がらの尊さ︑昔ながらの美風が︑ことばの

十一323

特別に護達してみるから︑

二番機・三番機が︑二三の針路をねらって︑ 十一255

雷が︑みごとにウェールズに命中して︑

十674

護射止め

︹題名︺1

それぞれ右から左から魚雷を護射した︒
はっしゃやめ

十二槻9
十二銅4囹

十一569図東郷司令長官の獲せし職況報告の末尾

用材は︑︿略﹀木曾の森林から伐採して奉 はっ・す ﹇発﹈︵サ変︶1 襲す ︽ーセ︾

ばっさい・する

九109

シ︾

つたことがあり︑その後百年飴りたって︑それが
はっしと

伐り方は︿略﹀︑御神木の根もとへとぎす

︵副︶1

例になるやうになった︒

九181

はっしと

はっしま

︵名︶

全射

向かふの沖の初島に︑白い波が打ち寄せ

﹇発射﹈

﹁獲射止め︒﹂︿略﹀持ち場についてゐ

乗組員たちは︑今か今かと獲射の命令を

き渡った︒

十一一鵬7園

た勇士たちは︑艦長のこの命令を意外に思った︒

十二悩1囹

待ってるた︒

十二榴6

しや

はっしゃ

てるるのが見えるといふ︑

十一悩1

ましたをのを︑はっしと打ち込むのである︒
んしてみるうちに︑はっきりした︒
はっしま
九416 ことばで話してみると︑その考へや感じが︑ はっしま ﹇初島﹈︹地名︺1 初島

九424 わかってみると思ったことでも︑話したり
書いたりして︑始めてほんたうにはっきりするの
です︒

九938 どちらも星があまり大きくありませんから︑
い

よく氣をつけて見ないとはっきりしません︒

九941 椅子の形に連なる五つばかりの星はカシオ

﹇発見﹈︵名︶4

饗見

ペヤ座で︑︿略﹀これははっきりしてゐますから
はっけん

はっく 貼しちなんはっく

十一一篇12

はっしゃかんいん

︵サ変︶

飛び出して行った魚雷のうなりを聞いて︑

といふ人が︑︿略﹀正確な時計を襲明しました︒

八柵5 この護見があってから︑︿略﹀ホイヘンス

論難したものです︒

八佃7 それは︑まったくガリレオの︑この畿見を

﹇ 発 見﹈

﹁敵艦卑見︒﹂の第二電が來た︒

十593囹 ﹁敵艦畿見︒﹂の第一電が來た︒
十6010園

シ︾

はっけん・する

六618 ふと︑おもしろいことを風見した︒

八佃3 十八歳の學生ガリレオは︑このことを護見
したのでした︒

のを護見し︑地だんだふんでくやしがった︒

十訓10 ある夜︑これも鐵道線路がこはされてみる はっしゃようい ﹇発射用意﹈︵名︶2 襲射用意

五㎜5 利根は︑ばったりとたふれました︒

ぱっちり︵副︶2ぱっちり
近くなって︑ばっちりと目をあけました︒

七276 つかれて︑うとうとしてるた徳坤が︑夜明

績々と出て行く姿を見るであらう︒

この夜︑信実國皇帝陛下は︑大本螢の

歴史的な畿表を聞し召し︑やをら御起立︑

十一一柵4圃

はっぴょう

油の表面からは︑一時に︑ばっとほのほが はっぴょう ﹇発表﹈︵名︶1 襲表﹇Vだいほんえい

立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

八997
葉が出ないうちに咲くのですから︑花の色

もえあがり︑

八悩10

こげ茶色の煙とともに︑火焔がぱっともえ

十一桝10園

シ︾

陣中新聞に獲表してはどうですか︒

風にあふられて︑火の手がぱっとあがった︒ はっぴょう・する ﹇発表﹈︵サ変︶− 爽表する ︽一
くわえん

で︑その邊が︑ばっと明かるくなるほどです︒
十227

十燭8 そばへ行くと︑ばっちり目をあける人があ
つて︑時々はつとします︒

十653

嚢動機

護動機の手入れを眞先にします︒

登動機のおほひをはっして︑機械に手を
いつも獲動機の調子に氣をつけてみたり︑

當ててやうすを調べます︒

それに︑寒いと護動機もうまく動かない

燃料や︑電力を調節したりします︒

九宙1園

水兵は︑くもの子を散らすやうに八方へ散

﹇八本﹈︵名︶2 八本

﹁︿略﹀︒﹂の命令が︑八方へ飛ぶ︒

つて︑︿略﹀︑分隊ごとに甲板洗ひを始める︒
十596

はっぼん

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

八幡6 岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

るで矢のやうに進みます︒

︵サ変︶

2 襲明する ︽一

八塀5 八本の足を一つにそろへ︑胴を先頭に︑ま

﹇発明﹈

オランダのホイヘンスといふ人が︑今まで

はつめい・する
サ・ーシ︾

にない正確な時計を登明しました︒

八佃6

十旧4園 時計仕掛が獲明されない前は︑︿略﹀心

﹇発揚﹈︵名︶1 爽揚

棒を手でまはさなければならなかったのです︒

十一悩8 本居宣長は︑︿略﹀︑古事記傳を大成して︑

もとをりのりなが

はつよう

わが國民精神の獲揚につとめました︒
はつらつ

はつらつ

1 嚢令する

てるる物の溌剰たる力を想像しながら︒

﹁爽射用意︒﹂を獲令した︒

はつれい・する ﹇発令﹈ ︵サ変︶

十二脳5

シ︾

︽一

十二衙9 芽をもたげ︑雪を割ってのび出ようとし

獲動機の調子をしらべたり︑網の支度を はつらつ ﹇溌刺﹈︵形状︶1 溌刺

畿動機の音をとどろかしながら︑開拓に進

ので︑温めてやるのに苦心をします︒

九施2

軍する︒

十一984
したり︑

船は獲動機を止めたまま︑網もろともに︑
三世機船
十人乗りそこそこの獲動機船が︑︿略﹀

﹇発動機船﹈︵名︶1

夜明けまで潮のまにまに任せるのである︒

十一㎜3

十一979

はつどうきせん

九557

機はばっと赤い火を吐きながら︑火だるま はっぽう ﹇八方﹈︵名︶2 八方
くわえん

一機また一機︑黒い翼がぱっと紅の火焔を
折からともし火がばっと明かるくなった
﹇発動機﹈︵名︶8

と思ふと︑ゆらゆらと動いて消えてしまった︒

十一柵7

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

十棚8

になって自爆した︒

十676

あがった︒

はっと ︵副︶6 はっと はっと
ねえさんも考へてるましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と

たつねられて︑私は︑はっとしました︒

五369

五469 はっと思って引きあげようとすると︑重く
てなかなかあがりません︒
さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といふ臨時の知らせを

六71 高倉下は︑はっと目がさめました︒
聞いて︑はっとした︒

十531

十価9 そばへ行くと︑ぽっちり目をあける人があ

が︑いちばん注意して調べるのは︑護動

44で8う
囹評す黒き

o

つて︑時々はつとします︒

はっとしました︒

ぱっと ︵副︶14 パット ぱっと ぱっと

フト︑一ドニパット花が咲キマシタ︒

二905 ソレガ︑カレ木ノ平田カカッタカト思
三104 すると︑らくかさんはばつと開いて︑ふ
はりふはりと落ちて來ました︒
コ︑二の︑三︒﹂で︑たかくあげると︑

どちらもぱっと開きました︒

三108

六396 あたり一面に︑ぱっと白い花をまき散らし
たやうです︒

六476 黒い紙を取りのけると︑今まで暗かった部
屋が︑ぱっと明かるくなりました︒

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

八819 ふもとへ來て急停止すると︑ばっと雪煙が

窪川機110ど

九備5囹

十一474 何だかうそのやうだllと思ったとたん︑

は
九つ
九九

ぱっちり一はつれいする

514

515
はて一はな

はて

果て

果

すそ引くはての松原に︑

﹇果﹈︵名︶9

四46翻

はて

波が立つ︒

太平洋の

五199 れんげ草が︑はてもなくつづいてゐます︒

コイコイ

はてしない

はてしなし

︽ーク︾

︽ーク︾

通信紙をつめたく略﹀管を︑鳩の右の足に
兵は︑しばらく鳩のからだにほほをすりつ

とりつけた兵は︑︿略﹀途中の無事を祈った︒

八653
八654

戦の眞最中に︑鳩は空高く舞ひあがった︒

けて︑途中の無事を祈った︒

八6510

南東をさして高く飛んでみた鳩は︑ふと︑

一弾は︑鳩の左の足をうばひ︑一揮は︑そ

たかの一群を見たので︑すばやく低空に移った︒

八664

八668

この重い傷にも屈しないで︑鳩はなほしば

の腹部をつらぬいた︒

八6610

つかまへようとして手をさしのべると︑鳩

らく飛び績けてるたが︑

八673

は︑また翼をひろげて飛びあがった︒

鳩は︑取扱兵の手にだかれたまま︑つめた
鳩笛といふのは︑鳩に笛を結びつけて飛ば

くなってしまった︒

八6710
白蟻10

すのである︒

笛には大小があるから︑鳩が群になって飛

はとぶえ

﹇鳩笛﹈︵名︶2

鳩笛

はとぶえ

鳩笛

んで來ると︑笛の音がいろくに鳴って︑

十惣11
はとぶえ

十四9春になると︑鳩笛が天から響いて干て︑胡

ハナ

花貼いけばな・おはな

鳩笛といふのは︑鳩に笛を結びつけて飛ば

同をにぎははせる︒

十盟9

﹇花﹈︵名︶燗

すのである︒

はな

﹁ハギハ︑オヂイサンノオスキナ花

48

48

6

4

1

ノハラへ花ヲツミニイキマシタ︒

ナデシコノ花ヲミツケマシタ︒

ヲミナヘシノ花ヲミツケマシタ︒

一ドニパット花が咲キマシタ︒

二909囹
カレ木二胡ヲ咲長丘マセウ︒

二914囹
花ヲ咲カセテゴラン︒

二919スルト︑カレ木二花が咲イテ︑

二929園
モウード︑花ヲ咲カセテゴラン︒

二933イクラマイテモ︑花冷咲キマセン︒

花が一着ンニ咲イテ︑
二954

秋空高く

はれわたり︑

私たち

菊の花咲く

庭のあぢさるの花が︑ほんたうにきれ

やねが美しい︒

三53圃さくら︑さくらだ︑ 野山は花だ︒
三56圏すみれ︑たんぽぽ︑れんげ草︑花の
三568
いです︒

明治節︒

四264圃

こもんしゃう︑

白い菊の花が︑咲きそろったやうなのも

すきな花︒

四274老尼はたふとい
の

そのかたがたへ︑花をさしあげました︒

四槻4圏

なたねの花も供へませう︒

も供へませう︒

四這3間あられ︑ひし餅︑桃の花︑

なたねの花

四鯉6国あの花が︑︿略﹀今もまだ咲いてゐます︒

さって︑ありがたう︒

四二5團きれいな花を︑わざく持って來てくだ

四㎜5

くんしゃう︑金のとびの高しくんしゃう︒

四988玉澤のやうなくんしゃう︑日の丸のやうな

あります︒

四486

お

ソレガ︑カレ木ノ枝ニカカッタカト思

キキャウノ花モサイテヰマシタ︒

48

1
フト

49

6

、

八288圃 青空ははてもなく澄み︑ 秋風はさわや
かに海をわたる︒

八伽2團 この大空のはてのはてまで︑私たちは︑
︿略﹀じっと︑にらみ渡してみるのです︒

八儒7 一度蒙古風が吹き通ると︑︿略﹀きれいな

八伽2圏 この大空のはてのはてまで︑
青空が︑︿略﹀地のはてまでひろがります︒

十449図 焼きてはくだき︑くだきては焼き︑はて
はただぼう然として︑歎息するばかりなり︒

はて

命令された哨戒線の果てまで來た︒

てるるのは︑殊にさうした感じを深くします︒

十一726 雲の置く果に︑半月がうっすらとかかつ

︵感︶−

十一一躍10
はて

﹇果無 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

十二802園 はて︑何を費ってくれようか︒
はてしな・い

﹇果無 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

十627 青い海原が︑はてしなく績くだけである︒
はてしな・し

九槻2図幽敵遠し月の廣野のはてしなく

一81團 ハト

はてる ﹇果﹈︵下一︶貼くちはてる・つかれはてる
はと
はと ﹇鳩﹈︵名︶15 ハト 鳩 鳩尋やまばと
はと

ばたけ・きくのはな・くさばな・なのはな・やまざ

ムラサキノ大キナハナデス︒

くらばな

きうしや

一446

八644 大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染まった一羽
きんしう

オハカノソバノハギハ︑アカイ花ガニ

デシタヨ︒﹂

一473囹

ツ三ツサイテヰマシタ︒

一467

六榴9 鳩が︑何十羽となく集って來て︑
はと

の鳩が︑飛んで來 た ︒

八646 足の番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向け
て出汐したわが軍が︑つれて行った鳩であった︒
八652 電信も電話も︑敵のためにごはされたので︑
通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

90

はな一はな

516

四備2 花のつぼみがふくらんで來ます︒
野山をかざって見せよう︒

四備6園わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑

赤や︑白や︑むらさきの花が︑美しく論い

さうや︑ひなぎくも︑咲いてゐます︒

六佃8
さくらの花が︑いっぱいに咲いてみるとこ

てるます︒

六搦1

六価8

五125圃花から花へてふがまひ︑
五125圏花から花へてふがまひ︑
五126囲花から花へはちがとぶ︒
た︒

五203 やはらかなやなぎの花がとんで來ます︒
六鵬8

六鵬1

目のさめるやうな菊の花です︒

花と花との間から︑

花と花との間から︑大きな鳥居が見えまし

ろがあらはれました︒

五126圃 花から花へはちがとぶ︒
五491 つつじの赤い花が咲いてゐました︒

お國じまんの話に花を咲かせたりします︒

一年二箇月たつと︑敷メートルの高さに成
古い株を切って出た芽は︑それよりも早く
それが花の軸で︑その先に︑静むらさき色
はす

やがてそれが開くと︑中に黄色な花が︑矢
かうして︑花が次から次へと︑何段かに咲
花が咲いてから三四箇月たつうちに︑この
だん

ちんれつ

學校園の菊の花を罵生しましたね︒

八柵6 菊の花のやうに美しい形をしたのは︑﹁い

今日はお祝ひの日ですから︑何か花をか

そぎんちゃく﹂でありました︒

八捌7園

おかあさんのおすきな花だから︑ちやう

ざりたいものですね︒

どいいでせう︒

八慨1園

八悩8 いちばん早く花をつけるのは︑れんげうで
す︒

葉が出ないうちに咲くのですから︑花の色

八悩9 れんげうの花は︑眞黄色で︑枝一面につき
ます︒

で︑その邊が︑ぱっと明かるくなるほどです︒

八桝10

九376図圏白々とあんずの花の咲き出でて今年も

しうかいだう

生まれたのは︑去年の春︑ちやうど櫻の花

春の日ざしとなりぬ

九784

の咲くころでした︒

赤の花をつける︒

九研6 背戸のみぞ端に︑秋海巣がかはいらしい薄

せりが飛びちがふ︒

九研6 畠のにらの花に︑頭でっかちないちもじせ

てふ

九㎜7 戦意の世とはいへ︑京都では花が咲き︑人

ゆ り

よく見ると︑むらさきの花が咲いてみる︒

は蝶のやうに浮かれてみた︒

門川8

ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎の庭

このむらさきの花は︑ほんたうにきれいに

しい花だ︒

九脳11
見える︒

九川11

野原には︑黄色な花が咲き始める︒

へ持って來て植ゑた︒

九鵬4

咲いてみた︒

ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ

八685圏すみれの花が

十189図韻

赤い花も少しまじって咲く︒
でも︑花ぢやない︒

九鵬4
八柵3園

八柵1囹何の花ですか︑にいさん︒

にほひがして︑

八215国白いふさになった花の咲くころは︑よい

八212寒菊の花がたくさん陳列されてゐます︒

八196團

て︑ふと︑みなさんのことを思ひ出しました︒

八195團講堂の壇に︑かざってあった菊の花を見 九脳9 百合のつぼみのやうな形をした︑かはいら

ふさがだんだん大きくなって︑

八176

いて行って︑ふさのやうになります︒

八172

車のやうに並んで咲きます︒

八172

の︑大きな蓮のつぼみのやうなものがっきます︒

八1610

成長して花が咲きます︒

八167

長して︑花が咲きます︒

八166

七803国

五647圃 米はたからだ︑たからの草を︑ 植ゑ 七313團櫻の花の遺族章︑ 女の人も見えました︒
りゃ︑こがねの花が咲く︒

いた︒

五827園 ほうら︑こんな大きな︑赤い花が二つ咲
六258 やがて︑まつ白な花が咲いて︑何ともいへ
ない︑よいかをりがあたりに満ちあふれます︒

六261 その花が散ったあとには︑かはいらしい青
い實が生ります︒

六396 あたり一面に︑ぱっと白い花をまき散らし
たやうです︒

六脳4圏國 まだ︑寒いのに︑感心な花だこと︒

六脳6圏國 花もきれいだけれど︑にほひがいいの
ね︒

六鵬7 まん中の鉢に︑美しいチューリップの花が

六価2圃圓梅は︑花よりもにほひが咲くのです︒
一つ︑にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒

六戸3 まだ十分咲ききらない花は︑ちゃうど︑お
ひな様のぼんぼりのやうなかっかうです︒
べに

六柳4下の方は白で︑花の口もとのところに︑こ
い紅をさしてゐます︒

六柳8 すみれ色をした花が︑暖い日を受けて︑び
ろうどのやうに︑つやつやしてゐます︒

開催1 すみせんの花が四つ︑かはいらしいさくら

517
はな一はなごさん

ぼやと思ふ今日の御忌ぞ︒

十描7図 わが子小次郎が年ごろにて十六七ばかり︑
花のごとき少年なり︒

らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑いか

く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

十一悩6
ぶつさうげ

にもわがやまと魂をよく表してゐます︒

十二371図圏

十一川6

ぶつだん

ら

古き都のなごりとて
な

花はむかしの

あをによし奈良の都は咲く花のにほ

花は咲いてもたちまち散り︑人は生まれ

鼻

一寸ぼふしは︑おにの

﹇鼻﹈︵名︶9

た︒

りました︒

八499

私は︑胴髄に鼻木をく略V結びつけた︒

花子﹁十一メートルはあると思ひます︒﹂

花子﹁みんな︑ここで何をしてみるのです

﹇花子﹈︹話手︺9 花子

七675

花子﹁正男さんのかげを計ってから︑どう

花子﹁かげを︒﹂

七725

まもなく︑儲報﹁今︑百二十四センチになり

花子﹁ほんたうですね︒﹂

九m8

花子﹁まあ︑四十八も︒

も苦しいでせうね︒﹂

九柵3 花子﹁寒い時もたいへんでせうが︑暑い時

るのと似てゐますね︒﹂

が額に手を當てて︑熱のかげんをみたりなんかす

九棚9 花子﹁私たちがからだ具合でも悪いと︑母

ました︒﹂

七734

しますの︒﹂

七7010

七701

か︒﹂

七671

はなこ

おなかの中から

のども︑鼻も︑目も

北斗は︑うれしさうにすぐぼくのところへ
波が︑︿略﹀小さな三角の小山をこしらへ︑
︿略﹀目や鼻へゑんりよなくはいって至る︒

九9510

とんで來て︑鼻をすりつけます︒

九845

く︑目は︑鏡のやうでございます︒

五981圏

せいも誓うございますが︑鼻が恐しく高

はなこさん

﹇花子﹈︹人名︺37

一294囹

花子サン 花子さん

花子サンバ︑人ギャウが病氣ニナツタノ

花子サンガ︑モミヂノハヲヒロッテ︑

アンマリジャウズニ︿略﹀マネヲスルノ

花子サンバ︑トウトウ笑ヒダシマシタ︒

二623 花子サンノ弟ノ一郎サンバ︑

二436

デ︑花子サンバ︑急ニヲカシクナリマシタ︒

二425

シタ︒

二413 花子サンバ︑正男サンヲオクヘトホシマ

デ︑オイシャサマヲヨビマシタ︒

一一402

二325

ヒニ︑林ノ中へ行キマシタ︒

二312 キヌ子サント花子サンガ︑オチバヲヒロ

はなこさん

ワタクシバハナコデス︒

三822鼻の雨わきから耳へかけて︑茶色にぬ はなご ︹人名︺一 ハナコOすずきはなご・すずき

痛いので︑あわてて逃げだしました︒

三546

おには︑おなかも︑

のどへのぼり︑鼻を通って目へ出て來まし

三543

はな

十一一643園散ればこそ︑花は惜しまれるのだ︒

てもやがて死ぬ︒

十二4810

ふがごとく今さかりなり

十二449図説

色に咲く︒

眞赤な佛桑華の花が咲き荒れてみる︒

十㎜4 花をつけようとした萎が︑そのまま枯れて
のうちにも花ぞ散りける

十一332図圏やどりして春の山べにねたる夜は夢
十一341図圃 山里の春の夕ぐれ討て見ればいりあ
あま

ひの鐘に花ぞ散りける

十一382 尼さんが佛壇に花を供へて︑静かにお経
を讃んでみる︒

十一704図圃色あざやかに︑ 咲くものは露草の
花︒

十一879 かはいい桃色の﹁いはかがみ﹂の花を︑
道端に見つけるのが樂しみであった︒

十一893ささがめづらしく花をつけてみた︒
た︒

十一917みつばちが︑盛んに花から花へ飛んでみ

十一917みつばちが︑盛んに花から花へ飛んでゐ
た︒

十一田8 行くにしたがって︑花は美しかった︒
なのが

斜面に咲き旧く黄色な花は︑︿略﹀︑小さ
＋一9110
﹁みやま き ん ぽ う げ ﹂ で あ っ た ︒
ふだん

十一佃3図圏 高く鼻つくいその香に︑ 不噺の花
のかをりありO

夜の胡同は眞暗なので︑それこそ鼻をつま

口から鼻から︑白い水を吐き出す︒

十一幡10團 野原でききやうの花を見つけたので︑

十一佃3国心の落ち着かない時には︑いくらいけ

十國2

不噺の花

ふだん

十欄2

のかをりあり︒

胴髄︑その先端にとりつける鼻木︑

﹇鼻木﹈︵名︶2

八478

はなぎ

鼻木

十一鵬2図魍高く鼻つくいその香に︑

まれてもわからないほどである︒

ようと思っても︑花はいふことをききません︒

十一佃4国晴れ晴れとして心の樂しい時には︑花
の方から︑進んで動いてくれます︒

十一榴2図圃 ひさかたの光のどけき春の日にしつ
こころなく花の散るらん

十一欄5 のどかな春の日の光の中に︑あわただし

はなさかじじい一はなし
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一一

R 花子サントユリ子サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

の痛みを忘れて

四684

花子さんは︑にこにこして辛みました︒

四179 軍かんやひかうきのおもしろい話を︑
いろくとしてくれました︒

三佃3圃 昔むかしの話です︒

一郎さんが切手をわたしますと︑花子さ

花子さんは︑︿略﹀手紙を書きました︒

花サカヂヂイ

花ザカリ

花盛り

五154

みことは︑この話をお聞きになって︑

日本の兵たいさんが二人︑話をしてゐます︒

村の人が︑二人で話をしてみる︒

五289

四442 これは満洲の話です︒

四697

太郎さんも︑次郎さんも︑花子さんも︑春

んはそれをはってポストへ入れました︒
六358

花子さんも︑旗竿の先を見あげる︒
花子さんは︑どのくらみと思ひますか︒

七673
七674囹

春枝さんと︑花子さんは︑ぼくのかげが
︹課名︺2

百二十四センチになった時︑知らせてください︒

七731園
はなさかじじい

ニ909園花サカヂヂイ︑花サカヂヂイ︒
﹇花盛﹈︵名︶2

二909囹花サカヂヂイ︑花サカヂヂイ︒
はなざかり

花ザカリニナリマシタ︒

六556園

それは︑めでたい話だ︒

なるほど︑それはふしぎな話ですね︒

どういふ話ですか︒

があるのです︒

六559園

そののち︑この親孝行な子どもの話が︑都

六588園

六597

このやうな話をしながら︑藥の風呂にはい

雪舟が︑子どもの時の話です︒

職地の兵隊さんの話をしました︒

にも傳はりました︒

六795
六㎜4

七356

お汁粉や︑大福餅をたべながら︑お國じ

る病人が︑いつも絶えませんでした︒

七803国
八498

離れてみて直接話ができないやうな時には︑

話などをしてみるものは一人もみない︒

まんの話に花を咲かせたりします︒

九398

眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち

手紙や文に書いて知らせます︒

火なは一本のたばこぼんのまはりには︑人

は︑喜んでいつまでもその話に耳を傾けます︒

九447
九567

おちいさんが︑孫を寝つかせようとして話

の山ができて︑いろくの話が出る︒
十3110

十悩8

主人の話に感心しながら︑

主人の話は︑中塗りのことになる︒

爾將軍の話が︑次から次へと動いた︒

をしてみる︒

十桝8

話﹇Vおとぎばなし・おはな 十926

﹁いはかがみ﹂の花盛りであった︒

﹇話﹈︵名︶29

十一909

はなし

話ヲキイテ︑犬ヲカリニ來マシタ︒

し・ぬりもののはなし・ほしのはなし

二877

六555園その子について︑このごろ︑ふしぎな話

﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんと︑花子さ 六543

枝さんも︑ゆり子さんも︑みんな集りました︒
んがいっしょにいひました︒
ズ略﹀︒﹂と︑花子さんがいひました︒

勇さんと︑正男さんと︑花子さんと︑私と︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑花子さんは︑その貝を持つ

て︑先生のところへ走って行きました︒

七99

四人が一組になって︑ほり始めました︒

七77

﹁花子さん︑あなたははをみがきま 六脳2圃

方に分れてすわりました︒

一枚を花子

四672 花子さんと 春枝さんは︑だまって
書きはじめました︒

﹁すず木さん︒﹂といって︑

さんにわたしました︒

四681

何か

四668 花子さんと春枝さんは︑えんがはで︑雨 一一919 スルト︑カレ木山花が咲イテ︑ 一ドニ

した︒

四665 花子さんは︑︿略﹀︑ポストをこしらへま

ました︒

四657 花子さんは︑弟の 一郎さんを呼んで來 はなさかじじい ﹇花咲爺﹈︵名︶2 花サカヂヂイ

四655 花子さんと春枝さんは︑こんどは︑いう 一一39 二十一 花サカヂヂイ⁝⁝⁝八十六
二861 二十一 花サカヂヂイ
びんごっこをすることにしました︒

四548囹 いたづらな花子さんね︒

ました︒

四544 花子さんは︑ねえさんの顔へ光をあて

しゃうじにあててみました︒

四541 花子さんは︑その光を︑二かいの窓の

﹁︿略﹀︒﹂と︑花子さんがいひました︒
四537 花子さんは︑日のあたるところへ︑小さ 七111
七667 そこへ花子さんが悟る︒
な鏡を持って出ました︒

にこにこしてゐました︒

三425 花子さんは︑もうは

三419 ﹁︿略V︒﹂と︑花子さんは答へました︒

すか︒﹂とお聞きになりました︒

三416園

に思ひました︒

三406 花子さんは︑痛いのが少しなほったやう 六401

はのおいしゃさまへ行きました︒

三396 花子さんは︑おかあさんと いっしょに︑

苦しみました︒

三394 花子さんは︑はが痛いので︑ひとばん中 四705

ヒマシタ︒

U3

519
はなしあう一はなす

十衙1 船の勤めば話に聞くほど苦しいものでない
しばらくは話がにぎやかに績く︒

と思ってゐましたが︑
十購11

んや分家のをぢさんなどと話をしてゐます︒

十一487 山田のをぢさんとをばさんが︑おとうさ
十一512 その夜︑おとうさんも︑おかあさんも︑
︿ 略 ﹀ ︑ 話 は と だ えがちでした︒

いことはなかった︒
﹇話合﹈ ︵ 五 ︶ 2

︽ーッ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑道を通る人が︑話し合って

話し合ふ

十二639園あの話を︑尊皇から聞いた時ほど苦し
はなしあ・う
六708
ゐました︒

話しかける

︽一

八74 これから行かうとする遠い國のことを︑話
﹇話掛﹈︵下一︶3

し合ってみるのかも知れません︒
はなしか・ける

九396 話しかける相手が目の前にみる時は︑こと

ケ・ーケル︾

ばを口に出して︑思ってみることを傳へますが︑

九399 かうして話しかけると︑話しかけられた人
たちも喜んで返事をしたり︑

九399 話しかけられた人たちも喜んで返事をした
﹇話声﹈︵名︶2

話し聲

り︑いろくなことを話したりしてくれます︒
はなしごえ

十二㎜4 船全盤が︑むちでたたかれてみるやうな

十262 しばらく何の話し聲もなかった︒

ハナスト︑

ハナス

はなす

メダカハ

放す

ゲンキヨク

︽ーサ・ーシ・ース・ーセ︾尋あけはなす・おは

﹇放﹈︵四五︶14

音を立て︑話し聲も︑機關の音もかき消されて︑
離す

はな・す

イケヘ

なしくださる・てばなす
一59一

オヨギマス︒

三773 にいさんは︑ぼくの手をはなして︑深い

方へおよいで行きました︒

かはいさうだから︑はなしておやり︒

左の手に︑めがねの玉を持って︑目から遠

三991囹
六621

もちろん︑三人のうち︑だれ一人︑破壊筒

くはなした︒

六㎜9

埼玉縣のあるところで︑︿略﹀はなしたも

さいたま

をはなしたものはありません︒

八86

かへって︑はだ身はなさず持ってるた刀を︑

のだといふことがわかりました︒

八384

ぼくは︑せっかくなれて來た北斗を︑手も

見つけられてしまひました︒

九824

式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ

とからはなすのがいやでしたが︑

九別6

輸送船からは︑船員たちが︑銃をはなせと

つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒

十㎜3

しかし海岸へ泳ぎ着いた兵士で︑だれ一人

聲をかぎりに叫び績ける︒

十柵4

銃をはなした者はなかった︒

話す

六297團 垂水艦のことを話してあげよう︒

急いで近寄ると︑芋瀬の荘司が︑︿略﹀︑何

か聲高く話してみるのに出あった︒

七636

ことを話したりしてくれます︒

九3910 かうして話しかけると︑︿略﹀︑いろくな

九401 それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり

もし︑私たちの話すことばや︑書く文字が︑

することばや︑文字がよくわかるからです︒

まったくわからない外國人であったら︑

九402

いくら話してみても︑︿略﹀︑決して心持が

通じ合ふやうなことはありません︒

九403

りして︑

九408 自分の思ってみることを︑話したり書いた

九415 私たちが︑心の中で考へたり感じたりして

わかってみるから︑話さなくてもいいよ︒

更に︑ことばで話したことを文字で書き表

みることを︑ことばで話してみると︑

しますと︑

九416
九421園

ことばで話す時には︑︿略﹀︑いひまはしを

こまかいことはだんだん話してあげよう

が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒

九805園

っぽなことばで話すことを忘れてはなりません︒

九449 私たちは︑文字を正しくきれいに書き︑り

は︑喜んでいつまでもその話に耳を傾けます︒

九446 眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち

なければ︑少しも聞く人々を感心させません︒

九443 かざったことばで話しても︑専心がこもら

じゃうな心がけを持つことが大切であります︒

九438 話すことばに注意して︑文字で書くのと同

工夫したりするひまがありません︒

九436

書いたりして︑始めてほんたうにはっきりする

十一607図圓早朝が矢二つ三つ放さんばかりにて︑ 九424 わかってみると思ったことでも︑話したり
いまだ天の明けざる前に勝負を決すること︑何の
﹁︿略﹀︒﹂艦長は︑漕望鏡から目を離し

うたがひも候はず︒
十二悩4

ながらかういった︒

ハナス

︽ーサ・ーシ・

華語は︑かういふやうに︑墨家・國民と
﹇話﹈︵五︶27

離すことのできないものである︒

十一一衛6
はな・す

コトバヲハ

暴おはなしいたす・おはなしする・お

日本ノラジオハ︑日本ノ

はなしなさる・おはなす

ース・ーセ︾

ナシマス︒

ニー63圃

何かわからぬことを︑がやがや話したり︑
にこにこ笑ったりしながら︑

四鵬5

はなせる一はなはだ

520

九983

﹁︿略﹀︒﹂と話された先生のことばが︑思

ひ出された︒

九㎜9 あの山の傳説を話してあげようといへば︑
一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元

マルタは︿略﹀母といっしよに聞きたいといふ︒
九川1

氣よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒
十336 話しながらも︑二人の手が器用に動く︒

十伽7 職人は︑話しながらも︑仕事の手はちっと
もゆるめない︒

十二備2 毎日話したり︑聞いたり︑讃んだり︑書
いたりすることばが警語である︒

十一一備5 國語によって話したり︑考へたり︑物事
を學んだりして︑日本人となるのである︒

離せる

︽；セ︾

十二㎜5 向かひ合って話してみる船長の後の空と
﹇離﹈︵下 一 ︶ 1

波とが︑明かるさを増して來た︒
はな・せる
へんりう

話せる

︽ーセル︾

十二盟1 風に流される機の方向を正すため︑偵察
﹇話﹈︵ 下 一 ︶ 1

員は偏流測定器から目が離せず︑
はな・せる

十二枷7 英語の少し話せる衛生兵の一人が︑片言
の英語で慰めてやると︑

﹇ 放 ﹈ ︵ 四 五︶6

放つ

︽ーチ・ーッ・ーツ︾

十728 この波頭へ向けて︑大きな花束を落した︒

はなたば ﹇花束﹈︵名︶1 花束
はな・つ

らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒

六撹4 第三︑第四︑第五と︑道眞は︑目にもとま
八346図 平家の城に火を放つ︒

十三束三伏せの矢をつがへ︑満月のご

馬はねあがれば︑弓杖ついており立ちたり︒

十一195図
花摘み

その昔︑︿略﹀野原へ花摘みに行った

﹇花摘﹈︵名︶1

とく引きしぼり︑しばし堅めてちょうと放つ︒

三

バナナ

バナナ

バナナ

バナナ⁝⁝⁝十三

︹課名︺2

三

おしまひに︑いちご・バナナなどを︑それ

あれは︑皇濁からのバナナです︒

たいわん

︵名︶26

七421
八132

八134

今日はバナナのお話をしませう︒
くだもの

バナナが︑どこでできるか︑どういふ植物
に生るか︑みなさんはそれを知ってゐますか︒
たい
私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑壷

墓湾にさへ行けば︑バナナの木がどこにで
いくら垂湾でも︑あの美しいバナナが︑野
商号のバナナにしても︑それと同じことな
馬宿では︑よく山ぞひの土地に︑バナナが

八165 バナナは︑︿略﹀︑敷メートルの高さに成長

このふさがだんだん大きくなって︑︿略﹀︑

して︑花が咲きます︒

みなさんのたべる︑あのバナナが生るのです︒

八1710

八18一 バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

め︑船に積んで遠方へ送ります︒
かうぺ

汽船は︑いつもバナナを積んでゐます︒

八183 皇湾から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ

が黄色になり︑おいしい味が出て來ます︒

八184青いバナナは︑︿略﹀︑四五日のうちに︑皮

てみなさんのお目にかかります︒

八187 すくくと育つた垂湾のバナナは︑かうし

や

ぎ

ばせうの葉に包んだ御飯や︑バナナのあ

だけでもびっくりさせられる︒

十一脳2 バナナに至っては︑その種類の多いこと
十一川12

パンの實︑バナナ・二二いもなどを常食

げものや︑山羊の嶢肉などがある︒

十一蹴12

としてみる︒

﹁バナナ︑バナナ︒﹂といひながら︑

十一篇6園
﹁バナナ︑バナナ︒﹂といひながら︑
ふさ
太いバナナの房をささげる︒
十一晒6囹

ふさ
十一踊7 太いバナナの房をささげる︒

十一踊7 日本人のバナナがすきなことを知って︑

︵名︶一

バナナ畠

あれは︑馬に食はせるバナナだ︒

責りに奉るのである︒

十一晒9園
バナナばたけ

んど全部︑バナナ畠であることがあります︒

八159 何百メートルといふ高い山の斜面が︑ほと

はなはだ

﹇甚﹈︵副︶2

はなはだ

︿略﹀︑かはいがられてるると思ふと︑

十一柵5團私のおいて來た花ばさみや花器などが︑

遠くから見ると︑バナナの畠は︑︿略﹀︑カ はなばさみ ﹇花鋏︺︵名︶1 花ばさみ

これほどたくさん植ゑてあるバナナが︑一
本一本だいじにされてゐます︒

八161

ンナでも作った畠のやうな感じがします︒

八151

植ゑてあります︒

八1410

のです︒

八148

生でできるのではありません︒

八144

もあって︑︿略﹀と思ふかも知れませんが︑

八141

湾のゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

わん

八137

八135

ちがひありません︒

バナナは︑きっとみなさんのすきな果物に

ぞれ三方にのせて供へられました︒

六慨5園

バナナ

八131

八24

バナナ

時のことが︑なつかしく思ひ出されました︒

十一柵2團

はなつみ

八738図ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひを定め
てひようと放つ︒

十675 ウェールズを襲った二番機が︑魚雷を放つ
てその右舷前方にさしかかった時︑

十鵬3図敵の放つ矢に︑畠山︑馬の額を射られ︑
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はなばなし一はなれる

︵形︶

1

はなばなし ︽ーシ

はなばなしい

︽一

なたの花まつり︒
葉並み

にごって湧きあがった水が︑すぐに流れ

﹇葉並﹈︵名︶1

﹇花見﹈︵名︶与おはなみ

はなやか

もやう
﹇花模様﹈︵名︶1 花模様
もやう
赤や黄色のあざやかな花模様を散らした

﹇華﹈︵形状︶4

はなやかな空です︒

十圏10

くわてう

赤や青や緑などで︑花鳥を染め出したは
高僧が渡海して來たこうのはなやかな奈
﹇花嫁行列﹈︵名︶1

花嫁行列
花嫁行列のラッパの音が︑どこかで響く︒

はなよめぎょうれつ

良の都を︑ありありと見るやうな氣がする︒

十二452

なやかなものが︑いつぼんに用ひられてるる︒

十一川6

ま場を照らせり︒

十468図今しも朝日︑はなやかにさし出でて︑か

七佃2

はなやか

更紗地と︑

さコめさ

十一珈5

はなもよう

はなみ

澄んで︑せりの葉並みがいっそう美しく見える︒

十二倒1

はなみ

十4710図 その作品は︑︿略V︑遠く海外にも傳はり
て︑名工のほまれはなはだ高し︒

﹇華華﹈

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

十一567図 わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈
はなばな・し

十165図心 敵スピットファイヤー二十敷機と︑空

ク︾

りくわし

﹇華華 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

中戦はなぱなしく︑陸鷲は︑その十六機をほふれ
り︒

はなばなし・い

十142園 そのうちに︑はなばなしい戦孚もあるだ

イ︾

らう︒

はなび ︹昏晦︺2 花火

きれいだ︒

花火

三35 十七 花火⁝⁝⁝六十四
﹇花火﹈︵名︶2

三645 十七 花火
はなび

三652圏花火だ︑
﹇花弁﹈︵名︶5

花びら

その夜︑喜三右衛門は︑かまのかたはら

十川9図義経︑︿略V︑みかたの船の二丈ばかり離

を離れざりき︒

十463図

ーレ︾εあけはなる

六152 毎年ある花火は︑今度はやめださうですが はな・る ﹇離﹈︵下二︶4 はなる 下る ︽ールル・
はなびら

三639 花びらのやうにひろがって大きく見え
たり︑ほそ長くなって見えたりしました︒
十分咲ききらない花は︑

六柵2 ふっくらとした花びらがだきあって︑まだ

はなれる

離れる

うです︒

きうりにそへて立ててある竹に︑とんぼが

止ったり︑はなれたりしてみる︒

五804

行きます︒

五欄4 月は︑今︑雲から出て︑大急ぎではなれて

敵艦までどのくらみはなれてみるか︑

て︑前の方にある木のそばへ行きました︒

五脳7 その子どもは︑この時︑みんなからはなれ
六329国

六627 それは︑ここから百メートルもはなれてゐ

火事は︑少しはなれた川向かふの町だと︑

る︑向かふの家の屋根であった︒

六685

火もとからは︑だいぶはなれてゐましたが︑

すぐわかりました︒

六719

六川5 音高くつるからはなれた矢は︑︿略﹀的の

船は︑静かに岸壁をはなれて行きます︒

まん中の星を︑射抜いて立ちました︒
がんぺき

七538

ちの船は︑ひとりで走り始めました︒

七553 いよいよ︑小さな汽船からはなれて︑私た

七926 ちよつと下を見ると︑足がぴったり板につ

ぼくたち三四人は︑列を離れて眞一文字に

いて︑離れないやうな氣がします︒

すべりおりた︒

八816

九397 相手が︿略﹀離れてみて直接話ができない

北斗は︑乳を離れるやうになりました︒

やうな時には︑手紙や文に書いて知らせます︒
九834

生が︑﹁︿略﹀︒﹂と注意される︒

九972 いつもそばを離れない警備船の上から︑先

る︒

九宙1 作業場は︑かなり離れた小高い岡の上であ

く離れられないものになってゐます︒

十425 殊に日本では︑昔から月と文學が︑まった

もう︑忍石ートルとははなれてみないや 十903囹 自分の任務を果すまでは︑決して持ち場

︽一

池の水の

み

みかさ

三笠の

激しく敵を砲撃せしかば︑敵の艦列た

れたるに︑ゆらりと飛び移る︒

しか

さるさは

﹇離﹈︵下一︶23

満月はやく猿澤の

鹿の鳴く音にさそはれて︑
山をはなれけん︑

三704

レ・ーレル︾畢あけはなれる・かけはなれる

はな・れる

面に浮かびたり︒

も

十二382図閣

ちまち齪れ︑早くも職列を躍るるものあり︒

八5410 白い花びらを︑まき散らしたやうであった︒ 十一5310図
九脳9 花びらにも葉にも︑うぶ毛が生えてみる︒
らちらと降って取るのも︑このころである︒

十㎜1 中庭のあんずが咲いて︑花びらが胡同へち

花まつり

はなまつり ︹題名︺1 花まつり

三54 花まつり
﹇花祭﹈︵名︶1

三71圖 てふも小鳥もたのしさう︑ 今日はあ

はなまつり

はね一はは

522

ここを離れることはできない︒

を離れないえらさに︑すっかり感心しました︒
十㎜11囹
とが何よりも知りたいのですよ︒

十一嗣8團 こんなに遠く離れてみると︑うちのこ

荒鷲部隊は︑決死母艦を離れ︑︿略﹀︑敵

十二側5 ひとたび嫁しては徳川の家を離れないの
が女の道︑

十二別11
﹇羽﹈︵名︶7

はね

羽

航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒
はね

やうなのもあります︒

四488 白くじゃくが︑羽をいっぱいにひろげた

四655 今まで︑羽をついてみた花子さんと春
枝さんは︑

びて來ます︒

七889 しわくちゃになってみた羽が︑みるみる延

子どものほほに降り注ぎます︒

八悩4 明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑

十梱1 さうして︑時々︑くじゃくの羽で穂先を作
つた細い筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

さへ見ゆる秋の夜の月

十一338図圃 白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの敷

十一川9 美しい羽をしたいろくな小鳥が︑聞き
︵四五︶

2

はねあがる ︽一

﹁ダーン︑ダーン︒﹂ものすごい大砲の音

﹇跳上﹈

なれない鳴き聲をして飛びまはってみる︒
はねあが・る
リ・ーレ︾

六鵬3

とともに︑あたりの土が︑高くはねあがります︒

﹇擾上﹈

︵下一︶

1

はねあげる ︽一

馬はねあがれば︑弓杖ついており立ちたり︒

十鵬4図敵の放つ矢に︑畠山︑馬の額を射られ︑
はねあ・げる

十一一髄2 弟が︑せなかのあたりまで泥をはねあげ

ゲ︾

︵上一︶

3

はね起きる

︽一

﹁しまった︒﹂と思ひながら︑すぐはね

﹇跳起﹈

て︑垣に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒
はねお・きる

四302

キ︾

起きました︒

︽ーチ

朝︑起床ラッパが鳴ると︑いっせいには

はね落ちる

兵隊の顔から︑手先から︑胸から︑汗の

﹇掻落﹈︵上一︶1

はね起きて窓を開いた︒

ね起きます︒

七778團
十一783

ル︾

はねお・ちる

十二価5

はね返る

︽ーリ・

もものみ

一702圃ウサギ︑ウサギ︑

ナニ見テハネル︒

ーネル︾

見テハネル︒

きりぎりすは︑びっくりしたやうに︑かご

一704圃十五ヤオ月サマ︑
三738

大きなふなが︑水ぎはでぴちぴちはねて︑

の中ではねました︒
五476

ついさっきまでぴちぴちとはねてみたやう

べらが︑︿略﹀ぴちぴちとはねました︒

うろこがきらくと光りました︒
七136

ことを

母与すいへいのはは・ちぢは

ある日︑うらしまは︑父や母の

﹇母﹈︵名︶78

な︑六七十センチもある鯛が︑

九495
はは
は

みまもられながらく略﹀長い眠りにつきました︒

七299 徳坤は︑その朝︑父と︑母と︑人々の涙に

いみん
まもられて︑︿略﹀醤院へ送られて行きました︒

七273 少年は︑︿略﹀父と︑母と︑受持の先生に

思ひ出して︑急に家へかへりたくなりました︒

三研2
︵四五︶2

﹇跳返﹈

六158国母も︑みよ子も︑お待ちしてゐます︒
その子︑まことに獅子の氣性あれば︑

一度しなったあはの董が︑はね返るひやう

しっくが︑スコールのやうな勢ではね落ちる︒
はねかえ・る

iル︾

五635
しに︑

十二891図園

はねがは

はね返りて死せずといへり︒
はねがは
﹇羽川﹈︹人名︺1 白川
はねがわ

羽つき

ハネル

はねる

︽

︽ーネ・

八悩5

十日たっても︑二十日たっても︑母の名を

ああ︑母はもうこの世の人ではないのかと︑

﹁母﹂といふ唱歌を歌った︒

らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒

八432 萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の

力を落してゐました︒

八401

いふ者はありません︒

八3910

ないかと︑氣をつけてゐましたが︑

八399 さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者は

けくださいと祈り︑

八394 まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助

くり水を飲む︒

羽川・山名・桃井の面面を始めとし 七954圖母が番して︑子の馬は︑ ゆっくりゆつ
﹇羽根突﹈︵名︶1

はねのける

みん

かまくら
て︑︿略﹀の軍勢六萬鯨騎︑︿略﹀鎌倉へ齪れ入る︒

十一248図

はねつき

1

新年おめでたうございます︒

たこあげしたり︑羽つきしたり︑
︵下一︶

はねまはる

︽ール︾

先にあがった子どもの足を引っぱって︑は

﹇掻破﹈

なにこにこ︑

四645圃
はねの・ける

五173

ケ︾

﹇跳回﹈︵五︶1

ねのけようとするものもあります︒
はねまわ・る

乳を飲むのも忘れて︑ひよう長い足で元氣
﹇跳﹈︵下一︶6

よく︑草原の上をはねまはることもありました︒

九821
は・ねる

523
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九288 少女は︑この町の雑貨商の娘で︑父はイン
ド人でしたが︑母は日本人でした︒
拝むことにしてゐました︒

九293 さうして︑毎朝母といっしよに︑お罵眞を
九298 母はよくかういひました︒
九2910 大東亜職孚が肥ると︑母は日本人であると
いふので︑敵の官憲からにらまれ︑

九301 ある日︑突然インド人の巡査が來て︑母に
母は︑︿略﹀﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

同行を求めました︒
九304

九309囹 この子は︑父も母もインド人です︒
て︑娘を一間へ呼びました︒

九315 母はさういひながら︑巡査を拝むやうにし
九317 母は︑子をだきしめました︒
九319 母は︑子にほほずりをしました︒

九329 ここまでいふと︑母はこみあげて來る悲し
さにことばも止って︑机の上へつつぶしました︒

九332 ﹁おかあさん︒﹂子は︑もう一度母を呼び
ました︒

九332 母は涙をふいて立ちあがり︑娘の手を取つ
てお罵眞の前に立ちました︒

九334 母は︑戸だなから二本の日の丸を取り出し︑
一本を娘に與へて︑

ぜんに

とはく略﹀何が何やらわかりませんでした︒

九339 出て行く母の後姿がちらと見えたきり︑あ
さがみのかみときより

九641図 相模守時頼の母を︑松下輝尼といへり︒

九棚9囹 母が額に手を當てて︑熱のかげんをみた
りなんかするのと似てゐますね︒

九川7

母も何かいってみるやうだが︑こちらには

わからない︒

この子は新京へ母と蹄るところで︑マルタ

といふ名ださうだ︒

六事4

マルタはお査御飯をたべながら︑母といつ

しょに聞きたいといふ︒

九㎜10

九脳3園

年寄つた母は︑毎日毎日望小山へのぼつ

九脳1園昔︑母と子と二人暮しの家があった︒

母は︑︿略﹀︑風の日も雪の日も待ってる

て待ち績けた︒

九型6園

それを見てみたら︑母を思ひ出した︒

たが︑とうとう山の上でなくなったといふ︒
九㎜8

タ食して︑母に手紙を書かうと思って︑食

堂車へ行った︒

九㎜8

蒙古人たちにとっては︑天と地が生命の父
聞けば︑そなたはく略﹀かくべつの働

であり︑母である︒

九㎜10

十121國團

きなかりし由︑母はいかにも残念に思ひ候︒

母は︑その方々の顔を見るごとに︑そ
母も人間なれば︑わが子にくしとはつ

なたのふがひなきことが思ひ出されて︑

十127管玉
十1210囲国

それより七十六日︑汝は︑母の心に生

ゆ思ひ申さず︒

十181図魍

きて︑今日の入城を待てり︒
さいだん

十183図魍今し︑母は齋壇をしつらへ︑日の丸の
いざ︑今日よりは母のふところに鯖り

小旗二もとをかかげつ︒

十197蔓忍

母が︑娘を相手にきぬたを打ってるる︒

て︑安らかに眠れ︑

十337
十339

九槻7 見れば︑母もそこにるた︒
九悩1 母はそばからいった︒

十507囲

動かしてみる︒

父も︑母も︑兄も︑妹も︑だまって箸を

母が棒を取って︑とんとひやうしを取った︒

九㎜3 母が︑大勢の人にまじって見える︒
九矧6 ぼくが手をあげると︑母もあげた︒

十573 うちでも︑母は︑ラジオの前で職況に聞き

母も︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑目に涙をためな

入ってみた︒

がら︑じっと私を見つめた︒

十576

たりしてくれたのは︑母であった︒

十747 この間に立って︑佐吉を働ましたり︑慰め

この勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑

を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

十794 この日︑佐吉の織機を操って︑りっぱに布
十⁝⁝2

書函は︑子どもたちを育ててくれる母のふ

︿略﹀尊い母の姿であったのでせう︒

ところのやうなものである︒

十圏12

の人であるから︑

十一284父・母・兄・姉・をぢ・をば等は︑目上

石工たちには︑︿略﹀母のやうな山の心

十一297 母は︑今日まみりません︒
十一一199

も︑わかるやうな氣がするといふ︒

﹁待っておくれ︒﹂それは︑しぼるやう

十二697 母・兄・醤者の顔も︑ぼっとして見分け
がっかない︒

十二709

な母の聲である︒

できるだけの手を周くさないでは︑こ

十二709 母の手は︑堅く五郎三郎の袖にすがって
みた︒

十二713園

﹁さあ︑切るなら︑この母もろともに

の母の心がすみません︒

切っておくれ︒﹂

十二7110要素

十二721 この子をどこまでも助けようとする母の

母の必死の看護と︑醤者の手暇てとによ

一念に︑︿略﹀兄の心もゆるんでしまった︒

つて︑ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑

十一一731

十一一732 聞多が︑男時の母の慈愛の態度を聞くや︑

はば一ははのひ
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病床にさめざめと泣いた︒

十一㎜1

青いパパイヤが︑︿略﹀︑千なりべうたん
母上

のやうにぶらさがってみる︒
﹇母上﹈︵名︶2

母上︑かうなっては是非もございませ

母上様

九477

母親に子どもがすがりつくやうに︑︿略﹀

漁船をめがけて︑︿略﹀小舟が近づいて行く︒

ものです︒

九麗1園 飛行機にとって︑整備兵は母親のやうな

九麗7園 それはちやうど︑遠足に行った子どもの

その時早く︑母親は︑血だらけの聞多の

驚き悲しむ母親︒

鯖りを案じる母親の心と愛りません︒

十二693

﹁︿略﹀︒﹂と︑はばかるところなく申

﹇憧﹈︵四︶− はばかる ︽ール︾

からだをひしとだきしめた︒

十二718
はばか・る

しナり︒

十一609図

王に︑母宮殿下は︑母君としてのく略﹀

﹇馬場先門﹈︵名︶1

母親

馬場先門

東京騨の前にある大きな建物が︑︿略﹀あ

らはれ︑馬場先門の廣場があらはれました︒

六鵬9

ばばさきもん

おことばをく略Vおかはしになったのであった︒

十一163

柳のかげが暮れて ははぎみ ﹇母君﹈︵名︶1 母君

夏のゆふべの柳か

おなつかしや︑母上檬︒

﹇母上様﹈︵名︶1

の力によって︑萬死に一生を得ようとは︒

十二735園何一つ孝行も着くさないのに︑今母上

ぬ︒

十二714囹

ははうえ

十二7310 母の慈愛によらなかったら︑︿略﹀井上
聞多は︑山口在に非命の最期をとげたであらう︒
十二742 ありがたく尊いのは︑母の力であった︒
すを見れば︑

十二944図 母あやしと思ひ︑あとより行きてやう

十二947図母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取
ははうえさま

沼の岸︑

ははうま ﹇母馬﹈︵名︶6 母馬
ぬま
赤馬子馬︑ 沼の岸︑

母馬子馬︑

良馬が︑生まれたばかりの子馬をしきりに
さうして︑ともすると母馬にすり寄っては︑

母馬子馬

をんどりは︑元氣よく羽ばたきをしなが

鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきまで

十二941

ははのおしえ

ハ課名︺2

母の教へ

︹題名︺1

十二651九母の力

母の教へ

母の力

十二210九母の力⁝⁝⁝六十五

ははのちから

が︑聞かれるやうな感じのする歌である︒

十二441

ら︑﹁こけこっこう︒﹂と聲高く歌ひました︒

四574

六月になると︑母馬につけて︑近くの牧場 はばたき ﹇羽撃﹈︵名︶2 羽ばたき
子馬が︿略﹀母馬の草をたべるあとを追ひ
ながら︑︿略﹀遊びまはってゐました︒

九827

へ放牧にやることになりました︒

九822

乳を吸ってばかりゐます︒

九816

なめてやってゐました︒

九791

行く︒

七965圃

げ︒

七951圏

その遺言をつぶさに聞きて︑この母 八427園

りついて︑涙を流しいひけるは︑
十一一9510図圓

にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒
もにぞ歎きける︒

十二964図正行︑腹も切り得ず泣き倒れ︑母とと

にしみて忘れず︒

十二965図正行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心
十二㎜4立ってしばらくこちらを見てみた母が︑
左手をあげた︒

十二圃6 母は時々弟の方を見ては︑またせりを摘
む︒

緑も︑高いはんの木の影も︑︿略﹀一つになる︒

十二柵6 母の指先が水にはいると︑川底のせりの
十二襯2 幼い時︑母や祖母にだかれて︑︿略﹀︑快
い夢路にはいったことを思ひ出すであらう︒

十九

﹇母親﹈︵名︶8

﹁︿略﹀︒﹂と︑うれしさうにいふ母親もあ

ははのひ

母の日⁝⁝⁝百十九

母の日

﹇母日﹈︵名︶2 母の日

八佃2 二十二

八311 二十二

土地の學校へ通ってみるかたはら︑母親か ははのひ ︹課名︺2 母の日
さうして母親に︑﹁さあ︑行かう︒﹂とせき
たてました︒

九311

ら日本語を教へられ︑

九289

りました︒

七333

ははおや

七944

はば ﹇幅﹈︵名︶3 はば 幅Oかわはば・みちは ははうまこうま ︹課名︺2 母馬子馬
七38 十九 母堂子馬⁝⁝⁝九十四
ば
七108 はばの廣いひものやうな形をしてゐます︒
七608 幅が一丈五尺︑長さが二十丈︑
九862園 幅もあるし︑骨組も丈夫になった︒
ははあ ︵感︶1 ははあ
五悩6園 ははあ︑この木のことだな︒
パパイヤ ︵名︶2 パパイヤ
パパイヤなどもあって︑

十一㎜10 そのほか︑パイナップルや︑ザボンや︑
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はばひろい一はめる

八襯9囹今日は母の日ですから︑おかあさんのお
手傳ひをしたのです︒

﹇ 幅 広 ﹈︵形︶1

登降い

︽ーイ︾

八悩1園 ただ今から︑母の日のお祝ひをいたしま
す︒

はばひろ・い

﹇母宮殿下﹈︵名︶10

母宮殿下

く切り込む時など︑實にすさまじい光景である︒

十一圏11 ゴムの木の根へ︑︿略﹀幅廣い稻妻が鋭
ははみやでんか

十一74 北白川宮永久王は︑母宮殿下の御前にお
立ちになった︒

下におあげになった︒

︽ーマ︾

と空だ︒

十一㎜10

パプアぞく

パプア族
こくたん
住民はパプア族で︑色は黒檀のやうに黒

︵名︶2

この島の住民の敷は九萬人鯨りで︑みん

くてつやつやしてをり︑

十一躍12
パプア島

パプア島

︹地名︺2

なパプア族である︒

十一川図

パプア島にも︑ソロモン諸島にも︑︿略﹀︑

パプアとう
十﹇㎜5

これと肩を並べるやうな港はない︒

炸裂する揮の破片が︑海上一面にしぶきを

立ててみる︒

はまぐり

皿Vしちりがはま・すなはま
﹇蛤﹈︵名︶3

﹇浜辺﹈︵名︶7

はまべ

濱べ

三754團沖の方から︑波がうねって來て︑は

はまべ

三781

ある日︑はまべへ出て見ると︑わにざめ

はまべの砂で山を作りました︒

まべで︑どっと音をたててくだけます︒

四811

たまりません︑はまべで

がゐましたので︑これはよいと思って︑

四845 白兎は痛くて

しくしく泣いてゐました︒

松原に︑

雪の下道

波がよったり︑

四柵1圃白いはまべの松原に︑波がよったり︑

かへったり︒

四悩1圏白いはまべの

かへったり︒
ゆ ひ

はちまん

十一一752図團由比の濱べを右に見て︑

にいさん︑はま屋の船だよ︒

はま屋

あれは︑きっとはま屋の正治くんだよ︒

︵名︶2

過ぎ行けば︑ 八幡宮の御やしろ︒

六伽6園

はまや

六皿2囹
六647

できた二本の筒は︑うまくはまり合って︑

何か足にさはるので︑つかんでみると︑ はまりあ・う ﹇嵌合﹈︵五︶1 はまり合ふ ︽ーッ︾

はみ出る ︽ーデル︾

おくれる者︑列からはみ出る者︒

﹇食出﹈︵下一︶1

はめ板

ころがりさうになるからだを︑はめ板や︑

﹇羽目板﹈︵名︶1

与あせばむ・きばむ

は・める

﹇嵌﹈︵下一︶3 はめる ︽ーメ︾

手すりにっかまって支へながら︑働きました︒

十梛4

はめいた

ばむ

九987

はみ・でる

りきりと巻いて︑動かないやうにした︒

六636 きちんとはまった時︑巻いた紙を︑糸でき

いて︑その一方のはしに︑めがねの玉をはめた︒

六634 めがねの玉が︑はまるくらみの大きさに巻

長く延したり︑ちぢめたりすることができる︒

よく見ると︑大きなはまぐりでした︒

やひやうゑ

濱田彌

濱田彌

七87

はまだ

︹課名︺2

濱田彌兵衛⁝⁝⁝百九
やひやうゑ

濱田彌兵衛
﹇浜田弥兵衛﹈︹人名︺2

はまだ

二十四

濱田彌兵衛

はまぐりは︑あさりよりも︑少し深いとこ はま・る ﹇嵌﹈︵五︶2 はまる ︽ーッ・ール︾

兵衛

七㎜1

濱田彌兵衛は︑︿略﹀船長として︑いつも
垂湾から南支那へ通ってゐました︒

七夕6

にく略﹀腹が立って︑たまりませんでした︒

濱田彌兵衛は︑︿略﹀ノイツの不法な仕打

はまだやひょうえ

七欄8

二十四

はまだやひょうえ

ろにるることがわかりました︒

七87

はまぐりでした︒

三776

はまぐり

はま

片が︑楊少年の肩や背にあたった︒

白蝋11

はれつ
爆揮は︑大きな音をたてて破裂し︑その破

十6510

十一79 王は︑お持ち彫りになった杖を︑母宮殿 はへん ﹇破片﹈︵名︶2 破片
十一81 母宮殿下は︑︿略﹀︑やさしく王を御覧に
なって︑にっこりお笑ひになった︒

十一104 陸軍砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母宮殿
下の御前に不動の姿勢でお立ちになった︒
十﹁沁5 母宮殿下は静かにおっしゃった︒
ごあいさつ
を申していらっしゃるのであった︒

十一m9 その最後のお別れに︑母宮殿下に御挨拶

十一113 王は︑母宮殿下にじっと御注目になり︑
敬禮をあそばされた︒

十一114 母宮殿下も︑御津足さうに王のお顔を御
覧になり︑︿略﹀︑ 御 答 禮 を あ そ ば さ れ た ︒
げんくわん

はばむ

七313

十一158 御ひつぎは︑表玄關から︑母宮殿下の 兵衛
御居間︑櫻の間にまつおはいりになった︒

十一163 王に︑母宮殿下は︑︿略﹀お迎へのおこ
﹇ 阻 ﹈ ︵ 五 ︶1

とばを︑親しくおかはしになったのであった︒
はば・む

パプア

九燭1 しかし︑援軍は敵にはばまれて近づくこと
︹地名︺一

ができなかった︒

パプア

十二惣3 場所は︑パプアの東端から敷十海里の海

ばめん一はやい
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いて︑その一方のはしに︑めがねの玉をはめた︒

六636 めがねの玉が︑はまるくらみの大きさに巻
九備7園小さなねぢをしめるにしても︑︿略﹀︑厚
い大きな手袋をはめてみては︑しめられません︒
せきばん

十81図 昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤
﹇場面﹈︵名︶1

場面

をはめ︑石筆はちびてわっかに三宅を残すのみ︒

九248團 おとうさんたちが勝ちぬいて來た激戦の

ばめん

﹇刃物﹈︵名︶2

刃物

敷敷の場面が︑︿略﹀次から次へ思ひ出される︒
はもの

八棚7 するどい刃物が︑︿略﹀やって煮る砲身の
高く切り立つた山だ︒︿略﹀︒山の肩のあ

中へ︑ぐいぐいとくひ入って行きます︒
十ニー48

たいふう

﹇波紋﹈︵名︶1

波紋

たりから︑刃物でそいだやうに突つ立ってるて︑
はもん

十二柵6圃画風は︑︿略﹀海といふ海︑水といふ
はや

水に號令して︑世界最大の波紋を描く︒
﹇早﹈︵副︶3

白雲を

通す日影に︑

十976
早い

速い

ステッセル將軍は愛馬にまたがり︑はや足
早イ

←いちはやく・おはやい．

ハヤイ

をさせたり︑かけ足をさせたりして見せたが︑
﹇早﹈︵形︶82

す︒

四117園

﹁なんといふ早い舟だらう︒﹂

﹁早く︑早く︒﹂

聞くが早いか︑かけだしました︒

ふ名をつけよう︒

四127囹鳥のやうに早い舟だから︑早鳥とい
四291
四295園

﹁早く︑早く︒﹂

四295園

ハヤイナ︒

あすは︑朝早く起きて日の出を拝み︑そ

早く晩になればよいと思ひました︒

のほをしいて︑その上にころがるがよい︒

早ク木ニナレ︑

四953

ヒカウキ︑

二251圏囹早クメヲ出セ︑柿ノタネ︒

一276圃

四695囹あったら早く出してください︒
四871園早く川の水でからだを洗って︑がま

二258圏圓

早クミガナレ︑柿ノタネ︒

私は︑早くまゆを作るところが見たいので︑

﹁行け︒﹂といはれるが早いか︑︿略﹀揮が

飛んで來る中でも︑勢よくかけ出しました︒

五備9

ねえさんに︑﹁︿略﹀︒﹂と聞くと︑

五348

れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒

かしはらじんぐう

二263圃園

﹁ソンナニ早クハヤケナイヨ︒﹂

﹁早クヤケナイカナ︒﹂

五113團

イ︒﹂

軍かん

﹁勇サン︑勇サン︑早クオキナイト︑

ゆくわいな

サア︑早クオオキナサイヨ︒
じゅんやうかんは

三58早
9く海へ行きたいと思ひました︒
三607早
囹くおきめなさいよ︒
早く大きくなって︑りっぱな軍馬に
三807圏

か︒

三344囹

六102園

早かったな︒

﹁たける︑待て︒﹂といふが早いか︑︿略﹀

來てごらんなさい︒早く早く︒

六662園來てごらんなさい︒早く早く︒
七165

六662園

御旗をうばひ取るが早いか︑かの大男をひ

これから︑だんだん早くなりますよ︒

早く元氣になって︑學校へ出るのですよ︒
七554

つつかんで︑まりのやうに投げつけた︒

七651

七269囹

劒を抜いて︑たけるの胸を突きました︒
ですよ︑せんかんよりもずっと早く走れて︑
一ばん早いのは︑じゅんやうかんです 七267園 早くなほつて︑學校へ行きたいのです︒

三338囹

二棚3園

學校ガオクレマスヨ︒﹂

二998囹

二988園

早クオキナイト︑學校ガオクレマスヨ︒ 六71 朝早く起きて︑倉へ行って見ますと︑

二822園﹁早クセンドウサンヲ見セテクダサ

二452デ
圃ンシャハ早イ︒

S園

二362囹

二264圃国事クミガナレ︑柿ノタネ︒

柿ノタネ︒

二253團圓 早クメヲ出セ︑ 柿ノタネ︒
二256圃國早ク木ニナレ︑ 柿ノタネ︒

すばやい・てぼやい・てぼやさ・やつぎばや

︽ーイ・ーカッ・ーク︾

はや・い

十464図鶏の聲を聞きては︑はや心も心にあらず︒

はや

十一175図 されども城中鳴りを静めて︑人ありと

野はかがやきて︑

野に

も見えざりければ︑官軍はや落ちたりと思ひて︑
立てば

十一683領土 さみだれの晴れ唱うれしく︑
はや夏の暑さをおぼゆ︒

ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ

ばや ︵終助︶3 ぼや
十1810︹図團

ばやと思ふ今日の御書ぞ︒

十二757図圃登るや石のきざはしの 左に高き大

﹁弱虫︑早くとびたまへ︒﹂

七919囹 おい︑早くとびたまへ︒

七佃7 ﹁ようし︒﹂と叫ぶが早いか︑すばやくノ

七929囹

おなりなさい︒

早く起きて︿略﹀國旗を立てました︒

問はばや遠き世々の跡︒

三942

おどろいたのは︑その舟の早いことで

早くうちへかへりなさい︒

いちやう︑

四112

三棚2園

イツに組みつきました︒
はや足

﹇早足﹈︵名︶1

﹁七たびまで人間に生まれて︑朝敵

一一

を滅さばやと存じ候︒﹂と申す︒
はやあし

十一一933図囹

R6
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はやがね一はやさ

八810 燕は︑︿略﹀いちばん早く飛ぶ鳥です︒
一年二箇月たつと︑︿略﹀花が咲きます︒

八165 苗を植ゑてから早くて十箇月︑おそくても
八167 古い株を切って出た芽は︑それよりも早く
﹁早いなあ︒﹂といふ者もみた︒

成長して花が咲きます︒
八522囹

うな氣がしました︒

八596 そのたびに︑早く飛んで行って︑見たいや
八633 明くる朝は早く起きて︑出登の支度をして
あげました︒

八649 早くこのことを︑大石橋守備隊へ知らせよ
うとしたが︑

八鵬9 封職車砲は︑どんなに早く走る戦車でも︑

どんぐ撃ちまくるやうな身がまへになります︒
八研8 その糸を短くすれば︑振り方が早く︑長く
すれば︑振り方がおそくなります︒

八柵8 こんなに早く起きることはめったにないの
で︑

八搬6園 まあ︑けさはどうしたのです︑こんなに

早く起きてlI
八景3囹 けさは︑子どもたちが早く起きて︑

八悩8 いちばん早く花をつけるのは︑れんげうで
す︒

八鵬1 やなぎの木が︑ほかの木よりも早く目をさ
まします︒

九384 そのことを︑︿略﹀おかあさんや︑先生や︑
お友だちに早く知らせたいと思ひます︒

九佃8囹自分の飛行機を早く知りたいために︑尾
翼にちよつと色をぬっておくとか︑

御威光を昔に返しておくれ︒

九悩5園 成人したら︑一日も早く毛利を討って︑
九桝9 狼介は︑︿略﹀︑洲にあがるが早いか︑四尺

十一一幽11

この出すでに早く︑︿略V荒鷲部隊は︑

山寺では︑この火を見て早鐘をつき出した︒

﹇早鐘﹈︵名︶1 早鐘

︿略﹀雷爆撃に向かってみた︒

はやがね

十233

一人前の石工になるためには︑早くから

ぼくは早くから目がさめた︒

人や︑南支那から隔る船と貿易をしたり︑

七川1 塁湾へも︑早くから往逃して︑そこで島の

けることもあります︒

七792團時には︑朝早くから︑遠くへ演習に出か

機械で動かせば︑もっと早く往復するやう はやく ﹇早﹈︵名︶4 早く

きみたちの班は︑朝が早くてたいへんだ

なかなか足が早い︒

の大太刀を抜いて切ってかかった︒

九㎜6

九箔6園
な︒

十759

早く乾かし過ぎると︑あとでちぢんで︑

な仕組みになるだらう︒

十悩3囹

早く白衣に着かへて︑病室へ行かなければ

しわができたり︑干割れがしたりします︒

十柵4

九㎜3

十ニー82

弟子入りをしなければならない︒

激しく敵を砲撃せしかば︑敵の艦列た

﹇速﹈︵名︶9

早さ 速さ

一水艦が︑︿略﹀︑どれほどの早さで走っ

八848

非常な速さで押し寄せて來た︒

すばらしい早寄だ︒

自動車の下風手は︑︿略﹀︑風のやうな速

つて行くとしても︑ざっと四十三コ口かる

十二梱3 一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗

さでタマリンドの並木路を走り績ける︒

十一㎜3

速さで織り出す光景は︑見るからに壮観である︒

十826 何千尋といふ自動織機が︿略﹀すばらしい

十252

になって︑びゆうとうなる︒

八817 すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ

ですから︑

八91 汽車や自動車も︑かなはないくらみの早さ

てるるか︑それらを一々はかる機械がある︒

六332團

ます︒

五914 一かさごとに︑ぐんぐん早さをまして進み

はやさ

ちまち齪れ︑早くも職列を離るるものあり︒

十一539図

大きくなって︑藤原宣孝の妻となりま はやくも ﹇早﹈︵副︶1 早くも

ふちはらののぶたか

朝早く大きな聲で叫びながら︑ふれ歩いて

と思ひながら︑

十珊8
來る︒

十一357

したが︑不幸にも早く夫に死に別れました︒

十一932園早く來い︒
潮の流れは亙り速くないやうです︒

實の生ってみる木が︑早くたべてくださ

十一9910囹

十一㎜4

在留邦人を︑一刻も早く救ひ出したいと︑

いといはんばかりに︿略﹀枝をさしのべてみる︒
十一一203

﹁︿略﹀︒﹂といふ答へを聞くが早いか︑

︿略﹀皇軍はダバオをめざして押し寄せた︒
十一一221

﹁井上聞多︒﹂と答へるが早いか︑︿略﹀

トラックは︑市の中央部へ突き進んで行った︒

その時早く︑母親は︑血だらけの聞多の

怪漢が︑いきなり聞多の爾足をつかんで︑

十一一668

十二718

たいそう早かった︒

からだをひしとだきしめた︒

橋がひとたび完成するが早いか︑︿略﹀

十二778園

十二鵬6

あす朝早く︑打電の手績きをしても

大砲・トラックが︑輝々と橋を乗り切って行く︒
らひたい︒

何といふ延びの早い雲だらう︒

十二佃5墓園
十二川10

はやし一はやる
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はやし ﹇林﹈︵名︶23 林εゴムばやし・まつばや

十一脳7

や し
だが︑想像してみたココ椰子の林も︑船

着き場も︑家らしい家さへも見えない︒

森や林の間にひろびうとひろがってみる

一面マングローブの林のやうに見える岸

し

十一川7

朝日の出前から︑うつそうと茂った林の

草原が︑ふと繋累のやうに感じられる︒

十一珊5

べから︑

十一脳10

ヒニ︑林ノ中へ行キマシタ︒

一一313 キヌ子サント花子サンガ︑オチバヲヒロ
五426囲 こんぶの林が あるでせう︒

六個3 ところどころに林があって︑どこかで︑小
鳥の鳴く聲がしてゐました︒

し

﹇常情﹈︵名︶1

はやしεごにんばやし

猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふをいつ

はやし

速し

︽ーウ・ーカ

たり︑はやしを入れたりしなければならないので︑

十畑8

はやし

ら︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒

﹁林さん︒﹂といって︑

﹁林さん︒﹂といって︑

林の中

ハヤシハルエサン

ハヤシハルエサン︒

︹人名︺一

ハヤシハルエ

︹人名︺一 ハヤシハルエ

九

はやしのなか ︹課名︺2林の中
八210 九林の中⁝⁝⁝四十四
八441
はやしはるえ

一25図

一237囹

はやしはるえさん

はや・す

﹇囎﹈︵五︶2

はやす

︽iシ︾5もてはや

十一一836園もし︑きげんが悪うござったら︑かう

す

あれをはやして︑ごきげんをなほさう︒

かうはやして舞はれたらよからう︒

十二866圓

﹇速須佐之男命﹈︹人名︺2

速須佐之男命

ハヤスサノヲノミコト

はやすさのおのみこと

﹁ハヤスサノヲノミコト﹂といふのを

ハヤスサノヲノミコト

﹁速須佐之男命﹂としたのは︑﹁草木﹂と﹁久佐

ハヤス サ ノヲノミコト

十一㎜2

﹁ハヤスサノヲノミコト﹂といふのを

幾﹂と二つの方法をいっしよにしたのである︒

﹁速須佐之男命﹂としたのは︑

ハヤスサノヲノミコト

十一糊3

四23

二

二

天蚕

早鳥⁝⁝⁝六

﹇質倉﹈︵名︶2 早引

︽ール︾

夕日が落ちて︑

﹇逸﹈︵五︶1 はやる

んで︑都の方へたびたび通ひました︒
はや・る

八47圃萬里の波に

なほも南

四131 早鳥は︑たくさんの米や︑褻や︑豆をつ

ふ名をつけよう︒

四127圏鳥のやうに早い舟だから︑早鳥とい

はやとり

四61

三笠の はやとり ︹童名︺2 黒鳥
池の水の

み

れて︑申しわけに︑はやしものをするとは︒

はやしもの ﹇唐子物﹈︵名︶1 はやしもの
七556 右の方に︑林のやうに見える起重機llあ 中では︑︿略﹀奇妙な鳥の聲がする︒
十二242林のやうに静かになってみた邦人の間か 十二871園 や︑おのれ︑買物にはまんまとだまさ
れは造船所です︒
せきこう

や

七793国斥候になって森や林の中をかけまはった
り︑

う見たか︒

八54圃 椰子の林に 照る月影を︑ 昔の人はど

﹇早﹈︵形︶4

なかなかいそがしい︒

はや・し

八444図魍林の中の小道を行けば︑ 一足ごとに︑

リ・ーク・ーシ︾

かさこそと鳴る落葉︒

八451空鳴林の奥の秋の静けさ︒

せ
白波みなぎり瀬は高鳴りて︑さか巻く水
十995図

いけずき

宇治川速しといへども︑生食といふ日本
一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと渡り︑

十善5図

も速かりけり︒

八859 林をぬって長距離をすべるのは︑ほんたう
に愉快であった︒

八892 林のやうに立ち並ぶ煙突から︑
八951 大小の船の帆柱が︑林のやうに見えます︒

押し流され︑これまでたどり着きて候︒
さるさは

満月はやく盗心の

鹿の鳴く音にさそはれて︑

みかさ

九145 みそまはじめ祭の盛儀を辞観する人々の列 十島10図園 あまりに水が希うて︑馬をば川中より
が︑林の間の細道傳ひに次から次へ着いて行く︒

しか

山をはなれけん︑

九1410 林の傾斜面は︑舞観者や︑青年學校．君民 十二383圏
學校の生徒などで︑うづめつくされてみる︒

も
面に浮かびたり︒

四682園

ハヤシサンガ︑︿略﹀エヲカキマシタ︒
四709園

一254

十515圃明けて行く朝︑窓ガラス越しに︑林が黒 はやしさん ﹇林﹈︹人名︺3 ハヤシサン 林さん

九㎜6 林の中へもぐり込んでしまった︒
い︒

がって︑

十一813 林の中を︑奥へ奥へと進んで行くにした

︽ーテ︾

九梛8

みかたは﹁わあ︒﹂とはやしたてた︒

十一814 林を出はつれて︑頭の上の緑のおほひが はやした・てる ﹇離立﹈ ︵下一︶ 1 はやしたてる
書きてしまった時︑

十一892 ﹁さうしかんば﹂の林が凄く︒
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はやわざ一ばらのめ

﹇早業﹈︵名︶1

へ氣がはやる︒
はやわざ

映ゆ

早わざ

︽ーユル︾

富麗1図堅塁︑早わざにはおとりけん︑輝いても
﹇ 映 ﹈ ︵ 下 二 ︶1

飛び得ず︒
は・ゆ

十456図 されど︑喜三右衛門は︑︿略﹀︑一念ただ
﹇原﹈

←あしはらのなかつくに・うなばら・お

夕日に映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒
はら

おうなばら・くさはら・くにばら・すすきはら・す
なはら・のはら・まつばら・みほのまつばら

尾をおろして來てさをにつけるかと

はら ﹇腹﹈︵名︶20 はら 腹与どうばら・わきば

三191

ら

思ふと︑またはらをふくらましてをどりあが
ります︒

細い棒の先にひもをつけて︑そのひ

もでこまの腹をたたきます︒

四531
五備7團 腹を地につけて︑ふせをしたり︑

燕が︑︿略﹀︑白い腹を見せてちう返りを

わしは腹がへってをります︒

ほほ
勇士も︑︿略﹀邦人も︑頬を傳ふ涙を佛

ひもせず︑泣きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒

十二245

はん︒

十一606図星甲の袖にて彿ひ︑けちらして捨て候

りよごれが佛はれてしまって︑

八柵6 それが︑一度蒙古風が吹き通ると︑すつか

ふ高い關税を謂ふことを命じました︒

七襯3 貿易するのをさまたげるために︑一割とい

した︒

七86 砂を沸ってよく見ると︑大きなはまぐりで

ーフ︾息おいはらう・おちつきはらう・なぎはらう

ひざから腰︑腰から腹へと︑海は一足ごと はら・う﹇払﹈︵四五︶5彿ふ︽ーッ・ーハ・ーヒ・

に深くなって行く︒

九953
しかし︑翌夕は腹をきめた︒
つばめ

九鵬10

九麗7

腹巻を取ると︑治嘉の腹は︑眞一文字にか

してみた︒

十櫛5
十二516園

おまへは自分のことばつかり考へて︑

き切られてみた︒

十二525園

人の腹のへってみることを考へてくれない︒﹂

一族十六人︑從ふ兵五十鯨人︑思ひ思

イ︾

腹帯

︵形︶ 1

腹立たしい

︽一

家賃さへも梯へない今の身の上ではな

パラオ諸島

﹇腹帯﹈︵名︶2

﹇腹立﹈

梶原︑腹帯解いて引きしむる︒
はらだたし・い

十棚9図

十川7図國馬の腹帯の延びて見え候ぞ︒

はらおび

十一川図

パラオしょとう ︹地名︺一 パラオ諸島

いか︒﹂と︑兄の聲︒

十一柳2囹

父上︑︿略﹀︑汝を櫻井より返されし はら・える ﹇払﹈︵下一︶1 彿へる ︽一へ︾

ひに並みみて︑一度に腹をぞ切ったりける︒

十二939図
十一一953等星

ばら

正行︑腹も切り得ず泣き倒れ︑母とと

は︑︿略﹀︑腹を切れと残されしにもあらず︒

十一一963図

﹇薔薇﹈︵名︶1

もにぞ歎きける︒

ばら

十伽3図異くれなみの二尺のびたるばらの芽の針
﹇払﹈︵名︶nVさきばらい

やはらかに春雨の降る
はらい

七882 残ったところは︑腹の下の方だけです︒
七柵2 彌兵衛は︑︿略﹀ノイツの不法な仕打に︑

﹇祓﹈︵名︶εおはらい

はらひ所

﹇払除﹈︵下一︶2

彿ひのける

︽一

黒いかげでも︑携ひのけようとするやうに
ばら色

夕空には︑ばら色の雲がたなびいた︒

氣持でいっぱいであった︒

お山の上では親だぬき︑

はらつづみ ﹇腹鼓﹈︵名︶2
はらつづみ

ばらの芽

ばらの芽⁝⁝⁝百二十六

︹課名︺2

十37 十七

ばらのめ

んぽこ打ちだした︒

四435圃月にうかれて腹つづみ︑

ひつの腹つづみ︒

四425圃

ぼんぽこぼ

ぼんぽこあ

腹つづみδたぬきの

奉仕の人々は︑はらひ所に並んでおはらひ 十607 妙に︑つかれたやうな︑腹立たしいやうな

﹇谷倉﹈︵名︶1

はらい

ケ・ーケル︾

九㎜7

﹇薔薇色﹈︵名︶1

もがいてみるのが︑︿略﹀うかがはれます︒

十柵2

入れようとしたが︑力がはいらない︒

九998

その氣持を梯ひのけるやうに︑手足に力を

はらいの・ける

を受け︑︿略﹀︑静かに祭場へ進んで行く︒

九1510

はらいどころ

腹が立って腹が立って︑たまりませんでした︒
七㎜2 腹が立って腹が立って︑

ります︒

七備3 彌兵衛が腹を立てたのは︑それがためであ
八価9 ほかの魚は︑腹を下にし︑背を上にして泳
ぎますが︑

にしみ入るやうに思はれる︒

九249團さうして︑この歌の一句一句が︑腹の底
九486 大きなさめーーその白い腹が朝の太陽に光
り︑ひれが力強くぴんと左右に張ってみる︒

氷を入れて送り出す者や︑

九505 荷作り場では︑まぐろやさめの腹をさいて︑ ばらいろ

はらはら一はりま
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十搦1 十七 ばらの芽
はらはら ︵副︶3 はらはら
十㎜5図 熊谷︑はらはらと涙を流して︑

十一428 髪が︑はらはらと前へこぼれかかる︒
十二994図 はらはらと涙を甲の袖に落しつつ︑義
心その氣色にあらはれければ︑

ばらぐ︵形状︶−ばらぐ
十二衛1 國語の力によらなかったら︑われわれの
心は︑どんなにばらぐになることであらう︒

五柵3ちゃうどその時︑敵の票︑ばらぐと飛

ばらぐ︵副︶−ばらぐ
んで來ました︒

はらまき ﹇腹巻﹈︵名︶2 腹巻
き切られてみた︒

十欄5 腹巻を取ると︑治嘉の腹は︑眞一文字にか

はらむ

︽ーン︾

はらん

バランガ

一寸ぼふしは︑おにのおなかの中を︑針

小枝小枝はかすかにふるふ︑

晴れた

油蝉の子の口には︑針のやうな管がありま

の刀でちくりちくりとっつきました︒

三535
七856
すから︑

細きこと針のごとく︒

八458図圃
る空に︑

十伽3図画くれなみの二尺のびたるばらの芽の針
張り←ごにんばり・さんにん

やはらかに春雨の降る

﹇張﹈︵名︶1

その真味悪い推進器の音が耳に響いて︑

ばり・しょうじはり・たけばり︒みはり

はり
十二川6

はり
﹇梁﹈︵名︶1 梁

はり
組み立てられて行く梁にのぼって︑釘や

ちよつと張りの抜けた神纒を引きしめさせる︒
はり

十二餌5

かすがひを打ち込む兵隊︒

聲をはりあげて︑豆をまきました︒
︽ーヰ︾

四963

張りみる

すすけたる障子の破れを︑暉尼︑てっか

﹇張居﹈︵上一︶2

やっと︑ぴんとはりあげた︒

思へど︑

︽一へ︾

壁心︑︿略﹀︑なほ一間つつ張りみたり︒
張りかふ

尼も︑のちには新しく張りかへんとは

すべてを張りかへんは︑はるかにたや

﹇張替﹈︵下二︶2

九655図園

すく候︒

九652図園

はりか・う

九651図

ら小刀にて切りまはしつつ張りみたり︒

九644図

はり・いる

八526

ゲ︾

十一205図園甲の下に腹巻を重ねて着たればこそ︑はりあ・げる ﹇張上﹈ ︵下一︶ 2 はりあげる ︽一
︽ーカ︾

︿略﹀ここを射よと胸をたたくらん︒
﹇蒔﹈︵ 五 ︶ 1 ば ら ま く
なんきん

無量5 明かるい夜空に︑南京玉のやうな星がばら

ばらま・く

﹇ 孕 ﹈ ︵ 五 ︶1

まかれて︑一つ一つが︑かがやいてみる︒
はら・む

﹇葉蘭﹈︵名︶1

六225 風を帆にいっぱいはらんで走る船が︑
はらん

﹁はらんを︑何度も何度もいけるのは︑

︹地名︺一

あきてしまひました︒﹂

十一摺4團

バランガ

十一槻5 バランガへ通じる白い道は︑
はり ﹇針﹈︵名︶6 針δたたみばり・つりばり

六654

針金が︑六本あることまでわかる︒

針の刀をこしにさして︑おわんの舟にはりがね ﹇針金﹈︵名︶1 針金

のり︑︿略﹀︑川をのぼって行きました︒

三516

十128國團

そなたのふがひなきことが思ひ出され

一寸ぼふしは︑針の刀をぬいて︑おにはりさ・︿ ﹇張裂﹈︵下二︶1 張りさく ︽ークル︾

に向かひました︒

三528

一度にこみあげて︑胸は︑はり

はりさける ︽ーケ

て︑この胸は張りさくるばかりにて候︒

悲しさが︑

はりさ・ける ﹇張裂﹈︵下一︶1
ル︾

さけるばかりになりました︒

六242

1

張りつける ︽一

はりしごと ﹇針仕事﹈︵名︶1 針仕事
をか
女たちは︑すわって針仕事もすれば︑陸
ぽ

十一晒10

﹇張付﹈ ︵下一︶

稻の草取りから刈入れまでする︒

ケ︾

はりつめる

張り

正月には︑門の戸びらに︑眞赤な紙にめで

はりつ・ける

十盟7

﹇張詰﹈︵下一︶4

たい文字を書いた春聯が張りつけられる︒

職工さんは︑張りつめた氣持で︑機械が運

︽ーメ︾

はりつ・める

八繊2

つめる

五尺もある厚い氷︑遠い爾岸の間をぎ

轄するのを︑じっと見つめてゐます︒

つしりと張りつめてみた氷︑

十一43圃

十一榴2 このはりつめた第一線の陣中で︑ふと猫

どこまでも助けようとする母の一念に︑

の鳴き聲を耳にした︒

十二721

︹地名︺2

バリ島

さすが張りつめた兄の心もゆるんでしまった︒
バリとう

し︑その上陸に成功した︒

十二伽5 わが陸の精鋭は︑ジャワのバリ島を奇襲

航空將校が︑白い寝床の上に横たはってるた︒

十二伽7 バリ島の敵の野職病院には︑アメリカの

ケンチャンガンバへ行ッテ︑ハリバコニ

﹇針箱﹈︵名︶一 ハリバコ

ニ465

はりばこ

いち早く播磨の上月城を占領して︑

はりま

サハッタリ︑キレヲヒッパッタリシマシタ︒
はりま
﹇播磨﹈︹地名︺1 播磨
はりま

九悩5

531
はりめぐらす一はる

サ・ーシ︾

はりめぐら・す

﹇張 巡 ﹈ ︵ 五 ︶ 4

網が張りめぐらされてゐます︒

張りめぐらす

︽一

六柵2 見れば︑敵の陣地には︑ぎっしりと︑鐵條

檜のあら木造りで ︑

九147 しめなは・まん幕を張りめぐらした祭場は︑

だすと︑

六掴1團園 春が來たのね︒
六柵3園 ﹁中は暖い春ですもの︒﹂
六佃7園 春といふよりは夏だよ︒
六伽1圃 春は春でも︑まだはじめ︑
六伽1圃 春は春でも︑まだはじめ︑

七302圃春は九段のお社に︑ 櫻が咲いてをりま

七64圏朝の海べはもう春で︑

春

八124

日本に春が罷ると思へば︑もう矢もたても
その小さな胸には︑若葉のもえる日本の春

白い帆かげ

すみれの花

さうして︑その明くる年の春︑舞姫に出る

この春︑私がこちらへ來たころは︑

春になると︑

の美しさを︑思ひ浮かべてみるでせう︒

八1110

たまらず︑北をさして進むのです︒

八118

鳴く聲がします︒

七363春の少し暖い晩︑﹁くく︑くく︒﹂と︑蛙の

した︒

十一804 緑色のガラスを張りめぐらした部屋の中
張り渡す

︽ーサ︾

十㎜8 とげのある黒黒が張りめぐらされ︑

﹇張渡 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

に︑たたずんでみるやうである︒
はりわた・す

七価5 かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋
の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒
はる ︹課名︺2 春

一

三22 一 春⁝⁝⁝四

三41

八433

八246団

はる ﹇春﹈︵名︶61 春挺しなのはる・ゆきぐにの

二棚2囹モウ春デス︒

川土手に︑
ゆらりゆらゆら︑春の水︑

咲いてみた︒

がうつってた︒

八687圃

が

八683圃春來たときは

ことになったのでした︒

はる

一一佃6番外はそよそよ 春の風︒

三45圏春だ︑春だと︑小鳥がうたふ︒
三45哲西だ︑春だと︑小鳥がうたふ︒
三237 春の日が︑あたたかく野原の草をてら
してゐます︒

三月の聲を聞くと︑白洲でも︑春らしい日
春の來ることは︑子どもたちには︑大きな
春が︑ほんたうにやって來るまでには︑思
長い間︑閉ぢ込められてみた人たちにとつ
ては︑春は︑うれしいだけではありません︑

八掴7

ひがけないきびしい寒さが︑二三度ぶり返したり

八田1

喜びです︒

八個8

光がさして來ます︒

八個2

四355 春のころから︑︿略﹀かぐやひめは月を 八伽6圃 また︑明かるい春が來ました︒
眺めて︑じっと考へこむやうになりました︒
四柵2團 春が來ました︑おひな様︒

﹁も う す っ か り 春 だ な あ ︒ ﹂

つつまれて︑

四悩7圃 いつのまにやら 天人は︑ 春のかすみ
に
五147園

五206 静かな︑明かるい︑支那の春です︒
五228 春の日は︑だんだん過ぎて行きました︒

六256 春になって︑暖い太陽が山一面にかがやき

そがしい仕事が始って行きます︒

八柵9 のどかな春になって行くとともに︑春のい

もう滞洲の春が深くなってゐます︒

八鵬10春のいそがしい仕事が始って行きます︒
八僻9

春の日ざしとなりぬ

九376図圏白々とあんずの花の咲き出でて今年も

生まれたのは︑去年の春︑ちやうど櫻の花

の咲くころでした︒

九783

る︒

神にささげるものとして︑その年の春に生

九川8 長い春の日も暮れかけて︑手もとが暗くな
九加12

まれたものの中からえらばれたものである︒
ひ

春になると︑鳩笛が天から響いて來て︑

はとぶえ

春は︑苗費りがやって來る︒

十984図圓島々に灯をともしけり春の海子規
十舳11

十惣9

十一46圃春のいぶきをいっぱいに吸ひ込んだ︒
十一103

昭和十五年の春︒

十一68圏やがて黒龍江は︑︿略﹀春の歌を歌ふ︒

見わたせば柳さくらをこきまぜて都

ぞ春のにしきなりける

十一328図圏

山里の春のタぐれ來て見ればいりあ

のうちにも花ぞ散りける

十一332正意やどりして春の山べにねたる夜は夢

十一341図魍

照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

のどかな春の日は︑暮れさうでなかなか

ひの鐘に花ぞ散りける
暮れない︒

十一379
十一739

この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう

﹁山は︑今春なのだ︒﹂

月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑
十一915園

十一緬8團

ひさかたの光のどけき春の日にしづ

よくできて︑この間一部分だけ牧穫しました︒

十一欄2図面

はる一はるえ

532

こころなく花の散るらん

十一鵬4 のどかな春の日の光の中に︑あわただし
く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

十一鵬6 平安時代の大宮人たちは︑︿略﹀︑都の春
を弱しんだのでした︒

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

十二悩7図魍春の海ひねもすのたりのたりかな
雲が︑︿略﹀︑輕 さ う に 浮 い て 行 く ︒

十一一価4 春の國から生まれて來たかと思はれる白

春の香を感じるやうにさへ思った︒

十二塒8 さうして︑この一握りの土に︑ほのかな
十二欄4 大自然は︑今︑春の喜びと活動に︑よみ
がへらうとしてるるのだ︒

張る

︽ーッ・

十二側6 ぼくは︑もうちき訪れる春を考へながら︑
はる

ただしくんの圖壼は︑ぼくたちの室のか

何十さうといふ船が︑今︑思ひ思ひに網を

一面に︑もうもうと︑煙幕を張りました︒

べにはりました︒

六872国

六伽3

六⁝⁝2

大きな木が立ってみて︑その根もとに︑金

張ってみるところです︒

六二6

たけるは︑︿略﹀四方に勢を張り︑のちに

網の張ってある池が出ました︒

七144

田に水がなみなみと張られます︒

は︑朝廷の仰せにも從ひませんでした︒

七372

敷地の中ほどに︑せいの高い竹が四本立て
二人は︑巻尺を張って見つめてみる︒

てあって︑それにしめなはが張ってありました︒

七408
七733

八197團私の送ってあげた大連の給はがきや︑地
圖が︑教室に張ってあるさうですね︒

白い紙をはった︑いかにも飛びさうなかつ

かうをしてみる︒

八468

この翼に︑紙をはることである︒

ハル

氣をつけながら︑少しつっぱって行った︒

﹇張﹈︵四五 ︶ 3 4

あたりを見まはした︒

八515

うすい氷さへ張ってゐます︒

は・る

ーラ・ーリ・ール︾ 8いいはる︒がんばる・こわば

八518

胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり
胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり
ひれが力強くぴんと左右に張ってみる︒

その障子をこなたへたまはりて︑なに
前日︑壁に残ってみる揮のあとを︑ともか
壁に張ってある新聞紙に︑ふと目を注いで︑

海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に張

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

介立6

胸を張って︑︿略﹀山の空中を吸ふ︒

られた鐵條網が︑行く手をさへぎつてみる︒
十一798

れらはみんな風通しをよくするためである︒

十一節8 金網を張って壁の代りにしてるるが︑こ

きつねの鳴くやうに︑こんこんといふ

十二81 腕をのばし︑足を急げ︑胸を張る︒
十二813園

これ︑この通り︑きつねの鳴くやうに︑

ほど︑よく張ってござる︒

十二854園

﹇晴﹈︵下二︶3 晴る ︽

レ︾

小枝小枝はかすかにふるふ︑

晴れた

こんこんといふほど︑よく張ってござります︒
は・る

八457図圃

すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ

る空に︑細きこと針のごとく︒

れ御軍の一人となりぬ

九361図無

春秋のながめっきせず︒

海原に敷島の國︑

﹇春秋﹈︵名︶1 春秋

青山に

やま
こもる大

十﹁551図天よく晴れて海上波静かなり︒
はるあき
枠︑

九61図魍

春枝﹁さうね︒

七699

七676

春枝﹁どうなるのですか︒﹂

春枝﹁どうずればいいのですか︒﹂

春枝﹁あら︑みんなちがひますね︒

塁のかげの長さを計るのですね︒﹂

七721 春枝﹁それで︑その時刻に︑あの國旗掲揚

七716

か︒﹂

七674 春枝﹁花子さんは︑どのくらみと思ひます

るのです︒﹂

七672 春枝﹁あの國旗掲揚塁の高さを︑あててゐ

七666

はやしはるえさん

次の室には︑ガラスを張った︑大きな窓の はるえ ﹇春枝﹈︹話手︺11 春枝Oはやしはるえ・

る・ひっぱる・ふんばる・みはる

十844

くも新聞紙で張り︑

十8310

がしに張らせ候はん︒

九647図圖

九487

びれを上下に張って進むかっかうは︑

八桝8

びれを上下に張って進むかっかうは︑

八網8

やうなものが︑順順に並んでみて︑

八m5

八598

イキヲイッパイスピコミマシタ︒

一﹇212 勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑

セウネ︒

さかきを

二515囹 氷ガハッテ︑サカナタチハサムイデ

あげたりなさいました︒

四614 新しい しめなはを はったり︑

四706 一郎さんが切手をわたしますと︑花子さ
んはそれをはってポストへ入れました︒
四721 切手をはってポストへ入れました︒
五471 つり糸がぴんとはって︑つり竿の先が︑お
じぎをするやうに︑しきりに動いてゐます︒
六366 黒い紙をはって︑部屋を暗くしました︒
六367 かべには︑白い布がはってあって︑

533
はるえさん一はるげしき

﹁︿略﹀︒﹂と︑春枝さんがいひました︒

儲強﹁今︑百二十四センチになりました︒﹂

六446

七734
﹁︿略﹀︒﹂と︑春枝さんがいひました︒

春枝さんと︑花子さんは︑ぼくのかげが

﹇春雄﹈︹人名︺3

春雄

春雄︑をぢさんは︑今度︑駆水艦の艦長
春雄も︑︿略﹀︑いろくな音が︑聞きわ
どうだ春雄︑︿略﹀︑駆水艦に乗って︑お
春雄さん

春雄さんは︑軍かんが挿すきです︒

﹇春雄﹈︹人名︺4

三317

春雄さんは︑︿略﹀︑せんするかんなどの

すく候︒

川の流れか︑さらさらと

かすかに響き︑

するすみ

はるかなる

道いとはるかなるかなたに︑事物殿を望

麓のわたり

ふもと

九712図譜

十75図
む︒

はるかオホーツクの海へ向かって︑

され︑はるかの下より打ちあげたり︒

十湿8図 梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流

十一58圃

今飛んでおいでになったはるかかなたの

﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒

十一139

はるかなる谷をへだてて二町量りのか

空を︑もう一度ふり返って御筆になった︒
十一196図

稻村が崎︑にはかに二十鯨町干あがり

なたに控へたる荒尾の九郎が甲を通して︑

さては︑遥かの弟にこそあれ︒

たちまち片岡隊の東方はるかに金集の

て︑平砂はるかに連なり︑

十一243図
十一553図
黒煙を見る︒

えんてん
この炎天のもとのはるかな草原に︑︿略﹀︑

十一632図圓

春雄さんにせんかんのことを聞くと︑

十一鉗12

春雄さんは︑をぢさんのやうに︑海軍の 十二酩5圃黒潮︑わが大日本の磯を︿略﹀北上し︑
はるか

遥か

心にかかる︑

先獲の各機は︑もう洋上遥かに飛び出し

いまあらはれて︑

はるけし

東京から放送されて來た︒

朝日︑

﹇遥﹈︵形︶1

︽ーク︾

ああ︑はる

十二圏9 この夜感激の軍艦行進曲が︑遥か祖忌の

つつりと黒い船らしいものが見える︒

十二㎜5 なるほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぽ

て行った︒

十二㎜10

東へ韓じて︑遥かにアメリカの大陸をつく︒

とんぼが飛びかふのを見てみると︑

三326

とまり重ねて

﹇遥﹈︵形状︶19

軍人さんになるといってゐます︒
はるか

八53圃

シャムはまだはるか︒

はるかに海を望みたまひて︑﹁あづまは
や︒﹂とのたまひぬ︒

九94図

御神木を仰げば︑︿略﹀幹は長く︑はるか

はるけ・し

けくもこの峯に 光さし來ぬ︒

九703図圏

すべてを張りかへんは︑はるかにたや はるげしき ﹇春景色﹈︵名︶1 春景色

はるかな海の上をおほうてるたもやも消え
九652図圓

てなくなり︑

九472

に冠のやうな梢をいただいてみるのが見られる︒

かんむり

九174

安南・

三368

ことをよく知ってゐます︒

三324

はるおさん

國のために︑働きたくはないかね︒

六353団

けられるやうにしておくことがだいじだよ︒

六323国

を命ぜられた︒

六296国

はるお

百二十四センチになった時︑知らせてください︒

七731園

七665圏春枝さんは︑どのくらみ︒

と︑春枝さんの三人が集ってみる︒

國旗掲揚塁のそばに︑勇さんと︑正男さん

春枝さんは︑わかめを拾ひましたね︒

七1010園

六価1圃

春枝さ

春枝﹁ほんたうにかはいいのですね︒﹂

九柵2 春枝﹁さっきは︑うれしい時のお話をうか

ハルエサン

七658

九榊8

﹇春枝﹈︹ 人 名 ︺ 2 一

春枝﹁いくつかいてありますか︒﹂

がひましたが︑

九柵6

ん

はるえさん

一295囹 イマ︑ ハルエサンガ︑キテイラッシャ
イマス︒

三101 春枝さんはガラス玉を二つ見せました︒

三95 春枝さんが︑︿略﹀あそびに來ました︒

三126 春枝さんもついて行きました︒
四655 花子さんと春枝さんは︑こんどは︑いう
びんごっこをすることにしました︒

四663 春枝さんは︑はがきとふうとうをこしら
へました︒

何か

四668 花子さんと春枝さんは︑えんがはで︑爾
方に分れてすわりました︒
四672 花子さんと 春枝さんは︑だまって
書きはじめました︒

四683 一枚を春枝さんにわたしました︒
みますと︑

四686 春枝さんも︑受取った はがきを尊んで
四699囹 ﹁こんどは︑私が先に書きますから︑
春枝さん︑ごへんじをください︒﹂

ころへ持って行って︑

四707 一郎さんは︑その手紙を春枝さんのと
四712 春枝さんがあけて見ますと︑
四716 春枝さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と書いて︑切手を

はってポストへ入れました︒
枝さんも︑ゆり子さんも︑みんな集りました︒

六358 太郎さんも︑次郎さんも︑花子さんも︑春

はるこ一はれる
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春子

かすが
十一一368図圃 若草山も春日野も かすみこめたる
春景色︑

﹇春子﹈︹人名︺1
﹇春雨﹈︵名︶2

春雨

六櫛2園 春子︑チューリップが咲いたよ︒

はるこ
はるさめ

十伽3図圏くれなみの二尺のびたるばらの芽の針
やはらかに春雨の降る

十二悩8画餅春雨にぬれつつ屋根の手まりかな
はるのあめ ︹課名︺2 春の雨

六桝1 二十二 春の雨
﹇遥遥﹈︵副︶6
き

い

はるばる
くまの

六311 二十二 春の雨⁝・⁝：百二十四
はるばる

九川9
春

ぼくは︑この春休みにハルビンのをちのと
﹇春山監視哨﹈︹人名︺1

ころへ行くのである︒

五番︑春山監視哨︑三十七分︑北︑敵︑

はるやまかんししょう
山監視哨
八柵5圃圓

治嘉←むかいはるよ

宗治がたつねて行くと︑治嘉は喜んで迎へ

﹇治嘉﹈︹人名︺2

中型︑三十︑三千︑南東︒

はるよし
十襯9

し

腹巻を取ると︑治嘉の腹は︑眞一文字にか

ながら︑かういった︒

十欄5
き切られてみた︒

五858

五837

五824

七月二十日

七月十九日

七月十七日

七月十六日

金曜日

木曜日

火曜日

月曜日

晴

晴

晴

晴

晴れ着

︹課名︺2晴れたる山
晴れたる山⁝⁝⁝三十五
晴れたる山

︽ーシ︾

晴れ着を着せられたねえさんは︑

﹇晴着﹈︵名︶1

はればれ

﹇晴晴﹈︵副︶2

︹課名︺2

晴れ間

はればれ

十﹁211

十

晴れ間⁝⁝⁝六十七

晴れ間

晴れ間

はれま

十

﹇晴間﹈︵名︶2

十一676
はれま

はれて︑

日が

野に

氣持よく

晴れる

さみだれの晴れ間うれしく︑

三583 太郎さんは︑はれまに小川でどぢゃうを
すくひます︒

立てば

十一677図圏

雨が

秋ノ日二︑

﹇晴﹈︵下一︶2一 バレル はれる

ソラガハレタ

︽ーレ・ーレル︾

は・れる

一181圃

ゆうべの

一﹇231圏キレイニハレタ
三182

まぶしく

夏の空は︑からりと晴れて︑白いかもめが︑

てってゐます︒

ま白な雲が浮いてみる︒

あすからうれしい夏やすみ︑

海の上を︑すいくとんで行きます︒

五884

五943圃

海ll

よく晴れた空を︑鳥がむらがって飛んでゐ

晴れた大空に︑

ましたが︑

六襯6

朝もやが晴れて行く

汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日でも︑

八262圃
八888

晴れた夜︑空を仰ぐと︑たくさんの星が︑

空がどんよりとくもったやうに見えます︒

九875

ただ晴れた夜空に星がきらくとさえ︑銀

︿略﹀美しくかがやいてゐます︒

九描1
九躍4

まぶしいほど晴れた天子になった︒

次の日は︑雪が晴れた︒

河があざやかに中天にかかってみる︒

九躍4

十一91 今まで晴れてみた空が急に暗くなって︑

ぶさってみる︒

當日は︑︿略﹀︑朝からよく晴れてみた︒
むさしの

十877

氣がはればれとする︒

六888

十﹁87 晴れた夏の空が︑二丁野の上におほひか
はれま

の方から︑進んで動いてくれます︒

十一佃3團晴れ晴れとして心の持しい時には︑花

晴れ晴れ

爆弾は︑大きな音をたてて破裂し︑その破

はれつ
﹇破裂﹈︵サ変︶1 破裂する
はれつ

六

六
はれつ・する

九359

九27

はれたるやま

十一4710

はれぎ

その乾き具合ですぐわかるほどです︒

十島10園漆はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑

五866

六44 はるばると海を渡って︑紀伊の熊野といふ はれ ﹇晴﹈︵名︶5 晴←あきばれ
村にお着きになりますと︑

六423囹 消しゴムや︑ゴムまりも︑はるばる南洋
から海を渡って來たゴムで作ったものです︒

そしう

八286圃 御召艦ははるばると︑ 艦列をぬって進
む︒

九372図魍蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば
るとかすみ水牛あゆむ

天地の大い

十一234図 かぶとを脱いで海上をはるばると伏し
拝み︑

十一695図韻 山遠く 心はるばる︑
なるかな︒

ハルビン ︹地名︺2 ハルビン

春休み

片が︑楊少年の肩や背にあたった︒

八224団 これで新京へは八時間半︑ハルビンへは︑ 十η10
十二時間半で行くことができます︒

ハルピン騨

九矧9 ぼくは︑この春休みにハルビンのをちのと
︵名︶一

ころへ行くのである︒
ハルビンえき

﹇春休﹈︵名︶1

九㎜7 ハルビン罪にぴたりと停車した︒
はるやすみ
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はれわたる一ばんこう

大粒の雨が降りだした︒

十一904 晴れてみれば︑ここから︑︿略﹀見える

十一829 きのふの雨はからりと晴れて︑
さうだが︑今日は何も見えない︒

﹇晩﹈︵名︶10

ゆうはん
ばん

︵名︶

ばん

5

番

晩

←いちばん・いちばんか

シ︾

はんえい・する

﹇反映﹈ ︵サ変︶ 1

反映する ︽一

圓は︑しだいに半圓となりました︒

﹇半円﹈︵名︶1 半時

nVせんぺんばんか

﹇万感﹈︵名︶1 萬感

←よしのぶはんぎゃく

二人は︑萬感をこめて最敬呈をしました︒

与みなみはんきゅう

あたりの岩石に︑軌道車の響きがごうご

︵名︶一 ハンケチ

5いちごんはんく

空には︑半月がさえかへってみた︒

﹇半月﹈︵名︶4 半月

十375 殊に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を

十349

九㎜12

はんげつ

チや帽子を振ってゐます︒

七539 上屋の人たちが︑一生けんめいで︑ハンケ

ハンケチ

はんく

うと反響する︒

十二93

スル︾

はんきょう・する ﹇反響﹈︵サ変︶1 反響する ︽一

はんきゅう

はんぎゃく

九334

ばんかん

ばんか

七研4

はんえん

十一325 昔ながらの美風が︑ことばの上に反映し
三197月のよいばんでした︒
たのにほかならないのである︒
四355月の出る晩になると︑かぐやひめは月

を眺めて︑じっと考へこむやうになりました︒

かうきやうがく

十一932園向かふは晴れて︑山がすてきだぞ︒

早く晩になればよいと思ひました︒

月夜の晩︑子どもたちが五六人集って︑か
出嚢の前の晩︑文子さんは︑利根にたくさ

二十四日の晩は︑いろくな店が出てにぎ
春の少し暖い晩︑﹁くく︑くく︒﹂と︑蛙の

しかし︑インド洋へ出ると︑こんなお

晩になって︑また行って見ますと︑

﹇番﹈

んばんき︒じしょうばんへい・じゆうにばん・にば

ん︒いちばんき・ごばん・ごばんめ・さんぱん・さ

ばん

だやかな晩ばかりではありません︒

十二川11園

七価9

鳴く聲がします︒

七363

はひます︒

六153

んごちそうをしてやりました︒

五帽9

げふみをして遊んでゐました︒

五皿2

四953

守らせることにしよう︒

四381囹よし︑その晩︿略﹀︑おまへのうちを

しばしば目をさまされることがある︒

十一㎜1 よく晴れた朝など︑この一大交響樂に
十一一114 これが晴れるのを待って︑鑛石運搬の鑛
員がやって來る︒

な入道雲がむっくりと首をもちあげて︑

菊の花咲く

晴れ渡

十一一鋤6 くっきりと晴れた行く手の空には︑空白

︽ーッ・ーリ︾

はれわたり︑

はれわた・る ﹇晴渡﹈︵五︶2 はれわたる
る

明治節︒

四263魍秋空高く
十二川7 晴れ渡った空に︑とびが高く鳴いてみた︒
﹁ハワイ空襲︒﹂とか︑﹁英砲艦撃沈︒﹂

ハワイ ︹地名︺2 ハワイ
十548囹
とか︑︿略﹀︑矢つ ぎ 早 の 勝 報 で あ る ︒
せうかい

は︑今日も獲物にありつけず︑

十二鵬2 ハワイの西方海面を哨戒中のわが二水艦

ん・にばんかん・にばんき・よいばん

番をしてみる兵たいさんも︑けい禮をしま

夜︑この雲の多く果に︑半月がうっすら

﹇番号﹈︵名︶4 番號

八645

きんしう

足の番號を見ると︑四日前に︑錦州へ向け

番號を送って行きます︒

七812国ぼくたちは︑︿略﹀︑大きな聲で︑次々に

號︒﹂といはれます︒

七809団平それから︑ぼくたちに向かって︑﹁番

ばんこう

とかかってみるのは︑

十一726

思はせるやうなでこぼこが︑目立って見える︒

まだ明かるい空に︑半月が光り始めた︒
はち
す

メートルはん・じゅうにじかんはん・はちじかんは

はん ﹇半﹈5いちにちはん・いちねんはん・いち

そこには︑日本の兵たいさんが︑銃を持つ

入口に立って番をしてをります︒

四391

四価6

て番をしてゐます︒

四鵬4

ん・ほくいいちどはん

はん ﹇班﹈︵名︶3 班Oぐんけんはん・せんでん
はんいん・だいいっぱん・だいにはん・トラクター
はん・のうこうはん

今度は︑野田先生がとばれる番である︒

九号2 最初に出かける班は︑トラクター班だ︒

いよいよ︑ぼくの番になった︒

す︒

八846

パンの實︿略﹀などを常食としてみる︒

パン

九956

︵名︶一

十一㎜12

パン

九踊6囹 きみたちの班は︑朝が早くてたいへんだ
与あさごはん・おひるごはん・ごはん︒

九踊4 ほかの班のものは︑まだ床についてみる︒

﹇飯﹈

な︒

はん

ばんこう一ばんせいいっけい
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て出嘉したわが軍が︑つれて行った鳩であった︒
もきまってみるのですが︑
﹇番号﹈︵感︶一

バンガウ

九877 これらの星にも︑名前や番號があり︑位置
ばんこう

一354園 ミギヘナラへ︒ナホレ︒バンガウ︒
五519 村のふみきりを通る時︑子どもがこちらを

ばんざい ﹇万歳﹈︵名︶6 ばんざい 萬歳

﹁名品の御凱旋をなさるのですから︑

見て︑ばんざいをしてゐました︒
十一154園
心の中で萬歳を唱へてお迎へするのです︒﹂
の萬歳を祝し奉り︑

十一価4 二本の門松のうち︑その一本を以て聖壽

兵隊さんたちも︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂と叫び

八638園
﹁萬歳︒﹂と︑だれかが叫んだ︒

﹁萬歳︑萬歳︒﹂と叫びながら

ながら行きました︒

八638囹

八852圏

九276囹

﹁萬歳︒萬歳︒﹂といひました︒

﹁萬歳︒萬歳︒﹂といひました︒

﹁萬歳︒萬歳︒﹂といってみるのが︑

山の頂が︑銀のやうに白く光り始めると︑

刃物でそいだやうに突つ立ってるて︑眞

どす黒かった海面が︑にぶい光線を反射する︒

九467
十ニー49

はんしよう

﹇半鐘﹈︵名︶2

半鐘

はんしよう

半鐘

書の日光が︑まぶしいほど反射して量る︒

ばんじょう

﹇万丈﹈︵名︶1 萬丈

りまじって︑遠くの方で聞えます︒

六704 半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入

六683けたたましく︑半鐘が鳴りだしました︒

﹁萬歳︒萬歳︒﹂といってみるのが︑兵 はんしょう

九283園

隊さんたちの目を引きました︒

九276園

九283園

はんしん

1

反射させる

﹇万乗君﹈︵名︶1

萬乗の君

この敵の將校は︑寝床の上に半身を起し

﹇半身﹈︵名︶1 半身﹇▽じょうはんしん

十一191図國萬乗の君のおはします城なれば︑

ばんじょうのきみ

深くして萬丈の青斜道をさへぎる︒

九328命日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振 十一169図 そもそも笠置の城と申すは︑︿略﹀︑谷
萬歳萬歳といって

つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒

九328園

﹁天皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑
﹁萬歳︒﹂を連呼する︒

十175図圏圏

九337囹親と子と﹁萬歳︒﹂の一こと︒

﹁ニッポン︑バンザイ︒﹂

わが皇室の萬歳を心から祈り奉る︒

十二槻9 この重器を奉唱する時︑︿略﹀︑貯えます
十706囹

十和5

はんすう

︵下一︶

反する ︽ーシ︾

陸ダノーや族は︑これに反し性質が從直な

﹇反﹈︵サ変︶1

﹇番﹈︵サ変︶1 番する ︽ーシ︾

ゆっくりゆつ

﹁萬葉﹂とは﹁当世﹂の意で︑

萬世

十二475

﹁萬葉﹂とは﹁萬世﹂の意で︑萬世まで

とができるのである︒

クワウソ

﹇万世一系﹈︵名︶2

フ

萬世一系

も傳へようとした古人の心を︑われわれは讃むこ

十二475

﹇万世﹈︵名︶2

くり水を飲む︒

七954乳母が荒して︑子の馬は︑

ばん・する

ので︑海ダイヤ族に追はれて陸地深く逃げ込み︑

十一泌9

はん・する

置いてある吸ひがら入れに︑吐く音が聞えます︒

患者は半敷ぐらみよって︑ところどころに

﹇半数﹈︵名︶1 半敷

て︑さめざめと泣いてみた︒

十㎜10園

﹁萬歳︑萬歳︒﹂

十ニー76

十二衛3 皇國のよろこびに︑國を畢げて萬歳を唱

﹁萬歳︑萬歳︒﹂

萬

十二208園

バンザノーばんざい

十二208囹

﹇万歳﹈︵感︶27

﹁萬歳︑萬歳︒﹂の聲で埋った︒

反射

日光はかすかに黄色味を帯びて︑壁やへい

﹇反射﹈︵名︶1

ようとは︒

はんしゃ

九塀4

﹇反射﹈

の強い反射がいくぶんやはらいで見える︒
はんしゃさ・せる
︽ーセ︾

かぶとが銃劒を引きずって動いて行く︒

＋響ぎらぐと太陽の光を反射させながら︑鐵

ばんせい

十二735園今母上の力によって︑萬死に一生を得

十二237園 萬歳︑萬歳︒
バンザイ
バンザイ ばんし ﹇万死﹈︵名︶1 萬死

十二237園

へるのも︑一つには壮語の力があづかってみる
ぜっけう
十二劉1 感極まり︑萬歳を絶叫する︒
ばんざい

歳

一102圏 ヒノマルノハタ バンザイ
バンザイ︒

一111圃 ヒノマルノハタ バンザイ
ニー56園

三272囹 ﹁三郎さん︑ばんざい︒﹂
﹁ばんざい︒﹂といひました︒
四922国園
六963囹 ﹁萬歳︒﹂
六榴8囹 ﹁天皇陛下萬歳︒﹂
八561囹 ﹁萬歳︒﹂と大きな聲で叫んだ︒
八637園 ﹁萬歳︑萬歳︒﹂と︑ちやうちんをあげ
るのに答へて︑兵隊さんたちも︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂
と叫びながら行きました︒

ばんせいいっけい

﹁天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇酢ヲ践メ

十557図

テンイウ

シ・ースル︾

﹁萬歳︑萬歳︒﹂と︑ちやうちんをあげ はんしゃ・する ﹇反射﹈ ︵サ変︶ 2 反射する ︽一

るのに答へて︑

八637園

537
はんたい一はんぶん

ル大日本帝國天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒

反封

十二幽5 わが國は︑神代このかた萬世一系の天皇
﹇反対﹈︵名︶6

をいただき︑

はんたい

九444 これと反封に︑︿略﹀回心を正しいことば

八擢5 反封の方向へ進むものはありません︒
で話せば︑聞く人たちは︑︿略﹀耳を傾けます︒
おきなは

たいわん

九8810北の北海道でしたら︑ほぼ眞中邊ですが︑
反封に南の沖縄や嘉湾でしたら︑

﹁ 反 封だ︒

十215 風とは反封に︑波が沖へ沖へと動いて︑
十285囹

飯壷

判附する ︽一

六槻7

班長は︑撃ち破られた鐵條網の方へ︑作江

班長も︑部下を指揮しながら進みました︒

をつけることを命じました︒

六榴3
班長殿

班長殿に呼ばれて︑きみから來た手紙を

﹇班長殿﹈︵名︶3

を向かせながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒

七772国

はんちょうどの

今︑動きだした︒

反回する

半年与り

こちらへ來てから︑半年饒りになるので︑

はんとしあまり ﹇半年余﹈︵名︶1

八206團

バンドン

濠洲からジャワのバンドンへ移り︑

バンドン

︹地名︺2

この町にも︑すっかりなれました︒

十一下図

バンドン

十一一俗1

のち︑南へずっと連なる大きな島が見えて來る︒

十一㎜11 更に南へ航海を績けると︑半日もたった

ますが︑

十桝3園乾かさうと思へば︑半日ぐらゐでも乾き

週番士官殿が見えると︑班長殿は︑ はんにち ﹇半日﹈︵名︶2 半日

渡された時は︑ほんたうにうれしく思ひました︒

七806圏

勅諭の奉讃がすむと︑班長殿から︑いろ

﹁︿略﹀︒﹂と︑人員の報告をされます︒

七817團

2

川べりに並んだはんの木が目立つ︒

﹇榛木﹈︵名︶4 はんの木
十二佃10

はんのき

ために︑手でさはったからです︒

八鵬1 それは︑つい今しがた︑番人が火をつける

ばかりのところでした︒

八価1 ちやうど今︑番人が︑ランプに火をつけた

月の中に薄黒い︑大きな斑鮎のやうなもの ばんにん ﹇番人﹈︵名︶2 番人

いろな命令や注意などを受けます︒
はんてん
﹇斑点﹈︵名︶2 斑貼
はんてん

︵サ変︶

︽一

青空にうろこのやうに群生する白い雲は︑
﹇反転﹈

敵艦らしいものは見えない︒︿略﹀︒止むな

十二佃10 一だんと大きなはんの木の間に︑かぶつ
十二佃9

川底のせりの緑も︑高いはんの木の影も︑

上着を︿略﹀はんの木の下枝に掛けた︒

た白い手拭が見える︒
へて一路機首を北へ向け︑

十二圃7

反轄しつつあったわが隊は︑この報をとら

5マライはんとう

︵感︶一

パンパン

パンパン︑パンパン

﹁パンパン︑パンパン︒﹂と︑小銃や機

半分←まえはんぶん

﹁お米が半分もできない︒﹂

﹇半分﹈︵名︶4

四78園

はんぷん

關銃を撃つたり︑

七793團

ぱんぱんぱんぱん ︵感︶一

ら︑︿略V︑漁船が愚直に近寄って淘る︒

九468 ﹁パンパン︒﹂と︑白い煙の輪を吐きなが

ぱんぱん

ゆらゆら揺れて一つになる︒

はんとう

その反動で︑くらげは運動するのだ︒

反動

﹇反動﹈︵名︶1

阪東武者

阪東武者のならひとて︑大臣の前に

﹇坂東武者﹈︵名︶1

十一654図圖

ばんどうむしゃ

八川9園

はんどう

十632

く反轄する︒

十627

シ・ースル︾

はんてん・する

さばの斑鮎に似てみるのでさば雲といひ︑

はんてん

十一722

があるでせう︒

十394

十407月の世界では︑書はこげつくやうな暑さ︑ はんてん
﹇飯台﹈︵名︶2

夜はその反封に︑ひどい寒さであらうと
はんだい

それを折って來ると︑ねえさんが︑︿略﹀︑

茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒

八拗1 私は︑飯壼を出してふいたり︑みんなのお
八慨3

一りんざしにさして︑飯豊の上にかざった︒
はんたいとう ﹇反対党﹈︵名︶2 反動黛
ぶんた
十二657 氣鋭の井上聞多が︑反鏡野を向かふにま
はして︑幕府に封ずる武備を主張した︒

1

十二659 堂々としたその議論に︑反封黛は︑ぐう
の音も出なかった︒

︵サ変︶

バンダかい ︹地名︺2 バンダ海
十一川図 バンダ海
﹇ 判 断﹈

十一二更 バンダ海
はんだん・する
サ︾

は親死に子討たるるともかへりみず︑いやが上に
半年

半年も地面のやうに動かなかった川が︑

それから半年ほどたって︑

十﹇52圃

五胴9

﹇半年﹈︵名︶2

も死に重なって戦ふと聞く︒
班長

はんとし

十ニー93 石の面を見て︑その目を見わけ︑︿略﹀
﹇班長﹈︵名︶3

この石はかう割れるといふことが紅炉される︒
はんちょう

六⁝⁝7 そこで班長は︑まつ破壊筒の火なはに︑火

六232 田道間守は︑持って回ったたちばなの半分
を︑皇后にけん上しました︒

六233 あとの半分を持って︑天皇のみささぎにお
参りしました︒

るに違ひない︒

十二512囹 それも前半分で︑まだあとの半分があ

七583 まつ︑谷川のほとりに︑三千人の番兵を置

ばんぺい ﹇番兵﹈︵名︶3 番兵
いて︑城兵が汲みに來られないやうにした︒

七587 番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切りこ
んで來て︑旗をうばって引きあげた︒

九527 番兵があたりを警戒してみる︒
ばんぼんばんぼん ︵感︶3 パンポンパンポン
ン︑

兵タイゴッコ ︒

ニ643圃 カタカタカタカタ︑ パンポンパンポ

ボクラバッヨイ︒

二646圖 カタカタカタカタ︑ パンポンパンポ
ン︑
ン︑

スス奏上ススメ︒

二653圏 カタカタカタカタ︑ パンポンパンポ
ハンマー ︵名︶2 ハンマー

十二皿10 ハンマーや︑シャベルや︑つるはしを荷
物塁にしばりつけ︑

ひひ

一

ロ
日干
」＿」

ひ
139ひ

㌶お
）

日り

が

萬里

夕日が落ちて︑

δあさひ︒うすび・うみのき

﹇万里﹈︵名︶1

十二価3 ハンマーを振るってみる兵隊の顔から︑
ばんり

八45圃萬里の波に

ロ

ばんぺい一ひ
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ねんぴ・おひさま・おまつりび・かようび・きねん
び︒きんようび・げつようび・こうあほうこうび・
すいようび・だいごかいだいしようほうたいび・つ

日ガクレマシタ︒

ある日︑根もとのたいそう光ってみる

何十といふ野々が︑日かげになります︒

四327

次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ

竹を︑一本見つけました︒

て︑みどりの島を眺めました︒

四459

花子さんは︑日のあたるところへ︑小さ

鏡で日の光を受けると︑きらく光り

ある日︑おかあさんは娘をそばへ呼ん

山は大雪︑

日はくれる︒

ある日︑少彦名神は︑おっしゃいました︒

をしっかりしめてゐます︒

︿略﹀︑髄操をしたりした︒

暑い夏の日が︑かんかんてりつける中で︑

のお皿のやうなのが︑三つ咲いてみる︒

五807 日まはりは︑暑い日をいっぱい受けて︑金

五621

ど光りました︒

五517川が︑︿略﹀︑日の光をあびて︑まぶしいほ

五411ある日︑竹田さんが遊びに來ました︒

五359そのあくる日の朝︑箱をのぞいて見ると︑

四947今日は節分で︑豆まきの 日です︒
五228
春の日は︑だんだん過ぎて行きました︒
五248ある日︑︿略﹀︑池の外へ出てみました︒
五356むしあつい日がつづいて︑

降ったりして︑

四885團あの日から︑毎日雪が降ったり雨が

四811 ある日︑はまべへ出て見ると︑

四785圃國

で︑何か包んだ物をわたしました︒

四584

ます︒

四541

な鏡を持って出ました︒

四537

とこんなことを考へました︒

アタリガアカルクナッテ︑日ガサシテ 四467 ところで︑ある日のこと︑金の牛は︑ふ

はのひ・もくようび・ゆきのひ

きひ・にしび・にちようび・にちようびのあさ・は

一522
一681

キマシタ︒

アル日︑モモタラウハ︑オヂイサントオ

トホイ

一745

急ギマス︒

ハレタ秋ノ日二︑

バアサンニ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

タンボへ

二232圏キレイニ

二32ーキイロナハヲーマイヒロッテ︑日ニ

つくし

アル日︑犬が畠ノスミデ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

スカシナガラ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二865

ナキマシタ︒

はれて︑日が氣持よく

目がさめた︒

ゆうべの雨が

のばうやは

二七3間ぽかぽかとあったかい日に︑
三182

春の日が︑あたたかく野原の草をてら

てってゐます︒

三237

ある日︑おひめさまのおともをして︑た

ある日︑にいさんにこのことを聞いて

してゐます︒
みました︒

三462
三524

びに出かけました︒

三567 でも︑ときどき雨がやんで︑空が明か
るくなり︑かっと強い日がさして來ます︒
日がくれる︒

五834

もうかへらうよ︑

三937圃

五897 日にやけた︑まつ黒な顔に︑白いはちまき

毎朝日が出ると︑この木の西がはは︑

三研2 ある日︑うらしまは︑父や母の ことを
思ひ出して︑急に家へかへりたくなりました︒

四74

539

ひ一ひ

五聖5 寒い日の朝︑おかあさんといっしょに︑停
車場まで見送ってやりました︒
する日が來ました︒

五宙6 いよいよ︑わが軍が︑敵の陣地にとつげき
五伽3 ところで︑ある日のことです︒

五衙3園きっと日の神のお子様にちがひない︒
取って行ったものはないか︒

五㎜9園 だれか︑日の神のお子様のつりばりを︑

五号3園 おまへは︑日の神のお子鼠のつりばりを
知ってみないか︒
日曜日になります︒

六147 今年は︑二十五日のお祭の日が︑ちゃうど
お祭の日は︑︿略﹀︑すまふがあります︒

七255
少年は︑あくる日の書ごろ︑︿略﹀︑遠くの

その日の午後︑︿略﹀手術を受けました︒
いみん

七273
町にある醤院へ送られて行きました︒

七443囹今日は︑学校として︑記念すべきおめで
それから︑三日ばかりたったある日︑正男

たい日ですから︑︿略﹀︑校歌を歌ひませう︒

七6710

このごろは︑もうすっかり兵螢生活にな

さんが︑自分のかげを見ながら考へこんでみる︒

七777團

油蝉の子は︑︿略﹀だんだん淺いところへ

れて︑毎日沖しい日を送ってゐます︒

七872

さうして︑鼻脂のよい夏の日を︑卒しさう

移って︑地上へ出る日の來るのを待ってるます︒

七896

日は︑ぐんぐんと落ちて行きます︒

六153

七鵬9

に飛びまはり︑鳴きたてます︒

六356 今日は日曜日で︑子ども里諺の日です︒

日が落ちたあとの空は︑なんといふ美しさ
でせう︒

七柳6

庭で遊んでいらっしゃいました︒

はん

六504 ある日︑太子は︑御兄弟のかたがたと︑お

しよう

ながと

せき

出たいく百筋のこまかい金の矢が︑

明くる日︑頼朝は萬壽を呼び出して︑

今日︑おごそかに観艦式︒

旗艦長門以下百敷十隻︑
八365

ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑
八413

明くる日になって︑やっと︑大石橋の自分

ある日︑︿略﹀︑御殿は観ずくなでした︒

八776

汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日でも︑

前の日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

日が静かに落ちて行くころでした︒

八櫛9園今日はいい日だったね︒

八捌7園今日はお祝ひの日ですから︑

八悩6

空がどんよりとくもったやうに見えます︒

八888

の鳩舎にたどり着いたのである︒

八677

何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

八403

の日をあび︑

八268圃

さんさんと秋

六682日がくれてまもなく︑けたたましく︑半 七期6 今︑日が沈んだばかりのところがら︑さし
鐘が鳴りだしました︒

紙が來ました︒

六847 ある日のこと︑知らない兵隊さんから︑手

いっぱいにさしこんでゐます︒

六鵬6 温床に︑今日も︑おだやかな冬の日が︑

ろうどのやうに︑つやつやしてゐます︒

六柵8 すみれ色をした花が︑暖い日を受けて︑び

和尚さんにたいそうしかられました︒

をしやう

六柵5 お寺の小僧になってまもないころ︑ある日︑

六旧1だれもかれも︑日に怠けたからだから︑玉
の汗を流してゐます︒

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

ました︒

七152 その日は︑朝から︑大勢の人が出はいりし

うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝lI

八伽1圃雨の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくや

吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒

八尋9 黄色な砂ぼこりを運んで認るので︑これが

日の本と

八描5 このころ︑夕やけの空を︑日が落ちて行く

日の出つる國にしあれば︑

のは︑みごとなものです︒

．﹁︿略﹀︒﹂と思はれるほど日にやけた眞

ほめたたへたり︒

九52図圏
九194團

ある日︑突然インド人の巡査が來て︑母に

黒な顔に︑ぼうぼうとひげが延びてみる︒

ぺ

むねたふ

同家︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣

あ

日にやけた漁夫たちが︑

同行を求めました︒

九301
九483

九5910図
九6810図

一豊は仕へて日なほ淺く︑家も貧しか

やがて馬そろへの日とはなれり︒

き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒

九698図工

日がたつにつれて︑だんだんぼくになれて

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

寒い冬の日でも︑一日に一度はかならず︑

來ました︒

九819
九838

日や月が東から出て西へはいるやうに︑星

北斗をつれて運動に出かけました︒

天氣のよい日︑おだやかな海原を航海する

もだいたい東から出て西へはいるのです︒

九913
九969

するとある日の午後︑裏山の森で︑

やうな樂しさである︒

﹁︿略﹀︒﹂の聲を聞いた︒

九塒6

九国8 暑い日がやっと暮れても︑よひの間は家の

しかのすけゆきもり

甚次郎は︑この日から山中鹿介幸盛と名

中がむっとして︑

のり︑心にかたく主家を興すことを誓った︒

九悩8

ひ一ひ
540

九搦1 ある日のこと︑鹿介は部下をつれて︑城外
を見まはってみた︒

日も雪の日も待ってるたが︑とうとう山の上でな

九脳7園母は︑そんなこととはつゆ知らず︑風の
くなったといふ︒

三遠7園風の日も雪の日も待ってるたが︑

ほ

九断1 日にやけた顔で笑った︒
九躍4 次の日は︑雪が晴れた︒
九鉗8 長い春の日も暮れかけて︑手もとが暗くな
る︒

たかち

十914

その日もロシヤ皇帝の旨を奉じて︑部下の

將士を集めて︑激働してみたさなかであった︒
はへ
おとろへし蝿の一つが力なく障子には

夜を日に震いでの仕事に︑さしもの大堤防

ひて日はしっかなり

十衡7吉際
十描4

その日の夕方︑使者を以って︑﹁︿略﹀︒﹂と

大堤防も︑日ならずしてできあがった︒

も︑日ならずしてできあがった︒

十描5

十備4
いって來た︒

解る日も︑來る日も︑ざんざん降った︒

りやうみ

天下のよい日︑底が平で︑上が山の峯の

夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと
ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲です︒
か
朝の日の光が︑石を噛んで流れる水の上

ひさかたの光のどけき春の日にしつ

このころは︑割合ひなぎの日が多い︒

のどかな春の日の光の中に︑あわただし
日は︑もう山の端にかくれた︒
たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑じ
りじりと績けられて行く︒

十四ー61

十一踊2

く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

十一鵬4

こころなく花の散るらん

十一鵬2図魍

十一982

にをどつてみる︒

十一816

十一761

やうに積みあがった形に現れる白い雲は︑

十一7510

暮れない︒

十﹇379のどかな春の日は︑暮れさうでなかなか

の日は︑ いかにもさむざむとした氣持を起させる︒

夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬

りやうみ

夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑

ある日の夕方︑かれは村の墓地を通ってゐ

躍る日も︑寄る日も︑ざんざん降った︒

2

2

6

。

十98ある日︑わが軍艦高墨黒の一水兵が︑手紙

十十十
十十

を讃みながら泣いてみた︒

十232 日はすでに没して︑あたりがだんだん薄暗
くなって來た︒
ちゅうざい

十273 日は西へ傾きかけてみる︒

十276 秋の日をまともに受けた駐在所の庭で︑
十437図 日は︑やや西に傾けり︒

十445図 その日より︑喜三右衛門は︑赤色の焼き
つけに熱中し始めたり︒

十452図 やがて︑その日の生計も立ちがたく︑弟
子たちこの師を見かぎり去りて︑

十457図ある日のタベ︑あわただしくかま場より
走り出でたるかれは︑

十523 昭和十六年のこの日こそ︑われわれ日本人
が︑永久に忘れることのできない日である︒
十525 忘れることのできない日である︒
日がやって來た︒

十789 この織機を︑村の人々の前で︑試運署する

を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

十793 この日︑佐吉の織機を操って︑りっぱに布

べをする日が來た︒

十811 それから四年め︑再び外妊製のものと腕比

220220た212204204
1212

ろ

あいこう

十一一171 石工たちは︑みんな日にやけて︑

たつねた︒

十一一358 ある日︑魯の哀公が孔子に︑﹁︿略﹀︒﹂と

その日吉野をうち出でて︑敵陣へとそ

十二5710 この修行者こそ︑ただ一すぢに道を求め
しゃか
て止まなかった︑ありし日のお繹迦様であった︒

全員が︑マライ人より黒く日にやけて︑

向かひける︒

十二棚3図
十二価3

繍帯は日に何回となく取り代へ︑

はうたい

歯だけが妙に白い︒

十二伽10

梅が香にのっと日の出る山路かな

十二梱6 夏の日の暑さから考へてみてもわかるや
うに︑

十二悩9図魍菜の花や月は東に日は西に

十一一纈3獣畜

十一一紹4 われわれは︑一日たりとも︑言語の力を

︵名︶ 51 灯

ひ

火 δいなむらのひ・たき

南方の海は︿略﹀おだやかな日が響く︒

かりずに生活する日はない︒

﹇火﹈

十二㎜2

マタオコッテ︑ウスヲコハシテ︑火ニ

ソレニ︑オトウサンが火ヲオツケニナ

び・ともしび︒はなび

ひ

二342
リマシタ︒

二897

とろとろもえる火︑

みうりの火︑

栗が

ちゃうちんの火が︑きれいに並んでゐ

クベテシマヒマシタ︒

三673
ました︒

五旧5團

とろとろもえる火︑ みうりの火︑

はぜます︑ にほひます︒

五旧6團

六㎜6

破壊筒を持って行って︑鐵置網にさし入れ

六865團 だんろの火で︑かき餅を嶢きました︒

火なはに︑火をつけることを命じました︒

てから︑火をつけるといったやり方では︑

六佃8

541
ひ一ひいろ

六柵9 三人の工兵は︑火をつけた破壌筒をしっか
りとかかへ︑鐵改印めがけて突進しました︒

六捌1 ただその間にも︑無心の火は︑火なはを傳
はって︑ずんずんもえて行きました︒

七212 この野原をかこんで待ちかまへてみたわる
者どもは︑一度に草に火をつけました︒
七213 火は︑ものすごい勢でもえて來ます︒

七222 手早くあたりの草をなぎ彿ひ︑火打石で火
をきって︑その草におつけになりました︒
向かふへ向かふへと︑もえ移って行きました︒

七224 もえせまって來た火は︑急に方向をかへて︑

︿略﹀︑僥き殺され て し ま ひ ま し た ︒

七226 火に追はれて︑逃げようとするまもなく︑

七611 たくさんのたいまつを出して︑これに火を
つけて︑橋の上に投げさせた︒

七㎜8 やがて︑火は近くの家に起つた︒
七㎜10 火はたちまち元帥の家をおそった︒
七醜3 火は前後二回おそったが︑

八346図平家の城に火を放つ︒
八627 私も︑兵隊さんの靴下を火にあぶって︑か
わかしてあげました︒
ばかりのところでした︒

八丈1 ちやうど今︑番人が︑ランプに火をつけた

ために︑手でさはったからです︒

八尺1 それは︑つい今しがた︑番人が火をつける

たき口から中をのぞいて火のかげんを見た︒

九732 源作ちいさんは︑かまのそばにすわって︑

ぐわいたう

ひ

九758火のまはりが悪かったのだ︒

九糎4図心地霧を見る外套をもて灯をかばひ
九加8 まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた
たいこ

り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒
十226 いきなりその稻むらの一つに火を移した︒

十229

十227

かうして︑自分の田のすべての稻むらに火

火の手がぽっとあがった︒

をつけてしまふと︑たいまつを捨てた︒

立ちのぼる赤い火を眺めた︒

弟子たちは︑︿略﹀︑仕事場の掃除をした

り︑墾などをやく火のふいごをふいたりする︒

十ニー85

よこ糸は︑梓によって︑右から左︑左から

十一一684 向かふに火が見える︒
ひ
﹇仔﹈︵名︶2 仔 仔
ひ

ひ

十756

十233稻むらの火は︑天をこがした︒
十233 この火を見て早鐘をつき出した︒
＋2310
すぐ火を消しにかからうとする︒

十816

﹇碑﹈︵名︶εきねんひ

び出して行くなど︑

よこ糸がなくなれば︑新しい仔が代ってと

右へと往復するのであるが︑

十265稻むらの火は︑︿略﹀またもえあがり︑
十267始めてわれにかへった村人は︑この火によ

ひ

干あがる ︽ーリ︾

火あそび

稻村が崎︑にはかに二十蘇町干あがり

﹇干上﹈︵四︶1

﹇火遊﹈︵名︶1

ウミノムカフヘ

フネガクル︑

フネガイク︑

ムカフカラ

ピ

ピイ

ヒバリガアガル

ピイチクピイチク

ピイチク

︵感︶一

ピイチク

日一日と暖くなって來た︒

﹇日一日﹈︵副︶1 日一日

一191圖

びいちくびいちく

六757園子どもの火あそびが︑いちばんいけない︒

ひあそび

て︑平砂はるかに連なり︑

十一242図

ひあが・る

手當りしだいに物を運びて︑かまの火に び ﹇尾﹈﹇▽いちまんび

薄暗いランプの火が︑心細くゆれてみる︒

つて救はれたのだと氣がつくと︑

十318
十4510図

國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ

子規

機はぱっと赤い火を吐きながら︑火だるま

ことごとく投じたり︒

十676

になって自爆した︒
ひ

十枷9図圏

十984図圏島々に灯をともしけり春の海

わが輸送船の一隻が︑敵弾のため火を呈し

の前に火も水もなし

十伽2

九脳6

ひいちにち

イヒョロロ︒

一634圃 ウミノ

ヒョロロ︒

一631國

顔が火のやうになるのを︑私は感じまし びいひょうろ︵感︶3ピイヒョ二二

らふそくには︑火がともった︒

たのであった︒

十㎜2

た︒

十一476

十一601尊墨三方に火をかけ︑一方にて支へ候は
んに︑火を逃れん者は矢を免るべからず︑矢を恐
れん者は火を逃るべからず︒

十一618革質

ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ

ひいろ
﹇緋色﹈︵名︶1 緋色

船もまた爾舷にかみ出す白いしぶきを︑

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

ひいろ

十一一川3

ひいろ

ビールや︑みんな出してあげてください︒

九326囹戸だなの中にあるお米や︑かんづめや︑

十一602図圖火を逃れん者は矢を免るべからず︑
一636圃 日本風ウミノクニ︑ ピイヒョロロ︒
十一603図國矢を恐れん者は火を逃るべからず︒ ビール ︵名︶一 ビール

薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い

たらんには︑職ふともいかで利あらんや︒

十一塀8

虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山から

元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一㎜4

ひうちいし一ひがた

542

七2110

中に火打石がありました︒

ひうちいし ﹇火打石﹈︵名︶2 火打石

れ

七222 手早くあたりの草をなぎ彿ひ︑火打石で火

ひえだのあ

をきって︑その草におつけになりました︒
ひえい
ひえい ﹇比叡﹈︵名︶1 比叡
ひえい
八273圃 皇禮砲二十一獲︑ 御召艦比叡は進む︑
おほのやすま ろ

ひえだのあ れ

ひえだのあれ ﹇稗田阿礼﹈︹人名︺1 稗田阿品

十一梛1 太安萬侶は︑稗田阿禮がそらんじるわ
が國の古傳を︑文字に書き表すことになった︒

︽ーエ︾

ていさつ

控ふ

︽一へ︾

控へる

︽1へ︾

九522

東の空が明かるくなると︑

東も北も一帯に雲がとざして︑︿略﹀立

そのうちに東の地平線が白み︑

日や月が東から出て西へはいるやうに︑

九9010今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に

叢叢製のものを五十肇︑米國製のものを十

東ハ

マル

十二㎜8

もう東の空が白み始める︒

わ
正成・正季︑東より西へ破って通り︑

官軍は︑今や潮のやうに東へ寄せて來る︒

スコールは東の方へ去って行った︒

上し︑東へ轄じて︑

マルイ 十二閥4圏熱帯の海から流れ起る黒潮︑︿略﹀北

十二悩9図圃菜の花や月は東に日は西に

十二麗5

へかけ出で︑あとを突かんと取り巻きけり︒

十二921図上杉の者ども六千齢騎にて︑湊川の東

北より南へ追ひなびけ︑

十二911図

十一一4210 東には今あけぼのの光が美しく輝き︑

月が︑しだいにやみの世界を照らすやう︑

十一麗8 沈んだ調べは︑ちやうど東の空にのぼる

十一㎜7

山等の姿を見ないのが︑まったく残念であった︒

十﹁969

九刎3

九913

皇︑佐吉のものを五十塁すゑつけて︑一年にわた

十807

日かげ

日影

通す日影に︑

星もだいたい東から出て西へはいる

すれすれに當てて︑下からじっと見てゐますと︑

﹇日陰﹈︵名︶4

何十と

いふ

毎朝日が出ると︑この木の西がはは︑
なると︑東がはの

﹇日影﹈︵名︶1

白雲を

日がさ

九914

る嚴しい比較試験が行はれた︒
ひかげ

四75
午後に

何十といふ村々が︑日かげになります︒
四76

日かげになって困ってみた青々は︑

村々が︑日かげになります︒

四133

ひかげ

十一682図闘

﹇日傘﹈︵名︶1

さをおぼゆ︒

ひがさ

東δにしひがし

だれか女の人が︑赤い日がさを振ってみる

ではありませんか︒

七551

﹇東﹈︵名︶25
ォ月サマ︒

二216愛車

が出て來るのであった︒

いふ

十二㎜6 スコールの去った東の海から︑やがて月

東の方のとほい︑とほいところに︑

イオ月サマ︒

三133

日本武尊は︑そののち︑東の國のわる者を ひがしがわ ﹇東側﹈︵名︶2 東がは 東側

四75 午後に なると︑東がはの何十と
平げよといふ勅をお受けになりました︒
するが
尊は︑東へ東へと進んで︑駿河の國にお着 村々が︑日かげになります︒

﹇東支那海﹈︹地名︺2

東支那海

七402 講堂は︑東側の教室の後に立ちます︒
ひがししなかい

尊は︑生き残ったわる者どもを平げて︑な 九27図東支那海

尊は︑東へ東へと進んで︑

麗風は︑太平洋︑南支那海︑東支那海︑

ひがた ﹇干潟﹈︵名︶1

干潟3とおひがた

日本海︑オホーツク海く略Vに號令して︑

十二柵1圏

たいふう

七2210

祭場の東から南へかけた林の傾斜面は︑

島の東の端には︑中之島公園があります︒
九1410

八916

ほも東へお進みになりました︒

七1910

きになりました︒

七1910

七189

西ハタヤケ赤イクモ︑

二205二軍ハタヤケ赤イクモ︑東ハ

ひがし

はや夏の暑

十踊5 夏は夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを
ひえびえ﹇冷冷﹈︵副︶2ひえびえ
選んで︑風の通り道で遊んでみる︒
八239團朝タひえびえとして︑空がほんたうにき
れいに澄むころになりました︒

冷える

十一盟3 木立の問を流れる空士はひえびえと澄み
﹇ 冷 ﹈ ︵ 下 一︶1

きって︑
ひ・える

十392 月は地球と違って︑とっくの昔︑すっかり
冷えてしまった天髄ですから︑
ひをけ
﹇火桶﹈︵名︶1 火桶
ひをけ

彼我

十二69四韻 大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人

ひおけ

﹇彼我﹈︵名︶1

は霜やふむらむ
ひが

﹇ 控 ﹈ ︵ 下 二︶2

十一141 王は︑彼我の職況を御偵察になって︑
ひか・う

十一196図 二日蝕りのかなたに控へたる荒尾の九
郎が甲を通して︑

﹇控﹈︵ 下 一 ︶ 2

十一229図 敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒
ひか・える

十一桝8 前線への出焚を明日に控へながら︑その
前夜︑︿略﹀わざくやって來たのである︒
十一㎝3 ラバウルの町も︑その後にこの山脈を控
へ︑

ひかくしけん ﹇比較試験﹈︵名︶1 比較試験

543
ひがないちにち一ひかり

﹇日一日﹈︵副︶1

日がな一日

十二438 和歌の浦に潮が滞ちて來ると︑干潟がな
くなるので︑

ひがないちにち

︵副︶一

ピカピカ

をはり

びかぴ

んな日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒

十一一171 日がな一日︑露天で働く石工たちは︑み
ぴかぴか

一393圏 ピカピカト オホシサマ︒

の

ひが目

お話します︒

三382圃 かうくうぼかんはでんとうで︑

ぴかぴかぴかぴか ︵副︶1 ぴかぴかぴかぴか

み

﹇僻目﹈︵名︶1

かびかびか︑
ひがめ

光らす

︽ーシ︾

﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぎようりと目を光

﹇ 光 ﹈ ︵ 五︶2

十一1810図國美濃・尾張の勢と見るはひが目か︒
ひから・す
十一一552
らした︒

が銀色の肌を光らしながら飛んで行く︒

十二㎜1 波もすっかり静かになって︑時々飛び魚

地も︑明かるいほどでございます︒

五窩3繋ぎんぎら葉の露︑草の露︑

急に病人のからだから光がさし出て︑あた

わが陸軍のひかりの軍旗︒

月の光が

六781團

ぬれました︒

七3510

太陽のゆたかな熱と光とを吸って︑すくす

りが金色にかがやき渡ったといふことです︒

八186
くと育つた垂湾のバナナは︑

八421月の光にすかして︑あちらこちらさがしま
すと︑松林の中に石のらうがありました︒

表面が︑しだいにはぎ取られて行くと︑始

めて︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき始めます︒

八欄9

いまあらはれて︑

ああ︑はる

にをどつてみる︒

十一865 ﹁さうしかんば﹂のはだが︑梢からもれ

濃霧がもうもうと立ちこめて︑︿略﹀目

る太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒

十一㎜3

濃霧がだんだん薄れて︑太陽が洋上にに

じるしのランプも︑光がぼんやりと見える︒

十﹇川8

清い月の光が流れるやうに入り込んで︑

ぶい光を投げかける︒

ピヤノのひき手の顔を照らした︒

十一柵10

ひさかたの光のどけき春の日にしつ

十一麗4園それでは︑この月の光を題に一曲︒

こころなく花の散るらん

十一榴2図圏

さしのぼる朝日の光に輝いて︑らんまん

あたりには︑まだたそがれのかすかな光

木々の間に無芸のほたるが群がって青白

大佛殿に詩草の

東には今あけぼのの光が美しく輝き︑

椰子の葉越しに︑窓から月の光が美しく

し

光は今もかがやき

朝の光を受けて︑元氣よく腕をのばし︑

や

太陽は︑私たちに絶えず熱と光とを送つ

地上のあらゆる生物は︑この熱︑この光

のおかげで生きてみるのである︒

十一一伽2

てよこす︒

十二㎜1

さし込む夜であった︒

十一一桝5

十一一4210

て︑

十二375図圏

足を學げ︑胸を張る︒

十二81

い光を見せ始めると︑

十一鵬6

がただよってみて︑

十一踊4

十一㎜1白い雲が光を帯びて流れてみる︒

と咲きにほふ山櫻の花は︑

十﹇悩5

く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

九149木の間からもれる初夏の光に︑まばゆくか 十一鵬4 のどかな春の日の光の中に︑あわただし
朝日︑

がやく祭場の東から南へかけた林の傾斜面は︑
九704図圏

光さし來ぬ︒

にじ
朝日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼっとか

けくもこの峯に

九錨8

夕べの光をかすかに残した大空を︑

かることもある︒

十302

ひかり ﹇光﹈︵名︶46 ひかり 光←あおびかり・
あぶらびかり

地球上のやうに︑太陽から來る光や熱を調
光を調節するものがないから︑太陽に照ら
その青白い︑しみじみと親しめる光が︑わ
高角砲の目もくらむやうな光の中で︑︿略V

か
朝の日の光が︑石を噛んで流れる水の上

目のまはりに黒いかげができて︑目の光も
十一816

にぶくなってしまひました︒

寸劇7

かぶとが銃劒を引きずって動いて行く︒

志9ぎらぐと太陽の光を反射さ芸がら︑鐵

甲板に倒れてみる姿が︑はっきり見えた︒

十699

れわれに大きな慰めを與へるからです︒

十424

された部分は︑目が痛いほど光って見えるでせう

十411

節するものがないから︑

十406

四542 花子さんは︑その光を︑二かいの窓の

四541 鏡で日の光を受けると︑
しゃうじにあててみました︒

四545 ねえさんの顔へ光をあてました︒
四掴2 今までは︑うとうと眠って︑弱い光を出し

四651圃 書きぞめの字は ﹁昭和の光﹂︑
てるたお日様が︑目をさまして︑暖い光を送るや
うになります︒

四掴3 暖い光を送るやうになります︒

五122圃光は空から若葉から︑
五517 川が︑︿略﹀︑日の光をあびて︑まぶしいほ
ど光りました︒

五982園 その上︑からだ中から光を出して︑天も

ひかりだす一ひきあげる

544

は︑私たちに十分な熱と光とを送ってくれる︒

十二個6 これほど遠いところにありながら︑太陽
十二捌10 光の強さに至っては︑ほとんど普通のこ
とばでいひあらはすことができない︒

光りだす

︽ーシ・一

星の光までが︑ぽつんとともった船のと
﹇光出﹈︵五︶2

もし火のやうに見える︒

十一一㎜11
ひかりだ・す

九474 太平洋のかなたから押し寄せて借るみどり

ス︾

の波が︑きらくと光りだす︒
︵副︶一

ピカリト

︵下一︶

2

光り始める

十一54圃 あちら︑こちらに川波が光りだした︒
ぴかりと

﹇光始﹈

一51一 ピカリトヒカリマシタ︒
ひかりはじ・める
︽ーメ・ーメル︾

九466 山の頂が︑銀のやうに白く光り始めると︑
どす黒かった海面が︑にぶい光線を反射する︒

光るやうに美しいかぐやひめのことを

るいほどでした︒

四345
聞いて︑

このじゅ氷に朝日がさすと︑きらく

四492星が並んで︑光ってみるやうなのもあ
ります︒

四506

鏡で日の光を受けると︑きらく光り

と光って︑みごとなものです︒

四541
ます︒

五25・お日様が・ぎらぐ光ってゐました︒
大きなふなが︑水ぎはでぴちぴちはねて︑

つて見えるでせうが︑

＋引4出撃の訓示をする司令の目は︑ぎらぐと

南の太陽が︑きらくと光ってみた︒

光ってみる︒

十7110

銀色に光ったたくさんの機械は︑まるで生

き物のやうに動いてみた︒

十766

﹁さうしかんば﹂のはだが︑梢からもれ

光ったわたが︑土塀の片すみにたまる︒

十一866

十二3

からだは油光に光り︑黒い肌には︑田虫

目だけが異様に光ってみる︒
はだ

る太陽の光に映じて︑薄暗い中に銀色に光る︒
十二211

十二槻5

十二宙3圃御感涙の光るのさへ拝せられた︒

と汗もが一面の地圖をゑがいてるる︒

十二価6

きらくと光って笑ったり︑青くすんで︑

川が︑︿略﹀︑まぶしいほど光りました︒

うろこがきらくと光りました︒

五477
五517

ひき

南十字星は手の届きさうなところに光つ

その代り︑一つうらやましいと思ふのは︑

﹇美観﹈︵名︶3 美観

赤道といふ文字は︑︿略﹀落日の美観を

ところが︑その雄大な美観を待ちわびて

﹇引﹈8くにびき・とりひき・ほそびき

みるうちに︑不意に雲の表情が婁って來た︒

十二脳6

いひ表すに︑最もふさはしい文字かも知れない︒

十二川5

月から見た地球の美観です︒

十417

びかん

十二加5 先頭の指揮官機の翼が︑きらく光る︒

てをり︑

十一一川3

ながら︑緑の波の上に光ってみる︒

ギリシャの上官が︑朝の太陽に照らされ

五561

たくさんのレールが光って︑何皇もつづい

じっと考へこんだりします︒

傷心3

富士山が光って見えます︒

た大きな電車が薫る︑汽車が來る︒

六備7

青い波はきらくと光って︑

．十349 まだ明かるい空に︑半月が光り始めた︒

七918

黒々と光ってみた油の表面からは︑

ひかりはそらから ︹課名︺2 光は空から

八995

きれいな青空が︑光るやうに︑地のはてま
あふぎ見るマストの上をゆるやかに流

甚次郎の目は︑︿略﹀涙で光ってみた︒

﹇引上﹈ ︵下一︶ 10 引きあげる ︽i

びき︒にひき

びき・すうひき・にさんびき・にじっぴき・にせん

その白い腹が朝の太陽に光り︑ひれが力強 ひき ﹇匹﹈ 尋いっぴき・ごひき︒ごひきとも・さん
九悩7

ひきあ・げる

五462

ゲ・ーゲル︾息おひきあげる

手には︑血に染まった短刀が光ってみる︒

太陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光

大きな木の上に星が光ってみる︒

にいさんは︑あわてて引きあげました︒

十412

九㎜12

九々4

くびんと左右に張ってみる︒

九487

るる雲は白く光れり

九365図圃

でひろがります︒

八鵬7

ほんたうにきれいだと思ひました︒

せなかのあたりが︑貼々と空色に光るのが︑

五24 三 光は空から⁝⁝⁝十二
光る

八餌4

光ル

五121 三 光は空から
ひか・る ﹇光﹈︵四五︶38 ヒカル
︽ーッ・ーリ・ール・ ⁝ レ ︾

一51一 ピカリトヒカリマシタ︒

一ばんすきでした︒

三766七つやつやとさくら色に光ってみるの

二556 月が光ッテヰマシタ︒
が︑

三鷹2園光ったやねが見えるでせう︒
四209海が光ってゐました︒
四328 ある日︑根もとのたいそう光ってみる
竹を︑一本見つけました︒

四342 光るやうに美しいので︑家の中も明か

545
ひきあわせ一ひきしめる

てなかなかあがりません︒

五469 はっと思って引きあげようとすると︑重く

が︑水ぎはでぴちぴちはねて︑

五475 氣をつけながら引きあげると︑大きなふな

七589 番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切りこ

五伽9囹 引きあげてやらう︒
んで來て︑旗をうばって引きあげた︒

︽ーケ

︵五︶2

ひき終る

︽ーッ・一

ひき終ると︑ベートーベンは︑つと立ち

﹇弾終﹈

引き移った︒
ひきおわ・る

十一川10

ル︾

三人の心は︑驚きと感激でいっぱいにな

あがった︒

十一備3

つて︑︿略﹀ひき終ったのも三つかないくらみ︒

をんどりは︑ちょっとおどろいて︑逃げ

︽ーシ・ース・ーセ︾

て商なふものあり︒

あっち

︽ーマ︾

ぐぐ︑ぐぐっと︑今度は私のうきが︑水の

﹇引込﹈︵五︶1

引きこむ

九661図東國第一の名馬なりとて︑安土に引き來

五467

ひきこ・む

引きしぼる

敷千の兵船も︑引き潮にさそはれて︑

﹇引潮﹈︵名︶1 引き潮

中へ引きこまれました︒
ひきしお

十一244図

﹇引絞﹈︵四五︶4

遠く沖の方にただよへり︒

︽ーッ・ーリ︾

ひきしぼ・る
六川8

︽ーラ︾

りて︑手答へ高くはたと射る︒

十一211図十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼ

がへ︑満月のごとく引きしぼり︑

十一195図三人張りの弓に十三束三伏せの矢をつ

ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

つづいて︑第二の矢を引きしぼりました︒

ださうとしましたが︑急にひきかへして︑鏡の

九田7 ねらひ違はず︑狼介が滞月のごとく引きし
﹁引き返せ︒﹂の命令が出た︒

直ちにまたかま場へ引き返しぬ︒

ま

十443図

す

かくて直義の五十萬騎︑楠木が七百齢
引き滑る

﹇引替﹈︵下一︶2

ひきかへる

それに引きかへ︑文字に書き表したものは︑

︽1へ︾

ひきか・える
かへる

九428

尼子家の御威光は︑昔にひきかへておと

どこへでも傳はり︑いつまでも残りますから︑

九悩3園

ひきがへる

その時︑ひょっこり出て覧たのは︑ひきが

﹇墓蛙﹈︵名︶3

ろへるばかり︑

ひきがえる

五592

へるでありました︒

おお︑ひきがへる︑よいところへ來た︒
ひきがへるは︑目をぱちくりさせながら︑

五594園

﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五599

引き

︽ーッ・ール︾

﹇引締﹈︵下二︶1 引きしむ ︽ームル︾

﹇引締﹈ ︵下一︶ 1

引きしめる ︽一

その氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑

ちよつと張りの抜けた神経を引きしめさせる︒

十二川7

メ︾

ひきし・める

腹帯解いて引きしむる︒

十梱9図佐々木︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑梶原︑

ひきし・む

けると︑心が引きしまる︒

九㎝8 ﹁えい︑やあ︒﹂と︑揃いっぽい掛聲を掛

として︑全身がひきしまった︒

九烈1 水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからつ

りでに︑ひきしまって認るやうに思ひました︒

八256団旅順港口を眺めたりすると︑心持がひと

まる

されど字あまりに高くして︑買ふもの一 ひきしま・る ﹇引締﹈︵五︶3 ひきしまる 引きし

﹇引帰﹈︵四︶1

騎に打ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒

十一一917図

十606園

方へよって來ました︒

四557

返す

七601 城兵はさっと引きあげたが︑二三十人だけ ひきかえ・す ﹇引返﹈︵四五︶4 ひきかへす 引き
はふみとどまった ︒

九607図 宗任︑馬よりおりてきつねを引きあげな
がら︑﹁︿略﹀︒﹂ と 申 せ ば ︑

十707 この歓喜を胸いっぱいにいだきながら︑わ
れわれ爆撃機隊は︑引きあげて行った︒

﹁交代の時間だ︒﹂毒筆たちは︑現場を

十一川2 網を引きあげる片端から︑海面にさざ波
が起る︒

十一一139

引き受ける

︽ーッ︾

人もなく︑空しく引き蹄らんとす︒

九663図
︽ーヰ・ーヰル︾

ひきかえ・る

率みる

引きあげて昇降機に乗る︒

﹇ 率 ﹈ ︵ 上一︶3

ひきあわせ 5おひきあわせ
ひき・いる
ふ べやま

九槻8 すべての軍兵を率みて︑富田城の南三里︑
布部山に敵を迎へ討つた︒

凡愚6 二千五百の尼子勢は︑ほどなく︑元春・隆
景の率みる七萬の大軍にひしひしと取り園まれた︒

十一534図 東郷司令長官は︑六隻の定職艦隊を率

﹇引受 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

みて︑︿略V上村艦隊とともに先頭なる敵の主力
に侮り︑

ひきう・ける
ル︾

き受けるやうにしたので︑
引き移る

八397 かげひなたなく働く上に︑人の仕事まで引
﹇引移 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

十﹇433 あの乳母や臨きも︑紫の君といっしよに ひき・く ﹇引来﹈︵力変︶1 引き來 ︽ーキ︾

ひきうつ・る

ひきしりぞく一ひく
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ケ︾

ひきしりぞ・く

﹇ 引退﹈

︵下二︶

︵下一︶

1

1

引き退く ︽一

引きすゑる ︽一

十一657図圓 いざさらば︑大疑に矢風を負はせ︑
﹇引据﹈

引き退けんと思ふは︑いかに︒

エ︾

ひきす・える

引きずる

︽ーッ︾

七佃8 彌兵衛は︑かた手にノイツの胸ぐらをつか
﹇引摺﹈ ︵ 五 ︶ 1

んで引きすゑ︑
ひきず・る

引き倒す

︽ーサ・

＋％ぎらぐと太陽の光を反射さ芸がら︑鐵
﹇引倒 ﹈ ︵ 四 五 ︶ 2

かぶとが銃劒を引きずって動いて行く︒
ひきたお・す
ーシ︾

ふくまひごゑ

もん

ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒

くまで
八755図 敵は︑船中より熊手をもつて︑義纒のか
じまん

九獅6 すると︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑
引出し

後から鹿介のもとどりをつかんで引き倒した︒
﹇引出﹈︵名︶1

︽ーメ︾

引き出し

六612 机の引出しを︑かたづけてみると︑

ひきだし

始める

ひきだしはじ・める ﹇引出始﹈︵下一︶1

さんの細い糸を引き出し始めました︒
引きたまふ

︽ーフ︾

七佃7 くもは︑︿略﹀︑おしりのところがら︑たく
﹇引給 ﹈ ︵ 四 ︶ 1

引き違ふ

︽一へ︾

︵下一︶

1

引きつける ︽一

七995

﹇引続﹈︵五︶1

ひきつづく

︽ーキ︾

ゑつ

︽ーツレ︾

ひきつづき起る鯨震に︑家は震ひ︑
引きつる

九776 切って來たばかりの木を︑一メートルばか

メ︾

りの長さにそろへて︑嫁しさうにひき始めた︒

ベートーベンはピヤノの前に腰を掛けて︑

すぐにひき始めた︒

十一㎜10

メ︾

大將平素盛は︑十萬騎を引きつれ︑越 ひきはじ・める ﹇弾始﹈︵下一︶2 ひき始める ︽一

たひらのこれもり

﹇引連﹈︵下二︶3

ひきつづ・く

ひきつ・る
ちゆう

八295図

義仲は︑五萬騎を引きつれ︑これも同じ

中の國︑となみ山に陣を取る︒

八296図

だのぶなが

2

引きつれる

引出物

︽一

ひきょう

十一一桝9囹

﹇卑怯千万﹈︵形状︶1

ひけふ半

引きよせる ︽一

一騎討に︑飛び道具とはひけふ千萬︒

﹇引寄﹈ ︵下一︶ 1

竹の先をそっと引きよせながら︑虫か

ごのロへはこびました︒

三736

セ︾

ひきよ・せる

九桝5園

期

ひきょうせんばん

てはならない︒

日本人は︑噺じて卑怯なふるまひをし

ひいてみた曲をまたひき始めた︒
ひけふ
﹇卑怯﹈︵形状︶1 卑怯
ひけふ

大書源義纏︑︿略﹀ひそかに三千鯨騎 十一川7 ベートーベンはかういって︑さつき娘が

みなもとのよしっね

く︑となみ山のふもとに陣を取る︒

︵下︸︶

を引きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越に出づ︒

八327図
﹇引連﹈

日本船は︑︿略﹀オランダ船一さうを引き

ひきつ・れる
レ︾

早引5
お

つれて︑堂々と壷湾の港を出航しました︒

そこへ︑織田信長が三萬五千の大軍を引き
ひき手

清い月の光が流れるやうに入り込んで︑

﹇弾手﹈︵名︶1

つれて︑攻めて來るといふ知らせがあった︒

十術8
ひきて

十一棚1

﹇引出物﹈︵名︶1

ピヤノのひき手の顔を照らした︒
ひきでもの

ひ・く

﹇引﹈︵四五︶48 ヒク ひく 引く ︽ーイ・

明日のお客の引出物に︑末廣がりを出 ひきわたし ←おひきわたし

タカラモノヲツンダクルマヲ︑犬ガヒ

一863

︽ーメ︾

ーカ・ーキ・ーク・ーケ︾5おひく
引止める

﹇引留﹈︵下一︶1

一865 キジガツナヲヒキマス︒

キマス︒

おちいさんは︑なんとかしてかぐやひあ

さうと思ふ︒

十二781囹

四376

ひきと・める

を引止めたいと思ひました︒

﹇引伸﹈︵五︶2

き取られることになった︒
ひきのば・す

﹇挽始﹈︵下一︶1

︽ーシ︾

ひき始める

︽1

眞綿を薄く引き延したやうな白い雲の出

眞綿を引き延したやうな雲が︑

ひきはじ・める

るのを︑巻雲といひます︒

十一707

七研10

引き延す

はての

松原に︑

太平洋の

牛の引いてみる車をおひこしました︒

兵たいさんは︑車を引きながら︑ときどき︑

﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

四鵬8

四195

波が立つ︒

四46圃 すそ引く

るやうにして︑はいでんの前へ出ました︒

十一432紫の君は︑いとこの源氏の君のうちへ引 三679 おかあさんに手を引かれながら︑おされ

十一636図圏 まさしく父に向かって弓引きたまふ ひきと・る ﹇引取﹈︵五︶1 引き取る ︽ーラ︾

ひきたま・う

﹇引違 ﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

は︑いかに︒
ひきちが・う

﹇ 引 付﹈

十一219図 大力の僧︑衣の袖を結んで引き違へ︑
ひきつ・ける

十珊2 ほのぼのとした影が揺れながら動くのは︑

ケ︾

子ども心を引きつけて止まない︒
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ひくい
ひく

四鵬5 車を引いてみる兵たいさんが︑けい禮をし
ます︒

四柳3 そこで遊んでみる支那の子どもたちが︑車
を引いてみる兵たいさんを見ると︑

四柵6 日本の兵たいさんは︑にこにこして車を引
いて行きます︒

五539 車にかつををたくさんつんで︑みせいよく
引いて行くのに出あひました︒

五伽7 その時︑何かが糸を引く︒
五伽8園 おや︑引く︑引く︒
五伽8園 おや︑引く︑引く︒

五伽8囹ぐいぐい︑引くそ︒
六156團 牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白
のたづなを引いて通るのは︑

六698 家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを引
いて︑勢よくかけて行きました︒

六991 若い人たちが︑︿略﹀的をめがけて弓を引
いてるるところへ︑道眞もやって來ました︒

七67 海岸は︑一面に潮が引いてみて︑
のあとには︑

七367 黒い牛が︑ゆっくりと引いて行くからすき

行ったり來たりします︒

七372 今度は︑牛がまぐはを引いて︑泥水の中を︑

七鵬1 見ると︑くもは︑雨どひのところがら︑糸
を引いておりて來たのです︒

八339当今は先へも進まれず︑後へひかんやうも
なし︒

八492 穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと︑
いつのまにか︑りっぱな設計圖ができる︒

八493線を引きながらも︑私の心に浮かぶものは︑
けんいん

︿略﹀翼白なグライ ダ ー で あ っ た ︒

八967 馬や牽引車で引いて行く野砲や︑

九278

少女が︑︿略V﹁萬歳︒萬歳︒﹂といってゐ

その音が︑︿略﹀裏の山々にこだましなが

るのが︑兵隊さんたちの目を引きました︒

九464

これは東國第一の名馬とて︑商人の引

ら︑長く尾を引いて消えて行く︒

九695図國

そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積

きてまみりしを︑一豊が求め得たるものに候︒

九769

さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を

んで︑源作ちいさんが引いておりて來る︒

九901

その向かふに︑眞一文字に白い線を引いた

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒

九棚5
九別12

設計圖を引いては︑組み立てた︒

潮がさっと引いて行くやうである︒

やうな砂濱が︑目にしみるやうに罵った︒
十774

十㎜1図國水の引くをば待つべきか︒

十鵬7図打ちあがらんとするところに︑後よりむ
つと引くものあり︒

十一641図

敵これを見て︑防ぎかねて引くとや思

爲朝︑︿略﹀門の内へ引く︒

ひけん︑

十一642図

いや︑十月のうち︑一旦ばかりも早い

てくださらぬかといふのでござる︒

十二829囹

ろにて討死せんと約束したりける者ども

十二㎜7図今度の合職に一足も引かず︑一つとこ

のこぎりをひき︑かんなを掛けた︒

ちいさんは一心に木をひいてみる︒

︽ーイ・ーキ︾

十二搬8 關東方の使者は︑櫛の歯を引くやうに京

都へ向かったが︑

九779

ひ・く ﹇挽﹈︵五︶2 ひく

九川2

しかも︑その手は︑ピヤノでもひくやうに︑

ひ・く﹇弾﹈︵五︶6ひく︽ーイ・ーカ・ーク︾

絶えず動いてゐます︒

八佃6

十一柳5園さうして一曲ひいてやらう︒

妙を加へ神に入って︑何をひいてみるか︑

十一鵬10園まあ︑一曲ひかせていただきませう︒

ベートーベンは︑ひく手をやめた︒

かれ自身にもわからないやうである︒

十一柵3
のだ︒

十三2受水さへ引けば︑すぐここへもどって論る

十一梱9

ひいてみた曲をまたひき始めた︒

十一川6 ベートーベンはかういって︑さつき娘が

笛の音は︑高く低く︑波を越えてひびいた︒

くなります︒

たいわん

九891 反封に南の沖縄や壷湾でしたら︑ずっと低

おきなは

な星が一つ見えるのが︑それです︒

九887 眞中邊より少し低いところに︑かなり大き

の喜びれは扇のやうにひろがります︒

あふぎ

八備2 高いところがら低いところへおりる時︑そ

七476

ノデ︑ハコノ上二立チマシタ︒

二788国私ハ︑セイガヒククテカホが出ナイ

﹁この杖をかうして持ってるると︑永 ひく・い ﹇低﹈︵形︶1一 ヒクイ低い ︽ーイ・ーク︾

荷車を引きながら︑ゆっくり歩いて來る︒

﹁ビューン︒﹂とあとを引くやうな響きが

十備5
する︒

十筋7

十一82園

久に手を引かれてみるやうです︒﹂

進まんとするもかなはず︑引かんとす
﹁はい︒﹂と答へて次の間から出て來た

るもかなはずして︑心ならずも支へたり︒

十一185図
十一463

犬きが︑その車を引いた︒

十一632図国書︑兄に向かひて弓を引くことある
べからず︒

らずとは︑道理なり︒

十一635図國兄に向かって弓引かんことあるべか

びくとも一ひこうき
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十388 かうした火山は︑︿略﹀︑低いのでも三百
メートル︑高いのになると八千メートル

十一742 むら雲・おぼろ雲は︑巻雲や︑薄雲・い
わし雲などより低 く ︑

十一757 層雲といって︑雲の中でもいちばん低い
雲です︒

十一894 いつのまにか大木が少くなって︑せいの
低い細い木が目につくやうになった︒

﹇籔﹈︵名︶3

ひご

十一鵬9園私には︑もうとてもひけません︒
ひご

次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げな

ければならないが︑これはなかなかむつかしい︒

八502

ハヤイナ︒

ヒカウキ︑

ひかうきの

とです︒

飛行機の爆音︑

たちま

八108 汽車や飛行機で︑何回にも送ったといふこ

大空の一角に︑

ち敷百機が︑ 空をおほうて分列式︑分列式︒

八283圃

飛行機を撃ち落す高射砲︑

しあげを終ると︑高射砲は︑︿略﹀今にも

飛行機が見えたら︑私たちの全神纒が︑

飛行機の整備といっても︑いろくな仕

ものです︒

九皿1園 飛行機にとって︑整備兵は母親のやうな

入れをしますか︒

九相2園 飛行機がもどって來た時には︑どんな手

備をしておくことなのです︒

九梱2園 飛行機がいつでも飛び出せるやうに︑準

事がありますが︑

九柵1園

とについてよく知りたいと思ってみたのです︒

九㎜1囹 それにつけても︑飛行機の整備といふこ

來ていただきました︒

九佃4囹 飛行機の整備をしてゐられるをぢさんに

いなづまのやうに動きます︒

占冠7圃

飛行機を撃ち落しさうなかっかうになります︒

八面7

八966

八504それで︑紙でひごを︑︑こしぐとしごきな 八594 飛行機が︿略﹀飛んで來ました︒
曲げ過ぎて︑ひごを折ってしまった者もゐ

がら︑熱くして曲げる︒

八506
たやうだ︒

ひかうき

その下の飛行甲板がはっきり見えて︑

﹇飛行甲板﹈︵名︶1

ひこう・ようじょうひこう
十二肪1

ひこうかんぱん

ヒカウキ

ヒカウキ︑

ソラニ

ヒカウキ︑

アヲイ

一272圏

ヒカウキ︑

﹇飛行機﹈︵名︶42

ヒカウキ︑

一275國

にこにこしながら︑軍かんや

ろをさすってやったりするのです︒

たくさんのひかうきが︑廣いかんばんか 九麗2園 飛行機の熱を計ったり︑︿略﹀︑痛いとこ
ら勇ましくとんで行くさうです︒

四182

おもしろい話を︑︿略﹀してくれました︒

四179

ひかうきをいくつもいくつもとばします︒

かうくうぼかんは︑謡いかんぱんから︑

ギンノツバサ︒

一271囲

飛行機

ひこうき

飛行甲板

十一896 眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低い ひこう n▽しょうかいひこう・ようじょうしようかい
緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに言いて見えた︒
下の低空を飛んでみる︒

十一一㎜9 雲が低いので︑今︑機は五百メートル以
びくとも ︵副︶1 びくとも

三216 牛わか丸はびくともしません︒

ひげ

三363園

五461 びく︑びく︑びくilにいさんのうきが動

ぴくぴくびく ︵副︶1 びく︑びく︑びく
きました︒

﹇髭﹈︵名︶4

をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒

ひぐれどき ﹇日暮時﹈︵名︶1 日暮れ時
ぶたい
十畑11 日暮れ時の胡同の廣場などに︑影給の舞茸
ひげ

九194團ぼうぼうとひげが延びてみる︒
げの中からおとうさんの顔が現れて來る︒

九199團 かみそりの音が氣持よく響くたびに︑ひ

ひける

︽ーケ︾

せきゆは飛行機を飛ばしたり︑自動車や船

今︑飛び出さうとする飛行機に︑乗客が
乗ってしまふと︑

窮鼠1

やがて着陸しました︒

六襯8今度は︑遠い空から飛行機がやって來て︑

を走らせたりするのに︑なくてはならない

六405

が︑やはり︑いちばんだいじな武器は魚雷だ︒

飛行機はただの機械だとは思はれません︒

九掴3園絶えず飛行機の身の上を案じてゐます︒

けめぐってゐます︒

九掴1園 自分の魂は︑飛行機といっしよに空をか

九佃8園

頭上を堂々と出嚢して行く時です︒

九欄3圏時間通りに飛行機の整備ができて︑︿略﹀

氣が氣ではありません︒

九213国 ひげをそったあとのさっぱりした適応で︑ 六338国費には︑飛行機を持ってみるものもある 九麗5園 飛行機のもどって与る時刻がおそいと︑
持物をせいとんしてみると︑

ひげそり

十一875 大木から長くひげのやうにぶらさがる
﹇髭剃﹈︵名︶1

﹁さるをがせ﹂な ど を ︑

ひげそり

九198国 おとうさんたちは︑︿略﹀はしゃぎなが
﹇ 弾 ﹈ ︵ 下一︶1

ら︑ひげそりにむちゅうになってみる︒
ひ・ける
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ひこうきち一ひざまずく

九M9囹 飛行機にお酒を供へたり︑しっかり頼む
ぞと願ったり︑

九柵9園 飛行機がたくさん並んで蹄って來る時︑
りますか︒

九柵10囹 あれは自分の飛行機だといふことがわか

九佃8國 自分の飛行機を早く知りたいために︑尾
翼にちよつと色をぬっておくとか︑
つけてありますか︒

九柵3囹 をぢさんの飛行機には︑どんなしるしが
九伽4囹 今︑お話をうかがって︑飛行機の整備の

行場←たちかわひこうじょう・とうきょうひこう
四184園

軍かんと

ひさかた

九226團

ひさ子の世話をよくしてくれたりするこ

とを︑おかあさんからの手紙で知って︑

爲朝︑久しく翌翌に居住仕り︑

﹇久﹈︵形︶1 久し

たたり落ち︑
ひさ・し

﹇日差﹈︵名︶5 日ざし

十一593図圖

日ざしもさすがに強くなった︒

﹇二種﹈︵名︶5

久しぶり

二人とも︑ほんたうに久しぶりのお休みで︑

久しぶりでおあひして︑︿略﹀すまふを

久しぶりで︑内地のにほひをかいだ︒

久しぶりに古い空を見︑︿略﹀︑滞洲ひばり

﹇脆﹈︵五︶3 ひざまつく ︽ーイ・一

六237 かをりの高いたちばなを︑みささぎの前に

て︑海の神檬﹁このつりばりでございますか︒﹂

五襯9 海の神檬は︑ほをりの命の前にひざまつい

キ︾

ひざまず・く

九196国今日は久しぶりの休養だ︒

は︑さもうれしさうにさへづります︒

八燭6

六866国論

見たりしたいと思ひます︒

六167国

村のはつれまでさんぽに來たところです︒

五157

ひさしぶり

﹇久﹈︵形︶ひおひさしい

十二㎜4

そそぐ︒

十二価7 やはらかな日ざしが︑窓いっぱいに降り

し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒

十544 初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を照ら

春の日ざしとなりぬ

九376図圏白々とあんずの花の咲き出でて今年も

て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きます︒

七385 そろそろ︑汗ばむくらみ暑い日ざしを受け

ひざし

︽ーシク︾

十一94御軍帽のひさしからは︑雨のしっくがし

いっても︑加賀などは︑動く ひさし ﹇庇﹈︵名︶1 ひさし

じょう・ミンガラドンひこうじょう

飛行中

飛行場のあることも︑大阪のほこりの一つ

ひかうちゃうのやうなものですよ︒
八956
になってゐます︒

﹇飛行中﹈︵名︶2

飛行中に起つた故障は︑みんなこの人た

をりから南へ飛行中だつた燕は︑

ひこうちゅう

九柵6園

八101

むふくまひこえもん

ちの手によってなほさなければなりません︒

ひこえもん

←むらかみひこしろうよしてる

大切なことはよくわかりましたが︑

ひこしろう

日ごろ

ひごろ

今日こそ︑日ごろきたへた力を︑ためす
日ごろ私たちは︑︿略﹀めざましい働き

十一202図書

ほどはなかりけり︒

﹇膝﹈︵名︶2

ひざから腰︑腰から腹へと︑海は一足ごと
ピサ

イタリヤのピサの町に︑夕もやがこめて︑

︹地名︺一

﹇久方﹈︵名︶1

ひさかたの光のどけき春の日にしつ

あと押し頼むぞ︒

ひさ子
ひさ子も︑

︹人名︺2
五765圃

ひさこ

こころなく花の散るらん

十一㎜2思置

ひさかた

日が静かに落ちて行くころでした︒

八梱6

ピサ

に深くなって行く︒

九953

さへて︑矢を抜き取りけり︒

九638図解次︑ことばなく︑ひざをかがめ顔を押

ひざ

ひざ

足助殿の御弓勢︑日ごろ承り候ひし ひさしい

を聞いて︑たいへん感激してみるのですが︑

九番8囹

ことができる︒

五893囹

﹇日頃﹈︵名︶3

九伽9園 飛行機の整備なくしては︑空中戦も敵地

九伽5囹 飛行機に乗って敵地を爆撃したり︑
爆撃もありませんよ︒

十535園 いつ︑米英の飛行機が飛んで來るかも知
れないのに︑こんなことでどうするか︒
﹁先生﹂﹁遠足﹂﹁飛行機﹂﹁高射砲﹂など

は︑音ばかりで讃む例で︑

十備10

十伽9 爆弾をかかへた敵の飛行機は︑輸送船團の
頭上から襲ひかかった︒

頂には敵の砲兵観測所があるが︑︿略﹀︑

十一138 第一線から飛行機でお挙りになった王は︑
十一槻2

飛行機からの偵察でもはっきりわからない︒

十二梱3 一時間四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗
つて行くとしても︑ざっと四十三年かかる

飛

ひこうきち ﹇飛行基地﹈︵名︶1 飛行基地
し き
十584 飛行基地の兵舎では︑各攻撃隊の指揮官た
ちが︑しきりに皆労をねってみる︒

九38 十八 飛行機の整備⁝⁝⁝百八

ひこうきのせいび ︹課名︺2 飛行機の整備

九佃3 十八 飛行機の整備
ひこうじょう ﹇飛行場﹈︵名︶2 ひかうちゃう

ひしと一ひたす
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供へて︑田道間守は︑ひざまづきました︒

十268 始めてわれにかへった村人は︑︿略﹀だま
﹇緯﹈︵副︶1

ひしと

つて︑五兵衛の前にひざまついてしまった︒
ひしと

ひしひし

からだをひしとだきしめた︒

十二718 その時早く︑母親は︑血だらけの聞多の
﹇緯緯﹈︵副︶3

九悩7 尼子勢は︑ほどなく︑元春・接写の率みる

ひしひし

七萬の大軍にひしひしと取り團まれた︒
十7710 貧しさは︑ひしひしと身にせまって來る︒
﹇菱餅﹈︵名︶1

ひし餅

十㎜10図 五百蝕騎ひしひしとくつわを並ぶ︒
ひしもち

十384

十252

噴火口は︑非常に大きなものだといふこと

非常な速さで押し寄せて來た︒

さがし出すのは︑非常に困難であり︑

が考へられます︒

十η2

禮儀を重んじ︑ことばつかひをていねい

にすることが︑非常に大切なことになってみる︒

十一253

紫式部は︑子どもの時から非常にりこう

どたう

太陽が月より非常に遠いところにあるか

十一351
でした︒

十二個1
らである︒

非常な勢で船首に砕け散る怒涛の中に

は︑︿略﹀勇ましい調べがあります︒

十二㎜2園

石のらうをたつねました︒

十二943図正行︑︿略﹀父の首を見て︑悲しみに

當時︑欧米の丈長は︑ひそかにわが國を

おうべい

たへず︑ひそかに持佛堂の方へ行きけり︒

十二価4

﹇潜﹈︵五︶2

ひそむ ︽ーミ・ーン︾

うかがってみたのである︒
ひそ・む

るには︑長い間の︿略﹀努力がひそんでみる︒

十ニー88 石が︑︿略﹀思ひ通りに割れる腕前にな

書間は︑︿略﹀聲をひそめてゐますが︑

﹇潜﹈︵下一︶1 ひそめる ︽ーメ︾

最高文化の源泉が高鳴ってみるのだ︒

十一一㈱2圏 そこに世界の原動力が力強くひそみ︑

七392

しま

まゆ
義光は︑ふしんの眉をひそめた︒

九706図鶴薄きみどり︑こきみどり︑

だ縞なして︑ 見る匿うるはし︒

﹇額﹈︵名︶5

十一842

ひた・す

ひたし

ひ

だ

ヒタヒ

れんげ

びやうぶ

額

わしは

飛騨山脈が︑蓮華・鷲羽・水晶・五郎と︑

﹇浸﹈︵五︶6 ひたす

nvみずびたし

︽iシ・ース・ーセ︾

やかにそそり立ち︑うねり績く雄大荘嚴な姿︒

大波のやうに︑屏風のやうに︑紫紺のはだあざ

十一937

ひださんみゃく

額も︑せなかも︑汗ばんで來た︒
ひ だ
﹇飛騨山脈﹈︹地名︺1 飛騨山脈

十悩5図太刀を抜いて額に當て︑

十鵬4図敵の放つ矢に︑畠山︑馬の額を射られ︑

りなんかするのと似てゐますね︒

九相9園 母が額に手を曾てて︑熱のかげんをみた

二42一 ヒタヒニサハッテミマシタ︒

ひたい

度も︑重量感も︑みな美しく見えて來るのだ︒

十ニー09 さう思ふと︑鑛石の光澤も︑ひだも︑硬

山々のひ

﹇蟹﹈︵下一︶1 ひそめる ︽ーメ︾

ひそ・める

七632
みんな︑汗でびしょぬれである︒

ビスマルク諸島

腕だよ︒

ピストン
ピストン︑

︵名︶一

︹課名︺2

ビスマルク諸島

ビスマルク諸島
ビスマルク諸島

ニ
ニ

肥前

︹地名︺一

ビスマルク諸島
﹇肥前﹈︹地名︺1
有田に出でし陶工なり︒

ありた

﹇密﹈︵形状︶5

夜に入りて︑義仲︑ひそかにみかたの兵

ひそか

十476年前柿右衛門は︑今より三百鯨年前︑肥前の

ひぜん

十一川図

ビスマルクしょとう

十一㎜5

十一311

ビスマルクしょとう

七491圃

ピストン

十二餌7

ナイテヰマス︒

一一93

ひそ・める

︽ーゲ︾

ひそか

八301図

大將源義纒︑︿略﹀︑ひそかに三千鯨

みなもとのよしっね

を敵の後にまはらせ︑

八327図

萬壽は︑その夜ひそかに︑うばをつれて︑

騎を引きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越に出づ︒
八416

﹇襲﹈︵名︶2 ひだ

テルテルバウズハ︑ビショヌレニナッテ︑

も供へませう︒

非常

ひだ

四 3團あられ︑ひし餅︑桃の花︑ なたねの花 びしょぬれ ﹇濡﹈︵名︶2 ビショヌレ びしょぬれ

かけ

ひしゃく ﹇柄杓﹈︵名︶3 ひしゃく ひしゃく

三64圏小さなひしゃくでお急くんで︑
てあげましょ︑おしゃかさま︒

九893 ひしゃくのやうな形に連なった美しい七つ
の星を︑さがすことにしませう︒

やくを立てたやうなかつかうになってゐます︒

九897 七月の中ごろですと︑︿略﹀ちやうどひし
ひしゃくがた ﹇柄杓形﹈︵名︶1 ひしゃく形

九934 北斗七星とどうやら似た小さなひしゃく形
ひしゃげる

に連なるのを︑大熊座に封して小熊座といひ︑
﹇拉﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

三889 タイヤが︑ひしゃげてゐました︒

ひしゃ・げる

ぴしゃりと ︵副︶1 ぴしゃりと

四982 おかあさんが雨戸をぴしゃりとおしめ
になりました︒
びじゅつかん ﹇美術館︺︵名︶1 美術館
﹇非常﹈︵形状︶7

八946 天王寺公園には︑美術館や動物園があり︑
ひじょう
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ひたすら一ひだりぜんぽう

十二備5圃

十二4310

﹁かい︑ひたせ︒﹂と號令を掛けると︑

五904 かいをいっせいに水にひたします︒

五901園

めたいと思ふほどの美しさです︒

ひたひたと寄せる潮の静かな音︑

あし間の舟

太平洋の波は︑ひたひたと打ち寄せる︒

日だまり

ひたひたひたと︑川の波︑

﹇日溜﹈︵名︶1

冬は冬で︑風繋りの少ない胡同の廣場に︑

子どもたちがたむろして︑日だまりを樂しみ︑

十踊5

ひだまり

に寄って來る︒

八708團

六389囹 南洋の海は︑︿略V着物でもひたしてそひたひたひた ︵副︶1 ひたひたひた

ひたすら

顔を水にひたして︑︿略﹀泳いだ︒

﹁時々 頭 を 水 に ひ た せ ︒ ﹂

九952 顔を洗ひ頭を水でひたす︒
九973園

九9910
﹇只管﹈︵副︶5

りと止った︒

九769右へ曲り︑左へ折れて︑かまの近くでぴた

す︒

九章7園左には︑金州城が手に取るやうに見えま

二番機・三番機が︑二会の針路をねらって︑

ウェールズは右へ︑レパルスは左へ︒

らレパルスへ襲ひかかる︒

十658 一隊は右からウェールズへ他の一隊は左か
十672

右を切ると左へとびのき︑

右へと往復するのであるが︑

十756 よこ糸は︑仔によって︑右から左︑左から

十713船髄は︑ぐっと左へ傾いてみる︒

それぞれ右から左から魚雷を登射した︒

十674

三227

めいめい左へよって︑すれすれに通り

左を切ると右へとびのきます︒

九167

奉仕員は︑︿略﹀︑左右左と三たび︑御神木
の根もとへ向かってをのを打ち．込む︒

左右左と三たび︑御神木の根もとへ向かつ
てをのを打ち込む︒

九167

十備8図

安藝の太郎を︑左のわきにさしはさみ︑

十757 右から左︑左から右へと往復する

かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ

ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑

十一673図

込んでみる︒

左に高き大

十一956 左は︑急な斜面が神秘な谷底へ深く落ち

いちやう︑ 問はばや遠き世々の跡︒

十二756図圏登るや石のきざはしの

くスコールの足が︑はっきり見える︒

十一一㎜9 その鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行

かなければならないだけに︑

十一一躍3 右へ左へ廻りながら軍機で豫定線上を行

ひだりがわ ﹇左側﹈︵名︶1 左がは

い︒

三887園あの︑左がはの後の車をごらんなさ

ひだりこうほう ﹇左後方﹈︵名︶1 左後方

なるほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぽ

左前方

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒

十二加2 十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の

十二脚5

鉢巻をした若者が︑大きな魚を︿略﹀威勢 ひだりぜんぽう ﹇左前方﹈︵名︶1
よく右へ左へ運んで行く︒

九492

ひ

四222

にはとりは︑おどろいて右と左へ逃げ

ゆれるたも
左の手で︑頭のあたりをつかむと︑

ひらくと︑
六115

一弾は︑鳩の左の足をうばひ︑一三は︑そ

左の手に︑めがねの玉を持って︑

美しい︒

八668

左から右へ︑右から左へ︑行ったり來たり
するのに︑

八鵬3

の腹部をつらぬいた︒

六621

とが

四榴4圃右に︑左に

たこは左の方へかたむきます︒

四913團糸を出して︑かげんを見てゐますと︑

ました︒

四254

ました︒

三227

九155 身も心も清めに清めて︑ひたすら今日を待 ひだり ﹇左﹈︵名︶28 左

ひたすら
つてみた奉仕員たちは︑

十一143 第一線の將兵たちは︑︿略﹀︑ひたすら光
榮に感激して︑勇氣百倍したのであった︒
い顔回をひたすらに案じ︑

十二275 わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若
十一而4 一言半句︑不平もぐちもこぼさず︑ひた
すら任務を遂行する姿には︑
すらに謹愼の意を表した︒
﹇直垂﹈︵名︶4

ひたたれ

十二鵬6 身は寛永寺の一院に閉ちこもって︑ひた
ひたたれ

十欄3図 首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ
ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒

し

れに︑唐綾をどしの甲着て︑

からあや

十柵5図 能登守教纏は︑︿略﹀︑赤地の錦のひたた
し

十一584図 紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑
みなも と の

同じく獅子の金物打つたる甲を着︑

ひた走り

大壷源義朝は︑赤地錦のひたたれ 八鵬3 左から右へ︑右から左へ︑

﹇直走﹈︵名︶1

に︑黒糸をどしの甲着て︑

十一622図
ひたばしり

五葉3 利根は︑ひた走りに走りました︒
ひたひた ︵副︶3 ひたひた
七388 ここの田も︑あそこの田も︑︿略﹀︑もうひ
たひたと︑水がたたへられてるます︒

ひだりて一びっくりなさる

552

つつりと黒い船らしいものが見える︒
ひだりて ﹇左手﹈︵名︶4 左手

五516 汽車が鐵橋を渡ると︑今まで左手を流れて
みた川が︑右手を流れて︑

ると︑

﹇悲痛﹈︵形状︶1

悲痛

な︑六七十センチもある鯛が︑
ひつう

まさに︑後軍者を失った者の悲痛な叫び

でなくて何であらう︒

十二259

六野8
す︒

たちばな

か
引つ駈く

引つ駈く

サルト犬ハ︑ヒッカイタリカミッイタリ
﹇引駆﹈︵下二︶2
びやうどう
か

ここに平等院のうしとら︑橘の小島が

﹇引切無﹈︵副︶1

﹇引繰返﹈︵五︶2

ひっくりかへ

電車や︑自動車が︑ひっきりなしに通りま

ひつくりかえ・る

︽ーッ・ール︾

その時︑空と水がひっくり返って︑からだ

ひっくり返る

十㎜11

このままにしておけば︑列車は︑ひっくり

はもう水の中へもぐってゐました︒

七935

る

ひっきりなし

十棚3図引つ駈け引つ駈け出で來たり︒

崎より︑武者二騎︑引つ駈け引つ駈け出で以たり︒
か

さき

十川2図

︽ーケ︾

ひつか・く

シマシタ︒

一827

九466 左手の山の頂が︑銀のやうに白く光り始め ひっか・く ﹇引掻﹈︵五︶一 ヒッカク ︽ーイ︾

母が︑左手をあげた︒

十㎜9 左手で︑盆をくるくまはしながら︑
十一一鵬4

ぴたりと ︵副︶4 ぴたりと
九7610 かまの近くでぴたりと止った︒
九㎜7 さうして︑時間表通り二十一時三十分差︑
ハルビン騨にぴたりと停車した︒

︽！ッ・ーリ・ール︾

ひっきりなし

十716 駆逐艦が寄りそふやうに︑傾いたウェール ひつぎ δおんひつぎ
ズにぴたりと横着けになった︒

ひたる

十二蹴10 風はぴたりと死んだやうに止んで︑
﹇ 浸 ﹈ ︵ 五 ︶3

十㎜4 張は︑しみじみと幸福にひたった︒

ひた・る

十泌1 子どもたちは︑この中で自然の美しさにひ
たり︑︿略﹀︑おほ ら か に の び て 行 く ︒

十二419 海を進むなら︑水にひたるかばねともな
れ︑

かへるばかりだ︒

横十一メートルといふすばらしく大きな石
それでこそ︑世界の人々をびっくりさ
バナナに至っては︑その種類の多いこと
だけでもびっくりさせられる︒

十︻脳2

せるやうな大東亜諌事を︑職ひぬくことができる

十一佃8団

には︑だれでもびっくりさせられます︒

八932

る︽ーセ・ーセル︾

十676 機はぱっと赤い火を吐きながら︑火だるま びっくりさ・せる ﹇吃驚﹈︵下一︶3 びっくりさせ

ひだるま ﹇火達磨﹈︵名︶2 火だるま
になって自爆した︒

十691 襲ひかかるわが一機が︑火だるまになる︒
びだん ﹇美談﹈︵名︶1 美談

十㎜8 言路少年隊には︑次のやうな美談がある︒
ぴちぴち ︵副︶3 ぴちぴち

うろこがきらくと光りました︒

五476 大きなふなが︑水ぎはでぴちぴちはねて︑

九495 ついさっきまでぴちぴちとはねてみたやう びっくりするびっくりする︽ーシ・ースル︾

七136 べらが︑たもの中でぴちぴちとはねました︒びっくり・する ﹇吃驚﹈︵サ変︶17 ビックリスル

二688

ネズミノ

オトウサンバ︑

ビックリシテ︑

ネズミノ オトウサンバ︑ ビックリシテ︑

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

子爵は︑びっくりしてうちへかへりまし

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒

二71一

た︒

三281

の中ではねました︒

三737 きりぎりすは︑びっくりしたやうに︑かご

兵たいさんに

このことばを聞いて︑おちいさんもお

みんなはびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

三746国︺海はあまり廣いので︑びっくりしまし
た︒

四85

ますと︑

四371

りっぱな

ばあさんもびっくりしました︒

四765 見ちがへるほど

せみは︑びっくりしたやうに︑﹁ジジ︒﹂と

なってみたので︑私はびっくりしました︒
五797

和尚さんは︑︿略﹀さびしかったらうと

私はびっくりしました︒

聲をたてて︑とんで行った︒

六717

このやうすを見て︑そばにるたオランダ人

私は︑びっくりしました︒

思って︑急いで行って見ると︑びっくりしました︒

六畜3

七柵6

七醜8

長さが一メートルもある﹁うみがめ﹂が泳

たちが︑びっくりしました︒

いけ花ほど︑いける人の氣持のよく現

のろはびっくりして︑急いで逃げ出した︒

いでるるのには︑ちよつとびっくりしました︒

八柵4
九㎜5

れるものはないと︑自分ながらびっくりすること

十一冊1国

があります︒

﹇吃驚﹈︵五︶1

びっくりなさる

十一一527園 びっくりしちやいけませんよ︒

びっくりなさ・る

553
ひっこめる一ひでよし

︽ーッ︾

八慨5 おかあさんがく略﹀︑みんなのみるのをご
﹇引込﹈

︵下一︶

1

必死

一中隊ばかり︒

九盟1

もとのひっそりとした大草原にたちもどり︑
ひったくる

︽ール︾

そばにるた戦友が︑おまへの手紙をひつ

﹇引﹈︵五︶1

オボだけが大地にぽつんと残されるのである︒

九218国

ひったく・る

たくるやうにして讃み始めた︒

ぴったり

足がぴったり板について︑離れないやうな

︵副︶2

漁船のかたはらに︑小舟がぴったり寄りそ
びつちゆう

みまさか

いなば

毛利方の領地︑備中・備後・美作・因幡・
﹇備中国﹈︹地名︺1

びつちゆう

ひっつかむ

備中の國
︽ーン︾

ここは備中の國甲部川の渡しである︒
﹇引掴﹈︵五︶1

半旗をうばひ取るが早いか︑かの大男をひ
﹇引張出﹈

︵五︶

1

引つぼり出す

﹁あまり旅順の守りが堅いので︑あんな

﹇引張﹈︵五︶10ヒッパル引っぱる

六666

ぼくは︑おかあさんを引っぱるやうにして︑

ぼくが︑山をのぼりかけると︑爾足をしつ

つれて來た︒

かりとっかまへて︑引っぱる者がある︒

六948

六相2 かういひながら︑和尚さんは︑雪舟を引っ

船が港を出る時は︑途中まで︑あの小さな

ばって︑本堂へ行きました︒

七544

ちやうど︑子犬が︑象でも引つばつて行く

汽船に︑引っぱられて行くのです︒
ざう

七547

やうですね︒

りしてゐましたが︑

七餌6 しきりにこの糸を︑引つばったり動かした

十二345囹大きな力で︑ぐんぐんと人を引つばつ

﹇蹄﹈︵名︶4 ひづめ

て行かれる︒

ひづめ

洗ひ︑

それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを

五663国馬をねどこから外へつれ出し︑ひづめを
五671国

ばかばかばかと︑馬のひづめの音がして來

水で洗ってやるのには︑なかなか勇氣がいった︒

足をあげさせてひづめの裏をさうちしたり

たと思ふと︑

八566
九855

﹇必要﹈︵名︶1 必要

しても︑じっとおとなしくしてゐます︒

﹇必要﹈︵形状︶1 必要

十悩6園室の中で乾かす必要があるのです︒

ひつよう
ひつよう

固くふさぐものも必要です︒

八鵬2 砲弾を込めて撃ち出す時︑砲身の根もとを

﹁ちょっと糸を持たせてくれたま ひてい・する ﹇否定﹈︵サ変︶1 否定する ︽ーシ︾

十二505 ﹁︿略﹀︒﹂と︑一度は否定してみたが︑
ひでよし

みひでよし・はしばひでよし

先にあがった子どもの足を引っぱって︑は ひでよし ﹇秀吉﹈︹人名︺12 秀吉 秀吉尋とよと
ねのけようとするものもあります︒

五172

へ︒﹂﹁よく引っぱってみるな︒﹂

四941国園

サハッタリ︑キレヲヒッパッタリシマシタ︒

二467ケンチャンガンバへ行ッテ︑︑ハリバコニ

引っぱる︽ーッ・ーラ・ール︾

ひつぱ・る

ものを引っぱり出したのです︒﹂

十909園

︽ーシ︾

ひっぱりだ・す

つつかんで︑まりのやうに投げつけた︒

七651

ひつつか・む

九搦5

びっちゅうのくに

伯書の五箇國をゆづらうと申し出た︒
びつちゆう

はうき

十柵1

たになってくれないかとすすめられた時︑

びっちゅう ﹇備中﹈︹地名︺2備中備中
びつちゆう
びんご
十爾5備中・備後の二箇國を與へるから︑みか

ふと︑

九4710

氣がします︒

七926

鏡を ぴったり

ひっこめる ︽一

らんになって︑びっくりなさった︒
ひつこ・める
メ︾

ひっこめました︒
必殺

四573 勇さんは︑ かはいさうに なって︑
﹇必殺﹈︵名︶1

十一198図 一矢なれども必殺のねらひなれば︑荒

ひっさつ

﹇必死﹈︵形状︶3

尾馬より逆さまに落ちて︑︿略﹀死しけり︒
ひっし

六946 守る隊も︑必死だ︒
十659 防空砲火は︑必死である︒
十一一731 母の必死の看護と︑醤者の手撃てとによ
つて︑ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑
ひつじ

五168 子どもたちといっしょに︑黒いぶたや︑ふ

ひつじ ﹇羊﹈︵名︶6 ひつじ 羊 こひつじ
とったひつじが二三匹走って來ます︒
しけんぢやう

五188 ぶたもひつじも︑︿略V大さわぎです︒
つこをしてみる︒

九㎜11園 今は農事試験場のひつじや牛が︑かけ
九加1一 オボのぞぱには︑馬や︑牛や︑ひつじなど
がつながれる︒

九別5 式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ
つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒
ひつじ
十一踊3 高原にも牛や羊や水牛がみる︒
びっしょり ︵副︶1 びっしょり
兵隊さんが通る︑

七761圖 びっしょりと︑ 軍服を汗ににじませて︑
ひっそり ︵副︶2 ひっそり
ひっそりと静まり返って︑

九515 生きもののやうに活動してみた魚市場も︑

ひでよしがた一ひと

554

ひ で よし

ヲトッタリイタシマセン︒

一845園

ゐました︒

コレカラハ︑人ヲクルシメタリ︑モノ 四737

九三3 尼子方は秀吉の軍勢に二って︑

五727

にいさんと同じやうな人が︑たくさん

人がいっぱい乗ってみて︑あいてみる席は︑

人がたくさんおりて︑席があきました︒

一つもありませんでした︒

五704

エライ 五264園 ﹁この川かみに人が住んでみるな︒﹂
エライ

やとはいって來ました︒

五732 しかし︑入れ代りに︑大勢の人が︑どやど

五734席はみんなふさがった上に︑立ってみる人

エライ

モット

セカイ中日ハ︑私ヨリモット
セカイ中ニハ︑私ヨリ

セカイ中ニハ︑私田リモット

エライ

五相3 向かふから來る人は︑大人でも︑遠くから

も︑たくさんありました︒

二753囹セカイ中ニハ︑私ヨリモット

フカイ

トナリノオヂイサンバ︑

たかくらじ

よけて通るほど︑強さうな犬になりました︒

かごを持って山へのぼる人︑みかんをせ

た人の子孫でした︒

六244 田道監守は︑昔︑朝鮮から日本へ渡って來

てうせん

四年の人も︑五年の人も︑六年の人 六53 この村に︑高倉下といふ人がゐました︒

五年の人も︑

六281

ひと

お宮に近くなると︑人がいっぱいでし

いてるました︒

た︒

三678

世界の人があ

三875 そばに︑人が四五人立ってゐました︒
三田5圃生まれた村にかへったら︑ だれも知

日本一のこの山を︑

らない人ばかり︑

四55圃

世間では︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと

ふぎ見る︒
四349

この氷の上に︑指で

人がかいても︑こんなにきれいにはか

いふ人が︑たくさんありました︒

四484

けないでせう︒

子どもたちは︑

︿略﹀︑人の顔をかいたりして遊びます︒

四494

てるる︒

引水艦の乗組員の中には︑どんな音でも

村の人が︑二人で話をしてみる︒

六673園

半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入
六708

焼け死んだ人もあったさうです︒

道を通る人が︑話し合ってゐました︒

すぐれた︑りっぱな人になりました︒

六985 學問では︑道眞の上へ出る人はないと思は

六985

たは︑生まれつき賢い人でありました︒

六983 天神檬にまつられてるる菅原道眞といふか

六753

りまじって︑遠くの方で聞えます︒

六704

あ︑人がこっちを見てみる︒

六596 二人の村の人は︑子どもの後姿をじっと見

六543

聞きわけるやうな人が︑みなくてはならない︒

六322團

おって山をおりて來る人︑

二974園

鵬

その前の人も︑

二974園

⊥ハ年の人も︑

十棚4 宗治は︑巳の刻を期して︑城をあとに︑秀

十柵4 これには︑さすがの秀吉も驚いた︒

秀吉方

秀吉は︑それを上座にすゑて︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹇秀吉方﹈︵名︶2

ゑけい

恵竣を招き︑秀吉方にその意を傳へた︒

検使が参るでございませう︒

︵名︶

人

ひでり

ひでり ︹題名︺1 ひでり
﹇日照﹈︵名︶1

十矧3 ひでり
ひでり
﹇人﹈

十川4 今年は︑ひでりだ︒
ひと

としらず

むらのひといち・むらのひとに・むらびと・よみび

ち・ともびと・みいくさびと・みいくさびとたち・

δおおみやびとた

十㎜1園明日御切腹なさる由︑定めて秀吉方から

十帽10

ひでよしがた

いってほめそやした︒

十手9

三674新しいゆかたをきた人が︑おほぜい歩 六282 みかんをせおって山をおりて來る人︑

R園

も︑その前の人も︑これをつかひました︒

二973園

人デシタ︒

二876

人ガヰマスカラ︒

ヨクノ

人ガヰマスカラ︒

Q園

人ガヰマスカラ︒

二706園

人ガヰマスカラ︒

二685園

九悩8 秀吉の援軍が今日來るかあす來るか︑それ
を頼みに勝久は城を守った︒
十幽6園 この際︑秀吉にくみして身を立てようと
思ふ者があったら︑すぐに行くがよい︒
十衛5 更に秀吉から︑︿略﹀︑みかたになってくれ

ないかとすすめられた時︑
十衛9 かうした宗治の態度に︑秀吉はいよいよ怒
つて︑軍勢をさし向けたのであるが︑

出た者があったので︑

十幡2 すると︑秀吉に︑高松城水攻めの計を卑し
十備3 秀吉はさっそくこれを用ひみつから堤防工
事の軍馬をした︒
十柵5園 一時︑秀吉の軍に降り︑時機を待て︒
十幣3 秀吉は︑承知しなかった︒

一一
一一

吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒

み

V3
X7

555
ひと一ひと

みやこのよしか

れてるました︒

﹁あの人は學問はできるが︑弓はどうだ

がありました︒

六987 ある時︑都良香といふ人の家で︑弓の會
六993園
らう︒﹂

六燭4 お参りの人が︑たくさん通ります︒

六憎6 路側には店が並んでみて︑人が︑すれあふ
ほどたくさん歩いてゐます︒

六襯2 大勢の人が︑並んで演奏してゐます︒

七川1

椰子の林に

し

照る月影を︑

昔の人はど

そこで島の人や︑南支那から來る船と貿易
や

をしたり︑

八56圃
う見たか︒

がたさを知らない人です︒

九422 そんな人は︑まだまだことばや文字のあり

九423 ことばや文字のありがたさを知らない人で
す︒

ころ︑

九532 人の顔がやっと見分けられるやうになった

それは聞いてみる人の心にだけ残ります︒

ちらりと燕の姿を見た人は︑きっと 九428 ことばは︑︿略﹀聲でいひ表すのですから︑
自分の家へ︑いそいそと錦って來た燕を迎

﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒

八125
八128

へる人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒

八308図人の馬にはおのれ乗り︑おのれの馬には 九566 急なは一本のたばこぼんのまはりには︑人

﹁けしかることをいふ人かな︒﹂

九584図國

の山ができて︑いろくの話が出る︒
親も落つればその子も落ち︑弟も落つれ

おのれの馬には人が乗り︑

人が乗り︑

八309図

七152 朝から︑大勢の人が出はいりしました︒

八314図

若き人に見ならはせんとて︑かくする

後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑

母が︑大勢の人にまじって見える︒

には︑﹁︿略﹀︒﹂と祈り︑

九㎜7 旅に出かけて行く人が︑オボの前を通る時

白川4

は蝶のやうに浮かれてみた︒

てふ

九伽7 職國の世とはいへ︑京都では花が咲き︑人

九衡3園機上勤務をする人もゐます︒

ばかりですか︒

九柵2園整備兵といふのは︑みんな地上で働く人

あります︒

九榊7園愛機のプロペラにだきついて喜ぶ人さへ

くだけは︑最後までどうしても泳がうーー

九欄7 おくれたって︑ほかの人がやめたって︑ぼ

人も家も︑小さく見える︒

九965

熊の形を考へたからです︒

九932 それは昔の人が︑それらの星の列に大きな

ついてしまふのだ︒

九808園丁ふ人がいけないから︑馬に悪いくせが

なり︒

かの人は︑かくかくとのたまへり︒

七172園 あなたは︑ただの人ではない︒

馬の上には人︑人の上には馬︑

かげひなたなく働く上に︑人の仕事まで引
ああ︑母はもうこの世の人ではないのかと︑

四十メートルも空中をとんで︑先生は︑地
堀ばたの町には︑映蚕館や劇場があって︑

オランダのホイヘンスといふ人が︑今まで
おかあさんは︑あの人といっしよに行か
﹁おかあさん︑あの人は︑えらいことを
よく︑﹁︿略V︒﹂といふ人がありますが︑

九657図圖

七314圖 櫻の花の遺族章︑ 女の人も見えました︒

九422

したものですね︒﹂

九389囹

なければなりません︒

九321囹

にない正確な時計を登明しました︒

八柵6

人の波が︑あとからあとから押し寄せます︒

八923

上の人となられた︒

八854

︑
ノ9
50
1たき火にあたってみる人もありました︒

力を落してゐました︒

八401

き受けるやうにしたので︑

八396

ノ∩51 特に人のほめたのは︑五番めの舞でした︒

︑50

八314図

り重なって︑

ば兄も落ち︑馬の上には人︑人の上には馬︑重な

九587図國

いうしうくわん

七316圃 遊就館の入口に︑ 人が並んでをりまし
た︒

七391 豊間は︑働く人や︑牛にゑんりよをするや
うに︑聲をひそめてゐますが︑

七433 次に︑高等科の人が︑全校の生徒を代表し
て玉ぐしをあげて舞みました︒

七526 見送りの人が︑いつばい並んでゐます︒
これを合圖に︑船からおりて行くのです︒

七5210 見送りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑

七548 もう︑上屋の人は︑だれがだれだか︑はつ
きりわからなくなりました︒

ではありませんか︒

七551 だれか女の人が︑赤い日がさを振ってみる
七555 上屋の人は︑たいてい錦って行きました︒

七575 園んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附近
ひこしらうよしてる

いったいは︑すっかり人や馬でうづまった︒

たかさご

元帥は家の人に︑﹁︿略﹀︒﹂と命じた︒

七628 村上彦四郎義光といふ人がみた︒
七㎜4

の生活をしてみるだけでありました︒

七m6 今日︑高砂族といってみる島の人が︑未開

ひと一ひと
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九加4 この時は︑遠いところがらたくさんの人が
集って來て︑たいへんなにぎはひである︒
奥に人をいざなふ︒

十73図 西神門を出でて行く道は︑しばし森林の
十242園 村中の人に來てもらふんだ︒
十244 村中の人は︑おひおひ集って來た︒

﹁あげようか︒﹂と︑投げてくれたをぢ

忌違ひとののしる︒

十454図 人はこの様を見て︑たはけとあざけり︑
十493圏
さんは︑よい人だつた︒

十757 これを人の手によらず︑機械の力で動かす
やうに工夫したかった︒

十794 この日︑佐吉の織機を操って︑りつぼに布
を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒
ゆめ

十798 人の力から︑機械の力に移すといふ︑多年
の夢を實現しようといふのである︒
十922囹 同じ人ですか︒

十鵬8圏 そもそも︑いかなる人にておはすらん︒
十研8図國名のらずとも首を取って人に問へ︒
十柵1図國 この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ
き軍に負くることあらじ︒

十二9図 これを取って大領義経の見参に入れたれ
ば︑見る人涙を流しけり︒

十佃2 殊に︑人の姓名や︑地名などには︑おのお
の特別な讃み方があります︒

十価4 毛布を脱いでみる人に︑そっと掛けてあげ
る︒

十価5 いびきをたててみる人︑歯ぎしりをしてゐ

十柵4

十㎜6

宵番の人が起しに來た聲を聞いて︑

よひばん

それが︑見てみる人にはかへっておもしろ
されども城中鳴りを静めて︑羽ありと

く︑笑ひ聲が絶えない︒

十一174図

相手の人に草して尊敬の意を表すために︑

も見えざりければ︑官軍はや落ちたりと思ひて︑
十一258

相手や目上の人の動作を述べるのに︑

特別なことばを︑われわれは常に用ひてみる
十一262

十一284父・母・兄・姉・をぢ・をば等は︑目上
身内でない目上の人のこととなると︑他

の人であるから︑

十一301

式部は︑︿略﹀︑婦人としてもまことに圓

人の前でもやはり敬っていはなければならない︒
十一362

ほんたうに︑あのねえさんが︑よその人

満な︑深みのある人でした︒

十一473

晴れ着を着せられたねえさんは︑まるで

になってしまふのかしら︒

十一481

前の人の足あとをふみしめるやうに︑一

よその人のやうに見えます︒

十一837

歩一歩登って行く︒
しかし︑小屋の人は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑先生

十一965囹

いけ花ほど︑いける人の仔虫のよく現

あんな山へ登れる人があるのかなあ︒

たちにいってみた︒

十一888

十一帽10團

できあがったものにも︑その時︑その

れるものはないと︑

十一佃5團

ほんたうに勇ましい人の心の中には︑

人の氣持が︑︿略﹀現れるやうに思はれます︒

十一佃6團

阿禮は︑記憶力の非凡な人であった︒

十﹇偽4図魍

ころぶ人を笑うてころぶ雪見かな

かうしたやさしい情がこもってみるのだと
十一伽3

この人がなくなったら︑

る人︑さうした人々の目をさますまいと︑
十価6 歯ぎしりをしてみる人︑

十一伍7
つて︑時々はつとします︒

十価8 そばへ行くと︑ぱっちり目をあける人があ

十一掛3塗篭

敷島のやまとごころを人とはば朝日

﹁︿略﹀︒﹂と︑以前セレベスにみた人が

この人にふさはしい歌であります︒

ににほふやまざくら花
十一掛8
十一矯11

人を見るとへうきんなかつかうをして︑

これはたいてい人に飼ひならされたもの

笑って教へてくれた︒

で

十一劉7
十一泌7

海賊を働いたり︑今でも人の首を取った

なつかしげに近寄って写る︒

りする悪習が残ってみる︒

十一脳8

の心のまことなりけれ

十二58図幽目にみえぬかみの心に通ふこそひと

く人の足場が落ちないやうにと念じながら︒

十ニー21 材木を︑︿略﹀組み合はせる︑︿略﹀︑働

かうして︑鑛石を掘る人︑飴石を運ぶ人︑

支柱を立てる人llこれらがいつしょになって︑

十ニー23

鑛石を運ぶ人︑

坑内で働いてみる︒
十ニー23

支柱を立てる人

これはちやうど︑かまをたく人︑裏書す

十ニー23

る人︑方向を見定める人などが︑いっしよになつ

十ニー210

運卜する人︑

て艦船を走らせるのと煙りはない︒
十五ー210
のみ

つち

十ニー210 方向を見定める人などが︑

十ニー51 竪を持つ人︑それを槌で打つ人︑その穴

その穴に水をさす人︒

に水をさす人︒
つち
それを槌で打つ人︑

十二ー52

十ニー52

十ニー95 石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい仕

困難に際會すると︑おのつから人の心が

事をしてみるやうで︑決してさうではない︒

十二282

557
ひとあし一ひとかたまり

わかるものである︒

十二299囹細工のうまい大工が︑必ず人にほめら
れるときまってはみない︒

とはさまってみない︒

十二302園 道の修つた者が︑必ず人に用ひられる

もよいといふことになりはしないか︒

ひとあし

もう

一足

﹇足で陸へあがらうといふ時︑

﹇一足﹈︵名︶2

四836
白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒

ろにて討死せんと約束したりける者ども

十二㎜7図今度の合戦に一足も引かず︑一つとこ

林の中の小道を行けば︑

かさこそと鳴る落葉︒

八445図圏

︽ーシ︾

ひどい

︽ーイ・ーク︾

すると︑痛みがいっそうひどくなって︑

﹇酷﹈︵形︶6

四855

ひど・い

どうにもたまらなくなりました︒
この子は︑ひどい目の病で︑ものが見え

ひとうちごと

﹇一打毎﹈︵名︶1 一打ちごと

一打ちごとに︑三つの切口から清らかな木

﹁︿略﹀︒﹂長い萎の一うねを刈りあげるた

﹇一月﹈︵名︶1 一うね

のはだが現れる︒

九183

十川5

ひとうね

びに︑こんなひとりごとをいった︒

その志︑ひとへに皇化をたすけ奉つ

て︑民生を安んぜんとするにあり︒

その心︑ひとへに直義に近づき︑組ん

で討たんと思ふにあり︒

十二914図

どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思

﹇一思﹈︵名︶1 ひと思ひ

十一一706

ひとおもい

﹇一型﹈︵名︶2

一かさ

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒

九984 ぼくは﹇かき一けりに力をこめて︑潮の流

はく略﹀︑鳥のとぶやうに走ります︒

四113かいをそろへて一かさ水をかくと︑舟

ひとかき

失敗した時は︑ひどく氣持が悪い︒

なくなりはしないかと心配しましたが︑

七329園
九754

﹇一国毎﹈︵名︶1 一かさごと

れと戦ふ氣持で泳いだ︒

ます︒

ひとかげ

﹇一塊﹈︵名︶2

ヒトカタマリ

一か

一一367 ウサギノ子ハ︑五ヒキヰテ︑ヒト重言マ

たまり

ひとかたまり

う何もあとの祭︑どこにも人影はなかった︒

十二6810押つ取り刀でその場へかけつけたが︑も

たが︑佛の御姿も人影もない︒

十二498 修行者は︑座を立ってあたりを見まはし

たがたは思ふでせう︒

八枷2圏國 ﹁あの山の上の人かげは︒﹂と︑あな

﹇人影﹈︵名︶3 人かげ 人影

五913 一かさごとに︑ぐんぐん早さをまして進み

ひとかきごと

月の世界では︑書はく略V︑夜はその反封

波がひどくあわ立ってるるので︑︿略﹀︑

船は︑かなりひどく揺れだしました︒

に︑ひどい寒さであらうと思はれます︒

十407
十描10

十一一㎜11

一息

もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから

﹁あれがスキー場だ︒もう一息︒﹂

﹇一息﹈︵名︶3

近づいて見れば︑魚の群だつたりする︒
ひといき

九棚1

八7910囹

非道

ここにて一息休めて︑城の中をきっと

だは︑すいくと前の方へ輕く進んで行った︒
十一178図
見あぐれば︑

﹁まさか︑この無知非道な羅刹のこと

﹇非道﹈︵形状︶1

十二504園

ひどう

ばとは思へない︒﹂

十一237図心

一足ごとに︑ ひとえに ﹇偏﹈︵副︶2 ひとへに

十二303囹人に用ひられるためには︑道はどうで ひとあしごと ﹇一足毎﹈︵名︶2 一足ごと
十二315園 孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑

る

ある者には﹁人を愛することだ︒﹂といひ︑
九953 海は一足ごとに深くなって行く︒
十二316囹 ある者には﹁人のわる口をいはないこ ひとあんしん・する ﹇一安心﹈︵サ変︶1 一安心す
とだ︒﹂と説き︑

人は生まれてもやがて死ぬ︒

十二345園大きな力で︑ぐんぐんと人を引つばつ 七梱10 くもは︑ほっと一安心したやうでした︒
て行かれる︒

十二4810

十二525園 おまへは自分のことばつかり考へて︑
人の腹のへってみることを考へてくれない︒

十二607 綱吉は︑元來情に動かされない人ではな
いが︑しかし理非にも明かるい人であった︒
十一一608

理非にも明かるい人であった︒
かをる

十二737 昔の聞多は井上馨として︑一世に時め
く人となった︒

かへしし人をしのびつつ︒

十二763図圏 若宮堂の舞の袖︑ しづのをだまき
くり返し︑

十二804園 なうなう︑田舎の人︑これぢや︒
ではござらぬ︒

十一一827園 なう︑そこな人︑そのやうに安いもの

おれもかさをささうよ︒

十二869圃圓 かさをさすならば︑ 人がかさをさ
すならば︑

おれもかさをささうよ︒

十二877圃園 かさをさすならば︑ 人がかさをさ
すならば︑

十二柵9 ともすれば國語の恩をわきまへず︑中に
は認許といふことさへも考へない人がある︒

ひときれ一ひとたち
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リニナッテヰマシタ︒

一きれ

れと職ふ氣持で泳いだ︒

した︒

ひとさし

九337

ひとこと

﹁さやうなら︒﹂と一聲おっしゃったまま︑

人工
げ た

一こと
ひとさし

ひとしきり

十251

やまと

か

ち

遠く海の端に︑︿略﹀一筋の線が見えた︒

十一193図圓大和鍛冶のきたへ打つたる矢じりを

御矢一筋受けて︑甲をためし候はん︒

少々用意仕りて候︒一筋受けて御覧じ候へ︒

ほさう

密林とゴム林が無限に績くマライに︑た

十一203図國

十二川6

一すぢ

だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒

しゃか

にいさんは︑しんるみの人たちに送られ

﹇人達﹈︵名︶26 人たち

て止まなかった︑ありし日のお繹迦様であった︒
ひとたち

て︑兵螢の門まで來ました︒

四725

おとうさんと私は︑つきそひの人たちの

休むところで待ってゐました︒

四751

四価7 このせまい通には︑買物をする人たちがた

みかんを作った人たちの喜びとは︑

くさんみるので︑

六278

にぎやかになります︒

六283 みかん取り歌を歌ふ人たちで︑急に︑山は

いて︑勢よくかけて行きました︒

六698 家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを引

七67 海岸は︑一面に潮が引いてみて︑もう大勢

六988

若い人たちが︑大勢その家に集って︑

月には水が一しっくもありませんから︑

十佃9図弟の次郎を︑右のわきに取ってはさみ︑
一しめしめて︑︿略﹀海へつっとそ入りにける︒

父や︑近所の人たちがかけつけた時︑少年

見送りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑

チや帽子を振ってゐます︒

七539 上屋の人たちが︑一生けんめいで︑ハンケ

これを合圖に︑船からおりて行くのです︒

七531

る人たちの心に︑しみこむやうに聞えました︒

七288 徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にゐ

は︑︿略﹀︑道ばたに倒れてゐました︒

七2410

の人たちが︑潮干狩をしてゐました︒

﹇一滴﹈︵名︶1

一しっく

十二579 この修行者こそ︑ただ一すぢに道を求め

四ってみると︑入口に下駄が鰐足も並ん ひとすじ □筋﹈︵形状︶1

﹇一差﹈︵名︶1

親と子と﹁萬歳︒﹂の一こと︒

﹇＝言﹈︵名︶1

でるて︑奥では︑がやがや人聲がします︒

十一478

ひとこえ

﹇人声﹈︵名︶1

寒心名神は︑もうお姿が見えなくなってしまひま

五638

十重ー410 三四人つつ一かたまりになって︑石の上 ひとこえ ﹇一声﹈︵名︶1 一丁
﹇一切﹈︵名︶2

で働いてみる︒

ひときれ

一際

一きれ一きれ切取って︑費っ

四脳8 のき先に︑大きなぶたの肉をぶらさげ︑大
きなはうちゃうで︑
てるる店もあります︒

一きは

﹁爾舷直︑整列︒﹂のラッパが一きは高く

﹇一際﹈︵副︶3

四桝8 一きれ一きれ切取って︑
ひときわ

九553
響き渡ると︑

十齪10園

この世のなごりに︑ひとさし舞ひませう︒

九691図 いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑一

ひとさしの舞

ひとさしの舞
︽ーク︾

ひとさしの舞⁝⁝⁝百四十二

︹課名︺2

二十

二十

ひとしい

徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝

﹇等﹈︵形︶1

﹇一頻﹈︵副︶−

ひとしきり︑重い静けさが賢きましたが︑

十396

ひとしずく

やがて︑︿略﹀かすかな叫びが聞かれました︒

十㎜4

ひとしきり

臣たちも︑この御文を尊見してひとしく泣いた︒

十二M4

ひとし・い

ひとさしのまい

一口に

十襯3

つまんで︑

十310

一寸ぼふしを

一口

きは目だちてたくましきを信長うち見て︑
なは
十一一獅2 一際暗いその雲の中央から︑縄のすだれ

おには︑

﹇一口﹈︵名︶5

を掛けたやうな雨足がく略﹀たれさがって來た︒
三533

ひとくち

のんでしまひました︒

四454園 一口たべたいなあ︒
七252 少年は︑自分の苦しいことは一ロもいはな
いで︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

九㎜2園 一事にいふと︑飛行機がいつでも飛び出
せるやうに︑準備をしておくことなのです︒

一組

十二698 からうじて一口︑﹁兄上︒﹂とかすかにい ひとしめ ﹇一締﹈︵名︶1 一しめ
つた︒

﹇一組﹈︵名︶2

一筋

ある日︑今日はお花見といふので︑御殿は
﹇一筋﹈︵名︶5

かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋
の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒

七価5

ひとすじ

人ずくなでした︒

八415

七74囹 いつものやうに︑四人つつ一組になって︑ ひとずくな ﹇人少﹈︵形状︶1 人ずくな

ひとくみ

仲よく貝をお取りなさい︒

一けり

四人が一組になって︑ほり始めました︒

七77 勇さんと︑正男さんと︑花子さんと︑私と︑
﹇一蹴﹈︵名︶1

九984 ぼくは一かさ一けりに力をこめて︑潮の流

ひとけり
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ひとたち一ひとつ

八229国 これらの人たちは︑日本語を︑一生けん
めいにおぼえようとしてゐます︒

八837 ジャンプ皇では︑上手な人たちが︑かはる
がはるジャンプをしてみる︒

ては︑春は︑︿略﹀ ︑ あ り が た い の で す ︒

八悩6 長い間︑閉ぢ込められてみた人たちにとつ

り︑いろくなことを話したりしてくれます︒

九399 話しかけられた人たちも喜んで返事をした
それを讃むすべての人たちに︑︿略﹀︑ちや

んと心持を傳へることができます︒

九4210

は︑喜んでいつまでもその話に耳を傾けます︒

九446 眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち

若者たちが︑いそがしさうに右往左往してみる︒

九503 魚の行列の間を︑市場の人たちと魚問屋の

ちの手によってなほさなければなりません︒

九平7囹 飛行中に起つた故障は︑みんなこの人た
十7810 黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと
に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒
も︑だまって塗り物を塗ってみる人たちがみた︒

十伽9 急な階段をのぼって二階へ行くと︑そこに
十伽10 この人たちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑
黒い漆を塗って行く ︒

てみると︑楊少年が倒れてみる︒

十㎜1 この物音に驚いて︑村の人たちがかけつけ
十描10 すると︑どこからともなく女の人たちが集
つて來て︑糸屋さんを取り巻く︒

十一泌12 部落の人たちがそろって水浴する眺めは
壮観である︒

ひとたち □太刀﹈︵名︶1 一太刀

十二913図取るに足らぬ敵どもは︑一太刀打って
かけ散らす︒

ひとたび ﹇一度﹈︵名︶8 ひとたび 一たび

九342

一たび占領地へはいれば︑ことばが通じな
一たび︑この川があふれたが最後︑ここら

いかぎり︑手も足も出ません︒

十川5
あたりは︑海のやうになってしまふ︒

一たび他人の前へ出た場合には︑︿略V

身内の者のこともまた謙遜していふのである︒

十一288

今ひとたび軍を起し︑朝敵を滅して︑

御代を安んじ奉れと

十一一956図國

今生にて今ひとたび︑玉顔を拝し奉

らんために参内仕りて候︒

十二992図圓

一804囹

コツクダサイ︑オトモシマセウ︒﹂

四151園 まあ︑ 一つおあがり︒

えりしゃうには︑星が

四451 向かふに︑もう一つ島が見えました︒
四484 この氷のもやうは︑どれ一つとして同

じものがありません︒

四772 にいさんの赤い

＝つ︑二つ︑三つ︑四つ︒﹂

一つついてるました︒
四832園

一つのからだに頭が八つ︑尾が八つ︒

人がいっぱい乗ってみて︑あいてみる席は︑

五284囹
五704

一つもありませんでした︒

三人の心は︑持った一本の破壊筒を通じて︑

六慨1 三人は︑一つの浮上となって︑まっしぐら

一つになってゐました︒

六梱7

一つ︑にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒

六鵬7 まん中の鉢に︑美しいチューリップの花が

ありません︒

三筆3 あたりはしんとして︑せき一つするものも

五851赤一つ︑白一つ︒

水色が二つに︑赤が一つ︒

五839

そこで︑橋がひとたび完成するが早いか︑

一時に爆音が起り︑戦車・大砲・トラックが︑

十一一鵬5

五851赤一つ︑白一つ︒

ひとたまり

一たまり

しかし︑ひとたび外國の地を踏んで︑こ

ひとたび嫁しては徳川の家を離れないの

績々と橋を乗り切って行く︒

十一一相4
が女の道︑

十二⁝⁝10

﹇一溜﹈︵名︶3

とばの通じないところへ行くと︑

ひとたまり

七萬の大軍に團まれては︑上月城は一たま
作物は︑ひとたまりもなく︑むざんに食ひ

りもない︒

九価2
十㎜7

また︑一つの小さな袋をお渡しになって︑

に突進しました︒

七195

一つ

コツクダサイ︑
オトモシマセウ︒﹂

賊が︑千早城一つをもてあましてみると︑

す

兵螢は︑いはば一つの大きな家庭で︑
い

になって︑びゆうとうなる︒

八817 すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ

一つの椅子の背にのせたままで︑

七価1 高い椅子にふんぞり返りながら︑足をもう

七838国

七614

かと︑賊が城の門まで攻めのぼると︑

こんな山城一つ︑何ほどのことがあるもの

﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

これに巻き込まれたら一たまりもないの

七576

荒されてしまった︒

だ︒

一散らし

﹇一散﹈︵名︶1

十一一烈10
ひとちらし

ひとつ

一ツ

いざや︑まつ前なる敵を一散らし追
﹇一﹈︵名︶84

ひまくって︑後なる敵と職はん︒

十一一905園園
ひとつ

ニドオジギシテ手
︑ヲウッテ︑ モー

﹁一ツクダサイオ
︑トモシマセゥ︒﹂

ツウッテ︑オジギシテ︑

一435圃

一791園

一773園

ひとつ一ひとつ
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になってゐます︒

八957 飛行場のあることも︑大阪のほこりの一つ
八帽5 八本の足を一つにそろへ︑胴を先頭に︑ま
るで矢のやうに進みます︒

山中は︿略﹀をのの響きのこだまで滞たされる︒

九181 しはぶきの聲一つしない︑神代さながらの
九238團 おまへにもぜひ一つと思ふのだが︑これ
ばつかりは送りやうがないのが残念だ︒
ら︑あれを振って︑︿略﹀迎へるのですよ︒

十402

十227

十227

この地球上に見られる七飯現象は︑一つも

一つまた一つ︑五兵衛はむちゅうで走った︒

一つまた一つ︑五兵衛はむちゅうで走った︒

月のどこ一つくもったところがないのが︑

ありません︒

十404
しょうこ

その代り︑一つうらやましいと思ふのは︑

その謹擦です︒

十416
月から見た地球の美観です︒

かまより皿を取り出しみたるかれは︑
一つまた一つ︑

勇ましい皇軍はもとより︑國豊富髄が︑

十4610図
十569

十二4 一つ︑二つ︑三つと︑︿略﹀もぐらのやう

黒龍江が︑ひとつ大きなあくびをして

雨雲一つ浮かんでは來なかった︒

に進む皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒

十川5

古事記といって︑わが國でも最も古い書

これまで合財一つしませんでした︒

今一つの人形にも美しい着物を着せた︒

紫の君は︑人形の一つをおばあさんと呼

から︑春のいぶきをいっぱいに吸ひ込んだ︒

十一45圃
十一456
んでみる︒

十一備2国

十一4510
十一㎜10

ひとつもて君を祝はんひとつもて親

物の一つになってみる︒

を祝はんふたもとある松

十一悩10図魍

を祝はんふたもとある松

搭乗員の目は一つになって︑海の上へ焼 十一悩10図圃 ひとつもて君を祝はんひとつもて親

たふじょう

つの火の丸となって進む時である︒

十6310

しゅんかん

心を﹁つにすることが︑かんじんだ︒

しかし︑顔回は質問一つせず︑すぐ會

萬葉集には︿略﹀後世の歌集に比べて長

鎌明天皇の御製で︑長歌としては短いも

何一つ孝行も書くさないのに︑今母上

太陽のやうな天髄は︑ただ一つあるだけ

めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑

十二鵬4 太陽は︑夜の空に無敷に輝く星の一つな

であらうか︒

十二観10

十二塒2

却の際︑スイッチ一つで爆破して行くのである︒

十二醜4 橋には︑︿略﹀珍答が仕掛けてあり︑退

の力によって︑萬死に一生を得ようとは︒

十二734園

のの一つである︒

十二464

じょめい

歌の多いのが︑一つの特色となってみる︒

十二455

得して實行にかかる︒

十一一338園

十ニー25

けると︑一つの島が見えて來る︒

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもく 十一㎜9 それからまた一日半ぐらゐ南へ航海を績

きつくやうに注がれる︒

十703

と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒

機械は︑どれ一つとして︑わが日本製のも

子規

き

ただ︑軍馬も武器の一つですから︑私が

のでなかったからである︒

十769
十951園

すぐいただくわけにはいきません︒
し

一つ

﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大

十983図魍雪残る頂一つ國ざかひ
十島5

﹁國﹂﹁民﹂﹁靴﹂﹁杖﹂などの訓は︑

部分の漢字は一つの音で臭みますが︑

ですが︑

十備2

はへ
おとろへし蝿の一つが力なく障子には
ひて日はしっかなり

十摺7図圃

國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ
の前に火も水もなし

十捌9蟹

ぬれねずみの姿で海岸へはひあがった兵士
の身を︑かくす物は何一つない︒

十梱4

一

九327園 いま一つ1一日の丸の旗が作ってあるか 十4610図 一つまた一つ︑血走る眼に見つめつつ︑
九884 北の空にもたくさんの星がありますが︑そ
の中で一つだいじな星があります︒

九888 眞中邊より少し低いところに︑かなり大き
な星が一つ見えるのが︑それです︒
に︑きっと一つの星が見つかります︒

九903 この二つの星の距離の五倍ばかりのところ
九9010 今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に
すれすれに當てて︑下からじっと見てゐますと︑
九拠3園 これでおしまひにしようと思ひますが︑
終りに一つだけお聞きいたします︒
九伽10園 そこで航空部隊の働きと整備とは︑一つ
に考へなければなりません︒

九㎜6 間には︑さへぎるもの一つない︒
九㎜7 天と地と一つになった大きな風景だ︒

九加2 見渡すかぎり垂々として︑何一つ目にはい
らない草原では︑

重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑

九四11 そのお禮のしるしとして︑石ころ一つ積み
十137囹 再校も兵士も︑皆一つになって働かなけ
ればならない︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑五兵衛は︑いきなりその稻

むらの一つに火を移した︒

十226

561
ひとつ一ひとびと

のであるが︑

十二価1図魍 富士ひとつうつみ残して若葉かな
十二糊8 川底のせりの緑も︑高いはんの木の影も︑
ゆらゆら揺れて一つになる︒

へるのも︑一つには國語の力があづかってみると

十二衛4 皇國のよろこびに︑國を畢げて萬歳を唱
いはなければならない︒

十一一躍8 さざ波﹇つ立たない︑鏡のやうな海面を
行を績けるのである︒

十二㎜7 一日中︑島影一つ見えない洋上に哨戒飛
十二㎜1 見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑

ひとつ ﹇＝︵副︶7 ひとつ
六999 今日はひとつ︑弓でいぢめてやらうと

六809囹 ひとつ︑めいめいで考へてみよう︒

熟練した手早さで︑職人は︑一つ一つのす

それらが一つ一つ︑このやうにしてできあ

き間へ︑こくそをつめて行く︒

十柵10

無量8

明かるい夜空に︑南京玉のやうな星がばら

まかれて︑﹇つ一つが︑かがやいてみる︒

がったのだといふことを︑よく考へてください︒
なんきん

十別5

人々もいひました︒

六992 人々は︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂などと︑小さな

聲で︑ささやき合ひました︒

七299 徳坤は︑︿略﹀人々の涙にみまもられなが

元帥は︑家の人々といっしよに庭へ出たが︑

ら︑やすらかに長い眠りにつきました︒

七986

七㎜8 元帥の家の人々は︑立食ひに︑その方へか

火は︿略﹀︑元帥の指込と︑集って來た

﹁︿略﹀︒﹂と︑人々がすすめても︑

ら︑みつから防火につとめた︒

けつけて行った︒

波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を亡し

七巡2 元帥は︑家に残ってみた人々を指心しなが

て︑首を振り振り髄操をする︒

十二㎜9

一つ

だまって︑じっと見つめてみると︑

七梱7

一通り

﹇一通﹈︵名︶4

七鯉3

一のみ

ひとばん中

奉納の當日は︑頼朝を始め舞見物の人々が︑

萬壽︑萬壽と︑人々にかはいがられました︒

舞観の人々も︑今は外たうを着てみる者は︑

が︑林の間の細道傳ひに次から次へ熱いて行く︒

九145 みそまはじめ祭の盛儀を拝観する人々の列

一人もありませんでした︒

八617

をうづめてるました︒

八598 葬観に來た人々は︑皆外たうのえりに︑首

が並んで︑砂湯をついであげてゐます︒

八583 在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團の人々

は︑皆とび出して來ました︒

八574 ものすごい地響きにおどろいて︑町の人々

八397

何千人ともなく集りました︒

八358

ひ集めて︑暖い家に入れてやり︑

八103 その國の人々は︑このつかれはてた鳥を拾

人々の働きによって︑消しとめられた︒

一通りではとても勝てない︑だまし討ちに

一つの星の呼吸さへ聞えて來るやうだ︒

十一一川6

ひととおり

七202

一通り工場の御案内は終りまし

アチラコチラニオチテヰル木ノ枝ヤ︑

﹇一所﹈︵名︶一

ヒトトコロ

長い文章になると︑その苦心は一通りの

では︑一通りお話いたします︒

これで︑

するほかはないと思ひました︒

十価2園
十一279

た︒

の兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒

七146囹 ひとつ︑りつばな宮殿を建て︑たくさん

十﹇柵5

ニ34一

ひとところ

ことでなかった︒

七469園 まあ︑ひとつ聞かうではないか︒
ひとつ一生けんめいにやって見るかな︒

九799園 おちいさんによく指圖していただいて︑
九804園 ひとつやってごらん︒

一握り

さうして︑この一握りの土に︑ほのかな

﹇一握﹈︵名︶1

カレ草ナドヲ︑ヒトトコロニアツメマシタ︒
ひとにぎり

ひとつ當ってみませうーーなうなう︑

そなたは何をわいわいわめいてゐられるぞ︒

十一一793園

十二鵬8

﹇一飲﹈︵名︶1

﹇一晩中﹈︵名︶1

人々

て静かに祭場を退出した︒

九169 をの入れを終って︑奉仕の人々は︑一拝し

ささげて︑譜 かに祭場へ進んで行く︒

花子さんは︑はが痛いので︑ひとばん中 九1510 奉仕の人々は︑︿略V︑祭具やお供へものを
人々

﹁︿略﹀︒﹂と︑せんどうたちも︑見てみる

﹇人々﹈︵名︶39

四119

ひとびと

苦しみました︒

三394

ひとばんじゅう

もろとも一のみにやられてしまふ︒

十218このままにしておいたら︑四百の命が︑村

ひとのみ

春の香を感じるやうにさへ思った︒

ひとつきあまり ﹇一月余﹈︵名︶1 一月猛り

一つところ

一事

八392 二人は︑︿略﹀︑なれない道を一月鯨りも歩
一足ごと

いかにものんびりと響いてみるが︑

﹇一槌毎﹈︵名︶1

き怠けて︑やうやく鎌倉に着きました︒

十一一156

ひとつちごと

﹇一所﹈︵名︶1

ごとに心をこめて打ってるる音である︒
ひとつところ

ける者ども百四十三人︑

十二柵7図 ﹁つところにて討死せんと約束したり
ひとつひとつ ﹇一＝︵名︶5 一つ一つ

ひとふき一ひとり

562

感心させません︒

九444 眞心がこもらなければ︑少しも聞く人々を
九445 りっぱな心持が正しいことばで書かれてあ
れば︑その文を讃む人々が︑心から感動する
とく︑足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒

十45図参舞の人々︑あたかもいひ合はせたるご
十246 集って來た人々は︑もえてみる稻むらと五
兵衛の顔とを︑代る代る見くらべた︒
十257 人々は︑われを忘れて後へとびのいた︒

わが古代の人々が︑雄大明朗の氣性を持

十二595

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふのが︑多くの

世間の人々は︑だれもさう考へた︒

ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

十二474

十二601

船の人々は︑ほっとした氣持で︑その雨

人々の一致した意見であった︒

十二㎜9
□吹﹈︵名︶1

ひと吹き

足をじっと見送ってみる︒

ひとふき
こ

春が︑ほんたうにやって來るまでには︑

まヒつ

麗麗3

一間

︿略﹀︑蒙古風が︑ひと吹きふた吹き吹いたりしな
ければなりません︒
﹇一間﹈︵名︶5

おばあさんは︑しめきった﹁間の中で︑
すると︑しめきった

一間の戸が︑ひとり

﹁︿略﹀︒﹂母はさういひながら︑巡査を拝

ひとまつ

輝尼︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑なほ一間つつ張り

□先﹈︵副︶2

元帥は︑︿略﹀︑はげしい震動がひとまつ過
かれらは︑罪人としてひとまつ︿略﹀四

﹇人麻呂﹈︹人名︺3

人麻呂←かきのも

﹇一叢﹈︵名︶1 一むら

で︑後世歌聖とたたへられた︒
ひとむら

十二925図湊川の北に︑民家の一むらありけるに

﹇一目﹈︵名︶4 一目

走り入り︑甲を脱いでその身を見れば︑

てん

八354 頼朝は一目見た上でと︑萬壽を呼び出しま

ひとめ

とよとみひでよし

したが︑
しゅかく

八928 豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天

これらの計器が﹁目で見分けられるやう

守閣にのぼると︑大阪が﹇目に見えます︒

人目

鹿介を一目見た信長は︑この勇士の苦節に

にならないと︑一人前ではないのです︒

預証10園

九榴8

﹇人目﹈︵名︶1

同情した︒

十梱4図人目には何とも見えざりけれど︑内々先

ひとめ

を孚ひけん︑

一もとは︑すでになき汝の部隊長岡へ︑

一もとは︑汝の愛機へ︒

十185図圃

いかなる弓の名人も︑ただ一矢にて射落

﹇一矢﹈︵名︶5 一矢

十186ロ凶團 一もとは︑汝の愛機へ︒

ひとや

一矢なれども必殺のねらひなれば︑

すことは︑むつかしと見えたり︒

八732図
十一198図

十一604図圓

一矢にて︑眞中を射通し候はん︒

十一2010図圓 さらば﹁矢仕り候はん︒

﹇一休﹈︵サ変︶1

ひと休みする

つがひ︑ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

十一647図無ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち

ひとやすみ・する
人麻呂の歌である︒

とのひとまろ

ひとまろ

人の大名にお預けといふことになった︒

十一一591

ぎると︑すぐに居間へとって返した︒

七987

ひとまず

みたり︒

九651図

むやうにして︑娘を一間へ呼びました︒

九315

ますと︑中から出たのは︑一枚の鏡でした︒

四596そっと一間へはいって︑包をあけて見 ひともと ﹇一本﹈︵名︶2 一もと

でにあきました︒

四399

しっかりとかぐやひめをだいてをります︒

四388

ひとま

十2510 人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通
る︑白い︑恐しい海を見た︒
とよだ
﹁︿略﹀︒﹂豊田佐吉は︑村の人々から︑か

十734

ういってあざけられた︒

十789 この織機を︑村の人々の前で︑試運轄する
日がやって來た︒
よしっね

十999図 大將軍九郎義纒︑︿略﹀︑人々の心を見ん
くわんげん

とや思ひけん︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

まひつるは︑この人々にておはしけり︒

十㎜7図囹 このあかつき︑城の内にて管絃した
十佃7図國 やさしかりける人々かな︒

十価6 いびきをたててみる人︑歯ぎしりをしてゐ
る人︑さうした人々の目をさますまいと︑

十一佃7国 それでこそ︑世界の人々をびっくりさ
せるやうな大東亜戦争を︑戦ひぬくことができる
町に住む人々には︑想像もつかないであらう︒

十一畑9 セレベスの夜の静けさは︑内地の都會や
十二214 その人々の顔には︑感激の涙がとめどな
く流れた︒

十二428

人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの ひとり ﹇一人﹈︵名︶64 ひとり 一人呂おひとり

人麻呂も御供に加つた︒

十二2310 人々の中からは︑かすかにすすり泣きの

十二433

十二429

九川5

三時過ぎになると︑ひと休みする︒

︽ースル︾

十二408 ほとんどあらゆる身分の人々の作︑約四

聲がもれた︒

千五百首を二十巻に牧めたのが︑萬葉集である︒

563
ひとり一ひとり

二956 一人置オヂイサンが出テ來マシタ︒

四214 そこで女の子が一人乗りました︒

四758まもなく︑新しい軍服を着た一人の兵
たいさんが︑私たちのところへ來ました︒
日の仕あげて︑

と歌ひだしました︒

四㎜8 とつぜん一人の子どもが︑大きな聲で︑
青空高く

四佃1 一人の漁夫が︑みほの松原へ出て來ます︒
一人

四柵3 松の木の後から︑一人の女が出て來ます︒
五269 すると︑おちいさんとおばあさんが︑
だいじゃ

の娘を中において︑泣いてゐました︒

五274園 大蛇に︑毎年一人つつ取られて︑残った
のは︑もうこの子だけになりました︒

五m1 すると︑一人の子どもがいひました︒
五鵬7 一人の子どもがいひました︒

五餌6 みんながわいわいいふのを︑初めからだ
まって聞いてみた一人の子どもがありました︒
五二1 ﹁人の年取った神様がおいでになる︒
ぼって︑旗を取るのだ︒

八352

十二人のうち︑十一人まではありましたが︑

頼朝を始め居あはせた者に︑だれ一人︑も

あとの一人がありません︒

八437

話などをしてみるものは一人もみない︒

らひ泣きをしない者はありませんでした︒

八498

拝観の人々も︑今は外たうを着てみる者は︑

一人もありませんでした︒

八617

八715図竿を立て︑赤き扇をとりつけ︑一人の官
みやま

れいき

女︑その下に立ちて︑陸に向かひてさしまねく︒

と︑一人の戦友

深山の七二に打たれて︑だれ一人静けさを

破る者はない︒

九152
すめらみくに

皇御三のもののふは︑

が突然歌ひだすと︑

九241團

おまへたちの心配するやうな病氣には︑

だれ一人かかつてみない︒

九254團

その中にたった一人︑︿略﹀かはいい少女
が︑日の丸の旗を振りながら︑﹁萬歳︒

九272

すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ

﹁日本人は︑あなた一人か︒﹂

されど便あまりに高くして︑買ふもの一
ぼく一人かと思って前の方を見ると︑みん
一人落ち︑三人落ちして︑とうとう先頭か

何だか一人取り残されたやうな︑さびしい
九梛2

鹿介は︑それが敵方の一人河村新左衛門で

鹿介もただ一人︑流れを切って進んだ︒

九㎜9

一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元

あると知るや︑︿略﹀ざんぶと川へとび込んだ︒

かはむらしんざゑもん

九国2

氣持になる︒

九997

ら三四人めになった︒

九9810

なも同じだ︒

九979

人もなく︑空しく引き婦らんとす︒

九663図

れ御軍の︻人となりぬ

九361図魍

六956 三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの 九285園
六999 一人の若い男が︑つかつかと進み出て︑
︿略﹀︑弓と矢を ︑ 道 眞 に つ き つ け ま し た ︒

六佃9 一人倒れ︑二人倒れ︑三人︑四人︑五人と︑
次々に倒れて行きます︒

六伽9 もちろん︑三人のうち︑だれ一人︑破壊筒
をはなしたものはありません︒

六伽7 一人がおんどを取ると︑大勢の船方が︑み
んなこれに合はせて︑︿略﹀網をたぐります︒

七155 そのうちに︑一人の美しい少女がまじって︑
かひがひしく働いてゐました︒

七553 いよいよ︑小さな汽船からはなれて︑私た
一人ものがすな︒﹂と押し寄せた︒

ちの船は︑ひとりで走り始めました︒
七5910園

氣よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒

一人の子が︑御國のため軍に出でしこ

一人でよく來たね︒﹂と︑をちの聲︒

十124國国

九㎜10園

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

進んで功を立てるやうなことはできない︒

十136園しかし︑今の職孚は昔と違って︑一人で

十454図南子たちこの師を見かぎり去りて︑手助

けをする者一人もなし︒

十779 世間からは︑ますます笑はれて︑だれ一人

この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ

相手にさへしなくなる︒

十佃1図圏

き軍に負くることあらじ︒

十麗7図大音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑
あ

さねみつ

安藝の太郎實光とて︑︿略﹀大力の者︑

き

寄る者一人もなかりけり︒

十皿9図

おのれにおとらぬ家來一人ともなひたり︒

十欄4 しかし海岸へ泳ぎ着いた兵士で︑だれ一人

網を切るはさみを持ってるる兵士が一人︑

銃をはなした者はなかった︒

十観3

むっくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する︒

十悌5 さほどとも思はなかった一人の患者が︑船

﹁自分一人が承知すれば︑主家は安全︑

が揺れだしてから急に悪くなって︑
十柵10園

追ひつけないと思った一人が︑いきなり手

五千の命は細る︒﹂と思った︒

十盟9

そばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀︒﹂かうい

投げ爆揮を投げつけた︒
十一401

紫の君は︑︿略﹀おばあさんに死なれて︑

つて︑雀をさがしに立って向かふへ行った︒
十一431

それも一人でなく︑何人も何人も︑つ

たった一人目の世に取り残されてしまった︒

けてるました︒

十一佃2国

十一伽9 一人の兵隊さんが︑俳句を作ったから見
てくれといって︑夜申にやって來た︒

十二253 これこそは︑わが道を傳へ得るただ一人
の弟子だと︑孔子は︿略﹀深く信頼してみた︒
へについて何か自分で工夫をこらしてみる︒

十二333園しかし退いて一人でみる時は︑師の教
十二397 九州方面の守備に向かった兵士の一人が︑
︿略﹀といふ歌を よ ん で み る ︒

ひとり

まさふさ

大江の匡房︑聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂とひとり

おほえ

九583図

一間の戸が︑ひとりでにあきました︒

八344図聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ

εおひなさま

アツイ日ナカノ

﹇日中﹈︵名︶1 日ナカ

﹇雛菊﹈︵名︶1 ひなぎく

小ミチヲトホル︒

れのごとくくだるさま︑人わざとも思はれず︒

ひなた

みる︒

だん

十一節3 ひな壇のやうに家々が山の中腹に並んで

ひなだん

δかげひなた
だん
﹇雛壇﹈︵名︶1 ひな壇

さうや︑ひなぎくも︑咲いてゐます︒

六⁝⁝1 すみせんの花が四つ︑かはいらしいさくら

ひなぎく

一543圃

ひなか

ズ略﹀︒﹂とひとりごといひしに︑妻つ ひな

ごとのやうにいふ︒

九669図
﹁︿略﹀︒﹂長い変の一うねを刈りあげるた

くづくと聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と問ふ︒

十川6

﹁︿略﹀︒﹂潜望鏡をおろしてから︑艦長

びに︑こんなひとりごとをいった︒
十二㎜7
は︑ひとり言をいった︒

四399

かぐやひめのからだは︑ひとりでに外へ

﹇火縄﹈︵名︶3 妙なは

ただその間にも︑無心の火は︑火なはを傳

ビナン

︹地名︺一 ビナン

﹇日々﹈︵副︶1 日に日に

九27図

ビナン

の山ができて︑いろくの話が出る︒

九566 火なは一本のたばこぼんのまはりには︑人

はって︑ずんずんもえて行きました︒

黒汗1

をつけることを命じました︒

六型8そこで班長は︑まつ破壊筒の火なはに︑火

ひなわ

鳥を育てるのです︒

八柵5 かささぎは︑毎年新しい巣を作って︑ひな

旅順港口を眺めたりすると︑心持がひと ひなどり ﹇雛鳥﹈︵名︶1 ひな鳥
更に進んでは︑ひとりでに︑布がずんずん

一人残らず

砂の上を︑ひとりでにすべって行く︑ふし
﹇一人残﹈︵副︶1

一人残らず目的地に着くやうに︒

一人一人
光明皇后は︑この藥の風呂へもおいでにな
午後は︑先生について︑一人一人︑正しい

﹇人業﹈︵名︶1

人わざ

この實は︑日に日に大きくなります︒

雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の

日の出から日の入りまで︑同じやうな仕

﹇日面﹈︵名︶2 日の入り

十ニー510

ひのいり

十二悩7図魍春の海ひねもすのたりのたりかな

ぞとにひねもす聞ゆ

十伽8図魍

六264

先頭から一人一人︑順に泳ぎ始めた︒

ひにひに

九956

五兵衛は︑あとからあとからのぼって來る ひねもす ﹇終日﹈︵副︶2 ひねもす

一人ぼっちになって遊んでみた弟が︑たい

﹇一人﹈︵名︶1

老幼男女を︑一人一人敷へた︒

ひとわざ

くっして︑﹁ああん︒﹂といひました︒

六136

ひとりぼっち

一人ぼっち

十245

すべり方を教へていただいた︒

八857

つて︑一人一人をおせわなさいました︒

七358

ひとりひとり﹇一人一人﹈︵名︶4

九946囹

ひとりのこらず

ぎな銃劒である︒

十梱10

織られて行くやうにもなるであらう︒

十7510

りでに︑ひきしまって來るやうに思ひました︒

八255国

出て行きました︒

四404

十一一484 難行苦行に︑身も心も疲れきった一人の ひとりでに ﹇独﹈︵副︶5 ひとりでに
修行者が︑ふとこのことばに耳を傾けた︒
ようん

荻生狙彼のいふところは違ってみた︒

をぎふ そらい

十二602 かうした天下の輿論に封して︑ただ一人
十二668 後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞
多の爾足をつかんで︑前へのめらせた︒
ん間は︑金剛山のほとりにたてこもり︑

こんがうざん

十二898図圓 一族のうち︑ 一人も生き残りてあら
十二伽10 かれは︑アメリカから濠洲へ派遣された
四十名の航空將校の一人で︑

﹇独﹈︵副︶1

の英語で慰めてやると︑

十二梛7 英語の少し話せる衛生兵の一人が︑片言
ひとり

ひとり言

十479図 その作品は︑ひとりわが國にもてはやさ
るるのみならず︑遠く海外にも傳はりて︑

ひとりごと ﹇独言﹈︵名︶8 ひとりごと

﹁︿略﹀︒﹂と︑金の牛は︑ひとりごとを

﹁︿略﹀︒﹂と︑大きな聲で弟がひとりごと

いひました︒

四456

六124

私は

﹁︿略﹀︒﹂ おとうさんは︑ひとりごとのや

をいひます︒
T9

と︑ひとりごとのやうに︑

かういは れ ま し た ︒
﹁︿略﹀︒﹂

いひました︒

六柵⁝−

うに︑

山ハ

ひとり一ひのいり

564

565
ひのかわ一ひび

ひの川

すばらしい日の入りが見られますよ︒

事を︑くり返しくり返し懸けてやる︒
十一一㎜7園
﹇簸川﹈︹地名︺2

五261 ひの川にそって歩いていらっしゃると︑川

ひのかわ
はし

かみから箸が流れて來ました︒

かに流れました︒

﹇檜﹈︵名︶8

ひのき
ひのき 檜
檜

日の出

かしはらじんぐう

朝日の出前から︑︿略Vうぐひすそつく

日の出前の海は︑︿略﹀静かである︒

ヒノマル

日の丸

ああ︑美

いちばん初めに︑美しい日の丸の旗のひら

空には︑白い雲がぽっかり浮かんで︑日の
少女が︑日の丸の旗を振りながら︑﹁萬歳︒

二本の日の丸を取り出し︑一本を娘に與へ

するするとあがって行く日の丸の旗が︑風

て︑ふたたびお窩眞の前に立ちました︒

もしやう

若宮道久王殿下が︑喪章をつけない日

みちひさ

日の本

日の本と

銀翼に︑眞赤な日の丸がくっきりと云い

﹇日本﹈︵名︶2

日の撃つる國にしあれば︑

としどしにわが日の本のさかゆくも

﹇火柱﹈︵名︶2

カニノ

火柱

來テ︑ ヒバチノ

火ばち

ウチへ

ヒバチ

動いてみた鐵の火柱が︑静かに止ります︒

サルガ︑

﹇火鉢﹈︵名︶2

ピイチク

ピイチク

ヒバリガアガル

だんだんなれて來ると︑日々の仕事がお

﹇日々﹈︵名︶1 日々

せと物のやうに固くなり︑ひびがはいった︒

十二拍4 もし石の目を見まちがへれば︑石は︑と

十鯉3

日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振 ひび ﹇鱒﹈︵名︶2 ひび

もしろく︑ゆくわいになります︒

七836團

ひび

一193圏

り

このやうに日の丸の旗が︑南の空にひる ひばり ﹇雲雀﹈︵名︶一 ヒバリ窪まんしゅうひば

んなで︑戦地の兵隊さんの話をしました︒

六794 火ばちにあたってみかんをたべながら︑み

前ニスワリマシタ︒

二29一

ひばち

八991

機でつられたまま︑そろそろと外へ出て來ます︒

︑80
ノ0︾− 中から︑眞赤に僥かれた鐵の火柱が︑起重

ひばしら

いそしむ民のあればなりけり

十一一48図圏

ほめたたへたり︒

九53若鷺

ひのもと

て︑望遠鏡にうつって來た︒

十一一加6

の丸の小旗をお持ちになって︑

十一獅2

小旗二もとをかかげつ︒

十184図写実し︑母は齋壇をしつらへ︑日の丸の

に大きくゆれてみる︒
さいだん

日の出から日の入りまで︑同じやうな仕 九知4

れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒
十一一1510

日の出などは︑︿略﹀ぼうっと赤く︑大

事を︑くり返しくり返し績けてやる︒
十一一鯉12

きくもえあがって︑静かな海面に認るのである︒

十一川7
﹇日丸﹈︵名︶17

バンザイ

バンザイ

ヒノマルノハタ

一101圃

日の丸のはた︒

結びめから︑小さな日の丸の旗がのぞ

日の丸あげて︑

と歌ひだしました︒

一人の子どもが︑大きな聲で︑青空

日の丸のやうなくんしゃう︑

青空高く

日の丸あげて︑

日本の旗は︒

文子さんは︑日の丸の小さな旗を作って︑

九335

つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒

九327囹

萬歳︒﹂といってみるのが︑

九274

丸の旗がひるがへってゐます︒

六側9

がへってみるのです︒

六379園

めいてるる昭南島のけしきがうつりました︒

六369

利根の首につけ︑

五鯉4

しい︑

四㎜6圏國

高く

四鵬2圏國

四991圏

いてるました︒

四229

一一845囲朝日をうつした

ひのまる

りな鳥の聲や︑︿略﹀奇妙な鳥の聲がする︒

九454

五302 血が︑たきのやうに出て︑ひの川が︑まつ ひのでまえ ﹇日出前﹈︵名︶2 日の出前
ひのき

八m9 ひのきの葉のやうな形で︑黄色やえび茶色
をしてみるのは︑﹁いそばな﹂でありました︒
ひのき

九113 神宮の御殿舎は︑すべて檜の白木造りであ
るから︑

く︑

九114 御三里に要する檜の敷は︑一萬二千本に近
九115 かうした檜は︑一朝一夕に得られるもので
なく︑

九142 青々と大空をおほふ檜の大木が︑美しい柱
のやうに立ってるる中立神宮警語の朝である︒

九147 祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮・外宮の
御神木の前に南面して作られてみる︒

良の檜である︒

九177 十萬五千町歩にわたる木曾の御料林中︑最
かんむり

火の粉

十一822 ふさふさした枝の冠をいただいて立つ
﹇火粉﹈︵名︶1

ひのき
てるるのは︑檜である︒

ひのこ

火の丸

また︑少し暗くなったりします︒

六702 向かふの空に︑ぱっと火の粉があがったり︑
﹇火玉﹈︵名︶1

十569 勇ましい皇軍はもとより︑國民全艦が︑一

ひのたま

﹇日出﹈︵名︶3

つの火の丸となって進む時である︒
ひので

五 3團 あすは︑朝早く起きて日の出を拝み︑そ

ぴびい一びふう

566

んでもない方向にひびが入り︑

ぴびい ︵感︶1 ぴびい

五132圏 小鳥のおんがくほうほけきょ︑
い︑ぴびい︑ほうほけきょ︒

ちいち

ひびき ﹇響﹈︵名︶12 ひびき 響きδじひびき・

たまのひびき
の上を通る荷車のひびきだけが︑聞えて來ます︒

五458 あたりは静かで︑ときどき︑川かみの板橋
﹁ゴi︒﹂といふ電車のひびきがして︑窺

眞がかはりました︒

六鵬1
七752圃 けたたましい響きだ︑鐵工場の前︒
九183 山中は︑しばらくの間︑打ち入れるをのの
響きのこだまで満たされる︒

さうち

九麗8圏 汽車はたちまちトンネルにはいった︑ざ

す

﹁あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵

あっとすべって行く車輪の響き︒
九獅5
い

橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えない︒

十指9 だまって椅子に腰をおろしてみると︑機工
の響きと震動が︑からだに傳はつて來ます︒

十衙7 機關の響きのほかに︑船腹に悟る波の音が

すみさう

大きな水槽をのせた一輪車が︑﹁︿略﹀︒﹂と

﹁ビューン︒﹂とあとを引くやうな響きが

ものすごく聞え︑

十筋5
する︒
十加10

きしみながら︑かん高い響きをたてる︒

十二92 一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩
ぐわうぜん

石に︑軌道車の響きがごうごうと反響する︒

十二梱3 轟然たる響きとともに︑わが溜水艦か
ら撃ち出した砲弾は︑船腹にみごと命中して︑

﹁海ゆかば﹂の音樂が︑おごそかにひびき

ひびきはじ・める ﹇響始﹈︵下一︶1 ひびき始める
︽ーメ︾

六搦4

始めました︒

﹁ヤヒヨーエドノ﹂といふ名が︑そののち︑

ーリ・ール︾

ひびきわた・る﹇響渡﹈︵五︶9響き渡る︽ーッ・
七二7
オランダ人の間に響き渡りました︒

やがて第二の太鼓が山里髄に響き渡って︑

木やり歌は︑中立神宮緑林の森嚴な空氣を

儀式に使はれるいろくな祭具が運ばれる︒

九158

九188

﹁島影直︑整列︒﹂のラッパが一きは高く

明かるくふるはせて︑いつまでも響き渡った︒
九553

鹿介の大音聲は︑雨量に響き渡った︒

響き渡ると︑

九伽8

ひびく

九199團

しゃりしゃりと︑かみそりの音が氣持よ

起床ラッパは勇ましく響き︑

く響くたびに︑︿略﹀顔が現れて來る︒

九541

まもなく︑食事のラッパが響く︒

はるかなる

九568

麓のわたり かすかに響き︑

ふもと

九713洋装川の流れか︑さらさらと

直播9 遠くの方から響いて來るいろくな物音に︑

耳を傾けたりしてみるのである︒

十㎜12 だから︑車の動いてみる間︑絶え間なく

十加7 このやうに︑いろくな物音が響くが︑

はとぶえ

﹁︿略﹀︒﹂が響く︒

話説9 春になると︑鳩笛が天から響いて來て︑胡

その鳴き聲が胡同に響いて來る︒

同をにぎははせる︒

十島7

たとへ鳴りものであらうと︑呼び聲であら

うと︑管のやうな胡同には︑それがふしぎなほど

その最初の一音が︑すでにきやうだいの

花嫁行列のラッパの音が︑どこかで響く︒

直別6

十一柵1

ヒビク

心の底ま

ひ

ごうごうと響く車の音は︑見送ってくれ

槌の音は︑いかにものんびりと響いてゐ

その舌面悪い推進器の音が耳に響いて︑

び や

日比谷公園の菊のてんらん會でした︒

︵感︶一 ヒヒン

﹁ヒヒン︒﹂とないて︑大きな目で︑

また長上を敬ふ家族制度の美風からも︑

﹇美風﹈︵名︶2 美風

十﹇322

びふう

じっとにいさんを見つめる︒

五684国

ひひん

六搦8

ひびやこうえん

ちよつと張りの抜けた神纏を引きしめさせる︒
ひ び や
﹇日比谷公園﹈︵名︶1 日比谷公園

十二四6

るが︑

十ニー56

る山の歓聲である︒

十一一141

行進曲が響いて來る︒

十二88 軌道車が動きだすと︑鑛聲器から快活な

耳にはふしぎに響いた︒

十圏10
なかぶさ
﹁出登︒﹂山田先生の聲が︑中金温泉旅

よく響き渡る︒

十一828

2一

響く

とたんに︑妙なる樂の音が起って︑朗か

館の庭に勇ましく響き渡った︒

十二573

︵四五︶

艦長の聲は︑全艦に響き渡った︒

に天上に響き渡った︒

十二鵬8

﹇響﹈

︽ーイ・ーキ・ーク︾﹇▽なりひびく

ひび・く

セカイ中心ヒビキマス︒

むさし野が︑うすくなって消えると︑船の

一一176圏

六撹1

﹁ゴーン︒﹂と︑かねがひびいて︑淺草の

汽笛が﹁ボi︒﹂とひびきました︒

六糊3

笛とたいこの音がひびいて立て︑ずらりと

大きなお寺があらはれました︒

六柵2

かしは手うてばごうごうと︑

並んだお祭のちゃうちんが︑うつりました︒

七312囲

笛の音は︑高く低く︑波を越えてひびいた︒

でひびきます︒

七477

567
ひぶた一ひやくしじゅうまんキロ

ていねいなことばつかひが重んじられてみる︒

ひま

聞多は︑山口在に非命の最期をとげたであらう︒

ひも

後の方でいつしか悲鳴をあげる︒

そのひもでこまの腹をたたきます︒

きれいな玉をたぐさん作って︑首かざりの

二十一

百一

病院の兵たいさん⁝⁝⁝百
︹課名︺1

マライを進む⁝⁝⁝百一

四929国

とうとう︑百五十メートルの糸をみん

十八

汽車⁝⁝⁝百三

百三十一

東京⁝⁝⁝百三十

︹渾名︺1

︹旧名︺1

百三十五

早春の満洲⁝⁝⁝百三十一

︹官名︺2

百三十四

雪國の春⁝⁝⁝百三十五

百三十二

梅が香⁝⁝⁝百三十四

御民われ⁝⁝⁝百三十二

︹課名︺1

皇霊

支那の子ども⁝⁝⁝百四

二十一

︹課名︺3

十一310
ひやくし

百四十一

﹇百四十三人﹈︵名︶1

評語の力⁝⁝⁝百四十一

︹課名︺1

十七秋のおとつれ⁝⁝⁝百四

振子時計⁝⁝⁝百四

四310 二十二

九37

八39 二十

ひやくしじゅういち

十二39 二十
四十三人

みささぎ

一つところにて討死せんと約束したり

ひやくしじゅうさんにん

といふ︒

百四十二

百四十萬キロ

ひとさしの舞⁝⁝⁝百四十二

︹課名︺1

︵名︶1

十一﹇伽7 直樫凡そ百四十萬キロもある一大火球だ

ひやくしじゅうまんキロ

十310 二十

ひやくしじゆうに

ける者ども百四十三人︑先皇の陵に参って

十二㎜8図

百

百五十メートルほどのぼった時︑ぼくが︑

な出しました︒

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

八811

二十四

十一一38 十九

十二37

病院船⁝⁝⁝百三十四

ひゃくさんじゅうし

ひゃくさんじゅうご

八313

ひゃくさんじゅういち

六313 二十四

細い棒の先にひもをつけて︑そのひ ひゃくさんじゅう ︹課名︺1 百三十

二314 二十六

長いひもをつけて︑首へかけると︑舟 ひゃくさん ︹課名︺1 重三

﹇紐﹈︵名︶6

四39
ひゃくいち

十三

濱田彌兵衛⁝⁝⁝百九

百九

二十四

水族館⁝⁝⁝百九
百五
﹇百五十隻﹈︵名︶1

月光の曲⁝⁝⁝百五

︹課名︺1

十六

百五十隻

二十一

︹課名︺2

十一一32

七313

ひゃくく

八310
ひゃくご

十一35

この廣い溝は︑ラバウルの生命で︑一萬
トン級の船が百五十隻ぐらゐはらくにはいれる︒

十一㎜4

十39 十九

はばの柔いひものやうな形をしてゐます︒

火もと

最後にねえさんは︑ひもであんだきれいな

﹇火元﹈︵名︶1

冷汗

火もとからは︑だいぶはなれてゐましたが︑ ひゃくさんじゅうに
﹇冷汗﹈︵名︶1

一人の患者が︑船が揺れだしてから急に悪
くなって︑全身に冷汗が流れ︑

十重6

ひやあせ

六719

ひもと

︐買物袋をさしあげた︒

二塁2

七108

やうに︑ひもにお通しになりました︒

五57

四531

もでこまの腹をたたきます︒

四529

はおなかのへんにかかります︒

三832

ひも

十一855

十一324 敬語がこれほどに嚢達したのは︑つまり ひめい ﹇悲鳴﹈︵名︶1 悲鳴

み
つきせぬ親

わが國がらの尊さ︑昔ながらの美風が︑ことばの
火蓋

上に反映したのにほかならないのである︒
︹火蓋﹈︵名︶1
悲憤

十52図 西太平洋に決職の火蓋

ひぶた
﹇悲憤﹈︵名︶1

干ぼし

悲憤の涙わきぬべし︒

十二766図圃 鎌倉宮にまうでては︑

ひふん
王のみうらみに︑

こ

﹇干乾﹈︵名︶1

非凡

十㎜10園 干ぼしになっても︑ここを離れることは

ひぼし

﹇非凡﹈︵形状︶1

できない︒

ひぼん
﹇暇﹈︵名︶3

十一桝3 阿禮は︑記憶力の非凡な人であった︒
ひま
まはしを工夫したりするひまがありません︒

九437 しかし︑ことばで話す時には︑︿略﹀︑いひ
十735 佐吉は︑︿略﹀︑ひまさへあれば︑織機のこ
とを調べ績けてるたのである︒
ない御身であらせられた︒
﹇向日葵﹈︵名︶2

日まはり

十二m8 宮には︑この爾三年︑御涙の乾くひまも ひゃく ︹課名︺1 百
ひまわり

五806 日まはりは︑暑い日をいっぱい受けて︑金
のお皿のやうなのが︑三つ咲いてみる︒

七754圃 その庭に︑日まはりが咲いてみる︒

ひめ ﹇姫﹈︵名︶1 姫nvおとたちばなひめ・おと
ひめ・おとひめさま・おひめさま・かぐやひめ・ま
いひめ・まんじゅのひめ

非命

八4110 うばを門のわきに立たせておいて︑姫は中 ひゃくごじっせき
へはいりました︒

﹇非命﹈︵名︶1

十二741 母の慈愛によらなかったら︑︿略V井上ひゃくごじゅうメートル ︵名︶2 百五十メートル

ひめい

ひやくしじゅうろく ︹課名︺1 百四十六

十二310 二十一 太平洋⁝⁝⁝百四十六

十二33 十四 静寒入宮⁝⁝⁝二七

ひやくしち ︹課名︺1 百七

四311 二十三 おひな様⁝⁝⁝百十

ひゃくじゅう ︹課名︺2 百千

六39 二十 雪舟⁝⁝⁝百十
ひゃくじゅうく ︹課名︺2 百十九

十二35 十六 もののふの情⁝⁝⁝百十九

八311 二十二 母の日⁝⁝⁝百十九
ひゃくじゅうし ︹課戸︺2 百十四

十35 十五 漢字の音と訓⁝⁝⁝百十四
十一36 十七 いけ花⁝⁝⁝百十四
四312 二十四 北風と南風⁝⁝⁝百十二

ひゃくじゅうに ︹課名︺1 百十二

十36 十六 塗り物の話⁝⁝⁝百十八

ひゃくじゅうはち ︹課名︺1 百十八
︹課名︺ 3 百十六

四313 二十五 羽衣⁝⁝⁝百十六

ひゃくじゅうろく

せき

せき
百敷十隻

十二34 十五 シンガポール泣落の夜⁝⁝⁝脚下

六310 二十一 三勇士⁝⁝⁝三十六
六
ながと

ひやくすうじっせき ﹇百数十隻﹈︵名︶1

610 71013に

〈

3

3

3

3

3

吉劇毒壬諮

十一34

ひ

6 百二

わ震く長月っ6

酷凝曇ε百

月と雲⁝⁝⁝百二

学

子ii
ii
iii
i百百 百百
ニ画

つくし⁝⁝⁝百二

海くす百ii一
の： ：二： ：

十九

百二十

︹合名︺2

百二十﹈
百二十五
百二十四

十九 朝顔に⁝⁝⁝百二十五

︹合名︺1

動員⁝⁝⁝百一一十一

︹課名︺1

ゆかしい心⁝⁝⁝百二十

︹課名︺1

十八

ひゃくにじゅう

十一37
九39

ひゃくにじゅういち

十一38

ひゃくにじゅうご
ひゃくにじゅうし

︵名︶4

百二十四センチ

つりばりの行くへ⁝⁝⁝百二十四
五313二＋四
春の雨⁝⁝⁝百二十四
六311二十二

十七

ばらの芽⁝⁝⁝百二十六

十37

二十 古事記⁝・⁝・・百一︻十六

﹇百人﹈︵名︶2 百人

十一39

七615 百人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といつ

ひゃくにん

大力の僧︑︿略﹀︑百人にても動かしが

た賊も︑しまひには十萬ばかりになった︒

十一219図

﹇百年﹈︵名︶1 百年

たき大石を︑かるがると脇にさしはさみ︑

十一晒9 百年ばかり前︑ジャワが︑オランダと職

ひゃくねん

つたことがある︒

ひゃくばい

その後百年鯨りたって︑それが例になるや

与ゆうきひゃくばいする

うになった︒

九109

ところが︑ぼくのせいの高さは︑百二十 ひゃくねんあまり ﹇百年余﹈︵名︶1 百年忌り

ひゃくにじゅうしセンチ

七712園

あとしばらくで︑かげが百二十四センチ

四センチなんです︒

七713園

百二十七
防空監視哨・⁝・・⁝百一一十七

百二十二

秋⁝⁝⁝百二十二

︵名︶

百二十八

2

百二十八センチあるよ︒

二十三

百二十八セン

百二十六

古れふ⁝⁝⁝百二十六

飛行機の整備⁝⁝⁝百八

二十三秋の空⁝⁝⁝百八
十八

これを園んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑

﹇百万﹈︵名︶4 百萬

その結果︑江戸市中が兵火にかかれば︑

徳川の家を救ふことは︑結局江戸百萬の

︵名︶4

百メートル

最後の百メートルといふところで︑白が︑

る︑向かふの家の屋根であった︒

六627 それは︑ここから百メートルもはなれてゐ

ろへさしかかりました︒

五佃1 利根は︑もう百メートルで本部といふとこ

ぐいぐい出て來ました︒

五931

ひゃくメートル

市民を救ふことであるll

十二川10

百萬の市民はどうなることか︒

十二川9

た賊も︑しまひには半影ばかりになった︒

七616 百人逃げ二百人逃げして︑初め百萬といつ

七574

ひゃくまん

九38

七312

春枝さんと︑花子さんは︑ぼくのかげが ひゃくはち ︹課名︺2 百八

にちぢんで︑ぼくのせいと同じ長さになります︒

七731園

二十三

︹課名︺1

今︑百二十四センチになりました︒

百二十四センチになった時︑知らせてください︒
七734囹
八312

ひゃくにじゅうしち

二十三

︹官名︺2

五312

ひゃくにじゅうに

二十

︹課名︺2

三日月の影⁝⁝⁝百二十二

九310

ひゃくにじゅうはち

でせう︒

六312

ひゃくにじゅうろく

︹恩名︺3

七711真弓︑ぼくのかげが︑百一一十八センチある

七709園

チ

ひゃくにじゅうはっセンチ

八267圏旗艦長門以下百敷十隻︑ さんさんと秋 十38 十八 敵前上陸⁝⁝⁝百二十八
十二36 十七 太陽⁝⁝⁝百二十八
の日をあび︑ 今日︑おごそかに観艦式︒

九七 六五二や

ひやくしじゅうろく一ひゃくメートル

568

569
ひゃくらい一びょういんせん

八471囹

﹁これで︑百メートルの高さから飛ばす

﹇百雷﹈︵名︶1

百雷

と︑ニキロは行くは ず で す ︒ ﹂

ひゃくらい

な重さと︑百雷の一時に落ちたやうなとどろきと

十256 海水が︑︿略﹀︑山がのしかかって來たやう
で︑陸にぶつかった ︒

ひゃくろく ︹課名︺3 百六
小さな温床⁝⁝⁝百六

五311二十二 軍犬利根⁝⁝⁝百六

六38十九
冷す

︽ーシ︾

このやうに︑打つたり︑熱したり︑ 冷した

﹇ 冷 ﹈ ︵ 五︶1

七311二十二 夕日⁝⁝⁝百六

／0り一

天90

ひや・す

﹇百騎﹈︵名︶1

百騎

りして︑鐵の質を固くし︑強くします︒
ひやっき

十一653図圓 もし矢壷きて打物にならば︑一騎が
百騎に向かふとも︑つひにはかなふべからず︒
ひやっと ︵副︶1 ひやっと
て氣持がよい︒

れに樂譜もございませんが︒

ベートーベンはピヤノの前に腰を掛けて︑

すぐにひき始めた︒

十一佃9
清い月の光が流れるやうに入り込んで︑
かれは︑再びピヤノの前に腰をおろした︒

ピヤノのひき手の顔を照らした︒

十一川1

やがて指がピヤノにふれたと思ふと︑
ひやりと

十一麗1
︵副︶1

十一擢6
ひやりと
ひゆう

ひやりと︑足にさはるものがありました︒
﹁ひゆう︒﹂と︑音高くつるからはなれた

︵副︶1

七107
ひゆう
六梱5

たかち

ほ

やまと

ににぎのみことは︑日向の高千穂の峯にお

ひうが

矢は︿略﹀まん中の星を︑射抜いて立ちました︒
ひうが
﹇日向﹈︹地名︺3 日向

ひゆうが

五棚6

ひうが

くだりになりました︒

日向を船出して︑都したまうた國は大

やま

びゆうびゆう

ひょいと

ひょいと

頭のところへ飛んで行ったが︑友田くんが︑

︵副︶3

つり糸が︑空に大きなわをゑがきました︒

六936

ひょいと

ひょいと

ひょいとしゃがんだので︑それてしまった︒

七58導水にもぐってひょいと出て︑

ひょいと浮かんでまたもぐる︒

浮かんでまたもぐる︒

﹇電﹈︵名︶1

﹇表﹈︵名︶←じかんひょうどおり

七61圖
ひょう

ひよう

ひょう

どべい

じゅもく

﹇秒﹈廻すうびょう
べう
﹇廟﹈︵名︶1 廟

べう

雨を起したり︑時にひようを降らしたりします︒

十一771 朝顔雲とか︑かなとこ雲とかいって︑雷
びょう
びょう

んな水びたしになって︑くつれてしまふのだ︒

十脳6 家でも︑土塀でも︑樹木でも︑廟でも︑み

はう

その中に︑光明皇后のお建てになった︑せ

光明皇后は︑ときどき︑この病院へおいで

抱したが︑

十一一櫛4
時︑

病院船

病院船⁝⁝⁝百三十四

病院船

十39 十九

︹党名︺2

十悩6 十九

びょういんせん

病院がわが軍に占領されたことを知った

病院が︑この勇士の患者たちを待ってるる︒
かい
十㎜2 さっそく病院へかつぎ込んで︑みんなで介

十川8 内地に着きさへすれば︑完全な治療をする

になって︑病人たちをお見まひになりました︒

七339

やく院といふ病院が立ってるました︒

七326

みもんに行きました︒

四m2 この前の日曜日に︑兵たいさんの病院へ︑

いん・やせんびょういんにて

神武天皇は︑日向をおたちになって︑大和 びょういん ﹇病院﹈︵名︶6 病院εやせんびょう
ひうが

の方へお進みになりました︒

六42

臣︑

十二伽4圃

びゆうと

すばらしい早さに︑からだもスキーも一つ

︵副︶1

︵副︶1

ビューン

冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹
︵感︶2

﹁ビューン︒﹂とあとを引くやうな響きが
その﹁ビューン︒﹂がはたと止ると︑︿略﹀

ひゅっ
にいさんが︑ひゅつと︑つり竿をふると︑

︵感︶1
五447

ひゅっ

もう頭をつるつるにそられてるるのである︒

十珊5

する︒

十島4

びゅ一ん

きまはって︑

四搬7

びゆうびゆう

になって︑ぴゆうとうなる︒

八817

不
百登 びゆうと

九952 爾手でからだに水を掛けると︑ひやっとし

百中

ひゃっぱつひゃくちゅう ﹇百発百中﹈︵名︶1

ピヤノ

文字通り 百 獲 百 中 だ ︒

︵名︶1一

十一一梱7
ピヤノ

一448 ラジオノピヤノガ︑キコエテキマシタ︒
八佃6 しかも︑その手は︑ピヤノでもひくやうに︑
﹁かには︑ピヤノの先生ですね︒﹂

絶えず動いてゐます︒
八稲8園

十一描2 中からピヤノの音が聞える︒

十一町9 そのそばにある蕾式のピヤノによりかか

十一描7 やがてピヤノの音がはたとやんで︑
つてみるのは︑妹であらう︒

十一㎜3園 しかし︑まことに粗末なピヤノで︑そ

びょういんせん一びょうしん
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したが︑

おまへたちの心配するやうな病氣には︑

林に着く︒

﹇氷山﹈︵名︶1 氷山

なかだち

べうかう

敵前︑わっか五十メートルといふ直写です︒

六備6 昭和七年二月二十二日の午前五時︑廟巷の

どんな重い病氣でも︑きっとなほるといふ びょうこう ﹇廟巷﹈︹地名︺1 廟巷

ぺうかう

七334園圃は︑おなかの南島で︑長い間寝てゐま 九136 やがて標高千百五十メートルの中立神宮備

十二桝3園 敵の病院船だ︒

びょういんせん ﹇病院船﹈︵名︶2 病院船

七342
九253国

うはさが︑︿略V日本中にひろがりました︒

十二悩5囹艦長︑敵はわが病院船バイカル丸を撃
適しました︒

ひょうざん

だれ一人かかつてみない︒

びょういんのへいたいさん ︹罪名︺ 2 病院の兵た

四39 二十一 病院の兵たいさん⁝⁝⁝百

いさん

ひやうし ひやうし

あはの藍が︑はね返るひやうしに︑小さな

﹇拍子﹈︵名︶2

母が棒を取って︑とんとひやうしを取った︒

徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同じ病室にゐ

﹇病室﹈︵名︶6 病室

少し氣分が悪いので︑水で顔を洗ってから︑

かない足取りで︑病室へ向かってゐました︒

十襯2 かう思った私は︑もう船の動揺にもよろめ

でるる患者の顔が浮かんで來ました︒

十川3 とたんに︑私の頭の中には︑病室で苦しん

と思ひながら︑

十拳5 早く白衣に着かへて︑病室へ行かなければ

病室の中をまはりました︒

十燭3

十悩8 病室の患者は︑よく寝静まつてゐます︒

くわんじゃ

る人たちの心に︑しみこむやうに聞えました︒

七288

びょうしつ

十339

神檬のおからだは︿略﹀空へとびあがりました︒

五635

ひょうし

九322園病氣をしないで︑元氣で待ってるなさい︒ 十一梱6図圃 波にただよふ氷山も︑ 來たらば來
かまが病氣をしてみるなllと︑ちいさん たれ︑恐れんや︒

九729

この附近の住民が病氣で︑今にも死に
病氣︒それは氣のどくだ︒
わたしがこんなに病氣で︑いっとも知

へうきん

氷原

人を見るとへうきんなかつかうをして︑
﹇氷原﹈︵名︶1

ひやうご

大陸に沿うてひろがる﹁太平洋﹂ll

十二備7圏南︑南極海の氷原に連なり︑アメリカ

ひょうげん

なつかしげに近寄って來る︒

十一劉8

﹇小心﹈︵形状︶一

なりますが︑これまで碧潭一つしませんでした︒

十一価2團私も︑こちらへ來てからもう一年近く

れない身になってみるのに︑

十一4010園

十一129園

さうだと申してみるのでございます︒

十一127園

さんの心は急に明かるくなった︒

これだ︑これが病理のもとだと︑源作ちい

は思った︒

四㎜1 二十一 病院の兵たいさん
氷塊

九763

﹇氷塊﹈︵名︶2

か
十﹇62圃 氷塊と氷塊がつきあたり︑噛みあひ︑

ひょうかい

のしかかりでんぐりかへり︑群がって流れる︒

評議

十一62圏 氷塊と氷塊がつきあたり︑
﹇評議﹈︵名︶1

子鼠

十一一597 まつ役人たちに評議をさせ︑また學者の

ひょうぎ

﹇病気﹈︵名 ︶ 1 8

意見をも徴した︒
びょうき

デ︑オイシャサマヲヨビマシタ︒

二402 花子サンバ︑人ギャウが病氣ニナツタノ

したので︑

四581おかあさんが︑長い長病氣でねてゐまひょうきん
四582 書も夜も︑一心にかいはうしましたが︑

病氣はわるくなるばかりでした︒
四馬3 戦畢できずを受けたり︑羊雲になったりし
た兵たいさんが︑大勢いらっしゃいました︒

ひょうこう

﹇標高﹈︵名︶1

井より返されしは︑

標高

びょうしょう ﹇病床﹈︵名︶1

病床

愛の態度を聞くや︑病床にさめざめと泣いた︒

もだるさうで︑病身らしく見える︒

十二9410計量父上︑兵庫へ向かはれし時︑汝を櫻びょうしん ﹇病身﹈︵名︶1 病身
十一385 顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ

にとどめし菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑

十二945図正行は︑父が兵庫へ向かふ時︑かたみ 十二733 一命を取り止めた聞多が︑當時の母の慈

たち︑五百鯨騎にて兵庫へくだる︒

ひやうご

ひょうじょう ﹇表情﹈︵名︶1 表情
五618 人間や︑牛や︑馬の病氣も︑おなほしにな ひょうご ﹇兵庫﹈︹地名︺3 兵庫 兵庫
くすのきまさしげ
十二885図 延元元年五月十六日︑楠木正成都を 十二脳7 不意に雲の表情が愛って來た︒
りました︒

五㎜1 おかげで︑利根は︑子犬のよくかかる病氣
にもならないで︑すくくと育ちました︒
五柵7園 鯛だけは病氣でねてゐますので︑ここへ
まみってゐません︒
つたり︑藥をいただいたりしてゐました︒

七327 大勢の病人がおしかけて︑三塁をみてもら
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ひょうする一ひょうながい

﹇表﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

表する

︽ーシ︾

十二㎜6 かれは︑︿略﹀︑ひたすらに謹愼の意を表

ひょう・する

した︒

標柱
がうしう

ひょうたん 与せんなりびょうたん
﹇標柱﹈︵名︶1

十一㎜6 この土地に敵前上陸して︑濠洲兵を追ひ

ぴょうちゅう

佛ひ︑日本領の標柱を打ち立てた當時から︑
ひょうちゅうとう ﹇表忠塔﹈︵名︶1 表忠塔

八253国 にれい山へのぼったり︑表忠塔を仰いだ
り︑︿略﹀旅順港口を眺めたりすると︑

ひょうと ︵副︶4 ひようと

八738図 ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひを定め
てひようと放つ︒
をねらひてひようと射る︒

九604図殺さんもふびんと思ひて︑左右の耳の間
あきあげいおりのすけ

九桝6 秋上伊織介がそれを見て︑﹁︿略V︒﹂と︑
これも手早く矢をつがへてひようと射る︒

びやうどう

か

たちばな

千人めの病人のおせわをなさった時︑

る病人が︑いつも絶えませんでした︒

七359
七3510

屏風

びやうぶ

ひやうらう攻め

方々で︑官軍が︑ひやうらうの道をふさい

だので︑賊はすっかり弱った︒

七614

﹇兵糧攻﹈︵名︶1

自分の飛行機を早く知りたいために︑尾

主翼も尾翼も︑しっかりと結びつけた︒

与すいちょくびよ

この上は︑ひやうらう攻めにしようとして︑

﹇尾翼﹈ ︵名︶ 2 尾翼

八508

ひょっこり

ひょっこり

翼にちよつと色をぬっておくとか︑

︵副︶4

きりぎりすは︑ひょっこり動いて︑葉の

になったか︑おしゃかさま︒

表へ出て來ました︒

三726

お出

九備8園

く・すいへいびよく

びよく

賊は︑攻め寄せないことにした︒

七596

急に病人のからだから光がさし出て︑あた ひょうろうぜめ

りが金色にかがやき渡ったといふことです︒

病人が良藥を得︑渇者が清冷な水を得た
病人たち

のにもまして︑大きな喜びであった︒

十二486
﹇病人達﹈︵名︶1

光明皇后は︑ときどき︑この病院へおいで

びょうにんたち

七339

だ

飛騨山脈が︑︿略﹀屏風のやうに︑︿略﹀
標本

三57間あま茶の中からひょっこりと︑

見おろせば︑いく百丈の谷は︑あたかも ひょっこり

﹇屏風﹈︵名︶2

びやうぶ

になって︑病人たちをお見まひになりました︒

八329図

びょうぶ

ひ

屏風を立てたるがごとし︒

びやうぶ

十一938

﹇標本﹈︵名︶1

そそり立ち︑うねり績く雄大荘嚴な姿︒
ひょうほん

表面

月の表面は決してなめらかではない︒

風だといはれ︑

ところで︑そのころ︑ひょっこりと垂湾へ

︵副︶1

ひよつと

︹課名︺2

ひよどり越

﹇鵯越﹈︹地名︺1

よどり越に出づ︒

ひより Oグライダーびより
ーク︾

ひよどり越

大きな塞ぐらみの大きさで︑足は︑ばかに

ひょうなが・い ﹇長﹈ ︵形︶2

九815

ひよう長い ︽ーイ・

八328図大事源義経︑︿略﹀︑山を傳ひて︑ひ

みなもとのよしっね

ひよどりこえ

八317七ひよどり越

八28七ひよどり越⁝⁝⁝三十一

ひよどりこえ

へがわいたのかも知れない︒

十二288 子路には︑ひょっとすると︑さういふ考

ひょっと

現れたのが︑オランダ人です︒

骨相10

へるでありました︒

七103囹持って錦って︑みんなで標本を作ってご 五591 その時︑ひょっこり出て湿たのは︑ひきが
らんなさい︒

﹇表面﹈︵名︶7

黒々と光ってみた油の表面からは︑一時に︑

表面が︑しだいにはぎ取られて行くと︑始
十373

地球と月との距離が︑今の約二倍なくて
太陽そのものの温度は︑表面で約六千度︑
太陽を見ると︑表面に黒いごま粒のやう
なものが見えることがある︒

十一一麗4

内部はもっともっと高熱である︒

十二個8

は︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

十二欄4

めて︑あの鋼鐵の白い光が︑かがやき始めます︒

八㎜8

ばっとほのほがもえあがり︑

八996

﹁︿略﹀︒﹂とて︑例の大矢を打ちつが ひょうめん

ひ︑堅めてひようと射る︒

十一663図

びやうどう

びょうどういん ﹇平等院﹈︵名︶1 平等院
さき

十梱2図 ここに平等院のうしとら︑ 橘の小島が
崎より︑武者二騎︑引つ駈け引つ駈け出で來たり︒

びょうにん ﹇病人﹈︵名︶8 病人与こびようにん
︿略﹀︑藥をいただ い た り し て ゐ ま し た ︒

七327 せやく院には︑大勢の病人がおしかけて︑

ろ

﹁皇后様が︑御自分で︑病人のせわをな

ために︑藥の風呂を作っておやりになりました︒

ふ

七345 光明皇后は︑手足の痛む病人や︑︿略﹀の
七349囹

さるといふことだが︑ほんたうだらうか︒﹂
いふ大願を︑お立てになったさうだ︒

七354園皇后様は︑千人の病人のせわをなさると 十二麗7 黒貼は︑太陽の表面に起る大きなつむじ
七356 このやうな話をしながら︑藥の風呂にはい ひょうろう ﹇兵糧﹈︵名︶1 ひやうらう

ひら一ひらや
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ひよう長く見えます ︒

九8110 乳を飲むのも忘れて︑ひよう長い足で元氣

ひ ら

たかね

よく︑草原の上をはねまはることもありました︒
ひ ら
﹇比良﹈︹地名︺1 比良

八鵬10

寒さを防ぐために︑しめてあった二重窓が

すべての窓や出入口は開かれる︒

窓といふ窓が︑すっかり開かれるので︑

開かれます︒
八悩1
九545

窓を開くことができないので︑ぼくのこの
諸君は︑新しい東亜のために︑ここで大

ことばも通じないらしい︒

九鋤6

ちいさんは︑眞黒に焼けた炭を外へ取り出した︒

十993図比良の高嶺の雪も消え︑谷々の氷打ち解 九749 二三日たってから︑かまの口を開いた源作

ひら
けて︑川水折ふしかさ増したり︒

ひら ﹇平﹈5てのひら
ひらがな

やをらかまを開かんとすれば︑今しも朝

十一896 眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低い

﹇平﹈︵形︶2 平たい ︽ーイ︾

緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに動いて見えた︒
ひらた・い

﹁かれひ﹂は︑平たいからだをくねらせて
泳ぎます︒

八価8

ひらくと︑

ひらく

ゆれるたも

と︑︿略﹀どこにるるのか見當がつきません︒

八備1 その平たいからだに︑ちよつと砂をかぶる

︵副︶2

扇は︑︿略﹀︑二度三度︑ひらくとまは

美しい︒

四伽5圃右に︑左に

ひらく
とが

りて︑さっと海中に落ち入りたり︒

八7310図

白い旗は︑つい︑目の前にひらくしてゐ

六951 まだ︑白い旗がひらくしてみる︒

るが︑手がとどかない︒

六945

して︑いつもより勇ましく見えました︒

三944 私たちの立てた國旗が︑風にひらく

たまく︑そのころ東京に博覧會が開かれ ひらく・する ︵サ変︶3 ひらくする ︽ーシ︾
﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑主人は戸を恥い

心を無理にしづめようとして雑誌を開き

その頂が開いたのは︑朝顔雲とか︑かな
十一783 はね起きて窓を開いた︒
す
山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑素
ざうり

どうか残りを聞かせて︑私に悟りを開

開ける

︽ーケ︾

羅刹は座に着いて︑おもむろに口を開い
﹇開﹈︵下一︶2

ーク︾

いちばん初めに︑美しい日の丸の旗のひら

めいてるる昭南島のけしきがうつりました︒

六369

て射落すことは︑むつかしと見えたり︒

八731図扇は風にひらめきて︑︿略﹀︑ただ一矢に

朝日にかがやく軍艦旗が︑海風にひらめき

だれの目にも︑固い決意がひらめく︒

農家に︑満洲國旗がひらめいてみる︒

ながらしづしっとのぼって行くさまは︑

九573
九川2

この勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑

十612
寸心1

︿略﹀︑尊い母の姿であったのでせう︒

十88図

御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑

だんだん爾岸が開けて來て︑川はばが廣く ひらや ﹇平屋﹈︵名︶1 平屋
なりました︒

五512

ひら・ける

た︒

十二544

かせてくれ︒

十一一513園

足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒

あし

十︻788

とこ雲とかいって︑

十一7610

陣を開いて退散すべし︒

十一626図國もし一家の氏族ならば︑すみやかに ひらめ・く ﹇閃﹈︵四五︶6 ひらめく ︽ーイ・ーキ・

ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒

十一489

た︒

十槻10

た︒

十764

日︑はなやかにさし出でて︑かま場を照らせり︒

十467図

九姫1囹

﹇平仮名﹈︵名︶2

︽iイ・ーカ・ーキ．

十一伽5 まだかたかなもひらがなもなかった︒

ひらがな

開く

地を開くのだ︒

﹇ 開 ﹈ ︵ 四 五︶26

十一㎜10 今日もし︑かたかなもひらがなもないと
して︑

ひら・く

ーク︾←おしひらく・おひらく・きりひらく・だい
ちをひらく・みひらく

三85すると︑開かないでそのまま落ちて來
ました︒

開くには開きましたが︑すぐに落ちて

來ました︒

三91
三91 開くには開きましたが︑
三104 すると︑らくかさんはぱっと開いて︑ふ
コ︑二の︑三︒﹂で︑たかくあげると︑

はりふはりと落ちて來ました︒
三109

どちらもぱっと開きました︒

三617みどりのもは︑しっかに開きました︒

﹁何しに行くのです︒﹂﹁新しい國を開き

たり︑川に橋をかけたりなさいました︒

五617 野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけ
五632囹
に︒

しょに︑いろくな品物が出て來ました︒

六857團 開いてみると︑あなたのみもん文といっ
八171 やがてそれが開くと︑中に黄色な花が︑矢
車のやうに並んで咲きます︒

573
ひらりと一ひろい

行圭・ありし時の玉座︑今もそのままに拝せらる︒

ひらりと ︵副︶2 ひらりと

三224 牛わか丸は︑ひらりとらんかんの上へ
修行者は︑．﹁︿略﹀︒﹂と高らかにいって︑

とびあがりました︒

ビリー

﹁ビリー ︒ ﹂ と ︑ 笛 が 鳴 っ た ︒

︵感︶一

ひらりと樹上から飛んだ︒

十二572

びり一
六929

ぴりぴり ︵副︶1 ぴりぴり
﹇肥料﹈︵名︶1

肥料

十一858 ぴりぴりとうれしい笛が鳴った︒
ひりょう

そのほか︑いろくせわをしてやるのです︒

八162 まはりの草を取ったり︑肥料をやったり︑

ひる ﹇昼﹈︵名︶10 ひる 馬田おひる・おひるご

びりん ←じんぐうびりん・なかだちじんぐうびりん
はん・おひるすぎ・まひる・まひるどき

とのびていきました︒

四63 たいへんな勢で︑ひるも夜も︑ぐんぐん

四495畳になると︑いつのまにか︑ガラスの氷
もすっかり消えますが︑

病氣はわるくなるばかりでした︒

四581 豊も夜も︑一心にかいはうしましたが︑

ひる

ひる

︽ヒ︾
みつうみ

︽ーシ︾

この川︑近江の湖の末にて候へば︑

あふみ

﹇干﹈︵上︸︶1

十㎜8図様
ひるがへす

この一民屋だけが残ってみたのは︑︿略﹀

﹇翻﹈︵五︶3

待つとも待つとも水ひまじ︒

十838

ひるがえ・す

大きな赤十字旗をひるがへしてみたからである︒
あくま
敵の乱闘機の群が︑海面すれすれに︑悪魔

十㎜5

のやうな翼をひるがへして︑掃射する︒
船もまた山篭にかみ出す白いしぶきを︑
ひるがへる

︽⁝ッ・一

このやうに日の丸の旗が︑南の空にひる

﹇翻﹈︵五︶5

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

ひいろ

十二脳4
ひるがえ・る

六379園

リ︾

がへってみるのです︒

書ごろ

二間

そのころから︑書藺は︑傾いたんぼの一部

﹇昼間﹈︵名︶5

ニー46園 ウサギサン︑ヒルネヲシテヰルゾ︒
ひるま

で︑もう苗代の仕事が始ります︒

七365

七391民商は︑︿略﹀聲をひそめてゐますが︑タ

書一間は︑まだ暑い暑いの歎聲が口をついて

方から夜になると︑︿略﹀さわぎたてます︒
糸価2

九柳2

手紙を書いて︑書一間押してもらったスタン

よし書簡はどんなに暑からうとも︑

出て來る︒

九㎜1

書休み

プを入れて︑ボーイに頼んだ︒

﹁では︑豊休みに︑みんなで飛ばしてみ

﹇昼休﹈︵名︶1

八529園

ひるやすみ

ることにします︒﹂と︑先生がいはれた︒

大きなさめllその白い腹が朝の太陽に光

﹇非礼﹈︵名︶4 非禮

十二323園

十二323園

非違に動くな︒

不為はいふな︒

十二323囚回 非禮は聞くな︒

十二323園非禮は見るな︒

ひれい

り︑ひれが力強くぴんと左右に張ってみる︒

九487

みかたの城には︑赤い旗がひるがへり︑敵 ひれ ﹇鰭﹈︵名︶1 ひれδしりびれ・むなびれ

の城には︑白い旗がなびいた︒

六916

賜れふを知らせるまっかな吹流しが二本︑
威勢よく風にひるがへってゐました︒

六欄6

空には︑白い雲がぽっかり浮かんで︑日の

いみん

︽ーシ︾

少年は︑あくる日の畳ごろ︑︿略﹀︑遠くの ひれふ・す ﹇平伏﹈ ︵五︶ 2 ひれふす ひれ伏す

﹇昼頃﹈︵名︶1

富田城には︑毛利の旗がひるがへった︒

丸の旗がひるがへってゐます︒

六川9
九伽3
ひるごろ

七273

町にある醤院へ送られて行きました︒

書置

﹇広﹈︵形︶56

ヒロイ

潤い

︽ーイ・ーク︾

一616園 ﹁ヒロイ︑ヒロイウミが見エマス︒﹂

δだだっぴろい・はばひろい

ひろ・い

ひろ 5ちひろ・ももひろ

とにひれ伏しながら︑心から禮拝した︒

ま︑いつのまにか︑つめたくなってゐました︒

田道間守は︑みささぎの前にひれふしたま

六248

書すぎ

﹇昼過﹈︵名︶3

十二578 多くの天人たちが現れて︑修行者の足も

ヒルスギ

ヒルスギカラ︑空ガクモッテ來マシタ︒
十慌5図國

コノヘンデ︑ヒルネヲシヨウ︒

﹇昼寝﹈︵名︶2

とよもす秋の垂すぎ
ひるね

一一142囹

ヒルネ

十583 十二月九日の豊過ぎである︒
や な
汽車の來る重き力の地ひびきに家鳴り

二72

ぎ

ひるすぎ

七8210圏豊のつかれで︑みんなすやすやと眠って

七137 海岸で︑豊のおべんたうをたべました︒

こんじやう

みると︑

て︑日は西へ傾きかけてみる︒

十273 紺青の大空には︑豊の月がうっすらと出
十406 月の世界では︑書ぼこげつくやうな暑さ︑
十774 それからは︑ほとんど豊も夜もなかった︒
か
十987図工 たたかれて豊の蚊を吐く木魚かな

十二伽8 上半身にやけどをした敵の將校は︑夜と
なく豊となく︑しきりに苦痛をうったへた︒

ひろいあぐ一ひろいあぐ

574

一616囹 ﹁ヒロイ︑ヒロイウミが見エマス︒﹂

一618囹

四182

たくさんのひかうきが︑添いかんぱんか

だんだん雨雫が開けて來て︑川はばが廣く

廣い庭の向かふに兵舎が立ってゐま

ら勇ましくとんで行くさうです︒
﹁コノイケヨリヒロイノデスカ︒﹂
﹁ドウシテドウシテ︑ウミハ︑空ノヤ 四734 廣い庭の中ほどには︑何本も立札が立
ててありました︒

四748

ウニヒロイノデス︒﹂

一623園

二53圃 ツヅクタンボノ ソノサキハ︑ ヒロ
イ︑ヒロイ海ダッタ︑
五512

支那の廣い野原は︑今︑白い雪で一面に

子馬がたくさん來てるて︑︿略﹀︑廣い野原

者が︑大きな魚を︿略﹀右へ左へ運んで行く︒
九828

波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海岸には︑

を樂しさうに遊びまはってゐました︒
十216

だくりう

その線は︑見る見る太くなった︒恥くなつ

廣い砂原や︑黒い岩底が現れて來た︒
十252
た︒

ものすごい勢で流れ込んで怠る︒

十襯6 見渡すと︑恥い城下町のたんぼへ︑濁流が

殊に支那のやうに︑廣くて大きな國では︑

う者が︑現れないともかぎらないからである︒

十㎜5 廣い支那のことであるから︑︿略﹀らんば

交通路が何よりも大切である︒

十㎜9

はばの黒いひものやうな形をしてゐます︒

初めに︑愛い野原がうつりました︒

七108

カウリャンカッテヒロイナア︑ドッチヲ
ドッチヲミテモヒロイナア︒

四天王寺に近い天王寺公園には︑︿略﹀︑廣
久しぶりに善い空を見︑︿略V︑満洲ひばり

﹁山は卜い︒﹂

島の北の端に︑深い水をたたへた廣い湾

この廣い湾は︑ラバウルの生命で︑一舟

窓も廣く︑︿略V︑これらはみんな風通し

耕されてみないこんな蒼い原野といふも

次のことばは︑今日國民の間に廣く歌は

廣い廣い宇宙には︑

魚市場の廣いたたきの上を︑鉢巻をした若 ひろいあ・ぐ ﹇拾上﹈︵下二︶1 拾ひあぐ ︽ーゲ︾

十二鵬5

腔が︑ほとんど敷へ切れないほど存在する︒

十二鵬5 廣い廣い宇宙には︑太陽と同じやうな天

れてるる︒

十二414

その爾側に︑︿略﹀長屋がずらりと並んでみる︒

十一泌3

のになじみのないわれわれには︑
らうか
廣い竹張りの廊下が部落の虞中を走り︑

十一鵬3

をよくするためである︒

十一囲7

トン級の船が百五十隻ぐらゐはらくにはいれる︒

十一㎜3

があって︑

十一㎜1

十一973園

があった︒

十一901 やや廣く平なところに︑三角鮎を示す石

そのころから︑雲間は︑聞いたんぼの一部
葉先が︑朝風にかるくゆれるやうになると︑

八243圃

ミテモヒロイナア︒

八243圏

廣いたんぼは︑しだいににぎやかになります︒

七383

で︑もう苗代の仕事が始ります︒

七365

六個2

おほはれてゐます︒

六852團

なりました︒

す︒

二53圃 ヒロイ︑ヒロイ 海ダッタ︑

カウリャンカッテヒロイナア︑

ドツ

ニー95 ヒロイ︑ヒロイノハラニ︑カウリャント
イッテ︑日本ノキビニ ニタモノガデキル
ニー95 ヒロイ︑ヒロイノハラニ︑

二206囲カウリャンカッテヒロイナア︑
チヲ見テモヒロイナア︒

二217囮園

二207圃ドッチヲ見テモヒロイナア︒
ドッチヲ見テモヒロイナア︒
二218圏圖 ドッチヲ見テモヒロイナア︒
お考へに

二953 ユメニ︑ヒロイノハラヲ見マシタ︒
なりました︒

三132 神さまが︑ 國を 廣くしたいと

けいだい

ことに住吉神社は︑境内が泣く︑社殿がお

いかにも大阪らしいけしきです︒

三146 神さまは︑その土地をつぎあはして︑國 八918 公園は︑さう轟くはありませんが︑︿略﹀︑
を廣くなさいました︒

八944

八価7

い花壇などがあります︒

くわだん

ごそかに拝まれます︒

三158 神さまは︑かうして國を導くなさった
といふことです︒

八947

海は廣いよ︒

三363園 かうくうぼかんは︑廣いかんばんから︑
ひかうきをいくつもいくつもとばします︒
三471囚囚

は︑さもうれしさうにさへづります︒
農夫たちは︑円い︑廣い畠を耕し始めます︒

またこの川をだんだんくだって行

八僻7

農夫たちは︑廣い︑廣い畠を耕し始めます︒

三486園

八掛7

おまへたちが大きくなるのを︑廣い南洋

くと︑大川になって︑おしまひには︑適い︑廣い

九4810

の天地と︿略﹀住民たちが︑︿略﹀待ってるる︒

九2510團

海へ出る︒

三486園廣い︑違い海へ出る︒
三746国海はあまり廣いので︑びっくりしまし
た︒

575
ひろいあげる一ひろげる

拾ひあげる

︽一

八761図 されども義纒は︑太刀にて熊手を防ぎ防
﹇拾上 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒
ひろいあ・げる

︵下一︶

1

拾ひ集める

八538走って行ってグライダーを拾ひあげると︑

ゲル︾

﹇拾集﹈

なほかはいくなった ︒
ひろいあっ・める
︽ーメ︾

︵四 五 ︶

16

ヒロフ

ひろふ

オバアサンバ︑ソノモモヲヒロッテ︑ウ

拾ふ

八104 このつかれはてた鳥を拾ひ集めて︑暖い家
﹇拾﹈

に入れてやり︑食物を與へてやりました︒
ひろ・う

U

サルガ︑柿ノタネヲヒロヒマシタ︒
蟹玉ガ︑卑下リメシヲヒロヒマシタ︒

キヌ子サント花子サンガ︑オチバヲヒロ

林ノ中へ行キマシタ︒

花子サンガ︑モミヂノ ハ ヲヒロッテ︑

トイヒマシタ︒

つい︑足がすべってころびました︒
はと

拾ってみるところが出ました︒

六㎜1 鳩が︑何十羽となく集って來て︑ゑさを

すと︑

四968大さわぎをして︑豆を拾ひました︒
四柵6園 いや︑これは私が拾ったのです︒
六582園
この間︑私が︑山でたきぎを拾ってゐま

さを ひろってゐましたので︑

四249道のまん中で︑にはとりがたくさんゑ

た い と 思ひます︒

私は貝をたくさんひろって︑かへり
三767團

﹁︿略﹀︒﹂

一一

ロッテ︑ 日ニスカシナガラ︑

二317キヌ子サンガ︑キイロナハヲーマイヒ

ヒニ︑

2

7

6

カ ヘ リ マ シ タ︒

へ

3

︽ーッ︒ーハ︒ーヒ︾

312323チ了2
R2

七107
でした︒

七沁10園

かいさう

拾って見ると︑ぬらぬらした︑茶色な海藻
春枝さんは︑わかめを拾ひましたね︒
海藻を拾った波うちぎはも︑もうすっかり︑

海の水でかくされてるました︒

七139

びろうど

われは拾はん海の富︒

︵名︶2

十一価3図圏
ビロウド

すみれ色をした花が︑暖い日を受けて︑び

ろうどのやうに︑つやつやしてゐます︒

六柵9

︽一

自動車の運轄手は︑若いジャワ人で︑び

ろうどのづきんをかぶり︑

十一蹴2

ひろがりだす

ヒロガル

ひろがる

廣

ところで︑この雲がだんだんふえてひろ

﹇召出﹈︵五︶1

5すえひろがり

ひろがりだ・す

ひろがり

十一714

ス︾

﹇広﹈︵五︶23

がりだすと︑︿略V︑形がぼやけて來ます︒

花びらのやうにひろがって大きく見え

クロイクモガ︑空イッパイニヒロガリマ

︽⁝ッ・iリ・ール︾

ひろが・る
がる

一50一
シタ︒

三639

ひろがった︒

たり︑ほそ長くなって見えたりしました︒

三655圖空いっぱいに

たび︑

ひろがる波のわがまるい︒

六捌6囹東京の近くには︑かうした静かな野原が︑

重い病氣でも︑きっとなほるといふうはさ

ひろがってゐます︒

水の輪が︑

いくつも

蛙のすみかが︑かうして︑たんぼいつぽい

が︑いつのまにか日本中にひろがりました︒

七344
七391

にひろがるのです︒

出ては消えるたび︑

七957間まるくひろがる

の胸びれは扇のやうにひろがります︒

あふぎ

八価3 高いところがら低いところへおりる時︑そ

でひろがります︒

八溜8 きれいな青空が︑光るやうに︑地のはてま

村中にこんなうはさがひろがると︑父も︑

だまってはみなかった︒

十738

袋のやうにひろがった湾内へはいると︑

に廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るのが︑

十一391 切りそろへた髪が︑ともすると扇のやう
十一脳11

森や林の間にひろびうとひろがってみる

そこにケンダリといふ小さな町があった︒

草原が︑ふと変畠のやうに感じられる︒

十一鵬6

かう致しますと︑ぐっと廣がります︒

十一一⁝⁝8圖 北︑ベーリングの荒海を巻き︑南︑南

十二848園

がる﹁太平洋﹂ll

ひろがった︒

極海の氷原に連なり︑アメリカ大陸に沿うてひろ

しだれやなぎが

三759団そのたびに︑白い布をひろげたやうに︑

再び行く手に︑青空が細く割れ目を見せ

しかし近づくにつれて︑その黒い物は︑

二527 妹ハウタヒナガラ︑前カケヲヒロゲテ︑

︽ーゲ・ーゲレ︾εくりひろげる

﹇広﹈︵下一︶12 ヒロゲル ひろげる

しだいに大きく空へひろがって行く︒

十二㎜8

だした︒その割れ目が静かにひろがって︑

十二㎜12

三657圏

大きな枝は四方にひろがって︑

ひろがります︒

四71

ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる
と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

五452
六626

ぬれて︑しっくが落ちる

廣げる

屋根が︑めがねの玉いっぱいにひろがって︑ ひろ・げる

やなぎの芽︑

つい︑そこにあるやうに見えるではないか︒

六国7圃

ひろさ一ひん
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フッテ來ル雪ヲウケテヰマス︒
かくうんてい

木立深く︑努めぐり︑池の眺め歩きとこ
遊びなれ

旅

あさみどり澄みわたりたる大空の廣

ももひろちひろ海の底︑

うに︑御茶屋ありて三雲亭といふ︒

十810図
十一悩1︹図圏
たる庭廣し︒

十一一56図圏
きをおのが心ともがな

たちまち失せて︑

廣瀬

飛び來る弾に

﹇広瀬﹈︹人名︺1

廣瀬中佐

軍神廣瀬とその名残れ

ひろせ
︹課名︺2 廣瀬中佐

廣瀬中佐⁝⁝⁝八十六

ひろせ

十七

八254国

八36

ひろせちゅうさ

ど︒

順港外うらみぞ深き︑

八886重壁

ひろせ

三758團 そのたびに︑白い布をひろげたやうに︑
ひろがります︒

やうなのもあります︒

四491 白くじゃくが︑羽をいっぱいにひろげた
八673 つかまへようとして手をさしのべると︑鳩
は︑また翼をひろげて飛びあがった︒
八842 爾手をひろげて高くとばれる姿は︑なんと
いふ勇ましさであ ら う ︒

くさんの住民たちが︑手をひろげて待ってるる︒

九2510團 おまへたちが大きくなるのを︑︿略﹀た

十皿4図 大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑大

ぺ

︽ーキ・ーク・ーシ︾

むねたふ

順港口を眺めたりすると︑

﹁小島︑廣田︑しっかり泳げ︒﹂

﹇広田﹈︹人名︺3

﹇広野﹈︵名︶2

廣野

目のとどくかぎりの廣野だ︒
廣場呂おおひろば
門を過ぎると︑置場があります︒

﹇広場﹈︵名︶7

東京騨の前にある大きな建物が︑︿略﹀あ
町には︑いくつかの弓場がありますが︑
きれいな植込みのある古跡です︒

堀ばたの露場に︑教育権がそびえて︑白い
姿を︑くっきりと大空に現してゐます︒

八935

八2010団

私は︑給はがきにある大古場がすきです︒

八208団

らはれ︑馬場先門の馬場があらはれました︒

六田9

四縦2

ひろば

九㎜6

九槻2図圃敵遠し月の廣野のはてしなく

ひろの

九川7園廣田よくやった︒

九柵5園廣田︑おくれたってかまはない︒

九994園

ひろた

廣田

八861 十七 廣瀬中佐
音聲あげて︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ け れ ど も ︑
ひろせ
十一66圃 黒龍江は︑やさしい手をひろげ︑わが ひろせちゅうさ ﹇広瀬中佐﹈︹人名︺1 廣瀬中佐
ひろせ
表忠塔を仰いだり︑廣瀬中佐で名高い旅
子のやうに満洲をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒

十一447 紫の君は︑それを部屋いっぱいにひろげ
て︑人形遊びにいそがしい︒

十二807園 なるほど︑廣げれば大きな末廣がりぢ
や︒

十二818囹 かう廣げて︑この金物でじっとしめる
によって︑要もとしめてでござる︒

廣さ

十二859園 かう廣げまして︑この金物でじっとし
めます︒

﹇広﹈︵名︶1

越し

六鵬5 一メートル四方ぐらみの廣さですが︑

ひろさ

﹇広﹈︵形︶6

あ

九96図 これよりのち︑このわたりを廣く﹁あづ

ひろ・し

ま﹂といふとそ︒

九5910図 義家︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣
き野を過ぎ行きしに︑きつね一匹走り出でたり︒
しばふ

き︑道いとはるかなるかなたに︑寳物殿を望む︒

十74図 木立遠ざかりてみどりの芝生遠く廣く績

十篇4

冬は冬で︑風物りの少ない胡同の廣場に︑

︵副︶

7

ヒロビロ

をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒

﹇広々﹈

なみの底︑

たひやかつ

シタ マンシウへ︑勇サンハ

ひろびろ

子どもたちがたむろして︑日だまりを干しみ︑
ぶたい
十㎜11 日暮れ時の胡同の廣場などに︑影給の黒垂

ひろびろ
廣々

みたでせう︒

海はひろびう

イッテ見タクナリマシタ︒

一一208 ヒロビロト

をが

五422圃

九㎜2見渡すかぎり廣々として︑何一つ目にはい

廣々とした蒙彊の原野︑第一線における

らない草原では︑

十一117

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

草原が︑ふと褻畠のやうに感じられる︒

十一鵬6 森や林の間にひろびうとひろがってみる

流をさかのぼること約三四時間︑

りう

だく
十一㎜7 サラワク川の川口から︑廣々と流れる濁

かまどの煙があちらこちらに立ちのぼり︑

十一一467 國のやうすを見ると︑平地は廣々として︑

干割れ

廣前に玉串とりてうねび山たかきみ

﹇広前﹈︵名︶1 言前
ぐし

十二67図面

ひろまえ

﹇干割﹈︵名︶1

いつをあふぐ今日かな

十桝4園早く乾かし過ぎると︑あとでちぢんで︑

ひわれ

ひん

品←いもんひん・きね

そのころ︑京都のある寺に︑ひんのよい小

﹇品﹈︵名︶3

しわができたり︑干割れがしたりします︒

ひん

九千1

んひん

僧さんがみた︒

らすらと品よくよみ出されてゐます︒

十一価6 新年に持つわれわれ日本人の心持が︑す
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ひんがし一ふうけい

十一鋤5 スチャンといふ騨で乗りかへた時︑ジャ
ひむがし

ワ人の品のよい一家族が乗って來た︒

ひんがし﹇東﹈︵名︶1東
ひむがし

十一一426図圏 東の野にかぎろひの立つ見えてか

﹇婦﹈息かんごふ

﹇夫﹈←うんざいふ

へ

ふ

︑る

ふ

びつちゆう びんご

十衛5備中・備後の二箇國を與へるから︑みか

へりみすれば月かたぶきぬ
びんこ
びんご ﹇備後﹈︹地名︺2 備後 備後

←かんとうぐんしれいぶ・こうとうぶ・と

に向かって︑かの曲を譜に書きあげた︒

さうして︑その夜はまんじりともせず机

譜

﹇譜﹈︵名︶1

はうき

﹇部﹈

﹇不安﹈︵名︶1

不安

さうして︑心の底にあった不安は︑まるで
﹇不安﹈︵形状︶1

不安

底の底には︑何か不安な氣持があることを
知って︑︿略﹀︑自分で自分を働ました︒

十534

ふあん

雲のやうに消え去ってしまった︒

十561

ふあん

うほくぶ・やがいとうかんぶ

ぶ

十一M2

ふ

いなば

作・因幡・選書の五箇國をゆづらうと申し出た︒

さか

たになってくれないかとすすめられた時︑
みま
十爾2 和睦の召命として︑︿略﹀備中・備後・美
ぴんと ︵副︶5 ぴんと

五471 つり糸がぴんとはって︑つり竿の先が︑お
じぎをするやうに︑しきりに動いてゐます︒

つさかさまに︑水の中へずぶりとはいって行く

七909 からだをぴんとのばして︑皇の上から︑ま
七二5 かうして︑雨どひと柿の木との間に︑一筋
の糸が︑空中にぴんと張り渡されました︒

ピンポン

りかうな利根は︑戦場で︑︿略﹀︑夜︑ふい
に近寄らうとする敵の見はりをしたり︑
くま
ふいに︑大きな熊が山から出て穿て︑すぐ︑

不意を討たれて︑平家の軍は︑上を下へ
敵ははたして不意を討たれ︑あわてふた
二人は︑不意の來客に︑さも驚いたらし
いやうすである︒

十一期10

めきつつ船に乗りて︑︿略﹀逃げ行きたり︒

八346図

の大さわぎ︒

八305図

またかくれてしまひました︒

六45

馬柵4

九487 大きなさめllその白い腹が朝の太陽に光
ふい ﹇不意﹈︵名︶6 ふい 不意

八526 やっと︑ぴんとはりあげた︒

︵名︶一

り︑ひれが力強くぴんと左右に張ってみる︒
ピンポン

を十ニセンチのゴムまりとしてみても︑

十二糊5 月を直樫三センチのピンポンの球︑地球

十矯5 夏は夏で︑ひんやりとした土塀の日かげを

ひんやり ︵副︶1 ひんやり
選んで︑風の通り道で遊んでみる︒

びんろう ﹇横芝﹈︵名︶1 びんらう
ゴ椰子や︑びんらうが生えてみるけれども︑

十一蹴9 ただところどころに︑ニッパ椰子や︑サ

ところが︑その雄大な美観を待ちわびて
﹇不意打﹈︵名︶1

ふいうち

みるうちに︑不意に雲の表情が立って來た︒

十二川6
ふいうち

二水艦は︑︿略﹀︑敵の港の中へしのびこ

んだりして︑ふいうちをする︒

六348團

弟子たちは︑︿略V︑仕事場の掃除をした

﹇鞘﹈︵名︶1 ふいご

十ニー85

ふいご

︹地名︺5

フィリピン

り︑盤などをやく火のふいごをふいたりする︒

フィリピン

七佃9 日本人は︑︿略﹀今のフィリピンや︑︿略V
ぼうえき
あたりまで進出して︑貿易をしてゐました︒

︿略﹀︑子どもが燕をつかまへました︒

八82 東京から︑四千キロもあるフィリピンで︑

フィリピンのざんがうの中で︑日本の

フィリ

木々の色が︑フィリピンの島々よりもか

フィリピン

長唄を聞くなんて︑うれしいことだね︒

十一梱5囹
十一川図

へって日本に近いものを感じさせるのは︑

十一篇11

フィリピンちゅうがっこうふきん ︵名︶ 一

トラックの上の兵士たちは︑︿略﹀敵を

ピン中學校附近

ふう5かきえもんふう・きせ

急追してフィリピン中學校附近まで前進した︒

十一一234

﹇風﹈︵名︶4

かうしたいろくな大砲は︑どういふふう

つふう・しなふう・なんせいきせつふう・にっぽん

ふう

八968

ふう

にして︑こしらへられるでせう︒

八摺2 いういうと泳いで︑ほかの魚などには︑目

だから︑歩く時︑ああいふふうに頭が傾

もくれないといったふうです︒

八柵1園

かういふふうに︑月の世界は︑いはばまつ

いて︑へんなかっかうに見えるが︑

十421

﹇風景﹈

︵名︶

3 風景 5こどうふうけ

たく恐しい死の世界ですが︑
ふうけい

い・ジャワふうけい

ふうしゅう一ぶか
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九盟7 天と地と一つになった大きな風景だ︒
ぶた
十一㎜4 木かげで豚が遊び︑あちらこちらに鶏の
鳴き聲が聞かれるのも︑のどかな風景である︒

風習

十一珊11 ここがセレベスだとは思へないほど日本
﹇風習﹈︵名︶1

内地の風景によく似てみる︒
ふうしゅう

﹇ 封 ﹈ ︵ サ 変︶1

封ず

︽ージ︾

の残ってみるところだといふことを思ふ︒

十一矯7 このあたりがいちばんジャワらしい風習
ふう・ず

て︑

正倉院は天平の

しやうさう

むかしを固く封じたり︒

十二377図團 大佛殿に佛燈の 光は今もかがやき

フウフウフウ

ぶうん

←こぶうん
﹇武運長久﹈︵名︶1

武運長久

武運長久を祈ってくれるおまへたちの眞

ぶうんちょうきゅう

九209團
笛5はとぶえ

シャウノブエ︒

ふえ

心が︑︿略﹀おとうさんの心に通ってみるのだ︒

フエ

飛ぶと︑風を受けてその笛が鳴る︒

すのである︒

十盟11

んで來ると︑笛の音がいろくに鳴って︑それこ

十盟11 笛には大小があるから︑鳩が群になって飛

そ天上の音樂である︒

十避12 笛の音がいろくに鳴って︑

デンデンダイコニ︑

﹇笛﹈︵名︶22

二397圃

ふえ

﹇笛太鼓﹈︵名︶1 煙たいこ

六恰6翻どんぐひやらら︑どんひやらら︑朝

ふえたいこ

調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒

十一川8 今まで聞いたこともない笛を吹くやうな

牛わか丸が︑ふえを吹きながらあるいて 十一858 ぴりぴりとうれしい笛が鳴った︒

ゐました︒

笛やたいこでにぎやかな

笛を鳴らしたら︑たまを投げる︒

五人ばやしは

三198
四川5圃
三の段︒

六924園

﹁ビリー︒﹂と︑笛が鳴った︒

と

さ

それで︑海賊どもに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂と

心残りなく笛を吹いてから死にたいと思った︒
七468

曲の進むにつれて︑用光は︑自分の笛の音

いって︑笛を取り出した︒

七472

によったやうに︑ただ一心に吹いた︒

七481園

あの笛を聞いたら︑わるいことなんかで
首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ

きなくなった︒

十鵬4図

鳩笛といふのは︑鳩に笛を結びつけて飛ば

二人の子どもは︑笛を合はせて吹いてみる︒

笛があった︒

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒
十騰10

十㎜3
十惣10

笛の名人

笛の名人⁝⁝⁝四十五

︽ーエ︾

七210 九

﹇増﹈︵下一︶3 ふえる

ところで︑この雲がだんだんふえてひろ

小川の水がふえて︑

いわし雲がぐんぐんふえて來ると︑空一

部下

班長も︑部下を指倒しながら進みました︒

﹇部下﹈︵名︶8

ある日のこと︑鹿介は部下をつれて︑城外

將士を集めて︑激働してみたさなかであった︒

十914 その日もロシヤ皇帝の旨を奉じて︑部下の

れて︑ステッセル將軍のところへ行った︒

十859 命じられた津野田参謀は︑二名の部下をつ

を見まはってみた︒

九搦1

七稲10 彌兵衛の部下も︑刀を抜きました︒

に最後の面會を求めました︒

七価9 彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノイツ

六慨7

ぶか

帯が灰色になって︑

十一736

がりだすと︑︿略﹀︑形がぼやけて膨ます︒

十一714

三582

ふ・える

七451 九

から聞える笛たいこ︒

六929

にはかに︑笛とたいこの音がひびいて來て︑

笛が鳴ったので︑爾軍は︑もとの位置に並 ふえのめいじん ︹課名︺2 笛の名人

んだ︒

六965
六柵2

ふうせん ﹇風船﹈︵名︶一 フウセンδかみふうせ
ん

風前

もちみつ

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

七452

︿略﹀お祭のちゃうちんが︑うつりました︒

﹁フ ウ セ ン カ ナ ︒ ﹂

﹇風前﹈︵名︶1

一一834園

ふうぜん

十一一 6 徳川の家は︑まさに風前のともし火であ
つた︒

風速

三312 おなかは︑まるでふうせん玉のやうにふ 七461 自分は樂人であるから︑一生の思ひ出に︑

ふうせんだま ﹇風船玉﹈︵名︶1 ふうせん玉

﹇風速﹈︵名︶1

くれました︒

ふうそく

五月から八月までは︑風速二十メート

ふうとう

ルぐらみの南西季節風が︑時には十日も績いて

十一一川12園

﹇封筒﹈︵名︶1

ブウブウ

四663 春枝さんは︑はがきとふうとうをこしら 七475 笛の音は︑︿略﹀波を越えてひびいた︒

ふうとう

︵感︶一

へました︒

ぶうぶう

四251 うんてんしゅさんが︑﹁ブウブウ︒﹂と︑
︵感︶一

ラッパをならしました︒
ふうふうふう

一171圃 フウフウフウ フクレタ フクレタ
カミフウセン
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ふかい一ふかし

四壁6 五人の部下が︑これに二つた︒
十272

秋の空は︑實に高い︒さうして色が深い︒

佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心の中で深く三親に
しも

朝見の聖日は︑霜が深かったが︑朝からよ
深くお察しいたします︒﹂とていねいに
職死者のことまで︑深いお情をいただき

がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて

十一789

ざうり

この雲の績く果に︑半月が︿略﹀かかつ

十一798

左は︑急な粗面が神秘な谷底へ深く落ち

霧もだんだん深くなる︒

思ひきり深く朝の山の空誉を吸ふ︒

足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒

あし

十一887

きっすゐ

十一957

込んでみる︒

船は︑思ひ切り吃水深く︑︿略﹀根測地
島の北の端に︑深い水をたたへた廣い湾

へと波を切って行く︒

十一川9
十一㎜1

があって︑

陸ダイヤ族は︑これに反し性質が從順な
十一一95

十分深く穴を掘ってしまふと︑火造を固

三キロ︑四キロと坑内深くはいって行く︒

ので︑海ダイヤ族に追はれて陸地深く逃げ込み︑

十一泌10

十一一163
くつめる︒

の弟子だと︑孔子は︿略﹀深く信頼してみた︒

十一一254これこそは︑わが道を傳へ得るただ一人

十二557

すると︑﹁︿略﹀︒﹂といふ深い意味が︑か

十二673

宮は︑御心に深く決したまふところがあ

更に︑前から顔面を深く切り込んだ︒

せ骨に深くくひ込む重傷であった︒

れにはっきりと浮かんだ︒

十二675

深い藍色が頭の上にかぶさったころには︑

十一一皿1
つた︒

十二㎜12

ふがひなし ︽一

敵艦の胴腹深く飛び込むんだぞと︑毎日

もう太陽は没して残光は見られなかった︒

十二矯10

﹇腋甲斐無﹈︵形︶1

いって聞かせてみる魚雷だ︒
ふがいな・し
キ︾

なたのふがひなきことが思ひ出されて︑

十127図田母は︑その方々の顔を見るごとに︑そ

深さが十メートルもあるやうな︑深い油の

﹇深﹈︵形︶8

深し ︽ーキ・ーク︾

としま

旅順港外うらみぞ深き︑

にてうづまれり︒

八885図圏

その名残れど︒

ゆるしよ

奮御殿・奮御苑は︑もと南豊島御料地の

そもそも笠置の城と申すは︑︿略﹀︑谷

深くして萬丈の青岩道をさへぎる︒

十一169図

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

十996図夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ

十810図 奮御苑に入れば︑木立深く︑道めぐり︑
かはぎり

内にて︑御下柱の神に御由緒深きところ︒

十86図

軍神廣瀬と

八斜4図 さしもに深きくりから谷も︑平家の人馬

ふか・し

桶の中へ︑眞赤なからだを沈めにかかります︒

をけ

八992

トルの深さに沈んでみるか︑

六331団自分の乗ってみる濟水艦が︑今︑翌冬ー

六328團

てるるのは︑殊にさうした感じを深くします︒
ふかさ ﹇深﹈︵名︶3 深さ
す
山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑素
海の深さが︑どのくらみあるか︑

十一728

來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒

十川7

まして︑お禮のことばもありません︒

十968園

悔みをのべた︒

十929園

く晴れてみた︒

十877

わびた︒

るけはひがない︒

だが︑敵は軍港深くたてこもって︑出港す

深い

十587

とともに降服せり︒
フカイ

十一558図敵將ネボカトフ少將︑︿略﹀︑その部下
︵ 形︶
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十748

﹇深﹈

フカイ

︽ーイ・一

ふか・い

カッ・ーク︾εおくぶかい・おなさけぶかい

二876 トナリノオヂイサンバ︑ ヨクノ
人デシタ︒

三773 にいさんは︑ぼくの手をはなして︑深い
方へおよいで行きました︒
ろにるることがわかりました︒

七88 はまぐりは︑あさりよりも︑少し深いとこ
七284 少年は︑︿略﹀︑やがて息を深く吸って︑静
かに歌ひだしました ︒

はいって行きます︒

七868 年を取るにつれて︑だんだん深いところへ
七871 そこで︑油蝉の子は︑深いところがら︑だ
んだん淺いところへ移って︑

八204團 満洲は︑前から︑日本と深いつながりが
あったわけです︒

八376 これには深い事情があったのです︒

八993 深さが十メートルもあるやうな︑深い油の

をけ

桶の中へ︑眞赤なからだを沈めにかかります︒

八獅9 畠に︑大豆や︑かうりやんなどの種をまく
ころは︑もう滞洲の春が深くなってゐます︒

九419 文字で書き表しますと︑︿略﹀自分の考へ
や感じを︑︿略﹀深くして行くことができます︒

九436 ことばで話す時には︑一々ことばを深く考
へたり︑︿略﹀する ひ ま が あ り ま せ ん ︒

九837 しかしそれだけに︑かはいさもいっそう深
くなって來ました︒

に深くなって行く︒

九953 ひざから腰︑腰から腹へと︑海は一足ごと

ふかす一ふきはじめる

580

十一223図 さしもに深き谷々︑死人にて埋まりけ
り︒

十一一M1囲国 家名のところ御三慰あらせられ候は
かぼく
ば︑私は申すまでもなく︑一門家僕の者ども︑深
深巣

く朝恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒
﹇深巣﹈︹人名︺1

ふかす

︽ーシ︾

ふかす

七458

用光は︑逃げようにも逃げられず︑戦はう

にも武器がなかった︒

十ニー06

4

吹きあげる

︽一

弾丸になり︑武器になり︑機械になる貴
︵下一︶

ちゃうどその時︑南の方から風が吹い

﹇吹上﹈

い銅が︑この豊国の中に眠ってみるのだ︒

ゲ・ーゲル︾

ふきあ・げる

三113

谷底から吹きあげる風が︑はだに快く感

て來て︑らくかさんが吹きあげられました︒
十﹇861

下から風が強く吹きあげる︒

じる︒

十一929

右下から吹きあげる風は︑もうもうと雲
﹇吹管﹈︵五︶1

吹き洗ふ

︽ーハ︾

を巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散する︒

十一953
ふきあら・う

涼風に吹き洗はれた空には︑みごとな

りやうふう

星がいつぽいまき散らされてみる︒

十二川1

蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き起つ

﹇吹交﹈︵五︶1 吹きかはす ︽ーシ︾

ふきだす

ふき出す

港内にみる軍艦と︑たがひにあいさつの

︽ーシ︾

私は︑をかしくなってふきだしました︒

まるいをけの中には︑いかが折り重なって︑

二人とも思はずふきだしてしまひました︒

﹇吹付﹈ ︵下一︶ 1

吹きつける ︽一

強い潮風が一時に吹きつけて來て︑

下士官が︑甲板の吐水口からふき出る海水

﹇吹出﹈︵下一︶1 ふき出る ︽ーデル︾

﹇吹通﹈︵五︶1 吹き通る ︽ール︾

それが︑一度蒙古風が吹き通ると︑すつか

﹇吹飛﹈︵五︶1 吹キトバス ︽ーサ︾

﹇吹流﹈︵名︶1 吹流し

﹇吹始﹈︵下一︶2 吹き始める

流しが二本︑︿略﹀風にひるがへってゐました︒
ふきはじ・める

︽1

六糊6 へさきには︑大れふを知らせるまっかな吹

ふきながし

サンが來ルト︑吹キトバサレテシマヒマス︒

二716園 イクラ私が空デイバッテヰテモ︑風

ふきとば・す

りよごれが彿はれてしまって︑

八柵5

ふきとお・る

を︑をけに汲んでどんぐ流すと︑

九559

ふき・でる

十柵7

ケ︾

ふきつ・ける

出した熔岩が︑流れて固まったものでせう︒

ようがん

十398 たぶん︑昔︑このたくさんな火山からふき

今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである︒

九502

八佃1

六125

吹き出す

ふきだ・す ﹇吹出﹈︵五︶4

ラッパを吹きかはして︑

六303團

ふきかわ・す

て大陸を吹き渡り︑

八田6

彌兵衛が︑末次船二さうを仕立て︑荷物や ふきおこ・る ﹇吹起﹈︵五︶1 吹き起る ︽ーッ︾

武器を積んで︑皇湾に着いた時︑

壷掘10
オランダの長官ノイツは︑︿略﹀武器や船

具を没牧させてしまひました︒

七㎎3

﹁何のために︑武器を積んで來たのか︒﹂

しかしノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂としらばくれて︑

ノイツは︑武器や船具を返さないばかりか︑

﹁それで︑このさい︑船具や武器のお引
とうとうノイツは︑︿略﹀︑武器・船具︑そ

ただ︑軍馬も武器の一つですから︑私が

のほかすべての物を返すことを約束しました︒

七梱1

き渡しを願ひたいと思ひます︒﹂

七備6園

日本船に水さへもくれません︒

七脳8

武器を返さうといひません︒

七掴6

と彌兵衛を責めます︒

駆馳9園

るやうに︑たびたびかけ合ひました︒

十一675図須藤の九郎つと寄りて︑深巣が首を取 七榴7 彌兵衛は︑︿略﹀︑武器や船具を返してくれ

ふかす

る︒

﹇ 蒸 ﹈ ︵ 五 ︶2

六106ふかしたさつまいもをかごから出して︑弟

ふか・す

といっしょにたべました︒

九卸5 その時︑うどん粉をふかした大きなまんぢ
ゆうをたべる︒

かうづけの

ふかす
ふかすのしちろう ﹇深宮七郎﹈︹人名︺1 深巣の七
郎

深手

出でければ︑爲朝これをはたと射る︒

十一671図 上野國の住人深巣の七郎︑つとかけ
﹇深手﹈︵名︶1

武官

武器

すぐいただくわけにはいきません︒

十6710 深手を負ったウェールズは︑見る見る傾き 十951囹

ふかで

始めた︒

ぷかぷかどんぐ︵感︶ープカプカドンドン
深み

一327 プカプカドンドン
﹇深﹈︵名︶1

十一362 式部は︑︿略﹀︑婦人としてもまことに圓

ふかみ

﹇武官﹈︵名︶1

満な︑深みのある人でした︒
ぶかん

十一138 王は︑武官のさし出すこの電報を御一言
ののち︑

﹇武器﹈︵名︶ 1 2

ふき ﹇吹﹈5ひとふき・ふたふき
ぶき

が︑やはり︑いちばんだいじな武器は魚雷だ︒

六339国中には︑飛行機を持ってみるものもある

581
ふきまくる一ふく

メ︾

八914

附近の密林やゴム園の中にかくれてみた住

中之島や︑その附近には︑高い建物が並び︑

四508 風が吹いて來ると︑

三711 風がさっと吹いて︑

︽ーッ︾

めに︑影も形もなくなってみた︒

この附近の住民が病氣で︑今にも死に

附近には︑わっかな住民の家がところど

さうだと申してみるのでございます︒

十﹇127園
十﹇㎜8

服εいっぷく・さぎょうふく

青年學校の服を着て︑

﹇服﹈︵名︶2

ころに鮎在し︑

ふく

四723

﹇幅﹈与いっぷく

四768園これはにいさんが着てみた服だ︒
ふく

ふく

吹ク

吹く

﹁福は内︑鬼は外︒﹂

フク

四962園
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﹁鬼は内︑福は外︒﹂といったので︑
︵四五︶

ふえを吹きながらあるいてゐました︒

すると︑草や木が︑だんだんと芽をふき︑

五549

五336

寒い冬の風が吹くころは︑

風が︑そよそよと吹いてゐました︒

風も吹いてゐましたが︑

九別8

外では︑寒い風が吹いてゐます︒

こ

北の風が少し吹いてみた︒

傳令員は號笛を吹きながら︑﹁総員起し︒﹂

風は吹いてみないが︑

ラッパを吹いたりする︒

音をたてる︒

九伽4 梢吹く風が︑思ひ出したやうにざわざわと

九959

と呼んで︑つり床の間をぬって行く︒

九541

吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひます︒

八槻9 黄色な砂ぼこりを運んで來るので︑これが

て︿略﹀太平洋まで吹いて行く大きな風です︒

八慨7 蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き起つ

ければなりません︒

八悦4 蒙古風が︑ひと吹きふた吹き吹いたりしな

まう

八534

によったやうに︑ただ一心に吹いた︒

七473 曲の進むにつれて︑銀光は︑自分の笛の音

世の別れに︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒

七465背肉ここで︑命を取られるのだから︑この

ら死にたいと思った︒

七461 一生の思ひ出に︑心残りなく笛を吹いてか

てるます︒

六悩9 風が吹いてみるらしく︑さくらの枝がゆれ

六793

いて來ると︑

六263 夏が來て︑海の方から︑そよそよと風が吹

六252

花のつぼみがふくらんで來ます︒

四備2

四917國ちゃうどよい風が吹いて來て︑

九267
民たちも︑安心して町へ鰯って來ました︒

七472 これが︑名人といはれた自分の最後の曲だ
と思って︑工臨は︑静かに吹き始めた︒

この北極星や北斗七星を目當てにして︑そ

おほぐま
の星を加へて︑大熊座といひますが︑

まつ︑北斗七星とその附近にあるいくつか

の附近を見ると︑いろくの星の列があります︒

九929

始め︑

十一圏4 このころになると︑北東の季節風が吹き
吹きまくる

︽ーリ・

ふきまく・る

﹇吹捲 ﹈ ︵ 五 ︶ 3

九931

ール︾

り︑

七834団寒い風が吹きまくる零墨で︑教練をした 十835 附近の家屋といふ家屋は︑黄雲の砲弾のた

吹きまはる

吹き

八597 けさは︑寒い北風が吹きまくり︑たんぼの
水たまりには︑うすい氷さへ張ってゐます︒

﹇吹回 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

八707圏今は枯草︑ 川土手を︑ 寒い北風
まくり︑

ふきまわ・る

四 7 冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹
無氣味

きまはって︑︿略﹀︑水をこはらせたりします︒

﹇不気味﹈︵形状︶1

不朽

﹇吹﹈

スズシイカゼガブイテキマス︒
イクラ私ガチカライッパイ吹イテモ︑
ヘイキデヰマス︒

三198

ときどき吹いて來る風のために︑草の
葉が氣持よくゆれます︒

三698

て來て︑らくかさんが吹きあげられました︒

二902 風が吹イテ來テ︑灰ヲトバシマシタ︒
三112 ちゃうどその時︑南の方から風が言い

カベサンバ

一一741園

一362

︽ーイ・ーカ・ーキ・ーク︾

ふ・く

みんなが笑ひました︒

四977園

十208 長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなるや ふく ﹇福︺︵名︶2 福

ぶきみ

﹇不朽﹈︵名︶1

うな地鳴りとは︑︿略﹀無氣味なものであった︒
ふきゅう
不朽の名聲を博したのはこの曲である︒
吹き渡る

︽ーリ︾

十一M3 ベートーベンの﹁月光の曲﹂といって︑
﹇吹渡︺ ︵ 五 ︶ 1

八麗6 蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き起つ

ふきわた・る

て大陸を吹き渡り︑

ふきん ﹇付近﹈︵名︶9 附近εうつりょうとうふ
きん・おきのしまふきん・どうとんぼりふきん・
ブイリピンちゅうがっこうふきん
いったいは︑すっかり人や馬でうづまった︒

七574 團んだ賊は︑百萬といふ大軍で︑城の附近
八672 ちやうどその時︑附近にみたわが兵が︑こ
れを見つけた︒

ふく一ふくれる

582

十㎜3 子どもは︑笛を合はせて吹いてみる︒
十加7 烈しい風が吹いて來て︑
十圏5 風が吹いて曇ると︑

しゃくどう

はだは赤銅

十一鵬4図團なぎさの松に吹く風を︑ いみじき
樂とわれは聞く︒

さながらに︒

十一餌4図圃吹く潮風に黒みたる

調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒

十一川8 今まで聞いたこともない笛を吹くやうな
十一㎜10 今は二月︑内地ではまだ寒い風が吹いて
みるであらうに︑

十一一161 たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑じ
弟子たちは︑︿略﹀︑仕事場の掃除をした

りじりと績けられて行く︒
十ニー85

﹇拭﹈︵五︶10

ふく

︽ーイ・ーキ・ーク︾

り︑竪などをやく火のふいごをふいたりする︒
ふ・く

におじぎをします︒

三棚1 かめは︑なみだをふきながら︑ていねい

五103團神殿は︑外宮と同じやうに︑お屋根がか
﹇武具﹈︵名︶1

武具

やでふいてありました︒
ぶぐ

義貞今臣たるの道を辛くさんため︑

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十一236図国
副官

ステッセル蛙軍は︑副官にいひつけて︑軍

﹇副官﹈︵名︶2

十86一

ふくかん

さ

たしょ

津野田参謀が︑御沙汰書を讃みあげると︑

ご

刀と︑帽子と︑手袋とを持って來させ︑

十863

こばやかはたかかげ

副官は︑これをロシヤ語に冷して傳達した︒
副將
きっかはもとはる

﹇副将﹈︵名︶1

伏奏す

︽ーセ︾

単元を大將とし︑吉川元春・小早川隆景を

てるもと

九麗4

ふくしょう

﹇伏奏﹈︵サ変︶1

副將として︑

ふくそう・す

なしたるおもむき伏奏せしところ︑陛下には︑
副長

腹部

副長はもう上甲板に出て︑今日の天氣はど

﹇副長﹈︵名︶1

﹇含﹈︵五︶4

ふくむ

︽ーン︾

後から鹿介のもとどりをつかんで引き倒した︒
ふく・む

いその香をふくんだ風が︑そよそよと払い
てるました︒

五549

あさぎり

九矯6 朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草

くだもの

太く口の中でふくんだやうに鳴く山鳩の

をおいしさうにたべてみる︒

十一807

聲が聞えて來る︒

十﹁踊3 陸地の方から︑果物の香氣のやうなにほ

﹇膨﹈︵五︶4

ふくらます ︽ーシ︾

ひをふくんだそよ風が流れて來る︒
ふくらま・す

尾をおろして來てさをにつけるかと

大きなのがじまんの大蛙は︑うんとい

思ふと︑またはらをふくらましてをどりあが

三192
ります︒

きを吸ひごんで︑おなかをふくらましました︒

三298

くらましました︒

三303 ﹁︿略﹀︒﹂といって︑大型はいっそうふ

なひませんよ︒

﹇膨﹈︵五︶2

すると︑草や木が︑だんだんと芽をふき︑

ふくれあがる

白雲が︑︿略﹀︑見るまに大きくふくらん

﹇膨上﹈︵五︶1

夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと
ふくれだ・す

のちには︑だんだんふくれ出して︑とうと

﹇膨出﹈︵五︶1 ふくれ出す ︽ーシ︾

﹇膨﹈ ︵下一︶ 4

フウフウフウ

カミフウセン

一172圃

︽ーレ︾

ふく・れる

フクレタ

フクレル

フクレタ

ふくれる

う︑それが二本のかはいらしい足になりました︒

五234

ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲です︒

十一762

︽ーッ︾

ふくれあが・る

で︑輕さうに浮いて行く︒

十二燭5

花のつぼみがふくらんで來ます︒

四備3

ふくら・む

ふくらむ ︽ーン︾

十855図田認諾ステッセルより開城の申し出でを 三307園 どんなにおなかをふくらましても︑か

九535

ふくちょう

﹇腹部﹈︵名︶1

うかと空を眺めてみる︒

一弾は︑鳩の左の足をうばひ︑一丁は︑そ
伏兵

野に伏兵ある時︑雁︑列をみだる︒

﹇伏兵﹈︵名︶2

もん

九594図圏

もん

ふくまひごゑ

九595図國

ふくへい

の腹部をつらぬいた︒

八669

ふくぶ

五343私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいにふいて︑
かわかしてから︑かひこにやりました︒

八㎜2 私は︑飯皇を出してふいたり︑みんなのお

五佃6 きれでからだをふいてやったりしました︒
茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒
九332 母は涙をふいて立ちあがり︑
九771 汗をふきふき︑ちいさんは小屋へはいって︑

︽ーイ︾

じまん

この野にかならず伏兵あらん︒
ふくま
﹇福間彦右衛門﹈︹人名︺1 福間
ひこゑ

ふくまひこえもん
彦右衛門

のこぎりを持ち出した︒

九榔5

ふく

すると︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑

十髄1 ふいてもふいても︑全身から汗がにじみ出

九771 汗をふきふき︑
ます︒

十柵1 ふいてもふいても︑

﹇葺﹈︵五︶1

十一859 そこらへ腰をおろして汗をふく︒
ふ・く

583
ふくろ一ふさふさする

一173圖 フクレタ フクレタ カミフウセン
くれました︒

︵名 ︶

13

ふくろ

袋

い

十3210

ふくろふの鳴く聲が聞える︒

あくまで徳川を討たなければ︑武家政治

ふけ行く

ふける

︽ーク︾

ゆめは故郷を
︽ーケ・ーケル︾

ふけ行く夜の

﹇更行﹈︵五︶1

日本町に

﹇更﹈︵下一︶3

や

ねがはら

だんだん夜がふけて來ました︒

夜がふけると︑思ひなしか屋根瓦が少し

不孝

思はず夜のふけるのも知らないで︑見とれ

﹇不孝﹈︵名︶2

十52図

帝國米英に宣職を布告す
ふさ
ふさ 房5ちぶさ

ふさ ﹇房﹈︵名︶5

いて行って︑ふさのやうになります︒

八174 かうして︑花が次から次へと︑何段かに咲

ぎっしりと︑︿略﹀あのバナナが生るのです︒

八178 このふさがだんだん大きくなって︑それに

にほひがして︑

八215團白いふさになった花の咲くころは︑よい

八234国おもしろいかんばんが見つかりました︒

赤い布ぎれのふさをつるしたものですが︑
ふさ

﹇塞﹈︵五︶1 ふさがる

︽ーッ︾与たち

十一踊7太いバナナの房をささげる︒

ふさが・る

五733席はみんなふさがった上に︑立ってみる人

ふさがる

も︑たくさんありました︒

方々で︑官軍が︑ひやうらうの道をふさい

おそれ多くも宮の御道筋をふさいだ上に︑

木のやにがうんとこびりついて︑煙の出口

よりて楽想艦隊及び巡洋艦隊は︑直ち

に東方へ向かって敵の進路をふさぎ︑

十一555図

をふさいでみる︒

九762

固くふさぐものも必要です︒

八欄2 砲揮を込めて撃ち出す時︑砲身の根もとを

錦の御旗をけがしたてまつるとは︒

七647園

だので︑賊はすっかり弱った︒

七615

ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれです︒

五㎜1園皇孫ににぎのみことのお通りになる道を︑

さいで立ってをります︒

五979囹下界へ行く途中に︑恐しい男が︑道をふ

不孝のおとがめを︑つつしんでお受けい ふさ・ぐ ﹇塞﹈︵五︶7 ふさぐ ︽ーイ・ーギ・ーグ︾
早世仕ることも候はば︑︿略﹀︑父の
不幸

この不幸な子を慰めるために︑源氏は給

不幸にも早く夫に死に別れました︒

﹇不幸﹈︵形状︶5

十一439

不幸にも︑孔子の顔が陽虎に似てみたと

この小さな母艦は︑︿略V︑敢然と職ひぬ
武功

﹇布告﹈︵サ変︶1

布告す

︽ース︾

︽ーシ︾

重代の武功︑返す返すも神妙なり︒ ふさふさ・する ﹇総総﹈ ︵サ変︶ − ふさふさする

﹇武功﹈︵名︶1

ふこく・す

十二9910図國

ぶこう

き︑不幸にも今この厄にあったのである︒

十二鵬5

ございましたが︑不幸にも短命でございました︒

十二363園學を好み︑過ちも二度とはしない男で

ころから︑匡人は孔子を取り園んだのである︒

十二264

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十一357

ふこう

ためには不孝の子ともなるべきにて候爵︑

十二988図國

たすばかりでございます︒

六534園

ふこう

てしまふ︒

十㎜3

しめって來る︒

九鵬5

七158

ふ・ける

かけまはる︒

八58圃

3あいばぶく ふけゆ・く

とができないとする硬論がある︒

を土窯からくつがへして︑新日本を打ち立てるこ

十一一佃3

三313 おなかは︑まるでふうせん玉のやうにふぶけせいじ ﹇武家政治﹈︵名︶1 武家政治
五233 このころになると︑おたまじゃくしは︑尾
﹇袋﹈

のっけ根のところが︑少しふくれて來ました︒
ろ・いもんぶくろ・かいものぶくろ・てぶくろ

ふくろ

らっしやったので︑

いらっ

四859 兄様がたの重い ふくろをせおって

しゃつても︑

四877園 今は重い ふくろをせおって
五186 氷砂糖のふくろを取り出しました︒
てるる︒

五695国 にいさんは︑いつも︑腰にふくろをさげ
五備7 首わのふくろに︑通信を入れてもらって︑

七115 手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋
のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒
七195 また︑一つの小さな袋をお渡しになって︑
﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃいました︒

七197囹 ﹁もしものことがあったら︑忘れずに︑
この袋の口をおあけ な さ い ︒ ﹂

七219 急いで袋の口をおあけになると︑中に火打
石がありました︒

八164 實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで
掛けてやるのです︒

十㎜4図 首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ
ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒
十一川11 更に袋のやうにひろがった湾内へはいる
と︑そこにケンダリといふ小さな町があった︒
なって︑

﹇果﹈︵名︶1

ふくろふ

十一一別7 残敵は︑今やまったく袋の中のねずみと
ふくろう

ふさわしい一ふしぎ
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かんむり

ふさはしい

︽ーイ︾

ふち
武士

くんこう

めに蓋くしたる動功をよみしたまひ︑武士の上智
﹁ あ っぼれ武士の手本︒﹂

を保持せしむることを望ませらる︒
十旧10園

に︑道にもあらぬ御計らひ︑いかがあらん︒

十一615栄冠 合戦の事は武士にこそ任せらるべき

天下を騒がした者は︑たとへ武士でも︑

十二586園 それでこそほんたうの武士である︒
十一一611

ぶじ

﹇無事﹈︵名︶1

無事

を重んじた扱ひであった︒

﹇無事﹈︵形状︶11

無事呂こぶじ

今日も︑おかげで無事に終りました︒

されど︑三匹は無事にくだり︑身ぶるひ

かうして︑家は最後まで無事であった︒

こんな心配をしてみる時に︑無事蹄って
﹁どうぞ︑無事に旅をすることができま
それまでの間︑どうとでもして看護の手を

十一234図

ふしぎ

いつも

義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上
フシギ
フシギダ︒

けれども︑考へてみると︑水が

コレハ

﹇不思議﹈︵形状︶3一

をはるばると伏し奨み︑祈りけるやう︑
ふしぎ

三493

二923囹

流れてなくならないのがふしぎでした︒
﹁ふしぎだ︑ふしぎだ︒﹂と︑せんど

うたちも︑見てみる人々もいひました︒

四118囹

四396

四123園

ふしぎに手足の力がなくなって︑どう

いや︑ふしぎでも何でもない︒

十二612 切腹といふのは︑どこまでも武士の名門 四118園 ﹁ふしぎだ︑ふしぎだ︒﹂

普通ならば打ち首である︒

よしさだ

御使ひだけであった︒

無事京都に着くことのできたのは︑宮の

お前は無事であったか︒

みんな無事で︑學校に監禁されてるま

日本人は︑みんな無事ですか︒

﹁無事に働かしてください︒﹂

蓋くし︑無事に送り届けてあげなければlI

十傾10

すやうに︒﹂と祈り︑

九珊8囹

來るのですから︑うれしくてなりません︒

九M5囹

して立ちあがれり︒

八332図

七麗5

七8010働団圓

ぶじ

けて︑途中の無事を祈った︒

十一822 ふさふさした枝の冠をいただいて立つ 八656 兵は︑しばらく鳩のからだにほほをすりつ
ひのき
てるるのは︑檜である︒

﹇相応U︵形︶3

十843 下見分をした乃木將軍は︑陣中にふさはし

ふさわし・い
い會見所の情景にほほ笑んだが︑

十一纈8 この人にふさはしい歌であります︒

十二川5 赤道といふ文字は︑︿略﹀落日の美観を

富士

富士

いひ表すに︑最もふさはしい文字かも知れない︒
﹇富士﹈︹地名︺3

ふし ←おりふし
ふじ

しろうま

四43間どこから見ても︑いつ見ても︑
のお山は美しい︒
のが︑まったく残念であった︒

十一969 富士・淺間・白馬・立山等の姿を見ない

﹇藤﹈︵名︶1

十二価1図魍 富士ひとつうつみ残して若葉かな
ふじ
﹇武士﹈︵名︶7

十一874 葉がふちに似た﹁ななかまど﹂や︑
ぶし

二歳7囹 どうかりっぱな武士になり︑家の名をあ

98囹 10810
囹囹囹

十856与国陛下には︑將官ステッセルが祖國のた ふしおが・む ﹇伏拝﹈︵四︶1 伏し舞む ︽ーミ︾

げてくれ︒

十十 十十十
二二す二二二
112
26
。 21 21 8

すると︑ふしぎに今まですいてみたお

することもできませんでした︒

なかが︑急にいっぱいになりました︒

四456

五79 大神はふしぎにお思ひになって︑少し戸の

ふしぎにお思ひになって︑尾をさいてごら

外へ出ようとなさいました︒

五305

﹁︿略﹀︒﹂と︑ふしぎに思っていひますと︑

んになると︑
五404

ねえさんも︑﹁ほんたうにね︒﹂

した︒

六47 天皇は︑ふしぎに︑ねむくおなりになりま

六53 夜︑ふしぎなゆめを見ました︒

六555囹 このごろ︑ふしぎな話があるのです︒

六559園 なるほど︑それはふしぎな話ですね︒

すと︑石の間から︑水が流れ出てをります︒

六584園 ふしぎなことだと思って︑あたりを見ま

﹁しつ︑しつ︒﹂と追ひましたが︑ふしぎ

に︑ねずみは︑じっとして動きません︒

六悩6

來た火は︑急に方向をかへて︑

七223 すると︑ふしぎにも︑今までもえせまって

にくつついて︑動かなくなります︒

七878 すると︑ふしぎにも︑前足は堅くその場所

てふしぎではありません︒

八92 何百キロの海を︑︸氣に飛ぶことも︑決し

八三2 ガリレオがふしぎに思ったのは︑そのラン

プの動き方でした︒

だは︑すいくと前の方へ輕く進んで行った︒

九棚1 もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから

十685 四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふと

たん︑ふしぎにもむくむくと起き直った︒

に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒

十7810 黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと

585
ふじこ一ふせ

ぎな銃劒である︒

十紐1 砂の上を︑ひとりでにすべって行く︑ふし
十四6 たとへ鳴りものであらうと︑呼び聲であら
武士のおもかげ

武士のおもかげ⁝⁝⁝五十七

武士のおもかげ

十

︹船名︺2

十

ぶしのおもかげ

九211

めいせつ

空にほ

空にか

ふじの山︒

ふ じ
ふじの山 不二の

九577
﹇富士山﹈︹地名︺4

山富士の山

ふじのやま

十一245図 ふしぎといふも類なし︒

うと︑︿略﹀ふしぎなほどよく響き渡る︒

十﹇955 それは︑ふしぎに思へるほどはっきりと

じ

とんで行く︑

とんで行く︑

すがたのりっぱな

かもめすいく
かもめすいく

富士の山︒

ふ

﹇不自由﹈︵形状︶2

与とばふしみ
不自由

十982図圏元日や一系の天子不一一の山鳴雪

んのり富士の山︒

四伽5圃

すんだ

四術8圃

二852圃

してみた︒

耳にはふしぎに響いた︒

十一柵1 その最初の一音が︑すでにきやうだいの
十二671 それを︑ふしぎにも聞多のさしてみた刀
が防いだ︒

ふじゆう

ふしみ

ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑

十一一732

妹に︑ほほ笑みながら私はかういったll

不順

︵サ変︶

1

負傷する

︽一

あき
藤原顯

としゅき

ふじわらのとしゅき

藤原

ふちはらの

秋來ぬと目にはさやかに見

﹇藤原敏行﹈︹人名︺1

藤原敏行

ふちはらのとしゅき

十一334

敏行

藤原

ふちはらの

﹇藤原宣孝﹈︹人名︺1

えねども風の音にぞおどろかれぬる
のぶたか

ふちはらののぶたか

大きくなって︑藤原宣孝の妻となりま

ふじわらののぶたか

十一357

宣孝

﹇不臣﹈︵名︶1 不臣

したが︑不幸にも早く夫に死に別れました︒
ふしん

慶喜に不慮の心がなかったとしても︑朝

敵の名をかうむるのは︑けだし當然であった︒

十二佃9

﹇不審﹈︵名︶1 ふしん
をゆ
義光は︑ふしんの眉をひそめた︒

七632

ふしん

式部は︑︿略﹀︑婦人としてもまことに圓

﹇婦人会﹈︵名︶1 婦人會

在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團の人々

﹇不信心者﹈︵名︶1

不信心者

この村に︑きっと不信心者がみるんだ︒

﹇伏﹈︵四︶2 伏す ︽ーシ︾←おそれふす・

︽ーセ︾

兄弟ともにさし違へて︑同じ枕に伏し

伏す

ふすま

禮儀を知らば︑弓を伏せて降参仕れ︒

﹇伏﹈︵下二︶1

﹇襖﹈︵名︶1

ふせOうつぶせ・じゅうさん

ふすまがすうとあいて︑

ふせ ﹇伏﹈︵名︶1

十一491

ふすま

十一633図圖

ふ・す

こナり︒

十二937図

ひて︑のけざまに伏したれば︑

九627図 景正︑偏りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂とい

ひれふす

ふ・す

十川7園

ふしんじんもの

が並んで︑褻湯をついであげてゐます︒

八583

ふじんかい

満な︑深みのある人でした︒

十一361

徳坤は︑どんなに不自由でも︑國語を使ひ ふじん ﹇婦人﹈︵名︶1 婦人εロシヤふじん
一人の子が︑御隠のため軍に出でしこ
﹇不順﹈︵形状︶1

その年は氣候が不順で︑
丁丁

﹁器量ある武將なれども︑なほ軍の道

﹇武将﹈︵名︶1

﹇負傷﹈

この島に不時着して負傷したのであった︒

あきすけ

﹇藤原顕輔﹈︹人名︺1

青年は︑愛路青年隊を組織し︑女子は婦女

﹇婦女隊﹈︵名︶1 婦女隊
そしき

ふしょう・する

を知りたまはず︒﹂とひとりごとのやうにいふ︒

九582図圓

ぶしょう

八910

ふじゅん

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

十125國国

通して來たのです︒

七259

十二柵7 ふしぎさうに︑あたりを見まはしてみる
ふじこ ←つちみかどふじこ
ふじさん ︹課名︺2 富士山

四22 一 富士山⁝⁝⁝四
四41 一 富士山
ふじさん ﹇富士山﹈︹地名︺5 フジサン 富士山

﹁255 フジサンノエヲカキマシタ︒
六網7 向かふに︑富士山が光って見えます︒

九291 日本には富士山といふりつばなお山がある

九295囹富士山のやうにりっぱです︒

輔

すけ

秋風にたなびく雲の絶え間よ
りもれいつる月のかげのさやけさ

十一346

藤原顯輔

ふじわらのあきすけ

隊を組織し︑

十㎜11

ふじょたい

十一一櫛2

火山は︑︿略﹀︑高いのになると八千メート シ︾

ルー1富士山の二倍以上もあるのがあります︒

十3810

ふじちゃく・する ﹇不時着﹈︵サ変︶1 不時着する
︽ーシ︾

着して負傷したのであった︒

十二櫛2 偵察隊として出動の途中︑この島に不時
武士道
日本に は 武 士 道 が あ る ︒

﹇武士道﹈︵名︶2

十一一悩8囹

ぶしどう

十二悩8園武士道こそは︑わが漕水艦魂なのだ︒

ふせ一ふたこと

586

ぞくみつぶせ
ふせ

不正

︵四︶

1

防ぎ戦ふ ︽一

︽ーイ・ーギ・iグ︾

いざといふ場合には︑暗がりでも︑すぐ

武装す

さすがに子どもは︑じっと聞きながら目

に伏せておいたのに︒

十一426
ぷさう
﹇武装﹈︵サ変︶4 武装する

を伏せてみたが︑

ぷそん

﹁武装して︑兵舎の前に集れ︒﹂

その時は︑大急ぎで武装して︑まつ暗な

﹇不足﹈︵名︶1

不足

蕪村

ぷそん

今まで氣つかなかった考への不足や︑感じ

ぷそん

﹇蕪村﹈︹人名︺1

方の淺さがはっきりわかって︑

九418

ふそく

バオ市内に突入して︑

﹇蓋﹈︵名︶4

ふたδひぶた・まなぶた

二足

ぶた
十圏7 大通を︑豚がぞろぞろと歩いて行く︒
ぶた
十一㎜3 その木かげで豚が遊び︑
ぶた
床下には︑豚や︑鶏が飼ってある︒

﹇二足﹈︵名︶1

十一働7

三704 ﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑私は︑そっと

ふたあし

部隊5あらわしぶたい．

こゑのする方へ︑二足三足進みました︒

ぶたい ﹇部隊﹈︵名︶3

んとうぶたい・ダバオこうげきぶたい・とほぶた

かくぶたい・きかいかぶたい・こうくうぶたい・せ

い・らっかさんぶたい

部隊長

じっと梢を仰ぎ見た︑今は部隊長になつ

﹁︿略﹀︒﹂部隊長の太い聲だ︒

部隊長のするどい叫びが傳はつた︒

て︑戦地へ行ってみるをぢさんを思ひながら︒

十499圏

ぶたいちょう ﹇部隊長﹈︵名︶5

をこしらへて︑そこで人形をあやつる︒

ぶたい
十㎜12 日暮れ時の胡乱の廣場などに︑影野の舞垂

ぶたい

十一慨7 この道以外に部隊の進撃路はないので︑
ぶたい
﹇舞台﹈︵名︶1 舞塁

九252国部隊の者はみんな元氣だ︒

相手に︑はげしく職ふ時が來ました︒

十二205武装した兵士を満載したトラックが︑ダ 五価7 利根のついてみる部隊は︑何倍といふ敵を

兵舎の前に整列します︒

七833国

七831団國

武装することができます︒

ぷさう

七828團

る︽ーシ・ースル︾

﹁ふせ︒﹂の姿勢で︑小銃を撃つけいこ ぶそう・する

﹇伏﹈︵感︶1

五佃8團 腹を地につけて︑ふせをしたり︑
ふせ
七7810団
をしたりします︒
﹇不整﹈︵形状︶1

︽iネ︾

十糊8 やがて呼吸が不正になり︑脈がかすかにな

ふせい

防ぎかぬ

つたので︑軍讐殿に知らせました︒
﹇防兼﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

﹇ 防戦﹈

十一642図 敵これを見て︑防ぎかねて引くとや思

ふせぎか・ぬ

ひけん︑
ふせぎたたか・う
フ︾

防ぐ

十一172図 たとへ防ぎ戦ふ者なくとも︑たやすく
﹇ 防 ﹈ ︵ 四 五︶6

のぼるべきやうなし︒
ふせ・ぐ

ふた

八319図平家の軍勢十萬手署︑一の谷に城をかま 十二悩6 蕪村 春の海ひねもすのたりのたりかな
へて︑源氏の大軍を防ぐ︒

にいさんは︑こはれてみたごみ箱のふ

十槻7

たをなほしました︒

三961

十駕2囹

ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒

八761図 されども義経は︑太刀にて熊手を防ぎ防

間間機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ

このガラスのふたをすると︑

ぶた

昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤

﹇豚﹈︵名︶6

ぶた

豚﹇Vこぶた

心のこもったことばで訓示をした︒

﹇部隊長機﹈︵名︶1

十二242 部隊長の訓示が終ると︑
ぶたいちょうき

部隊長点

一もとは︑すでになき汝の部隊長機へ︑

一もとは︑汝の愛機へ︒

十185m凶圏

ふたこと

﹇二言﹈︵名︶1 二言

か︑ふたかかへもありさうな大きなタ日です︒

八慨6 その大きなこと︑何といったらいいでせう

子どもたちといっしょに︑黒いぶたや︑ふ ふたかかえ ﹇二抱﹈︵名︶1 ふたかかへ

のき先に︑大きなぶたの肉をぶらさげ︑

五167

四悩7

ぶたもひつじも︑いっしょになって大さわ

とったひつじが二三匹走って來ます︒
ぎです︒

五188

十二239 部隊長は︑︿略﹀︑やさしい︑いたはりの

九919

︽ーセ︾

せきばん

六㎜5園

伏せる

ぶた

をはめ︑石筆はちびてわっかに寸鯨を残すのみ︒

十81図

たをあけておくと︑

八761図 太刀にて熊手を防ぎ防ぎ︑

爲朝︑しばし支へて防ぎけるが︑︿略﹀

八糊9 寒さを防ぐために︑しめてあった二重窓が
開かれます︒
十一6310図

と思ひて︑門の内へ引く︒

ふせる

十二671 それを︑ふしぎにも聞多のさしてみた刀 ふだ 与たてふだ
が防いだ︒
﹇伏﹈︵下 一 ︶ 3

5くみふせる

ふ・せる

五66 ふせたをけをだいにして︑とんとんふみ鳴
らしながら︑おもしろくおまひになりました︒

十一398園雀の子を︑あの犬きが逃したの︒かご

587
ふたたび一ふたもと

みけん

ふたたび

再び

十一213図 眉間の眞中をぐざと射込みたりければ︑
﹇再﹈︵ 副 ︶ 1 0

一 一 言 と も い は ず ︑︿略﹀死にけり︒

ふたたび

五851

ぼくは︑この二つを︑重ねたり︑別々にし

朝顔は︑一一つ咲いてみた︒

たりして︑

六616

八研3

次の動きにも︑脈は一一つ打ちます︒

それでも一回の動きに︑やはり脈は二つ打
一一つの目だけを砂の間から出して︑︿略﹀

つといふぐあひでした︒
八備3

ふたついじょう ﹇二以上﹈︵名︶1 二つ以上

ある場合があります︒

二月蘇り

十描7 このやうに︑訓にも︑音のやうに二つ以上

﹇二月余﹈︵名︶1

二月齢りも雨が降らなかったから︑こ

﹇二三﹈︵名︶5 ニツ三ツ ニつ三つ

の雨で︑農家はさぞ喜ぶことでせう︒

ニツ三ツ︑青イ海

オ七並ノソバノハ三二︑アカイ花ガニ

ウイテヰタ︑

まで來ますと︑

五726 それから︑二つ三つ停留場を過ぎて︑表町

ニ

二62圏小サイシラボガ

ツ三ツサイテヰマシタ︒

一467

ふたつみっつ

北斗七星が見つかったら︑その七つの中の︑

目だまを動かしながら︑外を眺めてゐます︒
九8910

︿略﹀勝負を決すること︑何のうたがひも候はず︒

十一607図圖爲朝が矢一﹇つ三つ放さんばかりにて

つ︑灰色の雲が湧きあがって來た︒

十一一脳9 入道雲の足もとから︑むくむくと二つ三

﹇二恩﹈︵名︶1 ふた吹き
まうこ

﹇二見﹈︹地名︺1 二見

五112国方々を見物して︑二見へ來ました︒

ふたみ

ければなりません︒

八慨3 蒙古風が︑ひと吹きふた吹き吹いたりしな

ふたふき

うおんふたはしら

ふたはしら ←めいじてんのうしょうけんこうだいこ

さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を

下の端に當る二つの星に注意しませう︒

九8910

すると︑この二つの星の距離の五倍ばかり

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒

九902

ぼくは︑てちやうに﹁あじあ﹂のスタンプ

のところに︑きっと一つの星が見つかります︒

九鋤9

その聲の終らないうちに︑またしても︑績

を二つ押してもらった︒

十麗8

けざまに一一つの轟音がとどろいた︒

一つ︑一一つ︑三つと︑︿略﹀︑もぐらのやう

﹇二本﹈︵名︶3 ふたもと 二もと

さいだん

ひとつもて君を祝はんひとつもて親

を祝はんふたもとある松

十一悩10口口凶魍

小旗二もとをかかげつ︒

十184図圏今し︑母は齋壇をしつらへ︑日の丸の

げば︑

九172 樹齢二百敷十年に及ぶ二もとの御神木を仰

じゅれい

ふたもと

窓蓋は︑七尺ばかりなる男の︑目角二 ふためく 貼あわてふためく

に進む皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒

十三4

十一583図

﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と一一つの方法をい

つに切れたるが︑

十一㎜3

つしょにしたのである︒
その大きな石を一一つに割り︑四つに割り︑

かれらが首を正行が手に掛けて取り
つのうちに戦を決すべきにて候︒

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑二

十一一991図園

十ニー65

十一98園

一一つの筒を︑延したり︑ちぢめたり︑かげ ふたつきあまり
ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

んしてみるうちに︑はっきりした︒

六652
八鵬9

した︒

九335母は︑︿略﹀︑ふたたびお窺眞の前に立ちま

九鵬5 勝久は危くのがれて︑再び京都へ走った︒
九悩3 つひに再び時が來た︒
八鵬10

ニつ←まっぷたつ

次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

十811それから四年め︑再び外國製のものと腕比
べをする日が來た ︒

十一麗1 かれは︑再びピヤノの前に腰をおろした︒
十ニー39 再び軌道車に揺られて︑鋸途につく︒
十二691 再び家に取って返すと︑

十二柵9圃 吉岡少將がふたたび参進すると︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑陛下は仰せられた︒

だした︒

十二㎜11 再び行く手に︑青空が細く割れ目を見せ

ニツ

十二鵬1 時はよし︑艦長は再び凝望鏡をあげた︒
﹇二﹈︵名︶25

一444 アサガホガ︑一一ツサイテヰマシタ︒

ふたつ

一一ツ

一735 スルト︑モモガニツニ ワレテ︑中カラ
大キナ男ノ子ガウマレマシタ︒
二358 オカアサンガ︑ 大キナ オイモヲ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑春枝さんはガラス

モッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入レニナリマシタ︒
三101

玉を二つ見せました︒
つ作りました︒

三831 それから二人は︑あつい紙で︑舟を二
四833園 ﹁一つ︑二つ︑三つ︑四つ︒﹂とかぞへ
ながら︑渡って行きました︒

五827囹 ﹁ほうら︑こんな大きな︑赤い花が二つ
水色が一 一 つ に ︑ 赤 が 一 つ ︒

咲いた︒﹂と︑に こ に ご 顔 ︒
五839

ふたもんく一ふたりとも
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十二535園

たった 一 一 文 句 で す よ ︒

ふたもんく ﹇二文句﹈︵名︶2 二文句

かへっこをしてもよいといふのですかい︒

十二535囹 二文句と︑行者さんのからだと︑取り

一40一 ニイサントフタリデ︑ハコニハヲツクリ

ふたり ﹇二人﹈︵名︶57 フタリ ニ人5おふたり
マシタ︒

一578 フタリハ︑川ヘハイッテ︑サカナヲサガ

二人前たがひに取りすがって︑うれし泣き

に泣いた時には︑

八435

それからは︑おとうさんと二人で馬さび 九334 二人は︑萬感をこめて最敬禮をしました︒

さんと二人で育てました︒

四335小さいので︑かごの中へ入れて︑おばあ
四593

しくくらしてゐました︒
九伽6 二人はむずと組んだ︒
四891国あのたこを︑次郎と二人で外へ持つ 九観3 二人はしばし水中で戦ったが︑
て出た時は︑
十289 lは︿略﹀豆畠の方へ走って行く︒
五154

日本の兵たいさんが二人︑話をしてゐます︒ 十301 lは︑じっととんぼを見てみる︒

十336話しながらも︑一一人の手が器用に動く︒

十㎜2

二人の子どもは︑茶わんや︑紙や︑油や︑

二人の子どもは︑かういってせがんだ︒

ほとんど物のないことも思った︒

十㎜9 張は︑自分の二人の息子のことを思ひ︑倉

にいさんと二人で出かけました︒

＋脳−o

にいさんと二人で︑氣をつけながら引きあ

二人は︑兄弟のやうに仲よくなさいました︒

には︑

五484

二人は喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑て

村の人が︑二人で話をしてみる︒

二人は︑﹁︿略﹀︒﹂とほめてくれました︒

二人は︑巻尺を張って見つめてみる︒

二人は戸外にたたずんで︑しばらく耳を

友人と二人町へ散歩に出て︑

そばに︑二人の女がすわってみる︒

二人の子どもは︑笛を合はせて吹いてみる︒

十一鵬6

ふたりとも

一一人は︑不意の來客に︑さも驚いたらし

まさえさんと二人で︑野原へ花摘みに

とりあへず︑讐者が二人來た︒

ほかの醤者二人も︑何くれとこの手術を

しかし︑二人のわが衛生兵は︑代る代る

﹇二人暮﹈︵名︶1 二人暮し

﹇二人共﹈︵名︶7

二人とも

九脳1園昔︑母と子と二人暮しの家があった︒

ふたりぐらし

方の手で︑堅く握った︒

十二囲5 二人の衛生兵の手を︑自由のきかない爾

徹夜して︑心からしんせつに看護をしてやった︒

てつや

十二侃2

手傳つた︒

十二728

十二694

行った時のことが︑︿略﹀思ひ出されました︒

十一宙2團

いやうすである︒

十一塀10

澄ましてみたが︑

十一鵬8

十一385

十㎜3

マッチを持つた︒

五745

そこのかごの中に︑おいもがあるから︑

六543

一一人の村の人は︑子どもの後姿をじっと見
一人倒れ︑二人倒れ︑三人置四人︑五人と︑

二人は︑ぐっとふみこたへました︒
七733

七43囲弟と二人︑海べをかける︒

六伽7

たが︑二人は︑ぐっとふみこたへました︒

つづく二人も︑それにつれてよろめきまし

次々に倒れて行きます︒

六佃9

てるる︒

六596

二人でおあがり︒

六103囹

いねいにおじぎをして︑掛けました︒

五616

げると︑

五475

一464 ネエサントフタリデ︑ツイテイキマシタ︒ 五455 一一人は︑じっと︑うきを見つめました︒
シマシタ︒

一753 フタリハ︑キビダンゴヲコシラヘテヤリ
マシタ︒

一一542 ニノーサントニ人デ︑雪ダルマヲツクリマ
シタ︒

一一544 ハジメニ︑雪ノタマヲコシラヘテ︑ソレ

ヨルニナッテ︑私ハニイサンニ︑

ヲニ人デコロガシマシタ︒

二554
﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑一一人デ外へ出マシタ︒

三82 二人は︑それを持って出かけました︒

二人は︑よささうな石をあちこちとさ

がしました︒

三94

三594 ねえさんと一一人で︑金魚を買ひに行き

三107 こんどは︑一一人でいっしょにあげました︒ 六伽6
ました︒

三825 二人は︑はさみでゑを切りぬいて︑め

七9310

んを作りました︒

三827 二人は︑めんをつけました︒

一匹の馬に二人乗るもあり︒

八3010図

二人は︑︿略﹀︑なれない道を一月鉄りも歩

それから頼朝の御殿へあがって︑うばと二
人でお仕へしたいと願ひ出ました︒

八395

き績けて︑やうやく鎌倉に着きました︒

八391

三831 それから二人は︑あつい紙で︑舟を二
つ作りました︒
中広校の生徒さんが︑一一人乗りこみました︒

四197 サ村の入口で︑ルックサックをせおった
四292 一一人がぼくを追ひこしました︒

一一

一一
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ふだん一ぶっし

た︒

四692

﹁︿略﹀︒﹂といって︑一一人とも笑ひまし

五157 二人とも︑ほんたうに久しぶりのお休みで︑
村のはつれまでさんぽに來たところです︒
田くんの方が上手でした︒

ぶち

﹇斑﹈︵名︶1

ぶち

赤いのを三びき︑赤白のぶちを二ひき

﹇不忠﹈︵名︶1

不忠

すくって︑ガラスばちに入れました︒

三612
ふちゅう
も候はば︑君の御ためには不忠の身となり︑

七906二人ともとびこみの練習をしましたが︑本 十二987図圖 もしまた病にかかり︑早世仕ること

ふち

不沈艦

さすがに︑不沈をほこるだけのねばりがあ

十211

十

十

沈艦の最期

十581
ぶつ

ふついん

七柵9

不沈艦の最期⁝⁝⁝五十八
さいご

﹇普通﹈︵名︶6

普通

漢字を︑二字以上組み合はせて︑ことばが

﹁まみる﹂﹁いただく﹂﹁いたす﹂などい

當時︑かな文は女の書くもので︑男は︑

文字といへば漢字ばかりで︑文章といへ
天下を騒がした者は︑たとへ武士でも︑
普通ならば打ち首である︒

十一一611

ば︑漢文が普通であった︒

十一伽6

漢文を書くのが普通であったからです︒

十﹇365

ふのが普通である︒

十﹇267

むか︑または訓で讃むのが普通です︒

書き表された場合には︑どの漢字もすべて音で讃

十島10

ふつう

タイや︑ジャワ︒スマトラあたりまで進出して︑

ふついん
その以前から︑日本人は︑︿略﹀佛印や︑

﹇物﹈息きけんぶつ・ゆうびんぶつ
ふついん
﹇仏印﹈︹地名︺1 佛．印

不沈艦の最期

ふちんかんのさいご

尾からするするとマライの海へのまれて行った︒
さいご
︹右心︺ 2 不沈艦の最期 不

十二梱10光の強さに至っては︑ほとんど普通のこ

﹇二日﹈︵名︶4 二日

とばでいひあらはすことができない︒
ふつか

一一日たっても︑三日たっても︑汲みに來な

一一日ほどたつと︑かひごは眠りだしました︒

郎さんも︑﹁いやだなあ︒﹂と思ひます︒

三564二日も三日もふりつづくとげんきな太

七586

しかし︑一日︑二日とたつうちに︑その

五344

い︒

十二鵬6

氣持はだんだんなくなって行った︒

ぶっし

復奮工事

海水が︑絶壁のやうに目の前にせまったと

︵五︶1 ぶつかる ︽ーッ︾

﹇復旧工事﹈︵名︶1

︵副︶2

ふっくら

ふっくら

﹇復興﹈ ︵サ変︶

とよとみひでよし

﹇物産﹈︵名︶1 物産

﹇物資﹈︵名︶1 物資

送られます︒

1 復興する ︽一

てん

八904 また︑大阪の物産も︑堀や川を通って港へ

ぶっさん

守閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒

しゅかく

八927 豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天

サ︾

ふっこう・する

もだるさうで︑病身らしく見える︒

十一383 顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ

十分咲ききらない花は︑

六m2 ふっくらとした花びらがだきあって︑まだ

ふっくら

りました︒

九346 その隊は︑この地方の鐵道の復奮工事に當

ふっきゅうこうじ

思ふと︑︿略V︑陸にぶつかった︒

十257

ぶっか・る

日すると︑からだもずっと大きくなって︑

五386 四度めの眠りをすましたかひごは︑二日三

もう一度爆嚢するとともに︑不沈艦は︑艦 ふつかみつか ﹇二日三日﹈︵名︶1 二日三日

﹇不沈艦﹈︵名︶1

ると思はせる︒

十687

八827 先生は二人とも︑まだ上へ上へとのぼって ふちん ﹇不沈﹈︵名︶1 不沈
行かれたが︑

八柵一 二人とも思はずふきだしてしまひました︒

十928園

フチ

十718

閣下のお子様が︑二人とも戦死なさった ふちんかん

さうですが︑おきのどくでなりません︒

十937囹閣下は︑最愛のお子様を一一人とも失はれ
て︑平生でいらっしゃる︒
ふだん
﹇不断﹈︵名︶1 不断

ふだん

ふだん

ふだん
十一鵬3図無 高く且つくいその香に︑ 不噺の花
﹇普段﹈︵名︶2

のかをりあり︒

ふだん

九柵4囹機髄の中は︑ふだんでもかなり温度が高
い上に︑

十一413園佛様に封しても申しわけのないことだ
と︑ふだんから教へてあげてあるでせう︒
ふち
﹇淵﹈︵名︶1 淵

ふち

ふち
九127 がけの下の青い淵や︑勢こんで流れる水の
﹇縁﹈︵名︶4

清さに︑目をうばはれるのであるが︑
ふち

一407 川ノフチニ︑イシヲナラベマシタ︒

三261 三人は︑舟と並んで川のふちを走って
行きます︒

五191 子どもたちは︑おとなしく川のふちに腰を
おろしたり︑ねそべったりしました︒

八皿4 このたくさんの﹁いわし﹂が︑池のふちに
そって︑みんな同じ方向へ泳いで行きます︒

ぶっそうげ一ふと
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九佃7圏 だいじな物資や︑郵便物や︑私たちを一

ほうわうぼく

氣に運んでくれる︒
ぶつさうげ
﹇仏桑花﹈︵名︶1 佛桑華

ぶっそうげ
や し

ぶつさうげ

ぶつだん

十一川5 椰子の木や︑鳳楼木などが茂り︑その間

あま

に︑眞赤な佛桑華の花が咲き去れてみる︒
ぶつだん
﹇仏壇﹈︵名︶1 佛壇

ぶつだん

︽ーケル︾

十一382 年とった上品な尼さんが佛壇に花を供へ
ぶっつける

て︑静かにお纏を盛んでみる︒
︵下一 ︶ 1

九㎜11 急いで上着を着たり︑ズボンをはいたりし

ぶつつ・ける

﹇仏灯﹈︵名︶1

佛燈

てるると︑思はず頭を柱にぶっつける︒
ぶっとう
しやうさう

﹇物品﹈︵名︶1

正倉院は天平の
物品

むかしを固く封じたり︒

十二374図圏 大酒殿に佛燈の 光は今もかがやき
て︑
ぶっぴん

べ ﹂ ﹁ お さ か な ﹂ ﹁お召物﹂とか︑

十一305 家庭で用ひる物品などに劃して︑﹁おな

ぶつぶ一︵感︶2ブッブーブッブウ
﹁ブッブー︒﹂と︑けたたましい警笛の音

三917 ﹁ブッブウ︒﹂自動車は走って行きます︒
九509
をあとに残して︑

比湿5図佐々木︑刀を抜いて馬の足にかかりたる

ふつふつ ︵副︶1 ふつふつ
大綱どもを︑ふつふっと打ち切り打ち切り︑
ぶつぶつ ︵副︶1 ぶつぶつ
十一一283 弟子たちの中には︑ぶつぶつ不平をもら
す者があった︒

ふつりと ︵副︶1 ふつりと
ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

九枷7 ねらひ違はず︑要略が満月のごとく引きし

五柵1 糸がぶつりと切れて︑魚が逃げる︒

ぶつりと ︵副︶1 ぶつりと

十一脳図

ブツン海峡

ブツン海峡

ブツン島

ブツンかいきょう ︹地名︺一

ブツン島
筆

︹地名︺一

十一脳図
︵名︶4

ブツンとう

﹇筆﹈

十79図筆・鉛筆等︑島民學校生徒の用ふる物と

ふで

さうして︑時々︑くじゃくの羽で穂先を作

異なるところなし︒

十梱2

翻かに筆を取って︑城中のあと始末を一々

つた細い筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

十伽8

そのころから紫式部は︑筆をとって有名

書き記した︒

十一358
︵副︶34

ふと

な源氏物語を書き始めました︒

天井からつるしてある︑この大きなランプ

見たので︑すばやく低空に移った︒

八鵬3

おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れて︑

が︑ふと︑ガリレオの心をとらへました︒
九204團

をかしいなと思って︑煙突へ通じる口を︑

﹁︿略﹀︒﹂とはげましてくれた︒

九761

ふと氣がつくと︑小島くんの姿が見えない︒

ふと見たとたん︑おやと思った︒

九997

く虫の聲である︒

九鵬2 その時ふと耳にするものは︑前の草原で鳴

か町へはいってみた︒

九㎜4 ふと氣がつくと︑﹁あじあ﹂はいつのまに

十99 ふと︑通りかかったある大尉がこれを見て︑

︿略﹀︑ことばするどくしかった︒

十491圃

ふとほほ笑んで︑﹁あげようか︒﹂と︑投

直ちにまたかま場へ引き返しぬ︒

二981ここまでお話をきいたとき︑ふと︑私 十441図 喜三右衛門は︑ふと何思ひけん︑︿略﹀︑

ふと

と中まで來て︑ふと見ると︑正男さんの

は︑ゆうべのゆめのことを思ひ出しました︒
三874

ふと︑おもしろいことを嚢見した︒

ふと見れば︑道のほとりに︑︿略﹀︑
十︻778

ふと﹁はひまつ﹂の間に︑︿略﹀﹁たかね

ふと︑目がさめる︒

﹁え︑樂譜がない︒﹂といひさしてふと

ざくら﹂が︑今を盛りと咲いてみるのを見た︒

十一912

咲くものは露草の花︒

十一697図醒

家にもどって行ったりする︒

十㎜4 ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわてて

ひ出した︒

十獅9 張は︑子どもたちと約束した物を︑ふと思

に︑ふと目を注いで︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

げてくれたをぢさんは︑よい人だつた︒
家の前に︑自動車が止ってゐました︒
ところで︑ある日のこと︑金の牛は︑ふ 十844 乃木將軍は︑︿略﹀︑壁に張ってある新聞紙

四467

とこんなことを考へました︒

四595娘は︑ふと︑おかあさんのくださった物
つり糸をいちっていらっしゃったが︑ふと︑

のことを思ひ出しました︒
五伽4
六618

ふと御心に浮かんだのは︑御をば倭姫命の

つりばりのないのに氣がついて︑

七217

ふと見ると︑向かふに︑日月を金銀で現し

おことばです︒

七6210

た錦の御壷を︑おし立ててみる者がある︒
だん

十一佃5團

日本の兵隊さんが︑こんなものやさし

見ると︑かはいさうに妹は盲人である︒

八195團講堂の壇に︑かざってあった菊の花を見 十一鵬7
高く飛んでみた鳩は︑ふと︑たかの一群を

て︑ふと︑みなさんのことを思ひ出しました︒

八664

591
ふとい一ふなでする

い心を持ってるられるのかと︑ふと思ひました︒

十一旧2 このはりつめた第一線の陣中で︑ふと猫
の鳴き聲を耳にした︒

十一鵬6 われわれには︑︿略﹀ひろびうとひろが
つてみる草原が︑ふと萎畠のやうに感じられる︒

十一泌6 マライ人の女たちが︑︿略﹀子どもをだ
いて門口に立ってるるのを見ると︑ふと九州のゐ
なかへ行ったやうな氣持になることがある︒

十二484 難行苦行に︑身も心も疲れきった一人の
修行者が︑ふとこのことばに耳を傾けた︒

した羅刹のみるのに氣がついた︒

あくま
十二499 ただ︑ふとそば近く︑恐しい悪魔の姿を

見まはすと︑そこはいも畠の中であった︒

十二6710 しばらくは氣を失ってみた聞多が︑ふと

こんな太い雨を見たことはなかった︒

な形にがっしりと組み合はせる︑

十二㎜6
不動

ステッセル將軍は︑︿略﹀︑身支度を整へて

﹇不動﹈︵名︶4

十862

ふどう

﹇葡萄酒﹈︵名︶1

ぶだう翻り
ぶだう酒
四日に︑乃木將軍は︑ステッセル將軍に︑
﹇懐﹈︵名︶5

懐

ふところ

ふところ

︽ーッ︾

子どもたちといっしょに︑黒いぶたや︑ふ

﹇太﹈︵五︶1 ふとる

かざって︑岩屋の前にお立てになりました︒
ふと・る

とったひつじが二三匹走って來ます︒

五167

ふとん 5ざぶとん

ぶな

大きなふなが︑水ぎはでぴちぴちはねて︑

なら・かへで・ぶな・くりなどの木々が

﹇山毛嚢﹈︵名︶1

これから︑いっしょに舟遊びをしよう︒

﹇舟遊﹈︵名︶1 舟遊び

日の出などは︑よく船火事と見まちがへ

﹇船火事﹈︵名︶1 船火事

﹇船方﹈︵名︶2

船方

船底

評者みな︑船底におそれ伏したり︒

﹇船底﹈︵名︶1

だが︑想像してみたココ椰子の林も︑船

﹇船着場﹈︵名︶1 船着き場
や し

︹中名︺2

ふなつり

やま

日向を船出して︑託したまうた國は大

﹇船出﹈︵サ変︶1 船出する ︽ーシ︾
ひうが

十二㎜4團

ふなで・する

五441九ふなつり

五210九ふなつり⁝⁝⁝四十四

ふなつり

着き場も︑家らしい家さへも見えない︒

十一脳7

ふなつきば

九81図

ふなぞこ

︿略﹀︑﹁やつさ︑やつさ︒﹂と網をたぐります︒

六伽7 一人がおんどを取ると︑大勢の船方が︑

方が︑﹁あぶない︒﹂といひました︒

六桝5 文治が立ちあがりかけると︑ともにみた船

ふなかた

られるほど︑ぼうっと赤く︑大きくもえあがって

十二蹴12

ふなかじ

三841園

ふなあそび

茂り合って︑

十一801

ぶな

五476

ではないかと思ったことがありました︒

五Z8 ときどき池の中で見かける鯉やふなが︑親

陸軍砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母宮殿 ふな ﹇鮒﹈︵名︶2 ふな

から不動の姿勢を取った︒

十一104

不動の姿勢をしたトラックの上の勇士も︑

下の御前に不動の姿勢でお立ちになった︒

十二243

わが潜水艦の甲板には︑艦長を始め乗組

︿略V︑泣きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒

十二襯1

員が︑不動の姿勢で立ってるる︒
ぶどう

﹇葡萄売﹈︵名︶1

﹇葡萄﹈︵名︶1 ぶだう
なし
机の上に︑梨やぶだうを供へた︒

十川12

ぶどううり

ふところ

ぶだう酒や︑鶏や︑白菜などを送りとどけた︒

十874

ぶだう責りもやって來る︒

十別4

︽ーイ・ーク︾

ぶどうしゅ

太い

︿略﹀垣に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒
﹇太﹈︵形︶10

十一一佃．1 ふと︑泥まみれの長靴をはいた弟が︑
ふと・い

三招6 神さまは︑その土地に太いつなをかけ
て︑︿略﹀︑お引き に な り ま し た ︒

文字通り大自然のふところに生まれ︑そこ

胡同は︑子どもたちを育ててくれる母のふ

﹇太玉命﹈︹人名︺1

太玉のみことは︑このさか木に︑鏡と玉を

太玉のみこ

白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し

ところのやうなものである︒
ふところ

五61

と

ふとだまのみこと

ては︑︿略﹀︑輕さうに浮いて行く︒

十一一悩5

十㎜12

て︑安らかに眠れ︑

十197図韻卜いざ︑今日よりは母のふところに盛り

で死んで行く蒙古人たちにとっては︑

九㎜9

るの胸を突きました︒

五905 ﹁ザ︑ザ︑ザi︒﹂と︑力強く水をかきま 七165 ふところにかくしてみた劒を抜いて︑たけ
すと︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒
ちく

八169 まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本の
軸が出ます︒

十252 その線は︑見る見る太くなった︒

﹁︿略﹀︒﹂部隊長の太い聲だ︒

響が起り︑火焔が太く︑大きく立ちあがった︒

十717 そのとたん︑ウェールズから爆爽の一大音
十欄2園

だやうに鳴く山鳩の聲が聞えて來る︒

十一807 小鳥の聲に混って︑太く口の中でふくん
十一筋7 ﹁バナナ︑バナナ︒﹂といひながら︑太
ふさ
いバナナの房をささげる︒

十ニー19 太い︑がんじょうな材木を︑鳥居のやう

と

n﹈︑
不
ふなばた
ふなばた ﹇船端﹈︵名︶2 ふなばた 舷

海には平家︑ふなばたをたたきて︑どつ

とほめあげたり︒

八743引戸凶

ふ なばた

十棚10 二さうの舟は︑静かに近づいて︑満満とた
﹇船酔﹈︵名︶1

船よひ

たへた水の上に︑舷を並べた︒
ふなよい

十儒10 今まで︑船よひに苦しんだことのなかった
私は︑

ふね ﹇舟﹈︵名︶悩 フネ 舟 船εあみぶね・お

それから二人は︑あつい紙で︑舟を二

つ作りました︒

三831

うさぎとたぬきは︑舟をこぎます︒

はおなかのへんにかかります︒

三832長いひもをつけて︑首へかけると︑舟
三843

五574 よく見ると︑豆のさやのやうな物を舟にし
五919

そこに︑舟があるでせう︒

旗を立てた船が︑たくさん出てみて︑

て︑それに何か乗ってゐました︒

五麗8囹

五悩1圓さあ︑舟にお乗りなさい︒

ばらく︑目をつぶっていらっしゃい︒

筆下9園私が︑その舟を押してあげますから︑し

どうの舟︒

六203 垂仁天皇の仰せを受けた田道間守は︑船に

三846圃囹うさぎの舟は︑木のお舟︑
三848圃國たぬきの舟は︑

どうの舟︒

乗って︑遠い︑遠い外國へ行きました︒

すみにん

たぬきの舟は︑

﹁くりぬいて︑舟を作るがよい︒﹂

す︒

一さうの舟ができあがりました︒

おどろいたのは︑その舟の早いことで
舟は︿略﹀︑鳥のとぶやうに走ります︒

このすばらしい舟になるために︑あ

た︒

くて︑しかたがありませんでした︒

六226 田道間守には︑︿略﹀船が︑おそくておそ

六406 せきゆはく略﹀自動車や船を走らせたりす

文治と︑へさきにすわって︑船があがると︑

るのに︑なくてはならないものであることを︑

からだを浮かすやうに︑船がさがると︑からだを

六伽3

﹁にいさん︑はま屋の船だよ︒﹂

船がさがると︑からだを沈めるやうに

沈めるやうにしてゐました︒

六楢4

文治が指さしたので︑見ると︑船が一さう

六二6園

六撚7

六伽2

何十さうといふ船が︑今︑思ひ思ひに網を

網が︑せばまって來た時︑網船は︑ぼくら

張ってみるところです︒

六伽4

の乗ってみる船を呼びました︒

五523

舟には︑子牛も乗ってゐました︒

船頭さんが︑舟をこいでゐました︒

六欄1

六囲8

いわしの重みで︑船がぐっと傾くほどです︒

船の中には︑いわしの山が築かれます︒

六甲8大きなたもで・網から︑いわしをどんぐ
五523

舟が︑何ざうもつながれでるました︒

ぼくらの船へあげます︒

五544

ふ名をつけよう︒

四127番鳥のやうに早い舟だから︑早鳥とい

の木は︑ぐんぐんのびたのかもしれない︒

四125囹

だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒

走ってゐます︒
四117園﹁なんといふ早い舟だらう︒﹂
四124園あの勢のよいくすの木で︑作った舟 六伽8 子どもが︑船のまん中にゐます︒

四114

六222 枝についたままで︑たくさん船に積みまし

おうい︑うさぎ君︑ぼくの舟は︑なん 六221 大喜びでそれを船に積みました︒

たぬきの舟が︑少しおくれます︒

三849囲園

三851

三852囹

三859園ぼくの舟に︑水がはいって來た︒

だか重くて進まないやうだ︒
三861囹

おふね・おおふねども・おふね・おんふね・こぶ
ね・ささぶね・すえつぐぶね・たすけぶね・ほぶ
四99園

そこで︑大勢の大工を集めて︑舟を作

あ︑舟が沈む︑沈む︒

一37一 イケニ︑フネヲウカベマシタ︒

ね・まるきぶね

四103
四105

ることになりました︒

一373 フネニハ︑ホガアリマス︒
一627圃 ウミノムカフヘ フネガイク︑
一633圃 ウミノムカフカラ フネガクル︑

三264 てふてふが︑三郎さんの舟に止りました︒

三274園 三郎さんの舟には︑てふてふのせんど

三265 舟は︑だんだん橋へ近づきます︒
うさんがのったから︑かったのでせう︒
のり︑はしのかいでこぎながら︑

三517 針の刀をこしにさして︑おわんの舟に

四112

四107 海に浮かべてみると︑今まで見たこと
二825園長イ竹ノサヲデ︑舟ヲコギマス︒
も聞いたこともない︑大きな舟でした︒
三143 その土地が動きだして︑大きな舟のや
うに︑ぐんぐんとこっちへやって來ました︒

三人は︑いっしょに舟を出しました︒

やって望ました︒

8

1

行きます︒

三人は︑舟と並んで川のふちを走って

舟は︑すべるやうに流れて行きます︒

7

へ

三157 これも大きな舟のやうに動いて︑こつ

262525ち

ふなばた一ふね

592

593
ふね一ふね

六拗2 ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ
れながら︑しだいに網の外へ出ます︒

と

さ

六梱9 むさし野が︑うすくなって消えると︑船の
もちみつ

汽笛が﹁ボー︒﹂ と ひ び き ま し た ︒

ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒

七453 笛の名人用光は︑ある年の夏︑土佐の國か
七454 船が︑ある港にとまった夜のことであった︒

七455 どこからかあやしい船が現れて︑幽光の船
に近づいたと思ふと︑

七455 用光の船に近づいたと思ふと︑
行った︒

七483 海賊どもは︑そのまま︑船をこいで編って
七518 みなさんを乗せる船は︑今さかんに起重機
を動かして︑荷物を積んでゐます︒

七523 船の出る前はく略﹀景氣のいいものです︒
七531 見送りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑
がんぺき

これを合圖に︑船からおりて行くのです︒
七538 船は︑静かに岸壁をはなれて行きます︒
汽船に︑引っぱられて行くのです︒

七543 船が港を出る時は︑途中まで︑あの小さな
七553 私たちの船は︑ひとりで走り始めました︒

七557 今︑新しい船を何ざうか︑こしらへてみる
のが見えるでせう︒

七559 港内には︑ずるぶん船がゐますね︒

も

じ

七561 大きいのは︑満洲や︑支那や︑南洋などへ
行く船です︒

ろ門司を出航します︒

七566 この船は︑あすの朝門司へ着いて︑正午ご

船で出かけ︑︿略 ﹀ ︑ 貿 易 を し て ゐ ま し た ︒

ぼうえき

七㎜8 その以前から︑日本人は︑さかんに南方へ

らさらに南支那へ渡ったりしてゐました︒

七川2 南支那から曲る船と貿易をしたり︑そこか

粗漏7

ながさき

へいざう

濱田彌兵衛は︑長崎の貿易商末次平藏の船

の船長として︑いつも璽湾から南支那へ通ってゐ

三本マスト︑

千里の海も

オランダの長官ノイツは︑すぐ役人に命じ

ました︒

七重2
船は帆船よ︑

てその船を調べさせ︑

八42圏

バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

なんのその︒

八18一

大連の港は︑ずるぶん大きくて︑毎日た

め︑船に積んで遠方へ送ります︒

八2110團

くさんの船が出たり︑はいったりして︑

あし間の舟

八347図敵は︿略﹀︑あわてふためきつつ船に乗
りて︑皆ちりぢりに逃げ行きたり︒

ひたひたひたと︑川の波︑
平家は海に船を浮かべて︑

に寄って來る︒

八709圃
八712図

大小の船の帆柱が︑林のやうに見えます︒

九餌5圃

ふり返ると︑關門海峡はさざ波をたたへ︑

ところが︑途中海が荒れて︑むすごは船

いそがしさうに船が動いてみる︒

南開6園

とともに沈んでしまった︒

つと打ち入れ︑泳がせけり︒

十塒7図武者一騎︑沖なる船をめがけて︑海へさ

はる︒

義纒の船に乗り回り︑あはやとばかり飛

十棚4五教纒︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑敵の船を飛んでま

十川7図

義経︑︿略﹀︑みかたの船の二丈ばかり離

んでかかれば︑

大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑大

れたるに︑ゆらりと飛び移る︒

十川9図

十皿4図

かれら三人寄り合ひて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑

十m5図

うるし

小舟に乗り︑落下の船に並べて乗り移り︑

船は︑かなりひどく揺れだしました︒

重い患者には︑船の動揺が禁物です︒

かう思った私は︑もう船の動揺にもよろめ

宗治は︑︿略﹀︑秀吉の本陣へ向かって舟を

向かふからも︑検使の舟がやって來た︒

ぐっと速度を落しながら一直線に進む船

船は爆音高く根面地を出て行く︒

二さうの舟は︑静かに近づいて︑
十一988

十捌7

十﹇991

十捌9

こぎ出した︒

十拙5

かない足取りで︑病室へ向かってゐました︒

十槻1

くなって︑

十郡5 一人の患者が︑船が樒れだしてから急に悪

十儒4

と思ってゐましたが︑

十獅1船の勤めば話に聞くほど苦しいものでない

十島10

進んでゐます︒

八713図折しも︑美しくかざりたる船一さう︑平 十燭5 船は︑黒い漆を流したやうな海原をけって
家の方よりこぎ出す︒

敵弾いよ

時に風強く︑波高ければ︑船はゆりあげ
られ︑ゆりさげられ︑

八7210図

いよあたりにしげし︒

八877図回船はしだいに波間に沈み︑

港に集って寝る船の積荷は︑小船で︑この
八951

川や堀に︑何千といふ船が通ってみるのは︑

川や堀を傳はつて︑大阪の町々にあげられます︒

八902

八954

これを合圖に︑今まで眠ってみた港の船が︑

大阪でなくては見られないけしきです︒
九4610

海の幸を︑漁船から小さな舟に移す︒

急に目をさまし始める︒

九484

車窓から梅田の船が見える︒

船の上から先生が叫ばれた︒
九槻4圃

九柵6

ふねぜんたい一ふみ
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のともから︑網がしだいにくり出されて︑
十一柵3 船は襲動機を止めたまま︑網もろともに︑
夜明けまで潮のまにまに任せるのである︒

十一棚7 かうした作業が五時間も績いて︑一萬尾
に近い漁獲に船は満載である︒
きっすゐ

十一棚9 船は︑思ひ切り吃水深く︑︿略﹀島山の
峯を目當てに︑根擦地へと波を切って行く︒
もやう

ひいろ

とうとう︑スコールが船の上へやって來

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

十二㎜2
船の人々は︑ほっとした心持で︑その雨

たからである︒

十二㎜9

なるほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぽ

﹁船が見えます︒﹂

足をじっと見送ってみる︒
十二罰4園

十二脚6

船全膿

船全島が︑むちでたたかれてみるやうな

﹇船全体﹈︵名︶1

つつりと黒い船らしいものが見える︒

十二㎜4

ふねぜんたい

十一剛7 運河には︑いろくな模様をかいた小さ
な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かんでみる︒

船は帆船よ⁝⁝⁝四

船は帆船よ

一

船は帆船よ

︹課名︺2

八22
一

﹇不欄﹈︵形状︶1

ふびん

義家︑︿略﹀︑きつねを追ひかけしが︑殺
ひようと射る︒

ふぶき

部分■いちぶぶん・だい

ふ
ここへ始めて來た諸君を︑自然はこの吹

﹇吹雪﹈︵名︶！

謡曲9園

ふぶき

﹇部分﹈︵名︶5

す

﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑あの頭
はち

太陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光

部分部分

それから︑グライダーの部分部分の名を︑

﹇部分部分﹈︵名︶1

陰になる部分は︑きっと眞黒に見えるに違

つて見えるでせうが︑

十412
十413
ひない︒

八476

ぶぶんぶぶん

弟子たちの中には︑ぶつぶつ不平をもら

﹇不平﹈︵名︶2 不平

教へていただいた︒
ふへい

一言半句︑不平もぐちもこぼさず︑ひた

す者があった︒

十一一283
十一一皿3

ぺやま

すべての軍兵を率みて︑富田城の南三里︑

すら任務を遂行する姿には︑
ふ ぺやま
﹇布部山﹈︹地名︺1 布部山
ふべやま

ふ

九齪8

けん

水に不便な北京城内では︑一軒一軒︑水を

ふべん

だが︑これではまたあまりに長過ぎて︑

運んで行かなければならない︒

十㎜8

十一伽7

﹁さんせん﹂﹁ふぼ﹂︑あるひは﹁やまか

﹁山川﹂﹁父母﹂のやうに︑

﹇父母﹈︵名︶2 ふぼ 父母

讃むのにかへって不便である︒
ふぼ

十帽3

十柵3

は﹂﹁ちぢはは﹂と︑音でも訓でも讃める場合が

彌兵衛は︑︿略﹀ノイツの不法な仕打に︑

﹇不法﹈︵形状︶1 不法

あります︒

七柵2

ふほう

腹が立って腹が立って︑たまりませんでした︒

ふみ

ためつぐ

三浦の平太郎爲次といふつはもの︑景正

﹇文﹈︵名︶1

ふみ■おんふみ

が顔をふまへて矢を抜かんとす︒

九628図

みうら

殊に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を ふま・う ﹇踏﹈︵下二︶1 ふまふ ︽一へ︾
あれは海といはれる部分ですが︑︿略﹀︑平
原といった方がよいかも知れません︒

十395

思はせるやうなでこぼこが︑目立って見える︒

十375

といってみる部分が實は胴で︑

八備9

ぶぶん

ぶぶん

雪をもつて迎へてくれた︒

ぶき

吹雪

さんもふびんと思ひて︑左右の耳の間をねらひて

九604図

ふびん

はして︑幕府に封ずる武備を主張した︒

ぶび ﹇武備﹈︵名︶1 武備
布部山に敵を迎へ討つた︒
ふべん
ぶんた
氣鋭の井上聞多が︑反封窯を向かふにま ふべん ﹇不便﹈︵形状︶2 不便 不便

十一一658

八41

ふねはほぶねよ

音を立て︑

十一㎜4 この廣い湾は︑ラバウルの生命で︑一二
トン級の船が百五十隻ぐらゐはらくにはいれる︒

十﹁η2 船がラバウルの湾の入口にさしかかった
時︑

十一川4 南にウォウォニ島を見ながら︑船は静か
にスタリン湾へはいる︒
さんごせう

十一踊1 船は︑淺い珊瑚礁を警戒していかりをお
ろした︒

十一矯6 住民たちが︑丸木舟でわれわれの船に近
ふさ
ついて嘗て︑︿略﹀太いバナナの房をささげる︒

十一一伽6 國旗を掲げない船は︑撃沈してかまはな
いのだ︒

十二梱7 船は︑ぐっと左舷に傾いた︒

十二侶8 敵の乗組員は︑船を捨てて二隻のボート
船は︑︿略﹀︑いよいよ赤道に近づいた︒

に乗り移った︒
十一一矧3

りと首をもちあげて︑船を招いてみる︒

十二矧7 行く手の空には︑六白な入道雲がむつく
十二㎜8 鏡のやうな海面をすべって行く船の跡が︑
︿ 略 ﹀ ︑ 消 え ず に 残ってみる︒

船もまた雨雲にかみ出す白いしぶきを︑

もし火のやうに見える︒

十二㎜11 星の光までが︑ぽつんとともった船のと
十一一川3
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ふみ一ぶもん

﹇踏切﹈︵名︶1

ふみきり

﹇踏﹈与かげふみ・せぶみつかまつる

おのがをさむる國はいかにと

十二54図圏 いにしへのふみ見るたびに思ふかな
ふみ
ふみきり

文子さん

五519 村のふみきりを通る時︑子どもがこちらを
見て︑ばんざいをしてゐました︒
﹇文子﹈︹人名︺18

五鵬7 利根は︑小さい時︑文子さんのうちで育て

ふみこさん
られた︑勇ましい軍犬です︒

3

2

ふみこたへる

ふみしめる

フ

ふ・む﹇踏﹈︵四五︶9ふむ践ム踏む︽ーマ・
三172圏

ーム・ーメ・ーン︾

に︑停車場まで見送ってやりました︒

文子さんが︑四年生になった秋のころ︑兵

文子さんも︑手紙を出しました︒

︵下一︶

︵下一︶

﹇踏止﹈︵五︶2

ふみとどまる

ふみしめふみしめ登った︒

城兵はさっと引きあげたが︑二三十人だけ

︽ーシ︾

テンイウ

いかでか︑生きながら足にて顔をふま

クワウソ

フ

﹁天佑ヲ保有シ萬世一系ノ皇詐ヲ黒戸

ある夜︑これも鐵道線路がこはされてみる

五135圖

ひをけ

大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人

ふもと

川が流れる︑野がつづく︑

義仲は︑五萬騎を引きつれ︑これも同じ

は旗のなみ︒

かすかに響き︑

武門

はるかなる

武門の家である大伴氏・佐伯氏が︑上代

おほとも

﹇武門﹈︵名︶1

麓のわたり

ふもと

ぶもん

からいひ傳へて來たのを︑

十二412

さへぎ

九712図門川の流れか︑さらさらと

立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

八818 ふもとへ來て急停止すると︑ぱっと雪煙が

く︑となみ山のふもとに陣を取る︒

八297図

ふもとの町

ひとたび外國の地を踏んで︑ことばの通

じないところへ行くと︑

十二粥10

をふんで︑橋梁地へかけつける︒

けうりやう

十二柵1 鐵砲をかついだ工兵が︑自輔車のペタル

は霜やふむらむ

十二69図圃

のを丁霊し︑地だんだふんでくやしがった︒

十川10

ル大日本帝室天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒

十557図

たい海の水が氣持よく感じられる︒

九949 熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ

るることあらん︒

九635図國

門の前へ進みました︒

五99国 さくさくと玉じゃりをふんで︑神殿の御

のせいとさんが來ました︒

さくさくと小じゃりをふんで︑女學校

五備2

五麗9

ちゃうど︑文子さんが五年生になったころ︑

隊さんから︑次のやうな手紙が來ました︒

五二9

利根は︑勇ましく北支那へ出征しました︒

利根のてがらは︑かかりの兵隊さんから︑
文子さんは︑﹁まあ︑利根が︒﹂といったま

くはしく文子さんに知らせて來ました︒

五伽9
五梱7
﹇踏堪﹈

ま︑つっぷして︑泣いてしまひました︒

︽1へ︾

ふみこた・える

五研1 文子さんが︑ちゃうど三年生になったばか
りのころ︑︿略﹀子犬を一匹もらって來ました︒

つづく二人も︑それにつれてよろめきまし

﹇踏締﹈

前の人の足あとをふみしめるやうに︑一

︽一

それをじっとふみこたへたが︑片足が洲の

︽ーッ︾

ふみとどま・る

十一869

ふみしめ登った︒

十一869木の根︑岩角を敷へるやうに︑ふみしめ ふもと ﹇麓﹈︵名︶4 ふもと 麓

歩一歩登って行く︒

十一837

メ・ーメル︾

ふみし・める

端にすべり込んで︑思はずよろよろとする︒

九鼎8

たが︑二人は︑ぐっとふみこたへました︒

六伽8

五柳3 文子さんは︑もらった子犬も︑りっぱな軍
犬にしてみたいと思ひました︒

五研9 文子さんのうちでは︑みんな犬がすきでし
た︒

五㎜2 文子さんは︑ほんたうによく︑利根をかは
いがりました︒

も︑﹁おすわり︒﹂でも︑すぐおぼえました︒

五鵬3 文子さんに教へられると︑﹁おあづけ︒﹂で

五佃5 文子さんは︑利根がどこへでもついて下る
ので︑かはいくてたまりませんでしたが︑

五㎜9 文子さんは︑をぢさんに聞いて︑利根に
﹁待て︒﹂を教へました︒

七602

五㎜4 文子さんが玉器へ行く時︑︿略﹀︑行儀よく
すわって︑お見送りをするやうになりました︒

ふみ鳴らす

ふみとどまってみたのは︑みんなわら人形
﹇踏鳴﹈︵五︶1

ふせたをけをだいにして︑とんとんふみ鳴
らしながら︑おもしろくおまひになりました︒

五68

ふみなら・す

であった︒

七604

はふみとどまった︒

五帽2 文子さんがつれて歩いてみるのに︑︿略﹀
よけて通るほど︑強さうな犬になりました︒
角棚6 文子さんがねがってみたやうに︑利根は︑
はん

軍隊の軍犬班へ︑はいることになりました︒

五川9 出嚢の前の晩︑文子さんは︑利根にたくさ
んごちそうをしてやりました︒

五 4 文子さんは︑︿略﹀︑おかあさんといっしょ

ふゆ一ふりあげる
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二32

十四冬⁝⁝⁝五十

ふゆ ︹課名︺2 冬

二501 十四 冬
ふゆ ﹇冬﹈︵名︶21 冬nVまふゆ・まんしゅうのふ
四 7 冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹

ゆ

きまはって︑

四桝1 こんなことを︑何べんもくりかへしてみる
うちに︑冬が終に近づきます︒

五205 寒い冬は︑もうすっかり︑どこかへ行って
しまひました︒

五m8 その年の秋も過ぎ︑冬の初めになりますと︑

冬になると︑この大きな停車場に大豆の山
だから︑夏でも冬でも︑できるだけ温度

が積まれるさうだ︒

九㎜7

しつど

十桝5園
と渥度に攣りのない土藏が選ばれ︑

冬は冬で︑風當りの少ない胡同の弓場に︑

子どもたちがたむろして︑日だまりを豪しみ︑

十矯4

りやうみ

夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬

冬は冬で︑

十別12

十踊4

﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒

の日は︑いかにもさむざむとした氣持を起させる︒
十一59囲

雪にうまって冬を越した人形が︑︿略﹀︑

はへ

不愉快
冬中

冬中おせわになってみただんろや︑ペチカ

﹇冬中﹈︵名︶1

不愉快な蚊もみなければ︑蝿もみない︒

か

﹇不愉快﹈︵形状︶1

妹の小さな手にだかれてみた︒

十二衙1

十一塑6

ふゆかい

六252 寒い冬の風が吹くころは︑みかんの木とい
ふゆじゅう

利根は︑もう子犬ではありませんでした︒
ふ木に︿略﹀着物を着せて︑暖くしてやります︒

八欄1

﹇冬空﹈︵名︶1

冬空

冬野

﹇部落全体﹈︵名︶2

部落全部

十一泌1 部落全盤は︑高さ一二ぐらみの竹で作つ

ぶらくぜんたい

た床の上にできてみる︒

つねることができる仕組みになってみる︒

十一泌6 その通路をくぐれば︑部落全髄の家をた

大きなくもが一匹︑すうつと︑私の目の前

ぶらさが・る ﹇下﹈︵五︶3 ぶらさがる ︽ーッ・一

七撹8

ル︾

大木から長くひげのやうにぶらさがる

へぶらさがって來ました︒

十一875

のき先に︑大きなぶたの肉をぶらさげ︑大

︽ーゲ︾

青いパパイヤが︑︿略﹀︑千なりべうたん

﹁さるをがせ﹂などを︑︿略﹀教へてもらった︒

十一㎜2

のやうにぶらさがってみる︒

四悩7

ぶらさ・げる ﹇下﹈︵下一︶2 ぶらさげる

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお

きなはうちゃうで︑一きれ一きれ切取って︑

ふんどう
き︑その爾側に分銅をつるしておく︒

十川2

ぶり

かなとこ雲とかいって︑雷雨を起したり︑

猿が︑上手にぶらんこをしてゐました︒

さる

フランス

フランスは徳川方を磨些し︑イギリスは︑

︹地名︺一

n▽えだぶり・くちぶり・こかげつぶり・すべり

︿略﹀官軍に好意を見せようとしてみた︒

十二備5

フランス

六衙8

大佛を見かけて遠 ぶらんこ ﹇鰍 ﹈︵名︶1 ぶらんこ

時にひようを降らしたりします︒

十︻772

かんとさえた冬空︑太陽が︑まぶしく仰 ふら・す ﹇降﹈︵五︶1 降らす ︽ーシ︾
﹇冬野﹈︵名︶1

冬の夜

古人いへらく︑

冬の夜

︹題名︺1

﹇部落﹈︵名︶4 部落
らうか
賢い竹張りの廊下が部落の眞中を走り︑

振り

ぶり・せいかつぶり・なんねんぷり・ひさしぶり・

ふりあげる

十一泌7

﹇振上﹈︵下一︶2

みよ子さんは︑さっとささの小枝をふ

︽ーゲ︾

三268

あげる

ふりあ・げる

みぶり

廊下は︑いはば部落の大通である︒
せいりう
朝タ︑部落のほとりを流れる清流にはい
清流にはいって︑部落の人たちがそろつ
て水浴する眺めは壮観である︒

十一泌12

せいりう

つて︑︿略V水浴する眺めは壮観である︒

十一泌12

十一泌3

ぶらく

十309

ふゆのよる

き冬野かな︒

十二394図魍

ふゆの

がれる︒

十484圃

ふゆそら

や︑オンドルなどともお別れです︒

六272 秋が終りに近づき︑そろそろ冬が始るころ
には︑

六鵬6 小さな温床に︑今日も︑おだやかな冬の日
が︑いっぱいにさしこんでゐます︒
みどりの葉が生き生きして︑

六佃5 ここばかりは︑寒い冬も知らないやうに︑
七863 卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の
夏かへるのですが︑

の風が骨をさしとほす朝ll

八柵3圃 夏の太陽がやけつくやうなまひる時︑冬

た︒

﹁また冬が怒るまで︑さやうなら︒﹂と

八伽5圃 冬がすんで︑また︑明かるい春が來まし
八卦6囹

いふ氣持で︑スケートの手入れをして︑

九534 起床時刻は︑夏は五時︑冬は六時である︒
九838 寒い冬の日でも︑一日に一度はかならず︑
北斗をつれて運動に出かけました︒
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﹇返﹈ ︵ 五 ︶ 1

ぶり返す

兄は︑ 刀 を 振 り あ げ た ︒

り あ げ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といひました︒

十一一717
ぶりかえ・す

︽ーシ︾

八散3 春が︑ほんたうにやって歴るまでには︑
﹇振返 ﹈ ︵ 五 ︶ 1 0

ふり返る

ふりつづ・く

﹇降続﹈︵五︶4

ふりつづく

降り績

三564二日も三日もふりつづくとげんきな太

く ︽ーキ・ーク︾

振り方

その糸を短くすれば︑振り方が早く︑長く

3

ブリダス

降りだす

ブリテン

大粒の雨が︑︿略﹀

一間先も見えなくな

時々この火山が爆褒して︑火山灰をラバ

﹇振撒﹈︵五︶1 ふりまく

εニューブリテンとう

十一η4

ふりま・く

なぎなたを

ふりまはして

﹇振回﹈︵五︶1 ふりまはす ︽ーシ︾

ウルの町へふりまく︒
ふりまわ・す

べんけいは︑

切ってかかりました︒

三222

︽ーク︾

るくらみ降り績く時は︑息苦しくさへなって湿る︒

十一圏7

川は︑︿略﹀あふれるばかりであった︒

あもり
十描6 折から降り績く梅雨のために︑︿略﹀足守

寒くなり︑雨が降り青きました︒

八101 その年は氣候が不順で︑九月の中ごろ急に

郎さんも︑﹁いやだなあ︒﹂と思ひます︒

﹇振方﹈︵名︶2

らと降りかかる︒

八柵8

ふりかた
すれば︑振り方がおそくなります︒

長くすれば︑振り方がおそくなります︒
ブリキ

振子

でんでんだいこのやうな︑ブリキのつづみ

︵名︶一

八研9

︽ーッ・一 ブリキ

︿略﹀きびしい寒さが︑二三度ぶり返したり︑
ふりかえ・る

を鳴らしてやって來る︒

十鵬8
﹇振子﹈︵名︶1

つまり︑時計の機械に︑振子を仕組んだも

振子時計⁝⁝⁝百四

振子時計

二十

︹課名︺2

八39

︽ール︾

振子時計

振子時計
﹇振子時計﹈︵名︶1

二十

降りしきる

これが振子時計の始りです︒
﹇降頻﹈︵五︶1

明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑

プリンスーオ

シンガポール軍港にみる差額東洋艦隊旗艦

︵名︶3

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

十71一

プリンスーオブーウェールズは︑︿略﹀︑八

ウェールズを一番艦に︑レパルスがこれに績き︑

十642 英学が最新鋭をほこるプリンスーオブー

プリンスーオブーウェールズと︑

十586

ブーウェールズ

プリンスオブウェールズ

生き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静

︵五︶

やはらかな日ざしが︑窓いっぱいに降り
﹇降出﹈

十一616図圖義朝は武略の奥義を極めたるものな

王は︑︿略﹀降りしきる雨を︑いかにも ぶりゃく ﹇武略﹈︵名︶1 武略
氣持よささうにお眺めになった︒

十﹇910

ふりしき・る

八佃9

ふりこどけい

八悩5

ふりこどけい

ので︑これが振子時計の始りです︒

功臣8

ふりこ

六892 ふり返って︑足あとを見ると︑くねくと︑

ル︾

曲ってついてみた︒

赤い旗も︑まだ立ってみる︒

六952 みかたはと思って︑ちょっとふり返ると︑
みさき

六枷8 あとをふり返ると︑もう矢島の岬も見えま
せん︒

に満ちて︑立ってをります︒

七169 ふり返ると︑少女は︑いかにも尊いるげん
九964 後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑
人も家も︑小さく見える︒
いそがしさうに船が動いてみる︒

九脳3圃 ふり返ると︑開門海峡はさざ波をたたへ︑

ふりだ・す

そそぐ︒

十一一価7

けさをふるはせて︑頭の上から降り注いで來る︒

十一7810

子どものほほに降り注ぎます︒

八掛5

ぐ︽ーイ・ーギ・ーグ︾

十702 大きくめぐってふり返ると︑やがてレパル ふりそそ・ぐ ﹇降注﹈︵五︶3 降りそそぐ 降り注
スの最期が転た︒

王は︑︿略﹀︑今飛んでおいでになったは

﹁まみりませう︒﹂ベートーベンは︑ち

るかかなたの空を︑もう一度ふり返って御言にな

十﹇1310

つた︒

十一備10

よっとふり返ってその娘を見た︒

り返って西を見れば︑残月が傾いてみる︒

十二431 東には今あけぼのの光が美しく輝き︑ふ

﹇振﹈︵四五︶29 フル ふる 振る ︽ーッ・

ノットぐらみの速力で走ってみた︒
ふ・る

二495

ーリ・ール・ーレ︾与うちふる・おふりなさる

︽ーシ︾

トウトウ雨ガブリダシマシタ︒

︽ール︾

雪がさかんに降りだして來た︒

降りかかる

一一92

﹇降掛 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

六975

大粒の雨が降りだした︒

ふりかか・る

立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

︑10
ノΩU− ふもとへ來て急停止すると︑ぱっと雪煙が

十一91

三553 うち出の小づちをふると︑一寸ぼふしは︑

トキドキシッポヲフッテヰマシタ︒
九躍2 粉雪が︑ぼくの前の友だちの肩に︑さらさ

ふる一ふる
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せいがだんだん高くなりました︒
四217 外では︑ その 友だちが 四人並んで︑
﹁︿略﹀︒﹂といっ て ︑ 手 を ふ り ま し た ︒

をふって︑元氣よく泳いでゐました︒

五213 どれも︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾
五213 長い尾をふって︑
五447 にいさんが︑ひゅつと︑つり竿をふると︑
﹁しろ︑しろ︒﹂と呼ぶと︑しろが尾を

つり糸が︑空に大きなわをゑがきました︒
五687国
ふってとんで去るやうに︑

少年は︑︿略﹀︑持ち合はせてるた布を振つ

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが帽子を振りなが

て︑やっと列車を少年の寸前で止めた︒

十㎜12

十一933

オランウータンの子どもが︑大きな頭を

ら︑ぼくらに叫んでみる︒

十一別4

トラックの上の兵士たちは︑高く手を振

振りながら時々現れて
あいさつ

十二233

波の一つ一つが︑大きな太陽の紅を窺し

羅刹は首を振った︒

つて挨拶しながら︑

十二523
十一一㎜10
十二㎜10

整備員が思ひきり帽子を振って見送って

首を振り振り盟操をする︒

て︑首を振り振り艦操をする︒

十二㎜9

しろくま

六962 山の上に立ちあがって︑その旗をふった︒
六僻9 白熊が︑頭をふってゐました︒

高角砲の勇士たちは︑みかた機とわかつ

て狂氣のやうに手を振った︒

十一一㎜10

くれる基地の朝は︑

七416 神主さんは︑大麻をふって︑みんなのおは
らひをしてくださいました︒

七539 上屋の人たちが︑一生けんめいで︑ハンケ
チや帽子を振ってゐます︒

二97園

一518

妹ハウタヒナガラ︑前カケヲヒロゲテ︑

﹁雨ガフッテツマラナイナア︒﹂

雨ガ︑ザアットフッテキマシタ︒

﹁つゆの雨がふるので︑田うゑがで

毎日のやうに雨がふります︒

次の雨がふる︒
三563

きるのだ︒﹂

三577園

降ったりして︑あげられなかったのですが︑

四781圏 ちらちらちらと 雪がふる︒
四885團 あの日から︑毎日雪が降ったり雨が

四備1

冬の間は︑寒い北風が︑︿略﹀︑雪やあられ

四885團雪が降ったり雨が降ったりして︑

五335

四⁝⁝1

雪が降った︒

ある朝︑大雨が降りました︒

暖い雨を︑何べんか降らせます︒

を降らせたり︑水をこはらせたりします︒

六888

六悩3圃 もえて明かるい若草に︑

しとしと︑細

六968園雪が降ったら︑またやることにする︒
い雨が降る︒

七394 家の前も︑後も︑横も︑まるで夕立の降る

前の日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

八777

スコールといって︑こんな大雨が毎日き

スキーをするには︑ちやうどよかった︒

九231團

九刎3

風にまじって︑粉雪が降ってみる︒
リマス︒

やはらかに春雨の降る

オッカケッコヲシナガラ︑フッテ來ルノ 十搦4図趣くれなみの二尺のびたるばらの芽の針

トンボガヘリヲシナガラ︑フッテ來ルノ 十伽8図魍 雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の

來る日も︑來る日も︑ざんざん降った︒

ぞとにひねもす聞ゆ
十川2

降った︒

十㎜7 いなごの群は︑雨のやうに︑ざあっと畠に

﹁ときどき︑雨がふるからさ︒﹂

その水がまだなくならないうちに︑

三498園雨がふると︑
三503園

三467囹

モアリマス︒

二538

モアリマス︒

二536

まったやうに降る︒
フッテ來ル雪ヲウケテヰマス︒
二532 雪ハ︑アトカラアトカラフッテ來マス︒ 九国12 北の方では︑二三日前に雪が降ったので︑
遠い山の峯が白くなってみる︒
二533 ナカヨクナランデ︑フッテ來ルノモア

二527

ーラ・ーリ・ール・ーレ︾

七551 だれか女の人が︑赤い日がさを振ってみる ふ・る ﹇降﹈︵四五︶35 フル ふる 降る ︽ーッ・
ではありませんか︒

八829 みんな杖を振って︑それに答へた︒
おもりは左右へ振ります︒

八梛8 おもりを糸でつるして︑それを動かすと︑

八佃1 糸の長さを︿略﹀きめておくと︑おもりそ
のものは重くても輕くても︑︿略﹀振る時間は同
じです︒

九163 大麻を振って祭場が清められ︑
九275 かはいい少女が︑日の丸の旗を振りながら︑
﹁萬歳︒萬歳︒﹂と い っ て み る の が ︑

九328園 日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振
つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒

九363図團 父母の國よさらばと手を振ればまなぶ
た熱しますら男の子も
九㎜4 マルタは︑とびあがりながら手を振った︒
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十圏1 中庭のあんずが咲いて︑花びらが男並へち
らちらと降って労るのも︑このころである︒

十一98園 二月挙りも雨が降らなかったから︑こ
の雨で︑農家はさぞ喜ぶことでせう︒

十一756雨の降ったあげく︑山の間などから流れ
るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑
枯れ︑名物のほたるまでが死んでしまふ︒

十一㎜5 十一月ごろまではよく灰が降り︑植物は
十一η8 火山灰の降らないところに︑新ラバウル

﹇ 古 ﹈ ︵ 形 ︶8

古い

︽ーイ︾

﹇震﹈︵名︶与みぶるい・みぶるいする

の市街を作ることになってみる︒
ふるい
ふる・い

六613 机の引出しを︑かたづけてみると︑︿略﹀
古いめがねの玉と︑︿略﹀虫めがねが出て來た︒

つた︒

七983 東郷元帥の家は︑質素な︑古い木造建であ
八167 古い株を切って出た芽は︑それよりも早く
成長して花が咲きます︒

八942 みんな古いいはれのある神社やお寺です︒

十321囹村に︑古いけやきの木があるだらう︒
傳へをそらんじ始めたのは︑

十一摺4 わが國の正しい古記録を讃み︑古いいひ

わが國の古いことばである︒

十一伽7 しかるに︑阿禮の語るところは︑すべて

︵五︶

1

振るひ起す ︽一

十一伽10 古事記といって︑わが國でも最も古い書

﹇ 奮 起﹈

物の一つになってみる︒
ふるいおこ・す
ス︾

﹇古池﹈︵名︶1

古池

十一872 時々休んでは︑また勇氣を振るひ起す︒
ふるいけ

﹇奮立﹈ ︵ 五 ︶ 2

ふるひ立つ

︽ーッ・

十二悩5図圏古池やかはっとびこむ水の音
ふるいた・つ

ーツ︾

た︒

六83

振るふ

︽ーッ・

北川は︑決死の勇氣をふるって︑すっくと

ふるふ

國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ

わが軍の士氣大いに振るふ︒

震ふ

︽ーヒ・ーフ︾

︽一

十二865囹

なるほどこれは古がさちや︒

﹇古﹈︵形︶1

古し

︽ーキ︾

花はむかしの

られて︑ふるさとを出心して行きます︒
ふる・し

色に咲く︒

十二369図圃古き都のなごりとて

何よりも︑あの家の軒下に作った古巣が︑

﹇古巣﹈︵名︶1 古巣

八123

ふるす

ぶるぶる

巡洋艦高雄を先導

じゅんやう

山門高き松風に︑

加古・古鷹をうしろに從へて︒

ふるたか

御召艦比叡は進む︑

ひえい

ふるたか
﹇古画﹈︵名︶1 古鷹

なつかしいでせう︒
ふるたか
に︑

八275圏

建長︑圓覧古寺の

﹇古寺﹈︵名︶1 古寺

十二772図圏

ふるでら

︵副︶2

昔の音やこもるらん︒

ぶるぶる

にくくりつけられました︒

六川4 ぶるぶる︑ふるへてみた雪舟は︑大きな柱

思はずぶるぶると身ぶるひをして︑

﹁︿略V︒﹂と︑苦しい息の下からたつねました︒

七171

なりだしました︒

ふるまい ﹇振舞﹈︵名︶2

ふと︑通りかかったある大尉がこれを見て︑

日本人は︑断じて卑怯なふるまひをし

てはならない︒

十二悩9園

鯨りにめめしいふるまひと思って︑
ひけふ

十102

まい

ふるまひ←たちいふる

三908 ﹁ブルブル︑ブルブル︒﹂と︑自動車がう

小枝小枝 ぶるぶるぶるぶる ︵感︶一 ブルブル︑ブルブル
震へる

高きこずゑ︑
ふるへる

六293 荷作りされたみかんは︑汽車や汽船にのせ

勇ましくふるひ立って︑大和へ進軍しまし ふるさと ﹇古里﹈︵名︶1 ふるさと

十梛9図圏
﹇振﹈︵四五︶6

の前に火も水もなし
ふる・う

六梱3

ーヒ・ーフ︾

立ちあがりました︒

なれない手つきでをのを振るひ︑のこぎり
しかし︑佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑新しい勇氣

をひき︑かんなを掛けた︒

九川2
十782

すかさず第三の男が︑大刀を振るって聞

をふるって立ちあがった︒

十一533図

ハンマーを振るってみる兵隊の顔から︑

多のせなかを眞二つ︒

十二6610
十二価4

ふるふ

見あぐれば

ひきつづき起る鯨震に︑家は震ひ︑地はゆ

﹇震﹈︵四︶2

︿略﹀︑汗のしっくが︑︿略﹀はね落ちる︒
ふる・う

七995
れ︑

八456図圃

﹇震﹈︵下一︶2

はかすかにふるふ︑
ふる・える

へ・ーヘル︾

ぶるぶる︑ふるへてみた雪舟は︑大きな柱

古がさ

全身が勝利の喜びで震へるのを︑どうと

にくくりつけられました︒

深川4
十二圏2

﹇古傘﹈︵名︶2

もすることができない︒
ふるがさ

八595

ときどき︑あたりをふるはすやうな︑大砲

おのれは古がさを買うて來て︑やれ末 ふるわ・す ﹇震﹈︵五︶2 ふるはす ︽ーシ・ース︾
廣がりで候の︑骨みがきで候のと申しをる︒

十二861囹

ふるわせる一ぶんがく

600

さうして︑聲をふるはしながら︑

の音がします︒

十二215
﹁︿略﹀︒﹂と︑何べんもくり返すのであった︒

震はせ

光明皇后は︑この藥の風呂へもおいでにな

︹課名︺8

附録

つて︑一人一人をおせわなさいました︒

七358
ふろく

九311附録

ごふんあまり・じゅうさんじさんじっぷんごろ・

ん・しごふん・じゅういちじじっぷんまえ・じゅう

じゅうじにじっぷん・じゅうにじしじゅうごふん・

すうふん・とうけいひゃくさんどこじゅうごふん・

とおかさんじしじっぷん・なんぶん・にじっぷんか

ふるわ・せる ﹇震﹈︵下一︶4 ふるはせる

ん・にじゅういちじさんじっぷん・はちじしじつぷ

附録

九川1

︽ーセ︾

る

︽ーイ︾

逸れる

︽ーレ・

附録
附録

にいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって︑ふろし

ふろしきつつみをさげてゐましたが︑

ふろしき包

四227

み
四771

プロペラ

き包をわたしました︒
︵名︶一

ふはふは

九三6園愛機のプロペラにだきついて喜ぶ人さへ

プロペラ

︵副︶3

あります︒

ふわふわ

白い糸が︑︿略﹀︑ふはふはと空中にただよ

も

か

ぶん

﹇文﹈︵名︶4

離れてみて直接話ができないやうな時には︑

美しい文字で文を書いても︑うそいつはり

りっぱな心持が正しいことばで書かれてあ

音訓にいろく種類があって︑意味の違ひ

文化δさいこうぶんか

﹇文学﹈︵名︶5 文學

δくうちゅうぶんかい

文化の進んだ國︑教養の高い國民にあっ

﹇文化﹈︵名︶1

ぶんがく

式部は︑文學の天才であったばかりか︑

婦人としてもく略﹀深みのある人でした︒
でふ

十﹇361

く離れられないものになってゐます︒

十425 殊に日本では︑昔から月と文學が︑まった

ぶんかい

ては︑

十一252

ぶんか

や︑文のおもしろみを出してみるのです︒

十縦9

れば︑その文を讃む人々が︑心から感動する

九445

の心持を書いたのでは︑だれも感心して讃まない

九441

手紙や文に書いて知らせます︒

九398

文3いもんぶん・かなぶん

ん・めいじさんじゅうはちねんごがつにじゅうしち

十311附録

ふれ歩く

ふれる

七声10

楊のわたがく略﹀︒ふはふはとまるくなつ

やなぎ

つてみるのは︑ほんたうにきれいでした︒

十㎜4

く

て︑風が吹いて來ると︑ころころところがり出す︒

黒と黄色のだんだらの蜘蛛とも蚊とんぼ
ともつかないものが︑ふはふは飛んで來たり︑

十一川4

んごろ

にちこぜんよじしじゅうごふん・ろくじさんじっぷ

附録

十二獺1

附録

十川1
十一川1

十一311附録

八657 小さな傳令使は︑胸をふるはせながら︑か
はいい目で空を見あげてみた︒

九188 木やり歌は︑中立神宮備林の上甑な空氣を
明かるくふるはせて︑いつまでも響き渡った︒
けさをふるはせて︑頭の上から降り注いで來る︒

十一7810 生き生きとした小鳥の聲が︑あたりの静 十二311

︽ーッ︾

十二569 木は︑枝や葉を震はせながら︑修行者の ふろしきつつみ ﹇風呂敷包﹈︵名︶2 ふろしきつつ
ふれあふ

心に感動するかのやうに見えた︒
﹇触合﹈ ︵ 五 ︶ 1

四508 風が吹いて契ると︑木の枝がふれあっ

ふれあ・う

﹇触歩 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

て︑からからとかはいらしい音をたてます︒
ふれある・︿

みやま

﹇触﹈︵下 一 ︶ 3

十㎜8 大きな聲で叫びながら︑ふれ歩いて來る︒
ふ・れる
ーレル︾

十一824 この深山の朝の霰氣にふれるため︑私は
ここまでのぼって來たのだ︒

十一麗7 やがて指がピヤノにふれたと思ふと︑

ろ

十二409 事に燭れ物に感じて歌をよむといふのは︑
ふ

わが國民性の特色といふべきである︒

ろ

ふろ ﹇風呂﹈︵名︶4 風呂 風呂むおふろ
ふ

十一個6 それは︑要するにわが國初以來の尊い歴

ともに傳はらないでしまふかも知れない

十一桝8 神代以來の尊い歴史も文學も︑その死と

れた文學としてほめたたへられてるます︒

すると︑らくかさんはぱっと開いて︑ふ 十﹁371 源氏物語五十四帖は︑︿略﹀︑世界にすぐ
はりふはりと落ちて來ました︒

三104

七346 光明皇后は︑手足の痛む病人や︿略﹀のた ふわりふわり ︵副︶1 ふはりふはり
めに︑藥の風呂を作っておやりになりました︒

δこごいちじごじゅうごふん・こごにじしじゅ
ん・ごふんまえ・さんじっぷん・さんじゅうしちふ

うごふん・ごぜんじゅうじじゅうごふん・ごふんか

ふん

七347 この風呂には︑いつもあたたかい藥の湯が︑
あふれでるました︒

る病人が︑いつも絶えませんでした︒

七356 このやうな話をしながら︑藥の風呂にはい

601
ふんかこう一ふんばる

ふんくわ
﹇噴火口﹈︵名︶2 噴火口

史であり︑文學である︒
ふんかこう
ふんくわ

噴火口

十382 あのあばたのやうに見えるのは︑大部分が
火山で︑穴は噴火口です︒
が考へられます︒
﹇奮起 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1

奮起させる

︽一

十384 噴火口は︑非常に大きなものだといふこと
ふんきさ．せる
セル︾

この歌は︑﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑

﹇分家﹈︵名︶2

分家

後人を奮起させるものがある︒

十二448

ぶんけ
分家のをばさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

ほめてゐます︒

十一481

十一487 山田のをぢさんとをばさんが︑おとうさ
﹇文治﹈︹人名︺3

文治

んや分家のをぢさんなどと話をしてゐます︒
ぶんじ

がると︑からだを沈めるやうにしてゐました︒

六伽3 文治と︑へさきにすわって︑︿略﹀︑船がさ

六備7 文治が指さしたので︑見ると︑船が一さう
走ってゐます︒

六枷4 文治が立ちあがりかけると︑ともにみた船
方が︑﹁あぶない︒ ﹂ と い ひ ま し た ︒

ぶんしょう ﹇文章﹈︵名︶4 文章息ごぶんしよう

十M6 かうして讃んだり書いたりする文章は︑漢
字とかなで書き表されます︒

十一373 次にかかげる文章は︑源氏物語の一節を
︿略﹀今日のことばで表したものですが︑

十一囲6 文字といへば漢字ばかりで︑文章といへ
ば︑漢文が普通であった︒

分乗する

︽1

十一柵5 長い文章になると︑その苦心は一通りの
﹇分乗﹈︵サ変︶1

ことでなかった︒

ぶんじょう・する

十二96

シ︾

やがて軌道車からおり︑昇降機に分乗し

おお︑聞多︒

聞多は︑もう虫の息であった︒

らけである︒

十二697

十一一701園

その時早く︑母親は︑血だらけの聞多の

ところいくたらう

聞多の友人︑所郁太郎が︑その場へか

聞多は︑痛みも感じないかのやうに︑こ

一命を取り止めた聞多が︑當時の母の慈

昔の聞多は井上馨として︑一世に勉め

水兵は︑くもの子を散らすやうに八方へ散

﹇分度器﹈︵名︶1 分度器

八464 道具は︑小刀・はさみ・ものさし・分度器

ぶんどき

らに當る︒

十笛3 歩いて行くと荷が揺れて︑自然に分銅がど

ふんどう
き︑その爾側に分銅をつるしておく︒

十笛3 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお

た仕掛があって︑

十七7 なるほど︑室の横面には︑重い分銅のつい

ふんどう

つて︑︿略﹀︑分隊ごとに甲板洗ひを始める︒
ふんどう
﹇分銅﹈︵名︶3 分銅 分銅
ふんどう

九558

﹇分隊毎﹈︵名︶1 分隊ごと

く人となった︒

十一一736

孝行も書くさないのに︑
かをる

十二734園聞多︑三十歳の壮年に及んで︑何一つ

愛の態度を聞くや︑病床にさめざめと泣いた︒

十一一732

んこんと眠ってみる︒

十一一727

けつけた︒

十二723

からだをひしとだきしめた︒

十二718

つてゐませぬぞ︒

聞多のからだには︑もう一滴の血も残

聞多には答へる力がなかった︒

十二714園

十二702

ふんする

ふんぞり返る

﹇噴水﹈︵名︶1

す

﹇踏反返﹈︵五︶1

ふんするが︑勢よくあがってゐます︒

て︑敷百メートルのたて坑を一跡におりて行く︒
ふんすい

六掛1

い

高い椅子にふんぞり返りながら︑︿略﹀︑彌

ふんぞりかえ・る
︽ーリ︾

七M10

聞多むいのうえぶんた

今一人の怪漢が︑いきなり聞多の爾足を

聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ顧る

﹇聞多﹈︹人名︺22

兵衛に面會したこともありました︒

ぶんた
十一一663
途中︑

十二669

すかさず第三の男が︑大刀を振るって聞

つかんで︑前へのめらせた︒
十一一6610

かれらは︑なほも聞多をさがしたが︑も

ほとんど無意識に︑聞多はその場をうま

二丈にも聞多は立ちあがって︑刀を抜か ぶんたいごと

それを︑ふしぎにも聞多のさしてみた刀

多のせなかを眞二つ︒
が防いだ︒

十二671
十二674
うとした︒

十一一677
くのがれた︒

十一一678

うどこにも見つからなかった︒

しばらくは氣を失ってみた聞多が︑ふと

やっと手まねで水を飲ませてもらった聞

聞多は︑そこまではって行った︒

見まはすと︑そこはいも畠の中であった︒

十二6710
十二684
十一﹇687

淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三

多は︑やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた︒

十一一689

などである︒

しかし︑聞多のからだは︑血だらけ泥だ ふんば・る﹇踏張﹈︵四五︶3ふんばる︽ーッ・1

郎は︑押つ取り刀でその場へかけつけたが︑
十一一694

ふんれいどりょくす一へ

602

六116 左の手で︑頭のあたりをつかむと︑あと足

リ︾

︻597

一593

ウハ︑ソコノハウヘシヅンデ︑トキド

二67一

ニ493 ︒馬ハ︑ヲケノ中ヘカホヲ入レテ︑力
二555 イッテ︑二人デ外へ出マシタ︒月が光

ハ︑オトナリノ前へ行ッテ︑﹁シロ︑シ

イサンヲオザシキヘトホシマシタ︒ス

二477

二476 ヤンヲツレテ︑外へ出マシタ︒私ハ︑

︒オヂイサンバ︑山ヘシバカリニ︑オバ

一724
一748囹

ンハ︑風ノトコロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

二︑﹁オニガシマヘオニタイヂニイキ ニ698 ンハ︑雲ノトコロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

一715︑オバアサンバ︑川ヘセンタクニイキマ ニ674 オ日サマノトコロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂
ヲヒロッテ︑ウチヘカヘリマシタ︒オ 二677園イカタノトコロへ︑アゲタイト思ヒ

オ日サマノトコロヘオヨメニアゲル

一713

一657

一626圏︒ウミノムカフヘ

イクウチニ︑ドコヘイッタカ︑見エナ
フネガイク︑ピ

をふんばって︑逃げさうにしました︒

三尊あげて︑又略﹀ ︒ ﹂ と 名 の り た り ︒

十皿9図佐々木︑あぶみふんばり立ちあがり︑大
十一624図 あぶみふんばり突つ立ちあがり︑大音
あげて︑﹁︿略﹀︒﹂ と い ふ ︒

ふんれい
ふんれいどりょく・す ﹇奮励努力﹈︵サ変︶1 奮働

ハ︑カベノトコロへ行ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

テヰマシタ︒ソコへ︑トノサマガオ通

ヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ松ヲ一本

T

二928

﹀︒﹂﹁オニガシマヘオニタイヂニ︒﹂﹁︿

キヲ出シテ︑ウチヘカヘリマシタ︒只

タマリマセン︒外へ出テ︑空バカリ見

ツレテ︑オニガシマヘワタリマシタ︒オ

三81園

二伽5

二餌8

一808

ニー1一

︑トホイタンボへ

急ギマス︒キレイ

って︑とほくの方へ行ってしまひまし

くなって︑こっちへ來ます︒﹁︿略﹀︒﹂

た︒﹁さあ︑野原へ行ってとばさう︒

まいて︑それを空へ向かって力いっぱ
が︑同じやうに空へなげました︒開く

4・どんぐ北の方へとばされて行きま

三95 さがしました︒そこへ︑春枝さんが︑犬を

三127 かさんは︑草の中へしっかに落ちまし
ルガ︑カニノウチへ來テ︑ヒバチノ前 三138園ました︒﹁こっちへ來い︑えんやらや︒
ヲシマシタ︒ソコへ︑ハチが來マシタ︒

りとらんかんの上へとびあがりました︒

に動いて︑こっちへやって來ました︒

二288

ぐんぐんとこっちへやって來ました︒

三139圓んやらや︒こっちへ來い︑えんやらや︒
三144

ニゲマシタ︒ウス

二297

三157

と︑牛わか丸は下へとびおります︒右
す︒右を切ると左へとびのき︑左を二

かけて︑﹁こっちへ來い︑えんやらや︒

三224

き︑左を切ると右へとびのきます︒べ

三154園

ニ37一 シテ︑マタハタケへ行キマシタ︒オイ
ニ391圏 オモリハ︑ドコへ行ッタ︒アノ山
二393圏 ノ山コエテ︑里へ行ッタ︒里ノミヤ

三228

三226
三227

テ來マシタ︒ソコへ︑カニが來マシタ︒

イテ︑戸グチノ方へ

み
十二417図圏 歌行かば水つくかばね︑
へ
草むすかばね︑大君の邊にこそ死なめ︑

ニ302

︑正男サンヲオクヘトホシマシタ︒正

ヲヂサンノトコロへ︑オツカヒニイキ

ケンチャンガンバへ行ッテ︑ハリバコ
イヒマシタ︒イケヘハナスト︑メダカ

ヲツレテ︑ノハラへ花ヲツミニイキ

ニ414

﹇59一

︻48一

一498 ホドツンデ︑ウチヘカヘリマシタ︒ク

二465

一425圃 ン︒テンジンサマヘマヰリマス︒ソレ

一578 シタ︒フタリハ︑川ヘハイッテ︑サカナ

一282

ばめはどこへいく・みぎへならえ

へ ︵格助︶組 ヘ へδうみへきて・ダバオへ・つ

ニ282

ニ233圃︑トホイタンボへ平野マス︒七サ 三

ニ226囲

三84
二208 ロトシタマンシウへ︑勇サンハイッテ
ニ212 シタ︒勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリ 三89

ニ77．

一797園タラウサン︑ドコヘオイデニナリマス 二956 デヰマシタ︒ソコへ︑一人ノオヂイサ
一801圓 ﹀︒﹂﹁オニガシマヘオニタイヂニ︒﹂﹁︿ ニ梱7 って︑せんろの方へ行きました︒汽車

一785圓

﹇783囹タラウサン︑ドコヘオイデニナリマス 二887

﹀︒﹂﹁オニガシマへ江山タイヂニ︒﹂﹁︿

一768園

一766囹タラウサン︑ドコヘオイデニナリマス 二723

いっそうふんれい

︽ーセヨ︾

十一532図圓 各員一層奮働努力せよ︒

努力す

空をおほうて分列式︑分列式︒

八285圃大空の一角に︑飛行機の爆音︑ たちま

ぶんれつしき ﹇分列式﹈︵名︶2 分列式
ち敷百機が︑

八285圏 空をおほうて分列式︑分列式︒

へ

一一

三155園んやらや︒こっちへ來い︑えんやらや︒

やまべ

V4

二313 ヒロヒニ︑林ノ中へ行キマシタ︒キイ
ニ358 ッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入レニナリマシ

山行かば

そべ・うみべ・きしべ・のべ・はまべ・みちのべ・

へ ﹇辺﹈︵名︶1 邊8あさのうみべ・あしべ・い

へ
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一寸ぼふしは︑都へ行って︑りっぱな

なかの中からのどへのぼり︑鼻を通っ
り︑鼻を通って目へ出て來ました︒目
よりも︑今年は海へ

つれて行っても

た︒目から地めんへとびおりました︒
︒海︑海︑早く海へ行きたいと思ひま

四四四四四四四四四四四四四四四四四四三三三三三三三三三三三三三三
53 43 41 40 35 34 33 33 25 23 23 22 21 19 14 13 13 10了 1隣 102 102 101 101 101 98 94 8了 8了 83 82 上玉
しながら︑どこかへ行きます︒二

つた︒早くうちへかへりなさい︒﹂か

ころがします︒そこへうらしま太郎が來

ました︒みんな庭へ出て︑宮城の方を

かうと思って︑外へ出ました︒と中ま︑

正男さんのうちへ遊びに行かうと

はなして︑深い方へおよいで行きまし
鼻の両わきから耳へかけて︑茶色にぬ
ひもをつけて︑首へかけると︑舟はお

四721

四707

四706

四702

四675

四642圏

四584

四557

れをはってポストへ入れました︒一郎

一郎さんのところへ
持って行って︑﹁︿

が︑もとのところへかへって來ますと

四642間ございます︒お宮へまみって︑學校へ

四596

手をはってポストへ入れました︒十五

春枝さんのところへ持って行って︑﹁

した︒そっと一間へはいって︑包をあ

あさんは娘をそばへ呼んで︑何か包ん

かへして︑鏡の方へよって來ました︒

四728

行きました︒にい
ないされて︑そちらへ

つをして︑門の中へはいりました︒お

まみって︑學校へ
行って︑﹁君が代﹂

四553 でるました︒そこへ︑
勇さんによくな

禮にりゅうぐうへおつれしょうと思

してゐます︒そこへ︑かめが出て來ま

しま﹁りゅうぐうへ︒﹂かめ﹁さやうで

四737

四759

軍ました︒見ると︑
︑私たちのところへ

ってゐます︒そこへにいさんたちは行

ひ出して︑急に家へ かへりたくなりま
をつんで︑都の方へ たびたび通ひまし

島から向かふの陸へ行ってみたいと

四836 た︒もう一足で陸へあがらうといふ
四838園な︒ぼくはここへ 渡って來たかった

四749

はいって來ました

出て見ると︑わに
た︒ある日︑はまべへ
をふりました︒川へ 來ました︒橋をわ

なりました︒そこへ︑
大國主のみこと

四857

四914團たこの右のかたへ︑
紙のテープをつ

持って出た時は︑
四891国次郎と二人で外へ
かたむきます︒そ
四913国︑たこは左の方へ

よって席をあけ
ばさんのところへ 行くのです︒﹂と

しまひにえんがはへ出て︑﹁︿略﹀︒﹂と

がぼくらのそばへ予て︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

ひながら︑豆を庭へ
向かって元三よく

︑兵たいさんの病院へ︑ みもんに行きまし

四979
四㎜2

した︒そのかたがたへ︑ 花をさしあげまし

漁夫は︑そばへよってよく見ます︒

漁夫が︑みほの松原へ出て來ます︒漁夫﹁

へは︑もう北の國へかへってしまへ︒﹂
四位8

四㎜4園それがないと︑天へかへることができま

四身1

四皿6園

四㎜5

四981

四937國

おどろいて右と左へ 逃げました︒まも
かへりました︒小
もらひたい︒﹂など

のぼって行きまし

は︑ねえさんの顔へ光をあてました︒

︑出て來てお山へ 集って︑ずらりと
日のあたるところへ︑小さな鏡を持つ

がら︑しっかに天へ

は︑ひとりでに外へ 出て行きました︒

に︑﹁私は︑どこへも まみりたうござ

﹀︒﹂﹁いや︑うちへ

いので︑かごの中へ 入れて︑おばあさ

らにのせて︑うちへ

ました︒私がわきへ

した︒めいめい左へ よって︑すれすれ

をばさんのところへ 行きました︒松並

こしながらざしきへ あがって︑おとう

して︑だれかうちへ

四811

四806

す︒どうぞ︑そこへ

おかけください︒﹂

57184284448228317231436435622233
圏
夏号囹
電信
囹
園

三265 舟は︑だんだん橋へ近づきます︒﹁︿略

う︑よいところへ氣がつきました︒

三281 でるました︒そこへ牛が來て︑水を
三282 びっくりしてうちへかへりました︒お
三361囹のやうに海の中へもぐります︒かう
三397 はのおいしゃさまへ行きました︒おい
三435 若いねずみが︑前へ出ていひました︒
三457園
から來て︑どこへ行くのだらう︒こ
三464園 流れて來て︑海へ行くんだ︒﹂とい
三486園 ︑勢い︑廣い海へ出る︒おまへも︑
三487囹
にその山や海へ行ってみると︑よ
三497園
三499園 まったり︑地めんへしみこんだりして︑

三501園しつつ山から谷へ︑谷から川へとつ
三513

三501園 谷へ︑谷から川へとったはって流れ
三543
三544
三545
三589
三589

うちへかへると︑おかあ

三615をガラスばちの中へ入れてくれました
三623

こびでした︒うちへかへると︑すぐた

三637 ぬけたり︑上の方へ浮かんで行ったり
三638 行ったり︑下の方へななめに沈んだり
三681 て︑はいでんの前へ出ました︒はいで
三693

三704 とこゑのする方へ︑二足三足進みま
三716りぎりすのみる方へさし出しました︒
三727 り動いて︑葉の表へ出て來ました︒﹁︿
いっしょに︑海へ行きました︒海は

三736 がら︑虫かごの口へはこびました︒き
三745團

三771 手をつないで︑海へはいりました︒波
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四梱1園 す︒では︑こちらへいただきませう︒﹂

五42 照大神は︑天の岩屋へおはいりになって︑

てらすおほみかみ

四榴3 ながら︑だんだん天へのぼって行きます︒

五57 またある神様は︑山へ行って︑さか木を︑

五63 みことは︑岩屋の前へ進んで︑のりとをお
五78 さか木を︑ずっと前へお出しになって︑鏡
五81 なって︑少し戸の外へ出ようとなさいまし
五84 した︒天照大神が外へお出ましになると︑
ないくう

五88国︑元氣で︑こちらへ着きました︒まつ︑
五91国 ︑それから︑内宮へおまるりをしました
五99團 ︑神殿の御門の前へ進みました︒さうし

正男さんへ

五112国 を見物して︑二見へ來ました︒今夜は︑
り
かしはらじんぐう
五114團 れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒

五118團
五125圃 しいな︒花から花へてふがまひ︑花か
五197 どっちから︑どっちへ流れるのかわからな

五126圃 がまひ︑花から花へはちがとぶ︒天長
五205 うすっかり︑どこかへ行ってしまひました
五246 がしました︒水の上へ顔を出すと︑氣がせ

五239 ︑ときどき︑水の上へ︑顔を出してみたり
五248 つかまって︑池の外へ出てみました︒もう
五254 した︒かうして︑陸へあがったたくさんの
五267 て︑だんだん山おくへおはいりになりまし
五328 らって來て︑箱の中へ入れてやりますと︑

五395 のおうちを︑箱の中へ入れてやると︑かひ

︒おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよ
五596園
少彦名神を︑おうちへおつれになりました
五615
﹁どうして︒どこへおいでになるのです
五627園
﹀︒﹂﹁遠いところへ行きます︒﹂﹁︿略﹀︒
五629囹
五636からだは︑ぽんと空へとびあがりました︒
五661團ちは︑きっと馬屋へ行く︒馬屋には︑そ
五663團みるからだ︒馬屋へ行って︑馬をねどこ
五663国馬をねどこから外へつれ出し︑ひづめを
五667團ころは︑馬のそばへ近寄ることが︑こは
五708園ぼっちゃん︑ここへお掛けなさい︒﹂と
五716いひながら︑あっちへ行きがけました︒﹁︿
五724ました︒次の停留場へ湿た時︑をぢさんは
五728いさんは︑私のそばへ掛けました︒しかし
五744ちゃうど私たちの前へ來た時︑私たちは︑
五787ぼくは︑はだしで庭へ出た︒せみは︑桐の
五799で行った︒井戸ばたへ行って︑足を洗った
五801をはいて︑うらの畠へ行ってみる︒なすも
五813 ︒暑い︑暑い︒うちへかへって︑えんがは
﹁おかあさん︑川へ行ってもようござい
五816園
五855くと三人目︑えん日へ行って︑すず虫を買
よこはま
北海道から︑横濱へおかへりになったか
五874園
五923 ︑だんだん︑こちらへ近づいて來ました︒

五日1 は︑勇ましく北支那へ出征しました︒りか

いさんは︑毎日海へ出て︑魚を取ってい

で本部といふところへさしかかりました︒

五伽6園

一日だけ︑私に海へ行かせてくださいま

る︒私は︑毎日山へ行って︑鳥や︑けも

五柵2

五搦4園

五悩7園

五梛7囹

ない︑わたしは山へ行かう︒﹂ほをりの

抽櫛5園︑にいさんは︑山へいらっしゃって︒﹂

ほでりの命﹁山へ行っても︑小鳥一羽

と矢を持って︑山へいらっしゃい︒﹂

五糊1囹

五伽3園

く︑きれいな御殿へお着きになるでせう

五麗1 いらっしゃる︒そこへ︑一人の年取った神
五七2園

様﹁どうぞこちらへ︒ほをりの命は︑腰

五鵬5 いらっしゃる︒そこへ︑女が出て古る︒女
五縦6囹
五柵7囹

ちを︑みんなここへ呼び集めるやうに︒

た︒それで今ここへやって來たのです︒

五儲6囹︑私に︑海の御殿へ行くやうに教へてく
五㎜2囹

五㎜7園ゐますので︑ここへまみってゐません︒

になって︑大和の方へお進みになりました

やまと

五蜘8黒鯛をちょっとここへ呼んで討てくれない
六42

六72 ︒朝早く起きて︑倉へ行って見ますと︑屋
六84

むと︑すぐ︑たんぼへ行きました︒今日は

ふるひ立って︑大和へ進軍しました︒二

六75 いらっしゃるところへ︑かけつけました︒

六86

︑くるりと葉のうらへまはって︑足の先だ

が︑たくさんこちらへ飛んで來ます︒さう

とめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒

五467 私のうきが︑水の中へ引きこまれました︒

五451 てて︑うきが水の上へ落ちると︑波のわが

っしょに︑氏神様へお参りをしたり︑お

六109

六134

︑私は︑また弟の方へ行きました︒それか

六113

六141

三時ごろ︑そちらへ参ります︒どうぞ︑

五325 ︑竹田さんのところへ走って行きました︒

六168團

て︑遠い︑遠い外國へ行きました︒遠い外

や︑おかあさんの方へ行きました︒刈った

五978平 って來て︑﹁下界へ行く途中に︑恐しい
調㎜5園 ると承って︑ここへお迎へに出てみる者
日羽5 うして︑次の雲の方へ︑どんぐ走って行
五悩7 の方にある木のそばへ行きました︒さうし
五鵬1園 ましたが︑﹁ここへ來たまへ︒雲が走る
五価6 みんなは︑木のそばへ來ました︒﹁︿略﹀︒﹂
五欄5 さんは︑利根がどこへでもついて來るので

六173團

かこひの中から︑外へはひ出さうとします

五鵬6 でしたが︑ただ藩校へ行く時︑何べん追ひ

六204

六121

五485 って行くと︑川の岸へ出ました︒流れが急

五m4は︑文子さんが學校へ行く時︑とんで而て

六129

五545 川の水は︑ここで海へ流れこんでゐます︒

五川7 根は︑軍隊の軍犬班へ︑はいることになり

はん

五595園 へる︑よいところへ來た︒おまへは︑方

五566 が浮かんで︑こっちへ近寄って來ました︒
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六228ませんでした︒日本へ蹄って見ますと︑思
てうせん
六244 ︑昔︑朝鮮から日本へ渡って來た人の子孫
六281ん︒かごを持って山へのぼる人︑みかんを
六289もちろん︑遠い支那へも︑満洲へも︑旅だ
六289遠い支那へも︑満洲へも︑旅だつのだと思
六307国
漕水艦が︑水の中へもぐるのだと聞くと
六313圏
たくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒
六314團
ば︑自由に海の上へ浮くことができるの
六315国きるのだ︒水の中へもぐったら︑海の上
六336国同じやうに︑どこへでも行くことができ
六347團えて︑敵の港の中へしのびこんだりして
六368けしきが︑次から次へとうつって行きまし
六393園
きは︑南洋のどこへ行っても見ることが
六403囹
うの空から︑地上へおりて行くところで
六514聞きになって︑お庭へ出てごらんになりま
六523 っしんで御父君の前へお進みになりました
六532園
︒橋をかけて︑天へ逃げることもできま
六551囹
とでせう︒毎日山へ行って働いて︑蹄り
六569
そこへ︑たきぎをせおった

七1910

七1910

で︑私は︑急いで庭へ出ました︒いっか︑

静かに受け取り︑前へ進んで︑きっと身が

を引いてみるところへ︑道導もやって志ま

六鵬4

七2210

を平げて︑なほも東へお進みになりました

六帽2

と思って︑また本堂へ行きました︒タ方に

でした︒自分の部屋へ録ってみた和尚さん

を引っぱって︑本堂へ行きました︒ぶるぶ

七279 自分は︑遠いところへ行くのだと感じたの

七274 遠くの町にある醤院へ送られて行きました

七269園

七267囹

氣になって︑學校へ出るのですよ︒﹂と︑

くなほつて︑學校へ行きたいのです︒﹂

七243 ︑少年は︑その時外へ出てみた父を呼びに
どかく
七248 ︑少年のからだの上へ︑そばの建物の五角

六備7

兵は︑勇んで鐵條網へ突進しました︒十メ

人形さんを︑ここへ入れてやりたいなあ

六稲9

乗って︑ぐんぐん沖へ出ました︒おだやか

はじめ︑村から町へゆるやかに︑少しに

七452 ︑土佐の國から京都へのぼらうとして︑船

七409 てありました︒そこへ神主さんが︑三人お

后は︑この藥の風呂へもおいでになって︑

いみん

六酩5

七358

七339 ときどき︑この病院へおいでになって︑病

六伽2圃

水です︒やがて網場へ來ました︒何十さう

さ

六閃2

六柵4

六柵3

ぱな橋が︑次から次へとかかってゐました

掛けて︑もとの海岸へ急ぎました︒いつの

ら︑しだいに網の外へ出ます︒出ると︑機

六輝8どんぐぼくらの船へあげます︒見るまに

七569 ︒みなさんは︑どこへ行きたいと思ひます

七568 それから先は︑どこへ行くのでせうか︒み

七566 船は︑あすの朝門司へ着いて︑正午ごろ門

七563 ︑きれいな瀬戸内海へ出ます︒ごらんなさ

七562 あ︑港の口の防波堤へ來ました︒あれを越

七561 ︑支那や︑南洋などへ行く船です︒みんな

あっちへ︑こっちへ︑がたとん︑がたと

六麗8

い貝を︑みんなの前へ出しました︒みんな

て來ます︒次から次へ︑大勢の生徒さんた

と

六旧2

七493圃

七493圏︑腕だよ︒あっちへ︑こっちへ︑がたと

六夢4

七612 ︒さうして︑その上へ油を注がせた︒橋は

も

かうや

じ

七92

つて︑先生のところへ走って行きました︒

せ と

七910

七613 らもえ切れて︑谷底へどうと落ちた︒賊は
と つがは

てるるやうな岩の方へ行きました︒ひやり

うしながら︑奥の間へ行かうとしました︒

と︑この少女も座敷へ出て︑酒をついでま

七792團 朝早くから︑遠くへ演習に出かけること

七729

七667

耳垂のかげのところへ行って︑しるしをつ

らみかしら︒﹂そこへ花子さんが回る︒花

つしょに︑岩のそばへ行きました︒岩の間 七622 十津川から高野の方へお向かひになった︒
七1510

をかうむり︑ここへ來たのである︒﹂﹁︿

七156
七177囹

ころへ移って︑地上へ出る日の回るのを待

だんだん淺いところへ移って︑地上へ出る

七188

七1210

七106

六伽5

た︒網船二さうの間へ︑まっすぐに乗り入

六伽3

破られた鐵身網の方へ︑作江を向かせなが

六㎜9囹

六㎜8

六991

六935 ︒うまく頭のところへ飛んで行ったが︑友

六602ざわざ︑そのところへお出ましになりまし
六642て︑さっきの筒の中へ︑ちゃうど︑するす
六661おかあさんのところへ行った︒﹁︿略V︒﹂お
六713 ︑私は︑ねどこの中へはいりましたが︑火
六717 ︑をばさんが︑うちへ診てゐられます︒私
六814弟は︑自分の机の前へ行って︑何かさがし
六855国
をすまして︑兵舎へ蹄って來ると︑ゐも
六892ればれとする︒學校へ行く時︑雪の上を歩

七872

分けて︑だんだん奥へはいっていらっしや 七872

日こそと穴から地上へはひ出します︒もう

になります︒土の中へもぐってから七年め

七208

向をかへて︑向かふへ向かふへと︑もえ移

七2010

七875

熊襲を討って︑都へお黙りになった日本 七797團 ︑なつかしい兵管へ蹄って來るのです︒
ふ ろ
するが
いました︒尊は︑東へ東へと進んで︑駿河 七801国 い時間で︑お風呂へはいったり︑軍歌の
するが
した︒尊は︑東へ東へと進んで︑駿河の國 七868 だんだん深いところへはいって行きます︒

六939投げてやった︒そこへ︑どこからかたまが

七224

て︑向かふへ向かふへと︑もえ移って行き

七8610

六969なが︑ぼくのところへ寄って來た︒﹁︿略﹀

七224

おっしゃって︑野原へお出になりました︒

六977と︑三人仲よく教室へ錦って行った︒十七
六985學問では︑道眞の上へ出る人はないと思は

へ一へ
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七885 やうにして︑頭を後へさげます︒しばらく
八147

八112
とです︒梨畠や桃畠へはいって︑枝のまま

八127圓
して︑花が次から次へと︑何段かに咲いて

八553

八543

八439

八4110

八406囹

風にあふられて︑上へ向かったかと思ふと

まに落ちるもの︑横へすべって行くもの︑

ちは︑みんなそちらへ走って行った︒﹁︿略

に︑喜び勇んで木曾へ錦りました︒九

せておいて︑姫は中へはいりました︒月の

て︑﹁あの門の中へ︑はいってはなりま

がありました︒そこへ召使の女が來て︑﹁︿

七903園 かふのとびこみ皇へ︑泳いで行かう︒﹂

八173

め︑船に積んで遠方へ送ります︒塁湾から

八557

八404

七906 ︒とびこみ皇の中段へあがって︑そこから
八182

から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船といふ汽船

︑來年また︑同じ巣へもどって敵るといふ

七911 さかさまに︑水の中へずぶりとはいって行
八182

青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑四五

七餌8 れを傳って︑向かふへ渡り始めました︒さ

七皿8 うつと︑私の目の前へぶらさがって來まし

七川10 くのは︑近所の家々へ︑めいわくをかける

七欄9 ︑手序ひに︑その方へかけつけて行った︒

七㎜5幅下のお書聖を︑庭へお移し申せ︒﹂と命

七重2 を申しあげて︑自宅へ蹄つた︒そのころ︑

七988 ぎると︑すぐに居間へとって返した︒たん

七987 人々といっしよに庭へ出たが︑はげしい震

七943 は︑とびこみ毫の方へ泳いで行きました︒

八2510国

八253團

八2410團

八2410團

八247團

八247国

八247團

八246国

八224団

の遠足には︑旅順へ行きました︒旅順は

んでゐます︒日本へ行くのです︒ズ略﹀

が︑今は︑南へ南へと飛んでゐます︒日

したが︑今は︑南へ南へと飛んでゐます

八225團 きます︒また内地へは︑毎日のやうに汽
がん
八246團 の春︑私がこちらへ來たころは︑雁も北
がん
たころは︑雁も北へ行きましたが︑今は

八224團

た︒旅稼は︑どこへ行っても静かな美し

時間半︑ハルビンへは︑十二時間半で行

ます︒これで新京へは八時間半︑ハルピ

八781

八775

八649

八648

八645

八644

八611

八581

八569

をつきながら︑そこへ集った︒﹁︿略V︒﹂と

とを︑大石橋守備隊へ知らせようとしたが

だえであった︒錦州へ向かったわが軍は︑

八5510

れて︑山のスキー場へ行った︒前の日に︑

と︑四日前に︑豪州へ向けて出焚したわが

大石橋守備隊の鳩舎へ︑血に染まった一羽

やがて︑野外統監部へ︑天皇旗をお進めに

ばかり︑私たちの前へ押しかけて來ました

方から︑湯茶接待所へ手傳ひに來たのでし

八206團わけです︒こちらへ來てから︑半年亙り 八557 つたかと思ふと︑横へ傾いて落ちてしまつ

かうぺ

けても︑自分の家へ︑いそいそと錦って

七914 で︑いちばん上の段へのぼって行きました
八184

七鵬3 ︑この糸を自分の方へたぐり始めました︒

八293図

林

七937 てるました︒水の上へ顔を出すと︑本田く

七936 からだはもう水の中へもぐってゐました︒

七佃8 人は︑さかんに南方へ船で出かけ︑南支那

八306図家の軍は︑上を下への大さわぎ︒弓を取 八827 人とも︑まだ上へ上へとのぼって行かれた

七996 老元帥は︑赤坂離宮へと急いだ︒零時︑大

き

木曾義仲︑都へ攻めのぼると聞きて

そよしなか

四年生のみなさんへ

からがら加賀の國へ逃げのびたり︒七

きうしや

きんしう

みるやうだ︒ふもとへ來て急停止すると︑

八798 ︑ちやうど小松の中へ︑とび込んだところ
八818

八827 は二人とも︑まだ上へ上へとのぼって行か

八904 ︑堀や川を通って港へ送られます︒かうし

何十といふ堀から堀へ通じ︑川と堀とは︑

八908 ます︒大阪騨から南へ︑御堂筋といふ大通

八899

八909 中之島といふところへ暗ます︒それは︑淀

はちまんぐう

︒困ってみるところへ︑御殿に仕へてるる

川971 か︒大砲を作る工場へ行ってみると︑泣き

つるがをか

まもなく︑静かに下へおりて行って︑地に

七相1 その途中にある垂湾へも︑早くから回心し

八8310 叫んだ︒みんなそこへ行くと︑今︑石井先

八833 たちは︑もう目の前へ來られた︒はげしい

りきゅう
かに︑﹁赤坂離宮へ︒﹂と答へた︒ひき

七桐3 こからさらに南支那へ渡ったりしてゐまし

八339舞立ちたり︒今は先へも進まれず︑後へひ

八316図

へも進まれず︑後へひかんやうもなし︒

七993園

七川8 つも墓湾から南支那へ通ってゐました︒と

朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納することに

しかし︑にれい山へのぼったり︑表忠塔

七相10 ︑ひょっこりと皇湾へ現れたのが︑オラン

八349

八339図

八352

とを︑義仲のところへ知らせてやりました

八974似つかない︑いがたへ流し込みます︒いが

とも

七四6 ︒何とかして︑日本へ錦りたいと思ひまし
七柵8 ﹂兵士たちは︑屋内へ向かって撃ちこみま

三訂10

︒まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお

いふので︑石のらうへ入れてしまひました

﹁私どもは︑日本へ饒らうと思ひますか

八47圃 落ちて︑なほも南へ氣がはやる︒とま

八394

八387

己妻3囹

八710 す︒いったい︑どこへ行くのでせうか︒燕
八101 ました︒をりから南へ飛行中だつた燕は︑

八403

八395

︑嵩置が御殿のうらへ出て︑何の氣もなく

それから頼朝の御殿へあがって︑うばと二

八9810 まま︑そろそろと外へ出て來ます︒おやと

ろ
八987 せいの高い大きな燈へ入れられて︑高い温

なかのしま

八87 はもっともっと︑南へ飛んで行くのです︒
八106 待って︑南の暖い國へ送ってやりました︒

607
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九202国
前上陸をして敵陣へ突撃する時にも︑熱
九231国
兵隊さんたちが外へとび出して︑うれし
九248国
のやうに次から次へ思ひ出される︒さう
九257国
さんたちのところへ︑毎日何人となくや
九268たちも︑安心して町へ蹄って來ました︒マ
九289でした︒土地の學校へ通ってみるかたはら
九315うにして︑娘を一間へ呼びました︒母は︑
九325園さんたちがこの町へ來たら︑戸だなの中

九1710て︑御神木の根もとへとぎすましたをのを

八鵬3 方でした︒左から右へ︑右から左へ︑行つ

ばも止って︑机の上へつつぶしました︒﹁
九3210

八992 ︑するすると下の方へおりて來て︑深さが
をけ
八993 な︑深い油の桶の中へ︑眞赤なからだを沈

八鵬3 から右へ︑右から左へ︑行ったり來たりす

八型10 ンプは︑静かに左右へ動いてゐます︒それ

八尋8 の町の有名な大寺院へ︑お参りをしました

八鵬7 塁の上で︑砲身を空へ向け︑今にも飛行機

八棚8 やって來る砲身の中へ︑ぐいぐいとくひ四

八999 のほの中を︑下へ下へと沈んで行きます︒

八999 のほのほの中を︑下へ下へと沈んで行きま

八柵4 レオは︑急いでうちへ蹄りました︒さうし
八㎜7 すと︑おもりは左右へ振ります︒その糸を
八㎜2 いっしよに︑水族館へ行きました︒入口の
八㎜5 つくりしました︒中へはいって︑まつ目に

八川8囹中の水が勢よく下へ出る︒その反動で︑
八麗4 て︑みんな同じ方向へ泳いで行きます︒一
八鞭5 として︑反町の方向へ進むものはありませ
八麗6園 ﹁みんな︑同じ方へ向かって泳いでゐま
八価2 ころから低いところへおりる時︑その胸び

八柵6︑おりて來ます︒下へおりると︑胸のとこ

九7410
眞黒に焼けた炭を外へ取り出した︒﹁︿略﹀

九342です︒一たび占領地へはいれば︑ことばが
九387園ぼく︑みんなで海へ行って︑ほんたうに
九429表したものは︑どこへでも傳はり︑いつま
九476を立てた漁船が︑港へはいって來たのをき
九477隻・三隻と解いて港へはいって來る︒母親
九492りして︑威勢よく右へ左へ運んで行く︒見
九492て︑威勢よく右へ左へ運んで行く︒見る見
九493もさめも︑次から次へ行儀よく並べられる
九557を散らすやうに八方へ散って︑かひがひし
九646図圓の障子をこなたへたまはりて︑なにが
九736ほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒
九743めた古形のかまの上へそっと手を置いた︒

八梱2 はうきを持って︑外へ出て行った︒﹁ずる

八梱9 えさんがいった︒庭へ出て見ると︑つばき
八家4 上にかざった︒そこへ︑おかあさんが起き
かつさ

九76図 より御船にて上総へ渡りたまふ︒にはか
九761いなと思って︑煙突へ通じる口を︑ふと見
九93図 を平げて︑尊︑西へ錦りたまふ時︑相模
九767くねって山の奥の方へ績いてるる︒そりの
九1210 愛っても︑山から山へ績く生ひ茂ったみど 九769いておりて興る︒右へ曲り︑左へ折れて︑
九133 御料林のほんの入口へはいったばかりなの 九769來る︒右へ曲り︑左へ折れて︑かまの近く
九 6 細道傳ひに次から次へ曳いて行く︒しめな
九771き︑ちいさんは小屋へはいって︑のこぎり
九1410 やく祭場の東から南へかけた林の傾斜面は 九777太を︑あの炭焼がまへ入れて︑今度こそは
九157 を着て︑定めの場所へ集って來た︒やがて 九788ちゆうになって馬屋へかけ込みました︒見
九161 さげて︑静かに祭場へ進んで行く︒祭場に 九813 ︑親子とも馬屋の外へ出しますと︑北斗は
九822 つけて︑近くの牧場へ放牧にやることにな
九168 び︑御神木の根もとへ向かってをのを打ち
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ら重ると︑すぐ牧場へ行って見ました︒牧

ピンのをちのところへ行くのである︒＝度

はして︑ざんぶと川へとび込んだ︒新左衛

績々と勝久のところへ集った︒諸城は︑片
かうづき
のがれて︑再び京都へ走った︒上月城
びつ
耳介は西へ送られた︒ここは備

からだが︑鹿介の上へのしかかった︒鹿介
︑身をやつして京都へのぼった︒戦國の世

ろこほろぎが家の中へはいって︑床の下や
︑兄に呼ばれて座敷へ行った︒見れば︑母

を吐いてみる︒二階へあがってみても︑さ

︑すいくと前の方へ輕く進んで行った︒

う︑だめだ︒警備船へあがらうか︒﹁︿略﹀

いでも︑なかなか前へ出してくれない︒ぼ

顔に當って︑目や鼻へゑんりよなくはいつ

らだはすいと水の上へ浮かんだ︒風は憶い

立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける

だをずぶりと水の中へつけると︑つめたさ

ざから腰︑腰から腹へと︑海は一足ごとに

︑先頭から順々に海へはいって行った︒熱

いたい東から出て西へはいるのです︒星の
あ天
まの川が︑
︑この邊︑北から南へかけて︑

や月が東から出て西へはいるやうに︑星も

つまり星は︑西へ西へと移って行くのです

す︒つまり星は︑西へ西へと移って行くの

れか一つの星を︑東へさし出た軒端にすれ

ごろ︑北より少し西へ寄った方に︑ますを
︑それをなほ右の方へ延してみませう︒す

︒そこで︑まつ眞北へ向かって立って見ま

にすぐぼくのところへとんで曾て︑鼻をす
︑八月に北斗をうちへっれて編りました︒

月ぶりでうちの馬屋へつれて挙りました︒
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九川2囹 ︑勉強のため山東へ渡って行った︒何年

九㎜11 いふ︒三人は食堂車へはいった︒ロシヤ少

九㎜4 つた︒この子は新京へ母と昇るところで︑

十596

十546

十532

︑雨をついて雲の下へ出てみたが︑敵艦の

＞︒﹂の命令が︑八方へ飛ぶ︒いよいよ出登

めに︑みんなは講堂へ集った︒さうして︑

とした︒私は︑愛校へ急ぎながらも︑胸は

十501髪長になって︑戦地へ行ってみるをぢさん

十443図

隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒進むに

十伽1 めて行く︒次の部屋へはいると︑こくそを

十柵10 ︑一つ一つのすき間へ︑こくそをつめて行

十湘3 の盆のところどころへ︑黒い︑やはらかな

十佃9園

十価10

あ︑どうぞこちらへおいでください︒﹂

たのが︑自然わが國へもはいって︑それぞ

十M2今年二十六にて︑海へつっとそ入りにける

十柵8図 を︑どうとけて海へ落す︒泣いてかかる

直ちにまたかま場へ引き返しぬ︒その日

九川3囹 ︑毎日毎日望小山へのぼって待ち績けた
十604

十伽8

階段をのぼって二階へ行くと︑そこにも︑

ぼん

九川5園 り︑いよいよ故郷へ蹄ることになった︒

十622

らへて一路機首を北へ向け︑めざすクワン

十梱10園 あがると︑その上へ︑このやうに中塗り

十㎜10 りのできた盆の内側へ︑黒い漆を塗って行

べきん

九脳9 て停車した︒ホームへ出ると︑風がつめた
十633

キロメートルの洋上へ︑まっしぐら︒黒い

きつりん

九㎜7 ︒ここからチチハルへ線が分れる︒冬にな

九獅11 ら安東・吉林・北京へ︑鐵道が分れるので

十635

十旧2囹 ある︒﹁このわくへ︑塗った物をはさみ

しょくたく

十悩8 がら︑上塗りの部屋へはいる︒下塗りと中

九川8 は︑一揃に國都新京へせまって行く︒遠く

隊は左からレパルスへ襲ひかかる︒防空砲

十悩9 と中塗りができた上へ︑上毛をかけて最後

は右からウェールズへ他の一隊は左からレ

十658

せかける︒レパルスへ襲ひかかった一番機

十㎜4 たまま︑みんな水中へをどり込んだ︒敵の

十伽5

つになって︑海の上へ焼きつくやうに注が

十669

右へ︑レパルスは左へ︒すかさず︑二番機

た︒ウェールズは右へ︑レパルスは左へ︒

十㎜4

十伽9 まっさかさまに海中へ発つ込んで行く︒海

十658

九加9囹

十672

︒船膿は︑ぐっと左へ傾いてみる︒そのす

十柵6 者はなかった︒海岸へたどり着くと︑目の

十641

九珊6 ︒とうとう︑林の中へもぐり込んでしまつ
十672

るするとマライの海へのまれて行った︒あ

十個3 れねずみの姿で海岸へはひあがった兵士の

九㎜9 うと思って︑食堂車へ行った︒食卓には︑

三川12 らほって︑宿舎の庭へ持って來て植ゑた︒

十713

基地へ錦ると︑司令は泣い

十222 し︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五兵衛は

十215 適法に︑波が沖へ沖へと動いて︑見る見る

十8510

十765

十761

十757

軍の話が︑次から次へと這いた︒やがてス

ッセル將軍のところへ行った︒ステッセル

ながら︑その機械館へ毎日通った︒銀色に

であらう︒次から次へと︑佐吉の考へは高

右から左︑左から右へと往復するのである

十襯2

十柵5 衣に着かへて︑病室へ行かなければと思ひ

十塒4 ︑箱をかかへて甲板へ出ました︒深夜の空

十燭8 みるのですが︑そばへ行くと︑ぽっちり目

十鵬3 つて︑次々に臨時網へいどみかかった︒こ

十齪4 きあがって︑敵陣地へ突進する︒そのとた

績ける︒しかし海岸へ泳ぎ着いた兵士で︑

十236 い者は︑急いで山手へかけ出した︒績いて

十926

後︑會見室から中庭へ出て︑記念の民訴を

があった︒﹁ここへ始めて來た諸君を︑

九別11 などこか遠いところへ散らばってしまふ︒

十719

いてるた︒この波頭へ向けて︑大きな花束

十258 は︑われを忘れて後へとびのいた︒雲のや

十975

丸写5 治は︑急いで天守閣へのぼった︒見渡すと

じ

十185︹囚魍 き汝の部隊長機へ︑一もとは︑汝の愛

十722

九㎜5 ﹂はいつのまにか町へはいってみた︒さう

十186三竿 とは︑汝の愛機へ︒いざ︑結綿を先頭

十728

なさん︒私は陳列室へはいって︑いろく

十215 とは反封に︑波が沖へ沖へと動いて︑見る

十214 うである︒村から海へ移した五兵衛の目は

十258 た︒雲のやうに山手へ突進して來た水煙の

十棚10図とはせぬいて︑川へさっと打ち入れたり

十襯6 廣い城下町のたんぼへ︑濁流がものすごい

はる

十重8 決心であった︒そこへ︑織田信長が三萬五

お だのぶなが

をつかんで岸の上へ投げあげたり︒投げ

だくりう

ない足取りで︑病室へ向かってゐました︒

かんぱん

十273 すらと出て︑日は西へ傾きかけてみる︒も

十伽4図

て︑みぎはの方へ落ち行くらん︒あっ

十捌5 あとに︑秀吉の本陣へ向かって舟をこぎ出

ごくらく

十279 とそれて︑豆畠の方へ飛んで行ってしまつ
ちごく
十282翻圖 とんぼ︑あっちへ行けば地獄︑こっち

十二3収着

ぢごく

十283圏囚回ば地獄︑こっちへ実れば極樂︒﹂貞童

十㎜1園とうさん︑どこかへ行きませう︒﹂二人

りて︑みぎはの方へ急ぎ行く︒かかると

十二5図

どなった︒﹁どこへ行かうといふのだ︒

御飯のあるところへ行きませう︒﹂﹁ll

面骨8黒船をめがけて︑海へさっと打ち入れ︑泳

十㎜10園

十㎜4園

︒﹂﹁では︑こっちへ薫れば地獄ぢやない

︑太刀・長刀も海へ投げ︑かぶとも凄い

十287囚囚

十麗2図

かぶとも脱いで海へ捨てたり︒甲の袖︑

十289 ひながら︑豆畠の方へ走って行く︒豆が︑
十343園

十糎2図

﹁きみ︑今夜うちへ來ないか︒﹂醇風の

十4010 ︑私たちが月の世界へ行ったとすると︑そ

十川12 な月が出て來た︒庭へ出した机の上に︑梨

十日2囹引けば︑すぐここへもどって配るのだ︒
なし
十川11こから來たか︑どこへ逃げて行ったか︑何
十躍12 は︑そのままどこかへ姿をかくしてしまつ

十㎜2 みる︒さっそく病院へかつぎ込んで︑みん
十圏1 いて︑花びらが胡同へちらちらと降って來
二塁11 は︑またそちらの方へ走って行く︒胡同は
も うきやう

十一58圃 オホーツクの海へ向かって︑﹁はあ︒﹂

十一108 て︑王は蒙彊の地へ御出征になる︒その
た か なわ

十一149 静かに高輪の御殿へお進みになってみた
十一161 さったのも︑黒髪へ御出征の時︑最後の
かまくら

敬語

十一241図 を抜きて︑海中へ投げ入れたり︒その
十一2410図 け通りて︑鎌倉へ則れ入る︒四
十一286 おとうさん︑どこへおいでになりますか
十一288 ︑一たび他人の前へ出た場合には︑自分
十一393 子が尼さんのそばへ來て︑立つたままし
十一406 しに立って向かふへ行った︒それは︑こ
十一414園 う︒さあ︑ここへちよつとおすわりな
十一428 が︑はらはらと前へこぼれかかる︒二
十一432 の源氏の君のうちへ引き取られることに
十一488 ︑私は自分の部屋へもどりました︒心を

十一442紫の君のみる部屋へ行ってみた︒さうし
十一555図 は︑直ちに東方へ向かって敵の進路を

十一641図思ひて︑門の内へ引く︒敵これを見て
十一673図 に︑左の耳もとへぐざとばかり︑矢の
十一7410 天の一方から他方へ幾條か連なったりす
十一779 小鳥の聲が枕もとへ流れるやうに聞えて
十一784 れるやうに室の中へしのびこむ︒首筋に
十一813 た︒林の中を︑奥へ奥へと進んで行くに
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木の幹を︑かなたへかなたへと薄く見せ
︑かなたへかなたへと薄く見せた︒耳を

︑盛んに花から花へ飛んでみた︒行くに

を見あげるところへ來た︒下から風が強

つた︒そこから右へ縦走して︑燕の絶頂

みる︒やがてそこへ登り着いたぼくらは
ひ だ
ってみる︒更に右へ右へとのびる飛騨山
ひ だ
みる︒更に右へ右へとのびる飛騨山脈が

斜面が神秘な谷底へ深く落ち込んでみる

てるる︒あの絶頂へ登る傾料は︑少くと

う︒﹁あんな山へ登れる人があるのか

︑きみたちも槍へ登れるよ︒﹂といは

く︒思ひ思ひに沖へ快走してかれこれ三
カムチャッカ沿岸へ行く汽船であらうか

うべより少し沖へ出たな︒きっと大れ
目掛てに︑根接地へと波を切って行く︒

いから︑演奏會へ行って聞いてみたい

夜︑友人と二人町へ散歩に出て︑薄暗い
なたは︑演奏會へ行ってみたいとかい
かれは︑急いで家へ蹄つた︒さうして︑

︒私も︑こちらへ來てからもう一年近
た︒毎日毎日畠へ出て働いてみること
と二人物︑野原へ花摘みに行った時の
ラジオを敵の陣地へ放送する宣傳班員は

兵隊さんは︑前線への出嚢を明日に控へ

の砲兵は︑畠の中へずらりと放列をしい

かない︒バランガへ通じる白い道は︑そ

箱根山から伊豆山へ越えて行くと︑向か
︑ジャカルタの町へ向かって行く︒道は

島を出襲し︑香南へくだって行くと︑一

ちが︑窓のところへ物費りにやって來る

マゲランといふ町へ行く︒さわやかな山

124

122

134

⑳1

204

2㎝

十一813 林の中を︑奥へ奥へと進んで行くにした
十一859 たやうに︑そこらへ腰をおろして汗をふ
十一864 がて針葉樹の密林へはいると︑急に快い
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

た一日半ぐらゐ南へ航海を績けると︑一

だれを打って道路へ押し出して來た︒大

クは︑市の中央部へ突き進んで行った︒
︑帝國領事館の横へ諮ると︑そばの學校

ダバオへ︑ダバオへ︒一萬八千名の在留

ダバオへ︑ダバオへ︒一等八

陣︑坑内から坑外へ出る︒太陽の輝く青

つながって︑坑外へ運搬されて行く︒ま

る︒あけてはそこへ爆藥をつめる︒爆破

りに︑ほら穴を奥へ奥へもぐって行く︒
︑ほら穴を奥へ奥へもぐって行く︒地熱

自受持の採鑛現場へと急ぐ︒アセチレン

して來る︒﹁採鑛へ総進軍︒﹂と書いた

で行く︒一歩坑内へはいれば里言で︑あ

まっしぐらに坑道へ進んで行く︒一歩坑

した鑛員は︑東方へ向いて整列する︒鐵

あるやうに︑ここへも支那の生活をその

ふと九州のみなかへ行ったやうな直明に
︒支那人は︑どこへ行ってもさうである

通路があり︑廊下へ出なくてもその通路

留のゴムの木の根へ︑耳をつんざくやう

には︑これを遣外へ出すことを禁じて保

やうな翻けさの中へはいって行く︒住民

にひろがった湾内へはいると︑そこにケ

静かにスタリン湾へはいる︒だが︑想像

道を越えて南半球へはいると︑だれしも

灰をラバウルの町へふりまく︒殊に︑季

き

もたったのち︑南へずっと連なる大きな

とにして︑更に南へ航海を惚けると︑半

る︒もぎ取って口へ入れると︑かすかす
︑乾ききったのどへ︑あまずっぱい汁が

る︒汽船をこの島へ寄せるとしたならば
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き

い

十二437 わたる 紀伊の國へ行幸の御供をした時
︒﹁さあ︑これへおすわりください︒

十二鵬4
十二麗4
十二撒5
十二麗7
十二麗8
して︑東海道を西へのぼった︒官軍は︑

あげて︑切に天朝へおわびのお取り成し

を救はうと︑朝廷へ寛大の御庭置を請ひ

今や潮のやうに東へ寄せて為る︒徳川の

これんびん

︒﹁何とぞ私への御憐慰と思し召さ

を引くやうに京都へ向かったが︑いつれ

ってから︑艦は西へ向かって全速で突進

十一一脳2園 ものが︑こっちへ突進して下る︒﹂艦

がいか

て︑斜めにこっちへ向かって走って曇る

凱歌をあげて基地へ看るところである︒

︵名︶6

兵呂えいせいへい・きじょう

なって來る︒そこへまた敵航空母艦ヨi

とりあつかいへい・ロシヤへい

しょうしんこうへい・せいびへい・せんしゃへい・

がうしう

メリカから︑濠洲へ向かふ敵船に違ひな

アメリカから濠洲へ派遣された四十名の

ジャワのバンドンへ移り︑偵察隊として

る︒地球から太陽への距離は︑凡そ一億
五千萬キロで︑月への距離の約四百倍に
のまにか向かふ側へ行った弟は︑土遊び
の通じないところへ行くと︑だれでも國

から︑南西の岸へかけ︑遠くわが南洋
ら︑北上し︑東へ轄じて︑遥かにアメ

れてみる大東亜海へ︑一機も敵を寄せつ
しだいに大きく空へひろがって行く︒あ
︒これを避けて北へ遠廻りをする︒やつ

さ

んで行く︒右へ左へ廻りながら軍機で豫

き込んで行く︒右へ左へ廻りながら軍機
ご

な誤差から︑基地へ饒着することのでき
てみたが︑西の方へ向かった時︑﹁漕没︒

夜に入りて︑義仲︑ひそかにみかたの兵

通信紙をつめたアルミニュームの管を︑鳩

ちやうどその時︑附近にみたわが兵が︑こ

わらべらはちひさき笑顔ならべつつ兵

へい
祭場には︑中央と四すみに︑五色の幣がか

﹇幣﹈︵名︶1 幣

あらわし

わが勇猛果敢な海の荒鷲が︑米のカリ

﹇米﹈︹地名︺1 米

十二㎜9

べい

うがうしく立てられてみる︒

九162

へい

十一172図 つづら折りなる道をあがること十八町︑
へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒
へい

の強い反射がいくぶんやはらいで見える︒

九観3 日光はかすかに黄色味を帯びて︑壁やへい

へい

顔をおほってみる兵もあった︒
へい
﹇塀﹈︵名︶2 へい 二

十701 わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに右手で

に唱歌ををそはりてみる

九374図團

れを見つけた︒

八672

の右の足にとりつけた兵は︑

八654

を敵の後にまはらせ︑

八302図

して︑︿略﹀高野の方へお向かひになった︒

かうや

大塔宮は︑︿略﹀︑兵をお集めにならうと

だいたふのみや

れるやうに海の中へ姿を没してしまった

サックへい︒じしょうばんへい・しちょうへい・

せいびへい・ ごうくうへい・ごうしゅうへい・コ

塞弓3写1％響
七621

心事は︑朝廷へ恐れ入り候事と︑誠

い十十十十

から腕︑腕から胸へかけて嶢けただれ︑

皇帝陛下は南方へ向かはせられ︑皇軍

へ

そ
十二279 た︒孔子は楚の國へ行かうとして︑弟子
たうし

十二542園

十二445 唐使に從って支那へ渡ったこともある︒

心一一664 町から湯田の自宅へ蹄る途中︑暗やみの

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二619 辮法親王が江戸城へおいでになった︒素
十二669 足をつかんで︑前へのめらせた︒すかさ
十二672 た際︑刀がせなかへまはってみたのであ
十二688 夫たちの手で自宅へ運ばれた︒淺吉の急
十二6810 つ取り刀でその場へかけつけたが︑もう
いくたらう

十二723 郁太郎が︑その場へかけつけた︒かれは
ひやうご

わ

十二782囹 は大儀ながら京へのぼり︑急いで求め

ま

十二911図 正季︑東より西へ破って通り︑北より

十二885図 百鯨騎にて兵庫へくだる︒これを限り
かはち
十二887図 りけるを︑河内へ返さんとて︑櫻井の
みなとがは
十二901図 ︑おのおの東西へ別れけり︒湊川の戦
ただよし
十一一909図 てて︑大勢の中へかけ入りけり︒直義

す

5

十二912図 通り︑北より南へ追ひなびけ︑よき敵

209

8

十二916図 れて︑須磨の方へと引き返す︒尊氏こ

スコールが︑海上へのこのこと出て來た
スコールが船の上へやって來たからであ

210

5

十一一943図 かに海軍堂の方へ行きけり︒母あやし

211

7

かし︑インド洋へ出ると︑こんなおだ

スコールは東の方へ去って行った︒たぶ

211

12

うなスコールの中へ突つ込む︒スコール
︒更に愛針して南へ廻る︒風に流される
211

3

十二921図 にて︑湊川の東へかけ出で︑あとを突

3
212

3

十二945図 行は︑父が兵庫へ向かふ時︑かたみに

てなんき・う・。れ園ススス醐のの五。ジアか．れ圃麗
212

6

十二9410図國 ︒父上︑兵庫へ向かはれし時︑汝を
十二981図圏 を︑合戦の場へはともなはで︑河内
十一一981図圓 なはで︑河内へ返し︑生きてあらん

十二棚3図 ち出でて︑敵陣へとそ向かひける︒十
けうりやう

十二梱7 道路が︑北から南へ走ってみる︒この道
十二燗1 をふんで︑橋梁地へかけつける︒橋梁材
十二価9 ついで︑前線の橋へと急いでみる︒ここ
十二鵬1 の材料は兵隊の肩へ載せられ︑砲火をを
十二鵬9 そのままトラックへ乗り込み︑前進する
十二鵬3 大阪から海路江戸へ囁つた︒かれは︑静

113

6

8

11了

4

113
122

4

123

10

8

125
125
126
131

1
2

2

5

131
140
144
146

1

3

4

2

148
205
206
206

7

8

11
212

9

20了
213

へい一べい

610

611
へいあんじだい一べいこくせい

フォルニや型を撃沈したのだ︒
平安時代

だいげんすいへいか・てんのうへいか・まんしゅう
こくこうていへいか

﹇平安時代﹈︵名︶1

日本人は陛下の赤子であること︑︿略﹀な

どうぞ︑乃木大土にお願ひして︑陛下に

1園陛下のおんため︑力の轟くかぎり戦ひ
吉岡少將がふたたび参進すると︑
この夜︑陛下のおやすみになったのは︑

兵器

すぐに兵器の手入れをして︑夕飯をたべ

﹇兵器﹈︵名︶3

すると︑もう兵隊さんは來てるて︑兵器の

ヘイキ

へいき

平氣

そよしなか

平家δげんじとへいけ

十937園閣下は︑最愛のお子様を二人とも失はれ

て︑平氣でいらっしゃる︒
き

﹇平家﹈︹人名︺10

八293図木曾義仲︑都へ攻めのぼると聞きて︑平

へいけ

家は︑あわてて討手をさし向けたり︒

八305図不意を討たれて︑平家の軍は︑上を下へ

平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか

の大さわぎ︒

八311図

さしもに深きくりから谷も︑平家の人馬

ら谷に︑なだれを打って落ち入りたり︒

八315図

平家の軍勢十萬鯨騎︑一の谷に城をかま

にてうづまれり︒

八318図

くだるやいなや︑三千鯨騎︑一度にどつ

へて︑源氏の大軍を防ぐ︒

とときをあげて︑平家の城に火を放つ︒

八345図

八712図屋島の合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平

家は海に船を浮かべて︑相封せり︒

八713図折しも︑美しくかざりたる船一さう︑平

海には平家︑ふなばたをたたきて︑どつ

家の方よりこぎ出す︒

八743図

一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

とほめあげたり︒

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒

十価2図國

月には水が︿略﹀ありませんから︑海とい

まして平原にある友軍陣地からは︑それ

がどの邊にあるか︑ほとんど見合がつかない︒

十一慨3

ふより︑平原といった方がよいかも知れません︒

十396

タ食後︑兵隊さんから︑新しい兵器につい へいげん ﹇平原﹈︵名︶2 平原
﹇平気﹈︵形状︶4

ヘイキデヰマス︒

イクラ私ガチカライッパイ吹イテモ︑

べいこくせい

﹇米国製﹈︵名︶1 米國製

に封して︑日本は敢然と立ちあがったのです︒

海は廣いよ︒こんな川が何百流れこ べいこく ﹇米国﹈︹地名︺1 米國
十541囹横車を押し通さうとした米國︑及び英國
ノイツも︑引味わるく思ったやうですが︑
わざと平氣な顔で︑

七塀8

んでも︑へいきだ︒

三471囹

カベサンバ

二742園

へいき

て︑おもしろいお話を聞きました︒

八628

手入れをすまし︑

八622

ますが︑

七797国

へいき

午前二時とうけたまはる︒

十一一⁝⁝9圃

﹁︿略﹀︒﹂と︑陛下は仰せられた︒

十一一佃7圃

ぬく畳悟でございます︒

十一

厚く御禮を申しあげてください︒

十868囹

を保持せしむることを望ませらる︒

めに曳くしたる動功をよみしたまひ︑武士の名親

くんこう

十855図田陛下には︑將官ステッセルが祖國のた

どを︑いつも聞かされてゐました︒

九291

ごらんになっていらっしゃいます︒

陛下は外たうをも召されず︑熱心に戦況を

へいあんじだい

米英

兵火

八613

七㎜5園陛下のお窮眞を︑庭へお移し申せ︒

を心ゆくまで味はつ て ︑

兵管

十一榴5 平安時代の大宮人たちは︑かうした心持
﹇兵営﹈︵名︶4

四725 にいざんは︑しんるみの人たちに送られ

へいえい

て︑兵螢の門まで來ました︒
七797国 夕方おなかをぺこぺこにして︑なつかし
い兵螢へ過って來るのです︒

七815團 静かな夜の兵螢のどの室からも︑力強い
奉讃の聲が聞えて來るのは︑この時です︒

﹇米英﹈︹地名︺2

七838團 兵螢は︑いはば一つの大きな家庭で︑
べいえい

十52図 帝國米英に宣職を布告す

米英軍

﹁帝國陸海軍は︑本八日未明︑西太平洋

﹇三寸軍﹈︵名︶1

れないのに︑こんなことでどうするか︒

十535園 いつ︑米英の飛行機が飛んで來るかも知

十528囹

べいえいぐん
において︑米英軍と職闘状態に入れり︒﹂

へいえいせいかつ ﹇兵営生活﹈︵名︶2 兵螢生活

七777国 このごろは︑もうすっかり兵螢生活にな
れて︑毎日愛しい日を送ってゐます︒
螢生活をするやうになるのですから︑

七843團 武男くんたちも︑やがては︑かういふ兵
へいえいだより ︹真名︺2 兵螢だより

七35 十六 兵螢だより⁝⁝⁝七十七
﹇兵火﹈︵名︶2

七771 十六 兵螢だより
へいか

百萬の市民はどうなることか︒

十二摺9 その結果︑江戸市中が兵火にかかれば︑
十二価3 江戸市民は︑兵火を免れた︒
へいか ﹇陛下﹈︵名︶8 陛下←こうていへいか・

へいさ一へいたいごっこ

612

へいぜい

﹇平生﹈︵名︶2 平生

十欄10

兵士は︑﹁わあっ︒﹂とときの聲をあげ︑

十806 英國製のものを五十毫︑米國製のものを十

んしょんぼりとして︑さびしさうに見えます︒

六743 平生は元氣なをばさんが︑今日は︑いちば

眞を︑今日はひとつ︑弓でいぢめてやらうと

六998 平生から︑學問では︑とてもかなはない道

兵士を載せたトラックが︑帝國領事館の

横へ來ると︑

十二227

武装した兵士を満載したトラックが︑ダ

バオ市内に突入して︑

平等

十二205

﹇平砂﹈︵名︶1

垂︑佐吉のものを五十嘉すゑつけて︑
へいさ

十一243図 稻村が崎︑にはかに二十飴町干あがり
て︑斎砂はるかに連なり︑

横矢を射んとかまへたる敷千の兵船も︑

﹇平然﹈︵副︶2 平然

十二2810 孔子は平然として答へた︒

へいぜん

引き潮にさそはれて︑遠く沖の方にただよへり︒

十一244図

九州方面の守備に向かった兵士の一人が︑ へいせん ﹇兵船﹈︵名︶1 兵船

︿略﹀といふ歌をよんでみる︒

兵士与オランダへいし

十二397

﹇兵士﹈︵名︶19

七147園 ひとつ︑りつぼな宮殿を建て︑たくさん

兵士たち

かういふ兵士やその家族たちの歌が︑萬
﹇兵士達﹈︵名︶6

丸が飛んで濁る中で︑平然と行はれる︒

十二榴10 この危険物を掘り出す作業が︑︿略﹀銃

﹁ドドン︒﹂兵士たちは︑屋内へ向かって

七㎜8

へいぞうn▽すえつぐへいぞう

ものすごい砂つぶてが︑うつ伏した兵士た

兵隊Oびょういんのへ

友だちの兵隊は︑﹁何だ︑何だ︒﹂といひ

十慨9

六862圏

いたいさん

へいたい ﹇兵隊﹈︵名︶6

兵士たちは︑鐵條網の下をほって︑もぐつ

て︑くぐり抜けたのだ︒

十偶6

ちの全身をなぐりつけた︒

撃ちこみました︒

へいしたち

葉集に多く見えてみる︒

十二405

へいし
の兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒

七㎜7 兵士は︑仕方なく撃つことをやめました︒

十106園 兵士の恥は艦の恥︑艦の恥は帝國の恥だ
ぞ︒

ればならない︒

十137園將校も兵士も︑子一つになって働かなけ
十㎜4 兵士は︑銃を持つたまま︑みんな水中へを
どり込んだ︒

ながら︑まはりに︑大勢集って來ました︒

つち

十鵬7

十二悩4 大きな槌で橋柱を打ち込む兵隊︑
はり
十二脳6 組み立てられて行く梁にのぼって︑釘や
﹁︿略﹀︒﹂と︑トラックの上の兵士たち

だくりう

かすがひを打ち込む兵隊︒

柱を︑しっかり支へてるる兵隊がある︒

十二価1 肩まで濁流につかって︑打ち込まれる橋
トラックの上の兵士たちは︑︿略﹀︑敵を

ハンマーを振るってみる兵隊の顔から︑

火ををかしてのかけ足である︒

十二鵬1 すべての材料は兵隊の肩へ載せられ︑砲

︿略﹀︑汗のしっくが︑︿略﹀はね落ちる︒

十二塒4

急追してフィリピン中書校附近まで前進した︒
兵舎

庭の向かふに兵舎が立ってゐます︒

﹇兵舎﹈︵名︶6

四748

午後の演習をすまして︑兵舎へ闘って來

ン︑

十六

兵タイゴッコ

兵タイゴッコ⁝⁝⁝五十八

カタカタカタカタ︑

兵タイゴッコ︒

ニ644圃

パンポンパンポ

へいたいごっこ ﹇兵隊﹈︵名︶1 兵タイゴッコ

二581 十六

ニ34

それから︑兵舎の前に並んで︑鮎呼を受 へいたいごっこ ︹県名︺2 兵タイゴッコ
けるのです︒

七781團

ると︑みもん袋が來てるました︒

六855團

へいしゃ

十二233

は口々にたつねた︒

十二219

兵士たちは︑砂の底で︑砂といっしよに堅

十㎜7 輸送船からも︑波間に浮かぶ舟艇からも︑
く
兵士が歯を食ひしばって鷹下する︒

く銃身をにぎりしめた︒

ふとまた浮かぶ︒

十欄1 泳いでみる兵士の鐵かぶとが︑沈むかと思
十燭4 しかし海岸へ泳ぎ着いた兵士で︑だれ一人
銃をはなした者はなかった︒

十梱3 ぬれねずみの姿で海岸へはひあがった兵士
の身を︑かくす物は何一つない︒

十梱5 揮丸の夕立の中で︑波打際に突つ伏したま
ま︑兵士は身動きもしない︒
十センチ︑二十センチと進んで行く︒

十梱7 兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑
十慨3 網を切るはさみを持ってるる兵士が一人︑

﹁武装して︑兵舎の前に集れ︒﹂
き

飛行基地の兵舎では︑各攻撃隊の指揮官た

し

まつ暗な兵舎の前に整列します︒

七831広野
七833国

むっくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する︒

十柵3 兵士は︑はさみを手に手に持って︑次々に

十584

ちが︑しきりに作戦をねってみる︒

鐵扇網へいどみかかった︒
さくれつ
十鵬9 敵の砲揮が兵士の目の前で炸裂し︑

613
へいたいさん
へいたいさん

﹇兵隊﹈︵名︶80

兵隊さん

へいたいさん
いさん

お話します︒

兵た

かちか

ヘイタイサン

一121圏 ヘイタイサン ススメ ススメ
ちかちかち︑

三384圃 でんしんたいの著たいさんは︑

いさんや︑

三947 また︑お國のためになくなられた兵た

さんのために︑もくたうをいたしました︒

三948 職地ではたらいていらっしゃる兵たい

に︑みもん文をかきました︒

三974 ごはんがすんでから︑職工の兵たいさん

が七八人腰をかけてゐました︒

四732 門をはいると︑ゑい兵所に︑兵たいさん
四736 にいさんは︑兵たいさんにあんないされ
て︑そちらへ行きました︒

んが來て︑名を呼始めました︒

四739 金すちのえりしゃうをつけた兵たいさ

ちあがってけい禮をしました︒

四753 ゑい兵所にみる兵たいさんが︑︿略﹀︑立

たいさんが︑私たちのところへ來ました︒

四758まもなく︑新しい軍服を着た一人の兵

なってみたので︑私はびっくりしました︒

四763 見ちがへるほど りっぱな 煙たいさんに

四㎜2 この前の日曜日に︑兵たいさんの病院へ︑

四774囹 りっぱな兵たいさんだな︒
みもんに行きまし た ︒

四㎜4 戦孚できずを受けたり︑病氣になったりし
た兵たいさんが︑大勢いらっしゃいました︒

四価4

町の男や女たちが︑この兵たいさんに︑て
立止って︑兵たいさんを見てみるものもあ

いねいにあいさつします︒

四価6

兵たいさんは︑車を引きながら︑ときどき︑

ります︒

四価8

すると︑みんなは︑すぐよけて兵たいさん

﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

四鵬1

そこには︑日本の兵たいさんが︑銃を持つ

を通らせます︒

四鵬4

そこで遊んでみる支那の子どもたちが︑車

番をしてみる兵たいさんも︑けい禮をしま

車を引いてみる平たいさんが︑けい禮をし

て番をしてゐます︒

四鵬5
ます︒

四鵬6
す︒

四柳3

﹁兵たいさん︒﹂﹁兵たいさん︒﹂といっ

を引いてみる兵たいさんを見ると︑
四柳4園

﹁兵たいさん︒﹂﹁兵たいさん︒﹂といっ

て︑やって來ました︒
四梛5囹

﹁兵たいさん﹂といふ日本語を︑おぼえて

て︑やって來ました︒

四柵7

子どもたちに手つだはれながら︑日本の兵

みるのです︒

四佃6

どなうの上に腰をかけて︑︿略﹀︑日本の兵

たいさんは︑にこにこして車を引いて行きます︒
五153

兵たいさんは︑今日は銃を持ってゐません︒

たいさんが二人︑話をしてゐます︒

五154

﹁兵たいさん︒﹂﹁兵たいさん︒﹂大きな

聲で呼びながら︑支那の子どもたちが︑六七人

五161囹

五162園

まみりました︒

四聖2 四五日たって︑兵たいさんから︑お手紙が

五166

﹁おうい︒﹂兵たいさんがへんじをすると︑

﹁兵たいさん︒﹂﹁兵たいさん︒﹂

やって來ました︒

物をつんで︑この通にさしかかりました︒

四価2 今︑日本の兵たいさんが︑車にいっぱい荷

みんな一度に走り出しました︒

五169 兵たいさんのそばまで來ると︑子どもたち

﹁︿略﹀︒﹂大きな聲で︑兵たいさんがしか

は︑いきなりどなうの上にかけあがらうとして︑

るやうにいひます︒

五176

しがみつきます︒

五178 先にかけあがった子どもは︑兵たいさんに

にっかまったり︑くつにとりついたりします︒

五179 あとから來た子どもは︑兵たいさんのけん

まだ上手には歌へませんが︑兵たいさんに

教へてもらった﹁愛國行進曲﹂です︒

五194

お正月には︑馬にあてて︑年賀状をよこ

どもたちの頭の上にも︑そっと止ります︒

五203さうして︑兵たいさんのかたの上にも︑子
五694團

學校からかへってみると︑職地の兵隊さん

す兵隊さんもあるさうだ︒

から︑はがきが過てみた︒

五862

利根のかかりの兵隊さんから︑ときどき︑

利根のやうすを知らせて來ました︒

五麗8

隊さんから︑次のやうな手紙が來ました︒

五官3 文子さんが︑四年生になった秋のころ︑兵

隊さんが︑利根のかうしたばたらきを見て︑涙を

五柵4 かかりの兵隊さんはもちろん︑みんなの兵

みんなの兵隊さんが︑

流すほどでした︒

五術4

利根のかかりの兵隊さんが︑今にも︑利根

﹁︿略﹀︒﹂と︑かかりの兵隊さんは︑氣が

﹁︿略﹀︒﹂と︑兵隊さんは呼びました︒

が亙るだらうと思って︑待ってゐました︒

五⁝⁝4
五佃9
目地8

かかりの兵隊さんは︑︿略﹀︑利根のからだ

くるったやうに呼びつづけました︒

を︑しっかりとだきかかへました︒

五伽3

へいたいさんからのてがみ一へいりょく
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くはしく文子さんに知らせて來ました︒

五㎜9 利根のてがらは︑かかりの兵隊さんから︑
兵隊さんといつしょに仕事をすることは︑

﹁︿略﹀︒﹂といひます︒

九354囹

六795 みんなで︑職地の兵隊さんの話をしました︒ お國のために孝行です︒
六801園 兵隊さんに︑このみかんをあげたいなあ︒ 九㎜2 ここで︑兵隊さんがどやどやと乗った︒
氣よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒

九㎜9

一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元

六834團 ヘイタイサン︑サムイデセウ︒

一中隊ばかり︒

らの手紙

よく見ると肩のところに︑野菊の枝を
あの強い日本の兵隊さんが︑こんなも
兵隊さんが︑どこからかつれて來て︑か
一人の兵隊さんが︑俳句を作ったから見

兵隊さんからの手紙
﹇兵隊達﹈︵名︶12

兵たいさんたちは︑たいそう喜んでくださ

兵隊さんたち

シンガポールも︑わが陸海軍の勇ましい

メルの箱や︑氷砂糖のふくろを取り出しました︒

六375園

﹁めっきり寒くなって︑兵隊さんたちも︑

兵隊さんたちによって︑攻め落されて
六796圓

兵隊さんたちも︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂と叫びな

さぞ︑お困りだらう︒﹂

八638

はだかの兵隊さんたちが外へとび出して︑

がら行きました︒

九231團

少女が︑︿略﹀︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂といってゐ

うれしさうに雨水を浴びてみる︒
九277

﹁日本の女の子だ︒﹂兵隊さんたちはさう

るのが︑兵隊さんたちの目を引きました︒

九281

兵隊さんたちともみんな︑仲よしになりま

兵隊さんたちがこの町へ來たら︑

思ふと︑

九325園
した︒

九3410

平地

われらには︑かかるところも平地に同

﹇平地﹈︵名︶3

かれらは︑兵力を以て墓湾の港を占領し︑

米砲艦

香具山に登って︑國のやうすを見ると︑

ほくわく
﹁米砲艦捕獲︒﹂

n▽だいへいや

十548囹

七㎎1

へいりょく ﹇兵力﹈︵名︶1 兵力

へいや

﹇米砲艦﹈︵名︶1

平地は貨財として︑

十二467

びたしになるのも︑間はあるまい︒

十襯9 この水ならば︑平地に築かれた高松城が水

じ︒

八341図國

へいち

へいたろう 5みうらのへいたろうためつぐ

の兵隊さんたちを喜ばすのもこのあたりである︒

兵隊さんたちは新京で下車した︒

九断12

窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊さ

十一悩2

十一別5 オランウータンの子どもが︑︿略﹀日本
兵隊さんがさし出す紙切れを手に取って︑
この兵隊さんは︑︿略﹀︑自作の俳句を讃

兵隊さんは︑俳句を絡んでもらった二足
を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒

十一伽6

んでくれと︑わざくやって來たのである︒

十一桝8

一字一字薄あかりにすかしながら讃んだ︒

十一悩3

んの顔もやっとわかるほどであった︒

てくれといって︑夜中にやって來た︒

十一榴9

はいがってみる猫であった︒

十﹁旧5

のやさしい心を持ってるられるのかと︑

十一㎜4国

つけてみる兵隊さんがゐました︒

十一㎎1團

進軍して行くところが曲りました︒

十一佃8団直書の中に︑日本の兵隊さんが︑︿略﹀︑

六839園 兵隊さんは︑きっと喜ばれるだらう︒
六847 ある日のこと︑知らない兵隊さんから︑手
紙が來ました︒

兵隊さんが通る︑

七763間びっしょりと︑ 軍服を汗ににじませて︑

ちの前へ押しかけて來ました︒

八579 兵隊さんは︑やれうれしやとばかり︑私た
八585 ほこりと汗で︑眞黒になった兵隊さんが︑
﹁︿略﹀︒﹂

とうとう︑夜の十一時ごろまで働きました︒

八588 あとからあとから來る兵隊さんを迎へて︑
八6110 今日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまると
いふので︑急いで學校から錦って來ました︒

お湯からあがって︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる

すまし︑︿略﹀︑靴をみがいたりしてゐました︒

八621 もう兵隊さんは來てるて︑兵器の手入れを
八624
兵隊さん︑

八626 私も︑兵隊さんの靴下を火にあぶって︑か
わかしてあげました︒

て︑おもしろいお話を聞きました︒

六846
ち

へいたいさんたち

四㎜7

兵たいさんたちは︑ポケットから︑キャラ

いました︒

五185

兵たいさんた べいほうかん

八628 タ食後︑兵隊さんから︑新しい兵器につい へいたいさんからのてがみ ︹題名︺ 1 兵隊さんか
九269 マライ人・支那人・インド人たちは︑勇ま
﹁︿略﹀︒﹂と︑聞く兵隊さんもありました︒

しい日本の兵隊さんを喜んで迎へました︒
九286

九324園 日本の兵隊さんは︑かならず勝ってくれ
ます︒

九353 ﹁︿略﹀︒﹂と︑兵隊さんが肩をたたくと︑
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へいわ一べし

そこに城を築きました︒
平和

十一摺8園

﹁ああ︑あなたはベートーベン先生で

すか︒﹂きやうだいは思はず叫んだ︒

碧梧桐

へきごどう

︿略﹀︑アメリカ大陸に沿うてひろがる﹁太平洋﹂
へきごどう

﹇碧梧桐﹈︹人名︺1

べきん

ここから安東・吉林・北京へ︑鐵道が分れ

きつりん

べきん
﹇北京﹈︹地名︺2 北京

十985赤い椿白い椿と落ちにけり碧梧桐

へきごどう
べきん

九型11
べきん

北京城内

北京の町には︑胡同が網の目のやうに通じ

るので︑列車がいくつも止ってをり︑

十脳2
てるる︒

けん

﹇北京城内﹈︵名︶1

水に不便な北京城内では︑一軒一軒︑水を

ふべん

べきんじょうない

十別8

運んで行かなければならない︒

ぺこぺこ

夕方おなかをぺこぺこにして︑なつかし

︵形状︶1

七796團

ぺこぺこ

﹇舳﹈︵名︶3

へさき

い兵螢へ蹄って來るのです︒
へさき

文治と︑へさきにすわって︑︿略﹀︑船がさ
へさきには︑︿略﹀まっかな吹流しが二本︑

がると︑からだを沈めるやうにしてゐました︒

六伽3
六柵5

見れば︑へさきに長き竿を立て︑赤き扇

威勢よく風にひるがへってゐました︒

︵助動︶
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ベシ

べし

︽ベカラ・ベキ・ベク・

をとりつけ︑一人の官女︑その下に立ちて︑

八714図
べし

ベシ︾

今日は︑學校として︑記念すべきおめで

しても與ふべし︒

皇御出のもののふは︑︿略﹀いかなる

ことをか務むべき︒

九588ロロ凶義家︑定めてしさいあるべしと思ひ︑匡

捨ておかば︑ほどなく生き返るべし︒

房が︿略﹀ところに進み寄りて︑ゑしやくす︒
九611図國
九653図園

まだらになりて見苦しかるべし︒

九636図園汝を殺して︑われも死すべきなり︒

九665図 一豊もこの馬ほしく思へど︑求むること

かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

いかにもかなふべからず︒

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒

九668図圓

されば︑今この馬︑ゆめにも求め得べ

九674図墨壷をば︑みつからまるらすべし︒

しとは思はざりき︒

九679図園

都にて御馬そろへあるべしなど聞ゆ︒

九683図圖ゆめゆめ︑世のつねのことに用ふべか
らず︒

九686図國

十447図 めざす色はたやすく移るべくもあらず︑

十83図 まことにおそれ多き極みといふべし︒

十伽1図國 水の引くをば待つべきか︒

この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ

十研9図圓 見知りたる者もあるべし︒

き軍に負くることあらじ︒

十佃2図團

十柵2ロロ凶 いとほしく思ひけれど︑さてもあるべき

能登殿いかに強くおはすとも︑何ほど

ことならねば︑泣く泣く首を打ちにけり︒

のことかあるべき︒

十備2図圓

たとへ鬼神なりとも︑われら三人がつ

十柵4図園

かみかからば︑などか勝たざるべき︒

乗手が用心するならば︑馬もけがはな

十備4 主家を守るべき七城のうち︑六城がすでに

ためとも

をぢ爲朝の弓のやうならば︑わざと落

たい日ですから︑

七443園
八334図國
かるべし︒

八767図圓

すめらみくに

九82図圓 これ海神のたたりなるべし︒

﹇平和﹈︵形状︶1

へいわ

ベートーベン

﹁︿略﹀︒﹂ベートーベンはかういって︑

北︑ベーリングの荒海を巻き︑南︑

九243図圏

十一絹6

さつき娘がひいてみた曲をまたひき始めた︒

十一粗10 ベートーベンは︑つと立ちあがった︒
十一柵6 ベートーベンは立って出かけた︒
十一柵10 ベートーベンは︑ちよつとふり返ってそ
の娘を見た︒

不朽の名聲を博したのはこの曲である︒

十一餌2 ベートーベンの﹁月光の曲﹂といって︑

生

ベートーベンせんせい ︹人名︺ 1 ベートーベン先

十二備6圃

十422 昔から月ほどやさしい︑平和な三縄を與へ ベーリング ︹地名︺一 ベーリング
︹人名︺15

てくれるものはありません︒
ベートーベン
まだ若い時のことであった︒

十一価7 ドイツの有名な音樂家ベートーベンが︑

﹁︿略V︒﹂と︑ベートーベンがいった︒

十一柵6 ベートーベンは︑急に戸をあけてはいつ
て行った︒

十一鵬4

十一鵬6 べ1トーベンも︑われながら鯨りだしぬ
ベートーベンは︑﹁︿略﹀︒﹂といひさして

けだと思ったらしく ︑
十一㎜5

ふと見ると︑かはいさうに妹は盲人である︒

十一鵬9 ベートーベンはピヤノの前に腰を掛けて︑
ベートーベンの爾眼は異様にかがやいて︑

すぐにひき始めた︒

しかし︑ベートーベンは︑ただだまって

ベートーベンは︑ひく手をやめた︒

一 同 夢に夢見るここち︒

ベートーベンの友人も︑まったくわれを

19て51
、

うなだれてみる︒

十十 十十
＿＿亡＿＿
りじめ
111110れ110110

へた一べつ
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落ちてしまった今 ︑

のぼるべきやうなし︒

十一172図 たとへ防ぎ戦ふ者なくとも︑たやすく
十一184図 その勢決然として︑あへて攻むべきや
うもなし︒

通らざるべき︒

十一208玉戸 かぶとの眞向を射たらんに︑などか
十一232図 されば︑この堅陣を打ち破って攻め寄
キセキ

せんこと︑たやすかるべしとは見えざりけり︒
ジンヰ

︿略﹀︑固ヨリ人 望 ノ 能 ク ス ベ キ ニ ア ラ ズ ︒

モト

十一572図園 前記ノ如キ奇績ヲ牧メ層間ルモノハ︑

んに︑火を逃れん者は矢を免るべからず︑矢を恐

十二443図圏
やまのうへのおくら

をのこやも空しかるべき萬代に語り
山上憶良の作である︒

萬代に語りつぐべき名は立てずして

つぐべき名は立てずして
十二443図魍

男と生まれた以上︑萬代に傳ふべき名も

立てないで︑どうして空しく死なれようか︒

十二447

永久の命を得ようといふのだ︒

み
つきせぬ親

十一﹇538園どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑

悲憤の涙わきぬべし︒

鎌倉宮にまうでては︑

王のみうらみに︑

こ

十二766圏

正成すでに討死すと聞かば︑天下は

尊氏がままなるべし︒

たかうち

十二896図國

十二欄2図國

退くべきを見て退くは︑後を全うせ

つつしんで命を全うすべし︒

んがためなり︒

十二㎜4図國

かれは﹁慶喜討つべし︒﹂と叫び︑

かれは﹁慶喜討つべし︒﹂と叫び︑

あるべきではないが︑

十二柵1 すでに大政を奉還したかれに︑逆心など

十二佃7圏

十二⁝⁝エ図園

﹇下手﹈︵形状︶一 へた

これは﹁君側清むべし︒﹂といきまく︒
へた

へだたる ︽ーッ︾

君のこぎかたがへたなのだ︒

﹇隔﹈︵五︶1

三854園
へだた・る

ても︑ちゃんと心持を傳へることができます︒

九431 場所が違ってみても︑時代がへだたってゐ

へだてたり︒

その矢︑はるかなる谷をへだてて二町

十二904図國

敵︑前後をさへぎつて︑御方は陣を

齢りのかなたに控へたる荒尾の九郎が甲を通して︑

十﹁196図

だっ

一族のうち︑一人も生き残りてあら へだ・つ ︹隔﹈︵下二︶2 へだっ ︽ーテ︾5かけへ
﹁しかるべくおぼえ候︒﹂とて︑

汝︑幼くとも︑父の子ならば︑これ
ほどの道理に迷ふべしや︒

十二949図國

︿略﹀︑大勢の中へかけ入りけり︒

十二908図囹

ん間は︑︿略﹀︑命にかけて忠を全うすべし︒

十二899図國

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

十一602図國三方に火をかけ︑一方にて支へ候は 十二897図國 一旦の身命を助らんために︑多年の
れん者は火を逃るべからず︒
きよもり

十一603図圓矢を恐れん者は火を逃るべからず︒
どのことか候べき︒

十一606図國 まして清盛などがへろへろ矢︑何ほ

決してしかるべきにあらず︒

十一613扇田 源平敷を遠くして勝負を決せんこと︑

に︑道にもあらぬ御計らひ︑いかがあらん︒

手を盤くして合職仕り候はずば︑
︿略﹀︑かひなき世のそしりをも受くべく候︒

十二986図園

も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒

ためには不孝の子ともなるべきにて平間︑

ペタル
けう
工兵が︑自流車のペタルをふんで︑橋

︵名︶1

梁地へかけつける︒

りやう

十一一鵬1

ペタル

見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒

九櫛2 川をへだてた盛砂から︑鹿介の姿をちらと

十一615図画合戦の事は武士にこそ任せらるべき 十二962図工 かくては父の名も失ひ︑君の御用に へだ・てる ﹇隔﹈︵下一︶一 へだてる ︽ーテ︾
十一627図圏 もし一家の氏族ならば︑すみやかに
陣を開いて退散すべし︒

べからず︒

十﹇633図園汝︑兄に向かひて弓を引くことある 十二988図圓 早世仕ることも候はば︑︿略﹀︑父の

大敵︑落勢を孟くして事たるなれば︑

進むべきを知って進むは︑時を失は
ざらんがためなり︒

十二㎜1図圖

今度の合職は天下の安否たるべし︒

十二㎜1図国

つのうちに職を決すべきにて候︒

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑二

冬中おせわになってみただんろや︑ペチカ

旅順の給はがきを別に送りましたから︑

﹇別﹈︵形状︶4 別

九珊11

別に宿舎の建てましをしなければならない︒

みんなでごらんなさい︒

八257国

べつ

や︑オンドルなどともお別れです︒

八欄2

十一635図園兄に向かって弓引かんことあるべか 十二991図園 かれらが首を正行が手に掛けて取り ペチカ ︵名︶一 ペチカ
らずとは︑道理なり︒

十一654図園 もし矢書きて打物にならば︑一騎が
百騎に向かふとも︑つひにはかなふべからず︒

十一659図國しかるべく候︒
わが虚血性の特色といふべきである︒

十二411 事に燭れ物に感じて歌をよむといふのは︑

617
べっかん一へる

十331 別な部屋では︑息子を相手に︑父がかます べとべと・する ︵サ変︶一 べとべとする ︽ーシ︾
へなへな

︵副︶一

合同髄操の時は︑汗でべとべとした︒

へなへな

またへなへなと︑寝床に︑からだがたたま

五852

十㎜6 猿は途中で︑きょとんとして止めてしまつ
十糊8

を織ってみる︒

たり︑とんでもない別のことを演じたりする︒

つうやく

べに

六皿5

下の方は白で︑花の口もとのところに︑こ

べっかん ﹇別館﹈︵名︶1 別館
つてしまひました︒
べに
七言10 その時︑ノイツは城外の別館にゐましたが︑ べに ﹇紅﹈︵名︶2 紅

通課や︑そのほか敷人の者がそばにるました︒

紅をつけたお菓子もかざった︒

べに

い紅をさしてゐます︒

十㎜1

へや

部屋与オンドルベや

水温は紅ますに適度︑
﹇部屋﹈︵名︶19

十一9910囹
へや

となりのへやに︑勇さんのおかあさんと
ねえさんが︑來て見ていらっしゃいました︒

三863

方々のへやをまいて歩くと︑妹や弟が
後からついて撃て︑︿略﹀豆を拾ひました︒

四963

を柱にぶっつける︒

を織ってみる︒

十331 別な部屋では︑息子を相手に︑父がかます

用意し︑眞白な布を掛けた︒

十841 會書室に當てられた部屋には︑大きな机を

十伽1 次の部屋へはいると︑こくそをつめた白木

下塗りは下の部屋でしますが︑

の盆が︑うつ高く積んである︒

元日の朝︑源氏は︑ちよつと紫の君のゐ

十一804

十一488

緑色のガラスを張りめぐらした部屋の中

私は自分の部屋へもどりました︒

に︑たたずんでみるやうである︒

を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒

十一伽7 兵隊さんは︑俳句を讃んでもらった満足

へやいっぱい ﹇部屋一杯﹈︵名︶1 部屋いつぼい

紫の君は︑それを部屋いっぱいにひろげ

て︑人形遊びにいそがしい︒

十一447

べら

何とかしてべらを取りたいと思ひました︒

べらといふ魚ださうです︒

﹇遍羅﹈︵名︶3

七134

七133

べら

﹁このへやで︑かとり線香をつけません へら 呂たけべら

黒い紙を取りのけると︑今まで暗かった部

﹇減﹈︵五︶1

減らす

︽ーシ︾

﹇減﹈︵五︶5 へる 減る

5かわべり

︽ーッ︾

道標の数字がしだいにへって行くのが︑

十一一516囹 わしは腹がへってをります︒

力と頼まれる︒

十一871

へ・る

へり

長は︑漕望鏡を何秒間かちよつと出して見た︒

十二川7 また深度を少しつつ減らして行って︑艦

へら・す

べらが︑たもの中でぴちぴちとはねました︒

黒い紙をはって︑部屋を暗くしました︒

自分の部屋へ蹄ってみた和尚さんは︑しば

部屋の中が︑いつもとは違ってみるやうに

まだなれない部屋なので︑︿略﹀︑思はず頭

部屋の中のにごった空氣が出て行って︑

七136

六476
六界7

屋が︑ぱっと明かるくなりました︒

六366

でしたか︒﹂

五368囹

上塗りの部屋へはいる︒

十梱4園
十悩8

別々

る部屋へ行ってみた︒

︵名︶1 別動隊編隊機長

へんたい

べつどうたいへんたいきちょう ﹇別働隊編隊機長﹈
へんたい

白い﹁はくさんいちげ﹂や︑深紅の﹁べ

にばないちご﹂などが︑諸々と入り看れてるた︒

十一923

十一442

別に

ンガラドン飛行場にせまり︑

十162図園 汝は︑別動隊編隊機長として︑近郊ミ べにばないちご ﹇紅花苺﹈︵名︶1 べにばないちご
﹇別﹈︵副︶5

からいと

六822晶質にこれといって︑送ってあげるやうな べにます ﹇紅鱒﹈︵名︶1 紅ます

べつに

ものもないが︑

八373園 別に︑望みはございませんが︑唐糸の身
代りに立ちたうございます︒

九備4囹 ただ一心にやってゐますので︑苦しいと
は別に思ひませんが︑困ることはよくあります︒

十206 今の地震は︑別に激しいといふほどのもの
ではなかった︒

﹇別別﹈︵形状︶1

を持って︑遊ぶわけではない︒

十踊7 遊ぶといっても︑別におもちゃや給本など
べつべつ

たりして︑

六616 ぼくは︑この二つを︑重ねたり︑別々にし
へとへと ︵形状︶3 へとへと

らくすると︑雪舟がかはいさうになりました︒

九㎜10

八悩1

思はれた︒

八⁝⁝8

整列して︑週番士官殿の來られるのを待ちます︒

三228 べんけいは︑へとへとにつかれてしまひ 七804団夜の鮎呼があるので︑めいめいの部屋で
ました︒

九203国密林を︑へとへとになって進んで行く時
にも︑おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れて︑
の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒

九鵬2 さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く

へる一へんじ

618

人の腹のへってみることを考へてくれない︒

十二525囹 おまへは自分のことばつかり考へて︑

出たかも知れないが︑

十二517圓 あんまりへったので︑つい︑うは言が

十一218口︒凶寄せ手いよいよ重なって︑木戸口の邊

木戸口の邊まで寄せたりけり︒

十一177図

十矯8

砂子を美しくまき散らしてみるのが見られます︒
賊の寄せ手七萬五千鯨騎︑︿略﹀︑一の

その邊を走ったり︑

十二柵8 桑畠の雪もだいぶ減って︑

その邊から︑︿略﹀残雪があった︒

切りそろへた髪が︑︿略﹀︑肩の邊にゆら

まで攻め來たる︒

︽へ︾

十一391

謬る

十一518図太平洋第二・第三艦隊は︑今や朝鮮海

へる

ゆら掛るのが︑目だつて美しく見える︒

﹇経﹈︵下一︶ 1

峡を脛て︑ウラジオストックに向かはんとす︒
十一926

﹇矢﹈︵名︶一 へろへろ矢
きよもり

へろへろや

まして平原にある友軍陣地からは︑それ

よ︒

十二衙4囹

その邊をあんまり遠いちやいけません

がどの邊にあるか︑ほとんど見當がつかない︒

十一槻4

どのことか候べき︒

十一605図圖 まして清盛などがへろへろ矢︑何ほ

ん

へん ﹇辺﹈︵名︶19 ヘン へん 邊δまんなかへ

六995園
いんだ︒

机の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細

﹇勉強﹈︵サ変︶4 勉強する ︽一

九脳エ囹勉強のため山東へ渡って行った︒
シ・ースル︾

べんきょう・する

小さい時から︑よく勉強しましたので︑

七841團毎日︑教練をしたり勉強したりして︑軍

六984

家のお手占ひをしながら︑一生けんめい

人としてのりっぱな精神を養って行くのです︒

九262国

に勉強することだ︒

べんけい

べんけいが上を切ると︑牛わか丸は下

ふりまはして

十一498園私がみなくなっても︑さびしがらない

﹇弁慶﹈︹人名︺7

で︑よく勉強してくださいね︒
べんけい

三226

その時︑牛わか丸は︑あふぎでべんけい

べんけいは︑へとへとにつかれてしまひ

へとびおります︒

三228
ました︒

三231

ヘンジ

返事■

ヘンジヲシマシ

へんじ

べんけいはかうさんして︑牛わか丸のけ

らいになりました︒

三234

落しました︒

べんけいは︑大きななぎなたをがらりと

のうでをたたきました︒

煙の色もへんだが︑煙の出るやうすに活氣

三232

なぎなたを

べんけいだ︒

三209囹

﹇変﹈Oほんのうじのへん

三222 べんけいは︑

へん

﹁へんなたこだ︒﹂
だから︑歩く時︑ああいふふうに頭が傾

切ってかかりました︒

三482囹その谷のおくから︑流れて図るのだ へん ﹇遍﹈ nVいっぺん・じつぺん・なんべん︒にさ
んべん

ニー42園 コノヘンデ︑ヒルネヲシヨウ︒

が︑そのへんでは︑小さな谷川だ︒

九728
がない︒

十二865園

これは︑へんなことになりをつた︒

いて︑へんなかっかうに見えるが︑

八帽2園

四892團圓

三833 長いひもをつけて︑首へかけると︑舟 へん ﹇変﹈︵形状︶5 へん 攣
はおなかのへんにかかります︒

﹁このへんが︑つれさうだね︒﹂

三958 そのへんが見ちがへるやうに︑明かるく
なりました︒
五442園

一めん黄色くなってゐました︒

五531 そのへんは萎畠で︑変のほが出そろって︑

マストだけが見えたので︑

六583園起きようとすると︑そのへんに︑酒の香 十二川12 あの愛にだだっぴろい艦橋の上の方と︑
がいたします︒

ペンキ

へんじ ﹇返事﹈︵名︶7
ペンキ

︵名︶1
一32一

ペンキ

七M5園 もうこのへんに︑海賊はみないはずだ︒

七628 このへんの敵のやうすを探るために︑

﹁ハイ︒﹂ト︑勇サンバ

みんな一度に走り出しました︒

五166 ﹁おうい︒﹂兵たいさんがへんじをすると︑

タガ︑マタネテシマヒマシタ︒

二995

ごへんじ

た︒

三年置も︑これでべんきゃうをしまし
二971園

た︒

二968園二年置も︑これでべんきゃうをしまし

八悩10 花の色で︑その邊が︑ぱっと明かるくなる べんきょう ﹇勉強﹈︵名︶4 べんきゃう 勉強
ほどです︒

九893 その邊の空に︑ひしゃくのやうな形に連な
つた美しい七つの星を︑さがすことにしませう︒
あま
九942 この邊︑︿略﹀天の川が︑夏の夜空に銀の

619
へんしんする一ほう

五589 大國主神は︑その神様に︑おたつねになり
ましたが︑へんじをなさいません︒

五864 この前︑みもんぶくろと︑みもん文を送っ
たので︑そのへんじであった︒

酒毒8 ノイツは︑まだ返事をしません︒
八3710 すると︑義仲からはすぐ返事があって︑

1

愛干する ︽一

︽ーセ︾

ほ

﹇穂﹈︵名︶7

ほ

穗■おかぼ

な船が︑三角の帆をあげて翻かに浮かんでみる︒

大きなすすきの穗が波のやうに揺れ︑

まった土地のあるのが見えました︒

三134 東の方のとほい︑とほいところに︑あ

この︑前の方のむしばは︑生えかはる

おくの方のは︑一生使ふだいじなは

もの間をおよぎぬけたり︑上の方へ

もの間をおよぎぬけたり︑︿略﹀︑下の

みんな庭へ出て︑宮城の方を昇みまし

も︑ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒

五683国毎日馬をかはいがってやると︑馬の方で

五511川は︑ずっと下の方に見えました︒

落ちたりしてゐますが︑

四819囹ぼくらの方が負けるかもしれない︒
四913團たこは左の方へかたむきます︒
四933團ほかのたこは︑下の方であがったり

鏡の方へよって來ました︒

四557 をんどりは︑︿略﹀︑急にひきかへして︑

んで︑都の方へたびたび通ひました︒

四132 焼鳥は︑たくさんの米や︑委や︑豆をつ

た︒

三946

方へおよいで行きました︒

三773 にいさんは︑ぼくの手をはなして︑深い

三753国沖の方から︑波がうねって來て︑

りぎりすのみる方へさし出しました︒

こゑのする方へ︑二足三足進みました︒
三716 私は︑手に持ってみた竹を︑そっとき

三703 ﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑私は︑そっと

方へななめに沈んだりしました︒

三638

浮かんで行ったり︑

三637

です︒

三412園

はですが︑

三411園

ころに︑あまった土地のあるのが見えました︒

四872園早く川の水でからだを洗って︑がま 三149 こんどは︑西の方のとほい︑とほいと

み

そのへんは遺贈で︑変のほが出そろって︑

のほをしいて︑その上にころがるがよい︒
五53r

ことしゃほう年︑穗に穂が咲いて︑

一めん黄色くなってゐました︒

おほみかみ

大神授けたまひし︑稻の穗のそよ

ぐかぎりは︑あし原の中つ國なり︒
わ せ
何よりも︑たんぼに早稻の穗が出そろって

十一鎚1

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒

九研8

九63図圏

五655圃穂に穗が咲いて︑

ちの小草も米がなる︒

九3910 話しかけられた人たちも喜んで返事をした 五655圃
︵サ変︶

り︑いろくなことを話したりしてくれます︒
﹇ 変針﹈

編成す

更に愛熱して南へ廻る︒

へんしん・する

十二川12

シ︾

﹇編成 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

十一517図 本志における海軍のほとんど全勢力を

へんせい・す

學げて編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑

オランダのホイヘンスといふ人が︑今まで
方

にない正確な時計を襲明しました︒
ハウ

ドヂャウハ︑ソコノハウヘシヅンデ︑ト

﹇方﹈︵名︶9一

キドキニョロリトウゴキマス︒

一593

ほう

八㎜5

へんたい ﹇編隊﹈︵名︶1 編隊与だいへんたい・ ホイヘンス ︹人名︺一 ホイヘンス
べつどうたいへんたいきちょう
十二加3 みごとな編隊である︒
べんとう ﹇弁当﹈︵名︶1 辮當■おべんとう
十一885 ここで辮當をたべる︑そのおいしいこと︒
へんりう
へんりゅうそくていき ﹇偏流測定器﹈︵名︶1 偏流

一一65圃トホクノ方ニ

ウイテヰタ︒

測定器

二297戸グチノ方ヘニグマシタ︒

へんりう

ナク

て行きました︒

三111
南の方から風が吹いて來て︑
三114さうして・どんぐ北の方へとばされ

の方へ 行ってしまひました︒

一而5汽車はだんだん小さくなって︑とほく

せんろの方へ 行きました︒

二悩7 ぼくたちは︑畠の中のみちを走って︑

一而1 とほくの方で音がしました︒

コエガシマシタ︒

一考5 ソノ時︑庭ノ方デ︑﹁ホウボケキョ︒﹂ト︑

十二㎜1 風に流される機の方向を正すため︑偵察
員は偏流測定器から目が離せず︑

十一川7 運河には︑いろくな模様をかいた小さ

六225 風を帆にいっぱいはらんで走る船が︑
もやう

一373 フネニハ︑ホガアリマス︒

ほ ﹇帆﹈︵名︶3 ホ 帆 しらほ

ほ

ほう一ほう

620

五853 夏は︑かんかんとてつた方が︑氣持がいい
と思った︒

す︒

五887 沖の方にも︑同じやうな旗が小さく見えま

五佃5さうして︑次の雲の方へ︑どんぐ走って
行きます︒

やまと

五餌7 その子どもは︑この時︑みんなからはなれ
ひうが

て︑前の方にある木のそばへ行きました︒
の方へお進みになりました︒

六42 神武天皇は︑日向をおたちになって︑大和
六129 私も︑何か鞭つだはうと思って︑おとうさ
んや︑おかあさんの方へ行きました︒

六134 おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を
まとめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒
六141 私は︑また弟の方へ行きました︒

六263 夏が來て︑海の方から︑そよそよと風が吹
いて來ると︑

六684 窓をあけて見ると︑西の方の空が︑まっか
にそまってゐます︒

りまじって︑遠くの方で聞えます︒

六705 半鐘の音︑サイレンの音︑人の聲などが入

べに

六田4 下の方は白で︑花の口もとのところに︑こ
い紅をさしてゐます︒

六悌3 班長は︑撃ち破られた鐵鳥網の方へ︑畑江
を向かせながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒

七106 私たちは︑︿略﹀︑子牛がねてみるやうな岩
の方へ行きました︒

やまと

と つがは

かうや

七907

二人ともとびこみの練習をしましたが︑本

七943

元帥の家の人々は︑手傳ひに︑その方へか

とびこみ塁の方へ泳いで行きました︒

田くんの方が上手でした︒

七㎜9

九901 さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を

い

す

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒

九939 北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五

つばかりの星はカシオペヤ座で︑

七㎜⁝6

今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑

くもは︑やがて後の方の足を動かして︑

だは︑すいくと前の方へ輕く進んで行った︒

細川2 もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから

なも同じだ︒

九979 ぼく一人かと思って前の方を見ると︑みん

七巡2

この糸を自分の方へたぐり始めました︒

けつけて行った︒

七価3

職をやったりした方がいいとは思はれませんか︒

九伽6園 飛行機に乗って敵地を爆撃したり︑空中

をしていらっしやいます︒

九柵3園 をぢさんは︑もう五年間もこの方の仕事

もし鋪れないなら︑むしろオランダ人と職
夜の明けないうちから︑北の方で︑銃聲が

つて︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒

七柵8
八591

北の方では︑二三日前に雪が降ったので︑

まるで失神したやうに︑かれはそこに突つ

たそがれの薄明かりをすかして︑五兵衛の

五十メートルほど後の方には︑帯のやうな

このおぼろ雲は︑天候の前兆としてはい

またそちらの方へ走って行く︒

よいよ悪い方だといひます︒

十一7310

識量11

耳を傾けたりしてみるのである︒

十筋9 遠くの方から響いて解るいろくな物音に︑

塑壕と︑︿略﹀灰色のトーチカが築かれてみて︑

ざんがう

十欄9

上塗りは︑二階の方がいいのです︒

十捌5園 下塗りは下の部屋でしますが︑中塗りと

知れません︒

十397 海といふより︑平原といった方がよいかも

十289 二人はく略V豆畠の方へ走って行く︒

行ってしまった︒

十279 とんぼはすいとそれて︑豆類の方へ飛んで

指さす方を一同は見た︒

十2410

立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒

十2210

遠い山の峯が白くなってみる︒

急な坂にかかると︑前の方で︑野田先生が︑ 九脳12

聞えました︒

八7810

石井先生も︑ずっと後の方から︑﹁しっか

﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲を掛けられる︒

八792

りのぼれ︒﹂と叫ばれた︒

野田先生が杖でさされる方を見ると︑なる
﹁︿略﹀︒﹂と︑石井先生が︑後の方から︑

ほどりっぱなスキー場で︑ジャンプ墓も見える︒

八801
八8010

沖の方は︑白くもやでかすんで︑見通しが

﹁みんな︑同じ方へ向かって泳いでゐま

止ったとたん︑するすると下の方へおりて

追ひたてるやうにいはれた︒

八992
來て︑

すね︒﹂

八撒6囹

九453

炭焼がまの裏の山道には︑丸太を並べた木

きかない︒

九767

馬屋の奥の方で︑幽翠が︑生まれたばかり
北より少し西へ寄った方に︑︿略﹀ひしゃ
くを立てたやうなかつかうになってゐます︒

九896

の子馬をしきりになめてやってゐました︒

九789

七556 右の方に︑林のやうに見える起重機llあ 馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ績いてるる︒
だいたふのみや

れは造船所です︒

七622 大塔宮は︑︿略﹀︑大和の十津川から高野
の方へお向かひになった︒

七883 残ったところは︑腹の下の方だけです︒

621
ほう一ぼうえんきょう

ｪ﹀︒﹂と︑後の方でいつしか悲鳴を

「〈

57る52
0

の方から︑進んで動いてくれます︒
くだもの

む︒

十一一㎜8

﹁︿略﹀ ︒ ﹂ の 報 が あ っ た ︒

ほ う ︵ 感 ︶ 6 ホ ウほう

十一一別10

時︑宮はさすがに御憤りをお感じになったが︑

十一一㎜10 慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達した

はんぎゃ く

へて一路機首を北へ向け︑

十633 反愛しつつあったわが隊は︑この報をとら

たちも︑安心して町へ蹄って來ました︒

九267 ﹁皇軍來たる︒﹂の報を聞くと︑︿略﹀住民

ほう ﹇報﹈︵名︶4 報5だいにほう

しゃほうだん︒こうれいほう・たいせんしゃほう

ほう ﹇砲﹈δこうかくほう・こうしゃほう︒こう

に暮れ残り︑

十一一鵬2 すでに太陽は没して︑西の方だけが眞赤

マストだけが見えたので︑

十二川12 あの愛にだだっぴろい艦橋の上の方と︑

﹁漕没︒﹂と︑急に 元 氣 な 號 令 を く だ し た ︒

十一一鵬9 艦長は︑︿略﹀︑西の方へ向かった時︑

スコールは東の方へ去って行った︒

十一一幽6 母は時々弟の方を見ては︑またせりを摘

ひをふくんだそよ風が流れて來る︒

十一篇2 陸地の方から︑果物の香氣のやうなにほ

三497園

ほう︑よいところへ氣がつきました︒

﹁ホウ︑ナニヲヤルカナ︒﹂

二才

︽ース

十一542図沈着にして熟練なるわが砲員の撃ち出

﹇貿易﹈︵名︶2

貿易

ぼうえき

貿易

す砲弾は︑よく敵艦に命中して尊志火災を起し︑

その以前から︑日本人は︑︿略﹀スマトラ
ぼうえき
あたりまで進出して︑貿易をしてゐました︒

ながさき

﹇貿易商﹈︵名︶1

へいざう

貿易商

ぼうえき・する ﹇貿易﹈︵サ変︶1 貿易する ︽ース

の船長として︑︿略V南支那へ通ってゐました︒

七川6 濱田彌兵衛は︑長崎の貿易商末次平藏の船

ぼうえきしょう

人や︑南支那から認る船と貿易をしたり︑

七川2 皇湾へも︑早くから往來して︑そこで島の

三聖10

﹁ほう︑ほう︒﹂といひながら︑かんし ぼうえき

一一827園

四187園

んして聞いていらっしゃいました︒
ほう︑おまへが世話をするといふのか︒

﹁ほう︑ほう︒﹂といひながら︑

九804園

四187囹

﹁ほう︒﹂

﹇坊﹈nVくいしんぼう

十347園

ぼう

細い棒の先にひもをつけて︑そのひ

奉安する

内宮・外宮の御神髄を奉安する御神木伐り

﹇砲員﹈︵名︶1

ばうゑんきやう

︵名︶12 望遠鏡 望遠

細長い望遠鏡のやうなものがあって︑

ばうゑんきやう

ぼくの望遠鏡をのぞいてもらった︒

長さ一メートルばかりの望遠鏡が︑三脚

ぼくは望遠鏡に目を近寄せた︒

出して見える︒

十367 望遠鏡の広い視野に︑月がくっきりと浮き

十366

十356園 りつぼな望遠鏡ですね︒

の上にのってみる︒

十354

すゑつけて︑︿略﹀代る代る観測をしてみる︒
きやく

十352 正男くんのうちでは︑もう縁先に望遠鏡を

を見張ってみる︒

九525 艦橋には︑望遠鏡を持つた国土潤筆が遠く

六667

いた望遠鏡が︑できるかもしれない︒

六631囹 これで︑いっか︑おとうさんのお話に聞

海の上を︑すっかり見渡すことができる︒

六316国

きょう

鏡与てんたいぼうえんきょう・ぼくのぼうえん

ぼうえんきょう ﹇望遠鏡﹈

るために︑

七麗2 日本船や支那船が︑貿易するのをさまたげ

つち
それを大きな鐵の槌が︑︿略﹀︑棒のやうに ル︾

まるい鋼鐵の棒の先についてみる︑するど
母が棒を取って︑とんとひやうしを取った︒

愛路少年隊には︑十一歳から十七歳までの
行進する︒

ほうあん・する
ル︾

法衣

平曲す

片岡・瓜生・東郷の諸隊はその退路を

﹇包囲﹈︵サ変︶1

︽ーセ︾

自分とても︑かれらを法衣の袖にくる

﹇法衣﹈︵名︶1

ほういん

絶ちて︑午前十時十五分まったく敵を包園せり︒

十一556図

ほうい・す

んで助けたいのは山々であるが︑

十二642園

ほうい

は︑︿略﹀高輪の御殿へお進みになってみた︒

たかなわ

十一147王の御なきがらを奉安する御ひつぎの車

始めの御惚は︑かくて終ったのである︒

九1610

﹇奉安﹈︵サ変︶2

かし
少年がみて︑︿略﹀︑樫の棒をかつぎながら堂々と

十㎜2

十339

い刃物が︑

八棚6

延したりして︑十分にきたへます︒

八979

もでこまの腹をたたきます︒

四529

十一佃4国晴れ晴れとして心の樂しい時には︑花 ぼう ﹇棒﹈︵名︶5 棒5かじぼう・てんびんぼう

い景色を︑西の方に見渡したことであらう︒

登り着いたぼくらは︑何といふすばらし

﹁︿略﹀︒﹂と︑前の方でまぜかへす︒

「〈

84
85

ｪV︒﹂と︑前の方で聲がする︒

るやうに聞えて縛る︒

十一779 遠くの方から︑小鳥の聲が枕もとへ流れ

十十
一一
93 85 ｝デ

十十

ぼうえんきょうでみたつき一ほうこう

622

十383 こんな小さな望遠鏡でさへ︑はっきり見え
るのですから︑

十二加6 銀翼に︑眞赤な日の丸がくっきりと争い

十403 この望遠鏡で見てもわかるやうに︑
て︑望遠鏡にうつって來た︒

ぼうえんきょうでみたつき ︹題名︺ 1 望遠鏡で見
た月

さつ

防火
方角

をぢさんのうちの方角と聞いて︑私は︑恐

わたしは見まひに行きます︒

六696
北極星は︑︿略﹀︑この星を見つければ︑す

しくなりました︒

九906
ぐ方角を知ることができます︒

ほうかん
﹇判官﹈︵名︶1

与えいほうかん・べいほうかん
はうぐわん

ほうがん

判官
はうぐわん

すでに大政を奉還したかれに︑逆心など

はうき

あるべきではないが︑
はうき
﹇伯書﹈︹地名︺1 二才

ほうき
いなば

はうき

一郎さんは︑はうきを持って︑外へ出て行

﹇箒﹈︵名︶3

はぎ
芝垣が︑萩のはうきでとんぼを追ひかける

﹇崩御﹈︵五︶1
こロつ

﹇防空演習﹈︵名︶1

かんしせう

昭和十五年九月六日︑防空演習で帝都は

防空演習

家茂はその陣中に興じ︑結いて杖柱とも

崩御まします

農夫たちは︑はうきを持つたり︑たいまつ

空監視哨

ぼうくうかんししよう︹俗名︺2防空監視哨防

夜のやみにとざされてるた︒

十一146

ぼうくうえんしゅう

頼みたまふ孝明天皇が崩御ましました︒

十二m6

︽ーシ︾

ほうぎょましま・す

を持つたりしたまま︑

十㎜5

と︑とんぼはすいとそれて︑

十277

つた︒

八号2

ほうき

作・因幡・伯書の五箇國をゆづらうと申し出た︒

さか

十酩2

みま
和睦の條件として︑︿略﹀備中・備後・美

十一一㎜1

シ︾

十一629図囹 御方の大將たる父判官の代官とし
十342 望遠鏡で見た月
て︑鎭西八郎爲朝︑一陣を承って堅めたり︒
ほうえんだんう ﹇砲煙弾雨﹈︵名︶1 砲煙揮雨
てい
十一141 砲煙淫雨の間︑王は︑彼我の戦況を御平 ほうかん・する ﹇奉還﹈ ︵サ変︶ 1 奉還する ︽一
ほうわうぼく

察になって︑作戦の御指導をなさったのである︒

ほうわうぼく

ほうおうぼく ﹇鳳鳳木﹈︵名︶1 鳳鳳木
や し
十一川5 目もさめるやうな緑の葉の椰子の木や︑
鳳鳳木などが茂り︑

さうち
ぼうおんそうち ﹇防音装置﹈︵名︶1 防音装置
さうち
九鋤4 ﹁あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵
橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えない︒
ほうか ﹇砲火﹈︵名︶5 砲火与ぼうくうほうか

十691 艦はすでに火災を起してみたが︑砲火はほ
とんど衰へない︒

わが駆逐隊・水雷艇隊は︑砲火をくぐ

十一537図敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし
が︑

十︻548口爾凶

つて敵艦にせまり︑無二無三に攻撃せしかば︑
火ををかしてのかけ足である︒

十二柵1 すべての材料は兵隊の肩へ載せられ︑砲
十二佃8 四々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し
﹇防火﹈︵名︶1

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒
ぼうか

﹇方角﹈︵名︶3

七研3 元帥は︑︿略Vみつから防火につとめた︒
ほうがく

六692園 火事は︑をぢさんのうちの方角だから︑

八312

二十三

防空砲火

防空監視哨⁝⁝⁝百二十七

かんしせう

防空監視哨

高度をさげて行くと︑敵艦は︑いっせいに

﹇防空砲火﹈︵名︶2

八枷1 二十三
十649

ぼうくうほうか

防空砲火は︑必死である︒

防空砲火を撃ち出す︒

き

のすけ

らかうづけのすけ

大石内藏之助を始め四十齢人が︑亡君淺

く ら

﹇亡君﹈︵名︶2 亡君

十659
ぼうくん

たくみのかみ

十一一582

砲撃

亡君の仇を報いたのは︑義には相違な

野内筆頭の仇︑吉良上野介を討って︑

﹇砲撃﹈︵名︶3

十二604園
いが︑

ほうげき

十916園 それに︑日本軍の砲撃の仕方が︑初めと

トラックや戦車は︑全部木かげにかくし

終りとでは︑ずるぶん攣って來ましたね︒

て︑敵の砲撃の目標になることを避けてみる︒

十一槻9

なほもわが重水艦は︑敵船の周覧をぐる

激しく敵を砲撃せしかば︑敵の艦列た

﹇砲撃﹈︵サ変︶1 砲撃す ︽ーセ︾

りとまはりながら︑砲撃を績けた︒

十二梱6
ほうげき・す

ちまち掛れ︑早くも戦列を離るるものあり︒

十一539図

方向

火は︑急に方向をかへて︑向かふへ向かふ

﹇方向﹈︵名︶10

七224

ほうこう

上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑すぐ方

へと︑もえ移って行きました︒

八662

向を見定めて︑矢のやうに飛んで行った︒

そって︑みんな同じ方向へ泳いで行きます︒

八田4 このたくさんの﹁いわし﹂が︑池のふちに

現れた時刻︑方向︑敵か︑みかたか︒

八麗5 一匹として︑反封の方向へ進むものはあり
ません︒

八欄3圃飛んでみる高さは︑方向は︒

八欄1圃

623
ほうこう一ほうしん

める人などが︑いっしよになって艦船を走らせる

十ニー210 かまをたく人︑認証する人︑方向を見定

んでもない方向にひびが入り︑
バウシ

ばうし

ふち

一日︑上膓土御門藤子は︑宮の御文を

じゃうらふ

望小

﹁天皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑若き血潮

﹇奉唱﹈︵名︶1 奉唱

ぼうしようざん

に︑大空の積齪雲をいうどりぬ︒
ぱうせうざん
﹇望小山﹈︹地名︺2 望小山

十175図魍

ほうしょう

奉持して︑東海道を西へのぼった︒

十二搬3

をの入れを終って︑奉仕の人々は︑一拝し ほうじ・する ﹇奉持﹈︵サ変︶1 奉持する ︽ーシ︾

て静かに祭場を退出した︒

九168

﹇帽子﹈︵名︶1一

ほうし・そせいほうし・のういんほうし
ぼうし

オトナノバウシヲカブッテ︑大キナカ

山

スル︾

えり

﹇奉唱﹈︵サ変︶1 奉唱する ︽一

ほうでう

﹇奉﹈︵上一︶3

奉じる ︽ージ・ージル︾

報じる ︽ージ︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑擾大器が艦内各部に報じ

﹇報﹈︵上一︶1

﹇砲身﹈︵名︶10 砲身

みを計ったり︑

八棚1 油をさしたり︑けづられて行く砲身のまる

ほうしん

た︒

十二㎜11

ほう・じる

学士を集めて︑激多してるたさなかであった︒

十914 その日もロシヤ皇帝の旨を奉じて︑部下の

生みのみわざに︑はせ参じてみるのである︒

十567 天皇陛下の大命を奉じて︑今こそ新しい國

築いて三度ときの聲を作った︒

九梱7 勝久を奉じる尼子勢は出雲に入り︑一城を

ほう・じる

集めにならうとして︑

七621大塔宮は︑北條見時征伐のため︑兵をお

だいたふのみや

1 北條高峯征伐

ほうでう

ほうじょうだかときせいばつ ﹇北条高時征伐﹈ ︵名︶

は︑思はず襟を正して︑

十二襯8

この國歌を奉唱する時︑われわれ日本人

ほうしょう・する

て待ち浸けた︒

九脳3園年寄つた母は︑毎日毎日望小山へのぼつ

ばうせうざん

にいさんのばうしをかぶると︑

九鵬9 熊岳城に近づくと︑望小山が見えだした︒

上屋の人たちが︑一生けんめいで︑ハンケ
ステッセル將軍は︑副官にいひつけて︑軍
帽子の下からわき出る汗が︑顔を傳って
﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが帽子を振りなが

しり

鐵かぶとに似た帽子をかぶり︑作業服・

ゆうがくじゃう

四166

ばうしには︑金で字が書いてありまし

た︒

び

ぼくらを見てにっこりしたので︑ぼくは

奉仕員

整備員が思ひきり帽子を振って見送って
﹇奉仕員﹈︵名︶1

奉仕員たち

奉仕員は︑︿略﹀︑左右左と三たび︑御神木
﹇奉仕員達﹈︵名︶1

奉仕得たちは︑目にしみるばかりの眞白な
齋服を着て︑定めの場所へ集って來た︒

さいふく

九156

ほうしいんたち

の根もとへ向かってをのを打ち込む︒

九166

ほうしいん

くれる基地の朝は︑

十二㎜9

帽子を取っておじぎをした︒

十二柵1

ちか足袋に︑尻あてといったいでたちである︒

た

十二77

ら︑ぼくらに叫んでみる︒

十一933

流れ落ちる︒

十一852

刀と︑帽子と︑手袋とを持って來させ︑

十86一

チや帽子を振ってゐます︒

七539

走って行った︒

五821

ぼくは︑帽子をかぶって︑いちもくさんに

四169

バンヲモッテ︑ハイッテ來マシタ︒

二405

帽子

十一一194 もし石の目を見まちがへれば︑石は︑と ほうし ﹇法師﹈︵名︶εいっすんぼうし・さいぎょう

へんりう

十二川12 風に流される機の方向を正すため︑偵察
ぐっと機の方向を愛へる︒

員は偏流測定器から目が離せず︑
十二㎜10

砲口

ほうこう ﹇奉公﹈5こうあほうこうび・ごほうこ
﹇砲口﹈︵名︶1

う・ごほうこうなさる
ほうこう

た︒

十二梱2 砲ロをじっと向けると︑敵船は急に止つ

ほうこく ﹇報告﹈︵名︶4 報告3せんきょうほう
こく

﹁︿略﹀︒﹂と︑人員の報告をされます︒

七808国 週番士官殿が見えると︑班長殿は︑

﹁敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒

十631 まさしく︑わが偵察機の報告である︒
十一527図

﹁嚢射用意よろし︒﹂の報告があってか

ら︑艦は西へ向かって全速で突進した︒

十一一脳6

ほうこく・する﹇報告﹈︵サ変︶4報告する︽一
シ・ースル︾

﹁︿略﹀︒﹂と︑垂直將校に報告する︒

十625 まさしく雲水艦の報告した地盛まで出たに

九534

は煮たが︑どこにも敵艦らしいものは見えない︒

十㎜10 急いで本隊に報告しようと思って走って行
くと︑向かふから列車が進んで下る︒

り出した︒

﹇奉仕﹈︵名︶2

奉仕

十躍8 急いで報告しようと決心し︑いっさんに走
ほうし

かに 祭 場 へ 進 ん で 行 く ︒

奉仕の人々は︑︿略﹀︑祭具やお供へものを
ささげて︑謡

九1510

ほうじん一ほうだん

624

八梱3 砲身の長さと︑まるみとが︑きちんとそろ
つて來ると︑

八棚8 するどい刃物が︑︿略﹀砲身の中へ︑ぐい
ぐいとくひ入って行きます︒
けられて行きます︒

八棚10 一センチ︑ニセンチと︑固い砲身に穴があ

八皿4 砲身の中には︑きらくと鏡のやうにかが
やいた︑砲弾の通る路ができあがります︒

でに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑︿略﹀申しあげた︒

すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられた

だけで︑やがて御退出になった︒

十二627

このことが法親王のお耳にはいった︒

に︑將軍家のなぞがお解けにならなかったとは︒
十二636

法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せら

防水具

︽一

この夜感激の軍艦行進曲が︑遥か祖國の
いちおくどうはう

遠く大戦果は︑一億同胞に︑いな大東亜

十億の民族に︑全世界に︑かく放送されてるる︒
はうたい
﹇包帯﹈︵名︶1 絹帯

中帯は日に何回となく取り代へ︑

はうたい

十二伽10

ほうたい

び

ほうだん

もう一度くり返されると︑砲身の中には︑

さくれつ

ぬ

すきまもなく炸裂する砲弾を縫って︑たち

十908園

さすがの要塞も︑あの砲弾にはかなひま

しかし︑日本軍の二十八サンチの砲弾に

﹁ダーン︒﹂と音をたてて︑敵の砲弾が兵

沈着にして熟練なるわが砲員の撃ち出

そこには︑まだ砲弾が飛びかひ︑敵兵が︑

にみごと命中して︑吃水線に穴をあけた︒

きっすゐ

十二梱4 わが漕水艦から撃ち出した砲弾は︑船腹

が飛んで來る中で︑平然と行はれる︒

十二佃9 作業が︑砲弾が飛び︑ねらひ撃ちの銃丸

︿略﹀︑工兵隊をねらひ撃ちして來る︒

十二佃4

す砲弾は︑よく敵艦に命中して績績火災を起し︑

十一542図

さくれつ
士の目の前で炸裂し︑

十榴9

せんでした︒

は︑弱りました︒
えうさい

十911囹

めに︑影も形もなくなってみた︒

十835 附近の家屋といふ家屋は︑爾軍の砲弾のた

まち爆揮を投下した︒

十6410

固くふさぐものも必要です︒

八鵬1 砲弾を込めて撃ち出す時︑砲身の根もとを

︿略﹀砲弾の通る路ができあがります︒

八十5

れるのです︒

八剛4 次には︑砲弾を撃ち出す通路が︑切り抜か

出すやうな︑︿略﹀大砲にはならないのです︒

八㎜2 さうしなければ︑︿略﹀大きな砲弾を撃ち

﹇砲弾﹈︵名︶14 砲弾

十二632園法親王はおえらいお方と承ってみたの ほうたい ﹇奉戴﹈ 呂だいごかいだいしようほうたい

十二637
れた︒

﹇防水具﹈︵名︶1

二才

船長の聲に︑防水具に身を固めた若者た

﹇宝石﹈︵名︶1

空を仰ぐと︑たくさんの星が︑まるで燕石
ぼう然

めざす色はたやすく現るべくもあらず︑

﹇呆然﹈︵副︶2

放送局呂とう

讐者は︑ばう然としてほとんど手のくだ
n▽ラジオほうそう

円放送局﹈︵名︶1

放送する

今︑言意を放送してみるところです︒

4

ラジオを敵の陣地へ放送する宣傳班員は︑

︵サ変︶

放送局のアンテナが︑空高くうつりました︒
﹇放送﹈

六襯4園

十二脳3

東京から放送されて來た︒

十二㎜9

︿略﹀︑籏聲器の貼検をしてみた︒

十一梱一

サ・ーシ・ースル︾

ほうそう・する

六芸5

きょうほうそうきょく

ほうそうきょく

ほうそう

しやうも知らない︒

十二695

︿略﹀ただぼう然として︑歎息するばかりなり︒

十449図

ぼうぜん

をちりばめたやうに美しくかがやいてゐます︒

九875

ほうせき

ちが︑船室から出て來る︒

十一㎜9

ぼうすいぐ

八慨7 このやうに︑いろくな仕事を重ねて︑や ぼうず 尋てるてるぼうず・てるぼうず
つと一本の砲身ができあがるのです︒

八撹9 しかし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大
この砲身をのせる︑︿略﹀皇もいります︒

砲がすっかりできあがったとはいへません︒
八皿10

八佃1 砲揮を込めて撃ち出す時︑砲身の根もとを
固くふさぐものも必要です︒
の上で︑砲身を空へ向け︑

八鵬6 しあげを終ると︑高射砲は︑まるい鐵の皇

じん

ほうじん ﹇邦人﹈︵名︶5 邦人←ざいりゅうほう
十二229 學校から︑黒山のやうな邦人の群が︑わ
あっとなだれを打って道路へ押し出して來た︒
狂喜してこれを迎へたのであった︒

十二231 約八千の邦人が︑皇軍の入城を知って︑

十二236 校舎の中から︑どっとばかりに四千名の
邦人が出て來た︒

十二242 林のやうに静かになってみた邦人の間か
ら︑嚴かに君が代の合唱が起つた︒

十二244 勇士も︑校庭に居並ぶ邦人も︑︿略﹀︑泣
きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒

ほうしんのう ﹇法親王﹈︵名︶5 法親王■りんの
うじのみやこうべんほうしんのう
十二6110 綱吉は︑法親王に種々御物語をしたつい
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ほうちょう一ほうぼく

い︒

﹇包丁﹈︵名︶1

はうちゃう

十二梱6 撃ち出す砲暉は︑ 一畿も目標をはつれな
ほうちょう

四悩8 大きなはうちゃうで︑一きれ一きれ切取っ
て︑責ってみる店もあります︒

ぼうっと ︵副︶2 ぼうっと

十一柵3 驚きと感激でいっぱいになって︑ただぼ
うつとして︑ひき終ったのも氣つかないくらみ︒
日の出などは︑︿略﹀︑ぼうっと赤く︑大

﹇奉天﹈︹地名︺2

奉天

きくもえあがって︑静かな海面に摺るのである︒

十二蹴12
ほうてん
ほくりょう

3

五655圃

ことしゃほう年︑穂に穗が咲いて︑

豊年満作

︽ース

ナチブ山の頂には敵の砲兵観測所がある

方法与じっこうほうほ

いろくな方法で︑このことを調べてみま

﹁草木﹂と﹁久佐幾﹂と二つの方法をい

つしょにしたのである︒

十一伽3

十一伽9 安萬侶は︑いろくの方法を用ひた︒

八鵬6囹何かで︑験してみる方法はなからうか︒

すと︑やはりさうであることがわかりました︒

八113

う

ほうほう ﹇方法﹈︵名︶4

が︑

十一盟一

観測所

み ほうへいかんそくじょ ﹇砲兵観測所﹈︵名︶1 砲兵

村はそう出の大祭︒

﹇豊年満作﹈︵名︶1

﹁おお︑今年こそは豊年だ︒﹂

村では︑豊年を祝ふよひ祭の支度に心を取

ちの小草も米がなる︒

十212
られて︑

十鋤6囹

ほうねんまんさく
奉納

としも豊年満作で︑

﹇奉納﹈︵名︶1

六187團
ほうのう

はちまんぐう

奉納する

奉納の識神は︑頼朝を始め舞見物の人々が︑

つるがをか

﹇奉納﹈︵サ変︶1

何千人ともなく集りました︒

八358
ほうのう・する

ほうび

九856園 ﹁ほうほう︒﹂と聲を掛けて︑手のひら

一385圃 ホウホウ︑

一381圃 ホウボウ︑

ホタルコイ︒

ホタルコイ︒
防波堤

﹇防波堤﹈︵名︶2

﹇褒美﹈︵名︶2
らう︒

はうびδごほうび

︵サ変︶

1

防備する

︽ース

頼朝は︑唐糸を許した上に︑萬壽には︑た
﹇防備﹈

くさんのはうびを與へました︒

八438
ぼうび・する
ル︾

月明かりだったので︑海岸を防備する敵軍
︵名︶

2

ハウ兵

砲兵

ほうぼう

方々のへやをまいて歩くと︑

﹇方々﹈︵名︶4 方々

四963

五112国方々を見物して︑二見へ來ました︒

方々で︑官軍が︑ひやうらうの道をふさい

知ってみるが︑

五595園 おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよく
七614

はうぼう

少し愛つたのが﹁はうぼう﹂です︒

︵名︶1

だので︑賊はすっかり弱った︒

八価1

ほうぼう

﹇だ ﹈︵副︶1 ぼうぼう

﹇放牧﹈︵名︶4

放牧

六月になると︑母馬につけて︑近くの牧場

へ放牧にやることになりました︒

九822

ほうぼく

が延びてみる︒

九194国 日にやけた眞黒な顔に︑ぼうぼうとひげ

δこう ぼうぼう

は︑いち早くわが船團の近づくのを感知した︒

十悪5

﹇砲兵﹈

じょうほうへいしれいかん・りくぐんほうへいたい

ほうへい

﹁ボクハハウ兵ダヨ︒﹂

で憂く首やせなかをなでてやると︑

さあ︑港の口の防波堤へ來ました︒

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納す ほうほう ︵感︶3 ホウボウ ほうほう

みなもとのよりとも

ル︾

奉天に着いた︒

九鋤11

八349

七562

ることになって︑舞姫を集めました︒

九㎜2 奉天はまことに平な大都市で︑ただ雪降
ぼうはてい

たう

ほうたう

の松林が小高く見えるだけである︒
ほう
ほうとうおきのかいせん ﹇豊島沖海戦﹈︵名︶2 豊

島沖の海戦 豊島沖の海戦

でず︑

十119國国聞けば︑そなたは豊島沖の海職にも出 八949 大阪港は︑防波堤が遠く績き︑

一同残念に思ってみる︒
奉讃

十141園豊島沖の下職に出なかったことは︑言開 八369囹 はうびは︑望みにまかせて取らせるであ
﹇奉読﹈︵名︶2

七816国 静かな夜の兵螢のどの室からも︑力強い

ほうどく

奉誼の聲が聞えて重るのは︑この時です︒

︵サ変︶

奉讃する ︽一

七817国 勅論の奉誼がすむと︑班長殿から︑いろ
﹇ 奉 読﹈

いろな命令や注意などを受けます︒
ほうどく・する
サ・ーシ︾

ちょくゆ

二601囹

い

七814圏 軍人勅諭を奉讃します︒
十553 君が代の奏樂ののち︑うやうやしく三園さ

みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列
をしいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒

十一搬10

十552 宣戦の大詔が︑ラジオを通して奉讃された︒
れるのを︑私たちは︑かしこまって聞いた︒
ほうねん ﹇豊年﹈︵名︶3 ほう年 豊年

ほうほけきょ一ほおりのみこと
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き丈夫になりました︒

ばう

﹁ほうら︑もうちきだ︒﹂

﹁ほうら︑こんな大きな︑赤い花が二つ
放列

みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列

﹇放列﹈︵名︶1

﹇渡覆草﹈︵名︶1

はうれん草

まっさきに

はうれん草の畠が︑青々としてみる︒
︽ーエ︾

ほえて︑

ほえる

ほほ
ほほ 頬

わんわんと

﹇吠﹈︵下一︶1

犬も

﹇頬﹈︵名︶6

ボーイがさういって來たので︑︿略﹀﹁あじ

ほほ笑む

︽ーミ・ーン︾

手紙を書いて︑︿略﹀︑ボーイに頼んだ︒
﹇頬笑﹈︵五︶3

げてくれたをぢさんは︑よい人だつた︒

十491圏 垣根越しに︑ふとほほ笑んで︑︿略﹀︑投

い會見所の情景にほほ笑んだが︑

十844 下見分をした乃木將軍は︑陣中にふさはし

n頬擦﹈︵名︶1

ほほずり

移れる中佐︑

飛び

十二宙7 妹に︑ほほ笑みながら私はかういった
ほおずり

今はとボートに

ボートn▽モーターボート

母は︑子にほほずりをしました︒

︵名︶2

九319
ボート

船を捨てて二隻のボートに乗り移った︒

たちまち失せて︑

八881図圃
來る弾に
十一一捌8

ホームへ出ると︑風がつめたい︒

︵名︶一 ホーム

九川9

ホーム

ほをりの命﹁にいさん︑お願ひがありま

ほをりの命﹁にいさんは︑毎日海へ出て︑

ほをりの命﹁さうです︒

五糊5 ほをりの命﹁ちっとも︑つれなかったんで

五㎜3 ほをりの命﹁まことにすみません︒﹂

五伽5 ほをりの命﹁どうして︑つれないのだらう︒

五伽1 ほをりの命﹁ありがたうございます︒

五桝8 ほをりの命﹁ほんたうですか︒﹂

五枷3

だけ︑私につりをさせてください︒﹂

五楢9 ほをりの命﹁さうおっしゃらないで︑今日

す︒﹂

五器7 ほをりの命﹁たった︑一日だけでいいので

せてくださいませんか︑︿略﹀︒﹂

五伽4 ほをりの命﹁今日一日だけ︑私に海へ行か

がね︒﹂

五伽2 ほをりの命﹁そこで︑お願ひがあるのです

魚を取っていらっしゃる︒

五伽6

す︒﹂

五伽4

兵は︑しばらく鳩のからだにほほをすりつ ほおりのみこと ﹇火遠理命﹈︹話手︺25 ほをりの命

明かるい日光が︑小鳥の羽に︑草花の葉に︑

子どものほほに降り注ぎます︒
ほほ
朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒
ほほ
そよ風が頬にここちよい︒

頬を傳ふ涙を彿ひもせず︑
ほほ

うれし涙が頬を傳って流れる︒

ボi
船の汽笛が﹁ボー︒﹂とひびきました︒

︵感︶2

﹁ボー︒﹂と︑力強い汽笛が︑突然この静
ボーイ
車掌さんが︑ボーイに︑﹁︿略﹀︒﹂といひつ

︵名︶3

ほおえ・む

九㎜2

あ﹂のスタンプを二つ押してもらった︒

九獅8

けてるた︒

九川10

ボーイ

かな港の空氣をゆり動かす︒

九462

六梱9

ぼ一

十一一網12

十二244

ほほ

十一7910

九459

八悩5

けて︑途中の無事を祈った︒

八655

ほお

走って行きました︒

三124

ほ・える

九購2

ほうれんそう

をしいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒

十一旧1

ほうれつ

咲いた︒﹂と︑にこにこ顔︒

五827園

三266囹

九8210 放牧に出してから︑北斗のからだはめきめほうら︵感︶2ほうら

あさぎり

九843 今年も︑六月から放牧に出しましたが︑

九鵬6 朝霧の中で︑放牧の馬が︑露をふくんだ草
をおいしさうにたべてみる︒

きょ ほうほけきよ

ほうほけきょ︵感︶5ホウホケキョほうほけ

﹁ホウホケキョ︒﹂トナキマシタ︒

ちいち

一一柵6 ﹁ホウホケキョ︒﹂ト︑ナクコエガシマ
シタ︒

二棚7

五131圃 小鳥のおんがくほうほけきょ︑
い︑ぴびい︑ほうほけきょ︒

五132圃 ちいちい︑ぴびい︑ほうほけきょ︒
十一465 庭では︑うぐひすが︑美しい聲で﹁ほう
ほけきよ︒﹂と鳴い た ︒

ほうめん ﹇方面﹈︵名︶1 方面5きゅうしゅうほ
うめん

十二318 いつれも﹁仁﹂の一部の説明で︑その行
ひやすい方面を述べたのである︒

雑物殿

ほうもつでん ︹題名︺1 寳物殿

十71
ほうもつでん ﹇宝物殿﹈︵名︶1 蔓物殿

十75図 寒いとはるかなるかなたに︑直物殿を望
む︒

ぼうや ﹇坊﹈︵名︶5 バウヤ ばうや

二384圏バウヤハヨイ子ダ︑ネンネシナ︒
二386團バウヤノオモリハ︑ ドコへ行ッタ︒
二撹4圏 つくしのばうやは 目がさめた︒
のぞいたら︑

二鵬3圃 土手の土 そっとあげて︑ つくしの
ばうやが

十二襯1圃 ねんねんころりよ︑おころりよ
やはよい子だ︑ねんねしな︒
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ほおりのみこと一ほか

す︒

五㎜8 ほをりの命﹁つりばりを︑魚に取られてし
ほをりの命﹁ さ う で す ︒ ﹂

まひました︒﹂

五梱1

いたします︒﹂

五梱3 ほをりの命﹁どんなことでもして︑おわび
五梱6 ほをりの命﹁ほんたうに︑申しわけがあり
ません︒

五欄3
ほをりの命﹁ さ う す る と ︒ ﹂

ほをりの命﹁きれいな御殿︒

を︑魚に取られて︑困ってみるところです︒﹂

五鯉5 ほをりの命﹁にいさんのだいじなつりばり

五欄8

五価3
ほをりの命﹁ああ︑うまい水だ︒

ほをりの命﹁水を一ぽいください︒﹂

五悩6 ほをりの命﹁ははあ︑この木のことだな︒
五柵3

ほをりの命﹁さうです︒

ほをりの命

ら︑つりばりがなくなってしまひました︒﹂

五㎜1 ほをりの命﹁じつは︑海でつりをしてみた
五慨4
ほをりの命﹁あ︑これだ︒
﹇火遠理命﹈︹人名︺10
みこ と

五粥2
ほおりのみこと

はおとうとこ︒

五二4囲 ほでりの命はおにいさま︑ ほをりの命
五旧1 ほをりの命が︑つり竿をお引きあげになる︒
五麗1 ほをりの命は︑海べで泣いていらっしゃる︒
五掛4 ほをりの命は木を見あげながら︑

五鵬1 女は︑井戸から水をくんで︑ほをりの命に
さしあげる︒

五髄1 ほをりの命は︑ぐっとお飲みになって︑
五田5 海の神様が︑ほをりの命をおつれ申して︑
出ておいでになる︒

五音7 ほをりの命は︑腰をお掛けになる︒

五鞭8 海の神様は︑ほをりの命の前にひざまつい

て︑

五柵3

ほをりの命は︑思はずにっこりなさる︒

ボールがみ ︵名︶一 ボール紙
つつ
見たまへ︑筒はボール紙だらう︒

十358園

ボーン

分銅がどらに當る︒﹁ボーン︒﹂と︑かはい

︵感︶一

十二4

ぼ一ん

らしい音をたてる︒

ほか﹇外﹈︵名︶39ほか外面もってのほか

つけてあったほか

私は︑またほかのきりぎりすをさがさ

うと︑草を分けて行きました︒

三739

さうして︑自動車に

の車を持って來て︑とりつけました︒

三899

でも︑この木は︑切るよりほかにみ
﹁おや︑自分のかげを︑ほかのをんど

ちがあるまい︒

四88園
四564園

りと思ってみるのだな︒﹂

四933国ほかのたこは︑下の方であがったり
落ちたりしてゐますが︑
すが︑そのほかには︑何のかざりもありません︒

五107團金いろのかなぐが︑きらくとしてゐま
自分の馬が︑ほかの馬にくらべて︑少し
これらのほかに︑みかたの滞水艦どうし

でもきたないと︑何だか馬にすまない氣がする︒

五679團
六326国

一通りではとても勝てない︑だまし討ちに

で︑信號しあふ機械がある︒

七203

その時︑ノイツは城外の別館にゐましたが︑

するほかはないと思ひました︒
つうやく

七稲1

ノイツは︑︿略﹀荷物や︑武器・船具︑そ

通課や︑そのほか島人の者がそばにるました︒

七帰一

また︑時にあらしや︑そのほかの思ひがけ

のほかすべての物を返すことを約束しました︒

八95

ない災難に︑あはないともかぎりません︒

まはりの草を取ったり︑肥料をやったり︑

このほかまだありますから︑さがしてご

そのほか︑いろくせわをしてやるのです︒

八163

八202国

通信は︑ただ鳩にたよるほかはなかった︒

らんなさい︒

﹁かれひ﹂﹁たこ﹂︑そのほか名前を始めて

八652
八備8

聞く魚が︑たくさんゐました︒

もくれないといったふうです︒

八嗣1いういうと泳いで︑ほかの魚などには︑目

八価8 ほかの魚は︑腹を下にし︑背を上にして泳

ぎますが︑﹁かれひ﹂は︑

一人の戦友が突然歌ひだすと︑ほかの職

八鵬1 やなぎの木が︑ほかの木よりも早く目をさ
まします︒

九241国

友だちも聲をそろへて︑

ほかの班のものは︑まだ床についてみる︒

宿舎のほかには︑目をさへぎる何物もない︒

くだけは︑最後までどうしても泳がうll

九㎜7 おくれたって︑ほかの人がやめたって︑ぼ

九踊4

九η6

十134園 おかあさんの心は︑感心のほかはない︒

ほかのことを考へないで︑みっしり仕事

は︑一時何物も見えなかった︒

十259 雲のやうに山手へ突進して來た水煙のほか
十741園

しんぼう

あれほど守り績けた辛抱強さには︑敬服

をやってくれ︒

のほかありません︒

十906囹

十掴9 ﹁こく﹂﹁みん﹂と讃むほかに︑﹁くに﹂

﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大

﹁たみ﹂とも讃みます︒

部分の漢字は一つの音で讃みますが︑

十価5

十槻7 言書の響きのほかに︑船腹に當る波の音が

ものすごく聞え︑

このほかに吉事がある︒

十一127園 いや︑ほかでもございません︒

1

ぼかしあげる

あったかい日に︑

ぽかぽか

ぽかぽかと

︵副︶3

二撹2團
﹁地の下には︑枯れた葉などが入れてあ

ぽかぽか

六佃9園
薄日がぽかぽかとせなかを温める︒

るから︑夜もぽかぽか暖いよ︒﹂

十一909

ぽかりぽかり

どこからか︑カナリヤのさへづりが朗か
︵副︶1

こうくうぼかん︒

その煙の中に︑ぽかりぽかり︑わら屋根が
母艦

こがたこうくうぼかん・てきこうくうぼかん

沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の
雷爆撃を相手に︑敢然と戦ひぬき︑

十二珊4

荒鷲部隊は︑決死母艦を離れ︑︿略﹀︑敵

航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒

十二別11

十三6

﹁木刀﹂﹁木目﹂の﹁木﹂は︑﹁ぼく﹂とも︑

ぼく

﹁ぼく﹂とも︑﹁もく﹂とも讃みます︒

﹁もく﹂とも讃みます︒
十柵6

ボク

﹁585園

ボクノカチニキマッテヰルナ︒

ボクハ︑エビトドヂャウヲトッタ︒

ボクハ︑︿略﹀シャセイヲシマシタ︒

﹇僕﹈︵代名︶備

ニー31園

﹁ボクガトッテアゲヨウ︒﹂

一447

ぼく

二267園

オカアサンモ︑ボクモ︑弟モ︑ ハタケニ

ボクハ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑

出マシタ︒

二336
R

ホ兵ダヨ︒﹂

シャシャウハ ボクダ︒

キ兵ダヨ︒﹂

ハウ兵ダヨ︒﹂

センシャ兵ダヨ︒﹂

工兵ダヨ︒﹂

カゥクウ兵ダヨ︒﹂

シチョウ兵ダヨ︒﹂

三88園

二梛7囹

ぼくは︑せんかんが大すきです︒

﹁こんどは︑ぼくのをとばすよ︒﹂

﹁ぼくも汽車にのりたいなあ︒﹂

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑金魚や

﹁ぼくが︑持ってかへるよ︒﹂

ぼくは︑そのだいの上に︑そっとガラ

にいさんは︑ぼくの手をはなして︑深い

方へおよいで行きました︒

三773

はいりました︒

三771 にいさんとぼくが︑手をつないで︑海へ

スばちをのせました︒

三628

三619 ぼくはそろそろとあるきだしました︒

三618囹

さんが笑ひました︒

三611

ました︒

三605ぼくはそれを持って︑じっと金魚を見

をのりまはしてみたい︒

三339園ぼくは︑あれにのって︑せかい中の海

三333園

﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒

二皿6 ぼくは︑さっき見た牛の ことを考へて︑

車の かずがわからなく なりました︒

二柵4 ﹁おや︒﹂と思って みる間に︑ぼくは︑

二583園 ﹁ボクハ
二592園 ﹁ボクハ
二601園 ﹁ボクハ
二605園 ﹁ボクハ
二611園 ﹁ボクハ
二621園 ﹁ボクハ
二631園 ﹁ボクハ

R圃

S4 R6

二丁10

十一181図 そのほか︑︿略﹀︑射手とおぼしき者ど
も︑︿略﹀︑矢束ね 解 い て 待 ち か け た り ︒

十一325 昔ながらの美風が︑ことばの上に反映し

この歌を聲高く白んで︑︿略﹀ほがらか

な︑つつましい心を味はひたいものです︒

十一価7

ほがらか ﹇朗﹈︵形状︶4 ほがらか 朗か
たのにほかならないのである︒
キンセウ
十一574図圖 損失・死傷ノ僅少ナリシバ︑歴代神 十一829 きのふの雨はからりと晴れて︑太陽は︑
ヨ
ほがらかにこの温泉の谷間を照らしてみる︒
窯ノ加護二由ルモノト信仰スルノ外ナク︑
パパイヤなどもあって︑

十一㎜8 そのほか︑パイナップルや︑ザボンや︑

帆かげ

﹇母艦﹈︵名︶2

浮いて見える︒

十292

ぽかりぽかり

に聞えて來る︒

十二鵬3

に天上に響き渡った︒

十二337囹 ほかの弟子は︑教へについていろく 十二573 とたんに︑妙なる樂の音が起って︑朗か
質問もし︑

十二728 ほかの醤者二人も︑何くれとこの手術を
手活つた︒

十二襯10 この國歌に歌はれてるることばも︑また

ほくわく

︽ーセ︾

﹁米砲艦捕獲︒﹂とか︑矢つぎ早の勝報 ぼかん
捕獲す

ほくわく

﹇ 捕 獲 ﹈ ︵サ変︶−

十548園

わが尊い鴬語にほかならない︒
ほくわく
ほかく ﹇捕獲﹈︵名︶1 捕獲

である︒
ほかく・す

﹇帆影﹈︵名︶1

十一565図 敵艦の大部分は︑わが艦隊のためにあ
ほくわく
るひは撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑
ほかげ
がうつってた︒
﹇量上 ﹈

︵下一︶

八688間ゆらりゆらゆら︑春の水︑白い帆かげ ぼく 2 ぼく 木

︽ーゲ︾

ぼかしあ・げる

あげたやうです︒

七獅9 空は赤から金に︑金からうす青に︑ぼかし

十519圃白い御飯から︑あたたかいみそ汁から︑

ほかほか ︵副︶1 ほかほか
ほかほかと︑立ちのぼる湯氣を見つめながら︑

一一
一一

一【まく
1まカ、く

628

629
ぼく一ぼく

淺いとこ
三774 ぼくは︑まだおよげないので︑
ろで水をとばして遊びました︒

よ︒

三821園 ﹁ぼくはたぬきにしよう︒﹂
三834囹さあ︑ぼくはうさぎ︑君は たぬきだ
三837囹
ぼくがたぬきか︒
三852囹おうい︑うさぎ君︑ ぼくの舟は︑なん
だか重くて進まないやうだ︒

三859囹ぼくの舟に︑水がはいって湿た︒
して︑だれかうちへはいって羨ました︒

四136 ぼくが本を讃んでみると︑くつの音が

﹁ぼくも大きくなったら︑海軍だよ︑

とび歩きました︒

四154 ぼくはうれしくて︑にいさんのまはりを
四159囹
にいさん︒﹂

た︒

四164 にいさんはぼくの頭をなでてくれまし

多いか︑ くらべてみょうではないか︒

四166ぼくはうれしくてたまりません︒
四189ぼくはにいさんと並んでねました︒
四292二人がぼくを追ひこしました︒
四294ぼくは一生けんめいに走りました︒
四298ぼくはむ中で走りました︒
四312ぼくはおしまひまで走りつづけました︒
四813囹君の仲間とぼくの仲間と︑どっちが

ながらとんで行くから︑

四822囹
ぼくが︑君らのせなかの上を︑かぞへ

四931国だれのたこだって︑ぼくのたこの足
もとにもよりつけません︒

四934国ぼくのたこは︑高い空に小さく見え

きまりが

わるかったが︑

六667

ぼくは︑とくいだった︒

ぼくの望遠鏡をのぞいてもらった︒

つれて來た︒

六676

六677園ぼくが︑考へて作ったのです︒

﹁ぼくにも︒﹂といって︑かはるがは

ぼくは︑はだしで庭へ出た︒

六958

ぼくは︑山の上に立ちあがって︑その旗を

ぼくは︑まつ先にのぼりかけた︒

六948ぼくがころぶと︑二三人が︑ばたばたと倒

六933ぼくは︑友田くんをめがけて投げた︒
六937友田くんも︑ぼくをねらふ︒
六939たまが飛んで來て︑ぼくの胸にあたった︒
六947ぼくが︑山をのぼりかけると︑

る︑はきました︒

六878国園

六田7国肉 ぼくに︑ちょっと︑はかしてくれ︒

ぼくも次郎も︑うれしくてうれしくて 六829園 ﹁ぼくは︑これを入れよう︒﹂

て︑すわったやうに動きません︒

四943国

ぼくは︑少し

ぼくは︑早く晩になればよいと思ひま

たまりません︒

四953
した︒

四961

︿略﹀聲をはりあげて︑豆をまきました︒

四971ぼくもおもしろくなって︑だんだん大
きな聲を出しながら︑豆をまきました︒
五787

ぼくの手先より二十センチも高い︒

六961

五712園ぼく︑立ってゐますから︒
五796

これもぼくが植ゑたのだと思ふと︑何だか

今では︑ぼくよりもずっとせいが高いが︑

六969

ぼくの肩をたたく者がある︒

みんなが︑ぼくのところへ寄って來た︒

ふった︒

れかかって來た︒

五811

五809

六972

かはいい氣がする︒

さうだ︑ぼくも行ってみよう︒

﹁先生︑ぼく︑早くなほつて︑學校へ行

﹁ぼく︑こんなおもしろいものを見つけ

つづいてぼくのが

小野くんと︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲

﹁今度は︑ぼくが取ってみせるぞ︒﹂

五815

六973園

七267園

たよ︒﹂

七113囹

海に落ち︒

七55圃弟の石が海に落ち︑

よく教室へ蹄って行った︒

六977

ぼくは︑帽子をかぶって︑いちもくさんに
走って行った︒

五821

おかあさんと︑ねえさんと︑ぼくと三人で︑

ぼくは︑この二つを︑重ねたり︑別々にし

ぼく︑行ってみたくなりました︒

えん日へ行って︑すず虫を買ってかへった︒

五855
六455囹

六615

ぼくはおどろいた︒

たりして︑

六624

おとうさん︑ぼく︑君が代を歌ひます︒

きたいのです︒﹂と︑徳坤はいひました︒

ぼくは︑十三メートルないと思ふ︒

かう思ひつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし

七282園

六632

七664園

四838囹 ぼくはここへ︿略﹀來たかったのだ︒
四899團 ぼくはだまってゐました︒

六666

六658

ぼくは︑おかあさんを引っぱるやうにして︑

ぼくは︑もう︑むちゅうだった︒

てるられなくなった︒

四903国次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少 六633 ぼくは︑垂用紙を取り出した︒

けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長くのび

しのばして︑風に向かって走りました︒

てるたのに︑

七682囹

駆4 団 ぼ く は 糸 を ど ん ぐ く り 出 し ま し た ︒

ぼく一ぼく

630

て︑ほんたうに愉快でした︒﹂

くは北斗のために喜んでやりたいのです︒
九956

七683園 ぼくのせいの高さに攣りはないのに︑
北斗は︑ぼくの子馬です︒

九9610

この調子なら︑わけもなく遠泳ができさう

いよいよ︑ぼくの番になった︒

九782
ぼくが學校から曲ると︑

七687園 かげがく略﹀︑ぼくのせいの高さと同じ
九784

それを聞くと︑ぼくは︑むちゅうになって

九802

だんだんぼくになれて來ました︒

ぼくは︑うれしくてたまりません︒

九995

九987

ぼくは︑自分の弱い心持が恥つかしくなつ

ぼくは︑むちゅうで腕と足を動かした︒

ぼくはく略﹀一生けんめいで水をけった︒

れと職ふ氣持で泳いだ︒

九984 ぼくは一かさ一けりに力をこめて︑潮の流

なも同じだ︒

九979 ぼく一人かと思って前の方を見ると︑みん

だと︑ぼくは喜んだ︒

長さになる時が︑あるにちがひない︒

九787
ぼくが︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑

﹁ぢやあ︑今度の子馬は︑ぼくに世話を

九819

九㎜6

ぼくが止れば北斗も止り︑

ぼくがかけ出せば北斗もかけ出し︑

だいれん

ぼくは︑︿略﹀︑元氣よく泳いで行った︒

ぼくが手をあげると︑母もあげた︒

大連爽の﹁あじあ﹂に︑ぼくは乗った︒

窓を開くことができないので︑ぼくのこの

ぼくがそれを見てみると︑

ぼくは︑てちやうに﹁あじあ﹂のスタンプ

一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元

ぼくがおじぎをすると︑

ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見下えて

ぼくが急いでおりると︑突然︑﹁︿略V︒﹂と︑
をちの聲︒

九㎜8

みて︑にこにこしながら食事を運んでくれる︒

九㎜10

ない︒

九㎜5 夕日とぼくとの間には︑さへぎるもの一つ

九川12

氣よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒

九㎜9

を二つ押してもらった︒

九㎜8

卜定10

ころへ行くのである︒

九矧9 ぼくは︑この春休みにハルビンのをちのと

ことばも通じないらしい︒

九㎜8
九棚9
九川3
九川6
九矧7

た︒

ぼくは︑せっかくなれて來た北斗を︑手も
で︑ぼくは︑そのころ學校から鯖ると︑す

とからはなすのがいやでしたが︑

九825

ぐ牧場へ行って見ました︒

九839

ぼくのみない時は︑いつでも青と遊んでゐ
ぼくは︑祖父のこのことばを聞いて︑ほん
いっしよにるるのも︑あといく日もないと
その勇ましいやうすを思ひ浮かべると︑ぼ

ぼくだけは︑最後までどうしても泳がう

九823

させてください︒﹂

九797園

九792

馬屋へかけ込みました︒

七6910囹
まつ︑ぼくのかげを計るのです︒
たまへ︒

七707園これで︑ぼくのかげの長さを計ってくれ
今︑ぼくのかげが︑百二十八センチある
七711園
でせう︒

七712園ところが︑ぼくのせいの高さは︑百二十
四センチなんです︒

にちぢんで︑ぼくのせいと同じ長さになります︒

七713園 あとしばらくで︑かげが百二十四センチ
七727囹 さ︑導くん︑ぼくが﹃ようし︒﹄といつ
たら︑︿略﹀しるしをつけてくれたまへ︒

運動をさせたり︑ぼくの仕事がおひおひい

九839

そがしくなったのは︑そのころからです︒

九835

七776團 ぼくも︑入螢以來ずっと元氣です︒

百二十四センチになった時︑知らせてください︒

七731園 春枝さんと︑花子さんは︑ぼくのかげが

七919園 きみがとばなければ︑ぼくがとべないぢ

ぼくが行くと︑北斗は︑うれしさうにすぐ
ぼくのところへとんで來て︑鼻をすりつけます︒

九843

やないか︒

七939園ぼくのとび方は︑どうだったい︒

九844

北斗はいつまでもおとなしく草をたべなが

ぼくが唱歌を歌ふと︑

九872

思ふと︑ぼくは泣きたいほどつらい氣がします︒

九868

たうにうれしいと思ひました︒

九864

るやうでした︒

九849

ら︑ぼくのそばで遊んでゐます︒

うれしさうにすぐぼくのところへとんで來
九846

高かった︒
ぼ く が ︑ ﹁︿略﹀︒﹂といった︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいふと︑

ぼくは思はず︑﹁︿略V︒﹂といひますと︑

﹁おとうさん︑ぼく︑みんなで海へ行つ

て︑

七943 ぼくは︑とびこみ塁の方へ泳いで行きまし

九847

た︒

ぼくのせい

より

八693團 夏來たときは 土手の草︑
八811

八佃9

八㎜9

八梱1園 ぼくは︑庭はきをするのでしたね︒

八桝1園初めに︑ぼくが綴り方を讃みます︒
八桝3 ﹁ぼくのおかあさん﹂といふのであった︒
九387園

九222團園 ぼくは中愈愈かと思った︒

631
ぼく一ほくと

ぼく

北緯一度

北緯三度
北緯四度

﹇北緯三度﹈︵名︶1
﹇北緯四度﹈︵名︶1

緯度は北緯三度だ︒

﹇北上﹈︵サ変︶1

北上する

︽一

北緯四度︑東経百三度五十五分︒

かなた︑熱帯の海から流れ起る黒潮︑

ぼくすい

←わかやまぼくすい

會見所は︑旅順から北西四キロばかりの地

北西

﹇北西﹈︵名︶2

そこから針路を北西に取って︑スマトラ
﹇僕達﹈︵代名︶20

ました︒

四284

ぼくたち

ぼくたちがっかまへたのだもの︒

一年生の虫取がすんで︑いよいよぼく

それから︑ぼくたちに向かって︑﹁番

ぼくたちは︑︿略﹀︑﹁︿略V︒﹂と︑大きな

號︒﹂といはれます︒

七808團
七8010団

ぼくたち四十人は︑野田先生と石井先生に

聲で︑次々に番號を送って行きます︒

つれられて︑山のスキー場へ行った︒

八773

ぼくたちは︑︿略﹀︑スキーをつけ︑二本の

杖をつきながら︑そこへ集った︒

八778

けんめいにのぼって行った︒

八794 この聲にはげまされて︑ぼくたちは︑一生

すべりおりた︒

八816 ぼくたち三四人組︑列を離れて眞一文字に

おりてはまたのぼった︒

八829ぼくたちも︑︿略﹀︑それに答へた︒
八835それからぼくたちは︑のぼって行ってはす
べり︑

九脚8 ぼくたちは︑元三よく起きた︒
九矯−o

ぼくたちの一行が大勢やつて來たので︑宿

九㎜11 ぼくたちは︑だれも追ひつけなかった︒

新しい木の香が︑ぼくたちを喜ばした︒

舎がせまくなった︒

九川3

北端

働いたぼくたちには︑實にうまい︒

﹇北端﹈︵名︶2

九鉗6
ほくたん

汽船をこの島へ寄せるとしたならば︑

︿略﹀北端にあるく略V港をえらぶであらう︒

十一㎜⁝11

島の北端を廻ると︑いよいよインド洋だ︒

十一一㎜4 そこから針路を北西に取って︑スマトラ

北斗は︑ぼくの子馬です︒

﹇北斗﹈︵名︶21 北斗

子馬の名は︑北斗ときまりました︒

ほくと

九782

ぼくたち七人は︑白い線にそって並び

たちのかけっこになりました︒

四283

三993園

せんろの方へ行きました︒

二悩6ぼくたちは︑畠の中のみちを走って︑

ぼくたち

島の北端を廻ると︑いよいよインド洋だ︒

十一一㎜3

鮎︑水師螢の一民屋である︒

十834

ほくせい

わが大日本の磯を洗ひながら︑北上し︑

十一一備3圃

シ︾

ほくじょう・する

十6210園

ほくいしど

十二㎜7

ほくいさんど

北緯一年半の熱帯にみることを忘れてしまふ︒

十一盟5

﹇北緯一度半﹈︵名︶1

﹇木﹈←ほうおうぼく

九㎜11 ぼくの手は︑がっしりとにぎられてるた︒

﹁きれいだなあ︒﹂ぼくが思はず叫ぶと︑

半

九㎜3 ぼくは早くから目がさめた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがにいさんにいふと︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑にいさ

ここの住宅地に明け暮れを送ると︑︿略﹀

ほくいいちどはん

九η2 粉雪が︑ぼくの前の友だちの肩に︑さらさ
らと降りかかる︒

何度も誓った︒

九躍2 ぼくは︑心の中で︑﹁やるぞ︑やるぞ︒﹂と

いひながら︑手をにぎった︒

九鯉9 ぼくは︑友だちと﹁しっかりやらう︒﹂と

てっかまへてやらうと意氣ごんで行った︒

九鵬1 ぼくは︑まだ見たこともないが︑どうかし

へ持って來て植ゑた︒

九川11 ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎の庭
ぼくが︑農耕班の友だちに︑﹁︿略﹀︒﹂とい

ふと︑﹁︿略V︒﹂と答へる︒

九矯5

十357

十344 正男くんがぼくにかういった︒

正男くんは︑﹁︿略﹀︒﹂

十359園 ぼくも︑ずるぶん手傳つたよ︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑正男くんにいはれて︑ぼく

十371

は望遠鏡に目を近寄せた︒

十366

十378

﹁山は廣い︒﹂と︑ぼくはっくづく思つ

んも正男くんも︑笑った︒

十一973
た︒

十一描3園ああ︑あれはぼくの作った曲だ︒
十二柵4 ぼくも︑弟のあとを追ふ︒

ぼくたちは︑校舎のうらの草をむしった︒

五841

北斗は︑︿略﹀︑始めて見る世界をさもめづ

十二柵1 ぼくは帽子を取っておじぎをした︒

九812

九823 ぼくは︑せっかくなれて來た北斗を︑手も

らしさうに眺めました︒

ただしくんの諸県は︑ぼくたちの室のか

六871團

爾手をあげ

九813

風に向かってぼくたちは︑
て息を吸ふ︒

七62圃

べにはりました︒

十二柵9 ぼくも︑長靴をはいたまま︑下手の禽獣
にはいった︒

十二側5 ぼくは︑もうちき訪れる春を考へながら︑
あたりを見まはした︒

ほくとう一ぼくら
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とからはなすのがいやでしたが︑

ぼくとう

﹇木刀﹈︵名︶1

木刀

九8210 放牧に出してから︑北斗のからだはめきめ 十価6 ﹁木刀﹂﹁木目﹂の﹁木﹂は︑﹁ぼく﹂とも︑

転校前ダ︒

﹇僕等﹈︵代名︶23 ボクラ ぼくら

しい船室に︑しばしの夢が結ばれる︒

十一㎜5 かうして︑北洋にただよふ小船のせま苦
ぼくら

ツギハボクラノ

北斗七星

二453圃

﹇北斗七星﹈︵名︶9

﹁もく﹂とも讃みます︒

ほくとしちせい

ボクラハツヨイ︒

き丈夫になりました︒

二651圃

九834 北斗は︑乳を離れるやうになりました︒
九88図 北斗七星

ぼくが止れば北斗も止り︑

た︒

ぼくらの方が負けるかもしれない︒

六伽4 ぼくらの網船は︑もう網をたぐり始めまし

出ました︒

六五2 ぼくらは︑はしけに乗って︑ぐんぐん沖へ

﹁︿略﹀︒﹂などといひます︒

四819園

あげました︒

三η−ぼくらは︑まけずにどんぐ砂をもり

北斗をつれて運動に出かけました︒

九838 寒い冬の日でも︑一日に一度はかならず︑

九8310

九839 ぼくがかけ出せば北斗もかけ出し︑

四937團 みんながぼくらのそばへ來て︑﹁︿略﹀︒﹂

北斗七星とどうやら似た小さなひしゃく形

に連なるのを︑大熊座に織して小熊座といひ︑

九933

の星を加へて︑大熊座といひますが︑

おほぐま

九9210
まつ︑北斗七星とその附近にあるいくつか

の附近を見ると︑ いろくの星の列があります︒

九898この七つの星を北斗七星といひます︒
九899北斗七星が見つかったら︑
九922夜九時に北斗七星を見てその位置を費え︑
九929この北極星や北斗七星を目深てにして︑そ

九844 ぼくが行くと︑北斗は︑うれしさうにすぐ

九842 北斗もめっきり馬らしくなりました︒

ぼくのところへとんで來て︑鼻をすりつけます︒
九846 北斗はいつまでもおとなしく草をたべなが
ら︑ぼくのそばで遊んでゐます︒

九848 いつのころからか︑北斗は︑清くんのうち

七801團

ぼくらが︑朝夕寝起きする室の壁ぎはに

夕食後は︑ぼくらの最も位しい時間で︑

上官のかたがたは︑ぼくらを︑自分の弟

ぼくらは︑小鳥のやうにをどる胸を押さ

せまい道の爾側には︑大きなささが︑ぼ

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが帽子を振りなが

ら︑ぼくらに叫んでみる︒

十一933

十一8910 ぼくらは︑胸がをどつた︒

くらの頭をおほふくらゐ高く茂ってみた︒

十一838

へながら︑つり橋を渡った︒

十一832

か子のやうにしんせつにしてくださいます︒

七839團

は︑銃を立て掛けておくところがあって︑

七822團

七52間ぼくらは石を投げてみた︑

れながら︑しだいに網の外へ出ます︒

六鵬2 ぼくらの船は︑左右の網船から︑竿で押さ

六伽7いわしをどんぐぼくらの船へあげます︒

の乗ってみる船を呼びました︒

九935小熊座と北斗七星との間に尾を入れて︑小 六憎3 網が︑せばまって來た時︑網船は︑ぼくら
熊座を包むやうにのろくと曲り．くねって連なる

の子馬の青と︑挿そう仲よしになりました︒

十ばかりの星を龍座といひますが︑

りよう

九851 八月に北斗をうちへっれて蹄りました︒

ぼくの小馬

北斗七星は北のはつれにるて︑内地のあ
ぼくの子馬

ぼくの子馬
ぼくの望遠鏡

ぼくの小馬⁝⁝⁝七十八

︹課名︺2

十三
十三

︹課名︺2

北畑

ぼくの望遠鏡⁝⁝⁝六十一

﹇北満﹈︹地名︺2

六611十二 ぼくの望遠鏡

六31十二

ぼくのぼうえんきょう

九781

九33

ぼくのこうま

りかをささやき顔にまたたいてみる︒

十二盟3

九853 北斗は︑︿略﹀りこうで︑すなほです︒
九8510園 北斗はりっぱな二歳ごまになった︒

九862園 この村に二歳ごまもたくさんみるが︑北
斗ほどみごとなのは見かけないやうだ︒

九866 いよいよ北斗と別れなければなりません︒

九867 一年半も手しほにかけた北斗といっしよに
みるのも︑あといく日もないと思ふと︑

九869 けれども︑北斗は︑きっと軍馬に買ひあげ
られるに違ひありません︒

﹇北洋﹈︵名︶2

種である︒

ほくよう

この作業が終るころは︑日没のおそい北
洋にも夕暮がだんだんせまって︑

十一993

北洋

九㎜3 この北満の土地に來て︑始めての朝だ︒
しか
九㎜11 のろといふのは︑北面に住んでみる鹿の一

九872 その勇ましいやうすを思ひ浮かべると︑ぼ ほくまん
北東

くは北斗のために喜んでやりたいのです︒
﹇北東﹈︵名︶2

十一㎜4 このころになると︑北東の季節風が吹き

ほくとう

始め︑

︿略﹀︑太平洋の波は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二備2圃 日本の北東から︑南西の岸へかけ︑
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ほくりょう一ほし

十一934 登り着いたぼくらは︑何といふすばらし
い景色を︑西の方に見渡したことであらう︒

十一942 ぼくらが今立ってるるところと向かふの
山脈との間は︑千丈の谷となって︑

ぼこり・つちぼこり
ほこりと汗で︑眞黒になった兵隊さんが︑
足も手も顔も︑ほこりにまみれ︑

十梱6囹塗り物には︑ほこりが禁物ですから︒

八584
十二209

飛行場のあることも︑大阪のほこりの一つ

になってゐます︒

八957

十一946 この大自然がくりひろげる景観に打たれ ほこり ﹇誇﹈︵名︶1 ほこり

しろうま

て︑ぼくらは︑ほとんど一種の興奮﹇を感じるほど
であった︒

る

ぽこんぽこん

ぽこん︑ぽこん

さすがに︑不沈をほこるだけのねばりがあ
︵感︶−

ると思はせる︒

十687

ウェールズを一番艦に︑レパルスがこれに績き︑

十642

英國が最新鋭をほこるプリンスーオブー

十一969 ぼくらの村はもとより︑︿略﹀白馬・立 ほこ・る﹇誇﹈︵五︶2ほこる︽ール︾εかちほこ
ぼくらを見てにっこりしたので︑ぼくは

山等の姿を見ないのが︑まったく残念であった︒
十一一㎜10
帽子を取っておじぎをした︒
ほくりょう

ほくりょう ﹇北陵﹈︵名︶1北陵
ほくりょう

九㎜3 奉天はまことに平な大都市で︑ただ北陵
の松林が小高く見えるだけである︒

メルの箱や︑氷砂糖のふくろを取り出しました︒

︽ーシ・一

時々︑くじゃくの羽で葉先を作った細い筆
左端の穗高に届いて︑槍岳が︑それこそ
天を突く槍の穗先のやうに突き立ってるる︒

十一936

で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

十梱1

ポケット ︵名︶2 ポケット
十313 ぽこん︑ぽこんといふ音が通って行く︒
五185 兵たいさんたちは︑ポケットから︑キャラ ほさき ﹇穂先﹈︵名︶2 穂先

まってあります︒
保護する

六881国 あなたのお人形は︑私のポケットにし
﹇保護﹈︵サ変︶2

スル︾

﹇干﹈←ひぼし・むしぼし・ものほしざお

ほこ・する

ほし

ホシノカズホド

トンデコイ︒
青い星︑

赤い星︑
一どにかはって

何十︑何百︑

星重いかりぼし・おほ

﹇星﹈︵名︶60

︽ーイ︾

ホシ

ほし

一387圃

しさま・やまがたぼし

九116 大木を保護するとともに︑植林によって︑
︿略﹀育てて行くやうにしなければならない︒
さる
オランウータンは猿の＝橦で︑︿略﹀︑奮

三662圃

十一國1一

サラワク夕影時代には︑これを國外へ出すことを

三664圃

ほこらしい

六棚7

星が並んで︑光ってみるやうなのもあ
にいさんの赤いえりしゃうには︑星が
﹁ぼん︒﹂と︑的のまん中の星を︑射抜い

一つついてるました︒

四772

ります︒

四492

三666團も一どかはって金の星︒

禁じて保護してみたものである︒

﹇誇﹈︵ 形 ︶ 1

十蹴2 畠の土が︑ぽこぽこに乾ききってみる︒

ぽこぽこ ︵副︶1 ぽこぽこ
ほこらし・い

十533 勇ましいやうな︑ほこらしいやうな︑それ
でるて︑底の底には︑何か不安な雪持がある

ほこり ﹇埃﹈︵名︶3 ほこり息すなぼこり・すな

て立ちました︒

めさうに近く見えます︒

八2310團夜は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか

またたく星を仰ぎながら︑おとうさんにつ

いて︑私も町角まで見送りました︒

八636

色のはだに︑むらさきの星をきらめかしてみる︒

九496 六七十センチもある鯛が︑つやつやした櫻

をちりばめたやうに美しくかがやいてゐます︒

九875 空を仰ぐと︑たくさんの星が︑まるで側石

九884

その中で一つだいじな星があります︒

北の空にもたくさんの星がありますが︑

前や番號があり︑位置もきまってみるのですが︑

九877ほとんど無罪と見えるこれらの星にも︑名

九885

な星が一つ見えるのが︑それです︒

九888 眞中邊より少し低いところに︑かなり耀き

九894 その邊の空に︑ひしゃくのやうな形に連な

この七つの星を北斗七星といひます︒

つた美しい七つの星を︑さがすことにしませう︒

九8910 北斗七星が見つかったら︑その七つの中の︑

九898

下の端に當る二つの星に注意しませう︒

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒

九8910 さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を

九902 すると︑この二つの星の距離の五倍ばかり

きっと一つの星が見つかります︒

のところに︑きっと一つの星が見つかります︒
九903

といふ星です︒

九904 さっきさがさうとしたのがこれで︑北極星

九905 北極星は︑いつ見てもほぼ眞北にある星で
すから︑

九906 夜︑道に迷った時など︑この星を見つけれ

昔から︑航海の罪名てとなってくれたのは︑

ば︑すぐ方角を知ることができます︒

九908

ほし一ほしのよる
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この星です︒

九909 ところで︑大空の他の星は︑時刻によって
かなりあり場所が攣って行きます︒

すれすれに當てて︑下からじっと見てゐますと︑

九9010 今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端に

なります︒

九912 やがてその星は︑軒端にかくれて見えなく
九912 つまり星は︑西へ西へと移って行くのです︒

九914 日や月が東から出て西へはいるやうに︑星
もだいたい東から出て西へはいるのです︒

すと︑

九915 星の動き方を︑もっとくはしく調べて見ま
九916 北の空では︑星が︑北極星をほぼ中心に︑

圓をゑがいて動いてみるのだと

たき績けてるる星のおかげで︑昔から︑海員や船

客たちは︑どんなにか慰められたことであらう︒

︽iシク︾

一豊もこの馬ほしく思へど︑求むること

﹇欲﹈︵形︶1 ほし

﹇欲﹈︵形︶6 ほしい 欲しい ︽1・ーイ．

たいこがほしいと

ほしければ取ってみよ︒

一郎は︑おもちゃの

いって︑それを買っていただきました︒

三691

三218囹

三218園刀がほしいか︒

ーク・ーケレ︾

ほし・い

いかにもかなふべからず︒

九664図

ほ・し

その空に︑星がいつぽいこはりついたやう 十一一川9園 いい星ですね︒

大きな木の上に星が光ってみる︒

河があざやかに中天にかかってみる︒
九㎜12

十3010
深夜の空には︑ちりばめたやうに星がかが

にして︑またたいてみる︒

十搦5

月が出てみれば︑出てみたで美しく︑星の

やいて︑

十劉4

明かるい夜空に︑南京玉のやうな星がばら

夜であれば︑また更に美しい︒
なんきん

十劉5

まかれて︑一つ一つが︑かがやいてみる︒
そのかげに甲武者三千鯨人︑かぶとの

星をかがやかし︑

十一1710図

ものと見える︒

十一﹇789囹や︑物の欲しい時は︑大聲に呼ばはる

て︑動いてゐます︒

五324 二十匹のかひごは︑桑の葉をほしさうにし

もらって來ましたが︑

十一664図矢はかぶとの星を射けつつて︑後なる 五321 私は︑かひこがほしくてたまらないので︑
門の柱にぐざと突き立つたり︒

太陽や月が︿略﹀かさを着るのはこの雲
お花畠は︑まるで満天の星のやうに美し

のかかった時で︑かさの中に星が見えれば天命︑

十一719

かった︒

十一925

さな圓をゑがき︑

九924 さうして︑北極星の近くに見える星ほど小
九925 遠くに見える星ほど大きな圓をゑがきます︒

六859團園

干柿はうまいなあ︒

干柿もある︒

﹇保持﹈︵サ変︶1 保持す ︽ーセ︾

陛下には︑將官ステッセルが祖國のた

くんこう

星の夜

星の話

星の夜

星の話

星の話⁝⁝⁝八十七

︹署名︺2

九34

ほしのはなし

を保持せしむることを望ませらる︒

めに蓋くしたる直立をよみしたまひ︑武士の名智

十856図田

ほじ・す

六867團囹

れに︑栗もあるから︑

きらくと輝く南半球の星を眺めながら ほしがき ﹇干柿﹈︵名︶3 干柿
六825園 あなたたちが手直って作った干柿と︑そ
夜の空に銀の砂子をまいたと見える小さ
つまり太陽は︑夜の空に無敷に輝く星の
地平線から浮かびあがって來る星の光ま

涼風に吹き洗はれた空には︑みごとな
どの星も大きく︑青く︑

十四
十二川4

十悩7

︹題名︺1

九874 十四
このやさしい目を見張って︑永遠にまた

ほしのよる

だまって︑じっと見つめてみると︑一つ
十二断7

一つの星の呼吸さへ聞えて來るやうだ︒

十二川6

星がいつぽいまき散らされてみる︒

十二川2

りやうふう

でが︑︿略﹀船のともし火のやうに見える︒

十二蹴11

一つなのであるが︑

十二鵬4

な星と︑同じものになってしまふであらう︒

十二榴2

寝につくのである︒

十一㎜12

九926 このやうに星が動くといふのも︑︿略﹀地
球がまはるから︑さう見えるだけのことですが︑

九9210 この北極星や北斗七星を目煮てにして︑そ

の附近を見ると︑いろくの星の列があります︒
おほぐま

九931 まつ︑北斗七星とその附近にあるいくつか
の星を加へて︑大熊座といひますが︑

九932 それは昔の人が︑それらの星の列に大きな
熊の形を考へたからです︒

九937 小熊座を包むやうにのろくと曲りくねつ
りよう
て連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑

九937 どちらも星があまり大きくありませんから︑
よく氣をつけて見ないとはっきりしません︒
い す
九9310 それよりも︑北極星の右下の方に︑椅子の
形に連なる五つばかりの星はカシオペヤ座で︑

九描1 ただ晴れた夜空に星がきらくとさえ︑銀

635
ほじゅうする一はだか

ほじゅう・する

﹇ 補 充﹈

︵サ変︶

1

補充する ︽一

九川6園燃料を補充してやったり︑よごれたとこ

シ︾

﹇干﹈︵五︶3

干す

︽ーシ︾

ろをきれいにしてやったりします︒
ほ・す

五537 あみを干してあるのが︑あちこちに見えま
した︒

十293 まだ西日を受けてみる屋根に︑干してある
たうがらしが眞赤だ︒

きうす
十一泌8 廊下にもみを干し︑小さな木隠を警んで
米をつく︒

ポスト ︵名︶5 ポスト
來て︑ポストをこしらへました︒

七854

たいていは︑木の細い根をぢくにして︑ま

くもは︑︿略﹀︑おしりのところがら︑たく

るい穴をほり︑その中にはいってゐます︒

七鵬7

何十本とも知れない細い︑白い糸が︑︿略﹀︑

さんの細い糸を引き出し始めました︒
七鵬9

かう

遠く海の端に︑細い︑暗い︑一筋の線が見

ふはふはと空中にただよってみるのは︑

えた︒

十251
ぼん

盆のところどころへ︑黒い︑やはらかな膏

藥のやうなものを︑細い竹べらでつめてみる︒

やく

十㎜3

さうして︑時々︑くじゃくの羽で穗先を作

つた細い筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

西洋1

十二㎜11

青空が細く割れ目を見せだした︒
ほさう

低い細い木が目につくやうになった︒

四667 花子さんは︑︿略V紙の箱をいただいて 十一894 いつのまにか大木が少くなって︑せいの
四671 一郎さんは︑まん中にポストをおいて︑
はいってゐました︒

ほさう

四676 ポストの中には︑もう二枚目はがきが ほそうどうろ ﹇舗装道路﹈︵名︶3 鋪装道路鋪装
道路

ほそ・し

敷写の鋪装道路は︑︿略﹀傾斜面と︑

﹇細川越中守﹈︹人名︺1

細し

﹇細川越中守以下﹈

︽ーキ︾

︵形︶

6 ほそ長い

晴れた

細長い

小枝小枝はかすかにふるふ︑

﹇細長﹈

細きこと針のごとく︒

八458図画
る空に︑
ほそなが・い

︽ーイ・ーク︾

三641 花びらのやうにひろがって大きく見え

細長い望遠鏡のやうなものがあって︑

ばうゑんきやう

たり︑ほそ長くなって見えたりしました︒

海の上を︑すっかり見渡すことができる︒

六316團

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男さんが︑六七センチも

ある細長い貝を︑みんなの前へ出しました︒

七91

九485

細長い魚雷のやうなかじきまぐろ︑

︑00
ノ0り− それは︑淀川の中にある細長い島ですが︑

クチンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面

して細長くのびた奮サラワク王國の首都である︒

十一㎜5

目の前には︑数知れぬ細引きが掛け並べ

﹇細引﹈︵名︶1 細引き

十二㎜5

ほそびき

ホソミチ

細道

られてるる︒こんな太い雨を見たことはなかった︒

ココハ︑ドコノホソミチダ︒

﹇細道﹈︵名︶3

一421團

ほそみち

テンジンサマノホソミチダ︒

なほざね

一422圃

熊谷の次郎若輩は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ︑細

くまがい

十価4図

細道傳ひ

道にかかりて︑みぎはの方へ急ぎ行く︒

九146 人々の列が︑林の間の細道傳ひに次から次

ほそみちづたい ﹇細道伝﹈︵名︶1

へ篤いて行く︒

﹇保存﹈︵サ変︶1 保存する ︽ーシ︾

門の戸は細めにあいてるました︒

コンドラテンコ少將の墓は︑どうか保存

左端の穗高に績いて︑槍岳が︑それこそ

﹇穂高﹈︹地名︺1 題言

十一936

ほだか

していただきたいと思ひます︒

十9610囹

ほぞん・する

八419

細川越中守を始め︑浪士を預った大名も ほそめ ﹇細﹈︵名︶1 細め

細川越中守以下

ゑつちゆうのかみ

ゑつちゆうのかみ

罪人としてひとまつ細川越中守以下︑
﹇細﹈︵形︶1

四人の大名にお預けといふことになった︒

十二591

︵名︶1

ほそかわえっちゅうのかみいか

残念とは思ひながらく略﹀何ともしやうがない︒

十二616

細川越中守

ほそかわえっちゅうのかみ

だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒

ほさう

十二川6密林とゴム林が無限に著くマライに︑た

︿略﹀公園地帯の間を走ってみる︒

十一加12

四706 一郎さんが切手をわたしますと︑花子さ 十一加1 二本の鋪装道路の爾側には︑︿略﹀あの
んはそれをはってポストへ入れました︒
支那風の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

細い

︽ーイ・ーク︾与かぼ

四721 春枝さんは︑﹁︿略﹀︒﹂と書いて︑切手を
﹇細﹈︵形 ︶ 1 3

はってポストへ入れました︒
ほそ・い

四529 細い棒の先にひもをつけて︑

そい・こころぼそい

五399 目に見えないやうな細い糸を︑さかんに口
から出して︑

いんだ︒

六995園机の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細
六拠3圃 もえて明かるい若草に︑ しとしと︑細
い雨が降る︒

ました︒

七297 終りに近くなると︑聲はだんだん細くなり

ぽたりぽたり一ほっと

636

天を突く槍の穂先のやうに突き立ってるる︒

ぽたりぽたり ︵副︶2 ぽたりぽたり ぽたり︑ぽ
たり
落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒

六417園 そのみぞをつたはって︑ぽたりぽたりと

ホタル

ほたる

六皿8涙が︑︿略﹀︒ぽたり︑ぽたりと落ちて︑本
﹇蛍﹈︵名︶4

堂の板の間をぬらしました︒
ほたる

一382圃 ホウホウ︑ ホタルコイ︒
一386圃 ホウホウ︑ ホタルコイ︒
十一麗6 十一月ごろまではよく灰が降り︑植物は
枯れ︑名物のほたるまでが死んでしまふ︒

墓地

十一㎜6 木々の間に無敷のほたるが群がって青白
い光を見せ始めると︑
﹇墓地﹈︵名︶2

歩調

﹁悪者が三人︑あの墓地に一1﹂

十躍6 かれは村の墓地を通ってみた︒

ぼち

十㎜6囹
﹇歩調﹈︵名︶1
はいなう

七789團 背嚢と銃を肩に︑歩調を合はせて勇まし

ほちょう
く行進したり︑

ほっかいどう ﹇北海道﹈︹地名︺5 北海道

からふ と

十一977

北海道本島でにしんの漁期の終る五月下

︵副︶3

ぽっかり

ぽっかり

旬から︿略﹀北千島の漁場が活氣を帯びて託る︒
ぽっかり

ぽっかり浮

空には︑白い雲がぽっかり浮かんで︑日の

かんだ白い雲︒

四434圃空にはまるいお月さま︑
六畜9

北極星

白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し

丸の旗がひるがへってゐます︒
ふところ

十一一価5

﹇北極星﹈︵名︶9

ては︑見るまに大きくふくらんで︑

ほっきょくせい

九88図北極星
さっきさがさうとしたのがこれで︑北極星

北の空では︑星が︑北極星をほぼ中心に︑

牧する ︽ーシ︾

ぼっしう

りして︑さんざんいやがらせをしました︒

七麗8 オランダの長官は︑︿略﹀荷物を没冒した

ノイツは︑これまでたびたび没牧してみた

日はすでに没して︑あたりがだんだん薄暗

﹇没﹈︵サ変︶5 没する ︽ーシ︾

荷物や︑︿略﹀を返すことを約束しました︒

七伽10

十232

ぼっ・する

その國旗も︑吸ひ込まれるやうに海の中

城の石垣はすでに水に没した︒

くなって來た︒

十椰4

へ姿を没してしまった︒

十二櫨6

十二珊2

すでに太陽は没して︑

どこま

十一﹇川1 もう太陽は没して残光は見られなかった︒

ぼっちゃんは

﹇坊﹈︵名︶2 ぼっちゃん

﹁ありがたう︑

﹁ぼっちゃん︑ここへお掛けなさい︒﹂

つつりと黒い船らしいものが見える︒

十二㎜5 なるほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぽ

ぼっつり︵副︶1ぼつつり

五708園

で︒﹂とたつねました︒

四235園

ぼっちゃん

北極星は︑いつ見てもほぼ眞北にある星で ぼっちOひとりぼっち

といふ星です︒

九904

すから︑

九905
九916

圓をゑがいて動いてみるのだといふことが
罵眞機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ
たをあけておくと︑

九918

さうして︑北極星の近くに見える星ほど小
さな圓をゑがき︑

九923

北極星を柄の端にして︑︿略﹀小さなひし
北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五
﹇没収﹈︵下一︶1

没牧させる

やく形に連なるのを︑︿略﹀小熊座といひ︑
い す

︽ーセ︾

七篇3

ぼっしゅう・する

や船具を漫牧させてしまひました︒
ぼっしう
﹇没収﹈︵サ変︶2 没牧する

没

ノイツは︑すぐ役人に命じて︿略﹀︑武器

ぼっしゅうさ・せる

つばかりの星はカシオペヤ座で︑

九939

九933

静かだといふみなかの夜も︑このころは︑

おくればせにかけつけた顔回を見た孔子

くもは︑ほっと一安心したやうでした︒

あんど
薔臣たちは︑ほっと安堵の胸をなでおろ

十二㎜9 船の人々は︑ほっとした氣持で︑その雨

した︒

十二掴10

は︑ほっとしながら︑﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十二267

七悩10

雨戸をしめてから︑始めてほっとするほどです︒

七396

︿略Vたべ始めましたので︑私はほっとしました︒

五874園 明治天皇が︑明治丸といふ帆前船で︑北 九929 この北極星や北斗七星を目當てにして︑そ ほっと︵副︶7ほっとほっと
五382 つみたての桑の葉をやると︑かひこは︑
の附近を見ると︑いろくの星の列があります︒
よこはま

海道から︑横濱へおかへりになったからです︒

八187 北海道や樺太はいふまでもなく︑北支那か
ら︑北満洲の雪の夜の家々にも行って︑

九889 北の北海道でしたら︑ほぼ眞中子ですが︑
た︒

十一76園 ただ今︑北海道から蹄ってまみりまし

北海

十一1510 北海道からお蹄りになって御挨拶をなさ
つたのも︑︿略﹀︑この同じ櫻の間であった︒

道本島

ほっかいどうほんとう ﹇北海道本島﹈︵名︶1

637
ぼっと一ほど

飛び出して行った魚雷のうなりを聞いて︑

足をじっと見送ってみる︒
十一一鵬12

嚢射管員は︑ほっとため息をついた︒

五梛2
か︒﹂

五四5

ほでりの命﹁そんなに︑つりがしたいの

ほでりの命﹁ほんたうだ︒

ほでりの命﹁では︑つりをしてみるがいい

五梛9

さ︒

九339 母の後姿がちらと見えたきり︑あとは涙に

ほでりの命﹁山へ行っても︑小鳥一羽取れ

ぼっと ︵副︶3ぼっと
五型1

五柵4
五柵7
五柵9
五倒2

北方

これほどたくさんの水が流れて︑

今まで見たことも聞いたこともない

三457囹

四66

どこからどこまでつづいてみるのか︑

ほど︑大きな木になりました︒

わからないほどになりました︒

四72

四205黄色や︑赤い木の葉で︑車の中が．明か

三月ほどたつと︑もう十七禦ぐらみの

るいほどでした︒

四342

急にお月さまが十も出たかと思ふほど︑

家の中も明かるいほどでした︒

むすめに見えました︒

四339

ほでりの命﹁取られたって︒﹂

四393

くしてしまふなんて︑あんまりだ︒﹂

︽ーッ︾

その遺言をつぶさに聞きて︑この母
ホド

ほど呂いかほど・ごじゅう

見ちがへるほど

りっぱな

兵たいさんに

あなたのお話がおもしろかったので︑痛

初めは︑それと氣がつかないほどでしたが︑

五344

二日ほどたつと︑かひごは眠りだしました︒

これほど︑毎日馬をかはいがってやると︑

まぶしいほど光りました︒
五683国

五517

なかには︑こけも木も生えてをります︒

五287園八つの山︑八つの谷につづくほどで︑せ

のちには︑だんだんふくれ出して︑

五234

に流れてゐます︒

五197 どっちへ流れるのかわからないほど︑静か

みも忘れるほどでした︒

四鯉3団

なってみたので︑

四762

なって︑

四526 寒いほど︑スケート場の氷がかちかちに

す︒

四525 寒ければ寒いほど︑子どもたちは喜びま

あたりが明かるくなりました︒

ほでりの命﹁一1﹂

ほでりの命﹁どうしたのだ︒﹂

ほでりの命﹁何かつれたか︒﹂

なかった︒

ぼっとして︑何が何やらわかりませんでした︒
にじ
九騰8 朝日の光をうけて︑霧に薄い虹がぼっとか
かることもある︒

ほっぺた

十二697 母・兄・醤者の顔も︑ぼっとして見分け
﹇頬﹈︵名︶1

がっかない︒

ほっぺた

﹇北方﹈︵名︶1

む中になってまはします︒

四532 ほっぺたをつめたい風に赤くしながら︑ 五梱4 ほでりの命﹁︿略﹀︑だいじなつりばりをな
ほっぽう

みこと
ほでりの命

五梱8 ほでりの命﹁いや︑許すことはできない︒﹂
みこと

﹇火照命﹈︹人名︺1

はおとうとこ︒
ほてる

五悩3圖 ほでりの命はおにいさま︑ ほをりの命

十二203 北方から疾風のやうに︑皇軍はダバオを ほでりのみこと
めざして押し寄せた︒

六269

ぼつぼつ ︵副︶2 ぼつぼつ

﹇火照﹈︵五︶1

ほど亭さるほどに

だんだんのぼり坂になると︑からだがほて
﹇程﹈︵名︶2

︵副助︶㎜

トンデコイ︒

見たこともないほど大きいのです︒

ツンデ︑ウチヘカヘリマシタ︒

一387團

ホシノカズホド

ほど・なるほど

メートルほど・さきほど・さほど・なかほど・なに

ほど

にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒

十二9510図圏

横矢を射んとかまへたり︒

十一2210図沖四五町がほどに大船どもを並べて︑

ほど

つて汗が出る︒

八787

秋のお祭のたいこが︑村村に鳴りひびくこ ほて・る

ろになると︑ぼつぼつ︑黄色みをおびて來ます︒
がぼつぼつ見える︒

九魏9 雪の少い南満洲の畠はよく耕されて︑農家
ぽつんと ︵副︶2 ぽつんと
九盟2 もとのひっそりとした大草原にたちもどり︑
オボだけが大地にぽつんと残されるのである︒
もし火のやうに見える︒
﹇火照命﹈︹話手︺15

ほでりの命

十二㎜11 星の光までが︑ぽつんとともった船のと
ほでりのみこと

ほでりの命﹁ 何 だ ︒ ﹂

一497

五伽5

五伽1 ほでりの命﹁さうだ︒﹂
五櫛3 ほでりの命﹁どういふことだ︒﹂

三294園

五相4 大人でも︑遠くからよけて通るほど︑強さ

かるいほどでございます︒

ワタクシタチハ︑手ニモチキレナイホド 五983囹 からだ中から光を出して︑天も地も︑明

五櫛6 ほでりの命﹁そんなことは︑いやだよ︒﹂
五伽8 ほでりの命﹁いくら一日でも︑いやだ︒﹂

ほど一ほど
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うな犬になりました︒

五桝9 それから半年ほどたって︑ちゃうど︑文子
さんが五年生になったころ︑

五帽5 利根のかうしたばたらきを見て︑涙を流す
ほどでした︒

六287 目がまはるほどいそがしいのです︒

六332二道メートルの深さに沈んでみるか︑どれ
ほどの早さで走ってみるか︑

六391園 着物でもひたしてそめたいと思ふほどの
美しさです︒

上価4園 これほど︑おまへが上手だとは︑
六髄1 いわしの重みで︑船がぐっと傾くほどです︒

六鵬7 両側には店が並んでみて︑人が︑すれあふ
ほどたくさん歩いてゐます︒

七82 おもしろいほど︑たくさん出て來ました︒
七172園 これほどに強いあなたは︑ただの人では
ない︒

七263 先生たちは︑目がまはるほどいそがしかつ
たのですが︑

さかんな

七396 雨戸をしめてから︑始めてほっとするほど
です︒

ものはあるまい︒

七767圃 しかし︑ 夏ほど明かるくて︑

七781團 かわいた手拭で︑からだが赤くなるほど
こすります︒
くし

七鵬4 たらひほどに見える大きな圓の中には︑
七塀4 櫛ほどになりました︒

七価3 日本人の頭の上にあるといふことが︑どれ
ほど彌兵衛たちを怒らせたかわかりません︒

八68 まだ口ばしの下の赤色が︑親燕ほどこくあ
りません︒

八154 それほど︑︿略﹀︑きちんと行儀よく︑しか

三羽に二羽は︑かならず射落すほどの

これほどたくさん植ゑてあるバナナが︑

も︑たくさん植ゑてあるのです︒

八161

八722図南

みどりの︑何ともいへないほど美しいもの

百五十メートルほどのぼった時︑

上手なり︒

八811

八梱8

﹁︿略﹀︒﹂と思はれるほど日にやけた眞

その邊が︑ぱっと明かるくなるほどです︒

が︑その中にはいってゐました︒

八燭1
九194團

すっかり相手にわかってもらった時ほど︑

黒な顔に︑

九409

あれほど活物に満ちて生きもののやうに活

うれしいことはありません︒

九514

動してみた魚市場も︑

しんせつにしてやれば︑馬ほどすなほで︑

十239 やっと二十人ほどの若者が︑かけあがって
來た︒

つて見えるでせうが︑

十412 太陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光

十422 それでみて︑昔から月ほどやさしい︑平和

な氣持を與へてくれるものはありません︒

に思はれたことはなかった︒

十619 死といふものが︑この時ほど容易で︑當然

長い間篭城してみた將士たちに︑このお

ろうじゃう

十666 胴艦から︑マストの二倍ほどある水柱があ
がった︒

十876

くり物がどれほど喜ばれたことか︒
しんぱう
十905園 あれほど守り着けた辛抱強さには︑

十922園 短期間にあれほど進むとは︑實にえらい︒

これ以上實のれないといふほど︑ゆたかに

あれほど廣い支那のことであるから︑

足助殿の御弓勢︑日ごろ承り候ひし

十別3 それこそ鼻をつままれてもわからないほど

よく響き渡る︒

十加6 管のやうな胡同には︑それがふしぎなほど

十㎜5

みのった︒

十㎜11

でないと思ってゐましたが︑

十梛1 私は︑船の勤めば話に聞くほど苦しいもの

九666図書世の中に︑身貧しきほどくちをしきこ 十悩1園その乾き具合ですぐわかるほどです︒
とはなし︒

九809園

りこうなものはめったにないそ︒

この村に二歳ごまもたくさんみるが︑北
あといく日もないと思ふと︑ぼくは泣きた

斗ほどみごとなのは見かけないやうだ︒

九862園
九868

北極星の近くに見える星ほど小さな圓をゑ

いほどつらい氣がします︒

九924

である︒

遠くに見える星ほど大きな圓をゑがきます︒ 十一202図圖

がき︑遠くに見える星ほど大きな圓をゑがきます︒
九925

軍に出て敵の首を取ったほど強いおまへ

十一762 夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと

なついて來た︒

十一437 源氏をほんたうのにいさんだと思ふほど

十一353 兄より先に畳えてしまふほどでした︒

のは︑

十一323 わが國語に︑敬語がこれほどに褒達した

ほどはなかりけり︒

九尊6園

今までに何度も見たが︑今朝ほど尊く思つ

のことだ︒

九川6

まぶしいほど晴れた天氣になった︒

たことはなかった︒

九躍4

今の地震は︑別に激しいといふほどのもの
ではなかった︒

十206
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ほとけ一ほどなく

くべつ

日光が︑まぶしいほど反射して來る︒

マライ人とほとんど匿別がつかないほど

である︒

家ほどもある御影石が︑

十一那10

十一765 日光に照らされた入道雲が︑まぶしいほ
十ニー64

十ニー49

ふくれあがったのは︑

ど︑銀白色または銀鼠色にかがやくのを見ると︑

ぎんねず

十一847 つい向かふに︑ぐっと見あげるほどそび

大きな石が︑おもしろいほど思ひ通りに

顔回ほど︿略﹀︑師の教へを實行ずるこ
また顔回は︑これほどまでその師を慕つ
先生は︑仰げば仰ぐほど高く︑接すれ

どうしてこんな聲が出るかと思はれるほ
政治を行ふ身ほどつらいものはござい

ここの橋が三分の一ほどできあがったこ
すべての生物にとって︑太陽ほどありが
これほど遠いところにありながら︑

十一一鵬6

ほとんど敷へ切れないほど存在する︒

なぎが訪れる︒

十二㎜7 このあたりは︑時に氣味悪いほど静かな

十二㎜12 よく船火事と見まちがへられるほど︑ぼ

うつと赤く︑大きくもえあがって︑

どの近さに見える︒

十二川5 どの星も大きく︑青く︑呼べば答へるほ

﹇仏﹈︵名︶9

佛むみほとけ

十二㎜8 あれほど敵艦船であってくれと願ったの
に︑

ほとけ

もしあれが佛のみことばであれば︑その

十二489囹今のは佛の御聲でなかったらうか︒
十二493

修行者は︑座を立ってあたりを見まはし

あとに何か磨くことばがなくてはならない︒

たが︑佛の御三も人影もない︒

十一一497

十二507園相手は羅刹にもせよ︑悪魔にもせよ︑

佛のみことばとあれば聞かなければならない︒

かれらをりつばに國法に從はせるのが︑

﹇程無﹈︵副︶4 ほどなく

ここち

尼子勢は︑ほどなく︑元春・隆景の率みる

七萬の大軍にひしひしと取り團まれた︒

九悩6

九6010図圓捨ておかば︑ほどなく生き返るべし︒

ほどなく

に濡しても申しわけのないことだと︑

十一412園生き物をいじめるといふことは︑佛檬

幼くとも︑父の子ならば︑これほど ほとけさま ﹇仏様﹈︵名︶1 佛様

語を聞くと︑まるで地獄で佛にあった心地がし︑

ぢごく

十二幽3 かういふところで︿略﹀なつかしい日本

佛の大慈悲であると思って︑

十二645園

といふ下心であったらう︒

佛の慈悲によって︑助ける道でもあらば

つつしんで佛のみことばを承りませう︒

十二511園思ふに︑佛のみことばであらう︒
いや︑御苦心のほどお察し申します︒

十二629囹

いくらほどでござるぞ︒

十二626

十二542園

十一一823園

きつねの鳴くやうに︑こんこんといふ

十一一梱5

たいものがあるだらうか︒

十二伽8

ろ︑

十二価8

の道理に迷ふべしや︒

十二949図國

ほど︑よく張ってござります︒

十二854囹

ほど︑よく張ってござる︒

十一一813割きつねの鳴くやうに︑こんこんといふ

いことはなかった︒

十二639園あの話を︑將軍から聞いた時ほど苦し

ませぬ︒

十二621園

ど美しい聲である︒

十二545

十二344園接すれば接するほど奥深いお方だ︒

ば接するほど奥深いお方だ︒

十二344囹

てるたのであった︒

十二276

とに心掛けた者はなかった︒

十二251

割れる腕前になるには︑

十ニー87

え立ってるるのが︑

十一853 息が苦しいほどはずむ︒
色であった︒

十一911 どれもこれも︑すき通るほどあざやかな

た︒

十一947 ほとんど一種の興奮を感じるほどであっ

してみた︒

十一955 それは︑ふしぎに思へるほどはっきりと
十一9510 そこは︑十人とは乗れないほどせまかつ
た︒

十一伽10 明け方の風は︑いやといふほどつめたい︒

十一柵10国 いけ花ほど︑いける人の氣持のよく現
れるものはないと︑

十一桝2 兵隊さんの顔もやっとわかるほどであっ
た︒

ものばかりである︒

十一川1 それが︑みんな目のさめるほどみごとな

内地の風景によく似てみる︒

十一鵬11 ここがセレベスだとは思へないほど日本

か

十一川3 大男の手のひらほどもある︑黒と黄色の
く も

だんだらの蜘蛛とも蚊とんぼともつかないものが︑

十一劉10 その一壷一動がをかしいほど人間に似て
をり︑

十一圏6 中でもクチンのスコールは︑よそでは見
られないほど猛烈なものである︒

十一泌12 かれらは︑二三百戸ほどつつ集って生活
してみる︒

十一泌7 それほど日本人に似た姿である︒

ほとばしる一ほのお
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十二736 ほどなく明治の御代となった︒
ほとばしる

︽ーッ︾

しかるに︑ほどなく天下また護れ︑

﹇ ⁝ 近 ﹈︵五︶2

十二977口︒凶圖
ほとばし・る

たら︑しゅつと︑しぶきがほとばしって︑

十495圃 あの時︑ざくつとおや指を皮に突き立て
十828 あたかも豊田佐吉の愛國的熱情が︑ほとば
しってみるやうにさへ感じられる︒

七583 まつ︑谷川のほとりに︑三千人の番兵を置

ほとり ﹇辺︺︵名︶4 ほとり
いて︑城兵が汲みに來られないやうにした︒

十一697圏 道のほとりに︑ つつましき 姿を

こんがうざん

見せて︑︿略﹀咲くものは露草の花︒
せいりう
十一泌12 部落のほとりを流れる清流にはいって︑

ほとんど

には︑ほとんど物のないことも思ったQ

本性における海軍のほとんど全勢力を

墾げて編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑

十一517図
そばに黒い雲が︿略﹀亡いてるる場合に

大自然がくりひろげる景観に打たれて

は︑雨の近いことほとんど受合ひだといひます︒

十一7210

十一946

︿略﹀ほとんど一種の興奮を感じるほどであった︒

まして平原にある友軍陣地からは︑それ
長い長い物語を讃みあげるのに︑ほとん

がどの邊にあるか︑ほとんど見當がつかない︒

十一槻4
十一旧2

くべつ

住みついた日本人の男女を見ると︑マラ

ど心魂をささげ壷くしたことであらう︒
くわけう
商店の持主はほとんど華僑である︒

十一加4

十一窟9

ほとんどあらゆる身分の人々の作︑三四

イ人とほとんど匠別がつかないほどである︒

十二407

ほとんどあらゆるほめことばが︑かれら

千五百首を二十巻に歩めたのが︑萬葉集である︒

天下の雲行きは︑ほとんど息苦しいまで

に浴びせられた︒

十一一588

十二655

に切迫してみる︒

ほとんど無意識に︑聞多はその場をうま
くのがれた︒

十二677

十二柵2 この川べりは︑もうほとんど雪がなくな

骨呂せぼね

︹地名︺一 ポナペ島

つて︑雑草が一面に芽ぐんでみる︒
ポナペとう

﹇骨﹈︵名︶9

十一川図 ポナペ島
ほね

骨が二本しかないぢやないか︒

入螢當初は︑︿略﹀︑なかなか骨がをれま

四896国⁝園
したが︑

七835團

八伽3暴雨の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくや

うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝一1

骨みがき︒

これ︑骨みがきとはこの骨のこと︒

これ︑静みがきとはこの骨のこと︒

これ︑この骨でござります︒

忌みがきは︒

おのれは古がさを買うて來て︑やれ末

廣がりで候の︑ 富みがきで候のと申しをる︒

︵名︶2骨組
八509囹 ﹁やっと骨組ができた︒﹂と︑思はずそ

ほねぐみ ﹇骨組﹈

北斗ほどみごとなのは見かけないやうだ︒

れを持ちあげて︑自分ながら見とれてみると︑

幅もあるし︑骨組も丈夫になった︒

九863囹

︹地名︺2

ボネ湾

﹇炎﹈︵名︶7 ほのほ

下へと沈んで行きます︒

八998 眞赤な鐵の柱は︑そのほのほの中を︑下へ

ぽっとほのほがもえあがり︑

八998 黒々と光ってみた油の表面からは︑一時に︑

ほのお

十一脳胞 ボネ湾

十一脳図 ボネ湾

ボネわん

十315 寒さが骨身にしみて︑しいんとする︒

醤者は︑ばう然としてほとんど手のくだ ほねみ ﹇骨身﹈︵名︶1 骨身
しやうも知らない︒

十二695

81

81

85

85

十二898図圖 金剛山のほとりにたてこもり︑土寄
﹇殆﹈︵副︶26

し

顔から腕︑腕から胸へかけて焼けただれ︑
視力もほとんど失はれてるた︒

十二伽9

もちろん︑かういっただけでは︑ほとん
ど見當がつかない︒

十二伽9

光の強さに至っては︑ほとんど普通のこ
とばでいひあらはすことができない︒

十二梱10

凹い憎い宇宙には︑太陽と同じやうな天
膿が︑ほとんど敷へ切れないほど存在する︒

十二鵬6

81

265554
囹園囹園囹囹
86

せ來たらば︑命にかけて忠を全うすべし︒
ほとんど

六宙8 しかし︑この時とばかり撃ち出す敵の弼に
は︑ほとんど︑顔を向けることができません︒

八78 十一月の初めになれば︑もうほとんど︑そ
の姿を見せなくなってしまひます︒

八159 何百メートルといふ高い山の斜面が︑ほと
んど全部︑バナナ畠であることがあります︒

九877 ほとんど無敷と見えるこれらの星にも︑名
や

前や番號があり︑位置もきまってみるのですが︑
したら︑ほとんど生きがひがないと思ふでせう︒

十431 椰子の木かげの月︑さういふものがないと

とんど衰へない︒

十691 艦はすでに火災を起してみたが︑砲火はほ

ほとんど停止したかと思はれた︒

十714 まもなくウェールズの速力は急に落ちて︑
十774 それからは︑ほとんど書も夜もなかった︒
十蹴9 張は︑自分の二人の息子のことを思ひ︑倉

十十十十十十
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ほのか一ほめたたえる

り︒

りくわし

中戦はなばなしく︑陸鷲は︑その十六機をほふれ

帆柱

﹁ボクハホ兵ダヨ︒﹂

この鐵高網に破壊筒を投げこんで︑わが歩
すると︑わが歩兵も︑さかんに機關銃を撃
わが歩兵の一隊は︑突撃に移りました︒

十二鵬2

めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑そ
こには歩兵の徒歩部隊が出てみるだけである︒
ほぼ

ホまち

︵名︶5

ホ町

きのふ乗合自動車に乗って︑ホ町のを

ホ町に近いところで︑どこかのおばあ

さうですか︑わたしもホ町まで行き

ホ町のをばさんのところへ行くので

さんが乗りました︒

四226
四238囹
す︒

まもなくホ町にはいって︑いうびんきょ

四242囹
ますよ︒

四255

いつでも勝っててがらを

わが陸軍のほまれの軍旗︒

みいくさに︑

﹇誉﹈︵名︶2 ほまれ

くの前で止りました︒
ほまれ

たてる︑

六786圏

ほめあぐ ︽ーグ︾

海には平家︑ふなばたをたたきて︑どつ

﹇褒上﹈︵下二︶1

十4710図名工のほまれはなはだ高し︒
ほめあ・ぐ

とほめあげたり︒

八743図

ほとんどあらゆるほめことばが︑かれら

﹇褒﹈︵五︶1 ほめそやす ︽ーシ︾

秀吉は︑それを上座にすゑて︑﹁︿略﹀︒﹂と

十一371

﹇褒称﹈

︵下二︶ 1 ほめたたふ ︽1

日の本と

ほめたたへる

日の出つる國にしあれば︑

﹇褒誉﹈ ︵下一︶ 2

でふ
源氏物語五十四帖は︑︿略﹀︑世界にすぐ

十793 みんなは︑かういってほめたたへた︒

︽一へ︾

ほめたた・える

ほめたたへたり︒

九53図圃

へ︾

ほめたた・う

いってほめそやした︒

十旧10

ほめそや・す

に浴びせられた︒

十二588

北極星は︑いつ見てもほぼ善北にある星で ほめことば ﹇褒言葉﹈︵名︶1 ほめことば

北の北海道でしたら︑ほぼ壷中邊ですが︑

﹇略﹈︵副︶4

九8810

ほぼ

すから︑

九905

星が︑北極星をほぼ中心に︑圓をゑがいて
その中には︑太陽より小さいもの︑太陽

動いてみるのだといふことがわかります︒

九916
十一﹇欄8

ヨクデキタネ︒

とほぼ同じ大きさのものもあるが︑
ホホウ

ホホウ︑コレハ

︵感︶一

ポポー

帆前船

﹁ポポー︒﹂と︑ラッパを鳴らしながら︑

︵感︶一

一415囹

ほほう
ぽぽ一

五529

﹇帆前船﹈︵名︶1

川岸の道を走って行きました︒

明治天皇が︑明治丸といふ帆前船で︑北
海道から︑横濱へおかへりになったからです︒

よこにま

五873囹

ほまえせん

ばさんのところへ行きました︒

十166m凶魍敵スピットファイヤi二十激機と︑空 四192

九733 眞赤に焼けた木から︑めらめらとほのほが ほふ・る ﹇屠﹈︵四︶1 ほふる ︽ーレ︾
立ちのぼってみる︒

九735 壁にくり抜かれたいくつかの小さな穴から︑
ほのほが隣りのかまの中へ吸ひ込まれて行く︒

六槻6

ち出しました︒

六野9

兵のために︑突撃の道を作らうといふのです︒

馬柵4

二583園

九741 源作ちいさんは︑もえさかるほのほの色を ほへい ﹇歩兵﹈︵名︶7 ホ兵 歩兵
あんざん

じっと見た︒

ほのほが勇ましく見える︒

九㎜2 鞍山の製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑
十171図魍 機は︑たちまちほのほを吐き︑翼は︑
ほのか

遣いて︑歩兵が近づいて來ました︒

﹇灰﹈︵形状︶2

空中分解を始めぬ︒

八576

ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだに

ほのか

十91図 ほのかに承れば︑この御苑は︑明治天皇
八604

ポプラ

つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒

御みつから︑︿略V自然のままに作らせたまひ︑

ほの暗い

ほのぼの

︽ーク︾

十二儒8 さうして︑この一握りの土に︑ほのかな
﹇灰暗 ﹈ ︵ 形 ︶ 1

春の香を感じるやうにさへ思った︒
ほのぐら・い

﹇灰灰﹈︵副︶2

九458 あたりはまだほの暗く︑
ほのぼの

九㎜5 窓がほのぼのと明かるくなった︒
十㎜1 ほのぼのとした影が揺れながら動くのは︑
﹇帆柱﹈︵名︶2

子ども心を引きつけて止まない︒
ほばしら

八951 大小の船の帆柱が︑林のやうに見えます︒
墓標

九476 帆柱に旗を立てた漁船が︑
﹇墓標﹈︵名︶1

十964園 ロシヤ軍の職死者の墓は︑︿略﹀なるべ

ぼひょう

く一箇所に集めて墓標を立て︑

ほぶね ﹇帆船﹈︵名︶1 帆船←ふねはほぶねよ
︵名︶一

八42圏 船は帆船よ︑ 三本マスト︑
ポプラ

あざやかな黄色︒

十294 高くのびたポプラや︑茂ったアカシヤは︑

ほめる一ほる

642

ホメル

ほめる

れた文學としてほめたたへられてるます︒
﹇褒﹈︵下 一 ︶ 1 0

﹇Vおほめる

ほ・める

ぼやける

︽ーケ︾

︽ーメ︾

ほらあな

﹇洞穴﹈︵名︶1

ほら穴

堀εおほり・どうとんぼりふ

アセチレン燈をたよりに︑ほら穴を奥へ

奥へもぐって行く︒

十一一99

﹇堀﹈︵名︶8

その川水は︑市内の何十といふ堀から堀へ

何十といふ堀から堀へ通じ︑

﹇掘出﹈︵五︶1

掘り出す ︽ース︾

たひたと︑水がたたへられてるます︒

十一一⁝⁝9 この危険物を掘り出す作業が︑︿略﹀銃

ほりだ・す

ほり始める ︽一

丸が飛んで來る中で︑平然と行はれる︒

メ︾

ほりはじ・める ﹇掘始﹈︵下一︶1

七78 勇さんと︑正男さんと︑花子さんと︑私と︑

﹇堀端﹈︵名︶2

堀ばた

四人が一組になって︑ほり始めました︒
ほりばた

八934

堀ばたの詔書に︑教育塔がそびえて︑白い

人の波が︑あとからあとから押し寄せます︒

川と堀とは︑まるで網の目のやうに︑組み 八922 堀ばたの町には︑映書館や劇場があって︑
港に集って來る船の積荷は︑小船で︑この

姿を︑くっきりと大空に現してゐます︒
ほりょ

︽ーサ・一

土がほり返され︑くれ打ちがすむと︑田に
ほり返した土のかたまりの間には︑もうひ

﹇掘﹈︵五︶2一

ホル

ほる 掘る ︽ーッ・一

﹁ココホレ︑ワンワン︑ココホレ︑

ココホレ︑ワンワン︒

オヂイサンガ︑ソコヲホッテミマスト︑

ある神様は︑山へ行って︑さか木を︑根の
六533園

穴をほって︑地にかくれることもできま

ついたままほって︑持っていらっしゃいました︒

五58

スト︑キタナイモノバカリ出マシタ︒

二879 ムリニ犬ヲナカセテ︑畠ヲホッテミマ

︿略﹀タカラモノガ︑タクサン出マシタ︒

二87一

二867園

ワンワン︒﹂トナキマシタ︒

一一866圏圃

テ︑イケヲツクリマシタ︒

一565 イサムサントマサヲサンバ︑スナヲホッ

テキマス︒

一561 川バタノスナヲホルト︑下カラ水が出

リ・ール・ーレ︾

ほ・る

萬六百鯨人︒

十一566図敵の死傷及び捕虜は︑司令長官以下一

ほりょ

また︑大阪の物産も︑堀や川を通って港へ ほりょ ﹇捕虜﹈︵名︶1 捕虜
川や堀に︑何々といふ船が通ってみるのは︑

つづら折りなる道をあがること十八町︑
へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒

賊の寄せ手七萬五千齢騎︑堀・がけと

堀江

﹇掘返﹈︵五︶3

からすきのあとには︑ほり返された新しい

ほり返す

昔︑仁徳天皇は︑この地に都をお定めにな

﹇堀江﹈︵名︶1

七387

水がなみなみと張られます︒

七371

土が︑暖い日光に照らされます︒

七368

シ︾

ほりかえ・す

つて︑堀江をお開きになり︑

八9510

ほりえ

←おいてきぼり

もいはず︑かづらに取りつき岩の上を傳ひて︑

十一175図

十一171図

大阪でなくては見られないけしきです︒

八953

送られます︒

八904

川や堀を傳はつて︑大阪の町々にあげられます︒

八903

合ってゐます︒

八8910

八899

合ってゐます︒

通じ︑川と堀とは︑まるで網の目のやうに︑組み

八899

きん

一417 オヂイサンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ホメ ほり
すると︑先生がにこにこして︑﹁︿略﹀︒﹂

テクダサイマシタ︒
四319

といって︑ほめてくださいました︒
子犬ですから︑︿略﹀︑少しでもできると︑

頭をなでてほめてやりました︒

五柵3

﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑二人は︑﹁︿略﹀︒﹂

になりました︒

六842 おとうさんにほめられたので︑弟はとくい
七942

とほめてくれました︒

八3510 そのうちで︑特に人のほめたのは︑五番め
分家のをばさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

の舞でした︒
十一484
ほめてゐます︒

ほめられないからといって︑手かげん

れるときまってはみない︒

十二299園 細工のうまい大工が︑必ず人にほめら
十一一2910園

︵下一︶ 1

孔子は顔回をほめて︑﹁︿略﹀︒﹂といって ぼり

するのが果してよい大工だらうか︒
十二331
みる︒

ぼや・ける

十一716 この雲が︿略﹀ひろがりだすと︑すつき
りした感じがなくなって︑形がぼやけて來ます︒
フ

︽ーシ︾
クワウソ

保有ス

﹁天佑ヲ保有シ萬世︸系ノ皇詐ヲ践メ

﹇保有﹈ ︵ サ 変 ︶ 1
テンイウ

十557図

ほゆう・す

ル大日本帝國天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒
ほら ︵感︶1 ほら
何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒

六496團 事書の幕は︑ たったあれだけなのに︑

643
ボルネオーほんかい

せん︒

七81 あさりは︑こんな淺いところに︑もぐって
みるのかなと思ひながら︑むちゅうになってほっ
て行きました︒

七83 ほったあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑
少しつつくつれて行くので︑

十二㎜9

︵名︶一

ボルネオ見物

たぶん季節風に乗って︑ボルネオ見物に

ボルネオけんぶつ

ボルネオ島

クチンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面

︹地名︺一

でも行くのであらう︒

十一㎜5

ボルネオとう

して細長くのびた蕾サラワク王気の首都である︒

8

おほろぼす

︵四五︶

ほろぼす

滅す

︽一

その会しだいに亡びて︑のちにはわっ

﹇滅﹈

ああ︑天は予をほろぼした︒

よ

こと夜討にしくこと候はず︒

天は予をほろぼした︒

ああ︑天は予をほろぼした︒
天は予をほろぼした︒

7

本

勇サンバ︑マンシウノヲヂサンカラ︑本

四136
五357

ぼくが本を讃んでみると︑

ある夜︑私が本を黒んでゐますと︑

字がすられ︑給がすられ︑たちまち本に

なって出て來ます︒

六翔3

ざっし

九鵬7 みどり色の上着を着たロシヤ婦人が本を讃
んでみる︒

十M4 私たちは︑毎日︑本や︑新聞や︑雑誌を讃

ぼん
﹇盆﹈︵名︶7 盆 盆←おぼん・たばこぼん
ぼん
職人が︑白木の盆のところどころへ︑︿略﹀

んでゐます︒

ぼん

膏藥のやうなものを︑︿略﹀つめてみる︒

かうやく

十柵2

の盆が︑うつ高く積んである︒

二障1 次の部屋へはいると︑こくそをつめた白木

十伽3 その手は︑盆を一枚一枚︑はけでさび色に

この人たちは︑下塗りのできた盆の内側へ︑

塗って行く︒

黒い漆を塗って行く︒

十伽10

十槻1墨型のやうに簡軍なものでも︑表と裏と同

中塗りの盆は︑内側ばかりが塗ってあって︑

時に塗ることはできません︒

外側はまださび色のままである︒

十全5

﹁ぼん︒﹂と大きな音がして︑大弓の

ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる

ほんくわい

5だいほんえい・だいほんえいはっぴょう

マンシウノ子ドモタチノヨム本デシタ︒ほんかい ﹇本懐﹈︵名︶1 本懐

ほんえい

て立ちました︒

六芸6 ﹁ぼん︒﹂と︑的のまん中の星を︑射抜い

と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

五448

おなかがやぶれてしまひました︒

三314

ぼん︵感︶3ぼん

今ひとたび軍を起し︑朝敵を滅して︑

を滅さばやと存じ候︒﹂と申す︒

十一一933図國﹁七たびまで人間に生まれて︑朝敵

十一一957園園

︵名︶

貼いちまんにせんぼん・

朝敵を滅して御代を安んじまみらせ

御代を安んじ奉れといひおかれしところなり︒
十一一982図圓
﹇本﹈

よと申しおきて死して候︒
ほん

いっぼん・いっぼんあし・きいっぽん・くひゃくく
ほんあし・じゆうにほん・すうほん・せんぼん・な

じゅうくほん・ごほん・さんぼんあし・しほん・し

十一㎜3 赤道下のボルネオにも︑こんなに氣持の

一一186

ヲオクッテイタダキマシタ︒

一一183

んじつぼん・なんぜんぽん・なんぼん・にほん・
はっぼん・ろっぽん

ろに終る︒

し

ンでも大部分を占めてみる︒

十一泌2 ボルネオの住民であるダイヤ族は︑クチ

一つ一つのすき間へ︑こくそをつめて行く︒

十﹇599図圓城を攻めて敵を滅すにも︑利を得る 十m9 盆をくるくまはしながら︑︿略﹀︑職人は︑

サ・ーシ・ース︾

ほろぼ・す

かに七十三騎となりにけり︒

十二923図

七139 あのあさりをほったところも︑︿略﹀︑もう ほろ・びる ﹇滅﹈︵上一︶1 亡びる ︽ービ︾
すっかり︑海の水でかくされてるました︒

七431 うがちぞめといふのは︑鍬で土をほる儀式
であります︒

るい穴をほり︑その中にはいってゐます︒

七854 たいていは︑木の細い根をぢくにして︑ま

九悩2圏國命がけでほつたおかげですよ︒
へ持って來て植ゑた︒

24

25

九川11 ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎の庭
十梱6 雨手をそろへて海岸の砂をほった︒

十鵬6 兵士たちは︑鐵條網の下をほって︑もぐつ
て︑くぐり抜けたのだ︒
しり
十矯8 地べたに尻もちをついて︑穴をほったり︑
さんごせう
十一川12 このあたりの島々は珊瑚礁からできてゐ

るせみか︑井戸をほっても水は出て來ない︒
十ニー23 重石を掘る人︑雑石を運ぶ人︑支柱を立
てる人ーー
十ニー63 十分深く穴を掘ってしまふと︑火藥を固
くつめる︒

十十十十

よい町があったのかと
う き
十一圏3 ボルネオの雨季は︑十月に起って三月ご

ボルネオ ︹地名︺3 ボルネオ

24

8788
囹囹囹園
25

ほんごく一ほんとうに

644

ほんくわい

本國

十二936図面 いざさらば︑同じく生をかへて︑ご
﹇本国﹈︵名︶1

の本懐を達せん︒
ほんごく

十一516図本國における海軍のほとんど全勢力を
學げて編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑
あくしゅ

ほんしゅう ﹇本州﹈︹地名︺1 本州
ンネルだ︒
いつも

﹇本城﹈︵名︶1
と

本城
だ

九鵬3圃 本州と九州の握手だ︑日本最初の海底ト
ほんじょう

ほんじやうばう

九協4 尼子の本城である出雲の富田城は︑そのこ
ろ毛利軍に園まれてるた︒

七921

﹁︿略﹀︒﹂と︑本田くんがいひました︒

水の上へ顔を出すと︑本田くんと山本くん

が︑嘉の上で笑ってゐました︒

七937

︹人名︺一

ホンダサン

ほんだはら

ホンダサンガ︑ラッパノエ
﹇馬尾藻﹈︵名︶1

ぽんと

﹇本当﹈︵名︶12

十一一556 そこにほんたうの悟りの境地がある︒

本島δほっかいどうほ

それでこそほんたうの武士である︒

十人乗りそこそこの登動機船が︑本島を

﹇本島﹈︵名︶1

十一一586園

ほんとう

十一979

あとにく略﹀績々と出て行く姿を見るであらう︒

﹁︿略﹀︒﹂かういひながら︑和尚さんは︑

さびしい本堂の柱にくくりつけられて︑

に

ホンタウニ ほんたう

ほんたうですか︒

二663園ホンタウ＝ヨイ子ダ︒

ほんとうに ﹇本当﹈︵副︶50

た︒

六⁝⁝1 夕方に近い本堂は︑少し暗くなってゐまし

きました︒

六佃9もう許してやらうと思って︑また本堂へ行

ぬらしました︒

六麗9 ぽたり︑ぼたりと落ちて︑本堂の板の間を

じっとしてみる間に︑雪舟は︑

六m6

雪舟を引っぱって︑本堂へ行きました︒

六川2

ヲカキマシ ほんどう ﹇本堂﹈︵名︶5 本堂

ぼりをして︑ほんたうにおもしろかったよ︒

九393園本幽くん︑おとうさんといつしょに山の んとう
ほんださん

タ︒

一24一
ほんだわら

ほんだはらといふものです︒こんぶとい
ポント

つしょに︑お正月のおかざりにするでせう︒

七127囹
︵副︶2

栗ガ︑サルニポントトビツキマシタ︒

ぽんと

二292

ほんじやうばう

ほんじょうぼう ﹇本性房﹈︹人名︺1本性房
十一219図 ここに本性房といふ大力の僧︑︿略﹀

小さな神様のおからだは︑ぽんと空へとび

ほんとう

まだ︑ほんたうの軍かんを見たことは
五摺8園

ほんたうだ︒

﹁ほんたうにじゃうずですね︒﹂

庭のあぢさるの花が︑ほんたヶにきれ

五梛9園

ほんたうですね︒

した︒

ほんたうによくあがりました︒

四齪1団子どもさんが︑みもんに來てくださると︑

四884団

どんなにおいしいだらう︒

四471園あの島の草をほんたうにたべたら︑

四151園

ほんたうに七ばらくでしたね︒

皇后様が︑御自分で︑病人のせわをなさ 三佃4囹長い間︑ほんたうにおせわになりま

ほんたうにありがたうございます︒

三皿1園 はい︑この間は︑お助けくださいまして︑

三867囹

いです︒

三568
はい︑ほんたうでございます︒
ほんたうのすみれ色をした花が︑︿略﹀︑び

七725園

るといふことだが︑ほんたうだらうか︒

七3410園

ろうどのやうに︑つやつやしてゐます︒

六柵8

六581園

いふことですが︑ほんたうですか︒

六579囹聞けば︑あなたは︑山で酒を見つけたと

ありませんが︑

三317

ほんたう

五636

本陣

本隊

あがりました︒

大石を︑かるがると脇にさしはさみ︑まりのごと
﹇本陣﹈︵名︶1

く二三十︑績け打ちにぞ投げつくる︒
ほんじん

み
十棚4 宗治は︑巳の刻を期して︑城をあとに︑秀
﹇本隊﹈︵名︶1

吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒
ほんたい

十㎜9 急いで本隊に報告しようと思って走って行
ホンダイサム

くと︑向かふから列車が進んで然る︒
︹人名︺一

一24図 ホンダイサム

ほんだいさむ

本田くん

﹁︿略﹀︒﹂といって︑本田くんといつしょ

﹇本田君﹈︹人名︺6

一231囹 ホンダイサムサン︒

ほんだいさむさん ︹人名︺一 ホンダイサムサン
ほんだくん
七904

に︑肩を並べて泳いで行きました︒

何十年も昔から︑ほんたうの日本人も住
んでみる︒

十一㎜8

と思ふほどなついて來た︒

七907 そこから︑二人ともとびこみの練習をしま 十一436 紫の君も︑源氏をほんたうのにいさんだ
したが︑本田くんの方が上手でした︒
ズ略﹀︒﹂と︑本田くんがいひましたので︑

いちばん上の段へのぼって行きました︒

七914

645
ほんの一ポンプ

私たちは︑ほんたうにうれしいのです︒

﹁ほんたうにね︒﹂といひました︒

村のはつれまでさんぽに來たところです︒

五157 二人とも︑ほんたうに久しぶりのお休みで︑
五405囹

いがりました︒

五㎜2 文子さんは︑ほんたうによく︑利根をかは
五麗3 別れるのは︑ほんたうにつらいと思ひまし
た︒

五個6囹 ほんたうに︑申しわけがありません︒
五糊8囹 それは︑ほんたうにお困りでございませ
う︒

五備4園 見つかって︑ほんたうによろしうござい
ました︒

六595園
村の人；感心な子どもですね︒﹂村の人
二﹁ほんたうに︒﹂

六734園
ほんたうにきのどくだったが︑
六研5 ほんたうに︑手に取って︑さはってみたい
やうな氣がします︒

七355園 ほんたうに︑もったいないことだ︒

七439 その時︑あの白い着物が︑ほんたうに美し
いと思ひました︒

です︒

七523 船の出る前は︑ほんたうに繋累のいいもの

七697園正男くん︑わかったつて︑ほんたうにわ
かったのか︒

七698園 わかった︑ほんたうにわかった︒

七773国 班長殿に呼ばれて︑きみから來た手紙を
渡された時は︑ほんたうにうれしく思ひました︒
七三10白い糸が︑︿略﹀︑ふはふはと空中にただよ
つてみるのは︑ほんたうにきれいでした︒

八239團 朝夕ひえびえとして︑空がほんたうにき
れいに澄むころになりました︒

ります︒

ほんたうに︑そんな氣持になることがあ

ほんたうによいグライダー日よりだ︒

八248国
八534

︑50林をぬって長距離をすべるのは︑ほんたう
ノΩU−

ほんたうにきれいだね︒

に愉快であった︒

八m3園

せなかのあたりが︑漫々と空色に光るのが︑

ほんたうにきれいだと思ひましたQ

八掴4

春が︑ほんたうにやって來るまでには︑
﹁おとうさん︑ぼく︑みんなで海へ行つ

︿略﹀きびしい寒さが︑二三度ぶり返したり︑

八齪1
九387園

て︑ほんたうに愉快でした︒﹂

﹁本田くん︑おとうさんといつしょに山
話したり書いたりして︑始めてほんたうに

のぼりをして︑ほんたうにおもしろかったよ︒﹂

九393園
九424

はっきりするのです︒

へ行って聞いてみたい︒

十一佃5團ほんたうに勇ましい人の心の中には︑

ほんたうに間違ひなく産ませるためには︑

かうしたやさしい情がこもってみるのだと

﹁︿略﹀﹂とでも書かなければならなくなる︒

十一伽5

十一一307園今の齪れた世に容れられなければこそ︑

ほんの

大和は︑ほんたうにりつぽなよい國であ

ほんたうに先生の大きいことがわかります︒

﹇本﹈︵連体︶3

十一一4610
る︒

ほんの

八鯉1 ほんの少しでも︑あけ方がくるふと︑大砲

まだ御料林のほんの入口へはいったばかり

の役目を果すことができないので︑

しかも︑この御降嫁による公武一和の望

なのである︒

九133
十一一柵3

ほんのう

みは︑ほんの束の間の夢であった︒
ほんのう
﹇本能寺変﹈︵名︶1 本能寺の憂

北斗は︑ほんたうにりこうで︑すなほです︒ ほんのうじのへん

富士の山︒

かもめすいく

とんで行く︑

ほんのり︵副︶2ほんのり
んのり

四伽4圏

﹇本部﹈︵名︶3 本部

ポンプ

ポンプ

︵名︶2

一326

ポンプ

ろへさしかかりました︒

五m1 利根は︑もう百メートルで本部といふとこ

根が來るだらうと思って︑待ってゐました︒

五柵4本部では︑︿略﹀兵隊さんが︑今にも︑利

ものは︑軍犬利根でありました︒

五柵4 その間︑第一線と本部との間をお使ひする

ほんぷ

る基地で︑

十613 ほんのりと夜のとばりが明けて行かうとす

空にほ

意外にも︑信長は本能寺の愛にあった︒

九853

ぼくは︑祖父のこのことばを聞いて︑ほん

十柵3

九864

たうにうれしいと思ひました︒

ほんたうにかはいいのですね︒
一度乗ってみたいと思ってみたこの汽車に

九M8園
二塁2

野原に︑咲きだしたこのむらさきの花は︑

乗れて︑ほんたうにうれしい︒

九川11

それを毎朝見に行くのが︑ほんたうに樂

ほんたうにきれいに見える︒

九恥1園

﹁おかあさん︑私は︑今日ほんたうに日

しみなんだ︒

十574囹

本の國のえらいことがわかりました︒﹂

十一99囹ほんたうによい雨です︒
ほんたうに︑あのねえさんが︑よその人
ほんたうに一度でもいいから︑演奏會

になってしまふのかしら︒

十一472
十一鵬9園

ポンプじどうしゃ一ま

646

ぼんぽこぼ

明．

呂かんじほんらい
奔流

しゃりやう

において︑米英軍と戦圖状態に入れり︒﹂

十528囹
ほんらい
﹇奔流﹈︵名︶1

40

マ

ま

間

δあしま・いたの

まことに奔流のやうな戦車隊・車輌隊

︵名︶

へやに︑勇さん

コンナコトヲ考ヘテヰルウチニ︑イツ
いつのまにか︑となりの

もすっかり消えますが︑
いつのまにやら

春のかすみ
つみ重ねたどなうの根もとにも︑いつのま

つつまれて︑

四三5圃
に

小さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑

いつのまにか︑天皇は︑おやすみになって

六214

いつのまにか︑十年といふ長い月日が︑

いらっしゃいます︒

六51

いつのまにか大きくなります︒

五558

にか︑草がたくさん生えました︒

五143

天人は︑

四495書になると︑いつのまにか︑ガラスの氷

のおかあさんとねえさんが︑來て

三863

ノマニカネムッテシマヒマシタQ

一一95一

ま・ひるま・またたくま

ま・つかのま・とこのま・なみま︒はれま・ひと

ま・おくのま・さくらのま・すきま・たえま・たに

﹇間﹈

ま

の前進である︒

十二梱9

ほんりゅう

ま

﹁忠言陸海軍は︑本八日未明︑西太平洋

六698 家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを引 ほんようかみめい ﹇本八日未明﹈︵名︶1 本八日未
いて︑勢よくかけて行きました︒

本分

六699 遠く走るポンプ自動車のサイレンの音も聞

ポンプじどうしゃ ︵名︶一 ポンプ自動車

﹇本分﹈︵名︶1

えます︒

ほんぶん

十二404 まことによく島民の本分︑軍人としての
りっぱな畳悟を表した歌である︒

ぼんぽこ ︵感︶1 ぼんぽこ

四425圃 お山の上では親だぬき︑ ぼんぽこあ
ひつの腹つづみ︒

ぼんぼり

四436團月にうかれて腹つづみ︑

ぼんぽこぼんぽこ ︵感︶1 ぼんぽこぼんぽこ

﹇雪洞﹈︵名︶1

んぽこ打ちだした︒
ぼんぼり

六柳4 まだ十分咲ききらない花は︑ちゃうど︑お

き らかうづけのすけ

本望

ひな檬のぼんぼりのやうなかっかうです︒
たくみのかみ

﹇本望﹈︵名︶1

十二583 亡君淺野内匠頭の仇︑吉良上野介を討

ほんもう

つて︑あっぼれ本望をとげたといふので︑
ぼんやり ︵副︶4 ぼんやり

六m1 少し泣きつかれて︑ぼんやり︑足もとを見

六652 長い物が︑ぼんやり見える︒
てるた雪舟は︑

どれがどうなのか︑さつぼり見質がつきません︒

九878 ただぼんやり見てみるだけでは︑いったい
十一㎜3 濃霧がもうもうと立ちこめて︑︿略﹀目
じるしのランプも︑光がぼんやりと見える︒
十一一333囹顔回は︑︿略﹀︑ただだまってみるので︑

ぼんやりもの ︵名︶2 ぼんやり者
何だかぼんやり者のやうに見える︒

十二335囹決してぼんやり者ではない︒

田道間守は︑みささぎの前にひれふしたま

たってしまひましたQ

いつのまにか︑空がくもって︑雪がさかん

ま︑いつのまにか︑つめたくなってゐました︒

六248
六975

お寺の小僧になってまもないころ︑ある日︑

に降りだして來た︒

和尚さんにたいそうしかられました︒

をしやう

六柵5

れます︒

六㎜8 見るまに︑船の中には︑いわしの山が築か

本︑威勢よく風にひるがへってゐました︒

六柵5 いつのまに立てたのか︑︿略﹀吹流しが二

火に追はれて︑逃げようとするまもなく︑

かたはしから焼きたてられ︑

七227

ちやうど︑たんざく形のみどりの敷物を︑

が︑いつのまにか日本中にひろがりました︒

七343 重い病氣でも︑きっとなほるといふうはさ
七3710

すると︑正成は︑いつのまに用意しておい

きちんと間を置いて︑敷き並べたやうです︒

たものか︑たくさんのたいまつを出して︑

七6010

七7910團大きなアルミニュームの食器に︑山もり

手紙を書いてみる間に︑いつのまにか九

にした御飯を︑見るまに平げてしまひます︒

この小さな虫が︑︿略﹀︑いつのまにか︑柔

足前になりました︒

七846團
七866

まつ︑自動車小屋が見るまに焼けた︒

かい土の中にもぐりこんでしまひます︒
七川1

びて︑ニメートルぐらみになりました︒

七鵬8 糸は︑一センチ︑ニセンチと︑見るまに延

穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと︑

いつのまにか︑りっぱな設計圖ができる︒

八493

つた二機になった︒

八553 見るまに︑飛んでみる敷は少くなって︑た

647
ま一まい
ま

憤慨6園 まあ︑けさはどうしたのです︑こんなに

六町1囹まあ︑きれいね︒

つて來るからである︒

櫛を使ふことをおきらひだが︑それに

まあ︑しやうのない犬きですこと︒

まあ︑四十八も︒

十一418園

にいさん︑まあ何といふいい曲なんで

﹇枚﹈εいちまい・いちまいいちまい・ごまい

め・にまい・ろくまい

まい

マーチ 5ぐんかんマーチ

せう︒

十一鵬8囹

しては︑まあ何といふよい髪でせう︒

十一402囹

臨写8園

早く起きてll

八618 たき火も︑いつのまにか消えてゐました︒
こいみどり色に饗る︒

おとひめ﹁まあ︑よろしいではございま

ほんたうにしばらくでしたね︒まあ︑
あなたの孝行のせみですよ︒まあ︑おと
ほんたうにきのどくだったが︑けがのな

まあ

オヂイサン︑マア︑ヨク
オイデクダサ

トダ
︒
マア︑キレイナニコジ

マア

﹁まあ︑待ってください︒﹂
︵感︶18

一534園
一651園
イマシタ︒

ニー16園 マア︑ヨカッタネ︒

まあ

十一川5囹

したね︒まあ︑一曲ひかせていただきませう︒

﹁まあ︑きれいだこと︒﹂と︑勇さんと︑

らっしゃる︒
六399園

六668園

まあ︑うれしい︒

まあ︑よく見えるね︒

花子さんがいっしょにいひました︒

六鵬4圏圓

つるがをか

はちまんぐう

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納す

みなもとのよりとも

す︒

一番︑二番︑三番と︑十二番の舞がめでた

その五番めの舞を舞ったのが︑あの萬壽姫

さてさて︑このたびの舞は︑日本一ので

舞が終ると︑︿略﹀と僻世の歌を残して︑

十一712

天女の輕い舞の袖を思はせるやうな雲で

みごとに切腹をした︒

十旧4

きであった︒

八367園

であったのです︒

八363

の舞でした︒

ノ∩δ−

︑50そのうちで︑特に人のほめたのは︑五番め

くすみましたが︑

八359

ることになって︑舞姫を集めました︒

八349

りました︒

五65 天のうずめのみことは︑まひをおまひにな

せんか︒

四梱3園天人のまひを︑まって見せていただけま

しのまい

十一鵬9園演奏會へ行ってみたいとかいふことで まい ﹇舞﹈︵名︶10 まひ 舞届くせまい・ひとさ

七705園正男﹁まあ︑待ちたまへ︒

七469園まあ︑ひとつ聞かうではないか︒

いのが︑まあ︑何よりのしあはせだ︒

六734園

うさんをだいじにしておあげなさい︒

六589園

一つおあがり︒

四151園

せんか︒﹂

三佃9園

九964 薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか まあ ︵副︶8 まあ
九悩7 甚次郎の目は︑いつのまにか涙で光ってゐ
た︒

いに水際に追ひつめられて行った︒

九伽1 いつのまにか狼介は切りたてられて︑しだ
九㎜5 ﹁あじあ﹂はいつのまにか町へはいってゐ
た︒

十667 と見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛び越
えながら︑激しい掃射を浴びせかける︒
びたしになるのも︑間はあるまい︒

十柵1 この水ならば︑平地に築かれた高松城が水

﹁はい︒﹂と答へて次の間から出て來た

十棚1 いつのまにか︑夜は明けはなれてみた︒
十一463
犬きが︑その車を引いた︒

十一815 いつのまにのぼったのか︑朝の日の光が︑
か

石を噛んで流れる水の上にをどつてみる︒

十一894 いつのまにか大木が少くなって︑せいの
低い細い木が目につくやうになった︒

十二鵬8 工兵隊は︑鯨つた材料をトラックに積み︑
汗を拭ふまもなく︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 前 進 す る ︒
ふところ

三778園まあ︑めづらしい︒
四摺1圃 まあ︑お久しい︑ だいり様︒
四柵2園 なんとまあ︑ よいけしきだらう︒
五317園まあ︑かはいいかひこね︒
五尺8園
﹁まあ︑利根が︒﹂ といったまま︑つつ

遊びに鯨念がない︒

ては︑見るまに大きくふくらんで︑

十一一価5 白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し
十二柵5 いつのまにか向かふ側へ行った弟は︑土

五価1園まあ︑りっぱな神檬が︑水にうつってい

ぶして︑泣いてしまひました︒

なは
十二脱2 と思ふまもなく︑︿略﹀縄のすだれを掛
けたやうな雨足が︑さっとたれさがって來た︒

十二鉗6 針路を取りもどしたと見る間に︑白いす
魔

ま

だれを掛けたやうなスコールの中へ突つ込む︒
﹇魔﹈︵名︶1

ま
十ニー27 もしあれば︑危除といふ魔が︑すぐねら

まいにち
まい
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くり返し︑
まい

︽マイ︾

かへしし人をしのびつつ︒

十一一761図圃 若宮堂の舞の袖︑ しづのをだまき
︵助動︶13

さかんな

でも︑この木は︑切るよりほかにみ

三432園 なんとかして取られないくふうはあ

まい

るまいか︒

四88園
ちがあるまい︒

六563園 それにちがひありますまい︒
七768圃 しかし︑ 夏ほど明かるくて︑
ものはあるまい︒

九192團圓 これでは︑義男たちが見ても︑おとう
さんとは氣がつくまい︒

を忘れまいそ︒

あまご
九悩2園 それにつけても︑御主君︑尼子家の御恩

十555 おことばの一言一句も︑聞きもらすまいと
した︒

十価6 さうした人々の目をさますまいと︑氣をつ
けて静かに歩いてみるのですが︑

十紹1 この水ならば︑平地に築かれた高松城が水
びたしになるのも︑間はあるまい︒

十一伽4 漢字だけで書けば︑さし當り﹁草木青﹂
と書いて満足しなければなるまい︒

十二643園助けたいのは山々であるが︑それはか

毎朝日が出ると︑この木の西がはは︑

﹁毎朝みがきます︒﹂

ニ︑﹁オ早ウ︒﹂ヲイヒマス︒

一一804團私ハ︑マイアサ︑ニイサンノシャシン
三418園

四74

枯らしてはたいへんだと思って︑毎朝︑

何十といふ平々が︑日かげになります︒
四撹7圏
水をとりかへてゐます︒

毎朝︑にいさんたちは︑きっと馬屋へ行
さうして︑毎朝母といっしよに︑お寓眞を

五661国
く︒

九293

これらの仕事は︑家で毎朝起きると︑まつ

拝むことにしてゐました︒

九545

それを毎朝見に行くのが︑ほんたうに樂

夜具をかたづけ︑雨戸をくるのと攣りはないが︑

九備1囹

舞ひ納め

﹇舞見物﹈︵名︶1

舞見物

美しくも︑嚴かな舞ひ納めであった︒

﹇舞納﹈︵名︶1

しみなんだ︒

まいおさめ

十旧3

まいけんぶつ

︵サ変︶

1埋設する

︽一

みんなそろっ

まひ上手

奉納の當日は︑頼朝を始め舞見物の人々が︑
﹇舞上手﹈︵名︶1

何千人ともなく集りました︒

八358

まいじょうず

てまひ上手︒
﹇埋設﹈

四槻5圃園圃の都の天人たちは︑
まいせつ・する
シ︾

へってかれらの心であるまい︒

十二826園 一雨ばかりになりますまいか︒

眞一文字

橋の対馬には︑こていねいにも地雷が埋
﹇真一文字﹈︵名︶5

ぼくたち三四人は︑列を離れて眞一文字に
その向かふに︑眞一文字に白い線を引いた
やうな砂濱が︑目にしみるやうに窺った︒

立川5

すべりおりた︒

八816

まいちもんじ

設してある︒

十二鵬8

舞ひあがる

十一一828園費りますまい︒

まいあが・る ﹇舞上﹈︵四五︶2
︽ーッ・ーリ︾

八739図扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

八661 職の眞最中に︑鳩は空高く舞ひあがった︒
舞ひあがり︑

まいあさ ﹇毎朝﹈︵名︶8 マイアサ 毎朝

つと渡り︑向かふの岸に打ちあげたり︒

十年6図 日本一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさ

き切られてみた︒

十柵5 腹毬を取ると︑治嘉の腹は︑眞一文字にか

かまくら

軍勢六萬蝕騎︑稻村が崎の遠干がたを︑

眞一文字にかけ通りて︑鎌倉へ齪れ入る︒

十一2410図

毎日竹を切って來て︑ざるやかごを

つゆになって︑毎日のやうに雨がふり

﹇毎日﹈︵名︶30 まいにち 毎日

三562

まいにち

ます︒

作ってゐました︒

四323

四885国 あの日から︑毎日雪が降ったり雨が

降ったりして︑

五208 おたまじゃくしは︑毎日︑大勢の兄弟や仲

毎日馬をかはいがってやると︑馬の方で

間といっしょに︑池の中を泳いでゐました︒

八百屋だ︑毎日︒

おとうさんは出征︑

おかあさんと四人

も︑ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒

五683團

で︑

五762圃

五佃7 毎日︑きまったやうに︑運動をさせてやり

おいで

おいでになって

毎日まいにち海と山︑

おとうと神

利根は︑毎日︑五回も六回も︑この間を

ました︒

行ったり來たりしました︒

五冊6

はかりのため︑

五価1間あに神さまはつりのため︑

になってをりました︒

をりました︒

五伽1圏 毎日まいにち海と山︑

いらっしゃる︒

五伽6園 にいさんは︑毎日海へ出て︑魚を取って

取ってみますね︒

五悩7囹私は︑毎日山へ行って︑鳥や︑けものを
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まいねん一まいる

六551園毎日山へ行って働いて︑
まいねん

﹇毎年﹈︵名︶3
だいじゃ

毎年

毎年ある花火は︑今度はやめださうですが︑

くせまひ

舞ひ始める

︽一

かささぎは︑毎年新しい巣を作って︑ひな
﹇舞始﹈︵下一︶1

せいぐわんじ

さうして︑おもむろに誓願寺の曲舞を歌

はちまんぐう

舞姫
つるがをか

﹇舞姫﹈︵名︶4

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納す

みなもとのよりとも

八355

頼朝は一目見た上でと︑切幕を呼び出しま

ることになって︑舞姫を集めました︒

八349

まいひめ

つて︑舞ひ始めた︒

十旧2

メ︾

まいはじ・める

鳥を育てるのです︒

八榔5

六152

のは︑もうこの子だけになりました︒

七331囹毎日︑かうして藥をいただいてみるおか 五274囹 大蛇に︑毎年一人つつ取られて︑残った
げで︑たいそうよくなりました︒

れて︑毎日良しい日を送ってゐます︒

七777團 このごろは︑もうすっかり兵螢生活にな

七841国毎日︑教練をしたり勉強したりして︑軍
人としてのりつぼな精神を養って行くのです︒
ます︒

八193國 私もずっと丈夫で︑毎日樂しく暮してゐ
八2110国 大連の港は︑ずるぶん大きくて︑毎日た
くさんの船が出たり︑はいったりして︑
すので︑

八225團 また内地へは︑毎日のやうに汽船が出ま

八伽4囹毎日の買物に持って行きませう︒

したが︑︿略﹀︑さっそく舞姫にきめました︒

萬壽は︑千年やうやく十三︑舞姫の中では

まみらす

︽ース・ーセ

さうして︑その明くる年の春︑舞姫に出る

いちばん年若でした︒

八356
八433

ことになったのでした︒
﹇参﹈︵下二︶2

一425圃

テンジンサマヘマヰリマス︒

三湿3園今日は︑お禮にりゅうぐうへおつれし

﹁私は︑どこへもまみりたうございま

ようと思ってまみりました︒

お別れしなければ

ならない

この十五夜には︑月の世界から迎へ

せん︒﹂といって︑ことわってもらひました︒

四352園

四366園

とうとう

にまみりますので︑

時がまみりました︒

四411囹

お宮へ まみって︑ 學校へ 行って︑

﹁君が代﹂歌って︑

四642圃

四五日たって︑兵たいさんから︑お手紙が

といって︑かへりました︒

印鑑8 私は︑また︑きっとお見まひにまみります
四棚3

あめ

まみりました︒

五986園天のうずめ︑たつねてまみれ︒

鯛だけは病氣でねてゐますので︑ここへ

五欄5園呼んでまみりました︒
五欄7囹

お手紙のことを姉に申しましたら︑たい

まみってゐません︒

﹁遠い︑遠い國のたちばなを︑仰せに

午後三時ごろ︑そちらへ参ります︒

へん喜んで︑ぜひ参りたいといってゐます︒

六165国
いらす・たちまいらす・ねがいあげまいらす・みま

六173国

参る
■いってまいりま

マヰル

七541園

﹁おかあさん︑行ってまみります︒﹂

﹁おとうさん︑行ってまみります︒﹂

されどこれは︑わらはこの家にまみり

し時︑この鏡の下に父の入れたまひて︑

九682図國

けくださいと祈り︑

八394 まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助

七541園

運をお祈りになりました︒

七191 途中︑まつ伊勢の皇大神宮に参って︑御国

よって︑持ってまみりました︒﹂
い せ

六238園

36

スグマヰリマス︒

まみる

九684図囹汝の夫の一大事あらん時にまみらせよ

て︑鏡の箱の底より黄金十爾を取り出す︒

九674器財債をば︑みつからまるらすべし︒﹂と

いらす・やすめまいらす・やすんじまいらす

ヨ︾δささげまいらす・ぞんじまいらす︒たすけま

まいら・す

九2210圏 スコールといって︑こんな大雨が毎日き
まったやうに降る︒

九257国 日本語が習ひたいといって︑おとうさん
たちのところへ︑毎日何人となくやって由る︒

九脳3囹年寄つた母は︑毎日毎日望小山へのぼつ
て待ち績けた︒

九脳3園 毎日毎日望小山へのぼって待ち置けた︒
十765 佐吉は上京して︑目をかがやかしながら︑
その機械館へ毎日通った︒

ざっし
十桝4 私たちは︑毎日︑本や︑新聞や︑雑誌を讃
んでゐます︒

十一柵2團毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑

︵四五︶

nVおまいり・おまいりする

とて︑たまひき︒

まいり

私をこんなに丈夫にしてくれたのでせう︒

十一価2国毎日毎日畠へ出て働いてみることが︑

﹇参﹈

一305園

す

︽ーッ・ーラ・ーリ・ール・ーレ︾

まい・る

讃んだり︑書いたりすることばが警語である︒

十二備2 われわれが︑毎日話したり︑聞いたり︑

十二購10 敵艦の胴腹深く飛び込むんだぞと︑毎日
いって聞かせてみる魚雷だ︒

まう一まえ
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こうまえ・くじまえ・ごふんまえ︒さんじゅうよね

え・えきまえ・おおまえ・おまえ・おんまえ・がっ

んまえ・さんびやくよねんまえ・しごにちまえ︒し

せんか︒

それでは︑お禮にまひませう︒

ちねんまえ・じゅういちじじっぷんまえ・じゅうす

九695図國 これは東遷第一の名馬とて︑商人の引
四梱5圏

でも︑その羽衣がないと︑まふことがで

きてまみりしを︑一豊が求め得たるものに候︒

四梱6圏

﹁おかあさん︑行ってまみります︒﹂

ッ・ーハ・一

月はまつ

天人は︑それを着て︑静かにまひます︒

は︑まはずにかへっておしまひになるでせう︒

四糎2

黒い衣のそろひでまふと︑

黒やみの夜︒

四慨6圏國

四悌1圃囹白い衣のそろひでまふと︑月は十五

みんな

てふがまひ︑花から花へ

天人は︑まひながら︑だんだん天へのぼっ

夜まんまるい︒
四榴3
て行きます︒

五125圏花から花へ
はちがとぶ︒

五慾3間めでた︑めでたとさかなたち︑

この時には︑頼朝もおもしろくなって︑い

まふやら歌ふやら︒

八362

その五番めの舞を舞ったのが︑あの萬壽姫

つしょに舞ひました︒

八363

であったのです︒

十428月の世界に都があって︑そこで天人が託つ
この世のなごりに︑ひとさし舞ひませう︒

てるるなどは︑實に美しい想像ですね︒
やなぎ

十櫻10園

もし︑きげんが悪うござったら︑かう

楊のわたが︑どこからともなくたくさん
舞って來る︒

十島3

十二837園

直上

地平線からしだいに見あげて︑頭の眞上ま

﹇真上﹈︵名︶1

かうはやして舞はれたらよからう︒
まうえ

九886

サルガ︑カニノウチへ來テ︑ヒバチノ

ツトムサンノウチノ十二︑馬ガヰマシ

四年の人も︑五年の人も︑六年の人

ネエサンバ︑前ヨリモ大キナコエデイ

目の前にをがむ二重橋︑けだかい︑

この︑前の方のむしばは︑生えかはる

三435

正男さんの家の前に︑川があります︒

若いねずみが︑前へ出ていひました︒

夜ねる前にも︑みがくといいのです

三451

がね︒

三421園

はですが︑

三411園

美しい二重橋︒

三162翻

ヒマシタ︒

二柵2

もこしかけもあったのです︒

二976荒みなさんの生まれる前から︑この机

も︑その前の人も︑これをつかひました︒

二974園

イデニナッタニチガピアリマセン︒

二946 今ハ︑オイデニナラナイガ︑前ニハ︑オ

タ︒

T

シロ︒﹂ト呼ビマシタガ︑

二477私ハ︑オトナリノ前へ行ッテ︑﹁シロ︑

前ニスワリマシタ︒

二29一

あけまえ・よっかまえ

まえ・にさんにちまえ・ひのでまえ・ひろまえ・よ

うねんまえ・しゅっぱつまえ・ちゅうじきまえ・て

九矧5園

︽

といって︑羽衣をお返ししたら︑あなた

きません︒

舞ふ

四悩7園

十943園今日乗ってまみりました馬も︑その中の
一頭で︑すぐれたアラビヤ馬です︒

十欄1囹明日寸切腹なさる由︑定めて秀吉方から
検使が参るでございませう︒

十一76囹ただ今︑北海道から蹄ってまみりまし
た︒

十一78囹 これは︑おみやげにと思ひまして︑求
﹁行く﹂﹁食ふ﹂﹁する﹂も︑﹁まみる﹂

めてまみつた黒竹の杖でございます︒
十一267

﹁いただく﹂﹁いたす﹂などいふのが普通である︒

十一269 私もまみりませう︒
十一297 母は︑今日まみりません︒

十一鵬3凛々は音樂家ですが︑おもしろさについ
つり込まれてまみりました︒

十一稲9園 ﹁先生︑またおいでくださいませう
か︒﹂︿略﹀︒﹁ま み り ま せ う ︒ ﹂

十二782囹 汝は大儀ながら京へのぼり︑急いで求
めてまみれ︒

十二787園まつ急いでまみらう︒
みなか
十一一796囹それがしは︑田舎からまみつた者でご
ざる︒

みささぎ

一つところにて討死せんと約束したり

十二847園殿様の御合鮎まみらぬも道理でござり
ます︒

十二㎜9図

まふ

ける者ども百四十三人︑ 先皇の陵に参って御い
とまを申し︑
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三681 おかあさんに手を引かれながら︑おされ
るやうにして︑はいでんの前へ出ました︒
︵五︶

はいでんの前には︑美しいちゃうちんが

三682

で行く途中︑

四梱3園天人のまひを︑まって見せていただけま まえ ﹇前﹈ ︵名︶ 伽 前 ■いちにんまえ・うでま

﹇舞﹈

一一

ヒ・ーフ︾畢おまう

ま・う

S8
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ありました︒

なって︑強さうに見えました︒

三874家の前に︑自動車が止ってゐました︒
四147 にいさんは︑前よりもずっと色が黒く
四256 いうびんきょくの前で止りました︒
みもんに行きました︒

四伽2 この前の日曜日に︑兵たいさんの病院へ︑

四鵬3国 今度は︑この前のやうに︑はっかしがら
ないで︑ぜひ︑いうぎをして見せてください︒
に負けてばかりはみません︒

四桝4 かうなって來ると︑南風は︑もう前のやう

五62 太玉のみことは︑このさか木に︑鏡と玉を
かざって︑岩屋の前にお立てになりました︒

五63天のこやねのみことは︑岩屋の前へ進んで︑
のりとをおよみになりました︒

五77 神様がたは︑さか木を︑ずっと前へお出し
になって︑

五99団 さくさくと玉じゃりをふんで︑神殿の御
門の前へ進みました︒

五706 私が︑にいさんと並んで立ってゐますと︑
すぐ前に掛けてみたよそのをぢさんが︑

五744 おばあさんとをばさんが︑ちゃうど私たち
の前へ來た時︑︿ 略 ﹀ ︑ 席 を ゆ づ り ま し た ︒

五863 この前︑みもんぶくろと︑みもん文を送っ
たので︑そのへんじであった︒

五悩7 その子どもは︑この時︑みんなからはなれ
て︑前の方にある木のそばへ行きました︒

五柵1 利根の盛るずっと前にも︑犬をかってみた
ことがあるので︑

五川9 出嫁の前の晩︑文子さんは︑利根にたくさ
んごちそうをしてやりました︒

五悩4 御殿の門の前に︑大きな木が立ってみる︒

五描9園門の前の木に︑りっぱな神様がいらっ

その前の年に︑天皇は︑おかくれになって

海の神様は︑ほをりの命の前にひざまつい

しゃいます︒

五心9
て︑

六228

かをりの高いたちばなを︑みささぎの前に

いらっしゃいました︒

六236

田道間守は︑みささぎの前にひれふしたま

供へて︑田道間守は︑ひざまづきました︒

六248

お逃げにならないばかりか︑つつしんで御

ま︑いつのまにか︑つめたくなってゐました︒

六523

家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを引

父君の前へお進みになりました︒

六698

いて︑勢よくかけて行きました︒

弟は︑自分の机の前へ行って︑何かさがし
私は︑それを︑みんなの前で讃みました︒

始めました︒

六鋭4
六851

六873團その前に立って︑

七439

三人の神主さんが︑静かに︑私たちの前を

賊は︑大きなはしごを作り︑これを城の前

船の出る前は︑ほんたうに景氣のいいも．の

通って蹄られました︒

七523
です︒

七607

國旗掲揚肇の前に︑みんな集ってみる︒

の谷に渡して橋にした︒

七696

それから︑兵舎の前に並んで︑貼呼を受

けたたましい響きだ︑

鐵工場の前︒

七753圖

けるのです︒

七781團

七8110国九時には︑﹁︿略﹀︒﹂と︑消燈ラッパが鳴

﹁武装して︑兵舎の前に集れ︒﹂

り渡るので︑その前に︑日記をつけたり︑
七831團園

兵舎の前に整列します︒

七833国その時は︑大急ぎで武装して︑まつ暗な

七槌8 大きなくもが一匹︑すうつと︑私の目の前

今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑

へぶらさがって來ました︒

七鵬2

滞洲は︑前から︑日本と深いつながりが

八319心後は山けはしく︑前は海近くして︑守り

あったわけです︒

八204国

までは︑まだどこの國のものとも

白い旗は︑つい︑目の前にひらくしてゐ 七m5 垂湾は︑︿略﹀︑今から三百二十年ぐらゐ前
るが︑手がとどかない︒

六945

道眞は︑その弓矢を静かに受け取り︑前へ

騎兵の一隊が︑勇ましく私たちの前を通り

それより一年ばかり前のことです︒

進んで︑きっと身がまへました︒

六㎜8

すみれも︑一週間ばかり前から咲きだしま

八567

八377

八776

ちやうど接待所の前で︑隊長が︑﹁︿略﹀︒﹂

前の日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

ちの前へ押しかけて來ました︒

︑
ノ了
501兵隊さんは︑やれうれしやとばかり︑私た

と號令を掛けました︒

八577

過ぎました︒

堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

東京騨の前にある大きな建物が︑じゅん

貨物船が︑目の前にあらはれました︒

した︒

六槻2

六研7

六榴8

じゅんにあらはれ︑

六悩6圃目の前にをがむ二重橋︑
﹁︿略V︒﹂と︑正男さんが︑六七センチも
ある細長い貝を︑みんなの前へ出しました︒

七92

家の前も︑後も︑横も︑まるでタ立の降る
やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

七393

まえ一まえ
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スキーをするには︑ちやうどよかった︒

機上整備兵の座席の前には︑たくさんの

︿虫の聲である︒

八7810 急な坂にかかると︑前の方で︑野田先生が︑ 九平9園

宿舎の前に︑一同が整列する︒

しゅくしゃ

計器が並んでゐます︒

九川3

粉雪が︑ぼくの前の友だちの肩に︑さらさ

﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲を掛けられる︒

八833 先生たちは︑もう目の前へ來られた︒

九躍2

旅に出かけて行く人が︑オボの前を通る時
海水が︑絶壁のやうに目の前にせまったと
始めてわれにかへった村人は︑︿略V︑ただ

うちでも︑母は︑ラジオの前で職況に聞き
この織機を︑村の人々の前で︑試運冠する
この時計仕掛が登明されない前は︑︿略﹀

國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ
海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に張
られた鐵條網が︑行く手をさへぎつてみる︒
さくれつ
敵の砲弾が兵士の目の前で炸裂し︑
皇軍將士の前には︑塾壕も︑トーチカも︑

ふんどう

前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお
翌朝︑王の御宿舎の前には︑蒙古の住民
正門の前には︑お四つでいらっしゃる若

を見ながら︑ここを射よと胸をたたくらん︒

十一211図十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼ

他人の前へ出た場合には︑︿略﹀︑自分の

りて︑手答へ高くはたと射る︒

身内の者のこともまた謙遜していふのである︒

十一288

十一301身内でない目上の人のこととなると︑他

いまだ天の明けざる前に勝負を決す

とたんに美しい髪が︑はらはらと前へこ

人の前でもやはり敬っていはなければならない︒

十一428

ぼれかかる︒

大將の前には斬死に子討たるるとも

ること︑何のうたがひも候はず︒

十一607図圏

十一655図圖

山小屋の前の小道をくだって行くと︑そ

かへりみず︑︿略﹀死に重なって戦ふと聞く︒

この美しい木々の緑と︑さわやかな鳥の

よ風が頬にここちよい︒

ほほ

十一7910
十一8010

朝の太陽の前に身じまひを正し始めた高

聲のごちそうを前にして︑

前の人の足あとをふみしめるやうに︑

い山々の針葉樹林を見あげる︒

十一819
十一837

﹁︿略﹀︒﹂と︑前の方で聲がする︒

ある小さなみすぼらしい家の前まで來る

﹁︿略﹀︒﹂と︑前の方でまぜかへす︒

はずむ呼吸が︑前にも後にもはっきり聞

十﹇842

十一857

かれる︒

十﹇843

十一塒1

ベートーベンはピヤノの前に腰を掛けて︑

と︑中からピヤノの音が聞える︒

十一㎜9

百年ばかり前︑ジャワが︑オランダと戦

かれは︑再びピヤノの前に腰をおろした︒

すぐにひき始めた︒

十一堰2

つたことがある︒

十一矯9

十一206重三腹巻を重ねて着たればこそ︑前の矢 十一η2 目の前に立ちふさがってみる火山が︑白

宮道久王殿下が︑︿略﹀お迎へあそばされてみた︒

みちひさ

十一151

たちが並んでみた︒

十一133

き︑その雨風に分銅をつるしておく︒

十川2

敵兵も︑何もなかった︒

十悩4

十旧9

十㎜6

の前に火も水もなし

十桝9図圃

手でまはさなければならなかったのです︒

十旧5囹

日がやって來た︒

十789

入ってみた︒

十573

だまって︑五兵衛の前にひざまついてしまった︒

十268

思ふと︑

十255

には︑ズ略﹀︒﹂と祈り︑

九m7

らと降りかかる︒

九148 祭場は︑檜のあら木造りで︑内宮・外宮の
御神木の前に南面して作られてみる︒
﹁︿略﹀︒﹂とはげましてくれた︒

九204團 おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れて︑

九333 母は涙をふいて立ちあがり︑娘の手を建つ
て お 宙 珂 眞 の 前 に 立ちました︒

一本を娘

に與へて︑ふたたびお罵眞の前に立ちました︒

九336 母は︑︿略﹀日の丸を取り出し︑

九396 話しかける相手が目の前にみる時は︑こと
ばを口に出して︑思ってみることを傳へますが︑
めて︑きつねの前なる土に立ち︑

九606図矢は︑あやまたず頭上をすれすれにかす
九746 どっかりと︑また︑かまの前にすわって︑

九957 立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける
と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九959 波が︑目の前の水面に︑小さな三角の小山
をこしらへ︑それが顔に當って︑

九965 目の前を︑白いかもめが海面とすれすれに
飛んで行く︒
︿略﹀︑なかなか 前 へ 出 し て く れ な い ︒

九978 今までからだを浮かしてみてくれた海が︑

九979 ぼく一人かと思って前の方を見ると︑みん
なも同じだ︒

九梱2 もう一息だと力を出した時︑ふしぎにから

だは︑すいくと前の方へ重く進んで行った︒
麗筆2圖 目の前に︑桑門海峡はさざ波をたたへ︑
車窓から何百の船が見える︒

九櫛2 その時ふと耳にするものは︑前の草原で鳴

653
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い煙を吐いてみたが︑

十一鵬10 今目の前に現れて來た陸地の姿や︑木々

きだうしや

すぐ目の前のゴムの木の根へ︑︿略﹀︑幅

の色が︑︿略﹀日本に近いものを感じさせる
十一㎜10

廣い稻妻が鋭く切り込む時など︑

十二74 坑口の前の線路には︑幾十垂の軌道車が︑
鑛員たちの乗るのを待ってるる︒

た︒

八勝7
まえだて

二目1

前立て

次に︑私が︑自分でこしらへた前掛をあげ
﹇前立﹈︵名︶2

しか
床の間には︑︿略﹀大きな鹿の角と三日月

の前立てとのついたかぶとが︑かざってある︒

九櫛5囹鹿の角に三日月の前立ては︑まさしく山
中鹿介であらう︒

ないが︑

十二撹3

まえもって

それも前半分で︑まだあとの半分があ
前半分を聞いてさへ︑私は喜びにたへ
前もって

橋には︑前もって爆藥が仕掛けてあり︑

﹇前以﹈︵副︶1

十二512囹

るに違ひない︒

十二511園

十二332園顔回は︑予の前で教へを受ける時︑た まえはんぶん ﹇前半分﹈︵名︶2 前半分
だだまってみるので︑
﹁︿略﹀︒﹂といふのであって︑美しい光

景を目の前に見るやうにお歌ひになってみる︒

十二471

十二669 後に立つた今一人の怪漢が︑いきなり聞
多の雨足をつかんで︑前へのめらせた︒
十二675 更に︑前から顔面を深く切り込んだ︒

﹇任﹈︵下一︶4

まかせる

任せる

︽一

熊襲のかしら川上たけるは︑力のあるにま

セ・ーセル︾
くまそ

らう︒

十一㎜4

はうびは︑望みにまかせて取らせるであ

どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思

︽ーッ︾

マカッサル海峡
曲りくねる

︹地名︺一

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒

十一﹇705

夜明けまで潮のまにまに任せるのである︒

船は登動機を止めたまま︑網もろともに︑

八3610囹

かせて︑四方に勢を張り︑

七143

まか・せる

に︑道にもあらぬ御計らひ︑いかがあらん︒

﹇罷立﹈︵四︶1 まかり立つ ︽ーッ︾

りよう
て連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑

九936 小熊座を包むやうにのろくと曲りくねつ
まかりた・つ

まかり立ってつぶやきけるやう︑

十一614図 左大臣︑﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑爲朝

しもつけのかみ

清和天皇九代の後胤︑下野守源義

こういん

まかりむか・う ﹇罷向﹈︵四︶1 まかり向かふ ︽一
せいわ

十﹁625測量

フ︾

曲る ︽ーッ・ーラ・

のちには︑すべりながらまがったり︑後

﹇曲﹈︵五︶7 まがる

朝︑大將としてまかり向かふ︒
まが・る

四521

ーリ︾

﹁ザ︑ザ︑ザー︒﹂と︑力強く水をかきま

向きにすべったり︑
五906

すと︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒

﹇巻﹈

ただ曲げただけでは曲らない︒

﹇蒔﹈δたねまき・まめまき

︽ーグル︾

与こしまき・しろはちまき・たつまき・

來て︑父親を深い谷あひに落してしまった︒

まき

﹇槙﹈ひこうやまき

起らば起れ︑

1 巻きあげる ︽1

取巻きあぐる龍巻も

﹇巻上﹈︵下二︶1 巻きあぐ

まきあ・げる ﹇巻上﹈ ︵下一︶

おどろかじ︒

十一脳8m閃圃

まきあ・ぐ

まき

とおまき・はちまき︒はらまき

まき

十訓7 がけを曲らうとした時︑烈しい風が吹いて

立てたやうなかつかうになってゐます︒

九896 少し曲った柄を上に︑ちやうどひしやくを

りと止った︒

九769 右へ曲り︑左へ折れて︑かまの近くでぴた

八503

曲ってついてみた︒

十一615図園合戦の事は武士にこそ任せらるべき 六893 ふり返って︑足あとを見ると︑くねくと︑

十二905図圖 いざや︑まつ前なる敵を一散らし追 まか・す ﹇任﹈︵下二︶1 任す ︽ーセ︾
ひまくって︑別なる敵と職はん︒

前足

十二矯5 目の前には︑敷知れぬ細引きが掛け並べ
﹇前足﹈︵名︶5

られてるる︒

まえあし

五252 前足をついてすわったかっかうは︑これま
﹁やす︑やす︒﹂といってやると︑いか

でのおたまじゃくしではありませんでした︒
五689国
にもうれしさうに前足をあげて︑

七852 前足が丈夫ですから︑けらや︑もぐらのや
うに︑土の中を上手にもぐって行きます︒

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

七879

すると︑ふしぎにも︑前足は堅くその場所 マカッサルかいきょう
十一脳図

マカッサル海峡

にくつついて︑動かなくなります︒

﹇曲﹈︵五︶2

炭僥がまの裏の山道には︑丸太を並べた木
馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ績いてるる︒

九766

まがりくね・る

二527妹ハウタヒナガラ︑前カケヲヒロゲテ︑

まえかけ ﹇前掛﹈︵名︶2 前カケ 前掛

フッテ來ル雪ヲウケテヰマス︒

まきおこる一まく
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ゲ︾

十一954 右下から吹きあげる風は︑もうもうと雲
﹇巻起﹈︵五︶2

︽ーッ・一

たいふう

巻き起る

を巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散する︒
まきおこ・る
ル︾

十二粥7圃 更にわが南洋から巻き起る西風は︑
︿ 略 ﹀ ︑ 世 界 最 大 の波紋を描く︒

﹇ 巻 込 ﹈︵五︶1

巻き込む

︽ーマ︾

﹁︿略﹀﹂などの形容では追つつくものでなく︑

十二鉗9 海面から巻き起って雲に達する壮観は︑

まきこ・む

﹇巻尺 ﹈ ︵ 名 ︶ 2

巻尺

＋二加10 これに巻き込まれたら一たまりもないの
だ︒

まきじゃく

ぼくのかげの長さを計ってくれたま

七706正男さんは︑巻尺を勇さんに手渡して︑
﹁これで︑
へ︒﹂

﹇真北﹈︵名︶2

眞北

七733 二人は︑巻尺を張って見つめてみる︒
まきた

九882 まつ眞北へ向かって立って見ませう︒

﹇撒散 ﹈ ︵ 五 ︶ 4

まき散らす

︽ーサ・

九905 北極星は︑いつ見てもほぼ眞北にある星で
すから︑

まきちら・す
ーシ︾

たやうです︒

五952圏

あすからうれしい夏やすみ︑

まき場の

いななきながら呼んでみる︒

六月になると︑母馬につけて︑近くの牧場

こまが朝風に︑

九822

で︑ぼくは︑そのころ學校から錦ると︑す

へ放牧にやることになりました︒

九826

牧場には︑村のあちこちから︑同じやうな

ぐ牧場へ行って見ました︒

九826

幕

たったあれだけなのに︑
たったあれだけなのに︑

六637

糸できりきりと巻いて︑

十一川5 ジャワ人たちは︑男でも女でも︑サロン

六639もう一枚の壼用紙を︑ぐるぐ暮いた︒

主上︑すなはち南殿のみすを高く巻か

を腰に巻いてみる︒

十二997図

北︑ベーリングの荒海を巻き︑︿略﹀

せて︑玉顔殊にうるはしく︑諸卒をみそなはし︑

アメリカ大陸に沿うてひろがる﹁太平洋﹂

十二描6圃

柿ノタネヲニ二二マキマシタ︒

オヂイサンバ︿略﹀︑灰ヲマキマシタ︒

オヂイサンバ︑灰ヲツカンデマキマシタ︒

ぼくは︑︿略﹀豆をまきました︒

方々のへやをまいて歩くと︑妹や弟が

豆を庭へ向かって元氣よくまきますと︑

小さな女の子が︑豆をまいてやりました︒

な星と︑同じものになってしまふであらう︒

十二偶2 夜の空に銀の砂子をまいたと見える小さ

九矯12囹種をまくと︑かはいい芽を出す︒

ころは︑もう滞洲の春が深くなってゐます︒

八榔8 畠に︑大豆や︑かうりやんなどの種をまく

六号2

四981

きな聲を出しながら︑豆をまきました︒

四975ぼくもおもしろくなって︑だんだん大

後からついて來て︑

四964

四963

四948園

二933イクラマイテモ︑花守咲キマセン︒
太郎︑今年からおまへがまくのだ︒

一一932

二918

一一248

ク︾εばらまく・ふりまく

俗にむら雲といってゐますが︑西洋では ま・く ﹇蒔﹈ へ五︶ 13 マク まく ︽ーイ・ーキ・一

子馬がたくさん來てるて︑

十一733
﹇幕﹈︵名︶6

たったあれだけなのに︑

たったあれだけなのに︑

よく牧場の群羊にたとへます︒
まく

映壼の幕は︑
映壼の幕は︑

山がうつる︑川がうつる︒

六482圏
六485團

映書の幕は︑

五階︑六階︑家が出て湿る︒

六491圃

何十皇の職車が通る︒

映壼の幕は︑

ざあっ︑ざあっと︑スコールのやうに︑揮

何萬トンの︑ほら︑軍艦だ︒

六494圃

十6510

あと四年で明治維新の幕が切って落され

丸の幕が行く手をさへぎる︒
みしん

十二653

ようといふ時だ︒

キ︾δいきまく・うずまく・さかまく．とりまく

六396 あたり一面に︑ぱっと白い花をまき散らし ま・く﹇巻﹈︵四五︶9まく巻く︽ーイ・ーカ・一

勇さんが︑らくかさんをたたんで︑いと
をくるくまいて︑

この人一人助け奉りたりとも︑勝つべ

さうして︑その一枚をぐるぐと巻いた︒ ま・く ﹇負﹈︵下二︶3 暫く ︽iクル・ーケ︾

汝をたのまんなど︑父と兄と約束して︑

十一648図園汝負けばわれをたのめ︑われ負けば

き軍に負くることあらじ︒

十鵬2図國

六634

ちゃうど︑めがねの玉が︑はまるくらみの
きちんとはまった時︑巻いた紙を︑糸でき
りきりと巻いて︑動かないやうにした︒

六636

大きさに巻いて︑

六635

八5410 ﹁用意1一どん︒﹂白い花びらを︑まき散 三84
あま

らしたやうであった︒

九943 天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくま
りやうふう

き散らしてみるのが見られます︒

十二川2 涼風に吹き洗はれた空には︑みごとな
星がいつぽいまき散らされてみる︒
まきば ﹇牧場﹈︵名︶5 まき場 牧場
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まくら一まこころ

十一649図國 われ負けば汝をたのまんなど︑
まくら ﹇枕﹈︵名︶4 枕貼なみまくら
の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒

九榴3 さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く

お心と思ひます︒

十衛2園 かなはぬ時は︑城を枕に討死せよといふ

﹇枕元﹈︵名︶2

枕もと

十二937図 兄弟ともにさし違へて︑同じ枕に伏し

十一214図 兄弟同じ枕に倒れ重なって死にけり︒
こナり︒

まくらもと

てるます︒

四麗6團 あの花が︑私の枕もとで︑今もまだ煙い

︵下一︶

1

まくりあげる

十一779 遠くの方から︑小鳥の聲が枕もとへ流れ
﹇捲上 ﹈

るやうに聞えて來る︒

︽ーゲ︾

まくりあ・げる

九558 水兵は︑︿略﹀︑かひがひしくズボンをまく
りあげ︑︿略﹀︑分隊ごとに甲板洗ひを始める︒

まくる ←うちまくる・おいまくる・ふきまくる

九485 小型の潜水艦を思はせるやうな︑まるまる

まぐろ ﹇鮪﹈︵名︶4 まぐろ←かじきまぐろ
と肥えたまぐろ︑

ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ撃って行く︒

九488 このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急
九492 見る見るまぐろもさめも︑次から次へ行儀
よく並べられる︒

まぐは

九505 まぐろやさめの腹をさいて︑氷を入れて送
﹇馬鍬﹈︵名︶1

り出す者や︑

まぐわ

七372 今度は︑牛がまぐはを引いて︑泥水の中を︑
行ったり來たりします︒

まくわうり ﹇真桑瓜﹈︵名︶1 まくはうり

十一㎜11

形は︑まくはうりのやうで︑味は︑熟し

負け与おおまけ・おまけ・か

柿そっくりのマンゴーがある︒

﹇負﹈︵名︶1

ちまけ

まけ

1

曲げ過ぎる

︽一

だが︑その結果は︑惜しいことに佐吉の負
︵上一︶

曲げ過ぎて︑ひごを折ってしまった者もゐ

﹇曲過﹈

けであった︒

十809

ギ︾

まげす・ぎる

八506

マゲラン

中央ジャワの高原にあるマゲランといふ

︹地名︺4

たやうだ︒

十一川9

マゲラン

マゲラン

町へ行く︒

十一描図

まもなく︑汽車はマゲランの町にはいり︑

マケル

まける

負ける

その夜は︑高原の町マゲランにとまる︒

市内電車のやうに町の中をどんぐ走る・

十一㎜1
十一㎜3

﹇負﹈︵下一︶15
︽ーケ・ーケル︾

ま・ける

オニノタイシャウハ︑チカライッパイタ

﹁まけるものか︑まけるものか︒﹂

に負けてばかりはみません︒

けないで︑りっぱにやりとげます︒

五餌1国 もう︑軍犬のすることは︑どの犬にも負

六245 しかし︑だれにも負けない忠義の心を持つ

潮流に負けてはならないと︑ぼくはく略﹀︑

てるました︒

九984

しかし︑負けてはならない︒

潮の流れと職ふ些事で泳いだ︒

これくらみの波に負けるものかと︑︿略﹀

九川12囹

十窟3

やせ蛙まけるな一茶これにあり

からだを︑︿略﹀支へながら︑働きました︒

﹇曲﹈︵下一︶5 曲げる ︽iゲ・ーゲル︾

十一伽7図圃
ま・げる

あと足を曲げて︑前足をついてすわった

かっかうは︑これまでのおたまじゃくしではあり

五252

ませんでした︒

八502 次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げな

ただ曲げただけでは曲らない︒

ければならないが︑これはなかなかむつかしい︒

八讐それで︑紙でひごを・こしぐとしごきな

八503

曲げては設計圖に填てて見て︑形を整へる︒

がら︑熱くして曲げる︒

八505

をしてみる︒

出征する孫が︑今日汽車で通ります

十319 おちいさんが︑孫を寝つかせようとして話

五963囹 その子その孫の︑

孫の︑次々にお治めになる國であります︒

五963園 日本の國は︑わが子わが孫︑その子その

のでね︑見送りに行くところなんですよ︒

四243囹

さうして︑だれにもまけない︑りっぱなまご ﹇孫﹈︵名︶4 孫

タカヒマシタガ︑トウトウマケマシタ︒

一84一

三556
三785囹

﹁まけるものか︑まけるものか︒﹂

さむらひになりました︒
三785囹
あげました︒

一生けんめ

三791ぼくらは・まけずにどんぐ砂をもり
﹁負けるものか︒﹂ぼくは
いに走りました︒

四293園

かうなって罷ると︑南風は︑もう前のやう

心が︑︿略﹀︑おとうさんの心に通ってみるのだ︒

四305園負けてもよいから︑しまひまで走れ︒ まこころ ﹇真心﹈︵名︶6 眞心
九209国武運長久を祈ってくれるおまへたちの眞
四819園ぼくらの方が負けるかもしれない︒
四望4

まこと一まさお
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九244図魍 ただ身にもてる美心を︑
つくすまで︒

君と親とに

なければ︑少しも聞く人々を感心させません︒

九443 かざったことばで話しても︑重心がこもら
九446 眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち
は︑喜んでいつまでもその話に耳を傾けます︒

十47図 御造螢當時︑國民の物心もてたてまつり
たる木々は︑︿略 ﹀ 木 立 と な り て ︑

十︻315 敬語の使用は︑︿略﹀敬ふ眞心がことば
まこと

﹁まことの大將かな︒﹂と︑皆感じあ

﹇誠﹈︵名︶3

に現れることが︑最も大切である︒
まこと

へり︒

八7610図圓

しなど聞ゆ︒

九685風囹 まことにや︑都にて御馬そろへあるべ

の心のまことなりけれ
まことに

誠に

十二58図合目にみえぬかみの心に通ふこそひと
﹇誠﹈︵副︶31

五107團 まことにかうがうしくて︑しぜんと頭が

まことに
さがりました︒

五伽3園まことにすみません︒
六736囹 わたしは︑消防にばかり働いてみて︑手
傳ひもできず︑まことにすまなかった︒
勢もわっか千人ばかり︒

七573 千早城は︑︿略﹀︑まことに小さな城で︑軍

とに︑尊いいはれがある

八964 大阪が︑︿略﹀大都市となったのは︑まこ

さまは︑まことにおごそかである︒

九574 軍艦旗が︑︿略﹀しづしっとのぼって行く
九662図 信長の家臣らこれを見るに︑まことにな
らびなき馬なり︒

九州10 まことに死物ぐるひの戦であった︒

九㎜2

奉天はまことに平な大都市で︑

十662

よこ糸がなくなれば︑新しい仔が代ってと

まことに死の突撃である︒

十82図まことにおそれ多き極みといふべし︒
十817

ここに閣下と親しくおあひするのは︑ま

び出して行くなど︑まことに簡にして巧みなもの
であった︒

十896囹

式部は︑︿略﹀︑婦人としてもまことに圓

ことに喜ばしい次第です︒

十一362
満な︑深みのある人でした︒

十二891図圖

その子︑まことに獅子の氣性あれば︑

しゃりやう

まことに奔流のやうな導車隊・車輔隊

はね返りて死せずといへり︒

の前進である︒

十二棚9

十二佃9殉国朝敵とともに身命を捨て候事は︑朝

思へば︑まことに危いことであった︒

廷へ恐れ入り善事と︑誠に心痛致し居り候︒
十一而9

十一﹇⁝⁝6 國語こそは︑まことにわれわれを育て︑

まさえさん

われわれを教へてくれる大恩人なのである︒

まさえさん ︹人名︺5

このごろまさえさんは︑熱心にいけ花

私のおいて來たく略﹀花器などが︑そ

まさえさんと二人で︑野原へ花摘みに

どうかまさえさんも︑︿略﹀︑つつまし

﹇正男﹈ ︹話手︺

正男﹁ぼくは︑十三メートルないと思ふ︒﹂

正男﹁どのくらみあると思ふ︒﹂

20 正男 δわたなべまさ

七662

七687

急に思ひついたらしく︑手をうつて︑

しばらくして︑正男﹁待てよ︑

七698

正男﹁わかった︑ほんたうにわかった︒﹂

正男﹁さうだ︑さうだ︒

七692

のびてみたのに︑

七682 正男﹁けさは︑ぼくのかげが︑ずっと長く

いものかな︒﹂

七678 正男﹁何とかして︑きちんと高さを計れな

七664

お・わたなべまさおさん

まさお

やかな心を育ててください︒

十一伽2国

行った時のことが︑︿略﹀思ひ出されました︒

十一宙2團

つくりまさえさんの手で︑かはいがられてるる

十一備5團

のおけいこをしてみるさうですね︒

十一備2国

がたうございました︒

十一646図軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる 十一脳6團 まさえさん︑この間は︑お手紙をあり
まことに御許しあらば︑二の矢仕ら

内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒

十一6610図國

しかし︑まことに粗末なピヤノで︑

ん︒

十一鵬3園

まことにこの人にふさはしい歌でありま

す︒

十一悩8

まことによく國民の本分︑軍人としての
りつぼな畳悟を表した歌である︒

十一一404

まことにををしい精神を傳へ︑忠勇の心
がみなぎってみる︒

十二421

十二432東西の美しさを﹈首の中によみ入れた︑
まことに調子の高い歌である︒

﹁まことに忠臣の鑑︒﹂

萬葉集の歌は︑まことに雄大であり明朗

かれらは︑まことに忠義の者どもであ

である︒

十二473
十二587園

さやう致しては政道が立ちませず︑ま

十二599園
る︒

十二624園

まことにありがたく尊いのは︑母の力で

ことにせんないことでございます︒

あった︒

十二741

正 男 ﹁ さ う︒﹂

正男﹁まつ︑ぼくのかげを計るのです︒﹂

七702

正男﹁まあ︑待ちたまへ︒

七6910

七705

七711 正男﹁今︑ぼくのかげが︑百二十八センチ
正男﹁さう︑ さ う ︒ ﹂

あるでせう︒

九柵10

正 男 ﹁ す ごいなあ︒﹂

き

﹇正男君﹈︹人名︺10

正男くん

てるる︒

十357

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがにいさんにいふと︑

﹁︿略﹀︒﹂正男くんは︑さも自分で買った

正男くんは︑﹁︿略﹀︒﹂

十363

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男くんにいはれて︑ぼく

やうな口振りでいふ︒
十366

は望遠鏡に目を近寄せた︒

ぼくが思はず叫ぶと︑正男くんが︑﹁きれ

マサヲサン

正男サ

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑にいさ

いだらう︒﹂と︑あひっちを打つやうにいふ︒

十371
十378

﹇正男﹈︹人名︺42

んも正男くんも︑笑った︒

正男さん

勇さんも正男さんも︑そのあとをおっ

正男さんの家の前に︑川があります︒

て行きました︒

三121
三451

三452正男さんは︑この川で池を作ったり︑

正男さんは︑このごろ︑﹁︿略﹀︒﹂と考へ

魚をすくったりして遊びます︒

るやうになりました︒

三455

﹁正男さん︑どれにしませう︒﹂

正男さんは︑少しわかったやうに思ひま

三474 正男さんは︑まだよくわかりません︒

三491
三601囹

﹁正男さんは︑金魚とにらめっこをし

した︒

三643囹

正男さんのうちへ遊びに行かうと思っ

てるるのね︒﹂といって︑笑ひました︒

と中まで來て︑ふと見ると︑正男さんの

私も正男さんも︑﹁さやうなら︒﹂といひ

正男さんは︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

きますと︑

三878正男さんがゐましたので︑﹁︿略﹀︒﹂と聞

家の前に︑自動車が止ってゐました︒

三874

て︑外へ出ました︒

イサムサントマサヲサンバ︑スナヲホッ 三872

トホシマ

三882

正男さんへ

三913
ました︒

六453

﹁︿略﹀︒﹂正男さんがいひました︒

正男さんがたつねました︒

みんなは︑正男さんのいったことが︑お

七77 勇さんと︑正男さんと︑花子さんと︑私と︑

もしろいと思ひました︒

六塒6圏

六価4圃正男さんがいひました︒

六664主峯です︒正男さん︑大きな聲をして︒

六411

も︑ゆり子さんも︑みんな集りました︒

正男さんも︑太郎さんも︑︿略﹀︑春枝さん

五118團

﹁︿略﹀︒﹂といって︑正男さんが︑ 同じや

正男さんがいひました︒

六358

二42一 正男サンバ︑人ギャウノ手ヲトリマシタ︒

三93

うに空へなげました︒

三89

をこしらへました︒

三73勇さんと正男さんが︑かみでらくかさん

二591正男サンバ︑竹馬ニノッテ︑

正男サンモ笑ヒダシマシタ︒

ニ428正男サンバ︑テイネイニミテカラ︑

シャサマノ マネヲスルノデ︑

二424正男サンガ︑アンマリジャウズニ︑オイ

シタ︒

二416正男サンバ︑早筆ャウノソバニスワリマ

シタ︒

花子サンバ︑正男サンヲオクへ
二413

オイシャサマハ正男サンデス︒

一583
マサヲサンガイヒマシタ︒

テ︑イケヲツクリマシタ︒

一563

ン

まさおさん

﹁︿略V︒﹂學校の門を出ると︑正男くんが

ぼくにかういった︒

十344

なった時刻は︑

七717囹 正男くんのせいと︑かげの長さと同じに

かったのか︒

七697囹 正男くん︑わかったつて︑ほんたうにわ

まさおくん

芽の針やはらかに春雨の降る

十櫛2 正岡子規 くれなみの二尺のびたるばらの

し

し き
まさおかしき ﹇正岡子規﹈︹人名︺1 正岡子規

りませんか︒﹂

九佃3 正男﹁でも爆音は︑どれも同じやうではあ

か︒﹂

九備4 正男﹁機上では︑どんな仕事をするのです

く 人 ば か り で す か ︒﹂

正男﹁整備兵といふのは︑みんな地上で働

正男﹁どんな時がいちばんうれしいでせ

正男﹁出襲前には︑どんな準備をします

正男﹁さ︑勇くん︑

正男﹁そのとほりです︒﹂

2』2L257310

縁先に望遠鏡をすゑつけて︑

S

九七七七
九
九
十352 行ってみると︑正男くんのうちでは︑もう

一［
一一

れ5う113カ、鯛0了2了2了1

十353 にいさんと正男くんが︑代る代る観測をし

S0

S3
V

657
まさおかしき一まさおさん

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男さんが︑六七センチも

四人が一組になって︑ほり始めました︒
七91

ある細長い貝を︑みんなの前へ出しました︒

七658 國旗掲揚垂のそばに︑勇さんと︑正男さん
と︑春枝さんの三人が集ってみる︒

﹇正﹈︵副︶5

まさしく

賊が︑︿略﹀攻め寄せると︑正成は︑高い

に賊のわる口をいはせた︒

七593
正成は︑︿略﹀︑たくさんのたいまつを出し

がけの上から大木を落させた︒

七609

正成︑座上にみつつ︑弟正季に向かひ︑

﹁︿略﹀︒﹂と問ひければ︑

十二9210図

申す︒

十二932図 正季からからと打ち笑ひ︑﹁︿略﹀︒﹂と

まさたか Oわだまさたか

一一脳3園 正ちゃん︑見に行かう︒
まさつら

正成すでに討死すと聞かば︑天下は まさちゃん ﹇正﹈︹人名︺1 正ちゃん

て︑これに火をつけて︑橋の上に投げさせた︒

﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑

る︒

わ

十二911図正成・正季︑東より西へ破って通り︑
十二914図正成と正季と︑七たび合ひて七たび分
十二921図正成・正季︑取って返してこの勢にか
かり︑

箇所まで傷を負ひたり︒

十二926図
甲を脱いでその身を見れば︑正成十一
正成︑座上にみつつ︑弟工臨に向かひ︑
﹁︿略﹀︒﹂と問ひければ︑

十二929図

正成︑げにもうれしげなる氣色にて︑
﹁︿略﹀︒﹂とちぎり︑兄弟ともにさし違へて︑

十二934図

十二975図実父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打
ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒
まさすゑ

まさすゑ

十二903図正成︑弟正季に向かって申しけるは︑
﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑

正行︑敵より送り來たれる父の首を見

正行は︑︿略﹀︑自害せんとそしみたり

母︑急ぎ走り寄り︑正行がかひなに取

正行︑腹も切り得ず泣き倒れ︑母とと

その時︑正行十一歳に相成り候ひし

しかるに︑正行・正時︑すでに肚年

かれらが首を正行が手に掛けて取り

正行・正時が首をかれらに取らせ候

思ひ定めて退出す︒

十一︻㎜5図 正行︑︿略﹀︑ただこれを最後の参内と

十一一998図 主上︑︿略﹀︑正行を近く召したまふ︒

か︑

十二9810図圓

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑

十二989図園

に及び候︒

十二983図圖

を︑合職の場へはともなはで︑河内へ返し︑

十二9710図圖

にしみて忘れず︒

十二965図正行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心

もにぞ歎きける︒

十二963ロロ凶

りついて︑︿略﹀︑抜きたる刀をうばひ取る︒

十二947図

ける︒

十二944図

て︑悲しみにたへず︑

十二942図

きまさつら
まさつら
十二887ロ薗凶 その子正行が今年十一歳にて供したり
かはち
けるを︑河内へ返さんとて︑

十二903図正成︑諸腰季に向かって申しけるは︑ まさつら ﹇正行﹈︹人名︺12 正行 正行εくすの

尊氏がままなるべし︒
まさすゑ

たかうち

七6710 それから︑三日ばかりたったある日︑正男 十二895図圓
さんが︑自分のかげを見ながら考へこんでみる︒

七686 正男さんは︑あちらこちらと歩きながら考
へる︒

七706 正男さんは︑巻尺を勇さんに手渡して︑

まさか

正男さんは︑﹁ようし︒﹂と叫ぶ︒

七7010園 正男さんのかげを計ってから︑どうしま

七708 勇さんたちは︑正男さんのかげを計る︒
すの︒

七735
﹇真逆﹈︵副︶2

六437囹 まさか︑鬼ごっこはできないでせう︒

まさか
﹁まさか︑この無知非道な羅刹のこと

ばとは思へない︒﹂

十一一504園

まさしく

まさかず 与はしもとまさかず

九伽5囹鹿の角に三日月の前立ては︑まさしく山
中鹿茸であらう︒
た地学まで來たには來たが︑

十625 何時間か飛んで︑まさしく漕水艦の報告し まさすえ ﹇正季﹈︹人名︺7 正季 正季
十631 まさしく︑わが偵察機の報告である︒

に立てて︑大勢の中へかけ入りけり︒

正成・受認︑取って返してこの勢にか

正成と正季と︑七たび合ひて七たび分

正成・正金︑東より西へ破って通り︑

わ

十一636図根まさしく父に向かって弓引きたまふ 十二907図 正季︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑七百蝕騎を前後
ま
一︑ ︑
し︾
カこ
︸︒

十二踊3 その艦首のかっかうから︑煙突の形から︑
まさしくレキシントンに違ひないのである︒

まさしげ ﹇正成﹈︹人名︺12 正成8くすのきまさ
しげ
七591 正成は︑この旗を城門に立てて︑さんざん

十 十十
か二る二二
り92。9191
、1
41
図 図図

まさか一まさつら

658

659
まさつらまさときいか一まず

行・正時以下

まさつらまさときいか ﹇正行正時以下﹈︵名︶1

正

十二柵7図 正行・正時以下︑︿略﹀︑一つところに
て討死せんと約束したりける者ども百四十三人︑

まさとき ﹇正時﹈︹人名︺2 正時与まさつらまさ

まさる

せせらぎの

﹇増﹈︵四︶1

歌ふがごとく︑

十一686図圃

まさ・る

こびを
﹇増﹈︵形状︶1

﹇増﹈︵名︶与たてまし

まし

まし

まし

音もまさりて︑

︽ーリ︾

よろ

もし蹄れないなら︑むしろオランダ人と戦

つて︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒

七価8

﹇交﹈︵下一︶2
たかかげ

交へる

雨々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し
下下あたり
あの雲の眞下あたりが赤道であらうか

﹇真下辺﹈︵名︶1

い︒まして平原にある友軍陣地からは︑それがど

まじめな顔でやって写る者もある︒

六櫛2

やすくに

ま正面

ま正面に︑靖國神社がうつりました︒

ましょうめん ﹇真正面﹈︵名︶1

﹇混﹈︵五︶13 まじる 詣る ︽ーッ︾5い

与こいしまじり

そのうちに︑一人の美しい少女がまじって︑

その中に︑子どももまじってゐました︒

その間にまじって︑︿略﹀たち魚が︑︿略﹀

まぶしく

それといつしょに︑もっと養い︑巡洋艦

あすからうれしい夏やすみ︑

﹇真白﹈︵形状︶1 ま白

豆をたくさんいってますに入れ︑

﹇升﹈︵名︶3 ます

おとうさんが︑︿略﹀︑神だなから︑ますを

おろしてくださいました︒

四958

四952

ます

晴れた大空に︑ ま白な雲が浮いてみる︒

五944圏

ましろ

か駆逐艦らしい推進器の音も混って薫る︒

十二踊11

だやうに鳴く山鳩の聲が聞えて写る︒

十一807小鳥の聲に混って︑太く口の中でふくん

九727黄色な煙の中に︑白い煙がまじってみる︒
九矧4 母が︑大勢の人にまじって見える︒
九川3 風にまじって︑粉雪が降ってみる︒
九珊5 赤い花も少しまじって咲く︒
十梱2 筆で︑漆にまじったごみを取ってみる︒

横たはってるるのは︑めづらしい見ものである︒

九497

かつをが置かれ︑

九494 大きな魚にまじって︑小型の爆揮のやうな

聲が︑谷川の音にまじって聞えて罵る中を︑

九144 やまがら・こまどり・うぐひすなどの鳴き

た子燕が︑たくさんまじってゐます︒

八66 その中には︑親燕もゐますが︑今年生まれ

かひがひしく働いてゐました︒

七155

六悩5

りまじる

まじ・る

まじり

︽1へ・1ヘル︾

さきに︑羽柴秀吉と軍を交へるにあたり︑

十一一川7

ましたあたり

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒

十一一佃8

輝元のをぢ小早川隆景は︑七城の城主を集めて︑

十幽4

まじ・える

十㎜8図圖待つとも待つとも水ひまじ︒

かれらが首を正行が手に掛けて取り まじ ︵助動︶1 まじ ︽マジ︾

十二983図嚢 正行・正時︑すでに早年に及び候︒

ときいか
十一一9810図圓

正時ら

候か︑正行・正時が首をかれらに取らせ候か︑

まさに

楠木正行︑弟正時ら一族をうちつれて︑

﹇正時等﹈︵名︶1

十一一972図

まさときら

﹇正﹈︵副︶4

吉野の皇居に参向し︑
まさに

九踊6 草原を海にたとへれば︑オボはまさにその
燈塁である︒
がいせん
まさに山 の 幸 ・ を 得 て の 凱 旋 だ ︒

十ニー17

命からがら逃げ出した者も︑︿略﹀︑ただ

それも一矢にて︑眞中を射通し候は

をした者︿略﹀は︑どんな氣持であったらう︒

﹁あれよ︑あれよ︒﹂といふばかり︒まして︑けが

七979

十一一259 まさに︑後信者を失った者の悲痛な叫び まして ﹇況﹈︵副︶3 まして
でなくて何であらう︒

十一一麗5 徳川の家は︑まさに風前のともし火であ
つた︒

ん︒まして清盛などがへろへろ矢︑何ほどのこと

きよもり

十一605図圓
か候べき︒

まさふさ ﹇匡房﹈︹人名︺3 匡房貼おおえのまさ
九585図 やがて警士︑關白の館を出で︑

ふさ

ころに進み寄りて︑ゑしやくす︒

九588図義家︑︿略V︑膨上が車に乗らんとすると 十一槻3 飛行機からの偵察でもはっきりわからな

亭ほうぎょまします
まじめ

正男サンバ︑テイネイニミテカラ︑﹁︿略﹀︒﹂

マジメナカホシテ︑

マジメ

の邊にあるか︑ほとんど見當がつかない︒
まします

九5810図義家は匡房を師として學びけり︒
まさみち 5とうこうまさみち

八824

ト︑マジメナカホヲシテイヒマシタ︒

一一434

一545圃

﹇真面目﹈︵形状︶3

まじめ
まさる

︽ーリ︾

まさもろ 5じんぐうじまさもろ
﹇ 勝 ﹈ ︵ 四 ︶1

まさやす δうさみまさやす
まさ・る

あま
九6410図圓 ﹁その男︑尼が細工にはよもまさり候
はじ︒﹂とて︑なほ一間つつ張りみたり︒

九896 夜九時ごろ︑北より少し西へ寄った方に︑

一283

ー256

コンデツイテイキマス︒モシモシ︑キ

︑オツカヒニイキマス︒シロモ︑ヨロコ

サンノエヲカキマシタ︒センセイ︑サ

テイラッシャイマス︒アナタモ︑アソ

一285
一301園

クイラッシャイマシタ︒ドウゾ︑オア

カゼガフイテキマス︒木ノハガ︑ソ

︑六︒アメガヤミマシタ︒スズシイカ

ハシリマス︒ミヅノ上ヲ︑

一37ネ
4ニハ︑ホガアリマス︒カゼヲウケテ︑

ニ︑フネヲウカベマシタ︒フネニハ︑ホ
一372

一36ヨ
5ソヨウゴイテヰマス︒イケニ︑フネヲ

一362

一361

一314囹

一305園
ウ︒スグマヰリマス︒ゴメンクダサイ

ニイラッシャイマセンカ︒ハイ︑アリ

ますを下に︑少し曲った柄を上に︑ちやうどひし

5おでます・おわします・さかえます・

︽iシ︾

一303園

やくを立てたやうなかつかうになってゐます︒

ます ﹇鱒﹈︵名︶3 ます5べにます
十一989 もつばらさけやますの泳ぎまはってみさ
うな場所をさがして︑投網にかかる︒
十一棚3 網の糸も切れるばかり︑大きなますや︑
かんばん

さけがかかってみるのだ︒

﹇在﹈

十一剛6 見る見る甲板はます・さけの山︒
ます

増す

しずまります・ほうぎょまします・まもります
ます

一376ヲウケテ︑

﹇増﹈︵四五︶ 8

一378 ︑ズンズン ハシリマス︒ホウボウ︑ボ

ま・す

五914 ぐんぐん早さをまして進みます︒

マス

ます

︽マシ・マショ・マス・

コケモツケ

マヰリマス︒ソレナラ︑トボ

一445

ニ︑ツサイテ ヰマシタ︒ムラサキノ
ガ

＞︒オ
﹂ッ
ト シャイマシタ︒

ンシ
デャセイヲ シマシタ︒ラジオノピ
ノガキ
︑コエテ キマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑
﹇463サンガオッシャイマシタ︒ ネエサント

一462園
ノサウヂニ イキマセウ︒﹂ト︑オカア

一448

一447

一443

イッテミル

︑トホシテ アゲマセウ︒オミヤノ石
一426圃

ンサマへ
一425圃

イモノ︑ トホシマセン︒テンジンサマ
一424圃

一418 ︑ホメテクダサイマシタ︒ ココハ︑ドコ

ンニミテイタダキマシタ︒ オヂイサンバ
一413

一408シタ︒ハシモ カケマシタ︒スッカリデ

一407 ニ︑イシヲ ナラベマシタ︒ハシモカケ

一406シタ︒コケモ ツケマシタ︒川ノフチニ︑

一405イ木ヲ五本ウエマシタ︒

一404バニ︑川ヲ ツクリマシタ︒二二︑小サイ

一403シテ︑山ラ ツクリマシタ︒山ノソバニ︑

一401 ハコニハヲ ツクリマシタ︒ツチヲタカ

六274 冬が穿るころには︑この黄色にだんだん赤
みが増して來て︑おいしさうなみかんが︑︒

十994図 川水折ふしかさ増したり︒
十㍑3 その間にも︑水かさはずんずん増して︑城
の石垣はすでに水に没した︒

の苦心は︑それにも増して大きいものであった︒

十一伽4 ところで︑これを文字に書き表す安萬侶

のにもまして︑大きな喜びであった︒

十一一487 病人が良藥を得︑渇者が清冷な水を得た

十二脳1 すると︑波どものうち振る旗も︑また刻
刻に濃さを増して︑

十二㎜5 向かひ合って話してみる船長の後の空と
麗

波とが︑明かるさを増して來た︒
︵助動︶

マセ︾ n▽ありがとうございます・いただきます・

ます

クラノエヲカキマシタ︒ハヤシサンガ

カンノエヲカキマシタ︒スズキサンガ

ッパノエヲカキマシタ︒ワタナベサン

いってまいります・おはようございます

一243

一253

一246

リデ︑ツイテイキマシタ︒オハカノマ

水デアラッタリシマシタ︒オハカノソ

カラ水が出テキマス︒イサムサント

オカアサンヲヨビマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑

水ガニゴッテヰマシタガ︑ダンダン

イサムサンガイヒマシタ︒イケヘハナ

マサヲサンガイヒマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑

︑サカナヲサガシマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑

イサムサンガイヒマシタ︒フタリハ︑川

レイニスンデノーキマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑

テ︑イケヲツクリマシタ︒ハジメ一水

サンガオッシャイマシタ︒アリガナラ

シサウニナキダシマシタ︒ムカフノ空
︑大キナニジガデマシタ︒ワタクシバ︑

テ︑日ガサシテキマシタ︒セミガ︑ウレ

ザアットフッテキマシタ︒ユフダチガ
︒ユフダチガヤミマシタ︒アタリガア

ヨニアマドヲシメマシタ︒雨ガ︑ザアッ

︑ゴロゴロトナリマシタ︒ワタクシバ︑

アメガ︑オチテキマシタ︒オカアサンバ
ドヲオシメニナリマシタ︒ピカリトヒ
︒ピカリトヒカリマシタ︒大キナカミ

ザワトオトヲタテマシタ︒大ツブノア

デ︑ウチヘカヘリマシタ︒クロイクモ
ッパイニヒロガリマシタ︒木ノハガ︑

ラシイネ︒﹂トイヒマシタ︒ワタクシタチ

ノ花モサイテヰマシタ︒イモウトハ︑

ヘシノ花ヲミツケマシタ︒松ノ木ノカ

シコノ花ヲミツケマシタ︒ソレカラ︑ヲ

花ヲツミニイキマシタ︒ハジメニ︑ナ

水ヲオカケニナリマシタ︒イモウトヲ

46

ツ三ツサイテヰマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑

73872862828521875274318627427864
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46
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48
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48
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50
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660

一615ン
囹︑ナニが見エマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

一614ヰルカメガキキマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ガ︑空ヲトンデヰマシタ︒イケニヰル
一611

一598
クナルコトガアリマス︒メダカサン︑メ

一596ケガ︑クロク見事マス︒スイスイオヨ

︻594 ニョロリトウゴキマス︒エビハスキト

一592ゲンキヨクオヨギマス︒ドヂャウハ︑ソ

一773囹︺ダサイ︑オトモシマセウ︒﹂

一766囹

一762

一758

一756

一753

一744

一74一

ムカフカラ犬が來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︑勇マシク出癖ケマシタ︒少シイクト︑

ヲコシラヘテヤリマシタ︒モモタラウハ

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒フタリハ︑キ

一748園

ヘオイデニナリマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

イソウツヨクナリマシタ︒アル日︑モモ

ラウトナヲツケマシタ︒モモタラウ劃

一774

キビダンゴヲヤリマシタ︒犬ハ︑ケライ

ニタイヂニイキマスカラ︑キビダンゴ

一625ラ︑トビハウタヒマシタ︒ウミノムカ

一617ロ
囹イウミが見エマス︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
一651園オイデクダサイマシタ︒﹂﹁︿略V︒﹂ス

ッテ︑ツイテイキマシタ︒マタ少シイ

一784園

ダサイ︑オトモシマセウ︒﹂

ヘオイデニナリマスカ︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿

カフカラサルが來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

一791囹

一777

一775

ニギヤカニヲドリマシタ︒オミヤゲニ

イロゴチソウヲシマシタ︒オホゼイデ︑

一658オザシキヘトホシマシタ︒スズメガ︑オ

ゲニツヅラヲアゲマシタ︒オヂイサンハ

ガ︑アカルクナリマシタ︒ススキガ︑オ

一806

一804園

︻798囹

一794

テ︑ケライニナリマシタ︒モモタラウハ

ダサイ︑オトモシマセウ︒﹂

ヘオイデニナリマスカ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

コンドハキジが來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ニヲユルシテヤリマシタ︒オニハ︑イロ

ラモノヲサシダシマシタ︒モモタラウハ

ルマヲ︑犬ガヒキマス︒サルガアトオ

忌日ガシマヲタチマシタ︒タカラモノヲ

ルガアトオシヲシマス︒キジガツナヲ

キジガツナヲヒキマス︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑カ

モタラウヲムカヘマシタ︒ホンダイサム

マシクカヘッテ來マシタ︒オヂイサント

︑空ガクモッテ來マシタ︒アシタハウ

シンパイデタマリマセン︒外へ出テ︑
︑空バカリ見テヰマス︒勇サンバ︑カミ

ルバウズヲツクリマシタ︒ソレヲニハ

クラクナッテ來マシタ︒トウトウ．雨

ォクレ︒トウタヒマシタ︒ケレドモ︑空

ナッテ︑ナイテヰマス︒少シタッテカ

トウ雨ガプリダシマシタ︒テルテルバウ

ガキヲ出シニイキマシタ︒勇サンバ︑﹁︿

ジオガキコエテ來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

サラサシテ出カケマシタ︒少シイクト︑

一814

一81一

テキノヤウスヲ見マシタ︒サルハ︑スル ニー12 テ︑ウチヘカヘリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

メテ︑マモッテヰマシタ︒キジガ︑トン

マガ︑目ヲサマシマシタ︒森ノ上ガ︑

デオイデヲシテヰマス︒オ月サマガ︑カ

U園 ヨイ天キニナリマス︒﹂

森ノ上ニアガリマシタ︒マルイ︑マル

トイフコエガシマシタ︒長月サマハ︑

リカミツイタリシマシタ︒モモタラウ四

ニノカホヲツツキマシタ︒サルト犬ハ︑ ニー17園コシラヘテアゲマスヨ︒﹂トオッシャ

︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒマスト︑オカアサンバ

一826

ウサギト

一828

vトオッシャイマシタ︒三

ヘセンタクニイキマシタ︒川カミカラ︑

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒オバアサンガ

テ︑ウチヘカヘリマシタ︒オヂイサンガ
︑ソノモモヲ見セマシタ︒オヂイサンバ

一84一

イッパイタタカヒマシタガ︑トウトウ

ニー74圃シウニモトドキマス︒シナニモトド

ニー73圃日本中ニキコエマス︒マンシウニモ

﹇853

一851園

︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒モモタラゥハ

トッタリイタシマセン︒ドウゾ︑オユ

ミンナカウサンシマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

ガ︑トウトウマケマシタ︒オニハ︑ミン

タイソウヨロコビマシタ︒オヂイサンバ

了3

男ノ子ガウマレマシタ︒オヂイサンモ

﹁843

R圏 コトバヲハナシマス︒正シイコトバ

P18

〉。

﹁84一

イシャウニムカヒマシタ︒気団ノタイ

一一

一一

68

了2

モモヲキラウトシマシタ︒スルト︑モモ

一835

リコトナガレテ來マシタ︒オバアサンバ

ッショニセメコミマシタ︒キジハ︑トビ ニー15

ラ門ノ戸ヲアケマシタ︒モモタラウハ ニー14園ジオガサウイヒマシ一二︒﹂トイヒマ

ニー08 ウレシクテタマリマセンデシタ︒大イ

シサウニナイテヰマス︒ウサギ︑ウサギ

一823

ニガシマヘワタリマシタ︒オニハ︑モン

マガ︑カホヲダシマシタ︒ドコカデ︑﹁︿

3864228316362643854
ー818

一808

68

テ︑ケライニナリマシタ︒マタ少シイ

一793

ｪ﹀︒﹂日ガクレマシタ︒オホシサマガ

タイソウヨロコビマシタ︒﹁サヤウナラ︒

864384162828543213852
68

オバアサンガアリマシタ︒オヂイサンバ

一一

1099999888778787868686858585

P0

「〈

66

66

66

67

68

68

68

69

69

了1

71

了2

了2

了3

了3

了3

661
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西ハタヤ

ニー84 オクッテイタダキマシタ︒マンシウノ

ニー76圃カイ中ニヒビキマス︒五

ニー75圏シナニモトドキマス︒セカイ中ニヒ

P6

二30一

二412囹

チラニネテヲリマス︒﹂

ドシントオチテ來マシタ︒ソコへ︑カニ

トガ︑カイテアリマシタ︒ソレカラ︑ヒ

ニー94

ニ315

タクサンオチテヰマス︒アルクト︑カサ

二426急ニヲカシクナリマシタ︒デモ︑野人ナ

R

タンボへ 急ギマス︒キレイニ

ナカヲオサヘテミマシタ︒正男サンガ︑

二414 ンヲオクヘトホシマシタ︒正男サンバ︑
ソコへ︑カニが來マシタ︒栗モ來マシ
二417 ウノソバニスワリマシタ︒正男サンバ︑
來マシタ︒栗モ來マシタ︒ハチモ來マ
マシタ︒ハチモ來マシタ︒サルハ︑ジブ 二42一 ギャウノ手ヲトリマシタ︒ヒタヒニサ
Q タヒニサハッテミマシタ︒オナカヲオ
カッタトアヤマリマシタ︒八オチバ

ニ227圏

ニ427 ットガマンシテヰマシタ︒正男サンバ︑

カホヲシテノーヒマシタ︒花子サンバ︑

︑カサカサ音ガシマス︒キヌ子サンガ︑

サンガオッシャイマシタノデ︑オカアサ

ニ47一

二464

デンシ

ヲヒッパッタリシマシタ︒オカアサンガ

ッテイラッシャイマシタ︒ケンチャンガ

早早ク︑ウゴキマス︑チンチン︒﹂

弟モ︑ハタケニ出マシタ︒ミンナデ︑ア

V圏

ニ438 男サンモ笑ヒダシマシタ︒十二

二437 トウトウ笑ヒダシマシタ︒正男サンモ

二435

二323囹

ニ316

︑キレイニ見目マスヨ︒﹂トイヒマシ

タンボへ急ギマス︒七サルトカ

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒花子サンガ︑

レヲオシバニシマセウ︒﹂トイヒマシ

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒小トリガ︑チ

二328園
ニ331

ニ335

オ早ク︑ウゴキマス︑チンチン︒﹂

タネヲニハニマキマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

ニ336

U圃

ニ248

メガ出マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

トトコロニアツメマシタ︒ソレニ︑オト

チチトナイテヰマス︒九イモヤキ

二255
木ニナリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂

火ヲオツケニナリマシタ︒ケレドモ︑ス

ニ332

二262

ニ343

ニ342

ッテオイデニナリマシタ︒コンドハヨ

ニ492 ︑オンマ︒﹂トイヒマシタ︒馬ハ︑ヲケノ

ニ486 チノ二二︑馬ガヰマシタ︒ケンチャンガ

黶@ロ︑シロ︒﹂ト呼ビマシタガ︑シロバヰ
ニ482
シタガ︑シロバヰマセンデシタ︒ツト

ヲツレテ︑外へ出マシタ︒私ハ︑オトナ
ニ345

コンドハヨクモエマシタ︒ミンナデ︑カ

ニ476

ニ475 ＞︒﹂トオッシャイマシタ︒私ハ︑ケンチ

ガ︑タクサンナリマシタ︒サルガアソ

ニ346

イッテ︑ヨロコビマシタ︒オカアサンガ

パチトモエアガリマシタ︒弟ハ︑ズ略﹀

レドモ︑スグ消エマシタ︒オカアサンガ

ニ35一

ニ343

二355

テ︑イッテシマヒマシタ︒カニ一大ケ

ジブンバカリタベマシタ︒シマヒニ︑青

二276

S

ニ278 カニハ大ケガヲシマシタ︒ソコへ︑ハチ

ニ361中ヘオ入レニナリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑
Q ソコへ︑ハチが來マシタ︒ウスが來マ
二363 ＞︒﹂ト︑弟ガイヒマシタ︒ボクハ︑﹁︿略
ニ283
マシタ︒ウスが來マシタ︒栗が來マシ
ニ284 來マシタ︒栗が來マシタ︒ミンナデ︑サ 二366 ノ子ヲ見こ行キマシタ︒ウサギノ子
二367 タマリニナッテヰマシタ︒オイモノコ
コラスコトニシマシタ︒サルヲヨビ

コニコシテ見テヰマシタ︒十四

冬

池ノ水ガコホリマシタ︒妹ガ︑﹁︿略﹀

ニ29一 バチノ前ニスワリマシタ︒灰ノ中ニカ

ニ287 サルヲヨビニヤリマシタ︒サルガ︑カニ

ニ377

ニ372

ニ37一

イシャサマヲヨビマシタ︒オイシャサマ

チハオイシクタベマシタ︒十

コモリウ

タ︒﹂トオッシャイマシタ︒ワタクシタチ

イシサウニシテヰマシタ︒オトウサンガ

マタハタケへ行キマシタ︒オイモノニ

ニ534 ッテ來ルノモアリマス︒オッカケッコヲ

ニ532

二528

二517

二514

︑﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒二

︑﹁︿略V︒﹂トイヒマスト︑妹ハ︑﹁︿略﹀

ンパイサウニイヒマシタ︒私ガ︑﹁︿略﹀

R ニポントトビツキマシタ︒サルハ︑﹁ア

ニ378

ッテ︑ハイッテ來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

W戸グチノ方ヘニゲマシタ︒ウスガ︑上力

ニ537 ッテ來ルノモアリマス︒トンボガヘリヲ

アトカラフッテ來マス︒ナ三野クナラ

ル雪ヲウケテヰマス︒雪中︑アトカラ

ニ294 ︑水ヲカケニイキマシタ︒水ガメノ中

ニ406

ニ403

V

二503

ニ497

二495 シッポヲフッテヰマシタ︒ケンチャンハ

ニ494 カヒバヲタベテヰマシタ︒タベナガラ︑

一一

一一

二296 ホヲチクリトサシマシタ︒サルハ︑﹁イ

ニ286

S8

T0

ニ268 ッテ︑木ニノボリマシタ︒長イ手ヲノ
ニ272 ツモイクツモトリマシタ︒サルハジブ

ニ266 サルガアソビニ來マシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

オイシサウニタベマシタ︒カニハ︑柿ノ

トリカヘッコヲシマシタ︒サルハ︑ニギ

S

ニ234圏

R

ニ237 ギリメシヲヒロヒマシタ︒サルハ︑カニ

ニ236 柿ノタネヲヒロヒマシタ︒カニガ︑ニギ

二︑林ノ中へ行キマシタ︒キイロナハ

ニ303
ニ20一
トガ︑カイテアリマシタ︒ヨンデイク
ニ203 ヤウナウタガアリマシタ︒西ハタヤケ ニ304
ニ305
ニ21ーイッテ見タクナリマシタ︒勇サンバ外
二213 イッパイスピコミマシタ︒サウシテ︑大 ニ308
二214 キナコエデウタヒマシタ︒西ハタヤケ ニ313

S2 S2

S5 S4

一一

二265

ニ245

一一

R2

ハレ

一一

一一
一一
一一

Q4
Q7
Q8

一一
一一

一一
一一

Q9
Q9

ます一まず
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十ダルマヲツクリマシタ︒ハジメニ︑雪

ッテ來ルノモアリマス︒三
ニ703園

二697

ニ707園

一一

＞︒﹂トオッシャイマシタ︒ネズミノォ

サンニバカナヒマセン︒﹂トイヒマシ

バサレテシマヒマス︒風サンニバカ
︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノオ

アゲタイト思ヒマス︒﹂トイヒマシタ

ンガオッシャイマシタ︒オトウサンガ

二791團 ハコノ上二立チマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト︑

二794国

T團 オ早ウ︒﹂ヲイヒマス︒十九

カグエ

ニ803国︒﹂トオッシャイマシタ︒私ハ︑マイア

オヂイサンガアリマシタ︒犬ヲーピキ

﹁イイエ︑チガヒマス︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿四

︑私ガヤッテミマセウ︒﹂﹁︿略V︒﹂﹁︿

ヲデ︑舟ヲコギマス︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ニ813園シイ︒デハ︑ヤリマスヨ︒サア︑犬デ

T園
二826園
T囹

二862

︑ソコヲホッテミマスト︑土ノ中カラ︑

︑﹁︿略﹀︒﹂トナキマシタ︒オヂイサンガ

ウカハイガッテヰマシタ︒アル日︑犬ガ
ニ868

S

ニ872
︑﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒風モコトワ

ニ727

目878

ニ726園

タ︒風モコトワリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒正男サンバ︑
ニ728

エライ人ガヰマスカラ︒﹂トイヒマ

ニ879

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒太郎サンバ︑

ニ732園

︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノオ

ナ松ヲ一本ウエマシタ︒松ハ︑ズンズ

ヲコロシテシマヒマシタ︒犬ヲカハイ
タイソウカナシミマシタ︒犬ノオハカ

黶@ナイモノバカリ出マシタ︒オヂイサンハ

テ︑畠ヲホッテミマスト︑キタナイモ

ノガ︑タクサン出マシタ︒トナリノ潤
テ︑犬ヲカリニ來マシタ︒ムリニ犬ヲ

二602 ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒太郎サンノ

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒風ハ︑﹁︿略﹀

S

ニ606 ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒勇サンノ弟

ニ736

R

ニ885

ヘイキデヰマス︒カベサンニハ

R園 サンニバカナヒマセン︒﹂トイヒマシ

ンハ

ニ733

カンゴフニナリマセウ︒﹂トイヒマシ

W ンズン大キクナリマシタ︒オヂイサンバ

ニ887
S

︒カベモコトワリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

︑﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒カベモコト

ニ892

ニ891

ノガ︑タクサン出マシタ︒トナリノオ

︑ウスヲコシラヘマシタ︒ソレデ米ヲ

ニ748園
ニ752

ニ751

ナイモノバカリ出マシタ︒マタオコッ

タ︒米ヲツイテミマスト︑キタナイモ

ウスヲカリニ來マシタ︒米ヲツイテ
ニ896

灰ヲモラッテ來マシタ︒スルト︑風ガ

イサンバ玉山コビマシタ︒灰ヲザルニ

パット花が咲キマシタ︒オヂイサンバ

ニ911囹木頭花ヲ戸惑セマセウ︒﹂トイッテ︑

ニ907

U

ニ903 來テ︑灰ヲトバシマシタ︒ソレガ︑カレ

ニ902

ニ898火ニクベテシマヒマシタ︒犬ヲカハイ

ニ895

S
エライ人ガヰマスカラ︒﹂トイヒマ
T

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒カベハ︑﹁︿略

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノォ

二765囹ラレテハ︑タマリマセン︒﹂トイヒマシ

W

︒﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノォ

S園

アゲタイト思ヒマス︒﹂トイヒマシタ

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノオ

二742園

二612 ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ユリ子サンノ

ニ634園

P ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒カタカ玉里

U 赤チャンが生マレマシタ︒ダンダン大

一

アゲルコトニシマシタ︒ネズミノォ

V ︑﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒オトウサント

二66一 ヨイムス陶画ナリマシタ︒オトウサンモ

Q

U囹 イムスメガアリマス︒セカイ中デ︑

アゲタイト思ヒマス︒ 一バンエライ

︑﹁︿略﹀︒﹂ト思ヒマシタ︒ネズミノォ

﹁︿略﹀︒﹂トタノミマシタ︒廿日サマハ︑

ニ771

ニア66

Q

二677囹

エラノー人ガヰマスカラ︒﹂トオッシ

二684園 ガ︑オコトワリシマセウ︒セカイ中洲ハ

R ノォヨメサンニシマシタ︒十八 シャシ
ニ776国 ヤシンヲウツシマシタ︒デキタラ︑ス

一一
一一

サント私が立チマシタ︒私ハ︑セイが 二912 トイッテ︑アルキマシタ︒トノサマガ

タラ︑スグ送りマス︒マン中二︑オヂ

W9

X0

ニ686園

＞︒﹂トオッシャイマシタ︒ネズミノオ
﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒平日サマハ︑

ニ787国

ニ777国

一一

二696囹

ニ692

ニ687

一一

V4 V4

V7

ニ696園 サンニバカナヒマセン︒﹂トオッシャ

クサレテシマヒマス︒雲サンニバカ

一一
一一
一一

W7

W8 W8

W8

一一
一一
一一
一一
一一

一一
一一
一一
一一
一一
一［

V5 V5 V5

ニ632 ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒花子サント

ニ622 ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒花子サンノ

S

一一

アゲタイト思ヒマス︒﹂トイヒマシタ

エライ人ガヰマスカラ︒﹂トイヒマ

タ︒雲モコトワリマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ト

︒﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒ネズミノォ

ニ718園

二717囹

﹁︿略﹀︒﹂トタヅネマシタ︒雲ハ︑﹁︿略﹀

ニ556 タ︒月が光ッテヰマシタ︒雪ダルマハ︑

二555 テ︑二人デ外へ出マシタ︒月が光ッテ

V13

V0

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒雲モコトワ

年キイノニカサネマシタ︒ソレカラ︑炭
ニ708

ニ704

8

T

53

2
デ目トロヲツケマシタ︒ヨルニナッ

ヲニ人デコロガシマシタ︒スルト︑ダン
トガデキナクナリマシタ︒コンドハ︑少

54

5

二553園ダルマヲ見テ來マセウ︒﹂トイッテ︑

54

7

R

W0

W2

W3

54

8

一一

一一
一一
一一

54

1

二558 ッカリスワッテヰマシタ︒十五 お正月 ニア21
一一
一一

W6

55

T9 T8
U5 U4
U7 U7 U6

U8

タクサンクダサイマシタ︒トナリノオ

ニ花ザカリニナリマシタ︒トノサマハ︑

ボッテ︑灰ヲマキマシタ︒スルト︑カレ

vトオッシャイマシタ︒オヂイサンバ

カヘリヲマッテヰマシタ︒ソコへ︑トノ
vトオッシャイマシタ︒オヂイサンバ

イテモ︑花ハ咲キマセン︒シマヒニ︑灰

灰ヲツカンデマキマシタ︒イクラマイ
目や宏量ハイリマシタ︒トノサマハ︑

vトオッシャイマシタ︒オヂイサンハ
ユメ

ハイッテカラ考ヘマシタ︒敵勢ハ︑オト

シバラレテシマヒマシタ︒二十ニ

オトウサンモアリマス︒オヂイサンモ

オヂイサンモアリマス︒ケレドモ︑オヂ

ハ︑オイデニナリマセン︒今ハ︑オイデ
ッタニチガピアリマセン︒ソレハ︑ドン

カネムッテシマヒマシタ︒ユメニ︑ヒロ
ヒロイノハラヲ見マシタ︒花ガーメン

フテフガトンデヰマシタ︒ソコへ︑一人

ヂイサンが出テ來マシタ︒見ルト︑私ノ

ヂイサン︒﹂トイヒマスト︑ソノカタハ︑
︑ニコニコナサイマシタ︒二十三 机と

んなお話をなさいました︒﹁︿略﹀︒﹂ここ

間はたらいてるます︒二年生も︑これ
二967囹

W囹 べんきゃうをしました︒三年生も︑こ
Q園 べんきゃうをしました︒四年の人も︑

︑これをつかひました︒みなさんの
二975園

二981のことを思ひ出しました︒先生は︑つづ
二983 づけておっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂二十

て︑またつかひます︒この机やこし
二985園
はいがってやりませうね︒﹂二十四
二986囹

99

︑學校ガオクレマスヨ︒﹂ト︑ネエサ
ヘンジヲシマシタガ︑マタネテ

マタ
つく

が︑いくつか通りました︒﹁おや︒﹂と

あとからやって來ます︒﹁︿略﹀︒﹂とか

三65魍で︑かけてあげましょ︑おしゃかさま
三74 かさんをこしらへました︒﹁︿略﹀︒﹂二人
三82れを持って出かけました︒勇さんが︑ら
三84 て力いっぱいなげました︒すると︑開か

︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひました︒もくろく

方へ行ってしまひました︒ぼくは︑さっ

ゑを出してかぞへました︒﹁︿略﹀︒﹂と
︒﹁︿略﹀︒﹂といひました︒汽車はだん

つもいくつも通りました︒おしまひごろ

がわからなくなりました︒牛のあとか

︑にいさんがいひました︒くろいはこ

な音をたてて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

︑にいさんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

って︑こっちへ來ます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑に

せんろの方へ行きました︒汽車はぐん

︑にいさんがいひました︒ぼくたちは︑

くの方で音がしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

ボケキョ︒﹂トナキマシタ︒二十五

勇サンハトビオキマシタ︒庭デハ

︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒勇サンハト

二年生デハアリマセンカ︒サア︑早ク

ト︑ナクコエガシマシタ︒ネエサンバ︑

テネムクテタマリマセン︒ソノ時︑庭ノ

グオキヨウト思ヒマシタ︒ケレドモ︑ネ

大キナコエデノーヒマシタ︒勇サンバ︑ス

︑學校ガオクレマスヨ︒﹂ネエサンバ︑

︑マタネテシマヒマシタ︒﹁︿略﹀︒﹂ネエ

サンバ

︑ネエサンガイヒマシタ︒﹁ハイ︒﹂ト︑
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囹
囹
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︑モウ七時スギマシタ︒早クオキナ
二988園
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そのまま落ちて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

國引き

うがうしく見えます︒さくさくと小

こつちへやって來ました︒神さまは︑か

ぼいお引きになりました︒これも大き

地のあるのが見えました︒神さまは︑そ

お見わたしになりました︒こんどは︑西

こっちへやって來ました︒神さまは︑そ
︑國を廣くなさいました︒神さまは︑ま

しくお引きになりました︒その土地が

て︑お引きになりました︒﹁︿略﹀︒﹂

地のあるのが見えました︒神さまは︑そ

お見わたしになりました︒東の方のと

いとお考へになりました︒神さまは︑海

中へしっかに落ちました︒三

さんもついて行きました︒らくかさんは

さきに走って行きました︒﹁︿略﹀︒﹂と

あとをおって行きました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

へとばされて行きました︒勇さんも正

んが吹きあげられました︒さうして︑ど

ちらもぱっと開きました︒ちゃうどそ

でいっしょにあげました︒コ︑二の︑

ふはりと落ちて來ました︒﹁うまい︑う

勇さんがあげてみました︒すると︑らく

ラス玉を二つ見せました︒﹁︿略﹀︒﹂それ

と︑勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と

つれてあそびに來ました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

あちこちとさがしました︒そこへ︑春枝

︑正男さんがいひました︒二人は︑よさ

︑すぐに落ちて來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

た︒開くには開きましたが︑すぐに落

じやうに空へなげました︒開くには開

と︑勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と
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三173圃
せいとさんが來ました︒きちんと並
三175三
君が代﹂を歌ひました︒私たちも︑い
三π6魍 いっしょに歌ひました︒五鯉のぼり
氣持よぐてってゐます︒さをの先の矢
18

三264

三263

郎さんの舟に止りました︒舟は︑だんだ

どういてとび立ちました︒てふてふが︑

三355

三354園

はったのはありませんか︒﹂と聞きま

︒﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑﹁︿略﹀︒﹂と

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略V︒﹂と︑

三375圃

三371

三367

ぱたばた︑お話します︒かうくうぼかん

なるといってゐます︒十

いくつもとばします︒﹂と答へます︒

三362園海の中へもぐります︒かうくうぼかん

と次郎さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

三383間ぴかぴか︑お話します︒でんしんたいの

︑三郎さんがいひました︒みよ子さんは 三365園

三271

みよ子さんがいひました︒八蛙

んだん橋へ近づきます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑三

たかく尾をあげます︒尾をおろして
三273

川ばたで遊んでゐました︒そこへ牛が

三265

してをどりあがります︒そのたびに︑鯉

三278

三276

三267

地の上をおよぎます︒六牛わか丸

三386圏

かちかち︑お話します︒うちの赤ちゃ

お話

︑﹁︿略﹀︒﹂と答へます︒春雄さんは︑を

ながらあるいてゐました︒五でうの橋

が去て︑水をのみました︒子蛙は︑びっ

三287

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒子蛙は︑﹁︿略

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒きんじょに

三398

三397 いしゃさまへ行きました︒おいしゃさま

三395 だ痛いのがなほりません︒花子さんは︑

三282 してうちへかへりました︒おとうさん蛙 三392圏 あああ︑お話します︒十一むしば
三286圏︑水をのみに來ましたよ︒﹂といひま 三394 ひとばん中苦しみました︒朝になって
三292

︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒大きなのが

して切ってかかりました︒牛わか丸は︑

三304

三301園

三298

っそうふくらましました︒青蛙は︑﹁︿略

なものではありません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

なかをふくらましました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

三405 たりしてくださいました︒花子さんは︑

三402囹

になってはいけませんね︒﹂とおっし

三308園

ほったやうに思ひました︒おいしゃさま
︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒しかし︑大尊

三417

いいきを吸ひこみました︒おなかは︑ま 三416園

三413園

ると右へとびのきます︒べんけいは︑へ

三309

玉のやうにふくれました︒すると︑﹁ぽ

ましても︑かなひませんよ︒﹂といひま

にっかれてしまひました︒その時︑牛わ

三313

卑312

た︒﹁毎朝みがきます︒﹂と︑花子さん

﹂とお聞きになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

ははをみがきますか︒﹂とお聞きに

＞︒﹂とおっしゃいました︒それから︑﹁︿

いのうでをたたきました︒べんけいは︑

三418園

三414

たをがらりと落しました︒べんけいは

三315がやぶれてしまひました︒九軍かん

草をてらしてゐます︒小川の水が︑

三318
三322
三325

見たことはありませんが︑をぢさんに 三419 ︑花子さんは答へました︒おいしゃさま
はよく知ってゐます︒をぢさんは海 三423 ＞︒﹂とおっしゃいました︒おかあさんと
をよく知ってゐます︒春雄さんにせ 三426 てにこにこしてゐました︒十二 ねずみ

で歌を歌ってゐます︒太郎さんは︑ね

さうに流れて行きます︒小鳥が︑木の

んなはかんしんしました︒年よりのね

が︑前へ出ていひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

三434 かまのものにいひました︒一びきの若

三443

りのねずみがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂みん

三451 の前に︑川があります︒いつも︑きれい

三447はだまってしまひました︒十三川

三444

三436

三327

︑小川の岸に並びました︒みよ子さんは

聞くと︑かう答へます︒﹁︿略V︒﹂かう

︑太郎さんがいひました︒次郎さんも

て︑ささ舟を作りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

三441囹しようではありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と

三349園︑ぐんぐん走ります︒小さいくせに
三351二かんをやっつけます︒﹂と答へます︒

て︑橋の上に立ちました︒﹁ようい︑ど
っしょに舟を出しました︒舟は︑すべる

三352

︑﹁︿略﹀︒﹂と答へます︒﹁︿略﹀︒﹂と聞

ふちを走って行きます︒草の葉に止っ

やうに流れて行きます︒三人は︑舟と

三346

三333園
をどしどしうちます︒ぼくは︑ せんか
三343 ︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒﹁︿略﹀︒﹂とた

丸のけらいになりました︒七 ささ舟

わしをたべすぎましたね︒﹂といって

の上へとびあがりました︒べんけいが

すぐ見てくださいました︒﹁︿略﹀︒﹂と

三296

丸は下へとびおります︒右を切ると要

三407

か丸はびくともしません︒﹁︿略﹀︒﹂と
︒﹁︿略V︒﹂といひました︒べんけいは︑

︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と い ひ ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ 牛 わ

大男が立ってゐます︒牛わか丸は︑﹁︿

いふものがあります︒見ると︑大きな

︒五でうの橋に來ますと︑﹁待て︒﹂と

三281
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三452 な水が流れてゐます︒正男さんは︑こ

なって︑こぼれませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

ことを聞いてみました︒にいさんは︑

考へるやうになりました︒ある日︑にい

三454 くったりして遊びます︒正男さんは︑こ
三461

三462
三465

三468囹

あわてて逃げだしました︒その時︑だい

い日がさして來ます︒庭のあぢさる

だなあ︒﹂と思ひます︒でも︑ときどき

實が︑黄色くなりました︒今︑田うゑの

︑音をたてて流れます︒太郎さんは︑は

くかうおっしゃいます︒小川の水がふ

どぢゃうをすくひます︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

金魚

急にうれしくなりました︒せみがなく︑

へ行きたいと思ひました︒十六

くさんおよいでゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

金魚を買ひに行きました︒店には︑大き

三621 そろとあるきだしました︒二
って調てくださいました︒ぼくは︑その
vとおっしゃいました︒金魚は︑やつ

ガラスばちをのせました︒おとうさんが

らくじつとしてゐましたが︑そのうちに

ちゃうちんがありました︒大きな梅ば

一郎は︑おも

もんがついてゐました︒おかあさんも
︑いっしょに拝みました︒かへりに︑私

を買っていただきました︒

︑たいこをならしました︒十九

きりぎ

を買っていただきました︒一郎は大よ
ぐたいこをならしました︒おじぎをし

︑じっと立ってゐます︒ときどき吹い

へ︑二足三足進みました︒もう︑ニメー

葉が氣持よくゆれます︒﹁チョンギース

うに︑目でさがしました︒﹁チョンギー

そのすがたが見えません︒風がさっと

一どに動きました︒すると︑草の

すのすがたが見えました︒﹁みた︒﹂私は

こゑでまたなきました︒竹の先につ

︑草が

みる方へさし出しました︒葉のうらに︑

葉の表へ出て來ました︒﹁︿略﹀︒﹂心の

た︒﹁うまく取れますやうに︒﹂心の中
三729園

さうにたべはじめました︒﹁しめた︒﹂と

のからだに近づけました︒すると︑きり

むねがどきどきします︒竹の先をそっ

海

かごのロへはこびました︒きりぎりすは
︑かごの中ではねました︒私は︑また

︑草を分けて行きました︒二十

三751團
汽船も通ってゐます︒沖の方から︑

よに︑海へ行きました︒海はあまり
三745国
三746国ので︑びっくりしました︒水はまつさ
三748團しょになってゐます︒白帆が︑いくつ
三748團つも浮かんでゐます︒汽船も通って
おほぜい歩いてゐました︒繭がはに店
ものを費ってゐました︒氷やと金魚

三761国いつも動いてゐます︒海は︑生きて

三756團をたててくだけます︒そのたびに︑白

三759團
やうに︑ひろがります︒海は︑いつも
はいでんの前へ出ました︒はいでんの

なって見えたりしました︒ねえさんが︑
︒﹂といって︑笑ひました︒十七 花火

きれいに並んでゐました︒新しいゆか

なめに沈んだりしました︒時には︑花び

72631964185429753
まみりをしに行きました︒町はにぎや

うちにおよぎだしました︒もの間を

68

68

68

68

69

69

69

69

70

三473 ︑にいさんは笑ひました︒正男さんは︑

三474 ︑まだよくわかりません︒それで︑おと
同じことを聞きました︒﹁︿略﹀︒﹂と

ガラスばちに入れました︒﹁︿略﹀︒﹂金魚

金魚やさんが笑ひました︒赤いのを三

︑ねえさんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

あみをかしてくれました︒ぼくはそれ
︑じっと金魚を見ました︒どれもどれ

さん︑どれにしませう︒﹂と︑ねえさ
三601園
三602 ︑ねえさんがいひますと︑金魚やさんが

4

三476

かったやうに思ひました︒けれども︑三
いさんに聞いてみました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

60

5

三489 ＞︒﹂とおっしゃいました︒正男さんは︑

三492
三495

三497園 ころへ氣がつきました︒山には木が
三508 さんはおっしゃいました︒十四 一寸ぼ
三515 ひにならうと考へました︒そこで︑針の

60

8

これを少しあげませう︒﹂金魚やさん
三614園
三519 川をのぼって行きました︒二
三523 まのけらいになりました︒ある日︑おひ 三616 中へ入れてくれました︒みどりのも
て︑たびに出かけました︒すると︑おに 三617 は︑しっかに開きました︒﹁︿略﹀︒﹂ガう

三568

三566

三563 のやうに雨がふります︒二日も三日も

三557 なさむらひになりました︒十五 つゆ

三555 だんだん高くなりました︒さうして︑だ

三551をおき忘れて行きました︒五

三548

三545 地めんへとびおりました︒おには︑おな

三538い︑痛い︒﹂といひました︒四
三544
って目へ出て來ました︒目から噛め

三536 りちくりとっつきました︒おには︑﹁痛

三533 口にのんでしまひました︒ 一寸ぼふしは

三529 て︑おにに向かひました︒三

三527 まをたべようとしました︒一寸ぼふしは

三525

60
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舟が︑少しおくれます︒たぬき﹁おうい︑

またしばらくこぎます︒たぬきはだん

見ていらっしゃいました︒勇さんも顧

はだんだんおくれます︒たぬき﹁やあ︑

自動

て︑あわててやめました︒おかあさんは

て︑おほめになりました︒二十三

と思って︑外へ出ました︒と中まで來

自動車が止ってゐました︒そばに︑人が

四五人立ってゐました︒﹁なんだらう

急いで行って見ました︒正男さんが

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂と

た︒正男さんがゐましたので︑﹁︿略﹀︒﹂
︑﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑正男さんは︑

︒﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑そばにるた
︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒見ると︑その
が︑ひしゃげてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と
︒﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑をぢさんは︑

︑その車をはっしました︒さうして︑自

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒うんてんしゅ

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒をぢさんたち

て來て︑とりつけました︒しごとがす

もくたうをいたしました︒それから︑お

ながら．おっしゃいました︒ごはんがす
︑みもん文をかきました︒二十六 うら

していらっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

て︑お喜びになりました︒﹁ごはんです

箱のふたをなほしました︒おかあさんは

に︑明かるくなりました︒にいさんは︑

て︑庭の草を取りました︒おとうさんが

764196354952952941
96

三762團
きてみると思ひました︒波うちぎはや
三763團
で︑貝を見つけました︒おさらのやう
三765團︑いろくあります︒その中で︑つ
三768團へりたいと思ひます︒二 砂の山
三771 いで︑海へはいりました︒波が︑ざぶん
三772んとむねにあたりました︒にいさんは︑
三774
方へおよいで行きました︒ぼくは︑まだ
三775水をとばして遊びました︒何か足にさ
三778園
おみやげができました︒﹂とおっしゃ
三779
vとおっしゃいました︒それから︑は

65398653976418629864287653864871

りまいて遊んでゐます︒子ども一﹁この

うらしま太郎が來ます︒うらしま﹁これ︑

でかめをころがします︒そこへうらし

ら︑行ってしまひます︒うらしま﹁かめ

子どもたちにやります︒子ども一﹁よか

かをさすってやります︒．かめは︑なみだ

ねいにおじぎをします︒うらしま﹁ちゃ

がつりをしてゐます︒そこへ︑かめが

ら︑どこかへ行きます︒二

へ︑かめが出て來ます︒かめ﹁うらしま

ｧ3園と思ってまみりました︒﹂うらしま﹁り

三撹1囹 ︑ お助けくださいまして︑ほんたうに
三型2囹 りがたうございます︒今日は︑お禮に

三皿5園
三皿6園
三皿7七
三撹8囹
動車がうなりだしました︒をぢさんたち

ｧ9七 うぐうでございます︒どうぞ︑そこへ

しながら︑出て來ます︒かめ﹁ここがり

あんないいたします︒﹂かめは︑うら

ろい︒行ってみませう︒﹂かめ﹁では︑

ところでございます︒﹂うらしま﹁それ

﹁さやうでございます︒それはそれは︑

やうなら︒﹂といひました︒私も正男さ

三鵬1 らをぐるぐ歩きます︒かめ﹁ごらんな

んてんしゅも乗りました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

自動車は動きだしました︒﹁ブッブウ︒﹂

やうなら︒﹂といひました︒自動車は動

なるまで︑見てゐました︒二十四長い

動車は走って行きます︒私たちは︑自動

さんと國旗を立てました︒私たちの立
より勇ましく見えました︒みんな庭へ
︑宮城の方を拝みました︒また︑お國の

三冬8

三鵬5園 のこ門でございます︒もうちきでこ
三里6園 うちきでございます︒﹂三

て︑自動車に乗りました︒うんてんしゅ
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三782 の砂で山を作りました︒すると︑波が
三784 山が︑くつれだしました︒﹁︿略﹀︒﹂と
三787 どんぐもりあげました・にいさんも
三788もかせいしてくれました︒波は︑あとか
三791あとからよせて來ます︒ぼくらは︑まけ
三792どん砂をもりあげました︒二十一 子馬
三802圃つとなでてあげませう︒からだは大
三814めんを作って遊びました︒勇さんは︑ぐ
三816うさぎの顔をかきました︒耳を長くか
三816た︒耳を長くかきました︒目を赤くぬ
三817た︒目を赤くぬりました︒太郎さんは︑
三822たぬきの顔をかきました︒鼻の爾わき
三824 けて︑茶色にぬりました︒二人は︑はさ
三826 いて︑めんを作りました︒二人は︑めん
三827人は︑めんをつけました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
三829 ︑太郎さんがいひました︒それから二

三836 と︑勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂うさ

三831で︑舟を二つ作りました︒長いひもを
三833かのへんにかかります︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇
三838し考へてからいひました︒うさぎ﹁たぬ
三844 ぬきは︑舟をこぎます︒うさぎは歌ひ
三845 す︒うさぎは歌ひます︒うさぎ﹁うさぎ

一一

三梱3

うな魚が出て來ます︒その後から︑

三梱3 いすにこしをかけます︒いろくな魚

一一
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三聖5園

三脳4
まさんでございます︒﹂おとひめ﹁あな

めさまがあらはれます︒かめ﹁このおか
三川1園

三m2園

だきたうございます︒﹂

三川2園
おともをいたしませう︒﹂

おいとまいたします︒さやうなら︒﹂

しま﹁よくわかりました︒では︑おいと

三相5囹

取って出て行きます︒五

でいらっしゃいますか︒私は︑おとひ

三襯2

三脳6園

お助けくださいましてありがたうご
三皿7圃

四76

四75

四62
四64
四66
四71
四73

この大木を見あげました︒あるちゑの

が︑日かげになります︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀

が︑日かげになります︒午後になると︑

のくすの木が生えました︒たいへんな
ぐんとのびていきました︒何年かたつ
︑大きな木になりました︒とうとうそ
とどくやうになりました︒大きな枝は
らないほどになりました︒毎朝日が出

7園 とひめでございます︒この間は︑かめ
りがたうございます︒どうぞ︑ゆつく

三鵬5

四82

おちいさんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂

三
三脳8囹
いって く だ さ い ま せ ︒ ﹂

三鵬9 かうして三年たちました︒ある日︑うら

四83

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒そこで︑切る

︑﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑おちいさんは

まは︑あけて見ました︑玉手箱︒白い

三梱9園

三悩8囹

三研3 へかへりたくなりました︒たひ﹁これは︑

四89

四87

うさまでございます︒﹂

ちそうでございます︒﹂うらしま﹁いや

︑そろってをどります︒うらしま﹁おも

三鵬3囹 をどってもらひませう︒﹂

虚心4囹

三鵬2 そうをはこんで來ます︒おとひめ﹁さあ︑

三柳6遵う十分いただきました︒﹂

三研5園

なぐさめいたしませう︒﹂うらしま﹁い

三柵8園 ︑ごらんにいれませう︒﹂うらしま﹁を
三㎜2囹

三佃4園う十分でございます︒長い間︑ほん

四97

四91 ︑切ることになりました︒こんな大き
四94たふすことができました︒こんどは︑切

三鵬7囹 あまり長くなりますので︑もうおい

四103

四101

︑えいや︒﹂とこぎました︒おどろいたの

の舟ができあがりました︒海に浮かべ

作ることになりました︒何年かたっ

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒そこで︑大勢

といふことになりました︒すると︑あの

三聖6園 め﹁どうかなさいましたか︒﹂うらしま﹁

三㎜4園 におせわになりました︒﹂

三柵8園 おいとまいたします︒﹂

四105

のとぶやうに走ります︒﹁︿略V︒﹂﹁︿略﹀

しいではございませんか︒﹂うらしま﹁

三佃9囹

四116

四111

三鵬7囹

三柵4園

げまでいただきまして︑ありがたう

三柵6 玉手箱を持って來ます︒うらしま﹁おみ

三糊5園

りがたうございます︒﹂

手箱をさしあげませう︒﹂

おかまひもできませんでした︒では︑

三㎜3囹 ﹁さやうでございますか︒なんのおか

四146

四145園

四142

四137

四121

よくかへって來ましたね︒﹂とうれし

にごあいさつをしました︒うらの畠に

うちへはいって來ました︒出て見ると︑

四132方へたびたび通ひました︒そのおかげ

四129

さうにおっしゃいましたQにいさんは︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒そののち︑早

みる人々もいひました︒すると︑あの

らしていただきます︒﹂

三糊8園

三三2囹

三㎜1園 とも氣にかかりますから︑かへらして

三㎜1園 になってはなりません︒いつまでも︑
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vとおっしゃいました︒ぼくはうれ

て︑強さうに見えました︒おかあさんは

71875218743181764398617619658538

乗合自動

ｪ﹀︒﹂とたつねました︒﹁︿略﹀︒﹂と

旗がのぞいてゐました︒私がわきへ

づつみをさげてゐましたが︑結びめから

おばあさんが乗りました︒ふろしきつつ

よくあいさつをしました︒ホ町に近い

︑すれすれに通りました︒うんてんしゅ

も乗合自動車が來ました︒めいめい左

りました︒川へ來ました︒橋をわたら

いって︑手をふりました︒川へ勇まし

の子が一人乗りました︒外では︑その

ころで︑また止りました︒そこで女の

に︑海が光ってゐました︒たうげをお

大きなこゑでいひました︒山と山との

が︑二人乗りこみました︒道がだんだ
︑ぐんぐんのぼりました︒雨がはから

るる車をおひこしました︒サ村の入口

んにかり取ってみました︒しばらく行

んのところへ行きました︒松並木を通

いさんと並んでねました︒四

いていらっしゃいました︒ねる時には︑

ろいうとしてくれました︒にいさんの
︑にいさんはいひました︒おとうさんは

ごはんをいただきました︒にいさんは︑

︑おふろにはいりました︒それから︑み

字が書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁大

て︑お笑ひになりました︒ばうしには︑

うれしくてたまりません︒にいさんの

頭をなでてくれました︒ぼくはうれ

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂と

まはりをとび歩きました︒にいさんは︑

〉。
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四335

四401

四398

乗っておりて來ました︒すると︑しめ

︑ひとりでにあきました︒おばあさんの

四415園

て來た車に乗りました︒かぐやひめを

人を拝んでをりませう︒﹂といって︑

さんと二人で育てました︒この子を見

四241

︒﹁︿略﹀︒﹂と答へますと︑﹁︿略﹀︒﹂と

四243園もホ町まで行きますよ︒出征する孫
四247 ︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒道のまん中

四244囹 今日汽車で通りますのでね︑見送りに

四418

四416

四405 に外へ出て行きました︒もう︑だれの
四407もすることができませんでした︒かぐ
四412囹ない時がまみりました︒お二人のこ
四412園はけっして忘れません︒どうぞ︑月の

四337
金がはいってゐました︒おちいさんは
四338 金持になっていきました︒この子は︑
四339 んずん大きくなりました︒三月ほどた
四341 みのむすめに見えました︒光るやうに
四344 といふ名をつけました︒世間では︑光

四249 ゑさをひろってゐましたので︑うんてん

みりたうございません︒﹂といって︑

四252 ︑ラッパをならしました︒にはとりは︑

四349

ことわってもらひました︒かうしてゐ

が︑たくさんありました︒何ごとにも

四352園

て右と左へ逃げました︒まもなくホ

四254
四353

．線にそって並びました︒﹁用意︒﹂と

四368囹も悲しうございます︒﹂このことばを

四294 生けんめいに走りました︒﹁早く︑早く︒ 四364囹 のものでございます︒長い間おせわ
四297 ちゃになって聞えます︒もう何も見え 四365園 間おせわになりましたが︑この十五
四298 す︒もう何も見えません︒ぼくはむ中 四366園 ら迎へにまみりますので︑かへらなけ
印298 ぼくはむ中で走りました︒すると︑何か 四367園 らなければなりません︒私は︑お二人

四466

四464

四462

四461

四458

といふことはありませんでした︒とこ

かをいっぱいにしました︒おかげで︑金

︑よい氣持になりました︒かうして︑金

みどりの島を眺めました︒やはり︑おな

にいっぱいになりました︒次の日も︑

たぬきの

おちいさんがいひました︒おちいさんは

さんもびっくりしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

天へのぼって行きました︒八

四259 ひながら走って來ました︒五
かけっこ

菊の花

四256 きょくの前で止りました︒をばさんの

四285

四283のかけっこになりました︒ぼくたち七

四278圏 みかどに ささげませう︒六

四269圏 みかどを あがめませう︒菊はたふと

四354 間に︑何年かたちました︒ある年の春 四443 ︑小さな島がありました︒その島に︑
四356 へこむやうになりました︒秋になって︑
四444 匹の金の牛がゐました︒おなかがす
四357 んだん美しくなりました︒八月の十五 四446 あちらこちら歩きましたが︑この島に
四359
聲をたてて泣きました︒おちいさんや 四447
の草も生えてゐませんでした︒金の
四451 ︑四方を見わたしました︒海の向かふ
四452 う一つ島が見えました︒その島には︑

四371

四291
早いか︑かけだしました︒そのうちに︑
四363 じめはだまってゐましたが︑しまひに
四292 がぼくを追ひこしました︒﹁負けるもの 四363 に悲しさうに答へました︒﹁︿略﹀︒﹂この

つまついてころびました︒﹁しまった︒﹂

四375

をとのさまに申しました︒すると︑との 四473

引止めたいと思ひました︒おちいさんは 四468 こんなことを考へました︒﹁︿略﹀︒﹂金の

ひとりごとをいひました︒すると︑ふし

四377

四456

一めんに生えてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

四299

ら︑すぐはね起きました︒が︑もうみ

四453

四303 つかりおくれてゐました︒﹁よさうか︒﹂

四302

四305 よさうか︒﹂と思ひました︒しかし︑おと

四379

四478

たやうなのもあります︒白くじゃくが︑

同じものがありません︒人がかいて

海に沈んでしまひました︒十満洲の

四475 どぶんととびこみました︒金の牛は︑

てるられなくなりました︒いきなり海

四307 生けんめいに走りました︒﹁わあ︒﹂と

＞︒﹂とおっしゃいました︒いよいよ十

ひまで走りつづけました︒すると︑先生

四384

四314

四484

四491 たやうなのもあります︒星が並んで︑

四487

四492 るやうなのもあります︒子どもたちは︑

りが明かるくなりました︒﹁さあ︑來た

四393

四319 ︑ほめてくださいました︒七かぐやひ 四385 いよ十五夜になりました︒おちいさんの
四322 おちいさんがありました︒毎日竹を切 四387
へにもとりかこみました︒おばあさんは
四325
かごを作ってゐました︒ある日︑根も 四389 ひめをだいてをります︒おちいさんは︑
四331 竹を︑一本見つけました︒その竹を四 四391
て番をしてをります︒夜中ごろにな
四332 切って︑わって見ますと︑中に小さな

かいたりして遊びます︒書になると︑

四496 氷もすっかり消えますが︑次の朝には︑

四494

四332 さな女の子がゐました︒おちいさんは

四395 ︑弓に矢をつがへましたが︑ふしぎに
四397 うすることもできませんでした︒その
四334 て︑うちへかへりました︒小さいので︑
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︑美しくあらはれます︒ガラスの氷も
よくスケートをします︒さいしょは︑ス

もしろくてたまりません︒寒ければ寒

思ふままにすべります︒かうなると︑

子どもたちは喜びます︒それは︑寒いほ

上でまはして遊びます︒細い棒の先に

こまの腹をたたきます︒すると︑こまは

くぐんぐんまはります︒ほっぺたをつ
中になってまはします︒十一 鏡

な鏡を持って出ました︒鏡で日の光

と︑きらく光ります︒花子さんは︑そ

やうじにあててみました︒すると︑その

ねえさんがのぞきました︒花子さんは︑

の顔へ光をあてました︒ねえさんは︑
︑手で顔をかくしました︒さうして︑﹁︿

︒﹂といって︑笑ひました︒をんどり

持って遊んでゐました︒そこへ︑勇さ

思って︑やって來ました︒勇さんは︑を

んどりに鏡を見せました︒をんどりは︑
︑逃げださうとしましたが︑急にひき

包んだ物をわたしました︒﹁︿略﹀︒﹂と

四675

ころへかへって來ますと︑ポストの中

四678

花子さんにわたしました︒﹁林さん︒﹂と

れて︑くばりに出ました︒﹁すず木さん︒

四677 がきがはいってゐました︒一郎さんは︑
四681
四684

四683 春枝さんにわたしました︒花子さんは︑
四685團

四694圏

四692

四688團

四687

て︑二人とも笑ひました︒一郎さんが

﹂と書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂と

おめでたうございます︒﹂と書いてあ

めでたうございます︒﹂春枝さんも︑

にこにこして勇みました︒﹁︿略﹀︒﹂春枝

のことを思ひ出しました︒そっと

四686 はがきを讃んでみますと︑やっぱり﹁︿

をおかざりになりました︒新しいしめ

って︑手紙を書きました︒さうして︑一

一問

て︑包をあけて見ますと︑中から出た

をあげたりなさいました︒小さい三方

四698園

四696

︑﹁︿略V︒﹂といひました︒一郎さんが

神だな

せてお供へになりました︒おみきもお

四701

て︑鏡をだきしめました︒十二

きもお供へになりました︒それから︑お

四704

四705

んが切手をわたしますと︑花子さんは

︑私が先に書きますから︑春枝さん︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒花子さんは︑

︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒新しいしめ

て︑みんなで拝みました︒小さい弟が︑

といって︑わたしました︒春枝さんが

枝さんがあけて見ますと︑﹁︿略﹀︒﹂と

めでたうございます︒十四 いうびん
四653圃
四656こをすることにしました︒花子さんは︑
四657郎さんを呼んで來ました︒一郎さんは
四662 ︑切手をこしらへました︒春枝さんは︑

四728

四726

四721

人腰をかけてゐました︒憂い庭の中

さんと私もはいりました︒門をはいる

︑門の中へはいりました︒おとうさんと

︑兵螢の門まで來ました︒にいさんは︑

ってポストへ入れました︒十五

いっしょに行きませう︒朝さそって

四664 うとうをこしらへました︒花子さんは︑

四731

から學校が始りますが︑またいっし

四667 ポストをこしらへました︒花子さんと

四733

四714團

くちばしでつつきます︒たいへんなけ

四669方に分れてすわりました︒一郎さんは︑

て︑そちらへ行きました︒にいさんと

立札が立ててありました︒にいさんは︑

と︑勇さんは思ひました︒をんどりは︑

四717国

つとおさそひしますから︑待ってゐ

りがたうございます︒あしたの動き

にいさ

四718團

＞︒﹂と書いてありました︒春枝さんは︑

なけんくわになりました︒勇さんは︑か

四671そのそばにすわりました︒花子さんと

四737

四735

四715

て︑鏡をひっこめました︒すると︑をん
︒﹂と聲高く歌ひました︒おかあさん

四673て何か書きはじめました︒その間に︑

毛をさか立ててゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑勇

︑孝行な娘がありました︒おかあさんが

四674ばんを取りに行きました︒一郎さんが︑

四713團

四712

ってポストへ入れました︒一郎さんは︑
新年

四706
ったやうな氣がしました︒十三

四711

vとおっしゃいました︒夕方︑神だな

聲で︑﹁もうありませんか︒あったら

をおかざりになりました︒おちいさんは

顔がうつってゐます︒子どものやう

何であるかわかりませんでした︒そっ

びしくくらしてるました︒娘は︑ふと︑

が︑しかたがありません︒それからは︑

娘は泣いて悲しみましたが︑しかたが

なくなってしまひました︒娘は泣いて

5276318537297642215
めでたうございます︒お宮へまゐっ
四641圃
めでたうございます︒たこあげしたり
四644圏
めでたうございます︒書きぞめの字
四647圃
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一心にかいはうしましたが︑病氣はわ

の方へよって來ました︒をんどりは︑

63

間二七でねてゐましたので︑書も夜

て︑とびついて來ます︒鏡の中のをん

〉。

いらしい音をたてます︒滞洲に住んで

21973297217754297543183219543397

四866

四858

四856

とおたつねになりました︒白兎は泣き

様がおいでになりました︒このかたは︑

もたまらなくなりました︒そこへ︑大國

＞︒﹂とおっしゃいました︒白兎がその

たこあ

︑今日あげてみました︒ほんたうに

︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒十八

四884國

うによくあがりました︒あの日から︑

四881

四884團
四893團

といって︑笑ひました︒こんなたこ

四887團からあげて遊びました︒あのたこを︑

四918国

四917團

くはだまってゐました︒みんな︑めい

っすぐにあがりました︒ちゃうどよ

のテープをつけました︒三度めにあ
ぐんぐんあがります︒四五十メートル

落ちたりしてゐますが︑ぼくのたこ

つたやうに動きません︒みんながぼ

﹀︒﹂などといひます︒ぼくも次郎も︑

れしくてたまりません︒このよくあ

豆まき

さんがおっしゃいました︒おかあさんは

なにお供へになりました︒ぼくは︑早く

なればよいと思ひました︒だんだんう

豆まきの聲が聞えます︒おとうさんが︑

おろしてくださいました︒ぼくは︑少し

あげて︑豆をまきました︒方々のへや

ながら︑豆をまきました︒そのうちに

をして︑豆を拾ひました︒ぼくもおも

で︑みんなが笑ひました︒しまひにえ
って元氣よくまきますと︑おかあさんが

年の敷だけたべました︒二十

金しく

りとおしめになりました︒それから︑み

院へ︑みもん．に行きました︒戦孚できずを
︑大勢いらっしゃいました︒そのかたがた

ど︑いろくお話しました︒兵たいさんた

たへ︑花をさしあげました︒それから︑學

とお見まひにまみりますといって︑かへり

そう喜んでくださいました︒私は︑また︑

ら︑お手紙がまみりました︒この間は︑お

すといって︑かへりました︒四五日たって

四価1 費ってみる店もあります︒今︑日本の兵た

四漉2国 しきずが痛んでゐましたが︑あなたのお
四皿7團 今もまだ咲いてゐます︒枯らしてはたい

とにもよりつけません︒ほかのたこ

四932團

四929鼠輩をみんな出しました︒だれのたこ

高くあがってゐました︒次郎は喜ん

四915團

四913團の方へかたむきます︒それでまたお

四911團下糸を少しつめました︒今度はあが
四912團 ︒今度はあがりました︒十メートルば
四913団 かげんを見てゐますと︑たこは左の

四902團 たこをあげてゐます︒次郎にたこを
四904團 に向かって走りました︒たこはすっ
四904国はすっとあがりました︒けれども︑空
四906団 ︑落ちてしまひました︒﹁やあい︒﹂と

四901團

四899国 ｪ﹀︒﹂といひました︒ぼくはだま
「〈

あげたいと思ひました︒十九

四型8団 水をとりかへてゐます︒この次には︑何

までのことを申しました︒大國主のみこ

四鵬6国 だん痛まなくなりました︒この次におあ

そのとほりにしますと︑からだは︑す
もとのやうになりました︒喜んで大國

四田9国

んどんくり出しました︒みんなが︑﹁

んざい︒﹂といひました︒ぼくは糸を

四874
四875

四923国

わあっ︒﹂といひました︒とうとう︑百

すっかりなほりました︒あなたは︑お

四747 ばれたやうに思ひました︒暗い庭の向
四748 兵舎が立ってゐます︒そこへにいさ
四749 いさんたちは行きました︒おとうさんと
四752ところで待ってゐました︒馬に乗った
四756がってけい禮をしました︒まもなく︑新
四759たちのところへ來ました︒見ると︑それ
四765 ︑私はびっくりしました︒にいさんは︑
さん︑お待たせしました︒國男︑これは
四767園
四771 うしき包をわたしました︒にいさんの
四773 が 一つついてるました︒おとうさんは
四776 vとおっしゃいました︒十六 雪の
ずめ︒﹁やすみませう︒﹂と 子すず
四795圃囹
四807 ってみたいと思ひました︒ある日︑はま
四811 と︑わにざめがゐましたので︑これは
四815 ︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒わにざめは︑
四817 を大勢つれて來ました︒白兎はそれ
四828 ︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒わにざめは︑
四832いふとほりに並びました︒白兎は︑﹁︿略
四835 がら︑渡って行きました︒もう一足で
四841 ︒﹂といって︑笑ひました︒わにざめは
四842 ︑たいそうおこりました︒一番しまひ
四844 しり取ってしまひました︒白兎は痛く
四845兎は痛くてたまりません︑はまべでし
四925團

四876囹

四846しくしく泣いてゐました︒その時︑大勢

四928国

四873

4187654343185939643153264
国團團團團

四849とおたつねになりました︒白兎が今ま

四868

四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四四
101 100 100 100 100 100 100 98 98 98 9了 9了 96 96 95 95 95 95 95 94 94 94 93 93

四851までのことを申しますと︑神岡は︑﹁︿略

四738 人が︑たくさんゐました︒蔑すちのえ
四741來て︑名を手始めました︒だんだん歌
四743いさんの名を呼びました︒にいさんは
四746 ︑﹁はい︒﹂と答へました︒私は︑なんだ

101

三里8團 のお話をしてあげませう︒二十二 支那
四悩6 並べてみる店があります︒のき先に︑招き
vとおっしゃいました︒白兎はすぐ

四854 ぐ海の水をあびました︒すると︑痛み

四853

〉。
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この通にさしかかりました︒町の男や女だ
いねいにあいさつします︒何かわからぬこ
見てみるものもあります︒このせまい通に
き︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒すると︑みんな

兵たいさんを通らせます︒通をぬけて︑町
の門のところまで來ますと︑そこには︑日
を持って番をしてゐます︒車を引いてみる
さんが︑けい禮をします︒番をしてみる兵
さんも︑けい禮をします︒口にはいひませ
します︒口にはいひませんが︑おたがひに
てみるにちがひありません︒門を過ぎると
ぎると︑廣場があります︒そこで遊んでみ

とれながら歩いてゐますと︑どこからか︑

みほの松原へ出て富ます︒漁夫﹁今日は︑

來ます︒南風はいひます︒﹁︿略﹀︒﹂二十五

ぼみがふくらんで來ます︒南風はいひます

を︑何べんか降らせます︒すると︑草や木

て︑野や山を暖くします︒暖い雨を︑翫べ

しどしと追ひまくります︒雪でも氷でも︑

に元氣をとりかへします︒南の國から︑座

五54 りにお鳴かせになりました︒ある神様は︑

五52 ︑なさることになりました︒まったくさん

五51 ことをお考へになりました︒それによって

五47 ︑ごさうだんなさいました︒思ひかねの神

五44 急にまっくらになりました︒大勢の神様が

五43 岩戸をおしめになりました︒明かるかった

四教3 ん天へのぼって行きます︒右に︑左に

四慨3

四二2 ﹂漁夫は羽衣を返します︒天人は︑それを

四槻1園

かしいことを申しました︒﹂漁夫は羽衣

よいにほひがして來ます︒見ると︑向かふ

ぞばへよってよく見ます︒漁夫﹁着物だな︒
︑持って行かうとします︒松の木の後から

五59 持っていらっしゃいました︒児玉のみこと

五57 ひもにお通しになりました︒またある神様

五55 な鏡をお作りになりました︒ある神様は︑

ひ

を着て︑静かにまひます︒天人﹁月の都の

いな物がかかってゐます︒漁夫﹁あれは何

一人の女が出て冷ます︒女﹁もし︑それ

五72 どっとお笑ひになりました︒あまりおもし

五62 の前にお立てになりました︒天のこやねの

五79 見せておあげになりました︒大神はふしぎ

五64 りとをおよみになりました︒天のうずめの

のない物でございます︒どうぞ︑お返し
︑お返しくださいませ︒﹂漁夫﹁天人の羽

五81外へ出ようとなさいました︒岩戸のそばに

なさるのでございますか︒﹂漁夫﹁いや︑

のかち棒にとりつきます︒おくれて來た二

さらお返しはできません︒この國のたか

う

ち

五101団うやうやしく辞みました︒何ともいへな

くう

五88團で︑こちらへ着きました︒まつ︑外宮の
五92国宮へおまるりをしました︒宇治橋を渡る
い
すず
五94團 て︑鶏が遊んでゐました︒五十鈴川のき
五95国洗ひ︑口をすすぎました︒すきとほった
五96團 いすいおよいでゐました︒道の爾がはに
五98国が︑立ち並んでゐました︒さくさくと玉
五99団 の御門の前へ進みました︒さうして︑う

げくう

参宮だよ

さんぐう

五83 岩戸をおあけになりました︒天照大神が外

て︑おのぞきになりました︒神様がたは︑
のたからにいたします︒﹂天人﹁それがな

国85 やうに明かるくなりました︒大勢の神様は

衣をお返しいたしませう︒﹂天人﹁それは

こちらへいただきませう︒﹂漁夫﹁お待ち

ありがたうございます︒では︑こちらへ
て見せていただけませんか︒﹂天人﹁それ
︑まふことができません︒﹂漁夫﹁といっ

では︑お禮にまひませう︒でも︑その羽
といふものを知りません︒﹂漁夫﹁ああ︑

五76

かへることができません︒どうぞ︑お返
︑お返しくださいませ︒﹂漁夫﹁いや︑田

五86 うってお喜びになりました︒二

四⁝⁝4囹 私の着物でございますが︑どうなさるの

は︑車の後押しをします︒みんな一生けん

日

あげて︑と歌ひだしました︒それについて
は聲をそろへて歌ひました︒青空高く

春が來ました︑おひな様︒さ
北風

さ︑かざってあげませう︒まあ︑お久し

なたねの花も供へませう︒二十四

水をこはらせたりします︒しかし︑北風が

が︑そっとやって來ます︒さうして︑北風

夫﹁いや︑返されません︒﹂天人は︑悲

五69 しろくおまひになりました︒大勢の神様は

四柵5二
四佃7囹
四㎜8囹
四舶9園
四望1囹
帆影2園
四伽3囹
絹絵4囹
四伽5囹
四聖6園

五65 まひをおまひになりました︒かづらをたす

しでもとかさうとします︒すると︑北風は

砕鉱7

して車を引いて行きます︒すると︑とつぜ

ぐ南風を追ひはらひます︒こんなことを︑

光を送るやうになります︒かうなって來る

に負けてばかりはみません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

vと︑南風がいひます︒すると︑北風は

て︑南風を追ひたてます︒野や山が︑また
︑雪でまつ白になります︒しかし︑南風は

は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へます︒さうして︑あり

〉。

︑ じっと空を見あげます︒天人のしをれた

に︑冬が終に近づきます︒今までは︑うと

といって︑やって來ました︒子どもたちは

3286541432196
らにしようと思ひます︒﹂女﹁それは︑天

四四四四四四四四四四四四四
119 118 118 118 118 118 116 116 116 116 115 115
天人の羽衣と申しまして︑あなたがたに

119

四伽9三
四二1園
四梱2二
四梱4園
四梱5圓
四梱6二
四梱9囹

43275318752432
圃圏圏

、

四価3
四価4
四塒6
四鵬1
四鵬2
四柵3
四柵4
四鵬5
四鵬6
四描7
四梛1
四梛2
四梛6
四柵1
四佃2
四佃7
四糊3
四㎜4
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つにとりつ い た り し ま す ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀

いさんにしがみつきます︒あとから來た子

のふくろを取り出しました︒﹁わあっ︒﹂と

り︑ねそべったりしました︒さうして︑お

がら︑歌を歌ひ始めました︒まだ上手には
︒まだ上手には歌へませんが︑兵たいさん

は︑静かに流れてゐます︒どっちから︑ど
てもなくつづいてゐます︒どこからともな

上にも︑そっと止ります︒寒い冬は︑もう

みから箸が流れて來ました︒みことは︑﹁＜

はし

て理るころになりましたので︑この娘に
五276園
てるるのでございます︒﹂と申しました︒
五277園
五279が︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略
はまっかでございます︒一つのからだに
五284園

も木も生えてをります︒﹂みことは︑こ
五288園
五294とおいひつけになりました︒そのとほりに
五295そのとほりに用意しました︒するとまもな
五296
恐しい大蛇が出て來ました︒酒を見つけて

五297て︑がぶがぶと飲みました︒そのうちに︑
五299うとう眠ってしまひました︒みことは︑劒
五302ずたにお切りになりました︒血が︑たきの
五303川が︑まっかに流れました︒みことが︑算
五305して︑劒の刃がかけました︒ふしぎにお思
五306りっぱな劒が出て來ました︒﹁︿略V︒﹂と︑
五309ことはお思ひになりました︒みことは︑そ
五311におさしあげになりました︒七 かひご
五315 ︑二十匹もらって來ました︒それを箱に入
五321と︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒私は︑かひこ
五322いので︑もらって來ましたが︑さういはれ
五323ないことに氣がつきました︒二十匹のかひ
五325うにして︑動いてゐます︒私は︑竹田さん
五325ところへ走って行きました︒あそこの畠に
五329 箱の中へ入れてやりますと︑ねえさんは︑
．
ら︑きざんでやりませう︒﹂といひまし
五331囹
五332は︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒小刀で︑葉を
五333で︑葉を切ってやりました︒かひこは上手

五334かひごは上手にたべました︒ある朝︑大雨
五335ある朝︑大雨が降りました︒風も吹いてみ
五336した︒風も吹いてゐましたが︑私は︑いつ
様が︑いらっしゃいました︒出雲におくだ
くへおはいりになりました︒すると︑おち

五338もらってかへって來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

こにやってはいけませんよ︒﹂と︑ねえ

において︑泣いてゐました︒﹁なぜ泣くの

いつも

しさうにとびまはりました︒六

まじゃくしではありませんでした︒かうし
やまた
八岐のを

・ぎらぐ光ってゐました︒あと足を曲げ

が︑青々と茂ってゐました︒空には︑お日

て︑池の外へ出てみました︒もう夏の初め

せいするやうに思ひました︒ある日︑岸の

つまるやうな氣がしました︒水の上へ顔を

が︑いやになって來ました︒水の中にみる

だん短くなって行きました︒さうして︑水

からも二本の足が出ました︒四本足になつ

ら︑また何日かたちました︒今度は︑胸の

顔を出してみたりしました︒それから︑ま

わいわいさわいでゐました︒さうして︑と

はいらしい足になりました︒おたまじゃく

が︑少しふくれて富ました︒初めは︑それ

をうつすことがありました︒このころにな

だんだん過ぎて行きました︒水草が青々と

ともさびしくはありませんでした︒また︑

と思ったことがありました︒また︑小さな
︑思ったこともありました︒しかし︑おた

らうとは︑思ってゐませんでした︒それよ

そろとつづいて行きました︒どれも︑これ
︑墓門よく泳いでゐました︒おたまじゃく

こかへ行ってしまひました︒静かな︑明か
︑池の中を泳いでゐました︒まるで︑あり

973853198765421985318529742154

ありがたい氣がしました︒神殿は︑外宮

が高くそびえてゐました︒みんな白木づ

きらくとしてゐますが︑そのほかには

何のかざりもありません︒まことにかう

ぜんと頭がさがりました︒かへりに︑た
︑しゃしんをとりました︒方々を見物し

物して︑二見へ富ました︒今夜は︑ここ
ん う

は︑ここでとまります︒あすは︑朝早く

宮へ向かってたちます︒またやうすを知

たやうすを知らせますから︑たのしみに

すっかり青くなりました︒つみ重ねたど

がしかるやうにいひます︒しかし︑にごに

うとするもの も あ り ま す ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ ︿ 略 ﹀

げ落ちるものもあります︒先にあがった習

じが二三匹走って來ます︒寝たいさんのそ

んな一度に走り出しました︒子どもたちと

が︑六七人やって來ました︒﹁おうい︒﹂兵

かぶともかぶってゐません︒二人とも︑ほ

今日は銃を持ってゐません︒てつかぶとも

が二人︑話をしてゐます︒兵たいさんは︑

草がたくさん生えました︒あたりは︑う

−．人t，、、

》，埋脚7■

ど︑静かに流れてゐます︒川の向かふは︑

から︑かひごにやりました︒二日ほどたつ

園
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と娘が八人ございましたが︑八尋のをろ
五273囹
この子だけになりました︒それに︑今年
五275園

1

3

かやでふいてありました︒むねには︑大
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なぎの花がとんで來ます︒さうして︑兵た
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五411

五409
︑かひこの箱を見せますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

竹田さんが遊びに來ました︒私が︑かひご

くれて見えなくなりました︒ある日︑竹田

でつりのしたくをしました︒にいさんが︑

てるるにちがひありません︒私たちは︑三

︑たくさん生えてゐました︒きっと︑魚が

おさかな

五444

に大きなわをゑがきました︒ぽんと音をた

感心したやうにいひました︒八

一日中

五346 ちゃんとあげて眠ります︒それも︑
五412

五344 ︑かひごは眠りだしました︒私たちなら︑

五347 ないだらうかと思ひました︒私は︑早くま
五413園

れいなまゆができましたね︒﹂と︑感心

五354園 たら︑まゆを作りますよ︒﹂といひまし

五357 ︑私が本を讃んでゐますと︑あまりかが多
五446

五445

だん大きくひろがりました︒にいさんと並

をのぞきこんでいひました︒水草が︑たく

五358 ︑かとり線香をつけました︒そのあくる日
五448

んで︑私もつり始めました︒二人は︑じつ

五414

五362 弱ってみるではありませんか︒私はおどろ
五452

つと︑うきを見つめました︒あたりは静か

五443

て︑ねえさんを呼びました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五453

と︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒むしあつい日

桑をやるのを忘れませんでしたか︒﹂﹁︿

五455

五355

五364園
くさんやっておきました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ね

歯356 かが出るやうになりました︒ある夜︑私が

ねえさんも考へてるましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と

五363

五365囹
五367

五369

て︑私は︑はっとしました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

五462

五461

五459

︑あわてて引きあげました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

いさんのうきが動きました︒にいさんは︑

きだけが︑聞えて來ます︒びく︑びく︑ぴ

五486

五484

青葉でおほはれてゐますが︑ところどころ

の間にわき返ってゐました︒岸は︑青葉で

行くと︑川の岸へ出ました︒流れが急で︑

さんと二人乗出かけました︒朝つゆにしめ

しょに︑唱歌を歌ひました︒すると︑川の

く川が見えなくなりましたが︑﹁ド︑ド︑

︑ばんざいをしてゐました︒渡し場があり

︑まぶしいほど光りました︒村のふみきり

小さな木が生えてゐました︒川はおだやか
︑音もなく流れてゐます︒汽車が鐵橋を渡

ずっと下の方に見えました︒だんだん爾岸
︑川はばが早くなりました︒ところどころ

ぐトンネルにはいりました︒出ると︑高い

たので︑それに乗りました︒汽車が走り出

にある停車場に着きました︒汽車が來たの

川がそそぎこんでゐます︒ちゃうど親の手

小川が流れこんで來ました︒こちらの岸か

せきれいがとんでゐました︒しばらく行く

々と水をたたへてゐました︒川原の石の上

ふ水の音が聞えて來ました︒川が︑たきに

74421987542175

で海へ流れこんでゐます︒頭のすぐ上を︑
︑五六羽とんで行きました︒いその香をふ

ざうもつながれでるました︒川の水は︑こ

に立つと︑海が見えました︒舟が︑何ざう

いて行くのに出あひました︒町を通りぬけ

が︑あちこちに見えました︒車にかつをを

私たちは馬車をおりました︒あみを干して

っくりと流れて行きます︒町の入口で︑私

の水は︑すんではみませんが︑青い空をう

めん黄色くなってゐました︒川の向かふ側
︑茶色な煙が出てゐました︒川の水は︑す

岸の道を走って行きました︒そのへんは変

町まで行くことにしました︒﹁ポポー︒﹂と

ので︑私たちはおりました︒今度は︑そこ

は︑子牛も乗ってゐました︒汽車が止った

んが︑舟をこいでゐました︒舟には︑子牛

した︒渡し場がありました︒船頭さんが︑

86439875442185432．Z

五368園 かとり線香をつけませんでしたか︒﹂と
え︑ゆうべ︑つけました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

五468水の中へ引きこまれました︒強い手ごたへ

五371園

り竿をつたはって來ました︒はっと思って

まらなささうに笑ひました︒空の雲が水に

くてなかなかあがりません︒つり糸がびん

ゆっくり流れて行きます︒ぐぐ︑ぐぐっと
五469

五464

五378

五471

と︑にいさんがいひました︒にいさんと二

︑しきりに動いてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑に

五466

玉381 ︑そろそろたべ始めましたので︑私はほっ

五472

五377園 うそ︑元享になりますやうに︒﹂といの

五382 ので︑私はほっとしました︒けれども︑ど

五474

こがきらくと光りました︒十

五376 ︑あわてて窓をあけました︒桑をもらひに

五384 しないのが︑五匹ゐました︒そののち︑だ

てみたいと思ってゐました︒おとうさんが

五488

の赤い花が咲いてゐました︒にいさんとい

︑﹁︿略﹀︒﹂といのりました︒つみたての耳

五385 匹とも死んでしまひました︒四度めの眠り

五482

五477

は︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒ねえさんに︑

五392園 ぢき︑まゆを作りますよ︒﹂といひまし

五489

川をくだ

五391 て見えるやうになりました︒ねえさんは︑

五388 うに︑たくさんだべました︒そのうちに︑

五397ふやうなやうすをしました︒かひこは︑糸

五491

五401

五492

五393

まはりを包んで行きました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

五398 こは︑糸をはき出しました︒目に見えない
五404 ふしぎに思っていひますと︑ねえさんも︑

ってみるやうに聞えました︒茂った竹やぶ
たうにね︒﹂といひました︒初めは︑うす

五493

五406
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五551そよそよと吹いてゐました︒その夜︑私は
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も︑おなほしになりました︒ある日︑少彦

橋をかけたりなさいました︒人間や︑牛や

五774圃

五749 車は︑また動きだしました︒十五

五748 おじぎをして︑掛けました︒電車は︑また

五816園 ってもようございますか︒﹂と大きな店

も︑にこにこしてます︒押せ押せ︑車を

子ども

名神は︑おっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂大國

みるわけにはいきません︒これで︑おい

口883 ッターの寸言がありました︒夏の空は︑か

五886 りの旗が浮かんでゐます︒カッターの競孚

すいくとんで行きます︒青い波の上に︑

︑おいとまいたします︒﹂大國主神は︑

五885

五898

五897

っせいに水にひたします︒やがて︑﹁ザ︑

をしっかりしめてゐます︒艇長が︑﹁かい︑

ッターに乗りうつりました︒日にやけた︑

五887 うな旗が小さく見えます︒海岸も軍艦の上

五904

る席は︑一つもありませんでした︒私が︑

さんと︑電車に乗りました︒人がいっぱい

五908

五907 うのカッターが並びました︒用意のラッパ

五906 が︑弓のやうに曲りました︒出架線に︑四

五905 と︑力強く水をかきますと︑あの太いかい

用意のラッパが鳴りました︒﹁ドン︒﹂と出

んと並んで立ってゐますと︑すぐ前に掛け

に︑きちんとそろひます︒一かさごとに︑

国909 いっせいにこぎ出しました︒十二本のかい
五912

う︒﹂と︑私もいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

五923

五921 におうゑんをしてゐます︒沖の旗をまはっ

んおりて︑席があきました︒をぢさんも︑

かと思ったら︑おりませんでした︒それか

したから︑私は掛けました︒次の停留場へ

五929 選手をはげましてゐます︒最後の百メート

五927力いっぱいこいでゐます︒艇長は︑大きな

五926 だ勝ち負けはわかりません︒選手は︑力い

五924 ートルぐらみになりました︒まだ勝ち負け

五933

五931 が︑ぐいぐい出て來ました︒はく手が︑さ

五966園

いつまでもさかえませうそ︒﹂と仰せに

五964囹めになる國であります︒みことよ︑行っ

五938 っせいに立ちあがりました︒十三人の選手

五935 知らせる銃の音がしました︒白が勝ったの

手が︑さかんに起りました︒﹁ドン︒﹂決勝

は︑私のそばへ掛けました︒しかし︑入れ

立って︑席をゆづりました︒二人は喜んで

人も︑たくさんありました︒いちばんあと
︑﹁填たう︒﹂といひました︒おばあさんと

やどやとはいって來ました︒席はみんなふ

さんも︑ここでおりました︒にいさんは︑

過ぎて︑表町まで來ますと︑人がたくさん

こちらへ近づいて來ました︒決勝線まで︑

と︑にいさんがいひましたから︑私は掛け

あらしのやうに起りました︒カッターは︑

︑あっちへ行きがけました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

五918 かって︑小さくなりました︒旗を立てた船

五916

五914 ん早さをまして進みます︒はく手が︑あら
と︑にいさんがいひました︒﹁ありがたう︒

は︑もうちきおりますから︑かまはずに

は︑﹁︿略﹀︒﹂といひましたが︑をぢさんは

︒ぼく︑立ってゐますから︒﹂といひま

て︑立ってくださいました︒私は︑﹁︿略﹀

ていちやう

︒植ゑよう︑植ゑましょ︑み國のために

田植

︒植ゑよう︑植ゑましょ︑み國のために

えなくなってしまひました︒十二

んと空へとびあがりました︒﹁さやうなら︒

と︑おのぼりになりました︒すると︑一度

遠いところへ行きます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

53538876533186432155334964954298
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囹 囹
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五553うさんにお目にかけました︒川は︑初め走
初め走って流れてゐました︒白い波をたて
五554
五555をたてて︑走ってゐました︒つかれると︑
五557からとびおりたりします︒小さな川と︑仲
五559のまにか大きくなります︒きらくと光つ
五562 っと考へこんだりします︒川にも︑いろい
すくなひこなの
持があるやうに思ひました︒十一 少嘉名
五563
五565歩いていらっしゃいますと︑波の上に︑何
五567こっちへ近寄って志ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
五571供の者におっしゃいましたが︑お供の者に
五572お供の者にもわかりませんでした︒だんだ
五574 に何か乗ってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
そ
れ
五575囹
に︑虫が乗ってゐます︒﹂と︑お供の者
五576と︑お供の者が申しました︒しかし︑虫で
五577しかし︑虫ではありませんでした︒虫の皮
五579 ︑小さな神様でありました︒大國主神は︑
五583 vと︑おっしゃいますと︑お供の者は︑
五585囹
いたこともございません︒﹂と申しまし
五586は︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
五588に︑おたつねになりましたが︑へんじをな
五589が︑へんじをなさいません︒その時︑ひよ
五592 ︑ひきがへるでありました︒大國主神は︑
五602園︑﹁いや︑ぞんじません︒きっと︑あの
五603園ってみるでございませう︒﹂と申しまし
五604ら︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒かかしは︑田

五616やうに仲よくなさいました︒心を合はせて

五α3 は︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒大國主神は︑
五615うちへおつれになりました︒二人は︑兄弟

五612園
あるお方でございます︒﹂と答へました︒

五611園
いふ神様でございます︒からだは小さい

五606何でもよく知ってゐました︒大國主神は︑

〉。

五967 略﹀︒﹂と仰せになりました︒さうして︑御
前973 略﹀︒﹂と仰せになりました︒ににぎのみこ

五974 しんでお受けになりました︒大勢の神様が
五976 をなさることになりました︒いよいよおた
五979園 さいで立ってをります︒せいも高うござ
五981園 せいも高うございますが︑鼻が恐しく高

五982園鏡のやうでございます︒その上︑からだ
五983園 るいほどでございます︒﹂と申しました︒
て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒天照大神は︑

五987 とおいひつけになりました︒天のうずめの

五984

んで行くやうに見えます︒﹁︿略﹀︒﹂といふ

といふ子どもがありました︒しばらくは︑

一人の子どもがありました︒その子どもは

がひにいひはってゐました︒みんながわい

ある木のそばへ行きました︒さうして︑し

枝こしに月を見てゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と

が︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒みんなは︑木

︑その子どもがいひました︒そのとほりに

なは︑木のそばへ來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

に︑みんながしてみました︒すると︑月は

の間にじっとしてゐますが︑雲はさっさと

軍犬

︑強さうな犬になりました︒お正月が揺る

︑はいることになりました︒出獄の前の晩

ごちそうをしてやりました︒自分の育てた
︑うれしくてたまりませんが︑別れるのは

たうにつらいと思ひました︒文子さんは︑

場まで見送ってやりました︒二

さんも︑手紙を出しました︒文子さんが︑

やうすを知らせて來ました︒文子さんも︑

次のやうな手紙が來ました︒利根は︑たい

っぱな軍犬になりました︒高いしゃうが

しく北支那へ出征しました︒りかうな利根

んめいで育ててゐます︒どうぞ︑安心し

の色をかへて喜びます︒あなたが︑かは

利根に見せてやります︒利根は︑なつか

りっぱにやりとげます︒あなたから手紙

さがしあてたりします︒もう︑軍犬のす

はげしく職ふ時が來ました︒みかたの第一

らしいはたらきをしました︒そのうちに︑

けもなくとびこえます︒腹を地につけて
114

さっさと走って行きます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑み

﹂と︑みんながいひました︒二十二

114

も︑勢よくかけ出しました︒のちには︑敵

と思って︑待ってゐました︒すると︑向か

は︑ひた走りに走りました︒本部では︑利

りをたてて飛んで來ます︒利根は︑ひた走

とともに︑走り出しました︒敵の弾が︑う

とつげきする日が來ました︒午前五時︑ま

抜けて︑走りつづけました︒かかりの兵隊

て︑揮をあびせかけます︒それでも利根は

を行ったり來たりしました︒首わのふくろ

は︑軍犬利根でありました︒利根は︑毎日

間もがんばりつづけましたが︑その間︑第

れのやうに飛んで來ます︒みかたはそのま

ら︑敵をこうげきしましたが︑敵は多血で

114

五989 もしろいお方でありました︒行ってごらん
その恐しい男がいひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

犬を一匹もらって來ました︒その親が︑軍

にしてみたいと思ひました︒子犬には︑利
利根といふ名をつけました︒それは︑をぢ
︑利根をかはいがりました︒朝夕︑からだ
をふいてやったりしました︒毎日︑きまつ
︑運動をさせてやりました︒たべものにも
けさせないやうにしました︒おかげで︑利

で︑すくくと育ちました︒利根はかしこ
﹂でも︑すぐおぼえました︒文子さんは︑
︑かはいくてたまりませんでしたが︑ただ

に﹁待て︒﹂を教へました︒子犬ですから

いて來るのには困りました︒文子さんは︑

れは︑なかなか聞きませんでしたが︑決し
︒﹂﹁待て︒﹂といひますと︑行儀よくすわ

をなでてほめてやりました︒のちには︑文
りをするやうになりました︒かうして︑そ
ぎ︑冬の初めになりますと︑利根は︑もう
︑もう子犬ではありませんでした︒近所の

53327321753218617542176519632185
国庫團團團国国
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五992 して︑お笑ひになりました︒すると︑その
五994

さるた

称㎜3 ︑お問ひ返しになりました︒相手は︑急に
さるた ひ こ

五糊6園私が御案内いたします︒私の名は︑猿田
て︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒うずめのみこ

五㎜7園 は︑猿田彦と申します︒﹂といひました︒
五㎜8
さるたひこの

五糊9 このことを申しあげました︒ににぎのみこ

五梱4しくおくだりになりました︒猿田彦神が︑
五畜5 て︑御立内申しあげました︒ににぎのみこ
月と

五棚7峯におくだりになりました︒さうして︑天
違棚8 の國をお治めになりました︒二十一

五撹3 ふみをして遊んでゐました︒そのうちに︑

五麗4 に︑月に雲がかかりました︒月は︑雲には
五目6 と︑すぐまたはいります︒かうなっては︑

五撹6 は︑かげふみもできません︒子どもたちは
一人の子どもがいひました︒ズ略﹀︒﹂

五麗7 しばらく月を見てゐました︒すると︑一人
五鵬1

五佃4 急ぎではなれて行きます︒さうして︑次の

19876311864298746524219866886429
犬よりも大きく見えました︒三年生の文子
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五鵬5どんぐ走って行きます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑一

五㎜8 つと月を見つめてゐますと︑月は動かない

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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五鵬7 一人の子どもがいひました︒しかし︑じつ

五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五
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五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五五

根の元三な姿が見えました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

がら︑お喜びになりました︒二十三秋

して︑泣いてしまひました︒﹁︿略V︒﹂と︑

せん︒と書いてありました︒この手紙を見

だくにちがひありません︒と書いてあり

くなることと思ひます︒利根は︑そのう

子さんに知らせて膨ました︒さうして︑お

陣地をせんりゃうしました︒四

つかりとだきかかへました︒一時間ばかり

っくりと立ちあがりました︒しかし︑もう
︑もう走る力がありません︒かかりの兵隊

たやうに呼びつづけました︒この聲が通じ

︑ばったりとたふれました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

ばらぐと飛んで來ました︒利根は︑ばっ

ところへさしかかりました︒ちゃうどその

と︑兵隊さんは呼びました︒利根は︑もう

69863863484287472976417522954297
国事
きな木が立ってゐます︒あなたは︑その

の舟を押してあげますから︑しばらく︑

ことを教へてあげませう︒そこに︑舟が

︑申しわけがありません︒どうぞ︑お許

て︑おわびいたします︒﹂ほでりの命﹁お

に取られてしまひました︒﹂ほでりの命﹁

ことをしてしまひました︒﹂ほでりの命﹁

命﹁まことにすみません︒﹂ほでりの命﹁

行かせてくださいませんか︑にいさんは

けものを取ってみますね︒﹂ほでりの命﹁

ん︑お願ひがあります︒﹂ほでりの命﹁何

いでになってをりました︒ところで︑あ

はぜます︑にほひます︒二十四 つりば

りの火︑栗がはぜます︑にほひます︒二

︑月の光が ぬれました︒とろとろもえ

︑庭の畠で 鳴きました︒ぎんぎら葉の
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さい︒押してあげますから︒﹂

六62囹げることにいたしませう︒熊野の村に︑

六56

かう仰せになってゐます︒﹁︿略﹀︒﹂すると

︒﹂女﹁かしこまりました︒﹂

六63園下といふ者がをりますから︑その者の倉
に︑この劒を落します︒ll高倉下よ︒

くロリ

様がいらっしゃいます︒﹂

六69 劒が天から落ちて來ました︒高倉下は︑は

六64園

六71 は︑はっと目がさめました︒朝早く起きて

﹁さやうでございます︒﹂

くおいでくださいました︒何か御用でご

六72 きて︑倉へ行って見ますと︑屋根をつき抜

六78皇はお目ざめになりました︒さうして︑劒

何か御用でございませうか︒﹂ほをりの

六79 をお受け取りになりました︒すると︑あの

六75 ところへ︑かけつけました︒高倉下が︑劒

やうに教へてくれました︒それで今ここ

六82 んな殺されてしまひました︒御軍人たちは

六73 劒が︑ちゃんとありました︒高倉下は︑急

にお困りでございませう︒さっそく︑さ

六83 たちは︑目をさましました︒勇ましくふる

なくなってしまひました︒﹂海の神様﹁つ

く︑さがさせてみませう︒女に向かって

六84 って︑大和へ進軍しました︒二
︒﹂魚たち﹁ぞんじません︒﹂海の神様﹁い

ここへまみってゐません︒﹂海の神様﹁さ

六94

六88 でも︑稻を刈ってゐます︒田のあぜに︑む

六86 すぐ︑たんぼへ行きました︒今日は︑うち

何か御用でございませうか︒﹂海の神様﹁

六107

六105

弟といっしょにたべました︒稻がだんだん

﹂﹁︿略V︒﹂といはれました︒ふかしたさつ

六97 私はかばんをおろしました︒稻を刈ってゐ

そばの稻の葉に止りました︒そっと近づく

︑なかなかつかまりません︒大きなのが一

ばりをのどにかけまして︑たいへん苦し

六111

足の先だけ見せてゐます︒右の手で︑すぼ

るところでございます︒﹂海の神恵﹁あ︑

六112

いっしょにっかまへました︒左の手で︑頭

︑稻の葉や董に止ります︒取らうとしても

六114

んこちらへ飛んで來ます︒さうして︑稻の

の方へお進みになりました︒はるばると海

六115

六111

ふ村にお着きになりますと︑ふいに︑急き

って︑逃げさうにしました︒あわてて︑ぎ

六109

またかくれてしまひました︒天皇は︑ふし

六116

︑地面をはって行きます︒弟は︑いなごを

と足が取れてしまひました︒下に置くと︑

つりばりでございますか︒﹂ほをりの命﹁

ねむくおなりになりました︒お供をしてみ

六117

にょうしうございました︒﹂

たちも︑ねむくなりました︒いつのまにか

六118

六124

がひとりごとをいひます︒弟は︑牛を飼っ

六122外へはひ出さうとします︒﹁︿略﹀︒﹂と︑大

でかこひをこしらへました︒いなごは︑せ

六121
高倉下といふ人がゐました︒夜︑ふしぎな
あまてらすおほみかみ
︑ふしぎなゆめを見ま
した︒天照大神が︑

たかくらじ

なっていらっしゃいます︒御軍人たちもみ
たか
ぐうぐうねてしまひました︒この村に︑高

つかりらくになりました︒﹂

ん︒﹂と喜んで呼びました︒﹁ただいま︒﹂
ち﹁少しもぞんじません︒﹂海の神様﹁を

稻刈
けは病氣でねてゐますので︑ここへまゐ

る︒呼んでまみりました︒﹂海の神様﹁こ

私も困ってしまひました︒すると︑年取

ひない︒お迎へしませう︒﹂

43228765341465252875986528842941
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六261

六255

六253

六249

らしい青い實が生ります︒夏が來て︑海の

あたりに満ちあふれます︒その花が散った

て︑静かに眠ってゐます︒春になって︑暖

せて︑暖くしてやります︒それでみかんの

︑つめたくなってゐました︒六

六435園

六434園

六429

六426

の上に乗って遊びます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

が︑大きな聲でいひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

︑ちがった罵言が出ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

六419囹

︑鬼ごっこはできませんか︒﹂と︑次郎

六223

くて︑しかたがありませんでした︒日本へ

本をさして錦って來ました︒﹁︿略﹀︒﹂さう

六371

六368 次へとうつって行きました︒いちばん初め

なっていらっしゃいました︒田道間守は︑

た︒日本へ鋸って見ますと︑思ひがけなく

六394園

六387

六384 はうれしくてたまりませんでした︒青い海

六377園

め落されてしまひました︒名も︑昭南島

六229

六228

みささぎにお参りしました︒枝についたま

を︑皇后にけん上しました︒あとの半分を

さけるばかりになりました︒田道間守は︑

て︑持ってまみりました︒﹂かう申しあ

間守は︑ひざまづきました︒﹁︿略﹀︒﹂かう

六411

六407

六401

六395

︑正男さんがたつねました︒﹁︿略﹀︒﹂

とを︑お話しになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

んがいっしょにいひました︒﹁︿略﹀︒﹂かう

も見ることができます︒﹂

の木の勢望がうつりました︒﹁︿略﹀︒﹂

六234

は︑聲をたてて泣きました︒田道間度は︑

窺眞がかはりました︒あたり一面に

六243

六439園

六436

六239園
六243

忠義の心を持ってゐました︒泣いて泣いて

ゴムの木をうつしませう︒ll木の幹に

六246

日に日に大きくなります︒すると︑いろい

のやうな器で受けます︒それを集めて︑

六159団 も︑お待ちしてゐます︒十月十八日

六264

木は︑弱ってしまひますから︑いろくな 六442 ︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒﹁わにかな︒﹂

みかんの木を苦しめます︒そのままにして

みかん

六414囹

六237

六232

島のけしきがうつりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

六226

六222︑たくさん船に積みました︒さうして︑大 六366って︑部屋を暗くしました︒かべには︑白

六126しくなってふきだしました︒赤とんぼが︑
六127いと︑空を飛んでゐます︒ざくざくと︑稻
六128 ︑稻を刈る音が聞えます︒私も︑何か手つ
六131かあさんの方へ行きました︒刈ったあとに
六132田の上に並べてあります︒おかあさんは︑
六134の方へ運んでゐられます︒私も︑少しつつ
六135少しつつ持って運びました︒ 一人ぼっちに
六138 ︑﹁ああん︒﹂といひました︒おかあさんが
六 1 ︑また弟の方へ行きました︒それから︑夕
六142鶴といっしょに遊びました︒三 祭に招く
六144で︑もずが鳴いてゐます︒氏神様のお祭の
六145のお祭のころになりました︒去年︑あなた
六146たことが思ひ出されます︒今年は︑二十五
六148やうど日曜日になります︒二十四日の午後
六153な店が出てにぎはひます︒お祭の日は︑お
六262

六163團 ありがたうございます︒去年のお祭のこ

六267

六265

と

六154團 や︑すまふがあります︒それに今年は︑

六164圏 になつかしくなりました︒お手紙のこと
六166国 りたいといってゐます︒久しぶりでおあ

六276

六271

六267

あらはすことができません︒かごを持って

づめつくしてしまひます︒そのけしきの美

︑黄色みをおびて來ます︒もうかうなった

害虫を何べんも除きます︒かうして育てた

六456園

六453

六448

六446

＞︒﹂正男さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂みん

しさうな聲でさけびました︒﹁︿略﹀︒﹂正男

と︑春枝さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂次郎

きな動物をうつしませう︒何がうつるか

ので︑みんなが笑ひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

六165団 のことを姉に申しましたら︑たいへん喜
六171国 たりしたいと討ひます︒今年は︑めづら

六279
六284

箱につめて送り出します︒その時は︑目が

山はにぎやかになります︒山から取って堂

六459

六457 ﹂みんなもさう思ひました︒すると︑その

行ってみたくなりました︒﹂みんなもさ

六173団 ろ︑そちらへ参ります︒どうぞ︑おかあ

六172團 ら樂しみにしてるます︒二十四日の午後

島286

六214 と︑たつねてまはりました︒いつのまにか

六212 であるかは︑わかりません︒田道間着は︑

六207 なっていらっしゃいました︒田道間守は︑

六361

六357

六294

六291

を︑うつしてあげませう︒﹂といはれま

さんも︑みんな集りました︒勇さんのおと

︑げんとう會がありました︒正男さんも︑

さとを出饗して行きます︒七

がら︑せっせと働きます︒かうして︑あた

六474囹

六469園

六465園

れでおしまひにしませう︒﹂といはれま

ろいことではありませんか︒これから︑

日本によく似てゐますね︒しかし︑これ

みるところがうつりました︒﹁日本の窺眞

六204 い︑遠い春雲へ行きました︒遠い外容に︑

六176團 てあげたいと思ひます︒さやうなら︒十

六216 日が︑たってしまひました︒やっと︑ある

六365

六363囹

溜水艦

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒黒い紙をはっ

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒黒い紙を取り

六477 ぱっと明かるくなりました︒空は︑今︑罵

六475

六463 ︑ゆり子さんがいひました︒勇さんのおと

六219 ってみるのを見つけました︒田道間守は︑

せんする

六221 びでそれを船に積みました︒枝についたま
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六518げておしまひになりました︒しかし︑聖徳
六521けは︑お逃げになりませんでした︒お逃げ
六524の前へお進みになりました︒尊は︑﹁︿略V

六515 へ出てごらんになりました︒すると︑お子

六508い︑けんくわが始りました︒太子の御父君
た ち ば な の と よ ひのみこと
六511橘豊日尊と申しあげました︒のちに︑御位
六513しあげるお方であります︒尊は︑お子檬た

六503そう賢いお方でありました︒ある日︑太子
六505遊んでいらっしゃいました︒みんな︑お鋭
六506くしていらっしゃいましたが︑そのうちに

六478青々とすみきってゐました︒九 映査

六693園

六687

六686

六685

六683

六604

六602

六598

まっかにそまってゐます︒火事は︑少しは

く︑半鐘が鳴りだしました︒窓をあけて四

老﹂とお改めになりました︒十二

ろへお出ましになりました︒さうして︑子

話が︑都にも傳はりました︒おそれ多くも

六802

六798

六795

六793

六746

おちいさんがいはれました︒﹁︿略V︒﹂とい

の兵隊さんの話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

︑寒い風が吹いてゐます︒夕飯のあとで︑

六759 やうに︑かういはれました︒十四

六749

てるたみかんを見せました︒﹁︿略V︒﹂と︑

す︒﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑をばさんは︑

︑さびしさうに見えます︒﹁︿略﹀︒﹂といひ

六587囹やげに持って錦りました︒﹂村の人；そ 六743 な︑つかれきってゐます︒平生は元氣なを

六585囹

町だと︑すぐわかりました︒おとうさんは

六672園

しは見まひに行きます︒おとうさんは︑

をして︑家を出られました︒おとうさんは

それが酒でございましたので︑父のみや

ぼくの

せんたく物が見えます︒あ︑人がこっち

六738園

六751囹

に十分してもらひました︒それよりも︑

︑やっかいになりますよ︒﹂といって涙

六695

︑私は︑恐しくなりました︒おばあさんも

いって︑出て行かれました︒をぢさんのう

六807園

六804念望って送ってあげませうよ︒﹂と︑私が

軍旗

六752 いって涙をこぼされました︒あとで聞けば

六696

はんしよう

六586園

六585園水が流れ出てをります︒それが酒でござ 六737 ︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒すると︑をぢ

六732 んが︑蹄って來られました︒おとうさんは

六528 ﹂とおたつねになりました︒太子は︑﹁︿略

って︑あたりを見ますと︑石の間から︑

六531園 けんくわをいたしました私たちでござい
六532園 た私たちでございます︒橋をかけて︑天

しらへることにしませう︒﹂と︑おかあ

六533園 逃げることもできません︒穴をほって︑

六544園が︑きれいになりましたね︒﹂村の人二﹁

六541 ことであったと申します︒十一

六538 いそうお喜びになりました︒これは︑聖徳

六536

略﹀︒﹂とおっしゃいました︒橘豊日尊は︑

六535園 すばかりでございます︒﹂とおっしゃい

六714

六714

六709

六708

六706

六704

六70一

︑うちへ來てるられます︒私はびっくりし

って︑なかなか眠れませんでした︒朝︑お

ねどこの中へはいりましたが︑火事が氣に

なか消えさうに見えません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

人が︑話し合ってゐました︒火事は︑なか

て︑遠くの方で聞えます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑道

少し暗くなったりします︒半鐘の音︑サイ

サイレンの音も聞えます︒向かふの空に︑

六845

六842

六838

六836

六831

六828

六815

六814

と︑みもん文を入れました︒兵隊さんから

略﹀︒﹂と︑私がいひますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

レヨンで書いてありました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

持って來た圖董を見ますと︑子どもが︑手

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒﹁︿略V︒﹂さう

六827園

さんから︑手紙が來ました︒急いであけて

みたねえさんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

て︑何かさがし始めました︒さっきから︑

六812 おとうさんがいはれました︒私は︑何にし

おかあさんがいはれました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

六562警みんながいってゐます︒﹂村の人二﹁それ

六717

す︒私はびっくりしました︒ゆうべの火事

六847

六808

六567園 あの子がやって來ましたよ︒﹂

六563園それにちがひありますまい︒﹂村の人；

六718

さん︑猫はどうしました︒﹂と聞きまし

︑だいぶはなれてゐましたが︑等しもにな

六534園くれることもできません︒不孝のおとが 六699 ︑勢よくかけて行きました︒遠く走るボン

六573園

六724園

六719

養老

六725

る時︑どこにもみませんでした︑何べん

どうしたかわかりません︒荷物をかたつ

は︑﹁︿略﹀︒﹂と聞きました︒をばさんは︑

六851

六848

︑
みんなの前で望みました︒支那の厚い野

た︒急いであけて見ますと︑いっか送った

︑弟はとくいになりました︒私は︑私のだ

六576園 で仕事をしてをります︒﹂村の人一﹁それ

六726園

死んだのかも知れません︒﹂﹁かはいさう

一﹁よくせいが出ますね︒﹂子ども﹁いや

を入れることにしませう︒﹂といはれま

六574園 いっかう役にたちません︒﹂村の人二﹁お

やうらう

六575園 は︑元氣になられましたか︒﹂子ども﹁お
六581囹 ほんたうでございます︒この間︑私が︑

六728園

六853團
面におほはれてゐます︒川の水も︑堅い
れいか
六853團
氷の下で眠ってゐます︒外は︑零下二十
六856團みもん袋が來てるました︒私は︑とびあ
六727園

に︒﹂と︑私はいひました︒やがて︑おと

六582園 たきぎを拾ってゐますと︑つい︑足がす

六731

六583囹 がすべつてころびました︒起きようとす

六584囹︑酒の香がいたします︒ふしぎなことだ

六856團とびあがって喜びました︒開いてみると
六858團うな品物が出て來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

六862国 思はず大聲でいひました︒友だちの兵隊
で︑かき餅を焼きました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

六863国 に︑大勢集って來ました︒だんろの火で
六865團

六868團 おいしくいただきました︒ただしくんの
六872團 の室のかべにはりました︒その前に立つ
六874国 ﹀︒﹂といったりします︒あたたかい毛糸

六879團 はるがはる︑はきました︒あなたのお人
六881團 トにしまってあります︒職撫する時も︑

六883国 ありがたうございました︒ときどき︑お
六885團 すを知らせてあげませう︒みなさんに︑

六983れっき賢い人でありました︒その上︑小さ
六984時から︑ よく勉強しましたので︑のちには
六985 ︑りっぱな人になりました︒學問では︑道
みやこのよし
六986はないと思はれてるました︒ある時︑都良
・六987家で︑弓の會がありました︒若い人たちが
六992 へ︑道面もやって來ました︒すると︑人々

六脳5間ゆり子さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
六価1圏︑春枝さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

小さな

私は︑急いで庭へ出ました︒いっか︑にい

おもしろいと思ひました︒十九

六鵬4圃︑正男さんがいひました︒みんなは︑正
六柵4

ぱいにさしこんでゐます︒見ると︑まん中

べに

と︑私は思はずいひました︒ふっくらとし

つたやうに咲いてゐます︒﹁まあ︑きれい

六鵬7圏

六四8

六畜6
六七2

一週

雪舟
にたいそうしかられました︒﹁︿略﹀︒﹂かう

と︑にいさんはいひました︒二十

のやうに︑私はいひました︒﹁どうして︒﹂

が︑美しく咲いてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ひ

目だって大きくなりました︒たった一メ二

なぎくも︑咲いてゐます︒きうりの芽生え

に︑つやつやしてゐます︒すみせんの花が

かり前から咲きだしました︒それこそ︑ほ

みたいやうな氣がします︒すみれも︑

六伽5︑こい紅をさしてゐます︒ほんたうに︑手
六皿6

六田7
六欄9
六佃2
六鵬8

六佃3
六柵1

六㎜6

六親2

ちた涙をいちってみました︒すると︑今ま

堂の板の間をぬらしました︒少し泣きつか

︑とめどなくこぼれました︒ぽたり︑ぽた

︑しくしく泣きだしました︒涙が︑とめど

ろいうと考へつづけました︒﹁︿略﹀︒﹂こん

柱にくくりつけられました︒初めは︑ただ

六三3ばって︑本堂へ行きました︒ぶるぶる︑ふ
六川5
六二8

六麗7
9

六麗8
六

六瑠3

に明かるくなって來ました︒雪舟は︑足の
て︑また本堂へ行きました︒夕方に近い本

きたねずみではありませんでした︒雪舟が

ら︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒雪舟は︑にっ

和尚さんはおどろきました︒急いでなはを

は︑ 一心に糟を習ひました︒學問もしまし

雪舟は︑にっこりしました︒そののち︑雪

が︑高くはねあがります︒機關銃の弾が︑

本一の給かきになりました︒二十一

三勇

れのやうに飛んで來ます︒昭和七年二月二

ひました︒學問もしました︒雪舟は︑とう

張りめぐらされてゐます︒この鐵打網に破

れにつれてよろめきましたが︑二人は︑ぐ
︑ぐっとふみこたへました︒もちろん︑三

北川が︑はたと倒れました︒つづく二人も

につづいて走ってゐます︒すると︑どうし

條弘めがけて突進しました︒北川が先頭に

をつけることを命じました︒作意伊之助︑

さくえ い のすけ

は︑とてもまにあひません︒そこで班長は

いよいよせまって來ました︒今となっては

尽に︑命令がくだりました︒敵の彌は︑ま

う成功しないで終りました︒第二回忌︑命

だんうすくなって來ました︒一人倒れ︑二
︑次々に倒れて行きます︒第一班は︑残念

た︒十メートル進みました︒二十メートル
︒二十メートル進みました︒あと十四五メ

んで溶質網へ突進しました︒十メートル進

もうと︑煙幕を張りました︒﹁前進︒﹂の命
︒﹂の命令がくだりました︒待ちに待った

に機關銃を撃ち出しました︒さうして︑敵

を向けることができません︒すると︑わが

くだるのを待ってゐます︒しかし︑この時

つまった場合でありました︒工兵は︑今か

陣地を︑にらんでゐます︒見れば︑敵の嵩

119
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がかはいさうになりました︒もう許してや
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120

六佃5
土丹9

見ると︑びっくりしました︒大きなねずみ

︑少し暗くなってゐました︒和尚さんは︑
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120

＿L．

右足8
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は︑じっとして動きません︒近づいて見る
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六997聲で︑ささやき合ひました︒平生から︑學

六欄3囹 弓をおやりになりませんか︒﹂といひな
六㎜5 を︑忌事につきつけました︒おそらく︑し
六伽9 で︑きっと身がまへました︒すると︑今ま
六棚2 ︑強さうに見えだしました︒あたりはしん
一つするものもありません︒﹁ひゆう︒﹂と
六川3
六梱7 星を︑射抜いて立ちました︒道眞は︑つづ
六棚9 二の矢を引きしぼりました︒これも︑みご
六齪2 で︑まん中を射抜きました︒第三︑第四︑
六槻4 をつがへ︑矢を放ちました︒的をはつれる
六撹5 る矢は︑一本もありませんでした︒みんな
六撹7 をつくばかりでありました︒十八 梅
六柵3團 と︑勇さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
六田2魍 ︑花子さんがいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
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六梱1 はなしたものはありません︒ただその間に
六梱2 ずんずんもえて行きました︒北川は︑決死
六梱4 すっくと立ちあがりました︒江下︑作品は
六捌5 あとから押して行きました︒三人の心は︑
六側8 て︑一つになってゐました︒しかも︑数秒
六槻1 もう︑死も生もありませんでした︒三人は
六搬2 まっしぐらに突進しました︒めざす鐵條網
六櫨3 ︑破壊筒を投げこみました︒爆音は︑天を
六盟4 すごくとどろき渡りました︒すかさず︑わ
一隊は︑突撃に移りました︒班長も︑部下
六槻6
六槻7 を指溢しながら進みました︒そこに︑急騰
六搬8 に︑世評が倒れてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂作江
六榴1
︿略﹀︒ ﹂ 作 江 は 答 へ ま し た ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ 班 長
六偽2園 した︒﹁何もありません︒成功しました
六榴2園 りません︒成功しましたか︒﹂班長は︑
六榴7 ︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒﹁天皇陛下萬
六伽9 ︑静かに目をつぶりました︒二十二 春の
六楢2 て︑ぐんぐん沖へ出ました︒おだやかな海
六櫛5 沈めるやうにしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂文治
六伽7 船が一さう走ってゐます︒屋號を染めぬい
六伽8 めぬいた小旗も見えます︒子どもが︑船の
六伽1 が︑船のまん中にゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と大聲
六桝7 あぶない︒﹂といひました︒あとをふり返
みさき
六桝9 もう矢島の岬も見えません︒目のとどくか
六伽2 す︒やがて網場へ來ました︒何十さうとい
六伽5 もう網をたぐり始めました︒﹁さあ︑のう︒
六橘1 さ︒﹂と網をたぐります︒だれもかれも︑
六伽2 ︑玉の汗を流してゐます︒網が︑せばまつ
六伽4 乗ってみる船を呼びました︒網船二さうの
六伽6 まっすぐに乗り入れました︒大きなたもで
六伽8 んぼくらの船へあげます︒見るまに︑船の
六伽9 いわしの山が築かれます︒いわしの重みで
六欄3
下欄4
田㎜7

しだいに網の外へ出ます︒出ると︑機械を
東京

︑もとの海岸へ急ぎました︒いつのまに立
風にひるがへってゐました︒二十四

︑言い野原がうつりました︒ところどころ

映書を見せてもらひました︒初めに︑廣い

六三2

鳥の鳴く聲がしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂とい

血忌1
配管4

﹁ボi︒﹂とひびきました︒さうして︑大

といふ説明の聲がしました︒むさし野が︑

が︑ひろがってゐます︒﹂といふ説明の

六個8

︑目の前にあらはれました︒汽船から︑た

六梱7園

六齪2

六槻1

んの荷物がおろされます︒﹁︿略V︒﹂水の流
だ

田川のけしきになりました︒川をさかのぼ

六槻4

配賦2

六湿9

﹂と呼ぶ聲がして來ました︒東京騨の前に

して︑罵眞がかはりました︒たくさんのレ

ら次へとかかってゐました︒橋の下をくぐ

六湿7

六鵬7

六悩8

六悩5

六悩4

自学2

ほして︑おじぎをしました︒ときは木の茂

が代﹂の音樂が始りました︒私たちは︑き

た詩が︑思ひ出されました︒﹁君が代﹂の

た︒二重橋がうつりました︒目の前にをが

といふことがわかりました︒二重橋がうつ

︑白いやぐらが見えました︒私は︑すぐ宮

門の早場があらはれました︒正面に︑松の

六悩9

六斎1

六塒1

人が︑たくさん通ります︒その中に︑子ど

の菊の鉢が並んでゐます︒目のさめるやう
︑勢よくあがってゐます︒その後に︑りっ

ぱな建物があらはれました︒﹁︿略﹀︒﹂大き

しろくま

の張ってある池が出ました︒水鳥が︑たく
さ︒
る猿が︑上手に
︑たくさん泳いでゐました
くま

にぶらんこをしてゐました︒白熊が︑頭を

熊が︑頭をふってゐました︒きりんが︑せ

が︑大きな聲を出しました︒﹁︿略﹀︒﹂象が

ざう

なかっかうをしてゐました︒ライオンが︑

ってみるところが富ました︒小さな女の子

とら
りのそりと歩いてゐます︒虎が︑じっとこ
はと
を向いてすわってゐます︒鳩が︑何十羽と

ぎんざ

が︑豆をまいてやりました︒﹁ゴーン︒﹂と
ぎん
きなお寺があらはれました︒にぎやかな銀

な銀座通が︑うつりました︒雨側には店が

ひっきりなしに通ります︒やなぎの並木が

どたくさん歩いてゐます︒電車や︑自動車

きれいにかざってゐました︒にはかに︑笛

やうちんが︑うつりました︒﹁︿略﹀︒﹂とい

いんさつ

あひもみあひ出て來ました︒そのにぎやか

ち本になって出て來ます︒次から次へ︑大

機械の動く音になりました︒印刷の工場で

︑いうぎをしたりします︒﹁︿略V︒﹂空には

そろへて行進して來ます︒それが美しいわ

さし野がまたうつりました︒ずっと野原の

のやうに小さくなります︒ここで︑いちば

若て︑やがて着陸しました︒﹁︿略﹀︒﹂

むらがって飛んでゐましたが︑今度は︑遠

ナが︑空高くうつりました︒よく晴れた空

︑並んで演奏してゐます︒﹁︿略﹀︒﹂放送局

勇ましい音樂が始りました︒大勢の人が︑

旗がひるがへってゐます︒勇ましい音樂が

1

清らかな道がうつりました︒﹁︿略﹀︒﹂お参

子どももまじってゐました︒あの子どもた

2

六価2

六悩4

くらの枝がゆれてゐます︒花と花との間か

るところがあらはれました︒風が吹いてゐ

したいものだと思ひました︒さくらの花が

六燭5
六価7
六字9
六搦1

︑大きな鳥居が見えました︒それから︑ま
︑援引神社がうつりました︒﹁海ゆかば﹂

やすくに

7
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1
6
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六備7 富士山が光って見えます︒﹁︿略﹀︒﹂こんな
六幽1 もの歌が︑聞えて來ました︒そのうちに︑
六幽3 みんな消えてしまひました︒もくろく

七68 が︑潮干狩をしてゐました︒先生は︑私た
七72 のやうにおっしゃいました︒﹁︿略﹀︒﹂勇さ
くまで
七78 になって︑ほり始めました︒小さな熊手で
七79 とさはるものがあります︒三センチぐらみ
七81 になってほって行きました︒おもしろいほ
七82 ど︑たくさん出て來ました︒ほったあとに
七85すくって︑かい出しました︒すると︑小石
七86ものが︑手にさはりました︒砂を彿ってよ
七89 にるることがわかりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
七92 ︑みんなの前へ出しました︒みんなは︑﹁︿
七96名前を思ひ出してみましたが︑だれにもわ
七96 が︑だれにもわかりません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑
七98園先生に聞きに行きませう︒﹂と︑花子さ

七1010は
園︑わかめを拾ひましたね︒﹂と︑花子

七910ところへ走って行きました︒先生は︑省略
いいものを見つけましたね︒まてがひと
七101園
七104略V︒﹂とおっしゃいました︒私たちは︑波
七106やうな岩の方へ行きました︒ひやりと︑足
七107にさはるものがありました︒拾って見ると
七109 のやうな形をしてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑花
と︑花子さんがいひました︒私は︑これが

くさなぎのつるぎ

を尊にお授けになりました︒また︑一つの

武運をお祈りになりました︒皇大神宮に仕

七1810 つれて御出爽になりました︒途中︑まつ伊

しあげることになりました︒草薙劒

七192

七186

︑先生がおっしゃいました︒私たちは︑先

七195

ふ勅をお受けになりました︒尊は︑わっか

に︑岩のそばへ行きました︒岩の間のすき

略﹀︒﹂とおっしゃいました︒尊は︑東へ東

七189

聞を上手に泳いでゐました︒べらといふ魚

聞き傳へて知ってゐましたので︑一通りで

七1910

七199

るほかはないと思ひました︒そこで︑尊を

﹂とおたつねになりましたが︑だれも知り

らを取りたいと思ひました︒先生にお願ひ

七202

したが︑だれも知りません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

た︒先生にお願ひしますと︑先生は︑たも

七203

︑野原へお出になりました︒身の丈にもあ

はいかがでございます︒﹂尊は︑﹁︿略﹀︒

七206囹鹿がたくさんをります︒おなぐさみに︑

しか

なしをしながら申しました︒﹁︿略﹀︒﹂尊は

の國にお着きになりました︒この國にみた

っとおすくひになりました︒べらが︑たも

中でぴちぴちとはねました︒海岸で︑書の

七205

七207園

やまとたけるのみこと

のおべんたうをたべました︒そのころから

の水でかくされてるました︒三

七209

日本武尊

だんだん増長して來ました︒﹁︿略﹀︒﹂と考

朝廷の仰せにも從ひませんでした︒﹁︿略﹀

いっていらっしやいました︒すると︑かね

一度に草に火をつけました︒火は︑ものす

七2010

考へていらっしやいましたが︑ふと御心に

すごい勢でもえて來ます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑尊

七213
七214

ひをすることになりました︒その日は︑朝

七217

た︒﹁︿略﹀︒﹂と考へました︒いよいよ︑家

の男や女が集って來ました︒そのうちに︑

勢の人が出はいりしました︒手下の者はい

七221

と︑もえ移って行きました︒あわてたのは

の草におつけになりました︒すると︑ふし

に︑おさとりになりました︒天叢雲劒を抜

︑中に火打石がありました︒尊は︑すぐに
ひがひしく働いてゐました︒酒もりが始る
︑酒をついでまはりました︒だんだん夜が

七223

七2110
んだん夜がふけて來ました︒客も︑しだい

焼き殺されてしまひました︒あやふい温い

が︑この御劒であります︒四

七225

七232

で大きな地震がありました︒公下校の三年

七228
奥の間へ行かうとしました︒この時でした
︑たけるの胸を突きました︒﹁あっ︒﹂とさ

七233

しだいに錦って行きました︒たけるは︑も

んで︑たけるは倒れました︒ふり返ると︑

七235
七239

みた父を呼びに行きました︒家を出て少し

向かって︑盆画をしました︒神だなには︑

君が代少年

七2210 も東へお進みになりました︒この時から︑
あった
しあげることになりました︒熱田神宮にお
満ちて︑立ってをります︒たけるは︑思は

七244

い息の下からたつねました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

方でいらっしゃいましたか︒西の國では
七178園
七179園けると申してをりました︒失禮ながら︑

七246

︑道ばたに倒れてゐました︒それでも父の

の土角がくつれて來ました︒土角といふの

どかく

︒﹂と︑少年は思ひました︒そのとたん︑

も︑ぐらぐらと動きました︒﹁地震だ︒﹂と

んな指先に力を入れました︒﹁パチン︒﹂と

︑お名をさしあげませう︒日本でいちば
七1710園

七248

七247

︑まるい玉がはじけました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

七251

たけるのみこ

パチン︒﹂とつぶしました︒先生がごらん

七181園武皇子と仰せられますやうに︒﹂といひ
けいかう
たけるは息が絶えました︒並行天皇の御
︑

色な海藻を持ってるました︒﹁︿略V︒﹂と︑

41971098764217641076554310966
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七185をおほろぼしになりました︒さうして︑こ

︑勇さんが走って來ました︒手には︑葉の

みるわかめかと思ひました︒﹁︿略﹀︒﹂とう

21096421

ろいことをしてゐますね︒その海藻は︑
七124園
︑何だか知ってゐますか︒﹂とおたつね
七125園

七七七七七七七
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七325
いふ病院が立ってるました︒せやく院には

らこちらに見えてゐました︒その中に︑光

七403

七402

式だと︑お話なさいました︒敷地の中ほど

徒が︑そこに集合しました︒校長先生が︑

側の教室の後に立ちます︒午前十時に︑四

で︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒少年の傷は思

七254

七326

ちれうじよ

七256 治療所で手術を受けました︒このつらい手

七406

めなはが張ってありました︒そこへ神主さ

いただいたりしてゐました︒ス略﹀︒﹂と︑

七408

七328

しないかと心配しましたが︑毎日︑かう

掴257 て皇湾語を口に出しませんでした︒日本人
七2510 に學校のことをいひました︒先生の名を呼 七331園

︑三人お見えになりました︒三人ともまつ

ら︑地髪祭が始ります︒﹂といはれまし

七409

七332園

七415

七414園

たいそうよくなりました︒﹂と︑うれし

七261 た︒先生の名を呼びました︒また︑友だち

で︑長い間寝てゐましたが︑このごろは

くつをはいてゐられました︒﹁氣をつけ︒﹂

七333

でだいぶよくなりました︒これも︑みん

七411

七334園

うにいふ母親もありました︒﹁︿略﹀︒﹂と涙

七261 ︑友だちの名を呼びました︒ちやうどその
七336囹

七266

のお恵みでございます︒﹂と涙をこぼし

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒神主さんは︑

は︑涙を流して喜びました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

七265 つて見まひに來られました︒徳坤は︑涙を
七337囹

らひをしてくださいました︒それから︑﹁

＞︒﹂と︑徳坤はいひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

七417

七268

木の机の上に運ばれました︒お米や︑お酒

方にのせて供へられました︒明かるい日光

なる先彿ひをなさいました︒次に︑お供へ
七422

七418

七338

まはることさへありました︒このやうに︑

く︑にぎやかに見えました︒神主さんが︑

ちをお見まひになりました︒やさしいおこ

るおばあさんもありました︒光明皇后は︑

七2610 げますやうにいはれましたが︑しかし︑こ
七341

七3310

七424

七419

七272 かはいさうでたまりませんでした︒少年は

か日本中にひろがりました︒光明皇后は︑

いみん

七274 醤院へ送られて行きました︒その夜︑つか
七344

七346作っておやりになりました︒この風呂には 七425 が︑のりとを窪まれました︒私たちに︑そ

うやうやしく青まれました︒それから︑地

の意味はよくわかりませんが︑おちついた

に︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒これつきり︑

七428

七427

七279

七276 ぱっちりと目をあけました︒さうして︑そ

病人が︑いつも絶えませんでした︒光明皇

七289 しみこむやうに聞えました︒さざれ

七284 て︑静かに歌ひだしました︒きみがよは

七282園 く︑君が代を歌ひます︒﹂少年は︑ちよ

七281

七369

七366

七364

暖い日光に照らされます︒土がほり返され

う苗代の仕事が始ります︒黒い牛が︑ゆつ

と︑蛙の鳴く聲がします︒そのころから︑

七436

七434

七433

七431

玉ぐしをあげて葬みました︒終りに︑お供

ぐしをあげて拝まれました︒次に︑高等科

土をほる儀式であります︒校長先生が︑先

七359一人をおせわなさいました︒さうして︑千 七4210 ︑うがちぞめがありました︒うがちぞめと

玉357

がなみなみと張られます︒今度は︑牛がま

くして︑少年はいひました︒﹁︿略﹀︒﹂少年

七2710 と感じたのかも知れません︒それからしば 七347 の湯が︑あふれでるました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿碧

七292 と歌はつづいて行きます︒あちこちに︑す

七372

にぎやかに聞え始めます︒種まきがすんで

まかく耕されて行きます︒夜︑遠くの田で

七442囹

七4310

七439

で︑地管長はすみました︒今日は︑學校

たうに美しいと思ひました︒山田先生が︑

の前を通って錦られました︒その時︑あの
いににぎやかになります︒そろそろ︑汗ば

いし

七293 すり泣きの聲が起りました︒いはほとなり

七374

七373︑行ったり來たりします︒かうして︑田の 七438 ﹂山田先生の聲がしました︒三人の神主さ

七384

靖國神社 七376

先世ひがとなへられました︒﹁休め︒﹂山田

七297 はだんだん細くなりました︒でも︑最後ま
やすくに

七298 ︑りつぼに歌ひ通しました︒君が代を歌ひ
七2910 かに長い眠りにつきました︒五

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒私たちは︑聲

地鎭乱

かんばん

うはや

とから︑乗客が乗ります︒船の出る前は︑

笛の名人

よく︑校歌を歌ひませう︒﹂といはれま

そろへて校歌を歌ひました︒歌ひながら︑

七445

七449 さでいっぱいになりました︒九

七446

七444園

に︑聲をひそめてゐますが︑夕方から夜に

も︑泥田の中で働きます︒ここの田も︑あ

やうに︑さわぎたてます︒家の前も︑後も

水がたたへられてるます︒蛙のすみかが︑

七392

七521 て︑荷物を積んでゐます︒みなさんといつ

七389

七393

七522

七386

七303︑
圃 櫻が咲いてをりました︒日本一の大鳥
七305圃かねの鳥居がありました︒とびらは金の
七307圖御門を通って行きました︒かしは手うて
七312圖心の底までひびきます︒櫻の花の遺族章
いうしうくわん
章︑女の人も見えました︒遊就館の入口
七314圖

もなく︑田植が始ります︒八

七525 す︒甲板に出て並びませう︒向かふは上屋

ちちん

七397

︑その地鎭祭がありました︒講堂は︑東側

堂が立つことになりました︒今日は︑その

くわうみやう

七401

心399
ら

七316圃︑人が並んでをりました︒六 光明皇后
七322光明皇后と申しあげます︒そのころ︑都は
な

七323ろ︑都は奈良にありました︒野も︑山も︑

ます一まず
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七798国

午前と午後にあります︒﹁氣をつけ︒﹂の

七795圏

しく突撃したりします︒このやうに︑野

かけることもあります︒斥候になって森

七824團

七821團

七818團

七814国

七8010団

七808團

を置くたながあります︒その上に︑てい

行儀よく並んでゐます︒両側には寝皇が

手紙を書いたりします︒ぼくらが︑朝夕

や注意などを受けます︒九時には︑﹁︿略

軍人勅諭を奉讃します︒静かな夜の兵事

七803團

七5410みんな合圖をしてゐます︒ごらんなさい︒

七549きりわからなくなりました︒それでも︑み

七825国

ちんと置いてあります︒室のすみからす

ん︑行ってまみります︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

七551振ってみるではありませんか︒いよいよ︑
七554 ︑ひとりで走り始めました︒さあ︑これか
七554 ︑だんだん早くなりますよ︒もう︑上屋の
七555たいてい錦って行きました︒右の方に︑林
七559は︑ずるぶん船がゐますね︒何ざうあるで

七826国

いとんがしてありますから︑いざといふ

げで無事に終りました︒﹂といふ心持

番號を送って行きます︒黙呼が終ると︑
ちょくゆ

七8310團

七837團︑ゆくわいになります︒兵螢は︑いはば

七833團

なかなか骨がをれましたが︑だんだんな

兵舎の前に整列します︒入管當初は︑寒

七846国

消燈ラッパが鳴りますから︑これでやめ

にか九時前になりました︒ぢき消燈ラッ

︑土の中に住んでゐます︒前足が丈夫です

七847團
七852

上手にもぐって行きます︒たいていは︑木

から︑これでやめます︒みなさんによう
七853

七847團

つにしてくださいます︒それで︑みんな

七836團

さヒつ

七562港のロの防波堤へ來ました︒あれを越すと
せ と
七563れいな瀬戸内海へ出ます︒ごらんなさい︒
七565しく見えるではありませんか︒この船は︑
七567午ごろ門司を出航します︒それから先は︑
七569 こへ行きたいと思ひますか︒十二 千早城
どのくらみと思ひますか︒﹂花子﹁十一メ
七674園
七675園トルはあると思ひます︒﹂春枝﹁あら︑み
七676園ら︑みんなちがひますね︒だれが︑いち
七714囹と同じ長さになります︒﹂勇﹁わかった︑
十四セン チ に な り ま し た ︒ ﹂
七734園
七773團うにうれしく思ひました︒をぢさんや︑
七777團しい日を送ってゐます︒朝︑起床ラッパ
七778圏つせいにはね起きます︒すばやく寝床を

七7010園つてから︑どうしますの︒﹂正男﹁今︑ぼ

七812国

七8010三園

心界︒﹂といはれます︒ぼくたちは︑﹁︿

人員の報告をされます︒それから︑ぼく

七5510︒ちよつと敷へきれませんね︒大きいのは

七827團

くだることがあります︒その時は︑大急

装することができます︒書のつかれで︑

七805團來られるのを待ちます︒週番士官殿が見

花を咲かせたりします︒午後八時には︑

まに平げてしまひます︒夕食後は︑ぼく

して︑夕飯をたべますが︑そのおいしい

七792国

せきこう

七791こ口けいこをしたりします︒時には︑朝早く

七786團

七784團勇ましく髄操をしますが︑その時は︑何

くなるほどこすります︒それから︑兵舎

七527 ︑いつぼい並んでゐます︒みなさんのおと
七529ましいどらの音がします︒まもなく出航で
七533い樂隊の互生が聞えますね︒軍艦マーチが
七534 ︒軍艦マーチが聞えます︒愛國行進曲が聞
七534 ︒愛國行進曲が聞えます︒さあ︑私たちも
七535よに歌はうではありませんか︒いよいよ出
がんべき
七538岸壁をはなれて行きます︒上屋の人たちが
七7910團

七781團

七5310チや帽子を振ってゐます︒さあ︑みなさん
1
1

七829国

ん︑行ってまみります︒﹂といっておあ

園 囹

七832團
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その中にはいってゐます︒油蝉の子の口に

かんかんと照ってゐます︒青い波はきらき

はいやうな氣持がしました︒頭の上では︑

の段へのぼって行きました︒とばうと且つ

と︑本田くんがいひましたので︑いちばん

山本くんがとんでゐました︒からだをぴん

とびこみの練習をしましたが︑本田くんの

を並べて泳いで行きました︒とびこみ皇の

ら二三週間生きてゐます︒満六年といふ長

びまはり︑鳴きたてます︒油蝉は︑それか

夫さうな油蝉になります︒さうして︑天井

う︑蝉の子ではありません︒色はまだ青白

だは完全に抜け出します︒しわくちゃにな
︑みるみる延びて來ます︒もう︑蝉の子で

じっと動かないでるますが︑やがて起き直

して︑頭を後へさげます︒しばらくは︑そ

もしろい運動を始めます︒ぐっとそりかへ

つづいて足が出て來ます︒もう残ったとこ

づしいからだが現れます︒すぐにせなかが

いて︑動かなくなります︒そのうちに︑堅

とそれにしがみつきます︒すると︑ふしぎ

安全な場所をさがします︒木とか︑草とか

どはたいてい寝てゐますが︑それでも油蝉

から地上へはひ出します︒もう鳥などはた

の写るのを待ってるます︒天氣のよい夏の

て︑丈夫さうになります︒土の中へもぐつ

ころへはいって行きます︒からだも大きく

は︑窺いところにるますが︑年を取るにつ

もぐりこんでしまひます︒最初は︑淺いと

汁を吸って生きてゐます︒それにしても︑
︑その中に卵を生みます︒卵は︑そのまま

針のやうな管がありますから︑その管を木
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七922と︑本田くんがいひました︒﹁よし︒﹂とい
七927れないやうな氣がします︒空では︑大きな
七928な入道雲が笑ってゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑山
七931 の山をじっと見つめました︒﹁えいつ︒﹂と
七933て︑爾足で塁をけりました︒﹁あっ︒﹂と思
七936水の中へもぐってゐました︒水の上へ顔を
七938 ︑皇の上で笑ってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と聞
七9310た︒﹁︿略﹀︒﹂と聞きますと︑二人は︑﹁︿略

七942書﹀︒﹂とほめてくれました︒ぼくは︑とび
七943塁の方へ泳いで行きました︒十九 母馬子
七991十
なさるのでございますか︒﹂といふ家人
七川5園 ﹁あぶなうございます︒どうぞ︑おたち
前へぶらさがって來ました︒私は︑びつく
︒私は︑びっくりしました︒見ると︑くも

い糸を引き出し始めました︒糸は︑一セン

ートルぐらみになりました︒何十本とも知

の木の枝にくっつきました︒くもには︑そ

り動かしたりしてゐましたが︑やがてそれ
︑向かふへ渡り始めました︒さうして︑風

柿の木にたどり着きました︒くもは︑ほっ

來日本の領土になりましたが︑今から三百

腹が立って︑たまりませんでした︒垂湾は

なみに︑色づき始めます︒美しい空です︒

とうかくれてしまひました︒日が落ちたあ

した︒櫛ほどになりました︒あ︑とうとう

んずん︑沈んで行きます︒圓は︑しだいに
くし
しだいに半圓となりました︒櫛ほどになり

は︑地平線にかかりました︒ずんずん︑沈

のがはっきりと見えます︒もう︑圓の下の

七島5

七曜4園

七備3囹 本へ蹄らうと思ひますから︑ぜひ︑出航

七備2

七備1 敷面の者がそばにるました︒彌兵衛は︑ま

七価10

七柵8 がましだとさへ思ひました︒彌兵衛は︑部

七備7 本へ節りたいと思ひました︒もし節れない

10了
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10了

ただきたうございます︒﹂ノイツは︑だ

つおだやかに申し出ました︒﹁︿略﹀︒﹂ノイ

してみるだけでありました︒その以前から

ものともきまってゐませんでした︒今日︑

七柵2

七描9園

七備8

七去7園

を願ひたいと思ひます︒﹂ノイツは︑ま

イツは︑だまってゐました︒﹁︿略﹀︒﹂ノイ

して︑貿易をしてゐました︒したがって︑

ら南支那へ通ってゐました︒ところで︑そ

人も︑たくさんありました︒濱田彌兵衛は

七佃3

七柵7 たちが︑びっくりしました︒ノイツも︑氣

七柵5 少しつめ寄っていひました︒このやうすを

七型4園

うにわうへいに答へました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

﹁風の都合もありますし︑どうか今日は

ツは︑まだ返事をしません︒﹁︿略﹀︒﹂する

那へ渡ったりしてゐました︒皇湾に住んで

し︑そこに城を築きました︒さうして︑四
は︑なかなか承知しませんでした︒そこで

ものではないと思ひました︒﹁ようし︒﹂と

七佃5

七佃4 つとノイツを見つめました︒もう︑がまん

七佃7 くノイツに組みつきました︒彌兵衛は︑か

の部下も︑刀を抜きました︒その室にみた

七佃9 ︑その胸に突きつけました︒彌兵衛の部下
七佃10

七柵2 げ出して急を知らせました︒たちまち︑城
七㎜6

持ってかけつけて來ました︒﹁ドドン︒﹂兵

七㎜4 にラッパが鳴り響きました︒オランダ兵士
苦しんだことがあります︒しかしノイツは

七㎜3

七柵9 へ向かって撃ちこみました︒彌兵衛は︑ノ

湾にさらしたくありませんでした︒何とか

を怒らせたかわかりません︒彌兵衛は︑も

面着したこともありました︒オランダ人の

本船に水さへもくれません︒しかも︑その

く月日が過ぎて行きました︒ノイツは︑武

一病5

七梱1

と皇湾の港を出航しました︒﹁ヤヒヨーエ

を返すことを約束しました︒虚日ののち︑

七伽9 間だんばんをつづけました︒とうとうノイ

七日7 なく撃つことをやめました︒それから彌兵

七夕6 たオランダ人にいひました︒兵士は︑仕方

つとあたりをにらみました︒﹁︿略﹀︒﹂目を

武器を返さうといひません︒かういふかけ

﹂と︑彌兵衛は答へました︒そのころ︑南

vと彌兵衛を責めます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑彌

うといふのではありませんから︑できるだ
︑たびたびかけ合ひました︒ノイツは︑﹁︿

を甘藍させてしまひました︒彌兵衛が腹を
︑それがためであります︒しかし︑彌兵衛

ざんいやがらせをしました︒彌兵衛が︑末

︿略﹀︒﹂とつけ加へました︒彌兵衛は︑じ

今日は畳悟がありますそ︒﹂と︑彌兵衛

隅を彿ふことを命じました︒いはば︑新参

ぼうえき

に最後の面會を求めました︒その時︑ノイ
つうやく
ツは城外の別館にゐましたが︑通年や︑そ

10了

七備10

107

くし

10了

110

〉。

分の方へたぐり始めました︒すると︑今ま

んだんまつ直になりました︒かうして︑雨

にぴんと張り渡されました︒くもは︑この

を作る仕事をつづけました︒私は︑くもの

夕日

かり感心してしまひました︒晩になって︑

つばな網ができてゐました︒二十二

いてるるやうに見えます︒地上のみどりの

夕空に浮き出してゐます︒日は︑ぐんぐん
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として動かうともしません︒これから︑い
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ダ人の間に響き渡りました︒もくろく

の中には︑親藩もゐますが︑今年生まれた

んでみることがあります︒その中には︑親

たくさんまじってゐます︒もう大きさだけ
︑親燕ほどこくありません︒口ばしの爾⁝わ

に見えるのさへあります︒かうして︑大勢

してみるやうに見えます︒まもなく︑去つ

んでみるのかも知れません︒これから行か

つてみるのかも知れません︒やがて︑九月

ろ日本を去って行きます︒十月には︑恐々
︑翌々と去って行きます︒十一月の初めに

せなくなってしまひます︒いったい︑どこ

どもが燕をつかまへました︒すると︑その

金属の板がついてゐました︒それによると

といふことがわかりました︒しかし︑燕は

なり︑雨が降り績きました︒をりから南へ
︑食物を與へてやりました︒さうして︑つ

暖い國へ送ってやりました︒何しろ十萬と

て穿るといはれてゐます︒つまり︑今年あ

このことを調べてみますと︑やはりさうで

であることがわかりました︒ただ︑あの小

一萬キロ以上もありますが︑燕は︑決して

だなと思ふかも知れませんが︑それは大き

んはそれを知ってゐますか︒私たちのたべ

八226団

八225團

八225團

めには神戸に着きます︒旅客機で朝だて

のやうに汽船が出ますので︑それに乗る

で行くことができます︒また内地へは︑

バナナが植ゑてあります︒ちよつと遠くか

八2210團

八229團

八227里方には大阪に着きます︒満洲國には︑い

かうぺ

でできるのではありません︒ちやうど︑み

畠のやうな感じがします︒それほど︑あの

のやうなものがっきます︒やがてそれが開

く成長して花が咲きます︒まつ︑葉と葉の
︑長い一本ち
のく軸が出ます︒それが花の軸で

成長して︑花が咲きます︒古い株を切って

本だいじにされてゐます︒まはりの草を取

八244團

八2310團

八238團

八233團

八232團

へ南へと飛んでゐます︒日本へ行くので

は︑雁も北へ行きましたが︑今は︑南へ

と︑つくづく思ひました︒この春︑私が

んばんが見つかりました︒赤い布ぎれの

が合ふやうになりませう︒このあひだ︑

ぼえようとしてゐます︒たとへ︑これら

な愛しく働いてゐます︒これらの人たち

畠であることがあります︒これほどたくさ

のやうに並んで咲きます︒かうして︑花が
︑ふさのやうになります︒花が咲いてから
かうべ
に積んで遠方へ送ります︒毫湾から︑神戸

八247團

八246團

八193国日碧しく暮してゐます︒ きのふは︑明治
八195團のことを思ひ出しました︒去年の今ごろ
八196国の菊の花を罵生しましたね︒私の送って
の
八199国の名が取ってあります︒大山通とか︑乃
八202團このほかまだありますから︑さがしてこ
八207国も︑すっかりなれました︒町には︑いく
八208團つかの廣場がありますが︑私は︑給はが
八211團が︑よく遊んでゐます︒今はちやうど︑
ちんれつ
八212團さん陳列されてゐます︒それから︑アカ
八214国の下を何度も通りました︒白いふさにな
ちゅうれいたふ
忠面子が立ってるます︒高いところにそ
八218團

して自分の國を忘れません︒日本に春が來

に澄むころになりました︒夜は星が美し

つきり教へてくれました︒朝夕ひえびえ

めさうに近く見えます︒かうりやんも大

がん

とを︑昔からいひますが︑ほんたうに︑

て掌るやうに思ひました︒語順の給はが

どうしても思はれません︒しかし︑にれ

には︑旅順へ行きました︒旅順は︑どこ

八256国

はがきを別に送りましたから︑みんなで

の舞がめでたくすみましたが︑そのうちで

何千人ともなく集りました︒一番︑二番︑

さっそく舞姫にきめました︒萬壽は︑當年

︑美しく上品に見えましたので︑さっそく

と︑萬壽を呼び出しましたが︑顔も姿も︑

︑あとの一人がありません︒困ってみると
︑申し出た者がありました︒頼朝は一目見

︑十一人まではありましたが︑あとの一人

て︑いっしよに舞ひました︒その五番めの

なって︑舞姫を集めました︒十二人のうち

八257團

八252團

八2410国

八248国

八242團 刈り取ってしまひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

八241国

八235團 の子どもにたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

もバナナを積んでゐます︒青いバナナは︑

八249團になることがあります︒秋の遠足には︑

八219團く葬むことができます︒大連の港は︑ず
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してふしぎではありません︒しかし︑その

おいしい味が出て富ます︒太陽のゆたかな
からふと
さんのお目にかかります︒北海道や樺太は
だいれん
みんなを喜ばしてゐます︒四 大連から

を︑待ちこがれてゐます︒ちらりと燕の姿

積み込まれたりします︒大連から︑特別
八222團

2

た子燕がたくさんゐます︒また︑時にあら

﹀︒﹂といって喜びます︒わけても︑自分

八223重の﹁あじあ﹂が出ます︒これで新京へは

くだもの

八

35

ちて來たことがあります︒その年は氣候が

はバナナのお話をしませう︒あの黄色な皮

八

35
35

あはないともかぎりません︒昭和六年置秋

21986210410536

5

2

3
5
7

るのを︑よく見かけます︒時には︑十羽二

427587431065196436439775429865547
園
一．． 一一．．．＿．、一 、T＿、，．＿7呼ド
な果物にちがひありません︒ところで︑あ

八
八

35

35

35

35
ノ、
八
八

八八八
363535

八八八ノ、八八 八八八八八八八八八ノ、八八
181818 181817 17 1了 16 16 16 16 15 15 14 14 14 13
9

ます一まず

686

八422

八378 が︑頼朝に仕へてるました︒この娘は︑頼

八375 の顔色はさっと配りました︒歴るも道理︑

八435

八432

八427園

︑母をなぐさめてゐました︒さうして︑そ

天
／2
40
1を涙のうちに明かしました︒これからのち

八429

ら唐糸を出してやりました︒二人がたがひ

手を取りあって泣きました︒やがて︑うば

曾の萬壽でございます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

中に石のらうがありました︒萬壽がかけ寄

八372

て︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒萬壽は恐る恐
からいと

八373園 に︑望みはございませんが︑唐糸の身代

八423 のとびらに手を掛けますと︑﹁だれか︒﹂と
かうし
︑らうの中から申しました︒民営は︑格子

八3710 ころへ知らせてやりました︒すると︑義仲

きをしない者はありませんでした︒頼朝は

八425

八382 な刀を送ってよこしました︒光盛の娘は︑

八437

さんのはうびを與へました︒親子は︑うば

る︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒これを聞くと

八383 書夜︑頼朝をねらひましたが︑少しもすき
八439

八375

八374園 に立ちたうございます︒﹂と申しました︒

八384 ︑少しもすきがありません︒かへって︑は

八4310

び勇んで木曾へ録りました︒九地の中

八385 見つけられてしまひました︒その刀に見お

八387 らうへ入れてしまひました︒唐糸といふの 八485園
きないことはありません︒しかし︑この
八389 十二になる娘がありました︒それが萬壽姫 八486園
ると︑さうはいきません︒いいかげんに
八3810 で︑木曾に住んでゐましたが︑風のたより 八487園
では︑決して飛びません︒﹂と︑先生が
かまくら
してみることにします︒﹂と︑先生がい
八529園
八545園
いっしよに飛ばしませう︒ 一列にお並び
八391 鎌倉をさしてくだりました︒二人は︑野を
八393 やうやく鎌倉に着きました︒まつ鶴岡の八
八396 仕へしたいと願ひ出ました︒かげひなたな

︑67たちの前を通り過ぎました︒軍隊が︑今夜

私たちは拝観してゐましたが︑どこで大砲

てるるのか︑わかりません︒ただ歩兵が︑

をかけて行くのを見ました︒騎兵が︑土を

をけって走るのを見ました︒戦のやうすは

うすは︑一向わかりませんでした︒やがて

下がお出ましになりました︒最敬禮をして

なっていらっしゃいます︒それを拝した時

禮をしてから仰ぎ見ますと︑風當りの強い

涙でいっぱいになりました︒辞観の人々も

つのまにか消えてゐました︒三

る者は︑一人もありませんでした︒たき火

で學校から節って來ました︒すると︑もう

て︑かわかしてあげました︒夕食後︑兵隊

をみがいたりしてゐました︒お湯からあが

て︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒明くる朝は早

もしろいお話を聞きました︒おとうさんも

を︑紙に包んであげました︒まだ明けきら

嚢の支度をしてあげました︒おばあさんは

私も町角まで見送りました︒皆が︑﹁萬歳︑

小さな

﹂と叫びながら行きました︒私たちは︑そ

つまでも見送ってゐました︒十二

したやうになってゐます︒中之島や︑その
︑中之島公園があります︒公園は︑さう廣

島といふところへ富ます︒それは︑淀川の

しま

何百といふ橋があります︒大阪騨から南へ

を通って港へ送られます︒かうして︑多く

阪の事々にあげられます︒また︑大阪の物

うに︑組み合ってゐます︒それで︑大阪は

の大阪湾に注いでゐます︒その川水は︑潤

業がさかんに行はれます︒大阪は︑また︑

くもったやうに見えます︒それもそのはず

だすべつてはいけませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
八806園
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八398 人々にかはいがられました︒さて萬壽は︑
八573たくさんの戦車が來ました︒ものすごい地
八3910 かと︑氣をつけてゐましたが︑十日たって 八575は︑皆とび出して來ました︒早いて︑歩兵
八401 の名をいふ者はありません︒ああ︑母はも 八576 ︑歩兵が近づいて來ました︒ちやうど接待
八402 かと︑力を落してゐました︒ある日のこと 八579略﹀︒﹂と號令を掛けました︒兵隊さんは︑
八404 ︑あたりを眺めてゐますと︑小さな門があ 八581 の前へ押しかけて來ました︒﹁︿略V︒﹂とい
八404 と︑小さな門がありました︒そこへ召使の 八584湯をついであげてゐます︒ほこりと汗で︑
八406囹︑はいってはなりません︒﹂と申しまし
八589十一時ごろまで働きました︒二
八407 て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒わけをたつね
八
591の方で︑署長が聞えました︒私たち女子の
八407 した︒わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答
八593演習の舞観に出かけました︒飛行機が勇ま
八409園 押し込められてゐます︒﹂と答へました︒ 八594をたてて︑飛んで來ました︒ときどき︑あ
八4010 と︑﹁︿略﹀︒﹂と答へました︒これを聞いた 八595うな︑大砲の音がします︒そのたびに︑早
八418 ︑石のらうをたつねました︒八幡様のお引 八596見たいやうな氣がしました︒けさは︑寒い
八598すい氷さへ張ってゐます︒辞観に來た人々

八419 戸は細めにあいてるました︒うばを門のわ

八599に︑首をうづめてるました︒中には︑たき
とうかん
︑0り0 たってみる人もありました︒野外統監部を
ノ﹁91

397431859 10975329 73187653298742

7

八4110 て︑姫は中へはいりました︒月の光にすか

八421 あちらこちらさがしますと︑松林の中に石
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は︑さう廣くはありませんが︑大川をめぐ

らあとから押し寄せます︒名所としては︑
とよとみひでよし
︑まつ大阪城があります︒豊臣秀吉の建て

︑大阪が一目に見えます︒石垣の石の大き
にんとく

もびっくりさせられますQ城を出ると︑堀

りと大空に現してゐます︒仁徳天皇をおま
くわだん

がおごそかに拝まれます︒四天王寺に近い

汽船が横づけになります︒大小の船の帆柱

痛い花壇などがあります︒大阪港は︑防波

が︑林のやうに見えます︒市内には︑自動

地下二道も通じてゐますが︑川や堀に︑何

りの一つになってゐます︒昔︑仁徳天皇は
大砲の

いそうお喜びになりました︒大阪が︑水の

といはなければなりません︒十九

へてみたことがありますか︒大砲を作る工

どろどろにとけてゐます︒その鐵を︑大砲
︑いがたへ流し込みます︒いがたから取り

して︑十分にきたへます︒まるで︑つきた

う一度眞赤に焼かれます︒それを大きな冒

れだけではまだ足りません︒長い柱のやう

高い温度で塾せられます︒鐵の柱は︑熱い

うそろと外へ出て來ます︒おやと思ってゐ

火柱が︑静かに止ります︒止ったとたん︑

らだを沈めにかかります︒黒々と光ってゐ

へ下へと沈んで行きます︒このやうに︑打

率を固くし︑強くします︒さうしなければ

るくけづられて行きます︒黒くて︑ざらざ

光が︑かがやき始めます︒その機械のそば

102

組み立てられて行きます︒しあげを終ると

受持によって作られます︒作られたものは

鐵で作った塁もいります︒砲弾を込めて撃

きあがったとはいへません︒この砲身をの

通る路ができあがります︒このやうに︑い

八丁4

八麗3 と︑にいさんがいひました︒このたくさん

八皿2

八棚10

八面7

と︑にいさんがいひました︒この室の中央

いわし﹂が泳いでゐました︒二千匹はみる

八麗7盆立かつて泳いでゐますね︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

八皿5向へ進むものはありません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

じ方向へ泳いで行きます︒一匹として︑反

うな身がまへになります︒野砲も︑重砲も

うなかっかうになります︒ゴムの車輪の上

した︒﹁あぢ﹂もみました︒﹁かれひ﹂﹁た

ました︒﹁鯛﹂もみました︒﹁あぢ﹂もみ
八白7

く魚が︑たくさんゐました︒﹁鯛﹂は︑な

魚のみるのが見られました︒﹁鯛﹂もみま

八二8

八備7

リレオの心をとらへました︒﹁おや︒﹂と思

八備10

八備7

って︑じっと見つめました︒つるしたラン

を切って︑おりて來ます︒下へおりると︑

八価4 扇のやうにひろがります︒ちやうど︑グラ

八M5

歩くのにはおどろきました︒﹁かれひ﹂は︑

がまへるやうになります︒かうして︑いろ

かに左右へ動いてゐます︒それは︑つい今

八価6

あふぎ

うにきれいだと思ひました︒﹁あぢ﹂は︑

つても堂々としてゐます︒五六十センチも

やうに思はれてなりません︒﹁︿略﹀︒﹂しば

八価7
べんとなくやってみました︒おもりを糸で

八価10 まま︑くねって行きます︒おもしろいのは

八重9

八価8 だをくねらせて泳ぎます︒ほかの魚は︑腹
おもりは左右へ振ります︒その糸を短くす

八描5

八備3 みるのか見當がつきません︒よくよく見る

︑背を上にして泳ぎますが︑﹁かれひ﹂は︑

振り方がおそくなります︒しかし︑糸の長

ず︑﹁︿略﹀︒﹂といひますと︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

その中にはいってゐました︒ぼくは思はず

どの箱にも注いでゐます︒さうして︑赤や

ちよつとびっくりしました︒中へはいって

よに︑水族館へ行きました︒入口のそばに

八浜5 らしい二手を思はせます︒しかも︑その手

八佃2 つた道具がついてゐますが︑その上のとこ

八帽8 ふ︑大きなかにがゐました︒左右の足をい

八柵6

八田4

るで矢のやうに進みます︒これが︑﹁いか﹂

﹁たこ﹂が泳ぎ始めました︒八本の足を一

八佃7 頭を横に傾けて進みます︒にいさんの説明

八描6 は︑愛つた活動をします︒岩や砂の上を歩

八⁝⁝7

と︑にいさんがいひました︒すきとほるや

八目1 ずふきだしてしまひました︒二十二
八冊6園

八冊5園

したってから起しませう︒﹂といったの

静かにお仕事をしませうね︒一郎さんは

母の

に︑絶えず動いてゐます︒﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼ

﹁いそばな﹂でありました︒小さなきんせ

た︒﹁くらげ﹂もみました︒すきとほつた
︑腕が二本も出てゐます︒ときどき︑から

﹁いぼやぎ﹂でありました︒﹁くらげ﹂も

ぎんちゃく﹂でありました︒ひのきの葉の

がら︑外を眺めてゐます︒﹁たこ﹂は︑愛
正確な時計を襲明しました︒それは︑まつ

にも︑脈は二つ打ちます︒おどろいたこと
︑急いでうちへ語りました︒さうして︑糸

自分の脈を取ってみました︒やつぽりさう

寺院へ︑お参りをしました︒寺院の中は︑
︑うす暗くなってゐました︒ちやうど今︑

21085297426986410851074992107531106

いすいと浮きあがります︒﹁︿略﹀︒﹂と︑に
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ら︑熱心に働いてゐます︒外側がきれいに
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6

いとくひ入って行きます︒一センチ︑ニセ
穴があけられて行きます︒ほんの少しでも
︑じっと見つめてゐます︒かうした仕事が
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八獅5

らこちら飛びまはります︒かささぎは︑毎

八133

︑廣い畠を耕し始めます︒すっかり耕した

九345 隊の通課を命じられました︒その隊は︑こ

九343 かぎり︑手も足も囲ません︒たった十一歳

心して町へ臨って來ました︒マライ人・支

︑何が何やらわかりませんでした︒四

く知らせたいと思ひます︒そんな時︑﹁︿略

ら︑さびしくありません︒兵隊さんとい

んな︑仲よしになりました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

のやうにかはいがりました︒兵隊さんたち

九346 道の復蕾工事に當りました︒隊長以下何百

九3310

九338 ま泣き倒れてしまひました︒しばらくして

九336 びお園山の前に立ちました︒親と子と﹁萬

九334 をこめて最敬重をしました︒母は︑戸だな

九333 てお窮眞の前に立ちました︒二人は︑萬感

八獅7

の春が深くなってゐます︒目録

九349 りすのやうに活動しました︒隊長は︑自分

八目8

記念品をさしあげます︒﹂といったので︑

八宙9

隊さんを喜んで迎へました︒その中にたつ

九351

九3410

︒さ︑静かに起きませうね︒﹂といふと︑

さんをかいてくれましたね︒これはあり

九268

さんたちの目を引きました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁日

九354囹

赤々とはいって行きます︒かうして︑一日
がん
い仕事が過って行きます︒雁の群が︑シベ

いいものをもらひました︒毎日の買物に

九271

歳︒萬歳︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

九357 と︑﹁︿略V︒﹂といひます︒﹁︿略﹀︒﹂と教へ

八鵬10

買物に持って行きませう︒﹂と︑うれし

九278

聞く兵隊さんもありました︒二

九385

のお祝ひをいたします︒初めに︑ぼくが

︑明かるい春が來ました︒水のやうに澄
九284

いつも聞かされてゐました︒さうして︑毎

九395

つてみることを傳へますが︑離れてみて直

︑自分の型持を傳へます︒このやうに︑話

九392園 こんなものを作りました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と

︑母はよくかういひました︒三

九397

や文に書いて知らせます︒かうして話しか

の子どもに笑はれますよ︒﹂と︑母はよ

九298

て︑母に同行を求めました︒娘のみるのを

九398

九297園

くが綴り方を黒みます︒﹂といって︑綴

たやうに飛んでゐます︒この大空のはて

九286

を辞むことにしてゐました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

やんとしまっておきます︒ スケート遊びと

九302

は︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒母は︑きっぱり

も︑はっきりして來ます︒更に︑ことばで

ふやうなことはありません︒日本人である

を話したりしてくれます︒それは皆︑おた

九304

九3910

とを文字で書き表しますと︑今まで氣つか

九405

んが空をよごしてゐました︒それが︑一度

︑日本人ではありません︒﹂といひまし
九306

九305囹

巡査はやうすを愛へました︒さうして母親 九416

と︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

った二重窓が開かれます︒窓といふ窓が︑

かう︒﹂とせきたてました︒﹁︿略V︒﹂母は 九417

＞︒﹂といふ人がありますが︑そんな人は︑

して行くことができます︒よく︑﹁︿略﹀︒﹂

うれしいことはありません︒また︑いろい

九419

九409

て︑娘を一間へ呼びました︒母は︑子をだ

九426 を罵し出す鏡であります︒ただ︑ことばは

九422

九308園︒﹂﹁いいえ︑違ひます︒私の子ではあり

九316

母は︑子をだきしめました︒﹁おかあさん︒

るやうにはいって來ます︒窓のそばに︑鳥

色で︑枝一面につきます︒まだ葉が出ない

九317

九432 を傅へることができます︒文字で書き表す

九308囹︒私の子ではありません︒この子は︑父 九413 心を覚しくしてくれます︒私たちが︑心の

どもがよく集って來ます︒滞人が︑外に鞭

︑子にほほずりをしました︒この子を漕手

九435 書き表すことができます︒しかし︑ことば

はきっと鶴って來ますからlIそれから九4210 り︑いつまでも残りますから︑それを息む

九321囹行かなければなりません︒病氣をしない

九319

ならず勝ってくれます︒兵隊さんたちが

九437 たりするひまがありません︒それで︑とか

どもたちの顔が並びます︒明かるい日光が

て︑鳥を鳴かせ始めます︒鳥は満洲ひばり

九324囹

︑机の上へつつぶしました︒﹁おかあさん︒

九313

れしさうにさへづります︒満人は︑その黒

九325園

︑もう一度母を呼びました︒母は涙をふい

九3010

いつまでも聞いてゐます︒やなぎの木が︑

九3210

れしいだけではありません︑ありがたいの

りも早く目をさまします︒みどりがかった

九332

九428 る人の心にだけ残ります︒それに引きかへ

どりにかすんで見えます︒このころ︑夕や

小さな芽をつけ始めます︒遠くから︑やな

ものほほに降り注ぎます︒みんなは︑ただ

のはてまでひろがります︒寒さを防ぐため

たりしなければなりません︒蒙古風といふ
︑暗くなってしまひます︒冬中おせわにな

4319853975421084104752
131

八摺2 んに空を渡って行きます︒日本から來て︑
す
ざして︑飛んで行きます︒かささぎは︑巣

づまのやうに動きます︒現れた時刻︑方

八難−o園 て︑﹁よく似あひますね︒かはいいぬひ

八伽6園
八桝1園
口耳2囹
八桝7忘
八伽4園

か﹁つて︑ か う 叫 び ま す ︒ ﹁ ︿ 略 V ︒ ﹂

九294

九292

ノ、ノ曳ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ天ノ天ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、ノ、

八二4囹
同臭5囹
日立6圏
八旧8圃
八伽8圃
八伽4圃
ことはできなくなります︒子どもたちは︑

しい日光がさして來ます︒あちらこちらの
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九912くれて見えなくなります︒つまり星は︑西
九915とくはしく調べて見ますと︑北の空では︑
九917といふことがわかります︒寓眞機を北極星
九921やうに窺眞にうつります︒それでなくても
九923が大てい見當がつきます︒さうして︑北極
九925ど大きな圓をゑがきます︒しかし︑このや
九928 へに入れないでおきませう︒さて︑この諾

がら︑正しく運動しました︒二歳ごまにな

大そう仲よしになりました︒ぼくのみない

九9210いろの星の列があります︒まつ︑北斗七星

つきり馬らしくなりました︒今年も︑六月

六月から放牧に出しましたが︑去年と違つ

と︑うまさうになめます︒ぼくが唱歌を歌

來て︑鼻をすりつけます︒手のひらに塩を

くのそばで遊んでゐます︒いつのころから

して艀まってしまひます︒この間も祖父が

この間も祖父がいひました︒﹁︿略﹀︒﹂ぼく

うにうれしいと思ひました︒二歳ごまの市

いほどつらい氣がします︒けれども︑北斗

と別れなければなりません︒一年半も面し

げられるに違ひありません︒さうして︑り
美しくかがやいてゐます︒ちよつと見たと
へ向かって立って見ませう︒北の空にもた

さっばり真壁がつきません︒そこで︑まつ

つだいじな星があります︒地平線からしだ

脈糊−o囹 話をお願ひいたします︒﹂

九佃7園 私が司會者になりませう︒日ごろ私たち
九欄4血 していらっしやいます︒どうぞ︑いろい

たくさんの星がありますが︑その中で一つ
よっていくぶん違ひます︒北の北海道でし

九㎜1色 いうな仕事がありますが︑一口にいふと

九四−o囹

︑氣が氣ではありません︒それはちやう

かするのと似てゐますね︒﹂をぢ﹁さうさ

九川1園 なに乗ってもらひます︒﹂太郎﹁飛行機が
九相2園 どんな手入れをしますか︒﹂をぢ﹁やはり
九二4囹 手入れを眞先にします︒獲動機のおほひ
九川5園 ててやうすを調べます︒それから︑あち
九川8囹 にしてやったりします︒﹂花子﹁私たちが

心m5囹 ︑どんな準備をしますか︒﹂をぢ﹁車輪に
九m7囹ねいに調べたりします︒が︑いちばん注

角を知ることができます︒昔から︑航海の

九麗6漸

星を北斗七星といひます︒北斗七星が見つ

り場所が憂って行きます︒今どれか一つの

一つの星が見つかります︒さっきさがさう

ほ右の方へ延してみませう︒すると︑この

る二つの星に注意しませう︒さうして︑か

下からじっと見てゐますと︑やがてその星

かっかうになってゐます︒この七つの星を

これはすぐ見つかります︒七月の中ごろで

を︑さがすことにしませう︒これはすぐ見

ら︑ずっと低くなります︒しかし︑かうい

おほぐま

とおとなしくしてゐます︒物に驚いてかけ

をうちへっれて語りました︒北斗は︑ほん

九931 へて︑大熊座といひますが︑それは昔の人
りょう
九937りの星を龍座といひますが︑どちらも星が
九937があまり大きくありませんから︑よく氣を
九938見ないとはっきりしません︒それよりも︑
九941とも山形星ともいひますが︑これははつき
九941れははっきりしてゐますから︑だれでもす
九942だれでもすぐ見つけます︒さうして︑この
九944してみるのが見られます︒十五 遠泳
九悩1圃園 がたいぢやありませんか︒命がけでほ
九佃5囹 んに來ていただきました︒をぢさんを團
九佃6園 聞きしょうと思ひます︒當番にあたった

11073110885419543161097598629765321

です︒それでは困りますから︑いつも話す

つれて運動に出かけました︒ぼくがかけ出

つそう深くなって悩ました︒寒い冬の日で

を離れるやうになりました︒からだの手入

の馬屋へつれて逼りました︒いよいよ北斗

足もしっかりして來ました︒さうして︑長

めきめき丈夫になりました︒足もしっかり

うに遊びまはってゐました︒放牧に出して

すぐ牧場へ行って見ました︒牧場には︑村

牧にやることになりました︒ぼくは︑せっ

ねまはることもありました︒六月になると

だんぼくになれて志ました︒時には乳を飲

うすは︑今でも忘れません︒日がたつにつ

乳を吸ってばかりゐます︒そのかはいいや

かにひよう長く見えます︒さうして︑とも

めづらしさうに眺めました︒大きな犬ぐら

とも馬屋の外へ出しますと︑北斗は︑おく

名は︑北斗ときまりました︒一週間ばかり

略﹀︒﹂と教へてくれました︒子馬の名は︑

のことを祖父にいひますと︑祖父も︑﹁︿略

略﹀︒﹂と許してくれました︒ぼくは︑うれ
︑うれしくてたまりません︒さっそく︑そ

しばらくだまってゐましたが︑﹁︿略﹀︒﹂と

︑﹁をすさ ︒ ﹂ と い ひ ま す ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ 父 は ︑

︑﹁︿略﹀︒﹂とたつねますと︑父はさも得意

りになめてやってゐました︒父もあとから

つて馬屋へかけ込みました︒見れば︑うす

ら︑﹁︿略﹀︒﹂といひます︒それを聞くと︑

ことを忘れてはなりません︒さうすること

もその話に耳を傾けます︒私たちは︑文字

聞く人々を感心させません︒これと反封に

つことが大切であります︒いくら美しい文

974311863198765321321864287974108

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九

る母親の心と繋りません︒﹂勇﹁敵弾でも
﹁痛ましいと思ひます︒しかし︑よくこ

い氣持にさへなります︒﹂正男﹁どんな時

ののやうに思はれます︒自分のからだの

機械だとは思はれません︒何か生きもの

をかけめぐってゐます︒あらしにあって

身の上を案じてゐます︒こんな心配をし
︑うれしくてなりません︒愛機のプロペ

て喜ぶ人さへあります︒﹂春枝﹁ほんたう

﹁かはいくてなりません︒飛行機にお平

なでてやったりしますよ︒﹂正男﹁整備兵
ぢ﹁さうではありません︒機上勤務をす

力を調節したりします︒とにかく︑飛行

勤務をする人もゐます︒﹂正男﹁機上では

の計器が並んでゐます︒これらの計器が

ほさなければなりません︒機上整備兵の

のお話をうかがひましたが︑こんどは︑

お話してくださいませんか︒﹂をぢ﹁ただ

だ一心にやってゐますので︑苦しいとは

しいとは別に思ひませんが︑困ることは

みては︑しめられません︒どうしても︑

ることはよくあります︒ことに寒い時に

ても︑手袋を脱ぎます︒すると︑寒さの

るくするとくさります︒それで︑片手づ

やるのに苦心をします︒﹂花子﹁寒い時も

脱いで︑仕事をします︒それに︑寒いと

いっそう暑くなります︒からだがやっと

118

118

118

118

119

︒爆音でもわかります︒﹂正男﹁でも爆音

ら︑いいぢやありませんか︒﹂をぢ﹁さう

同じやうではありませんか︒﹂をぢ﹁いや

かすることがあります︒しるしで思ひ出

しるしで思ひ出しましたが︑撃ち落した

つけることもあります︒﹂太郎﹁をぢさん
わし
るしがつけてありますか︒﹂をぢ﹁鷲の顔

いくつかいてありますか︒﹂をぢ﹁四十八

かくことにしてるます︒﹂春枝﹁いくつか

ただきたうございます︒﹂

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁織りまぜう︑おとうさん︒

は︑妻も子もありません︒私も︑日本男
︒何で命を惜しみませう︒どうぞ︑これ

︑侍ることができました︒﹂と感謝の祈

をすることができますやうに︒﹂と祈り︑

﹁スタンプを押しませんか︒﹂ボーイが

に取るやうに見えます︒﹂雪の少い南満

ん︑行ってまみります︒﹂ぼくが手をあ

ちやうだいいたします︒﹂といって頭を
︑もし戦功がありましたら︑主人勝久に

ありがたうございました︒﹂

お聞かせくださいまして︑ありがたうご

はかたく信じてゐます︒﹂勇﹁よくわかり
︒﹂勇﹁よくわかりました︒ためになるお

考へなければなりません︒整備は子心な

も敵地爆撃もありませんよ︒そこで航空

がいいとは思はれませんか︒私ならさう
︒私ならさう思ひますが︒﹂をぢ﹁さう思

ことはよくわかりましたが︑をぢさんは

だけお聞きいたします︒今︑お話をうか

ひにしようと思ひますが︑終りに一つだ

になる時間になりました︒これでおしま
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120

120

120

120
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134

133

201
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205

219
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11

りになってしまひますよ︒﹂勇﹁飛行機が
いふことがわかりますか︒﹂をぢ﹁機種の

はなかなかわかりませんが︑違ふものな
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＋3910には水がないといひましたが︑水ばかりか

十385 いふことが考へられます︒いちばん大きな
十387もあるといはれてゐます︒かうした火山は
十391以上もあるのがあります︒もちろん︑月は
十396水が一しっくもありませんから︑海といふ
十397た方がよいかも知れません︒たぶん︑昔︑

十402現象は︑一つもありません︒月は︑いつも
十408さであらうと思はれます︒まだおもしろい

十433．であり︑慰めであります︒黒柿の色

十409もしろいことがあります︒かりに︑私たち
十416うん︑草も木もありませんよ︒その代り︑
十418は︑月の約四倍ありますから︑夜︑月から
十423てくれるものはありません︒その青白い︑
十426ないものになってゐます︒ごらんなさい︑

＋9110園いえ︑代ってはみません︒初めから終り

十575園らいことがわかりました︒﹂といふと︑
十578園けたやうな氣がしますね︒さあ︑私たち
十578園ぢも︑しっかりしませうよ︒﹂といって︑
十617囹はい︑死んで蹄ります︒﹂訓示に答へる
十747園つと成功してみせます︒しばらくお許し
十867囹もない光榮であります︒どうぞ︑乃木大
十893園とは︑喜びにたへません︒﹂とあいさつ
十895園
月の間評言を守りましたが︑つひに開城
十903園 ︑すっかり感心しました︒﹂といふと︑
十906園︑敬服のほかありません︒﹂といふ︒﹁︿
＋908園の砲弾には︑弱りました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
十911囹の里下にはかなひませんでした︒コンド
十917囹ずるぶん愛って來ましたね︒愛つたとい
十918園らしい進歩を示しました︒たぶん︑攻城

十925囹のには︑面くらひましたよ︒﹂
十928参 を改めて︑﹁承りますと︑閣下のお子様
着929園おきのどくでなりません︒深くお察しい

十備7

以上ある場合があります︒音と訓を持つた

と︑いろくに讃みます︒これは︑﹁うま

うにしなければなりません︒十六

塗り物

特別な弛み方があります︒私たちが漢字を

合も︑まれにはあります︒漢字には︑この

も讃める場合があります︒また︑ことばに

十善4

十佃6

十佃3

十帯7

十帽4

十933園 それぞれ職死をしました︒祖國のために
ぶところではありません︒﹂

十929囹 深くお察しいたします︒﹂とていねいに
十9310園

十942馬頭の馬を飼ってゐます︒今日乗ってまみ
十948園 しあげたいと思ひます︒お受けくだされ

十943園今日乗ってまみりました馬も︑その中の

やうに中塗りをします︒盆のやうに簡盟・

りは下の部屋でしますが︑中塗りと上塗

には水分を吸魅しますが︑乾いてしまつ

やうにして乾かします︒この時計仕掛が

十三2囹塗った物をはさみます︒わくは心棒で支

十梱10囹

ら水分を受けつけません︒乾かさうと工

十干4囹

日ぐらゐでも乾きますが︑早く乾かし過

十951囹 厚意を感謝いたします︒ただ︑軍馬も武

十伽4園

干割れがしたりします︒だから︑夏でも

十949園 されば光榮に存じます︒﹂

十957園 そんなことはありません︒私も︑馬は大

十悩2園

十9510園 愛馬が弾で職死しました︒閣下から馬を 十重1園

十959園 思ったことがあります︒今度も︑やはり

面桝3園

場の御案内は終りました︒これから︑製

に塗ることはできません︒まつ︑このや
むろ
うたやすくはいきません︒この室の中を

いたしたいと思ひます︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略

十悩5園

ただきたいと思ひます︒﹂さて︑みなさ

十櫨2園

十961園
すか︒よくわかりました︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十衡4園

十伽2園

兵馬8園

十966園 ておきたいと思ひますが︑それについて

十962園

何か御希望はありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十954通してからいただきませう︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十966囹

十952園 だくわけにはいきません︒一磨軍で受け

十968園 いお情をいただきまして︑お禮のことば

十971囹 ただきたいと思ひます︒﹂﹁承知しました

十969園 だ︑先ほども申しましたが︑コンドラテ

十燭9

十燭3

十燭1

十王8

で︑なかなかくだけません︒患者が目をさ

つて︑時々はつとします︒熱の高い患者の
きり
の小箱の中でくだきました︒三本足の錐で

︑病室の中をまはりました︒毛布を脱いで

からだに傳はつて來ます︒少し氣分が悪い

︑よく寝静まつてゐます︒だまって椅子に

す

十972園

十燭1

をかかへて甲板へ出ました︒深夜の空には

い

十M4 や︑雑誌を窪んでゐます︒時には綴り方や

十搦3

原をけって進んでゐます︒強い潮風が一時

て支へながら︑働きました︒患者は半敷ぐ

のでないと思ってゐましたが︑今度は︑い

なりひどく揺れだしました︒今まで︑船よ

らって行ってしまひました︒おかあさん
脂血10

十櫛8
十重2
十135

れに︑吐く音が聞えます︒機關の響きのほ

ち着かなくなって來ました︒よってはなら
︑氣味悪くなって來ました︒重い患者には

う口をきく力もありません︒ふいてもふい

署殿は︑すぐ來られましたが︑患者はもう

出したことばでありませう︒それと同時に
︑なくなってしまひました︒何萬の敵をも

すかな叫びが聞かれました︒満身の力をこ

りにも︑うかがはれます︒ひとしきり︑重
︑重い静けさが績きましたが︑やがて︑﹁

身から汗がにじみ出ます︒おほひかぶさつ

で︑軍醤殿に知らせました︒軍図画は︑す

して脈に注意してゐましたが︑やがて呼吸

にぶくなってしまひました︒私は︑注射を

810852432773102743109698744111098739
138

がたたまってしまひました︒靴下は︑横に

とか︑からだがききません︒海は︑ますま

まで︑どうにかはきました︒﹁︿略﹀︒﹂と︑

れもみるのではありません︒とたんに︑私

者の顔が浮かんで來ました︒﹁︿略﹀︒﹂私の

つて︑白衣を着てゐました︒内地に着きさ
︑病室へ向かってゐました︒二十 ひとさ

守る決心でございます︒﹂と誓った︒隆

どもが︑うゑてるます︒﹂張は︑自分の

に︑ひとさし舞ひませう︒﹂といひなが

りよなくいただきませう︒﹂主從六人︑

ものお慰みと思ひまして︒﹂といって︑

り︑御殊勝に存じます︒﹂

いものではございません︒﹂腹巻を取る

先に切腹をいたしました︒決してむつか

使が参るでございませう︒どうぞりつば

ります︒恐れ入りますが︑ぜひおいでを

げたいことがあります︒恐れ入りますが

といふお心と思ひます︒﹂と︑きっぱり

園諸芸囹囹園忌門園園園囹

十969囹禮のことばもありません︒ただ︑先ほど 心添6 の並んでみるのを見ましたが︑みなさんの

十餌5 り方や︑手紙を書きます︒かうして讃んだ

血忌4

﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ ﹁ 承 知 し ま し た ︒ ﹂
ざっし

十桝6 とかなで書き表されます︒かなは︑だいた

十二6

﹂﹁たみ﹂とも忌みます︒﹁こく﹂﹁みん﹂

れを漢字の音といひます︒﹁くに﹂﹁たみ﹂
︑﹁もく﹂とも讃みます︒また﹁銀行﹂﹁

かんばん

十桝8 いうな讃み方があります︒例へば︑﹁愚民

十M7 いきまった音で讃みますが︑漢字にはいろ
十榊9

十価2
十価6

十衙7
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十価6 字は一つの音で讃みますが︑﹁木刀﹂﹁木目

十価8 いろくの音で讃みます︒これは︑もとも
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﹂といって歎息しました︒大きくなって

が︑私に集ってゐます︒先生が︑私に何

とたん︑はっとしました︒先生の目が︑

などと話をしてゐます︒何だかさびしい
分の部屋へもどりました︒心を無理にし
として雑誌を開きましたが︑字も給も︑

てんで目にはいりません︒ふすまがすう
さんがはいって來ました︒﹁雪ちゃん︒﹂
が︑私の口から出ました︒﹁︿略﹀︒﹂﹁は

だまってうなづきました︒﹁︿略﹀︒﹂ll

まをいってすみませんでした︒﹂ーー

方︑迎への車が來ました︒ねえさんは︑

いへないでしまひました︒夕方︑迎への

しょに︑車に乗りました︒その夜︑おと

りすることがあります︒曇り雲とか︑ね

うを降らしたりします︒一天にはかに墨

トルの高さになります︒その頂が開いた

いひたい感じがします︒俳句で﹁雲の峯

雲は︑積雲といひますが︑夏の日など︑

に取れさうに見えます︒天氣のよい日︑

はいふまでもありません︒曇り雲と同じ

齪雲と呼ばれてゐます︒いちばん主帥で

日光がもれたりします︒もくもくと大き

す︒雨雲に似てゐますが︑ところどころ

なぎることがあります︒雨雲に似てゐま

ころに浮かんでゐます︒青空に︑薄黒い

よ悪い方だといひます︒むら雲・おぼろ

おぼろにしか見えません︒照りもせず曇

けられさうになります︒太陽でも月でも

場の群羊にたとへます︒青空に綿を閃き

むら雲といってゐますが︑西洋ではよく

する白い雲があります︒俗にむら雲とい

ど受合ひだといひます︒いわし雲よりぐ

した感じを深くします︒天候悪愛の兆と

いわし雲ともいひますが︑見たところは

ば雨だなどといひます︒とにかく︑そろ

ほったやうになりますから︑俗に薄雲と
︑俗に薄雲といひます︒太陽や月が︑大

さに︑浮かんでゐます︒どこまでもこま
︑形がぼやけて來ます︒のちには︑ごく

のを︑巻雲といひます︒ごくこまかな氷

︑みんなを笑はせました︒八日本海海

50

は︑仕事をしてゐます︒といふのが︑相

はらののぶたか

原宣孝の妻となりましたが︑不幸にも早

早く夫に死に別れました︒そのころから

は一世に高くなりました︒式部は︑文學

氏物語を書き始めました︒そののち上東

した︒﹁どうしました︒子どもたちと

めたたへられてるます︒次にかかげる文

られたらどうしませう︒﹂かういって︑

ちゃんでは困りますよ︒もうあなたぐ

を融きがこはしました︒わたしがっく
︑泣いてはいけませんよ︒﹂といって︑

んがお嫁入りをします︒
さう思ふと︑心
ちっとも落ち着きませんでした︒
先生の
私の耳をす通りします︒教室のぞとは︑

十一475

十一474

るのを︑私は感じました︒午後︑急ぎ足

うちゅう鳴いてゐます︒あの雀は︑のん

十一476

がやがや人聲がします︒髪結ひさんが︑

足で學校の門を冷ました︒鋸ってみると
十一478

いって︑ほめてゐます︒おかあさんも︑

お嫁さんができました︒﹂といって︑

の人のやうに見えます︒分家のをばさん

十一496

十一492

十一4810

十一489

十一488

十一487

十一485しながら眺めてゐます︒お座敷では︑山

十一484

十一483囹
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十一468

十一467
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十一505

50

50

51

了0

了1

了1

71

了1

71

72

了2

72

了3

了3

了3

了3

了3

74

了4

74

74

75

了4

了5

了5

了5

了6

76

了6

35

35

35

35

36

3了

39

40

41

44

50

210719431755318732210851088617310976
囹
了7

29

4910442198769
植園聖心園
45

202

203

203

203

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

一

＿

一

＿

＿

＿

＿

693
ます一まず

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

もうとてもひけません︒ほんたうに一

かせていただきませう︒﹂そのいひ方

に紫黒もございませんが︒﹂と︑兄が

ふお方でございますか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂べ

った︒﹁まみりませう︒﹂べートーべ

おいでくださいませうか︒﹂きやうだ

ださうで安心しました︒こんなに遠く

りがたうございました︒おとうさんも

う一年近くなりますが︑これまで病氣

まで病氣一つしませんでした︒毎日丁

合ふのかも知れません︒この一年間は

やうに過して來ました︒この春植ゑつ

部分だけ牧逆しました︒その時にうつ

を同封しておきましたから︑見てくだ

うな野菜がありますから︑何だかあて

書きそへてありました︒私のおいて了

うれしい氣がします︒私もいけ花がす

績けてやってゐます︒つい四五日前も

で來ていけてみました︒こんなにして

しく思ひ出されました︒﹁︿略﹀︒﹂と書

︑あきてしまひました︒﹂と書いてあ

﹂と書いてありましたが︑あれは︑い

かなければなりませんよ︒何を備える

が大切だと思ひます︒もとといっても

みなければなりません︒いけ花ほど︑

することがあります︒例へば︑何か氣
いふことをききません︒晴れ晴れとし

んで動いてくれます︒さうして︑でき
るやうに思はれます︒いっか隣りのお
くところが窺りました︒みんな銃をか

腹がへってをります︒あんまりへった

園重篤三園園被疑囹囹囹園囹園囹囹囹圏園園囹譲許園園園囹銀宝囹園囹

冠者﹁かう廣げまして︑この金物でじ

︑すべすべ致します︒﹂大名﹁要もとし

この骨でござります︒とくさをかけて

く張ってござります︒﹂大名﹁認みがき

れこそ氣をつけました︒これ︑この通

︒﹂冠者﹁合はせましたとも︒お讃みく

ます︒かう致しますと︑ぐっと廣がり
︑ぐっと廣がります︒﹂大名﹁いかにも

も道理でござります︒かう致しますと

廣がりでござります︒﹂大名﹁これが︒

か︒﹂冠者﹁託りました︒﹂大名﹁大儀で

る︒費ってあげませう︒﹂冠者﹁かたじ
︒殿様︑ござりますか︒﹂大名﹁太郎冠

ござらぬ︒生りますまい︒﹂冠者﹁いや

爾ばかりになりますまいか︒﹂わる者﹁

合ったらば買ひませう︒﹂わる者﹁では

ひとつ當ってみませうlIなうなう︑
︒﹂わる者﹁心得ましたIIはて︑何を

者﹁かしこまりました︒﹂大名﹁急げ︒

の血も残ってゐませぬぞ︒手調てをし

は是非もございませぬ︒聞多のからだ

の母の心がすみません︒﹂﹁︿略V︒﹂兄

ほどお察し申します︒﹂と仰せられた

いことでございます︒﹂と︑いかにも

ては政道が立ちませず︑まことにせん

はないかと思ひましたけれども︑さや

き及びでございませうが︑何とか助け

いものはございませぬ︒淺野内匠の家

ごちそうになりませうかな︒﹂といつ

みことばを承りませう︒﹂羅刹は座に

くりしちやいけませんよ︒わしのたべ

97643188751918692335439543211377

負って歩いてゐました︒よく見ると肩

る兵隊さんがゐました︒それも一人で

人も︑つけてゐました︒あの強い日本

かと︑ふと思ひました︒さうして︑ほ

と考へさせられました︒それでこそ︑

きるに違ひありません︒それにつけて

︑つくづく思ひました︒どうかまさえ

も高く澄んでゐます︒では︑おとうさ

んな氣持はありません︒﹂と答へた︒﹁

びがみなぎってゐます︒昭和の聖代に生

感じるとよんでゐます︒その大きな︑力

を感じるのであります︒ひさかたの光の

優美の極みであります︒平安時代の大宮
もとをりのりなが

ぐれた歌人でありました︒箱根山から伊
魂をよく表してゐます︒本居宣長は︑江
さはしい歌であります︒ひとつもて君を

神の螢揚につとめました︒まことにこの

すか︒どこにるますか︒﹂と︑トラッ

くよみ出されてゐます︒私たちはこの歌
に監禁されてるます︒﹂といふ答へを
うして私が死ねませう︒﹂と答へた︒

て用ひようとしません︒先生は︑少し

齢りに斎き過ぎます︒だから︑世の中
は︑何でもありません︒今の着れた世
いことがわかります︒道を修めないの
子の恥でございますが︑君子を容れな
中の恥でございます︒﹂このことばが︑

といふ者がをりました︒學を好み︑過

うして私が死ねませう︒﹂といった顔

ない男でございましたが︑不幸にも短
も短命でございました︒﹂と答へた︒

しは︑何も知りませんよ︑行者さん︒
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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まず一マスト

5ニニニニニニニニニニ＝ニニ

3受認8欝鞭過湿

ないくう

これらの仕事は︑家で毎朝起きると︑まつ

夜具をかたづけ︑雨戸をくるのと憂りはないが︑

九546
九882

せ

おほぐま

まつ︑北斗七星とその附近にあるいくつか

まつ至尊へ向かって立って見ませう︒

九9210

から︑内宮へおまるりをしました︒

六m7 そこで班長は︑まつ破必携の火なはに︑火
い

をつけることを命じました︒

七191 途中︑まつ伊勢の皇大神宮に参って︑御武
運をお祈りになりました︒

九加7

まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた

たいこ

まつ地紙よくとござる︒

十二852囹

十二838園

まつ地紙よく︒

まつ御主人に急いでお目にかけよう︒

いざや︑まつ前なる敵を一散らし追

ひまくって︑後なる敵と職はん︒

十二905ロ凶国

﹇混﹈︵下二︶5こきまず

づ直衣の袖をぞぬらされける︒

なほし

十一一996図中納言︑いまだ奏し奉らざる先に︑ま
まず

とても︑なまではまつくてたべられや

﹇貧﹈︵形︶4 貧し ︽ーシカラ・ーシキ・一

とはなし︒

九677学園

されば︑家貧しくして苦しむなどは︑

一豊は仕へて主なほ淺く︑家も貧しか

貧しさは︑ひしひしと身にせまって來る︒

﹇貧﹈︵名︶1 貧しさ

天皇旗︑ああ︑天皇旗︒

マストδさんぼんマスト

あふぎ見るマストの上をゆるやかに流

マストに仰ぐ

横倒しになったマストに掲げられたギリ

艦橋の上の方と︑マストだけが見えたの

で︑艦長は一見掃海艇と思ったのであるが︑

十二脳12

シヤの國旗が︑

十一一旧3

髄から︑マストの二倍ほどある水柱があがった︒

十666 魚雷が︑︿略﹀ウェールズに命中して︑胴

るる雲は白く光れり

九365七番

八276團

マスト ︵名︶5

十7710

まずしさ

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

九698図圖

世のつねのことなり︒

九684図圏

りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か

九666図圏世の中に︑身貧しきほどくちをしきこ

シク︾

まず・し

しないよ︒

十一矯9園

神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊 まず・い ︵形︶1 まつい ︽ーク︾

り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒

十43図

まつ偵察機隊が出世し︑八時を過ぎて︑大

ていさつ

花の御紋章を拝するかしこさ︒

十621

編隊は︑分隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒
﹁まっかういふ汝はたぞ︒﹂

十㎜8図國重忠︑まつ瀬ぶみ仕らん︒
十研1図圖

十備7図教纒これを見て︑まつ眞先に進みたる安
藝の太郎が家來を︑どうとけて海へ落す︒

まつ︑このやうに内側を塗って︑それを
乾かしてから外側を塗るのです︒

三聖2囹

まつ︑物穿りが鳴らして量る鳴り物の音が
げんくわん

御ひつぎは︑表玄關から︑母宮殿下の

おもしろい︒

十踊11

十一158

まつ相手の人に封して尊敬の意を表すた

御居間︑櫻の間にまつおはいりになった︒

十一258

七6910囹 まつ︑ぼくのかげを計るのです︒

めに︑特別なことばを︑われわれは常に用ひてゐ

町を歩いてまつ感じることは︑︿略﹀商
まつ役人たちに評議をさせ︑また學者の

十一一811囹

十一一786園まつ急いでまみらう︒

意見をも徴した︒

十二596

店街が︿略﹀︑きちんと整ってみることである︒

十一加9

をして︑敵艦隊を沖島附近にいざなひ寄せしむ︒

おきのしま

十一528図東郷司令長官は︑︿略﹀︑まつ小巡洋艦

ることに氣つくであらう︒

つか並んでみるガラスの箱でした︒

八㎜5 まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑いく

八925 名所としては︑まつ大阪城があります︒

けくださいと祈り︑

八394 まつ鶴岡の八幡宮へ参って︑母の命をお助

軸が出ます︒

ちく

八169 まつ︑葉と葉の間から︑太い︑長い一本の

七難2 彌兵衛は︑まつおだやかに申し出ました︒

七㎜10 まつ︑自動車小屋が見るまに焼けた︒

いて︑城兵が汲みに來られないやうにした︒

七583 まつ︑谷川のほとりに︑三千人の番兵を置

の星を加へて︑大熊座といひますが︑

には決してありません︒私は︑日本の

しきりにお鳴

まつ与ひとまず

まったくさんの鶏を集めて︑

︵副︶ 34

る︒﹁船が見えます︒﹂と︑偵察員が

しい調べがあります︒﹂向かひ合って

て高い波が立ちます︒しかし︑波には

ばかりではありません︒五月から八月

まもなく月も出ませう︒﹂かういひな

の入りが見られますよ︒﹂と︑そばに

り歩いちやいけませんよ︒しゃくやく

るるのではありません︒あなたがたが

カル丸を撃沈しました︒今こそ︑われ

物でじっとしめます︒﹂大名﹁やい︑太

ま（園園園囹囹園囹囹囹囹囹

かせになりました︒
げ くう

ま
五91團 まつ︑外宮のおまるりをすまして︑それ

五ず十十十十十十十十十十十

ますます一また
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ますます ﹇益々﹈︵副︶9 ますます

六佃4 敵の揮は︑ますますはげしく︑突撃の時間
は︑いよいよせまって望ました︒

九4410 さうすることが︑︿略﹀國語を︑ますます
りつばにみがいて行くことになるのです︒

九988 潮の流れはますます急になるのか︑いくら
手足に力を入れても︑進みはにぶい︒
すごくスコールがあばれてみる︒

十602 雲はますますこくなり︑雲の下では︑もの
十779 世間からは︑ますます笑はれて︑だれ一人
相手にさへしなくなる︒

感激10 海岸からの敵の銃砲火は︑ますます烈しさ
を加へて來た︒

十柵2 夕方になると︑海はますますしけて來て︑

湿半6 海は︑ますます荒れてみるやうです︒

みたて

十一皿2 月は︑ますますさえ渡って來る︒
ますらお ﹇益荒男﹈︵名︶1 ますらを
ちて︑たくましく︑ををしく生きぬ︒

十192図圃場︑ますらをなれば︑大君の御楯と起
ますらおのこ ﹇益荒男﹈︵名︶1 ますら男の子

マズラ島

た熱しますら男の子も
﹇地名﹈一

︵下一︶

1

まぜ合はせる

九363図魍 父母の國よさらばと手を振ればまなぶ
マズラとう

﹇混 合 ﹈

十一騰図 マズラ島
︽ーセ︾

まぜあわ・せる

一677園

一777
マシタ︒

一794
シタ︒

﹁ドウゾ︑マタオイデクダサイ︒﹂

マタ少シイクト︑ムカフカラサルが來
マタ少シイクト︑コンドハキジが來マ
オイモノコトヲオモヒ出シテ︑マタハ
﹁ヲヂサン︑コンヤモマタ︑カゲエヲ

タケへ行キマシタ︒

二368
V園

シテ見セテクダサイ︒﹂

トナリノオヂイサンバ︑マタソノウス
マタオコッテ︑ウスヲコハシテ︑火ニ

ヲカリニ來マシタ︒

二893
二896
T園

みなさんが二年生になったら︑新しい

クベテシマヒマシタ︒

﹁ハイ︒﹂ト︑勇サンバ

ヘンジヲシマシ

一年生がはいって來て︑またつかひます︒
二996

タガ︑マタネテシマヒマシタ︒
庭デハマタウグヒスガ︑﹁ホウボケキョ︒﹂

神さまは︑また海の上をお見わたしに

トナキマシタ︒

二重6

三147

四496

次の朝には︑また新しいちがったもや

あしたから學校が始りますが︑また

うが︑美しくあらはれます︒

四713團

白兎は泣きながら︑また今までのこと

いっしょに行きませう︒

を申しました︒

四867

四914團それでまたおろして︑たこの右のか

たへ︑紙のテープをつけました︒

四㎜8 私は︑また︑きっとお見まひにまみります

またやうすを知らせますから︑たのしみ

野や山が︑また︑雪でまつ白になります︒

といって︑かへりました︒

四価4

五115團

それから︑また何日かたちました︒

にして待っておいで︒

五241

るころになりましたので︑

五275園それに︑今年もまた︑その大蛇が出て來

電車は︑また動きだしました︒

月は︑雲にはいったかと思ふと︑すぐ出︑

五749

出たかと思ふと︑すぐまたはいります︒

帰営5

またかくれてしまひました︒

くま
六46 ふいに︑大きな熊が山から出て來て︑すぐ︑

六426

向かふの空に︑ぱっと火の粉があがったり︑

また︑ちがった窟眞が出ました︒

また︑少し暗くなったりします︒

六703

私は︑また弟の方へ行きました︒

尾をく略Vさをにつけるかと思ふと︑ま 六141 おかあさんが︑﹁︿略V︒﹂といはれたので︑

なりました︒

三191

﹁チョンギース︒﹂と︑いいこゑでまた

たはらをふくらましてをどりあがります︒
三721

私は︑またほかのきりぎりすをさがさ

なきました︒

三739

六898 三人が︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足

きました︒

六佃9 もう許してやらうと思って︑また本堂へ行

おまへは︑また給をかいてみるのか︒

あとも︑並んでついた︒

またしばらくこぎます︒

六佃7園

六968囹雪が降ったら︑またやることにする︒

うと︑草を分けて行きました︒

三857

たうげをおりたところで︑また止りま

私が︑またおともをいたしませう︒
︽ース︾

四307

一生けんめいに走りました︒

三川5園

また

また

四212
マタ

した︒

﹇交返 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

まぜかへす

一一
一一

﹁︿略﹀︒﹂と︑前の方でまぜかへす︒

十伽4園 さび土と漆と︑まぜ合はせて作ったもの
です︒

十一857

まぜかえ・す

﹇又﹈︵副︶血

また ﹇股﹈︵名︶5かりまた・かりまたのや
また

W0

X8

697
また一また

ひょいと

六備6 ここで︑いちばん初めに出たむさし野がま
たうつりました︒

七61圃水にもぐってひょいと出て︑
浮かんでまたもぐる︒

七603 城から大きな石を四五十︑一度に落したの
で︑また何百人か殺された︒
七798團 兵器の手入れをして︑夕飯をたべますが︑

九㎜9

九㎜6

また進んで行くと︑やぶのところがら︑二

あすまた︑お日様︑ごきげんよう︒

匹の親のろと一匹の子のろが出て來た︒

さうして︑またもとのひっそりとした大草

原にたちもどり︑

九盟1

十53図左折して更に大鳥居を過ぎ︑︿略﹀︑静か

﹁︿略﹀︒﹂ベートーベンはかういって︑

時々休んでは︑また勇氣を振るひ起す︒

こともまた謙遜していふのである︒

十一872

さつき娘がひいてみた曲をまたひき始めた︒

十一用6

十一柵1 最後はまた急流の岩に激し︑荒波の岩に

砕けるやうな調べに︑三人の心は︑驚きと感激で

十一旧7

十一備7囹先生︑またおいでくださいませうか︒

いっぱいになって︑

一つまた一つ︑五兵衛はむちゅうで走った︒

に歩みを移せば︑参道はまた右折す︒
十227

稻むらの火は︑風にあふられてまたもえあ

二度三度︑村の上を︑海は進みまた退いた︒

まもなく︑楊少年は︑また何かいはうとし

さうして︑またすやすやと眠りだした︒

それからまた一日半ぐらゐ南へ航海を績

はいった︒

かきのもとのひとま

ろ

やまべのあかひと

有名な歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人

どうしてまたこれは︒

十二675
十二686囹

しかるに︑ほどなく天下また還れ︑

それはまた高いことちや︒

十二978図圓

もしまた病にかかり︑早世仕ること

かうして敵が次々に爆破して行く橋梁を︑

幕臣にはまた︑︿略﹀やたけ心がみなぎ

あらゆる生命の源泉であるだけに︑それ

﹁もういいかい︒﹂と︑これはまたたい

そう明かるい聲が︑︿略V︑はずんで湿た︒

十二佃5

はまた實に偉大な存在である︒

十二伽6

つてみる︒

十二佃5

わが工兵隊は︑また片端からかけ渡して︑

十二柳1

も候はば︑君の御ためには不忠の身となり︑

十二986図園

十二825囹

すると︑一刀がまた後頭部をみまった︒

十二636 すると︑またこのことが法親王のお耳に

の作も︑また萬葉集によって傳へられてるる︒

十二424

回もまたよくその師を知ってみた︒

十二342 孔子がよく顔回を知ってみたやうに︑顔

けると︑一つの島が見えて上る︒

十一㎜8

讃むのにかへって不便である︒

だが︑これではまたあまりに長過ぎて︑

十265

十261

そのおいしいことは︑またかくべつです︒

七価9 晩になって︑また行って見ますと︑そこに

﹁おお︑それよ︒﹂とつぶやきて︑絶ち
一つまた一つ︑血走る眼に見つめつつ︑

思いてまた一機︑これも自爆と命中といつ
くわえん

一機また一機︑黒い翼がばっと紅の火焔を
泳いでみる兵士の鐵かぶとが︑沈むかと思
のびあがって︑衣紋掛から白衣を取りはつ

十鵬7

月が出てみれば︑出てみたで美しく︑星の

自分︿略﹀と同じく︑自分の身内の者の

子どもたちは︑またそちらの方へ走って行
十一2810

く︒

十㎜10

夜であれば︑また更に美しい︒

十圏4

て口を動かしてみる︒

十㎜8

つてしまひました︒

すと︑またへなへなと︑寝床に︑からだがたたま

十糊8

ふとまた浮かぶ︒

十柵1

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

十伽8

しょである︒

十693

かまより皿を取り出しみたるかれは︑

十4610図

にまたかま場へ引き返しぬ︒

十443図

がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるくした︒

は︑もうりつばな網ができてゐました︒
す
八111 今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑來年
また︑同じ巣へもどって潜るといふのです︒
八525 それで︑またみんなは静かになった︒

八571 やがて︑また︑ごうごうとすさまじい音を
たてて︑たくさんの職車が來ました︒
は︑また翼をひろげて飛びあがった︒

八673 つかまへようとして手をさしのべると︑鳩

一郎さんがまた立って︑﹁︿略﹀︒﹂といった

べり︑おりてはまたのぼった︒

八836 それからぼくたちは︑のぼって行ってはす
八桝6
ので︑

八榴6圏冬がすんで︑また︑明かるい春が來まし
た︒

八個6囹 ﹁また冬が量るまで︑さやうなら︒﹂
かるのだ︒

九251團 あすからは︑また新しい戦闘の準備にか

せう︒

九319 この子を今手ばなして︑またいつあへるで

あすの朝を待つのである︒

九516 魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑また
九745 どっかりと︑また︑かまの前にすわって︑
九榴7 それからまた幾年か過ぎた︒

また一また
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せんでした︒また︑めだかや︑どぢゃうなどと

近づいてからまた弟が︑﹁おかあさん︒﹂

十二柵5

いっしょに︑遊ばなくてもよいのでした︒

六317團細長い望遠鏡のやうなものがあって︑

ばうゑんきやう

といった︒
海の上を︑すっかり見渡すことができる︒また︑

十二柵6 時々弟の方を見ては︑またせりを摘む︒

十二襯10 この國歌に歌はれてるることばも︑また
水の中で音を聞きわける機械もあって︑

尊が二度の大任をお受けになったのを︑勇

わが尊い國語にほかならない︒
七194

ましくも︑また︑いたはしくお思ひになったので

十二幽7 わが國は︑︿略﹀︑世界にたぐひなき國盟

を成して︑今日に進んで來たのであるが︑わが國
せう︑

ます︒

一つの小さな袋をお渡しになって︑

その中には︑今年生まれた至忠がたくさん

ハルビンへは︑十二時問半で行くことが

各種の工業がさかんに行はれます︒大阪は︑

八369園

八946

八963

船の積荷は︑小船で︑この川や堀を傳はつ

住吉神社︑また︑日本最初の寺といはれる
天王寺公園には︑美術館や動物園があり︑
仁徳天皇は︑︿略﹀︑堀江をお開きになり︑

大阪が︑水の都として嚢達し︑また︑煙の

また︑六年間の税を免じて︑

八9510

くわだん
また︑︿略﹀︑言い花壇などがあります︒

四天王寺など︑

八942

すみよし

産も︑堀や川を通って港へ送られます︒

て︑大阪の町々にあげられます︒また︑大阪の物

八903

また︑昔から商業のさかんなところです︒

八896

お前の國はどこ︑また親の名は何と申す︒

できます︒また内地へは︑毎日のやうに汽船が出
かうぺ
ますので︑それに乗ると︑四日めには神戸に着き

八225團

けない災難に︑あはないともかぎりません︒

ゐます︒また︑時にあらしや︑そのほかの思ひが

八94

を呼びました︒

七261先生の名を呼びました︒また︑友だちの名

また︑

七195天叢雲劒を尊にお授けになりました︒

あめのむらくものつるぎ

語もまた︑國初終息綴績して現在に及んでみる︒
十二幽9 わが國語には︑祖先以來の感情・精神が
とけ込んでをり︑さうして︑それがまた今日のわ
れわれを結びつけ て ︑

十二㎜12 すると︑波どものうち振る旗も︑また刻
刻に濃さを増して ︑

また 太 陽 が 沈 ん で 行 く ︒

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

ひいろ

十二川3 船もまた雨舷にかみ出す白いしぶきを︑
十一一㎜6園

十二鵬8 艦長は︑また漕望鏡をあげて︑くまなく
四方を偵察してみたが︑

また

十二圏1 そこへまた敵航空母艦ヨークタウン型撃
﹇又﹈︵接︶4 1

沈の勝報である︒
また

三483園 そのへんでは︑小さな谷川だ︒また
︿略﹀くだって行くと︑大川になって︑

三946 宮城の方を拝みました︒また︑︿略﹀兵
たいさんのために︑もくたうをいたしました︒
︿略﹀︒またある 神 様 は ︑ 山 へ 行 っ て ︑

五57 ある神檬は︑きれいな玉をたくさん作って︑
五219 鯉やふなが︑親ではないかとく略﹀︒また︑

小さなめだかを見ると︑これも︑自分たちの仲間
ではないかと︑思ったこともありました︒
るのですから︑︿略﹀︑ちっともさびしくはありま

五226 おたまじゃくしには︑たくさんの兄弟があ

都と呼ばれて︑今日のやうな大都市となったのは︑

おもりそのものは重くても輕くても︑また︑

自分の思ってみることを︑︿略﹀相手にわ

大きく動かしても小さく動かしても︑振る時間は

八佃1

同じです︒

九4010

かつてもらった時ほど︑うれしいことはありませ

ん︒また︑︿略﹀︑ことがらや心持がよくわかった

時は︑同じやうに喜ばしいものです︒

九6710図 一豊︑大きにおどろきて︑天略﹀︒﹂と喜

大熊座といひますが︑︿略﹀︒また︑︿略﹀

おほぐま

び︑またうらむ︒

小さなひしゃく形に連なるのを︑︿略﹀小熊座と

九933

いひ︑

どうぞ︑いろくなお話をしてください︒

またみなさんも︑聞きたいことがあれば︑何でも

九㎜6園

飛行機の整備といっても︑いろくな仕

おたつねください︒

事がありますが︑ 一口にいふと︑飛行機がいつで

九柵3囹

も飛び出せるやうに︑準備をしておくことなので

す︒また︑︿略﹀︑十分働けるやうに手入れをして

おくことなのです︒

ななぐさめであり︑また心強い目じるしである︒

九㎜5 小さなオボでも︑旅をする者には實に大き

九鵬9 旅に出かけて行く人が︑オボの前を通る時

﹁木﹂は︑﹁ぼく﹂とも︑﹁もく﹂とも膨み

には︑︿略﹀︑またその錦りには︑

十三7

ます︒また︿略﹀﹁行﹂は︑﹁かう﹂﹁ぎやう﹂な

音でも訓でも讃める場合があります︒また︑

どと讃み︑

ことばによっては︑︿略﹀︑上を訓︑下を音で讃ん

十宙5

相手を﹁あなた﹂といふのが︑すでに敬

だりする場合も︑まれにはあります︒

十一261

699
まだ一まだ

語である︒また︑︿略﹀︑﹁めしあがる﹂とかいふ
のも︑それである︒

十一3010 それが度を越すと︑かへってばかていね
いになったり︑また柔弱に聞えたりする︒

十一321 皇室を中心とし︑至誠の心を表すために
は︑最上の敬語を用ひることをならはしとしてゐ
る︒さうして︑また長上を敬ふ家族制度の美風か
らも︑ていねいなことばつかひが重んじられてゐ
る︒

十一723 さば雲といひ︑また︿略﹀︑いわし雲と
もいひますが︑

にく略V幾條か連なったりすることがあります︒

十一748 もくもくと大きくかたまったり︑また時
十一867 道はいくぶんなだらかになったり︑また
ぐっと急になったりする︒

孔子は顔回をほめて︑﹁︿略﹀︒﹂といって

た顔回は︑これほどまでその師を慕ってみた

十二275 孔子は年若い首回をひたすらに案じ︑ま
十一﹇336
みる︒また︑﹁︿略﹀︒﹂ともいってみる︒

十二597 まつ役人たちに評議をさせ︑また學者の
地球を太陽の中心に置くとしても︑︿略﹀︒

意見をも徴した︒
十一一欄4

また︑月を直脛三センチのピンポンの球︑地球を

まだ

﹇未﹈

︵副︶73

マアダ

一342圃マアダダヨ︒
一344圃マアダダヨ︒
ラウ︒

ニー51園 マダ︑カメサンバ

ありませんが︑

マダ

まだ

ココマデ來ナイダ

三317まだ︑ほんたうの軍かんを見たことは

せん︒

その水がまだなくならないうちに︑

正男さんは︑まだよくわかりません︒

まだ上手には歌へませんが︑

六柵3 ふっくらとした花びらがだきあって︑まだ

ある朝まだ暗いうちに︑城中から討って出

春は春でも︑まだはじめ︑

十分咲ききらない花は︑

胴乱1圏

て︑どっとときの聲をあげた︒

七598

色はまだ青白くて︑弱々しさうですが︑形

はりっぱな親蝉です︒

七891

とまり重ねて

心にかかる︑

ノイツは︑まだ返事をしません︒

んでした︒

七備8

シャムはまだはるか︒

八53翻

もう大きさだけは︑親燕と同じですが︑ま

だ口ばしの下の赤色が︑親署ほどこくありません︒

八67

安南・

までは︑まだどこの國のものともきまってゐませ

三395朝になっても︑まだ痛いのがなほりま 七柵5 皇湾は︑︿略﹀︑今から三百二十年ぐらゐ前
三474

三502園

まだ勝ち負けはわかりません︒

まだ︑白い旗がひらくしてみる︒

いや︑まだいっかう役にたちません︒
みかたはと思って︑ちょっとふり返ると︑
まだ︑寒いのに︑感心な花だこと︒

このほかまだありますから︑さがしてご

先生︑まだすべってはいけませんか︒

まだ葉が出ないうちに咲くのですから︑

何といふ森林のつらなりであらうとおどろ

くころは︑まだ御料林のほんの入ロへはいったぼ

九132

八掛9

砲がすっかりできあがったとはいへません︒

八重9 しかし︑砲身ができただけでは︑まだ︑大

れだけではまだ足りません︒

八984 かうして︑きたへにきたへるのですが︑そ

行かれたが︑

八827 先生は二人とも︑まだ上へ上へとのぼって

八806園

ながら︑︿略﹀︑私も町角まで見送りました︒

八636 まだ明けきらない空に︑またたく星を仰ぎ

八559私のがまだ飛んで行く︒

らんなさい︒

八202團

め︑船に積んで遠方へ送ります︒

まだ 八18一 バナナは︑まだ青いうちに取ってかごにつ

葉のうらに︑きりぎりすは︑まだじっと

次の雨がふる︒

三717

ぼくは︑まだおよげないので︑

してみるやうです︒
三774

からだは大きくても︑おまへは

これは︑まださしあげたことのない︑

赤ちゃんだね︒

三804圃
三期4園

おいしいごちそうでございます︒

まだ︑鏡といふものが︑めったにない
ころのことでしたから︑

四598

山並6團あの花が︑私の枕もとで︑今もまだ咲い
てるます︒

五193

四掴8園まだおまへの出て來る時ではない︒
五925

十両センチのゴムまりとしてみても︑︿略﹀︒

きさのものもあるが︑また太陽の敷百倍といふす

十二柵8 太陽より小さいもの︑太陽とほぼ同じ大

五柵8

六952
六梱3古血

赤い旗も︑まだ立ってみる︒

六951

六574園

午前五時︑まだ︑あたりはうす暗いころ︑

ばらしいものがあるのである︒

十二揃7圃 わが大日本はおほやまと︑また浦安の
國であるやうに︑

十一一川7 艦は西へ向かって全速で突進した︒また

深度を少しつつ減らして行って︑艦長は︑潜望鏡
を︿略﹀出して見た︒

またがる一または
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かりなのである︒
よく︑﹁︿略﹀︒﹂といふ人がありますが︑そ

んな人は︑まだまだことばや文字のありがたさを

九422

知らない人です︒

九422 まだまだことばや文字のありがたさを知ら
ない人です︒
ほほ

九458 あたりはまだほの暗く︑明けきらない港の
朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒

九892 しかし︑かういっただけでは︑まだなかな
か見當がつかないでせう︒

九968 二列に並んだ列を︑まだだれも匂す者はな
い︒

九m2 一本松を見たが︑まだかなり遠いところで
手招きをしてみるやうだ︒

九塒2 書問は︑まだ暑い暑いの歎聲が口をついて
出て來る︒

九麗6 富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押
し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒
九価9 しかし︑かれはまだ死ねなかった︒

九柵6 天正六年七月十七日︑秋とはいへ︑まだ烈
まだなれない部屋なので︑︿略﹀︑思はず頭

しい日光が︑じりじりと照りつけてみる︒
九㎜10
を柱にぶっつける︒

九鵬1 ぼくは︑まだ見たこともないが︑どうかし
てっかまへてやらうと意氣ごんで行った︒
十1310囹 一命を捨てて君恩に報いよといってゐら

九筋4 ほかの班のものは︑まだ床についてみる︒
れるが︑まだその折に出あはないのだ︒

十293 まだ西日を受けてみる屋根に︑干してある
たうがらしが眞赤だ︒

た︒

十349 夕方︑まだ明かるい空に︑半月が光り始め

十409

まだおもしろいことがあります︒
中塗りの盆は︑内側ばかりが塗ってあって︑

外側はまださび色のままである︒

十擢6
自分のことや目下のもののことを︑私は︑

またが・る

﹇跨﹈︵四五︶2 またがる ︽ーリ︾

んとて︑馬にまたがり︑海中に乗り入れたり︒

八729図射そんずるならば︑弓切り折りて自害せ

をさせたり︑かけ足をさせたりして見せたが︑

十976 ステッセル將軍は愛馬にまたがり︑はや足

その聲の終らないうちに︑またしても︑績

﹇瞬続﹈︵下一︶1

またたき績

このやさしい目を見張って︑永遠にまた

︽ーケ︾

﹇瞬﹈︵五︶3

またたく ︽ーイ・ーク︾

﹇瞬間﹈︵名︶2

またたくま

またたく

ダバオ攻撃部隊は︑︿略﹀要所をまたた

﹇又﹈︵接︶4 または

十︻706

はけで輕くはいたやうな︑または眞綿を

讃むのが普通です︒

十備9 どの漢字もすべて音で讃むか︑または訓で

または

く間に占領して︑屋上高く日章旗をかかげた︒

十二225

りそのままの生活と習慣とをくりひろげる︒

しふくわん

那街を作り︑そこに支那でやって來たのとそつく

十一別2 團飯事の強いかれらは︑またたくまに支

間

またたくま

りかをささやき顔にまたたいてみる︒

十二断4 北斗七星は北のはつれにるて︑内地のあ

にして︑またたいてみる︒

十311 その空に︑星がいつぽいこはりついたやう

ながら︑︿略﹀︑私も町角まで見送りました︒

八636 まだ明けきらない空に︑またたく星を仰ぎ

またた・く

たき績けてるる星のおかげで︑

十一一川7

ける

またたきつづ・ける

ても大爆音が二回︑はっきりと聴音された︒

十二㎜2 その笑顔がまだ終らないうちに︑またし

けざまに二つの轟音がとどろいた︒

十慨8

まだ︑なかば眠りからさめない心のうち またしても ﹇又﹈︵副︶2 またしても

まだめしあがりません︒︿略V︒などいっては︑

十一272

十一781

に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒
まだ︑朝の太陽はのぼってみない︒
ドイツの有名な音皇家ベートーベンが︑

十一785
十一価7

そのころは︑まだかたかなもひらがなも

まだ若い時のことであった︒

十一囲5

あたりには︑まだたそがれのかすかな光

なかった︒

十一踊4

今は二月︑内地ではまだ寒い風が吹いて

がただよってみて︑

十一㎜10

助けないところを見ると︑先生はまだ君

みるであらうに︑

十二288

もんむ

子ではないのか
き

文武天皇がまだ皇子でいらっしゃったこ
あ

ろ︑大和の安騎野で狩をなさった︒

やまと

十二428

しかし︑﹁︿略﹀︒﹂といふ今のことばだけ

では︑まだ十分でない︒

十二492

それも前半分で︑まだあとの半分があ
るに違ひない︒

十二511園

そこには︑まだ砲揮が飛びかひ︑敵兵が︑
︿略﹀︑工兵隊をねらひ撃ちして來る︒

十二鵬4

まだできあがらない橋のたもとには︑

風はまだうら寒い︒

十一一鵬4

十二鵬2

基地の朝は︑まだやっと明け始めたばか
りなのに︑

十二㎜9

その笑顔がまだ終らないうちに︑またし
ても大爆音が二回︑はっきりと聴音された︒

十二畑2
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まだら一まち

薄く引き延したやうな白い雲
ぎんねず

十一765 入道雲が︑まぶしいほど︑銀白色または
銀鼠色にかがやくのを見ると︑

十二慨3 濃い色ガラス︑または黒くいぶしたガラ
﹇斑﹈︵形状︶2

まだら

スを通して太陽を見ると︑
まだら

すく候︒まだらになりて見苦しかるべし︒

九652図國 すべてを張りかへんは︑はるかにたや
十一鯉5 まだらの山羊もみる︒
まち ﹇町﹈︵名︶49 町与おもてまち・しなまち・

三673 町はにぎやかでした︒

じょうかまち︒にっぽんまち・のぎまち・ほまち
四餌2 ここは︑支那のある町です︒

四鵬3 町の男や女たちが︑この兵たいさんに︑て
いねいにあいさつします︒

ますと︑

四柵3 通をぬけて︑町の入口の門のところまで來
五135圃 ふもとの町は旗のなみ︒
五528 今度は︑そこから馬車に乗って︑川口の町
まで行くことにしました︒

五537 町の入口で︑私たちは馬車をおりました︒
五542 町を通りぬけて︑川口に近い岸に立つと︑
海が見えました︒

すぐわかりました ︒

六686 火事は︑少しはなれた川向かふの町だと︑

六741園 町のめぬきの場所が助つたのは︑まった
く警防団のかたがたのおかげです︒

ゆるやかに︑

少しにごって行く水よ︒

六月2圏 春は春でも︑まだはじめ︑ 村から町へ
いみん
七274 少年は︑︿略﹀︑遠くの町にある昏乱へ送ら
れて行きました︒

八208團

八207團

高いところにそびえてみるので︑町から

町には︑いくつかの廣場がありますが︑

この町にも︑すっかりなれました︒

が取ってあります︒

八219團

軍隊が︑今夜この町を通るので︑

旅順は︑どこへ行っても静かな美しい町

よく葬むことができます︒

八251團
八568

ものすごい地響きにおどろいて︑町の人々

で︑

八574
しんさい

は︑皆とび出して來ました︒

心置橋筋には︑りっぱな商店が並び︑堀ば

たの町には︑映壼館や劇場があって︑

八922

イタリヤのピサの町に︑夕もやがこめて︑

日が静かに落ちて行くころでした︒

八悩6

ガリレオといふ生生が︑この町の有名な大

まもなく︑汽車はマゲランの町にはいり︑

町へ行く︒

市内電車のやうに町の中をどんぐ走る︒

十一描1

その夜は︑高原の町マゲランにとまる︒

＋一攣市内電車のやうに町の中をどんぐ走る︒
十一㎜3

町がある︒

十一㎜2 その湾の奥に︑ラバウルといふりっぱな

十一㎜3 朝夕︑町の姿をうつすこの廣い湾は︑ラ

パウルの生命で︑

へ︑︿略﹀︑ひな壇のやうに家々が山の中腹に並ん

十一川3 ラバウルの町も︑その後にこの山脈を控
だん
でるる︒

あるが︑戸敷は五六百を敷へるに過ぎない︒

十一卸5 ラバウルは︑南洋の町としてはりっぽで

十一川12 湾内へはいると︑そこにケンダリといふ

ウルの町へふりまく︒

十一躍4 時々この火山が爆饗して︑火山灰をラバ
皇軍が︑スレンバンの町にはいった時のこ

十一㎜9 セレベスの夜の静けさは︑内地の都會や

町に住む人々には︑想像もつかないであらう︒

小さな町があった︒

﹁皇軍寸たる︒﹂の報を聞くと︑︿略﹀住民

寺院へ︑お参りをしました︒

八悩8

とです︒

九266
九268

少女は︑この町の雑貨商の娘で︑

たちも︑安心して町へ臨って來ました︒

九288

十一加2 南洋のどこの町にも見られるあの支那風

あったのかと驚かされるのがクチンである︒

十一㎜3 ボルネオにも︑こんなに氣持のよい町が
﹁あじあ﹂はいつのまにか町へはいってゐ

十一一206

トラックが︑ダバオ市内に突入して︑町

︿略﹀公園地帯の間を走ってみる︒

とせなか合はせに尊いてるる美しい傾斜面と︑

十一加12 商店街からのびた数本の鋪装道路は︑町

店街が︿略﹀︑きちんと整ってみることである︒

十一加9 町を歩いてまつ感じることは︑︿略﹀商

くわけう
に︑商店の持主はほとんど華僑である︒

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒

きのふまで木一本もなかったやうな草原に︑

九325園兵隊さんたちがこの町へ來たら︑
九㎜5
た︒

九別6

十一加3 さうして︑この町も他の町々と同じやう

自動車に乗って︑︿略﹀︑ジャカルタの町

友人と二人町へ散歩に出て︑

北京の町には︑晶相が網の目のやうに通じ

べきん

たちまち町ができる︒

十脳2

てるる︒

十一価8
十一川5

へ向かって行く︒

八198團町の名に︑日露戦記當時の將軍がたの名 十一川9 中央ジャワの高原にあるマゲランといふ

まちうけもうす一まつ
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の十字路にさしかかると︑

途中︑

2

待ち受ける

︽ーッ︾

キ

待ちかまへる

かまへてみる︒

︽ーレ︾

八125
﹇待給﹈︵五︶1

まちまち

﹇街街﹈︵名︶3

町々

町町

船の積荷は︑小船で︑この川や堀を傳はつ

て︑大阪の町々にあげられます︒

八903

いちばんにぎやかな場所は︑市の中央の︑

﹇待佗﹈

︵上一︶

1

待ちわびる

︽一

ところが︑その雄大な美観を待ちわびて

松ノ木ノカゲニハ︑キキャウノ花モサ

うしく見えます︒

三166圏しげった松の間に︑おやねがかうが

四佃5 見ると︑向かふの松の枝に︑きれいな物が

松の木の後から︑一人の女が出て來ます︒

かかってゐます︒

心置2 正面に︑松の木が茂ってみて︑白いやぐら

四㎜3

が見えました︒

いみじき

十伽5図呼野の葉の葉ごとにむすぶ白露のおきて

なぎさの松に吹く風を︑

はこぼれこぼれてはおく

十一佃4官爵

ひとつもて君を祝はんひとつもて親

樂とわれは聞く︒

十一悩1図面

荒なはで枝をつった松の根もとに︑そつ

を祝はんふたもとある松

十二搦5

待つ

︽ーチ・ーッ・一

と顔を出してみる黒い土を見つけた︒

←おまたせする・おまちくださる・おま

﹇待﹈︵四五︶49 マツ

ツ・ーテ︾

ま・つ

二928

トナリノオヂイサンバ︑︿略﹀︑トノサマ

ちする・おまちどおさま︒おまつ

ノオカヘリヲマッテヰマシタ︒

あしたの朝きっとおさそひしますか

三202園 ﹁待て︒﹂といふものがあります︒

おとうさんと私は︑つきそひの人たちの

ら︑待ってみてください︒

四718團
四752

またやうすを知らせますから︑たのしみ

休むところで待ってゐました︒
五115国

五781圏

五777圃

あすからうれしい夏やすみ︑

お客も待ってる︒

おかあさんが待ってる︒

と待ってみるからだ︒

五956圃

大波小波

ドンドンツモレ︒ にして待っておいで︒
犬ノオハカヲツクッテ︑ソコへ︑小サナ 五662團 馬屋には︑それぞれ受持の馬が︑ちゃん

オヂイサンバ︑ソノ松ノ木デ︑ウスヲ
コシラヘマシタ︒

二889

二887参入︑ズンズン大キクナリマシタ︒

松ヲ一本ウエマシタ︒

二887

二525圏國松ノ木ニツモレ︑

イテヰマシタ︒

一488

つ・かどまつ・こまつ・たいまつ・はいまつ

まつ﹇松﹈︵名︶13松n▽あかまつ・いっぼんま

みるうちに︑不意に雲の表情が愛って來た︒

十二脳6

ビ︾

まちわ・びる

十一加3 さうして︑この町も他の町々と同じやう
くわけう
に︑商店の持主はほとんど華僑である︒

道頓堀附近の町町です︒

だうとん

八921

︽一

︽1へ︾

待ち画ける

待ちたまふ

﹇待続﹈︵下一︶1

まあ︑待ちたまへ︒

錦って採るころになったので︑年寄つた

︽1 まちつづ・ける

七705囹

まちたま・う

客の錦って写るのを︑待ちこがれてゐます︒

春になると︑だれもが︑このめづらしいお

十二663 聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ去る まちこが・れる ﹇待焦﹈ ︵下一︶ 1 待ちこがれる

1

この

まちうけもう・す ﹇待受申﹈︵五︶1 待ち受け申す
︽ーシ︾

︵下一︶
ケ︾

﹇ 待 受﹈

この荘司 が 手 に 入 れ た の だ ︒ ﹂

七642囹 ﹁大塔宮を御道筋に待ち受け申し︑
御旗を︑

九天3園

まちう・ける

十二664聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ鯖る

まちがふ

町角

︵下一︶

母は︑毎日毎日望小山へのぼって待ち績けた︒

ケ︾

途中︑暗やみの中に待ち受けてみる怪漢があった︒
まちがい ﹇間違﹈︵名︶2 まちがひ 間違ひ

サ

八143 かういふと︑みなさんは︑︿略﹀と思ふか
ク

も知れませんが︑それは大きなまちがひです︒
ハ ア ヲ イ

十一伽5 間違ひなく讃ませるためには︑﹁久佐幾
﹇間違﹈ ︵ 五 ︶ 1

一分一巡﹂とでも書かなければならなくなる︒

まちが・う

八484囹動かないものを作るなら︑少しくらゐ寸
﹇間違﹈呂みまちがえる
︽ーケ︾

法がまちがっても︑できないことはありません︒
まちがえる
﹇待掛﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

待ちかく

まちか・︿

十一183図 射手とおぼしき者ども︑弓のつるをく
﹇町角﹈︵名︶1

ひしめし︑矢束ね解いて待ちかけたり︒
まちかど

﹇待 構 ﹈

八637 おとうさんについて︑私も町角まで見送り
ました︒

︽iへ︾

まちかま・える

七211 かねてから︑この野原をかこんで待ちかま
へてみたわる者どもは︑

車隊・野砲隊・衛生隊が︑しびれを切らして待ち

十一一描5 まだできあがらない橋のたもとには︑職
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まっか一まっか

うち寄せて︑

海がわたしを待ってみる︒

﹁ 待 て ︒ ﹂ を 教 へ ました︒

五柵9 文子さんは︑をぢさんに聞いて︑利根に
五椥5園 ﹁待て︒﹂といひますと︑行儀よくす
わって︑お見送りをするやうになりました︒

にも︑利根が來るだらうと思って︑待ってゐまし

五佃5 本部では︑利根のかかりの兵隊さんが︑今
た︒

待っていらっしやい︒

五鵬6囹 あなたは︑その大きな木にのぼって︑

六柵7 工兵は︑今か今かと︑命令のくだるのを
待ってゐます︒

六佃4 待ちに待った第一班の工兵は︑勇んで二型
網へ突進しました︒

六佃4 待ちに待った第一班の工兵は︑

の天地と︑たくさんの住民たちが︑手をひろげて

きだうしや

坑口の前の線路には︑幾十垂の軌道車が︑

これが晴れるのを待って︑鑛石運搬の鑛

﹁待っておくれ︒﹂それは︑しぼるや

乗組員たちは︑今か今かと煮干の命令を
待ってるた︒

十一一榴6

十一一711囹待っておくれ︒

うな母の聲である︒

十一一708園

員がやって掌る︒

十ニー14

鑛員たちの乗るのを待ってるる︒

十二75

九261團おまへたちが大きくなるのを︑添い南洋 十一川5囹 ﹁まあ︑待ってください︒﹂

﹁ちよつと待ってください︒﹂

待ってるる︒

九314囹

九322曇声氣をしないで︑元号で待ってるなさい︒
魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑また

あすの朝を待つのである︒

九516

九槻1図圏突撃を待つ草むらに虫ずだく
母は︑そんなこととはつゆ知らず︑風の

眞赤

キノーロナハヤ︑マッカナハガ︑タクサ

それより七十六日︑汝は︑母の心に生 まっか ﹇真赤﹈︵形状︶17 マッカ まっか まっか

日も雪の日も待ってるたが︑

九川7園
十182図圏

みつうみ

血が︑たきのやうに出て︑ひの川が︑まつ

窓をあけて見ると︑西の方の空が︑まっか

大れふを知らせるまっかな吹流しが二本︑

いがたから取り出された︑大きな鐵のかた

焼けきった鐵のやうにまっかです︒

八989

深い油の桶の中へ︑眞赤なからだを沈めに

中から︑眞赤に焼かれた鐵の火柱が︑︿略﹀︑

眞赤な鐵の柱は︑そのほのほの中を︑下へ

眞赤に焼けた木から︑めらめらとほのほが

立ちのぼってみる︒

九732

下へと沈んで行きます︒

八998

かかります︒

そろそろと外へ出て來ます︒
をけ

八993

まりは︑もう一度眞赤に僥かれます︒

八977

七鵬4

威勢よく風にひるがへってゐました︒

六㎜6

にそまってゐます︒

六685

かに流れました︒

五302

五283園その目はまっかでございます︒

ンオチテヰマス︒

翌旦二時四十分︑待ちに待つたわが二水艦 二314

きて︑今日の入城を待てり︒

十6010

待ちに待つたわが聖水艦から︑

から︑﹁敵艦正見︒﹂の第二電が來た︒

十6010

あふみ

この川︑近江の湖の末にて候へば︑

内地に着きさへすれば︑完全な治療をする

わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ

一時︑秀吉の軍に降り︑時機を待て︒

わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑

﹁待てしばし︑弓矢取る身のはかり

みんなは待ってるたやうに︑そこらへ腰
をおろして汗をふく︒

十一858

つす︒

ごとく略﹀︒﹂と思案して︑つがひたる矢をさしは

十一648雪景

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

うつりよう

十一553図

中してこれを待つ︒

撃つの計を定め︑あらかじめ全力を朝鮮海峡に集

十一523図

十柵5囹

病院が︑この勇士の患者たちを待ってるる︒

十糊9

十期7図國待つとも待つとも水ひまじ︒

待つとも待つとも水ひまじ︒

十柵7図國

七164園 ﹁たける︑待て︒﹂といふが早いか︑ 十㎜1図圖水の引くをば待つべきか︒
︿略﹀劒を抜いて︑たけるの胸を突きました︒

さと同じ長さになる時が︑あるにちがひない︒

七687園待てよ︑かげがく略﹀︑ぼくのせいの高

列して︑週番士官殿の來られるのを待ちます︒

七805国 午後八時には︿略﹀めいめいの部屋で整

移って︑地上へ出る日の出るのを待ってるます︒

七872 油蝉の子は︑︿略﹀だんだん淺いところへ

の暖い國へ送ってやりました︒

八106 さうして︑つかれのなほるのを待って︑南
﹁先生︑もうすべらしてください︒﹂と︑

みんながいふと︑﹁ 待 て 待 て ︒

八809囹

八809囹待て待て︒
九153 きちんと姿勢を正して︑祭典の当るのを待
つてみる︒

九156 身も心も清めに清めて︑ひたすら今日を待
つてみた奉仕員たちは︑

まつかぜ一まっしたぜんに
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十294 まだ西日を受けてみる屋根に︑干してある
たうがらしが眞赤だ︒

十盟6 正月には︑門の並びらに︑眞愚な紙にめで
ぶつさうげ

たい文字を書いた春樹が張りつけられる︒
てるる︒

十一川5 その間に︑眞赤な今谷華の花が咲き重れ

てから︑二時間もたったころであった︒

十二槻10 眞赤な太陽が︑シドニー沖の海面に落ち
十二騰2 すでに太陽は没して︑西の方だけが眞赤
に暮れ残り︑

十二脚5 銀翼に︑眞赤な日の丸がくっきりと調い
て︑望遠鏡にうつって來た︒

まつかぜ ﹇松風﹈︵名︶1 松風
十二773軽挙 建長︑賢覧古寺の 山門高き松風に︑
昔の音やこもるらん︒

まっきいろ ﹇真黄色﹈︵形状︶1 眞黄色

眞

八掛9 れんげうの花は︑眞黄色で︑枝一面につき
ます︒

暗

まっくら ﹇真暗﹈︵形状︶5 まっくら まつ暗

日にやけた︑まつ黒な顔に︑白いはちまき

黒やみの夜︒

五897
ほこりと汗で︑黒黒になった兵隊さんが︑

をしっかりしめてゐます︒

八584

八552

くわえん

まっさかさまに落ちるもの︑︿略V︑見るま

に︑飛んでみる敷は少くなって︑

十伽8 一機また↓機︑黒い翼がぱっと紅の火焔を

眞先

まっさきに

まつ先

﹁わにかな︒﹂と︑まつ先にいったのは勇

ほえて︑

まっさき

わんわんと

﹇真先﹈︵名︶7

吐いて︑まっさかさまに海中へ突つ込んで行く︒

六444

走って行きました︒

三124 犬も

﹁︿略﹀︒﹂と思はれるほど日にやけた眞 まっさき

黒な顔に︑ぼうぼうとひげが延びてみる︒

九194團

二三日たってから︑かまの口を開いた源作

ちいさんは︑眞黒に僥けた炭を外へ取り出した︒

九749

ぼくは︑まつ先にのぼりかけた︒

六958

さんでした︒

八334図 大將︑これを見て︑︿略﹀︑眞先にかけく

太陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光

つて見えるでせうが︑陰になる部分は︑きっと眞

十413
黒に見えるに違ひない︒

さはらのじふらうよしっら

だれば︑三千蝕騎︑馬を並べてかけくだる︒

八342図佐原十郎義母進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

火山が︑到るところにそびえて︑それが眞

黒な大空に突つ立ってるるとしたら︑

十414

九川4囹

十二91

﹇葺地﹈︵副︶6

まっしぐら

まっしぐ

一路機首を北へ向け︑め

﹁あじあ﹂は︑︿略﹀︑満洲の大平野をまつ

わが隊は︑︿略﹀

むさし

まっしたぜんに

さがみ

言値・相模のつはものども︑まっしぐ

しみつ

山からわき流れる清水が︑かけひをまつ

﹇松下禅尼﹈︹人名︺1

まっしぐらに坑道へ進んで行く︒
ぜんに
松下潭尼

しぐらにかけ抜けて通る︒

十一794

らに打ってかかる︒

十一639図

まっしぐら︒

ざすクワンタン東方八十キロメートルの洋上へ︑

十635

しぐらに突進す︒

九㎜6

に突進しました︒

六慨2 三人は︑一つの爆揮となって︑まっしぐら

ら

まっしぐら

藝の太郎が家來を︑どうとけて海へ落す︒

十備7図 古経これを見て︑まつ風先に進みたる安

襲動機の手入れを舌先にします︒

島先にかけ進めば︑三千鯨目も績いて進む︒

眞黒に空をおほふ左幕や︑いどみかかつ
うみわし
て來る敵機をものともしないわが海鷲にも︑
眞向

かぶとの眞向を射たらんに︑などか

﹇真向﹈︵名︶2

十二㎜⁝2
まっこう

十一208図題

みけん
彌五郎がかぶとの品書砕きて︑眉間の

通らざるべき︒

十一213図

眞中をぐざと射込みたりければ︑

職の眞最中に︑鳩は空高く舞ひあがった︒

﹇真青﹈︵形状︶4まつさを単二

八6510

五43 明かるかった世の中が︑急にまっくらにな まっさいちゅう ﹇真最中﹈︵名︶1 眞最中
りました︒

南洋の海は︑明かるくてまつさをですか
目のとどくかぎりはまつさをな水です︒

まっさかさま

眞青な空には︑白い雲が光を帯びて流れ
﹇真逆様﹈︵形状︶3

垂の上から︑まっさかさまに︑水の中へず
ぶりとはいって行くのは︑

七909

まっさかさま

てるるコ

十一㎜1

六伽1

ら︑

六388園

三747團水はまつさをです︒

七833團 その時は︑大急ぎで武装して︑まつ暗な まっさお
兵舎の前に整列します︒

十別2 夜の胡同は眞暗なので︑それこそ鼻をつま
まれてもわからないほどである︒

十二92 一歩坑内へはいれば眞暗で︑あたりの岩
石に︑軌道車の響きがごうごうと反響する︒
十一一132 鑛員たちは︑だれも見てみない眞暗なと
ころで仕事をするので︑

月はまつ

まっくろ ﹇真黒﹈︵形状︶8 まつ黒 眞黒

四槻7圏國 黒い衣のそろひでまふと︑
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まっしろ一まつばら

さがみのかみときより

﹇真白﹈︵形状︶11

ぜんに

まつ白

まつ白

四白

九641図 相模守時頼の母を︑松下琿尼といへり︒
まっしろ

きりのやうにとがった梢の先を天に向け

漁船が眞直に近寄って來る︒

十一821

九469

十一一154

いよ赤道に近づいた︒
まったく

全く

かうなると︑もう馬ではなくなって︑

﹇全﹈︵副︶19

まったくの友だちになってしまふ︒

五691團

まったく

まったく

船は︑南支那海を理念に南下して︑いよ

眞直に打ち込むのだ︒

て眞直に立つものは︑かうやまきである︒

四482寒さのために︑まどガラス一めん︑まつ
白にごほったのはきれいなものです︒
十二矧3

て︑野や山をまつ白にしてやる︒

四網9園 わたしは︑もう一度おまへを追ひはらっ

四描5園北風が︑雪や氷で︑野山をまつ白にした

四柵4 野や山が︑また︑雪でまつ白になります︒
代りに︑

町のめぬきの場所が量ったのは︑まった

そんなしんぽいは︑まったくない︒

六258 このみかんの木に若芽がすくくとのびあ 六311国 今の漕水艦は︑うまくできてみるから︑
がり︑やがて︑まつ白な花が咲いて︑

市民は︑まったく生きた氣持もなかった︒

それは︑まったくガリレオの︑この嚢見を
もし︑私たちの話すことばや︑書く文字が︑
まったくわからない外差響であったら︑

九403

慮用したものです︒

八佃7

七977

七353囹まったくその通りだ︒

く警防團のかたがたのおかげです︒

七4010 三人ともまつ白な着物を着て︑︿略V︑しや 六742園
くを持って︑木のくつをはいてゐられました︒

八494 私の心に浮かぶものは︑青い空に飛んでゐ
る眞白なグライダーであった︒

齋服を着て︑定めの場所へ集って來た︒

さいふく

九156 奉仕員たちは︑目にしみるばかりの眞白な
十644 各艦のけたてる目白な波が︑くっきりと目
にしみる︒

つた︒

だしたこのむらさきの花は︑

九胴10

かういふふうに︑月の世界は︑いはばまつ
殊に日本では︑昔から月と文學が︑まった

たく恐しい死の世界ですが︑

十421
十425

高さは五百メートルぐらゐですから︑ま

午前十時十五分まったく敵を菊園せり︒

く離れられないものになってゐます︒
十一556図

十一758

山等の姿を見ないのが︑まったく残念であった︒

十一柵6 ベートーベンの友人も︑まったくわれを

それは全くく略V宮の御文の力であった︒

忘れて︑一同夢に夢見るここち︒

十二M5

残敵は︑今やまったく袋の中のねずみと

まったく熱帯の海の落日は︑すばらしい︒

ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑

十二鯉5 太平洋に績く南支那海の潮の色と︑イン

十一一別7

十一一㎜9

マッチ

ある家の子どもが︑マッチをすって︑その

︵名︶2

なって︑

マッチ

全うす

︽ース・ーセ︾

二人の子どもは︑茶わんや︑紙や︑油や︑

もえがらを捨てたのが︑もとだといふことです︒

六755
十川10

﹇全﹈︵サ変︶3

マッチを持つた︒

退くべきを見て退くは︑後を全うせ

十二899図圓敵寄せ來たらば︑命にかけて忠を全

まっとう・す

うすべし︒

十二欄3図國

つつしんで命を全うすべし︒

んがためなり︒

松並木

松並木を通りぬけると︑

﹇松並木﹈︵名︶1

十二㎜4図圖

四193

まつなみき

八421

松林の中に石のらうがありました︒

奉天はまことに平な大都市で︑ただ北辺

ほくりょう

松林の中を通って行く時︑

九蹴3

﹇松原﹈︵名︶5

松原与みほのまつばら

の松林が小高く見えるだけである︒

まつばら

から雲がわき︑

すそ引くはての松原に︑

四46圏白いあふぎをさかさまに︑かけた下

太平洋の波が立つ︒

東も北も一帯に雲がとざして︑︿略﹀立 四柵2圏 白いはまべの 松原に︑ 波がよったり︑

つたく手に取れさうに見えます︒

十一9610

八796

青いものはまったくなかった野原に︑咲き まつばやし ﹇松林﹈︵名︶3 松林

その領主となったのは︑まったくおまへの力であ

十841 會見勝にlてられた部屋には︑大きな机を 九価5囹 わたしが︑出雲に旗あげして︑一時でも
用意し︑眞白な布を掛けた︒

眞

十二矧6 行く手の空には︑富商な入道雲がむつく
りと首をもちあげて︑船を招いてみる︒
まっすぐ ﹇真直﹈︵形状︶8 まっすぐ まつ直
直

四916国 三度めにあげた時は︑たこはまつす
ぐにあがりました︒
した︒

六伽5 網面隠さうの間へ︑まっすぐに乗り入れま
七価4 すると︑今までたるんでみた糸が︑だんだ
んまつ直になりました︒

八551 私のグライダーは︑眞直に飛んで行く︒

まつび一まで
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かへったり︒

四悩2團 白いはまべの 松原に︑ 波がよったり︑
かへったり︒

十一皿3図圏 白波の さわぐいそべの松原に︑
煙たなびくとまやこそ︑
しほ

十二51童言書風のからきにたへて枝ぶりのみな
たくましき磯の松原
まつび ﹇末尾﹈︵名︶1 末尾

眞二つ

天神様にまつられてるる菅原道守といふか

まつりする・おまつりなさる

まつ・る﹇祭﹈︵五︶3まつる︽iラ・ール︾与お
六982
オボといふのは︑地の神をまつるために︑

たは︑生まれつき賢い人でありました︒
九㎜4
しんかう

蒙古人が供へた一種の土まんぢゆうで︑

いっとはなしに信仰となって︑このやうな
マデ

まで3あくまで・いつまで

オボを作り︑大地をまつるやうになった︒

九㎜1
︵副助︶蜘

ソロソロ

オイデ

ココマデ

オイデ

一161圃

ココマデ來ナイダ

テンマデアガル

マダ︑カメサンバ

ヒバリガアガル

ラウ︒

コ︑二︑三︑︿略﹀︒﹂とかぞへて︑十八

一一979

ですか︒

三584囹

四72

大きな枝は四方にひろがって︑どこか

﹁ありがたう︑

ぼっちゃんは

どこま

今まで見たことも聞いたこともない︑

らどこまでつづいてみるのか︑

四106

わたしもホ町まで行きますよ︒

で︒﹂とたつねました︒

四236囹

四242園
四313

ぼくはおしまひまで走りつづけました︒

四306園負けてもよいから︑しまひまで走れ︒

しんるみの人たちに

送られて︑兵螢の

四317園ころんでも︑よくしまひまで走った︒
四457 今まですいてみたおなかが︑
四655 今まで︑羽をついてみた花子さんと春
枝さんは︑

四725

かぞへながらとんで行くから︑向かふ

門まで來ました︒

の陸まで並んでみたまへ︒

四826園

を申しました︒

四849 白兎が今までのことを申しますと︑
四868 白兎は泣きながら︑また今までのこと

四894国 こんなたこは︑今までだれも見たこ

いただきまして︑ありが

兵たいさんのそばまで重ると︑

五516 汽車が鐵橋を渡ると︑今まで左手を流れて

思ってゐました︒

五481 一度︑川にそって川口まで行ってみたいと

でのおたまじゃくしではありませんでした︒

五253 前足をついてすわったかっかうは︑これま

五169

れまでさんぽに來たところです︒

五158 ほんたうに久しぶりのお休みで︑村のはつ

てるたお日様が︑

四掴1 今までは︑うとうと眠って︑弱い光を出し

町の入口の門のところまで來ますと︑

とがないのでせう︒

おちいさん︑つゆはいつまでつづくの

四坐3

自動車が見えなくなるまで︑見てゐま

と中まで來て︑ふと見ると︑

三585園

三919

おみやげまで

このくすの木は︑今まで見たことも聞
いたこともないほど︑

四65

たうございます︒

勤評7園

三923圏どこまで行っても︑長い道︒
三927圏どこまで行っても︑長い道︒
三934圏どこまで行っても︑長い道︒

した︒

三874

七月のはじめまでだね︒

三294囹 どうしてどうして︑今まで見たこと
もないほど大きいのです︒

まで來た時︑

二鵬2

ここまでお話をきいたとき︑

一一152園

一194圃

も・たいほうのできるまで

十一569図 東郷司令長官の澄せし戦況報告の末尾 まで
﹇真二﹈︵名︶2

にいはく︑﹁︿略﹀︒ ﹂ と ︒

まっぷたつ

鳴

すかさず第三の男が︑大刀を振るって聞

ゴスチンを︑眞二つに割ってたべる︒

九236団 おとうさんたちは︑赤むらさき色のマン
十一一6610
多のせなかを眞二つ︒

まつむし ﹇松虫﹈︵名︶1 松虫
五盟4圃 ちんちろ松虫︑ 虫の聲︑ 庭の畠で
きました︒

まつり ﹇祭﹈︵名︶4 祭むあとのまつり・おおま
つり︒おまつり・おまつりび・たままつりす・ちま
つり・はなまつり︒むらまつり・よいまつり
九加2 夏の初め︑草原があざやかなみどりにおほ
はれるころ︑オボの祭がもよほされる︒

九劉6 一度かうしてオボの祭にえらばれた家畜は︑
九別10 いかにも大陸的な蒙古ずまふが行はれたり
して︑祭の氣分は高まって行く︒

九別11 樂しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ
か遠いところへ散らばってしまふ︒

まつりにまねく ︹課名︺2 祭に招く

六24 三 祭に招く⁝⁝⁝十四
六143 三 祭に招く
まつる ﹇奉﹈むしたがいまつる・しのびまつる

707
まで一まで

みた川が︑右手を流れて︑

五528 そこから馬車に乗って︑川口の町まで行く
ことにしました︒

五726 二つ三つ停留場を過ぎて︑表町まで來ます
と︑人がたくさんおりて︑

五894園 一生けんめい︑たふれるまでこぐのだぞ︒

五924 決勝線まで︑わっか二百メートルぐらみに
なりました︒

送ってやりました︒

五鞭5 おかあさんといっしょに︑停車場まで見
五価9 敵前わっか五十メートルといふところまで
せまって︑

こけの

むすまで

すると︑ふしぎにも︑今までもえせまって

來た火は︑急に方向をかへて︑

七223
いはほとなりて

心の底ま

最後まで︑りつばに歌ひ通しました︒

七296図圃國
七298

かしは手うてばごうごうと︑

船が港を出る時は︑途中まで︑あの小さな

でひびきます︒

七312團
七543

汽船に︑引っぽられて行くのです︒

賊が城の門まで攻めのぼると︑城のやぐら
室のすみからすみまで︑よくせいとんが

から大きな石を投げ落して︑

七577
七827團

高い空だ︒

せき

八266團第一列から第五列まで︑

旗艦長門以下

ながと

十二人のうち︑十一人まではありましたが︑

百敷十隻︑

八351

かげひなたなく働く上に︑人の仕事まで引

あとの一人がありません︒

私も町角まで見送りました︒

夜の十一時ごろまで働きました︒

どこまでも︑正確に作りあげるといふ注意

き受けるやうにしたので︑

八397
八482
八589

が︑

八637

もう少し上まで行かう︒

八703墨水は底まで澄んでみた︒

錦りは︑村までくだり坂の道だ︒

八809囹

この大空のはてのはてまで︑私たちは︑

︿略﹀︑すっかりしてくれたのですよ︒

八伽4囹 朝御飯の支度からお庭のさうちまで︑

にない正確な時計を褒明しました︒

八859

してありますから︑

青い空だ︒

八佃6 オランダのホイヘンスといふ人が︑今まで
どこまでも

かうして︑家は最後まで無事であった︒

どこまでも

すると︑今までたるんでみた糸が︑

七鵬4圃

七醜4

七鵬8圃

七価3

六194團 どんひやらら︑ 夜までにぎはふ宮の森︒

さえた空だ︒

ました︒

六142 それから︑夕方まで︑弟といっしょに遊び

六241 今まで︑おさへにおさへてみた悲しさが︑

どこまでも

八伽2國

七㎜4圃

今から三百二十年ぐらゐ前までは︑まだど

七m5

南支那の海上に海賊の一團がみて︑彌兵衛

日本からオーストラリヤまでは︑一二キロ

どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

光るやうに︑地のはてまでひろがります︒

いかなることをか務むべき︒ただ身に

もてる眞心を︑君と親とにつくすまで︒

九245図魍

になってみる︒

に際しては︑かならず木曾から御用材を奉ること

九111 明治の大御代から昭和の今日まで︑御遷宮

八章8

ばいえんが空をよごしてゐました︒

二士3

く大きな風です︒

八麗7 海を越えて︑日本から太平洋まで吹いて行

ひがけないきびしい寒さが︑二三度ぶり返したり︑

八撹1 春が︑ほんたうにやって逸るまでには︑思

また冬が重るまで︑さやうなら︒

︿略﹀︑じっと︑にらみ渡してみるのです︒

八梱6園

六329国 敵艦までどのくらみはなれてみるか︑
屋が︑ぱっと明かるくなりました︒

七里3

易をしてゐました︒

えき

二品10

この國のものともきまってゐませんでした︒

ぼう
ジャワ・スマトラあたりまで進出して︑貿

六476 黒い紙を取りのけると︑今まで暗かった部
六654 針金が︑六本あることまでわかる︒
荷物まで焼けてしまったのださうです︒

六721 風しもになってみたので︑一度運び出した

これまでたびたび没更してみた荷物や︑

も︑これまでずるぶん苦しんだことがあります︒
七伽10

六㎜9 今まで︑やさしさうに見えた道眞が︑
六備4 今まで悲しさうだった雪舟の顔は︑

さらに海を越えて︑遠いオーストラリやま
八117

で行くのがあるといふことです︒

八89

知らなかった︒

六価4園 これほど︑おまへが上手だとは︑今まで
六宙5 しかもその突撃まで︑時間は︑あと三十分

梨や桃と同じやうに︑袋まで掛けてやるの

以上もありますが︑

です︒

八164

といふせつばつまった場合でありました︒

七46圃 明かるい海だ︑どこまでも︒

からふと

北海道や樺太はいふまでもなく︑北支那か
ら︑北満洲の雪の夜の家々にも行って︑

八188

七51團明かるい海だ︑どこまでも︒
七153 手下の者はいふまでもなく︑

七161 今まで︑やさしくお給仕をしてみた少女は

まで一まで
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九247国今まで︑おとうさんたちが勝ちぬいて來
た激戦の敷盤の場面が︑

九329 ここまでいふと︑母はこみあげて來る悲し
そしう

さにことばも止って︑

九372信望 蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば
るとかすみ水牛あゆむ
九417 今まで氣つかなかった考への不足や︑
急に目をさまし始める︒

九469 これを合圃に︑今まで眠ってみた港の船が︑

な︑六七十センチもある鯛が︑

九495 ついさっきまでぴちぴちとはねてみたやう
九522 東の空が明かるくなると︑今まで軍港のや
みに包まれてるた軍艦の壮大な姿が︑
員は︑これから訓練に取りかかるのである︒

九575 軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗
九752 三十何年炭を焼いてみても︑かまから取り
出すまでは︑どんなに焼けたかが氣がかりである︒

九886 地平線からしだいに見あげて︑頭の眞上ま
で行く途中︑書中邊より少し低いところに︑
から︑今までからだを浮かしてみてくれた海が︑

九977 一本松がはっきり見えるやうになったころ
九㎜8 ほかの人がやめたって︑ぼくだけは︑最後
までどうしても泳がう
九棚3 がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え
なかった島の裏側の海岸が︑

九擢9園 しかし︑よくこれまで戦ってくれた︑
今まで敵についてみた奮臣が︑

九夏9 この聲が四方に呼び掛けでもしたやうに︑
九刎5 かうした光景は︑今までに何度も見たが︑

で何くれと御仰せありて︑

年取つた五兵衛に︑今まで実験したことの

ない︑無氣味なものであった︒

十208

十5310園東亜におけるわが國の地位を認めず︑ど
こまでも横車を押し通さうとした米國︑

いよいよ出襲といふ時は︑日没までわっか

一時間鯨りしかなかったが︑

十597

まさしく潜水艦の報告した地鮎まで來たに
四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふと

は來たが︑どこにも敵艦らしいものは見えない︒

十625

たん︑

十683

最後まで職ひぬいた敷千の醸よ︒

すべて木材によって︑こまかなところまで

十7210圓

十784

殊に工兵隊が自分の任務を果すまでは︑

今までの失敗の原因を︑

作り直して行った︒

十784
十902囹

初めから終りまで︑同じ司令官でした︒

決して持ち場を離れないえらさに︑

十9110園
まして︑

十一91

かづらに取りつき岩の上を傳ひて︑一

わきばら

の木戸口の邊まで寄せたりけり︒

十一197図右の脇腹までぐざと射込む︒

十一218図寄せ愛いよいよ重なって︑木戸口の邊

ぎ

南は稻村が崎にて砂上離せまきに︑波

まで攻め來たる︒
さかも

十一2210図

ねえさん︑これまでずるぶんわがまま

﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬ふのは︑いふ

打際まで逆茂木を仕掛け︑

十一281

までもない︒

十一505園

﹁︿略﹀すみませんでした︒﹂Ilそれが

をいってすみませんでした︒

十一507

のどまで出てみるのですけれど︑

乗って門の際まで攻め寄せ︑

十一643図防ぎかねて引くとや思ひけん︑勝ちに

十一673図左の耳もとへぐざとばかり︑矢のなか

どこまでもこまやかで︑すっきりした感

ばまで射込みたれば︑

じの雲です︒

十一711

この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑心の底

みやま

この深山の朝の疑氣にふれるため︑私は

﹁ここまでお出で︒﹂といふやうに︑

こちらへ來てからもう一年近くなりま

すが︑これまで病氣一つしませんでした︒

十一価1團

と︑中からピヤノの音が聞える︒

十一鵬1 ある小さなみすぼらしい家の前まで來る

任せるのである︒

十一㎜4 網もろともに︑夜明けまで潮のまにまに

十一962囹

十一903 頂上まであとニキロだ︒

ここまでのぼって來たのだ︒

十一824

までが清められるやうな氣持がする︒

十一797

ありません︒

十968園戦死者のことまで︑深いお情をいただき 十一754 いやな感じの雲であることはいふまでも
十悩1図二君をば川中より押し流され︑これまで
今まで︑船よひに苦しんだことのなかった

たどり着きて候︒

私は︑

十八10

それまでの間︑どうとでもして看護の手を
書くし︑

十年9

愛路少年隊には︑十一歳から十七歳までの
馬匹は一本の管になって︑どこからどこま

少年がみて︑

十㎜1
十川10

でも︑つながってみる感じである︒

十一177図

今朝ほど尊く思ったことはなかった︒
建言5 きのふまで木一本もなかったやうな草原に︑

今まで晴れてみた空が急に暗くなって︑

十92図 明治天皇御みつから︑森の下道・下草ま
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まてがい一まど

こまでも高く澄んでゐます︒

十一伽4国 こちらはいちばんよい時候で︑空がど

の春を樂しんだのでした︒

十一鵬6 かうした心持を心ゆくまで味はつて︑都

往亡まで枝をさしのべてみる︒

十一㎜5 早くたべてくださいといはんばかりに︑

洲のかなたまでじっとにらみつけてみるのだ︒

十一㎜12 日本軍がここにどっかり腰をすゑて︑濠
きせつ

十一η5 季節風が南西にかはる三月ごろから始つ
て︑十一月ごろまではよく灰が降り︑

しゆいろ

十一鯉6 植物は枯れ︑名物のほたるまでが死んで
しまふ︒

十一鉗4 毒々しいまでに朱色のとんぼが︑

十一鉗8 今まで聞いたこともない笛を吹くやうな

切腹といふのは︑どこまでも武士の名士

を重んじた扱ひであった︒

十一﹇612
天下の雲行きは︑ほとんど息苦しいまで

この子をどこまでも助けようとする母の

聞多は︑そこまではって行った︒

に切迫してみる︒

十一﹇655
十二684

八十一歳の光榮ある長壽を終るまで︑功

十二721
一念に︑

十二738

三時が間に十六度まで職ひけるに︑

績は古同く︑信望はすこぶる厚かった︒

十二923図

一むらありけるに走り入り︑

十二925図郭はこれまでと︑湊川の北に︑民家の

箇所まで傷を負ひたり︒

十二926図甲を脱いでその身を見れば︑正成十一

滅さばやと存じ候︒

十二933図園七たびまで人間に生まれて︑朝敵を
だくりう

肩まで濁流につかって︑

天照大神の大前に︑御心ゆくまで御拝
手に取るやうに見える距離まで追ひつめ
だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑

泥まみれの長靴をはいた弟が︑せなかの
君が代は千代に八千代にさざれ石の
南西の岸へかけ︑遠くわが南洋の島々
まで︑太平洋の波は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二爾4圃

いはほとなりてこけのむすまで

十二槻7図圏

あたりまで泥をはねあげて︑

十二佃1

にあるからである︒

いふまでもなく︑太陽が月より非常に遠いところ

十一一欄10

て︑砲口をじっと向けると︑

十一一桝2

をあそばされた︒

十二柵6圃

かぼく
ば︑私は申すまでもなく︑一門家僕の者ども︑

十二備10國田家名のところ御憐懲あらせられ候は

日の出から日の入りまで︑同じやうな仕 十二脳10

陸稻の草取りから刈入れまでする︒

をかぼ

調子で鳴く奇妙な鳥の聲がする︒
十一晒11
十一一1510
事を︑くり返しくり返し績けてやる︒

前進した︒

十二234 敵を急追してフィリピン中里校附近まで

十二235すると︑今までしんと静まり返って︑死
んだやうになってみた校舎の中から︑
てるたのであった︒

十二276 また顔回は︑これほどまでその師を慕つ
十二325 朝起きるから夜寝るまで︑見ること︑聞
くこと︑︿略﹀︑いっさい禮に從ひ禮にかなへよと
いふのである︒

十二441 鳴きながら飛んで行く鶴の羽ばたきまで
が︑聞かれるやうな感じのする歌である︒
十一一475 ﹁萬葉﹂とは﹁萬世﹂の意で︑萬世まで
修行者は︑どこまでも眞劒であった︒

も傳へようとした古人の心を︑
十一一537

鏡のやうな海面をすべって行く船の跡が︑

いつまでたっても二本のしわを描いて︑

十一一躍9

もし火のやうに見える︒

十二窺11 星の光までが︑ぽつんとともった船のと

ルぐらみの南西季節風が︑時には十日も遍いて

十一一川12園 五月から八月までは︑風速二十メート

トルもあらう︒

十一一割4 下は海面すれすれまで︑上は五六千メー

十一一躍10 命令された哨戒線の果てまで來た︒

トンの推進器の音は︑

十二㎜5 それっきり︑今まで聞えてみたレキシン

十二珊1 くちをしさが︑足の先から頭のてっぺん

﹇馬刀貝﹈︵名︶1 まてがひ

まで突き抜けて走る︒
まてがい

的←おうぎのまと

若い人たちが︑︿略﹀︑的をめがけて弓を引

﹇的﹈︵名︶3

七101園 まてがひといふ貝ですよ︒
まと

六988

﹁ぼん︒﹂と︑的のまん中の星を︑射抜い

いてるるところへ︑道眞もやって來ました︒

て立ちました︒

六期6

26 まど 窓

δガラスまど・に

両がはからさし出た木の枝が︑まどに

︵名︶

六齪4 的をはつれる矢は︑一本もありませんでし
﹇窓﹈

た︒

じゅうまど

まど

四203

花子さんは︑その光を︑二かいの窓の

とどきさうでした︒

しゃうじにあててみました︒

四542

私は︑あわてて窓をあけました︒

六684 窓をあけて見ると︑西の方の空が︑まっか

五376

にそまってゐます︒
らうか
學校の窓も︑廊下も︑雪で明かるい︒

六899

まどいっぱい一まにまに

710

七撹7 二階の窓から見てみると︑大きなくもが一
匹︑︿略﹀私の目の前へぶらさがって來ました︒

八佃5 次の室には︑ガラスを張った︑大きな窓の
やうなものが︑順順に並んでみて︑そのガラス越
しに︑いろくの魚のみるのが見られました︒
八榴10 窓といふ窓が︑すっかり開かれるので︑部
屋の中のにごった空氣が出て行って︑

八榴10 窓といふ窓が︑すっかり開かれるので︑
八悩2 窓のそばに︑鳥かごがつるし出され︑

十二62図闘高殿の窓てふまどをあけさせてよも
や

椰子の葉越しに︑窓から月の光が美しく

し

の櫻のさかりをぞみる

十二桝5

窓いつばい

けれども︑家々の窓も障子も︑いっせい

さし込む夜であった︒

十二搦2
﹇窓一杯﹈︵名︶1

にあけはなされて︑

まどいっぱい
まとふ

︽ーヒ︾

日ざしが︑窓いっぱいに降りそそぐ︒

男女ともサロンをまとひ︑女は日本風の

﹇纏﹈︵五︶1

十一一価7
まと・う

い︒

九館10

︵名∀1

窓ガラス

一めん︑まつ

まどガラス一めん

窓ガラス越し

窓ごし

︽ーメ︾

めて集合する︒

安萬侶はこれを三巻の書物にまとめて︑

﹇正面﹈︵形状︶1 まとも
ちゅうざい

天皇に奉った︒

十一㎜9
まとも

ていどう

十276 秋の日をまともに受けた駐在所の庭で︑

一つまた一つ︑血走る眼に見つめつつ︑

﹇眼﹈︵名︶1 眼

一郎と貞童が遊んでみる︒
まなこ

﹇目差﹈︵名︶1 まなざし

かまより皿を取り出しみたるかれは︑

十4610図
まなざし

ういってみる︒

十618 訓示に答へるやうに︑全員のまなざしがか

ある︒

眞夏に櫻の滞開である︒

﹇学﹈︵四五︶2 學ぶ ︽ービ・！ン︾

義家は匡房を師として學びけり︒

まなぶた

父母の國よさらばと手を振ればまなぶ

﹇間合﹈︵五︶1 まにあふ ︽ーヒ︾

方では︑とてもまにあひません︒

ただよひのぼる︒

きり
いつくともなく霧わきて︑

風のまに

條網にさし入れてから︑火をつけるといったやり

六㎜7 今となっては︑破壌筒を持って行って︑鐵

まにあ・う

た熱しますら男の子も

九363図圃

まなぶた

﹇瞼﹈︵名︶1

へたり︑物事を學んだりして︑日本人となるので

十二粥5われわれは︑韓語によって話したり︑考

九5810図

まな・ぶ

十一913

えてもよささうなものである︒

月もなかばを越せば︑どこかに秋らしいものが見

九価2 眞夏の暑さはだれも心知をしてみるが︑八

瓦が落ちる︑窓ガラスが飛ぶ︑石垣がくまなつ ﹇真夏﹈︵名︶2 眞夏
︵名︶1

寒さのために︑まどガラス
︵名︶1

窓際

明けて行く朝︑窓ガラス越しに︑林が黒
窓ぎは

まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑いく
障子をもれて來る窓際の明かりで︑職人が︑
﹇窓越﹈︵名︶1

﹁︿略﹀︒﹂と︑にいさんが︑外から窓ごし
まとめる

まに谷間より

九715図魍

おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を まにまに ﹇随﹈︵副︶2 まにまに

n纏﹈︵下一︶3

﹁作業やめ︒﹂みんな道具をきちんとまと

まとめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒

六133

まと・める

にいったので︑私は︑急いで庭へ出ました︒

六鵬3

まどこし

＜略﹀黒馬のやうなものを︑︿略﹀つめてみる︒

かうやく

十佃2

つか並んでみるガラスの箱でした︒

八柵5

まどぎわ

﹇窓際﹈︵名︶2

十515圃

まどガラスごし

白にごほったのはきれいなものです︒

四482

まどガラスいちめん

つれる︒

七974

かはら

まどガラス

じゅばんを着てみる︒

九1210 窓の外のけしきは愛っても︑︿略﹀生ひ茂 十一魅3
つたみどりの森林は︑つきることがない︒
九545 すべての窓や出入口は開かれる︒

九矧6 窓を開くことができないので︑ぼくのこの
ことばも通じないらしい︒

九㎜5 窓がほのぼのと明かるくなった︒

十544 初冬の澄みきった日ざしが︑運動場を照ら
し︑窓を通して教室にさし込んでみた︒
十一783 はね起きて窓を開いた︒
十一柵10 友人がそっと立って窓の戸をあけると︑

十一桝1 窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊さ
んの顔もやっとわかるほどであった︒
十一脳11 山の騨に着くたびに︑かごを頭に載せた
女たちが︑窓のところへ物忌りにやって來る︒

十一節7 窓も厚く︑金網を張って壁の代りにして

セレベスのみなかでは︑窓を開けはなし︑

みるが︑これらはみんな風通しをよくするためで
ある︒

十一㎜1一

かやをつって︑︿略﹀寝につくのである︒

十一盟8 夜になると︑窓から山のいぶきが水のや
うに流れ込んで來る︒

の櫻のさかりをぞみる

十二62図閣高殿の窓てふまどをあけさせてよも
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免る

︽ール︾

夜明けまで潮のまにまに任せるのである︒

十一欄4 船は襲動機を止めたまま︑網もろともに︑
﹇ 免 ﹈ ︵ 下二︶1

十一加7

くわつえふ

眞豊の日光が︑まぶしいほど反射して來
まひる時

﹁おお︑まぶしい︒﹂といって︑手で
今まで左手を流れてみた川が︑右手を流れ

ま白な雲が浮いてみる︒

ぎんねず

まぶしく

強烈な日光に照らされた入道雲が︑まぶ
水色や︑赤や︑緑の薄いきれ地などがい
っぽいにかざられ︑それが強烈な南洋の光線に照

︸

眞書の日光が︑まぶしいほど反射して來

り映えて︑まぶしい色どりをただよはしてみる︒
る︒

崩れた雪は︑︿略﹀︑銀の糸のやうにまぶ

十ニー49
十二価9

﹇真冬﹈︵名︶1

重三

しく輝きながら︑ちょうちょうと流れて行く︒
まふゆ

︵助動︶2 まほし ︽マホシキ︾

朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあら

まま与わがまま

まほしきは心なりけり

おかあさんは︑赤ちゃんをおんぶしたま

開かないでそのまま落ちて來ました︒

﹇侭﹈︵名︶69

六266

いつまでも︑

そのままに

すべりながら

して

おいて

まがったり︑

そのまま海に沈んでしまひました︒

それも︑一日中︑そのまま眠りとほすので︑

﹁まあ︑利根が︒﹂といったまま︑つつぷ

そのままにしておけば︑みかんの木は︑

ま︑いつのまにか︑つめたくなってゐました︒

六248 田道間守は︑みささぎの前にひれふしたま

たちばなを︑みささぎの前に供へて︑

六235 枝についたままの︑美しい︑かをりの高い

た︒

六222 枝についたままで︑たくさん船に積みまし

して︑泣いてしまひました︒

五捌9

づけましたが︑

五幡3 みかたはそのままで︑一週間もがんばりつ

お姿が見えなくなってしまひました︒

五638 一聲おっしゃったまま︑少彦名神は︑もう

首がつかれないだらうかと思ひました︒

五346

五58 さか木を︑根のついたままほって︑

︿略﹀たりして︑思ふままにすべります︒

四523 のちには︑

四477

いただきたうございます︒

三柵1園

らっしゃいました︒

ま︑もうすっかりおぜんのしたくをしてい

三968

三85

まま

十二65図書

もたまほしきは心なりけり

十一一510三食さしのぼる朝日のごとくさわやかに

まほし

まばらな澗葉樹林を通して︑太陽がじ 九㎜12 翁飴のやうに寒い夜だ︒

りじりと照りつける︒

十一851
住民のまばらな︑廣大なセレベスの夜の
悪書

焼けつくやうな藁壷の暑さは︑緑色の涼

﹇真昼﹈︵名︶2

静けさは︑

十一鎚8

る︒

まひるどき

うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝

八伽2圏雨の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくや

﹇真昼時﹈︵名︶1

十ニー49

しい木かげでさへぎられ︑夜になると︑

十一惣7

まひる

十一602図園三方に火をかけ︑一方にて支へ候は

まぬが・る

︽ーレ︾

んに︑火を逃れん者は矢を登るべからず︑矢を恐
れん者は火を逃るべからず︒
免れる

無常は生ある者の免れない運命である︒

﹇免﹈ ︵ 下 一 ︶ 3

十一一491

まぬが・れる

絶を免れた︒

十二M9 朝敵の汚名はすすがれ︑徳川の家名は断
十二価3 江戸市民は︑兵火を免れた︒
まね ﹇真似﹈︵名︶2 マネ まね貼てまね

︽ーク︾

あすからうれしい夏やすみ︑
晴れた大空に︑

五943圃

て︑日の光をあびて︑まぶしいほど光りました︒

五517

顔をかくしました︒

四546囹

一一425 正男サンガ︑アンマリジャウズニ︑オイ まぶし・い ﹇眩﹈︵形︶9 まぶしい ︽ーイ・ーク︾
シャサマノマネヲスルノデ︑
そののちは︑童どもと職のまねして︑

招く

︽ーイ・ーカ・ーキ・

﹁これは朝敵の首 を 取 る な り ︒ ﹂ と い ひ ︑

十一一966︹図

﹇ 招 ﹈ ︵ 四 五︶4

まばゆい

まばら

かんとさえた冬空︑太陽が︑まぶしく仰

まぶしいほど晴れた天氣になった︒
がれる︒

十485圃

九η4

十河2図招かれて取って返し︑みぎはに打ちあが

﹇目映﹈ ︵ 形 ︶ 1

﹇疎﹈︵形状︶2

しいほど︑銀白色または銀鼠色にかがやく

十一764

んで︑

まばら

がやく祭場の東から南へかけた林の傾斜面は︑

九149 木の問からもれる初夏の光に︑まばゆくか

まばゆ・い

りと首をもちあげて︑船を招いてみる︒

十二洲7 行く手の空には︑眞白な入道雲がむつく

傳へた︒

十帽10 安國寺の僧恵瑳を招き︑秀吉方にその意を

ゑけい

らんとするところに︑熊谷︑波打際にてむずと組

の破れを︑選管︑てっからく略V張りみたり︒

九642図 時頼を招くことありけるに︑︿略﹀障子

⁝ク︾εさしまねく・まつりにまねく

まね・く

まねき ←おまねき・てまねき

まぬがる一まま

まま一まま
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弱ってしまひますから︑

七483 海賊どもは︑そのまま︑船をこいで錦って
行った︒

夏かへるのですが ︑

七863 卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の
七886 しばらくは︑そのままで︑じっと動かない
でるますが︑

もしません︒

七佃2 さうして︑そのまま︑じっとして動かうと

彌兵衛に面會したこともありました︒

止別1 足をもう一つの椅子の背にのせたままで︑

七㎜1 彌兵衛は︑ノイツの首に刀を突きつけたま
ま︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑

ままで︑長い間だんばんをつづけました︒

七伽8 それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあげた
八142 皇湾にさへ行けば︑バナナの木がどこにで
もあって︑黄色なのを︑そのまま取ってたべる
八147 梨畠や桃畠へはいって︑枝のままもぎ取つ
てたべたら︑︿略﹀きっとしかられるでせう︒

八681 鳩は︑取扱兵の手にだかれたまま︑つめた
くなってしまった︒

八981 大きな機械が︑思ふままに︑鐵のかたまり
を手玉に取ってみるのです︒

八9810 中から︑眞赤に焼かれた鐵の火柱が︑起重
機でつられたまま︑そろそろと外へ出て來ます︒
八備10 ﹁かれひ﹂は︑いつでもからだを横にした
まま︑くねって行きます︒

九337 子はそのまま泣き倒れてしまひました︒

九553 はだしのままの水兵員が︑後甲板にはせ集
つてずらりと整列する︒

元春を︑おのれそのままにして置けようか︒

九燭10 尼子重代の敵毛利を︑せあてその片われの

十89図御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑
この御苑は︑明治天皇御みつから︑︿略﹀

行幸ありし時の玉座︑今もそのままに訂せらる︒
十93図

昔の武藏野の面影︑そのまま今に残りて︑

むさしの

十95図

このままにしておいたら︑四百の命が︑村

御仰せありて︑自然のままに作らせたまひ︑

十218
もろとも一のみにやられてしまふ︒

まるで失神したやうに︑かれはそこに立つ

立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒

十2210

畠山︑﹁︿略﹀︒﹂といふまま︑大串をつか

中塗りの盆は︑内側ばかりが塗ってあって︑

んで岸の上へ投げあげたり︒

細心4図

十槻6

兵士は︑銃を持つたまま︑みんな水中へを

このまま自然に乾かすのですか︒

外側はまださび色のままである︒

十慨7園

十伽4

どり込んだ︒

心証の夕立の中で︑波打際に突つ伏したま
ま︑兵士は身動きもしない︒

十梱5

このまま︑じっとしてはみられないと思つ

靴下は︑横になったままで︑どうにかはき
ました︒

十柵9

た︒

花をつけようとした萎が︑そのまま枯れて︑

十備10
十㎜4

見えるかぎりの委畠は︑しらがになった︒

農夫たちは︑はうきを持つたり︑たいまつ
を持つたりしたまま︑うはのそらで︑天を見てゐ

十㎜5

このままにしておけば︑列車は︑ひっくり

るばかりである︒

十㎜11

﹁︿略﹀︒﹂といふままに︑三人張りの

悪者たちは︑そのままどこかへ姿をかくし

かへるばかりだ︒

十糀12

てしまった︒
十一194図

﹁︿略﹀︒﹂といふままに︑十三束三伏

弓に十三束三伏せの矢をつがへ︑
十一211図

どうしたのか︑その子が尼さんのそばへ

せ︑前よりもなほ引きしぼりて︑

船は嚢動機を止めたまま︑網もろともに︑

來て︑立つたまましくしく泣きだした︒

十︻393
十一柵4

できあがったものにも︑その時︑その

夜明けまで潮のまにまに任せるのである︒

人の氣持が︑そっくりそのまま現れる

十一佃6団

﹁あなたの名前は︒﹂とたつねても︑だ

まったまま笑ってみた︒

十一伽5

に書き表すことが︑︿略﹀大きな苦心であった︒

十一伽8 わが國の古語を︑漢字ばかりでそのまま

十一欄8 苦心はやがて報いられて︑阿禮の語ると

ころは︑ことばそのまま文字に書き表された︒

傳が︑古語のままに残ったことである︒

十一梱8 殊に大切なことは︑かうしてわが國の古

十一川7 西洋人の残して行った家は床が高く︑そ

夕方小川などは︑サロンのままマンデー

の下を立つたままでらくに通行することができる︒
十一魅12

支那人は︑︿略﹀︑ここへも支那の生活を

をするマライ人でいっぱいである︒

十一π2

そのまま持ち込んでみる︒

しふくわん

十一π3 そこに支那でやって來たのとそっくりそ

顔回なればこそ︑この最もむつかしい教

のままの生活と習慣とをくりひろげる︒

十二328

自分はわざと將軍のなぞも解かず︑そ

へを︑そのまま實行ずることができたのである︒

十二646園

正成すでに討死すと聞かば︑天下は

のまま退出したのである︒
たかうち

十二895図園

工兵隊は︑︿略﹀︑これもそのままトラッ

尊氏がままなるべし︒

十二櫛9
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まま一まもなく

敵船は︑左舷に傾いたまま静かに沈んで

クへ乗り込み︑前進する︒

行く︒

十一一捌10

球を太陽の中心に置くとしても︑

十二伽1 今︑かりにそのままそっくり移して︑地
十一一柵9 ぼくも︑長靴をはいたまま︑下手の淺瀬
にはいった︒

十二騰5 これなら︑漕望鏡を出したまま進んでも︑
敵から見られるはずはない︒

軍艦行進曲を聞きながら︑われわれは︑

間に︑正確に敵の針路と速力を観測した︒

十二㎜6 艦長は漕望鏡を出したまま突進し︑その
十一一脳4
だまったまま︑静かに端坐してみた︒

まま ︵接助︶1 まま

﹇真南﹈︵名︶1

島町

念に候まま︑きっと言忌致し候所存に候︒

十二備6圏田評家滅亡を見つつ長らへ居り候も残
まみなみ

十一㎜7 わが南洋のトラック島を出襲し︑眞南へ

まみれる

︽ーレ︾

くだって行くと︑一日半ぐらゐで赤道に達する︒
﹇塗﹈︵ 下 一 ︶ 4

まみれ 5どうまみれ
まみ・れる

八646 信書管は血にまみれ︑身には重い傷を負つ
て︑息もたえだえであった︒

十悩4 砂にまみれ︑血にまみれて突き進む皇軍將
士の前には︑︿略 ﹀ ︑ 何 も な か っ た ︒

十掛4 砂にまみれ︑血にまみれて突き進む

﹇豆﹈︵名︶12

豆

が異様に光ってみる︒

十二211 足も手も顔も︑ほこりにまみれ︑目だけ
まめ

すに入れ︑神だなにお供へになりました︒
思ひきって︑﹁︿略﹀︒﹂と聲をはりあげて︑

﹁きゃっ︑きゃっ︒﹂と大さわぎをして︑

豆をまきました︒

四963

四968

ぼくもおもしろくなって︑だんだん大

豆を拾ひました︒

四974
﹁︿略﹀︒﹂と

いひながら︑豆を庭へ向

きな聲を出しながら︑豆をまきました︒
四981

かって元氣よくまきますと︑

それから︑みんなで豆を年の敷だけた
よく見ると︑豆のさやのやうな物を舟にし

べました︒

四984
五573

豆のさやに︑虫が乗ってゐます︒

て︑それに何か乗ってゐました︒

五575園

豆が︑かさかさと音をたてる︒

小さな女の子が︑豆をまいてやりました︒

十289

貞童は︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑と

六柵2

十299

豆畠

とんぼはすいとそれて︑豆畠の方へ飛んで

﹇豆畑﹈︵名︶2

んぼを入れた︒

十279

まめばたけ

行ってしまった︒

十289二人は笑ひながら︑豆畠の方へ走って行く︒
豆まき

豆まき

豆まき⁝⁝⁝九十四

︹課名︺2

四37十九

まめまき

﹇豆蒔﹈︵名︶3

四946十九 豆まき
まめまき

四947今日は節分で︑豆まきの日です︒
四956だんだんうすぐらくな．ると︑あちらでも
こちらでも︑ 豆まきの聲が聞えます︒

犬きがこはしました︒

四131 昏惑は︑たくさんの米や︑褻や︑豆をつ 十﹇449囹
豆まきをするつて︑このお人形さんを
んで︑都の方へたびたび通ひました︒

四952 おかあさんは︑豆をたくさんいってま まもなく ﹇間無﹈︵副︶28 まもなく 間もなく

四255 まもなくホ町にはいって︑いうびんきょ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑おかあさんは︑まも

くの前で止りました︒
四589

なくなくなってしまひました︒

まもなく︑新しい軍服を着た一人の兵たいさ

四758 兵たいさんが︑︿略﹀けい禮をしました︒

んが︑私たちのところへ來ました︒

五295 そのとほりに用意しました︒するとまもな

く︑あの恐しい大蛇が出て望ました︒

した︒

はん

お正月が來るとまもなく︑︿略﹀︑利根は︑

五507 まもなく︑川の近くにある停車場に着きま
五川6

軍隊の軍犬班へ︑はいることになりました︒

五梱3国 利根は︑足をやられただけですから︑ま

しばらく︑目をつぶっていらっしゃい︒

もなく︑よくなることと思ひます︒

五鵬2園

はん

すると︑まもなく︑きれいな御殿へお着きになる
でせう︒

鐘が鳴りだしました︒

しよう

六682日がくれてまもなく︑けたたましく︑半

それから︑まもなく朝の御飯になるので︑

もうまもなく︑田植が始ります︒

少年は︑その時外へ出てみた父を呼びに行きまし

七242

た︒

七397

あ︑けたたましいどらの音がします︒まも

なく出航です︒

七5210

なく︑儲搬﹁今︑百二十四センチになりました︒﹂

七733 二人は︑巻尺を張って見つめてみる︒まも

大勢の燕が並んでみるのを見ると︑︿略﹀︒

まもなく︑去って行かなければならない日本に︑

八72

これを聞いた萬壽のおどろきと喜びは︑ど

なごりを惜しんでみるのかも知れません︒

八412

まもり一まゆ
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んなであったでせう︒それからまもなくのことで
す︒
八559 涙が出て來た︒まもなく︑静かに下へおり
時鐘番兵が︿略﹀﹁忌月起し五分前︒﹂と︑

て行って︑地に着 い た ︒

九535

や傳令員が起きて回る︒

當直面校に報告する︒︿略﹀︒間もなく︑甲板士官

九554 水兵員が︑︿略﹀ずらりと整列する︒まも
なく︑當直將校から威勢のよい號令がかかる︒

九567 笑ひ聲も起る︒まもなく︑食事のラッパが
あんざん

響く︒
れうやう

く見える︒まもなく︑弓庭の白塔が眺められた︒

魚鋤2 鞍山の製鋼所から︿略﹀︑ほのほが勇まし

が明けて朝日ののぼるころには︑

九章3 そのうちに東の地平線が白み︑まもなく夜

ほとんど停止したかと思はれた︒

十714 まもなくウェールズの速力は急に落ちて︑

十883 十一時十分前に︑ステッセル將軍が會見所
に着いた︒︿略﹀︒まもなく︑乃木將軍も︑数名の
幕僚とともに到着した︒

ばくれう

十協6 上陸開始後︑まもなく海岸一帯の敵陣から︑
雨のやうな猛射を浴びせて來る︒

十㎜7 また︿略﹀眠りだした︒まもなく︑楊少年
は︑また何かいはうとして口を動かしてみる︒

十一858 まもなく︑ぴりぴりとうれしい笛が鳴つ
た︒

十一㎜1 まもなく︑汽車はマゲランの町にはいり︑

市内電車のやうに町の中をどんぐ走る︒
十二川9園 いい星ですね︒まもなく月も出ませう︒
まもり ﹇守﹈︵名︶3 守り 護り
堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

十909園

あまり旅順の守りが堅いので︑あんなも

のを引っぱり出したのです︒
ぎぢやう

たかなわ

十一148御ひつぎの車は︑儀伎隊の護りもいか
﹇守続﹈

︵下一︶

2

守り績ける

めしく︑︿略﹀高輪の御殿へお進みになってみた︒

しんぱう

あれほど守り績けた辛抱強さには︑敬服

まもりつづ・ける
︽ーケ︾

十905園

まもります

まもる

守る

この國を

︽ース︾

その時︑ジャワの英雄ジポ・ヌガラが現

のほかありません︒

十一踊11
﹇守在﹈︵四︶1

れて︑五年間も守り蓬けた︒
まもりま・す

神生みたまひ︑
マモル

この國を神まもります︒

この國を

神しろしめし︑

九44図團

﹇守﹈︵四五︶24

オ甲山︑モンヲシメテ︑マモッテヰマシ

︽ーッ・ーラ・iリ・ール・ーレ︾5みまもる

七麗1

天皇陛下の

おことばを︑

心にきざん
わが陸軍のいのちの軍旗︒

しかし︑城を守ってみる隊もみるから︑す

ひとつ︑りつぽな宮殿を建て︑たくさん

守る隊も︑必死だ︒

地鎭祭といふのは︑新しく家が立つ土地の

自分の家を焼くのは︑近所の家々へ︑めい

いただくやうに︑お祭をするだいじな儀式だと︑

神様に申しあげて︑その家を︑いつまでも守って

七405

七273 少年は︑︿略﹀父と︑母と︑受持の先生に
いみん
まもられて︑︿略V醤院へ送られて行きました︒

の兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒

七147園

六946

ぐには取れない︒

六944

でみ國を守る︑

六773團

おまへのうちを守らせることにしよう︒

わくをかけることになる︒守られるだけは︑守ら

なければならないといふのが︑元帥の心であった︒

七皿1 守られるだけは︑守らなければ

本の國をしっかり守ってくれるのです︒

八餌4 いろくな大砲が︑どしどし作られて︑日

い

せ

とこしへに民やすかれといのるなるわ

を頼みに勝久は城を守った︒

白玉9 秀吉の援軍が今日來るかあす覧るか︑それ

十64図魍

神霞としづまりまして︑御みつから世を

しんれい

がよをまもれ伊勢のおほかみ

守り︑國をしづめ︑民草をもみそなはすらん︒

十68図

すべて上官の命令を守って︑自分の職務

に精を出すのが第一だ︒

十138園

つひに開城することになり︑

十895園私も︑十一箇月の間旅心を守りましたが︑

落ちてしまった今︑せめてこの城だけでも︑

十備4 主家を守るべき七城のうち︑益城がすでに

いで軍・艦に乗り組みて︑

われは護

日本を守ってくれる寳が︑この中に生き

顔回ほど︿略﹀︑師の教へを守り︑師の

まゆ

徳川の家は何とかして護らなければならない︒

﹇眉﹈︵名︶1 眉
まゆ
七632 義光は︑ふしんの眉をひそめた︒

まゆ

十二川6 嫁しては徳川の家を離れないのが女の道︑

教へを實行ずることに心掛けた者はなかった︒

十二252

てるるのだ︒

十ニー08

十一圏8 女たちは︑勤勉に働いて家を守ってみる︒

らん海の國︒

十一価5團

守る村のことで︑

十㎜9 愛路村といふのは︑交通路を愛し︑これを

心でございます︒﹂と誓った︒

四382囹その晩けらいたちをたくさんやって︑ 十桝10園私どもは︑一命をささげて國境を守る決

タ︒

一81一

護る

まも・る

八319図後は山けはしく︑前は海近くして︑守り
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﹇繭﹈︵名︶8

まゆ
人の鐵道從業員たちの先頭に立って︑

まる

﹇丸﹈︵名︶1

丸5うしわかまる・しなのま

る・バイカルまる︒ひのまる・めいじまる

まゆ

マライ人がたくさん住んでみる︒

マライ人も水浴がすきである︒

イ人・支那人・インド人たち

マライ人・支那人・インド人たちは︑勇ま
しい日本の兵隊さんを喜んで迎へました︒

九268

マライ半島

﹇丸﹈︵形︶23 マルイ まるい

同じく獅子の金物打つたる甲を着︑
まる・い

一694

マルイ︑マルイオ月サマデス︒

イ・ーク︾畢まんまるい

東田

マルイ︑マルイオ月サマデス︒

マルイ

ぽっかり浮

どれも︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾
六663

ここは川ばた︑やなぎの芽︑

おかあさんは︑目をまるくして︑﹁︿略﹀︒﹂

手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋

おい︑きみたち︑このまるい玉を︑みん

﹁パチン︒﹂と音がして︑まるい玉がはじ

いくつも

たいていは︑木の細い根をぢくにして︑ま

水の輪が︑

次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げな
八9710

まるで︑つきたての餅を︑手でまるくした

ければならないが︑これはなかなかむつかしい︒

八502

出ては消えるたび︑

七957團まるくひろがる

るい穴をほり︑その中にはいってゐます︒

七854

けました︒

七1110

なで持ちたまへ︒

七117園

のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒

七115

しっくが落ちるたび︑ ひろがる波のわがまるい︒

ぬれて︑

六桝7圃

をふって︑三下よく泳いでゐました︒

五213

かんだ白い雲︒

四433圃空にはまるいお月さま︑

イォ月サマ︒

二216圃園西ハタヤケ赤イクモ︑東ハマル

ォ月サマ︒

二205圃西ハタヤケ赤イクモ︑

一694

圓い ︽一

紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに︑

し

十一泌2

十一584図

︽ーッ・ーフ︾

︹地名︺一

わが輸送船團は︑マライ半島のコタバルを

マライはんとう

賦払2

マライを進む

マライを進む⁝⁝⁝百一

︹音名︺2

めざして進んで行った︒

十三

マライを進む

マライをすすむ

十二32

十三

マラッカ
マラッカ海峡

十二川5
九27図

マラッカかいきょう

まり5ゴム・まり・てまり

マラッカ海峡
﹇毬﹈︵名︶2

九27図
まり

げつけた︒

し

五348 私は︑早くまゆを作るところが見たいので︑

マライ人はいちばん進んでみて︑勢力も

十一欝10

夕方小川などは︑サロンのままマンデー
全員が︑マライ人より黒く日にやけて︑

歯だけが妙に白い︒

十二価3

をするマライ人でいっぱいである︒

十一欝12

十一泌9 この地に住みついた日本人の男女を見る
くべつ
と︑マライ人とほとんど医別がつかないほどで

子どもをだいて門口に立ってるるのを見ると︑

十一郷5

ある︒

十一加2

五354園 今︑三眠ですから︑もうあと一度眠った

迷ひ

マライ人の女たちが︑︿略﹀︑こんな姿で

五351園 いつごろまゆを作るでせう︒
ら︑まゆを作りますよ︒

五392囹 さあ︑もうちき︑まゆを作りますよ︒
五396園 さて︑どこにまゆを作らうかな︒
したが︑

五407 初めは︑うすい︑うすい紙のやうなまゆで

なりました︒

五408 かひごは︑まゆの中に︑かくれて見えなく

﹇迷﹈︵名︶1

五413囹 あら︑きれいなまゆができましたね︒
まよい

夢も迷ひもない︒
迷ふ

十二555 生死を超越してしまへば︑もう淺はかな マライじんしなじんインドじんたち ︵名︶ 一 マラ
﹇ 迷 ﹈ ︵ 四 五︶2

九906 夜︑道に迷った時など︑この星を見つけれ

まよ・う

ば︑すぐ方角を知ることができます︒

十一一949図製粉︑幼くとも︑父の子ならば︑これ
ほどの道理に迷ふべしや︒

マライ ︹地名︺3 マライ

九265 マライの英軍を急追し︑所在に撃破しなが
ら南下する皇軍が ︑

尾からするするとマライの海へのまれて行った︒

マライ語

︹地名︺一

十719 もう一度爆管するとともに︑不沈艦は︑艦 マラッカ ︹地名︺一 マラッカ

ほさう

十一一棚6 密林とゴム林が無限に績くマライに︑た
︵名︶一

だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒
マライご

語・インド語を使ひわけながら︑

まりのごとく二三十︑績け打ちにぞ投げつくる︒

十一221図

百人にても動かしがたき大石を︑︿略﹀

九348 少女は︑たくみに日本語・英語・マライ 七651 かの大男をひっつかんで︑まりのやうに投

九347 隊長以下何百の上兵と︑マライ人・インド

マライじん ︵名︶8 マライ人

まるきばし一まるで
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り︑長くしたりするのと同じやうに︑

八梱7 鐵の柱は︑今度は機械に掛けられて︑外側
をまるくけづられて行きます︒

八棚6 まるい鋼鐵の棒の先についてみる︑するど
い刃物が︑

八鵬6 しあげを終ると︑高射砲は︑まるい鐵の嘉
の上で︑砲身を空へ向け︑
まるい池があって︑

八麗1 この室の中央に︑直脛五メートルぐらみの︑

今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである︒

九501 まるいをけの中には︑いかが折り重なって︑

行った︒

丸太

マルタは︑とびあがりながら手を振った︒

﹇丸太﹈︵名︶4

九㎜4
まるた

そのかまには︑炭に焼く丸太がぎっしりと

おなかは︑まるでふうせん玉のやうにふ

まるで︑海にうかんだお城のやうで

十二本のかいは︑まるで一本のかいのやう
牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白

家の前も︑後も︑横も︑まるで夕立の降る
神戸の市街が︑まるで給のやうに美しく見
くわつそう

まるで︑空中滑走をしてみるやうだ︒

八8910

川と堀とは︑まるで網の目のやうに︑組み

合ってゐます︒

北から南からかけ渡された橋ばかりでも︑
くし
二十もあって︑まるで中之島を︑たくさんの串で

八912

さし通したやうになってゐます︒

空を仰ぐと︑たくさんの星が︑まるで寳石

おかあさん︑まるでおとぎ話のやうね︒

せまいところで修理をしてみると︑まる

まるで失神したやうに︑かれはそこに突つ

さうして︑心の底にあった不安は︑まるで

あめ
ありがたいおことばを聞いて︑まるで天

わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち

銀色に光ったたくさんの機械は︑まるで生

き物のやうに動いてみた︒

十766

着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒

十662

の岩戸があけたやうな氣がしますね︒

十577園

雲のやうに消え去ってしまった︒

十561

立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒

十229

で汗と油でぐっしょりになってしまひますよ︒

九章7園

九鵬6圃國

のやうに手足を動かした︒

九㎜9 それからは︑何も考へないで︑まるで機械

をちりばめたやうに美しくかがやいてゐます︒

九875

いそがしさである︒

九507 荷作り場では︑︿略﹀︑まるで戦場のやうな

るで矢のやうに進みます︒

八柵5 八本の足を︼つにそろへ︑胴を先頭に︑ま

とは︑まるでちがった感じです︒

近心9 進むかっかうは︑さかな屋の店先で見るの

るのです︒

が︑思ふままに︑鐵のかたまりを手玉に取ってゐ

り︑長くしたりするのと同じやうに︑大きな機械

あのかまから火氣を送って︑このかまの中 八979 まるで︑つきたての餅を︑手でまるくした

つめ込まれてみるのだ︒

九737
九7310
の丸太をむし焼きにする仕掛なのだ︒

起立がまの裏の山道には︑丸太を並べた木

馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ囲いてるる︒

九766

一本一本の丸太を︑あの炭焼がまへ入れて︑

今度こそは︑上できの炭に焼いてみよう

九777

す︒

うです︒

六427圏

白波を立てながら︑行ったり來たりして︑

だなあ︒

八818

えるではありませんか︒

七564

やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

七394

まるで戦場のやうです︒

六伽4

まるで︑大きなおぼんが浮いてみるやう

のたづなを引いて通るのは︑まるで給のやうださ

六157国

に︑きちんとそろひます︒

五911

とから︑ぞろぞろとつづいて行きました︒

五211

まるで︑ありの行列のやうに︑あとからあ

三329園

くれました︒

三312

十367 望遠鏡の疑い視野に︑月がくっきりと浮き まるで ︵副︶33 まるで
出して見える︒
げい

十珊3 まるく輪になったその中で︑猿がさまざま
な藝をする︒

十圏4 ふはふはとまるくなって︑風が吹いて來る
と︑ころころところがり出す︒

まるきばし ﹇丸木橋﹈︵名︶2 丸木橋

十一818 危ふげにかけ渡された一本の丸木橋の上
を︑静かに渡る︒

十一819 この丸木橋に立って︑︿略﹀高い山々の
針葉樹林を見あげる︒

まるきぶね ﹇丸木船﹈︵名︶1 丸木舟

十一矯6 住民たちが︑丸木舟でわれわれの船に近
づいて曾て︑

九㎜4 この子は新京へ母と蹄るところで︑マルタ

マルタ ︹人名︺5 マルタ
といふ名ださうだ︒
しょに聞きたいといふ︒

九㎜10 マルタはお書御飯をたべながら︑母といつ
﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂と︑マルタがいふ︒

九㎜一 マルタも︑おかあさんといつしょにおりて

九三6
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まるまる一まわる

十悩3 とげのある転寝網も︑屋根型の鐵條網も︑
まるで枯れ木のやうにもろかった︒

十一409園 いやもう︑あなたはまるで赤ちゃんで
すね︒

十一481 髪を結って︑晴れ着を着せられたねえさ
んは︑まるでよその人のやうに見えます︒
かった︒

十一924 お花畠は︑まるで満天の星のやうに美し

も︑始めてのものばかりで︑めづらしいやら短し

十一備6團 この一年間は︑何を見ても︑何をして
いやら︑まるで夢のやうに過して來ました︒
ここち

十二幽3 かういふところで︿略﹀なつかしい日本
ぢごく

語を聞くと︑まるで地獄で佛にあった心地がし︑
たいせ う

十二矧9 雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と
が︑あざやかに封照して︑まるで大きな七費僥の
置物でも見てみるやうだ︒

まるまる

十二鋤11 このスコールの足は︑まるでかけるやう
﹇丸々﹈︵副︶1

に右舷の海を渡って來る︒
まるまる

と肥えたまぐろ︑

﹇丸﹈︵名︶2

まるみ

九485 小型の漕水艦を思はせるやうな︑まるまる
まるみ

みを計ったり︑

八棚1 油をさしたり︑けづられて行く砲身のまる
八梱3 外側がきれいにけづられて︑砲身の長さと︑
まるみとが︑きちんとそろって來ると︑
まれ

﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を

﹇稀﹈︵形状︶1

十宙7

まれ

︽ーサ・ーシ︾■き

音で甘んだりする場合も︑まれにはあります︒
まはす

まわし εいいまわし・さるまわし
﹇回﹈︵五︶5

りまわす・なでまわす・のりまわす・ふりまわす・

まわ・す

みまわす

四529

滞洲人の子どもは︑木でこしらへたこ

七246

﹁ゴー︒﹂と恐しい音がして︑地面も︑ま

まはりの草を取ったり︑肥料をやったり︑

はりの家も︑ぐらぐらと動きました︒

そのほか︑いろくせわをしてやるのです︒

八162

の山ができて︑いろくの話が出る︒

九566 火なは一本のたばこぼんのまはりには︑人

が悪かったのだ︒

九758 堅くて︑うまく焼けてみない︒火のまはり

三雲6 一人の患者が︑︿略﹀急に悪くなって︑

家のまはりのゴム林には︑名も知れない

︿略V︑目のまはりに黒いかげができて︑

鳥が來て鳴き始める︒

十一惣10

﹇回﹈︵四五︶30 まはる 廻る ︽ーッ・一

けれども︑空で二三べんまはって︑落

こまは勢よくぐんぐんまはります︒

沖の旗をまはって︑四さうのカッターは︑

そっと近づくと︑くるりと葉のうらへま

六287

酒もりが弄ると︑この少女も座敷へ出て︑

目がまはるほどいそがしいのです︒

は︑目がまはるほどいそがしかったのですが︑

七263 何百人といふけが人が運ばれて︑先生たち

酒をついでまはりました︒

七157

はりました︒

六213 田道墨守は︑あの國この島と︑たつねてま

はって︑足の先だけ見せてゐます︒

六113

だんだん︑こちらへ近づいて來ました︒

五922

うとう眠ってしまひました︒

五298 そのうちに︑よひがまはって︑大蛇は︑と

ちてしまひました︒

四905団

四532

る・ふきまわる・みまわる

けまわる・とびまわる・はしりまわる・はねまわ

ラ・ーリ・ール︾Oあそびまわる・およぎまわる・か

まわ・る

ほっぺたをつめたい風に赤くしながら︑

まを︑氷の上でまはして遊びます︒

左手で︑盆をくるくまはしながら︑︿略﹀

む中になってまはします︒

四533
十佃9

この時計仕掛が嚢明されない前はく略﹀

一つ一つのすき間へ︑こくそをつめて行く︒
十全5園

心棒を手でまはさなければならなかったのです︒
ぶんた
恩金の井上聞多が︑反封黛を向かふにま

十二658

眞綿

あちらこちらに︑眞綿を引き延したやうな

﹇真綿﹈︵名︶3

はして︑幕府に封ずる武備を主張した︒
まわた

七皿10

雲が︑金色に︑くれなみに︑色づき始めます︒

八伽8豊水のやうに澄んだ空を︑雲が︑混綿を散

マハリ

オハカノマハリノ草ヲトッタリ︑オハ

まはりδとおまわ

または野営を薄く引き延したやうな白い

らしたやうに飛んでゐます︒

十一706

﹇回﹈︵名︶12

雲の出るのを︑巻雲といひます︒

まわり

一465

り・ひまわり

カノ石ヲ水デアラッタリシマシタ︒

ぼくはうれしくて︑にいさんのまはりを
家のまはりを︑︿略﹀とのさまのけらい

とび歩きました︒

四154
四386

たちが︑いくへにもとりかこみました︒

細い糸を︑さかんに口から出して︑自分の
﹁何だ︑何だ︒﹂といひながら︑まはり

からだのまはりを包んで行きました︒

五399
六863團

に︑大勢集って來ました︒

ほったあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑
少しつつくつれて行くので︑

七83

まんいち一まんじゅ
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八302図 夜に入りて︑義仲︑ひそかにみかたの兵

七497圃車だ︑車輪だ︒ぐるぐまはるよ︒
を敵の後にまはらせ︑

八587 私たちは︑いそがしくて目がまはるやうで
す︒

らひらとまはりて︑さっと海中に落ち入りたり︒

そこから針路を北西に取って︑スマトラ

は︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

十二㎜4
島の北端を廻ると︑いよいよインド洋だ︒

南西の風に向かって︑かすかに針路を攣

へたころから︑左舷にまはった入道雲の頭が︑

十一一㎜4

右へ左へ廻りながら軍機で豫定線上を行
十一

萬一射そんずるならば︑弓切り折りて自

﹇万一﹈︵副︶1

害せんとて︑

八728図

まんいち

かなければならないだけに︑

十一一η3

八7310図扇は︑︿略﹀舞ひあがり︑二度三度︑ひ 十二卸12 更に愛訳して南へ廻る︒

八期7するどい刃物が︑ぐるぐまはりながらや
つて來る砲身の中へ︿略﹀くひ入って行きます︒

八尋9囹 外側をまはってみるものも︑内側をまは
つてみるものも︑

十一914

眞夏に櫻の満開である︒

八章10園 内側をまはってみるものも︑そろって同 まんかい ﹇満開﹈︵名︶1 満開
時に進んでみるだらう︒

一面マングローブの林のやうに見える岸
﹇満月﹈︵名︶3

満月

ねらひ違はず︑誘導が満月のごとく引きし

しか

引きしぼり︑しばし堅めてちょうと放つ︒
さるさは

満月はやく猿澤の

みかさ

池の水の

み

鹿の鳴く音にさそはれて︑

山をはなれけん︑

十二383働凶圏
も
面に浮かびたり︒

マンゴー

形は︑まくはうりのやうで︑味は︑熟し

︵名︶一

九236国

おとうさんたちは︑息むらさき色のマン

︵名︶2

る︒

十一㎜9

果物の女王と呼ばれるマンゴスチンがあ

ゴスチンを︑眞二つに割ってたべる︒

マンゴスチン

マンゴスチン

柿そっくりのマンゴーがある︒

十一㎜12

マンゴー

三笠の

満載δこうせきまんさ

﹇満載﹈ ︵サ変︶ 1

満載する ︽一

一萬尾に近い漁獲に船は満載である︒

まんさい ﹇満載﹈︵名︶1
い

十一棚7

シ︾

まんさい・する

二二

武装した兵士を満載したトラックが︑ダ

与ほうねんまんさく

バオ市内に突入して︑

十二205
まんさく

困ってみるところへ︑御殿に仕へてるる萬

﹇万寿﹈︹人名︺18

頼朝は一目見た上でと︑計器を呼び出しま

萬壽は︑當年やうやく十三︑舞姫の中では

八372

人の仕事まで引き受けるやうにしたので︑

萬壽は詣る駆る︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

人の仕事まで引き受けるやうにしたので︑

さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者は

ある日のこと︑萬壽が御殿のうらへ出て︑

これを聞いた萬壽のおどろきと喜びは︑ど

萬壽は︑その夜ひそかに︑うばをつれて︑

萬壽がかけ寄って︑らうのとびらに手を掛
けますと︑

八422

石のらうをたつねました︒

八416

んなであったでせう︒

八4010

何の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑

八403

ないかと︑氣をつけてゐましたが︑

八399

萬壽︑品濃と︑人々にかはいがられました︒

八397

萬壽︑萬壽と︑人々にかはいがられました︒

八397

﹁︿略V︒﹂といひました︒

八365 明くる日︑頼朝は即戦を呼び出して︑

いちばん年若でした︒

八356

したが︑

八354

壽がよからうと︑申し出た者がありました︒

八353

まんじゅ

十一195図弓に︿略﹀矢をつがへ︑満月のごとく

ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

九皿7

まんげつ

べから︑︿略﹀湾内へはいると︑

十一川9

九927 星が動くといふのも︑實は︿略﹀地球がま マングローブ ︵名︶一 マングローブ
はるから︑さう見えるだけのことですが︑

九981園島の端をまはってしまへば︑あとはらく
だ︒

教経︑﹁︿略V︒﹂とて︑敵の船を飛んでま

なかった島の裏側の海岸が︑見えて來た︒

九棚3 がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え
十川4図
はる︒

病室の中をまはりました︒

十悩3 少し子分が悪いので︑水で顔を洗ってから︑

十二672 うつ向けになった際︑刀がせなかへまは
つてみたのである︒
りとまはりながら︑砲撃を更けた︒

十二捌6 なほもわが潜水艦は︑敵船の周園をぐる
十二㎜1 月は︑地球を中心として︑ぐるみ＼廻つ
てるる︒

十二糊3 地球を太陽の中心に置くとしても︑月は
太陽の内部を廻るだけである︒

十二柵4 地球と月との距離が︑今の約二倍なくて
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八426
﹁︿略﹀︒﹂

かう

し

萬壽は︑格子の間から手を入れて︑

八427園木曾の萬壽でございます︒
八428園 なに︑萬壽︒
八428園 木曾の萬壽か︒
らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒

八431 萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の
八438 頼朝は︑唐糸を許した上に︑萬壽には︑た
くさんのはうびを與へました︒

満洲←

きたまんしゅう・そうしゅんのまんしゅう・みなみ

まんしゅう ﹇満州﹈︹地名︺16 マンシウ
まんしゅう
ニー74圃 マンシウニモトドキマス︒

ヲオクッテイタダキマシタ︒

もっともっと北をめざして︑飛んで行きます︒

畠に︑大豆や︑かうりやんなどの種をまく
﹁あじあ﹂は︑︿略﹀︑満洲の大平野をまつ

ころは︑もう満洲の春が深くなってゐます︒

八僻8
九㎜6
しぐらに突進す︒

やがて黒龍江は︑︿略﹀︑わが子のやう

に満洲をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒

十一67圃

﹇饅頭﹈︵名︶1

﹇饅頭屋﹈︵名︶1

︹課名︺2

﹇満州国旗﹈︵名︶1
﹇満州人﹈︵名︶1

満洲國旗
満洲人

萬壽姫

萬書手

その五番めの舞を舞ったのが︑あの萬黒姫

﹇万寿姫﹈︹人名︺2

萬十重

まんぢゆう屋

萬壽姫

まんじゆのひめ

まんぢゆう屋がさうだ︒

まんじゅうや
十㎜8

萬壽姫⁝⁝⁝三十四

八

まんじゆのひめ

八

まんじゅのひめ

八29

八348
八364

まんじゅのひめ

まんじゆのひめ

それが萬壽姫で︑木曾に住んでゐましたが︑

であったのです︒

八389

まんじり

さうして︑その夜はまんじりともせず机

︵副︶1

に向かって︑かの曲を譜に書きあげた︒

十一掘1

まんじり

磁器5 私は國語の﹁萬壽姫﹂を讃んだ︒

まんじゆのひめ

まんぢゆう3どまん まんじゅのひめ ︹題名︺1 萬壽姫

十二佃2國 あけて二月十六日︑寒風はだへをさす
しんぺう
満洲のあした︑皇帝陛下は︑建中神廟に御参進︑
じゅう

その時︑うどん粉をふかした大きなまんぢ

まんじゅう
玉川6

ゆうをたべる︒

まんしゅうじん

満洲ひばり

砂洲人の子どもは︑木でこしらへたこ
満洲の冬

まを︑氷の上でまはして遊びます︒

四528

︹課名︺2

﹇満州雲雀﹈︵名︶2
鳥は満洲ひばりです︒

まんしゅうひばり
八価6

廣い空を見︑澄んだ空曹を吸って︑満洲ひ
ばりは︑さもうれしさうにさへづります︒

八面7

せう︒

ここで︑満人の子どもや︑ロシヤの子ど

そばで遊んでみた満人の子どもにたつね

満人は︑その聲に聞きとれて︑︿略﹀︑腰掛

満人たち

満人の赤帽がいそがしさうに荷物を運んで

かうさく

﹇満人達﹈︵名︶1

毒断3 そばで︑満人たちが耕作の手を休めて︑こ

まんじんたち

みる︒

九獅12

けたりして︑いつまでも聞いてゐます︒

八鵬8

を鳴かせ始めます︒

八価4 満人が︑外に鳥かごを持ち出して來て︑鳥

ますと︑

八235團

もたちが︑よく遊んでゐます︒

八2010国

まんじん

﹇満人﹈︵名︶5 滞人

十柵7 満身の力をこめて︑出したことばでありま

げつけようとした︒

九伽7 やがて狼介は満身の力をこめて︑鹿介を投

満洲國には︑いろくな民族が集ってゐまんしん ﹇満身﹈︵名︶2 満身
て︑みんな樂しく働いてゐます︒

八228團

ニー82 勇サンバ︑マンシウノヲヂサンカラ︑本 まんしゅうこく ﹇満州国﹈︹地名︺1 満洲國

ニー85 マンシウノ子ドモタチノヨム本デシタ︒

この夜︑満洲國皇帝陛下は︑大本螢の

満洲國皇帝陛下

まんしゅうこっき

歴史的な登表を聞し召し︑やをら御起立︑

十二備3圃

︵名︶1

ニー91 一バンハジメニ︑マンシウノ空ノウツ まんしゅうこくこうていへいか ﹇満州国皇帝陛下﹈
クシイコトガ︑カイテアリマシタ︒
イッテ見タクナリマシタ︒

二208 ヒロビロトシタマンシウへ︑勇サンハ
四442 これは満洲の話です︒
いくら寒くても︑︿略﹀スケートをします︒

四511 満洲に住んでみる日本の子どもたちは︑ 九川2 農家に︑満洲國旗がひらめいてみる︒

も︑満洲へも︑旅だつのだと思ふと︑

六289 みかんが︑日本中はもちろん︑遠い支那へ

七5510 大きいのは︑満洲や︑支那や︑南洋などへ まんしゅうのふゆ

あったわけです︒

行く船です︒
四211 十 滞洲の冬⁝⁝⁝四十八
八203国滞留は︑前から︑日本と深いつながりが 四481 十 満洲の冬

げんかい

八個2 三月の聲を聞くと︑満洲でも︑春らしい日
光がさして來ます ︒

八欄2 日本から來て︑玄歪なだを越え︑満洲から︑

まんぞく一まんようしゅう
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ちらを眺めてみる︒

まんぞく n満足﹈︵名︶2 満足

十一価6 兵隊さんは︑俳句を讃んでもらった満足
を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒

十ニー41 疲れた心髄ではあるが︑働きぬいた満足
で心は輕やかである︒

﹇満足﹈

︵下一︶

1

満足させる

十934園祖國のために働くことができて︑私も満

まんぞく ﹇満足﹈︵形状︶1 満足5ごまんぞく
足ですが︑

︽ーセ︾

まんぞくさ・せる

たことか︒
﹇ 満 足﹈

︵サ変︶

3

満足する ︽一

十二311 このことばが︑孔子をどんなに満足させ

シ・ーセ︾

まんぞく・する

十797 しかも︑かれはこれに満足せず︑すぐ動力
機械の製造にとりかかった︒

る︒

十938園 それどころか︑かへって満足してゐられ
﹁クサキハアヲイ﹂といふのを︿略﹀

﹁草木青﹂と書いて満足しなければなるまい︒

十一欄3

十一泌1一

マライ人も水浴がすきである︒かれらは︑

マンデー ︵名︶2 マンデー
これをマンデーと呼んでみる︒

十一窟12 夕方小川などは︑サロンのままマンデー
﹇満天﹈︵名︶1

滞天

をするマライ人でいっぱいである︒
まんてん

マン中

まん中

壷中

十︻925 お花畠は︑まるで満天の星のやうに美し
かった︒

﹇真中﹈︵名︶15

道のまん中で︑にはとりがたくさんゑ
一郎さんは︑まん中にポストをおいて︑

さをひろってゐましたので︑

四248
四669
﹁ぼん︒﹂と︑的のまん中の星を︑射抜い

そのそばにすわりました︒
六梱6

これも︑みごとに︑ちゃうど第一の矢とす

て立ちました︒

瓦窯2

まん中の鉢に︑美しいチューリップの花が

れすれに並んで︑まん中を射抜きました︒

六鵬7

子どもが︑船のまん中にゐます︒

一つ︑にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒
六榔8

一郎さんが︑お座敷の眞中に立って︑

あの扇の眞中を︑射させたまへ︒

時計仕掛で静かに回轄させながら︑漆が

まん幕

しめなは・まん幕を張りめぐらした祭場は︑

菊の御紋のついたまん幕が︑風にゆれてゐ

﹇慢幕﹈︵名︶2

まんべんなく行き渡るやうにして乾かします︒
まんまく

六輝5

ました︒

これならといふ一審の織機

まんまと

佐吉は︑︿略﹀

︵副︶2

檜のあら木造りで︑

九147

十778

まんまと

や︑おのれ︑買物にはまんまとだまさ

を作りあげたが︑これもまんまと失敗であった︒

れて︑申しわけに︑はやしものをするとは︒

十二871園

﹇満満﹈︵形状︶1 満満

ふなばた

月は十五

二さうの舟は︑静かに近づいて︑満満とた

萬葉

萬葉集

﹇万葉集﹈︵名︶6

萬葉集

萬葉集

萬葉集⁝⁝⁝三十九

︹町名︺2

﹁萬葉﹂とは﹁萬世﹂の意で︑

﹇万葉﹈︵名︶1

まんようしゅう

十二406

十二454

ほとんどあらゆる身分の人々の作︑約四

ろ

やまべのあかひと

萬葉集の歌には︑かうした黎民的感激に

かきのもとのひとま

有名な歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人

萬葉集には︿略﹀︑後世の歌集に比べて

の作も︑また萬葉集によって傳へられてるる︒

十二424

滞ちあふれたものが多い︒

十二422

千五百首を二十巻に牧めたのが︑萬葉集である︒

十二409

葉集に多く見えてみる︒

かういふ兵士やその家族たちの歌が︑萬

十二舘5 六

十二27 六

まんようしゅう

十二475

まんよう

たへた水の上に︑舷を並べた︒

十割9

まんまん

夜まんまるい︒

四旧2圃園白い衣のそろひでまふと︑

橋は︑まん中からもえ切れて︑谷底へどう まんまる・い ﹇真丸﹈︵形︶1 まんまるい ︽ーイ︾

と落ちた︒

七612

八二9

八734図圓

みけん
彌五郎がかぶとの眞向砕きて︑眉間の

﹁︿略﹀︒﹂といって︑綴り方を讃んだ︒

十一213図

それも一矢にて︑眞中を射通し候は

眞中をぐざと射込みたりければ︑

十一604図國
ん︒

西の方だけが直属に暮れ残り︑その眞中

止ったところは商店街の心中である︒
らうか
廣い竹張りの廊下が部落の眞中を走り︑

十一㎜2

十二筋2

十一泌3

にくっきりと︑レキシントンが大きなからだを浮
里中邊

地平線からしだいに見あげて︑頭の玉上ま

﹇真中辺﹈︵名︶2

かし出してみるではないか︒

九887

まんなかへん

北の北海道でしたら︑ほぼ眞中葉ですが︑

で行く途中︑西中邊より少し低いところに︑

九8810

︿略﹀でしたら︑ずっと低くなります︒

鋤彫3囹

二781国 マン中二︑オヂイサントオバアサンガ まんべんなく ﹇万遍無﹈︵副︶1 まんべんなく

まんなか

ォカケニナリ︑
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まんろくねん一み

長歌の多いのが︑一つの特色となってみる︒

十二473 萬葉集の歌は︑まことに雄大であり明朗
である︒

七898 満六年といふ長い地下生活にくらべて︑な

まんろくねん ﹇満六年﹈︵名︶1 満六年
んといふ短い地上の命でせう︒

﹇見﹈

畢おはなみ・かえりみ・かえりみす・かた

つてみた奉仕端たちは︑

つくすまで︒

九244図圏 ただ身にもてる眞心を︑

とはなし︒

九677図圓 この年ごろ身貧しく︑苦しさのみ多か
りしに︑その黄金ありとも知らせたまはず︒

九955 思ひきって︑からだをずぶりと水の中へつ
けると︑つめたさが身にしみわたる︒

九欄5 鹿介は︑身をやつして京都へのぼった︒

九描2 鹿介は主君に志を告げ︑許しをこうてわざ

みもん

鹿介は︑それがく略﹀河村新左衛門である

かはむらしんざ

と捕らはれの身となった︒

九夏2

大鳥居を過ぎ︑神悪世にせまるをおぼえ

と知るや︑身をかはして︿略﹀川へとび込んだ︒

十51図

貧しさは︑ひしひしと身にせまって減る︒

つつ︑静かに歩みを移せば︑参道はまた右折す︒
十7710

ぬれねずみの姿で海岸へはひあがった兵士

十固5園

この際︑秀吉にくみして身を立てようと

かぎりある身の以ためさん︒

の身を︑かくす物は何一つない︒

二士3

十桝6園

身を清め︑姿を正した宗治は︑︿略﹀︑秀吉

思ふ者があったら︑すぐに行くがよい︒

十棚3

ゑじき

一言半句の教へのために︑この身を捨

の餌食にならうといふのである︒

十一一571園

甲を脱いでその身を見れば︑正成十一

政治を行ふ身ほどつらいものはござい

てるわれを見よ︒

十二621囹
ませぬ︒

箇所まで傷を負ひたり︒

十二926図

もしまた病にかかり︑早世仕ること

十一一965図正行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心

にしみて忘れず︒

も候はば︑君の御ためには不忠の身となり︑

十一﹇987図國

十二鵬5 身は寛永寺の一院に閉ちこもって︑ひた

すらに謹賀の意を表した︒

二263青葱

早クミガナレ︑柿ノタネ︒

わたしがこんなに病氣で︑いっとも知 み ﹇実﹈︵名︶16 ミ 實

の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒

十一411園

梅の實が︑黄色くなりました︒

弓矢取る身のはかりごと︑︿略Vな 二264圏圓早クミガナレ︑柿ノタネ︒

れない身になってみるのに︑

十一648図圓

三571

難行苦行に︑身も心も疲れきった一人の

かういひながら︑かれはその身に着けて
そのてっぺんから身を投じて︑今や羅刹

海の方から︑そよそよと風が吹いて謬ると︑

かうして育てたみかんの實は︑︿略﹀︑ぼつ

十438図柿の梢は︿略﹀すずなりの赤き實︑夕日

て︑上品なあまさが口に残る︒

九237国白い實を舌の上にのせると︑すっととけ

掛けてやるのです︒

八163 實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで

な實の出て古るバナナは︑

八133 あの黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔か

ぼつ︑黄色みをおびて來ます︒

六268

この實は︑日に日に大きくなります︒

六264

い實が生ります︒

六262 その花が散ったあとには︑かはいらしい青

實などを︑戸口に並べてみる店があります︒

せまい通には︑︿略﹀︑にんにくや︑はすの

ど︑父と兄と約束して︑敵御方に別れおは．すらん

四悩5
﹁︿略﹀︒﹂船長の聲に︑防水具に身を固

か︒

十一㎜9

ベートーベンの黒眼は異様にかがやいて︑

めた若者たちが︑船室から出て來る︒

十一柵2

その身には︑︿略﹀何者かが乗り移ったやう︒

いやしい身ながら︑大君の御楯となって
出登するのである︒

十二403

十一一567

みる鹿の皮を取って︑それを地上に敷いた︒

しか

十二5310

十二539園何でこの身が惜しからう︒

修行者が︑ふとこのことばに耳を傾けた︒

十二483

てもかまはない︒

九666図園世の中に︑身貧しきほどくちをしきこ 十二4110 大君のお側で死なう︑この身はどうなつ

君と親とに

九拓5 身も心も清めに清めて︑ひたすら今日を待

て︑息もたえだえであった︒

八647 信書管は血にまみれ︑身には重い傷を負つ

ほねみ

み ﹇身﹈︵名︶31 身5おんみ・かたみ・はだみ・

み・くにみ・つきみ・ゆきみ

み

のしみ・ふかみ・まるみ

み・おもしろみ・おもみ︒かなしみ・きいろみ・た

み 呂あおみがかる・あかみ・あつみ・あまみ・いた

み

みあぐ一みうらみ
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さんごじゅ

を浴びて︑さながら珊瑚珠のかがやくに似たり︒
ンコの實もある︒

十一㎜7 世界でいちばん大きな果物といはれるノ
十﹁㎜4 南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら
みの大きさの實の生ってみる木が︑

十一η12 パンの實︑バナナ・タロいもなどを常食
としてみる︒

十﹁㎜2 子どもが︑椰子の梢にのぼって實を取つ
てるることがある ︒

﹇ 見 上 ﹈ ︵ 下二︶3

見あぐ

小枝小枝

︽ーグレ・ーゲ︾

十一㎜3 椰子の實からコブラを取るためである︒
みあ・ぐ

八454図魍 見あぐれば 高きこずゑ︑
はかすかにふるふ︑

九699図圏 よくもかかる名馬を求めたるぞ︒見あ
げたる志︒﹂と︑しばし感じてやまざりけり︒

八659

小さな傳令使は︑胸をふるはせながら︑か

見あげるばかり高く切り立つた山だ︒

﹁みるぞ︒﹂と思ひながら︑私は︑そっと
︽ーセ︾

見合はせる

御軍人

︽一

御軍5すめ

十一一69図圏

ひをけ

みいくさびと

﹇御軍人達﹈︵名︶3

御軍人た

みいくさびと

大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人

は霜やふむらむ

御軍人たち

お供をしてみた大勢の御軍人たちも︑ね

御稜威

ツ

御軍人たちは︑目をさましました︒

みいつ

こヘ イ

キセキ

﹇御稜威﹈︵名︶2

ツ

前記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑

イ

一二天皇陛下ノ御稜威ノ致ス右四シテ︑
ぐし

十二67図圏廣前に玉串とりてうねび山たかきみ

をりから南へ飛行中だつた燕は︑︿略﹀︑も

﹇身動﹈︵名︶2 身動き

いつをあふぐ今日かな
みうごき

弾丸の夕立の中で︑波打際に二つ伏したま

う︑身動きもできなくなってしまったのです︒

八102

十梱5

御歌むおおみうた

ま︑兵士は身動きもしない︒

つつしみて︑御在世中の大御歌・御歌を

﹇御歌﹈︵名︶1

しのびまつれば︑

十63図

自分の身内の者のこともまた謙遜してい

﹇身内﹈︵名︶2 身内

十一289

みうち

ただ自分の身内でない目上の人のことと

ふのである︒

十一301

なると︑︿略﹀敬っていはなければならない︒

みうら

みうらみ

ためつぐ

ためつぐ

三浦の平太郎爲次といふつはもの︑景正

﹇御恨﹈︵名︶1 みうらみ

が顔をふまへて矢を抜かんとす︒

九628図

名︺1 三浦の平太郎雄蕊

みうら

みいくさに︑ みうらのへいたろうためつぐ ﹇三浦平太郎為次﹈︹人

すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ
﹇御軍人﹈︵名︶1

ミ

十一571図圓

みいつ

六83

ました︒

六52 御軍人たちもみんな︑ぐうぐうねてしまひ

むくなりました︒

六48

ち

地平線からしだいに見あげて︑頭の眞上ま みいくさびとたち

はいい目で空を見あげてみた︒

九886
で行く途中︑

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑見あげた尼さ

んの顔は︑この子とどこか似たところがある︒

十一396

この丸木橋に立って︑︿略﹀高い山々の

つい向かふに︑ぐっと見あげるほどそぴ

針葉樹林を見あげる︒

十一8110

十一847

つひに︑霧の中に近く山小屋を見あげる

ありあけ
え立ってるるのが︑有明山である︒

十﹇928
十ニー47

かういひながら︑船長はうっとりと空を

ところへ來た︒

十二η10
見あげた︒

三704

見合はす

1

天皇陛下の

みいくさ

海賊どもは︑顔を見合はせて︑﹁︿略﹀︒﹂と

︵下一︶

皆々︑顔を見合はせ︑ただあきれるたる みうた

﹇見合﹈︵下二︶1

こゑのする方へ︑二足三足進みました︒

に︑

みあわ・せる

七468

セ︾

いった︒

軍旗︑軍旗︑

﹇御軍﹈︵名︶2

みいくさびと

れ御軍の一人となりぬ

九361図圏

いつでも勝っててがらをたてる︑

六784圏

らみいくさ

みいくさ

﹇見合﹈

八3310図

︽ーゲ・一 みあわ・す

に日月を金銀にて打って着けたるが︑天日にかが

十一178図無の中をきっと見あぐれば︑錦の御旗 みあし ﹇三足﹈︵名︶1 三足

見あげる

あちらの村でもこちらの村でも︑かう

﹇見上﹈ ︵ 下 一 ︶ 1 5

やき渡り︑

みあ・げる
ゲル︾

四82
いって︑この大木を見あげました︒
見あげます︒

ほをり

四捌7 天人は︑悲しさうな顔をして︑じっと空を
五悩5 ほをりの命は木を見あげながら︑
の命﹁ははあ︑この木のことだな︒

じぎをする︒

五価2 木の上を見あげて︑女は︑うやうやしくお
七659 三人とも︑旗竿の先を見あげてみる︒
七673 花子さんも︑旗竿の先を見あげる︒
て︑國旗掲揚垂の先を見あげる︒

七742 あれが十ニメートルの高さかな︒﹂といつ
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みえがくれする一みえる

十二765図書 鎌倉宮にまうでては︑
王のみうらみに︑悲憤の涙わきぬべし︒

こ

︽ースル︾
や し

み
つきせぬ親

みえがくれ・する ﹇見隠﹈︵サ変︶1 見えがくれす
る

見えだす

︽ーシ︾

十柵10 椰子の木かげに見えがくれする灰色のトー
﹇見出﹈ ︵ 五 ︶ 2

チカが築かれてみ て ︑
みえだ・す

六期2 すると︑今まで︑やさしさうに見えた道導
ゆうがくじゃう

ばうせうざん

が︑︿略﹀︑強さ う に 見 え だ し ま し た ︒

﹇見﹈︵下一︶瑠

みえる

見エル

見える

九㎜9 熊岳城に近づくと︑望小山が見えだした︒
み・える
︽ーエ・ーエル・ ー エ レ ︾ δ お み え る

一595 エビハ スキトホッテ︑目ダマダケガ︑ク
ロク見エマス︒

一598 スイスイオヨイデイクウチニ︑ドコヘ
イッタカ︑見エナクナルコトガアリマス︒

一616園ヒロイ︑ヒロイウミが見エマス︒

一615園トビサン︑ナニが見エマスカ︒

三919

私たちは︑自動車が見えなくなるまで︑

見てゐました︒

まひました︒

五638 少彦名神は︑もうお姿が見えなくなってし

近所の︑どの犬よりも大きく見えました︒

だらうと思ふであらうが︑

六315止水の中へもぐったら︑海の上が見えない

間に︑利根の元畜な姿が見えました︒

甘薯6 すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ道の

五桐1

いで︑雲が大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒

五欄9 じっと月を見つめてゐますと︑月は動かな

す︒

私たちの立てた國旗が︑風にひらく 五887 沖の方にも︑同じやうな旗が小さく見えま

して︑いつもより勇ましく見えました︒

三945

ああ︑見える︒

三三2園向かふに光ったやねが見えるでせう︒
三鵬4園

なって︑強さうに見えました︒

三鵬4園 赤や︑黄でぬった門が見えるね︒
四148 にいさんは︑前よりもずっと色が黒く
海が見える︒

もう何も見えません︒

四207囹

四298

三月ほど

どこかの屋根が︑︿略﹀︑つい︑そこにある

やうに見えるではないか︒

六626

て見ようと思って︑右の手に虫めがねを持って︑

六623 そのさかさまに見えるけしきを︑大きくし

さまに見えた︒

たつと︑もう十七八ぐらみの 六622 すると︑向かふのけしきが︑小さく︑さか

四341

海の向かふに︑もう一つ島が見えまし

むすめに見えました︒

四451
た︒

新しいしめなは︑白い紙︑うら白の葉︑
何もかもさっぱりときれいに見えて︑

四634

四935團ぼくのたこは︑高い空に小さく見え 六651 うまく見えるか︑どうか︒

まあ︑よく見えるね︒

長い物が︑ぼんやり見える︒

六652

さかさまでも︑よく見えるでせう︒

て︑すわったやうに動きません︒

一一323園 ハノスヂガ︑キレイニ見エマスヨ︒

六668囹

目に見えないやうな細い糸を︑さかんに口
かひごは︑まゆの中に︑かくれて見えなく
茂った竹やぶがあって︑しばらく川が見え

六709

平生は元三なをばさんが︑今日は︑いちば

火事は︑なかなか消えさうに見えません︒

すると︑今まで︑やさしさうに見えた道眞

が︑︿略﹀︑強さうに見えだしました︒

六書1

んしょんぼりとして︑さびしさうに見えます︒

六746

六672園向かふの家のせんたく物が見えます︒

三135東の方のとほい︑とほいところに︑あ 五391 そのうちに︑青白かったからだが︑だんだ

五494

なりました︒

五409

から出して︑

五398

んすきとほって見えるやうになりました︒

六671園

まった土地のあるのが見えました︒

三152 こんどは︑西の方のとほい︑とほいと
ころに︑あまった土地のあるのが見えました︒

三171圏しげった松の間に︑おやねがかうが
うしく見えます︒

三639 花びらのやうにひろがって大きく見え

川は︑ずっと下の方に見えました︒

なくなりましたが︑

五511

六櫛8

たり︑ほそ長くなって見えたりしました︒

すみだ

屋號を染めぬいた小旗も見えます︒
みさき
ふり返ると︑もう矢島の岬も見えません︒

六悩2 正面に︑松の木が茂ってみて︑白いやぐら

ました︒

六麗6水の流れが見えて︑隅田川のけしきになり

三641 ほそ長く．なって見えたりしました︒

した︒

六梛9

が見えません︒

海が見えました︒

五543

町を通りぬけて︑川口に近い岸に立つと︑

三709 しかし︑いくらさがしても︑そのすがた 五538 あみを干してあるのが︑あちこちに見えま

ぎりすのすがたが見えました︒

三713 すると︑草の葉のうらに︑ちらときり

みえる一みえる

724

が見えました︒

た︒

六搦2 花と花との間から︑大きな鳥居が見えまし
六備7 ずっと野原の向かふに︑富士山が光って見
えます︒

七325 奈良の都には︑赤くぬった宮殿や︑お寺の

七314圏櫻の花の遺族章︑女の人も見えました︒
お堂が︑あちらこちらに見えてゐました︒

七329園 この子は︑ひどい目の病で︑ものが見え
なくなりはしないかと心配しましたが︑
さいだん
七424 明かるい日光をあびて︑祭壇が︑美しく︑
にぎやかに見えました︒

れは造船所です︒

七556 右の方に︑林のやうに見える起重機ーーあ

のが見えるでせう︒

七557 今︑新しい船を何ざうか︑こしらへてみる

えるではありませんか︒

七565 神戸の市街が︑まるで給のやうに美しく見
七609 今度こそは︑千早城も危く見えた︒

七806團 週番士官殿が見えると︑班長殿は︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑人員の報告をされます︒

七964取水にうつった 三日月が︑ ゆらゆら見
えたりかくれたり︒

七悩5 くもには︑それがすぐわかるものとみえて︑

しきりにこの糸を︑引つばったり動かしたり
︿略﹀︑とけた物が動いてみるやうに見えます︒

七鵬4 たらひほどに見える大きな圓の中には︑
七鵬6 大きな圓の中には︑何かとろとろと︑とけ
た物が動いてみるやうに見えます︒
七重1 一センチ︑幸島ンチと刻んで行くやうに︑
動くのがはっきりと見えます︒

八69 口ばしの爾わきが︑いくぶん︑黄色に見え

るのさへあります︒

大勢の燕が並んでみるのを見ると︑何かし

ら︑相談でもしてみるやうに見えます︒

八72
八24エ工匠は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか
めさうに近く見えます︒

頼朝は︿略﹀︑萬壽を呼び出しましたが︑

野田先生が杖でさされる方を見ると︑なる

顔も姿も︑美しく上品に見えましたので︑

八355

八802

ほどりっぱなスキー場で︑ジャンプ垂も見える︒
汽車で大阪騨に近づくと︑晴れた日でも︑

空がどんよりとくもったやうに見えます︒

八889

てん

豊臣秀吉の建てた城で︑近年復興された天

とよとみひでよし

しゅかく

八928

九924

このやうに星が動くといふのも︑實はわれ

遠くに見える星ほど大きな圓をゑがきます︒

がき︑遠くに見える星ほど大きな圓をゑがきます︒

九927

われの住んでみる地球がまはるから︑さう見える

薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか

だけのことですが︑

後をふり返ると︑海岸はだいぶ遠くなって︑

こいみどり色に攣る︒

九963
九965

初めは何も氣がつかなかったが︑一本松が

遠くに見えた一本松が︑だんだん近づいて

人も家も︑小さく見える︒

來る︒

九975
九976

はっきり見えるやうになったころから︑

そら︑あそこに見えるだらう︑あの砂上

島の裏側の海岸が︑見えて來た︒

目の前に︑三門海峡はさざ波をたたへ︑

迂言9 雪の少い南西洲の畠はよく耕されて︑農家

す︒

九㎜8右左には︑金州旗が手に取るやうに見えま

える︒

九矧4 見送りに來た母が︑大勢の人にまじって見

の強い反射がいくぶんやはらいで見える︒

九日4 日光はかすかに黄色味を帯びて︑壁やへい

ものが見えてもよささうなものである︒

九価4 八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

車窓から何百の船が見える︒

首吊4圃

が︑到着貼だ︒

九日8園

九仙3

なかった島の裏側の海岸が︑見えて來た︒

九梱3 がけの下をぐるつとまはると︑今まで見え

く立ってるるのが見えた︒

ふと氣がつくと︑小島くんの姿が見えない︒

九997

大小の船の帆柱が︑林のやうに見えます︒

守閣にのぼると︑大阪が一目に見えます︒

八951

九棚1 一本松が︑右手の海岸のがけの上に︑弱き
もし︑空のどこかに︑︿略﹀︑飛行機が見

んなかつかうに見えるが︑

八柵2園歩く時︑ああいふふうに頭が傾いて︑へ

えたら︑

八㎜7圏

遠くから︑やなぎの並木を見ると︑うすみ
顔をあげると︑巡査のあとについて出て行

どりにかすんで見えます︒

八鵬4
九339

大きな犬ぐらみの大きさで︑足は︑ばかに

後甲板には︑総覧將校の姿が見え︑

こうかんばん

く母の後姿がちらと見えたきり︑

九816

九525

ひよう長く見えます︒

ちよつと見たところでは︑ほとんど脱蝋と
血中邊より少し低いところに︑かなり如き

見えるこれらの星にも︑名前や番號があり︑

九877
九888

やがてその星は︑軒端にかくれて見えなく

な星が一つ見えるのが︑それです︒

九912

北極星の近くに見える星ほど小さな圓をゑ

なります︒

九924

725
みえる一みえる

あんざん

がぼつぼつ見える︒

ほくりょう

九獅2 鞍山の製鋼所から茶色の煙が立ちのぼり︑
ほのほが勇ましく見える︒

の松林が小高く見えるだけである︒

九㎜3 奉天はまことに平な大都市で︑ただ北斗

にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒

九川10 遠く國務院や︑關東軍司令部の建物が斎日

ほんたうにきれいに見える︒

九脳11 野原に︑咲きだしたこのむらさきの花は︑

十251 遠く海の端に︑細い︑暗い︑一筋の線が見
えた︒

十259 雲のやうに山手へ突進して來た水煙のほか
は︑一時何物も見えなかった︒

十291 どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて︑
紫色の煙が村中にただよってみる︒
浮いて見える︒

十293 その煙の中に︑ぽかりぽかり︑わら屋根が

はち

す

十367 望遠鏡の圓い視野に︑月がくっきりと浮き
出して見える︒

十376 殊に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を
思はせるやうなでこぼこが︑目立って見える︒

十382 あのあばたのやうに見えるのは︑大部分が
ふんくわ

火山で︑穴は噴火口です︒

十383 こんな小さな望遠鏡でさへ︑はっきり見え
るのですから︑噴火口は︑非常に大きなものだ
十412 太陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光
つて見えるでせうが︑陰になる部分は︑

十413 陰になる部分は︑きっと眞黒に見えるに違
ひない︒

十419

十626

十602

まさしく漕水艦の報告した地髪まで去たに

わが輸送船が︑南下して行くのが見えた︒

目もくらむやうな光の中で︑レパルスの水

は來たが︑どこにも敵艦らしいものは見えない︒

十6910

兵が甲板に倒れてみる姿が︑はっきり見えた︒
なるほど︑︿略﹀︑目に見えないくらみゆつ
花をつけようとした萎が︑そのまま枯れて︑

くりした動きで︑わくが翠雲してみる︒

十榴8
十㎜4

顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ

見えるかぎりの萎畠は︑しらがになった︒

十一385

切りそろへた髪が︑︿略V︑肩の邊にゆら

もだるさうで︑病身らしく見える︒

十一392

晴れ着を着せられたねえさんは︑まるで

ゆら掛るのが︑目だつて美しく見える︒

十一481

太陽や月が︑大きなかさを着るのはこの

よその人のやうに見えます︒

十一719

雨雲に似てゐますが︑ところどころに青

太陽でも月でも︑おぼろにしか見えませ

雲のかかった時で︑かさの中に星が見えれば当季︑

十一738
ん︒

十一746

ところどころに青空が見え︑雲の端々が

空が見え︑雲の端々が白く見えて︑

十一746

高さは五百メートルぐらゐですから︑ま

白く見えて︑その間から日光がもれたりします︒

十一759

眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低い

つたく手に取れさうに見えます︒

十一897

晴れてみれば︑ここから︑︿略﹀燕の絶

緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに亡いて見えた︒

十一905

やりがたけ

頂も︑槍岳その他の山々も見えるさうだが︑
今日は何も見えない︒
じるしのランプも︑光がぼんやりと見える︒

十一㎜3濃霧がもうもうと立ちこめて︑︿略﹀目

月から地球を見るとするとく略V月の四倍 十一905

ぐらみな地球が︑天にかかって見えるわけです︒
十601 時々︑その切れめから海が見える︒

十一擢6 バランガへ通じる白い道は︑その観測所

から手に取るやうに見えるので︑
はっしま

てるるのが見えるといふ︑給のやうな歌です︒

十一悩2 向かふの沖の初島に︑白い波が打ち寄せ

けると︑一つの島が見えて來る︒

十一㎜9 それからまた一日半ぐらゐ南へ航海を績

十一㎜11 更に南へ航海を書けると︑半日もたった

や

し

のち︑南へずっと連なる大きな島が見えて判る︒

着き場も︑家らしい家さへも見えない︒

十一脳8 だが︑想像してみたココ椰子の林も︑船

べから︑︿略﹀湾内へはいると︑

十一川10 一面マングローブの林のやうに見える岸

十一㎜10 白い壁に赤い屋根の建物がずらりと川岸

大粒の雨が︑︿略﹀︑しぶきをあげ︑一間

に立ち並んで見える︒

先も見えなくなるくらゐ降り績く時は︑

十一拠7

度も︑重量感も︑みな美しく見えて來るのだ︒

十ニー09 さう思ふと︑鑛石の光澤も︑ひだも︑硬

と至って小さく︑たよりなく見える︒

十ニー78 それで︑石工の姿は︑山の中で見かける

十二333囹奏上は︑︿略﹀︑ただだまってみるので︑

かういふ兵士やその家族たちの歌が︑萬

何だかぼんやり者のやうに見える︒

葉集に多く見えてみる︒

十二406

木は︑枝や葉を震はせながら︑修行者の

心に感動するかのやうに見えた︒

十二5610

十一一684 向かふに火が見える︒

十二691 弟の姿も見えない︒

十二7810囹や︑物の欲しい時は︑大聲に呼ばはる

船員たちがあわてふためいてみるのが︑

ものと見える︒

手に取るやうに見える距離まで追ひつめて︑

十二梱2

みおくり一みかぎる
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十一一搦9

目が見えない上に︑手の自由もきかない︒

十二欄10 大きな太陽が︑私たちの住む地球から見
ると︑だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑

十二麗4 太陽を見ると︑表面に黒いごま粒のやう
なものが見えることがある︒

十二鵬2 夜の空に銀の砂子をまいたと見える小さ
な星と︑

十二旧5 つまり太陽は︑︿略﹀われわれに近いた
めに︑特に大きく︑明かるく見えるに過ぎない︒
︿略﹀︑垣に沿った小路を︑とんで行くのが見えた︒

十二柵2 ふと︑泥まみれの長靴をはいた弟が︑
十一一柵1 一だんと大きなはんの木の間に︑かぶつ
た白い手拭が見える︒

十二欄1 水が︑すぐに流れ澄んで︑せりの葉並み
星の光までが︑ぽつんとともった船のと

がいっそう美しく見える︒
十一一㎜11
もし火のやうに見える︒

十二鵬11 初めはみんな淡紅色の旗を捧げて︑二つ
てるるかに見える︒

かんぱん

あの攣にだだっぴろい艦橋の上の方と︑

キシントンの甲板が見えず︑

十二脳12

十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の

今見ると︑その下の飛行甲板がはっきり

マストだけが見えたので︑

見えて︑

十二篇2
十二㎜3

見送り塁おみおくり

出征する孫が︑今日汽車で通ります

﹇見送﹈︵名︶4

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒

みおくり

四245囹

うはや
向かふは上屋で︑見送りの人が︑いつばい

のでね︑見送りに行くところなんですよ︒
七526
並んでゐます︒

見送りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑

見送る

︽ーッ・ーリ︾

文子さんは︑日の丸の小さな旗を作って︑

﹇見送﹈︵五︶6

見送りに來た母が︑大勢の人にまじって見

これを合憲に︑船からおりて行くのです︒

七5210

える︒

湖川3

五麗6

みおく・る

私たちは︑その勇ましい姿を︑いつまでも

おとうさんについて︑私も町角まで見送り

利根の首につけ︑︿略﹀︑停車場まで見送ってやり
ました︒

八637
ました︒

くスコールの足が︑はっきり見える︒

十二踊10 その鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行

十二㎜1視界は急にせまくなって︑のちには︑雨

八6310

八385

みおぼえ

見畳える

︽ーエ︾

ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見豊えて

みおぼ・える ﹇見覚﹈︵下一︶2

九㎜1一

かうして︑三年も五年も石の山に通って

みて︑にこにこしながら食事を運んでくれる︒

﹇見下﹈︵四五︶7

見おろす ︽ーサ・一

は︑石工の仕事を見畳えて行くのである︒

十二ー86
みおろ・す

見おろせば︑いく百丈の谷は︑あたかも

シ・ース・ーセ︾

屏風を立てたるがごとし︒

びやうぶ

八328図

十211 五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに

下の村を見おろした︒

十238 庭面から見おろしてみる五兵衛の目には︑
あり
それが蟻の歩みのやうにもどかしく思はれた︒

十264 一同は︑波にゑぐり取られてあとかたもな

時々見おろす谷底に︑さつき出汁した温

くなった村を︑ただあきれて見おろしてみた︒

十一845

右手に見おろす斜面に咲き績く黄色な花

泉宿が︑だんだん小さくなって行く︒

十一919

足もとには︑かなり大きな雪渓が見おろ

は︑大きなのが﹁しなのきんばい﹂︑
せっけい

たかさご

﹇未開﹈︵名︶1 未開

された︒

十一9210

みかい

今日︑高砂族といってみる島の人が︑未開

の生活をしてみるだけでありました︒

七m6

﹇御鏡﹈︵名︶1 御鏡

見かぎる ︽ーリ︾

弟子たちこの師を見かぎり去りて︑手助

︻見限﹈︵四︶1

十453図

みかぎ・る

になって︑みことにお渡しになりながら︑

五967 さうして︑御鏡に︑御玉と︑御劒をおそへ

みかがみ

かは︑並並を見返してやらうと固く決心した︒

十773 自分のめざしてみる織機を仕あげて︑いつ

ごうごうと響く車の音は︑見送ってくれ みかえ・す ﹇見返﹈︵五︶1 見返す ︽ーシ︾
船の人々は︑ほっとした面持で︑その雨

整備員が思ひきり帽子を振って見送って
見おぼえ

その刀に見おぼえがあった頼朝は︑

﹇見覚﹈︵名︶1

くれる基地の朝は︑

十二㎜9

足をじっと見送ってみる︒

十二㎜10

る山の歓聲である︒

十一﹇142

見送ってゐました︒

足も︑雲も︑何もかも見えなくなってしまった︒
どの近さに見える︒

十二川5 どの星も大きく︑青く︑呼べば答へるほ
十二㎜7 早朝から飛び出して︑一日中︑島影一つ
﹁船が見えます︒﹂と︑偵察員が突然

見えない洋上に哨戒飛行を績けるのである︒
十二㎜4園
叫ぶ︒

十二㎜6 なるほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぽ
つつりと黒い船らしいものが見える︒
十二川11 さつき見た時は距離が遠かったので︑レ
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みかく一みかづき

けをする者一人もなし︒
見かく

みがく

︽ーケ︾

︽ーイ・iキ・ーク︾

大佛を見かけて遠き冬野かな︒

﹇ 見 掛 ﹈ ︵ 下二︶1

﹇ 磨 ﹈ ︵ 五 ︶11

十一一394図圏

みか・く

みが・く

か︒

三416園花子さん︑あなたははをみがきます
三418園 毎朝みがきます︒

三421囹 夜ねる前にも︑みがくといいのです
がね︒

つたり︑靴をみがいたりしてゐました︒

ケル︾

ときどき池の中で見かける鯉やふなが︑親

燕が︑電線や物干竿に︑五六羽ぐらゐ並ん

ではないかと思ったことがありました︒

五％7

八64

この村に二歳ごまもたくさんみるが︑北

で止ってみるのを︑よく見かけます︒

九862園

それで︑石工の姿は︑山の中で見かける

斗ほどみごとなのは見かけないやうだ︒

十一一176

と至って小さく︑たよりなく見える︒
みかさ

みかさ

わが旗艦三笠は︑戦盤領をかかぐると

現れた時刻︑方向︑敵か︑みかたか︒

を敵の後にまはらせ︑
八欄2圃

九伽7 かれの勇名は︑みかたのみか︑もう敵方に

みかたは﹁わあ︒﹂とはやしたてた︒

も知れ渡ってみた︒
九梛8

敵も見よ︑みかたも聞け︒

九伽1 両岸の敵もみかたも︑思はず手に汗をにぎ
る︒
九伽6園

九齪7 富田城がまだ取れないのに︑敵の大軍が押

敵もみかたもこれを聞きて︑

とそ笑ひける︒

義経︑︿略﹀︑みかたの船の二丈ばかり離

はうぐわん

御方の大廟たる父判官の代官とし

みかたの砲兵は︑畠の中へずらりと放列

敵︑前後をさへぎつて︑御方は陣を

敵○○機みかたに向かふ︒

ねらひ老けてみた高角砲の勇士たちは︑

﹇味方機﹈︵名︶1 みかた機

夜に入りて︑義仲︑ひそかにみかたの兵 みかづき ﹇三日月﹈︵名︶5 三日月

みかた機とわかって言為のやうに手を振った︒

十二脚9

みかたき

十二國9園

へだてたり︒

十二904図圓

をしいて︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒

十一槻10

て︑鎭西八郎爲朝︑一陣を承って堅めたり︒

十一629図園

かたになってくれないかとすすめられた時︑

十衛5 秀吉から︑︿略﹀二箇國を與へるから︑み

れたるに︑ゆらりと飛び移る︒

十傾9図

軍兵涕ち満ちて︑よものがし候はじ︒

十柵7図國助けまみらせんと思へども︑みかたの

一度にどつ

毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑

みかたの軍は約七千であった︒

し寄せたのでは︑みかたの勝利がおぼつかない︒
九槻9
九悩10

﹁今のうちだ︒﹂と元氣を出して︑みかた

みかたは一時里言をあげた︒

ともに︑信號旗を以て令を歯黒にくだせり︒

池の水の

み

みかさ

十悩9図
しか

みかさのやま

さるさは

御方5てきみか

満月はやく宿六の

十二382図闘鹿の鳴く音にさそはれて︑
山をはなれけん︑

みかた

みかたの第一線は︑敵前わっか五十メート

﹇味方﹈︵名︶23

も
面に浮かびたり︒

みかた

三笠の

十﹇533図 三笠に乗れる東郷司令長官は︑
みかさ
﹇三笠山﹈︹地名︺1 三笠の山

十一5210図

八622 もう兵隊さんは來てるて︑︿略﹀︑靴下を洗 みかさ ﹇三笠﹈︵名︶2 三笠 三笠

九451 さうすることが︑︿略﹀千曳を︑ますます
冠者﹁ 骨 み が き ︒ ﹂

りっぱにみがいて行くことになるのです︒
十二814園

十一一815園 わる者﹁これ︑骨みがきとはこの骨の
こと︒

十一一815園とくさをかけてみがいてあるによって︑
すべすべ致す︒

五価8

た

大名﹁骨みがきは︒﹂

十一一856囹とくさをかけてみがいてあるによって︑

みかたはそのままで︑一週間もがんばりつ
これらのほかに︑みかたの漕水艦どうし
みかたの城には︑赤い旗がひるがへり︑敵
みかたはと思って︑ちょっとふり返ると︑

八301図

三人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒

六955

赤い旗も︑まだ立ってみる︒

六951

の城には︑白い旗がなびいた︒

六916

で︑信號しあふ機械がある︒

六326国

づけましたが︑

五備2

ルといふところまでせまって︑

十一一855園

すべすべ致します︒

十一一862園 おのれは古がさを買うて重て︑やれ末
廣がりで候の︑霞みがきで候のと申しをる︒
みかげいし ﹇御影石﹈︵名︶4 御影石
で流れる木曾谷の左右の山々にある︒

九123 木曾川の上流が︑白い御影石の川床をかん

御影石 の 山 々 だ ︒

の岩塊である︒

十一959 それは︑大空の一角にそそり立つ御影石
十一一147

︽ーケ・1

爆音とともに︑家ほどもある御影石が︑
見かける

十一一164

﹇見掛﹈︵下一︶4

ごろんごろんと︑倒れ落ちる︒
みか・ける

みかづきのかげ一みぎ
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えたりかくれたり︒

2

身がまへる

しげのり

からいと

みかん

みかん

みかん⁝⁝⁝二十五

︹課名︺2

六
六
みかん

外國に︑たちばなといって︑みかんに似た︑

﹇蜜柑﹈︵名︶18

寒い冬の風が吹くころは︑みかんの木とい

しんせつな手で︑荷作りされたみかんは︑

︿略V︑ふるさとを出焚して行きます︒

六293

六794 火ばちにあたってみかんをたべながら︑み
六801園

﹁︿略﹀︒﹂といって︑弟が︑たべかけてゐ

兵隊さんに︑このみかんをあげたいなあ︒

んなで︑心地の兵隊さんの話をしました︒

六802

冷藏庫から氷を持って來て︑みかんの小箱

たみかんを見せました︒

の中でくだきました︒

十搦1

みき

﹇幹﹈︵名︶5 幹

人たちで︑急に︑山はにぎやかになります︒

六283 みかんを取りながら︑みかん取り歌を歌ふ

それでみかんの木は︑しもや雪をじっとこ みかんとりうた ﹇蜜柑取歌﹈︵名︶1 みかん取り歌
暖い太陽が山﹈面にかがやきだすと︑この

みき

御神木を仰げば︑天を指してすくくと生

あたりにだんだん霧がわいて來て︑大木

かれは︑あたりの石といはず︑木の幹と

﹇神酒﹈︵名︶3おみき

いはず︑今のことばを書きつけた︒

十二561

の幹を︑かなたへかなたへと薄く見せた︒

十一881

ひ立つ幹は長く︑

九174

六415園木の幹にすちがつけてあるでせう︒

幹をとんとたたく︒

すると︑いろくな害虫が︑葉や枝にとり 五797 取れないと思ふと︑くやしくなって︑木の
そのままにしておけば︑みかんの木は︑
かうして育てたみかんの實は︑︿略﹀︑ぼつ

おいしさうなみかんが︑山といふ山︑谷と
そのけしきの美しさと︑みかんを作った人

右を切ると左へとびのき︑左を切ると

とびのきます︒

とびのきます︒

っけました︒

それでまた
おろして︑たこの右のか

たへ︑紙のテープを

四914国

ました︒

四253にはとりは︑おどろいて右と左へ逃げ

右へ

三227
右を切ると左へとびのき︑左を切ると

右へ

三227

かごを持って山へのぼる人︑みかんをせ みぎ ﹇右﹈︵名︶32 右
上手にはさみを使って︑みかんを取りなが
山から取って來たみかんは︑一家そう出で︑
送り出します︒

いろくな種類に分けて︑きちんと︑箱につめて

六285

ら︑みかん取り歌を歌ふ人たちで︑

六282

おって山をおりて來る人︑

六281

たちの喜びとは︑

六277

いふ谷を︑うづめつくしてしまひます︒

六274

ぼつ︑黄色みをおびて來ます︒

六268

弱ってしまひますから︑

六266

ついて︑みかんの木を苦しめます︒

六265

みかんの木に若芽がすくくとのびあがり︑

六257

らへて︑静かに眠ってゐます︒

六254

ふ木に︑むしろやこもの着物を着せて︑

六252

たいそうかをりの高いくだものがあることを︑

六205

みかん

六251

六27

みかん

七963嘉事にうつった 三日月が︑ ゆらゆら見 十川8 父親は︑少年の身代りとなった︒
しか
九卿8 床の間には︑︿略﹀大きな鹿の角と三日月
の前立てとのついたかぶとが︑かざってある︒

は︑﹁︿略﹀︒﹂と 祈 っ た ︒

九桝9 さうして︑山の端にかかる三日月を仰いで

九伽5園鹿の角に三日月の前立ては︑まさしく山
中鹿介であらう︒

とに︑あのあはい三日月の影を浮かべながら︒

九衙9 甲部川の水は︑︿略﹀流れてみるll月ご
みかづきのかげ ︹惣名︺2 三日月の影

身がまへ

九倣5 二十 三日月の影

九310 二十 三日月の影⁝⁝⁝百二十二

﹇身構﹈︵名︶1

みかど εめいじのみかど
みがまえ

︵下一︶

まくるやうな身がまへになります︒
﹇身構 ﹈

︽1

八男小がたの忠直車砲は︑︿略﹀︑どんぐ撃ち
みがま・える
へ・1ヘル︾

進んで︑きっと身がまへました︒

六欄9 道眞は︑その弓矢を静かに受け取り︑前へ

つぞと︑どっかり身がまへるやうになります︒

八餌1 野砲も︑重砲も︑︿略﹀︑いつでもお役にた
みがる ﹇身軽﹈︵形状︶1 身輕

九558 水兵は︑︿略﹀ズボンをまくりあげ︑身輕

あすけ

な姿になって︑分隊ごとに甲板洗ひを始める︒
みかは
みかわのくに ﹇三河国﹈︹地名︺1 三河の國
みかは

身代り

︿略﹀︑この城の 一 の 木 戸 を 堅 め た り ︒

十一188図園 三河の國の住人︑足助の次郎重範︑
﹇身代﹈︵名︶2

へも︑満洲へも︑旅だつのだと思ふと︑

八373子別に︑望みはございませんが︑唐糸の身 六288 長い間かはいがって育てたみかんが︑︿略﹀

みがわり

代りに立ちたうございます︒
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みぎした一みくらべる

美しい︒

四伽4圃右に︑左に
とが
まへました︒

ひらくと︑

ゆれるたも

六114 右の手で︑すばやく︑葉といっしょにっか

つつしんで傳達す︒﹂

十857図国次のやうな電報があった︒﹁︿略﹀︒右
弟の次郎を︑右のわきに取ってはさみ︑

その矢︑︿略﹀荒尾の九郎が甲を通し

︿略﹀︑海へつっとそ入りにける︒

十佃9図

わきばら

六624右の手に虫めがねを持って︑のぞいて見た︒ 十一197図
て︑右の脇腹までぐざと射込む︒
ひ だ

由比の濱べを右に見て︑

顔をおほってみる兵もあった︒

十701 わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに右手で

は︑大きなのが﹁しなのきんばい﹂︑

十一田9 右手に見おろす斜面に咲き績く黄色な花

甲板からは︑一時にさっと右手を學げて︑

沈んで行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

十二麗7

﹇水際﹈︵名︶3 みぎは

なほざね

御福与すめらみく

み國のために︒

み國

五645團植ゑよう︑植ゑましょ︑

心にきざん

み國のために︒

おことばを︑

一人の子が︑御國のため軍に出でしこ

﹇御位﹈︵名︶2 御坐

天皇の御位は︑天地のつづくかぎり︑い

見くらべる

見比

のちに︑四位におつきになって︑用明天皇

﹇見比﹈︵下一︶2

集って來た人々は︑もえてみる葉むらと五

︽ーベ︾

兵衛の顔とを︑代る代る見くらべた︒

十247

べる

みくら．べる

と申しあげるお方であります︒

六512

つまでもさかえませうそ︒

五965囹

みくらい

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

十124圏国

でみ國を守る︑ わが陸軍のいのちの軍旗︒

六773圏 天皇陛下の

五654團

植ゑよう︑植ゑましょ︑

に

みくに ﹇御国﹈︵名︶4

らんとするところに︑

十鵬2図 招かれて取って返し︑みぎはに打ちあが

道にかかりて︑みぎはの方へ急ぎ行く︒

雪の下道 十価4図 熊谷の次郎直言は︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひ︑細

くまがい

みぎはの方へ落ち行くらん︒

十価3図圏平家のきんだち︑助け船に乗らんとて︑

みぎわ

ミギヘナラへ︒

更に右へ右へとのびる飛騨山脈が︑︿略﹀ みぎへならえ ﹇右倣﹈︵感︶一 ミギヘナラへ

ひ

右手は大和尚山で︑翠霞州第一の高山︑

だいをしやうざん

﹇352園

十一937

そこから右へ縦走して︑燕の絶頂をめざ

右へ右へとのびる飛騨山脈が︑

ゆ

そそり立ち︑うねり績く雄大荘嚴な姿︒
ひ だ

十一948

十一937
した︒

十一一752図圏

かたみにとどめし菊水の刀を右の手に

八幡宮の御やしろ︒

はちまん

過ぎ行けば︑

十一一945図

その鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行

抜き持ちて︑︿略﹀︑自害せんとそしみたりける︒

十一一獅9

くスコールの足が︑はっきり見える︒

十一一㎜3右へ左へ廻りながら軍機で二千線上を行
かなければならないだけに︑
右下
い す

あんぷ
先頭は︑もう山小屋の右下の鞍部にたど

北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五

﹇右下﹈︵名︶3

り着いた︒

十一931
十一953

右下から吹きあげる風は︑もうもうと雲

つばかりの星はカシオペヤ座で︑

九939

みぎした

七556右の方に︑林のやうに見える起重機1一あ
れは造船所です︒

八83 すると︑その右の足に︑日本の文字を記し
た︑小さな金属の板がついてゐました︒

八653 通信紙をつめたアルミニュームの管を︑鳩
の右の足にとりつけた兵は︑

八鵬3 左から右へ︑右から左へ︑行ったり事たり
するのに︑

八鵬3 左から右へ︑右から左へ︑行ったり來たり
するのに︑

の根もとへ向かってをのを打ち込む︒

九167 奉仕員は︑︿略﹀︑左右左と三たび︑御神木

九492 魚をてんびん棒につるしたり︑手押車にの
せたりして︑威勢よく右へ左へ運んで行く︒

九624忌敵の矢にて右の目を射られぬ︒

九769右へ曲り︑左へ折れて︑かまの近くでぴた
りと止った︒

引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒

九901 さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を

らレパルスへ襲ひかかる︒

十657 一隊は右からウェールズへ他の一隊は左か

右手

汽車が雷管を渡ると︑今まで左手を流れて

﹇右手﹈︵名︶6

を巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散する︒
みぎて

五517

十67一 ウェールズは右へ︑レパルスは左へ︒
十674 二番機・三番機が︑二艦の針路をねらって︑

九鯉5園

く立ってるるのが見えた︒

一本松が︑右手の海岸のがけの上に︑大き

みた川が︑右手を流れて︑

それぞれ右から左から魚雷を登射した︒
ひ
十756 よこ糸は︑仔によって︑右から左︑左から

九㎜10

右へと往復するのであるが︑

十757 左から右へと往復するのであるが︑

みぐるし一みこと
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見苦し

︽tシカル︾

もやう
十一986 特に船長たちは︑晴雨計と空模様を熱心
﹇見苦﹈ ︵ 形 ︶ 1

に見比べてみる︒
みぐる・し

三毛猫

み

こ

御心

御子﹇▽

こ

やさしい女性の御心に︑熱火が鮎じら

によしやう

いへもち
︿略﹀︑將軍家茂に嫁ぎたまうたのは︑

れた︒

十二川3

つた︒

みこころゆ・く

︵五︶

1

御心ゆく

︽一

皇帝陛下は︑︿略﹀︑天照大神の大前に︑

みこたち

みこしをかついだ子どもたちが︑もみあひ
﹇御子達﹈︵名︶1

みこと

尊長あめのうずめ

わがみこたちも︑なんぎをしてゐられる

﹇命﹈︵名︶26

みことは︑﹁︿略V︒﹂とお思ひになって︑
﹁なぜ泣くのか︒﹂と︑みことがおたつね

みことは︑この話をお聞きになって︑
みことは︑劒を抜いて︑大蛇を︑ずたずた
みことが︑尾をお切りになった時︑かちつ
と音がして︑劒の刃がかけました︒

五304

にお切りになりました︒

五301

﹁︿略﹀︒﹂とおいひつけになりました︒

五289

になると︑

五272

︿略﹀山おくへおはいりになりました︒

五264

とひめのみこと

と︒ほでりのみこと・やまとたけるのみこと・やま

さのおのみこと・ふとだまのみこと・ほおりのみこ

ちばなのとよひのみこと・ににぎのみこと・はやす

と・おおくにぬしのみこと・すさのおのみこと・た

のみこと・あめのこやねのみこと・うずめのみこ

みこと

であらう︒

六58園

みこたち

もみあひ出て來ました︒

六糊6

御心ゆくまで御飾をあそばされた︒

十二佃6圃

ク︾

﹇御心行﹈

九653圏 すべてを張りかへんは︑はるかにたや 十二麗1 宮は︑御心に深く決したまふところがあ
﹇三毛猫﹈︵名︶1

すく候︒まだらになりて見苦しかるべし︒
みけねこ

十一榴4 かたはらの貨物自動車の上に︑三毛猫が
うずくまってみる︒
みけん
﹇眉間﹈︵名︶1 眉間

みけん

こ

み

みけん
十一213図 彌五郎がかぶとの眞向台きて︑眉間の みこし ﹇御輿﹈︵名︶1 みこし
み

酒中をぐざと射込みたりければ︑

みこ ﹇御子﹈︵名︶5 皇子 親王 皇子
やまとおぐなのみこ・やまとたけるのみこ
けいかう

七175園 天皇の御子︑やまとをぐな︒
七184 景行天皇の御子︑やまとをぐなの皇子は︑
︿略﹀︑熊襲をお ほ ろ ぼ し に な り ま し た ︒
み こ

九85図圖 われ︑皇子に代りて海に入り︑海神の
心をなだめん︒

み
つきせぬ親

九85図圓皇子は勅命を果して︑めでたくかへり
ごと申させたまへ︒

十二765図圃 鎌倉宮にまうでては︑
御心

悲憤の涙わきぬべし︒

﹇御声﹈︵名︶2

こ
王のみうらみに︑

みこえ

たけみかつちの神は︑﹁︿略﹀︒﹂この御聲と

ともに︑劒が天から落ちて來ました︒

六68

﹇御心﹈︵名︶5

十二489園今のは佛の御聲でなかったらうか︒
みこころ

ふと御心に浮かんだのは︑

七217 尊はしばらく考へていらっしやいましたが︑
十二976図圓 父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打
ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒
十二欄10 宮が︑御兄孝明天皇の御心を安んじ奉り︑

た︒

五309

五311

﹁︿略﹀︒﹂と︑みことはお思ひになりまし

みことは︑その劒を︑天照大神におさしあ

さうして︑御鏡に︑御玉と︑御劒をおそへ

みことよ︑行ってお治めなさい︒

げになりました︒

五964囹

五968

になって︑みことにお渡しになりながら︑

六513 尊は︑︿略﹀さわいでいらっしゃるのをお

尊は︑わっかの供人をつれて御出襲になり

尊は︑﹁︿略﹀σ﹂とおたつねになりました︒

聞きになって︑お庭へ出てごらんになりました︒
六525

ました︒

七1810

尊が二度の大任をお受けになったのを︑

をば倭姫命は︑

やまとひめのみこと

七192 皇大神宮に仕へておいでになった︑尊の御

七193

するが

特に︑大切な天叢雲劒を尊にお授けにな

あめのむらくものつるぎ

︿略﹀︑いたはしくお思ひになったのでせう︑

七195

りました︒

きになりました︒

七1910尊は︑東へ東へと進んで︑駿河の國にお着

七201 この國にみたわる者のかしらは︑かねて︑

そこで︑尊をうやうやしく迎へて︑いろい

尊の御勇武を聞き傳へて知ってゐましたので︑

七204

尊は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑野原へお

ろおもてなしをしながら申しました︒
七208

﹁︿略﹀︒﹂と︑尊はしばらく考へていらっ

出になりました︒
七216

しゃいましたが︑

七221 尊は︑すぐに︑おさとりになりました︒

生き残ったわる者どもを平げて︑なほも東へお進

七229 あやふい占いのちをお助りになった尊は︑

みになりました︒

731
みごと一みしる

九82二尊に從ひたまへる后︑弟橘媛︑﹁︿略﹀︒﹂
弟橘媛︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひたまひて︑尊に

と思ひたまひて︑

九83図
申したまふやう︑

九91図上︑これををさめて︑后のみはかを作ら
せたまふ︒
あしがら

九93図東國の賊を平げて︑尊︑西へ悟りたまふ
﹇見事﹈︵形 状 ︶ 1 7

みごと

時︑相模の足柄山を越えたまふ︒
みごと

十一川1

そのほか︑︿略﹀︑みんな目のさめるほど

わが漕水艦から撃ち出した砲弾は︑船腹

みごとなものばかりである︒

十二梱4

涼風に吹き洗はれた空には︑みごとな

りやうふう

きっすゐ
にみごと命中して︑吃水線に穴をあけた︒

十二川2

わが魚雷は︑みごと敵艦の心骨庫か何か

星がいつばいまき散らされてみる︒

十二㎜4

みごとな編隊である︒

にくひ入り︑

十二加3

十備8

みごろし

もしあれが佛のみことばであれば︑その
相手は羅刹にもせよ︑悪魔にもせよ︑

つつしんで佛のみことばを承りませう︒
見殺し

自分と生死を共にするといってみるとはい

﹇見殺﹈︵名︶1

十二542園

十二511食思ふに︑佛のみことばであらう︒

佛のみことばとあれば聞かなければならない︒

十二508園

あとに何か績くことばがなくてはならない︒

十二493

このじゅ氷に朝日がさすと︑きらく みことば ﹇御言葉﹈︵名︶4 みことば

と光って︑みごとなものです︒

四507
六545囹 たきのあたりは︑ずるぶんみごとでせう︒

六齪1 これも︑みごとに︑ちゃうど第一の矢とす
れすれに並んで︑まん中を射抜きました︒

八832 そのみごとなすべりぶりに見とれてみると︑
先生たちは︑もう目の前へ來られた︒

八搦5 このころ︑夕やけの空を︑日が落ちて行く
のは︑みごとなものです︒

九862囹 この村に二歳ごまもたくさんみるが︑北

陵

みささぎ

みささぎ

あとの半分を持って︑天皇のみささぎにお

﹇陵﹈︵名︶4

へ︑この水で見殺しにすることはできない︒
みさき
﹇岬﹈︵名︶1 岬
みさき
ふり返ると︑もう矢島の岬も見えません︒
みさき

ーメル︾

みさだ・める

かをりの高いたちばなを︑みささぎの前に

見定める

︽ーメ・

向を見定めて︑矢のやうに飛んで行った︒

八662 上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑すぐ方

十一一1210 運止する人︑方向を見定める人などが︑

﹇短﹈︵形︶7

短い

︽ーイ・ーク︾

いっしよになって艦船を走らせるのと重りはない︒
みじか・い

だんだん短くなって行きました︒

五243 四本足になったおたまじゃくしは︑尾が︑

に︑今見ると︑こんなに短くなってみる︒

七683園ぼくのかげが︑ずっと長くのびてみたの

んといふ短い地上の命でせう︒

七899 滞六年号いふ長い地下生活にくらべて︑な

八研8 その糸を短くすれば︑振り方が早く︑長く

短い鋭さの中にも︑どこかやさしさのあ

すれば︑振り方がおそくなります︒

る小鳥の聲に混って︑

十一806

十一㎜1 腰にラップラップといふ短い腰巻を着け

身支度

野明天皇の御製で︑長歌としては短いも

じょめい

てるるばかりで︑

のの一つである︒

十二463

n身支度﹈︵名︶3

十862 ステッセル將軍は︑︿略﹀︑身支度を整へて

みじたく

こんがう

ルックサック・水筒・金剛杖の身支度も

するとう

から不動の姿勢を取った︒

十一832

かひがひしく︑ぼくらはく略Vつり橋を渡った︒

せうちう

刀のさげ緒をたすきに掛け︑かひがひし

く身支度をしてから︑焼酎で血だらけの傷を洗ひ︑

十二725

︽ーラ・ーリ︾

朝の太陽の前に進じまひを正し始めた高

﹇見知﹈︵四︶2 見知る

知りたる者もあるべし︒

十研8図國名のらずとも首を取って人に問へ︒見

みし・る

い山々の針葉樹林を見あげる︒

十一819

田道問守は︑みささぎの前にひれふしたま みじまい ﹇身仕舞﹈︵名︶1 貢じまひ
︿略﹀と約束したりける者ども百四十
みささぎ

﹇見定﹈︵下一︶2

三人︑先皇の陵に参って御いとまを申し︑

十一一㎜8図

ま︑いつのまにか︑つめたくなってゐました︒

六247

供へて︑田道間守は︑ひざまづきました︒

六236

参りしました︒

六233

一浴8

斗ほどみごとなのは見かけないやうだ︒

みささぎ

十652 大型爆弾が︑レパルスに︿略﹀落下すると
かんぱん
思ふと︑みごとに後部甲板に命中する︒

十665 一番機が海面すれすれにおりて爽射した魚
雷が︑みごとにウェールズに命中して︑

十678 それと同時に︑魚雷はウェールズの舷側で︑
みごとに大きな水柱と火焔をあげた︒

十7810 黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと
に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒
ごと佐吉の自動織機が完成された︒

十7910 そこで︑更に七年間の工夫が掛けられ︑み

みごとに切腹をし た ︒

十二7 舞が終ると︑︿略﹀と僻世の歌を残して︑

みす一みず

732

十川4図 されども義纒を見知らざれば︑甲かぶと
みす

のよき武者を︑義絶かと目をかけてかけまはる︒
﹇御簾﹈︵名︶2

十一381 西側はみすがあげられ︑年とった上品な

みす
あま

尼さんがく略﹀︑静かにお経を阻んでみる︒

十二997図 主上︑すなはち南殿のみすを高く巻か
﹇ 見 ﹈ ︵ 下 二 ︶3

謝す

︽ーセ︾

せて︑︿略﹀︑正 行 を 近 く 召 し た ま ふ ︒
み・す

こらう

咲くものは露草の花︒

三281 そこへ牛が來て︑水をのみました︒
三286園大きな︑大きなぼけものが︑水をのみ
いつも︑きれいな水が流れてゐます︒

に來ましたよ︒

三452
て︑どこへ行くのだらう︒

三456囹いったい︑この川の水はどこから來

どうして︑水はなくならないのでせう︒

三458園 これほどたくさんの水が流れて︑そ
れでよくなくならないものだ︒

りして︑

けれども︑考へてみると︑水が

いつも

しみこんだ

小川の水がふえて︑音をたてて流れま

ぼくは︑まだおよげないので︑怖いとこ

かいをそろへて

四852園

のほをしいて︑その上にころがるがよい︒

四撹7團枯らしてはたいへんだと思って︑毎朝︑

水をとりかへてゐます︒

四脚1 寒い北風が︑︿略﹀吹きまはって︑雪やあ
い

すず

られを降らせたり︑水をこはらせたりします︒

五94團五十鈴川のきれいな水で手を洗ひ︑口を

すすぎました︒

五95團すきとほった水の中に︑たくさんの魚が︑

川の水は︑静かに流れてゐます︒

すいくおよいでゐました︒
五196

かげをうつすことがありました︒

五229水の上には︑ときどきとんぼがとんで來て︑

てみたりしました︒

五239 さうして︑ときどき︑水の上へ︑顔を出し

五244 さうして︑水の中にみるのが︑いやになつ

水の中にみると︑何だか息がつまるやうな

て來ました︒

氣がしました︒

五245

うに思ひました︒

五246 水の上へ顔を出すと︑氣がせいせいするや

と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

五451 ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる

五465 空の雲が水にうつって︑うきのそばを︑

ゆっくり流れて行きます︒

中へ引きこまれました︒

五467 ぐぐ︑ぐぐっと︑今度は私のうきが︑水の

うつしながら︑ゆっくりと流れて行きます︒

五534 川の水は︑すんではみませんが︑青い空を

と水をたたへてゐました︒

五501 ときどき︑流れがゆるやかになって︑青々

て來ました︒

一かさ水をかくと︑舟 五496 ﹁ド︑ド︑ド︑ド︒﹂といふ水の音が聞え

それなら︑海の水をあびて︑ねてゐ

はく略V︑鳥のとぶやうに走ります︒

四114

三859園ぼくの舟に︑水がはいって來た︒

ろで水をとばして遊びました︒

三775

なってゐます︒

三746團水はまつさをです︒
三747團遠いところで︑水と空がいっしょに

す︒

三582

次の雨がふる︒

三502囹

その水がまだなくならないうちに︑

落葉の間にたまったり︑重めんへ

三498園雨がふると︑水は︑木の根や︑草や︑

流れてなくならないのがふしぎでした︒

三493

て︑こぼれませんか︒

三468園そんなら︑海は水でいっぱいになつ

十1810図圏 ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ 三466園
や

ぼやと思ふ今日の窮理ぞ︒
に立ちふさがりていひけるは︑
色あざやかに︑

濃きる

十一1910図 弟の彌五郎これを敵に見せじと︑矢面

りの

十一701図圃 つつましき 姿を見せて︑
みず ﹇水﹈︵名︶悩 ミヅ 水←あまみず・おおみ

ず・かわみず・しおみず・しみず・どうみず・もら

一377 ミヅノ上ヲ︑ズンズンハシリマス︒

いみず

カノ石ヲ水デアラッタリシマシタ︒

一466 オハカノマハリノ草ヲトッタリ︑オハ
一476 ソノネモトニ︑水ヲオカケニナリマシ
タ︒

川バタノスナヲボルト︑下カラ水が出

テキマス︒

一561

一567 ハジ馬料水ガ ニゴッテヰマシタガ︑ダ
ンダンキレイニスンデイキマシタ︒
ケニイキマシタ︒

二294 ﹁アツイ︑アツイ︒﹂トイッテ︑水ヲカ
一一503 ケサ︑ハジメテ池ノ水ガコホリマシタ︒

るがよい︒

小川の水が︑たのしさうに流れて行き 四854 白兎はすぐ海の水をあびました︒
四871園早く川の水でからだを洗って︑がま

三164圖 おほりの水はしっかに明かるく︑
ます︒

三238

733
みず一みず

五545 川の水は︑ここで海へ流れこんでゐます︒

五672團 それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを
水で洗ってやるのには︑なかなか勇氣がいった︒
﹁オー︒﹂と︑二黒勇ましく︑かいをいっ

五801 つめたい水をかけると︑いい氣持だ︒

﹁ザ︑ザ︑ザー︒﹂と︑力強く水をかきま

せいに水にひたします︒

五904

五905
すと︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒
五悩9

井戸の水をくまうとして︑女﹁まあ︑

五悩8囹 きれいな水だな︒

五価1園 まあ︑りっぱな神様が︑水にうつってい
らっしゃる︒

五儒1 女は︑井戸から水をくんで︑ほをりの命に

五燭3囹 水を一ぽいください︒
さしあげる︒

五搦3園 ああ︑うまい水だ︒
さしあげる︒

五葬5 女は︑つりばりを水で洗って︑海の神様に
六306團 この漕水艦が︑水の中へもぐるのだと聞
くと︑

六313團 もぐりたいと思へば︑いつでも︑漕水艦
の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒

六313国 その水を押し出せば︑自由に海の上へ浮
くことができるのだ︒

六315国水の中へもぐったら︑海の上が見えない
だらうと思ふであらうが︑

六317団 また︑水の中で音を聞きわける機械も
あって︑

六585囹

ふしぎなことだと思って︑あたりを見ま

村から町へ

川の水も︑堅い氷の下で眠ってゐます︒

すと︑石の間から︑水が流れ出てをります︒
六853国
ゆるやかに︑少しにごって行く水よ︒

六伽3圃春は春でも︑まだはじめ︑

ひょいと

六伽1 目のとどくかぎりはまつさをな水です︒
すみだ
水の流れが見えて︑隅田川のけしきになり

六擢6
ました︒

ほったあとに水がしみ出て︑まはりの砂が︑

浮かんでまたもぐる︒

七58墨水にもぐってひょいと出て︑
七83

岩の間のすきとほつた水の中で︑きれいな︑

少しつつくつれて行くので︑

七131

が︑嘉の上で笑ってゐました︒

七937 水の上へ顔を出すと︑本田くんと山本くん

いくつも

ゆらゆら見

水の輪が︑

七956團母が養して︑子の馬は︑ゆっくりゆつ

くり水を飲む︒

三日月が︑

七958革まるくひろがる

出ては消えるたび︑

えたりかくれたり︒

七962聖水にうつった

水は底まで

白い帆かげ

七M9 ノイツは︑武器や船具を返さないばかりか︑

日本船に水さへもくれません︒

八687間ゆらりゆらゆら︑春の水︑

がうつってた︒

八703圃 さやさやさやと鳴る風に︑

水の都ですから︑大阪には︑大小千何百と

それで︑大阪は︑水の都ともいはれてみる

澄んでみた︒

九128

大阪が︑水の都として嚢達し︑また︑煙の

水で︑じゃぶじやぶ顔を洗ってから︑

しばらくは︑︿略﹀︑勢こんで流れる水の清

らしたやうに飛んでゐます︒

八伽7圖水のやうに澄んだ空を︑雲が︑眞綿を散

八五9

に︑手ぎはよく水を切って︑おりて來ます︒

八備5 ちやうど︑グライダーが空中をすべるやう

のきいた魚です︒

八四6 ﹁あぢ﹂は︑水の中にみると︑なかなか氣

よく下へ出る︒

八川8園ああしてからだをしぼると︑中の水が勢

がら︑どの箱にも注いでゐます︒

八㎜6 きれいな海の水が︑こまかいあわをたてな

．都と呼ばれて︑

八962

いふ橋があります︒

八907

のです︒

海藻を拾った波うちぎはも︑もうすっかり︑ 八901

六七センチばかりの魚が︑

七1310

土がほり返され︑くれ打ちがすむと︑田に

海の水でかくされてるました︒

七371

淺い水の上に︑ニセンチか三センチぐらゐ

水がなみなみと張られます︒

七377

ここの田も︑あそこの田も︑︿略﹀︑もうひ

の︑若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑
七388

これにこりて︑賊は︑城の水をたやして︑

たひたと︑水がたたへられてるます︒

七581

垂の上から︑まっさかさまに︑水の中へず

つめたい水で食器を洗ったり︑

城中には︑十分水の用意がしてあった︒

苦しめようとはかった︒

七585
七835團

七911

﹁あっ︒﹂と思ったその時︑空と水がひつ

ぶりとはいって行くのは︑

空と水がひっくり返って︑からだはもう水
の中へもぐってゐました︒

七935

くり返って︑

六334国 漕水艦は︑水の中にもぐってみても︑ 七935
︿略﹀︑どこへでも 行 く こ と が で き る ︒

六341国魚雷をうち出すと︑︿略﹀︑水の中をくぐ
りながら︑敵艦をめがけて行って︑つきあたる︒

みず一みず

734

さに︑目をうばはれるのであるが︑

九949 熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ
たい海の水が氣持よく感じられる︒

九951 水の中を歩きながら︑顔を洗ひ頭を水でひ
たす︒

九952 水の中を歩きながら︑顔を洗ひ頭を水でひ
たす︒

て遭際がよい︒

九952 雨手でからだに水を掛けると︑ひやっとし
九954 思ひきって︑からだをずぶりと水の中へつ
けると︑つめたさが身にしみわたる︒

九958 立ち止って︑手を前へ延し足で地面をける
と︑からだはすいと水の上へ浮かんだ︒

九963 薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか
こいみどり色に攣る︒

九967 ゆっくりと︑自然に爾腕で水を大きくかき︑
爾足で水をけって進む︒

九967 ゆっくりと︑自然に寄書で水を大きくかき︑
爾足で水をけって進む︒

九973囹時々頭を水にひたせ︒
んめいで水をけった︒

九988 ぼくは︑先頭におくれないやうに︑一生け
九9910 水の中で︑もがいてみるやうである︒
九9910 顔を水にひたして︑からだを浮かすやうに
して泳いだ︒

又略﹀︒﹂といひながら︑弓をこわきには

さんで︑ざんぶと水にとび込んだ︒

九仰1

ながら︑鹿介はじっと水のおもてを眺めた︒

九鵬9 川端の石に腰掛けて︑來し方行く末を思ひ
九窟8 甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑

今もいういうと流れてみる
九照1 水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからつ

の石垣はすでに水に没した︒

十櫨4 その間にも︑水かさはずんずん増して︑城

水屋の水に属すすぎて︑この門を入れば︑

として︑全身がひきしまった︒

十59図

月には水が一しっくもありませんから︑ 十捌10 二さうの舟は︑静かに近づいて︑滞満とた

口から鼻から︑白い水を吐き出す︒

ながら

のだ︒

十踊3

井戸の水も︑かれて來る︒

いろくな物音が響くがく略﹀いちばん耳

運んで行かなければならない︒

けん

行く水は少しにごれど︑

水を運んで行かなければならない︒

玉のやうな︑清らかな水を両手にすくひ

音もまさりて︑

十一684図闘

十加9
の

のみ

島の北の端に︑深い水をたたへた廣い湾

井戸をほっても水は出て來ない︒

窓から山のいぶきが水のやうに流れ込ん

つち

佐保の川原は水あせて︑

石にささ

馨を持つ人︑それを槌で打つ人︑その穴

やく音静か︒

十二387図圏

に水をさす人︒

十ニー52

で量る︒

十一惣8

十一鮒12

があって︑

十一㎜1

十︻8510 水筒の水を飲むと︑

にをどつてみる︒

十一816

十一797 この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑
か
朝の日の光が︑石を噛んで流れる水の上

あげると︑

十一795

せせらぎ

十別8 水に不便な北京城内では︑一軒一軒︑水を

ふべん

に親しいものは︑水を運ぶ一輪車の音であらう︒

十㎜8

こちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒

水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑

十㎜2園水さへ引けば︑すぐここへもどって來る

十脳8進水には︑かなはない︒

十蹴12

たへた水の上に︑舷を並べた︒

ふなばた

十396
︿略﹀︑平原といった方がよいかも知れません︒

月には水がないといひましたが︑水ばかり

空山も水もないとすると︑地球上のやうに︑

水ばかりか甲信もないのです︒

か空氣もないのです︒

十3910
十3910

十405

太陽から來る光や熱を調節するものがないから︑
せ
白波みなぎり瀬は高鳴りて︑さか巻く水

も速かりけり︒

十995図
よしっね

十998図義経︑川端に打ち出で︑水のおもてを見
渡して︑人々の心を見んとや思ひけん︑
みつうみ

この川︑近江の湖の末にて候へば︑

あふみ

十㎜1図國水の引くをば待つべきか︒
十欄8愚挙

水の底には大綱あるらん︒

待つとも待つとも水ひまじ︒
十撹2口藺凶國

向かふの岸に着きにけり︒

十鵬6図畠山ものともせず︑水の底をくぐりて︑
十二10図國あまりに水が速うて︑馬をば川中より
押し流され︑これまでたどり着きて候︒

十枷9図魍國こぞり心ひとつとふるひ立ついくさ
十伽2

少し愚筆が悪いので︑水で顔を洗ってから︑

の前に火も水もなし
十価2

この水ならば︑平地に築かれた高松城が水

病室の中をまはりました︒

十襯9

自分と生死を共にするといってみるとはい

びたしになるのも︑間はあるまい︒

十備8

あもり

へ︑この水で見殺しにすることはできない︒

城近く流れてみる足守川は︑長良川の水を
集めてあふれるばかりであった︒

十善7

735
みずあそび一みすぼらしい

待つとも待つとも水ひまじ︒

それを一思に流し込んだのであるから︑城
水をけ

の粟国のたんぼは︑たちまち湖のやうになった︒

十柵9
﹇水桶﹈︵名︶1

店には︑大きな水をけがあって︑その

中に︑金魚がたくさんおよいでゐました︒

三596

みずおけ

十二419 海を進むなら︑水にひたるかばねともな．
れ︑山を進むなら︑草の生えるかばねともなれ︑

十二487 病人が良藥を得︑渇者が清冷な水を得た
のにもまして︑大きな喜びであった︒

十二687 驚く農夫に︑やっと手まねで水を飲ませ
てもらった聞多は︑

その間にも︑水かさはずんずん増して︑城
御姿

水ガメ

水がめ

修行者は︑座を立ってあたりを見まはし

﹇御姿﹈︵名︶1

﹇水瓶﹈︵名︶2

水ガメノ中ニカクレテヰタハチガ︑サ

みつから

十備3

秀吉はさっそくこれを用ひみつから堤防工
事の指圖をした︒
よしさだ

水際

水草が︑たくさん生えてゐました︒

水草が青々とのび︑

﹇水草﹈︵名︶2 水草

五229

みずくさ

五444

水汲みに來た女の頭の上の水がめが︑

﹇水汲﹈︵名︶1 水汲み

十313

みずくみ

﹇水煙﹈︵名︶1 水煙

十259 雲のやうに山手へ突進して來た水煙のほか

みずけむり

﹇水攻﹈︵名︶2 水攻め

は︑一時何物も見えなかった︒
みずぜめ

とうとう︑水攻めにするつもりだな︒

水たまり

十備2 すると︑秀吉に︑高松城水攻めの計を申し

十襯8囹

﹇水溜﹈︵名︶1

出た者があったので︑

みずたまり

水たまりには︑うすい氷さへ張ってゐます︒

八597 けさは︑寒い北風が吹きまくり︑たんぼの

水柱

水鳥が︑たくさん泳いでゐました︒

﹇水柱﹈︵名︶3

十667 魚雷が︑︿略﹀ウェールズに命中して︑胴

みずばしら

それと同時に︑魚雷はウェールズの舷側で︑

髄から︑マストの二倍ほどある水柱があがった︒
十678

水びたし

大きな水柱が︑遠い海面にあがっては消

みごとに大きな水柱と火焔をあげた︒

十一一圏7

﹇水浸﹈︵名︶2

えて行く︒

みずびたし

じゅもく

べう

十襯9 この水ならば︑平地に築かれた高松城が水

どべい

びたしになるのも︑間はあるまい︒

んな水びたしになって︑くつれてしまふのだ︒

十餅7 家でも︑土塀でも︑樹木でも︑廟でも︑み

︽一

十一塒1 ある小さなみすぼらしい家の前まで來る

イ︾

みすぼらし・い ﹇見窄﹈︵形︶1 みすぼらしい

十一2310図義貞馬よりおり︑︿略V︑みつからはけ
水ぎは

大きなふなが︑水ぎはでぴちぴちはねて︑

﹇水際﹈︵名︶2

る黄金作りの太刀を抜きて︑海中へ投げ入れたり︒
みずぎわ
五476

いつのまにか狼介は切りたてられて︑しだ
いに水際に追ひつめられて行った︒

九伽2

六梛6

水汲みに來た女の頭の上の水がめが︑ゆれ みずとり ﹇水鳥﹈︵名︶1 水鳥
﹇自﹈︵代名︶1

みつから与おんみずから
たんすをあけて︑みつから軍服を取り出し︑

﹇自﹈︵副︶4
手早く着かへた︒

七988

みずから

九673図國債をば︑みつからまるらすべし︒

みずから

て鳴る音だ︒

十314

ルノカホヲチクリトサシマシタ︒

二295

みずがめ

たが︑佛の御姿も人影もない︒

十一一498

みすがた

の石垣はすでに水に没した︒

十帽3

十二785園 それがしの主人は︑立板に水を流すや みずかさ ﹇水嵩﹈︵名︶1 水かさ
うに︑ものをいひつけられるお方ぢや︒
や し

十二悩9 のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ
の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒
十一一悩5図圃 古池やかはっとびこむ水の音
緑も︑︿略﹀も︑ゆらゆら樒れて一つになる︒

十一一柵7 母の指先が水にはいると︑川底のせりの

つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

十二柵10 足もとからむくむくとにごって湧きあが
十二川2 水は思ったより冷たかった︒

たいふう

十一一欄2 澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑草の芽
の緑

十二柵5圃臆風は︑︿略﹀海といふ海︑水といふ
水に號令して︑世界最大の波紋を描く︒
水遊び

十二柵5導水といふ水に號令して︑
﹇水遊﹈︵名︶1

水色

ら︑みつから防火につとめた︒

三588 せみがなく︑水遊びができる︑それより 七梱3 元帥は︑家に残ってみた人々を登戸しなが

みずあそび

﹇水色﹈︵名︶3

も︑今年は海へ つれて行ってもらへる︒
みずいろ

五839 けさは︑朝顔が三つ咲いてみた︒水色が二
ぐわいたう

つに︑赤が一つ︒

十879 水色の外套を着た急患が四騎急いて來た︒
十一加6 すきとほるやうな水色や︑赤や︑緑の薄
いきれ地などがいっぽいにかざられ︑
みつうみ
みつうみ

十㎜6図画 この川︑近江の湖の末にて候へば︑

あふみ

みずうみ ﹇湖﹈︵名︶2 湖 湖

みずみずしい一みせる

736

︹瑞瑞﹈︵形︶1

と︑中からピヤノの音が聞える︒

イ︾

みずみずし・い

みつみつしい

︽一

見せたまふ

﹇見始﹈︵下一︶1

︽一

︽ーフ︾

見せ始める

敵に後を見せたまふな︒

﹇見給﹈︵四︶1

十価10図圖

みせたま・う

みせはじ・める

木々の間に無敷のほたるが群がって青白

い光を見せ始めると︑

十一㎜6

七8710 そのうちに︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑ メル︾
中からみつみつしいからだが現れます︒
みずみずしさ ﹇瑞瑞﹈︵名︶1 みつみつしさ
あらう︒

水屋

店

店先

オヂイサンが山門ラカヘッテクルト︑
ヲヂサン︑コンヤモマタ︑カグエヲシ

二823園

﹁︿略﹀︒﹂といって︑春枝さんはガラス

センドウサンヲ見セテクダサイ︒

おかあさんに見せてあげると︑﹁︿略﹀︒﹂

勇さんは︑をんどりに鏡を見せました︒

このよくあがったところを︑をぢさ
今度は︑この前のやうに︑はっかしがら
わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑

天人のまひを︑まって見せていただけま
神様がたは︑︿略V︑鏡を大神に見せておあ
五315

それを箱に入れて︑ねえさんに見せると︑

いっか國男にも︑にいさんの愛馬を︑ぜ

私が︑かひこの箱を見せますと︑
ひ見せたいと思ってみるが︑

五698團

五412

げになりました︒

五79

せんか︒

四悩3園

野山をかざって見せよう︒

四描6園

ないで︑ぜひ︑いうぎをして見せてください︒

四鵬5国

んに見せてあげたいと思ひました︒

四944國

四555

とおっしゃいました︒

三777

玉を二つ見せました︒

三101

テ見セテクダサイ︒

二811園

オバアサンバ︑ソノモモヲ見セマシタ︒

一728

︽ーセ・ーセイ・ーセル︾塁おみせる

十504圃 新づけの白菜︑何といふみつみつしさで み・せる ﹇見﹈︵下一︶39 みせる 見セル 見せる
﹇水屋﹈︵名︶1

﹇店﹈︵名︶8

十59図水屋の水に口すすぎて︑この門を入れば︑

みずや
みせ

ニー02 少シイクト︑トケイヤノ店カラ︑ラジオ
ガキコエテ來マシタ︒

爾がはに店がつづいて︑いろくなも

三595 店には︑大きな水をけがあって︑

三676
のを費ってゐました︒
實などを︑戸口に並べてみる店があります︒

四脳6 せまい通には︑︿略﹀︑にんにくや︑はすの

れ一きれ切取って︑費ってみる店もあります︒

四価1 肉をぶらさげ︑大きなはうちゃうで︑一き

はひます︒

六153 二十四日の晩は︑いろくな店が出てにぎ

﹇店先﹈︵名︶2

八237炉心 あれは︑支那料理の店のかんばんです︒

六㎜6 爾側には店が並んでみて︑
みせさき

とは︑まるでちがった感じです︒
さ

八悩9 進むかっかうは︑さかな屋の店先で見るの
さら

見せだす

︽ーシ︾

十︻加5 その店先は︑︿略﹀更紗地と︑︿略Vきれ
﹇見出﹈ ︵ 五 ︶ 1

地などがいっぽいにかざられ︑
みせだ・す

だした︒

十二㎜11 再び行く手に︑青空が細く割れ目を見せ

五嗣3團

あなたから手紙が來ると︑それを︑利根

そっと近づくと︑くるりと葉のうらへま

に見せてやります︒

六114

﹁︿略﹀︒﹂といって︑弟が︑たべかけてゐ

はって︑足の先だけ見せてゐます︒

たみかんを見せました︒

六802

六梱1

東京といふ映書を見せてもらひました︒

六973園今度は︑ぼくが取ってみせるぞ︒

最初に︑先生から︑できあがりのグライ

の姿を見せなくなってしまひます︒

八78 十一月の初めになれば︑もうほとんど︑そ

八466

﹁︿略﹀︒﹂といってみる兵隊さん︑そのそ

ダーを見せていただいた︒

ちよつと見せてくれ︒

ばで︑銃や劒を見せてもらって大喜びの弟︑

八625

九217国肉

やさばが︑青光のする新鮮な色を見せ︑

九501 四角な箱の中には︑近くの海で取れたあぢ

九悩2 鹿介の血を吐くことばに︑信長は大きくう

燕が︑川水にすれすれに飛んでは︑白い

つばめ

なついて見せた︒

九髄10

今にきっと成功してみせます︒

腹を見せてちう返りをしてみた︒

十747園

を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

十794 この日︑佐吉の織機を操って︑りつばに布

この不幸な子を慰めるために︑源氏は給

工場を見せていただきたいのですが︒

をさせたり︑かけ足をさせたりして見せたが︑

十977 ステッセル將軍は愛馬にまたがり︑はや足
十佃8園

十﹁4310

あたりにだんだん霧がわいて來て︑大木

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十一882

ところどころに白雲がただよって︑︿略﹀︑

の幹を︑かなたへかなたへと薄く見せた︒
十一941

737
みぞ一みだれる

谷々の雪漢と相映じて︑山々を奥深く見せる︒
にこした顔を見せてみるし︑

十一㎜3 パイナップルも︑道のすぐそばで︑にこ

空と海とが︑刻々に千愛萬化の美しさを見せる︒

十一踊5 たそがれのく略﹀光がただよってみて︑
十一一801囹急いで見せてくだされ︒

十一一備6 イギリスは︑薩長を通じて官軍に好意

さっちやう

十一一842囹急いで見せい︒
を見せようとしてみた︒

みぞ

今日もとうとう敵は影を見せなかった︒

﹇溝﹈︵名︶2

十一一躍11

みぞ

落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒

六416園 そのみぞをつたはって︑ぽたりぽたりと

﹇味噌汁﹈︵名︶1

みそ汁

込んで︑︿略﹀︑ちょうちょうと流れて行く︒

十二燭9 崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け
みそしる

︽ーシ・ース︾

十518團 あたたかいみそ汁から︑ほかほかと︑立
ちのぼる湯氣を見つめながら︑
みそなわ・す

︵四︶2 み そ な は す
しんれい

十68図 今とこしへに神璽としづまりまして︑
主上︑︿略﹀︑玉顔殊にうるはしく︑諸

︿略﹀︑民草をもみ そ な は す ら ん ︒

十一一998図
﹇溝端﹈︵名︶1

みぞ端

卒をみそなはし︑正行を近く召したまふ︒
みぞばた

しうかいだう

九柳5 背戸のみぞ端に︑秋海業がかはいらしい薄
赤の花をつける︒

みそまはじめさい ︹題名︺1 みそまはじめ祭

九141 みそまはじめ祭

ないくう

げくう

みそまはじめさい ﹇御杣始祭﹈︵名︶2 みそまはじ
め祭

出したみそまはじめ祭の行はれたところである︒

九145

今日のみそまはじめ祭の盛儀を舞観する

﹇満﹈︵五︶3

満たす

︽ーサ︾

人々の列が︑︿略﹀次から次へ績いて行く︒
みた・す

ち入れるをのの響きのこだまで滞たされる︒

九183神代さながらの山中は︑しばらくの間︑打
新聞紙は︑露里敗北の記事で満たされてゐ

たからである︒

十847

回す

︽ーシ・一

あたり一面が虫の聲に滞たされ︑
みだす

﹇見給﹈ ︵五︶ 3

おまつりなさい︒

︽1へ︾

みたま・う

みたまふ 見たまふ

四826園向かふの陸まで並んでみたまへ︒

つつ

五価7囹 ここに立って︑お月様を︑枝の間から見
たまへ︒

御民われ生けるしるしあり天地の榮

﹇御民﹈︵名︶1 御民

十358園見たまへ︑筒はボール紙だらう︒
みたみ

ゆる時にあへらく思へば

十一麗3図圏

御民われ⁝⁝⁝百三十二

御民われ

二十一

みだりに騒動を起七たのは︑結局私情

﹇妄﹈︵形状︶1 みだり

を以って國法を破ったのである︒

十二604園

みだり

十一齪2 二十一

十一310

たまく一行の雁︑刈田におりんとして︑みたみわれ ︹課名︺2 御民われ

﹇乱﹈︵四五︶3

十一㎜5
みだ・す

九592図

ス︾

二列に並んだ列を︑まだだれも塾す者はな

にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九968
い︒

十一544図 敵は︑算を乱して逃れ去らんとす︒
みたて
﹇御盾﹈︵名︶3 御楯 御楯
みたて

みたて

九595図國

野に伏兵ある時︑雁︑列をみだる︒

十193図閣汝︑ますらをなれば︑大君の御楯と起 みだ・る ﹇乱﹈︵四︶1 みだる ︽ール︾

敵の艦列たちまち乱れ︑早くも職列を

しかるに︑ほどなく天下また乱れ︑

逆臣西國より攻めのぼり候間︑

十二978図圓

離るるものあり︒

十一539図

今日よりはかへりみなくて大君のし みだ・る ﹇乱﹈︵下二︶2 齪る ︽ーレ︾

ちて︑たくましく︑ををしく生きぬ︒

十二398図圏
みたて

この鏡は︑わがみたまとして︑だいじに

﹇乱入﹈︵四︶1 垂れ入る ︽ール︾

軍勢六萬齢騎︑稻村が崎の遠干がたを︑
かまくら
眞一文字にかけ通りて︑鎌倉へ鼠れ入る︒

﹇乱﹈︵下一︶2 叢れる ︽ーレ︾5いり

きちんとそろって進んでみた列が︑だんだ

十二307雲井の観れた世に容れられなければこそ︑

ん乱れて行った︒

九986

みだれる・さきみだれる

みだ・れる

十一2410図

みだれい・る

呼 みだれ Oがんのみだれ

いやしい身ながら︑大君の御楯となって

この御楯と出で立つわれは

十二403

三たび

たつぬる三たび︑
さがせど見えず︒

船内くまなく

﹇三度﹈︵名︶2

出嚢するのである︒

みたび

べど答へず︑

八874図魍

奉仕員は︑︿略﹀︑左右左と三たび︑御神木
みたま

さうして︑御鏡に︑御玉と︑御劒をおそへ

﹇御玉﹈︵名︶1

の根もとへ向かってをのを打ち込む︒

九167
みたま

五967

になって︑みことにお渡しになりながら︑

五971囹

九1310 ここは︑︿略﹀内宮・外宮の御神木を伐りみたま ﹇御霊﹈︵名︶1 みたま

みち一みち

738

ほんたうに先生の大きいことがわかります︒
みち ﹇道﹈︵名︶64 みち 道 路皿Vあぜみち・い

なかみち・きうまみち・こみち︒したみち・とおり
みち・ながいみち・なみきみち・ほそみち・やまみ
ち・ゆきのしたみち

二掴7ぼくたちは︑畠の中のみちを走って︑

た︒

方々で︑官軍が︑ひやうらうの道をふさい
しやうじ

中にも︑芋瀬の荘司は︑宮のお通りにな

いもせ

だので︑賊はすっかり弱った︒

七615

七625

やうすを探るために︑思はず時を過して︑

ることを知って︑道に手下の者を配ってみた︒
七6210

ごみっぽいでこぼこの道を︑

トラック

宮のおあとから急ぎ足に道をたどって來たが︑
が通る︒

七746圃

せんろの方へ行きました︒
三924圃 どこまで行っても︑ 長い道︒

二人は︑︿略﹀︑なれない道を一月肖りも歩
蹄りは︑村までくだり坂の道だ︒

砲身の中には︑きらくと鏡のやうにかが
器量ある武將なれども︑なほ軍の道を
夜︑道に迷った時など︑この星を見つけれ

西神門を出でて行く道は︑しばし森林の
しばふ

みどりの芝生遠く凄く憎き︑痒いとはる
菖御苑に入れば︑木立深く︑黒めぐり︑
愛路村といふのは︑︿略﹀︑道の爾側おのお
笠置の城と申すは︑︿略﹀︑谷深くして
萬丈の青岩道をさへぎる︒

十一169図

の十キロ以内のところを︑これに當ててるる︒

十㎜9

十810図

かなるかなたに︑寳物殿を望む︒

十74図

奥に人をいざなふ︒

十72図

ば︑すぐ方角を知ることができます︒

九905

知りたまはず︒

九582図國

やいた︑砲弾の通る路ができあがります︒

八皿5

八859

き績けて︑やうやく鎌倉に着きました︒

八392

八311図暗さは暗し︑道はなし︒

三931圃 どこまで行っても︑ 長い道︒

でも︑この木は︑切るよりほかにみ

三935間どこまで行っても︑ 長い道︒

四88囹
ちがあるまい︒

さをひろってゐましたので︑

四198 道がだんだんのぼりになって︑
四248 道のまん中で︑にはとりがたくさんゑ

れる大きな杉の木が︑立ち並んでゐました︒

五97團 道の爾がはには︑千年もたったかと思は
﹁ポポー︒﹂と︑ラッパを鳴らしながら︑

川岸の道を走って行きました︒

五529

み

五617 野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつけ
たり︑川に橋をかけたりなさいました︒

五656圃 ことしゃほう年︑穗に穂が咲いて︑
ちの小草も米がなる︒

五978園 下界へ行く途中に︑恐しい男が︑道をふ
さいで立ってをります︒

五㎜1園皇孫ににぎのみことのお通りになる道を︑
﹁︿略﹀︒﹂と︑道を通る人が︑話し合って

ふさいで立ってみるあなたこそ︑だれです︒
六708

十一171図 つづら折りなる道をあがること十八町︑
へい
岩を切って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒

ゐました︒

六書4 この鐵條網に破壊筒を投げこんで︑わが歩

十一228図敵の方を見渡せば︑北は山高く道けは
しく︑敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒

兵のために︑突撃の道を作らうといふのです︒

六価2 ときは木の茂った清らかな道がうつりまし

十一2210図

義貞今臣たるの道を蓋くさんため︑

南は稻村が崎にて砂上圧せまきに︑

武具を取って敵陣にのぞむ︒

十一236図譜

つつ

十一615m凶器合戦の事は武士にこそ任せらるべき

ふと見れば︑道のほとりに︑

に︑道にもあらぬ御計らひ︑いかがあらん︒

せまい道の爾側には︑大きなささが︑ぼ

道はすぐ登りになる︒

姿を見せて︑

十一836

ましき

十一697下多

十一838

道はいくぶんなだらかになったり︑また

くらの頭をおほふくらゐ高く茂ってみた︒

十一866

十一898

十一891

行手の道も﹁はひまつ﹂も︑すべて夢の

道は︑ややなだらかになった︒

それからも︑しばらく道が急だつた︒

ぐっと急になったりする︒

十一906

尾根傳ひに︑なだらかな道が績いた︒

やうに霧の中に薄れてみる︒

十一908

バランガへ通じる白い道は︑その観測所

十一9410 峯傳ひの道が績いてるた︒

十一擢5
十一矧5

パイナップルも︑道のすぐそばで︑にこ

道は運河にそってみる︒

から手に取るやうに見えるので︑

十一㎜2

この道はいっか來た道︒

にこした顔を見せてみるし︑

十一矯1弱輩

この道はいっか來た道︒

十一一169 割られた石材は︑石積み車に載せられて︑

十一騰1圏園

これこそは︑わが道を傳へ得るただ一人

山の道をすべるやうに運ばれて行く︒

十一一253

戦齪があって︑道ははかどらず︑七日七

の弟子だと︑孔子は︿略﹀深く信頼してみた︒

夜︑孔子も弟子も︑ろくろく食ふ物がなかった︒

十二2710

十二295園先生の道は齢りに驚き過ぎます︒

739
みちあふれる一みちる

なってみたので︑私はびっくりしました︒

十二301園道の修つた者が︑必ず人に用ひられる 四761 見ちがへるほど りっぱな 兵たいさんに
とはさまってみない︒
もよいといふことになりはしないか︒

︵下一︶

2

満ちあふれる

見ちがへる

︽1ヘ

みちすじ

道号5すがわらのみ

かた
和歌の浦に潮みち興れば潟をなみあ

﹇道真﹈︹人名︺8

學問では︑軍官の上へ出る人はないと思は
若い人たちが︑︿略﹀︑的をめがけて弓を引
撃墜では︑とてもかなはない急劇を︑︿略﹀︑

一人の若い男が︑︿略﹀︑弓と矢を︑道眞に

しりごみするだらうと思はれた道眞は︑そ
今まで︑やさしさうに見えた道導が︑急に
道眞は︑つづいて︑第二の矢を引きしぼり
第三︑第四︑第五と︑道中は︑目にもとま
﹇道順﹈︵名︶1

道順

﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を
道しるべ

洋上飛行の目となり︑道しるべとなる偵

﹇道標﹈︵名︶1

亭おんみちすじ

．察員の苦勢は︑並みたいていのことではない︒

十二躍8

みちしるべ

音で讃んだりする場合も︑まれにはあります︒

十宙6

みちじゅん

らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒

六皿3

ました︒

六日8

がっしりとく略﹀︑強さうに見えだしました︒

六百1

の弓矢を静かに受け取り︑

六㎜7

つきつけました︒

六㎜4

弓でいぢめてやらうと思ったのでせう︑

六998

いてるるところへ︑道眞もやって來ました︒

六991

れてるました︒

六985

ちざね

みちざね

しべをさしてたつ鳴きわたる

十二435図魍

十二303囹人に用ひられるためには︑道はどうで みち・く ﹇外来﹈︵力変︶1 みち來 ︽ークレ︾
十二308囹道を修めないのは君子の恥でございま
すが︑

能に慮じてわかる程度に教へた︒

十一一訓3 孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才
十一一433 人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの
で︑後世歌聖とたたへられた︒

十一一579 この修行者こそ︑ただ心すぢに道を求め
しゃか
て止まなかった︑ありし日のお清書様であった︒
十二5910園 もしこれがお仕置きになれば︑今後忠
義を働ます道がないであらう︒

けれども︑さやう致しては政道が立ちませず︑

十二623囹何とか助ける道はないかと思ひました
十二627 佛の慈悲によって︑助ける道でもあらば
といふ下心であったらう︒

が女の道︑

﹇満溢 ﹈

十二川5 ひとたび嫁しては徳川の家を離れないの

︽ーレ︾

みちあふ・れる

ない︑よいかをりがあたりに満ちあふれます︒

六261 やがて︑まつ白な花が咲いて︑何ともいへ

満ちあふれたものが多い︒

十二423 萬葉集の歌には︑かうした國民的感激に

﹇見違﹈︵下一︶2

十一槻7 この道以外に部隊の進撃路はないので︑

みちいがい ﹇道以外﹈︵名︶1 道以外

ル︾

みちが・える

なりました︒

十一344図圏

道のべに清水流るる柳かげしばしと

しみつ

三958 そのへんが見ちがへるやうに︑明かるく みちのべ ﹇道辺﹈︵名︶1 道のべ

﹇道端﹈︵名︶4 道ばた 道端

てこそ立ちとまりつれ

七251 少年は︑頭と足に導けがをして︑道ばたに

みちばた

かはいい桃色の﹁いはかがみ﹂の花を︑

倒れてゐました︒

十一879

道端には︑ささがめづらしく花をつけて

道端に見つけるのが樂しみであった︒

みた︒

十一892

道端は︑﹁いはかがみ﹂の花盛りであっ

﹇道幅﹈︵名︶1 道幅

十一909
た︒

みちはば

︿略﹀︑ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒

十銅7 あまり道幅もない爾側の土塀の上から︑

下男淺吉の提燈にみちびかれながら︑

﹇導﹈︵五︶1 みちびく ︽ーカ︾
ちやうちん

十二663

みちび・く

がいせん

聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ蹄る途中︑
みちひさ
﹇道久王殿下﹈︹人名︺1 道久

みちひさ

みちひさおうでんか

王殿下

をお迎へあそばされてみた︒

十一151 若宮道久王殿下が︑︿略V︑父宮の御凱旋

﹇満満﹈︵上二︶1 満ち満つ ︽ーチ︾

十佃7図国助けまみらせんと思へども︑みかたの

みちみ・つ

﹇満﹈︵上一︶6 満ちる ︽ーチ︾

軍兵満ち満ちて︑よものがし候はじ︒
み・ちる

に満ちて︑立ってをります︒

七1610 ふり返ると︑少女は︑いかにも尊いるげん

動してみた魚市場も︑ひっそりと静まり返って︑

九515 あれほど活現に満ちて生きもののやうに活

ことばを︑親しくおかはしになったのであった︒

十一164 母君としての御慈愛に満ちたお迎へのお

みる︒

十一惣4 パイナップルのにほひがあたりに満ちて

みつか一みっつ

740

りである︒

十一η6 それは︑見てみると自信に満ちた生活ぶ
十二438 和歌の浦に潮が満ちて漏ると︑
くねんろくがつみつか・ふつかみつか

みつか ﹇三日﹈︵名︶5 三日δしょうわじゅうろ

三564二日も三日もふりつづくとげんきな太

かれらは︑なほも聞多をさがしたが︑も
太陽は︿略﹀︑ちよつと手近にたとへる

うどこにも見つからなかった︒

十二679
十二㎜7
三月

山行かば

これは︑いいものを見つけましたね︒

いふことですが︑ほんたうですか︒

六578園聞けば︑あなたは︑山で酒を見つけたと
七101囹
よ︒

七113囹ぼく︑こんなおもしろいものを見つけた

かはいい桃色の﹁いはかがみ﹂の花を︑

私は︑荒なはで枝をつった松の根もとに︑

ほかのことを考へないで︑みっしり仕事

いけ花をみっしりけいこして︑︿略﹀︑

つつましやかな心を育ててください︒

十一伽2団

をやってくれ︒

十741園

みっしり︵副︶2みっしり

上に針路を取りもどしたと見る間に︑

十二川5 やっと切れめを見つけて︑豫定の哨戒線

そっと顔を出してみる黒い土を見つけた︒

十二搦6

それを摘んで來ていけてみました︒

十一描10團野原でききやうの花を見つけたので︑

道端に見つけるのが蓋しみであった︒

十﹁879

けた︒

十㎜9 ある少年が︑鐵道のこはれてみるのを見つ

てるますから︑だれでもすぐ見つけます︒

九941 山形星ともいひますが︑これははっきりし

ば︑すぐ方角を知ることができます︒

九906 夜︑道に迷った時など︑この星を見つけれ

れを見つけた︒

八672 ちやうどその時︑附近にみたわが兵が︑こ

い射撃を受けた︒

八666 すると︑今度は敵軍に見つけられて︑一せ

見つけられてしまひました︒

たつと︑もう十七八ぐらみの 八385 かへって︑はだ身はなさず持ってるた刀を︑

み
海行かば水つくかばね︑
へ

三月ほど

﹇三月﹈︵名︶1

ものが見つからない︒
みつき

四339

十二415図魍
草むすかばね︑

ナデシコノ花ヲミツケマシタ︒

見つける

一484

ミツケル

大君の邊にこそ死なめ︑

むすめに見えました︒
郎さんも︑﹁いやだなあ︒﹂と思ひます︒
み
七587 二日たっても︑三日たっても︑汲みに來な みつ・く ﹇水漬﹈︵四︶1 水つく ︽ーク︾
い︒

七6710 それから︑三日ばかりたったある日︑正男

し

ヲミナヘシノ花ヲミツケマシタ︒

した︒

四258

この子を見つけてから︑︿略﹀切る竹に
酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入
のちには︑敵が利根の姿を見つけて︑揮を

弟が︑遠くから私を見つけて︑﹁ねえさ
ん︒﹂と喜んで呼びました︒

六92

あびせかけます︒

五竜2

れて︑がぶがぶと飲みました︒

五296

は︑たびたび金がはいってゐました︒

四336

竹を︑一本見つけました︒

四331ある日︑根もとのたいそう光ってみる

笑ひながら走って來ました︒

三郎さんが︑私のおりるのを見つけて︑

三763團波うちぎはや砂はまで︑貝を見つけま

一486

みつ・ける ﹇見付﹈︵下一︶24
さんが︑自分のかげを見ながら考へこんでみる︒
つ の だ
︽ ケ・ーケル・⁝ケレ︾
そこで一一一日︑乃木將軍は︑津野田参謀に命

十858
し

じて︑この聖旨を傳達することにした︒

三日め

十二889図書 獅子は子を産み︑三日にして︑敷千
﹇三日目﹈︵名︶2

丈の谷に投ず︒
みつかめ

五384 そののち︑だんだんやせて行って︑三日目
には︑五匹とも死んでしまひました︒

見つかる

︽ーッ・ーラ・

十726 それから三日め︑われわれの一隊は︑もう
﹇見付U ︵ 五 ︶ 8

一度あの職場の上空を飛んだ︒
みつか・る
リ︾

五柵4囹見つかって︑ほんたうによろしうござい
ました︒

六615園 これは︑いいものが見つかった︒
八233国 このあひだ︑支那町を見に行った時︑お
もしろいかんばんが見つかりました︒

九895 これはすぐ見つかります︒

やっと︑あるところで︑美しいたちばなが

るところを︑見つけたといふのです︒

四833囹 ﹁一つ︑二つ︑三つ︑四つ︒﹂とかぞへ

六558露なんでも︑その子が︑山で酒の流れてゐ みっつ ﹇三﹈︵名︶5 三ツ 三つ5ふたつみっつ

生ってみるのを見つけました︒

九899 北斗七星が見つかったら︑その七つの中の︑ 六218
下の端に當る二つの星に注意しませう︒

九903 すると︑この二つの星の距離の五倍ばかり
のところに︑きっと↓つの星が見つかります︒

741
みつばち一みどり

ながら︑渡って行きました︒
のお皿のやうなのが︑三つ咲いてみる︒

五808 日まはりは︑暑い日をいっぱい受けて︑金
五838 けさは︑朝顔が三つ咲いてみた︒

九183 ︸打ちごとに︑三つの切口から清らかな木
一つ︑一一つ︑三つと︑︿略V︑もぐらのやう

のはだが現れる︒

﹇蜜蜂﹈︵名︶1

みつばち

に進む皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒

十欄4
みつばち

た︒

﹇ 見 詰 ﹈ ︵ 下二︶1

見つむ

︽ーメ︾

十一916 みつばちが︑盛んに花から花へ飛んでゐ
みつ・む

見つめる

十109

水兵は驚いて立ちあがりしばらく大尉の顔
白い御飯から︑あたたかいみそ汁から︑

を見つめてみたが︑

十519圏

密林

劒であります︒

みてつから︑

御堂筋

天皇陛下の

﹇御手﹈︵副︶1 みてつから

六764圏 軍旗︑軍旗︑

みてずから

﹇御堂筋﹈︹地名︺1

お授けくださる尊い軍旗︑

と︑

沖の方は︑白くもやでかすんで︑見通しが

﹇三時﹈︵名︶1 三時

正成・正看︑︿略﹀︑三時が間に十六度

﹇見届﹈ ︵下一︶

1

見とどける ︽一

わが偵察機は︑なほも大空をめぐりながら︑

旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒

十7010

ケ︾

みとど・ける

まで戦ひけるに︑その則しだいに亡びて︑

十一一922図

みとき

きかない︒

九453

みとおし

﹇見通﹈︵名︶1 見通し

八908 大阪騨から南へ︑御堂筋といふ大通を進む

母も︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑目に涙をためなみどうすじ

ほかほかと︑立ちのぼる湯氣を見つめながら︑
十5710

さう思ひながら︑修行者は︑じっとその

がら︑じっと私を見つめた︒

十一一502

だまって︑じっと見つめてみると︑一つ

ものすごい形相を見つめた︒

十一一川5

光盛与てっかのたろ

光盛の娘は︑そののち書夜︑頼朝をねらひ

﹇光盛﹈︹人名︺1

一つの星の呼吸さへ聞えて躍るやうだ︒

みつもり
うみつもり

八383

﹇密林﹈︵名︶6

ましたが︑少しもすきがありません︒

この時から︑この御劒を︑草薙劒と申しあ
熱田神宮におまつりしてあるのが︑この御

﹇緑﹈︵名︶38

みどり

緑δあさみどり・

みどりのもは︑しっかに開きました︒

次の日も︑金の牛は︑岩の上にあがっ

金の牛は︑おなかがすくと︑みどりの

四備6園わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑

島を眺めては︑おなかをいっぱいにしました︒

四463

て︑みどりの島を眺めました︒

四459

えてゐました︒

四452その島には︑みどりの草が一めんに生

三617

うすみどり

みどり

よく認めることができたのである︒

十一一352 顔回なればこそ︑偉大な孔子の全面を︑

こまでも横車を押し通さうとした米子︑

十5310園．東亜におけるわが國の地位を認めず︑ど

附近の密林やゴム園の中にかくれてみた住 みと・める ﹇認﹈︵下一︶2 認める ︽ーメ・ーメル︾
やがて針葉樹の密林へはいると︑急に快
密林をきり開いては進む雲の峯
右岸一帯に打ち鋭くうつそうとした密林
密林とゴム林が無限に易くマライに︑た
ほさう

御互

さうして︑御鏡に︑御玉と︑御劒をおそへ

﹇御剣﹈︵名︶3

七232

あった

げることになりました︒

七231

になって︑みことにお渡しになりながら︑

五967

みつるぎ

だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒

十二棚6

が切れて︑︿略﹀建物が︿略﹀見える︒

十一㎜9

十一桝6図圏

い涼しさを畳える︒

十一864

民たちも︑安心して町へ節って來ました︒

九267

みる密林を︑へとへとになって進んで行く時にも︑

九203国熱帯の大きな木やかづらがからみついて

︽ーメ・一 みつりん

十4610図 一つまた一つ︑血走る眼に見つめつつ︑
﹇見詰﹈ ︵ 下 一 ︶ 1 6

かまより皿を取り出しみたるかれは︑
みつ・める
メル︾

五153 川の流れを見つめながら︑日本の兵たいさ
んが二人︑話をしてゐます︒

五455 二人は︑じっと︑うきを見つめました︒

五685国 ﹁ヒヒン︒﹂とないて︑大きな目で︑
しかし︑ じっと月を見つめてゐますと︑

じっとにいさんを見つめる︒
五欄8

轄するのを︑ じ っ と 見 つ め て ゐ ま す ︒

七733二人は︑巻尺を張って見つめてみる︒
七931向かふの山をじっと見つめました︒
七佃4 彌兵衛は︑じっとノイツを見つめました︒
八撹3 職工さんは︑張りつめた氣持で︑機械が運
八価7 そこに立ち止って︑じっと見つめました︒
九726源作ちいさんは︑その煙のやうすをじっと
見つめた︒

九746 どっかりと︑また︑かまの前にすわって︑
もくもくと立ちのぼる煙を見つめながら︑

みどりいろ一みとれる

742

野山をかざって見せよう︒

五885青い波の上に︑赤・白・黄・みどりの旗が
浮かんでゐます︒

六柵6 ここばかりは︑寒い冬も知らないやうに︑
みどりの葉が生き生きして︑

七323 野も︑山も︑木立も︑みどりにかがやく奈
良の都には︑

の︑若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

七378 淺い水の上に︑ニセンチか三センチぐらゐ
七3710 ちやうど︑たんざく形のみどりの敷物を︑
きちんと間を置いて︑敷き並べたやうです︒

七鵬7 地上のみどりのあざやかなこと︑美しいこ
と︒

八梱8 赤や︑黄や︑みどりの︑何ともいへないほ
ど美しいものが︑その中にはいってゐました︒
つきることがない︒

九1210 山から山へ績く生ひ茂ったみどりの森林は︑
九233團 スコールの通り過ぎたあとには︑︿略﹀
植物のみどりといふみどりがすっかり洗はれて︑

九234団 熱帯の盛んな植物のみどりといふみどり
がすっかり洗はれて︑よみがへったやうになる︒

見る 目 う る は し ︒

山々のひ

九474 太平洋のかなたから押し寄せて來るみどり

の波が︑きらくと光りだす︒
だ縞なして︑

しま

九705園圃 薄きみどり︑こきみどり︑

九724 青々と茂ったみどりの梢に︑煙がなびいて

九705図閣薄きみどり︑こきみどり︑
みる︒

九加2 夏の初め︑草原があざやかなみどりにおほ
はれるころ︑オボの祭がもよほされる︒
しばふ

十74図 木立遠ざかりてみどりの芝生遠く廣く績
き︑道いとはるかなるかなたに︑寳物殿を望む︒

さなへ

十一693図閣

田園のつづく限りは︑

植ゑわたす

この美しい木々の緑と︑さわやかな鳥の

早苗のみどり︒

十一8010

林を出はつれて︑頭の上の緑のおほひが

聲のごちそうを前にして︑

十一815

眼界が急に開けて︑山腹の斜面に︑低い

審きてしまった時︑

十一896

くわてう

赤や青や緑などで︑花鳥を染め出したは

その緑の木かげにも︑山羊の群がたくさ

緑の﹁はひまつ﹂が波のやうに績いて見えた︒

十一㎜4
んみる︒

十一脳6

なやかなものが︑いつぼんに用ひられてるる︒
や し
目もさめるやうな緑の葉の椰子の木や︑

すきとほるやうな水色や︑赤や︑緑の薄

鳳園木などが茂り︑

ほうわうぼく

十一川4

十一加6

鋪装道路は︑︿略﹀美しい傾斜面と︑緑

いきれ地などがいつばいにかざられ︑

十一劉1

さうして︑赤屋根の住宅が︑あちらこち

濃いゴム林におほはれた公園地帯の間を走ってゐ
る︒

十一踏2

ギリシャの國旗が︑朝の太陽に照らされ

らの緑の中に貼在してみる︒

十一一慨5

川底のせりの緑も︑高いはんの木の影も︑

ながら︑緑の波の上に光ってみる︒

十二柵7

澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑草の芽

ゆらゆら揺れて一つになる︒

十二伺3

の緑ll︿略﹀︑皆たまらなくなつかしい︒
あみ
潮の色は︑濃い藍から少しつつ緑に早り︑
十二鋤4

たいせう

雲の白さと︑空の青さと︑地平線の緑と

日ざしもさすがに強くなった︒

十二川8

今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑

が︑あざやかに封照して︑

十二㎜2

﹇緑色﹈︵名︶6

みどり色

緑色

緑の地平線は︑一瞬のうちに鉛色に攣

の小波はなごやかなささやきを績けてるる︒
なまり
り︑

十二獅8

みどりいろ

うに美しい形をしたのは︑﹁いそぎんちゃく﹂で

八m6 すきとほるやうなみどり色で︑菊の花のや

九964 薄青く見えてみた海の水が︑いつのまにか

﹁︿略﹀︒﹂と指さしたところに︑みどり色

こいみどり色に攣る︒
九㎜7

緑色のガラスを張りめぐらした部屋の中

の上着を着たロシヤ婦人が本を讃んでみる︒

に︑たたずんでみるやうである︒

十一803

住宅の周園には︑すくくとのびたゴム

の木立が緑色の涼しいかげを作ってをり︑

十一惣2

しい木かげでさへぎられ︑

みどりがかる

十﹇盟7 誘けつくやうな眞書の暑さは︑緑色の涼

﹇緑掛﹈︵五︶1

みどりがかったこずゑを延してせいのびを

みどりがか・る
︽ーッ︾

し︑小さな芽をつけ始めます︒

八燭1

この美しさに︑しばし見とれたる喜三右

﹇見蕩﹈︵下二︶1 見とる ︽ーレ︾

十439図

みと・る

けしきに見とれながら歩いてゐますと︑ど

﹇見蕩﹈︵下一︶4 見とれる ︽ーレ︾

衛門は︑︿略V︑直ちにまたかま場へ引き返しぬ︒
みと・れる

四⁝⁝4

﹁︿略﹀︒﹂と︑思はずそれを持ちあげて︑

こからか︑よいにほひがして來ます︒
八5010

そのみごとなすべりぶりに見とれてみると︑

自分ながら見とれてみると︑

八832

先生たちは︑もう目の前へ來られた︒

てしまふ︒

十㎜3 思はず夜のふけるのも知らないで︑見とれ

743
みどう一みなさん

の

﹇皆﹈︵名︶1 8

みどう 与あせみどう
みな

みな
ぎ

皆
とうがう

八201團 大山通とか︑乃木町とか︑東郷町とか︑
みなさうです︒

八347図 敵は︿略﹀不意を討たれ︑あわてふため
きつつ船に乗りて︑皆ちりぢりに逃げ行きたり︒

八575 ものすごい地響きにおどろいて︑町の人々
は︑皆とび出して來ました︒

八598 舞観に來た人々は︑皆外たうのえりに︑首
をうづめてるまし た ︒

八637 皆が︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂と︑ちやうちんをあ
源氏の者ども︑これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂

げるのに答へて︑兵隊さんたちも︑
八7610図

と︑皆感じあへり ︒

九81図 從者みな︑船底におそれ伏したり︒

澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑草の芽

傷を負はぬはなかりけり︒

十一一側4
の緑ll︿略﹀︑皆たまらなくなつかしい︒

ール︾

みなぎ・る﹇滋﹈︵四五︶5みなぎる︽ーッ・ーリ・
せ

白波みなぎり瀬は高鳴りて︑さか巻く水
青空に︑薄黒い雲がみなぎることがあり

も速かりけり︒

十995図

ます︒

その大きな︑力強い調子に︑古代のわが

十一744
十一槻8

國民の素朴な喜びがみなぎってゐます︒

まことにををしい精神を傳へ︑忠勇の心
幕臣にはまた︑︿略﹀やたけ心がみなぎ

がみなぎってみる︒

十二422
十二欄6

つてみる︒

十394

それから︑よく見なさい︒

九401 それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり みなさ・る ﹇見﹈︵五︶1 見なさる ︽ーイ︾
することばや︑文字がよくわかるからです︒

みなさんのっかってみる机もこしか

七522

七518

みなさんといつしょに︑あとからあとから︑

みなさんを乗せる船は︑

みなさんのおとうさんや︑おかあさんも︑

乗客が乗ります︒

くだもの

みなさんは︑どこへ行きたいと思ひますか︒

さあ︑みなさんもお振りなさい︒

ゐられるはずです︒

七527
七5310

七568

みなさんによろしく︒

八134 バナナは︑きっとみなさんのすきな果物に

七847團

ちがひありません︒

に生るか︑みなさんはそれを知ってゐますか︒

八136 バナナが︑どこでできるか︑どういふ植物

八141 かういふと︑みなさんは︑︿略﹀と思ふか

なし

すみみったう

も知れませんが︑それは大きなまちがひです︒

どが︑

八145 みなさんのたべる︑おいしい梨や水蜜桃な

たべたら︑みなさんはきっとしかられるでせう︒

八148 梨畠や桃畠へはいって︑︿略﹀もぎ取って

のバナナが生るのです︒

八179 それにぎっしりと︑みなさんのたべる︑あ

にかかります︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑一年の時に︑みなさんが

四年生のみなさんへ

では︑みなさん︑おだいじに︒

ちやうどみなさんが︑︿略﹀︑からだや心を

きたへて行くのと︑同じことなのです︒

八伽3

八969 みなさん︑考へてみたことがありますか︒

八2510国

八257国

讃んだ歌のとほりだと︑つくづく思ひました︒

八244団

て︑ふと︑みなさんのことを思ひ出しました︒

八195国講堂の壇に︑かざってあった菊の花を見

だん

みなさんが二年生になったら︑新しい 八192團 みなさん︑たびたびお手紙をありがたう︒
久しぶりでおあひして︑みなさんといっ
みなさんに︑よろしくお禮を申しあげて
ここは︑みなさんに喜ばれる上野の動物
今日︑みなさんは︑一萬トンの汽船に乗つ
て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒

かうぺ

七516

園です︒

六柵4囹

ください︒

六885国

しょに︑氏神様へお参りをしたり︑

六167團

一年生がはいって來て︑またつかひます︒

二984囹

もこしかけもあったのです︒

二976園みなさんの生まれる前から︑この机 八187 塁湾のバナナは︑かうしてみなさんのお目

けも︑長い間はたらいてるます︒

一一966園

九572 艦長を始め乗員一同は︑皆︑姿勢を正して みなさん ﹇皆﹈︵名︶30 みなさん
軍艦旗に黄雲する ︒

おほなぎなた

十137園 將校も兵士も︑皆一つになって働かなけ
ればならない︒

十柵8図 矢も皆壷きければ︑大太刀︑大長刀を左
右に持って︑散々になぎ倒す︒

十旧7 五人の者も︑皆そのあとを追った︒
カ

十一574図引 鷹下將卒モ︑皆此ノ成果ヲ見ル幽思

キ

十一545図敵の諸早書多大の損害をかうむり︑
タダ

ンデ︑唯々感激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒
しほ

十二51図譜土風のからきにたへて枝ぶりのみな
たくましき磯の松原
十一一109 さう思ふと︑鑛石の光澤も︑ひだも︑硬
度も︑重量感も︑みな美しく見えて來るのだ︒
十一一927図七十二人の者ども︑皆五箇所︑三箇所︑

みなと一みなみ

744

九㎜6囹 またみなさんも︑聞きたいことがあれば︑
何でもおたつねください︒

十伽5 さて︑みなさん︒

十四6 みなさんの周園には︑どんな塗り物がある
港

か氣をつけてごらんなさい︒
﹇港﹈︵名︶ 2 2

六347團潜水艦は︑︿略﹀︑敵の港の中へしのびこ

みなと

んだりして︑ふいうちをする︒

七454 船が︑ある港にとまった夜のことであった︒
かうべ

七516 今日︑みなさんは︑一軸トンの汽船に乗つ
て︑神戸の港をたつのだと考へてください︒
汽船に︑引つばられて行くのです︒

七543 船が港を出る時は︑途中まで︑あの小さな
七562 さあ︑港の口の防波堤へ來ました︒

七捌5 彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑

七麗1 かれらは︑兵力を以て垂湾の港を占領し︑
︿略﹀︑堂々と鼻 聾 の 港 を 出 航 し ま し た ︒

九477

帆柱に旗を立てた漁船が︑︿略﹀︑二隻・三

自動車に乗って︑タンジョン・プリヨク

港のあちらこちらにもやひしてみる漁船か

隻と績いて港へはいって焦る︒

九517
らは︑

十一川4

汽船をこの島へ寄せるとしたならば︑

の港から︑ジャカルタの町へ向かって行く︒

十一川1

ソロモン諸島にも︑濠洲の東北部にも︑

︿略﹀カビエングといふ港をえらぶであらう︒

十﹇㎜7

これと肩を並べるやうな港はない︒

かうつう

赤道をさしはさんで︑わが南洋のトラッ

いしだう

かう

湊川

港がよければ︑しぜん政治・交通・産業

せいち

クを北の最良の港とすれば︑

十﹁㎜8
十一㎜10

の中心となるので︑
ら

﹇湊川﹈︹地名︺3

十二9110図吉良・石堂・高・上杉の者ども六千鯨

き

みなとがわ

騎にて︑湊川の東へかけ出で︑

︹題名︺1

湊川の戦
﹇南﹈︵名︶29

湊川の職

南の國から︑大勢の仲間をつれて來て︑北

南の方から風が吹いて來て︑

南Oまみなみ

つひに湊川にて討死仕り候︒
みなとがは

みなみ

十二902

みなとがは

みなとがわのたたかい

なほも南

このやうに日の丸の旗が︑南の空にひる

夕日が落ちて︑

燕の行く先は︑遠い︑遠い南の海のかなた

です︒

くのです︒

八87 しかし︑燕はもっともっと︑南へ飛んで行

をりから南へ飛行中だつた燕は︑︿略﹀︑身

動きもできなくなってしまったのです︒

八101

八106 さうして︑つかれのなほるのを待って︑南

の暖い國へ送ってやりました︒
がん
この春︑︿略﹀︑雁も北へ行きましたが︑
八247国

この島に向かって︑北から南からかけ渡さ

大阪騨から南へ︑御堂筋といふ大通を進む

今は︑南へ南へと飛んでゐます︒

今は︑南へ南へと飛んでゐます︒

八247国
と︑

八908
八9010

れた橋ばかりでも︑二十もあって︑
すみよし

祭場の東から南へかけた林の傾斜面は︑

など︑みんな古いいはれのある神社やお寺です︒

八941 ずっと南にある住吉神社︑︿略﹀四天王寺

反封に南の沖縄や皇湾でしたら︑ずっと低

たいわん

九1410

おきなは

九8810

あま

北から南へかけて︑天の川が︑︿略﹀銀の

くなります︒

すべての軍兵を率みて︑富田城の南三里︑

大編隊は︑敷隊に分れて次々に南へ飛び立

あたり一面油の海に︑南の太陽が︑きらき

南は稻村が崎にて砂上画せまきに︑

それからまた︼日半ぐらゐ南へ航海を績

に南へ航海を績けると︑

十一鵬10ニューアイルランド島をあとにして︑更

けると︑一つの島が見えて來る︒

十一蹴9

十一229図

らと光ってみた︒

十7110

つた︒

十622

布部山に敵を迎へ討つた︒

ふ ぺやま

九槻8

砂子を美しくまき散らしてみるのが見られます︒

十一一9710図國逆臣西國より攻めのぼり歯間︑︿略﹀︑ 九942

一むらありけるに走り入り︑

八2110團大連の港は︑ずるぶん大きくて︑毎日た 十二925図今はこれまでと︑湊川の北に︑民家の
くさんの船が出たり︑はいったりして︑
八902 大阪の港に集って來る船の積荷は︑

八904 また︑大阪の物産も︑堀や川を通って港へ
送られます︒
ほほ

朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒

九459 あたりはまだほの暗く︑明けきらない港の

八81

へ氣がはやる︒

八47圃萬里の波に

がへってみるのです︒

六379囹

風をどしどしと追ひまくります︒

四価6

﹁ボi︒﹂と︑力強い汽笛が︑突然この静 三111

かな港の膳立をゆり動かす︒

九462

取り忌んでみる裏の山々にこだましながら︑

九463 その音が︑港を爾手でだきかかへるやうに

急に目をさまし始める︒

九4610 これを合圖に︑今まで眠ってみた港の船が︑

きっかけに︑︿略﹀績いて港へはいって興る︒

九476 旗を立てた漁船が︑港へはいって來たのを

745
みなみかぜ一みなもとのよりとも

十一㎜11半日もたったのち︑南へずっと連なる大
きな島が見えて來る︒

れば︑南の最良港はこのラバウルである︒

十一㎜8 わが南洋のトラックを北の最良の港とす
十一脳4 南にウォウォニ島を見ながら︑船は静か
にスタリン溝へはいる︒
わ
正成・手量︑東より西へ破って通り︑

北より南へ追ひなびけ︑

十一一912図

ほさう

十二梱7 密林とゴム林が無限に績くマライに︑た
北︑︿略﹀︑南︑南極海の氷原に連なり︑

だ一筋の鋪装道路が︑北から南へ走ってみる︒
十一一備7翻

更に愛針して南へ廻る︒

アメリカ大陸に沿うてひろがる﹁太平洋﹂
十二節12

みなみかぜ ﹇南風﹈︵名︶8 南風n▽きたかぜとみ
なみかぜ

す︒

四麗6 北風と南風は︑たいそう仲がわるいやうで
四佃5 しかし︑北風が少しゆだんをしてみると︑
暖い南風が︑そっとやって來ます︒

四網4 かうなって來ると︑南風は︑もう前のやう

四半8 北風は︑すぐ南風を追ひはらひます︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑南風がいひます︒

に負けてばかりはみません︒
四胴7

を追ひたてます︒

四価3 さうして︑ありったけの力を出して︑南風

南参道

四備5 南風は︑すぐに元氣をとりかへします︒
四佃4 南風はいひます︒
﹇南参道﹈︵名︶1

十44図 南参道に入れば︑夜來の雨に清められし

みなみさんどう

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑

みなみしな ﹇南支那﹈︹地名︺6 南支那
ふついん
七柵8 南支那から︑今のフィリピンや︑佛印や︑

南支那から量る船と貿易をしたり︑そこか

タイや︑ジャワ・スマトラあたりまで進出して︑

粗相1

南支那から量る船と貿易をしたり︑そこか

らさらに南支那へ渡ったりしてゐました︒

鴨川3

濱田彌兵衛は︑︿略﹀船長として︑いつも

らさらに南支那へ渡ったりしてゐました︒

七去8

南支那の海上に海賊の一揖がみて︑彌兵衛

皇湾から南支那へ通ってゐました︒

七佃2

更に︑中支那・南支那のものを合はせたら︑

も︑これまでずるぶん苦しんだことがあります︒
十㎜2

﹇南支那海﹈︹地名︺3

南支那海

實におびただしい敷字にのぼるであらう︒

みなみしなかい

に︑

﹇南半球﹈︵名︶3

南半球

セレベスのみなかでは︑︿略﹀輝く南半

赤道を越えて南半球へはいると︑

みなみはんきゅう
十一珊9

十一鵬12

球の星を眺めながら寝につくのである︒

南漏洲

十二圏10 最前線の決職場︑南半球の珊瑚海で聞く

﹇南満州﹈︹地名︺1

ラジオ放送1一大本管獲表である︒

みなみまんしゅう

九㎜9 雪の少い南満洲の畠はよく耕されて︑農家

﹇南寄﹈︵名︶1 南寄り

がぼつぼつ見える︒

九166 奉仕員は︑をのを取って御神木の前方南寄

みなみより

とも

朝

つね

源義朝

せいわ

かまくら

︹人名︺1

順義

みなもとのよし

源實朝は︑鎌倉時代のすぐれた歌人

﹇源義経﹈

﹇源義朝﹈

源義

みなもとの

︹人名︺2

大全源義朝は︑赤地錦のひたたれ

みなもとの

しもつけのかみ

みなもとのより

清和天皇九代の後胤︑下野守源義

こういん

に︑黒糸をどしの甲着て︑鍬形打つたるかぶとを

十一622図

朝

みなもとのよしとも

騎を引きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越に出づ︒

八323図大恩源義経︑︿略﹀︑ひそかに三千鯨

纒

みなもとのよしっね

みなもとのよしっね

でありました︒

十一榴10

みなもとのさねとも

たいふう
十二柵9囲鵬風は︑太平洋︑南支那海︑東支那海︑
り
に
進
み
︑
みなもとのさね
みなもとのさねとも ﹇源実朝﹈ ︹人名︺ 1
源實

船は︑南支那海を眞直に南下して︑いよ

日本海︑オホーツク海lI︿略﹀に號令して︑

十二川3

南十字星

太平洋に績く南支那海の潮の色と︑イン

いよ赤道に近づいた︒

十二㎜4

ド洋の色とは全く違ふと聞いてみたが︑

﹇南十字星﹈︵名︶2

夜が來て︑山脈の上の黒水晶のやうにつ

みなみじゅうじせい

南神門

つけ

十一625図囹

朝︑大將としてまかり向かふ︒
とも

朝

つるがをか

はちまんぐう

源頼朝が︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納す

ることになって︑舞姫を集めました︒

八349

みなもとのよりとも

奮御殿・蕾御苑は︑もと南豊島御料地の みなもとのよりとも ﹇源頼朝﹈ ︹人名︺1 源頼

としま

﹇南豊島御料地﹈︵名︶1

この時︑正面やや遠く舞する南神門のけ

﹇南神門﹈︵名︶1

南十字星は手の届きさうなところに撃つ

やつやした大陸に︑南十字星がかかって︑

十一踊4
十二川2
てをり︑

十54図

みなみしんもん

だかさ︑美しさ︒
としま

みなみとしまごりょうち

十85図

南豊島御料地

皆々

ゆるしよ
内にて︑御二柱の神に御由緒深きところ︒

﹇皆皆﹈︵名︶1

八3310図皆々︑顔を見合はせ︑ただあきれるたる

みなみな

みならう一みふね

746

﹇ 見 習 ﹈ ︵四︶−

見ならふ

︽ーハ︾

九657図癒すべて物は破れたるところをつくろへ

みなら・う

ば︑しばらくは用をなすものぞ︑と若き人に直な
らはせんとて︑

ああ︑はる

みね ﹇峰﹈︵名︶10 峯呂たかちほのみね
光さし來ぬ︒

九703図圏朝日︑ いまあらはれて︑
けくもこの峯に

いか︒

十一柳3園家賃さへも彿へない今の身の上ではな
わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若

い顔回をひたすらに案じ︑

十二274

み
巳の刻

十二摺9園私の今の身の上を悲しんで泣いてみる

み

﹇巳刻﹈︵名︶1

のではありません︒

みのこく

宗治は︑巳の刻を期して︑城をあとに︑秀

の

をはり

かびたり︒

水の面

さるさは

︵名︶1

﹇実﹈︵下一︶1

1

實のれる

み

も

ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ

つつかんで︑まりのやうに投げつけた︒

十1810図圃

御旗の影

御旗の影

御旗の影⁝⁝⁝十六

三

三

︹課名︺2

ぼやと思ふ今日の御包ぞ︒

みはたのかげ

十一24

りかうな利根は︑︿略﹀︑夜︑ふいに近寄ら

﹇見張﹈︵名︶4 見はり 見張り

十一166
みはり

漕水艦は︑見はりをしてみる大きな敵艦

ある少年は︑自動車道路の見張りを受け持

にこっそり近寄ったり︑

つてみたが︑急病で寝込んでしまった︒

十節2

そこで︑少年の老父が︑これに代って見張

りに出かけた︒

十川5

﹇見開﹈︵四︶1 見開く ︽ーケ︾

に祈りて見開けば︑

さがみの

日本武尊︑相模國より御船にて上総

やまとたけるのみこと

﹇御舟﹈︵名︶3 御船

まず︒

九79図 にはかに風起り波だちさわぎて︑御船進

へ渡りたまふ︒

九76図

みふね

かつさ

八735図齢一︑目を閉ぢ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし神

みひら・く

たき画けてみる星のおかげで︑

十二川7 このやさしい目を見張って︑永遠にまた

に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒

十791 黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと

を見張ってみる︒

九526 艦橋には︑望遠鏡を持つた掌信號兵が遠く

あげて敬禮をしたり︑

七787国大きな目を見はって︑くわっぽつに手を

實のりかける みは・る ﹇見張﹈︵五︶4 見はる 見張る ︽ーッ︾

︽ーレ︾

九92図尊︑これををさめて︑后のみはかを作ら
せたまふ︒

御旗をうばひ取るが早いか︑かの大男をひ

旗を︑この荘司が手に入れたのだ︒

七6410

うとする敵の見はりをしたり︑

五価4

十棚3

九脳12 北の方では︑二三日前に雪が降ったので︑

六346團

の

み

池の水の面に浮

身の丈にもあまる草を分けて︑だんだん奥

﹇水面﹈

へはいっていらっしゃいました︒
み
も
みのも

七209

吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒
遠い山の峯が白くなってみる︒
や し
十4210 峯の月︑大海原の月︑椰子の木かげの月︑ みのたけ ﹇身丈﹈︵名︶1 身の丈
さういふものがないとしたら︑

十一168図笠置の城と申すは︑山高くして一片の
白雲峯を埋め︑

つた形に現れる白い雲は︑積雲といひますが︑

十︻7510 底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが 十二384図韻満月はやく猿澤の
︵下一︶

みのる

︽ーッ︾

張は︑よく實のりかけた変畠を見渡しなが

︵五︶1
﹇実﹈

みの・れる

のれないといふほど︑ゆたかにみのった︒

あは
十㎜11 粟も︑大豆も︑かうりやんも︑これ以上實

のれないといふほど︑ゆたかにみのった︒

大豆も︑かうりやんも︑これ以上實
粟も︑

あは

ら︑
﹁︿略﹀︒﹂と思った︒

十鋤7

︽ーケ︾

十一761 夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと みのりか・ける ﹇丁掛﹈
ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲です︒

十一768 俳句で﹁雲の峯﹂といふのも︑この入道
雲です︒

得道ひ

十㎜11

十一9310 白雲がただよって︑中腹をおほひ︑峯をみの・る
かくし︑三々の雪漢と相映じて︑
目當てに︑根寸地へと波を切って行く︒

十一川9 船は︑︿略﹀︑残雪をいただく島山の峯を

﹇峰伝﹈︵名︶1

十一桝6図魍 密林をきり開いては進む雲の凄
みねづたい
た︒
み

﹇美濃﹈︹地名︺1

美濃

十一9410 馬の背のやうに︑坐骨ひの道が怪いてるみはか ﹇御墓﹈︵名︶1 みはか
みの

身の上

十一1810図圓 前陣に進みたる旗は︑美濃．尾張のみはた ﹇御旗﹈︵名︶3 御旗n▽にしきのみはた
七643園 大塔宮を御道筋に待ち受け申し︑この御
勢と見るはひが目か︒
﹇身上﹈︵名︶4

九榊4囹絶えず飛行機の身の上を案じてゐます︒

みのうえ

747
みぶり一みみ

は進むことを得たり︒
﹇身振﹈︵名︶1

身振り

九89図 はたして荒波おのつから静まりて︑御船
みぶり

十㎜3 もがいてみるのが︑患者の何でもない身振
身ぶるひ

りにも︑うかがはれます︒
﹇身震﹈︵ 名 ︶ ！

身ぶるひする

︽一

七171 たけるは︑思はずぶるぶると身ぶるひをし

みぶるい

﹇身震﹈︵サ変︶1

て︑︿略﹀苦しい息の下からたつねました︒

シ︾

みぶるい・す

身分

八332図 されど︑三匹は無事にくだり︑身ぶるひ
して立ちあがれり︒

﹇身分﹈︵名︶2

九川4園 むすごは︑ 生けんめいに苦學したかひ

みぶん
があって︑りっぱな身分になり︑

御着

う

十一鯉7

わが軍の貨物自動車は︑一叢＝塁正確な

射撃にみまはれる︒

いなぱ

見まちがへる

毛利方の領地︑備中・備後・美作・因幡・

みまさか

十二675 すると︑一刀がまた後頭部をみまった︒
みまさか
﹇美作﹈︹地名︺1 美作

みまさか
はうき

十粥2

﹇見間違﹈︵下一︶3

伯書の五箇國をゆづらうと申し出た︒

みまちが・える

もうこれで南洋の住民と見まちがへられ

︽1へ・1ヘレ︾

九1910團

もし石の目を見まちがへれば︑石は︑

る心配はなくなった︒

十ニー94

日の出などは︑よく船火事と見まちがへ

︿略V︑思はない倒れ方をする︒

十二蹴12

られるほど︑︿略﹀赤く︑大きくもえあがって︑

徳坤は︑その朝︑父と︑母と︑人々の涙に
みまもられながらく略﹀長い眠りにつきました︒

七2910

十一一408 あらゆる身分の人々の作︑約四千五百首 みまも・る ﹇見守﹈︵五︶1 みまもる ︽ーラ︾
﹇御仏﹈︵名︶1

を二十巻に牧めたのが︑萬葉集である︒
みほとけ

︵下二︶

1

みまふ

見まみらす ︽一

︽ーッ・ーハ︾与

こんなところに猫がみるはずはないと思
修行者は︑座を立ってあたりを見まはし
しばらくは氣を失ってみた聞多が︑ふと

ふしぎさうに︑あたりを見まはしてみる

見まはる

︽ーッ︾

ぼくは︑もうちき訪れる春を考へながら︑
﹇見回﹈︵五︶1

ある日のこと︑鹿介は部下をつれて︑城外
を見まはってみた︒

九伽1

みまわ・る

あたりを見まはした︒

十二欄6

妹に︑ほほ笑みながら私はかういった

十二衙7

見まはすと︑そこはいも畠の中であった︒

十二6710

たが︑佛の御姿も人影もない︒

十一一497

つて︑あたりを見まはすと︑

十一伽4

十二506囹 いやいや︑かれとても︑昔の御仏に教 みまわ・す ﹇見回﹈︵五︶5 見まはす ︽ーシ・ース︾
へを聞かなかったとは限らない︒

四佃1 一人の漁夫が︑みほの松原へ出て來ます︒

みほのまつばら ﹇三保松原﹈︹地名︺1 みほの松原
みまい ﹇見舞﹈︵名︶2 見まひ与おみまい
六692園 火事は︑をぢさんのうちの方角だから︑
わたしは見まひに行きます︒

﹇見参﹈

聞かれて︑代りあって見まひに來られました︒

七264 先生たちはく略﹀徳坤が重いけがをしたと

セ︾

みまいら・す

﹇見舞﹈︵五︶2

十価9図圖 よき大將とこそ見まみらせ候へ︒
みま・う

おみまいくださる・おみまいもうしあげる・おみま

鼻の爾わきから耳へかけて︑茶色にぬ

三816 耳を長くかきました︒

みみn耳﹈︵名︶22耳﹇Vおみみ
三823

海賊どもは︑じっと耳を傾けて聞いた︒

りました︒

八伽3圃私たちは︑からだ中を目にし︑からだ中

七478

おとうさんは︑静かに目をつむって︑歌

を耳にして︑じっと︑にらみ渡してみるのです︒

聲に耳を傾ける︒

九246国

九447 聞く人たちは︑喜んでいつまでもその話に

義家︑︿略V︑きつねを追ひかけしが︑

耳を傾けます︒

︿略﹀︑左右の耳の間をねらひてひようと射る︒

九604図

九描2 その時ふと耳にするものは︑前の草原で鳴

く虫の聲である︒

十脳4 張は︑遠くを流れてみる川の音に︑耳をす

耳を寄せて聞くと︑﹁︿略﹀︒﹂といってみる︒

ました︒

十珊8

十篇10 遠くの方から響いて來るいろくな物音に︑

何といってもいちばん耳に親しいものは︑

耳を傾けたりしてみるのである︒

先生のおっしゃることが︑つい私の耳を

水を運ぶ一輪車の音であらう︒

油糧7

十一469

耳を澄ますと︑遠く近く︑さまざまの小

す通りします︒

鳥のさへづりが聞かれる︒

十一882

十一鵬6 二人は戸外にたたずんで︑しばらく耳を

澄ましてみたが︑

十一柵1 その最初の一音が︑すでにきやうだいの

﹁︿略﹀︒﹂と︑みんなはにこにこしなが

耳にはふしぎに響いた︒
十一梱7

ら︑長唄の音に耳を傾けてみた︒

みみず一みやこ

748

十一旧2 このはりつめた第一線の陣中で︑ふと猫
の鳴き聲を耳にした︒

鳴とともに︑幅廣い廃曲が鋭く切り込む時など︑

十一泌1一 ゴムの木の根へ︑耳をつんざくやうな雷

十二484 一人の修行者が︑ふとこのことばに耳を
傾けた︒

がふことなかれ︒

十二892図圓 一言耳にとどまらば︑わが教へにた
十二η6 その氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑
﹇蛆矧﹈︵名︶2

みみず

ちよつと張りの抜けた神階を引きしめさせる︒
みみず

五845 とし子さんが﹁きゃっ︒﹂といったので︑
見ると大きなみみずがみる︒

五846囹 みみずぐらみに︑どうしてそんな聲をた
耳もと

﹁︿略﹀︒﹂と︑だれかが耳もとでささやく

﹇耳元﹈︵名︶2

てるのです︒

みみもと
十側2

やうですが︑だれもみるのではありません︒

十一673図かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ
ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑
見もの

みめい Oほんようかみめい
﹇見物﹈︵名︶2

九498 帯のやうなたち魚が︑いくつもいくつも横

みもの

たはってるるのは︑めづらしい見ものである︒

十㎜10 子どもの見ものでは︑このほかに患者があ
る︒

たち・おみや・かずのみや・きたしらかわのみやな

みや ﹇宮﹈︵名︶16 宮口Vおおみや・おおみやびと

みや

六伯4間どんぐひやらら︑どんひやらら︑夜
しやうじ

中にも︑芋瀬の荘司は︑宮のお通りにな

いもせ

までにぎはふ宮の森︒

七624
ることを知って︑道に手下の者を配ってみた︒

宮は︑どうしても︑そこをお通りにならな
やうすを探るために︑思はず時を過して︑

ければならなかった︒

七626
七629

宮のおあとから急ぎ足に道をたどって來たが︑

もしや︑宮の御身に︑何事か起つたのでは
黒瀬の荘司が︑家守の大男に宮の御民を持

なからうか︒

七633
七635

たせて︑さもとくいさうに︑

おそれ多くも宮の御道筋をふさいだ上に︑

おちつきはらって︑その場をたち去った義

錦の御旗をけがしたてまつるとは︒

七647囹

七653

光は︑やがて宮に追ひつきたてまつった︒

いへもち
宮が︑︿略﹀︑粛軍家茂に嫁ぎたまうたの

宮には︑この雨三年︑御涙の乾くひまも

は︑當時から七年前のことである︒

十一一欄9

十二佃7

はんぎゃく

ない御身であらせられた︒

慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達した

じゃうらふ

ふち

一日︑上肥土御門藤子は︑宮の御文を

宮は︑御心に深く決したまふところがあ

時︑宮はさすがに御憤りをお感じになったが︑

十一一㎜10

十二麗1
つた︒

十一一鯉3

無事京都に着くことのできたのは︑宮の

奉持して︑東海道を西へのぼった︒
十二麗10

せいかんいんのみやちかこないしんのう・そぼみや

つた︒

十二㎎2

全く義を立て︑理を轟くし︑情を述べて

宮の御文は︑實に言々血涙の御文章であ

御使ひだけであった︒

でんか・だいとうのみや・ちぢみや・ははみやでん

十二榊7

がひさおう・こうつのみや・せいかんいんのみや・

か・りんのうじのみやこうべんほうしんのう・わか

﹇宮機﹈︵名︶1 宮機

残るところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

十一136図国十時二十分︑戦闘たけなはなる時︑

みやき

しばらく考へてるたガリレオは︑やがて︑

﹇脈﹈︵名︶6 脈

宮機を迎ふるの光榮に浴す︒
みゃく

ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

自分の脈を取ってみました︒

八鵬7
八鵬9

次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

八研2 それでも一回の動きに︑やはり脈は二つ打

八鵬10

私は︑注射をして脈に注意してゐましたが︑

つといふぐあひでした︒

やがて呼吸が不正になり︑

十㎜7

十儒8 やがて呼吸が不正になり︑脈がかすかにな

つたので︑軍馨﹇殿に知らせました︒

世界の電波は︑この海洋を越えて縦横

みゃくう・つ ﹇脈打﹈︵五︶1 脈うつ ︽ーツ︾

ミヤゲ

みやげ5おみや

ああ︑自然の大きな脈搏︒

みゃくはく

脈搏

みゃくはく

﹇脈搏﹈︵名︶1

に脈うつ︒

十二帽7圃
みゃくはく

十一55團
げ

みやげ ﹇土産﹈︵名︶2

ナニモラッタ︒

それが酒でございましたので︑父のみや

一一394圃里ノミヤゲニ︑
六586園

都

げに持って錦りました︒

一寸ぼふしは︑都へ行って︑りっぱなさ

﹇都﹈︵名︶24

三513

みやこ

そののち︑早鳥は︑たくさんの米や︑委

都について︑とのさまのけらいになり

むらひにならうと考へました︒

三522
ました︒

四132

749
みやこしたまう一みよ

や︑豆をつんで︑都の方へたびたび通ひまし
た︒

四擢4團圖月の都の天人たちは︑ みんなそろっ
てまひ上手︒

ました︒

六597 この親孝行な子どもの話が︑都にも傳はり

な

ら

七188熊襲を討って︑都へお鋸りになった日本武
尊は︑

ふがごとく今さかりなり

な ら
十一一449銀閣あをによし奈良の都は咲く花のにほ
はなやかな奈良の都を︑ありありと見る

︽一

延元元年五月十六日︑楠木正成都を

とかく申すうちに︑これはもう都ぢや︒
くすのきまさしげ

やうな氣がする︒

十一一452

十一一884図

十一一787園
ひやうご

聾したまふ

たち︑五百蝕騎にて兵庫へくだる︒
﹇都給﹈︵五︶−

やま

日向を船出して︑都したまうた國は大

みやこしたま・う

十二欄5圏

ウ︾
ひうが

七323 そのころ︑都は奈良にありました︒

都良香

みやこのよしか

﹇都良香﹈︹人名︺1

みやこのよしか

れいき

深山の璽氣に打たれて︑だれ一人静けさを

見ユ

見ゆ

すことは︑むつかしと見えたり︒

たつぬる三たび︑

呼

八736図 風やや静まり︑扇も少しくおちつきて︑

船内くまなく

射よげに見えたり︒
八876図圃

﹁敵主力艦見ユ︒︿略﹀︒﹂まさしく︑わ

べど答へず︑ さがせど見えず︒
十6210囹

が偵察機の報告である︒

を孚ひけん︑

十梱4図 人目には何とも見えざりけれど︑内々先

十川8図圓馬の腹帯の延びて見え候ぞ︒

されども城中鳴りを静めて︑人ありと

も見えざりければ︑官軍はや落ちたりと思ひて︑

十一174図

みよ

秋扇ぬと目にはさやかに見えねども

わが哨艦信濃丸より︑無線電信にて

軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる

い つ
箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

東の野にかぎろひの立つ見えてか

﹇御代﹈︵名︶5

御代εおおみよ

へりみすれば月かたぶきぬ

十二426図圏

ひむがし

の心のまことなりけれ

十二58図聖目にみえぬかみの心に通ふこそひと

沖の小島に波のよる見ゆ

十一儒9図圃

内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒

十一646図

﹁敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒

十一526図國

せうかんしなの

さへ見ゆる秋の夜の月

十一338図國白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの敷

風の音にぞおどろかれぬる

十一335図圃

せんこと︑たやすかるべしとは見えざりけり︒

ある時︑都良香といふ人の家で︑弓の會 十一233図 されば︑この堅陣を打ち破って攻め寄

がありました︒

六987

みやこのよしか

和︑

と

七324 野も︑山も︑木立も︑みどりにかがやく奈
そよしなか

良の都には︑
き

八293図木曾義仲︑都へ攻めのぼると聞きて︑
から︑絶えず黒い煙を吐き出してみるのです︒

八889 大阪は︑煙の都とさへいはれ︑︿略﹀煙突

十66寡髪神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世

八901大阪は︑水の都ともいはれてみるのです︒ みやばしら ﹇宮柱﹈︵名︶1 宮柱
八907 水の都ですから︑大阪には︑大小千何百と

みやま

みやまき

みやま
艦内は深山のやうな静かさである︒
みやま
この深山の朝の媛氣にふれるため︑私は
﹇深山金鳳花﹈︵名︶1

みゆ

︽ーエ・

斜面に咲き績く黄色な花は︑︿略﹀︑小さ
﹇見﹈︵下二︶16

いかなる弓の名人も︑ただ一矢にて射落

堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

八732図

この御儀は︑天武天皇の御時に定められ︑
ぢとう
第一回の大典は︑持統天皇の御代に行はれた︒

九104

八322図後は山けはしく︑前は海近くして︑守り 六195圃治る御代に︑神様の 恵みたたへる村祭︒

ーユ・ーユル︾

み・ゆ

なのが﹁みやまきんぽうげ﹂であった︒

十﹇921

んぼうげ

みやまきんぽうげ

ここまでのぼって來たのだ︒

十一824

九531

破る者はない︒

九151

いふ橋があります︒
をなほ祈るかな
みやま
八959 昔︑仁徳天皇は︑この地に都をお定めにな みやま ﹇深山﹈︵名︶3 深山
つて︑堀江をお開きになり︑

八962大阪が︑水の都として登達し︑
都と呼ばれて︑

八963 大阪が︑水の都として登達し︑また︑煙の

九686図圖まことにや︑都にて御馬そろへあるべ
しなど聞ゆ︒

てるるなどは︑實に美しい想像ですね︒

十427 月の世界に都があって︑そこで天人が舞つ

ぞ春のにしきなりける

十一328図圏見わたせば柳さくらをこきまぜて都
十一榴6 平安時代の大宮人たちは︑︿略﹀︑都の春
を塾しんだのでした︒

十二369駆血 古き都のなごりとて 花はむかしの
色に咲く︒

みょう一みる

750

十二736 ほどなく明治の御代となった︒

妙

︵上一︶

鵬

ミル

見ル

見る

3あおぎみる・うち

みる

ころのほとんどあらゆる身分の人々の作︑

﹇見﹈

一444

一412

二皿6 ︒ぼくは︑さっき見た牛のことを考
三104 ︑勇さんがあげてみました︒すると︑ら
三204 ものがあります︒見ると︑大きななぎ
三219園 しければ取ってみよ︒﹂といひました
三294園
うして︑今まで見たこともないほど
三318 んたうの軍かんを見たことはありませ

ラ︑オヂイサンニミテイタダキマシタ︒ 三321 にもらったゑを見たり︑をぢさんの
三342回忌のりまはしてみたい︒﹂といひます
イマシタ︒イッテミルト︑ハチウエノ

みたつき・ゆめみる

みる・かえりみる・してみると・ぼうえんきょうで

︽ミ・ミヨ・ミル・ミレ・︑こロ︾

みる

十二958図國 今ひとたび軍を起し︑朝敵を滅して︑ ミリ←にミリ
御代を安んじ奉れといひおかれしところなり︒

十二982図園 朝敵を滅して御代を安んじまみらせ
よと申しおきて死して候︒

みょう﹇妙﹈︵名︶1妙

﹇妙﹈︵形状︶4

をひいてみるか︑かれ自身にもわからない

十一柵3 一音は一音より妙を加へ神に入って︑何
みょう

﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑あの頭

七545 ちよつと︑妙なかっかうでせう︒
八備8

三495

ちいさんに聞いてみました︒﹁︿略﹀︒﹂と

ニ207圃ナア︑ドッチヲ見テモヒロイナア︒

るので︑つかんでみると︑はまぐりで

て︑じっと金魚を見ました︒どれもど

しゃさまは︑すぐ見てくださいました︒
一702圃 ︑ウサギ︑ナニ見テハネル︒十五ヤ 三398
三462 のことを聞いてみました︒にいさんは
一704圏
五ヤオ月サマ︑見テハネル︒ムカシ
一814
テキノヤウスヲ見マシタ︒サルハ︑ス 三488囹 や海へ行ってみると︑よくわかる
三493 けれども︑考へてみると︑水がいつも
ニ77 へ出テ︑空バカリ見テヰマス︒勇サン

三776

三605

といってみる部分が實は胴で︑頭は足のつけ根の

一一211

ニ422

二366

オナカヲオサヘテミマシタ︒正男サンガ

ヒタヒニサハッテミマシタ︒オナカヲ

ノウサギノ子ヲ見二行キマシタ︒ウ

三864 ねえさんが︑來て見ていらっしゃいま
三874 中まで來て︑ふと見ると︑正男さんの
三877 は急いで行って見ました︒正男さんが

三818

ハ︑ニコニコシテ見テヰマシタ︒十四

三搬7圃

どこから見ても︑いつ見ても︑

しまは︑あけて 見ました︑玉手箱︒白

めをころがしてみよう︒﹂子ども二﹁お
三981園
三繊7園 しろい︒行って みませう︒﹂かめ﹁では

三889 ︒﹂といひました︒見ると︑その車のタ
三919 えなくなるまで︑見てゐました︒二十
三967 呼ばれて︑行ってみると︑おかあさんは

郎さんは︑それを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とい

ニ423

二︑﹁雪ダルマヲ見テ來マセウ︒﹂ト

テ︑ワンワンヲ見二行ッテチャウダ

ンハ︑テイネイニミテカラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

ニ497

ヲニイサンが見タラ︑ドンナニヨ

二553囹

ニ474囹

ニ428

︑勇サンハイッテ見タクナリマシタ︒

一一218圃圓 ア︑ドッチヲ見テモヒロイナア︒

ところにあるのださうです︒

十607 妙に︑つかれたやうな︑腹立たしいやうな
氣持でいっぱいであった︒
歯だけが妙に白い︒
にょいりんだう

﹇名字口︵名︶1

名字

十二価3 全員が︑マライ人より黒く日にやけて︑
みょうじ

き連ねて︑

十二㎜9図 如意輪堂の壁板に︑おのおの名字を書
みよこ ︹人名︺1 みよ子

六158團 母も︑みよ子も︑お待ちしてゐます︒

ニ792国守

三254 みよ子さんは︑ささの小枝を持って︑橋 ニ826園 ハ︑私ガヤッテミマセウ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

みよこさん ︹人名︺4 みよ子さん

四42圃

みると︑今まで見た
た︒海に浮かべて

すの木は︑今まで見たことも聞いた

四42圃ら見ても︑いつ見ても︑富士のお山
ニ895

四65

シタ︒米ヲツイテミマスト︑キタナイ

二872 ガ︑ソコヲホッテミマスト︑土ノ中力
の上に立ちました︒
みよ子さんは︑さっとささの小枝をふ 二879 セテ︑畠ヲホッテミマスト︑キタナイ

り あ げ て ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀︒﹂といひました︒

︑ヒロイノハラヲ見マシタ︒花ガ

三268

一一953

一五

三276 みよ子さんがいひました︒

見たことも聞いた
てみると︑今まで

四106

まへさ︒考へてみれば︑このすばら

見てみる人々もい
︑せんどうたちも︑
四125園

四119

ガ出テ來マシタ︒見ルト︑私ノオヂイ
だ︒正ちゃん︑見に行かう︒﹂と︑に

ガラスカラ外ヲ見ナガラ︑﹁︿略﹀︒﹂ト

るか︑かぞへてみよう︒﹂と︑にいさ

四106

ニ956
3園
二価6囹

ニ

ニ棚一

六175團 みよ子さんのおみやげに︑わたしの作っ
たお人形さんを︑持って行ってあげたい
十二407 御代御代の天皇の御製を始め奉り︑その

みよみよ ﹇御代御代﹈︵名︶1 御代御代
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四332 を切って︑わって見ますと︑中に小さ

四137 て來ました︒出て見ると︑海軍のにい
五706

五605

ぢさんが︑私の顔を見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂と

中に立って︑四方を見てみるので︑何でも

五584園

みる︒そっと行って見ると︑一メートル半

六656

六652

六624

六623

わかる︒もっと下を見る︒屋根だ︒しゃう

うか︒外をのぞいて見た︒長い物が︑ぼん

を持って︑のぞいて見た︒ぼくはおどろい

しきを︑大きくして見ようと思って︑右の

な神様を︑私は︑見たことも︑聞いたこ

四469園 した︒﹁ここから見るだけでも︑おなか
五788

六673園あ︑人がこっちを見てみる︒森の木がき

四543 しゃうじにあててみまし．た︒すると︑そ

︒﹂といったので︑見ると大きなみみずが

と大きな聲で聞いてみると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

六848

六831

六811園

した︒急いであけて見ますと︑いっか送っ

が持って來た子忌を見ますと︑子どもが︑

六727園︑何べんも呼んでみたけれど︒焼け死ん

ました︒窓をあけて見ると︑西の方の空が

五817

ると︑すぐすず虫を見た︒元氣なので︑安

﹂﹁︿略﹀︒﹂しばらく見てゐられたおかあさ

五844

︒學校からかへってみると︵戦地の兵隊さ

六674

五859

六684

四712 春枝さんがあけて見ますと︑﹁︿略﹀︒﹂と

五862

五795 して︑手をのばしてみたが︑だめだ︒ぼく
四597って︑包をあけて見ますと︑中から出
四602 ︒そっとのぞいて見ると︑女の顔がう 五802 ︑うらの畠へ行ってみる︒なすも︑きうり
四686
はがきを讃んでみますと︑やっぱり﹁ 五815 うだ︑ぼくも行ってみよう︒﹁︿略﹀︒﹂と大

四759 ころへ來ました︒見ると︑それがにい
四806 ふの陸へ行ってみたいと思ひました︒

めて︑しばらく月を見てゐました︒すると

六875国

六857国びました︒開いてみると︑あなたのみも

めいめいで考へてみよう︒﹂と︑おとう

四811 日︑はまべへ出て見ると︑わにざめが
五皿7

ばらく枝こしに月を見てゐましたが︑ズ略

六893り返って︑足あとを見ると︑くねくと︑
六919こにこしてこちらを見てみる︒﹁たまを作

い毛糸のくつ下を見て︑みんなは︑﹁︿略

四814園

五悩8

いか︑くらべてみょうではないか︒﹂

四818 た︒白兎はそれを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とい

四884團 を︑今日あげてみました︒ほんたうに 五目9 りに︑みんながしてみました︒すると︑月
かうしたばたらきを見て︑涙を流すほどで
ました︒この手紙を見て︑文子さんは︑﹁

りっぱな軍犬にしてみたいと思ひました︒

では︑つりをしてみるがいいさ︒しかた

大きな鯛をつってみたいのです︒﹂ほで

五研4

五伍3園

六948引っぱる者がある︒見ると︑小野くんだ︒
六価6 さしこんでゐます︒見ると︑まん中の鉢に
六柳6 に取って︑さはってみたいやうな氣がしま
六備1 ぼんやり︑足もとを見てみた雪舟は︑何氣
六備3 落ちた涙をいちってみました︒すると︑今
六掴3 って︑急いで行って見ると︑びっくりしま

四894団︑今までだれも見たことがないの

五郎5囹

六M7 きません︒近づいて見ると︑それは︑生き

五梱7

四研3 てるる兵たいさんを見ると︑﹁兵たいさん︒

夜︑ふしぎなゆめを見ました︒天照大神が

五㎜9園

起きて︑倉へ行って見ますと︑屋根をつき

五雲5

四書5 ほひがして來ます︒見ると︑向かふの松の

六54

つき抜けて︑ゆめに見た言振の劒が︑ちゃ

四価6 って︑兵たいさんを見てみるものもありま

四冊8 ︑そばへよってよく見ます︒漁夫﹁着物だ

六72

四912團 して︑かげんを見てゐますと︑たこ

中黒9囹 きれいな着物は︑見たことがない︒持つ

六72

五322 たが︑さういはれてみると︑うちには︑桑

五248 って︑池の外へ出てみました︒もう夏の初

五239 の上へ︑顔を出してみたりしました︒それ

六456囹

六394囹

六228

六171團

した︒日本へ錦って見ますと︑思ひがけな

六168團

ね︒ぼく︑行ってみたくなりました︒﹂

のどこへ行っても見ることができます︒

づらしい牛行列が見られるさうですね︒

ぐらや︑すまふを見たりしたいと思ひま

あまてらすおほみかみ

そく︑さがさせてみませう︒女に向かっ

五219 た︑小さなめだかを見ると︑これも︑自分

五348 まゆを作るところが見たいので︑ねえさん

六596

たりして︑机の上を見たり︑外のけしきを

どもの後姿をじっと見てみる︒そののち︑

六585園

七251 ︒それでも父の姿を見ると︑少年は︑自分

七107ありました︒拾って見ると︑ぬらぬらした

七87 た︒砂を彿ってよく見ると︑大きなはまぐ
七96 の名前を思ひ出してみましたが︑だれにも

七52圃くらは石を投げてみた︑コニの三︒﹂で
七53圖の三︒﹂で投げてみた︒弟の石が海に落
七75園︑よく氣をつけて見るやうになさい︒﹂

六柵2 ︑にらんでゐます︒見れば︑敵の陣地には
六鵬7 治が指さしたので︑見ると︑船が一さう走
六旧8 らの船へあげます︒見るまに︑船の中には

四伽8 のしをれたやうすを見て︑漁夫﹁おきのど

五359 の朝︑箱をのぞいて見ると︑どうしたこと
五481 って川口まで行ってみたいと思ってゐまし

六617

五436團︑泳ぐところが 見たいなあ︒九 ふな 六477 ︒空は︑今︑窺眞で見た南洋の海のやうに
五519 ︑子どもがこちらを見て︑ばんざいをして

思って︑あたりを見ますと︑石の間から

五573 って潤るのを︑よく見ると︑豆のさやのや

みる一みる
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七6210 どつて來たが︑ふと見ると︑向かふに︑日 八553

七379 そろって行くのは︑見ただけでも回持のよ

七327 おしかけて︑病氣をみてもらったり︑藥を

八596

八556

八536

八529囹

早く飛んで行って︑見たいやうな氣がしま

機が並んで行くのを見てみると︑胸がわく

すべって行くもの︑見るまに︑飛んでみる

した︒私も飛ばしてみた︒飛ぶ︑飛ぶ︒二

みんなで飛ばしてみることにします︒﹂

九644図 城介義景︑これを見て︑﹁︿略V︒﹂と申し

九617図

九586図

來どもこのさまを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

︒家來︑あるじを見て︑﹁︿略V︒﹂といへ

九415 を︑ことばで話してみると︑その考へや感

九404 つばな手紙を書いてみても︑決して心持が

七682園びてるたのに︑今見ると︑こんなに短く
八645

八608

八607

ふと︑たかの一群を見たので︑すばやく低

土をけって走るのを見ました︒戦のやうす
きん
きあげて足の番號を見ると︑四日前に︑錦

げをかけて行くのを見ました︒騎兵が︑土

口741 ほのほの色をじっと見た︒それから︑おも

九707図圏

九661図長の家臣らこれを見るに︑まことになら

じゃうのすけよしかげ

七639園

七736囹 いっしよに計ってみよう︒﹂みんな︑コ
八665

義光は大貝に︑﹁見れば尊い錦の御旗︑

七681 んが︑自分のかげを見ながら考へこんでゐ

七7910国 りにした御飯を︑見るまに平げてしまひ

八801

八798

は︑大阪でなくては見られないけしきです

が杖でさされる方を見ると︑なるほどりつ

﹂と大宝に叫んだ︒見ると︑大きな兎が︑

九778

九76一

上できの炭に焼いてみようと考へながら︑

へ通じる口を︑ふと見たとたん︑おやと思

こっくとたたいてみた︒どこも悪くはな

留川1 まつ︑自動車小屋が見るまに焼けた︒元帥
八955

九7510

九732 ぞいて火のかげんを見た︒質倉に焼けた木

しま
ひだ平なして︑見る目うるはし︒川の

七915 とばうと思って下を見ると︑何だかこはい

八714図方よりこぎ出す︒見れば︑へさきに長き 九757 ︑指の先でこすってみた︒堅くて︑うまく

二階の窓から見てみると︑大きなく

七9210 ので︑今度は︑下を見ないで︑向かふの山 八717図 大当義経︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

よしっね

七925 つて︑ちよつと下を見ると︑足がぴったり

七鯉7

九814 つきをして︑始めて見る世界をさもめづら

九789 へかけ込みました︒見れば︑うす暗くして

七塒1 びっくりしました︒見ると︑くもは︑雨ど
八971

八969︒みなさん︑考へてみたことがありますか 九7910園 けんめいにやって見るかな︒﹂と許して

孝貞8

いろの魚のみるのが見られました︒﹁鯛﹂

何べんとなくやってみました︒おもりを糸

︑自分の脈を取ってみました︒やつばりさ

九889 つともその高さは︑見る場所によっていく

九883 北へ向かって立って見ませう︒北の空にも

九878 すが︑ただぼんやり見てみるだけでは︑い

九876 てるます︒ちよつと見たところでは︑ほと

九8510園

を作る工場へ行ってみると︑大きな電氣仕

七価9 なって︑また行って見ますと︑そこには︑

七欄8 ンチ︑ニセンチと︑見るまに延びて︑田図

八柳5

︑さかな屋の店先で見るのとは︑まるでち

九901 なほ右の方へ延してみませう︒すると︑こ

がよくめんだうを見てやったから︑北斗
八柵7

をかぶると︑上から見ても︑どこにるるの

九905 す︒北極星は︑いつ見てもほぼ眞北にある

︑すぐ牧場へ行って見ました︒牧場には︑

八71燕が並んでみるのを見ると︑何かしら︑相

八脳9

きません︒よくよく見ると︑二つの目だけ

九911 てて︑下からじっと見てゐますと︑やがて

九826

八113 ︑このことを調べてみますと︑やはりさう

八柵2

がいった︒庭へ出て見ると︑つばきが一り

九915 つとくはしく調べて見ますと︑北の空では

﹁何かで︑験してみる方法はなからうか

八125 ︒ちらりと燕の姿を見た人は︑きっと﹁︿

八56圃

﹁今日︑始めて燕を見たよ︒﹂といって喜

八描3

久しぶりに廣い空を見︑澄んだ空氣を吸つ

八櫛6園

八126

八梱9

ら︑やなぎの並木を見ると︑うすみどりに

七宙6 した︒このやうすを見て︑そばにるたオラ

八151 ︒ちよつと遠くから見ると︑バナナの畠は

八燭7

ふ

八195国 てあった菊の花を見て︑ふと︑みなさん

八鵬3

︑昔の人はどう見たか︒日本町に

八198団 すね︒あの地圖を見てもわかるでせうが

夜九時に北斗七星を見てその位置を言え︑

八233團 あひだ︑支那町を見に行った時︑おもし

九922

九176

いただいてみるのが見られる︒十萬五千町

八243圖 イナア︑ドッチヲミテモヒロイナア︒﹂
八333図

九223団

九216国

たら︑いくら話してみても︑どんなりつぼ

した︒娘のみるのを見て︑巡査は︑﹁︿略﹀

うらやましさうに見てみた︒おとうさん

う一度讃み返してみる︒すると︑﹁︿略﹀

九192蘭留國

九979 かと思って前の方を見ると︑みんなも同じ

九943 き散らしてみるのが見られます︒十五

九938 ら︑よく氣をつけて見ないとはっきりしま

九9210

遠

にして︑その附近を見ると︑いろくの星

八354 ました︒頼朝は一目見た上でと︑萬壽を呼

九302

九922 更に十時︑十一時に見ると︑この動き方が

︑
ノ了
401直尾翼などである︒見たところ︑そんなに

九404

は︑義男たちが見ても︑おとうさんと

八505 ては設計圖に當てて見て︑形を整へる︒曲

り︒大將︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

八527 ︑そっと翼をなでてみた︒何ともいへない
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十403

十402
です︒この望遠鏡で見てもわかるやうに︑

つた︑この地球上に見られる氣象現象は︑

十一246図 し︒義貞これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下知

十一206図圖

︑夜︑月から地球を見るとすると︑われわ

と思ふのは︑月から見た地球の美観です︒

十一341図題

十一319 の言語にその例を見ないところである︒

そ︑前の矢を見ながら︑ここを射よ

九価10 る︒二階へあがってみても︑さして涼しい

九㎜1 て泳いだ︒一本松を見たが︑まだかなり遠
十417

十604

たちこめて︑何物も見ることができなくな

ついて雲の下へ出てみたが︑敵艦の影はな

水柱があがった︒と見るまに︑機は艦橋を

に注がれる︒おお︑見よ︒英國が最新鋭を

十605

十642

しゅんかん

しょである︒それを見るたび︑﹁おのれ︒﹂

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもくと
︑その精巧な機械を見て感心するとともに
は︑それを動かしてみた︒だが︑思ふやう

に敷條の黒煙を見る︒よりて主戦艦隊
タダ
皆此ノ成果ヲ見ルニ及ンデ︑唯々感

十419 と︑われわれが常に見る月の四倍ぐらみな 十一374 ︑ただこれだけで見ても︑約九百年の昔
十454署し︒人はこの様を見て︑たはけとあざけ 十一436 の君のめんだうを見てやった︒紫の君も
十一442みる部屋へ行ってみた︒さうして︑﹁︿略
げ た
十一477出ました︒錦ってみると︑入口に下駄が

の夕ぐれ來て見ればいりあひの鐘に

十418

ひ

地圖を見る外套をもて灯をか

ぐわいたう

九柵9園 その爆音を聞いてみて︑順調であるか︑

出資4図圏

山相10園 て︑熱のかげんをみたりなんかするのと

九槻7 れて座敷へ行った︒見れば︑母もそこにる
九楢2 ︑鹿介の姿をちらと見た狼介は︑われ鐘の
あきあげいおりのすけ

高話4園 ︑尼子方の大食と見た︒鹿の角に三日月
してみた︒﹁敵も見よ︑みかたも聞け︒

秋上伊織介がそれを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑こ

十667

九枷4

九伽6園
十694

十703

九㎜9 よった︒鹿介を一目見た信長は︑この勇士
九㎜1 である︒一度乗ってみたいと思ってみたこ
十767

きあがった︒験してみると︑はたしてよく

十775
十787

る︒流れ出る綿布を見てみると︑あたかも

てるると︑﹁何を見てみるの︒﹂と︑十

九㎜2園 のかささぎの巣を見てみるのさ︒﹂しか

十827

九蹴12園

九蹴11 みる︒ぼくがそれを見てみると︑﹁何を見

九㎜8 たなびいた︒それを見てみたら︑母を思ひ

引く︒敵これを見て︑防ぎかねて引く

るかな︒ふと見れば︑道のほとりに

︑敵の勢越しに見れば︑大將義朝は︑

ともいひますが︑見たところはさびしい

色にかがやくのを見ると︑雲の王者とい

うま

と咲いてみるのを見た︒眞夏に櫻の満開

＋一鵬−o園 へ行って聞いてみたい︒﹂と︑さも情

々と出て行く姿を見るであらう︒幸ひに

馬・立山等の姿を見ないのが︑まったく

十佃4図

ぶとをあふのけて見れば︑わが子小次郎

して︑人々の心を見んとや思ひけん︑﹁︿

十999図

九脳8 がもえて來た︒よく見ると︑むらさきの花

十佃9図参に入れたれば︑見る人遣を流しけり︒

十一研5園 聲︒﹁はいってみよう︒さうして一曲
十一㎜9囹 演奏會へ行ってみたいとかいふことで
十一㎜7 といひさしてふと見ると︑かはいさうに

十犯7益田その方々の顔を見るごとに︑そなたの

十三6

軍の鐵かぶとの列が見られた︒兵士たちは

十伽3囹

物の並んでみるのを見ましたが︑みなさん

十一価10團きましたから︑見てください︒いろい

十一価5團

＋一指−〇

かる︒教纒これを見て︑まつ下女に進み

十233 山寺では︑この火を見て早鐘をつき出した

十柵6

押し寄せて看る波を見ながら︑宗治は︑主

十一梱6 れて︑一同夢に夢見るここち︒折からと

十249園

恩獅11

十備1

十301 は︑じっととんぼを見てみる︒市場論りの

十㎜1

十㎜6

たりする︒それが︑見てみる人にはかへっ

人たちがかけつけてみると︑楊少年が倒れ

うはのそらで︑天を見てみるばかりである

ひながら︑地平線を見た︒すると︑にはか

十一旧10

十一m1国

十一佃7国

十一帽1団

俳句を作ったから見てくれといって︑夜

ゐました︒よく見ると肩のところに︑

ニュース墨香を見に行きました︒映査

んで來ていけてみました︒こんなにし

一年間は︑何を見ても︑何をしても︑

り返ってその娘を見た︒かれは︑急いで

十251 の指さす方を一同は見た︒遠く海の端に︑

十348園 いよ︒よかったら見に來たまへ︒﹂

十一184図︒寄せ手これを見て︑進まんとするも 十一鋤6 たちみふるまひを見て︑このあたりがい
・尾張の勢と見るはひが目か︒二乗 十一川4

にウォウォニ島を見ながら︑船は静かに

十畑6

十一1810図圓

をはり

十368 える︒それは肉眼で見るのとすっかり感じ
十373 にいふ︒だが︑よく見ると︑月の表面は決

十352 ぐ出かけた︒行ってみると︑正男くんのう

の聲で叫んだ︒﹁見ろ︒やって來たぞ︒

十261 ︑白い︑恐しい海を見た︒二度三度︑村の

きあがった品物を見ていただきたいと思

中納言知盛これを見て︑教純のもとに使

ちゅうなごんとももり

ひたたれを解きて見れば︑錦の袋に入れ

九鼎1園 びる︒それを毎朝見に行くのが︑ほんた

十佃7図

十㎜薗

十鵬5図

字訓6 は︑今までに何度も見たが︑今朝ほど尊く

11036574254

。駅色、園図図圏図

十101 たある大尉がこれを見て︑借りにめめしい

払渡1 する︒ぼくは︑まだ見たこともないが︑ど

55

5了

64

64

69

了2

了6

91

96

98

十 7 大尉がそれを取って見ると︑次のやうなこ

十十十十十十十十十十

たりしてみるのを見ると︑あの内地の山

秋なのかと考へてみたくなる︒四

夜が

洋のどこの町にも見られるあの支那風の

したやかましさは見られない︒商店街か

90
91
91
92

びけ︑よき敵と見れば組み落して首を

十二鵬5 進んでも︑敵から見られるはずはない︒

十二矯1 たのであるが︑今見ると︑その下の飛行

﹇見﹈︵副︶3

見るから

て走る︒﹁今に見ろ︒敵艦隊を一隻も

も︑菊水の旗を見てよき敵なりと思ひ

みるから

十一﹇㎜1園

脱いでその身を見れば︑正成十一箇所

す︒尊氏これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下知

みるみる

出す光景は︑見るからに肚観である︒

﹇蝉吟﹈︵副︶9

三榴2囮 げんきで若いうらしまは︑

みるみる

みるみる

十252 その線は︑見る見る太くなった︒

廣い砂原や︑黒い岩底が現れて來た︒

十216 波が沖へ沖へと動いて︑見る見る海岸には︑

よく並べられる︒

九492 見る見るまぐろもさめも︑次から次へ行儀

びて來ます︒

七889 しわくちゃになってみた羽が︑みるみる延

て︑みるみる︑鳥のやうに小さくなります︒

六備3 乗客が乗ってしまふと︑いきなり爆音がし

しらがのおちいさん︑

見る見る

十826 自動織機が︑︿略﹀︑すばらしい速さで織り

朝は︑見るからにきびくとして︑威勢がよい︒

九508 新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の

攣って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒

よく思ひても見よかし︒父上︑兵庫
＋二9410図國

七895 夜風に詐り︑朝日に乾ると︑すっかり色が

十二㎜3図國 ︒退くべきを見て退くは︑後を全う

たれる父の首を見て︑悲しみにたへず

ールは︑よそでは見られないほど猛烈な

行きてやうすを見れば︑正行は︑父が

に立ってるるのを見ると︑ふと九州のみ

追った︒近づいて見ると︑五千トンぐら

のゴムまりとしてみても︑太陽は前罪十

ちの住む地球から見ると︑だいたい月と

スを通して太陽を見ると︑表面に黒いご

の暑さから考へてみてもわかるやうに︑

呼ばれるもので︑見たところごま粒のや
っと遠いところで見るとすれば︑結局は
しっかりと握ってみた︒さうして︑この

り顔を出しては︑見るまに大きくふくら
しばらくこちらを見てみた母が︑左手を

十682 ウェールズは︑見る見る傾き始めた︒

でるる︒ぼくらを見てにっこりしたので
この三四箇月土を見ることのできなかつ

母は時々弟の方を見ては︑またせりを摘

それが︑みるみる近づいて翻る︒
かんぱん

十一棚5 見る見る甲板はます・さけの山︒

﹇見分﹈︵名︶2 見わけ 見分け

﹇見分﹈︵下一︶4

見わける

見分ける

十二節1 殊に地平線上の雲の影は︑容易に見わけ

がっかない︒

十二698母・兄・誉者の顔も︑ぼっとして見分け

みわけ

山並12

しい日の入りが見られますよ︒﹂と︑

七寳嶢の置物でも見てみるやうだ︒波も
十二㎜7園

けて來た︒時計を見ると︑二十時を過ぎ

を捨てるわれを見よ︒﹂と高らかにい

十二㎜6

鏡かと︑近づいて見れば︑魚の群だつた

陽は没して残光は見られなかった︒涼風
を取りもどしたと見る間に︑白いすだれ

十二㎜12

︒こんな太い雨を見たことはなかった︒
りやうふう

に響き渡った︒と見れば︑あの恐しい羅

十二川1
十二節6

︽ーケ︾

みわ・ける

のつかないことが多い︒

︒ひとつ當ってみませうーーなうなう

であった︒さつき見た時は距離が遠かつ

かちよつと出して見た︒その目にうつつ
十二幽11

十二烈8
にて汝が顔を見んこと︑これを限り

つけに合はせてみたか︒﹂冠者﹁合はせ

しも呼ばはってみよう︒末廣がりを買

って︑しげしげと見た︒すると︑白い船

69361037515469695

の濱べを右に見て︑雪の下道過ぎ行

えて︑重き夢見じ酔ひもせず︒書き

ゑ
て︑淺き夢見じ酔ひもせず︒﹂と

︑一度は否定してみたが︑﹁︿略﹀︒﹂修行

い光景を目の前に見るやうにお歌ひにな

て︑國のやうすを見ると︑平地は廣々と

都を︑ありありと見るやうな氣がする︒

から夜寝るまで︑見ること︑聞くこと︑
︑ふり返って西を見れば︑残月が傾いて

して︑﹁非禮は見るな︒非禮は聞くな

助けないところを見ると︑先生はまだ君

かけつけた顔回を見た孔子は︑ほっとし

ってみる石の面を見て︑その目を見わけ

員たちは︑だれも見てみない眞暗なとこ

のさかりをぞみる

にしへのふみ見るたびに思ふかなお

あげる︒それは︑見てみると自信に漏ち

十一而6圏團 ︑三家滅亡を見つつ長らへ居り候も

十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十

た日本人の男女を見ると︑マライ人とほ

されたもので人を見るとへうきんなかつ

4268210
図図図図図図

94

ぼが飛びかふのを見てみると︑これが夏

41031024158526215387223469658112215
圏響圏響皇継玉響就㌦纏園書評笠総説窒

22021821821了
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120
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130
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135
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139
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201
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みるから一みわける

754

＋十十十十＋＋十十＋十十＋＋十十十＋十十十＋十十十＋十十＋＋十十

九532 人の顔がやっと見分けられるやうになった
ころ︑時鐘番兵がことことと後甲板に來て︑
にならないと︑一人前ではないのです︒

九価10園 これらの計器が一目で見分けられるやう

なければならない︒

十ニー89 たとへば石を割るには︑石の目を見わけ

みわざ

この石はかう割れるといふことが判断される︒

十ニー92 石の面を見て︑その目を見わけ︑︿略﹀
﹇御業﹈︵名︶1

︵四五︶

17

見わたす

見渡す

十568 私たち國民は︑︿略﹀︑今こそ新しい國生み

みわざ

﹇見渡﹈

のみわざに︑はせ参じてみるのである︒
みわた・す
︽ ー サ ・ ー シ ・ ー ス・ーセ︾←おみわたす

四448 金の牛は︑小高い岩の上にあがって︑
四方を見わたしました︒

ぱうゑんきやう

五198 川の向かふは︑見渡すかぎり︑れんげ草の
畠です︒

六317国 細長い望遠鏡のやうなものがあって︑
海の上を︑すっかり見渡すことができる︒

くっきりと ︑ 堂 々 と ︑

てい

帝國の艦艇︑

ら︑﹁︿略﹀︒﹂と思った︒

十一228意思の方を見渡せば︑北は山高く道けは

見わたせば

見わたせば

見わたせば⁝⁝⁝三十二

ミンガラドン

飛行場

へんたい

ンガラドン飛行場にせまり︑

十163図圃汝は︑別動隊編隊機長として︑近郊ミ

その志︑ひとへに皇化をたすけ奉つ

漏洲國には︑いろくな民族が集ってゐ

﹇民族﹈︵名︶3 民族

これらの民族のことばがちがってみても︑

いちおくどうはう

遠く大戦果は︑一億同胞に︑いな大東亜

ミンダナオ島

ミンダナオとう ︹地名︺一

ミンダナオ島

﹇皆﹈︹話手︺6 みんな

十一川図
みんな

メートル︒﹂

三983みんな﹁よいしょ︑よいしょ︒﹂
三㎜2 みんな﹁責ってあげよう︒﹂
三㎜5 みんな﹁行かう︑行かう︒﹂
三川4 みんな﹁さやうなら︒﹂
七739みんな﹁十メートル︑十一メートル︑

ミンナ

みんな

みんな﹁あれが十ニメートルの高さかな︒﹂

ワットニゲテッタ︒

コトニシマシ

オニハ︑ミンナカウサンシマシタ︒

ア︑ミンナガ

﹇皆﹈︵名︶捌

七741
みんな

一605圃
一842

二285 ミンナデ︑サルヲコラス

ミンナデ︑︿略﹀木ノ枝ヤ︑カレ草ナドヲ︑

パチパチトモエアガリマシタ︒

二346 ミンナデ︑カレ枝ヤオチバヲカブセルト︑

ヒトトコロニアツメマシタ︒

一一337

タ︒

十二

十億の民族に︑全世界に︑かく放送されてるる︒

十二惣2

やがて日本語を通して︑たがひにお話ができ︑

八2210国

て︑みんな樂しく働いてゐます︒

八228国

みんぞく

て︑民生を安んぜんとするにあり︒

十一237図圏

見わたせば柳さくらをこきまぜて都 みんせい ﹇民生﹈︵名︶1 民生

しく︑敷萬のつはもの陣を並べて控へたり︒

十一328図圃

登り着いたぼくらは︑何といふすばらし

ぞ春のにしきなりける

十一935

見渡す限りは︑午後の静かな海である︒

い景色を︑西の方に見渡したことであらう︒

十一986

海のやうに見渡される池には︑かもめが

あちらこちらに飛び立ってるる︒

十一一468

見渡す限りの海が︑眞紅のきらめきにも

五

︹課名︺2

見渡す限り︑大海原は白波一つ立たず︑

え立って行く︒

十二川1
十二㎜1
みわたせば

五

民
﹁國﹂﹁民﹂といふ漢字は︑︿略﹀と讃むほ

みん

十一326

十一26
5
十M8

みん

﹁こく﹂﹁みん﹂と讃むほかに︑﹁くに﹂

かに︑﹁くに﹂﹁たみ﹂とも讃みます︒

﹁こく﹂﹁みん﹂といふ讃み方は︑漢字本
﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大

﹁國﹂﹁民﹂﹁靴﹂﹁杖﹂などの訓は︑一つ
ですが︑

十型2

部分の漢字は一つの音で営みますが︑

十柵5

來の獲音で︑これを漢字の音といひます︒

十王1

﹁たみ﹂とも讃みます︒

八263圏 朝もやが晴れて行く 海ll見わたすか十桝9
ぎり︑

八搦7 見渡すかぎり平な地平線に︑大きな夕日が
赤々とはいって行きます︒
わ せ

九研8 何よりも︑たんぼに早漏の穗が出そろって
白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒

よしっね

九㎜2見渡すかぎり垂々として︑何一日目にはい
らない草原では︑

民家

︵名︶

一

今はこれまでと︑湊川の北に︑民家の

﹇民家﹈︵名︶1

ミンガラドンひこうじょう

一むらありけるに走り入り︑

十二925図

みんか

十998図 大將軍九郎義纒︑川端に打ち出で︑水の みんおく ■いちみんおく
おもてを見渡して︑

だくりう

十襯6 見渡すと︑廣い城下町のたんぼへ︑濁流が
ものすごい勢で流れ込んで怠る︒

十獅7 張は︑よく實のりかけた雪曇を見渡しなが

（

r755

みわざ一みんな

みんな一みんな

756

よう︒

二776團ミンナデシャシンヲウツシマシタ︒
二七1圓 みんなで四十八あった︒
三245囹みんなで︑ささ舟のきゃうさうをさせ

たので︑金魚やさんが笑ひました︒

三946 みんな庭へ出て︑宮城の方を拝みまし
た︒

三982園 みんなでころがさうよ︒
ころがします︒

をどりを

三984 かけごゑをかげながら︑みんなでかめを

をどってもらひませう︒

三皇1囹 では︑ みんなに おもしろい

ますと︑

四85 みんなはびっくりして︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

四177 みんなでごはんをいただきました︒
四302 みんなから︑︿略﹀おくれてゐました︒

四423團國 みんなでつづみの打ちくらだ︒
四627 夕方︑神だなにあかりをあげて︑みんな
で辞みました︒

四646間たこあげしたり︑羽つきしたり︑ みん

四902国 みんな︑めいめいのたこをあげてゐ

した︒

四892團 みんなが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひま

の毛をみんなむしり取ってしまひました︒

四844 わにざめが︑白兎をつかまへて︑からだ

ます︒

四925團

みんなが︑﹁わあっ︒﹂といひました︒

とうとう︑百五十メートルの糸をみん

な出しました︒

四929團

みんなが笑ひました︒

みんながぼくらのそばへ潤て︑

四978

みんなで豆を年の敷だけたべました︒

四937團

四984

みんなそろっ

かざればみんなにこにこと︑

みんな一生けんめいです︒

を通らせます︒

四佃2

四皿1圏
さうなおひな様︒

てまひ上手︒

四擢5荘園月の都の天人たちは︑

みんな白木づくりで︑意いろのかなぐが︑

きらくとしてゐますが︑

五栂5團

﹁おうい︒﹂重たいさんがへんじをすると︑

あんなに元氣のよかったかひごが︑みんな

みんな一度に走り出しました︒

五166

五361

席はみんなふさがった上に︑立ってみる人

弱ってみるではありませんか︒

五733

なすも︑きうりも︑みんな暑さうにぐつた

も︑たくさんありました︒

五803

みんな心を合はせて︑一生けんめい︑た

りしてみる︒

五894囹

その子どもは︑この時︑みんなからはなれ

五価9

五鵬6

そのとほりに︑みんながしてみました︒

みんなは︑木のそばへ來ました︒

て︑前の方にある木のそばへ行きました︒

五脳7

まって聞いてみた一人の子どもがありました︒

ふれるまでこぐのだぞ︒
四727 にいさんは︑ここでみんなにあいさつを
五脳5 みんながわいわいいふのを︑初めからだ
して︑門の中へはいりました︒

なにこにこ︑ 新年おめでたうございます︒

おうれし

三609園 みんなきれいだな︒﹂と︑ぼくがいっ 四鵬1 すると︑みんなは︑すぐよけて兵たいさん

三447 みんなはだまってしまひました︒

しました︒

三443 ｪ﹀︒﹂といって︑みんなはかんしん
「〈

五塒4

﹁︿略﹀︒﹂と︑みんながいひました︒

五研9 文子さんのうちでは︑みんな犬がすきでし
た︒

五柵4 かかりの兵隊さんはもちろん︑みんなの兵

これでみんなか︒

魚たちを︑みんなここ

隊さんが︑利根のかうしたばたらきを見て︑

五㎜2園女に向かって︑

みんなの者にたつねるが︑だれか︑︿略﹀

へ呼び集めるやうに︒

五燭6園

つりばりを︑取って行ったものはないか︒

みんな

五鵬9園

五幽3團めでた︑めでたとさかなたち︑

御軍人たちもみんな︑ぐうぐうねてしまひ

まふやら歌ふやら︒
ました︒

六52

すると︑あの熊になって出て來たわる者た

ちは︑この劒で︑みんな殺されてしまひました︒

六82

す︒

六291 みんなにこにこしながら︑せっせと働きま

六361 正男さんも︑︿略﹀︑ゆり子さんも︑みんな

﹁︿略﹀︒﹂と︑︿略﹀説明されたので︑みん

集りました︒

六383

﹁︿略﹀︒﹂と︑次郎さんがいったので︑み

なはうれしくてたまりませんでした︒
六436

んなが笑ひました︒

これから︑しっかりと手をつないで行く

六457 みんなもさう思ひました︒

日本も南洋も︑みんなお米のできる國なのです︒

六471園

初めは︑仲よくしていらっしゃいましたが︑

六505 みんな︑お小さいかたがたのことですから︑

きっと︑子どもの孝心が︑神檬にとどい

ておしまひになりました︒

六518 すると︑お子様たちは︑︿略V︑みんな逃げ

六562囹
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たのだらうと︑みんながいってゐます︒
六743 みんな︑つかれきってゐます︒
んなで︑職地の兵隊さんの話をしました︒

六795 火ばちにあたってみかんをたべながら︑み

貝の名前を思ひ出してみましたが︑

七102園持って蹄って︑みんなで標本を作ってご
おい︑きみたち︑このまるい玉を︑みん

らんなさい︒

七117園

私たちは︑みんな指先に力を入れました︒

なで持ちたまへ︒

七119

六851 私は︑それを︑みんなの前で認みました︒
六859沢渡 みんな集れ︒

みんなで︑﹁パチン︑パチン︒﹂とつぶしま

これも︑みんな皇后様のお恵みでござい

七122

ます︒

お供へしたものをみんなさげてから︑神様

のお錦りになる先彿ひがとなへられました︒

七435

らひをしてくださいました︒

七416

神主さんは︑大麻をふって︑みんなのおは

七336園

した︒

六868團 みんなで︑おいしくいただきました︒

は︑﹁︿略﹀︒﹂

六876團 あたたかい毛糸のくつ下を見て︑みんな
六902 きっと︑雪合職をするのだらうといって︑
みんなは喜んだ︒

六905 みんなは︑雪の上に集って並んだ︒
﹁たまを作れ︒﹂みんなは︑雪のたまを︑

やがて先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑

いくつもいくつもこしらへた︒

六922

六927

毎日︑教練をしたり勉強したりして︑

つて︑みんなを喜ばしてゐます︒

八189 北支那から︑北満洲の雪の夜の家々にも行

八228国満洲國には︑いろくな民族が集ってゐ

旅順の給はがきを別に送りましたから︑

て︑みんな等しく働いてゐます︒

八257團

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれたので︑みん

みんなでごらんなさい︒

みんなは︑一生けんめいだ︒

なは聲を出して喜んだ︒

八463

八498

それで︑またみんなは静かになった︒

﹁では︑書休みに︑みんなで飛ばしてみ

八525
八529園

みんなは︑さかんに飛ばした︒

ることにします︒﹂と︑先生がいはれた︒

八535

私たちは︑みんなそちらへ走って行った︒

おうゑん
みんなが︑︿略﹀︑慮援をする︒
八554

八542

みんなが︑︿略﹀と大きな聲で叫んだ︒

みんなで元功よく︑校歌を歌ひませう︒

八561

それでも︑みんな合圖をしてゐます︒

八782園

七443園

ふみとどまってみたのは︑みんなわら人形

みんな︑貨物船のやうです︒

七5410
七561

みんなは︑雪のたまをかかへた︒

七604

みんな︑ここで何をしてみるのですか︒

八802

八788

みんなは喜んで︑急に元氣を出した︒

みんなだまって︑︿略Vのぼって行った︒

んなのあとから來られた︒

八784 野田先生が先頭に立たれ︑石井先生が︑み

みんなそろったね︒

六964 みんなが︑喜びの聲をあげた︒

七671囹

平氏掲揚塁の前に︑みんな集ってみる︒

あら︑みんなちがひますね︒

みると︑

﹁みんなおやすみなさい︒﹂と︑消燈

ぼくたちも︑みんな杖を振って︑それに答

られるところである︒

︑
ノ3
80
1みんなそこへ行くと︑今︑石井先生がすべ

へた︒

八829

がった︒

みんな︑コメートル︑ニメートル︑三 八825 みんなが急停止をすると︑雪煙が一度にあ

七8310国

それで︑みんなは仲よくはげましあって︑

住吉神社︑︿略﹀四天王寺など︑みんな古

いいはれのある神社やお寺です︒

八942

すみよし

七8210囲書のつかれで︑みんなすやすやと眠って 八843 みんなは︑思はず手をたたいた︒

ラッパが鳴り渡るので︑

七819團圏

ちょくゆ
こそかな氣持で︑軍人勅諭を奉讃します︒

七813国貼呼が終ると︑みんな聲をそろへて︑お

メートル︒﹂と聲を出して敏へる︒

七737

七736園さ︑みんなで︑いっしよに計ってみよう︒ 八808 ﹁︿略﹀︒﹂と︑みんながいふと︑

七696

七676囹

であった︒

六969 どやどやと︑みんなが︑ぼくのところへ
寄って転た︒

六皿6みんなは︑ただ︑よったやうになって︑大
きなため息をつくばかりでありました︒
もしろいと思ひました︒

六鵬5圃 みんなは︑正男さんのいったことが︑お

六三7 大勢の船方が︑みんなこれに合はせて︑
﹁やつさ︑やつさ︒ ﹂ と 網 を た ぐ り ま す ︒

六幽2 そのうちに︑空も消え︑野原も消え︑みん
な消えてしまひました︒

七65当朝の海べはもう春で︑ みんな等しい︑
新しい︒

七92 ﹁︿略﹀︒﹂と︑正男さんが︑六七センチも
ある細長い貝を︑みんなの前へ出しました︒
七92 みんなは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑いろく︑

みんな一みんな
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八搬4 このたくさんの﹁いわし﹂が︑池のふちに

八柵4園 みんな海にみる動物だよ︒
そって︑みんな同じ方向へ泳いで行きます︒

ね︒

八麗6囹 みんな︑同じ方へ向かって泳いでゐます
八伽2 私は︑飯皇を出してふいたり︑みんなのお

飛行中に起つた故障は︑みんなこの人た

きよしゆ

赤ちゃんの泣き聲はみんな同じやうだが︑

ちの手によってなほさなければなりません︒

九尊7園
九佃4園

九㎜−〇

みんな道具をきちんとまとめて集合する︒

それつと︑みんなが走り出した︒

九㎜5 みんなが︑﹁わあっ︒﹂と思はず聲をたてる︒

九川12 みんな元氣よく毒手をする︒

九川−〇

九川11 みんなの顔が︑赤くなってみる︒

茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒
八梱5 みんなが︑いっしよに働いたので︑

櫻も紅葉して︑みんな赤い夕日を受けてゐ
月は︿略﹀冷えてしまった天爵ですから︑

十546

みんな︑胸にこみあげるうれしさを押さへ

四時間めに︑みんなは講堂へ集った︒

十785

人間の衣食住といふものは︑みんな大切な

今のやうな仕方では︑みんながきっと困る
今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて︑

時が來るに違ひない︒

十751

ものであるから︑

十7410

ながら︑熱心に聞き入った︒

十549

火山といっても︑みんな死火山ですがね︒

十392

る︒

十295

か遠いところへ散らばってしまふ︒

九別11 心しいにぎやかな祭がすむと︑みんなどこ

なのるるのをごらんになって︑

八櫨4 おかあさんが起きていらっしゃって︑みん
八榴9 その夜︑みんなが集ってみる時︑一郎さん
が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 綴 り 方を讃んだ︒

八悩5 みんなは︑ただうれしいのです︒
氣だ︒

九252国 おとうさんを始め︑部隊の者はみんな元

です︒

九295囹 日本の子どもは︑みんなお行儀がいいの

ビールや︑みんな出してあげてください︒

九326園戸だなの中にあるお米や︑かんづめや︑
九351 兵隊さんたちともみんな︑仲よしになりま
した︒

九387園 おとうさん︑ぼく︑みんなで海へ行って︑

面目を一新した設計圖ができあがった︒
みんなは︑かういってほめたたへた︒

ほんたうに愉快でした︒

みんなの談笑で食事はにぎはった︒

慰したが︑

はう

かい
十㎜2 さっそく病院へかつぎ込んで︑みんなで介

集ってゐます︒

十一474 先生の目が︑みんなの笑った顔が︑私に

十一513 にいさんだけが︑時々おどけたことをい

みんなは待ってるたやうに︑そこらへ腰

つて︑みんなを笑はせました︒

をおろして汗をふく︒

十一858

十一885 みんなはずみぶんつかれてみた︒

十一897 みんなが︑わいわい歓聲をあげた︒

十一926 みんなが︑うれしがって雪をすくった︒
はいなう
みんな銃をかついで︑重さうな背嚢を

背負って歩いてゐました︒

十一佃9国

﹁︿略﹀︒﹂と︑みんなはにこにこしなが

ら︑長唄の音に耳を傾けてみた︒

十一捌7

少年たちであった︒

十一蹴6 これを追ってみるのは︑みんなジャワの

目のさめるほどみごとなものばかりである︒

十一㎜12 パパイヤなどもあって︑それが︑みんな

みるが︑これらはみんな風通しをよくするためで

十一川8 窓も廣く︑金網を張って壁の代りにして
ある︒

なパプア族であるQ

十一蹴11 この島の住民の敷は九萬人隠りで︑みん

十二82 盟操がすむと︑みんな軌道車に乗り込む︒

んな日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒

十ニー71 日がな一日︑露天で働く石工たちは︑み

十793

兵士は︿略﹀みんな水中へをどり込んだ︒

十974

畠はもちろんのこと︑家でも︑︿略﹀︑みん

みんな無事で︑學校に監禁されてるま

日本人は︑みんな無事ですか︒

みんな︑汗でびしょぬれである︒

十二㎜10 初めはみんな淡紅色の旗を捧げて︑歌つ

十二悩7

す︒

十一一2110園

十二218園

十伽4

愛路少年隊には︑︿略﹀︑みんな元氣のよい
みんなは︑何の手がかりもないこの調査を︑
打ち切らうといひ出した︒

十鯉2

顔に︑國防色の制服を着て︑

十㎜1

な水びたしになって︑くつれてしまふのだ︒

小脳7

九963 初めは︑みんな元氣であった︒

﹁潮の流れが逆になったから︑みんな元

九979 ぼく一人かと思って前の方を見ると︑みん
なも同じだ︒
九9710囹

試運輔をして︑︿略﹀︑しっかり確めてか

氣を出せ︒﹂先生の聲である︒
九柵10園

ら︑みんなに乗ってもらひます︒
ばかりですか︒

九価2園整備兵といふのは︑みんな地上で働く人
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しん ち ょ う

てるるかに見える︒

十二矯4園 みんな愼重にやれ︒

﹇向合﹈ ︵ 五 ︶ 1

向かひ合ふ

﹇向﹈︵名︶Oおんむかい

くのがれた︒

むかい
むかいあ・う

﹇向﹈︵四五︶55

ムカフ

むかふ

向かふ

息おむかう・たちむか

五606

五欄1

十308

九882

一郎と貞童が︑空に向かって歌った︒

まつ眞北へ向かって立って見ませう︒

て職ふ折から︑敵の矢にて右の目を射られぬ︒

魚たちを︑みんなここへ

十襯2 かう思った私は︑もう船の動揺にもよろめ

十一58圃

はるかオホーツクの海へ向かって︑

吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒

十樹5 宗治は︑巳の刻を期して︑城をあとに︑秀

かない足取りで︑病室へ向かってゐました︒
み

鯛ののどから︑そのつり

大國主神は︑かかしに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂

女に向かって︑
女に向かって︑

呼び集めるやうに︒

五四8
ばりを取ってやれ︒

早手をあげ

二相9園机に向かふと︑つい︑給がかきたくてた
風に向かってぼくたちは︑

まらなくなる︒

七62圖

太平洋第二・第三艦隊は︑今や朝鮮海

﹁はあ︒﹂と冬のなごりを吐く︒

よりて主職艦隊及び巡洋艦隊は︑直ち

よりなが

に東方へ向かって敵の進路をふさぎ︑

十一555図

峡を経て︑ウラジオストックに向かはんとす︒

徳坤といふ少年は︑︿略﹀︑うやうやしく神 十一519図

とくこん

て息を吸ふ︒

七238

それで︑海賊どもに向かって︑﹁︿略﹀︒﹂と

だなに向かって︑葬禮をしました︒
七462

いって︑笛を取り出した︒

べからず︒

十一635図園

まさしく父に向かって弓引きたまふ

義朝︑手綱かいくり爲朝に向かひ︑

の港から︑ジャカルタの町へ向かって行く︒

十一川5 自動車に乗って︑タンジョン・プリヨク

に向かって︑かの曲を譜に書きあげた︒

十一掴2 さうして︑その夜はまんじりともせず机

﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十一666図

向かふとも︑つひにはかなふべからず︒

十一654図園敵は大勢なり︑︿略﹀︑一騎が百騎に

は︑いかに︒

十一636図圓

らずとは︑道理なり︒

兄に向かって弓引かんことあるべか

十一632図早牛︑兄に向かひて弓を引くことある

とあれば︑

それから︑ぼくたちに向かって︑﹁番 十一589図 左大臣頼長︑爲朝に向かひ︑﹁︿略﹀︒﹂
﹁ドドン︒﹂兵士たちは︑屋内へ向かって

號︒﹂といはれます︒

七808團
七柵8

一機が風にあふられて︑上へ向かったかと

撃ちこみました︒

八557

思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒

八648

錦州へ向かったわが軍は︑

う・たむかう・まかりむかう

赤き扇をとりつけ︑一人の官女︑その下
この島に向かって︑北から南からかけ渡さ

みんな︑同じ方へ向かって泳いでゐます

れた橋ばかりでも︑二十もあって︑

八9010

に立ちて︑陸に向かひてさしまねく︒

八715図

シャウニムカヒマシタ︒

三84 勇さんが︑︿略﹀︑それを空へ
力いっぱいなげました︒

八皿6園
ね︒

奉仕員は︑︿略﹀︑左右左と三たび︑御神木

九623図

十六歳にて敵の大軍に向かひ︑命を捨て

ひげそりにむちゅうになってみる︒

十一一397

記章から徴集されて︑九州方面の守備に

まほしきは心なりけり

九197團おとうさんたちは︑鏡に向かってく略V︑ 十二65図團朝ごとにむかふ鏡のくもりなくあら

の根もとへ向かってをのを打ち込む︒

九168

次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少 八津4圏私はすぐ電話に向かって︑かう叫びます︒

かって元氣よくまきますと︑
れから︑橿原神宮へ向かってたちます︒

かしはらじんぐう

五114團 あすは︑朝早く起きて日の出を

拝み︑そ

四981﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑豆を庭へ向

しのばして︑風に向かって走りました︒

四904團

に向かひました︒

三529 一寸ぼふしは︑針の刀をぬいて︑おに

向かって

一834 モモタラウハ︑刀ヲヌイテ︑佐島ノタイ

︽ーッ・ーハ・⁝ヒ ・ ー フ ︾

むか・う

十襯5 宗治には︑向井治嘉といふ老臣があった︒

はるよし

十二㎜5 向かひ合って話してみる船長の後の空と

︽ーッ︾

十一一677 ほとんど無意識に︑聞多はその場をうま

むいしき ﹇無意識﹈︵形状︶1 無意識

むいか 与しようわじゅうごねんくがつむいか

む
波とが︑明かるさを増して來た︒
はるよし
むかいはるよし ﹇向井治嘉﹈︹人名︺1 向井治嘉

むいか一むかう

むかう一むかし
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﹇迎﹈︵名︶1

十一509

むかえ

迎へδおむかえ

夕方︑迎への車が來ました︒

まさすゑ

向かった兵士の一人が︑

九槻9

迎へ撃つ

すべての軍兵を率みて︑富田城の南三里︑

べやま

布部山に敵を迎へ討つた︒

ふ

ムカヘル

迎へる

︽1

わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ

撃つの計を定め︑

十一521図
﹇迎﹈︵下一︶13

オヂイサントオバアサンバ︑タイソウヨ

だが︑迎へに來てもけっしてわたさ
そこで︑尊をうやうやしく迎へて︑いろい
自分の家へ︑いそいそと瞬って來た燕を迎
あとからあとから託る兵隊さんを迎へて︑
マライ人・支那人・インド人たちは︑勇ま

日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振
あこがれてみた大陸に︑第一日を迎へるの

ふ
ここへ始めて來た諸君を︑自然はこの吹
宗治がたつねて行くと︑治嘉は喜んで迎へ
ながら︑かういった︒

︿略V︑ 十二9

雪をもつて迎へてくれた︒

ぶき

九矧9園

だ︒

九㎜6

つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒

九328園

しい日本の兵隊さんを喜んで迎へました︒

九27一

とうとう︑夜の十一時ごろまで働きました︒

八588

へる人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒

八128

ろおもてなしをしながら申しました︒

七204

ないから︑安心して︑泣くことはおやめ︒

四372園

みりますので︑かへらなければなりません︒

四366園十五夜には︑月の世界から迎へにま

ロコンデ︑モモタラウヲムカヘマシタ︒

一876

へ・1ヘル︾むおむかえあそばす・おむかえする

むか・える

迎へ討つ

十二903図 正成︑弟正季に向かって申しけるは︑

の報告があってか

︽ーフル︾

︽ーッ・ーツ︾

﹇迎撃﹈︵五︶2

﹁︿略﹀︒﹂と問ひけ れ ば ︑

むかえう・つ
十二9210図 正成︑座上にみつつ︑再話季に向かひ︑

父上︑兵庫へ向かはれし時︑汝を櫻

にとどめし菊水の刀を右の手に抜き持ちて︑

十一一945図 正行は︑父が兵庫へ向かふ時︑かたみ

井より返されしは︑

十一一9410図圖

十二梱4図 その日吉野をうち出でて︑敵陣へとそ
向かひける︒

の歯を引くやうに京都へ向かったが︑

十一一擢8 歎願書をたつさへた關東方の使者は︑櫛

がうしう

十二柵4圃 更に︑皇帝陛下は南方へ向かはせられ︑

十二旧4 アメリカから︑濠洲へ向かふ敵船に違ひ
ない︒

へたころから︑

十二㎜3 南西の風に向かって︑かすかに針路を攣
十一一鵬9 艦長は︑また潜望鏡をあげて︑くまなく

四方を偵察してみたが︑西の方へ向かった時︑
﹁嚢射用 意 よ ろ し ︒ ﹂

﹁漕没︒﹂と︑急に 元 氣 な 號 令 を く だ し た ︒
十二脳6

意外にも︑︿略﹀︑斜めにこっちへ向かつ

ら︑艦は西へ向かって全速で突進した︒
十二脳10

て走って來るレキシントンの姿であった︒

十二圏9園敵○○機みかたに向かふ︒
荒鷲部隊は︑決死母艦を離れ︑︿略﹀︑敵

迎ふ

航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒

十二國12

﹇ 迎 ﹈ ︵ 下 二︶2

音もまさりて︑

十一136図田 十時二十分︑戦闘たけなはなる時︑

むか・う

宮機を迎ふるの光榮に浴す︒
せせらぎの

行くわれを迎ふるごとし︒

十一689図圏

﹁採鑛へ総進軍︒﹂と書いた電燈看板に

迎へられて︑︿略﹀坑内深くはいって行く︒

十二94

ムカシ

むかし

狂喜してこれを迎へたのであった︒

﹇昔﹈︵名︶4一

昔5おお

十二232 約八千の邦人が︑皇軍の入城を知って︑

むかし

むかし

ムカシムカシ︑アルトコロニ︑オヂイサ

ムカシムカシ︑アルトコロニ︑

ントオバアサンガアリマシタ︒

一71一 ムカシムカシ︑アルトコロニ︑オヂイサ
一71一

ンガアリマシタ︒

二862

昔︑竹取のおきなといふおちいさんが

昔︑あるところに︑一本のくすの木が生

二862 ムカシムカシ︑アルトコ心弛︑

四62

えました︒

ありました︒

四322

昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと

四579 昔︑孝行な娘がありました︒
四993魍

びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑
てうせん

た人の子孫でした︒

照る月影を︑

昔の人はど

六244 田道間守は︑昔︑朝鮮から日本へ渡って來

や し

う見たか︒

八56圃 椰子の林に

﹁︿略﹀︒﹂といふことを︑昔からいひま

れてるます︒

八1010 昔から︑燕は︑同じ家に麟って來るといは

すが︑

八248国

ろです︒

八896 大阪は︑また︑昔から商業のさかんなとこ

八959 昔︑仁徳天皇は︑この地に都をお定めにな

今から三百六十年ばかり昔のことです︒

つて︑堀江をお開きになり︑
八⁝⁝4

761
むかしながら一むくいる

九449 昔から傳はつてみるだいじな私たちの秘語
を︑︿略﹀みがいて行くことになるのです︒

九907 昔から︑航海の目當てとなってくれたのは︑
この星です︒

九932 それは昔の人が︑それらの星の列に大きな
熊の形を考へたからです︒

九桝3園 尼子家の御威光は︑昔にひきかへておと
ろへるばかり︑

九桝5囹 成人したら︑一日も早く毛利を討って︑
御威光を昔に返しておくれ︒
こうしゅれい

九脳1園昔︑母と子と二人暮しの家があった︒
九㎜10園 あれは公主嶺で︑昔︑ロシヤのコサック
む さ しの

兵は︑あそこで教練したのだが︑

十94図昔の野島野の面影︑そのまま今に残りて︑
十136園しかし︑今の職孚は昔と違って︑一人で
進んで功を立てるやうなことはできない︒
すっかり冷えてしまった天髄ですから︑

鯨年の昔のことである︒

山門高き松風に︑

昔ながら

げんきで若いうらしまは︑

昔むかしの話です︒
昔物語

張の家では︑垂耳をやってみた︒

﹇麦刈﹈︵名︶1 委刈

十川5長い萎の一うねを刈りあげるたびに︑
十描12

むぎかり

す︒

張は︑倉から萎粉を出して來た︒

菱畠

張は︑夜具をかつぎ︑手に褻粉と塩をさげ︑

そのへんは妾畠で︑変のほが出そろって︑

﹇麦畑﹈︵名︶4

花をつけようとした変が︑そのまま枯れて︑

在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團の人々

﹇麦湯﹈︵名︶1 変湯

﹇向﹈︵五︶3

向く ︽ーイ・ーカ︾

むく

︽ーク︾

あの黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔か

﹇剥﹈︵五︶1

十一一76

む・く

﹇向﹈︵下二︶1 向く ︽ーケ︾εさしむく

な實の出て來るバナナは︑

八133

む・く

鑛員は︑東方へ向いて整列する︒

六㎜7 虎が︑じっとこちらを向いてすわってゐま

とロわ

を向かせながら︑﹁︿略﹀︒﹂とさけびました︒

六榴3 班長は︑撃ち破られた鐵條網の方へ︑作江

む・︿

が並んで︑変湯をついであげてゐます︒

八584

むぎゆ

つてみる草原が︑ふと妻畠のやうに感じられる︒

十﹇珊6 われわれには︑︿略Vひろびうとひろが

ら︑﹁︿略﹀︒﹂と思った︒

六事7 張は︑よく實のりかけた妻畠を見渡しなが

見えるかぎりの妾畠は︑しらがになった︒

十鯉4

一めん黄色くなってゐました︒

五531

むぎばたけ

十川9

十㎜10

花はむかしの むぎこ ﹇麦粉﹈︵名︶2 姿粉

何十年も昔から︑ほんたうの日本人も住

んでみる︒

十一㎜8

色に咲く︒

十一一371図團古き都のなごりとて

光は今もかがやき

むかしを固く封じたり︒

大佛殿に佛燈の

正倉院は天平の

しやうさう

十一一377図國
て︑

いやいや︑かれとても︑昔の御佛に教

今を去る千二百年の昔︑

十一一506囹

十一一396

建長︑圓畳古寺の

昔の聞多は井上馨として︑一世紀時め

へを聞かなかったとは限らない︒
かをる

十二736
く人となった︒

十一一774図圏

星のおかげで︑昔から︑海員や船客たち

昔の音やこもるらん︒

十一一餅7

﹇昔乍﹈︵副︶1

は︑どんなにか慰められたことであらう︒
敬語がこれほどに嚢達したのは︑︿略﹀︑
かならないのである︒

三備3圃

しらがのおちいさん︑

さいいうき

﹇昔物語﹈︵名︶1

三國志とか︑西遊記といった支那の昔物語

さんごくし

十鋪4

むかしものがたり

をやるつもりなのだが︑
﹇向﹈与うしろむき

十1310囹

おかあさんは︑一命を捨てて君恩に報い

むく・いる﹇報﹈︵上一︶4報いる︽ーイ・ーイヨ︾

宮家︑背を向けてうつぼにささせけり︒

空話は︑たくさんの米や︑妾や︑豆をつ 九614図 宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑

萎

むき

﹇麦﹈︵名︶4

四131

むぎ

花をつけようとした褻が︑そのまま枯れて

妾のほが出そろって︑

んで︑都の方へたびたび通ひました︒
十鯉4

五531

みるみる

昔ながらの美風が︑ことばの上に反映したのにほ

十一324

十391 もちろん︑月は地球と違って︑とっくの昔︑ むかしながら

出した熔岩が︑流れて固まったものでせう︒

ようがん

十397 たぶん︑昔︑このたくさんな火山からふき

な氣持を與へてくれるものはありません︒

十422 それでみて︑昔から月ほどやさしい︑平和 むかしむかし ﹇昔昔﹈︵名︶1 昔むかし
十425 殊に日本では︑昔から月と文學が︑まった
たかくらじ

く離れられないものになってゐます︒
十563 私は︑神武天皇の昔︑高倉下が神劒を奉り︑
金のとびが御弓の先に止ったことを思った︒

十価3 ﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれるものです
し
が︑これこそわが國の昔からのことばで︑
十一375 約九百年の昔に書かれた源氏物語が︑

十一柵2国 その昔︑まさえさんと二人で︑野原へ
わどう

花摘みに行った時のことが︑

十一梱1 和銅五年正月二十八日︑今から一千二百

むくむく一むこう

762

よといってゐられるが︑

十812 努力はつひに報いられた︒

十一㎜7 しかし︑かうした苦心はやがて報いられ
て︑

4

十二604園 亡君の仇を報いたのは︑義には相違な
いが︑

むくむく ︵副︶4 むくむく
たん︑ふしぎにもむくむくと起き直った︒

十633

反罪しつつあったわが隊は︑この報をとら
この波頭へ向けて︑大きな花束を落した︒

へて一路機首を北へ向け︑

十728

きりのやうにとがった梢の先を天に向け
追ひつめて︑砲口をじっと向けると︑敵

て眞直に立つものは︑かうやまきである︒

十一821
十二梱2
船は急に止った︒

十二棚6

密林とゴム林が無限に著くマライに︑

十686 四十五度まで傾いて︑あはや沈むと思ふと むげん ﹇無限﹈︵形状︶1 無限

︽ーイ・ーユル︾

1

向けかへる ︽−

フネガイク︑

畠です︒

しばらく行くと︑向かふの岸から︑小川が

流れこんで來ました︒

五503

五棚3 向かふから來る人は︑大人でも︑遠くから

よけて通るほど︑強さうな犬になりました︒

間に︑利根の元氣な姿が見えました︒

五佃5 すると︑向かふの︑かうりゃんのあぜ道の

六566園おや︑うはさをすればかげとやら︑向か

ふから︑あの子がやって來ましたよ︒

さまに見えた︒

六622 すると︑向かふのけしきが︑小さく︑さか

る︑向かふの家の屋根であった︒

ムカフノ空二︑大キナニジガデマシタ︒ 六627 それは︑ここから百メートルもはなれてゐ
ウミノムカフヘ

ノボッタラ︑山ノム

マタ少シイクト︑ムカフカラサルが來

ムカフノ山ニ
カフハ村ダッタ︑

二42圖

マシタ︒

一777

﹇761

向かふで遊びたまへ︒

川の向かふは︑見渡すかぎり︑れんげ草の

向かふから︑友田くんと小野くんがやって

ずっと野原の向かふに︑富士山が光って見

もえせまって來た火は︑急に方向をかへて︑

向かふへ向かふへと︑
うはや

ふと見ると︑向かふに︑日月を金銀で現し

今度は︑下を見ないで︑向かふの山をじつ

そのうちに︑このたくさんの糸の中の︸本

が︑向かふの柿の木の枝にくっつきました︒

七脳3

と見つめました︒

七9210

七903園向かふのとびこみ垂へ︑泳いで行かう︒

た錦の御旗を︑おし立ててみる者がある︒

七6210

並んでゐます︒

七525 向かふは上屋で︑見送りの人が︑いつぽい

七224

向かふへ向かふへと︑もえ移って行きました︒

七224

えます︒

六備7

來た︒

六893

また︑少し暗くなったりします︒

六672園向かふの家のせんたく物が見えます︒
一632圃 ウミノムカフカラ フネガクル︑
少シイクト︑ムカフカラ犬が來マシタ︒ 六702 向かふの空に︑ぱっと火の粉があがったり︑

一626圃

一526

う

十﹁762 夏の日など︑峯が恐しいほどむくむくと むこう ﹇向﹈︵名︶54 ムカフ 向かふδかわむこ
ふくれあがったのは︑俗にいふ入道雲です︒
つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

十二柵10 足もとからむくむくとにごって湧きあが
十二脳8 入道雲の足もとから︑むくむくと二つ三
報ゆ

つ︑灰色の雲が湧きあがって來た︒
﹇ 報 ﹈ ︵ 上 二︶2

十122囲国 君の御恩に報ゆるためには候はずや︒

むく・ゆ

︵下一︶

十473図 多年の苦心は︑つひに報いられたり︒
﹇立替﹈

二44圃山ノムカフハ村ダッタ︑

むけか・える

すると︑向かふからも

へ︾

橋をわたらうと

海の向かふに︑︿略﹀島が見えました︒

乗合自動車が來ました︒

四219

三鵬2二三かふに光ったやねが見えるでせう︒

向ける

て︑ぐるりと艦首を向けかへた︒
8

︽ーケ・ーケル︾

十二伽3 潭水艦は︑思ひきりよく攻撃態勢を捨て
︵下一︶

四451

﹇向﹈

←さしむける

む・ける

六術9 しかし︑この時とばかり撃ち出す敵の弾に

庭の向かふに兵舎が立ってゐます︒
白兎が︑島から向かふの陸へ行ってみ

見ると︑向かふの松の枝に︑きれいな物が

五198

五182囹

かかってゐます︒

四佃5

四825圓向かふの陸まで並んでみたまへ︒

たいと思ひました︒

四748
四806

は︑ほとんど︑顔を向けることができません︒
きんしう

八645 四日前に︑錦州へ向けて出嚢したわが軍が︑
つれて行った鳩であった︒

八鵬7 しあげを終ると︑高射砲は︑まるい鐵の墓
の上で︑砲身を空へ向け︑
たをあけておくと︑

九918 罵乗機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ

763
むこうがわ一むし

七樹8 くもには︑それがすぐわかるものとみえて︑
︿略﹀︑向かふへ渡 り 始 め ま し た ︒

十二657

ぶんた
氣鋭の井上聞多が︑門真黛を向かふにま

はして︑幕府に封ずる武備を主張した︒
十一一鵬2

めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑

﹇向側﹈︵名︶3

鐵営営の向かふ側に︑︿略﹀︑もぐらのやう

川の向かふ側に︑工場があって︑

向かふ側

ずっと向かふには︑川べりに並んだはん

むさし
え

かうづけ

ゑち

いつのまにか向かふ側へ行った弟は︑土

だ

むさし

むさし

十一639図

さがみ

武藏・相模のつはものども︑まっしぐ

さがみ

後・上野・武藏・相模の軍勢六萬蘇騎︑

こ

十一249図

たうつりました︒
むさしの

むさしの

士官候補生として︑今日も武玉野を縦横

ぶさってみる︒

十一89

治川のかち渡りの先陣そや︒

﹇無残﹈︵形状︶2 むざん

人︑熊谷の次郎直實︒

十柵3図圓ものの敷には候はねど︑動画の國の住
むざん

の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒

九榴3 さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く

虫5こがねむし・すずむし・

十㎜8 作物は︑ひとたまりもなく︑むざんに食ひ

荒されてしまった︒

しかし︑虫ではありませんでした︒

五槻5圏

この小さな虫が︑やがて木をおりて︑︿略﹀︑

ちんちろ松虫︑ 虫の聲︑

空のどこかに︑かすかなうなり聲が聞え︑

秋は虫の聲から始る︒

夜の燈火をしたって弄る虫は︑︿略﹀︑どれ

このくらみあいきやうのある氣のきいた虫

は︑めったにないものだ︒

九鵬10

いっちよ︑すいっちょ︒﹂をくり返す︒

九鵬8 障子に輕くばさと止った虫が︑やがて﹁す

もこれもただうるさいだけであるのに︑

九鵬6

く虫の聲である︒

九鵬3 その時ふと耳にするものは︑前の草原で鳴

高価1

飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見えたら︑

八伽7圃

柔かい土の中にもぐりこんでしまひます︒

七865

さな神様でありました︒

五578虫の皮を着物にして着ていらっしゃる︑小

五577

五575園豆のさやに︑虫が乗ってゐます︒

たむし︒どくむし・なにむし・まつむし・よわむし

むし ﹇虫﹈︵名︶14

江田・︿略Vの面面を始めとして︑越

遊びに鯨念がない︒
むさし
﹇武蔵﹈︹地名︺2 武藏

十二柵5

に進む皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒

十八5

五533

むこうがわ

の木が目立つ︒

十一一柵9

八5310 先生が︑運動場の向かふのがけの上で︑ 十一一684 向かふに火が見える︒
﹁ 集 れ ︒ ﹂ と い は れたので︑

九梱5 その向かふに︑眞一文字に白い線を引いた
やうな砂濱が︑目にしみるやうに立つた︒
る︒

九川2 向かふの農家に︑満洲國旗がひらめいてゐ

九篇4どんぐ野原を進んで行くと︑向かふのく
佐々木︑︿略﹀︑眞一文字にさっと渡り︑

ぼ地から︑二匹ののろが現れた︒
十麗7図
向かふの岸に打ちあげたり︒

十島3図向かふの岸より敵の放つ矢に︑畠山︑馬
の額を射られ︑

十榴6図岩波さつと押しかかれども︑畠山ものと
もせず︑︿略﹀︑向 か ふ の 岸 に 着 き に け り ︒

ここは︑むさし野です︒

むさし野が︑うすくなって消えると︑船の
汽笛が﹁ボi︒﹂とひびきました︒

六梱9

六樹5園

武藏野

十捌7 向かふからも︑検使の舟がやって來た︒
らに打ってかかる︒
むさしの
十㎜10 急いで本隊に報告しようと思って走って行 むさしの ﹇武蔵野﹈︹地名︺6 むさし野 武藏野
くと︑向かふから列車が進んで來る︒

十盟4 隣りの家の聯がわかるやうになり︑向かふ
そばにるた女の一人は︑﹁︿略﹀︒﹂かうい

の家の聯もわかるやうになって行く︒
十一406

六備5

昔の武器野の面影︑そのまま今に残りて︑

ここで︑いちばん初めに出たむさし野がま

つて︑雀をさがしに立って向かふへ行った︒

十95図

晴れた夏の空が︑武石野の上におほひか

十一847 つい向かふに︑ぐっと見あげるほどそぴ
ありあけ
え立ってるるのが︑有明山である︒

十一87

十一932園向かふは晴れて︑山がすてきだぞ︒
十一942 ぼくらが今立ってるるところと向かふの
山脈との間は︑千丈の谷となって︑
はっしま

十一悩1 向かふの沖の初島に︑白い波が打ち寄せ

武藏の國の住人︑大串の次郎重親︑宇

むさし

十一㎜5

夜が來て︑︿略﹀︑あたり一面が虫の聲に

立ちのぼる赤い火を眺めた︒

虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山から

九五1雪盲突撃を待つ草むらに虫ずだく

十餌7図國

にかけめぐりながら︑演習をなさってみた︒
むさし

十一蹴3

る畠の向かふには︑

てるるのが見える
むさしのくに ﹇武蔵国﹈︹地名︺2 武藏の國 武藏
すず
十一川12 黄色に熟したレモンが鈴なりになってゐ の國

むしあつい一むすこ

764

滞たされ︑

むしあっ・い ﹇蒸暑﹈︵形︶2 むしあつい
︽ーイ・ーカッ︾

五356 むしあつい日がつづいて︑

い

﹇虫篭﹈︵名︶2

虫かご

五849 朝からむし暑かった︒
むしかご

ごの口へはこびました︒

むし暑

三736 竹の先をそっと引きよせながら︑虫か

虫の息

十299 貞童は︑豆の葉の柄で作った虫かごに︑と
んぼを入れた︒

﹇虫息﹈︵名︶1

十二697 聞多は︑もう虫の息であった︒

むしのいき

むしば

三212 十一 むしば⁝⁝⁝三十九

むしば ︹課名︺2 むしば

﹇虫歯﹈︵名︶3

三393 十一 むしば
むしば

虫干し

︵サ変︶

1

むしむしする

虫めがね

か

橘の小島が

たちばな

ここに平等院のうしとら︑

びやうどう

どうむしゃ・よろいむしゃ
さき

十期2図

養護あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

崎より︑武者二騎︑引つ駈け引つ駈け出で來たり︒

十鵬7図

されども義経を見知らざれば︑甲かぶと

︿略﹀︑海へさっと打ち入れ︑泳がせけり︒

十川5図
むし焼き

むしる

﹇無心﹈︵形状︶1

︽iッ︾

つかまへて︑からだ

むしり取る

︽ーッ︾

無心

ただその間にも︑無心の火は︑火なはを傳
﹇生﹈︵四︶2

むす

むすまで

︽ース︾εくさむす・こ

こけの

﹇無数﹈︵名︶3 無敷

いはほとなりてこけのむすまで
むすう

前や番號があり︑位置もきまってみるのですが︑

九877 ほとんど無敏と見えるこれらの星にも︑名

い光を見せ始めると︑

十一畑5 木々の間に無数のほたるが群がって青白

一つなのであるが︑

十二榴4 つまり太陽は︑夜の空に無敷に輝く星の

さいしょは︑︿略﹀氷の上に立つことも︑

これはたいへんむつかしいので︑

﹁仁﹂についても︑︿略﹀︑ある者には

むすご

息子

むすこの嫁にしたい︒

﹇息子﹈︵名︶7

十336

むすこは︑︿略﹀︑りつぽな身分になり︑

﹁︿略﹀︒﹂息子が元氣に答へる︒

を織ってみる︒

十331 別な部屋では︑息子を相手に︑父がかます

とともに沈んでしまった︒

九脳6圏 ところが︑途中海が荒れて︑むすごは船

いよいよ故郷へ錦ることになった︒

九川3囹

た︒

九脳1囹 むすこは︑勉強のため山東へ渡って行つ

四347園

むすご

へを︑そのまま實行ずることができたのである︒

十二328 顔回なればこそ︑この最もむつかしい教

﹁むつかしいことを先にすることだ︒﹂と教へた︒

十二317囹

十欄3園決してむつかしいものではございません︒

ければならないが︑これはなかなかむつかしい︒

八503 次に翼を作るために︑ひごをまるく曲げな

八4810

れないが︑

八4710 見たところ︑そんなにむつかしいとは思は

なかなかむつかしいのですが︑

四517

むずかし・い ﹇難﹈︵形︶7 むつかしい ︽ーイ︾
あのかまから火氣を送って︑このかまの中

﹇蒸焼﹈︵名︶1

のよき武者を︑直島かと目をかけてかけまはる︒
むしやき

九7310

の丸太をむし嶢きにする仕掛なのだ︒
無常

﹇蕊取﹈︵五︶1

無常は生ある者の免れない運命である︒

﹇無常﹈︵名︶1

わにざめが︑白兎を

十二491

むじょう

四844

むしりと・る

﹇宅﹈︵五︶1

の毛をみんなむしり取ってしまひました︒
むし・る

田のあぜに︑むしろを敷いてもらって遊ん
でるた弟が︑

六91

寒い冬の風が吹くころは︑みかんの木とい
むしろ

もし蹄れないなら︑むしろオランダ人と職

﹇寧﹈︵副︶1

ふ木に︑むしろやこもの着物を着せて︑

六252

む・す

はって︑ずんずんもえて行きました︒

六輝1

むしん

つて︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒

七価7

むしろ

それが︑かうむしばになってはいけ

五842 ぼくたちは︑校舎のうらの草をむしった︒
三401園 二本並んでむしばができてみる︒
三411囹 この︑前の方のむしばは︑生えかはる むしろ ﹇箪﹈︵名︶2 むしろ

はですが︑

三413囹
﹇虫干﹈︵名︶1

ませんね︒﹂とおっしゃいました︒
むしぼし

﹇蒸蒸 ﹈

十二379図魍虫干しやをひの僧とふ東大寺︒
むしむし・する
︽ースル︾

﹇虫眼鏡﹈︵名︶3

十二910 温度が高いのでむしむしする︒
むしめがね

机の引出しを︑かたづけてみると︑︿略﹀︑

小さな虫めがねが出て來た︒

六614

いはほとなりて

十二襯7図團君が代は千代に八千代にさざれ石の

七296金製圓

六624 右の手に虫めがねを持って︑のぞいて見た︒ けむす
六645 そのはしに︑虫めがねをとりつけた︒

むしゃ ﹇武者﹈︵名︶3 武者5あらむしゃ・ばん

765
むずと一むち

十㎜9 張は︑自分の二人の息子のことを思ひ︑倉
には︑ほとんど物のないことも思った︒
むずと ︵副︶3 むずと むっと
九伽6 二人はむずと組んだ︒

十欄7図打ちあがらんとするところに︑後よりむ
つと引くものあり︒

袖を結んで引き違へ︑

ムスメ

むすめ

娘

かうして︑北洋にただよふ小船のせま苦

﹇娘﹈︵名︶29

しい船室に︑しばしの夢が結ばれる︒

十一m6
むすめ

ダンダン大キクナッテ︑ヨイムスメニ

ナリマシタ︒

二66一

二675園私ノウチニ︑タイヘンヨイムスメガ

結ぶ

︽ーバ・一

セカイ中デ︑一バンエライアナ圭冠︑
セカイ中デ︑一バンエライアナ重心︑

ネズミノオトウサンバ︑ムスメヲ︑キン

三月ほどたつと︑もう十七八ぐらみの
四579

ある日︑おかあさんは娘をそばへ呼ん

昔︑孝行な娘がありました︒

娘は泣いて悲しみましたが︑

娘には︑それが何であるかわかりませ
娘は思はず︑﹁おかあさん︒﹂といって︑

の娘を中において︑泣いてゐました︒

この娘に別れるのが悲しくて︑泣いてゐ

五273園私どもには︑もと娘が八人ございました
が︑

五277囹

てっかのたらうみつもり

木曾義仲の家來︑手塚太郎光盛の娘が︑

そよしなか

るのでございます︒
き

頼朝に仕へてるました︒

八378

をさとって︑

八378 この娘は︑頼朝が義仲を攻めようとするの

ましたが︑少しもすきがありません︒

八383 光盛の娘は︑そののち書夜︑頼朝をねらひ

した︒

八389 唐糸には︑その時︑十二になる娘がありま

九288 少女は︑この町の雑貨商の娘で︑父はイン

娘のみるのを見て︑巡査は︑﹁︿略V︒﹂とい

ド人でしたが︑母は日本人でした︒

ひます︒

九302

て︑娘を一間へ呼びました︒

九315 母はさういひながら︑巡査を拝むやうにし

九333 母は涙をふいて立ちあがり︑娘の手を取つ

母は︑戸だなから二本の日の丸を取り出し︑

てお月立の前に立ちました︒

九335

母が︑娘を相手にきぬたを打ってるる︒

一本を娘に與へて︑

十337

無線電信

ベートーベンは︑ちよつとふり返ってそ

ひいてみた曲をまたひき始めた︒

十一相6 ベートーベンはかういって︑さつき娘が
十﹇備10

の娘を見た︒

せうかんしなの

﹇無線電信﹈︵名︶1

十一526図午前四時四十五分︑わが哨艦信濃丸よ

むせんでんしん

り︑無線電信にて﹁敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒

八751図義経は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑

五269すると︑おちいさんとおばあさんが︑一人 むち ﹇鞭﹈︵名︶3 むち

鏡をだきしめました︒

四605

んでした︒

四599

のことを思ひ出しました︒

四595娘は︑ふと︑おかあさんのくださった物

四592

で︑何か包んだ物をわたしました︒

四584

むすめに見えました︒

四341

ジョノネズミノオヨメサンニシマシタ︒

一一772

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

一一747園

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

一一725園

ムスメヲアゲタイト思ヒマス︒

二702囹

サイ︒

アリマス︒

十鵬3図 熊谷︑波打際にてむずと組んで︑馬より
結びつける

二681園ドウカ︑私ノムスメヲモラッテクダ

﹇結付 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 6

むすぶ

セカイ中デ︑一バンエライアナタニ︑

︽一

どうと落ち︑
むすびつ・ける
ケ︾

いつのまにか︑りつばな設計圖ができる︒

八492 穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと︑
八499 胴髄に鼻木をしっかりと結びつけた︒
八508 主翼も尾翼も︑しっかりと結びつけた︒

九㎜7 柱を立てて︑それに字を書いた旗を結びつ
けたのがある︒

わが國語には︑祖先以來の感情・精神が

十惣10 鳩笛といふのは︑鳩に笛を結びつけて飛ば
すのである︒
十一一⁝⁝9

結びめ

とけ込んでをり︑さうして︑それがまた今日のわ
れわれを結びつけて︑
﹇結目﹈︵名︶1

四229 ふろしきつつみをさげてゐましたが︑結

むすびめ

﹇結﹈︵四五︶5

びめから︑小さな日の丸の旗がのぞいて
むす・ぶ
ブ・ーン︾与おむすぶ

八499 結ぶ糸の敷にも︑ちゃんときまりがある︒
引き︑それをなほ右の方へ延してみませう︒

九901 さうして︑かりにこの二つの星を結ぶ線を

十伽5重圏松の葉の葉ごとにむすぶ白露のおきて
ほんじやうばう

はこぼれこぼれてはおく

十一219図 ここに本性房といふ大力の僧︑衣の

むち一むね

766

竹馬にむちを當てて︑﹁︿略﹀︒﹂などい

流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑

ひて︑

十二967図

無知

十二㎜4 船全払が︑むちでたたかれてみるやうな
﹇無知﹈︵名︶1

音を立て︑

むち

むちゅう

むちゅう

五伽1

この聲が通じたのか︑利根は︑むっくりと
網を切るはさみを持ってるる兵士が一人︑

立ちあがりました︒

十槻3

くっきりと晴れた行く手の空には︑眞白

むっくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する︒

十二川6

たうわく

な入道雲がむっくりと首をもちあげて︑

むっと

兄は︑むっつりとして︑やや當惑のやう

︵副︶1

むつみかはす

︽一

暑い日がやっと暮れても︑よひの間は家の
﹇睦交﹈︵四︶1

胸ぐら

彌兵衛は︑かた手にノイツの胸ぐらをつか

﹇胸座﹈︵名︶1

んで引きすゑ︑かた手に短刀を抜いて︑

馬柵8

むなぐら

をこそいのれとしのはじめに

十二45法学西ひがしむつみかはして榮ゆかむ世

シ︾

むつみかわ・す

中がむっとして︑

九価8

むっと

すである︒

十一㎜5

十二504囹 まさか︑この無知非道な羅刹のことば むっつり ︵副︶1 むっつり
﹇夢中﹈︵形状︶12

とは思へない︒

むちゅう

む中夢中
四533 ほっぺたをつめたい風に赤くしながら︑

四298 ぼくはむ中で走りました︒
む中になってまはします︒
五682團 それで︑手入れにむちゅうになるのだ︒
六658 ぼくは︑もう︑むちゅうだった︒
六959 むちゅうになってよちのぼった︒
七81 むちゅうになってほって行きました︒
九198團 おとうさんたちは︑︿略﹀︑ひげそりにむ
ちゆうになってみる︒

むつかし

︽ーシ︾

十一脳図

ムナとう

されど債あまりに高くして︑買ふもの一

﹇空﹈

2

むなしい

空しい

︽一

山上憶良の作である︒

やまのうへのおくら

をのこやも空しかるべき萬代に語り
︵形︶

かういふかけ合ひをしてみる間に︑むなし
萬代に傳ふべき名も立てないで︑どうし

ムナ島

︹地名︺一

ムナ島

て空しく死なれようか︒

十二447

く月日が過ぎて行きました︒

七M7

ク︾

むなし・い

つぐべき名は立てずして

十二443図闘

人もなく︑空しく引き蹄らんとす︒

九663図

九787 それを聞くと︑ぼくは︑むちゅうになって むな・し ﹇空﹈︵形︶2 空し ︽ーシカル・ーシク︾
馬屋へかけ込みました︒

九995 ぼくは︑むちゅうで腕と足を動かした︒
十228 五兵衛はむちゅうで走った︒
十606 むちゅうで飛んで來たのが︑古りとなると
足が重い︒

﹇難﹈︵ 形 ︶ 1

十一412園あなたは雀の子に夢中なんですか︒
むつか・し

八732図 いかなる弓の名人も︑ただ一矢にて射落
すことは︑むつかしと見えたり︒

むっくと ︵副︶1むっくと
九伽3 とたんに︑鹿介はむっくと立ちあがった︒
むっくり ︵副︶3 むっくり むっくり

むなびれ

胸びれ

胸びれをすっと左右に張り︑背びれ・しり

﹇胸鰭﹈︵名︶2

あふぎ

高いところがら低いところへおりる時︑そ

びれを上下に張って進むかっかうは︑

八掴7
八価3

無二無三

わが駆逐隊・水雷艇隊は︑砲火をくぐ

﹇無二無三﹈︵名︶1

の胸びれは扇のやうにひろがります︒

むにむさん

むにやむにやさせ

つて敵艦にせまり︑無二無三に攻撃せしかば︑

十一549図

︵下一︶1

おちいさんは︑口をむにやむにやさせて︑

むにやむにゃさ・せる
る ︽ーセ︾

なかなか答へない︒

十329

乃木將軍はこの旨を大本螢に打電し︑

﹇旨﹈︵名︶2 旨

十851

むね

胸

將士を集めて︑激吝してるたさなかであった︒

十914 その日もロシヤ皇帝の旨を奉じて︑部下の

﹇胸﹈︵名︶36 ムネ むね

二212勇サンバ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑

むね

波が︑ざぶんざぷんとむねにあたりま

﹁しめた︒﹂と思ふと︑むねがどきどき

イキヲイッパイスピコミマシタ︒
します︒

三735

した︒

三772

です︒

四986團軍人さんの胸は︑くんしゃうでいっぱい

昔︑神武天皇のお弓に止ったあの金のと

びが︑今︑軍人さんの胸にかがやいて︑

四995圃

二本の足が出ました︒

五241今度は︑胸の爾わきが破れて︑そこからも

六242 悲しさが︑一度にこみあげて︑胸は︑はり

たまが飛んで來て︑ぼくの胸にあたった︒

さけるばかりになりました︒

六941

767
むね一むねはる

七166 ふところにかくしてみた劒を抜いて︑たけ
るの胸を突きました︒
くんしやう

七989 胸には︑うやうやしく動章をつけた︒

七634 義光は︑胸をとどろかした︒
七9910 宮守殿下の御無事でいらっしゃるのを拝し
彌兵衛は︑︿略﹀︑かた手に短刀を抜いて︑

た元帥は︑胸をなでおろしながら︑
七佃9
その胸に突きつけました︒

八1110 その小さな胸には︑若葉のもえる日本の春
の美しさを︑思ひ浮かべてみるでせう︒

八556 二機が並んで行くのを見てみると︑胸がわ
くわくした︒

八657 小さな傳令使は︑胸をふるはせながら︑か
はいい目で空を見あげてみた︒

八価6胸のところに足のやうなものがあって︑の
このこ歩くのにはおどろきました︒

九旧9 甚次郎は︑胸がこみあげるやうにうれしか
つた︒

十128國国そなたのふがひなきことが思ひ出され
て︑この胸は張りさくるばかりにて候︒

十466図胸ををどらせつつ︑やをらかまを開かん
とすれば︑

年矢一筋受けて︑甲をためし候はん︒﹂

なって︑吐いてしまひさうです︒

十一204図
と︑胸をたたいて立ちたりけり︒

十一206図國甲の下に腹巻を重ねて着たればこそ︑
胸を張って︑思ひきり深く朝の山の空氣

︿略﹀︑ここを射よと胸をたたくらん︒

を吸ふ︒

十一798

むねには︑大きなかつを木が並んで︑爾

九607図宗任︑馬よりおりてきつねを引きあげな

がら︑﹁︿略V︒﹂と申せば︑

義家︑背を向けてうつぼにささせけり︒

九613図宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑

もし︑宗任に悪しき心もあらば︒

九615図宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし
者なれば︑

九619図國
る
てるもと

十粥1

宗治は︑城下にたてこもってみる五千の生

家毛利輝石を案じた︒

軍勢には︑ちっとも驚かない宗治も︑この

命をも考へた︒

十柵7
十幽1
十備1

宗治が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しかりつけるやうに

宗治は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑きっぱりといった︒

水勢には︑はたと困ってしまった︒

十衛6

かうした宗治の態度に︑秀吉はいよいよ怒

いったこともあった︒

十描9

﹁︿略﹀︒﹂といふことであったが︑そんな

つて︑軍勢をさし向けたのであるが︑
小術6

もし今日中に和睦するなら︑城兵の命は︑

宗治は︑あくまでも戦ひぬく決心であった︒

ことに慮じるやうな宗治ではない︒

十帽7

宗治はこれを聞いて︑﹁︿略V︒﹂と思った︒

宗治の首に代へて助けよう︒

十⁝⁝6園
十柵9

宗治がたつねて行くと︑治嘉は喜んで迎へ

十捌3

十王8

身を清め︑姿を正した宗治は︑︿略﹀城を

その夜︑宗治は髪を結ひ直した︒

ながら︑かういった︒

宗治には︑向井治嘉といふ老臣があった︒

﹇胸一杯﹈︵名︶2

宗任与あべのむねと

十襯9

﹁︿略﹀︒﹂と宗治は答へた︒
はるよし

この歓喜を汚いつばいにいだきながら︑わ
﹇宗任﹈︹人名︺4

十襯5

三盛3

亡いっぽい

押し寄せて來る波を見ながら︑宗治は︑主

ぼくらは︑小鳥のやうにをどる胸を押さ むねはる ﹇宗治﹈︹人名︺19 宗治εしみずむねは

へながら︑つり橋を渡った︒

十一833

ぼくらは︑胸がをどつた︒

海ダイヤ族は︑男女ともに胸から爾手・

十一8910

十一泌5

朝の光を受けて︑元氣よく腕をのばし︑

顔にかけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒
十一一81

いひ知れぬ喜びが︑かれの胸にわきあが

足を學げ︑胸を張る︒

十一﹇486

兵隊の顔から︑手先から︑胸から︑汗の

って來た︒

十二価4

顔から腕︑腕から胸へかけて焼けただれ︑

しっくが︑スコールのやうな勢ではね落ちる︒
あんど
蕾臣たちは︑ほっと安堵の胸をなでおろ
十二網10

した︒

十一一伽8

視力もほとんど失はれてるた︒

むねいっぱい
七783団

うら

むねとう

れわれ爆撃機隊は︑引きあげて行った︒

十706

︿略V︑掛聲勇ましく髄操をしますが︑

きれいな朝の空石を蒼いつばい吸って︑

はしに︑千木が高くそびえてゐました︒

五104團

十532 私は︑學校へ急ぎながらも︑胸は大波のや むね ﹇棟﹈︵名︶1 むね
うにゆれてみた︒

十549 みんな︑胸にこみあげるうれしさを押さへ
ながら︑熱心に聞き入った︒

十725 押さへきれない︑あらしのやうな感動が︑
全員の胸を走りまはるのであった︒

十886 乃木將軍は︑黒の上着に白のズボン︑胸に
きんしくんしやう

は︑金鶏動章が掛けられてあった︒

をなでおろしてみないと︑つひ患者といっしよに

十僻9 よってはならないと︑絶えず思ひ績けて胸

むねはるら一むらくも

768

あとに︑秀吉の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒
あいさつ

十湿3 宗治と検使とは︑ことばずくなに挨拶を取
りかはした︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑検使は︑酒さかなを

宗治に供へた︒

十湿6

ちあがった︒

十倣9やがて宗治は︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑立
十旧9 検使は︑宗治の首を持ち編つた︒
むねはるら ﹇宗治等﹈︹人名︺1 宗治ら
わぼく
はうと思った︒

十槻10 輝元はこれを聞き︑和睦をして宗治らを救

﹇村﹈

ノボッタラ︑山ノム

︵名7
︶3活量さむら

むひ 与ゆうかんむひ
むら

村ダッタ︑

一一45圏 ムカフノ山ニ
カフハ

ニ47圃タンボノツヅク村ダッタ︒
三麗4圃 生まれた村にかへったら︑ だれも知
らない 人ばかり︑
いって︑ この大木を見あげました︒

四81 あちらの村でもこちらの村でも︑かう
四81 あちらの村でもこちらの村でも︑
五158二人とも︑ほんたうに久しぶりのお休みで︑
村のはつれまでさんぽに來たところです︒

い

くまの

五519 村のふみきりを通る時︑子どもがこちらを
き

見て︑ばんざいをしてゐました︒

六44 はるばると海を渡って︑紀伊の熊野といふ
たかくらじ

村にお着きになりますと︑

六53 この村に︑高倉下といふ人がゐました︒
から︑

六62囹熊野の村に︑高倉下といふ者がをります

たいお祭日︒

六182圏村のちんじゅの神様の︑ 今日は︑めで

六⑲1圃
村の人が︑二人で話をしてみる︒

としも豊年満作で︑

村はそう出の大祭︒

六543

村から町へ

二人の村の人は︑子どもの後姿をじっと見
春は春でも︑まだはじめ︑

六596
てるる︒

六戚2翻
節りは︑村までくだり坂の道だ︒

少しにごって行く水よ︒

八859

牧場には︑村のあちこちから︑同じやうな

ゆるやかに︑

九826

この村に二歳ごまもたくさんみるが︑北

子馬がたくさん來てるて︑

九861園

斗ほどみごとなのは見かけないやうだ︒

十㎜9 愛路村といふのは︑交通路を愛し︑これを

守る村のことで︑

着てみるわけでもなければ︑

十四12 悪者といっても︑村の良民と違った着物を

十盟3園 自分の村に起つたことだ︒

かれは村の墓地を通ってみた︒

十㎜1 この物音に驚いて︑村の人たちがかけつけ

十η6

雲がとざして︑ぼくらの村はもとより︑

てみると︑楊少年が倒れてみる︒

しぢうま

富士・淺間・白馬・立山等の姿を見ないのが︑

十一969

十一㎜9 内地のみなかの村を歩いてみるやうな静

﹇叢﹈皿Vいなむら・くさむら・ひとむら

かさである︒

むら

十123閥国村の方々は︑朝に夕に︑いろくとや

﹇群﹈︵五︶4

むらがる

群がる

七628 お供の中に︑村上彦四郎義光といふ人がゐ

ひこしらうよしてる

名︺1 村上彦四郎義光

ひこしらうよしてる

五兵衛は︑自分の家の庭から︑心配さうに むらかみひこしろうよしてる ﹇村上彦四郎義光﹈︹人

さしくお世話なしくだされ︑

十211

村では︑豊年を祝ふよひ祭の支度に心を取

下の村を見おろした︒

十212

た︒

よく晴れた空を︑鳥がむらがって飛んでゐ

小さなきんせんくわが︑むらがって咲いて

か
氷塊と氷塊がつきあたり︑噛みあひ︑

むら雲

あめのむらく

俗にむら雲といってゐますが︑西洋では

﹇群雲﹈︵名︶2

い光を見せ始めると︑

十一㎜6 木々の間に無難のほたるが群がって青白

のしかかりでんぐりかへり︑群がって流れる︒

十一65圏

みるやうなのは︑﹁いぼやぎ﹂でありました︒

八川1

ましたが︑

六麗6

︽ーッ︾

村から海へ移した五兵衛の目は︑たちまち むらが．・る

られて︑さっきの地震には︑一向氣がつかない

十214

﹁︿略﹀︒﹂と︑村の若い者は︑急いで山手

そこに吸ひつけられてしまった︒
十236

人々は︑自分らの村の上を荒れくるって通

へかけ出した︒

十2510

二度三度︑村の上を︑海は進みまた退いた︒

る︑白い︑恐しい海を見た︒

十261

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

十263

この村に︑古いけやきの木があるだらう︒

十﹇742

むら雲・おぼろ雲は︑︿略﹀︑四五千メi

よく牧場の群羊にたとへます︒

十一732

ものつるぎ

豊田佐吉は︑村の人々から︑かういってあ むらくも

とよだ

十321園

十734

この織機を︑村の人々の前で︑試運轄する

ざけられた︒

十789

この村に︑きっと不信心者がみるんだ︒

日がやって來た︒

十矧7囹

769

トルのところに浮かんでゐます︒

すむらさき

むらさき ﹇紫﹈︵名︶5 ムラサキ むらさき暴う

一446 ムラサキノ大キナハナデス︒
むらさきの花が︑美しく咲いてゐます︒

六下7 みどりの葉が生き生きして︑赤や︑白や︑

九496 六七十センチもある鯛が︑つやつやした櫻
色のはだに︑むらさきの星をきらめかしてみる︒
九脳8 よく見ると︑むらさきの花が咲いてみる︒

九脳10 青いものはまったくなかった野原に︑咲き
だしたこのむらさきの花は︑

むらさきいろ ﹇紫色﹈︵名︶1 紫色5あかむらさ
きいろ・うすむらさきいろ
十291 どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて︑
紫色の煙が村中にただよってみる︒

むらさきがか・る ﹇紫掛﹈︵五︶1 むらさきがかる
︽ーッ︾

五198 むらさきがかった赤いれんげ草が︑はても
なくつづいてゐます︒

雀の子が逃げて泣いた紫の君は︑︿略﹀︑

﹇紫君﹈︹人名︺10

なくてはならなかったのです︒

十一4210

むらさきのきみ

紫の君

たった一人この世に取り残されてしまった︒

あの乳母や犬きも︑紫の君といっしよに

き取られることになった︒

十一432紫の君は︑いとこの源氏の君のうちへ引
十一433

源氏は︑小さな妹でもできたやうに︑い

引き移った︒

十一435

紫の君も︑源氏をほんたうのにいさんだ

ろいろと紫の君のめんだうを見てやった︒

しかし︑紫の君は︑やはりおばあさんの

と思ふほどなついて來た︒

十一436
十一438

元日の朝︑源氏は︑ちよつと紫の君のゐ

ことを思ひ出しては泣くことがある︒

十一441

村の人一﹁ときに︑あなたは︑あの感心な

村の人；なんでも︑その子が︑山で酒の

村の人一﹁さうです︒

子どものうはさを︑お聞きですか︒﹂
六554

六557

村の人一﹁きっと︑︿略﹀孝心が︑神様にと

流れてみるところを︑見つけたといふのです︒﹂

どいたのだらうと︑みんながいってゐます︒﹂

六561

ら︑向かふから︑あの子がやって來ましたよ︒﹂

六564 村の人一﹁おや︑うはさをすればかげとや

馴﹁こんにちは︒﹂
六572村の人﹇
六573村の人一﹁よくせいが出ますね︒﹂
六578村の人﹇﹁それは何よりです︒
六588村の人一﹁それは︑めでたい話だ︒

﹇村人二﹈︹話手︺8 村の人二

六594村の人一﹁感心な子どもですね︒﹂

村の人二﹁どういふ話ですか︒﹂

六563

村の人㌔一﹁こんにちは︒﹂

村の人二﹁それにちがひありますまい︒﹂

村の人二﹁ほんたうに︒﹂

﹇村外﹈︵名︶1 村はつれ

十一㎜4虫の聲を聞きながら︑遠くムラピ山から

十一鋤図 ムラピ山

村の人；もみちが︑きれいになりました ムラピさん ︹地名︺2 ムラピ山

た︒

八778 集合地は︑村はつれの一本杉のそばであっ

むらはずれ

六595

したか︒﹂

六575 村の人二﹁おとうさんは︑元宮になられま

六572

すね︒﹂

六559 村の人二﹁なるほど︑それはふしぎな話で

六556

おって歩く子どものことでせう︒

六548 村の人二﹁ああ︑あのいつも︑たきぎをせ

とでせう︒﹂

六545村の人二﹁たきのあたりは︑ずるぶんみご

紫の君は︑それを部屋いっぱいにひろげ むらのひとに

る部屋へ行ってみた︒

十一447

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも大愛なことででもあ

て︑人形遊びにいそがしい︒
十一451

紫の君は︑人形の一つをおばあさんと呼

るやうに︑紫の君は源氏にいった︒

十一456

村中

もったいないが︑これで村中の命が救へ

﹇村中﹈︵名︶5

んでみる︒

むらじゅう
るのだ︒

十225園

村中の人は︑おひおひ集って來た︒

十242囹村中の人に來てもらふんだ︒
十244

村中にこんなうはさがひろがると︑父も︑

紫色の煙が村中にただよってみる︒

十738

だまってはみなかった︒

六546

ね︒﹂

六544

十一368 かう考へると︑紫式部は︑やっぱり女で むらのひといち ﹇村人一﹈︹話手︺11 村の人一

やうな︑かな文は書かなかったでせう︒

十一363 もし紫式部が男であったら︑源氏物語の

は一世に高くなりました︒

十一3510 そののち上東門院に仕へて︑紫式部の名 十291 どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて︑

な源氏物語を書き始めました︒

十一358 そのころから紫式部は︑筆をとって有名

でした︒

十一351 紫式部は︑子どもの時から非常にりこう

むらさきしきぶ ﹇紫式部﹈︹人名︺5 紫式部

むらさき一ムラピさん

むらびと一め

770

立ちのぼる赤い火を眺めた︒

がん

雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと

式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ

烏の群が地上から飛びあがった︒

して︑さかんに空を渡って行きます︒

八摺1

九州6

九㎜6

むらびと ﹇村人﹈︵名︶1 村人
だまって︑五兵衛の前にひざまついてしまった︒

群

る︒

あくま
敵の戦乱機の群が︑海面すれすれに︑悪魔

水を逃げて行く農夫の群が︑あちらにも︑

笛には大小があるから︑鳩が群になって飛

いなごの群は︑雨のやうに︑ざあっと畠に

十一川9

十一㎜4
んみる︒

學校から︑黒山のやうな邦人の群が︑わ

︽ーレル︾

湯水艦の漕望鏡かと︑近づいて見れば︑
むれる

室

むろ
むろ

室

ガラス窓をしめきった機内は︑むれるや

﹇蒸﹈︵下一︶1

﹇室﹈︵名︶4

青いバナナは︑むろへ入れて置くと︑︿略﹀︑

皮が黄色になり︑おいしい味が出て來ます︒
むろ
この室の中をごらんなさい︒
ふんどう

なるほど︑室の横側には︑重い分銅のつい
た仕掛があって︑

十旧7

十槻8園

八184

むろ

うな暑さである︒

十二㎜1一

む・れる

魚の群だつたりする︒

十二㎜12

あっとなだれを打って道路へ押し出して來た︒

十二229

その緑の木かげにも︑山羊の群がたくさ

んで回ると︑笛の音がいろくに鳴って︑
や ぎ
野原には︑山羊の群があちらこちらにる

十盟11

降った︒

十㎜7

こちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒

十鋤3

のやうな翼をひるがへして︑掃射する︒

十伽5

が渡ってみる︒

十303

つじなどは︑それぞれ家畜の群にはなされる︒
がん
夕べの光をかすかに残した大空を︑雁の群

十267 始めてわれにかへった村人は︑︿略﹀ただ
むらまつり ︹課名︺2 村祭

四村祭

六25 四 村祭⁝⁝⁝十八

六181
むらまつり ﹇村祭﹈︵名︶1 村祭

六196圃 神様の 恵みたたへる村祭︒
むらむら ﹇村村﹈︵名︶4 愈々 村村

いふ

毎朝日が出ると︑この木の西がはは︑

二十といふ済々が︑日かげになります︒

四75
四76 午後に なると︑東がはの 何十と
村酒が︑日かげになります︒

四133 日かげになって困ってみた村々は︑だ
んだんゆたかになっていった

村もろとも

六268秋のお祭のたいこが︑野村に鳴りひびくこ
﹇村諸土 ハ ﹈ ︵ 名 ︶ 1

ろになると︑
むらもろとも

か ぐ

とりょうふ

十218 このままにしておいたら︑四百の命が︑村

むらやま

もろとも一のみにやられてしまふ︒
むらやま
むらやま ﹇群山﹈︵名︶1 群山
あめ

十二456図圃 大和には群山あれど︑
天の香具山︑

二878 ムリ印画ヲナカセテ︑畠ヲホッテミマ

むり ﹇無理﹈︵形状︶2 ムリ 無理

スト︑キタナイモノバカリ出マシタ︒

﹇群﹈︵名︶13

ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒

十一489 心を無理にしづめようとして雑誌を開き
むれ

飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見えたら︑

八旧7圃 空のどこかに︑かすかなうなり聲が聞え︑

だから︑︿略﹀土藏が選ばれ︑ 更に︑室

の中で乾かす必要があるのです︒

十桝6園

め

﹇目﹈︵名︶燭 目﹇Vあみのめ・いとめ・おめ・

﹇奴﹈Oやつめ

四佃2

オホシサマガ︑目ヲサマシマシタ︒

つくし

シマヒニ︑灰ガ︑トノサマノ目ヤロニ

あったかい日に︑

目がさめた︒

のども︑鼻も︑目も

のぼ

目の前にをがむ二重橋︑けだかい︑

︸寸ぼふしは︑おにのく略﹀のどへ

おには︑おなかも︑

私は︑草の葉を一枚一枚かぞへるやう

弱い光を出してみたお日様が︑目をさまし

三816 目を赤くぬりました︒

に︑目でさがしました︒

三706

痛いので︑あわてて逃げだしました︒

三547

三544 目から地めんへとびおりました︒

り︑鼻を通って目へ出て來ました︒

三544

美しい二重橋︒

三162圏

のばうやは

二目5圏ぽかぽかと

ハイリマシタ︒

一一934

二55一 ソレカラ︑炭デ目トロヲツケマシタ︒

一682

かれめ・われめ

め・やくめ・よじかんめ・よっかめ・よねんめ・わ

がめ・ひとめ・ほそめ・みつかめ・むすびめ・もく

め・しちねんめ・しどめ・せんにんめ・にどめ・ひ

ごまいめ・さんじかんめ・さんどめ・さんよにん

おやくめ・おんめ・きれめ・ごねんめ・ごばんめ・

め

め

771
め一め

て︑暖い光を送るやうになります︒

先生たちは︑目がまはるほどいそがしかつ

たのですが︑

七263

やうやしく神だなに向かって︑機軸をしました︒

けさも目がさめると︑顔を洗ってから︑う

目のさめるやうな菊の花です︒

六描8

い二重橋︒

五283園 その目はまっかでございます︒

七237

から出して︑

五398 目に見えないやうな細い糸を︑さかんに口
五599 ひきがへるは︑目をぱちくりさせながら︑
﹁︿略﹀︒﹂と申し ま し た ︒

少年は︑ちよつと目をつぶって︑何か考へ
この子は︑ひどい目の病で︑ものが見え

目には涙さへ浮かべてみた︒

あげて敬禮をしたり︑

七787團大きな目を見はって︑くわつばつに手を

七479

なくなりはしないかと心配しましたが︑

七329園

てるるやうでしたが︑

七283

近くなって︑ぽっちりと目をあけました︒

五685国 ﹁ヒヒン︒﹂とないて︑大きな目で︑ 七276 つかれて︑うとうとしてるた徳坤が︑夜明
じっとにいさんを見つめる︒

五981園 せいも高うございますが︑鼻が恐しく高
く︑目は︑鏡のやうでございます︒
ながら目の色をかへて喜びます︒

五掴5國 利根は︑なつかしさうに︑にほひをかぎ

五鵬1六宮が︑その舟を押してあげますから︑し
ばらく︑目をつぶっていらっしゃい︒

六71 高倉下は︑はっと目がさめました︒

です︒

七918

目を白黒させながら︑ノイツは︑かけつけ

つか並んでみるガラスの箱でした︒

八佃2 いういうと泳いで︑ほかの魚などには︑目

二つの目だけを砂の間から出して︑︿略﹀

もくれないといったふうです︒

八備3

﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑目をこすって起

朝︑目がさめたのは︑五時過ぎであった︒

目だまを動かしながら︑外を眺めてゐます︒
八柵3
きた︒

八二9

だ中を目にし︑︿略﹀︑にらみ渡してみるのです︒

八㎜3圏 大空のはてのはてまで︑私たちは︑から

まします︒

八柵1 やなぎの木が︑ほかの木よりも早く目をさ

ふち
九128 しばらくは︑︿略﹀青い淵や︑︿略﹀水の清

やがて︑左右を取り巻く山の木々に︑われ

さに︑目をうばはれるのであるが︑

九129

おまへたちの顔が︑ふと目の前に現れて︑

おとうさんは︑静かに目をつむって︑歌
九278

小さな傳令使は︑胸をふるはせながら︑か

そのみごとなすべりぶりに見とれてみると︑

まつ目についたのは︑室の窓ぎはに︑いく

九9510

山々のひ

これを合圖に︑今まで眠ってみた港の船が︑

薄きみどり︑こきみどり︑

波が︑︿略﹀小山をこしらへ︑それが顔に

をこしらへ︑

九959 波が︑目の前の水面に︑小さな三角の小山

だ縞なして︑ 見る諾うるはし︒

しま

鯨一︑目を閉ぢ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しぼし神 九707図魍

九624心意の矢にて右の目を射られぬ︒

急に目をさまし始める︒

九4610

の目を引きました︒

萬歳︒﹂といってみるのが︑兵隊さんたち

私たちは︑いそがしくて目がまはるやうで

九396 話しかける相手が目の前にみる時は︑

聲に耳を傾ける︒

九246團

﹁︿略V︒﹂とはげましてくれた︒

九204国

青い波はきらくと光って︑目が痛いやう
われは目を移すやうになる︒
さいふく
九156 目にしみるばかりの眞白な齋服を着て︑
大きなくもが一匹︑すうつと︑私の目の前

六287 目がまはるほどいそがしいのです︒

す︒

八586

八欄5

先生たちは︑もう目の前へ來られた︒

八833

に祈りて見開けば︑

八734図

はいい目で空を見あげてみた︒

八658

い感じがして︑目が涙でいっぱいになりました︒

八616

それを博した時︑私たちは︑何ともいへな

て來たオランダ人にいひました︒

七伽5

へぶらさがって來ました︒

七撹8

六83 御軍人たちは︑目をさましました︒
六621 左の手に︑めがねの玉を持って︑目から遠
おかあさんは︑目をまるくして︑﹁︿略﹀︒﹂

くはなした︒
六663

六716 朝︑おかあさんに呼び起されて︑目をさま
すと︑

六945 白い旗は︑つい︑目の前にひらくしてゐ
るが︑手がとどかない︒

艶麗3 第三︑第四︑第五と︑道号は︑目にもとま
﹁天皇陛下萬歳︒﹂作江はかういって︑静

らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒
六榴9

かに目をつぶりました︒

六皿9 目のとどくかぎりはまつさをな水です︒

肩巾2 さうして︑大きな貨物船が︑目の前にあら
はれました︒

六悩6圃 目の前にをがむ二重橋︑けだかい︑美し

め一め
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當って︑目や鼻へゑんりよなくはいって認る︒

九965 目の前を︑白いかもめが海面とすれすれに
飛んで行く︒

九棚6 その向かふに︑眞一文字に白い線を引いた
やうな砂濱が︑目にしみるやうに罵った︒
車窓から翌翌の船が見える︒

九撹2團 目の前に︑關門海峡はさざ波をたたへ︑

九悩7 甚次郎の目は︑いつのまにか涙で光ってゐ
た︒

九㎜3 ぼくは早くから目がさめた︒
九躍6 目のとどくかぎりの廣野だ︒
九蹴6 宿舎のほかには︑目をさへぎる何物もない︒
らない草原では︑

九㎜2見渡すかぎり我々として︑何一つ目にはい

そこに吸ひつけられてしまった︒

十214 村から海へ移した五兵衛の目は︑たちまち

あり

十238 高塁から見おろしてみる五兵衛の目には︑
それが蟻の歩みのやうにもどかしく思はれた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑正男くんにいはれて︑ぼく

十255 海水が︑絶壁のやうに目の前にせまったと
思ふと︑

十366

は望遠鏡に目を近寄せた︒
つて見えるでせうが︑

十412 太陽に照らされた部分は︑目が痛いほど光
十556 そのうちに︑私は︑目も︑心も︑熱くなつ
母も︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑目に涙をためな

て行くのを感じた︒
十5710

がら︑じっと私を見つめた︒

十611 今日こそはと︑だれの目にも︑固い決意が
ひらめく︒

らぎらと光ってみる︒

十614 基地で︑出撃の訓示をする司令の目は︑ぎ

搭乗員の目は一つになって︑海の上へ僥

たふじょう

十6310
各艦のけたてる眞白な波が︑くっきりと目

きつくやうに注がれる︒

十645
高角砲の目もくらむやうな光の中で︑

にしみる︒

十699

佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑

たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

十755

佐吉は上京して︑目をかがやかしながら︑

その機械館へ毎日通った︒

十765

黒山のやうに集った人たちは︑布をみごと
壁に張ってある新聞紙に︑ふと目を注いで︑

に織って行くふしぎな機械に目を見張つた︒

十791
十844

されども義纒を見知らざれば︑甲かぶと

﹁︿略﹀︒﹂といった︒

十摺5図

義纒︑目にたつさまはしたれども︑かれ

のよき武者を︑義経かと目をかけてかけまはる︒

十川6図

これ行きちがへて︑教経に組ませず︒

目に見えないくらみゆっくりした動きで︑

海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に張

わくが回轄してみる︒

十摺8

十拗6

られた鐵條網が︑行く手をさへぎつてみる︒
さくれつ
敵の砲弾が兵士の目の前で炸裂し︑あたり

十柵9

いびきをたててみる人︑歯ぎしりをしてゐ

一面に︑砂ぼこりがたちこめた︒

十燭6

そばへ行くと︑ぱっちり目をあける人があ

る人︑さうした人々の目をさますまいと︑

十燭8

かんぱん

患者が目をさましさうなので︑私は︑箱を

つて︑時々はつとします︒

十㎜3

一人の患者が︑︿略﹀急に悪くなって︑

かかへて甲板へ出ました︒

重心6

一人の患者が︑︿略﹀急に悪くなって︑

︿略﹀︑目のまはりに黒いかげができて︑

重心6

あくる朝になって︑始めて目をさました︒

︿略﹀︑目の光もにぶくなってしまひました︒

十型4

くのは︑夢の中の聲のやうに思はれる︒

十㎜9 やっと目がさめたころ︑︿略﹀その聲を聞
ゆめ

十一1110 王は︑︿略﹀︑あたりのさわがしさで︑目

をおさましになった︒

十一335口︒凶圃 秋來ぬと目にはさやかに見えねども

さすがに子どもは︑じっと聞きながら目

風の音にぞおどろかれぬる

十一426

先生の目が︑みんなの笑った顔が︑私に

を伏せてみたが︑

十一474

心を無理にしづめようとして雑誌を開き

集ってゐます︒

いつのまにか大木が少くなって︑せいの

ふと︑目がさめる︒

ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒

十一4810

十一894

十一778

パパイヤなどもあって︑それが︑みんな

低い細い木が目につくやうになった︒

十一㎜12

目のさめるほどみごとなものばかりである︒

十一断4 そこには︑︿略﹀︑目もさめるやうな緑の
やし
ほうわうぼく

船がラバウルの湾の入口にさしかかった

葉の椰子の木や︑蓋車木などが茂り︑

十一η2

よく晴れた朝など︑この一大交響樂に

かうきやうがく

今目の前に現れて來た陸地の姿や︑木々

時︑目の前に立ちふさがってみる火山が︑
十一㎜10
の色が︑

すぐ目の前のゴムの木の根へ︑︿略﹀稻

しばしば目をさまされることがある︒

十一圏2
十一㎜10

土地の習慣や生活には目もくれない︒

妻が鋭く切り込む時など︑

十一別4

の心のまことなりけれ

十二58図温言にみえぬかみの心に通ふこそひと
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十一一189 たとへば石を割るには︑石の目を見わけ
なければならない︒

メ

柿ノタネ︒
柿ノタネ︒

芽5ばらのめ・わかめ

目と目はおたがひに物をいって︑

鉢巻をきりつとしめた︒

十二筋8
﹇芽﹈︵名︶14

メガ出マシタ︒

二251圏國早クメヲ市議︑
二253圏圓早クメヲ市議︑

ぬれて︑

すると︑草や木が︑だんだんと芽をふき︑
ここは川ばた︑やなぎの芽︑

古い株を切って出た芽は︑それよりも早く
みどりがかったこずゑを延してせいのびを
枯草におほはれてみた野原に︑青い草の芽
種をまくと︑かはいい芽を出す︒

くれなみの二尺のびたるばらの芽の針

目當て

の附近を見ると︑いろくの星の列があります︒

一本松を目當てに進んで行く︒
もう こ

九971

九㎜2 蒙古の大草原を旅する者は︑あちこちにあ

船は︑︿略﹀︑残雪をいただく島山の峯を

るオボを目當てに歩いて行く︒

目蓋てに︑根測地へと波を切って行く︒

十一棚9

﹇名﹈ ←いちまんはっせんめい・さんじゅうめ

い・しじゅうめい・しせんめい・じゅうしめい・す

めい

わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑

﹇命﹈︵名︶2 命

うめい・なんめい・にめい・ろくじゅうめい
めい

うつりよう

十一552図

つつしんで命を全うすべし︒﹂と仰

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

明月

︹題名︺1

明月

せ出されければ︑正行︑頭を地につけて︑

十二㎜4図心

十蹴9

めいげつ

その作品は︑︿略V︑遠く海外にも傳はり

﹇名工﹈︵名︶1 名工

十4710図

めいこう

めいじいしん

ほどなく明治の御代となった︒
みしん
明治維新

明治以來

あと四年で明治維新の幕が切って落され

みしん

﹇明治維新﹈︵名︶1

ようといふ時だ︒

十一一653

﹇明治以来﹈︵名︶1

﹇明治九年﹈︵名︶1

明治九年

七㎜4 塁湾は︑明治以來日本の領土になりました

めいじいらい

が︑

明治九年の今日︑明治天皇が︑︿略﹀︑北

海道から︑二挺へおかへりになったからです︒

よこはま

五873園

昔から︑航海の目詰てとなってくれたのは︑ めいじくねん

この北極星や北斗七星を目當てにして︑そ

明治の大御代から昭和の今日まで︑︿略﹀

﹇明治﹈︵名︶2 明治

て︑名工のほまれはなはだ高し︒
めいじ

九1010

目あて

木曾から御用材を奉ることになってみる︒

はちきれるやうな芽をもたげ︑雪を割つ
はつらつ
てのび出ようとしてみる物の溌刺たる力

十二衙8

十二736
澄んだ水の色︑川べりの黒い土︑草の芽
﹇目当﹈︵名︶6

九929

この星です︒

九907

の倉を目あてに︑この劒を落します︒

くロリ

六64園部倉下といふ者がをりますから︑その者

めあて

の緑︿略﹀︑皆たまらなくなつかしいゆ

十一一側3

げもなつかしい︒

十一一柵3

草の芽の間から︑立ちあがる水蒸溜のか

やはらかに春雨の降る

十伽3図圃

九踊12囹芽がだんだんのびる︒

九踊12囹

がもえて來た︒

九脳7

し︑小さな芽をつけ始めます︒

八鵬2

成長して花が咲きます︒

八167

しっくが落ちるたび︑

六桝5圏

花のつぼみがふくらんで來ます︒

四備2

二255

十干ー810石の目といふのは︑ちやうど板でいへば︑ め
木目のやうなものである︒

この石はかう割れるといふことが判断される︒

十型ー92 石の面を見て︑その目を見わけ︑︿略﹀
十一一194 もし石の目を見まちがへれば︑石は︑と
んでもない方向にひびが入り︑

が異様に光ってみる︒

十一一211 足も手も顔も︑ほこりにまみれ︑目だけ

十二471 美しい光景を目の前に見るやうにお歌ひ
﹁︿略﹀︒﹂といって︑ぎようりと目を光

になってみる︒

らした︒

十二552

十二6910 兄の目は︑涙でいっぱいである︒

十二桝4 艦長は︑漕望鏡から目を離しながらかう
いった︒

十二櫛9 目が見えない上に︑手の自由もきかない︒
十一﹇摺5園しゃくやくや︑すみせんが︑雪の下で︑
もう目をさましてみるのですから︒
た目には︑干たまらなくなつかしい︒

十一一測4 この三四箇月土を見ることのできなかつ
十一一㎜5 目の前には︑敷知れぬ細引きが掛け並べ
られてるる︒

たき績けてるる星のおかげで︑

十一一川7 このやさしい目を見張って︑永遠にまた

へんりう

十一一躍1 風に流される機の方向を正すため︑偵察
員は偏流測定器から目が離せず︑

察員の無勢は︑並みたいていのことではない︒

十一一η7 洋上飛行の目となり︑道しるべとなる偵
十二脳8 その目にうつったものは何であったか︒

十二踊8 目と目はおたがひに物をいって︑全員白

めいじさんじゅうしちねん一めいずる
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明治三十七年

めいじさんじゅうしちねん ﹇明治三十七年﹈︵名︶1
明治三十七年︑︿略﹀︑木曾の御料林中に︑

神宮備林が定められることになった︒

九119

めいじさんじゅうはちねん ﹇明治三十八年﹈︵名︶1
明治三十八年
のできない年である︒

十802 明治三十八年は︑佐吉にとって忘れること
めいじさんじゅうはちねんいちがついつかごぜんじゅ

ういちじ ﹇明治三十八年一月五日午前十一時﹈
︵名︶1明治三十八年一月五日午前十一時
ぎ

八194團
﹇明治天皇﹈︹人名︺4

きのふは︑明治節でした︒

めいじてんのう

明治天皇

明治九年の今日︑明治天皇が︑明治丸と

明治三十七年︑明治天皇は︑特にこのこと

いふ帆前船で︑︿略﹀おかへりになったからです︒

五873園
九二9
に大御心をかけさせられ︑
この御苑は︑明治天皇御みつから︑森の

下道・下草まで何くれと御仰せありて︑自然のま

十92局面凶

かずのみや

ちかこ
静寛院宮親子内親王は︑︿略﹀︑明治天皇

まに作らせたまひ︑
ば

の御叔母君で︑御幼名を和宮と申しあげた︒

を

十二㎜9

明治天皇御製

の

めいじてんのうぎょせい ﹇明治天皇御製﹈︵名︶1
十831 明治三十八年一月五日午前十一時llこの
時刻を以って︑︿略﹀乃木大將と︑敵の司令官ス

十二53

天皇・昭憲皇太后御二柱

ら

拝殿に進み︑明治天皇・昭憲皇太后御二
柱の神の御前に︑うやうやしくぬかつく︒

﹇明治二十三年﹈︵名︶1

明治二十三年︑佐吉が二十四歳の時のこと

明治二十三年

めいじにじゅうさんねん

十795
である︒

﹇明治二十七
明治二十七八年戦役

おちいさま︑

﹇明治御門﹈︹人名︺2

明治のみか

明治のみか

明治二十七八年職役の時であった︒

八年戦役﹈︵名︶1

めいじにじゅうしちはちねんせんえき

十98
ど

めいじのみかど

天皇陛下の
あがめませう︒

四268圏
どを

明治

めいじてんのうしょうけんこうだいこうおんふたはし

明治天皇御製

テッセル將軍とが船見することになった︒

ぜんよじしじゅうごふん ﹇明治三十八年五月二十

めいじさんじゅうはちねんごがつにじゅうしちにちこ

七日午前四時四十五分﹈︵名︶1 明治三十八年五

十61図

明治節

﹇明治天皇昭憲皇太后御立柱﹈︹人名︺1

月二十七日午前四時四十五分
十一524図 明治三十八年五月一一十七日午前四時四
しな の
十五分︑︿略﹀信濃丸より︑︿略﹀との報告あり︒

あひなほぶみ

めいじじだい ﹇明治時代﹈︵名︶1 明治時代
おち
十一燭2 明治時代の學者であり︑歌人であった落
合直文が︑元旦に門松をよんだ歌です︒

めいじじんぐう ︹訳名︺2 明治神宮

十22 一 明治神宮⁝⁝⁝四
十41 一 明治神宮
六伽3園 ここは︑明治神宮の参道です︒

めいじじんぐう ﹇明治神宮﹈︵名︶2 明治神宮

﹇明治節﹈︵名︶2

六川8園 これは︑明治神宮の競技場です︒
めいじせつ

明治節︒

どに

ささげませう︒

四265圖 秋空高く はれわたり︑ 菊の花咲く 四277圃 天皇陛下の おちいさま︑ 明治のみか

明治九年の今日︑明治天皇が︑明治丸と

﹇明治丸﹈︵名︶1 明治丸

五873園

めいじまる

名所

﹇名将﹈︵名︶1 名將

劒投ぜし古職場︒

﹇名城﹈︵名︶1 名城

稻村が崎︑名

名所としては︑まつ大阪城があります︒

﹇名所﹈︵名︶1

いふ帆前船で︑︿略﹀おかへりになったからです︒
めいしょ

八925
めいしょう
將の

十二745量定七里が濱の厚薄ひ︑
めいじょう

もちみつ

﹇名人﹈︵名︶3

と

さ

名人与ふえのめいじん

なか落ちさうにもなかった︒

九麗1 しかし︑富田城は名城であるだけに︑なか
めいじん

ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒

七452 笛の名人用光は︑ある年の夏︑土佐の國か

七471 これが︑名人といはれた自分の最後の曲だ

いかなる弓の名人も︑ただ一矢にて射落

と思って︑用光は︑静かに吹き始めた︒

八731図

︽ージ・ーゼ︾

春雄︑をぢさんは︑今度︑漕水艦の艦長

﹇命﹈︵サ変︶10 命ずる

すことは︑むつかしと見えたり︒
めい・ずる

を命ぜられた︒

六296團

六㎜8 そこで班長は︑まつ破壌筒の火なはに︑火

蹄るとすぐ︑元帥は家の人に︑﹁︿略﹀︒﹂と

をつけることを命じました︒

命じた︒

七鵬6

オランダの長官ノイツは︑すぐ役人に命じ

七麗4 一割といふ高い關税を梯ふことを命じまし
た︒

七備一

内地なら國民庶校四年前のこの少女は︑そ

てその船を調べさせ︑

九345

つ

の だ

の後︑皇軍のある隊の乱世を命じられました︒

十858 そこで三日︑乃木將軍は︑津野田参謀に命

775
めいせい一めいろう

じて︑この聖旨を傳達することにした︒

十859 命じられた津野田参謀は︑二名の部下をつ
れて︑ステッセル將軍のところへ行った︒

命じ︑

十一528図東郷司令長官は︑直ちに全軍に出動を

名聲

めいせつ

︽一

かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

て商なふものあり︒

九667図國

名物5スマトラめいぶ

めいめい左へよって︑すれすれに通り

十一154園

名魯の御凱旋をなさるのですから︑心

の中で萬歳を唱へてお迎へするのです︒

工兵は︑今か今かと︑命令のくだるのを

﹁前進︒﹂の命令がくだりました︒

第二班に︑命令がくだりました︒

夜中に︑﹁武装して︑兵舎の前に集れ︒﹂

に精を出すのが第一だ︒

十138園 すべて上官の命令を守って︑目分の職務

と︑急に命令がくだることがあります︒

七832国

いろな命令や注意などを受けます︒

七818国勅諭の川蝉がすむと︑班長殿から︑いろ

六佃3

六佃4

待ってゐます︒

六柵7

た︒

五柵2 ﹁行け︒﹂の命令とともに︑走り出しまし

を重んじた扱ひであった︒

これは東國第一の名馬とて︑商人の引 めいれい ﹇命令﹈︵名︶13 命令

あっばれ︑名馬︒

十二612 切腹といふのは︑どこまでも武士の名暑

九693図園

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒

九695図圏

一豊は仕へて日なほ遅く︑家も貧しか

きてまみりしを︑一豊が求め得たるものに候︒

九699図圏

﹇名物﹈︵名︶2

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

十一月ごろまではよく灰が降り︑植物は
さすがに南洋の名物だ︒

めいめい

次郎さんも三郎さんもよろこんで︑めい

﹇銘銘﹈︵名︶8

四221

めいのささ舟を持って︑

三252

めいめい

十一一㎜7

枯れ︑名物のほたるまでが死んでしまふ︒

十一η6

つ

めいぶつ

十二6010再三再四︑考へた結果︑﹁︿略V︒﹂と命じ
た︒

﹇名声﹈︵名︶1

じ

鳴雪

十一嗣3 ベートーベンの﹁月光の曲﹂といって︑

めいせい

ふ

不朽の名聲を博したのはこの曲である︒
めいせつ
﹇鳴雪﹈︹人名︺2 鳴雪 鳴雪

めいせつ

十982 元日や一系の天子不二の山鳴雪
命中

十986 もらひ來る茶わんの中の金魚かな
﹇命中﹈︵名︶1

命中する

﹁各部隊︑直ちに出登用意︒﹂の命令が︑

﹁引き返せ︒﹂の命令が出た︒

十596

﹁突つ込め︒﹂の命令である︒

﹇命 中 ﹈ ︵ サ 変 ︶ 7

十693 績いてまた一機︑これも自爆と命中といつ

めいちゅう
しょである︒
めいちゅう・する

ました︒

十606

シ・ースル︾

十649

整列して︑週番士官殿の來られるのを待ちます︒

七825国里側には古塁があって︑寝壷の後には︑
私たちは︑めいめいのグライダーを机の上

めいめいの持物を置くたながあります︒

八531

めいめい勝手なことはできない︒

に置いて︑おべんたうをたべた︒

十ニー24

名魯

陛下には︑將官ステッセルが書套のた

﹇名誉﹈︵名︶3

十856興国

めいよ

くんこう

めに壷くしたる動功をよみしたまひ︑武士の名暑
を保持せしむることを望ませらる︒

乗組員たちは︑今か今かと登射の命令を

﹁掃射止め︒﹂︿略﹀持ち場についてみた

︵サ変︶

1 命令する ︽一

命令された哨戒線の果てまで來た︒

﹇明朗﹈︵形状︶2 明朗

十二473 萬葉集の歌は︑まことに雄大であり明朗

めいろう

十二姫10

サ︾

めいれい・する ﹇命令﹈

勇士たちは︑艦長のこの命令を意外に思った︒

十二悩2

待ってるた︒

十二榴6

るやうに前進する︒

八方へ飛ぶ︒
ます︒

みんな︑めいめいのたこをあげてゐ
六809囹

隊長の命令一下︑工兵隊は︑きほひかか

四902團

十652 大型爆弾が︑︿略﹀吸ひ込まれるやうに落
かんぱん
下すると思ふと︑みごとに後部甲板に命中する︒

十二皿9

あっち

ひとつ︑めいめいで考へてみよう︒

十666 一番機が海面すれすれにおりて嚢射した魚

七804国午後八時には︑︿略﹀︑めいめいの部屋で

雷が︑みごとにウェールズに命中して︑

命中する︒

十669 レパルスへ襲ひかかった一番機の魚雷も︑
十692 魚雷がレパルスに命中する︒

十一542図 わが砲員の撃ち出す砲弾は︑よく敵艦
に命中して績績火災を起し︑黒煙海をおほふ︒

十二梱4 わが漕水艦から撃ち出した砲弾は︑船腹
きっすゐ
にみごと命中して︑吃水線に穴をあけた︒

名馬

十二川12 魚雷二本が︑確かに命中したのだ︒
﹇名馬﹈︵名︶5

九6510図東出第一の名馬なりとて︑安土に引き來

めいば

めいわく一めぐる

776

である︒

十二474 わが古代の人々が︑雄大明朗の理性を持
﹇迷惑﹈︵名︶1

めいわく

ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒
めいわく

七梱10 自分の家を嶢くのは︑近所の家々へ︑めい
﹇目上﹈︵名︶3

目上

わくをかけることになる︒
めうえ

いきなり海をめがけて︑どぶんととび
をんどりは︑︿略﹀︑鏡にうつる自分の

こみました︒

四475

七602

賊が︑四方からこれをめがけて押し寄せる
今はいって來たばかりの漁船をめがけて︑

と︑城から大きな石を︿略﹀落したので︑

九478

ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠

︿略﹀︑たくさんの小舟が近づいて行く︒

九棚9

馬に乗りたる武者一騎︑沖なる船をめが

い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒

十塒7図

荒鷲部隊は︑決死母艦を離れ︑︿略﹀︑敵

けて︑海へさっと打ち入れ︑泳がせけり︒
十二別12

﹇目頭﹈︵名︶1

目がしら

航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒
めがしら

目角

目がしらが︑じいんと熱くなって薫る︒
﹇目角﹈︵名︶1

十二惣12

めがね﹇▽むしめがね

左の手に︑めがねの玉を持って︑目から遠
屋根が︑めがねの玉いっぱいにひろがって︑

つい︑そこにあるやうに見えるではないか︒

六634 めがねの玉が︑はまるくらみの大きさに巻

その一方のはしに︑めがねの玉をはめた︒

いて︑その一方のはしに︑めがねの玉をはめた︒
六635

めきめき

恵みたたへる村祭︒

たむかひしかたきも今日は大君の恵み

治る御代に︑神様の

めぐみ ﹇恵﹈︵名︶2
六196圃

﹇恵﹈︵五︶1 恵む ︽ーン︾

の露にうるほひにけり

十871図圃
めぐ・む

﹇芽﹈︵名︶1 芽ぐむ

︽ーン︾

十㎜8園張さん︑何か恵んでください︒

︽tシ・⁝セ︾

十二襯3 この川べりは︑もうほとんど雪がなくな

めぐ・む

﹇巡﹈︵四五︶2 めぐらす

つて︑雑草が一面に芽ぐんでみる︒
めぐら・す

公園は︑さう寒くはありませんが︑大川を

8たてめぐらす・はりめぐらす
八919

幸うるはしく︑

島なれば

めぐらした眺めは︑いかにも大阪らしいけしきで
す︒

海めぐらせり︑ 山の幸海幸多く︒

九55図圃島なれば

＋義兵かまの周團を︑ぐるぐとめぐり歩きぬ︒

キ︾

かけめぐる

十810図

をめぐって︑二度めの爆撃に移る︒

十654 われわれ爆撃機智は︑更に大きく蝉幕の中

蕾御苑に入れば︑木立深く︑広めぐり︑

いっか︑おちいさんにいただいた︑古いめ めぐ・る ﹇巡﹈︵四五︶4 めぐる ︽iッ・ーリ︾5

﹇眼鏡﹈︵名︶5

六625

くはなした︒

六621

がねの玉と︑

六613

めがね

つに切れたるが︑

十一583溶岩朝は︑七尺ばかりなる男の︑目角二 めぐりある・く ﹇半歩﹈ ︵四︶ 1 めぐり歩く ︽一

めかど

恵みOおめぐみ

放牧に出してから︑北斗のからだはめきめ

︵副︶1

き丈夫になりました︒

九8210

魚雷をうち出すと︑︿略﹀︑敵艦をめがけ めきめき

かげをめがけて︑とびついて來ます︒

四561
六342團

ぼくは︑友田くんをめがけて投げた︒

て行って︑つきあたる︒

六933

いてるるところへ︑葉叢もやって來ました︒

十一262 相手や目上の人の動作を述べるのに︑ 六991 若い人たちが︑︿略﹀︑的をめがけて弓を引 めく δときめく
︿略﹀﹁めしあがる﹂とかいふのも︑それである︒

︽ーケ︾

りとかかへ︑鐵難事めがけて突進しました︒

十一284父・母・兄・姉・をぢ・をば等は︑目上 六実2 三人の工兵は︑火をつけた破壊筒をしっか
の人であるから︑

と︑︿略﹀やはり敬っていはなければならない︒

十一301 自分の身内でない目上の人のこととなる

メートル Oいちまんにせんメートル・いちメート
ル・いちメートルしほう・いちメートルはん・ご
じゅうメートル︒ごじゅうメートルほど・ごひゃく

ろくせんメートル・さんしひゃくメートル・さん

メートル・ごひゃくメートルいか・ごメートル・ご
びやくメートル・さんメートル・しごじゅうメート
ル・しごせんメートル・しじゅうメートル・じゅう

いちメートル・じゅうさんメートル・じゅうしご
メートル・じゅうしメートル・じゆうにメートル・

じゅうメートル・すうひゃくメートル・すうメート
ル・せんひゃくごじゅうメートル・なんびやくメー
トル・なんメートル・にじゅうメートル・にせんご
ひゃくメートル・にせんしちひゃくろくじゅうさん
メートル・にせんメートルいか・にひゃくごじゅう

メートル︒にひゃくメートル・にメートル・はち
メートル・はっせんメートル・ひゃくごじゅうメー

めがける

トル・ひゃくメートル・やくこせんメートル・ろく
﹇ 目 掛 ﹈ ︵下一︶11

せんメートル︒ろくメートル
めが・ける

777
めざす一めだか

十702 大きくめぐってふり返ると︑やがてレパル
スの最期が來た︒

めざす

︽ーシ・ース︾

すか︒

召す ︽ーサ・ーシ︾

εおぼしめす・おめしくださる・おめしもの・おめ

め・す ﹇召﹈ ︵四五︶ 2 めす

す︒きこしめす・しろしめす

δおめざめる

←おめざめ

をして︑わが高千番艦の名をあげよう︒

めざめ
﹇召﹈与おぼしめし・おめしかん

ごらんになっていらっしゃいます︒

めし

︽ーッ・

八614 陛下は外たうをも召されず︑熱心に戦況を

めしあがる

りたまへ︒

︽ーデ︾

この御苑は︑︿略﹀︑昭憲皇太后かぎりな

﹇愛﹈︵下二︶1

めづ

九687図圓良き馬にめして︑主君の御感にあっか
め・ず

メヅラシイ

まあ︑めづらしい︒

めづらし

コレハ︑メヅラシイ大キナモ

﹇珍﹈︵形︶9

くめでさせたまひて︑しばしば行啓あらせられた

十94図
りとそ︒

めずらし・い

六431園

八124

めづらしいでせう︒

その間にまじって︑︿略﹀たち魚が︿略﹀

北斗は︑︿略﹀︑始めて見る世界をさもめづ

ささがめづらしく花をつけてみた︒

﹇目高﹈︵名︶5 メダカ めだか

ハナスト︑メダカハゲンキヨク

メダカガニヒキトレタ︒

一59一 イケヘ

一582園

めだか

のばかりで︑めづらしいやら古しいやら︑

十一備6團 何を見ても︑何をしても︑始めてのも

十一892

らしさうに眺めました︒

九814

横たはってるるのは︑めづらしい見ものである︒

九498

客の臨って看るのを︑待ちこがれてゐます︒

春になると︑だれもが︑このめづらしいお

うですね︒

六171国今年は︑めづらしい牛行列が見られるさ

三778園

コレハ

い ︽1・ーイ・ーク︾

召し出す

︽ーフ︾

モダ︒

﹇召出﹈︵四︶1

︽ース︾

私は︑まだめしあがりません︒︿略﹀︒な

﹁めしあがる﹂とかいふのも︑それであ

さあ︑ごゑんりょなくめしあがってく

﹇召上﹈︵五︶3

﹇飯﹈与あさめし・にぎりめし

めしいだ・す

目下

一732園
﹇目下﹈︵名︶1

八725図

目下のもののことを︑︿略﹀妹たちも︑

召したまふ

主上︑︿略﹀︑正行を近く召したまふ︒

﹇芝生﹈︵四︶1

十二998図

めしたま・う

ては︑もの笑ひである︒

きのふの祝賀式にいらっしゃいました︒などいつ

十一271

めした

﹁それ呼べ︒﹂とて︑鯨一を召し出す︒

どいっては︑もの笑ひである︒

十一272

る︒

十一262

ださい︒

三価3園

ーリ・ール︾

めしあが・る

めし

十709 わが偵察機は︑なほも大空をめぐりながら︑ めざめる
﹇ 目 指 ﹈ ︵ 四五︶11

旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒
めざ・す

げんかい

六槻3 めざす鐵條網に︑破壊筒を投げこみました︒
もっともっと北をめざして︑飛んで行きます︒

八僻3 日本から來て︑玄界なだを越え︑雲量から︑

九489 このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急
ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ蹄って行く︒
あらず︑いたづらに焼きてはくだき︑

十446図 されど︑めざす色はたやすく現るべくも
十603 めざす地貼に來て︑雨をついて雲の下へ出
てみたが︑敵艦の影はなく︑

方八十キロメートルの洋上へ︑まっしぐら︒

十634 一路機首を北へ向け︑めざすクワンタン東

かは︑外國を見返してやらうと固く決心した︒

十772 自分のめざしてみる織機を仕あげて︑いつ

めざして進んで行った︒

十伽3 わが輸送船團は︑マライ半島のコタバルを

十一948右へ縦走して︑燕の絶頂をめざした︒

目じるし

そこへ召使の女が來て︑
﹇目印﹈︵名︶3

何か目じるしをつけたら︑いいぢやあり
小さなオボでも︑旅をする者には實に大き
濃霧がもうもうと立ちこめて︑︿略﹀目
めす

おとうさん︑子馬はをすですか︑めすで

︹雌﹈︵名︶1

九793囹

めす

じるしのランプも︑光がぼんやりと見える︒

十一㎜2

ななぐさめであり︑また心強い目じるしである︒

九㎜5

ませんか︒

九佃7囹

めじるし

八404

十一一204 北方から疾風のやうに︑皇軍はダバオを めしつかい ﹇召使﹈︵名︶1 召使
めざして押し寄せた︒

十一一柵2 めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑そ
目ざま

こには歩兵の徒歩部隊が出てみるだけである︒

︽ーイ︾

めざまし・い ﹇目覚﹈︵形︶3 めざましい
しい

活動するさまは︑いかにも目ざましい︒

九548 如何百人の乗員が號令に從って規律正しく
九佃8園 私たちは︑わが航空部隊のめざましい働
きを聞いて︑たいへん感激してみるのですが︑

十144囹その時には︑おたがひにめざましい働き

めだかさん一めん

778

オヨギマス︒

五219 小さなめだかを見ると︑これも︑自分たち
の仲間ではないかと︑思ったこともありました︒
に︑遊ばなくてもよいのでした︒

五226 また︑めだかや︑どぢゃうなどといっしょ

六伽6圃卵のからを浮かべたり︑ わらの切れば
メダカサン

目だつ

目立つ ︽一

オホゼイ

えびやめだかも︑泳がせて︒

﹇目高﹈︵名︶2

し浮かべたり︑
めだかさん

一601圃 メダカサン︑ メダカサン︑

5

メダカサン︑

ヨッテ ナンノサウダン︒
︵四五︶

メダカサン︑

﹇目立﹈

一602圃
めだ・つ
チ・ーッ・ーツ︾

六佃3 きうりの芽生えも︑目だって大きくなりま
した︒

す

九691図 いつれおとらぬ馬多く集りたる中に︑一
はち

きは目だちてたくましきを信長うち見て︑

十376 殊に︑半月のかけた部分に近く︑蜂の巣を
思はせるやうなでこぼこが︑目立って見える︒

目だま

九814

北斗は︑おくびやうさうな目つきをして︑
︵副︶2

めっきり

めっきり

始めて見る世界を︿略﹀眺めました︒

めっきり
めっきり寒くなって︑兵隊さんたちも︑

めったに

めったに

二歳ごまになって︑北斗もめっきり馬らし

さぞ︑お困りだらう︒

六796園

九842
﹇滅多﹈︵副︶4

くなりました︒

めったに

まだ︑鏡といふものが︑めったにない

こんなに早く起きることはめったにないの

ころのことでしたから︑

四598

で︑

八柵8

めでた︑めでたとさかなたち︑
めでた︑めでたとさかなたち︑

みんな

たりするが︑

十盟6 正月には︑門の戸びらに︑翼赤な紙にめで

おとうさんも︑おかあさんも︑口ぐせ

たい文字を書いた春聯が張りつけられる︒

のやうに﹁めでたい︑めでたい︒﹂といひながら︑

十︻511園

十一512園 ロぐせのやうに﹁めでたい︑めでたい︒﹂

﹇目抜﹈︵名︶1

めぬき

といひながら︑話はとだえがちでした︒
めぬき

芽生え

く警防團のかたがたのおかげです︒

六741園町のめぬきの場所が助つたのは︑まった

﹇芽生﹈︵名︶1

ふと︑通りかかったある大尉がこれを見て︑

﹇女女﹈︵形︶1 めめしい ︽iイ︾

六書2 きうりの芽生えも︑目だって大きくなりま

めばえ

今日は︑めで

めでたい文句であったり︑詩の一節であっ

顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ

﹇目許﹈︵名︶1 目もと

めらめら

眞赤に焼けた木から︑めらめらとほのほが

立ちのぼってみる︒

九733

めりあり

目を射扱かれて

めりめりと氷が割れる︑埣ける︑地響

︵副︶1

十一47團

めりめり

︹題名︺1

きをたてながら︒

めをいぬかれて

九621 目を射抜かれて

二人は︑はさみでゑを切りぬいて︑め

んを作りました︒

三825

を作って遊びました︒

三813 勇さんと太郎さんは︑ぐわようしでめん

︸番︑二番︑三番と︑十二番の舞がめでた めん ﹇面﹈︵名︶4 めん 面nvけいしゃめん

それは︑めでたい話だ︒

︵副︶1

もだるさうで︑病身らしく見える︒

十一384

めもと

隔りにめめしいふるまひと思って︑

十101

めめし・い

しんせつにしてやれば︑馬ほどすなほで︑ した︒

りこうなものはめったにないそ︒

九8010園

このくらみあいきやうのある氣のきいた虫

は︑めったにないものだ︒

九鵬10

滅亡

私事も︑誤算滅亡を見つつ長らへ居

﹇滅亡﹈︵名︶1

十一一紹6唐国

めつぼう

り候も残念に候まま︑きっと年年致し候所存に候︒

寸心7

ごと申させたまへ︒

九86図國皇子は勅命を果して︑めでたくかへり

くすみましたが︑

八359

六588囹

たいお祭日︒

六183圏村のちんじゅの神様の︑

五幽2圏

まふやら歌ふやら︒

五葬2圃

おめでたい

十一392 切りそろへた髪が︑︿略﹀︑肩の邊にゆら めでた・い ︵形︶10 めでたい ︽1・ーイ・ーク︾Oめらめら
ゆら掛るのが︑目だつて美しく見える︒

目ダマ

十二㎜10 ずっと向かふには︑川べりに並んだはん
﹇目玉﹈︵名︶2

の木が目立つ︒

めだま

ロク見エマス︒

一595 エビハ スキトホッテ︑目ダマダケガ︑ク

目だまを動かしながら︑外を眺めてゐます︒

八描4 二つの目だけを砂の間から出して︑︿略﹀

目つき

七975 傾く家︑めちゃめちゃにつぶれる家もずる

めちゃめちゃ ﹇目茶目茶﹈︵形状︶1 めちゃあちや

﹇目付﹈︵名︶1

ぶん多かった︒

めつき

779
めんかい一も

三827 二人は︑めんをつけました︒

﹇面会﹈︵名︶1

面會

ちやこちやに入り混ってみる石の面を見て︑

十ニー92 小さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こ
めんかい

︵サ変︶

に最後の面會を求めました︒
﹇ 面 会﹈

1

面与する ︽一

七備9 彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノイツ

シ︾

めんかい・する

へ感じられる︒

工業國

﹇綿布工業国﹈︵名︶1

面面

綿布

江田・大館・里見・鳥山・田中・羽

おほだち

入れてくれました︒

三615金魚やさんは︑もをガラスばちの中へ
みどりのもは︑しっかに開きました︒

もの間をおよぎぬけたり︑上の方へ
も

モ一
一どにかはっ
金の星︒

も・それにつけても・それも・ちっとも・ても・で

も・どうにも・ともすれば・なおも・なにも・なに

もかも・なんとも・はやくも・びくとも・またして

一284

ヤイマス︒アナタモ︑アソビニイラッ

ニイキマス︒シロモ︑ヨロコンデツイ

ウエマシタ︒コケモツケマシタ︒川ノ

ハ︑キキャウノ花モサイテヰマシタ︒

キジモ︑キビダンゴヲモ

サルモ︑キビダンゴヲモ

サンモオバアサンモ︑タイソウヨロコ
一805

マス︒マンシウニモトドキマス︒シナ

シテ︑柿ヲイクツモイクツモトリマシ

ドキマス︒シナニモトドキマス︒セカ

ニー74圏

一792

ーフ37

一737 マシタ︒オヂイサンモォバアサンモ︑タ

一49一

一407 ナラベマシタ︒ハシモカケマシタ︒スッ

一405

一302園

ば・ゆめにも・わけても

自動織機の出現によって︑日本はく略V綿 も・まもなく︒もしも・ややもすると・ややもすれ

めんぷこうぎょうこく

十824
面目

軍人となって︑軍に出たのを男子の面目

﹇面目﹈︵名︶2

布工業國として︑世界に乗り出すやうになった︒
めんぼく

だ

﹇面面﹈︵名︶1
え

もものみ

川・山名・桃井の面面を始めとして︑

がは

十一248図

はね

今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて︑

とも思はず︑そのありさまは何事だ︒

十105園
十陀5

面くらふ

︽ーシ︾

面目を一新した設計圖ができあがった︒

七価1 足をもう一つの椅子の背にのせたままで︑
めんめん

﹇面食﹈ ︵ 五 ︶ 1

彌兵衛に面會したこともありました︒
︽ーヒ︾

めんくら・う

面する

十925囹 海の魚雷が︑山上から泳いで來るのには︑
﹇ 面 ﹈ ︵ サ変︶2

面くらひましたよ︒
めん・する

れん
十國7 胡同に面した家々の門には︑聯が書かれて

T團

ヲイクツモイクツモトリマシタ︒サル

も

ニ27一

ある︒

ニ272
﹇面﹈Oみのも

して細長くのびた蕾サラワク王國の首都である︒
︽ージ︾

十一珊5 クチンは︑ボルネオ島の西北岸︑海に面
免ずる

ニが來マシタ︒栗モ來マシタ︒ハチモ

﹇ 免 ﹈ ︵ サ変︶1

めんだう

三637

モ

浮かんで行ったり︑
︵副︶2

も一どかはって

赤い星︑

一435圃ニドオジギシテ︑手ヲウッテ︑

青い星︑

何十︑何百︑

ツウッテ︑オジギシテ︑

て

三665圃

二752

サンモ︑ボクモ︑弟モ︑ハタケニ出マシ

デ︑フッテ來ルノモアリマス︒オッカ

ラ︑フッテ來ルノモアリマス︒トンボ

ラ︑フッテ來ルノモアリマス︒三

サンモオカアサンモ︑大田ロコビデ︑﹁︿

イヒマシタ︒カベモコトワリマシタ︒﹁

二728 トイヒマシタ︒風モコトワリマシタ︒﹁

二705 トイヒマシタ︒雲モコトワリマシタ︒﹁

二662

二662マシタ︒オトウサンモオカアサンモ︑大

ニ538

U

二534

ニ438 シマシタ︒正男サンモ笑ヒダシマシタ︒

ニ336

回336 オカアサンモ︑ボクモ︑弟モ︑ハタケニ

タノデ︑オカアサンモ︑ボクモ︑弟モ︑巡

モ來マシタ︒ハチモ來マシタ︒サルハ︑

めん・ずる

﹇面倒﹈︵名︶2

八961 昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀︑六年間の税を免じ も ﹇藻﹈︵名︶3 も
て︑

めんどう

も

九8510囹 おまへがよくめんだうを見てやったから︑ 三617
北斗はりつぼな二歳ごまになった︒

めんだう

ろいろと紫の君のめんだうを見てやった︒
﹇面倒﹈︵形状︶1

﹁めんだうだ︒組まう︒﹂かう叫んで︑

綿布

一一

十一436 源氏は︑小さな妹でもできたやうに︑い
めんどう
九旧3園

﹇綿布﹈︵名︶1

狼介は太刀を投げ捨てた︒
めんぷ

つも・いまにも・いやしくも・くしくも・すこし

十827 流れ出る綿布を見てみると︑あたかも豊田 も︵係助︶輔モも■いかにも・いつまでも・い
一
佐吉の愛國的熱情が︑ほとばしってみるやうにさ

U

ニ303
も

一一
一一

ニ304

P7

R3

T3

も一も

780

マタ︑カゲエヲシ
ニ807園 ヲヂサン︑コンヤモ

ウツルトイイガナ
二796団國ヤシンニ︑コエモ

三294園今まで見たこともないほど大きいの

三289園は︑わたしくらみもあったかね︒﹂と

三251

なら︑このくらみもあったかね︒﹂﹁︿略

三門3囹 なんのおかまひもできませんでした

三柵1囹

三梛9囹

三913

三913

へんな勢で︑ひるも夜も︑ぐんぐんと
な勢で︑ひるも夜も︑ぐんぐんとのび

た︒私も正男さんも︑﹁さやうなら︒﹂と

といひました︒私も正男さんも︑﹁さや

郎さんも三郎さんもよろこんで︑めい

ニ943私ニハ︑オトウサンア
モリマス︒オヂイ
三299園

四63
四63

︑今まで見たことも聞いたこともな

かへったら︑だれも知らない人ばかり

も︑うちのことも氣にかかりますか

うらしま﹁をどりもたくさんです︒﹂

ニ943 リマス︒オヂイサンア
モリマス︒ケレド

三331園 な大砲がいくつもあって︑てきの軍
三338囹よ︑せんかんよりもずっと早く走れ
三364園かうきをいくつもいくつもとばしま
三364囹 いくつもいくつもとばします︒﹂と

四66

四66 ことも聞いたこともないほど︑大きな
ひました︒﹁それもよいが︑だれが︑
へ出る︒おまへも︑いまにその山や 四78園 ﹀︒﹂﹁お米が半分もできない︒﹂﹁︿略﹀
木があるね︑草もあるね︒雨がふる 四81 ＞︒﹂あちらの村でもこちらの村でも︑

ぐんのびたのかもしれない︒鳥のや

ひました︒﹁ぼくも大きくなったら︑

にるたおかあさんもかけて來て︑頭か
にいさんは︑前よりもずっと色が黒く

四126園

四159園

四143
四147
つれ

した︒どれもどれも︑かはいくてきれ

を見ました︒どれもどれも︑かはいく

三564

三556

三皿5圃

︑﹁夜ねる前にも︑みがくといいの

三546

弾546

三546

三487園
三498園

三445園

三421園

二966囹つかってみる机もこしかけも︑長い
二966園る机もこしかけも︑長い間はたらい
二968園 ゐます︒二年生も︑これでべんきゃ
しました︒三年生も︑これでべんきゃ
二971囹
二973囹した︒四年の人も︑五年の人も︑六
人も︑五年の人も︑⊥ハ年の人も︑そ
二973囹
二974園人も︑六年の人も︑その前の人も︑
も︑その前の人も︑これをつかひま
二975園
二977囹前から︑この机もこしかけもあった
の机もこしかけもあったのです︒﹂
二977園

げんきな太郎さんも︑﹁いやだなあ︒﹂

三547

三565

三564

できる︑それよりも︑今年は海へ

た︒おには︑おなかも︑のども︑鼻も︑目 四81 でもこちらの村でも︑かういって︑こ
四107 ︑今まで見たことも聞いたこともな
は︑おなかも︑のども︑鼻も︑目も痛い
四107 ことも聞いたこともない︑大きな舟
なかも︑のども︑鼻も︑目も痛いので︑
四119 ﹂と︑せんどうたちも︑見てみる人々も
︑のども︑鼻も︑目も痛いので︑あわて
四121 も︑見てみる人々もいひました︒する
︒さうして︑だれにもまけない︑りっぱ
がふります︒二日も三日もふりつづく 四123園 ﹁いや︑ふしぎでも何でもない︒あの
四桧3園 ふしぎでも何でもない︒あの勢の

二柵2 ネエサンバ︑前髪リモ大キナコエデイ
二棚2園 春デス︒勇サンモ︑ヂキニ年生デハ
二塒7 んだ車が︑いくつもいくつも通りまし
︑いくつもいくつも通りました︒おし
二鵬7
二柳7園 を考へて︑﹁ぼくも汽車にのりたいな

三588

三606

三606

ます︒二日も三日もふりつづくとげん

三66圏しゃかさま︒てふも小鳥もたのしさう
三66圃ま︒てふも小鳥もたのしさう︑今日
ちゃうどいいかもしれない︒﹂それを
三102園
三108 あげると︑どちらもぱっと開きました

四352園

︑﹁私は︑どこへもまみりたうござい

さんが︑﹁負けてもよいから︑しまひ

聞えます︒もう何も見えません︒ぼく

ですか︑わたしもホ町まで行きます

すると︑向かふからも乗合自動車が志ま

四219

四298

四242園

した︒うんてんしゅも乗りました︒﹁︿略

でるます︒汽船も通ってゐます︒遅 四305園

︒白帆が︑いくつも浮かんでゐます︒

ました︒おかあさんも︑私も︑一郎も︑い

三907

三751團

三748團

︒おかあさんも︑私も︑一郎も︑いっしょ

︑笑ってみるものもあるやうでした︒

三686

四309

しいので︑家の中も明かるいほどでし

三686

勇さんも正男さんも︑その
三121 行きました︒

げました︒にいさんもかせいしてくれま

四342

りました︒何ごとにもすなほなかぐやひ

四297 り︒﹂おうゑんの聲も︑ごちゃごちゃに

出787

やいました︒勇さんも太郎さんも氣が

四349

さんも︑私も︑一郎も︑いっしょに昇み

三865

勇さんも太郎さんも氣がついて︑あわ

三687

三121 勇さんも正男さんも︑そのあとをおっ
三123 こゑでいふと︑犬もわんわんとほえて
た︒﹁ぐんよう犬もとつげきです︒﹂
三125園
三126 いって︑春枝さんもついて行きました
三156 なりました︒これも大きな舟のやうに
ひました︒私たちも︑いっしょに歌ひ
三176圃

三865

三187 のんで︑やねよりもたかく尾をあげ
三251ひました︒次郎さんも三郎さんもよろこ
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いひます︒ぼくも次郎も︑うれしく

たこの足もとにもよりつけません︒

五217 んでした︒それよりも︑ときどき池の中で

五215 じゃくしは︑手も足もなくて泳げるのです

五215 たまじゃくしは︑手も足もなくて泳げるの

なると︑あちらでもこちらでも︑豆ま

五227 しょに︑遊ばなくてもよいのでした︒春の

五221 いかと︑思ったこともありました︒しかし

五219 だかを見ると︑これも︑自分たちの仲間で

四932團

す︒ぼくも次郎も︑うれしくてうれ

た︒八月の十五夜も近くなったある

四358
四943国
四955

さんが︑﹁うちでもそろそろ始めるか

ちらでもこちらでも︑豆まきの聲が聞

四369 聞いて︑おちいさんもおばあさんもびっ

四368園 するのが︑何よりも悲しうございます 四943團
四369
四957園

四956

五288囹

雨が降りました︒風も吹いてゐましたが︑

五288囹

五275囹

かには︑こけも木も生えてをります︒﹂

せなかには︑こけも木も生えてをります

た︒それに︑今年もまた︑その大蛇が出

さんもおばあさんもびっくりしました︒

四387 いたちが︑いくへにもとりかこみました︒

四醜6團私の枕もとで︑今もまだ咲いてゐます︒

五336

﹂﹁︿略﹀︒﹂ねえさんも考へてるましたが︑

五242 が破れて︑そこからも二本の足が出ました

四榴3国さるのが︑何よりもうれしいのです︒そ

五367

拾ひました︒ぼくもおもしろくなって

四鵬6国︒あれから︑きずもだんだん痛まなくな

四麗3團

って︑費ってみる店もあります︒今︑日本

三日すると︑からだもずっと大きくなって

をもらひに行く途中も︑心の中で︑﹁︿略﹀

かったので︑痛みも忘れるほどでした︒

四半1

五387

五377

四971

四392 急にお月さまが十も出たかと思ふほど
四397
て︑どうすることもできませんでした
四406 もう︑だれの力でも︑なんともするこ
四406 の力でも︑なんともすることができま
四414園 てください︒私も︑あの月の世界か
四446 島には︑一本の草も生えてゐません
四459 りました︒次の日も︑金の牛は︑岩の

さんを見てみるものもあります︒このせま

いさんと並んで︑私もつり始めました︒二

ひますと︑ねえさんも︑﹁ほんたうにね︒﹂

してみる兵たいさんも︑けい禮をします︒

五404

四鵬6

五453

四価6

から見るだけでも︑おなかがいっぱ

んなことを︑何べんもくりかへしてみるう

の花︑なたねの花も供へませう︒二十四

四469囹

四備9

四槻4圃

四487 きそろつたやうなのもあります︒白くじ
ってみるやうなのもあります︒子ども

四491 ひろげたやうなのもあります︒星が並
四492

た︒こちらの岸からも︑小川がそそぎこん

た︒すると︑川の音も︑同じ唱歌を歌って

だやかになって︑音もなく流れてゐます︒

五492
五107国

四731 ︒おとうさんと私もはいりました︒門

四686

中ほどには︑何本も立札が立ててあ

五202

五199

五188

五188

て行きました︒どれも︑これも︑まるい頭

どもたちの頭の上にも︑そっと止ります︒

いさんのかたの上にも︑子どもたちの頭の

ゐます︒どこからともな・く︑綿のやうに白

いれんげ草が︑はてもなくつづいてゐます

です︒ぶたもひつじも︑いっしょになって

は大喜びです︒ぶたもひつじも︑いっしょ

しい戦孚をしたのも︑うそのやうな氣が

四775園なら︑ごほうこうもできよう︒しっか

四734

五204

五204

した︒どれも︑これも︑まるい頭をふり︑

五151園

した︒舟が︑何ざうもつながれでるました

したが︑お供の者にもわかりませんでした

五688国いさんの愛馬安友も︑﹁やす︑やす︒﹂と
五694西をよこす兵隊さんもあるさうだ︒にいさ

五676團
そんなことは何でもなくなってしまった
五683團
やると︑馬の方でも︑ちゃんとにいさん

出そろた︑植ゑ手もそろた︒植ゑよう︑
五652圃
五656圖いて︑みちの小草も米がなる︒十三

五544

五143たどなうの根もとにも︑いつのまにか︑草 五523 した︒舟には︑子牛も乗ってゐました︒汽

爾がはには︑千年もたったかと思はれる

五563 んだりします︒川にも︑いろくな心持が

五97團

五572

五504

︑ころげ落ちるものもあります︒先にあが

ません︒てつかぶともかぶってゐません︒

五514

五156

のけようとするものもあります︒﹁︿略﹀︒﹂

には︑何のかざりもありません︒まこと

にか︑ガラスの氷もすっかり消えます
ます︒ガラスの氷もきれいですが︑じ
の上に立つことも︑なかなかむつか
鏡の中のをんどりも︑首の毛をさか立
ゐましたので︑査も夜も︑一心にかい
したので︑査も夜も︑一心にかいはう

五173

五172

五101国拝みました︒何ともいへない︑ありがた

ざしきの床の間にも︑鏡餅をおかざり

なりました︒おみきもお供へになりまし

四821囹の方が負けるかもしれない︒ぼくが︑

五213

五213

四495
四498
四516
四562
四581
四581
四618
四622

︑私は︑見たことも︑聞いたこともござ
五584園
とも︑聞いたこともございません︒﹂と
五585囹
五619
や︑牛や︑馬の病氣も︑おなほしになりま

四863 の大國主のみことも︑﹁︿略V︒﹂とおた
四894団 は︑今までだれも見たことがない

︒﹁︿略﹀︒﹂春枝さんも︑受取ったはがき

四919團 だれのたこよりも高くあがってゐ

も一も
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だ︒いっか國男にも︑にいさんの愛馬を
五698團
五704いてるる席は︑ 一つもありませんでした︒
五721 りがたう︒﹂と︑私もいひました︒﹁︿略﹀
五727きました︒をぢさんも︑ここでおりました
五735上に︑立ってみる人も︑たくさんありまし
五765圃よいしょ︒くに子も︑ひさ子も︑あと裂
五765圏
くに子も︑ひさ子も︑あと押し頼むぞ︒
五772圃よいしょ︒きうりも︑おなすも︑かぼち
きうりも︑おなすも︑かぼちゃも︑トマ
五772圏
なすも︑かぼちゃも︑トマトも︑にこに
五773囲
ぼちゃも︑トマトも︑にこにこしてます
五773圃
五781圃が待ってる︒お客も待ってる︒急いで︑
五796手先より二十センチも高い︒取れないと思
五803 へ行ってみる︒なすも︑きうりも︑みんな
五803る︒なすも︑きうりも︑みんな暑さうにぐ
五811 ︒今では︑ぼくよりもずっとせいが高いが
五811せいが高いが︑これもぼくが植ゑたのだと
五815走る︒さうだ︑ぼくも行ってみよう︒﹁︿略
さん︑川へ行ってもようございますか︒
五816囹
五868の時間に︑ラジオでも︑そのお話があった
五887畿線です︒沖の方にも︑同じやうな旗が小
五888さく見えます︒海岸も軍艦の上も︑おうゑ
五888す︒海岸も軍艦の上も︑おうゑんの水兵さ
てをります︒せいも高うございますが︑
五979園
ら光を出して︑天も地も︑明かるいほど
五982園
を出して︑天も地も︑明かるいほどでご
五982園
﹀︒﹂﹁おそれ多くも︑皇孫ににぎのみこ
五998園
五皿6 なっては︑かげふみもできません︒子ども

五佃4 んは︑もらった子犬も︑りっぱな軍犬にし
五柵1 根の來るずっと前にも︑犬をかってみたこ
五㎜8 ました︒たべものにもよく氣をつけて︑間
五鵬1 のよくかかる病氣にもならないで︑すくす

五相1

五m8
來ました︒文子さんも︑手紙を出しました

近所の︑どの犬よりも大きく見えました︒

うして︑その年の秋も過ぎ︑冬の初めにな

ことは︑どの犬にも負けないで︑りっぱ

しゃうがいをわけもなくとびこえます︒

五皿9
五備7團

一週間もがんばりつづけまし

と同じ氣持で︑私も︑利根を一生けんめ

五M1團
五M6團

利根は︑毎日︑五回も六回も︑この間を行

そのままで︑

︑毎日︑五回も六回も︑この間を行ったり

五能3

益益6

の弾が飛んで詣るのもかまはず︑はふやう

五備6
五三3

＞︒﹂と︑おとうさんも涙を流しながら︑お

た大勢の御軍人たちも︑ねむくなりました

みいくさびと

泣いてみた︑鯛もよろこびおめでた

なつりばりで︑私も困ってしまひました

つた︒おもしろくもない︒さ︑弓矢を返

う︒朝から︑一匹もつれない︒その時︑

命﹁さうです︒私も︑一度︑あの大きな

五擢2

五三3囹
五協6園
五㎜2囹
五儒4囹
六48

五M1圃

六87

お天氣で︑あちらでもこちらでも︑稻を刈

六52 います︒御軍人たちもみんな︑ぐうぐうね
六58園る︒わがみこたちも︑なんぎをしてゐら

で行くのは︑何ともいへないゆくわいな
六304團
いかと︑思ふものもあるやうだが︑今の
六309団
を聞きわける機械もあって︑敵艦の進ん
六318團
︑敵に近寄ることもできる︒だから︑潜
六319国
はならない︒春雄も︑今のうちから︑い
六323團
王水艦には︑大砲もある︑機關銃もある
六337国
砲もある︑玉書銃もある︒中には︑飛行
六338團
を持ってみるものもあるが︑やはり︑い
六339團
やう
かうくうぼ
洋艦や︑航空母艦も︑この魚雷にはちぢ
六343團
だ︒思っただけでも︑ゆくわいではない
六344團
六358りました︒正男さんも︑太郎さんも︑次郎
六358男さんも︑太郎さんも︑次郎さんも︑花子
六358郎さんも︑次郎さんも︑花子さんも︑春枝
六358郎さんも︑花子さんも︑春枝さんも︑ゆり
六361子さんも︑春枝さんも︑ゆり子さんも︑み
六361さんも︑ゆり子さんも︑みんな集りました
みたシンガポールも︑わが陸海軍の勇ま
六374囹
しまひました︒名も︑昭南島とあらため
六377囹
﹁をぢさん︑ゴムも南洋から出るのでせ
六409囹
ゴムや︑ゴムまりも︑はるばる南洋から
六423園
六433囹たしが一メートルもあって︑南洋の小さ

﹁︑
︿略﹀
勇さんのおとうさんも笑ひながら

何か且つだはうと
る音が聞えます︒私も︑

あちらでもこちらでも︑稻を刈ってゐます

六438
六128

た︒﹁︿略﹀︒﹂みんなもさう思ひましたす
︒

六88

六457

私も︑少しつつ持って運
んでゐられます︒
六134

六466園ね︒しかし︑これも南洋の田植です︒日
六467園じゃうに︑南洋でもお米を作ってみるの
六471園つないで行く日本も南洋も︑みんなお米
六471園で行く日本も南洋も︑みんなお米のでき
六533囹︑天へ逃げることもできません︒穴をほ
六533雷地にかくれることもできません︒不孝の
門597子どもの話が︑都にも傳はりました︒おぞ

六627ここから百メートルもはなれてみる︑向か

六601ました︒おそれ多くも︑時の天皇が︑それ

六158團いでください︒母も︑みよ子も︑お待ち
六158国い︒母も︑みよ子も︑お待ちしてゐます
六187團る煙たいこ︒としも豊年満作で︑村はそ
六201圃ひやらら︑聞いても心が勇みたつ︒五
六245た︒しかし︑だれにも負けない忠義の心を
六258な花が咲いて︑何ともいへない︑よいかを
六267藥で︑害虫を何べんも除きます︒かうして
六289ちうん︑遠い支那へも︑満洲へも︑旅だつ
六289 い支那へも︑満洲へも︑旅だつのだと思ふ

783
も一も

六967園

みるところへ︑磨墨もやって來ました︒す

ります︒だれもかれも︑日に焼けたからだ

﹀︒﹂﹁さかさまでも︑よく見えるでせう

六991

どうです︒あなたも︑弓をおやりになり

ふり返ると︑赤い旗も︑まだ立ってみる︒

六671園

だった︒﹁だれにも教へてもらはないの

︑せき一つするものもありません︒﹁ひゆ

六伽2囹

しぼりました︒これも︑みごとに︑ちゃう

六952

六677園
六川3

五と︑道管は︑目にもとまらぬ手早さで︑

六631園 遠鏡が︑できるかもしれない︒﹂かう思

六697 ました︒おばあさんもしんぽいさうです︒

六皿1

はつれる矢は︑一本もありませんでした︒

七88ぐりは︑あさりよりも︑少し深いところに
七91 さんが︑六七センチもある細長い貝を︑み
七96 みましたが︑だれにもわかりません︒﹁︿略

七46圃い海だ︑どこまでも︒地平線は銀色で︑
七51圃い海だ︑どこまでも︒ぼくらは石を投げ

に︑空も消え︑野原も消え︑みんな消えて

た︒そのうちに︑空も消え︑野原も消え︑

ールが光って︑雷管もつづいた大きな電車
︒その中に︑子どももまじってゐました︒

六701 動車のサイレンの音も聞えます︒向かふの
六皿3

小さな温床に︑今日も︑おだやかな冬の日

を拾った波うちぎはも︑もうすっかり︑海
七1310

七126なりましたが︑だれも知りません︒﹁︿略﹀
七139さりをほったところも︑海藻を拾った懐う

︒しかし︑どちらもよく戦った︒この次

六718 で︑をぢさんのうちも︑焼けたさうです︒
六皿5

氣がします︒すみれも︑一週間ばかり前か

六伽1
六鵬3
六価5
六襯2
六幽2

六727園
づける時︑どこにもみませんでした︑何
六727囹
んでした︑何べんも呼んでみたけれど︒

六鵬5

らさうや︑ひなぎくも︑咲いてゐます︒き

ひました︒﹁花もきれいだけれど︑に

六面7

す︒きうりの芽生えも︑目だって大きくな

答へました︒﹁何もありません︒成功し

﹁梅は︑花よりもにほひが咲くのです

六佃1

こばかりは︑寒い冬も知らないやうに︑み

り︑えびやめだかも︑泳がせて︒二十三

六脳6圏國

︒焼け死んだのかも知れません︒﹂﹁かは
六728園
いてるて︑手傳ひもできず︑まことにす
六736園
ました︒それよりも︑あの風に︑四つつ
六739園
六753 こま︑焼け死んだ人もあったさうです︒さ

六㎜2

六旧2園

號を染めぬいた小旗も見えます︒子どもが

六衡6囲

七2710
くのだと感じたのかも知れません︒それか

六鵬2圏國

六754 な大火事の起ったのも︑
ある家の子どもが

六佃6

六櫛8

ると︑もう矢島の岬も見えません︒目のと

七314圖
の遺族章︑女の人も見えました︒遊就館

六搬4園

んも︑おかあさんも︑ゆめにもお知りに

とは︑おとうさんも︑おかあさんも︑ゆ

六伽6

六芸1

るのです︒もう︑死も生もありませんでし

せん︒ただその問にも︑無心の火は︑火な

ました︒つづく二人も︑それにつれてよう

︒第一班は︑残念にも︑とうとう成功しな

︒すると︑わが歩兵も︑さかんに機關銃を

六梱1

を習ひました︒學問もしました︒雪舟は︑

六槻1

に移りました︒班長も︑部下を指片しなが

です︒もう︑死も生もありませんでした︒

六緬7

六槻1

みさき

六櫨7

六斎9

六麗4園

六柵5寺の小僧になってまもないころ︑ある日︑

れてあるから︑夜もぽかぽか暖いよ︒﹂

て︑兵隊さんたちも︑さぞ︑お困りだら
六796囹
あげるやうなものもないが︑うち中でつ
六823囹
六826園
柿と︑それに︑栗もあるから︑それを入
六853團
てるます︒川の水も︑堅い氷の下で眠っ
が來たぞ︒干柿もある︒栗もある︒み
六859裾野
干柿もある︒栗もある︒みんな集れ︒
六859国圓
六878登園
略﹀︒﹂﹁ぼくにも︒﹂といって︑かは
ます︒職署する時も︑お人形さんは︑私
六882團
六885團
せてください︒私も︑戦地のやうすを知
六898を歩いたら︑足あとも︑並んでついた︒學
らうか
六899でついた︒學校の窓も︑廊下も︑雪で明か
らうか
六899 ︒學校の窓も︑廊下も︑雪で明かるい︒禮
六918なびいた︒友田くんも︑小野くんも︑今日
六918田くんも︑小野くんも︑今日は敵だ︒にご
六922雪のたまを︑いくつもいくつもこしらへた
六922を︑いくつもいくつもこしらへた︒やがて
六桝9

をたぐります︒だれもかれも︑日に焼けた

六㎜9園

六937しまった︒友田くんも︑ぼくをねらふ︒今
六944 ︑城を守ってみる隊もみるから︑すぐには

六盗1

いうしうくわん

七2610︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生もはげますやうにいは

七144には︑朝廷の仰せにも從ひませんでした︒
七149した︒いよいよ︑家もできあがったので︑
七153手下の者はいふまでもなく︑手傳ひのため
七156が罵ると︑この少女も座敷へ出て︑酒をつ
七158ふけて來ました︒客も︑しだいに蹄って行
︒汝︑おそれ多くも︑朝廷の仰せに從ひ
七176囹
七194 ったのを︑勇ましくも︑また︑いたはしく
七209りました︒身の丈にもあまる草を分けて︑
七223 ︒すると︑ふしぎにも︑今までもえせまつ
七227 ︑逃げようとするまもなく︑かたはしから
七237といふ少年は︑けさも目がさめると︑顔を
七246しい音がして︑地面も︑まはりの家も︑ぐ
七246地面も︑まはりの家も︑ぐらぐらと動きま
七252の苦しいことは一口もいはないで︑﹁︿略﹀
七255年の傷は思ったよりも重く︑その日の午後
七257 つらい手當の最中にも︑少年は︑決して垂

六946とどかない︒守る隊も︑必死だ︒ぼくが︑

も一も
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七鵬9

てるる︒どこまでも

どこまでも

さえた空だ︒たた

青い空だ︒電柱の

高い空だ︒煙突や

りました︒何十本とも知れない細い︑白い

じっとして動かうともしません︒これから

八193團

八143

八124

八122

八119

︒あの地圖を見てもわかるでせうが︑町

で何よりです︒私もずっと丈夫で︑毎日

八189 洲の雪の夜の家々にも行って︑みんなを喜

八167

るので︑この町にも︑すっかりなれまし

出た芽は︑それよりも早く成長して花が咲

べるのだなと思ふかも知れませんが︑それ

︒春になると︑だれもが︑このめづらしい

みるでせう︒何よりも︑あの家の軒下に作

へば︑もう矢もたてもたまらず︑北をさし

ると思へば︑もう矢もたてもたまらず︑北

コリ

七㎜4圏

七佃3

だどこの國のものともきまってゐませんで

七㎜4圃と白い︒どこまでも

七鵬8圃

の途中にある塁湾へも︑早くから往等して

八198團

りしました︒ノイツも︑氣味わるく思った

せん︒﹁風の都合もありますし︑どうか

七柵8

︒もう︑がまんも何もあったものではない

した︒もう︑がまんも何もあったものでは

しやうじ

らぬ︒おそれ多くも宮の御道筋をふさい

七佃5

七佃4

いもせ

暑いなあ︒﹂だれもがさういふ︒しかし

のです︒﹂花子さんも︑旗竿の先を見あげ

マスト︑千里の海もなんのその︒萬里

した︒彌兵衛の部下も︑刀を抜きました︒

七673

八44圃

青服10

七766圃

さんや︑をばさんも︑お愛りないさうで

八64 時には︑十羽二十羽も︑ずらりと並んでゐ

何よりです︒ぼくも︑入年回來ずっと元

八65 ︒その中には︑親燕もゐますが︑今年生ま

七775国

七784国︑その時は︑何ともいへないよい園田で

八73 を惜しんでみるのかも知れません︒これか

七843團す︒武男くんたちも︑やがては︑かうい

八91 です︒汽車や自動車も︑かなはないくらゐ

八810

八82 東京から︑四千キロもあるフィリピンで︑

八76 せん︒やがて︑九月もなかばを過ぎると︑

八75 話し合ってみるのかも知れません︒やがて

せきこう

習に出かけることもあります︒斥候にな

て行きます︒からだも大きくなり︑形も色

七815團

だも大きくなり︑形も色も︑しだいに攣つ

七878

︑外國には︑十何年も︑土の中にもぐつて

︒すると︑ふしぎにも︑前足は堅くその場

つて︑もう︑身動きもできなくなってしま

八96 災難に︑あはないともかぎりません︒昭和

八92 を︑一氣に飛ぶことも︑決してふしぎでは

兵螢のどの室からも︑力強い奉讃の聲が

七868

大きくなり︑形も色も︑しだいに愛って︑

七901

や飛行機で︑何回にも送ったといふことで

八 5 んで鯖って來ない燕も︑かなり多いといふ

八103
七975

まったく生きた氣持もなかった︒命からが

八117 では︑一萬キロ以上もありますが︑燕は︑

八109
七977

らがら逃げ出した者も︑しばらくは︑つづ

八119

めちゃにつぶれる家もずるぶん多かった︒

七978

しい震動に︑この家も︑たちまち壁はくづ

八188 道や樺太はいふまでもなく︑北支那から︑

からふと

七984

七961魚水の輪が︑いくつも出ては消えるたび︑

す︒燕は︑鳥の中でも︑いちばん早く飛ぶ

七869

心869

七8010国園

七792團

たちは︑﹁今日も︑おかげで無事に終

七776国

七647園

兵衛に面會したこともありました︒オラン

七柵5

に住んでみる日本人も︑たくさんありまし

八207国

七橋1

七川1

一章がみて︑彌兵衛も︑これまでずるぶん

初め百萬といった賊も︑しまひには十萬ば

七323良にありました︒野も︑山も︑木立も︑み
七323りました︒野も︑山も︑木立も︑みどりに
七323 ︒野も︑山も︑木立も︑みどりにかがやく
七333れしさうにいふ母親もありました︒﹁︿略V
なりました︒これも︑みんな皇后様のお
七336園
七338がたがるおばあさんもありました︒光明皇
七358は︑この藥の風呂へもおいでになって︑一
七379くのは︑見ただけでも氣持のよいものです
七386日ざしを受けて︑男も︑女も︑牛も︑泥田
七386を受けて︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で
七386て︑男も︑女も︑牛も︑泥田の中で働きま
七387働きます︒ここの田も︑あそこの田も︑ほ
七387の田も︑あそこの田も︑ほり返した土のか
七393ぎたてます︒家の前も︑後も︑横も︑まる
七394ます︒家の前も︑後も︑横も︑まるで夕立
七394家の前も︑後も︑横も︑まるで夕立の降る
七395だといふみなかの夜も︑このころは︑雨戸
七448講堂に︑全校の先生も︑生徒も︑いっしよ
七448全校の先生も︑生徒も︑いっしよに集って
七458酸鼻は︑逃げようにも逃げられず︑職はう
七458げられず︑戦はうにも武器がなかった︒と
もかなはない︒私も悔悟をした︒私は樂
七463園
して︑こんなこともあったと︑世の中に
七466園
七474だ一心に吹いた︒雲もない空には︑月が美
七528さんや︑おかあさんも︑ゐられるはずです
七534ます︒さあ︑私たちも︑いっしよに歌はう

七銅5

か︑日本船に水さへもくれません︒しかも

七616

七5310
す︒さあ︑みなさんもお振りなさい︒大き

七桝3

七柵9園

七573に小さな城で︑軍勢もわっか千人ばかり︒
七579 ︑たちまち五六千人も死んだ︒これにこり
七595させて︑五千人鯨りも殺した︒この上は︑

引網9

者が多かった︒中にも︑心象の荘司は︑宮

七5910︑
園敵が出た︒一人ものがすな︒﹂と押し

七624

七609今度こそは︑千早城も危く見えた︒すると

785
も一も

八296図 を引きつれ︑これも同じく︑となみ山の

八288圃 進む︒青空ははてもなく澄み︑秋風はさ

八242團 かうりやんも大豆も︑刈り取ってしまひ
がん
八246團 へ來たころは︑雁も北へ行きましたが︑

八242国 ます︒かうりやんも大豆も︑刈り取って

八214謂う︒あの下を何度も通りました︒白いふ

八213国 の並木の給はがきもあったでせう︒あの

八508

八508

八506

八499

八494

八482

八474

つけた︒主翼も尾翼も︑しっかりと結びつ

にとりつけた︒主翼も尾翼も︑しっかりと

を折ってしまった者もみたやうだ︒私は︑

八4910

いなあ︒﹂といふ者もみた︒すると︑先生

してみるものは一人もみない︒私は︑露髄

る︒線を引きながらも︑私の心に浮かぶも

いさうだ︒どこまでも︑正確に作りあげる

おどろいた︒私たちも︑あんなのを作るの

八823 なって起きあがる者もある︒にこにこ笑ひ

八817 に︑からだもスキーも一つになって︑びゆ

八817 しい早さに︑からだもスキーも一つになつ

八802 i場で︑ジャンプ垂も見える︒みんなは喜

八792 けられる︒石井先生も︑ずっと後の方から

八736図風やや静まり︑扇も少しくおちつきて︑

八731図

八721図圏

八675

︑わざと落しても與ふべし︒弱き弓を

八828

八825 な顔でやって來る者もある︒みんなが急停

八767卜定

いかなる弓の名人も︑ただ一矢にて射落

あり︒空飛ぶ鳥も︑三羽に二羽は︑か

八309図 り︑後向きに乗るもあれば︑一匹の馬に
八523

には︑かはいさうにも︑赤い血がついてゐ

八3010図匹の馬に二人乗るもあり︒暗さは暗し︑

かんに飛ばした︒私も飛ばしてみた︒飛ぶ

けた︒結ぶ糸の数にも︑ちゃんときまりが

八313図落ち入りたり︒親も落つればその子も落 八527 をなでてみた︒何ともいへない︑かはいい
八536

︑二百五十メートルものぼったところで︑

八313図 も落つればその子も落ち︑弟も落つれば

するとう

飛ぶ︒二十メートルも一二に飛んで行った

︒﹁おうい︑先生も︑ジャンプをなさる

八5910

時︑私たちは︑何ともいへない感じがして

に︑陛下は外たうをも召されず︑熱心に戦

た︒私たち女子の組も︑先生につれられて
とう
火にあたってみる人もありました︒野外統

八904

八901

八898

︒また︑大阪の物産も︑堀や川を通って港

︑大阪は︑水の都ともいはれてみるのです

る淀川は︑いく筋にも分れて︑西の大阪湾

うに見えます︒それもそのはず︑大阪は︑

八854 んだ︒四十メートルも空中をとんで︑先生

八839園

をされた︒ぼくたちも︑みんな杖を振って

八537

﹁︿略﹀︒﹂﹁これにも︒﹂﹁これにも︒﹂と

八829

八313図 その子も落ち︑弟も落つれば兄も落ち︑
八586園

れにも︒﹂﹁これにも︒﹂と出されるので︑

が︑﹁この水筒にも入れてください︒﹂﹁

八315図 に深きくりから谷も︑平家の人馬にてう

八586園

八313図︑弟も二つれば兄も落ち︑馬の上には人 八585囹
八321図 り堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えた

八614

八354 び出しましたが︑顔も姿も︑美しく上品に

八344図 るさま︑人わざとも思はれず︒くだるや

八342図 進めば︑三千領土も績いて進む︒聲をし

八341図圓 ︑かかるところも平地に同じ︒進めや

八637

八629

八626

八618

八617

うさんについて︑私も町角まで見送りまし

ました︒おとうさんも感心して︑﹁︿略﹀︒﹂

八6110

へて︑兵隊さんたちも︑﹁萬歳︑萬歳︒﹂と

しいおかあさん︒私も︑兵隊さんの靴下を

隊さんが︑私の家にもとまるといふので︑

せんでした︒たき火も︑いつのまにか消え

着てみる者は︑一人もありませんでした︒

八鵬1 る︑鋼鐵で作った皇もいります︒砲弾を込

八㎜10 みの︑若い職工さんもみて︑油をさしたり

八993 ︑深さが十メートルもあるやうな︑深い油

八974 ︑大砲の形とは似ても似つかない︑いがた

八957 ︑飛行場のあることも︑大阪のほこりの一

八9210

よど

八331図 足ををりて死ぬるもあり︒されど︑三匹

八615

八889

八333図圓 するならば︑馬もけがはなかるべし︒

橋ばかりでも︑二十もあって︑まるで中之

八331図︑ころびて細るるもあり︑足ををりて死 八592

八339図 ちたり︒今は先へも進まれず︑後へひか

八911

八354 しましたが︑顔も姿も︑美しく上品に見え

八638

重い傷を負って︑息もたえだえであった︒

は有名ですが︑中でも艶艶メートル︑横十

八3310図︑後へひかんやうもなし︒皆々︑顔を見 八617 ました︒拝観の人々も︑今は外たうを着て

八358 の人々が︑何千人ともなく集りました︒一

八647

ようとしたが︑電信も電話も︑敵のために

八429 した︒やがて︑うばも呼んで︑三人は︑そ

八403 うらへ出て︑何の氣もなく︑あたりを眺め

八6610

八663

八651

いた︒この重い傷にも屈しないで︑鳩はな

︒寒い夕空をものともせず︑南東をさして

したが︑電信も電話も︑敵のためにごはさ

八雲10

八欄10

ます︒野砲も︑重砲も︑ずらりと大きなか

へになります︒野砲も︑重砲も︑ずらりと

八鵬2 も必要です︒それらも︑やはり同じ工場で

八号2 とを固くふさぐものも必要です︒それらも

八956 の登達してみることも︑飛行場のあること

車が走り︑地下鐵道も通じてゐますが︑川

八361 ︒この時には︑頼朝もおもしろくなって︑

八651

八953

八392 れない道を一月謝りも歩き績けて︑やうや

八376 と愛りました︒愛るも道理︑これには深い

八434 孝行の心には︑頼朝も感心して︑石のらう

も一も
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九567 の話が出る︒笑ひ聲も起る︒まもなく︑四

の館を出で︑義家も出でぬ︒家來︑ある

に残る︒おまへにもぜひ一つと思ふのだ

九585図

かけしが︑殺さんもふびんと思ひて︑左

︑ほかの戦友たちも聲をそろへて︑いか

九604図

九238国
元氣だ︒生出衛生も行きとどいてみるか

九619図圖

九241国
九252團

みない︒住民たちも︑心から日本軍にな

八鵬3 の長さが一メートルもある﹁うみがめ﹂が
藍子7 てながら︑どの箱にも注いでゐます︒さう
九255国

はさう思ふと︑これもうれしさうに︑にご

くれてみた住民たちも︑安心して町へ蹄つ

八鵬10打つと︑次の動きにも︑脈は二つ打ちます

八梱8 や︑みどりの︑何ともいへないほど美しい
九281

九268

九568 が響く︒一時間鯨りも活動したあとである

八棚4 ました︒﹁くらげ﹂もみました︒すきとほ

呈鵬3園 やうど内側も外側も︑そろって進めるの

塁備3園 で︑ちやうど内側も外側も︑そろって進

八備1囹 まはってみるものも︑そろって同時に進

八麗10園 まはってみるものも︑内側をまはってゐ

九329

九309園

九303園

九296園

九286

理る悲しさにことばも止って︑机の上へつ

九309囹

この子は︑父も母もインド人です︒私は

ん︒この子は︑父も母もインド人です︒

巡査は︑﹁この子もいっしよだ︒﹂とい

つばです︒あなたもお行儀をよくしない

九664図

九663図

臨らんとす︒

て︑買ふもの一人もなく︑空しく引き編

宗任に悪しき心もあらば︒﹂とて︑手

下川5 らだから︑腕が何本も出てゐます︒ときど

八佃7 られました︒﹁鯛﹂もみました︒﹁あぢ﹂

ないかぎり︑手も足も出ません︒たった十

通じないかぎり︑手も足も警ません︒たつ

八槻7園 に︑朝御飯の支度もちゃんとできて︒﹂

八佃3 であった︒ねえさんも起きるところであっ

八佃10園

九399

しかけられた人たちも喜んで返事をしたり

九376図圃

九372図圏

九372図魍

咲き出でて今年も春の日ざしとなりぬ

さへぎる山も岡もなしはるばるとかす

までさへぎる山も岡もなしはるばると

九364図圃しますら男の子も

九351

から︑話さなくてもいいよ︒﹂といふ人

で思ってみた時よりも︑はっきりして來ま

九8110 ︒時には乳を飲むのも忘れてひ
︑よう長い

九803

九792

ごまになって︑
北斗もめっきり馬らしくな

にいひますと祖
︑父も︑﹁︿略﹀︒﹂と教へて

やってゐました︒
父もあとから來たので︑

九7510 たたいてみたど
︒こも悪くはない︒をかし

︒この調子で次も焼かうと思ふ︒失敗
九754 しい

︒煙の色もへんだが︑煙の出る
九728 もを︑
カし︑レ

九698図囹からんに︑よくもかかる名馬を求めた
九703図圃ああ︑はるけくもこの峯に 光さし來
きり
九714図魍
響き︑いつくともなく霧わきて︑風の

九668図園 ︑主君の御感にもあっかるべきものを
九678図譜その黄金ありとも知らせたまはず︒さ
九698図國日なほ早く︑家も貧しからんに︑よく

一豊もこの馬ほしく思へど

ていへば︑﹁尼も︑のちには新しく張

八備7 ゐました︒﹁あぢ﹂もみました︒﹁かれひ﹂

九343

九343

九655図圖

九636図圖を殺して︑われも死すべきなり︒﹂と

八餌1 ます︒五六十センチもあるのが︑いういう

﹂と︑聞く兵隊さんもありました︒二

八握2 かの魚などには︑目もくれないといったふ

八梱2 聲を聞くと︑満洲でも︑春らしい日光がさ

八旧1 たので︑おかあさんも︑やっとおわかりに

九416

くなりました︒
今年も︑六月から放牧に出

八鵬1 木が︑ほかの木よりも早く目をさまします

︑大船の通ひもしげく︑浦安の國

うらやす

八搦7 せうか︑ふたかかへもありさうな大きな夕

九66図圃

九83図解 ︒かくては御命も危からん︒﹂と思ひ
九155 ︒それを合圖に︑身も心も清めに清めて︑

九155 れを合圖に︑身も心も清めに清めて︑ひた
九202国 陣へ突撃する時にも︑熱帯の大きな木や
九204團 て進んで行く時にも︑おまへたちの顔が

書いたものを何べんも讃み返して︑消した

た︒兵隊さんたちともみんな︑仲よしにな

八捌4 の︑スケート場の氷もとけて︑もうすべる

九421園

九842

しまひます︒
この間も祖父がいひました︒

んは︑﹁それよりも︑タイピストさ︒﹂

八撹9 これが吹く日は︑天も地も︑暗くなってし

九433

九843

九831

九831

九821

くがかけ出せば北斗もかけ出しぼ
︑ くが止

れだけに︑
かはいさもいっそう深くなって

︒さうして︑
長い夏も過ぎ秋が來て︑野山

夫になりました︒
足もしっかりして來まし

上をはねまはることもありました︒
六月に

るさうだが︑
それも馬が悪いのではない

九837

九8310 ︑ぼくが止れば北斗も止り
追︑ったり追は

九839

九807囹

しわたしニメートルもある︑
土で固めた圓

湿地9 が吹く日は︑天も地も︑暗くなってしまひ

九858

九743

八榴2 や︑オンドルなどともお別れです︒どこの

九442書いたのでは︑だれも感心して讃まないや
九473をおほうてるたもやも消えてなくなり︑太
ろ
九479 ︑ぎいぎいと櫓の音もすがすがしく︑たく
九492く︒見る見るまぐろもさめも︑次から次へ
九492る見るまぐろもさめも︑次から次へ行儀よ
九496うな︑六七十センチもある鯛が︑つやつや
九498なたち魚が︑いくつもいくつも横たはって
九498が︑いくつもいくつも横たはってるるのは
九515活動してみた魚市場も︑ひっそりと静まり

九215團 をしたのに︑よくもなくならなかったも

787
も一も

九柵3園

九柵1園
でせうが︑暑い時も苦しいでせうね︒﹂

す︒﹂花子﹁寒い時もたいへんでせうが︑

に︑寒いと嚢動機もうまく動かないので

九幡3囹機上勤務をする人もゐます︒﹂正男﹁機上

九川7囹

九㎜10

山川7

卒業7 ︑ぼくのこのことばも通じないらしい︒母

九日6 が手をあげると︑母もあげた︒窓を開くこ

九柵8園

くしては︑空中職も敵地爆撃もありませ

るともう四十八機も撃ち落したのですね

九㎜1 蛍手をする︒マルタも︑おかあさんといつ

九川7 柱のかげも木のかげも︑ずっと延びた︒﹁

︒ぼくたちは︑だれも追ひつけなかった︒

︑やるぞ︒﹂と何度も誓った︒次の日は︑

きよしゆ

九伽9園

九輪5 景は︑今までに何度も見たが︑今朝ほど尊
九三3

空中職も敵地爆撃もありませんよ︒そこ

九965いぶ遠くなって︑人も家も︑小さく見える
九965遠くなって︑人も家も︑小さく見える︒目
九968んだ列を︑まだだれも画す者はない︒山立

としてみた︒﹁敵も見よ︑みかたも聞け

九伽1

敵も見よ︑みかたも聞け︒現れ出た狼を
あった︒さしもの敵も︑この一城をもてあ

九伽6園

九伽9

︑上月城は一たまりもない︒弓折れ矢書き

僧さんは︑ををしくもかういって︑衣を脱

らに朽ち果てたかも知れないわたしが︑

なかなか落ちさうにもなかった︒その間に
九悩2

び込んだ︒新左衛門もとび込んだ︒二人は

九梱5

三期4囹

︑重手を負ひながらも︑鹿介は大力の新左

る︒さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑

九槻3

つた︒すると︑これも力自慢の福間彦右童

十105園のを男子の面目とも思はず︑そのありさ

十46図 おのつからそろふも尊く思はる︒御造管
十48図到るところすき聞もなき木立となりて︑
十68図をしづめ︑民草をもみそなはすらん︒大
したん
十78図 か︒御机は紫檀にも黒檀にもあらずして
したん
こくたん
十78図 は紫檀にも黒檀にもあらずして︑ただ黒
十79図硯箱は何のかざりもなく︑筆・鉛筆等︑
十89図りし時の玉座︑今もそのままに拝せらる
十96図心をしのびまつるも︑いとかしこしや︒
九㎜2

空摺4

の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑今もい

こくたん

九欄5

みも知らぬ顔に︑今もいういうと流れてゐ

ふくまひこゑ

画柵8

じまん

九衙8

九国2

九伽6園

九9610この調子なら︑わけもなく遠泳ができさう

おほかみのすけかつもり

九伽9園

九川7 はない︒電柱のかげも木のかげも︑ずっと

ので︑列車がいくつも止ってをり︑忍人の

ゆ知らず︑風の日も雪の日も待ってるた

通じないらしい︒母も何かいってみるやう
す
ささぎが巣をいくつも掛けてみる︒ぼくが

九柵3園

九川7園︑風の日も雪の日も待ってるたが︑とう

九㎜4 は︑雪が晴れた︒風もやんだ︒まぶしいほ

でも爆音は︑どれも同じやうではありま

行った︒見れば︑母もそこにるた︒床の間

九重7 ︑目をさへぎる何物もない︒天と地と一つ

かります︒爆音でもわかります︒﹂正男﹁

成人したら︑一日も早く毛利を討って︑

九夏2園

白雨7

のみか︑もう敵方にも知れ渡ってみた︒敵

九佃3園

九悩5園

九㎜1 くは︑まだ見たこともないが︑どうかして

九獅12

九二7

狼介勝盛と改め︑折もあらば鹿介を討ち取

宮川9 しい花だ︒花びらにも葉にも︑うぶ毛が生

九㎜11

子﹁まあ︑四十八も︒するともう四十八

九伽9

にとび込んだ︒鹿介もただ一人︑流れを切

適薬9 だ︒花びらにも葉にも︑うぶ毛が生えてゐ

るしをつけることもあります︒﹂太郎﹁を

九861園
この村に二歳ごまもたくさんみるが︑北
九862園
けないやうだ︒幅もあるし︑骨組も丈夫
幅もあるし︑骨組も丈夫になった︒﹂ぼ
九863園
九867なりません︒一年半も歯しほにかけた北斗
九868といっしよにるるのも︑あといく日もない
九868るのも︑あといく日もないと思ふと︑ぼく
九877見えるこれらの星にも︑名前や番號があり
九878ゃ面罵があり︑位置もきまってみるのです
九883見ませう︒北の空にもたくさんの星があり
九914 へはいるやうに︑星もだいたい東から出て
九926に星が動くといふのも︑實はわれわれの住
九937いひますが︑どちらも星があまり大きくあ
九939しません︒それよりも︑北極星の右下の方

前梛2

敷かれた︒爾岸の敵もみかたも︑思はず手

︑﹁︿略V︒﹂と︑これも手早く矢をつがへて

九佃2園

九9310で︑俗にいかり星とも山形星ともいひます

九御6

九柵8園

九9310かり星とも山形星ともいひますが︑これは

九五1

︒爾岸の敵もみかたも︑思はず手に汗をに

九踊8囹 しまった︒これでも虚しいことがあるん
九珊4 咲き始める︒赤い花も少しまじって咲く︒
九鵬8 がぼっとかかることもある︒四
九川8 うまい︒長い春の日も暮れかけて︑手もと
九加5 ︒きのふまで木一本もなかったやうな草原

九979方を見ると︑みんなも同じだ︒﹁︿略﹀︒﹂先
九993泳いでみた小島くんも︑だんだん弱って來
九川7園 丈夫だ︒潮の流れもいいし︒そら︑あそ
九柵3 ︒眞夏の暑さはだれも生悟をしてみるが︑
九価3 をしてみるが︑八月もなかばを越せば︑ど
九価4 らしいものが見えてもよささうなものであ
九価9 中がむっとして︑柱も壁も︑さはるとどう
九価9 むっとして︑柱も壁も︑さはるとどうやら
九鵬6 こがね虫など︑どれもこれもただうるさい
九鵬7 虫など︑どれもこれもただうるさいだけで
わ せ
九柳7 飛びちがふ︒何よりも︑たんぼに早言の穗
九柵3七 んは︑もう五年間もこの方の仕事をして
九佃6囹 い︒またみなさんも︑聞きたいことがあ

も一も
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十125圏田 不自由なることもあらん︒何にてもゑ

十1110國田 衛攻撃とやらにも︑かくべつの働きな 十402る氣象現象は︑一つもありません︒月は︑
十403 ︒この望遠鏡で見てもわかるやうに︑月の

十113園 もありません︒私も︑日本男子です︒何 十397といった方がよいかも知れません︒たぶん
ほケたう
十1110圏国豊島沖の海戦にも出でず︑八月十日の ＋3910が︑水ばかりか空氣もないのです︒したが

十112園︒私には︑妻も子もありません︒私も︑

十112園 です︒私には︑妻も子もありません︒私

十396月には水が一しっくもありませんから︑海

1富士山の二倍以上もあるのがあります︒
＋3810

十669

十6410

十626

十621

十611

十605

ふとたん︑ふしぎにもむくむくと起き直つ

かった一番機の魚雷も︑命中する︒爾戦艦

には來たが︑どこにも敵艦らしいものは見

とはなかった︒今日も雲が多い︒まつ偵察

そはと︑だれの目にも︑固い決意がひらめ

がたちこめて︑何物も見ることができなく

十578園

いてまた一機︑これも自爆と命中といっし

十576略﹀︒﹂といふと︑母も︑﹁︿略﹀︒﹂といって

たやすく孕るべくもあらず︑いたづらに

十416せう︒もちろん︑草も木もありませんよ︒
十416 ︒もちろん︑草も木もありませんよ︒その

十4ーエ

︑おのつから家業もおろそかならざるを

十723

十701

十699

したわれわれ搭乗員も泣いた︒地上勤務の

顔をおほってみる兵もあった︒大きくめぐ

告げた︒高角砲の目もくらむやうな光の中

さくれつ
を撃ち出す︒すきまもなく炸裂する砲弾を

ていさつ

ね︒さあ︑私たちも︑しっかりしませう

十129図書様に日参致し候も︑そなたが︑あっぼ 十405です︒しかも︑空氣も水もないとすると︑

十686

十137囹 はできない︒將校も兵士も︑皆一つにな

十135園まへの残念がるのも︑もっともだ︒しか

十447図

て︑その日の生計も立ちがたく︑弟子た

ゑい

十1210國團 の心願に候︒母も人間なれば︑わが子 十405 ︒しかも︑空氣も水もないとすると︑地球

十693

十137園 ない︒將校も兵士も︑皆一つになって働
十452図

んなものでせう︒今もいふやうに︑光を調

十142園 る︒しかし︑これも仕方がない︒そのう
十452図

十259 のほかは︑一時何物も見えなかった︒人々

十237 人も︑女も︑子どもも︑若者のあとを追ふ

十237 弄いて︑老人も︑女も︑子どもも︑若者の

十236 した︒導いて︑老人も︑女も︑子どもも︑

十219 しまふ︒もう︑一刻もぐつぐつしてはみら

十507圃

十507圏

十483囲

十4710図

十464図

︒父も︑母も︑兄も︑妹も︑だまって箸

にする︒父も︑母も︑兄も︑妹も︑だま

を新たにする︒父も︑母も︑兄も︑妹も

今年も︑隣りのゆずが黄ば

らず︑遠く海外にも傳はりて︑名工のほ

闘きては︑はや心も心にあらず︒かまの

十763ば︑手のとどきさうもない空想になりがち

十7510

十7410

十744

笹738

十727

熱は︑どうすることもできなかった︒父は

さがひろがると︑父も︑だまってはみなか

だ︒直下には︑何事もなかったやうに︑青

十454図助けをする者一人もなし︒人はこの檬を 十723 いた︒地上勤務の者も泣きながら走り寄つ

十696 げる︒しかし︑それも直ちに消えて︑﹁︿略

十154図圃 たり︒いざ︑汝も勇ましく入城せよ︑

十143園 はなばなしい職掌もあるだらう︒その時

十262 しばらく何の話し聲もなかった︒一同は︑

十507圃

からは︑ほとんど書も夜もなかった︒設計

織られて行くやうにもなるであらう︒次か

から︑布を織る仕事も︑決してゆるがせに

十263 り取られてあとかたもなくなった村を︑た

十774
十532

十507圖︑母も︑兄も︑妹も︑だまって箸を動か 十768 するとともに︑何ともいへない肩身のせま
︑學校へ急ぎながらも︑胸は大波のやうに

十295 あざやかな黄色︒櫻も紅葉して︑みんな赤

十291 音をたてる︒どの家も︑オンドルをたきだ

智822

十822

十778

揮のために︑影も形もなくなってみた︒こ

の砲揮のために︑影も形もなくなってみた

つた︒押しも押されもしない﹁世界一の織

のはなかった︒押しも押されもしない﹁世

作りあげたが︑これもまんまと失敗であっ

十5510

たん︑私は︑もう何もいらないと思った︒

十867園

十8310

いただき︑この上もない光榮であります

のあとを︑ともかくも新聞紙で張り︑會見

認めず︑どこまでも横車を押し通さうと

ぎには︑おそれ多くも今日おくだしになつ

十836

十5310園

十551

おことばの＝言一句も︑聞きもらすまいと

十836

十535園機が飛んで彩るかも知れないのに︑こん 十774 は︑ほとんど書も夜もなかった︒設計圖を

十365囹

十555

のうちに︑私は︑目も︑心も︑熱くなって

十336 答へる︒話しながらも︑二人の手が器用に

十378 つたので︑にいさんも正男くんも︑笑った

十556

十359園 きあがった︒ぼくも︑ずるぶん手過つた

十378 にいさんも正男くんも︑笑った︒それから
十386 は︑直黒が二百キロもあるといはれてゐま

ある︒私たち少国民も︑この光榮ある叩き

た︒﹁さあ︑きみものぞいてごらん︒﹂

十379︑笑った︒それからも︑三人代る代るのぞ 十556 に︑私は︑目も︑心も︑熱くなって行くの
十5610

むかひしかたきも今日は大君の恵みの
十573

十871図圏

十388 うした火山は︑どれもこれもけはしくて︑

から鰯つた︒うちでも︑母は︑ラジオの前

十388 火山は︑どれもこれもけはしくて︑低いの

789
も一も

ばくれう
112

海へ投げ︑かぶとも脱いで海へ捨てたり

＋㎜−〇

十三4 何でもない身振りにも︑うかがはれます︒

︒何萬の敵をものともせず︑戦ひぬいたこ

︒甲の袖︑草ずりもかなぐり捨て︑胴ば

十川2 くやうですが︑だれもみるのではありませ
十襯1 は︑もう船の動揺にもよろめかない足取り
十粥1 が水びたしになるのも︑間はあるまい︒押
十網7 てるる五千の生命をも考へた︒自分と生死
十柵9 きない︒中には︑女も子どももみる︒この
十備9 中には︑女も子どももみる︒このまま︑じ
十幽1 っとも驚かない宗治も︑この水勢には︑は
十幽8 人の城主は︑いつれも︑﹁︿略V︒﹂と誓った
十備8 るやうにいったこともあった︒かうした宗
十備4 に︑さしもの大堤防も︑日ならずしてでき
十柳3 封陣した︒その間にも︑水かさはずんずん
十帽7 ︒宗治は︑あくまでも職ひぬく決心であっ
ほんのう
十備3 った︒すると意外にも︑信長は本能寺の愛
十粥4 には︑さすがの秀吉も驚いた︒さうして恵
十棚7 從つた︒向かふからも︑検使の舟がやって
十観4囹 とでせう︒せめてものお慰みと思ひまし
画影2 ︑舞ひ始めた︒五人も︑これに和した︒美
十旧3 れに和した︒美しくも︑嚴かな舞ひ納めで
十旧7 腹をした︒五人置者も︑皆そのあとを追つ
くサリ
十蹴7 まっておいた倉の物も︑あと︑いくらもな
十㎜7 物も︑あと︑いくらもなくなってしまった
十摺9図團 いくさの前に火も水もなし
十衡9図圏 さの前に火も水もなし
十伽6 ︒護衛の駆逐艦からも︑輸送船からも︑波
十伽6 からも︑輸送船からも︑波間に浮かぶ舟艇
十伽7 間に浮かぶ舟艇からも︑兵士が歯を食ひし
十個5 まま︑兵士は身動きもしない︒かれらは︑
十悩3 ︑とげのある垂線網も︑屋根型の一心網も
十悩3 も︑屋根型の鐵湿掻も︑まるで枯れ木のや
十悩5 將士の前には︑堕壕も︑トーチカも︑敵兵
十悩5 ︑錘壕も︑トーチカも︑敵兵も︑何もなか
十悩5 ︑トーチカも︑敵兵も︑何もなかった︒十
十悩5 チカも︑敵兵も︑何もなかった︒十九 病
十鵬7 來て︑氣分の悪いのも︑眠いのも︑さらつ
十描7 の悪いのも︑眠いのも︑さらって行ってし
十柵4 る時には︑さほどとも思はなかった一人の
十儒7 げができて︑目の光もにぶくなってしまひ

図図図図嚢圏圏圏

ん候へ︒いかにもして助けまみらせん

︒見知りたる者もあるべし︒﹂といふ︒

ただいかやうにも︒とくとく首を取れ

ちのとぶらひをも仕らん︒﹂と申せば︑

思ひけれど︑さてもあるべきことならね

︒なつめの砂糖づけもあった︒こんなこと

とんど物のないことも思った︒それでも︑
＋蹴−〇
＋㎜12 ︒﹁︿略﹀︒﹂井戸の水も︑かれて由る︒﹁︿略

ひ︑射殺さる︒矢も皆書きければ︑大太

＋踊−o

十㎜7園 1﹂﹁おかあさんも︑いっしよに行きま
十脳2 きであった︒來る日も︑來る日も︑ざんざ
十鋤2 ︒來る日も︑誤る日も︑ざんざん降った︒
十鋤1囹 とうさん︑わたしも︑こんなところはい
十踊3 夫の群が︑あちらにも︑こちらにも︑雨に
十節3 ちらにも︑こちらにも︑雨に打たれて動い
者はもう口をきく力もありません︒ふいて
＋儒−〇

りと同様で︑ここでも同じやうな工程がく

どうやう

階へ行くと︑そこにも︑だまって塗り物を

職人は︑話しながらも︑仕事の手はちっと

で綻んだりする場合も︑まれにはあります

場合には︑どの漢字もすべて音で讃むか︑

のが︑自然わが國へもはいって︑それぞれ
︒このやうに︑訓にも︑音のやうに二つ以

﹂とも︑﹁もく﹂とも工みます︒また﹁銀

木﹂は︑﹁ぼく﹂とも︑﹁もく﹂とも讃み

︑﹁くに﹂﹁たみ﹂とも讃みます︒﹁こく﹂﹁

ひたり︒弟の次郎も︑すぐれたるつはも

ども︑寄る者一人もなかりけり︒ここに

10877971066910732
図図図図
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1⑳

十㎜3 るのが︑患者の何でもない身振りにも︑う

十883まもなく︑乃木懸軍も︑敷名の幕僚ととも
十895園セル將軍は︑﹁私も︑十一箇月の間機甲
えうさい
十911園︒﹂﹁さすがの要塞も︑あの砲揮にはかな
十912園ンドラテンコ少將も︑あれで職死をした
十914みた電信で︑その日もロシヤ皇帝の旨を奉
十924園が二十八サンチにも驚かれたでせうが︑
十934園ことができて︑私も土足ですが︑あの子
十934園 ︑あの子どもたちも︑さぞ喜んで地下に
十944園てまみりました馬も︑その中の一頭で︑
十951園ます︒ただ︑軍馬も武器の一つですから
十957囹はありません︒私も︑馬は号すきです︒
十959囹があります︒今度も︑やはり愛馬が弾で
十965園
名や︑生まれ故郷も書いておきたいと干
十969園て︑お禮のことばもありません︒ただ︑
十969囹ん︒ただ︑先ほども申しましたが︑コン
ひ ら
たかね
十993図 ︑比良の高嶺の雪も消え︑這々の氷打ち
十995図りて︑さか巻く水も速かりけり︒夜はす
十996図ちこめて︑馬の毛も甲の色もさだかなら
十996図 ︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒大型
十棚4図 り︒人目には何とも見えざりけれど︑内

十十十十十十十十十十十十十十

とりけん︑蒼いても飛び得ず︒今はかう

＋棚−o図 ち入れたり︒梶原も績いて入る︒梶原︑

218210868

124

定め︑太刀・長刀も海へ投げ︑かぶとも

十m5図 ども︑畠山ものともせず︑水の底をくぐ

十十十十十十十十
112 110 109 108 108 108 10了

十悩9図 と名のりたり︒敵もみかたもこれを聞き
十個9図 たり︒敵もみかたもこれを聞きて︑一度

112

あは

作物は︑ひとたまりもなく︑むざんに食ひ
あは

たらう︒粟も︑大豆も︑かうりやんも︑こ

大豆も︑かうりやんも︑これ以上實のれな

せると思っただけでも︑張はうれしくてな
べに
︒
紅をつけたお菓子もかざった︒らふそく

れば︑からだの働きも望めないやうに︑交

は︑交通路が何よりも大切である︒交通路

うちは︑支那の活動も︑口達も望めない︒

十脚3園 ム︒にほひも砂糖もおほまけだ︒﹂と歌
十加4 秋には︑なつめ費りもやって來る︒ぶだう
十加4 て來る︒ぶだう肖りもやって來る︒たとへ
十別9 たりするが︑いつれもりつぼな文字で書か
十別11 な子どもは︑給も字もわからないころから

十別11 小さな子どもは︑給も字もわからないころ

五尺もある厚い氷︑遠い爾

十盟4 り︑向かふの家の聯もわかるやうになって
十㎜2 ちらと降って由るのも︑このころである︒
十圏3 わたが︑どこからともなくたくさん舞って
てながら︒半年も地面のやうに動かな

補生として︑今日も武藏野を縦横にかけ

は︑﹁二月磨りも雨が降らなかったか

された︒母宮殿下も︑御満足さうに王の
して︑申しわけもございません︒﹂お
ぎぢやう

﹁いや︑ほかでもございません︒この

は︑儀伎隊の護りもいかめしく︑立川飛
挨拶をなさったのも︑蒙彊へ御出征の時
画面をなさったのも︑この同じ櫻の間で

めて︑人ありとも見えざりければ︑官
騎︑堀・がけともいはず︑かづらに取
して︑心ならずも支へたり︒しばらく

て攻むべきやうもなし︒寄せ手これを
かたじけなくも一天の君に命をささ

︑通らぬこともあらん︒かぶとの眞

に落ちて︑起きも直らず死しけり︒弟
三伏せ︑前よりもなほ引きしぼりて︑

ければ︑二言ともいはず︑兄弟同じ枕
違へ︑百人にても動かしがたき大石を
を見て︑﹁神も納受したまふぞ︒進

たる二千の兵船も︑引き潮にさそはれ

がる﹂とかいふのも︑それである︒相手

26

のいき方で︑これも敬語のうちにはいる

498647111010481083633127229831013975
26

26

2了

28

28

30

30

30

32

33

35

︑酒乱萬六千キロにもなるといはれる︒更

支那の活動も︑登達も望めない︒北支那に

の任務は︑しばらくも捨てておくことがで

び聲でやって來る者もみる︒まんぢゆう屋

374104179864642187348922

って︑北支那だけでも︑これらの延長は︑

域が設けられたわけも︑ここにある︒愛路

るた︒ある夜︑これも鐵道線路がこはされ

みき

う者が︑現れないともかぎらないからであ

が愛ってみるわけでもない︒これをさがし

物を着てみるわけでもなければ︑ことばが

ざまがあって︑音色も違ふし︑同じ大きさ

音をたてる︒どらにも大小さまざまがあっ

かけ屋が來る︒これも︑いろくな道具を

すると︑どこからともなく女の人たちが集

道具を入れた︑これも朱塗りの箱を︑てん

ある︒︸見︑何の曲もないやうなこの胡同

てみる︒あまり道幅もない爾側の土塀の上
︑どこからどこまでも︑つながってみる感

した︒すると︑三人もあとを追ひかけた︒
どべい
とである︒どこの家も︑口取い土塀を立てめ

なは︑何の手がかりもないこの調査を︑打

211
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41

41

43

43

44

45

45

4了

48
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54

5了
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思はず夜のふけるのも知らないで︑見とれ
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が雲夜図図図叛骨皇図図図図画挨は庭園、園補麗

年であったらう︒粟も︑大豆も︑かうりや
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十圏3園 クリーム︒にほひも砂糖もおほまけだ︒
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も一も
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

︑

た

カ

候はめ︒それも一矢にて︑宮中を射

て敵を滅すにも︑利を得ること夜討

強陣を破るにも︑城を攻めて敵を滅

知らず︑中にもせっかくの合戦二十

タル傘下將卒モ︑呈露ノ成果ヲ見ル

キ

その他の諸艦も多く相ついで沈没せ

んも︑おかあさんも︑口ぐせのやうに﹁

の夜︑おとうさんも︑おかあさんも︑口

ましたが︑字も給も︑てんで目にはいり

開きましたが︑字も給も︑てんで目には

ます︒おかあさんも︑そばでにこにこし

入口に下駄が何足も並んでみて︑奥では

げ

のおにいさんにも︑いい着物を着せて
︑今一つの人形にも美しい着物を着せた

たから︑あなたも少しはおとならしく

てやった︒紫の君も︑源氏をほんたうの

︑急場に封しても申しわけのないこと
︒あの乳母や亡きも︑紫の君といっしよ

倉皇で︑いっとも知れない身になって

りか︑婦人としてもまことに圓滞な︑深

ましたが︑不幸にも早く夫に死に別れま

は夢のうちにも花ぞ散りける

族制度の美風からも︑ていねいなことば

る︒今日では︑男も混用したり︑あるも

やる﹂といふなども︑女らしいことばで

んに︑女は男よりもいっそうていねいに

の身内の者のこともまた謙遜していふの

ふのは︑いふまでもない︒決して御心配

りません︒妹たちも︑きのふの祝賀式に

が普通である︒私もまみりませう︒もう

﹂﹁食ふ﹂﹁する﹂も︑﹁まみる﹂﹁いただ

圏圏圏同量図んの，開，入・園園て・園園，ま園族。やんのふ，が一の

何のうたがひも候はず︒﹂と︑はば

十一9010

十一906

さがみ

十一911

べきに︑道にもあらぬ心計らひ︑い
むさし

十一911

道も﹁はひまつ﹂も︑すべて夢のやうに
らん
さなすみれや︑蘭もところどころに咲い
咲いてみる︒どれもこれも︑すき通るほ
みる︒どれもこれも︑すき通るほどあざ
高さ一メートルにも足らない﹁たかねざ
たら︑きみたちも槍へ登れるよ︒﹂と

﹂といはれた︒東も北も一帯に雲がとざ
いはれた︒東も北も一帯に雲がとざして

いそがしい中にも︑ずっと駈けてやつ

はらんを︑何度も何度もいけるのは︑

︒つい四五日前も︑野原でききやうの

を︑何度も何度もいけるのは︑あきて

人でなく︑何人も何人も︑つけてゐま

ゐました︒それも一人でなく︑何人も

あがったものにも︑その時︑その人の

うかまさえさんも︑いけ花をみっしり

く︑何人も何人も︑つけてゐました︒

は︑それこそ天にものぼるここちであっ

ヲシ﹂と讃むこともできる︒そこで︑ほ

や︑パパイヤなどもあって︑それが︑み

はれるノンコの實もある︒そのほか︑パ

る︒まだらの山羊もみる︒これを追って

もみれば︑黒いのもみる︒まだらの山羊

んみる︒白い山羊もみれば︑黒いのもみ

その緑の木かげにも︑山羊の群がたくさ

讃んで︑その何ともいへないほがらかな

一臣民である自分も︑しみじみと生きが

いって︑わが國でも最も古い書物の一つ

ら︑割合ひ簡潔でもあらうが︑長い文章

たかなもひらがなもないとして︑漢字ば

日もし︑かたかなもひらがなもないとし

たかなもひらがなもなかった︒文字とい

は︑まだかたかなもひらがなもなかった

の苦心は︑それにも増して大きいもので

らないでしまふかも知れない．のであった

の尊い歴史も文學も︑その死とともに傳

聖岳來の尊い歴史も文學も︑その死とと

で︑兵隊さんの顔もやっとわかるほどで

︑空がどこまでも高く澄んでゐます︒
︒そのうち偶然にも︑東京放送局からの

118

十一912
十一967園

十一969

その前後けなげにも︑十人乗りそこそこ

十一969
十一979

ただよふ氷山も︑來たらば來たれ︑

116

119

そののちは音もせず︒武藏・相模の
︑いやが上にも死に重なって戦ふと

︑御あやまりも候はん︒﹂と申す︒﹁

は︑聞きしにも似ず手こそ荒けれ︒

手並みは︑汝も知りたるものを︒﹂

七郎はしばしもたまらず死にてけり

目じるしのランプも︑光がぼんやりと見

没のおそい北洋にもタ暮がだんだんせま

十一伽3

波が起る︒網の糸も切れるばかり︑大き

十一993

雲の中でもいちばん高く︑八千
十一棚3

せらぎの 音もまさりて︑よろこび

もので︑

どこまでもこまやかで︑すつき

きあぐる龍巻も

した作業が五時間も績いて︑一萬尾に近

十一個8図圃

で︑それに墨譜もございませんが︒﹂

6図圏

十一伽2園ない︒家賃さへも佛へない今の身の上

十一

つて行った︒友人も衝いてはいった︒薄

十一棚6

見えません︒照りもせず曇りもはてぬ春

る︒ベートーベンも︑われながら蝕りだ

いわし雲ともいひますが︑見たと

照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼ

十一研6

たので︑いった者も聞いた者も︑思はず

ので︑

ることはいふまでもありません︒曇り雲

十一㎜6

つた者も聞いた者も︑思はずにっこりし

るか︑かれ自身にもわからないやうであ

起らば起れ︑おど

量の峯﹂といふのも︑この入道雲です︒

十一欄1
十一佃4囹

ざう

うに曇って︑天地も暗くなるのは︑かう

十﹇佃2

十﹇m4

ートーベンの友人も︑まったくわれを忘

すあし

って︑どこからともなく︑つつましやか

短い鋭さの中にも︑どこかやさしさの

て︑ひき終ったのも撃つかないくらみ︒

11755447610551010553109882342222544108
黒蝿国団国国團団豊国
116

11了

119
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121

124
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127

121

127

1盤

二四

1圏

1圏

1圏

の重い戸びらを音もなく開き︑素足に草

・金剛杖の身支度もかひがひしく︑ぼく

十﹇稲3

十﹇柵5

こんがう

る︒額も︑せなかも︑汗ばんで來た︒は

方で聲がする︒額も︑せなかも︑汗ばん

の夜はまんじりともせず机に向かって︑

氣がします︒私もいけ花がすきなので

からのお手紙にも︑そのことが書きそ

が私に合ふのかも知れません︒この一

いのですよ︒私も︑こちらへ來てから

のことが何よりも知りたいのですよ︒

も︑おかあさんも︑お元号ださうで安

た︒おとうさんも︑おかあさんも︑お

十一M2

吸が︑前にも後にもはっきり聞かれる︒

ずむ呼吸が︑前にも後にもはっきり聞か

てるた︒それからも︑しばらく道が急だ

に曇って來た︒霧もだんだん深くなる︒

やりがたけ

つひにはそれもなくなったと思ふと
やりがたけ

うとする燕の絶頂も︑槍岳その他の山々

8441877

1四

ゐます︒

65451733222618384885186471967858
えない︒行手の道も﹁はひまつ﹂も︑す

團団団発受属国
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ひつじ
思はせる︒高原にも牛や羊や水牛がみる

深く入り込み︑目もさめるやうな緑の葉

たけの十倍二十倍もある樹木のかげを行

る︒パイナップルも︑道のすぐそばで︑

せいは日本人よりもずっと高く︑力も強

もずっと高く︑力も強い︒しかし風立て

を績けると︑半日もたったのち︑南へず

れる︒パプア島にも︑ソロモン諸島にも
︑ソロモン諸島にも︑濠洲の東北部にも

︑濠洲の東北部にも︑これと肩を並べる

る︒ラバウルの町も︑その後にこの山脈

ことができる︒窓も廣く︑金網を張って

はへ

もみなければ︑蝿もみない︒焼けつくや

のゴム林には︑名も知れない鳥が來て鳴

きをあげ︑一間先も見えなくなるくらゐ
し
や族は︑クチンでも大部分を占めてみる
にうわ
るるのは︑入れ墨も少く︑小がらで柔和

んでみる︒どの家も同じ作りで︑家の中
を︑
か陸
ぼ稻の草取
︑すわって針仕事もすれば

んを着てみる︒髪も束髪のやうに結って

そくはつ

進んでみて︑勢力もある︒男女ともサロ

ではない︒何十年目昔から︑ほんたうの

ほんたうの日本人も住んでみる︒この地

である︒マラノー人も水浴がすきである︒

るやうに︑ここへも支那の生活をそのま

習慣や生活には目もくれない︒かれらは

十二48図圃本のさかゆくもいそしむ民のあれば

直世一メートル半もある︑トタンで作つ

る︒魚を取ることも上手である︒子ども

十一一69図圃 の火桶のもとも寒き夜に御軍人は霜

か

か

︑形が美しいのでもない︒揮丸になり︑

ひをけ

き聲が聞かれるのも︑のどかな風景であ

十二84囹係員が︑﹁今日も︑十分氣をつけて働

し

に入ると︑だれしも遠く來たものだと思
や

リピンの島々よりもかへって日本に近い

みたココ椰子の林も︑船着き場も︑家ら

の林も︑船着き場も︑家らしい家さへも
︑家らしい家さへも見えない︒ところで
く も

男の手のひらほどもある︑黒と黄色のだ
も

だんだらの蜘蛛とも蚊とんぼともつかな

蛛とも蚊とんぼともつかないものが︑ふ

今まで聞いたこともない笛を吹くやうな

む人々には︑想像もつかないであらう︒

道下のボルネオにも︑こんなに氣持のよ

南洋のどこの町にも見られるあの支那風
せいけつ

さうして︑この町も他の町々と同じやう

ふと︑凹石の光澤も︑ひだも︑硬度も︑

石の光澤も︑ひだも︑硬度も︑重量感も
も︑ひだも︑硬度も︑重量感も︑みな美
︑硬度も︑重量感も︑みな美しく見えて
をあける︒いくつもあける︒あけてはそ
んだ︒一分のすきも許されない︒もしあ
堅く連絡を取るのもそのためである︒こ
幅員たちは︑だれも見てみない眞暗なと
る︒あちらの山でも︑こちらの山でも︑

七時間の螢藺時間も︑やがて過ぎてしま

ル︑八メートルにもなるのである︒日の

も︑こちらの山でも︑三四人つつ一かた

ては更にいくつにも小さく割って行く︒

とともに︑家ほどもある御影石が︑ごろ

な日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々として

母のやうな山の心も︑わかるやうな氣が

だらけだ︒足も手も顔も︑ほこりにまみ

顔回が︑先生よりも先に死んでしまった

結局︑足もとにも寄りつけないと感じ

みたやうに︑顔回もまたよくその師を知

また︑﹁︿略﹀︒﹂ともいってみる︒孔子が

ていろく質問もし︑それで予を即下

と教へた︒いつれも﹁仁﹂の一部の説明

る﹁仁﹂についても︑ある者には﹁︿略

いふことは何でもありません︒今の下

だらうか︒君子も同じことだ︒道の修

考へがわいたのかも知れない︒孔子は平

七夜︑孔子も弟子も︑ろくろく食ふ物が

わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若
︑七日七夜︑孔子も弟子も︑ろくろく食

を働いた︒不幸にも︑孔子の顔が陽虎に

頬を傳ふ涙を梯ひもせず︑泣きながら歌

ほほ

ラックの上の勇士も︑校庭に居並ぶ邦人
ほほ
校庭に居並ぶ邦人も︑頬を傳ふ涙を彿ひ

略﹀︒﹂と︑何べんもくり返すのであった

けだ︒足も手も顔も︑ほこりにまみれ︑

﹂シャツもズボンも破れて︑泥だらけだ
︑泥だらけだ︒足も手も顔も︑ほこりに

在留邦人を︑一刻も早く救ひ出したいと
︑萬歳︒﹂シャツもズボンも破れて︑泥

の岩石を何百萬年もだきかかへてみる母

には︑心なき岩石も意志あるかのやうに

して︑三年も五年も石の山に通っては︑

やけて︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒
︒かうして︑三年も五年も石の山に通つ
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學を好み︑過ちも二度とはしない男で

囹

店街が思ったよりも清潔であり︑きちん
んたちを喜ばすのもこのあたりである︒
か
はへ
︒あの不愉快な蚊もみなければ︑蝿もゐ
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十二612

ふのは︑どこまでも武士の名蟹を重んじ

ざと將軍のなぞも解かず︑そのまま三

みた︒自分とても︑かれらを法衣の袖

浪士を預った大名も残念とは思ひながら

十二641囹

の山口では︑今日も毛利侯の御前會議で

十二646園

封黛は︑ぐうの音も出なかった︒その三

十二616

十一一367図画草山も春日野も かすみこめたる春
十二656

それを︑ふしぎにも聞多のさしてみた刀

十一一363囹 したが︑不幸にも短命でございました
かすが
若草山も春日野も かすみこ

十二375図國 燈の 光は今もかがやきて︑正倉院
十二661

かすが

十二419 にひたるかばねともなれ︑山を進むなら
十二671

十一一367心象

十二4110 の生えるかばねともなれ︑大君のお側で

しやうさう

十一一424 や︑山部赤人の作も︑また萬葉集によつ

やまべのあかひと

十一一429 なさった︒人麻呂も御供に三つた︒野中

であった︒氣丈にも聞多は立ちあがって
たが︑もうどこにも見つからなかった︒

十二674
十二679
十二6810

十二682

十二443図國 る︒をのこやも空しかるべき萬代に
支那へ渡ったこともある︒この歌は︑﹁︿

つけたが︑もう何もあとの祭︑どこにも

萬代に傳ふべき名も立てないで︑どうし

十二6810あとの祭︑どこにも人影はなかった︒三
なかった︒弟の姿も見えない︒再び家に
母・兄・二者の顔も︑ぼっとして見分け

ど手のくだしやうも知らない︒聞多は︑

おくれ︒お醤者もここにるられる︒た

やるのが︑せめてもの慈悲だ︒決然とし
十一一711園

うなっては是非もございませぬ︒聞多
この子をどこまでも助けようとする母の
張りつめた兄の心もゆるんでしまった︒

た︒聞多は︑痛みも感じないかのやうに

︒ほかの醤者二人も︑何くれとこの手術
よって︑ふしぎにも一命を取り止めた聞
で︑ 何一つ孝行も書くさないのに︑宣

十一一732

十二728

十一一727

十一一722

十一一721

十一一715囹︑もう一滴の血も残ってゐませぬぞ︒

十一一714園

十一一706

十二697

うに痛む︒何よりも︑のどがかわいてた

々があるが︑中でもりっぱに整った香具

十二691

︑もう淺はかな夢も迷ひもない︒そこに
淺はか な 夢 も 迷 ひ も な い ︒
そこにほんた

十二696

の意で︑五泉までも傳へようとした古人

面な水を得たのにもまして︑大きな喜び

行苦行に︑身も心も疲れきった一人の三

したが︑佛の御室も人影もない︒ただ︑
︑佛の御姿も人影もない︒ただ︑ふとそ

いや︑かれとても︑昔の御調に教へを
︑相手は羅刹にもせよ︑悪魔にもせよ

もせよ︑悪魔にもせよ︑佛のみことば

おまへにやってもよい︒﹂﹁えつ︒たつ

うは言が出たかも知れないが︑わしに

かへっこをしてもよいといふのですか

行者は︑ どこまでも眞劒であった︒﹁︿略
ゑ

十二555
十一一555

える︒それがしも呼ばはってみよう︒

ち︑一爾ばかりも引いてくださらぬか
げんのよいこともあり︑悪いこともあ
あり︑悪いこともある︒もし︑きげん
＋二8610圏圓
ならば︑おれもかさをささうよ︒﹂

御合貼まみらぬも道理でござります︒

十二874囲園ろいそ︒げにもさうよ︑げにもさう

十一一565図圏き夢見じ酔ひもせず︒書き終ると︑
つな
十二595 間の人々は︑だれもさう考へた︒將軍綱

十二597 また學者の意見をも徴したす
︒ると︑﹁︿

さうよ︑げにもさうよの︒かさをさ

ならば︑おれもかさをささうよ︒げ

、

さうよ︒げにもさうよ︑げにもさう

、

さうよ︑げにもさうよの︒﹂

o

のうち︑一人も生き残りてあらん間

、

げにもうれしげなる氣色に

、

くよく思ひても見よかし︒父上︑兵

にて︑﹁われもさやうに思ふなり︒

、

はせんためにもあらず︑腹を切れと

ロロ

と残されしにもあらず︒われ︑たと

．、

て︑この母にも語りしものが︑いつ

1＾

くては父の名も失ひ︑君の御用にも

＿

︑君の御用にも立ちまみらせんこと

、

とあるべしとも思はれず︒﹂と︑泣

細

．

慶亡半・身丈はに揮図図圏図圏極圏清宴図重圏圏騒圏圏圏図囎圏醐

はかなき遊びにも︑ただこのことのみ

取る︒正行︑腹も切り得ず泣き倒れ︑

！「一

申しし遺言にもたがひ︑かひなき世

㍉障9

世のそしりをも轟くべく候︒もしま

、由

早世仕ることも候はば︑君の御ため

■

は不孝の子ともなるべきにて候間︑

り7

て候︒﹂と申しもあへず︑はらはらと

＿

功︑返す返すも神妙なり︒大敵︑今

■

つけて︑とかくも申しあげず︑ただこ

、一

度の合戦に一足も引かず︑一つところ

、

833987667510487658321110421054810985

心する機械化部隊も︑橋が落ちれば立ち
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

長らへ居り候も残念に候まま︑きつ
かぼく

一襲も目標をはつれない︒

︑よそのをばさんも︑せっせとせりを摘

かけ出した︒ぼくも︑弟のあとを追ふ︒
︒三四百メートルも走ったので︑熱くて

り摘み 桑畠の雪もだいぶ減って︑あち

れども︑家々の窓も障子も︑いっせいに
︑家々の窓も障子も︑いっせいにあけは

同じ大きさのものもあるが︑また太陽の

には地球の十敷倍もあるのが現れること

さから考へてみてもわかるやうに︑太陽

るのは︑いふまでもなく︑太陽が月より

凡そ百四十萬キロもある一大火球だとい

い上に︑手の自由もきかない︒食事は子

焼けただれ︑視力もほとんど失はれてる

ちてから︑二時間もたったころであった

てるる︒その型置も︑吸ひ込まれるやう

出す砲揮 は ︑

ないのだ︒大謄にも浮かびあがって堂々

だいたん

吉岡︑おまへもいっしよに︑日本の

れらは何をしたかもわからない︒思へば

を持する朝臣たちも︑この御文を拝見し

私は申すまでもなく︑一門家僕の者

候はば︑私事も︑當家滅亡を見つつ

かったが︑いつれも途中官軍に押さへら

あった︒この間にも︑主家の難を救はう

れ︑かたじけなくも皇胤に生まれたとは

くわういん

じ︑績いて杖柱とも頼みたまふ孝明天皇
︑御涙の乾くひまもない御身であらせら

には︑水火の中をもいとはない御畳悟で

も徳川方がもろくも敗れたのである︒た

41084822877108991056778316696485192

いが︑しかし何事も時勢であった︒朝臣

が・．か，・れ同。さる凡い焼ちて変な圏れ。麗圏かあれ一・じにもい
がる水蒸氣のかげもなつかしい︒いつの

︑川底のせりの緑も︑高いはんの木の影
高いはんの木の影も︑ゆらゆら揺れて一

どものうち振る旗も︑また刻刻に濃さを

憂りかけてるるのもおもしろい︒緯度は

てるるやうだ︒波もすっかり静かになつ

緑に攣り︑日ざしもさすがに強くなった

て萬歳を唱へるのも︑一つには國語の力

げて國難に赴くのも︑皇國のよろこびに

あるが︑わが難語もまた︑國初以來即言

語といふことさへも考へない人がある︒

はれてみることばも︑またわが尊い國語

一つになる︒ぼくも︑長靴をはいたまま

31111436321119454112115312614437910977
囹園
．
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．．．

てるる︒﹁今日も獲物はないか︒また

言をいった︒だれもだまってみる︒艦長

は︑だれにいふともなくさういってから

あったか︒意外にも︑沈みかかった太陽

︒敵艦隊を一隻も鯨さず︑珊瑚海の海

らしい推進器の音も混って舐る︒敵の警

オースパイト型にも︑大損害を與へたこ

戦ひぬき︑不幸にも今この厄にあったの

へるのを︑どうともすることができない

察に來たが︑わけもなく撃退される︒と

も

相攣らず︑とはうもない高度爆撃だ︒あ

ずも支へたり︒

︵副︶備 モウ

﹇網﹈n▽てつじょうもう

ふしぎといふも類なし︒
もう

十一245図

十一185ロロ凶︑引かんとするもかなはずして︑

もう

一343圃

一341圏

モウイイヨ︒

モウイイカイ︒

モウイイカイ︒

モウイイカイ︒

もう

には︑雨足も︑雲も︑何もかも見えなく

︻346圏

モウヂキオボンデスカラ︑オハカノ

一345圃

一461園

二988園

二929囹︸モウード︑花ヲ咲カセテゴラン︒

サウヂニイキマセウ︒
しないわが海鷲にも︑到りやすい天候だ
ことが多い︒星食も終らないうちに︑も

三213囹

もう

二川2園モウ春デス︒

一本で千本だ︒
は五六千メ1トルもあらう︒これを避け

の痛みを忘れて

ほうら︑もうちきだ︒

花子さんは︑もうは

にこにこしてゐました︒

三425

三266囹
が潜水艦は︑今日も獲物にありつけず︑

へる︒ああ︑今日もとうとう敵は影を見

まれたら一たまりもないのだ︒更に愛針

勇サン︑モウ七時スギマシタ︒
大東亜海へ︑一機も敵を寄せつけないた

うみわし

して行った︒今日も︑基地の上空は一面
うみわし
契る敵機をものともしないわが海鷲にも

が︑時には十日も績いて高い波が立ち

ね︒まもなく月も出ませう︒﹂かうい

いてるる︒どの星も大きく︑青く︑呼べ

し聲も︑機關の音もかき消されて︑目の

音を立て︑話し聲も︑機会の音もかき消

まった︒と思ふまもなく︑一際暗いその
︑のちには︑雨足も︑雲も︑何もかも見

かなはず︑ 引かんとするもかなはずして︑心なら

︑寄せ手これを見て︑進まんとするも
十一185図

3

瞬易者練達翻蓼霧

ふさはしい文字かも知れない︒ところが

も

十十十十十十十十十十十

雲だらう︒幾重にも輪を重ねて湧きあが

行く︒その時︑船もまた爾舷にかみ出す
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795
もう一もう

うです︒
つい

そこ

です︒しかし︑

いくら

三704 もう︑ニ野山トルとははなれてみないや
もう︑

さがしても︑そのすがたが見えません︒

三708

三936圃 もうかへらうよ︑ 日がくれる︒
三968 おかあさんは︑︿略﹀︑もうすっかりおぜ

かうなって埋ると︑南風は︑もう前のやう

白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒

四M4
に負けてばかりはみません︒

﹁北風︑おまへは︑もう北の國へかへっ

わたしは︑もう一度おまへを追ひはらっ

てしまへ︒﹂と︑南風がいひます︒

四M6園

四M9囹

寒い冬は︑もうすっかり︑どこかへ行って

もうすっかり春だなあ︒

て︑野や山をまつ白にしてやる︒

五147園

んのしたくをしていらっしゃいました︒

三鵬5園もうちきでございます︒
五205

もう夏の初めでした︒

大蛇に︑毎年一人つつ取られて︑残った

泳ぐところ

さあ︑もうちき︑まゆを作りますよ︒
もう一度︑

五392園

見たいなあ︒

皿のおさかな︑
が

五434圖

ら︑まゆを作りますよ︒

まひました︒

もう︑今では︑なれてしまって︑そんな
ことは何でもなくなってしまった︒

五674国

ると︑もう︑手入れをしないではゐられない︒

かうなると︑もう馬ではなくなって︑

朝起きると︑おとうさんは︑もう庭の朝顔
のせわをしてゐられた︒

先週の金曜日に抜いたのに︑もうのびた草
がだいぶある︒

五843

ではありませんでした︒

五佃9 冬の初めになりますと︑利根は︑もう子犬

けないで︑りっぱにやりとげます︒

五皿1国 もう︑軍犬のすることは︑どの犬にも負

五柵1 利根は︑もう百メートルで本部といふとこ

しかし︑もう走る力がありません︒

ろへさしかかりました︒

五伽2

もうかうなったらしめたものです︒

六102園 やあ︑もう學校がすんだのか︒
六271

てるられなくなった︒

六632 かう思ひつくと︑ぼくは︑もう︑じっとし

六639次に︑も三枚の壼用紙を︑ぐるぐと巻
いた︒

もう︑死も生もありませんでした︒
みさき
ふり返ると︑もう矢島の岬も見えません︒

七121園

海藻を拾った波うちぎはも︑もうすっかり︑

もう一ぺんやらう︒

たけるは︑もうねようといふので︑︿略﹀︑

七366

七277園

そのころから︑二間は︑奮いたんぼの一部

もう一度︑先生におあひしたいなあ︒

奥の聞へ行かうとしました︒

七159

海の水でかくされてるました︒

七1310

の人たちが︑潮干狩をしてゐました︒

七67 海岸は︑一面に潮が引いてみて︑もう大勢

七64翌朝の海べはもう春で︑

た︒

六伽5 ぼくらの網船は︑もう網をたぐり始めまし

六枷8

六擢1

きました︒

六柵8 もう許してやらうと思って︑また本堂へ行

のだから︑しんぱいしないで︑もうおやすみ︒

六712園 さよ子︑おまへは︑あした︑學校がある

五353園今︑三眠ですから︑もうあと一度眠った 六658 ぼくは︑もう︑むちゅうだった︒

のは︑もうこの子だけになりました︒

五275園

だいじゃ

五249

しまひました︒

三研6園 いや︑もう十分いただきました︒

三七3囹 いや︑おとひめさま︑何もかも︑もう
十分でございます︒

三佃7園 あまり長くなりますので︑もうおい
とまいたします︒

四298 もう何も見えません︒
ゐました︒

四302 が︑もうみんなから︑すっかりおくれて

むすめに見えました︒

四341 三月ほどたつと︑もう十七八ぐらみの

ができませんでした︒

四405 もう︑だれの力でも︑なんともすること 五638 少彦名神は︑もうお姿が見えなくなってし

四451 海の向かふに︑もう一つ島が見えまし
た︒

なりました︒

四473 金の牛は︑もう︑じっとしてゐられなく 五678團 すべすべした︑やはらかい毛なみにさは
四612 もうすぐお正月なので︑おちいさんは︑

五691国

いや︑わたしは︑もうちきおりますから︑

まったくの友だちになってしまふ︒

五714園

神だなをおかざりになりました︒

四634 何もかもさっぱりときれいに見えて︑

五825

かまはずに︑お掛けなさい︒

もうお正月になったやうな氣がしました︒
四676 ポストの中には︑もう二枚のはがきが
はいってゐました︒

一足で陸へあがらうといふ時︑

四694園 もうありませんか︒

四835 もう

もう一もう

796

で︑もう苗代の仕事が始ります︒
たひたと︑水がたたへられてるます︒

七388 ここの田も︑あそこの田も︑︿略﹀︑もうひ
七397 もうまもなく︑田植が始ります︒

七548 もう︑上屋の人は︑だれがだれだか︑はつ
きりわからなくなりました︒

七555 もう︑上屋の人は︑たいてい蹄って行きま
した︒

七606 もうこの上は︑何でもかでも攻め落してし
まへといふので︑

七776團 このごろは︑もうすっかり兵螢生活にな
れて︑毎日樂しい日を送ってゐます︒

燕は︑食にうゑ︑︿略﹀︑もう︑身動きもで

の姿を見せなくなってしまひます︒

八78十一月の初めになれば︑もうほとんど︑そ
八102

日本に春が來ると思へば︑もう矢もたても

きなくなってしまったのです︒

八119

ああ︑母はもうこの世の人ではないのかと︑

たまらず︑北をさして進むのです︒

八401

もう少し上まで行かう︒

先生︑もうすべらしてください︒

いがたから取り出された︑大きな鐵のかた
かうした仕事がもう一度くり返されると︑

寺院の中は︑もう︑うす暗くなってゐまし

もうこれで南洋の住民と見まちがへられ

よくもなくならなかったものだと思ひな

る心配はなくなった︒

九216團
九332

副長はもう上甲板に出て︑今日の天氣はど

子は︑もう一度母を呼びました︒

がら︑もう一度蕾み返してみる︒

九535

何分かのうちに︑もう艦内はすっかりせい

うかと空を眺めてみる︒

九548

もう︑だめだ︒

とんする︒

もう何といっても秋である︒

暑さは︑もうたくさんだといひたくなる︒

もう大丈夫だ︒

もう一息だと力を出した時︑
九価5

かれの勇名は︑みかたのみか︑もう敵方に

狼介の大きなからだは︑もう鹿介の足もと

つたので︑

へ︒

九川10園

夜が明けて朝日ののぼるころには︑もう儀

もう︑一刻もぐつぐつしてはみられない︒

と正男くんが︑代る代る観測をしてみる︒

十352 もう縁先に望遠鏡をすゑつけて︑にいさん

十219

式は終ってみる︒

九泌4

まった︒

九矯8園 いや初めはつらかったが︑もうなれてし

もう少し︑車内の温度をあげてくれたま

九脳2園 何年かたって︑もう鶴って來るころにな

にぐったりとしてみた︒

九二4

も知れ渡ってみた︒

九伽7

ね︒

九戸8園 するともう四十八機も撃ち落したのです

をしていらっしやいます︒

九欄3囹 をぢさんは︑もう五年間もこの方の仕事

九獅2

九棚7囹

九棚1

その時︑もうだれかが︑﹁︿略﹀︒﹂といふと︑ 九㎜4

力を落してゐました︒
八519

すると︑もう兵隊さんは來てるて︑

﹁早いなあ︒﹂といふ者もみた︒

八621

もう一息︒﹂と︑野田先生が杖でさされ

八807園

る方を見ると︑

八7910園

八809囹

七875 もう鳥などはたいてい寝てゐますが︑
七882 もう残ったところは︑腹の下の方だけです︒

先生︑もういいでせう︒

﹁あっ︒﹂と思ったその時︑︿略﹀︑からだ

そのみごとなすべりぶりに見とれてみると︑

八812囹

七935

9

一郎さんは︑もう少したってから起しま
もうちき六時ね︒
あちらこちらの︑スケート場の氷もとけて︑

畠に︑大豆や︑かうりやんなどの種をまく
九1910團

ころは︑もう心意の春が深くなってゐます︒

八衙8

もうすべることはできなくなります︒

八棚4

八梱7囹

せう︒

八㎜5囹

た︒

八

︿略﹀︑砲丸の通る路ができあがります︒

八齪4

まりは︑もう一度眞赤に焼かれます︒

八977

先生たちは︑もう目の前へ來られた︒

八832

七891 もう︑蝉の子ではありません︒
はもう水の中へもぐってゐました︒

七梱8園 もう少し︒﹂といって︑聞き入れなかつ
た︒

は︑もうりっぱな網ができてゐました︒

七夕9 晩になって︑また行って見ますと︑そこに

た︒

す

七研1 もう︑圓の下の端は︑地平線にかかりまし

い

七餌5囹 もうこのへんに︑海賊はみないはずだ︒
一つの椅子の背にのせたままで︑

七桝10 高い椅子にふんぞり返りながら︑足をもう

七価5 彌兵衛は︑もうこの上がまんして︑日本の
恥を皇湾にさらしたくありませんでした︒
思ひました︒

七佃4 もう︑がまんも何もあったものではないと

八66 もう大きさだけは︑親燕と同じですが︑ま
だ口ばしの下の赤色が︑︿略﹀こくありません︒

797
もう一もうこかぜ

てるたはずです︒

十543園私たちは︑もうとっくに︑畳悟がきまつ
十5510 さう思ったとたん︑私は︑もう何もいらな
いと思った︒

は︑︿略﹀マライの海へのまれて行った︒

十718 績いてもう一度爆撃するとともに︑不沈艦
十726 それから三日め︑われわれの一隊は︑もう
一度あの戦場の上空を飛んだ︒
患者はもう口をきく力もありません︒

十771 佐吉は︑もうじっとしてゐられなくなった︒
十悌10

十襯1 かう思った私は︑もう船の動揺にもよろめ
かない足取りで︑病室へ向かってゐました︒
十鋤4 もう︑何度雨ごひをしたか知れない︒
もう︑こんなところには來ないね︒

當時二十八歳の若盛りであった阿禮が︑

とても先生には追ひつけないから︑も

日は︑もう山の端にかくれた︒

今ではもう六十近い老人になった︒

十一桝6
十一踊2

十二346園

生死を超越してしまへば︑もう淺はかな

うよさうと思っても︑

十二555

かれらは︑なほも聞多をさがしたが︑も

夢も迷ひもない︒

十二679

うどこにも見つからなかった︒

聞多の兄︑五郎三郎は︑押つ取り刀でそ

聞多のからだには︑もう

もう︑じっとしてはみられない︒

めざす橋のもう一つ向かふは敵前で︑

もういいかい︒

この川べりは︑もうほとんど雪がなくな
ぼくは︑もうちき訪れる春を考へながら︑

まだやっと明け始あたばかりなのに︑先

もう

モウトナク

蒙彊

もうきやう

蒙彊

いやもう︑あなたはまるで赤ちゃんで

ウシガナク

モウ

周園は︑もう暗くなってみる︒

嚢の各機は︑もう洋上遥かに飛び出して行った︒
︵感︶2

十二㎜4
もう

一183圏
すね︒

十一409園

もうきやう

﹇蒙彊﹈︹地名︺3

十一108 王は蒙彊の地へ御出征になる︒

もうきょう

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

十一117 事々とした蒙彊の原野︑第一線における

十一161 蒙彊へ御出征の時︑最後の御重面をなさ

つたのも︑この同じ櫻の間であった︒

オボといふのは︑︿略﹀

そん

一種の土まんぢゆ

ちみき

屋根型の鐵條網が︑七重に設けられてみる︒

まう こ

﹇蒙古風﹈︵名︶3 蒙古風 蒙古風
まう こ
春が︑︿略﹀來るまでには︑︿略﹀︑蒙古風

八慨5 蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き起つ

が︑︿略﹀吹いたりしなければなりません︒

八翌3

もうこかぜ

たちが並んでみた︒

十一133 翌朝︑王の御宿舎の前には︑蒙古の住民

王の御宿舎は︑粗末な蒙古の住民の家である︒

十一118 廣々とした蒙彊の原野︑第一線における

るオボを目當てに歩いて行く︒

九㎜2 蒙古の大草原を旅する者は︑あちこちにあ

もうこ

て大陸を吹き渡り︑

八湿5 蒙古風といふのは︑蒙古の奥から吹き起つ

もうこ

けも︑ここにある︒
もう こ
﹇蒙古﹈︹地名︺4 蒙古 蒙古

十㎜8 北支那に愛路村といふ地域が設けられたわ

十㎜9

いづみ
うで︑︿略﹀︑泉のそばにまうけられたりする︒

九㎜5

ケ︾

滴の血も残 もう・ける ﹇設﹈︵下一︶3 まうける 設ける ︽一

聞多は︑もう虫の息であった︒

の場へかけつけたが︑もう何もあとの祭︑

十二6810
十二697

十二715囹

とかく申すうちに︑これはもう都ぢや︒

つてゐませぬぞ︒

十二787囹

十川12囹

十川3園 これで︑もう大丈夫︒

十一一価8
十二鵬2

十二欄5

つて︑雑草が一面に芽ぐんでみる︒

十一一柵2

十一一柵4園

もう目をさましてみるのですから︒

十一一摺5囹しゃくやくや︑すみせんが︑雪の下で︑

十二鵬6

う他の一隊は︑︿略﹀︑前線の橋へと急いでみる︒

橋が三分の一ほどできあがったころ︑も

十恥6 どこかの子どもが︑もう頭をつるつるにそ
られてるるのである︒

もう十分にいただきました︒

一度ふり返って御覧になった︒

十一1310 王は︑︿略﹀はるかかなたの空を︑もう
十一2610

十一4110園 もうあなたぐらみになれば︑もっとも
つとおとなしいはずです︒

十一856囹 もう少しがんばれ︒
あんぷ
十一931 先頭は︑もう山小屋の右下の鞍部にたど
り着いた︒

南支那海の潮の色と︑インド洋の色とは

あたりを見まはした︒

十二㎜5

全く違ふと聞いてみたが︑もうこのあたりから︑

登れるよ︒

十一967園 もう二三年たったら︑きみたちも槍へ
十一㎜7 午前二時ごろ︑もう東の空が白み始める︒

深い藍色が頭の上にかぶさったころには︑

はっきり愛りかけてるるのもおもしろい︒

十一一㎜10

もう太陽は没して残光は見られなかった︒

十一一㎜12

十一鵬8囹私には︑もうとてもひけません︒
十一麗1園 どうかもう一曲︒

十一価1収量も︑こちらへ來てからもう一年近く
なりますが︑これまで病氣一つしませんでした︒

もうこじん一もうしょう
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て︿略﹀太平洋まで吹いて行く大きな風です︒
七405

ます︒

新しく家が立つ土地の神檬に申しあげて︑

元帥は︑胸をなでおろしながら︑三時ごろ
どうぞ︑乃木大士にお願ひして︑陛下に

﹁︿略﹀︒﹂と︑中隊長が申しあげると︑

おつきの者が︑捻る量る申しあげると︑

王のお情に︑心からお禮を申しあげるた
綱吉は︑法親王に︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

かれは︑悪習院宮に事の次第を申しあげ

かずのみや

て︑切に天朝へおわびのお取り成しを願ひ︑
ちかこ
静寛院宮親子内親王は︑︿略﹀︑明治天皇
ば

の御叔母君で︑御幼名を和宮と申しあげた︒

を

十二鵬9

十二糊4

いかにも心ありげに申しあげた︒

十二626

めであった︒

十一134

﹁︿略﹀︒﹂とやさしくお問ひになった︒

十一124

王は︑﹁︿略﹀︒﹂とおっしゃって︑

十︻97

十四7囹申しあげたいことがあります︒

厚く御禮を申しあげてください︒

十868囹

おいとまを申しあげて︑自宅へ鯖つた︒

七㎜1

その家を︑いつまでも守っていただくやうに︑

八榴5 それが︑一度蒙古風が吹き通ると︑すつか
りよごれが彿はれてしまって︑

九㎜4 オボといふのは︑地の神をまつるために︑

もうこじん ﹇蒙古人﹈︵名︶1 蒙古人
蒙古人が供へた一種の土まんぢゆうで︑
もうこじんたち ﹇蒙古人達﹈︵名︶1 蒙古人たち
で死んで行く蒙古人たちにとっては︑

九㎜9 文字通り大自然のふところに生まれ︑そこ

よきょう

もうこずもう ﹇蒙古相撲﹈︵名︶1 蒙古ずまふ

︽

ゲ︾

九別9 鯨興として︑︿略﹀大陸的な蒙古ずまふが
申しあぐ

行はれたりして︑祭の氣分は高まって行く︒
﹇申上﹈ ︵ 下 二 ︶ 1

申しあげる

︽一

十一一㎜5図正行︑︿略﹀︑とかくも申しあげず︑た

もうしあ・ぐ

﹇申上 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 1 8

だこれを最後の参内と思ひ定めて退出す︒
もうしあ・げる

もうしあげる︒こしんぱいもうしあげる

ゲ・ーゲル︾ Oおみまいもうしあげる・ごあんない

五㎜9 うずめのみことは︑かへってこのことを申
しあげました︒

なしたるおもむき伏奏せしところ︑陛下には︑

﹇申送﹈︵名︶1

申し送り

たがひに堅く連絡を取るのもそのためである︒

おのれは古がさを買うて断て︑やれ末

﹇申居﹈︵五︶1 申しをる ︽ール︾

十二862囹

もうしお・る

︵四︶ 2 申したまふ ︽一

廣がりで候の︑骨みがきで候のと申しをる︒

もうしたま・う ﹇申給﹈

九83図尊に從ひたまへる后︑弟子媛︑﹁︿略﹀︒﹂

ヒ・ーフ︾

と思ひたまひて︑尊に申したまふやう︑

︽

九87図 弟嫁媛︑︿略﹀︑尊に申したまふやう︑

﹁︿略﹀︒﹂と申したまひて︑

ケヨ︾

もうしつ・ける ﹇申付﹈︵下一︶1 申しつける

﹇申出﹈︵下一︶6 申し出る ︽ーデ︾

十二609園切腹を申しつけよ︒
もうし・でる

困ってみるところへ︑御殿に仕へてるる萬

彌兵衛は︑まつおだやかに申し出ました︒

八353

七備2

壽がよからうと︑申し出た者がありました︒

十8410さきに一月一日︑ステッセル言言は︑︿略﹀︑

それからステッセル將軍は︑次のやうなこ

つひに旅順開城を申し出て來た︒

十941

とを申し出た︒

和睦の條件として︑毛利方の領地︑︿略﹀

猛射

上陸開始後︑まもなく海岸一帯の敵陣から︑

﹇猛射﹈︵名︶1

まうじうどくじゃ

セレベスには︑猛獣毒蛇がみないといふ︒

豪胆が申しやう︑以ての外に手荒き

﹇申様﹈︵名︶1 申しやう

十一6010図書

もうしょう

十一川一

一族を助け養ひ︑朝敵を滅して御代 もうじゅう ﹇猛獣﹈︵名︶1 猛獣

雨のやうな猛射を浴びせて來る︒
まうじう

十伽7

もうしゃ

の五箇國をゆづらうと申し出た︒

十爾2

出た者があったので︑

十854図團敵將ステッセルより開城の申し出でを 十備2 すると︑秀吉に︑高松城水攻めの計を申し

六241 かう申しあげると︑今まで︑おさへにおさ もうしいで ﹇申出﹈︵名︶1 申し出で
たちばなのとよひのみこと

へてみた悲しさが︑一度にこみあげて︑

六511 御父君を︑ 橘豊日延と申しあげました︒

鑛員同志に﹁申し送り﹂があり︑﹁申し
のためである︒

受け﹂があって︑たがひに堅く連絡を取るのもそ

十ニー28

六512 のちに︑御蓋におつきになって︑用明天皇 もうしうけ ﹇申受﹈︵名︶1 申し受け
と申しあげるお方であります︒

ください︒

六886團 みなさんに︑よろしくお禮を申しあげて

もうしおくり

を安んじまみらせよと申しおきて死して候︒

十二983図國

七186 さうして︑これからのち︑日本武尊と申し もうしお・く ﹇申置﹈︵四︶1 申しおく ︽ーキ︾
あげることになりました︒

七231 この時から︑この御粧を︑草薙劒と申しあ
しやうむ

げることになりました︒

七322 聖武天皇の皇后を︑光明皇后と申しあげ 十ニー28 墨黒同志に﹁申し送り﹂があり︑︿略﹀︑
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もうしわけ一もうす

儀なり︒

﹇申訳﹈︵名︶5

申しわけ

五伽6囹 つれないどころか︑申しわけのないこと

もうしわけ
をしてしまひました︒

五576
お供の者は︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑お供の者が申しました︒

おちいさんが︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五586

ひきがへるは︑目をぱちくりさせながら︑

﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五604

十87図御殿とは申せど︑質素なる平屋にして︑

行幸ありし時の玉座︑今もそのままに拝せらる︒

十969園 先ほども申しましたが︑︿略﹀重罪の墓

おほぐし

は︑どうか保存していただきたいと思ひます︒

お手紙のことを姉に申しましたら︑たい

へん喜んで︑ぜひ参りたいといってゐます︒

これは︑聖徳太子が︑四歳の御時のことで
西の國では︑私より強い者はないので︑

あったと申します︒

六539
七179園

たけると申してをりました︒

ごあいさつ

その最後のお別れに︑母宮殿下に御挨拶

この附近の住民が病氣で︑今にも死に

何のうたがひも候はず︒﹂と︑︿略﹀申しけり︒

十一609青天の明けざる前に勝負を決すること︑

︿略Vといふのが︑

十一296 といふよりは︑父がよろしく申しました︒

深くして萬丈の青岩道をさへぎる︒

十一168図そもそも笠置の城と申すは︑︿略﹀︑谷

さうだと申してみるのでございます︒

十一128園

を申していらっしゃるのであった︒

十一109

と申せば︑﹁︿略﹀︒﹂とそいひける︒

熊谷︑はらはらと涙を流して︑﹁︿略﹀︒﹂

﹁大串か︒﹂﹁さん候︒﹂と申す︒

十餌2図

ごじゆくすみ

五梱6囹 ほんたうに︑申しわけがありません︒

︽ーサ・ーシ・ース・

そこで︑尊をうやうやしく迎へて︑いろい

八369園親の名は何と申す︒

ろおもてなしをしながら申しました︒

七205

萬壽は恐る論る︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

十佃9図

十鵬10図 熊谷︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑﹁︿略﹀︒﹂

しまして︑申しわけもございません︒

いでかへって來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒
さるたひこ

十一123囹 せっかくの御熟睡をおさまたげいた 五984 いよいよおたちといふ時︑先嚢の者が︑急

盲人

申す

六165国

十﹁413園生き物をいじめるといふことは︑要町 五㎜7圏私の名は︑猿田彦と申します︒
に指しても申しわけのないことだと︑

十二871園 や︑おのれ︑買物にはまんまとだまさ
﹇盲人﹈︵名︶1

れて︑申しわけに︑はやしものをするとは︒
もうじん

﹇ 申 ﹈ ︵ 四 五︶47

十一㎜7 かはいさうに妹は盲人である︒
もう・す

ーセ︾←おうつしもうす・おささげもうす・おさつ
うす・ごあんないもうす・はからいもうす・まちう

八375

しもうす︒おしみもうす・おつれもうす・おもいも
けもうす

末廣がり屋を知らぬによって︑かやう

とかく申すうちに︑これはもう都ぢや︒

まさすゑ

十二787囹

十二994図

このたびこそ︑手を盤くして合職仕

︿略﹀︒﹂と申しもあへずく略﹀涙を甲

り候はずば︑父の申しし遺言にもたがひ︑

十二985図國

正季︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒

十二934図 正成︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と問ひければ︑

﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑

十二903図正成︑弟正季に向かって申しけるは︑

申すのでござる︒

十二797囹

といへば︑九郎︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒

﹁︿略﹀︒﹂とそ申しける︒

十一6110図爲朝まかり立ってつぶやきけるやう︑
そこへ召使の女が嘗て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しま
した︒

八407

ことをとのさまに申しました︒

すどう
十一6510図 爲朝︑須藤の九郎を呼びて︑﹁︿略﹀︒﹂

那須鯨一と申す者あり︒

なすのよいち

﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑義感興ひて︑﹁︿略﹀︒﹂

城介音景︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と申

たくましきを信長うち見て︑﹁︿略﹀︒﹂と
問へば︑家臣答へて︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒

九697図

しければ︑潭尼︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

九649図

じゃうのすけよしかげ

﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

九609図宗任︑︿略﹀︑﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑書家︑

ごと申させたまへ︒

九86図園皇子は勅命を果して︑めでたくかへり

といふ︒

八765図

八721図圓

八425

﹁だれか︒﹂と︑らうの中から申しました︒

四379 おちいさんは考へに考へたすゑ︑この

様 は ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂とおっしゃいました︒

四851 白兎が今までのことを申しますと︑神

を申しました︒

四868 白兎は泣きながら︑また今までのこと

しました︒

四881 喜んで大國主のみことに︑﹁︿略﹀︒﹂と申

四m8囹 それは︑天人の羽衣と申しまして︑あな
たがたにはご用のない物でございます︒

五257 すさのをのみことと申して︑たいそう勇氣

四槻1囹 これは︑はっかしいことを申しました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑みことがおたつねになると︑

のある神様が︑いらっしゃいました︒
五279

もうず一もえる
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の袖に落しつつ︑義心その氣色にあらはれければ︑
十三人︑先皇の陵に参って碧いとまを申し︑

み さ さぎ

十二伽9図 討死せんと約束したりける者ども百四
かぼく
十二佃10圓團私は申すまでもなく︑一門家僕の者
まうつ

み
つきせぬ親

︽ーデ︾

ども︑深く朝恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒
﹇詣﹈︵下 二 ︶ 1

毛布

悲憤の涙わきぬべし︒

十二764図圃 鎌倉宮にまうでては︑

もう・ず

王のみうらみに︑

こ

﹇毛布﹈︵名︶1

十偽3 毛布を脱いでみる人に︑そっと掛けてあげ

もうふ

る︒

もうもう ﹇濠濠﹈︵副︶6 もうもう

六佃2 さうして︑敵前一面に︑もうもうと︑煙幕
を張りました︒

雪煙が立つ︒

九悩9

毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑
はしばひでよし

この城が落ちれば︑羽柴秀吉の軍は︑直ち

みかたは一時氣勢をあげた︒

十備3
毛利方は︑高松城の危いことを知り︑二十

に毛利方を攻めるに違ひない︒

十二1

和睦の條件として︑毛利方の領地︑︿略﹀

の援軍を送ってよこした︒

十幣1

だ

毛利軍
と

尼子の本城である出雲の富田城は︑そのこ

いつも

﹇毛利軍﹈︵名︶1

の五箇國をゆづらうと申し出た︒

九伽5

もうりぐん

毛利侯

今日も毛利侯の御前密議で︑氣鋭の井上

﹇毛利侯﹈︹人名︺1

ろ毛利軍に園まれてるた︒

もうりこう
ぶんた

十二656

聞多が︑︿略﹀︑幕府に封ずる武備を主張した︒
お

だのぶなが

鹿介は︑織田信長に毛利攻めの志があるこ
毛利攻めのお先手に加り︑
ひでよし

てるもと
毛利上元

尼子方は秀吉の軍勢に加って︑毛利攻めの
﹇毛利山元﹈︹人名︺1

猛烈

押し寄せて來る波を見ながら︑宗治は︑主
﹇猛烈﹈︵形状︶1

モエアガル

もえあ

中でもクチンのスコールは︑よそでは見
﹇燃上﹈︵五︶5
︽ーッ・ーリ︾

ミンナデ︑カレ枝ヤオチバヲカブセルト︑

十265 稻むらの火は︑風にあふられてまたもえあ

がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるくした︒
くわえん

十653 こげ茶色の煙とともに︑火焔がぱっともえ
あがった︒

十二㎜1日の出などは︑︿略﹀︑ぼうっと赤く︑大

﹇燃出﹈︵下二︶1 もえ出づ ︽ーヅル︾

きくもえあがって︑静かな海面に罵るのである︒
もえい・ず

どなう
弾の下草もえ出つる土嚢かな

﹇燃移﹈︵五︶1 もえ移る ︽ーッ︾

十一悩5図圃

七224 火は︑急に方向をかへて︑向かふへ向かふ

もえうつ・る

﹇燃殻﹈︵名︶1 もえがら

へと︑もえ移って行きました︒
もえがら

六755 ある家の子どもが︑マッチをすって︑その

﹇萌葱匂﹈︵名︶1

もえぎにほひ

もえがらを捨てたのが︑もとだといふことです︒

十価6図 もえぎにほひの甲着て︑黄金作りの太刀

もえぎにおい

﹇燃切﹈

︵下一︶

1 もえ切れる ︽

をはき︑連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑
もえき・れる

﹇燃盛﹈︵五︶1 もえさかる ︽ール︾

七612 橋は︑まん中からもえ切れて︑谷底へどう

レ︾

と落ちた︒

もえさか・る

じっと見た︒

九741 源作ちいさんは︑もえさかるほのほの色を

﹇燃迫﹈︵五︶1 もえせまる ︽⁝ッ︾

七223 すると︑ふしぎにも︑今までもえせまって

もえせま・る

﹇燃立﹈︵五︶1 もえ立つ ︽ーッ︾

來た火は︑急に方向をかへて︑
もえた・つ

見渡す限りの海が︑眞紅のきらめきにも

え立って行く︒

十一一脳1

六脳2囲 もえて明かるい若草に︑

しとしと︑細

黒々と光ってみた油の表面からは︑一時に︑ も・える ﹇萌﹈︵下︸︶3 もえる ︽ーエ・ エル︾
ぱっとほのほがもえあがり︑

八998

パチパチトモエアガリマシタ︒

二35一

がる

もえあが・る

られないほど猛烈なものである︒

十一圏6

もうれつ

家毛利輝元を案じた︒

てるもと

十榴2

もうりてるもと

先がけとなった︒

九卿3

九榴10囹

とを知って︑かれをたよった︒

九鵬7

八833 はげしい制動を掛けられると︑もうもうと もうりぜめ ﹇毛利攻﹈︵名︶3 毛利攻め
十一953 右下から吹きあげる風は︑もうもうと雲
を巻きあげて︑それがこの尾根を界に消散する︒
じるしのランプも︑光がぼんやりと見える︒

十一㎜2 濃霧がもうもうと立ちこめて︑︿略﹀目
十ニー13 もうもうと︑煙やガスが立ちこめる︒
十二伽10 ぐんぐん近づくと︑敵船は︑もうもうと
黒煙を吐いて逃げ出した︒
まロつり

もうり ﹇毛利﹈︹人名︺5 毛利 毛利
まロつり

飛込4圏 敵の毛利がだんだん攻め寄せて下る︒
九悩5園 成人したら︑一日も早く毛利を討って︑
御威光を昔に返しておくれ︒

九欄2 富田城には︑毛利の旗がひるがへった︒
身性3 その間に︑毛利の大軍がやって來た︒

九価9 尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの
元春を︑おのれそのままにして置けようか︒
もうりがた ﹇毛利方﹈︵名︶4 毛利方
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もえる一もぐりこむ

い雨が降る︒

の美しさを︑思ひ浮かべてみるでせう︒

もえる

︽ーエ・

栗が

︽ーイ・ーキ︾

もぎ取る

きをおのが心ともがな

一

︽ーッ︾

そう

もぎ取って口へ入れると︑かすかすと歯
もく
﹁もく﹂とも並みます︒

木魚

たたかれて書の蚊を吐く木魚かな

か

﹇木魚﹈︵名︶1

木材

トラックから投げ出された木材を︑すつ

目的

木造建

目標5こうげきもく

トラックや戦車は︑全部木かげにかくし

もくひょう ﹇目標﹈︵名︶3
十一慨9

ひよう

われら最大の目標であった敵航空母艦サ

撃ち出す砲弾は︑一襲も目標をはつれな

て︑敵の砲撃の目標になることを避けてみる︒

十二捌7
い︒

木目

﹁木刀﹂﹁木目﹂の﹁木﹂は︑﹁ぼく﹂とも︑

﹇木目﹈︵名︶2

ラトが型は︑

十二盟10
もくめ

﹁もく﹂とも讃みます︒

十備6

木目のやうなものである︒

十一一1810 石の目といふのは︑ちやうど板でいへば︑

かまの前にすわって︑もくもくと立ちのぼ

しゅんかん

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもく

る煙を見つめながら︑

十703

もくもくと大きくかたまったり︑︿略﹀

と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒

幾條か連なったりすることがあります︒

十一748

前足が丈夫ですから︑けらや︑もぐらのや

﹇土竜﹈︵名︶3 もぐら

﹇潜込﹈︵五︶2

もぐりこむ

皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒
もぐりこ・む

もぐり

十榴5 砂を盛りあげながら︑もぐらのやうに進む

十センチ︑二十センチと進んで行く︒

十梱8 兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑

うに︑土の中を上手にもぐって行きます︒

七853

もぐら

五858七月十九日木曜日晴

東郷元帥の家は︑質素な︑古い木造建であ もくようび ﹇木曜日﹈︵名︶1 木曜日

﹇木造建﹈︵名︶1

九746

すべて木材によって︑こまかなところまで もくもく ︵副︶3 もくもく

漱

梨畠や桃畠へはいって︑枝のままもぎ取つ

︵五︶2

←さかもぎ

せき

石

もくざい

つた︒

もくてき

﹇目的﹈︵名︶1

七983

もくぞうだて

ばだかの工兵が︑肩でかついで運ぶのだ︒

十二掴2

熱帯の木材には︑チークのやうに重いも

作り直して行った︒

十783

﹇木材﹈︵名︶3

十987図圃

もくぎょ

十価6

もく

ごたへがして︑

十一㎜5

てたべたら︑︿略﹀きっとしかられるでせう︒

八147

もぎと・る

八1110 その小さな胸には︑若葉のもえる日本の春 もぎ

モエル

九川7 枯草におほはれてみた野原に︑青い草の芽
﹇燃﹈︵下 一 ︶ 6

がもえて來た︒
も・える

一一346 コンドハヨクモエマシタ︒

ーエル︾

にほ ひ ま す ︒

五旧5圃 とろとろもえる火︑ みうりの火︑
はぜます︑

六梱2 ただその間にも︑無心の火は︑火なはを傳
はって︑ずんずんもえて行きました︒

七214 火は︑ものすごい勢でもえて來ます︒

もがく

のがある︒

﹁︿略﹀︒﹂とさとしたが︑佐吉のもえるや 十一一悩1

兵衛の顔とを︑代る代る見くらべた︒

十246 集って來た人々は︑もえてみる稻むらと五
十743

うな研究熱は︑どうすることもできなかった︒
モーターボート ︵名︶2 モーターボート

八696圃 ちらとのぞいた大川に︑ モーターボー
トが走ってた︒

﹇ 腕 ﹈ ︵ 五 ︶4

ら︑工兵隊をねらひ撃ちして肖る︒

十一一鵬4 敵兵が︑モーターボートで川を傳ひなが

もが・く

朝廷へ寛大の御虜置を請ひ奉る歎願書を
たつさへた關東方の使者は︑︿略﹀京都へ向かつ

十二擢9

たが︑いつれも途中官軍に押さへられて︑目的を

く

達しない︒

くぢら

九9910水の中で︑もがいてみるやうである︒
十671 爾戦艦は︑︿略﹀鯨がもりを食ってあばれ
しんう
るやうにもがきながら︑大きく針路を愛へた︒

目的地

一人残らず目的地に着くやうに︒

﹇目的地﹈︵名︶1

もくたう

兵たいさんのために︑もくたうをいたし 込む ︽ーン︾
七866 小さな虫が︑やがて木をおりて︑いつのま

﹇黙祷﹈︵名︶1
ました︒

三948

もくとう

九946囹

もくてきち

十糊3 おほひかぶさって要る黒いかげでも︑彿ひ
のけようとするやうにもがいてみるのが︑

十柵5 病室へ行かなければと思ひながら︑どんな
にもがいても︑︿略﹀︑からだがききません︒

十二56図圃あさみどり澄みわたりたる大空の廣

もがな ︵終助︶1 もがな

もぐる一もじ
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にか︑柔かい土の中にもぐりこんでしまひます︒
もくろく

﹇若﹈

︹芸名︺1一

︵副︶22

モクロク

もし

もくろく

目録

もし︑しわでもできると︑風の受け方がう
もし︑空のどこかに︑かすかなうなり聲
が聞え︑︿略﹀︑飛行機が見えたら︑

八伽5圃

まく行かないので︑水平に飛ばない︒

八515

つて︑死んだ方がましだとさへ思ひました︒

七価7 もし要れないなら︑むしろオランダ人と戦

四587園もしおかあさんにあひたかったら︑

もし

十一21 目録
十二21 目録

九㎜6林の中へもぐり込んでしまった︒
二21 モクロク
三21 もくろく
もぐ・る ﹇潜﹈︵五︶15 もぐる ︽ーツ・ーリ・ール︾
三361記せんすみかんは︑魚のやうに海の中へ 四21 もくろく
もぐります︒
五21 もくろく
六307馬漕水艦が︑水の中へもぐるのだと聞くと︑ 六21 もくろく
六311團 もぐりたいと思へば︑いつでも︑漕水艦
七21 もくろく
の中のたくさんのタンクへ︑水を入れて沈む︒
八21 もくろく
九21 目録
十21 目録
だらうと思ふであらうが︑

六315團水の中へもぐったら︑海の上が見えない

ひょいと

ひょいと

六334團潜水艦は︑水の中にもぐってみても︑
︿略V︑どこへでも行くことができる︒

七58圃水にもぐってひょいと出て︑
浮かんでまたもぐる︒

七61圃水にもぐってひょいと出て︑
浮かんでまたもぐる︒

七710 あさりは︑こんな淺いところに︑もぐって
みるのかな
うに︑土の中を上手にもぐって行きます︒

七853 前足が丈夫ですから︑けらや︑もぐらのや

もし︑宗任に悪しき心もあらば︒
もし職功がありましたら︑主人勝久に︑

もし今日中に和睦するなら︑城兵の命は︑
もし︑血管に少しでもさしさはりがあれば︑

十一363

もし甲の上を射ば︑矢じり砕け折れ

やうな︑かな文は書かなかったでせう︒

もし矢壷きて打物にならば︑一騎が

陣を開いて退散すべし︒

十一626図圓もし一家の氏族ならば︑すみやかに

十一653図圓

今日もし︑︿略﹀漢字ばかりで︑︿略﹀こ

百騎に向かふとも︑つひにはかなふべからず︒
十一伽10

とばを書き表さうとしたら︑どうなるであらう︒
ま
もしあれば︑危険といふ魔が︑すぐねら

十ニー26

もし石の目を見まちがへれば︑石は︑と

つて尽るからである︒

十ニー93

もしあれが佛のみことばであれば︑その

んでもない方向にひびが入り︑

十一一492

もしこれがお仕置きになれば︑今後忠

あとに何か如くことばがなくてはならない︒

義を働ます道がないであらう︒

十二599囹

十二836囹もし︑きげんが悪うござったら︑かう

もしまた病にかかり︑早世仕ること

かうはやして舞はれたらよからう︒

も候はば︑君の御ためには不忠の身となり︑

十二986図國

十二柵7 もし︑日本が官軍と朝敵とに分れて︑長

もし國語の力によらなかったら︑われわ

く職ふやうにでもなったら︑
十一一幽10

もし

もし︑それは私の着物でございますが︑

︵感︶1

れの心は︑どんなにばらぐになることであらう︒
もし

四⁝⁝4園

どうなさるのでございますか︒
も
じ
﹇門司﹈︹地名︺2 門司 門司
も
じ

も

じ

七566 この船は︑あすの朝門司へ着いて︑正午ご

もじ

ろ門司を出航します︒

ろ門司を出航します︒

七566 この船は︑あすの朝門司へ着いて︑正午ご

もし紫式部が男であったら︑源氏物語の もじ ﹇文字﹈︵名︶23 文字←ことばともじ

て︑通らぬこともあらん︒

十一207図画

からだの働きも望めないやうに︑

十㎜6

宗治の首に代へて助けよう︒

十酩6園

出里至國をいただきたうございます︒

九鵬10園

九619貰受

まったくわからない差響人であったら︑

七8610 土の中へもぐってから七年めに︑やっと長 九402 もし︑私たちの話すことばや︑書く文字が︑
い地下の生活が終るのです︒

﹁あっ︒﹂と思ったその時︑︿略﹀︑からだ

る蝉があるといふことです︒

七901 外國には︑十等星も︑土の中にもぐつてゐ
七936

はもう水の中へもぐってゐました︒
すです︒

八備1 ﹁かれひ﹂が︑砂の中にもぐつてみるやう

て︑くぐり抜けたのだ︒

十鵬7 兵士たちは︑鐵條網の下をほって︑もぐつ

奥へもぐって行く︒

十二99 アセチレン燈をたよりに︑ほら穴を奥へ

803
もじどおり一もちいる

八84 すると︑その右の足に︑日本の文字を記し
た︑小さな金属の板がついてゐました︒

九401 それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり
することばや︑文字がよくわかるからです︒
九403 もし︑私たちの話すことばや︑書く文字が︑
まったくわからない外國人であったら︑
とばと文字のおかげをかうむつてるるのです︒

九406 日本人である私たちは︑︿略﹀︑わが國のこ

を樂しくしてくれます︒

九412 このやうに︑ことばと文字は︑私たちの心

と︑︿略﹀︑感じ方の淺さがはっきりわかって︑

九417 ことばで話したことを文字で書き表します

がたさを知らない人です︒

九422 そんな人は︑まだまだことばや文字のあり

鏡であります︒

九426 ことばと文字は︑いはば心の中を評し出す
九428 それに引きかへ︑文字に書き表したものは︑
どこへでも傳はり︑いつまでも残りますから︑
きるだけわかりやすく書き表すことができます︒

おほのやすま

ろ

ひえだのあ

れ

たい文字を書いた春聯が張りつけられる︒

太安萬侶は︑稗田阿禮がそらんじるわ

ところで︑これを文字に書き表す安萬侶

が國の古傳を︑文字に書き表すことになった︒

十一伽2
十一伽3

文字といへば漢字ばかりで︑文章といへ

の苦心は︑それにも増して大きいものであった︒

十一伽5

阿禮の語るところは︑ことばそのまま文

ば︑漢文が普通であった︒

十一㎜8

赤道といふ文字は︑︿略﹀落日の美観を

字に書き表された︒

十二川4

赤道といふ文字は︑︿略﹀落日の美観を

いひ表すに︑最もふさはしい文字かも知れない︒

十二川5

﹇文字通﹈︵副︶2

文字通り

いひ表すに︑最もふさはしい文字かも知れない︒
もじどおり

文字通り大自然のふところに生まれ︑そこ
で死んで行く蒙古人たちにとっては︑

九二9

もしも

文字通り百嚢百中だ︒

﹇若﹈︵副︶1

十一一捌7

もしも

の袋の口をおあけなさい︒

九433 文字で書き表す場合には︑︿略V考へをで 七197園 もしものことがあったら︑忘れずに︑こ

モシモシ︑キヌコサンデスカ︒
もしもし︑あなたは︑どうしてそんなに
もしや

もしや︑宮の御身に︑何事か起つたのでは

﹇若﹈︵副︶1

もしやう

もしやう

喪章

もた・げる

﹇擾﹈︵下一︶2

もたげる ︽ーゲ︾

がちよこんと頭をもたげてすわってみたり︑

十一鉗2 だが︑家の中の机の上に︑大きなとかげ

はつらつ

十二研8 はちきれるやうな芽をもたげ︑雪を割つ

←うけもち・おかねもち・こころもち・

てのび出ようとしてみる物の溌刺たる力を想像し
﹇持﹈

ながら︒

しゅじんもち

もち

餅与おもち・かがみもち・か

きもち・かしわもち・しりもち・だいふくもち︒ひ

もち ﹇餅﹈︵名︶1

持ち

八9710 まるで︑つきたての餅を︑手でまるくした

しもち

もちあげる

り︑長くしたりするのと同じやうに︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑思はずそれを持ちあげて︑

︽ーゲ︾

行く手の空には︑眞白な入道雲がむつく

私たちは︑手手にグライダーを持ちあげた︒

少年は︑︿略﹀︑持ち合はせてるた布を振つ

﹇用﹈︵上一︶10 用ひる ︽ーヒ・ーヒル︾

尊敬の意を表すために︑特別なことぼを︑
十一305

至誠の心を表すためには︑最上の敬語を

家庭で用ひる物品などに騙して︑

用ひることをならはしとしてみる︒

十一321

︿略﹀常に用ひてみることに氣つくであらう︒

十一259

あったので︑秀吉はさっそくこれを用ひ

血書3 秀吉に︑高松城水攻めの計を申し出た者が

もち・いる

て︑やっと列車を少年の寸前で止めた︒

十㎜12

︽ーセ︾

もちあわ・せる ﹇持合﹈ ︵下一︶ 1 持ち合はせる

りと首をもちあげて︑船を招いてみる︒

十一一川7

八548

自分ながら見とれてみると︑

八5010

あげる

もちあ・げる ﹇持上﹈︵下一︶3

若宮道久王殿下が︑喪章をつけない日

みちひさ

﹇喪章﹈︵名︶1

もず

うらの山で︑もずが鳴いてゐます︒

﹇購﹈︵名︶1

六144

もず

の丸の小旗をお持ちになって︑

十一151

もしょう

なからうか︒

七633

もしや

泣いていらっしゃるのですか︒

五麗3園

一291園

九439 話すことばに注意して︑文字で書くのと同 もしもし ︵感︶2 モシモシ もしもし
じゃうな心がけを持つことが大切であります︒
九441 いくら美しい文字で文を書いても︑

九448 私たちは︑文字を正しくきれいに書き︑り
つばなことばで話すことを忘れてはなりません︒

十剛9 文句であったり︑詩の一節であったりする
が︑いつれもりっぱな文字で書かれてある︒
かり︑その文字の意味がわかって來ると︑

十惣2 だんだん大きくなって文字であることがわ
十盟2 その文字の意味がわかって來ると︑いっそ
うその聯の美しさが心に刻まれて來る︒

十惣6 正月には︑門の戸びらに︑蚕篭な紙にめで

もちう一もつ
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十﹇桝1 夜︑燈火を用ひることは堅く禁じられて
みるので︑

くわてう

十一川7 赤や青や緑などで︑花鳥を染め出したは

十一柵9 書落侶は︑いろくの方法を用ひた︒
なやかなものが︑いつぼんに用ひられてるる︒

十二296園だから︑世の中が先生を受け容れて用
ひようとしません︒

十一一302園道の修つた者が︑必ず人に用ひられる
とはさまってみない︒

用ふ

︽⁝フ・ーフル︾

られるためには︑道はどうでもよいといふことに

八頭3

窓のそばに︑︿略﹀︑鉢植の草花が持ち出さ

れ︑子どもたちの顔が並びます︒

満人が︑外に鳥かごを持ち出して來て︑鳥

︽1へ︾

汗をふきふき︑ちいさんは小屋へはいって︑

を鳴かせ始めます︒

八二4
九771
持ちたまふ

おい︑きみたち︑このまるい玉を︑みん

﹇持給﹈︵五︶1

のこぎりを持ち出した︒

七117園

もちたま・う

なで持ちたまへ︒

もちぬし

持主

そのきねは︑月の世界の兎がつく餅つき

﹇持主﹈︵名︶1

のきねとそっくりである︒

十一泌9

十二303園 といって手かげんをしたら︑人に用ひ もちつき ﹇餅揚﹈︵名︶1 餅つき

﹇ 用 ﹈ ︵ 上 二︶2

なりはしないか︒
もち・う

らず︒

くわけう
に︑商店の持主はほとんど華僑である︒

九683図南ゆめゆめ︑世のつねのことに用ふべか 十一加4 さうして︑この町も他の心々と同じやう

持ち鰯る

︽ーッ︾δ

︵下一︶

一

モチキレル ︽

持ち込む

持ちこたへる

︽ーン︾

自分の任務を果すまでは︑決して持ち場

さ

魚雷襲射の持ち場についてみた勇士たち

と

笛の名人用光は︑ある年の夏︑土佐の國か

もちみつ

は︑艦長のこの命令を意外に思った︒
もちみつ
﹇用光﹈︹人名︺6 調光 用光

七472

どこからかあやしい船が現れて︑用光の船
恐しい海賊が︑どやどやと乗り移って來て︑

用光は︑逃げようにも逃げられず︑職はう
これが︑名人といはれた自分の最後の曲だ
曲の進むにつれて︑用光は︑自分の笛の音

と思って︑用光は︑静かに吹き始めた︒

七471

にも武器がなかった︒

七458

用光をとり園んでしまった︒

七456

に近づいたと思ふと︑

七455

ら京都へのぼらうとして︑船に乗った︒

七452

もちみつ

十二悩1

を離れないえらさに︑すっかり感心しました︒

十903園

十710図 筆・鉛筆等︑國民學校生徒の用ふる物と もちば ﹇持場﹈︵名︶2 持ち場
﹇持帰 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

異なるところなし︒
もちかえ・る

おもちかえる
﹇持切﹈

十榴9 検使は︑宗治の首を持ち蹄つた︒
もちき・れる
レ︾

︵下一︶

ツンデ︑ウチヘカヘリマシタ︒
﹇持 堪 ﹈

1

一497 ワタクシタチハ︑手ニモチキレナイホド
もちこた・える
︽1へ︾

﹇持込﹈ ︵ 五 ︶ 1

の城だけでも︑持ちこたへなければならないと

十榴5 六城がすでに落ちてしまった今︑せめてこ
もちこ・む

︽ーサ・ーシ︾

十一π2 支那人は︑︿略﹀︑ここへも支那の生活を
﹇持出﹈ ︵ 五 ︶ 3 持 ち 出 す

そのまま持ち込んでみる︒
もちだ・す

尽忠には寝皇があって︑寝墓の後には︑

﹇持物﹈︵名︶2 持物

によったやうに︑ただ一心に吹いた︒
もちもの

ひげをそったあとのさつぽりした氣持で︑

めいめいの持物を置くたながあります︒

七825團
九213團

﹇勿論﹈︵副︶8 もちろん

持物をせいとんしてみると︑

五爵4 かかりの兵隊さんはもちろん︑みんなの兵

もちろん

みかんが︑日本中はもちろん︑遠い支那へ

隊さんが︑︿略﹀︑涙を流すほどでした︒

も︑満洲へも︑旅だつのだと思ふと︑

六288

をはなしたものはありません︒

六椥8 もちろん︑三人のうち︑だれ一人︑破壌筒

もちろん︑月は地球と違って︑とっくの昔︑

すっかり冷えてしまった天髄ですから︑火山とい

十391

もちろん︑草も木もありませんよ︒

つても︑みんな死火山ですがね︒

畠はもちろんのこと︑家でも︑︿略﹀︑みん

十415
十川6

94

持ツ持つ

﹇Vうけもつ・おも

モツもつ

もちろん︑かういっただけでは︑ほとん

もちろん日本人であった︒

な水びたしになって︑くつれてしまふのだ︒

十二伽8

十二213

︵四五︶

ど見當がつかない︒

﹇持﹈

︽ータ・ーチ・ーッ・ーツ・ーテ︾

も・つ

一857 モモタラウハ︑タカラモノヲモッテ︑オ

つ・ぬきもつ・はさみもつ

大キナ

オイモヲ

ニツ

オカアサンガ︑カンナクヅヲモッテオイ

ニガシマヲタチマシタ︒

二344

オカアサンガ︑

デニナリマシタ︒

二358

モッテ來テ︑灰ノ中ヘオ入レニナリマシタ︒

二405 オトナノバウシヲカブッテ︑大キナカ
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もつ一もつ

バンヲモッテ︑ハイッテ來マシタ︒

二563圃山のうらじろ持って寒い︒
Q勇サンバ︑オモチャノテッパウヲ持ッテ︑
一一

S

太郎サンバ︑竹ノツツヲ持ッテ︑

お 話 し ま す︒

私は︑手に持ってみた竹を︑そっとき

三901 さうして︑自動車に つけてあったほか

りぎりすのみる方へさし出しました︒

三715

を持って來てくださいました︒

三626 おかあさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑だい

ぼくはそろそろとあるきだしました︒

三619 ガラスばちを︑爾手にしっかり持って︑

ちを︑爾手にしっかり持って︑

三618園 ﹁ぼくが︑持ってかへるよ︒﹂ガラスば

ました︒

三605ぼくはそれを持って︑じっと金魚を見

ぱた︑

家のまはりを︑弓矢を持ったとのさま

かめが︑玉手箱を持って富ます︒

の車を持って來て︑とりつけました︒
三㎜6

四386

花子さんは︑日のあたるところへ︑小さ

のけらいたちが︑︿略﹀とりかこみました︒

四537

一郎さんのところへ

持って

五66

ささの葉を手に持って︑︿略﹀︑おもしろく

うすい紙のやうなまゆでしたが︑それが︑

兵たいさんは︑今日は銃を持ってゐません︒

おまひになりました︒

五155

このつり竿を持って行け︒

だんだんあつみをもって來て︑

五408
五桝9園

島隠7

私も︑少しつつ持って運びました︒

あとの半分を持って︑天皇のみささぎにお

遠い︑遠い國のたちばなを︑仰せによっ

かごを持って山へのぼる人︑

それが酒でございましたので︑父のみや

右の手に虫めがねを持って︑のぞいて見た︒

三人の心は︑持った一本の破壊筒を通じて︑

てから︑火をつけるといったやり方では︑

六二5 破壊筒を持って行って︑里方網にさし入れ

ますと︑

六831 さういひながら︑弟が持って來た圖壼を見

六624

くはなした︒

六621 左の手に︑めがねの玉を持って︑目から遠

げに持って蹄りました︒

六586園

が︑やはり︑いちばんだいじな武器は魚雷だ︒

六338團中には︑飛行機を持ってみるものもある

六281

てるました︒

六245 しかし︑だれにも負けない忠義の心を持つ

て︑持ってまみりました︒

六238園

参りしました︒

六233

を︑皇后にけん上しました︒

六231 田道間守は︑持って蹄つたたちばなの半分

を︑持って行ってあげたいと思ひます︒

六176團おみやげに︑わたしの作ったお人形さん

六134

いらっしゃい︒

勇さんが︑えんがはで︑鏡を持って遊ん 一意2園 にいさんは︑この弓と矢を持って︑山へ

な鏡を持って出ました︒

さうして︑

でるました︒

四702

一郎さんは︑その手紙を春枝さんのと

行って︑﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

四707

ころへ持って行って︑

四768園おまへ持ってかへっておくれ︒﹂と
あのたこを︑次郎と二人で外へ持つ

いって︑ふろしき包をわたしました︒

四891團

次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸を少

て出た時は︑みんなが︑︿略﹀︑笑ひました︒

四903国

ちょっと糸を持たせてくれたまへ︒

しのばして︑風に向かって走りました︒

四939国圓

きれいな花を︑わざく持って來てくだ
この次には︑何か︑みもんひんを持って
そこには︑日本の兵たいさんが︑銃を持つ
持ってかへって︑うちのたからにしよう︒
漁夫は︑その着物を取って︑持って行かう

ある神様は︑山へ行って︑さか木を︑根の
ついたままほって︑持っていらっしゃいました︒

五58

と思ひます︒

四柵6園持ってかへって︑うちのたからにしよう

とします︒

四佃2

四m1園

て番をしてゐます︒

四姓4

來てくださるとのことでしたが︑

四皿9国

さって︑ありがたう︒

三373圏 水兵さんは旗持って︑ ぱたばたばた 四麗5団

の上に立ちました︒

三255 みよ子さんは︑ささの小枝を持って︑橋

に並びました︒

三253 めいめいのささ舟を持って︑小川の岸

が立ってゐます︒

三82 二人は︑それを持って出かけました︒
三204 見ると︑大きななぎなたを持った大男

持 ッ テ ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒﹂トイヒマシタ︒

二624 一郎サンバ︑ オモチャノ ジドウシャヲ

持 ッ テ ︑ ﹁ ︿ 略 V ︒﹂トイヒマシタ︒

二614 秋男サンバ︑ ヲリガミノ グライダーヲ

シャベルヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂トイヒマシタ︒

二604太郎サンノ 弟ノ 次郎サンバ︑ 小サイ 四552

﹁︿略﹀︒﹂トイヒ マ シ タ ︒

一一

﹁︿略﹀︒﹂トイヒ マ シ タ ︒

T8

T9

もったいない一もっと
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﹁︿略﹀︒﹂と︑花子さんは︑その貝を持つ

一つになってゐました︒
七99
て︑先生のところへ走って行きました︒

おほなぎなた

矢も皆辛きければ︑大太刀︑大長刀を左

敵を散々に射れば︑

軍事9図
右に持って︑散々になぎ倒す︒

兵士は︑銃を持つたまま︑みんな水中へを

どり込んだ︒

十伽4

せて︑ことばが書き表された場合には︑

七102園持って頒って︑みんなで標本を作ってご 十号8 音と訓を持つた漢字を︑二字以上組み合は
らんなさい︒

七116 手には︑葉の根もとにまるい玉のやうな袋
のついてみる︑茶色な海藻を持ってるました︒

兵士は︑はさみを手に手に持って︑次々に

十価10

妻は︑なべや︑やくわんや︑布ぎれなどを

冷藏庫から氷を持って曾て︑

持つた︒

十川11

し︒

農夫たちは︑はうきを持つたり︑たいまつ
たいまつを持つたりしたまま︑うはのそら
遊ぶといっても︑別におもちゃや糟本など
片手には︑大きな毛抜きのやうなものを持

十一佃4団
十﹇燭5

らすらと品よくよみ出されてゐます︒

墾を持つ人︑それを槌で打つ人︑その穴

つち

十二510図圃さしのぼる朝日のごとくさわやかに
のみ

もたまほしきは心なりけり
十ニー51

トラックが︿略﹀十字路にさしかかると︑

に水をさす人︒
こんぽう

十二206

わが古代の人々が︑雄大明朗の氣性を持

棍棒を持つた二一二人の男がとび出して來た︒

十二474

ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

皇后様は︑千人の病人のせわをなさると

もったいな・い ﹇勿体無﹈ ︵形︶ 3 もったいない
︽ーイ︾

七355囹

いふ大願を︑お立てになったさうだ︒ほんたうに︑

﹁もったいないが︑これで村中の命が救

もったいないことだ︒

へるのだ︒﹂と︑五兵衛は︑いきなりその稻むら

十225囹

日本の天皇陛下より︑このやうなもった

の一つに火を移した︒

﹇以外﹈︵形状︶1

以ての外

いないおことばをいただき︑この上もない光榮で

十866園
あります︒

もってのほか

もって Oまえもって・をもって

儀なり︒

セカイ・中ニハ︑ 私ヨリモットエライ

エライ

十一6010図圖爲朝が申しやう︑以ての外に手荒き

二753園

私ヨリモット
セカノー中ニハ︑

人ガヰマスカラ︒

エライ

二731囹 セカイ中ニハ︑私ヨリモットエライ

人ガヰマスカラ︒

仕初6圏㈹

人ガヰマスカラ︒

二685園 セカイ中島ハ︑私心リモット

この杖をかうして持ってるると︑永久 もっと ︵副︶27 モット もっと もっと
かぶとを郎等に持たせて歩み出でたる

新年に持つわれわれ日本人の心持が︑す

のやさしい心を持ってるられるのか

あの強い日本の兵隊さんが︑こんなも

さま︑︿略﹀鬼神といへども恐れずといふことな

十一587図

に手を引かれてみるやうです︒

十一82囹

ち︑片手には鐵棒をにぎってみて︑

十鵬3

を持って︑遊ぶわけではない︒

十騰7

で︑天を見てみるばかりである︒

十㎜5

を持つたりしたまま︑

十㎜5

マッチを持つた︒

二人の子どもは︑茶わんや︑紙や︑油や︑

十川10

鐵條網へいどみかかった︒

十柵3

むっくりと起きあがって︑敵陣地へ突進する︒

七4010 三人とも︿略﹀︑えぼしをかぶって︑しや 十競3 網を切るはさみを持ってるる兵士が一人︑
くを持って︑木のくつをはいてゐられました︒

七636 芋瀬の荘司が︑家來の大男に宮の御飯を持
たせて︑︿略﹀︑何か聲高く話してみる

七柵5 オランダ兵士が︑弾をこめた銃を持ってか
けつけて來ました︒

八384 はだ身はなさず持ってるた刀を︑

駆馳2 一郎さんは︑はうきを持って︑外へ出て行
つた︒

君と親とに

八搦4園毎日の買物に持って行きませう︒
九244図闘 ただ身にもてる重心を︑
つくすまで︒

九4310 話すことばに注意して︑文字で書くのと同
じゃうな心がけを持つことが大切であります︒

九525 艦橋には︑望遠鏡を持つた掌信號兵が遠く
を見張ってみる︒

こすりながら頭を並べて進んで行く︒

九5510 洗ひばけを持つた何十人の水兵が︑甲板を

九幽12 ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎の庭
へ持って來て植ゑた︒

﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五兵

衛は︑大きなたいまつを持ってとび出して來た︒

十222

十862 ステッセル乱軍は︑副官にいひつけて︑軍
刀と︑帽子と︑手袋とを持って來させ︑
しげどう
能登守教皇は︑︿略﹀︑重籐の弓持って︑

十佃7図
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もっとも一もと

で見るとすれば︑

十二榴1

人ガヰマスカラ︒
十一一踊11
﹇尤﹈︵形状︶1

もっとも

もっとも

もて5をもて
ひとつもて君を祝はんひとつもて親

﹇持余﹈︵五︶2

もてあます

︽ーシ︾

七614

さしもの敵も︑この一城をもてあましたが︑

賊が︑千早城一つをもてあましてみると︑

←おもてなし

九伽10

その作品は︑ひとりわが國にもてはやさ

﹇元﹈︵名︶11
います︒

四675

もと3ひもと

かへって

白兎がそのとほりにしますと︑からだ

たかくら

い せ

と・ふたもと・まくらもと・みみもと・めもと

と・くちもと︒てもと・ねもと・ひともと・ひのも

ひとつもて君を祝はんひとつもて親 もと ﹇本﹈ ︵名︶ 10 もと δあしもと・かなめも

ゆるしよ
内にて︑御二季の神に御由緒深きところ︒

十85図 蕾御殿・奮御苑は︑もと南豊島御料地の

どり︑オボだけがく略﹀残されるのである︒
としま

九盟1 またもとのひっそりとした大草原にたちも

者なれば︑

九615図 宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし

神路山・高倉山などから伐り出されてみたが︑

かみち

丁田7 御殿舎を御造管になる用材は︑もと伊勢の

海岸へ急ぎました︒

六髄4 出ると︑機械をいっぱいに掛けて︑もとの

んだ︒

六965 笛が鳴ったので︑雨傘は︑もとの位置に並

が︑

五273囹私どもには︑もと娘が八人ございました

が︑もとのやうに明かるくなりました︒

五84 天照大神が外へお出ましになると︑世の中

は︑すぐもとのやうになりました︒

四874

來ますと︑

一郎さんが︑もとのところへ

四364園私は︑もと︑月の世界のものでござ

もと

るるのみならず︑遠く海外にも傳はりて︑

十479図

もてはや・す ﹇持嘘﹈︵四︶1 もてはやす ︽ーサ︾

それといつしょに︑もっと輕い︑巡洋艦 もてなし

もっともっと遠いところで

三353園 もっとかはったのはありませんか︒

もっとも

か騙逐艦らしい推進器の音も混って來る︒

四499 ガラスの氷もきれいですが︑じゅ氷と
いふのはもっときれいです︒
六656 もっと下を見る︒

夕食後は︑ぼくらの最も醸しい時間で︑

最も

おまへの残念がるのも︑もっともだ︒

敬語の使用は︑禮儀にかなふとともに︑

﹇最﹈︵副︶6

十135園
七801国

もっとも

十一315

くのです︒

八87 しかし︑燕はもっともっと︑南へ飛んで行
八87 もっともっと︑南へ飛んで行くのです︒

古事記といって︑わが國でも最も古い書
今回なればこそ︑この最もむつかしい教

おんみの弟子のうち︑最も學を好むも
赤道といふ文字は︑︿略﹀落日の美観を
﹇尤﹈︵接︶1

もつぼら

もっともその高さは︑見る場所によってい
﹇専﹈︵副︶1

もつばらさけやますの泳ぎまはってみさ

︵格助︶3

うな場所をさがして︑投網にかかる︒

十一989

もっぱら

くぶん違ひます︒

九888

もっとも

いひ表すに︑最もふさはしい文字かも知れない︒

十二川5

のはだれか︒

十二359囹

へを︑そのまま實行ずることができたのである︒

十一一328

物の一つになってみる︒

十一㎜10

眞心がことばに現れることが︑最も大切である︒

常に適正であることと︑眞の敬意︑すなはち敬ふ

八柵7 ﹁いか﹂だともっとすばらしいさうです︒
げんかい

八僻3 日本から來て︑玄柔なだを越え︑白洲から︑
もっともっと北をめざして︑飛んで行きます︒
八衙3 もっともっと北をめざして︑

九915 星の動き方を︑もっとくはしく調べて見ま
すと︑

九伽1園 もっといろくお聞きしたいのですが︑
十753 それには︑どうしても︑織機をもつともつ
と進歩させなければならないといふのである︒

十753 織機をもつともっと進歩させなければ
な仕組みになるだらう︒

十759 機械で動かせば︑もっと早く往復するやう
十一4110園 もうあなたぐらみになれば︑もっとも
つとおとなしいはずです︒

十一4110園もつともっとおとなしいはずです︒
十一849園 ﹁今日は︑あの山よりもつと高く登る
のだぞ︒﹂と︑石川 先 生 が い は れ た ︒

もてあま・す

を祝はんふたもとある松

十一悩10図圃

を祝はんふたもとある松

十一悩10図圃

十47図國民の眞心もてたてまつりたる木々は︑

十一㎜10團 日本の女たちは︑もっともっと心をや もて
さしくし︑心を美しくしたいものだ
十一佃10團 もっともっと心をやさしくし︑
内部はもっともっと高熱である︒

十二梱8 太陽そのものの温度は︑表面で約六千度︑
十二梱9 内部はもっともっと高熱である︒

十二榴1 かりに︑太陽をもつともっと遠いところ

もとおりのりなが一もの
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もえがらを捨てたのが︑もとだといふことです︒

六756 大火事の起ったのもく略﹀子どもがく略﹀

さんの心は急に明かるくなった︒

九763 これだ︑これが病氣のもとだと︑源作ちい
しんぢゅうなごんとももり

に使者を立て︑﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

両省10豊新中納言知盛これを見て︑教学のもと

元畜のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

十︻柳8 薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い
十一宙5国 あれは︑いけ花のいちばんもとになる
ものですから︑

こむことが大切だと思ひます︒

十一柵7團 何を覧えるにしても︑そのもとをのみ
十一柵8團 もとといっても︑形ばかりでなく︑い
つも自分の心がこもってみなければなりません︒

十一梱9 澄みきった大空のもとに︑ナチブ山が
えんてん

青々とそびえてみる︒

十一川12 この炎天のもとのはるかな草原に︑響き
なすすきの穂が波のやうに揺れ︑
ひをけ

本居宣長

もとをりのりなが

もとどり

九悩6

はる

尼子勢は︑ほどなく︑元春・隆景の率みる
尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの

七萬の大軍にひしひしと取り園まれた︒

九品10
元春を︑おのれそのままにして置けようか︒

︽ーウ・ーエ︾

汝は大儀ながら京へのぼり︑急いで求

しゃか
て止まなかった︑ありし日のお繹迦様であった︒

十二782圓

もともと支那各地で︑いろくな音が行は

﹇元元﹈︵副︶1 もともと

めてまみれ︒

もともと

十備9

た︒

七難八苦は︑もとより望むところである︒

奇言ヲ牧占得タルモノハ︑︿略﹀︑固

モト

勇ましい皇軍はもとより︑國民生盟が︑一
キセキ

雲がとざして︑ぼくらの村はもとより︑

しろうま

十二6310囹

もとより︑南平の心はよくわかってゐ

富士・淺間・白馬・立山等の姿を見ないのが︑

十一969

ヨリ人爲ノ能クスベキニアラズ︒

ジンヰ

十一571図圓

つの火の丸となって進む時である︒

十569

九搦1

もと・む ﹇求﹈︵下二︶4 求む ︽ームル・ メ︾
れてるたのが︑自然わが國へもはいって︑
モト
一豊もこの馬ほしく思へど︑求むること もとより ﹇固﹈︵副︶5 もとより 固ヨリ

一豊は仕へて日なほ淺く︑家も貧しか

一豊︑すなはちその馬を求めたり︒

いかにもかなふべからず︒

九664図

九689図

九699図圓

されど︑喜三右衛門は︑︿略﹀︑一念ただ

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

十456図

求め得

されば︑今この馬︑ゆめにも求め得べ

﹇求得﹈︵下二︶2

夕日に映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒
もとめ・う

九678図圓

︽ーメ︾

さほどに思ひたまはば︑その馬求めた
求める

この不幸な子を慰めるために︑源氏は給

す
今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑年年

飛行機のもどって下る時刻がおそいと︑

何だかさびしい氣がして︑私は自分の部

この修行者こそ︑ただ心すぢに道を求め もの ﹇物﹈︵名︶鵬 モノ もの 物n▽あげもの・

十一一8310園 太郎冠者︑もどったか︒

屋へもどりました︒

十一488

家にもどって行ったりする︒

十珊5 ふと氣がついて︑子どもたちは︑あわてて

のだ︒

十晒2囹水さへ引けば︑すぐここへもどって曲る

氣が氣ではありません︒

九麗5園

入れをしますか︒

送信2園飛行機がもどって來た時には︑どんな手

また︑同じ巣へもどって來るといふのです︒

八112

ちもどる

これは東平第一の名馬とて︑商人の引 もど・る ﹇戻﹈︵五︶7 もどる ︽ーッ・ーリ︾5た

しとは思はざりき︒

九696図國

きてまみりしを︑一豊が求め得たるものに候︒

まへ︒

もと・める

彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノイツ

ある日︑突然インド人の巡査が來て︑母に

十二579

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十一4310

めてまみつた黒竹の杖でございます︒

十﹁78園これは︑おみやげにと思ひまして︑求

同行を求めました︒

九302

に最後の面會を求めました︒

七価10

門下﹈︵下一︶6

九673図柄

へ︾

十二69図魍 大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人 もとめたま・う ﹇求給﹈ ︵四︶ 1 求めたまふ ︽一
は霜やふむらむ
もとをりのりなが

もとおりのりなが ﹇本居宣長﹈︹人名︺1

︽ーク︾

十一悩6 本居宣長は︑江戸時代の有名な長者で︑
もどかしい

古事記傳を大成して︑
︵形︶ 2

十239 高墓から見おろしてみる五兵衛の目には︑

もどかし・い
あり

それが蟻の歩みのやうにもどかしく思はれた︒

﹇髪﹈︵名︶1

ふくまひこゑ

もん

十二惣4 時間のたつのがもどかしくてならない︒
もとどり

もどす δとりもどす
じまみ

九溜6 すると︑これも力自慢の福間彦右衛門が︑
後から鹿介のもとどりをつかんで引き倒した︒

もとはる ﹇元春﹈︹人名︺2 元春δきっかわもと
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もの一もの

五574

かうなったらしめたものです︒秋が終りに

﹁おお︑長くねたものだ︒﹂と仰せにな

︑豆のさやのやうな物を舟にして︑それに

の上に︑何か小さな物が浮かんで︑こっち

八86をつけて︑はなしたものだといふことがわ

七脳5 ︑それがすぐわかるものとみえて︑しきり
七鵬5 とろとろと︑とけた物が動いてみるやうに
七㎜5 は︑まだどこの國のものともきまってゐま
七佃5 がまんも何もあったものではないと思ひま
七剛1 ︑そのほかすべての物を返すことを約束し

四捌9思人は︑うそといふものを知りません︒﹂

六77園

へないゆくわいなものだ︒ところで︑こ

いかものづくり・いきもの・うちもの・えもの・お

じゃまもの・せともの・せんたくもの・そなえも

だもの・しきもの・しなもの︒しにものぐるい・
六271

い望遠鏡のやうなものがあって︑海の上

五566

の・たいようそのもの・たからもの・たてもの・た

六305團

行機を持ってみるものもあるが︑やはり

一787オ
園コシニツケタモノハ︑ナンデスカ︒

一771オ
園コシニツケタモノハ︑ナンデスカ︒

六552園

︒﹁これは︑いいものが見つかった︒﹂

とうさんのすきなものを︑いろく買っ

六424園來たゴムで作ったものです︒﹂

六407

のぞいて見た︒長い物が︑ぼんやり見える

W
マスト︑キタナイモノバカリ出マシタ︒

六823世紀ってあげるやうなものもないが︑うち中

七101園

七107

こんなおもしろいものを見つけたよ︒﹂

やりと︑足にさはるものがありました︒拾

はす

七6010

七524

七435

七379

と高さを計れないものかな︒﹂

終りに︑お供へしたものをみんなさげてか

だけでも氣持のよいものです︒ちやうど︑

﹂といふものは妙なもので︑あの頭といつ

と︑﹁たこ﹂といふものは妙なもので︑あ

八価6 ところに足のやうなものがあって︑のこの

まに用意しておいたものか︑たくさんのた 八備5

んたうに景氣のいいものです︒甲板に出て

八備8

八柵8

八高2園 んでみる︑内側のものは︑ゆっくり賄い

凶器1園 側をまはってみるものも︑そろって同時
山佃2囹 ︒つまり︑外側のものは︑大急ぎで進ん

回258

ひどい目の病で︑ものが見えなくなりは

日本人は國語を使ふものだと︑學校で教へ
七329囹

かんぱん

︑白いうじのやうなものです︒この小さな

︑大きな窓のやうなものが︑順順に並んで

八麗−o囹 側をまはってみるものも︑内側をまはつ

︑反封の方向へ進むものはありません︒﹁︿

四185園ちゃうのやうなものですよ︒﹂と︑に
四483 つたのはきれいなものです︒この氷の
四484 一つとして同じものがありません︒
四507光って︑みごとなものです︒風が占い
四585んで︑何か包んだ物をわたしました︒﹁

七678園

るくて︑さかんなものはあるまい︒十六

八663行った︒寒いタ空をものともせず︑南東を
八欄2 根もとを固くふさぐものも必要です︒それ
八佃3 られます︒作られたものは︑最後に︑職工
八佃7 この爽見を慮罪したものです︒つまり︑時
八佃8 に︑振子を仕組んだもので︑これが振子互
八㎜8 いへないほど美しいものが︑その中にはい

四595さんのくださった物のことを思ひ出し

七768圃

七249作った煉瓦のやうなものです︒父や︑近所

四598 ︒まだ︑鏡といふものが︑めったにな
四897国囹いか︒こんなものがあがるものか

七865

八皿5

四梱6 松の枝に︑きれいな物がかかってゐます︒
四佃9園 たにはご用のない物でございます︒どう

れんぐわ

ほんだはらといふものです︒こんぶとい

七113園

︑﹁これは︑いいものを見つけましたね

ると︑小石のやうなものが︑手にさはりま

とても︑そんなものではありません︒
三301園
三459園くなくならないものだ︒﹂と考へる
三676 いて︑いろくなものを費ってゐまし

七127園

七85

四77園﹁どうも困ったものだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿
四79園んとかならないものかなあ︒﹂あちら
四86園を︑切っていいものでせうか︒﹂と

U

︑なくてはならないものであることを︑お

一802オ
園コシニツケタモノハ︑ナンデスカ︒
六615園

本ノキビニ ニタモノガデキルコトガ

六652

ぱうゑんきやう

八6210り
園二つた︒進んだものだ︒﹂といひまし

八給9 せう﹂といってみるものに︑よく似た植物
八171蓮のつぼみのやうなものがっきます︒やが
走るのは︑烈しいものです︒並木道をの
八217国
のふさをつるしたものですが︑何のかん
八234国
れた︒﹁動かないものを作るなら︑少し
八484園
うに︑空中を飛ぶものになると︑さうは
八486囹
八494も︑私の心に浮かぶものは︑青い空に盛ん
八552う返りをして落ちるもの︑まっさかさまに
八553 つさかさまに落ちるもの︑横へすべって行
八553 ︑横へすべって行くもの︑見るまに︑飛ん

五403囹白い糸が出て亙るものですね︒﹂と︑ふ

べもの・なにもの・なりもの・にせもの・ぬりも
六316團

と︑かちりとさはるものがあります︒三セ

うに︑お参りしたいものだと思ひました︒

おもりそのもの・かいもの・かなもの・きもの・く

の・ぬりもののはなし・のみもの・ぼけもの・はも

六339団

六価6

きもの・おくりもの・おそなえもの・おめしもの・

の︒はやしもの・ひきでもの・みもの・もちもの

七79

一847囹クルシメタリ︑モノヲトッタリイタ
一［
一一

二881 マスト︑キタナイモノバカリ出マシタ︒

P9

W9

九4010 かに聞き︑書かれたものをくり返し讃んで

九392囹︑とうとうこんなものを作りました︒﹂﹁

九389囹

九215團なくならなかったものだと思ひながら︑

九116 一朝一夕に得られるものでなく︑したがつ

九115 えりすぐった良質のものである︒かうした

八鵬5 行くのは︑みごとなものです︒その大きな

八伽4園

えらいことをしたものですね︒﹂﹁︿略﹀︒

︒﹁これは︑いいものをもらひました︒

八梱8園 か花をかざりたいものですね︒﹂とねえ

十423

十411

十4010

十406

十398

十395

十384

十213

十208

十206

つたく離れられないものになってゐます︒

氣持を與へてくれるものはありません︒そ

うに︑光を調節するものがないから︑太陽

る光や熱を調節するものがないから︑月の

が︑流れて固まったものでせう︒月には水

大きな斑貼のやうなものがあるでせう︒あ

口は︑非常に大きなものだといふことが考

︑一向氣がつかないもののやうである︒村

とのない︑雲客味なものであった︒五兵衛

激しいといふほどのものではなかった︒し

十㎜3 らかな膏藥のやうなものを︑細い竹べらで

十備5 生﹂に當てて罷んだもので︑それらの讃み

十備4

十備3 漢字の訓と呼ばれるものですが︑これこそ

面餅2圏

十榴5図かかれども︑畠山ものともせず︑水の底

十974 戦陣料理のとぼしいものではあったが︑み

そのけしきはどんなものでせう︒今もいふ

漆でねり合はせたもので︑木地に︑すき

のわくへ︑塗った物をはさみます︒わく

盆のやうに即言なものでも︑表と裏と同

塗り物には大切なものです︒﹂職人は︑

ぜ合はせて作ったものです︒さび土は︑
︑その土地特有のもので︑これがなかな

れはさび漆といふものです︒さび土と漆

うるし

︒﹂﹁こくそといふものですよ︒米の粉と

かうやく

漢字に撃てて讃んだものです︒﹁國﹂﹁民﹂

ば︑﹁︿略﹀︒﹂﹁ものの敷には候はねど

九412 同じやうに喜ばしいものです︒このやうに
十425

詩でも︑月に關するものがどんなに多いか

十4510図︑手軽りしだいに物を運びて︑かまの火

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
220 216 215 215 209 208 205 202 202 202 150 139 13了 131 123 122 120 120 120 120 119 119

兵士の身を︑ かくす物は何一つない︒弾丸

話に聞くほど苦しいものでないと思ってゐ

決してむつかしいものではございません

ました︒警急の敵をものともせず︑職ひぬ

く り

がになった︒たべる物が︑だんだんなくな

しまっておいた倉の物も︑あと︑いくらも
︑倉には︑ほとんど物のないことも思った

けっくわん

どもたちと約束した物を︑ふと思ひ出した

いへば血管のやうなものである︒もし︑血
︑中支那・南支那のものを合はせたら︑實

︑土で丁子のやうなものをこしらへたり︑

音には︑いろくなものがある︒まつ︑響

いちばん耳に親しいものは︑水を運ぶ︸輪

きな毛抜きのやうなものを持ち︑片手には

のふところのやうなものである︒子どもた

おささげ申したものですから︑決死の
十︻106園
十﹇254語には敬語といふものがあって︑その使

223

はんてん

九429 ︑文字に書き表したものは︑どこへでも傳
十427

を黄いろく染めたものだった︒なつかし

6

5

九433 す場合には︑書いたものを何べんも讃み返
九656男並 らくは用をなすものぞ︑と若き人に見
十496團

九655図圏思へど︑すべて物は破れたるところを 十431 かげの月︑さういふものがないとしたら︑
九696図國 豊が求め得たるものに候︒﹂と申す︒

︒いよいよ︑湿るものが來たのです︒早
つてみる︒死といふものが︑この時ほど堅

十542園

人間の衣食住といふものは︑みんな大切な

どこにも敵艦らしいものは見えない︒ただ

島619

九755 してうまく焼きたいものだと思ふ︒源作ぢ

十749

のは︑みんな大切なものであるから︑布を

堅いので︑あんなものを引っぽり出した

7

4

6

5

1

2

3

田626
十7410

﹁閣下は︑私から物をお受けになるのが

電着園囹園囹園芸

4
2

10

囹
6

九8010園 なほで︑りこうなものはめったにないそ

九856なしくしてゐます︒物に驚いてかけ出さう
九塒4 ︑どこかに秋らしいものが見えてもよささ
九価4 見えてもよささうなものである︒それだの

して︑わが日本製のものでなかったからで
が︑思ふやうに動くものは︑なかなか生ま

十769
十776

くやった︒えらいものだ︒﹂みんなは︑

虫は︑めったにないものだ︒さうして︑そ

十792園

べである︒英爪髪のものを五十皇︑米誌製

九鵬2 その時ふと耳にするものは︑前の草原で鳴
九鵬−o

兵は母親のやうなものです︒飛行機の熱

十806

を五十垂︑岩魚製のものを十干︑佐吉のも
工め︑再び外爪髪のものと腕比べをする日

ものを十皇︑佐吉のものを五十労すゑつけ
とに簡にして巧みなものであった︒機械の
とにおいて︑佐吉のものに及ぶものはなか
十909園

︑佐吉のものに及ぶものはなかった︒押し
十955園

十821

十821

十818

十811

十807

十806

をぢ﹁機種の同じものはなかなかわかり

りませんが︑違ふものなら︑近づけばす

すぐわかるやうなものです︒﹂勇﹁何か目

ちく

が生えてみる︒青いものはまったくなかつ

九剛1 の中からえらばれたものである︒僧は︑こ
學校生徒の用ふる物と異なるところなし
＋710平

九加12 の年の春に生まれたものの中からえらばれ

九加12 畜は︑神にささげるものとして︑その年の

九脳−〇

三園園園

の間には︑さへぎるもの一つない︒あすま

6112

九㎜6

九九九九
118 118 112

7
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9
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2
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8
12

118

もの一もの

810

十一303 つそうていねいにものをいふのが︑わが

はそれは︑よく物がおわかりでしたよ
も戦列を怒るるものあり︒風叫び海千

住宅

に飼ひならされたもので人を見るとへう

じて保護してみたものである︒二

れないほど猛烈なものである︒大粒の雨

事は︑生やさしいものではない︒眞直に

忍声で石が割れるものだ︒よく山と取り

取り組んで働けるものだと思ふ︒一人前

も︑ろくろ．く食ふ物がなかった︒困難に

ば︑木目のやうなものである︒小さな雲

一般が︑事に認れ物に感じて歌をよむと

ら人の心がわかるものである︒弟子たち

激に満ちあふれたものが多い︒有名な歌

後人を奮起させるものがある︒あをによ

うみ
かつて要る敵機をものともしないわが海

その目にうつったものは何であったか︒

のである︒生あるもののやうに飛び出し

と目はおたがひに物をいって︑全員白鉢

ても︑逃げられるものではない︒﹁︿略﹀

モノ

もの

者εうっかりも

の・しんざんもの・なにもの・ふしんじんもの・ぼ

︵名︶捌

度爆撃だ︒あたるものではない︒大きな
ふ身ほどつらいものはございませぬ︒

んやりもの・らんぼうもの・わかもの・わかものた

こまる︒

三434 ｪ﹀︒﹂と︑年よりのねずみが︑なかま

られて

三203 ﹁待て︒﹂といふものがあります︒
三428園このごろ︑なかまのものが︑ねこに取

一424圃
ヨウノナイモノ︑トホシマセン︒

一331圃
カクレンボスルモノ︑ ヨットイデ︒

ち︒わるもの・わるものたち・わるものども

すことのできないものである︒乱曲を忘

といふすばらしいものがあるのである︒
はつらつ

ほぼ同じ大きさのものもあるが︑また太

小さな星と︑同じものになってしまふで
︑太陽より小さいもの︑太陽とほぼ同じ

の黒貼と呼ばれるもので︑見たところご

いごま粒のやうなものが見えることがあ

零を二十七つけたものになる︒濃い色か

量は︑すばらしいものである︒太陽その

と手近にたとへるものが見つからない︒

トルといふ大きなものになって︑ちよつ

陽ほどありがたいものがあるだらうか︒

iクのやうに重いものがある︒トラック

そのやうに安いものではござらぬ︒責

大貝に呼ばはるものと見える︒それが

を流すやうに︑ものをいひつけられる

も

十二露2園 ﹁掃海艇らしいものが︑こっちへ突進

形容では追つつくものでなく︑これに巻

つれて︑その黒い物は︑しだいに大きく

りと黒い船らしいものが見える︒全員は
︑敵に見参したいものである︒しかし近

は︑やりきれないものがある︒しかし︑

1087642

と致さう︒や︑物の欲しい時は︑大聲

長歌としては短いものの一つである︒﹁︿

211210210210209209

置鞠饗鰹

教へていただいたものでした︒﹁︿略﹀︒﹂

うち逃れ得たるもの︑巡洋艦以下敷隻

艇の沈没したるもの︑わっかに水雷艇
ヨ

ヲ牧聖祭タルモノハ︑＝一天皇陛下
ノ加護雪濠ルモノト信仰スルノ外ナ
やかに︑咲くものは露草の花︒十一

氷の結晶の集ったもので︑雲の中でもい

いに薄黒くおほふもので︑齪雲と呼ばれ

向けて眞直に立つものは︑かうやまきで
︒植物に︑愛つたものがあるやうになつ

い︑いはば奇怪な物の精が寄り集って︑

ても︑始めてのものばかりで︑めづら

7998735427779189961383102110エ0946127
囹園園囹園
出ようとしてみる物の溌刺たる力を想像

にこにこ笑ったりしながら︑立止って︑兵

五173 先にあがった子どもの足を引っぱって︑は

あがらうとして︑ころげ落ちるものもあります︒

五171 子どもたちは︑いきなりどなうの上にかけ

たいさんを見てみるものもあります︒

四価6

います︒

四364園
私は︑もと︑月の世界のものでござ

ものもあるやう でした︒

四309 ﹁わあ︒﹂と手をたたいて︑笑ってみる

の ものに いひました︒

「〈

ばんもとになるものですから︑しっか

持のよく現れるものはないと︑自分な
︑できあがったものにも︑その時︑そ

を美しくしたいものだと︑つくづく思

木から物のこぼるる音や秋の
一

にも増して大きいものであった︒そのこ

い心を味はひたいものです︒附録

めるほどみごとなものばかりである︒ バ

だれしも遠く煮たものだと思はないでは

出したはなやかなものが︑ いつぼんに用

へって日本に近いものを感じさせるのは
んぼともつかないものが︑ふはふは飛ん

な廣い原野といふものになじみのないわ

十十十十十十
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ねのけようとするものもあります︒

おっしゃいました が ︑

五571 ﹁︿略﹀︒﹂と︑大國主神は︑お供の者に

お供の者は︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑お供の者が申しました︒

が︑お供の者にもわかりませんでした︒

五572 大國主神は︑お供の者におっしゃいました
五576
五583

五977 いよいよおたちといふ時︑先獲の者が︑急
いでかへって來て︑﹁︿略﹀︒﹂と申しました︒

五㎜6園 いや︑私は︑皇孫がおいでになると承っ
て︑ここへお迎へに出てみる者です︒
五備4 第一線と本部との間をお使ひするものは︑
軍犬利根でありました︒

五㎜9園みんなの者にたつねるが︑だれか︑︿略﹀
つりばりを︑取って行ったものはないか︒

七145園西の國で︑自分より強い者はない︒
手下の者はいふまでもなく︑手傳ひのため
西の國では︑私より強い者はないので︑

に︑たくさんの男や女が集って來ました︒

七153

ろ

傷の痛みがなほらないやうな者のために︑

たけると申してをりました︒

七179園

ふ

七346

八498

八437

話などをしてみるものは一人もみない︒

もらひ泣きをしない者はありませんでした︒

八506 曲げ過ぎて︑ひごを折ってしまった者もゐ
八523

拝観の人々も︑今は外たうを着てみる者は︑

﹁早いなあ︒﹂といふ者もみた︒

たやうだ︒

八617

八718図國

弓を取る者は矢を取らず︑

那須鯨一と申す者あり︒

ようし︑ここからすべりたい者は︑すべ

まじめな顔でやって來る者もある︒

れいき

八825

深山の霰氣に打たれて︑だれ一人静けさを

さがみ

九661図

部隊の者はみんな元氣だ︒

まぐろやさめの腹をさいて︑氷を入れて送

木箱にぎっしり氷といっしよにつめて︑荷

ごんこらうかげまさ

宗任はもと賊軍の頭にて︑近ごろ降りし

かまくら

相模の國の住人︑鎌倉の権五郎景正とい

なにがしに張らせ候はん︒さやうのこ

あっち

東國第一の名馬なりとて︑安土に引き來

とに︑なれたるものにて候︒

九647図國

ふもの︑先祖より名高きつはものなり︒

九622図

者なれば︑

九616図

作りする者や︑

九507

り出す者や︑

九506

九252国

破る者はない︒

みやま

九152

な顔でやって來る者もある︒

八824 にこにこ笑ひながらおりて飾る者︑まじめ

がる者もある︒

八823 途中でころんで︑雪だるまになって起きあ

つてよろしい︒

八814園

八721図國

なすのよいち

ば︑﹁それ呼べ︒﹂とて︑齢一を召し出す︒

かの扇を︑射落す者はなきか︒

八719図家來の者進み出で︑﹁︿略﹀︒﹂と答へたれ

一人もありませんでした︒

お供の者は︑わっかに九人であった︒

藥の風呂を作っておやりになりました︒
七623

中にも︑感動の荘司は︑宮のお通りにな

途中には︑敵方の者が多かった︒
しやうじ

七624
いもせ

七625

ふと見ると︑向かふに︑日月を金銀で現し

ることを知って︑道に手下の者を配ってみた︒

七631

命からがら逃げ出した者も︑しばらくは︑

た錦の御旗を︑おし立ててみる者がある︒
七978

つづいて起る飴震におどろいて︑

まして︑けがをした者や︑つぶれた家の下

彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノイツ

つぶれた家の下敷きになった者は︑

敷きになった者は︑どんな二極であったらう︒

七979
七981

取って行ったものはないか︒

五言1園 だれか︑日の神のお子様のつりばりを︑
五柵3園 だれか︑知ってみるものはみないか︒

七柵9

矢を取る者は弓を取らず︒

通達や︑そのほか敷人の者がそばにるまし
八307図

困ってみるところへ︑御殿に仕へてるる萬
さて萬壽は︑だれか母のうはさをする者は
氣をつけてゐましたが︑十日たっても︑二
頼朝を始め居あはせた者に︑だれ一人︑も
らひ泣きをしない者はありませんでした︒

八436

十日たっても︑母の名をいふ者はありません︒

八401

ないかと︑氣をつけてゐましたが︑

八399

壽がよからうと︑申し出た者がありました︒

八353

八307図

た︒

七備1

つうやく

に最後の面會を求めました︒

六63圏熊野の村に︑高倉下といふ者がをります
から︑

の倉を目あてに︑この劒を落します︒

くロリ

六63園 高倉下といふ者がをりますから︑その者

くと︑︿略﹀と︑思ふものもあるやうだが︑

六309国 この潜水艦が︑水の中へもぐるのだと聞

﹁︿略V︒﹂といって︑ぼくの肩をたたく者

かりとっかまへて︑引っぱる者がある︒

六948 ぼくが︑山をのぼりかけると︑爾足をしつ

がある︒

六972

ありません︒

六梱3 あたりはしんとして︑せき一つするものも

をはなしたものはありません︒

六梱1 もちろん︑三人のうち︑だれ一人︑破子筒
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もの一もの

て商なふものあり ︒

九663図 されど償あまりに高くして︑買ふもの一
人もなく︑空しく引き節らんとす︒

もう

こ

九968列を︑まだだれも齪す者はない︒
九987おくれる者︑列からはみ出る者︒
九987おくれる者︑列からはみ出る者︒
九樹1 突然︑後から切りつけた者がある︒
九㎜1 後から聲を掛けた者がある︒
九筋4 ほかの班のものは︑まだ床についてみる︒
九㎜2 蒙古の大草原を旅する者は︑あちこちにあ
るオボを目當てに歩いて行く︒

九㎜4 たとへ小さなオボでも︑旅をする者には實
に大きななぐさめであり︑

この際︑秀吉にくみして身を立てようと
すると︑秀吉に︑高松城水攻めの計を申し

思ふ者があったら︑すぐに行くがよい︒

十七6園
十備2

でなくて何であらう︒
やうこ

十二264 かつて陽虎といふ者が︑この地でらんば
うを働いた︒

五人の者も︑皆そのあとを追った︒

十二287

十二283 弟子たちの中には︑ぶつぶつ不平をもら

十旧7

鳴り物を使はないで︑呼び聲でやって謙る

かくれてみたあやしい者が︑三人現れた︒

十二302園道の修つた者が︑必ず人に用ひられる

出た者があったので︑

十四7

十二315 孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑あ

十一2810
ふのである︒

タダ
皆此ノ成果ヲ見ル遡及ンデ︑唯々感

自分の身内の者のこともまた謙遜してい

十一576図圓

激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

十一602男芸火を逃れん者は矢を免るべからず︑
義朝は武略の奥義を極めたるものな

十一603男芸矢を恐れん者は火を逃るべからず︒
十一616図圓

そのいひ方がいかにもをかしかったので︑

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

十一㎜1

いった者も聞いた者も︑

いった者も聞いた者も︑思はずにっこりした︒
十一欄2

顔回ほどその師を知り︑︿略﹀︑師の教へ

徳のある者なら︑天が助けるはずだ︒

とはさまってみない︒

ある者には﹁︿略﹀︒﹂と説き︑

る者には﹁︿略﹀︒﹂といひ︑

十二316

ある者には﹁︿略﹀︒﹂と教へた︒

﹁おんみの弟子のうち︑最も學を好む

十二317

ものはだれか︒﹂とたつねた︒

十一一3510囹

十二491

無常は生ある者の免れない運命である︒

十二362運筆回といふ者がをりました︒

十一一611 天下を騒がした者は︑たとへ武士でも︑

十二585園感心な者だ︒

このうはさが世間にもれて︑だれいふと

普通ならば打ち首である︒

なく︑﹁︿略﹀︒﹂と︑歎じる者が多かった︒

十二635

れた︒

十一一638 法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せら

十二648大石内藏之助ら一味の者は︑いさぎよく

それがしは︑田舎からまみつた者でご

切腹して︑名を後世に輝かした︒
みなか
ざる︒

十二796園

十二835囹主人といふ者は︑きげんのよいことも

その遺言をつぶさに聞きて︑この母

あり︑悪いこともある︒

にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒

十二9510図國

まさに︑後盲者を失った者の悲痛な叫び もの ︵終助︶2 もの

を實行ずることに心掛けた者はなかった︒

十一一252

十二259

す者があった︒

十㎜7

﹁︿略﹀︒﹂と︑おつきの者にそれをお渡

おつきの者が︑恐る量る申しあげると︑

者もみる︒

十一132

たとへ防ぎ戦ふ愚なくとも︑たやすく

十一124
しになった︒

十一172図

この者︑甲の下に腹巻を重ねて着た

のぼるべきやうなし︒

それ故︑自分のことや目下のもののこと

城を攻めんといふ者なく︑

ればこそ︑︿略﹀︑ここを射よと胸をたたくらん︒

十一205図書
十一225図

り︑手製のチーズやバタなどを供へたりする︒

九㎜9 参辞するものは︑子ひつじの料理をあげた
十236 村の若い者は︑急いで山手へかけ出した︒

十一271

さねみつ

を︑︿略﹀などいっては︑もの笑ひである︒

十453図 弟子たちこの師を見かぎり去りて︑手助
けをする者一人もなし︒

十723 地上勤務の者も泣きながら走り寄って︑わ
れわれの手をにぎった︒

十鵬7図打ちあがらんとするところに︑後よりむ
つと引くものあり︒

十餌3図國汝がやうなる者は︑いつも重忠にこそ
助けられんずれ︒

十柵8図國 見知りたる者もあるべし︒

大音聲あげて︑﹁︿略V︒﹂といひけれども︑

経組んで生け捕りにせよ︒

十麗5図園源氏の方にわれと思はん者あらば︑教
十皿7図
あ き

寄る者一人もなかりけり︒

力ある大力の者︑

十皿9図 安藝の太郎實光とて︑およそ二三十人が
十㎜4 だれ一人銃をはなした者はなかった︒

ものうり一もののふ
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﹁どうして︒﹂﹁中は暖い春ですもの︒﹂

三994園 ぼくたちがっかまへたのだもの︒
六欄3園

ものうり ﹇物売﹈︵名︶2 物競り
おもしろい︒

十筋11 まつ︑物責りが鳴らして來る鳴り物の音が

女たちが︑窓のところへ物影りにやって点る︒

十一川11 山の騨に着くたびに︑かごを頭に載せた

十㎜1 この物音に驚いて︑村の人たちがかけつけ

ものおと ﹇物音﹈︵名︶4 物音
てみると︑楊少年が倒れてみる︒

長い長い物語を認みあげるのに︑ほとん

ど心魂をささげ霊くしたことであらう︒

十一協1
つりばりの行くへ等の神代の尊い物語を

﹇物事﹈︵名︶1

物事

始め︑︿略﹀︑その他古代のいひ傳へが︑

十一個3
ものごと

冗語によって話したり︑考へたり︑物事
ものさし

八二ハは︑小刀・はさみ・ものさし・分度器

﹇物差﹈︵名︶1

を學んだりして︑日本人となるのである︒

十二柵5
ものさし

八464
などである︒

尼さんはもの静かに︑﹁︿略﹀︒﹂

もの知り

きっと︑あのもの知りのかかしが︑知っ

﹇物知﹈︵名︶1

五602囹

ものしり

十一408

十騰10 遠くの方から響いて來るいろくな物音に︑ ものしずか ﹇物静﹈︵形状︶1 もの静か
耳を傾けたりしてみるのである︒

十別7 このやうに︑いろくな物音が響くが︑

十矯11 物音には︑いろくなものがある︒

てるるでございませう︒

！ク︾

十干8

爆音は︑天をゆすり地をゆすって︑ものす
火は︑ものすごい勢でもえて來ます︒
﹁ドドッ︒﹂といふ︑ものすごい地響きと

ものすごい地響きにおどろいて︑町の人々
雲はますますこくなり︑雲の下では︑もの
ものすごい砂つぶてが︑うつ伏した兵士た

すごくスコールがあばれてみる︒

十602

は︑皆とび出して來ました︒

八573

ともに︑東京の何十萬の家は︑一度に震動した︒

七973

七213

ごくとどろき渡りました︒

六麗4

とともに︑あたりの土が︑高くはねあがります︒

日課3

﹁ダーン︑ダーン︒﹂ものすごい大砲の音

﹁まけるものか︑まけるものか︒﹂と ものすご・い ﹇物凄﹈︵形︶13 ものすごい ︽ーイ・

ものか ︵終助︶8 ものか

三785囹

いひながら︑砂をどんぐもりあげ芒た︒
﹁負けるものか︒﹂ぼくは 一生けんめ

三785囹 まけるものか︑まけるものか︒
四293囹

いに走りました︒
四897働田干 こんなものがあがるものか︒
七576 こんな山城一つ︑何ほどのことがあるもの
かと︑賊が城の門まで攻めのぼると︑

十781園 このくらみのことで弱るものか︒

物語ひ

十衙3 でも︑これくらみの波に負けるものかと︑
十幽7囹 だれが二君に仕へるものか︒
ものがたり ﹇物語﹈︵名︶4 ものがたり

おんものがたり︒げんじものがたり・むかしものが
たり

語しける時︑

ものすごく聞え︑

ちの全身をなぐりつけた︒
四783魍 すずめ親子の ものがたり︒
はちまん
よりみち
九579図 八幡太郎勢家︑關白頼通の館にて軍の物 十衙7 機關の響きのほかに︑船腹に當る波の音が

ものすごい勢で流れ込んで漁る︒

だくりう

十襯6 見渡すと︑廣い城下町のたんぼへ︑濁流が

大粒の雨が︑ものすごい音をたててゴム

今度はいかにもものすごい︑いはば奇怪
しばふ
な物の精が寄り集って︑夜の芝生にをどるやう︑

十一皿10

十一圏6

さう思ひながら︑修行者は︑じっとその

の葉をたたき︑しぶきをあげ︑

十二502

書食も終らないうちに︑ものすごい積齪

ものすごい形相を見つめた︒

十二頒3

﹇者共﹈︵名︶10

ものども 者ども

雲が前方に立ちふさがって來た︒
ものども

源氏の者ども︑これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂

八757図源氏の者ども︑﹁︿略﹀︒﹂と口々にいふ︒
八7610図

射手とおぼしき者ども︑弓のつるをく

源氏のものども多く手を負ひ︑射殺さる︒

と︑皆感じあへり︒

十柵8図

爲朝︑久しく鎭西に居住仕り︑九國

ひしめし︑矢束ね解いて待ちかけたり︒

十一182図

ら

かう

吉良・石堂・高・上杉の者ども六千鯨

いしだう

まことに忠義の者どもである︒

のものども討ち從へ候について︑

十一594図園

き

十二9110図

十二599園

七十二人の者ども︑皆五箇所︑三箇所︑

騎にて︑湊川の東へかけ出で︑

傷を負はぬはなかりけり︒

十二927図

かぼく

ろにて討死せんと約束したりける者ども百四十三

十二欄8図今度の合戦に一足も引かず︑一つとこ
人︑

もののふ

皇御國のもののふは︑

すめらみくに

﹇武士﹈︵名︶2

と︑一人の職

ども︑深く朝恩を仰ぎ候事と存じまみらせ候︒

十二悩1島田私は申すまでもなく︑一門家僕の者
もののふ

友が突然歌ひだすと︑

九2310図魍

815
もののふのなさけ一もや

こけ

十旧5図閣 浮世をば今こそわたれもののふの名を
高松の苔にのこして と僻世の歌を残して︑

十二35 十六 もののふの情⁝⁝⁝百十九

もののふのなさけ ︹課名︺2 もののふの情

十二佃7 十六 もののふの情
ものほしざお ﹇物干竿﹈︵名︶2 物干竿
並んで止ってみるのを︑よく見かけます︒

八63 夏の末ごろ︑燕が︑電線や物干竿に︑︿略﹀

ものやさしい

︽一

十柵1 ﹁神様﹂﹁笑顔﹂﹁物干竿﹂などは︑訓ばか
﹇物優﹈︵形︶1

りで讃む場合です ︒

イ︾

ものやさし・い

もの笑ひ

のやさしい心を持ってるられるのかと︑

十一湘4團あの強い日本の兵隊さんが︑こんなも
﹇物笑﹈︵名︶1

モモ

桃

もみちが︑きれいになりましたね︒

﹇桃﹈︵名︶8

六544囹
もも

川島ミカラ︑大キナモモガ︑ドンブリコ

一723

オヂイサンが山カラカヘッテクルト︑

オバアサンバ︑ソノモモヲヒロッテ︑

ドンブリコトナガレテ來マシタ︒

一718

一728
コレハ

コレハ︑メヅラシイ大キナモ

オバアサンバ︑ソノモモヲ見目マシタ︒

一732園

一83一

モモタラウハ︑刀ヲヌイテ︑オニノタイ

モモタラウハ︑幽幽ラモノヲモッテ︑オ

モモタラウハ︑オニヲユルシテヤリマシ

シャウニムカヒマシタ︒

タ︒

一854
一857

オヂイサントオバアサンバ︑タイソウヨ

ニガシマヲタチマシタ︒

モモタラウサ

一781囹

モモタラウサン︑モモタラウサン︑ドコ

モモタラウサン︑モモタラウサン︑

一782囹

モモタラウサン︑モモタラウサン︑ドコ

モモタラウサン︑モモタラウサン︑

一796囹

はね

モモタラウサン︑モモタラウサン︑

ヘオイデニナリマスカ︒

一796園

ヘオイデニナリマスカ︒

一765園

ヘオイデニナリマスカ︒

モモタラウサン︑モモタラウサン︑ドコ

﹇桃太郎﹈︹人名︺6

ロコンデ︑モモタラウヲムカヘマシタ︒

一876

オバアサンガ︑モモヲキラウトシマシタ︒ ン

ももたろうさん

スルト︑モモガニツニワレテ︑

モダ︒

一734

あられ︑ひし餅︑桃の花︑

かはいい桃色の﹁いはかがみ﹂の花を︑

一764園

一735

なたねの花

四悪3團

實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで

も供へませう︒

八164

掛けてやるのです︒

十一877

十一274 自分のことや目下のもののことを︑︿略V ももいろ ﹇桃色﹈︵名︶1 桃色

ものわらい
などいっては︑もの笑ひである︒

道端に見つけるのが樂しみであった︒

もものみ

江田・大館・里見・鳥山・田中・羽

おほだち

もものみ

え だ

﹇桃畑﹈︵名︶1 姦商

遊びなれ

もやn▽あさもや・ゆうもや

ももひろちひろ海の底︑

﹇百尋﹈︵名︶1 ももひろ

﹇霧﹈︵名︶4

九468 白い煙の輪を吐きながら︑乳色のもやを破

きかない︒

九453 沖の方は︑白くもやでかすんで︑見通しが

もや

たる庭廣し︒

十一佃8團

ももひろ

てたべたら︑︿略﹀きっとしかられるでせう︒

八147 梨畠や桃畠へはいって︑枝のままもぎ取つ

ももばたけ

川・山名・桃井の面面を始めとして︑

がは

十一248図

オヂイサンバ︑モモタラウトナヲツケ もものい ﹇桃井﹈︹人名︺1 桃井
モモタラウハ︑ダンダン大キクナッテ︑
アル日︑モモタラウハ︑オヂイサント
バアサンニ︑﹁︿略V︒﹂トイヒマシタ︒

一745

タイソウツヨクナリマシタ︒

一742

マシタ︒

一738

九668図圓主君の御感にもあっかるべきものを︒ ももたろう ﹇桃太郎﹈︹人名︺1一 モモタラウ

ものを ︵終助︶2 ものを

もみ

十一662図圏 爲朝が手並みは︑汝も知りたるもの
を︒

﹇籾﹈︵名︶1

十一泌8 廊下にもみを干し︑

もみ

もみあ・う﹇揉合﹈︵四五︶3もみあふもみ合ふ
︽ーヒ︾

一757
モモタラウハ︑勇マシク出撃ケマシタ︒
一774
モモタラウハ︑犬ニキビダンゴヲヤリマ
シタ︒

もみあひ出て來ました︒

六柵7 みこしをかついだ子どもたちが︑もみあひ
六柵7 もみあひもみあひ出て來ました︒

一807
モモタラウハ︑犬ト︑サルト︑キジヲツ
オニガシマヘワタリマシタ︒

マシタ︒

一822
モモタラウハ︑犬トイッショニセメコミ

レテ︑

十一643図勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑入
れかへ入れかへ︑もみ合ひけり︒

二325 花子サンガ︑モミヂノハヲヒロッテ︑

もみじ ﹇紅葉﹈︵名︶2 モミヂ もみち

オ

もやいする一もらう

816

つて︑漁船が眞直に近寄って煮る︒

九471 海面から立ちのぼってみた白いもやが︑薄
れて行って︑

もやひする

︽ーシ︾

九473 はるかな海の上をおほうてるたもやも消え
﹇肪﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

てなくなり︑
もやい・する

九517 港のあちらこちらにもやひしてみる漁船か
らは︑朝げの煙が︿略﹀ゆっくりと立ちのぼる︒
もやう

う・はなもよう

もよう ﹇模様﹈︵名︶3 もやう 模様Oそらもよ

じものがありません︒

四483 この氷のもやうは︑どれ一つとして同

もらひ來︽ークル︾

鳴

四497 次の朝には︑また新しいちがったもや
もやう

うが︑美しくあらはれます︒

十一矧6 いろくな模檬をかいた小さな船が︑

﹇飯豊﹈︵力足︶1

九加3 夏の初め︿略﹀オボの祭がもよほされる︒

もよお・す ﹇催﹈︵五︶1もよほす︽サ︾
もらい・く

十986図圏 もらひ曇る茶わんの中の金魚かな
雪
もらいなき ﹇貰泣﹈︵名︶1 もらひ泣き
らひ泣きをしない者はありませんでした︒

八437 頼朝を始め居あはせた者に︑だれ一人︑も

﹇ 貰 ﹈ ︵ 五 ︶4一

モラフ

もらふ

︽ーッ・一

十﹁搦1図圃 朝顔につるべ取られてもらひ水

もらいみず ﹇貰水﹈︵名︶1 もらひ水
もら・う
ハ・ーヒ・ーフ︾

ニナリマシタ︒

一792 サルモ︑キビダンゴヲモラッテ︑ケライ
﹇805 キジモ︑キビダンゴヲモラッテ︑ケライ
ニナリマシタ︒

二395熱血ノミヤゲニ︑ ナニモラッタ︒

サイ︒

おもしろい

だれにも教へてもらはないのです︒ぼく

だれに教へてもらったの︒

ぼくの望遠鏡をのぞいてもらった︒
六675園

いや︑手傳ひは︑ねえさんに十分しても

大勢の病人がおしかけて︑病氣をみてもら

東京といふ映董を見せてもらひました︒

らひました︒

六738囹

が︑考へて作ったのです︒

六677園

穴667

でるた弟が︑遠くから私を見つけて︑

六91 田のあぜに︑むしろを敷いてもらって遊ん

︿略﹀︑勢よくかけ出しました︒

二681園ドウカ︑私ノムスメヲモラッテクダ 五柵7 首わのふくろに︑通信を入れてもらって︑
犬ヲカハイガッテヰタオヂイサンバ︑

みんなに

をどりを

をぢさんにもらったゑを見たり︑をぢ

その刀がもらひたい︒

ソノ灰ヲモラッテ來マシタ︒

二901
三209園

三321
では︑

さんのお話を聞いたりして︑
三鵬3園

かぐやひめのことを聞いて︑︿略﹀﹁い

をどってもらひませう︒

四348園

六梱1

僧伽4囹

八625

自分の思ってみることを︑︿略﹀︑すっかり

これは︑いいものをもらひました︒

銃や劒を見せてもらって大喜びの弟︑

試運轄をして︑︿略﹀︑しっかり確めてか

九㎜1

を二つ押してもらった︒

九脱9 ぼくは︑てちやうに﹁あじあ﹂のスタンプ

ら︑みんなに乗ってもらひます︒

九川1囹

相手にわかってもらった時ほど︑

九409

中に傳へてもらひたい︒

七466圏さうして︑こんなこともあったと︑世の

世の別れに︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒

七465囹今ここで︑命を取られるのだから︑この

つたり︑藥をいただいたりしてゐました︒

いつもおちいさんに︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ 七327

や︑うちへもらひたい︒﹂などといふ人が︑
四353

お菓子をもらふと︑子どもたちは︑おとな

ことわってもらひました︒

五191

まだ上手には歌へませんが︑兵たいさんに

しく川のふちにく略﹀︑ねそべったりしました︒

をばさんのうちから︑二眠をすましたかひ

教へてもらった﹁愛國行進曲﹂です︒

五194
五315

こを︑二十匹もらって來ました︒

私は︑かひこがほしくてたまらないので︑
もらって來ましたが︑

五322

さっそく︑桑の葉をもらって來て︑箱の中
へ入れてやりますと︑

五328

風も吹いてゐましたが︑私は︑いつものや
桑をもらひに行く途中も︑

十242園

うに︑桑をもらってかへって來ました︒

五337
五376

ねえさんに︑こしらへてもらったわらのお

十二687

﹁ななかまど﹂や︑︿略﹀﹁さるをがせ﹂

大攣だ︒村中の人に來てもらふんだ︒

驚く農夫に︑やっと手まねで水を飲ませ

を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒

十一伽6 兵隊さんは︑俳句を讃んでもらった漏斗

などを︑石川先生に教へてもらった︒

十一876

下間押してもらったスタンプを入れて︑

五394

をぢさんのうちから︑子犬を一匹もらって

うちを︑箱の中へ入れてやると︑

五柳2

來ました︒

文子さんは︑もらった子犬も︑りっぱな軍
犬にしてみたいと思ひました︒

古柳4

817
もらえる一もん

てもらった聞多は ︑

らひたい︒

﹇貰﹈︵ 下 一 ︶ 2

もらへる

︽1ヘル︾

十一一佃6圏圖 あす朝早く︑打電の手順きをしても
もら・える

四554 勇さんによくなれたをんどりが︑ゑさ

三589 今年は海へ つれて行ってもらへる︒

﹇漏﹈︵五 ︶ 1

もらす

︽ース︾暴ききもら

でももらへるのかと思って︑やって來ました︒
もら・す
す

﹇森﹈︵名︶10

森

︽ーゲ︾

﹇盛上﹈︵下一︶3

もりあげる

しんう
るやうにもがきながら︑大きく針路を愛へた︒

あげる

もりあ・げる

もりあげました︒

盛り

三侶6﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑砂をどんぐ

もれる

︽ーレ・ーレル︾

もろなほ

もろやす

つておくれ︒
もろなほ
﹇師直﹈︹人名︺1 師直

もろもろ

十二988図圏今こそ師直・師泰の軍に立ち向かひ︑

もろなお

﹇諸諸﹈︵名︶1

身命を孟くして合戦仕り︑
もろもろ

もろなほ

もろやす

モン

身命を書くして合職仕り︑

﹇門﹈︵名︶26

タ︒

一816

サルハ︑スルスルト門ヲノボッテ︑中カ
三欄4囹

にいさんは︑しんるみの人たちに送られ

赤や︑黄でぬった門が見えるね︒

にいさんは︑ここでみんなにあいさつを

五鵬4囹その御殿の門のそばに︑井戸があって︑

四町2 門を過ぎると︑心意があります︒

ますと︑

四柵3 通をぬけて︑町の入口の門のところまで來

來ると︑

四732 門をはいると︑ゑい兵所に︑兵たいさん
が七八人腰をかけてゐました︒
四753 馬に乗った軍人さんが︑門をはいって

して︑門の中へはいりました︒

四728

て︑兵螢の門まで富ました︒

四725

ラ門ノ戸ヲアケマシタ︒

一817

ラ門ノ戸ヲアケマシタ︒

サルハ︑スルスルト門ヲノボッテ︑中カ

一81一 オニハ︑モンヲシメテ︑マモッテヰマシ

もん

秋風にたなびく雲の絶え聞よりもれ もん

﹇漏﹈︵下一︶6

障子をもれて來る窓際の明かりで︑

︽ーカッ・ーク︾

門与こもん・ばばさき

十二988図圓今こそ師直・師泰の軍に立ち向かひ︑

もろやす

て︑修行者の足もとにひれ伏しながら︑
もろやす
﹇師泰﹈︹人名︺1 師泰

三791ぼくらは・まけずにどんぐ砂をもり 十二577 もろもろの尊者︑多くの天人たちが現れ
向かふ側に︑砂を盛りあげながら︑もぐら

あげました︒

十儒5

のやうに進む皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒

十柵2

九149木の間からもれる初夏の光に︑

も・れる

いつる月のかげのさやけさ

十一347ロロ凶聞

十二283 弟子たちの中には︑ぶつぶつ不平をもら もれい・ず ﹇漏出﹈︵下二︶1 もれいつ ︽ーヅル︾
す者があった︒

もり ﹇守﹈5おもり︒こもり・こもりうた
もり

もり ﹇盛﹈5さかもり・やまもり

一683 森ノ上ガ︑アカルクナリマシタ︒

時に﹁さうしかんば﹂のはだが︑梢から
人々の中からは︑かすかにすすり泣きの
聲がもれた︒

十二241

もれる太陽の光に映じて︑︿略﹀銀色に光る︒

十一865

白く見えて︑その間から日光がもれたりします︒

一692 オ月サマハ︑スッカリ森ノ上ニ アガリ 十一747 ところどころに青空が見え︑雲の端々が
マシタ︒

までにぎはふ宮の森︒

三926圏タ日が赤い︑森の上︒
六194間どんぐひやらら︑どんひやらら︑夜

せきこう

六673囹森の木がきれいですね︒

もろい

とげのある鐵壷網も︑屋根型の鐵三儀も︑

﹇脆﹈︵形︶2

巌々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し
もろこし

もろとも■あみもろと

もろこしの葉を︑かさかさと秋風がゆする︒

﹇唐土﹈︵名︶1

﹇諸共﹈︵名︶1
も︒むらもろとも

もろとも

十274

もろこし

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒

十二佃9

まるで枯れ木のやうにもろかった︒

十悩3

もろ・い

七793国斥候になって森や林の中をかけまはった 十二631 このうはさが世間にもれて︑
り︑

裏山の森で︑忌門﹀︒﹂の聲を聞いた︒

十92図 この御苑は︑明治天皇御みつから︑森の

九価7

下道・下草まで何くれと御仰せありて︑

十︻備5 森や林の間にひろびうとひろがってみる
草原が︑ふと変畠のやうに感じられる︒

十一鉗6 あの内地の山によく似た山脈の森の中に

く

は︑どんな動物がみるのか想像がつかない︒
もり
くぢら

﹇鈷﹈︵名︶1

十6610 爾戦艦は︑︿略V鯨がもりを食ってあばれ 十一一7110囹 さあ︑切るなら︑この母もろともに切 五悩4 海の御殿の門の前に︑大きな木が立ってゐ

もり

もん一や

818

る︒

五鵬9囹 門の前の木に︑りっぱな神様がいらっ
しゃいます︒

かと︑賊が城の門まで攻めのぼると︑

七577 こんな山城一つ︑何ほどのことがあるもの

眺めてゐますと︑小さな門がありました︒

八404 萬壽が御殿のうらへ出て︑︿略﹀︑あたりを

八406園あの門の中へ︑はいってはなりません︒
八419 八幡様のお引合はせか︑門の戸は細めにあ
いてるました︒
︑−・0 うばを門のわきに立たせておいて︑姫は中
ノ4一

へはいりました︒

︿略﹀︑すべて清 ら か に ︑ 嚴 か な り ︒

ある︒

十344 學校の門を出ると︑
れん
十劉7 胡同に面した家々の門には︑聯が書かれて

十惣6 正月には︑門の戸びらに︑眞赤な紙にめで
たい文字を書いた春聯が張りつけられる︒

十一477 午後︑急ぎ足で學校の門を出ました︒
ために悪しかりなんと思ひて︑門の内へ引く︒

十一641図爲朝︑︿略﹀︑かけへだてられては父の

ひけん︑勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑

もんしょう

←こもんしょう
門柱

七柳8

日が沈んだばかりのところがら︑さし出た

いく百筋のこまかい金の矢が︑タ空を染めて︑

八119 日本に春が來ると思へば︑もう矢もたても

﹇門柱﹈︵名︶1

や

の

とのさまのけらいたちは︑弓に矢をつ
にいさんは︑この弓と矢を持って︑山へ

がへましたが︑

四395
五聖2園

一人の若い男が︑つかつかと進み出て︑

いらっしゃい︒

六㎜4

音高くつるからはなれた矢は︑﹁ぼん︒﹂と︑

︿略﹀︑弓と矢を︑星雲につきつけました︒

六棚6

道眞は︑つづいて︑第二の矢を引きしぼり

的のまん中の星を︑射抜いて立ちました︒

濫費8

これも︑みごとに︑ちゃうど第一の矢とす

ました︒

六醜1

れすれに並んで︑まん中を射抜きました︒

矢をつがへ︑矢を放ちました︒

らぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒

六撹4

的をはつれる矢は︑一本もありませんでし
た︒

六葉4

ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひを定め

八本の足を一つにそろへ︑胴を先頭に︑ま

きつねの前なる土に立ち︑きつねは︑そ

するどき矢をささしめたまふことよ︒

ためつぐ

三浦の平太郎今次といふつはもの︑景正

みうら

爲次︑ことばなく︑ひざをかがめ顔を押

さへて︑矢を抜き取りけり︒

九638図

が顔をふまへて矢を抜かんとす︒

九629図

り︒

九625□薗凶矢を折り捨てて︑その場に敵を射倒しけ

ば︑たやすく抜けず︒

九624図矢は︑首を骨ぬきてかぶとに射つけたれ

九624図敵の矢にて右の目を射られぬ︒

九618図圓

義家︑背を向けてうつぼにささせけり︒

九613図宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑

九608図年矢は當らぬに︑死にて候︒

の矢につき測りて倒れたり︒

九606図

めて︑きつねの前なる土に立ち︑

九605図矢は︑あやまたず頭上をすれすれにかす

を抜きて弓につがへ︑きつねを追ひかけしが︑

九602図背に負ひたるうつぼより︑かりまたの矢

るで矢のやうに進みます︒

八宙6

てひようと放つ︒

八737図

向を見定めて︑矢のやうに飛んで行った︒

八662 上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑すぐ方

八307図矢を取る者は弓を取らず︒

弓を取らず︒

たまらず︑北をさして進むのです︒

小さな子どもは︑給も字もわからないころ

八307図弓を取る者は矢を取らず︑矢を取る者は

もんちゅう

十劉12
もんむ
﹇文武天皇﹈︹人名︺1 文武天皇

き

文武天皇がまだ皇子でいらっしゃったこ

から︑この門柱の聯を眺めてみる︒

あ

ろ︑大和の安紫野で狩をなさった︒

やまと

十一一428

もんむ

もんむてんのう

十一643予熱これを見て︑防ぎかねて引くとや思

もん﹇▽こもん

門の柱にぐざと突き立つたり︒

十一664図矢はかぶとの星を射けつつて︑後なる
﹇紋﹈︵名︶1

もんじ Oまいちもんじ

り︑詩の一節であったりするが︑

十別7 聯が書かれてある︒めでたい文句であった

れん

もんく ﹇文句﹈︵名︶1 文句δふたもんく

三684 大きな梅ばちのもんがついてゐました︒ 聖裁4 第三︑第四︑第五と︑道眞は︑目にもとま

もん

のや・にのや・ひとや・へろへろや・ゆみや・よこ

十59図 水屋の水に沖すすぎて︑この門を入れば︑ や ﹇矢﹈︵名︶44 矢呂おおや・おんや・かりまた

や

819

や一や

九桝6

秋上伊織介がそれを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

あきあげいおりのすけ

九御3 伝言は︑弓に矢をつがへて鹿介をねらった︒
これも手早く矢をつがへてひようと射る︒

九価3 弓折れ矢孟きて︑勝久はいさぎよく切腹す
ることになった︒

おほなぎなた

十柵4図向かふの岸より敵の放つ矢に︑畠山︑馬
の額を射られ︑

幽門8図 矢も皆轟きければ︑大太刀︑大長刀を左
右に持って︑散々になぎ倒す︒

十一194図 三人張りの弓に十三束三伏せの矢をつ
がへ︑
わきぼら

十一196図 その矢︑︿略﹀荒尾の九郎が甲を通し

や
や

←あめのいわや・あめやさん︒いかけや・

﹇夜﹈δじゅうごや・だいいちゃ

ぐざとばかり︑矢のなかばまで射込みたれば︑

﹇屋﹈

いとや・いとやさん・いわや・うまや・うわや・お
もちややさん・おんちゃや・きんぎょや・きんぎょ
やさん・こおりや・こどもやおや・さかなや・すえ
ひろがりや・とけいや・とこや・とまや・ながや・
ヤ

や

はまや・ひらや・まんじゅうや・やおや
︵感︶8

や︑物の欲しい時は︑大聲に呼ばはる

や︑うかと致した︒

一551圃國ヤ︑コンニチハ︒

や

十二789囹

十一一787園

十二802園

や︑それが末廣がりでござるか︒

や︑よいことがある︒

ものと見える︒

十二805園

や︑おのれ︑買物にはまんまとだまさ

て︑右の脇腹までぐざと射込む︒

ればこそ︑前の矢を見ながら︑ここを射よと胸を

十一206図國 この者︑甲の下に腹巻を重ねて着た

十二871園

︵係助︶11 や宣いざや・いまや・いわんや・も

しや

や

十二872囹や︑これはこれは︒
十二873園や︑これはおもしろいそ︒

れて︑申しわけに︑はやしものをするとは︒

たたくらん︒

十一586図 五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三
十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一602図國火を逃れん者は矢を免るべからず︑
矢を恐れん者は火を盗るべからず︒

十一602図圓 矢を恐れん者は火を採るべからず︒
いまだ天の明けざる前に勝負を決すること︑
﹁︿略﹀︒﹂と思案して︑つがひたる矢

﹁さては︑大將に組めとや︒﹂

能登守教経は︑今日を最期とや思ひけん︑
ら

六波羅殿や御向かひあらんと心得て︑

ろくは

十一紬1亭亭

﹁︿略﹀︒﹂といひければ︑義朝︑道理

ひけん︑勝ちに乗って門の際まで攻め寄せ︑

十一642図判これを見て︑防ぎかねて引くとや思

にやつまりけん︑そののちは音もせず︒

十﹇637図

十側3図國

十佃5図

十999図人々の心を見んとや思ひけん︑

しなど聞ゆ︒

九685図圏まことにや︑都にて玄馬そろへあるべ

十一607図國爲朝が矢二つ三つ放さんばかりにて︑ 九6610図圓
その馬の債は︑いかばかりにや︒
十一6410図
をさしはっす︒

百騎に向かふとも︑つひにはかなふべからず︒

十一653図國 もし矢壷きて打物にならば︑一騎が

かう

十一664図矢はかぶとの星を山けつって︑後なる
門の柱にぐざと突き立つたり︒
ふかす

野國の住人深雪の七郎︑つとかけ出でければ︑

づけの

十一671図 すでに矢取ってつがふところに︑上
十一673図 かぶとの板を筋かひに︑左の耳もとへ

は霜やふむらむ

ひをけ

山門高き松風に︑

山上憶良の作である︒

やまのうへのおくら

をのこやも空しかるべき萬代に語り

十二69図圏大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人

十一一443図説

つぐべき名は立てずして

ことしゃほう年︑穂に穂が咲いて︑み

や

昔の音やこもるらん︒

十二774図魍建長︑圓畳古寺の
︵係助︶2

五655圃

や

なまではまつくてたべられやしないよ︒

ちの小草も米がなる︒
十一矯10園

九田2 それが敵方の一人河村新左衛門であると知

かはむらしんざ ゑもん

や︵接助︶3や尋やいなや

勝報上聞に達するや︑司令長官にたま

るや︑身をかはして︑ざんぶと川へとび込んだ︒

當時の母の慈愛の態度を聞くや︑病床に

へる勅語の中に︑︿略﹀と仰せられたり︒

十一577図
十二733

ヤ や

さめざめと泣いた︒

シタ︒キイロナハヤ︑マッカナハガ︑

︵並助︶鵬

二314

チテヰル木ノ枝ヤ︑カレ草ナドヲ︑ヒ

や

二34一

︒ミンナデ︑カレ枝ヤオチバヲカブセル

ノ中カラ︑オカネヤタカラモノガ︑タ

妹ガ︑﹁キンギョヤコヒバ︑ドウシテ

ニ347

ニ873

ヲツクト︑画定ネヤタカラモノガ︑タ

一一505園

ニ892

ひます︒この机やこしかけを︑かは

ガ︑トノサマノ目ヤロニハイリマシタ

な木をつんだ車や︑石をつんだ車が

ニ934

二鵬6

郎さんは︑ねえさんや弟たちと︑ささの

ニ986園
三242

三324 雄さんは︑せんかんや︑じゅんやうかんや

三324 や︑じゅんやうかんや︑くちくかんや︑せ

三325 かんや︑くちくかんや︑せんするかんなど

三487園︑いまにその山や海へ行ってみる

や一や
820

五226

︑野や山を開いて田や畠にしたり︑道をつ

︒心を合はせて︑野や山を開いて田や畠に

三499囹 ︑水は︑木の根や︑草や︑落葉の間 五185 ら．︑キャラメルの箱や︑氷砂糖のふくろを
三499囹 ︑木の根や︑草や︑落葉の間にたま 五208 ︑毎日︑大勢の兄弟や仲間といっしょに︑
三763些した︒波うちぎはや砂はまで︑貝を見 五218 池の中で見かける鯉やふなが︑親ではない

五617

なさいました︒人間や︑牛や︑馬の隻脚も

︑一日中︑海のお話や︑中耳で︑にぎやか

五677團

みたでせ

五617

ました︒人間や︑牛や︑馬の病氣も︑おな

五877

日山へ行って︑鳥や︑けものを取ってみ

なみの底︑たひやかつをが

五618

した︒また︑めだかや︑どぢゃうなどとい

三764團 おさらのやうなのや︑かたつむりのやう

五618

四131
くさんの米や︑萎や︑豆をつんで︑都

︒さうして︑稻の葉や董に止ります︒取ら

五424圃

は︑たくさんの米や︑変や︑豆をつん

三764團 つむりのやうなのや︑いろくありま
三947 られた兵たいさんや︑戦地ではたらい
三鵬4囹ああ︑見える︒赤や︑黄でぬった門が
三半2 日︑うらしまは︑父や母のことを思ひ
四131
五伽7園

たかい馬のからだや︑すべすべした︑や

四178 こしながら︑軍かんやひかうきのおもし
六109

思って︑おとうさんや︑おかあさんの方へ

歩いてゐます︒電車や︑自動車が︑ひっき

めに︑たくさんの男や女が集って望ました

は︑赤くぬった宮殿や︑お寺のお堂が︑あ

やうなものです︒父や︑近所の人たちがか

は︑手足の痛む病人や︑傷の痛みがなほら

す︒書間は︑働く人や︑牛にゑんりよをす

した︒お米や︑お酒や︑お餅や︑魚・大根

運ばれました︒お米や︑お酒や︑お餅や︑

米や︑お酒や︑お餅や︑魚・大根・にんじ

なさんのおとうさんや︑おかあさんも︑ゐ

航です︒見送りの人や︑積荷をしてみた人

んめいで︑ハンケチや帽子を振ってゐます
︒大きいのは︑満洲や︑支那や︑南洋など

のは︑満洲や︑支那や︑南洋などへ行く船

四備6 北風の作った雪の山や︑氷の池を︑少しで

四佃1 と吹きまはって︑雪やあられを降らせたり

四川5圃並んで次の段︒笛やたいこでにぎやかな

四手3 かりました︒町の男や女たちが︑この兵た

四悩5 るの卵や︑にんにくや︑はすの實などを︑

四脳4 の卵や︑あひるの卵や︑にんにくや︑はす

四脳4 くや︑にはとりの卵や︑あひるの卵や︑に

四 3 には︑赤いらふそくや︑にはとりの卵や︑

四佃7国 には︑戦孚のことや︑支那の子どものお

四糊5 れから︑學校のことや︑うちのことなど︑

六717

六406

六349團

六343團

六253

みかんの木は︑しもや雪をじっとこらへて

といふ木に︑むしろやこもの着物を着せて

六168團

な職艦や︑巡洋艦や︑航空母艦も︑この

七佃6圏
高い空だ︒煙突やアンテナが︑せいの
ふついん
ら︑今のフィリピンや︑佛印や︑タイや︑

年産8 ︒遠くの木立や︑家や︑煙突が︑くっきり

七柵8 いこと︒遠くの木立や︑家や︑煙突が︑く

七826国

七818国︑いろくな命令や注意などを受けます

七802国

七796国

六265ろいうな害虫が︑葉や枝にとりついて︑み 七794團

六254

だ︒かうした勇氣やおちつきは︑子ども

六343国︒山のやうな職艦や︑巡洋艦や︑航空母

六293

さますと︑をぢさんや︑をばさんが︑うち

六422園

き︑おうちのことや︑學校のことを知ら

うさんは︑をぢさんやをばさんに︑﹁︿略V

鞍下9

をしたり︑お汁粉や︑大福餅をたべなが

このやうに︑野原や山を一日中かけまは

︿略﹀︒﹂と︑小銃や浮腰銃を撃つたり︑

七793国︒斥候になって森や林の中をかけまはつ

七7810国 り︑﹁をりしけ︒﹂や︑﹁ふせ︒﹂の姿勢で

さうでした︒黄色や︑赤い木の葉で︑

四204
六129

四榊9園追ひはらって︑野や山をまつ白にしてや

六884團

六733

いらしいさくらさうや︑ひなぎくも︑咲い

中心9 フィリピンや︑佛印や︑タイや︑ジャワ・

じゅんやう

じゅんやう

かうくうぼ

かうくうぼ

飛ばしたり︑自動車や船を走らせたりする
たが使ふ消しゴムや︑ゴムまりも︑はる

浮かべたり︑えびやめだかも︑泳がせて

せきこう

いにたたんだ軍服や︑背嚢などが︑きち

丈夫ですから︑けらや︑もぐらのやうに︑

ふついん

七川1 して︑そこで島の人や︑南支那から來る船

ふついん

七981 して︑けがをした者や︑つぶれた家の下敷

七853

ました︒をぢさんや︑をばさんも︑お愛

四価4 を追ひたてます︒野や山が︑また︑雪でま

六時1

が生き生きして︑赤や︑白や︑むらさきの

七柵9 ンや︑佛印や︑タイや︑ジャワ・スマトラ

たいは︑すっかり人や馬でうづまった︒こ

四描1 しからとかして︑野や山を暖くします︒七

六号7

生きして︑赤や︑白や︑むらさきの花が︑

七775国

四備2 せます︒すると︑草や木が︑だんだんと十

六鵬7

の日は︑おかぐらや︑すまふがあります

四備5園 す︒﹁北風が︑雪や氷で︑野山をまつ白

六軒6圃

れたみかんは︑汽車や汽船にのせられて︑

五167 っしょに︑黒いぶたや︑ふとったひつじが

したり︑おかぐらや︑すまふを見たりし

5101091071010101541037

金備6園わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑

六154團

四324 切って來て︑ざるやかごを作ってゐ
四361ました︒おちいさんやおばあさんは︑大
四964 まいて歩くと︑妹や弟が後からつい

七七七七七七七七七七七七七七六
57 55 55 53 52 52 41 41 41 39 34 32 24 15 139

︒さうして︑日本船や支那船が︑貿易する
さうを仕立て︑荷物や武器を積んで︑異質

こめておいて︑武器や船具を没牧させてし

だやかに出て︑武器や船具を返してくれる

にるましたが︑通繹や︑そのほか今人の者

つうやく

た︒ノイツは︑武器や船具を返さないばか

七備6園 ︑このさい︑船具や武器のお引き渡しを
七梱1 び没牧してみた荷物や︑武器・船具︑その

八63末ごろ︑燕が︑電線や物干竿に︑五六羽ぐ
八810く飛ぶ鳥です︒汽車や自動車も︑かなはな
︒また︑時にあらしや︑そのほかの思ひが

くわだん

︑また︑木立や︑池や︑運動場や︑豪く
いわ
花
立や︑池や︑運動場や︑奮い花壇などがあ

九415てみると︑その考へや感じが︑心の中で思

九4910
くの海で取れたあぢやさばが︑青光のする

九418なかった考への不足や︑感じ方の淺さがは
九418かって︑自分の考へや感じを︑いっそうく
九422は︑まだまだことばや文字のありがたさを
九488てるる︒このまぐろや︑さめをのせた小舟

射抜く封戦車砲︑馬や牽引車で引いて行く

けんいん

通じてゐますが︑川や堀に︑奏上といふ船

どみなさんが︑暑さや寒さにうち勝って︑

九505作り場では︑まぐろやさめの腹をさいて︑
九506を入れて送り出す者や︑木箱にぎっしり氷

車で引いて行く野砲や︑重砲一iかうした

ます︒さうして︑赤や︑黄や︑みどりの︑

うち勝って︑からだや心をきたへて行くの

九507めて︑荷作りする者や︑まるで職場のやう
九535間もなく︑甲板士官や傳令員が起きて要る
九545られる︒すべての窓や出入口は開かれる︒
九759さんは︑かまの天井や壁をこっくとたた
九857 ︑手のひらで牽く首やせなかをなでてやる
九877れらの星にも︑名前や些些があり︑位置も
お茶わんや︑おはしゃ︑おわんを並べたり

た活動をします︒岩や砂の上を歩く時は︑
︑みんなのお茶わんや︑おはしゃ︑おわん

のやうな形で︑黄色やえび茶色をしてみる

になってみただんろや︑ペチカや︑オンド

九8810が︑反封に南の沖縄や墨守でしたら︑ずつ

さうして︑赤や︑黄や︑みどりの︑何とも

ただんろや︑ペチカや︑オンドルなどとも

7

ふち

たいわん

り耕した畠に︑大豆や︑かうりやんなどの

れが顔に當って︑目や鼻へゑんりよなくは
九9510

九913 つて行くのです︒日や月が東から出て西へ
九929 ︒さて︑この北極星や北斗七星を目當てに

おきなは

の傾斜面は︑拝観者や︑青年學校・國民報

ながけの下の青い淵や︑勢こんで流れる水

103

7

を入れたり︑燃料や爆弾を積み込んだり

へはいって︑床の下や壁の中で聲高く鳴き

だいじな物資や︑郵便物や︑私たち
103

6

八95

11078212269884477377
はらひを受け︑祭具やお供へものをささげ

106

3

しけんぢやう

る︒騨前には︑馬車や自動車が行ったり來

けてるたり︑燃料や︑電力を調節したり

ねんれう

黄色味を帯びて︑壁やへいの強い反射がい

な物資や︑郵便物や︑私たちを一二に運
が
たって來る虫は︑蛾や︑こがね虫など︑ど
10了

1

八108初めにかけて︑汽車や飛行機で︑何回にも
なし
すみみったう
八145たべる︑おいしい梨や水蜜桃などが︑畠で

りながら︑在郷軍人や︑婦人會や︑女子青

だ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだにつ

ん︑そのそばで︑銃や劒を見せてもらって

にと︑焼いたするめや氷砂糖を︑紙に包ん

い

108

6

園園

九九九八八八八八八八八八八八八八八八八
16 14 12 13了 133 133 120 120 116 110 109109100冊0 96 96 95 94 94
九203国︑熱帯の大きな木やかづらがからみつい
九226国出したり︑くに子や︑ひさ子の世話をよ
九267聞くと︑附近の密林やゴム園の中にかくれ
九326園なの中にあるお米や︑かんづめや︑ピー
九326園お米や︑かんづめや︑ビールや︑みんな
九326囹んづめや︑ビールや︑みんな出してあげ
九384ことを︑おとうさんや︑おかあさんや︑先
九384さんや︑おかあさんや︑先生や︑お友だち
九384おかあさんや︑先生や︑お友だちに早く知
九398やうな時には︑手紙や文に書いて知らせま
九401書いたりすることばや︑文字がよくわかる
九402私たちの話すことばや︑書く文字が︑まっ
九411し富んで︑ことがらや心持がよくわかった

110

5

九惣5 に供へられてるた馬や︑牛や︑ひつじなど

九別11 そばには︑馬や︑牛や︑ひつじなどがつな

九加11 オボのそばには︑馬や︑牛や︑ひつじなど

浅川9 て行く︒遠く國務院や︑経義軍司令部の建
九加9 たり︑手製のチーズやバタなどを供へたり

事試験場のひつじや牛が︑かけっこをし

園

は︑小船で︑この川や堀を傳はつて︑大阪
︑大阪の物産も︑堀や川を通って港へ送ら

つてゐます︒中之島や︑その附近には︑高
かうつのみや

たの町には︑映垂館や劇場があって︑人の

つりしてある高津宮や︑その近くにある戦
いいはれのある神社やお寺です︒ことに戦
があり︑また︑木立や︑池や︑運動場や︑

圃圃
115

1

︑47同じことです︒梨畠や桃畠へはいって︑黙

1

九九九九九九九九九

ノ﹂聖一

3

206

八164す︒實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋
かうぺ
八182す︒皇湾から︑神戸や︑東京へ通ふ汽船と
からふと
八188かかります︒北海道や樺太はいふまでもな
八197團た大連の給はがきや︑地圖が︑教室に張
八211国
で︑堅人の子どもや︑ロシヤの子どもた

6

犯公園には︑美術館や動物園があり︑また

7

在郷軍人や︑婦人會や︑女子青年團の人々

344345533
92

四6

1873102
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ノ、
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八

821

や一や

十一718

十一486

十一446

十一446

十一433

十一317

十一311

十一281

おぼろ雲は︑亜門や︑薄雲・いわし雲な

といひます︒太陽や月が︑大きなかさを

んが︑おとうさんや分家のをぢさんなど

さんの人形や︑家や︑車が並べてある︒

︑たくさんの人形や︑家や︑車が並べて

なった︒あの乳母や犬きも︑紫の君とい

方によって︑尊敬や謙遜の心をこまやか

に︑何でも﹁御﹂や﹁お﹂をつけさへす

ることに︑﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬ふ

のやうに︑﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬語

るからだを︑はめ板や︑手すりにっかまつ
あくま
ますしけて來て︑波や風の音が︑悪魔の叫

十佃7園 ︑木地に︑すき間や︑きずをなくすため

十︻梱3

十一999園

十一989

十一922

十一9010

十一874

間︑もっぱらさけやますの泳ぎまはって

はくさんいちげ﹂や︑深紅の﹁べにばな

た﹁ななかまど﹂や︑大木から長くひげ
らん
た︒小さなすみれや︑蘭もところどころ

て︑おとうさんやおかあさんを︑だい

をさげ︑妻は︑なべや︑やくわんや︑平ぎ
︑なべや︑やくわんや︑布ぎれなどを持つ

十一描5団

十﹇503園

十一2710

ある︒また︑相手や目上の人の動作を述

九劉5 られてるた馬や︑牛や︑ひつじなどは︑そ
十216海岸には︑扱い砂原や︑黒い帯下が現れて
十294 ︒盲同くのびたポプラや︑茂ったアカシヤは
十401す︒したがって︑雲や︑雨や︑あらしや︑
十401たがって︑雲や︑雨や︑あらしや︑さうい
十401雲や︑雨や︑あらしや︑さういった︑この
十406に︑太陽から隠る光や熱を調節するものが
十874 ル將軍に︑ぶだう酒や︑鶏や︑白菜などを
十874に︑ぶだう酒や︑鶏や︑白菜などを送りと

十︻742

に比べると︑積雲や︑入道雲や︑かなと

十︻261

十965園なら︑將士の氏名や︑生まれ故郷も書い
ざっし
私たちは︑毎日︑本や︑新聞や︑雑誌を讃
︑毎日︑本や︑新聞やざ
︑っ
雑し
誌を讃んでゐま
十一775

︑積雲や︑入道雲や︑かなとこ雲は︑い

れ故︑自分のことや目下のもののことを

ます︒時には綴り方や︑手紙を書きます︒

十一775

十一271

す︒殊に︑人の姓名や︑地名などには︑お

あって︑意味の違ひや︑文のおもしろみを

の子どもは︑茶わんや︑紙や︑油や︑マッ

を始め︑神武天皇や日本武尊の御事蹟︑

らない︒トラックや戦車は︑全部木かげ
やまとたけるのみこと

て來た花ばさみや花器などが︑そつく

かり︑大きなますや︑さけがかかってゐ

らしいが︑水温や潮の流れはどうだい

もは︑茶わんや︑紙や︑油や︑マッチを持

十一槻9
べに

十一梱3

なし

茶わんや︑紙や︑油や︑マッチを持つた︒

十十十十十
118117114114114

あった︒いくら︑腰や腕がつかれても︑こ

ざらさ

や

ぎ

くわてう

くわてう

の葉に包んだ御飯や︑バナナのあげもの

ざらさ

ップルや︑ザボンや︑パパイヤなどもあ

十一㎜9

ジャワ更紗で︑赤や青や緑などで︑花鳥

か︑パイナップルや︑ザボンや︑パパイ
十一脳6

ワ更紗で︑赤や青や緑などで︑花鳥を染

十一㎜10

出した机の上に︑梨やぶだうを供へた︒紅

十一脳6
せんめん

破片が︑揚少年の肩や背にあたった︒少年
やなぎ
から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑ねむの
やなぎ
じゅの枝や︑楊の木や︑ねむの枝などが︑
いす

十一脳12
しゅ ぬ

ても︑別におもちゃや給本などを持って︑

せる︒高原にも牛や羊や水牛がみる︒ス

バナナのあげものや︑山羊の僥肉などが
ひつじ

十一脳12

︒高原にも牛や羊や水牛がみる︒スチャ

せんめん

十一踊3

い す

掛ける朱塗りの椅子や︑洗面器や︑道具を

十一㎜3

ひつじ

んを取り巻く︒黄色や︑紅白の糸たばがく

十十十十十十十十十十十十十十十十
216 216 215 214 214 212 20了 207 204 204 204 204 204 1認

13了

216

や

し

かうぺ

ほうわうぼく

よこすか

緑の葉の椰子の木や︑鳳生木などが茂り

れて來た陸地の姿や︑木々の色が︑フィ

山脈を控へ︑神戸や横須賀などと同じく

われわれには︑森や林の間にひろびうと

ろに︑ニッパ椰子や︑サゴ椰子や︑びん

そっくりな鳥の聲や︑今まで聞いたこと

椰子や︑サゴ椰子や︑びんらうが生えて

さは︑内地の言託や町に住む人々には︑
︒その店先は︑赤や黄色のあざやかな花

とほるやうな水色や︑赤や︑緑の薄いき

しゃんはい

かんとん

やうな水色や︑赤や︑緑の薄いきれ地な

ことである︒上海や墨東あたりの支那学
ぶた
る︒床下には︑豚や︑鶏が飼ってある︒

げる︒土地の習慣や生活には目もくれな
︒もうもうと︑煙やガスが立ちこめる︒

さな雲母や︑石英や︑長石などが︑こち

ある︒小さな雲母や︑石英や︑長石など

かきのもとのひとまろ

やまべのあかひと

る︒かういふ兵士やその家族たちの歌が

である︒木は︑枝や葉を震はせながら︑

歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人の作も︑

マーや︑シャベルや︑つるはしを荷物墓

進ずる︒ハンマーや︑シャベルや︑つる

はり

も︑敵のトラックや戦車がおいてきぼり

梁にのぼって︑釘やかすがひを打ち込む

よ︒しゃくやくや︑すみせんが︑雪の

といはれ︑その敷や大きさは︑凡そ十一

でも︑幼い時︑母や祖母にだかれて︑か

で︑昔から︑海員や船客たちは︑どんな

に空をおほふ揮幕や︑いどみかかって來

@や

おなつかしや︑母上様︒

進めや︒﹂とて︑眞先にかけ進めば︑

18

8

りの椅子や︑洗面器や︑道具を入れた︑こ

や

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
八八

29544
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9
9
101010
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1
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や一や
822

823
や一やかた

ちの前へ押しかけて來ました︒

八5710 兵隊さんは︑やれうれしやとばかり︑私た

﹁杉野はいっこ︑杉野はみずや︒﹂

八768図圓あざけらるるは︑源氏一門の恥ならず
や︒

八872図團
とかしこしや︒

十96図 とこしへに大御心をしのびまつるも︑い
十123圓国 君の御恩に報ゆるためには候はずや︒

十298囹生かしておかうや︒
十三7千国 この川は西國一の大川そや︒
十鵬1図圓 佐々木の四郎高綱︑宇治川の先陣そや︒
十悩8図圓 宇治川のかち渡りの先陣そや︒
十麗6図國 寄れや︑寄れ︒
十盟2図圃 土ぼこりうづまき立つや十あまり荷馬
乱すぎ行く夏草の野路に

十一247図圖進めや︑つはものども︒
十一619楽音 戦ふともいかで利あらんや︒
十一掴7図圃 來たらば來たれ︑恐れんや︒

十二949圏 これほどの道理に迷ふべしや︒
十二961署長 いつのほどに忘れけるそや︒

二522圏国雪ヤコンコ︑ アラレヤコンコ︑

や ︵間助︶13 ヤ やnVがんじつや

二523圏國雪ヤコンコ︑ アラレヤコンコ︑
九梱7図圃 秋晴れや旗艦にあがる信號旗

ふ

じ

めいせつ

九鵬3 多くの勇士は︑むざんや枕を並べて討死し
た︒

子規

十982図圃元日や一系の天子不二の山鳴雪

するのですよ︒

十一搦2図圏 木から物のこぼるる音や秋の風
い つ
十一榴8図圃 箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

古人いへらく︑

沖の小島に波のよる見ゆ

十二379図圏
とふ東大寺︒

いちやう︑

ヤァ

やあ←えいやあ

オ月サマが出タ︒

カメサンダ︒

らくかさんぶたいだ︒

二本並んでむしばができてみ

豆蒔媛︑︿略﹀︑すがだたみ八重︑皮だた

皮だたみ八重︑

上におりたまへり︒

﹇八重桜﹈︵名︶1 八重櫻

がらん

九88図 きぬだたみ八重を波の上に敷きて︑その
やえざくら

や

こらう

﹇矢面﹈︵名︶1 矢面

﹇八百屋﹈︵名︶2
の買出し︒

︵副︶2

やをら

八百屋だ︑毎日︒

五762圏
で︑

とすれば︑

十一一佃5圃

八百屋の車だ︑

子ども

八百屋与こどもやおや

おかあさんと四人

←あざやか・おだやか・かろやか・こまやか・

とうかん
野外統監

野外統監部を遠く望むところで︑私たちは

とうかん

部野外統監部

野外統監部へ︑天皇旗をお進めになって︑

﹇矢風﹈︵名︶1 矢風

いざさらば︑大家に矢風を負はせ︑

館

八幡太郎藁家︑關白頼通の館にて軍の物

よりみち

﹇屋形﹈︵名︶3 屋形
はちまん

九579図

やかた

引き退けんと思ふは︑いかに︒

十一657図國

やかぜ

御統監の大元帥陛下がお出ましになりました︒

八611

葬観してゐましたが︑

八601

﹇野外統監部﹈︵名︶2

ごやか・にぎやか・はなやか・ゆるやか

さわやか・すがやか・すみやか・つつましやか︒な

やか

焚表を聞し召し︑やをら御起立︑

着払國皇帝陛下は︑大本管の歴史的な

十467図胸ををどらせつつ︑やをらかまを開かん

やおら

おとうさんは出征︑

五753圃子どもの車だ︑

やおや

に立ちふさがりていひけるは︑

十一1910図弟の彌五郎これを敵に見せじと︑矢面

やおもて

八重櫻︒

左に高き大 十二373図圏 古人いへらく︑ 奈良七重七堂伽藍

虫干しやをひの僧

十二755図圃登るや石のきざはしの

十一一悩5図魍古池やかはっとびこむ水の音
︵感︶10

十一一悩9図圃菜の花や月は東に日は西に
やあ

一687園

V園

三122囹
三401囹

﹁やあい︒﹂と

やあい

やあ︑よく來たね︒

方の大將と見た︒

九㎜10園

︵感︶1
四907国肉

やあい

︵感︶1やい

三ちゃんだったやうです︒

やい

やいなや

やい︑太郎冠者︒

︵接助︶−

十一一8510園

やいなや

くだるやいなや︑三千鯨騎︑一度にどつ
とときをあげて︑

八345図

九87図

み八重︑きぬだたみ八重を波の上に敷きて︑

九87図

いったのは︑やはり やがいとうかんぶ

三905園やあ︑ごくらうでした︒
六102囹やあ︑もう學校がすんだのか︒
八797篭 ﹁やあ︑兎︑兎︒﹂と大宰に叫んだ︒
工伽4囹 やあ︑それなる赤糸をどしの甲は︑尼子

黷W59園
やあ︑たいへん︑たいへん︒

る︒

、

、

、

P5

十一461審尋きや︑おまへはおにいさんのお供を やえ ﹇八重﹈︵名︶3 八重

十988図鶴 山門をぎいととざすや秋の暮

やややや
ああアア
、

一一
一一

やがて一やがて

824

書しける時︑

でぬ︒

九585図 やがて匡房︑關白の館を出で︑義血も出

﹇臆﹈︵副︶ 6 8

やがて

十麗4図 大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑
やがて

﹁︿略﹀︒﹂と︑力強く水をかきますと︑

五905 かいをいっせいに水にひたします︒やがて︑

六257 このみかんの木に若芽がすくくとのびあ
﹁かはいさうに︒﹂と︑私はいひました︒

がり︑やがて︑まつ白な花が咲いて︑
六732

やがて︑おとうさんが︑錦って來られました︒

六923 みんなは︑雪のたまを︑いくつもいくつも
ので︑みんなは︑雪のたまをかかへた︒

こしらへた︒やがて先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた

六梱2 目のとどくかぎりはまつさをな水です︒や
がて網場へ來ました︒
陸しました︒

六襯8 遠い空から飛行機がやって來て︑やがて着

やがて息を深く吸って︑静かに歌ひだしました︒

七284 少年は︑︿略﹀考へてるるやうでしたが︑

七4710 海賊どもは︑じっと耳を傾けて聞いた︒目
には涙さへ浮かべてみた︒やがて曲は終った︒
つた義光は︑やがて宮に追ひつきたてまつった︒

七653 錦の御忌を肩にかけ︿略﹀その場をたち去

螢生活をするやうになるのですから︑

七843團 武男くんたちも︑やがては︑かういふ兵

柔かい土の中にもぐりこんでしまひます︒

七欄6

じっとして動かうともしません︒︿略﹀︒く

この糸を︑引つばったり動かしたりしてゐ

もは︑やがて後の方の足を動かして︑

七掴7
ましたが︑やがてそれを傳って︑向かふへ渡り始
めました︒

遠い國のことを︑話し合ってみるのかも知

れません︒やがて︑九月置なかばを過ぎると︑燕

八76

は︑そろそろ日本を去って行きます︒
はす
大きな蓮のつぼみのやうなものがっきます︒

やがてそれが開くと︑

八171

これらの民族のことばがちがってみても︑

やがて日本語を通して︑たがひにお話ができ︑心

八231国

親子は手を取りあって泣きました︒やがて︑

持が合ふやうになりませう︒

八429

騎兵の一隊が︑勇ましく私たちの前を通り

うばも呼んで︑

八571

んの戦車が來ました︒

過ぎました︒︿略﹀︒やがて︑また︑︿略﹀︑たくさ

戦のやうすは︑一向わかりませんでした︒
やがて︑野外統監部へ︑天皇旗をお進めになって︑

八611

三四人は︑列を離れて眞一文字にすべりお

御統監の大元帥陛下がお出ましになりました︒

八821

りた︒︿略V︒やがて︑十人︑二十人︑次々にすべ
り始めた︒

おほえ
御堂筋といふ大通を進むと︑やがて大江橋
なかのしま

を渡って︑中之島といふところへ來ます︒

八908

鐵の柱は︑熱い櫨の中で︑じっとがまんを
しばらく考へてるたガリレオは︑やがて︑

目をうばはれるのであるが︑やがて︑左右を取り

巻く山の木々に︑われわれは目を移すやうになる︒

なかだち

谷間をのぼって行くと︑やがて標高千百五

十メートルの中立神宮備林に着く︒

九136

たいこ
最初の太鼓が︑あたりの静けさを破って鳴

らされる︒︿略﹀︒やがて第二の太鼓が山農髄に響

九158

副長はもう上甲板に出て︑今日の天金はど

き渡って︑

九537

うかと空を眺めてみる︒やがて午前五時の鐘が鳴

義家の万庶︑これを聞きつけて︑

ると︑當直將校が元値のよい聲で號令を掛ける︒

九585図

の館を出で︑義家も出でぬ︒

﹁︿略﹀︒﹂と心のうちに思へり︒やがて匡房︑關白

一豊︑すなはちその馬を求めたり︒やが

て馬そろへの日とはなれり︒

九6810図

て︑下からじっと見てゐますと︑やがてその星は︑

九911星を︑東へさし出た軒端にすれすれに當て

軒端にかくれて見えなくなります︒

九鵬8 障子に輕くぱさと止った虫が︑やがて﹁す

いっちよ︑すいっちょ︒﹂をくり返す︒
わ せ
何よりも︑たんぼに早稻の穗が出そろって

九柳10

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒やがて二

しばらくはたがひに呼吸をはかってみたが︑

百十日が來て︑農家はただ風ばかりを心配する︒

やがて狼介は満身の力をこめて︑鹿介を投げつけ

九伽7

ようとした︒

九鵬4 多くの勇士は︑︿略﹀討死した︒勝ちほこ

この汽車に乗れて︑ほんたうにうれしい︒

つた敵の大軍は︑やがて出雲一國にあふれた︒
九㎜3

しへい

やがて金州にさしかかると︑車掌さんが説明する︒

日にやけた顔で笑った︒

九蹴9 四平に着く︒︿略V︒やがて︑﹈人の兵隊さ
自分の脈を取ってみました︒
ふち
んがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元氣よく話しながら︑
しばらくは︑︿略﹀淵や︑︿略﹀水の清さに︑
九128

八鵬7

してみるのです︒やがて︑櫨のとびらがあいて︑

七865 この小さな虫が︑やがて木をおりて︑︿略V︑ 八989

でるますが︑やがて起き直ったと思ふと︑

七887 しばらくは︑そのままで︑じっと動かない

火は近くの家に起つた︒

七㎜8 お罵眞は︑庭の中央に安置された︒やがて︑

825
やかましい一やきつく

十73図 道は︑しばし森林の奥に人をいざなふ︒
しばふ
やがて木立遠ざかりてみどりの芝生遠く尊く績き︑
十148 水兵は︑頭をさげて聞いてみたが︑やがて
手をあげて敬卜し︑にっこりと笑って立ち去った︒

十452図 おのつから家業もおろそかならざるを得
ず︒やがて︑その日の生計も立ちがたく︑

十471図 かまより皿を取り出しみたるかれは︑や
がて﹁おお︒﹂と力ある聲に叫びて︑立ちあがり
ぬ︒

めたり︒

十475図 喜三右衛門は︑やがて名を柿右衛門と改

てみたが︑敵艦の影はなく︑やがて夕やみがたち

十604 めざす地鮎に來て︑雨をついて雲の下へ出
こめて︑何物も見ることができなくなった︒

十702 大きくめぐってふり返ると︑やがてレパル
スの最期が來た︒

てステッセル將軍は︑︿略﹀悔みをのべた︒

十926 爾將軍の話が︑次から次へと績いた︒やが
十973 やがて用意された書食が運ばれた︒

十979 やがて︑雨將軍は︑堅く手をにぎって︑な
ごりを惜しみながら別れを告げた︒

にぶくなってしまひました︒︿略﹀︑やがて呼吸が

十⁝⁝8 目のまはりに黒いかげができて︑目の光も
不正になり︑脈がかすかになったので︑
かあさん︒﹂と︑かすかな叫びが聞かれました︒

十㎜5 重い静けさが穿きましたが︑ やがて︑﹁お

十齪9 主從六人︑心おきなく酒もりをした︒やが
て 宗 治 は ︑ ︿ 略 ﹀ ︑立ちあがった︒

つて流れる︒やがて黒龍江は︑︿略﹀︑わが子のや

十一66團 氷塊と氷塊がつきあたり︑︿略﹀︑群が
うに満洲をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒

十一864 針葉樹が現れて來た︒やがて針葉樹の密

だれかが帽子を振りながら︑ぼくらに叫

林へはいると︑急に快い涼しさを畳える︒

十一934
んでみる︒やがてそこへ登り着いたぼくらは︑
見渡す限りは︑午後の静かな海である︒

戸外にたたずんで︑しばらく耳を澄まし

やがて︑船は爆音高く根擦地を出て行く︒

十一988

十一鵬7

てるたが︑やがてピヤノの音がはたとやんで︑

かれはしばらく澄みきった空を眺めてゐ
苦心はやがて報いられて︑阿禮の語ると

たが︑やがて指がピヤノにふれたと思ふと︑

十一麗6
十一伽7

ころは︑ことばそのまま文字に書き表された︒
朝の涼しさはく略﹀春を思はせるのであ

坑内深くはいって行く︒やがて軌道車か

るが︑やがてぎらぐと太陽が中天にのぼると︑

十一川11

十二96

らおり︑昇降機に分乗して︑身為メートルのたて
坑を一氣におりて行く︒

たちまち上石満載のトロッコが︑一垂︑
二士︑玉垂とできあがる︒やがて︑十重︑二十皇

十ニー16

花は咲いてもたちまち散り︑人は生まれ

七時間の螢働時間も︑やがて過ぎてしま

と長くつながって︑坑外へ運搬されて行く︒
十界ー37
ふ︒

十二491

十二㎜6

スコールの去った東の海から︑やがて月

﹇喧﹈︵形︶1 やかましい ︽ーク︾

が出て來るのであった︒
やかまし・い

橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えない︒

さうち
九㎜5 ﹁あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵

上海や廣東あたりの支那街の︑あのご

かんとん

﹇喧﹈︵名︶1 やかましさ
しゃんはい

十一加11

やかましさ

nVおおとものやかもち

つた返したやかましさは見られない︒

﹇薬罐﹈︵名︶1 やくわん

やかもち
ゃかん

持つた︒

十川9 妻は︑なべや︑やくわんや︑布ぎれなどを

やき 5いもやき・しっぽうやき・すみやきがま・す

や ぎ

みやきごや・むしやき

その緑の木かげにも︑山羊の群がたくさ

野原には︑山羊の群があちらこちらにる

や ぎ

﹇山羊﹈︵名︶5 山羊 山羊

十一川9

やぎ

る︒

十一蹴4

白い山羊もみれば︑黒いのもみる︒

んみる︒

十一㎜4

まだらの山羊もみる︒

や ぎ

ばせうの葉に包んだ御飯や︑バナナのあ

十一鯉5
十一川12

﹇焼殺﹈︵五︶1 焼き殺す ︽ーサ︾

げものや︑山羊の焼肉などがある︒

︵下一︶ 1

焼きたてる

火に追はれて︑︿略﹀︑かたはしから焼きた

﹇焼立﹈

きたてられ︑焼き殺されてしまひました︒
やきた・てる
テ︾

﹇焼付﹈︵五︶1

搭乗員の目は一つになって︑海の上へ焼

焼きつく ︽ーク︾

てられ︑焼き殺されてしまひました︒

七227

十641

たふじょう

やきつ・︿

︽一

七227 逃げようとするまもなく︑かたはしから焼

すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられた やきころ・す

てもやがて死ぬ︒
十二6210

やっと手まねで水を飲ませてもらった聞

だけで︑やがて御退出になった︒

十二688

この御降嫁による公武一和の望みは︑ほ

多は︑やがて農夫たちの手で自宅へ運ばれた︒

十二柵3

んの束の間の夢であった︒やがて長州征伐の大事
崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け

こヒつ
が起って︑家茂はその陣中に莞じ︑

十二鵬8

込んで︑︿略﹀︑ちょうちょうと流れて行く︒

やきつけ一やくにまんろくせんキロ

826

﹇焼付﹈︵名︶1

きつくやうに注がれる︒
やきつけ

焼きつけ

焼肉

十445図 その日より︑喜三右衛門は︑赤色の焼き
つけに熱中し始めたり︒
﹇焼肉﹈︵名︶1

夜業

十一川12 女たちが︑窓のところへ物像りにやって

やきにく

﹇夜業﹈︵名︶1

や ぎ
來る︒︿略﹀︑山羊 の 焼 肉 な ど が あ る ︒

やぎょう

厄
ちん

さい

くをして︑家を出られました︒

六686 おとうさんは︑夜業をやめて︑急いでした
﹇厄﹈︵名︶2

十二278 逐年たって︑陳・察の厄があった︒

やく

十二畑5 沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の
雷爆撃を相手に︑敢然と戦ひぬき︑不幸にも今こ
の厄にあったのである︒

やく﹇役﹈︵名︶1役5おやく
約

六574園 いや︑まだいっかう役にたちません︒
﹇約﹈︵名︶1

十二価2 江戸城は︑︿略﹀わっか二回の下見で︑

やく

やく

焼く

九751
この調子で次も焼かうと思ふ︒

三十何年炭を焼いてみても︑

約四倍

約四百倍

ヨーロッパのある國で︑約十萬羽の燕が︑

←しやくしょ

急に落ちて來たことがあります︒

八98
やくしょ

津野田参謀が︑御沙汰書を讃みあげると︑

たしょ

﹇訳﹈︵五︶1 興す ︽ーシ︾

ご さ

やく・す

子どもたちとの約束が︑果せると思っただ

約束nVおやくそく・お

副官は︑これをロシヤ語に固して傳達した︒

十864

やくそく ﹇約束﹈︵名︶1
十川7

やくそくどおり

4 約束する ︽一

けでも︑張はうれしくてならなかった︒

ノイツは︑︿略﹀荷物や︑武器・船具︑そ

やくそく・する ﹇約束﹈ ︵サ変︶
シ︾

のほかすべての物を返すことを約束しました︒

七梱一

十脱9 張は︑子どもたちと約束した物を︑ふと思
ひ出した︒

われをたのめ︑われ負けば汝をたのまんなど︑父

十一649図圓弓矢取る身のはかりごと︑汝負けば

と兄と約束して︑敵御方に別れおはすらんか︒

今度の合戦に一足も引かず︑一つとこ

ろにて討死せんと約束したりける者ども百四十三

十二㎜8図
人︑

︵名︶1

約夢解六千キロ

長は︑約二萬六千キロにもなるといはれる︒

り︑水路があって︑北支那だけでも︑これらの延

十㎜1 交通路には︑血道があり︑自動車道路があ

やくにまんろくせんキロ

は︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

十二御3 地球と月との距離が︑今の約二倍なくて

ほとんどあらゆる身分の人々の作︑約四 やくにばい ﹇約二倍﹈︵名︶1 約二倍

約四千五百首
十二408

千五百首を二十巻に止めたのが︑萬葉集である︒
九麗9

萬キロで︑月への距離の約四百倍に穿る︒

九754

この次には︑何とかしてうまく乏きたいも やくじゅうまんば ﹇約十万羽﹈︵名︶1 約十萬羽

十二捌2 地球から太陽への距離は︑凡そ一億五千

九755

丸太を︑あの炭焼がまへ入れて︑今度こそ

のだと思ふ︒

九778

めざす色はたやすく現るべくもあらず︑

は︑上できの炭に焼いてみようと考へながら︑

十448図

くだきては焼き︑はてはただばう然とし

いたづらに嶢きてはくだき︑くだきては焼き︑

十449図
て︑歎息するばかりなり︒

夜具

馨などをやく火のふいごをふいたりする︒

これらの仕事は︑家で毎朝起きると︑まつ

﹇夜具﹈︵名︶2

十ニー85
やぐ

九546

約九百年

張は︑夜具をかつぎ︑手に変粉と塩をさげ︑

夜具をかたづけ︑雨戸をくるのと攣りはないが︑
十脳9

﹇約九百年﹈︵名︶1

約五千メートル

一直線に進む船のともから︑網がしだい

︵名︶1

約九百年の昔に書かれた源氏物語が︑

やくくひゃくねん
十一375

十一992

やくこせんメートル

約三四時

にくり出されて︑その長さが約五千メートル︒
﹇約三四時間﹈︵名︶1

濁流をさかのぼること約三四時間︑

︽ーイ・ーカ・一 やくさんしじかん

しかも談笑のうちに開城の約が成立した︒
﹇ 焼 ﹈ ︵ 四 五 ︶13

間

や・く
キ・ーク︾

十一㎜8

だくりう

六865国 だんろの火で︑かき餅を焼きました︒
わくをかけることになる︒

七二10 自分の家を焼くのは︑近所の家々へ︑めい やくしせんごひゃくしゅ ﹇約四千五百首﹈︵名︶1

たするめや氷砂糖を︑紙に包んであげました︒

八634 おばあさんは︑つかれないやうにと︑旨い

まりは︑もう一度眞赤に焼かれます︒

﹇約四倍﹈︵名︶1

みかたの軍は約七千であった︒

八977 いがたから取り出された︑大きな鐵のかた やくしちせん ﹇約七千﹈︵名︶1 約七千
やくしばい

﹇約四百倍﹈︵名︶1

地球の直濡は︑月の約四倍ありますから︑
やくしひゃくばい

十418

八989 眞赤に焼かれた鐵の火柱が︑
つめ込まれてみるのだ︒

九737 そのかまには︑炭に焼く丸太がぎっしりと

827
やくにん一やごろう

やくにん
七七一

﹇役人﹈︵名︶1

役人

オランダの長官ノノーツは︑すぐ役人に命じ

十二梱8

太陽そのものの温度は︑表面で約六千度︑

内部はもっともっと高熱である︒

焼けきる

︽ーッ︾

焼けきった鐵のやうにまっかです︒

﹇焼切﹈︵五︶1

■にしはゆうやけ︒ゆうやけ・ゆうやけこやけ

やけき・る

七鵬4

やけ

役人たち

てその船を調べさせ︑︿略﹀︑武器や船具を没牧さ
﹇役人達﹈︵名︶1

せてしまひました︒
やくにんたち

約八千

やぐら

焼け死んだのかも知れません︒

︵下一︶

1

焼けただれる

あとで聞けば︑この火事には︑焼け死んだ
﹇焼燗﹈

︵五︶

3

やけつく

焼けつく

顔から腕︑腕から胸へかけて焼けただれ︑

﹇焼付﹈

夏の太陽がやけつくやうなまひる時︑

焼けつくやうな眞書の暑さは︑緑色の涼
しい木かげでさへぎられ︑

十一盟7

焼けつくやうな暑熱が地上を支配する︒

しょねつ

＋一男やがてぎらぐと太陽が中天にのぼると︑

八伽2圃

︽ーク︾

やけつ・く

視力もほとんど失はれてるた︒

十一一悩9

︽ーレ︾

やけただ・れる

人もあったさうです︒

六753

六728囹

十一一597 まつ役人たちに評議をさせ︑また二者の やけし・ぬ ﹇焼死﹈︵五︶2 焼け死ぬ ︽ーン︾
﹇約八千﹈︵名︶1

意見をも徴した︒

やくはっせん

十二231 この學校に監禁されてるた約八千の邦人
が︑

六693囹 おとうさんは︑消防の役目でお働きにな

やくめ ﹇役目﹈︵名︶2 役目■おやくめ
るのだから︒

八麗1 ほんの少しでも︑あけ方がくるふと︑大砲
﹇櫓﹈︵名︶5

の役目を果すことができないので︑
やぐら

三165圃 おほりの水はしっかに明かるく︑白
いやぐらはくっきりとそびえ︑
六悩2 正面に︑松の木が茂ってみて︑白いやぐら
が見えました︒

上半身にやけどをした敵の本校は︑夜と
︹焼﹈︵下一︶2一

ヤケル

やける

ソンナニ早クハヤケナイヨ︒

早クヤケナイカナ︒

︽ーケ︾

や・ける

焼ける

なく書となく︑しきりに苦痛をうったへた︒

十二掘8

七577 城のやぐらから大きな石を投げ落して︑賊 やけど ﹇火傷﹈︵名︶1 やけど
のさわぐところを︑さんざんに射た︒

十一181図 やぐらの上︑矢ざまのかげには︑射手
とおぼしき者ども︑︿略﹀待ちかけたり︒

は︑

十一187図 木戸の上なるやぐらより︑名のりける

二364囹

ヤケタ︑ヤケタ︒

二362囹

ヤケタ︑ヤケタ︒

やぐるま n矢車﹈︵名︶2 矢車

二376囹

二376圏巴

日にやけた︑まつ斜な顔に︑白いはちまき

鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風をのんで︑

六718

ゆうべの火事で︑をぢさんのうちも︑嶢け

をしっかりしめてゐます︒

五897

三侶4 さをの先の矢車がからからとなると︑
八172 やがてそれが開くと︑中に黄色な花が︑矢
車のやうに並んで咲きます︒

やくろくせんど ﹇約六千度﹈︵名︶1 約六千度

託しもになってみたので︑一度運び出した

たさうです︒

荷物まで焼けてしまったのださうです︒

六722

六㎜1 だれもかれも︑日に嶢けたからだから︑玉

﹁︿略﹀︒﹂と思はれるほど日にやけた眞

まつ︑自動車小屋が見るまに焼けた︒

の汗を流してゐます︒

七梱1

日にやけた漁夫たちが︑︿略﹀海の幸を︑

黒な顔に︑ぼうぼうとひげが延びてみる︒

九194團

九483

眞赤に焼けた木から︑めらめらとほのほが

漁船から小さな舟に移す︒

二三日たってから︑かまの口を開いた源作

立ちのぼってみる︒

九733
九7410

﹁うまく即けたかな︒﹂と氣がせく︒

ちいさんは︑眞黒に焼けた炭を外へ取り出した︒

九752 三十何年炭を焼いてみても︑かまから取り

九751囹

出すまでは︑どんなに焼けたかが氣がかりである︒

しい︒

九753 うまく焼けた時は︑とびあがるやうにうれ

に嶢けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

九756 源作ちいさんは︑一メートルばかりの長さ

堅くて︑うまく焼けてみない︒

一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元

九757
丁零1

露天で働く石工たちは︑みんな日にやけ

氣よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒

十一一171

全員が︑マライ人より黒く日にやけて︑

て︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒

十二価3

や

彌五郎

こらう

特五郎

屋號を染めぬいた小旗も見えます︒

﹇屋号﹈︵名︶1 屋號

歯だけが妙に白い︒

やこう

六櫛8

弟の才五郎これを敵に見せじと︑矢面

や こらう

﹇弥五郎﹈︹人名︺2

十一1910図

やごろう

やさい一やじり

828

に立ちふさがりていひけるは︑

野菜

十一212細思ふねらひを違へず︑彌五郎がかぶと
の眞向砕きて︑

﹇野菜﹈︵名︶1

十一柵10団 いろくな野菜がありますから︑何だ

やさい
かあててごらんなさい︒

やさいるい ﹇野菜類﹈︵名︶1 野菜類

十一柵8国 この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう
﹇矢叫﹈︵名︶1

矢叫び

よくできて︑この間一部分だけ牧穫しました︒
やさけび

やさし

︽ーシカリ・ーシク︾

や

照る月影を︑

昔の人はど

椰子の木かげに見えがくれする灰色のトー

し

椰子の木かげの月︑

し

う見たか︒
や

十4210

や し
目もさめるやうな緑の葉の椰子の木や︑

や

し

椰子の實からコブラを取るためである︒

し

毎日︑教練をしたり勉強したりして︑軍

﹇養﹈︵五︶1 養ふ

さし込む夜であった︒
やしな・う

七842團

しなう

︽ ッ︾呂たすけや

十二衡5 椰子の葉越しに︑窓から月の光が美しく

や

の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒

や し
十二皿8 のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ

んでみる︒

十一晒3 竹と椰子の木で作った長屋がずらりと並

十一㎜2

てるることがある︒

十一㎜2 子どもが︑椰子の梢にのぼって實を取つ

鳳心木などが茂り︑

ほうわうぼく

十一川4

チカが築かれてみて︑

十欄10

その海面にかげをうつすのがやしの木で︑

六392園

部隊長は︑︿略﹀︑やさしい︑いたはりの

や し

八54圃椰子の林に

母宮殿下は︑︿略﹀︑やさしく王を御覧に

なって︑にっこりお笑ひになった︒
﹁何か起つたのか︒﹂とやさしくお問ひ

十一84
十﹁126

やさしい沈んだ調べは︑ちやうど東の空

になった︒

十一麗7

ほんたうに勇ましい人の心の中には︑

にのぼる月が︑しだいにやみの世界を照らすやう︑

十一柵6團

かうしたやさしい情がこもってみるのだと
日本の女たちは︑もっともっと心をや

さしくし︑心を美しくしたいものだと︑

十一㎜10国

十一一239

このやさしい歌に歌はれてるることばこ

やさしい女性の御心に︑五二が鮎じら

によしやう

心のこもったことばで訓示をした︒

十二摺3
れた︒

十二襯4

そ︑わがなつかしい五重である︒

このやさしい目を見張って︑永遠にまた
たき績けてるる星のおかげで︑

十二川6

十一㎜7

住民たちは︑日本軍の強さと心のやさし

る小鳥の聲に混って︑

みさき

屋島の合戦

あとをふり返ると︑もう矢島の岬も見えま

﹇矢島﹈︹地名︺1 矢島

﹇屋島合戦﹈︵名︶1

やまと か

ち

﹇鍛﹈︵名︶2 矢じり

十一207図國もし甲の上を射ば︑矢じり砕け折れ

少々用意仕りて候︒

十一192図國大和鍛冶のきたへ打つたる矢じりを

やじり

家は海に船を浮かべて︑相封せり︒

八712図屋島の合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平

やしまのかっせん

せん︒

六枷8

やじま

人としてのりっぱな精神を養って行くのです︒
たふとい やさしさ ﹇優﹈︵名︶2 やさしさ
十一807 短い鋭さの中にも︑どこかやさしさのあ やしま δおおやしま・おおやしまぐに

︽1・ーイ・i

ら尊敬して︑なかなか勤勉に働く︒

十一216図矢叫びの音︑ときの聲︑しばし止む時 十︻㎜3 しかし盛立てはやさしく︑日本人を心か
﹇ 優 ﹈ ︵ 形 ︶2

なかりけり︒
やさ・し

十123圏田村の方々は︑朝に夕に︑いろくとや
くわんげん

さしくお世話なしくだされ︑

十梱7図園城の内にて管弦したまひつるは︑こ

16

﹇易﹈呂なまやさしい
︵形︶

やさしい

の人々にておはしけり︒やさしかりける人々かな︒
やさしい
﹇優﹈

ク︾﹇▽ものやさしい

やさし・い

お山︑神の山︒

四52圏 やさしいやうでををしくて︑

が︑急に︿略﹀︑強さうに見えだしました︒

六㎜9 すると︑今まで︑やさしさうに見えた道心

矢ざま

やぐらの上︑矢ざまのかげには︑射手

﹇矢狭間﹈︵名︶1

さを知って︑すっかりなついてしまった︒
やざま

七161 今まで︑やさしくお給仕をしてみた少女は︑
すっくと立ちあがって︑
りました︒

七3310 やさしいおことばを︑たまはることさへあ 十一182図

とおぼしき者ども︑︿略﹀待ちかけたり︒
や し

青い海に︑静かにかげをうつしてみるやし
の木の罵眞がうつりました︒

六386

し・サゴやし・ニッパやし

十422 昔から月ほどやさしい︑平和な気持を與へ ゃし ﹇椰子﹈︵名︶11 やし 椰子 椰子δココや
てくれるものはありません︒
子のやうに滞洲をだきかかへて︑春の歌を歌ふ︒

十一66圃黒龍江は︑やさしい手をひろげ︑わが

829
やしろ一やせがえる

十一旧9

国遠侶は︑いろくの方法を用ひた︒

ちらを眺めてみる︒

やすし

︽ーカレ︾

み・はるやすみ・ひとやすみする・ひるやすみ

休む

︽iマ・ーミ・

﹁やすみませう︒﹂と

さ︑やすまうよ︒﹂と

子すずめが︑

親すずめ︒

七437園

五556

弱りきったこの小さな傳令使は︑その夜︑

﹁休め︒﹂山田先生の聲がしました︒

つかれると︑ときどき木かげに休んだり︑

︽ーヒ︾
もん

かま場より出でし喜三右衛門は︑しばし

縁先にやすらひぬ︒

十435図

徳坤は︑︿略﹀︑人々の涙にみまもられなが

ちたる

浦安の安らかにして︑

細父千足の國は︒

くはしほこ

天地ときは

千何百人の乗員は︑なほ安らかな眠りを績

いざ︑今日よりは母のふところに錦り

安んじ奉

汝︑︿略﹀︑朝敵を滅して︑御代を安

安んじまみ

宮が︑御兄孝明天皇の御心を安んじ奉り︑

︽ーセヨ︾

朝敵を滅して御代を安んじまみらせ

よと申しおきて死して候︒

十二982図圓

﹇安参﹈︵下二︶1

︿略﹀︑將軍家茂に嫁ぎたまうたのは︑

いへもち

十二佃10

んじ奉れといひおかれしところなり︒

十二958図國

る ︽ーリ・ーレ︾

やすんじたてまつ・る ﹇安奉﹈ ︵四五︶2

て︑安らかに眠れ︑

十198図闘

けてるるのであらう︒

九529

みはあらず︑

九71図團

ら︑やすらかに長い眠りにつきました︒
あめつち

七2910

そこで五分間の休みがあって︑露天甲板洗 やすらか ﹇安﹈︵形状︶4 やすらか 安らか

この道路を︑わが機械化部隊が︑漁期を

ひとなる︒

九5410

十二研9

やすむ

けちらしながら︑寸時の休みなく追撃する︒
﹇休﹈︵五︶8

ーム・ーメ・ーン︾5おやすみなさる・おやすむ

やす・む

おとうさんと私は︑つきそひの人たちの

四793夢心

休むところで待ってゐました︒

四751

四795夢心

八676

﹁︿略﹀︒﹂

﹇休﹈︵四︶1 やすらふ
き さ ゑ

て︑通らぬこともあらん︒

︽ーイ︾

やすくに

δおこないやすい・かわりやすい・た

せ

どこで休んだことであらう︒

︽ーメ︾

らす

﹁先生︑休んでください︒﹂と︑後の やすんじまいら・す

休む

時々休んでは︑また勇氣を振るひ起す︒

方でいつしか悲鳴をあげる︒

十一854囹
十一872

﹇休参﹈︵下二︶1

休めまみらす

その志︑ひとへに二化をたすけ三つ

いくら皇湾でも︑あの美しいバナナが︑野

﹇野生﹈︵名︶1 野生

やせ蛙まけるな一茶これにあり

﹇痩蛙﹈︵名︶1 やせ蛙

十一搦7図圏

やせがえる

生でできるのではありません︒

八144

やせい

て︑民生を安んぜんとするにあり︒

十一237図圓

ここにて一息休めて︑城の中をきっと やすん・ず ﹇安﹈︵サ変︶1 安んず ︽ーゼ︾

﹇休﹈︵下二︶1

十﹇178図

やす・む

見あぐれば︑

やすめまいら・す
︽ーセ︾

父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打
︽ーメ︾

そばで︑満人たちが耕作の手を休めて︑こ

﹇休﹈︵下一︶1 休める
かうさく

ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒

十二976図圓

芦川4

やす・める

ゃすら・う

やすよし Oかつやすよし

天皇に奉った︒

安聡智はこれを三巻の書物にまとめて︑

やす

十一糊8

﹇安﹈︵名︶2

やしろ 5おやしろ・おんやしろ
やす

す︒﹂といってやる と ︑

五688團囹 にいさんの愛馬安友も︑﹁やす︑ややすみ ﹇休﹈︵名︶2 休み5おやすみ・なつやす

安い

﹁やす︑やす︒﹂といってやると

﹇ 安 ﹈ ︵ 形 ︶1

五688国闘
やす・い

十二827囹 なう︑そこな人︑そのやうに安いもの
﹇易﹈

ではござらぬ︒

やすい

やすい・わかりやすい
やすくにじんじゃ ︹課名︺2 靖國神社 靖國神社
やすくに

七26 五 二三神社⁝⁝⁝三十
七301 五 靖國神社

やすくに
やすくにじんじゃ ﹇靖国神社﹈︵名︶1 書志神社
やすくに

﹇ 安 ﹈ ︵ 形 ︶1

六儒3 それから︑ま正面に︑靖國神社がうつりま

した︒

やす・し
い

十64図圃 とこしへに民やすかれといのるなるわ

安友

にいさんの愛馬安友も︑﹁やす︑やす︒﹂

﹇安友﹈︵名︶1

﹇易﹈■あけやすし・たやすし

がよをまもれ伊勢のおほかみ
やすし
やすとも
五687團

といってやると︑いかにもうれしさうに前足をあ
げて︑かるく地面をたたく︒

やすまろ ﹇安万侶﹈︹人名︺4 安宅侶5おおのや
すまろ

十一伽3 これを文字に書き表す安萬侶の苦心は︑
それにも増して大きいものであった︒

十一伽9 わが國の古語を︑漢字ばかりでそのまま
に書き表すことが︑安萬侶に取っての大きな苦心
であった︒

やせる一やってくる

830

や・せる

﹇ 痩 ﹈ ︵ 下 一︶1

やせる

︽一二︾

五384 そののち︑だんだんやせて行って︑一二日め
には︑五匹とも死んでしまひました︒

十837 日本軍がここを占領してから︑直ちに野職

やせんびょういん ﹇野戦病院﹈︵名︶2 野望病院
病院として使用し ︑

十二価7 バリ島の敵の野戦病院には︑アメリカの
航空將校が︑白い寝床の上に煮たはってみた︒

やたけ心

やせんびょういんにて ︹題名︺1 野阜病院にて
﹇弥猛心﹈︵名︶1

十二伽4 野戦病院にて
やたけごころ
幕臣にはまた︑三百年の奮恩を思って︑

主君の馬前に討死しなければ︑いさぎよしとしな

十一﹇佃6

矢束ね

いやたけ心がみなぎってみる︒
﹇矢束﹈︵名︶1

やつ

やっかい

﹇厄介﹈︵名︶1

やっかい

やっかい

たうぶん︑やっかいになりますよ︒

﹇厄介﹈︵形状︶1

六751園
やっかい

爆破された橋の上には︑やっかいにも︑
矢つぎ早

やつさ︑やつさ

﹁英砲艦撃沈︒﹂とか︑﹁︿略﹀︒﹂とか︑矢

﹇矢継早﹈︵形状︶1

敵のトラックや戦車がおいてきぼりになってみる︒

十二鵬6

十548

やつぎばや

︵感︶1

つぎ早の勝報である︒

やつさやつさ

︽ーシ︾

︽ーケ︾

三157

ゑさでも

もらへるのかと

これも大きな舟のやうに動いて︑こつ

ちへやって來ました︒

四554 をんどりが︑

﹁干たいさん︒﹂﹁兵たいさん︒﹂といって︑

思って︑やって來ました︒
四獣6

しかし︑北風が少しゆだんをしてみると︑

やって來ました︒

心落5

大きな聲で呼びながら︑支那の子どもたち

暖い南風が︑そっとやって來ます︒

五163

おや︑うはさをすればかげとやら︑向か

それで今ここへやって來たのです︒

が︑六七人やって來ました︒

五慨7囹
やつす

﹁やつさ︑やつさ︒﹂と網をたぐります︒

﹇蜜﹈︵五︶1

六櫨9園
やつ・す

一つのからだに頭が八つ︑尾が八つ︒

るところに並べておけ︒

酒を見つけて︑八つの頭を八つのをけに入

やっつける

八つの頭を八つのをけに入れて︑

れて︑がぶがぶと飲みました︒

五296
五297

︵下一︶1

︵力変︶39

かんをやっつけます︒
やって・くる

︽ーキ・ークル︾

やって來る

くろいはこの車が︑あとからあとから
その土地が動きだして︑大きな舟のや
うに︑ぐんぐんとこっちへやって來ました︒

三144

やって來ます︒

二価9

やって肥る

來た︒

六894 向かふから︑友田くんと小野くんがやって

六991 かはるがはる︑的をめがけて弓を引いてゐ

遠い空から飛行機がやって來て︑やがて着

るところへ︑道眞もやって來ました︒

陸しました︒

六襯8

八824 にこにこ笑ひながらおりて來る者︑まじめ

な顔でやって來る者もある︒

八響刃禦・ぐるぐまはりながらやって直る

春が︑ほんたうにやって來るまでには︑

砲身の中へ︑ぐいぐいとくひ入って行きます︒
八麗1

ぼくたちの一行が大勢やつて診たので︑宿

その間に︑毛利の大軍がやって來た︒

やって來たぞ︒﹂たそがれの薄明かりを

すかして︑五兵衛の指さす方を一同は見た︒

十249囹

十217園 津波がやって來るに違ひない︒

つなみ

舎がせまくなった︒

九二10

九撹3

たちのところへ︑毎日何人となくやって翻る︒

三351園小さいくせにぎょらいで︑大きな軍 九257囲 日本語が習ひたいといって︑おとうさん

やっつ・ける

ふから︑あの子がやって來ましたよ︒

六567囹

一つのからだに頭が八つ︑尾が八つ︒

八つ

鹿介は︑身をやつして京都へのぼった︒

五285園

﹇八﹈︵名︶7

九㎜5

五285園

からだは︑八つの山︑八つの谷につづく

やっつ

五286囹

ほどで︑せなかには︑こけも太・も生えてをります︒

十一183図 射手とおぼしき者ども︑弓のつるをく

やたばね

ひしめし︑矢束ね解いて待ちかけたり︒

家賃

八つ

それを︑八つのをけに入れて︑大蛇の來

五286囹八つの山︑八つの谷につづくほどで︑

︵名︶1

五292園

やちよ ﹇八千代﹈︵名︶2 やちよ 八千代

七287図魍園 きみがよは ちよに やちよに
十二齪6図魍 君が代は千代に八千代にさざれ石の
﹇家賃﹈︵名︶1

いはほとなりてこけのむすまで
やちん

ヤツ

十一餅2園 家賃さへも彿へない今の身の上ではな
いか︒

﹇奴﹈︵名︶4

二936園ワルイヤツダ︒

やつ

﹇八﹈

五槻1圓 感心なやつだ︒
九脳2囹 のろのやつ︑のろくないぢやないか︒
機ばかりいじってみて︑をかしなやつだ︒
十733囹
やつ

國の名は大八洲國︒

九46図幅島々かず多ければ︑ 大いなる細工
つあれば︑

831
やっと一やどりす

い

す

十㎜12

少年は︑線路の上に二王立ちになりく略﹀

﹁︿略V︒﹂やっとこれだけが︑私の口か

窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊さ

十一一㎝5

このやうに︑いろくな仕事を重ねて︑や

受取った

はがきを

讃んで

かう考へると︑紫式部は︑やつばり女で

やつばりさうでした︒

十一川図

ヤップとう

やっと層雲を抜けたので︑少し高度を取

あれほど敵艦船であってくれと願ったの

ヤップ島

︹地名︺一 ヤップ島

に︑やつばり雲のいたづらだったのか︒

十二㎜9

つたが︑やつばり暑さに愛りはない︒

十一一㎜1

なくてはならなかったのです︒

十一368

八描9

やっぱり﹁︿略﹀︒﹂と書いてありました︒

四686

みますと︑

やっと切れめを見つけて︑豫定の哨戒線

たので︑少し高度を取ったが︑

十一一㎜12 出襲後一時間ばかり︑やっと層雲を抜け

十二㎜10 まだやっと明け始めたばかりなのに︑

てもらった聞多は︑

十二687 驚く農夫に︑やっと手まねで水を飲ませ

んの顔もやっとわかるほどであった︒

十一悩2

ら出ました︒

十一496

十㎜9 やっと目がさめたころ︑遠いところを通る
ゆめ
その聲を聞くのは︑夢の中の聲のやうに思はれる︒

金魚は︑やっとおちついたといふやうに︑ 布を振って︑やっと列車を少年の寸前で止めた︒

何百人目いふ木こりが︑長い間かかっ
やっと︑あるところで︑美しいたちばなが

わかった︑やっとわかった︒

やっと起きあがる︒

七715囹

土の中へもぐってから七年めに︑やっと長

さうして︑風にゆられながら︑やっと柿の

木にたどり着きました︒

七悩9

い地下の生活が終るのです︒

七8610

六949

生ってみるのを見つけました︒

六217

て︑やっと切りたふすことができました︒

四94

しばらくじっとしてゐましたが︑

三635

十789 この織機を︑村の人々の前で︑試運回する やっと ︵副︶26 やっと やっと
日がやって來た︒

十三2 船よひに苦しんだことのなかった私は︑船
の勤めば︿略﹀苦しいものでないと思ってゐまし
たが︑今度は︑いよいよやって來たやうです︒
しゅぬ

十捌7 向かふからも︑検使の舟がやって來た︒
りの箱を︑てんびん棒でかついでやって來る︒

十珊2 客の腰掛ける朱塗りの椅子や︑︿略﹀朱塗

を鳴らしてやって來る︒

十鵬8 でんでんだいこのやうな︑ブリキのつづみ

者もみる︒

十㎜6 鳴り物を使はないで︑呼び聲でやって廻る
春は︑苗費りがやって來る︒

やっと︑ぴんとはりあげた︒

八509園

八柳7

一郎さんが︑﹁︿略﹀︒﹂といったので︑おか

つと一本の砲身ができあがるのです︒
八拠1

人の顔がやっと見分けられるやうになった

あさんも︑やっとおわかりになった︒

暑い日がやっと暮れても︑よひの間は家の

九532
ころ︑

九塒8

からだがやっとはいるやうなせまいとこ

中がむっとして︑

九二6囹

三脚は︑やっときのふできあがった︒

やど

いやいや︑あきれたやつめ︒

尋おやど・おんせんやど

十一一872園

やっと二十人ほどの若者が︑かけあがって やつめ ﹇奴奴﹈︵名︶1 やつめ

ろで修理をしてみると︑

十239
來た︒

十359囹

十一332図圃

やどりして春の山べにねたる夜は夢

さっそく︑その組み立てに取りかかり︑苦 やどり・す ﹇宿﹈︵サ変︶1 やどりす ︽ーシ︾
心の末︑やっと思ひ通りの織機ができあがった︒

十787

上に針路を取りもどしたと見る間に︑

八526

︿ 略 ﹀ ︑ 夜 中 に や って來た︒

十一悩9 この兵隊さんは︑︿略﹀︑自作の俳句を讃

んでくれと︑わざくやって來たのである︒
十一脳11 騨に着くたびに︑かごを頭に載せた女た
ちが︑窓のところへ物握りにやって來る︒

十ニー14 これが晴れるのを待って︑黒石運搬の鑛
員がやって契る︒

十二㎜2 とうとう︑スコールが船の上へやって來
たからである︒

十二㎜7 今度はすばらしい勝報がやって來た︒

十二盟8 と︑豫期にたがはず︑一大勝報が︑電波
がうしう

に乗ってやって來た ︒

らう︒

やっと骨組ができた︒

アイスクリーム費りがやって坐る︒

夏は︑金魚費りがやって埋る︒

明くる日になって︑やっと︑大石橋の自分 やっぱり ︵副︶5 やっぱり やつぽり

秋には︑なつめ費りもやって來る︒

ぶだう殺りもやって還る︒

4

十二圏5 濠洲東岸の基地からでもやって來たのだ

の鳩舎にたどり着いたのである︒

八677

1211
2

220

4

＋一伽−o すぐ隣りの宿雪にみた一人の兵隊さんが︑

十

十十十十
220 219 219
三0

やどる一やはり

832

﹇ 宿 ﹈ ︵ 五 ︶1

宿る

のうちにも花ぞ散りける
やど・る

る︒

︽ール︾

楊呂しだ

十二衛9 國語こそは︑國民の魂の宿るところであ
やなぎ
やなぎ ﹇柳﹈︵名︶13 やなぎ 楊 柳

五142 川ばたのやなぎが︑すっかり青くなりまし

れやなぎ

た︒

ひろがる波のわがまるい︒

しみつ

やなぎかげ ﹇柳陰﹈︵名︶2 柳かげ
ぬま
母語子馬︑ 沼の岸︑ 夏のゆふべの柳か

七953圏

げ︒

や

な

屋根呂あかやね・お

まだ西日を受けてみる屋根に︑干してある

屋根だ︒

にたくはへておくやうにする︒

十一㎜10

白い壁に赤い屋根の建物がずらりと川岸

春雨にぬれつつ屋根の手まりかな

に立ち並んで見える︒

十二悩8図面

海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に張

更にその後には︑屋根型の鐵條網が︑嚴重

屋根瓦

とげのある鐵條網も︑屋根型の鐵野点も︑

屋根瓦

ねがはら

夜がふけると︑思ひなしか屋根瓦が少し

しめって罵る︒

九鵬5

くつれ︑屋根瓦はたいてい落ちてしまった︒
や ねがはら

七984 はげしい震動に︑この家も︑たちまち壁は

やねがわら ﹇屋根瓦﹈︵名︶2

や

まるで枯れ木のやうにもろかった︒

十個3

に設けられてみる︒

十柵8

られた鐵條網が︑行く手をさへぎつてみる︒

十糊6

十一344五寸道のべに清水流るる柳かげしばしと やねがた ﹇屋根形﹈︵名︶3 屋根形 屋根型
てこそ立ちとまりつれ
や な
﹇家鳴﹈︵名︶1 家鳴り

十枷5定言汽車の來る重き力の地ひびきに家鳴り

やなり

とよもす秋の書すぎ

やね

木のやにがうんとこびりついて︑煙の出口

﹇屋根﹈︵名︶13

鯉が︑大きな口で思ふぞんぶん風をの

倉へ行って見ますと︑屋根をつき抜けて︑
どこかの屋根が︑めがねの玉いっぱいにひ
それは︑ここから百メートルもはなれてゐ

十293

直ちに野戦病院として使用し︑屋根に大き
屋根で雀がちゅうちゆう鳴いてゐます︒

とひ

この島の中央を︑屋根のやうな山脈が走
つてみる︒

十一川2

十一471

な赤十字旗をひるがへしてみたからである︒

十838

たうがらしが眞赤だ︒

六656

る︑向かふの家の屋根であった︒

六628

ろがって︑つい︑そこにあるやうに見える

六625

ゆめに見た神様の劒が︑ちゃんとありました︒

六72

﹁やあい︒﹂といったのは︑やはり三

九川4園

整備の大切なことはよくわかりましたが︑

やはり︑嚢動機の手入れを眞先にします︒

をぢさんは︑やはり飛行機に乗って︿略﹀した方

九梱5囹

やはり脈は二つ打つといふぐあひでした︒

すかにゆれるだけですが︑それでも一回の動きに︑

八専2 動きがしだいに小さくなって︑のちにはか

よって作られます︒

八鵬2 それらも︑やはり同じ工場で︑受持受持に

すと︑やはりさうであることがわかりました︒

八113 いろくな方法で︑このことを調べてみま

が︑やはり︑いちばんだいじな武器は魚雷だ︒

六339團中には︑飛行機を持ってみるものもある

ちゃんだったやうです︒

四908團

い氣持になりました︒

四461 やはり︑おなかがいっぱいになって︑よ

三蓋2園向かふに光ったやねが見えるでせう︒ やはり ﹇矢張﹈︵副︶13 やはり

んで︑やねよりもたかく尾をあげます︒

三186

やね・わらやね

やね

をふさいでみる︒

九762

五202 どこからともなく︑綿のやうに白い︑やは やに ﹇脂﹈︵名︶1 やに
らかなやなぎの花がとんで來ます︒
しっくが落ちるたび︑

六桝5圃 ここは川ばた︑やなぎの芽︑ ぬれて︑

六糊9 やなぎの並木が︑にぎやかな通をきれいに
かざってゐました︒

七967團母馬子馬︑沼の岸︑柳のかげが暮れて
行く︒

八鵬1 やなぎの木が︑ほかの木よりも早く目をさ
まします︒

八搦3 遠くから︑やなぎの並木を見ると︑うすみ

えんせんやなぎす

どりにかすんで見えます︒

やな ぎ

九㎜10 沿線の楊の木に︑かささぎが巣をいくつも
掛けてみる︒

があり︑

九畑6 その上に︑楊の枝をたばねて突きさしたの
九㎜12 楊の枝を立てたりするので︑オボは︑いつ
とはなしに少しつつ大きくなって行く︒
やなぎ
馬脳8 土塀の上から︑ゑんじゅの枝や︑楊の木や︑
やなぎ

ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒

十圏3 楊のわたが︑どこからともなくたくさん
舞って量る︒

ぞ春のにしきなりける

十一328図圏見わたせば柳さくらをこきまぜて都 十一湘12 屋根に落ちる雨水は︑樋で残らずこの桶

833
やひょうえ一やぶれる

がいいとは思はれませんか︒

十429 今日私たちは︑それが死の世界であると知
つても︑やはり月がなかったらさびしい︒

七柵5

﹁︿略﹀︒﹂と︑彌兵衛は︑少しつめ寄って

彌兵衛は︑かた手にノイツの胸ぐらをつか

彌兵衛は︑じっとノイツを見つめました︒

いひました︒

七佃4

七佃10

彌兵衛は︑ノイツの首に刀を突きつけたま

彌兵衛の部下も︑刀を抜きました︒

それから彌兵衛は︑ノイツをしばりあげた

彌兵衛たち

彌兵衛を船長とする二さうの日本船は︑
﹇弥兵衛達﹈︹人名︺1

オランダ人の足が︑日本人の頭の上にある

やひょうえたち

︿略﹀︑堂々と皇湾の港を出航しました︒

七梱3

ままで︑長い間だんぼんをつづけました︒

七拠8

ま︑︿略﹀あたりをにらみました︒

隻影10

突きつけました︒

んで引きすゑ︑かた手に短刀を抜いて︑その胸に

十9510園 今度も︑やはり愛馬が弾で戦死しました︒ 七佃8

十一302 身内でない目上の人のこととなると︑他
人の前でもやはり敬っていはなければならない︒

十一438 しかし︑紫の君は︑やはりおばあさんの
ことを思ひ出しては泣くことがある︒

十二347囹 追ひつけないから︑もうよさうと思つ
ても︑やはりついて行かないではゐられない︒
やひょうえ ﹇弥兵衛﹈︹人名︺18 彌兵衛εはまだ
やひょうえ

七 10 彌兵衛が︑末次船二さうを仕立て︑荷物や
武器を積んで︑皇湾に着いた時︑

七里3

といふことが︑どれほど彌兵衛たちを怒らせたか

七m2 オランダの長官ノイツは︑︿略﹀︑彌兵衛を

わかりません︒

ヤヒヨーエドノ

一室にとちこめておいて︑武器や船具を没牧させ

︹人名︺一

やぶ←たけやぶ

破る

︽ーッ・ーラ・ール︾

そら︑大隊は︑おまへたちの破ったとこ
れいき

深山の蜜氣に打たれて︑だれ一人言けさを
たいこ
午前十時︑最初の太鼓が︑あたりの静けさ

白い煙の輪を吐きながら︑乳色のもやを破

を破って鳴らされる︒

﹁総員起し︒﹂この號令で︑朝の静かさが

つて︑漁船が眞直に近寄って來る︒

九469
九5310

第一線の鐵條網を破ってからは︑

たちまち破られ︑起床ラッパは勇ましく響き︑

十悩2

十一598磯廻敵に園まれて強陣を破るにも︑︿略﹀

みだりに騒動を起したのは︑結局私情

にも︑利を得ること夜討にしくこと候はず︒

を以って画法を破ったのである︒

十二605園

や し
十二梱9 のどがかわくと︑椰子のからを破ってそ

﹇破﹈︵下二︶1 破る ︽ーレ︾

の水を飲み︑熟しかけのパイナップルをかじる︒
やぶ・る

ば︑しばらくは用をなすものぞ︑

九656図圖すべて物は破れたるところをつくろへ

一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

﹇敗﹈︵下二︶1 破る ︽ーレ︾

十価2図圓

やぶ・る

﹇破﹈︵名︶1 破れ

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒
やぶれ

すすけたる障子の破れを︑潭尼︑てっか

ら小刀にて切りまはしつつ張りみたり︒

九643図

レ︾

十二㎜9

やぶ・れる

今度は︑胸の爾わきが破れて︑そこからも

敗れる

︽ーレ︾

シャツもズボンも破れて︑泥だらけだ︒

爾々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し

﹇敗﹈︵下一︶1

十二209

二本の足が出ました︒

五242

てるました︒﹁破れたのでせうか︒﹂

三891囹見ると︑その車のタイヤが︑ひしゃげ

おなかがやぶれてしまひました︒

三315

﹁ぼん︒﹂と大きな音がして︑大蛙の

ぬつく やぶ・れる ﹇破﹈︵下一︶4 やぶれる 破れる ︽一

﹁ヤヒヨーエドノ﹂といふ名が︑そののち︑
﹇薮﹈︵名︶2

やぶのかげから木かげから︑

また進んで行くと︑やぶのところがら︑二
﹇破﹈︵四五︶9

みやま

九154

破る者はない︒

九152

ろから︑突撃して行ってみるぞ︒

二上5園

■うちやぶる・せめやぶる

やぶ・る

匹の親のろと一匹の子のろが出て來た︒

九㎜9

りぬつくり︑子だぬきが︑

四426圖

やぶ

オランダ人の間に響き渡りました︒

七梱6

やひよ一えどの

てしまひました︒

七備3 彌兵衛が腹を立てたのは︑それがためであ
ります︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑彌兵衛は答へました︒

ノイツは︑﹁︿略﹀︒﹂と彌兵衛を責めます︒

るやうに︑たびたびかけ合ひました︒

七備5 彌兵衛は︑︿略﹀︑武器や船具を返してくれ
七備10

七餌2

も︑これまでずるぶん苦しんだことがあります︒

七掴3 南支那の海上に海賊の一團がみて︑彌兵衛
臨幸1 足をもう一つの椅子の背にのせたままで︑
彌兵衛に面冠したこともありました︒

七価5 彌兵衛は︑もうこの上がまんして︑日本の
恥を垂湾にさらしたくありませんでした︒
に最後の面會を求めました︒

七備9 彌兵衛は︑部下の者といっしよに︑ノイツ
七備2 彌兵衛は︑まつおだやかに申し出ました︒

やほう一やま

834

野砲

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒
けんいん

﹇野砲﹈︵名︶2

八967 馬や牽引車で引いて行く野砲や︑重砲一

やほう

かうしたいろくな大砲は︑
八佃10 野砲も︑重砲も︑ずらりと大きなからだを
横たへて︑

やほうたい ﹇野砲隊﹈︵名︶1 野砲隊
十一一鵬4 橋のたもとには︑戦車隊・野砲隊・衛生
︵名︶

騰

山

皿Vあおやま・あしがらや

隊が︑しびれを切らして待ちかまへてみる︒
﹇山﹈

ま︒あめのかぐやま・いしのやま・うねびやま・う

やま

みやま・うらやま・おくやま・かぐやま・かちかち
やまごっこ・かみじゃま・くろやま・こやま・しま
やま・すなのやま・たかくらやま・たてやま・とな

のやま・ふべやま・みかさのやま・みやま・むらや

みやま・のやま・はこねやま・はれたるやま・ふじ
ま・わかくさやま

一403 ツチヲタカクシテ︑山ヲツクリマシタ︒
一404 山ノソバニ︑川ヲツクリマシタ︒

一405 山二︑小サイ木ヲ五本ウエマシタ︒
サンバ︑川ヘセンタクニイキマシタ︒

一713 オヂイサンバ︑山へ シバカリニ︑オバア

オバアサンバ︑ソノモモヲ見セマシタ︒

一726 オヂイサンが山カラカヘッテクルト︑

村ダッタ︑

二42圏ムカフノ山導 ノボッタラ︑山ノム
カフハ

日本のしるしに

山がある︒

二563圃山のうらじろ持って來い︒
二847圏

この川をずっとのぼって行くと︑山

三464園川は︑遠い山から流れて來て︑海へ
行くんだ︒

三479園

と山が近よって︑せまい谷になる︒
三479園 山と山が近よって︑
三487囹 おまへも︑いまにその山や海へ行っ
てみると︑よくわかるだらう︒

波が

だんだん

よせて

來て︑

五286園

からだは︑八つの山︑八つの谷につづく

毎日まいにち海と山︑

おいで

おとうと神

野や山を開いて田や畠にしたり︑

ほどで︑せなかには︑こけも木も生えてをります︒
五617

はかりのため︑

五伽1圏 あに神さまはつりのため︑

になってをりました︒

五撚7園私は︑毎日山へ行って︑鳥や︑けものを

取ってみますね︒

いませんか︑にいさんは︑山へいらっしゃって︒

五搦5囹今日一日だけ︑私に海へ行かせてくださ

六275

うらの山で︑もずが鳴いてゐます︒

山といふ山︑谷といふ谷を︑

いふ谷を︑うづめつくしてしまひます︒

六275 おいしさうなみかんが︑山といふ山︑谷と

六144

またかくれてしまひました︒

六45

五柵1囹 山へ行っても︑小鳥一羽取れなかった︒
くま
ふいに︑大きな熊が山から出て來て︑すぐ︑

いらっしゃい︒

五聖3園 にいさんは︑この弓と矢を持って︑山へ

三501園雨がふると︑水は︑︿略﹀︑少しつつ山 五177園 しかたがない︑わたしは山へ行かう︒

三497園山には木があるね︑草もあるね︒

すると︑

から谷へ︑谷から川へとったはって流れる︒
三781 それから︑はまべの砂で山を作りまし
た︒

たふとい

世界の人があ

やさしいやうでををしくて︑

せっかく作った砂の山が︑くつれだしました︒

三784

四53圃

日本↓のこの山を︑

お山︑神の山︒

四54圃
ふぎ見る︒

四209

日はくれる︒

山と山との間に︑

野や山が︑また︑雪でまつ白になります︒

六283

六281

急に︑山はにぎやかになります︒

みかんをせおって山をおりて挙る人︑

かうくうぼ

山から取って來たみかんは︑

映書の幕は︑

たったあれだけなのに︑

毎日山へ行って働いて︑

六557園なんでも︑その子が︑山で酒の流れてゐ

六551園

山がうつる︑川がうつる︒

六484團

艦も︑この魚雷にはちぢみあがってしまふのだ︒

六342團山のやうな戦艦や︑巡洋艦や︑航空母

じゅんやう

六285

ります︒

取り歌を歌ふ人たちで︑急に︑山はにぎやかにな

四209山と山との間に︑海が光ってゐました︒ 六281 かごを持って山へのぼる人︑︿略﹀︑みかん
山は大雪︑

さうして︑北風の作った雪の山や︑氷の池

四784圏國
四鵬6

わたしは︑もう一度おまへを追ひはらっ

を︑少しでもとかさうとします︒

四嗣9園
四価4

て︑野や山をまつ白にしてやる︒

ニー33囹 ケッショウテンハ︑アノ山ノ上ダヨ︒

雪でも氷でも︑かたはしからとかして︑野

ニ44圃山ノムカフハ村ダッタ︑

四描1

ある神様は︑山へ行って︑さか木を︑根の
ついたままほって︑持っていらっしゃいました︒

五57

や山を暖くします︒

ニー35囹山ノ上︒
ニー54園 オヤ︑山ノ上ニダレカヰルゾ︒

二392圏アノ由︻コエテ︑ 里へ行ッタ︒
二562圏
お正月來い︑山から辛い︒

835
やま一やま

るところを︑見つけたといふのです︒

六578園 聞けば︑あなたは︑山で酒を見つけたと
いふことですが︑ほんたうですか︒

六581囹私が︑山でたきぎを拾ってゐますと︑
六913 高さ一メートル半ばかりの山を作って︑そ
の上に︑旗を立てるのである︒

二人は︑野を過ぎ山を越え︑

騎を引きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越に出づ︒
八392

ぼくたち四十人は︑野田先生と石井先生に

山うるはしく︑島なれば

あの山の上の人かげは︒

つれられて︑山のスキー場へ行った︒

八774
八桝2圃國

九54図圏島なれば
九56図魍

山の幸海幸多く︒

海めぐらせり︑山の幸海幸多く︒
九129

六913 山は︑たちまちできあがった︒
六914 先生は︑各方の山の高さをはかられた︒

われは目を移すやうになる︒

やがて︑左右を取り巻く山の木々に︑われ

六947 ぼくが︑山をのぼりかけると︑爾足をしつ
かりとっかまへて︑引っぱる者がある︒
ぼって︑旗を取るのだ︒

山から山へ績く

このやうにして︑山を分けながら谷間をの
すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ
蘇州までさへぎる山も岡もなしはるば

れ御軍の一人となりぬ

九㎜9

左手の山の頂が︑銀のやうに白く光り始め
山の頂に横たはる雲が︑黄にくれなみにか
魚の箱を山のやうに積んだ貨物自動車が︑

直なは一本のたばこぼんのまはりには︑人
炭僥がまの裏の山道には︑丸太を並べた木
そりの形をした木馬に︑木を山のやうに積
あの山の傳説を話してあげようといへば︑

んで︑源作ちいさんが引いておりて樵る︒

九768

馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ績いてるる︒

九767

の山ができて︑いろくの話が出る︒

九567

九5010

がやき渡ると︑

九471

ると︑

九466

るとかすみ水牛あゆむ

九372図魍

そしう

九361図魍

ぼって行くと︑

九135

九1210

つきることがない︒

六957 三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの 九1210 山から山へ潔く生ひ茂ったみどりの森林は︑
六962 ぼくは︑山の上に立ちあがって︑その旗を
ふった︒

六欄9 見るまに︑船の中には︑いわしの山が築か
れます︒

門川1 山のやうに積まれた紙が︑︿略﹀︑たちまち
本になって出て來ます︒

七323 野も︑山も︑木立も︑みどりにかがやく奈
良の都には︑

七796團野原や山を一日中かけまはって︑
と見つめました︒

七9210 今度は︑下を見ないで︑向かふの山をじつ

んど全部︑バナナ畠であることがあります︒

八159 二百メートルといふ高い山の斜面が︑ほと
八221團 貨物が山のやうにおろされたり︑積み込
まれたりします︒

堅ければ︑源氏も攻めあぐみて見えたり︒

八319図後は山けはしく︑前は海近くして︑守り
八324図圓 敵はけはしき山をたのみ︑後のぞなへ
みなもとのよしっね

を怠りてあらん︒

八327図 大將源義経︑︿略V︑ひそかに三千鯨 九脳7園 母は︑︿略﹀︑風の日も雪の日も待ってる

北の方では︑二三日前に雪が降ったので︑

たが︑とうとう山の上でなくなったといふ︒

遠い山の峯が白くなってみる︒

九川12

九㎜8 冬になると︑この大きな停車場に大豆の山

海水が︑︿略﹀︑山がのしかかって來たやう

が積まれるさうだ︒

な重さと︑︿略﹀とで︑陸にぶつかった︒

十256

十455図喜三右衛門は︑動かざること山のごとく︑

雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の

一念ただ︿略﹀柿の色を求めて止まざりき︒

十伽8図圃

そもそも笠置の城と申すは︑山高くし

ぞとにひねもす聞ゆ

十一168図

て一片の白雲峯を埋め︑

十一228図北は山高く道けはしく︑

山遠く

心はるばる︑

天地の大い

十一541南風叫び海怒りて︑波は山のごとくなれ
ども︑

十一694二念
なるかな︒

十一756雨の降ったあげく︑山の間などから流れ

底が平で︑上が山の峯のやうに積みあが

るやうにすべり出る白い雲は︑層雲といって︑
十一7510

まだ︑なかば眠りからさめない心のうち

つた形に現れる白い雲は︑積雲といひますが︑

十一781

に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒
しみつ
山からわき流れる清水が︑かけひをまつ

十一794

しんせつな山のお招きの席に︑しばらく

思ひきり深く朝の山の空虚を吸ふ︒

しぐらにかけ抜けて通る︒

十一798

は︑すべてを忘れて立ってるた︒

十一811

だぞ︒

十一849囹今日は︑あの山よりもつと高く登るの

十一915園山は︑今春なのだ︒

やまい一やまざくら
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十一932園向かふは晴れて︑山がすてきだぞ︒
十一973囚囚

山は廣い︒

十一965囹 あんな山へ登れる人があるのかなあ︒

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

十一975 何年かののちに︑きっとあの槍に登らう
かんばん

十一棚6 見る見る甲板はます・さけの山︒
十一佃8團 日本の兵隊さんが︑山の谷あひを長い
列になって︑進軍して行くところが論りました︒

十一脳10 小さな山の騨に着くたびに︑︿略﹀女た
ちが︑窓のところへ物費りにやって測る︒
だん
十一川4 ラバウルの町も︑︿略﹀︑ひな壇のやうに
家々が山の中腹に並んでみる︒

十一㎜7 セレベスの島影は︑どこか日本の山を思
はせるやうな姿で︑︿略﹀浮かびあがって來た︒

十一川5 あの内地の山によく似た山脈の森の中に
は︑どんな動物がみるのか想像がつかない︒

十一惣8 夜になると︑窓から山のいぶきが水のや
うに流れ込んで來る︒
がいせん
十ニー18 まさに山の幸を得ての凱旋だ︒

十一一142 ごうごうと響く車の音は︑見送ってくれ
る山の歎聲である︒
御影石の山々だ︒山の肩のあたりから︑

十ニー47 見あげるばかり高く切り立つた山だ︒
十一一148

刃物でそいだやうに突つ立ってるて︑
十ニー410 あちらの山でも︑こちらの山でも︑三四

割られた石材は︑石積み車に載せられて︑

あちらの山でも︑こちらの山でも︑

人つつ一かたまりになって︑石の上で働いてみる︒
十一一1410

十一一169

山の道をすべるやうに運ばれて行く︒
十ニー75 けれども︑仕事の相手は大きな岩であり︑
山のからだである︒

十二π6 それで︑石工の姿は︑山の中で見かける

かうして︑三年も五年も石の山に通って

よく山と取り組んで働けるものだと思ふ︒

と至って小さく︑たよりなく見える︒
十ニー710

十ニー86

石の山で働く人は︑大まかで荒っぽい仕

は︑石工の仕事を見畳えて行くのである︒

十ニー95

石工たちには︑︿略﹀岩石を何百萬年も

事をしてみるやうで︑決してさうではない︒
十一一199

かつらぎ

だきかかへてみる母のやうな山の心も︑わかるや

み

かへりみすれば葛城の山のいた

うな氣がするといふ︒

十二392図囲
だき雪白し︒

海行かば水つくかばね︑山行かば

海を進むなら水
︑にひたるかばねともな

草むすかばね︑

十二416圏
十二419

白雲が︑山の懐からぽっかり顔を出し

れ︑山を進むなら︑草の生えるかばねともなれ︑
せっせん
ところは雪山の山の中である︒
ふところ

十一一価5

十一一483

病

山一面

やまうちかつとよ

やまがたさんぽう

やまがたさんぽう

名︺1 山縣参謀総長

報があった︒

十853 その夜︑山縣参謀総長から︑次のやうな電

やまがたぼし ﹇山形星﹈︵名︶1 山形星
い す
九9310 北極星の右下の方に︑椅子の形に連なる五

やまがら

つばかりの星はカシオペヤ座で︑俗にいかり星と

﹇山雀﹈︵名︶1

も山形星ともいひますが︑

九143 やまがら・こまどり・うぐひすなどの鳴き

やまがら

やまかは

﹁さんせん﹂﹁ふぼ﹂︑あるひは﹁やまか

﹇山川﹈︵名︶1

聲が︑谷川の音にまじって聞えて來る中を︑
やまかわ

は﹂﹁ちぢはは﹂と︑音でも訓でも讃める場合が

十帽3

すはう

﹇山口﹈︹地名︺2 山口

あります︒

やまぐち

聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ饒る

周防の山口では︑今日も毛利侯の御前會
ぶんた
議で︑氣鋭の井上聞多が︑

十一一656

途中︑

十一一663

母の慈愛によらなかったら︑三十歳の井

す
山小屋の重い戸びらを音もなく開き︑素

﹇山小屋﹈︵名︶4 山小屋
ざうり

やまざくら

つひに︑霧の中に近く山小屋を見あげる

あんぷ
先頭は︑もう山小屋の右下の鞍部にたど

﹇山桜﹈︵名︶1 山櫻

り着いた︒

十一931

ところへ來た︒

十一928

十一7910 山小屋の前の小道をくだって行くと︑そ
ほほ
よ風が頬にここちよい︒

足に草履をはいて︑露深い草の小道におり立つ︒

あし

十一788

やまごや

上聞多は︑山口在に非命の最期をとげたであらう︒

十二741

この子は︑ひどい目の病で︑ものが見え やまぐちざい ﹇山口在﹈︵名︶1 山口在

﹇病﹈︵名︶2

ては︑見るまに大きくふくらんで︑
やまい

七329囹

もしまた病にかかり︑早世仕ること

なくなりはしないかと心配しましたが︑

十二986県官

だ

山内︸豊

春になって︑暖い太陽が山一面にかがやき

﹇山一面﹈︵名︶1

も候はば︑君の御ためには不忠の身となり︑

六256

やまいちめん

だすと︑
お

﹇山内一豊﹈︹人名︺1

九6510図山内︻豊︑織田家に仕へし初め︑

やまうちかつとよ

やまうちかつとよ

山おく

︹人

みことは︑︿略V︑川について︑だんだん山

﹇山奥﹈︵名︶1

五266

やまおく

﹇山県参謀総長﹈

おくへおはいりになりました︒
やまがたさんぽうそうちょう

837
やまざくらばな一やまとたけるのみこと

十一悩5 さしのぼる朝日の光に輝いて︑らんまん
と咲きにほふ山櫻の花は︑

やまざくらばな ﹇山桜花﹈︵名︶1 やまざくら花

山里

十一悩3図圏 敷島のやまとごころを人とはば朝日
﹇山里﹈︵名︶1

ににほふやまざくら花
やまざと

山路

山城

山田武

﹁︿略﹀︒﹂といふと︑元金な山田先生は︑

館の庭に勇ましく響き渡った︒
十一966

やまた

﹁山田武︒﹂と︑にいさんの名を呼び

﹇山田武﹈︹人名︺1

﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒

やまだたけし

ました︒

四742園

をうち

五27
五256

八岐のをうち⁝⁝⁝二十五
やまた

もと娘が八人ございましたが︑八岐のを
だいじゃ

十一梱2天の岩屋︑八岐のをろち︑︿略﹀等の神

ろちといふ大蛇に︑毎年一人つつ取られて︑
やまた

五273囹

八岐のをうち

やまたのおろち

六 八岐のをうち
やまた
﹇八八大蛇﹈︵名︶2 八浜のをうち

六

十一341図圃 山里の春の夕ぐれ來て見ればいりあ やまたのおろち ︹課名︺ 2 八岐のをうち 雲影の
ひの鐘に花ぞ散りける
﹇山路﹈︵名︶2

十二悩3壷折梅が香にのっと日の出る山路かな

やまじ

﹇山城﹈︵名︶1

十二悩4図圏山路來て何やらゆかしすみれ草
やまじろ

七576 こんな山城一つ︑何ほどのことがあるもの
かと︑賊が城の門まで攻めのぼると︑

やまぜんたい ﹇山全体﹈︵名︶2 山全等

代の尊い物語を始め︑︿略﹀古代のいひ傳へが︑

﹁火事だ︒荘屋さんの家だ︒﹂と︑村の若

﹇山手﹈︵名︶2 山手
しやうや

和︑

と

やまと

春秋のながめっきせず︒
もんむ

ぐ

あ

き

大和には群山あれど︑

むらやま

ろ︑大和の安騎野で狩をなさった︒
か

とりょうふ

十二429 文武天皇がまだ皇子でいらっしゃったこ

あめ

十二456図魍

やま

大和は︑ほんたうにりつぽなよい國であ

こ

﹇日本童男御子﹈︹人名︺1

み

景行天皇の御子︑やまとをぐなの皇子は︑

や

やまとをぐな

日向を船出して︑都したまうた國は大

天の香具山︑

ひうが

十二4610
る︒

と

十二蜘5圖

﹇日本童男﹈︹人名︺1

和︑わが大日本はおほやまと︑

やまとおぐな

こ

七175囹天皇の御子︑やまとをぐな︒
み

やまとおぐなのみこ
けいかう

まとをぐなの皇子

やまと

か ち

御年十六︑かうして︑ただお一人で︑熊襲をおほ

七184

ろぼしになりました︒

やまとかち

波羅殿や御向かひあらんと心得て︑大和鍛冶のき

はら

やまとかじ ﹇大和鍛冶﹈︵名︶1 大和鍛冶
ろく
萬乗の君のおはします城なれば︑六

十一192図國

たへ打つたる矢じりを少々用意仕りて候︒

七181園

十一悩3図魍

日本でいちばんお強いあなたは︑日本

敷島のやまとごころを人とはば朝日

雲のやうに山手へ突進して來た水煙のほか やまとごころ ﹇大和心﹈︵名︶1 やまとごころ
は︑一時何物も見えなかった︒

十258

い者は︑急いで山手へかけ出した︒

十236

やまて

古事記に載せられて今日に傳はつてみる︒

山ぞひ

十一慨1 山全髄が熱帯の森林におほはれてみるの
﹇山沿﹈︵名︶1

九158 やがて第二の太鼓が山全髄に響き渡って︑

で︑

やまぞい

山田

八1410 嘉湾では︑よく山ぞひの土地に︑バナナが
﹇山田﹈︹人名︺2

植ゑてあります︒

やまだ

神武天皇は︑日向をおたちになって︑大和

だいたふのみや

やまと

とつがは

かうや

武

︹課名︺2

日本武尊

日本武尊

やまとたけるのみこと

皇子と仰せられますやうに︒

たけるのみ こ

本四尊

日本武尊⁝⁝⁝十四

やまとたけるのみこと

やまと
やま
こもる大 やまとたけるのみこと ﹇日本武尊﹈︹人名︺4 日本

七141 三

七24

三

勇ましくふるひ立って︑大和へ進軍しまし やまとたけるのみこと

の方へお進みになりました︒

六42

六84
た︒

青山に

大塔宮は︑︿略﹀︑大和の十津川から高野

海原に敷島の國︑

の方へお向かひになった︒

七622

九58図圃

日

ににほふやまざくら花
十一486 山田のをぢさんとをばさんが︑おとうさ やまでら ﹇山寺﹈︵名︶1 山寺
やまと
んや分家のをぢさんなどと話をしてゐます︒
十233 山寺では︑この火を見て早鐘をつき出した︒ やまとたけるのみこ ﹇日本武御子﹈︹人名︺1 日本
たけるのみ こ
やまと
武皇子
十一509 ねえさんは︑山田のをぢさん︒をばさん やまと ﹇大和﹈︹地名︺8 大和 大和
やまと
ひうが
やまと
といつしょに︑車に乗りました︒

﹁休め︒﹂山田先生の聲がしました︒

﹁氣をつけ︒﹂と︑山田先生が號令を掛け

やまだせんせい ﹇山田先生﹈︹人名︺5 山田先生
七413

山田先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

られると︑

七438

なかぶさ
﹁出爽︒﹂山田先生の聲が︑中置温泉旅

七441

十一828

やまとだましい一やまやま

838

たけるのみこと

武 尊 日本武惨

あげることになりました︒

かつさ

九櫛7園

八772

八35

いかにも山中鹿介幸盛である︒

十二

倭姫

山ノ上

山の朝

山の朝⁝⁝⁝七十七

十二

︹課名︺2

十六

十六

﹇山上憶良﹈︹人名︺1

やまのうへの

山上

山のスキー場

山上憶良の作である︒

︹書名︺2

山のスキー場
二

山の生活二題

山の生活二題⁝⁝⁝七

︹襲名︺2

十一一23

二

山の生活二題

山のスキー場⁝⁝⁝七十七

やまのスキーじょう

べき名は立てずして

やまのうへのおくら

十二44を
5のこやも空しかるべき萬代に語りつぐ

憶良

おくら

やまのうえのおくら

二22 ﹈ 山ノ上⁝⁝⁝四
二41 一 山ノ上

やまのうえ

十﹇777

十一31

毒186 さうして︑これからのち︑日本武尊と申し やまのあさ ︹課名︺2 山の朝

．

七188 日本武尊は︑そののち︑東の國のわる者を
さがみの

日本武尊︑相模國より御船にて上総

やまとたけるのみこと

平げよといふ勅をお受けになりました︒

九75図
へ渡りたまふ︒
やまとたけるのみこと

十一悩3 神武天皇や日本武尊の御事蹟︑その
他古代のいひ傳へが︑古事記に載せられて
やまとだましい ﹇大和魂﹈︵名︶1 やまと魂
にもわがやまと魂をよく表してゐます︒

十一餌6 らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑いか

十二462図圃 うまし國ぞ︑ あきつ島大和の國は︒

やまとのくに ﹇大和国﹈︹地名︺2 大和の國

2

やまとひめの

十一一71

十二464 大和の國には︑たくさんの山々があるが︑ やまのせいかつにだい

あめのむらくものつるぎ

やまとひめのみこと ﹇倭姫命﹈ ︹人名︺
みこと

山名

︹人

さうして︑山の端にかかる三日月を仰いで

山のぼり

日は︑もう山の端にかくれた︒
﹇山登﹈︵名︶1

本田くん︑おとうさんといつしょに山の
﹇山鳩﹈︵名︶1

山鳩

小鳥の聲に混って︑太く口の中でふくん
山吹色

十ばかりであらうか︑白い着物の上に山

﹇山吹色﹈︵名︶1

山べ

あすからうれしい夏やすみ︑

﹇山辺﹈︵名︶2

五946圃

やまべ

山べに野

吹色の着物を重ねて︑かけ出して居た女の子は︑

十一389

やまぶきいろ

だやうに鳴く山鳩の聲が聞えて吊る︒

十﹁808

やまばと

ぼりをして︑ほんたうにおもしろかったよ︒

九393囹

やまのぼり

十一珊2

は︑﹁︿略﹀︒﹂と祈った︒

九桝9

七193尊の御をば倭姫命は︑︿略﹀天叢雲劒 やまのは ﹇山端﹈︵名︶2 山の端

やまとひめのみこと

命 倭姫命

を尊にお授けになりました︒

ゐ

七218 ふと御心に浮かんだのは︑御をば倭姫命の

ももの

﹇山名﹈︹人名︺1

おことばです︒

やまな

山中鹿

︿略﹀の軍勢六萬蘇騎︑︿略﹀︑鎌倉へ中れ入る︒

かまくら

十一248図 山名・桃井の面面を始めとして︑
やまなかしかのすけ ﹇山中鹿介﹈︹人名︺1

﹇山中鹿介幸盛﹈

九搦5魚期の角に三日月の前立ては︑まさしく山

介

中鹿介であらう︒
しかのすけゆきもり

やまなかしかのすけゆきもり

しかのすけゆきもり

名︺2 山中鹿介幸盛 山中轟音幸盛
のり︑心にかたく主家を興すことを誓った︒

九悩8 甚次郎は︑この日から山中鹿介幸盛と名

やまべのあかひと

山部赤人

やまべのあかひと

やどりして春の山べにねたる夜は夢

べに白ゆりが︑ ゆめ見るやうに咲いてみる︒

のうちにも花ぞ散りける

十一332重圏

ろ

﹇山部赤人﹈︹人名︺1

有名な歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人

かきのもとのひとま

やまべのあかひと

の作も︑また萬葉集によって傳へられてるる︒

十一一424

炭焼がまの裏の山道には︑丸太を並べた木

﹇山道﹈︵名︶3 山道

九766

やまみち

かうして︑つづら折りの明かるい山道を︑

馬道が︑曲りくねって山の奥の方へ抄いてみる︒
十﹁844

山本くん

さわやかな山道を︑汽車は鐘を鳴らしな

あへぎあへぎ登った︒

十一川10
がら登る︒

やまもとくん ﹇山本君﹈︹人名︺3

くんがとんでゐました︒

七908 上のいちばん高い段からは︑五年生の山本

﹁弱虫︑早くとびたまへ︒﹂と︑山本くん

がいったので︑

七9210

が︑皇の上で笑ってゐました︒

七937 水の上へ顔を出すと︑本田くんと山本くん

﹇山盛﹈︵名︶1 山もり

七799團大きなアルミニュームの食器に︑山もり

やまもり

﹇山山﹈︵名︶10 山々

にした御飯を︑見るまに平げてしまひます︒
やまやま

この神宮備林は︑︿略﹀木曾谷の左右の
山々にある︒

九124

九464 その音が︑港を盲信でだきかかへるやうに

見る目うるはし︒

薄きみどり︑こきみどり︑

山々のひ

太陽があかあかと四方面山々を照らし︑

取り園んでみる裏の山々にこだましながら︑

九513

九706図圃

薄明の天地の中で︑山々の薄黒い姿が︑

しま
だ縞なして︑

十一786

839
やまやま一やや

だまって眠ってみる︒

十一8110 丸木橋に立って︑朝の太陽の前に身じま
ひを正し始めた高い山々の針葉樹林を見あげる︒
やりがたけ

十一905 ここから︑今登らうとする燕の絶頂も︑
槍岳その他の山々も見えるさうだが︑

十一941 白雲がただよって︑︿略﹀︑谷々の雪渓と
御影石の山々だ︒

相映じて︑山々を奥深く見せる︒
十ニー47
﹇山山﹈︵形状︶1

山々

十二465 大和の國には︑たくさんの山々があるが︑
やまやま
へってかれらの心であるまい︒

十二642囹助けたいのは山々であるが︑それはか

四槻7圃國 黒い衣のそろひでまふと︑

やみを

月はまつ

やみ ﹇闇﹈︵名︶6 やみ与くらやみ・ゆうやみ
黒やみの夜︒

貫ぬく中佐の叫び︑

八871図圏荒波あらふ デッキの上に︑
九523 今まで軍港のやみに包まれてるた軍艦の壮
大な姿が︑だんだん現れて至る︒

やむ

止む

りナり︒

九6910図

︿略﹀︑事情止むを得なかったかれ

止める

︽ーメ・

來た︒

た︒

十躍4

おとうさんは︑夜業をやめて︑急いでした

歩くのをやめて︑立ち止まる︒

兵士は︑仕方なく撃つことをやめました︒

﹁作業やめ︒﹂

ベートーベンは︑ひく手をやめた︒

﹁登射止め︒﹂︿略﹀︒﹁敵の病院船だ︒

﹇稽﹈︵副︶8 やや

砂なれば︑干るるやうにすべること二町

十437図

したがって︑女の使ふ敬語には︑やや特

日は︑やや西に傾けり︒

十一898

道は︑ややなだらかになった︒

殊のものがある︒

十一305

だかさ︑美しさ︒

十53図 この時︑正面やや遠く拝する南神門のけ

けば︑風やや静まり︑扇も少しくおちつきて︑

八735図齢一︑目を閉ぢ︑︿略﹀神に祈りて見開

鯨にして︑やや平なるところに着きぬ︒

八336図

やや

攻撃は中止する︒﹂

十二桝1囹

十一柵9

途中で︑きょとんとして止めてしまったり︑

十畑5 支那の昔物語をやるつもりなのだが︑猿は

楊少年は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑止めなかつ

十297 一郎と貞童は︑とんぼ取りをやめて蹄って

門川9園

くだけは︑最後までどうしても泳がう

九㎜7 おくれたって︑ほかの人がやめたって︑ぼ

七伽7

やめます︒

七847国 ぢき消燈ラッパが鳴りますから︑これで

七6810

六758園 やめることだ︑やめることだ︒

やめることだ︑やめることだ︒

六757囹子どもの火あそびが︑いちばんいけない︒

くをして︑家を出られました︒

信長︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし感じてやまざ 六687

されど︑喜三右衛門は︑︿略﹀︑一念ただ

風もやんだ︒

十456図

九㎜4

ほのぼのとした影が揺れながら動くのは︑

タ日に映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

十㎜2

矢叫びの音︑ときの聲︑しばし止む時

子ども心を引きつけて止まない︒

十一216図

二人は戸外にたたずんで︑しばらく耳を

なかりけり︒

十一鵬7

澄ましてみたが︑やがてピヤノの音がはたとやん
で︑

しゃか

この修行者こそ︑ただ一すぢに道を求め
宮は

て止まなかった︑ありし日のお繹迦様であった︒

十一一579
十二川2

徳川を討たねば止まぬの硬論を持する朝

の心中をあはれみたまうた︒

十二脳3

風はぴたりと死んだやうに止んで︑

臣たちも︑この御文を拝見してひとしく泣いた︒
十二㎜10

どこにも敵艦らしいものは見えない︒︿略﹀︒

やめδはっしゃやめ
やめる

毎年ある花火は︑今度はやめださうですが︑

﹇止﹈︵名︶1

﹇止﹈︵下一︶16

六152

やめ

止むなく反韓する︒

十627

十一146 昭和十五年九月六日︑防空演習で帝都は やむなく ﹇已﹈︵副︶1 止むなく
夜のやみにとざされてるた︒

十一麗9 やさしい沈んだ調べは︑ちやうど東の空

ヤム

︽ーマ・ や・める

にのぼる月が︑しだいにやみの世界を照らすやう︑
﹇止﹈︵四五 ︶ 1 4

十二678 あたりは眞のやみである︒
や・む

三865

ーメル︾5おやめる

子どもたちは遊ぶことをやめて︑しばらく
おかあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束を
まとめて︑稻かけの方へ運んでゐられます︒

六133

月を見てゐました︒

五麗7

ててやめました︒

勇さんも太郎さんも氣がついて︑あわ

一36一 アメガヤミマシタ︒

ーミ・ーム・ーン︾

一52一 ユフダチガヤミマシタ︒

三567 でも︑ときどき雨がやんで︑空が明か
るくなり︑かっと強い日がさして來ます︒
三718 風がやむと︑﹁チョンギース︒﹂と︑いい
こゑでまたなきました︒

ややもすると一やる

840

があった︒

たうわく

十一901 やや廣く平なところに︑三角鮎を示す石

すである︒

ややもすると

十一㎜5 兄は︑むっつりとして︑やや寡言のやう
﹇動﹈︵副︶1

畑田

何年かののちに︑きっとあの槍に登らう

といふ希望をいだきながら︑山をくだった︒

十一974
槍

左端の穂高に憩いて︑槍岳が︑それこそ

﹇槍﹈︵名︶1

十一936

やり

天を突く槍の穗先のやうに突き立ってるる︒

R圏

デハ︑ヤラウ︒ケッショウテン

ノ山ノ上ダヨ︒

二287 サルヲヨビニヤリマシタ︒

二798團園手ガミヲヤレバイイサ︒

ハ︑ア

コンドハ︑私ガヤッテミマセウ︒

二812圏凸 デハ︑ヤリマスヨ︒

出軍ラケト︑カイテヤラウ︒

二802国⁝囹ゲンキデ︑オクニノタメニシッカリ

二826園

やり方

鐵條網にさし入れてから︑火をつけると

﹇遣方﹈︵名︶1

六㎜6

ホウ︑ナニヲヤルカナ︒

ヤル

1

やる

︽一

ッ・ーラ・一

か︒

さすって

うらしまは︑お金を子どもたちにやりま

せなかを

わたしは︑もう一度おまへを追ひはらっ

よし︑その大蛇をたいぢてやらう︒

さっそく︑桑の葉をもらって來て︑箱の中

葉が大きくて︑たべにくいから︑きざん

ぬれた葉を︑かひこにやってはいけませ

小刀で︑葉を切ってやりました︒

私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいにふいて︑

五364園

ゆうべ︑桑をやるのを忘れませんでした

かわかしてから︑かひこにやりました︒

五343

んよ︒

五339囹

五333

でやりませう︒

五331園

へ入れてやりますと︑

五328

五291園

て︑野や山をまつ白にしてやる︒

四備1園

おまへのうちを守らせることにしよう︒

四382圓その晩けらいたちをたくさんやって︑

やります︒

三㎜9 かめをだき起して︑

す︒

三㎜3

三837囹ぼくがたぬきか︒よし︑やらう︒

かはいがって

この机や

㎜

こしかけを︑

二827圏
槍岳

晴れてみれば︑ここから︑︿略﹀燕の絶

﹇槍岳﹈︹地名︺3

やりがたけ

二986圏

やりがたけ
やりがたけ

十一904

頂も︑槍岳その他の山々も見えるさうだが︑

左端の穗高に臨いて︑槍岳が︑それこそ

やりきれない

︽一

槍岳が︑﹁ここまでお出で︒﹂といふやう

天を突く槍の穂先のやうに突き立ってるる︒

十一936
十一962

﹇遣切﹈︵形︶1

に︑しかしいかにも嚴然とそびえてみる︒

イ︾

︵下一︶

やりとげる

それに︑攻撃目標のない洋上哨戒の軍手

やりきれな・い

十二㎜4

︵五︶

モモタラウハ︑オニヲユルシテヤリマシ

モモタラウハ︑犬ニキビダンゴヲヤリマ

フタリハ︑キビダンゴヲコシラヘテヤリ

︽

もう︑軍犬のすることは︑どの犬にも負

﹇遣遂﹈

さは︑やりきれないものがある︒
やりと・げる

五網2團

ゲ︾

﹇遣﹈

けないで︑りっぱにやりとげます︒
や・る

一756

リ・ール︒ーレ︾3おやる

マシタ︒

一774
シタ︒

一854
タ︒

やりませうね︒

槍岳

やりかた

一［

いったやり方では︑とてもまにあひません︒

十一951 ややもするとくつれようとする砂と岩と やり ﹇遣﹈与きやりうた・こころやり

ややもすると
の間を︑﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ︒

ややもすれば ﹇動﹈︵副︶1 ややもすれば
になりがちであった︒

十762 ややもすれば︑手のとどきさうもない空想
やら ︵副助︶4 やらεどうやら・なにやら
つつまれて︑

四悩5團 いつのまにやら 天人は︑ 春のかすみ
に

六565囹うはさをすればかげとやら︑向かふから︑
あの子がやって來ましたよ︒

みかいゑい

九3310 あとは涙にぼっとして︑何が何やらわかり
ませんでした︒

みんな

十1110囲国 八月十日の威海衛攻撃とやらにも︑か
くべつの働きなかりし由︑

やら ︵並助︶4 やら

五粥3圃 めでた︑めでたとさかなたち︑
まふやら歌ふやら︒

五幽3圃 みんなまふやら歌ふやら︒
ら樂しいやら︑まるで夢のやうに過して來ました︒

十一柵6團始めてのものばかりで︑めづらしいや

﹇夜来﹈︵名︶1

十一柵6團 めづらしいやら樂しいやら︑
やらい

槍

玉砂利︑さくさくと鳴りて︑

十44図 南参道に入れば︑夜來の雨に清められし
﹇槍﹈︹地名︺2

十一967園 もう二三年たったら︑きみたちも槍へ

やり

登れるよ︒

P3

841
やる一やる

五365園 新しいのをたくさんやっておきました︒
︿略﹀︑そろそろ た べ 始 め ま し た の で ︑

五379 つみたての桑の葉をやると︑かひごは︑

うちを︑箱の中へ入れてやると︑かひこは︑

五395 ねえさんに︑こしらへてもらったわらのお

六253

みかんの木といふ木に︑むしろやこもの着
今度こそうまくあててやらうと︑力いっぱ

物を着せて︑暖くしてやります︒

六938

今度こそうまくあててやらうと︑力いっぱ

い投げてやった︒

六939

雪が降ったら︑またやることにする︒

い投げてやった︒

六968園

﹁うまくやったなあ︒﹂

馬のからだをこすって︑きれいにしてやる︒
六971園

五665国 ひづめを洗ひ︑鐵で作ったくしとはけで︑

六999

わたしのお人形さんを︑ここへ入れてや
もう許してやらうと思って︑また本堂へ行

急いでなはを解いてやりながら︑ズ略﹀︒﹂

作江︑よくやったな︒
もう一ぺんやらう︒

小さな女の子が︑豆をまいてやりました︒
七121園

ひとつ︑りっぱな宮殿を建て︑たくさん

八163

武男くんたちも︑︿略﹀︑今のうちから︑

そこで︑その國の人々は︑このつかれはて
暖い家に入れてやり︑食物を與へてやりま
さうして︑つかれのなほるのを待って︑南
まはりの草を取ったり︑肥料をやったり︑
まはりの草を取ったり︑肥料をやったり︑

そのほか︑いろくせわをしてやるのです︒

八162

の暖い國へ送ってやりました︒

八106

した︒

八105

た鳥を拾ひ集めて︑暖い家に入れてやり︑

八104

しっかりやるやうにしてください︒

七844国

の兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒

七147囹

六㎜2

六搬9園

といひました︒

六価1

きました︒

六備8

りたいなあ︒

六㎜9囹

弓でいぢめてやらうと思ったのでせう︑

豊隆では︑とてもかなはない道貫を︑︿略﹀︑

水で洗ってやるのには︑なかなか勇氣がいった︒

五672團 それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを

五683四重日馬をかはいがってやると︑馬の方で
も︑ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒

﹁やす︑やす︒﹂といってやると︑いか

にもうれしさうに前足をあげて︑かるく地面をた

五688国

たく︒

五861 きうりを少しやった︒
だをふいてやったりしました︒

五佃6 朝夕︑からだの毛をすいたり︑きれでから
五㎜8 毎日︑きまったやうに︑運動をさせてやり
ました︒

五㎜3 少しでもできると︑頭をなでてほめてやり
ました︒

五麗1 出嚢の前の晩︑文子さんは︑利根にたくさ
んごちそうをしてやりました︒

五 6 文子さんは︑︿略﹀︑おかあさんといっしょ
に︑停車場まで見送ってやりました︒

五掴3團 あなたから手紙が懸ると︑それを︑利根
に見せてやります ︒

五捌3團 利根は︑足をやられただけですから︑ま
もなく︑よくなることと思ひます︒

五伽9囹 引きあげてやらう︒
り ば り を 取 っ て や れ︒﹂

五欄9園女に向かって︑ 鯛ののどから︑そのつ

そのほか︑・いろくせわをしてやるのです︒

掛けてやるのです︒

八164 實が生ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで

︿略﹀︑義仲のところへ知らせてやりました︒

天
70
ノ∩φ− 頼朝が義仲を攻めようとするのをさとって︑

親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑

石のらうから唐糸を出してやりました︒

八435

ません︒

八487囹 いいかげんにやったのでは︑決して飛び

八研5 さうして︑糸でおもりをつるして︑同じや

馬屋の奥の方で︑母馬が︑生まれたばかり

うなことを︑何べんとなくやってみました︒

うん︑おちいさんによく指圖していただ

の子馬をしきりになめてやってゐました︒

九791

九7910園

ひとつやってごらん︒

いて︑ひとつ一生けんめいにやって見るかな︒

九806園 こまかいことはだんだん話してあげよう

九805園

しんせつにしてやれば︑馬ほどすなほで︑

が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒
九809囹

六月になると︑母馬につけて︑近くの牧場

りこうなものはめったにないそ︒

手のひらに塩をのせてやると︑うまさうに

へ放牧にやることになりました︒

九822
九845

﹁ほうほう︒﹂と聲を掛けて︑手のひらで

なめます︒

おまへがよくめんだうを見てやったから︑

粗く首やせなかをなでてやると︑

九857

九8510園

その勇ましいやうすを思ひ浮かべると︑ぼ

北斗はりつぼな二歳ごまになった︒

あちこちに油をさしてやったり︑燃料を

廣田よくやった︒

くは北斗のために喜んでやりたいのです︒

九872

九川6園

九梱7園

やれ一やわらかい

842

補充してやったり︑︿略﹀してやったりします︒

三川7園 よごれたところをきれいにしてやったり

九栴7圏燃料を補充してやったり︑
します︒

たり︑痛いところをさすってやったりするのです︒

昏乱7

かいしゃく

﹁︿略﹀︒﹂といって︑涙ながらに介錯をし

さいいうき

今日は夜明けから︑張の家では︑萎刈をや

てやった︒

十㎜12
さんごくし

つてみた︒

三國志とか︑西遊記といった支那の昔物語

をやるつもりなのだが︑猿は途中で︑きょとんと

十珊4

源氏は︑小さな妹でもできたやうに︑い

して止めてしまったり︑

十一436

十二桝8

英語の少し話せる衛生兵の一人が︑片言

獲物は大きいそ︒みんな愼重にやれ︒

しんちょう

十二矯4園

敵艦隊を一隻も鯨さず︑珊瑚海の海神

の英語で慰めてやると︑

十二㎜3園

﹁戦艦一隻撃沈︒﹂やった︑やった︒

のごちそうに供へてやる︒

﹁サラトガ型撃沈︒﹂やった︒

やった︑やったQ

とうとうやった︒

荒鷲︑よくぞやってくれた︒

十一搦8正長

おのれは古がさを買うて來て︑やれ末

やれ打つなはへが手をする足をする

ぼん

柔か

どこからともなく︑綿のやうに白い︑やは

あの黄色な皮をむくと︑中から白い︑柔か

かう

盆のところどころへ︑黒い︑やはらかな膏

七866

︵形︶

2 やはらかい 柔かい

やはらかな日ざしが︑窓いっぱいに降り

﹇柔﹈

あたたかい馬のからだや︑すべすべした︑

やがて木をおりて︑いつのまにか︑柔かい

やはらかい毛なみにさはると︑

五677團

︽ーイ︾

やわらか・い

そそぐ︒

十二燭7

やはらかに春雨の降る

十伽3口藺凶魍くれなみの二尺のびたるばらの芽の針

藥のやうなものを︑細い竹べらでつめてみる︒

やく

十㎜3

な實の出て肖るバナナは︑

八133

らかなやなぎの花がとんで來ます︒

五202

﹇柔﹈︵形状︶5 やはらか

廣がりで候の︑骨みがきで候のと申しをる︒

十二862園

ちの前へ押しかけて來ました︒

兵隊さんは︑ やれうれしやとばかり︑私た

︵感︶3 やれ

9慈心％％騨

やわらか

この不幸な子を慰めるために︑源氏は給

ろいろと紫の君のめんだうを見てやった︒

十一4310

さうして一曲ひいてやらう︒﹂べ一

をかいて見せたり︑人形を求めてやったりした︒

十一餅5園

トーベンは︑急に戸をあけてはいって行った︒

十一描9團私もいけ花がすきなので︑いそがしい

や

九皿3園飛行機の熱を計ったり︑息づかひを聞い
九網10園 よくやってくれたなといひながら︑翼を
なでてやったりしますよ︒

九価1園翼をなでてやったりしますよ︒
九柵4囹 ただ一心にやってゐますので︑苦しいと
は別に思ひませんが︑困ることはよくあります︒

九宙2囹それに︑寒いと襲動機もうまく動かない
ので︑温めてやるのに苦心をします︒

九伽6園敵地を爆撃したり︑空中職をやったりし

團結了の強いかれらは︑またたくまに支

中にも︑ずっと驚けてやってゐます︒

那街を作り︑そこに支那でやって來たのとそつく

十一塑3

﹁やるぞ︑やるぞ︒﹂と何度も誓った︒

りそのままの生活と習慣とをくりひろげる︒

た方がいいとは思はれませんか︒
九㎜3園
﹁やるぞ︑やるぞ︒﹂と何度も誓った︒

しふくわん

九η3園

弦線に弾丸を一嚢でも多く送ってやりた

日の出から日の入りまで︑同じやうな仕

どうせ助らない弟︑頼みに任せてひと思
これにからかさがあるから︑これを責
絹帯は日に何回となく取り代へ︑傷の手
當てをていねいにしてやることは︑
てつや
二人のわが衛生兵は︑代る代る徹夜して︑

心からしんせつに看護をしてやった︒

十二皿4

十二溜1

はうたい

つてやらうーーなうなう︑田舎の人︑これぢや︒

十二804園

ひに死なせてやるのが︑せめてもの慈悲だ︒

十二706

つてもよい︒

十一一534園さうしたら︑私のからだをおまへにや

事を︑くり返しくり返し績けてやる︒

皮骨ー61

いと思へば︑

十ニー35

九η9園 しっかりやらう︒
九盟11 それから五六日たって︑のろ狩をやった︒

九㎜2 ぼくは︑まだ見たこともないが︑どうかし
てっかまへてやらうと意氣ごんで行った︒

良書8園今度こそ︑つかまへてやるぞ︒
十219 このままにしておいたら︑四百の命が︑村
もろとも一のみにやられてしまふ︒
スが︑沈んだぞ︒

十705園 やったぞ︒やったぞ︒二番艦が︑レパル
十705園 やったぞ︒

十742園 ほかのことを考へないで︑みっしり仕事
をやってくれ︒

十773 自分のめざしてみる織機を仕あげて︑いつ
かは︑外國を見返してやらうと固く決心した︒
十792囹 よくやった︒

八れ十十十十十
57 二二二二二
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やわらぐ一ゆうきひゃくばいする

﹇ 和 ﹈ ︵ 五︶1

やはらぐ

︽ーイ︾

土の中にもぐりこんでしまひます︒
やわら・ぐ

論題4 日光はかすかに黄色味を帯びて︑壁やへい
の強い反射がいくぶんやはらいで見える︒

﹇湯浴﹈ ︵ サ 変 ︶ 1

あふれでるました︒
ゆあみ・す

ゆ

ひ

守の歌と聞き︑
ゆ ひ
﹇由比﹈︹地名︺1 由比

遺言

八幡宮の御やしろ︒

﹇遺言﹈︵名︶3

にしみて忘れず︒

︽ーシ︾

十二985図園 このたびこそ︑手を蓋くして合職仕
ごゆいしょ
﹇結直 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

結ひ直す

︽ーシ︾

り候はずば︑父の申しし遺言にもたがひ︑
ゆいしょ
ゆいなお・す

十欄8 その夜︑宗治は髪を結ひ直した︒

十123國田村の方々は︑朝に夕に︑いろくとや

ゆう ﹇夕﹈︵名︶1 目窪あさゆう

﹇結﹈︵五︶2

結ふ

︽ーッ︾

さしくお世話なしくだされ︑
ゆ・う

十一4710

きれいに髪を結って︑晴れ着を着せられ

そくはつ

ゆうがくじゃう

熊岳城

髪も束髪のやうに結ってみる︒

たねえさんは︑まるでよその人のやうに見えます︒
十一泌4
ばうせうざん

︹熊岳城﹈︹地名︺1
下風

細い︑白い糸が︑夕風にゆられながら︑ふ

﹇夕風﹈︵名︶一

熊岳城に近づくと︑望小山が見えだした︒

ゆうがくじゃう

九㎜9

ゆうがくじょう
ゆうかぜ

七鵬9
﹇タ方﹈︵名︶15

夕方

はふはと空中にただよってみるのは︑
ゆうがた

夕方︑まだ明かるい空に︑半月が光り始め

その日の夕方︑使者を以って︑﹁︿略﹀︒﹂と

ある日の夕方︑かれは村の墓地を通ってゐ

た︒

夕方︑迎への車が來ました︒

十一泌5 マライ人の女たちが︑夕方など︑こんな

十一509

夕方小川などは︑サロンのままマンデー

姿で子どもをだいて門口に立ってるるのを見ると︑
十一泌11

勇敢無比

わが勇敢無比な荒鷲部隊は︑決死母艦を

﹇勇敢無比﹈︵形状︶1

をするマライ人でいっぱいである︒

ゆうかんむひ

離れ︑

十二別11

それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを

そのためには︑乗組員に︑勇氣とおちつ

北川は︑決死の勇氣をふるって︑すっくと

しかし︑佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑新しい勇氣

十一872

時々休んでは︑また勇氣を振るひ起す︒

をふるって立ちあがった︒

十781

立ちあがりました︒

六捌3

から︑きたへるやうにしなければならない︒

六349国かうした勇氣やおちつきは︑子どもの時

きがたいせつだ︒

六349團

水で洗ってやるのには︑なかなか勇氣がいった︒

五673団

のある神様が︑いらっしゃいました︒

五258 すさのをのみことと申して︑たいそう勇氣

夕方︑神だなにあかりをあげて︑みんなゆうき ﹇勇気﹈︵名︶7 勇氣
それから︑夕方まで︑弟といっしょに遊び

で舞みました︒

四627
六142

書間は︑︿略﹀︑聲をひそめてゐますが︑夕

夕方に近い本堂は︑少し暗くなってゐまし

ました︒

六脳1
た︒

七392

一日中かけまはって︑夕方おなかをぺこ

方から夜になると︑︿略﹀︑さわぎたてます︒

七796團

天工のよい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こ

ぺこにして︑なつかしい兵螢へ託って下るのです︒

七874

そと穴から地上へはひ出します︒

ます︒

八569

た︒

十榴2

十糀6

いって來た︒

十四5

波や風の音が︑︿略﹀︑氣味悪くなって來ました︒

夕方になると︑海はますますしけて來て︑

十349

湯茶接待所へ手傳ひに來たのでした︒

今度は︑この前のやうに︑はっかしがら

勇

︽ーシ︾

﹇勇気百倍﹈︵サ変︶1
氣百倍する

第一線の將兵たちは︑︿略﹀︑ひたすら光

榮に感激して︑獄丁百倍したのであった︒

十一143

ゆうきひゃくばい・する

をしたり︑いうぎをしたりします︒

六欄7 それが美しいわになったかと思ふと︑髄操

ないで︑ぜひ︑いうぎをして見せてください︒

四鵬4国

私は︑おかあさんにつれられて︑夕方から︑ ゆうぎ ﹇遊戯﹈︵名︶2 いうぎ

十二965図正行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心 八227国 旅客機で朝だてば︑夕方には大阪に着き

にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒

十一一959図圖 その遺言をつぶさに聞きて︑この母

ゆいごん

過ぎ行けば︑

はちまん

十二752図圃由比の並べを右に見て︑ 雪の下道

ゆい

十一槻6図圏生まれて潮にゆあみして︑ 波を子

ゆあみす

七347 この風呂には︑いつもあたたかい藥の湯が︑

ゆ ﹇湯﹈︵名︶1 湯εおゆ・むぎゆ

ゆ

ゆうぐれ一ゆうはん

844

ゆうぐれ ﹇夕暮﹈︵名︶4 夕ぐれ 夕暮
きうしや

はと

八643 十二月三十一日の夕暮に︑大石橋守備隊の
ちゅうしう

鳩舎へ︑血に染まった一羽の鳩が︑飛んで湿た︒

十川10 仲秋明月の夕暮である︒
ひの鐘に花ぞ散りける

十一341図團 山里の春の夕ぐれ來て見ればいりあ

ねらひ績けてるた高角砲の勇士たちは︑

は︑艦長のこの命令を意外に思った︒

十二圏9
遊就館

十二723
けつけた︒

ところいくたらう

キ

カ

﹇勇進敢戦﹈︵サ変︶1

勇進

七鵬8

﹇夕空﹈︵名︶4 夕空

遠くの木立や︑家や︑煙突が︑くっきりと

日が沈んだばかりのところがら︑さし出た

夕空に浮き出してゐます︒

七僻8

いく百筋のこまかい金の矢が︑夕空を染めて︑

八663 寒い夕空をものともせず︑南東をさして高

薄むらさきの夕空には︑ばら色の雲がたな

く飛んでみた鳩は︑

びいた︒

九㎜7

雄大

飛騨山脈が︑︿略﹀︑紫紺のはだあざやか

ひ だ

﹇雄大﹈︵形状︶4

十一939

ゆうだい

わが古代の人々が︑雄大明朗の氣性を持

萬葉集の歌は︑まことに雄大であり明朗

にそそり立ち︑うねり書く雄大荘嚴な姿︒
十一一473
である︒

ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

十二474

十二川6 ところが︑その雄大な美観を待ちわびて

ユフダチ

ユフダチガヤミマシタ︒

﹇夕立﹈︵名︶3

タ立

みるうちに︑不意に雲の表情が愛って來た︒
ゆうだち

七394 家の前も︑後も︑横も︑まるで夕立の降る

一52一

夕はん

タ飯

弾丸の夕立の中で︑波打際に突つ伏したま

やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

十個4

﹇夕飯﹈︵名︶5

ま︑兵士は身動きもしない︒

ゆうはん

夕飯のあとで︑︿略﹀みかんをたべながら︑

兵器の手入れをして︑夕飯をたべますが︑

八625 銃や劒を見せてもらって大喜びの弟︑夕飯

そのおいしいことは︑またかくべつです︒

七798国

みんなで︑戦地の兵隊さんの話をしました︒

六794

て︑すず虫を買ってかへった︒

聞多の友人︑所郁太郎が︑その場へか 五854 夕はんがすんでから︑︿略﹀︑えん日へ行っ
ゆうしんかんせん・す
︽ーシ︾
サキ

言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ︒

十一574図圓 襲二敵人封シ勇進敢戦シタル鷹下中
タダ
卒モ︑皆此ノ成果ヲ見ル白及ンデ︑唯々感激ノ極

敢職ス

ゆうそら

人が並んでをりまし

﹇遊就館﹈︵名︶1

いうしうくわん

みかた機とわかって狂氣のやうに手を振った︒
いうしうくわん

ゆうしゅうかん

た︒

七315圖添木館の入口に︑

あなたがた同志の友情のうるはしさに︑

しみじみ感じて泣いてみるのです︒

十二伽1園

十一993 この作業が終るころは︑日没のおそい北 ゆうじょう ﹇友情﹈︵名︶1 友情
洋にもタ暮がだんだんせまって︑
ゆうぐんじんち ﹇友軍陣地﹈︵名︶1 友軍陣地

夕食後は︑ぼくらの最も遠しい時間で︑

夕食後

七801團

ゆうしょくご

﹇タ食後﹈︵名︶2

がどの邊にあるか︑ほとんど腿節がつかない︒

十一槻3 まして平原にある友軍陣地からは︑それ

︽一

夕食後︑兵隊さんから︑新しい兵器につい
﹇夕食﹈︵サ変︶1

て︑おもしろいお話を聞きました︒
ゆうしょく・する
シ︾

夕食して︑母に手紙を書かうと思って︑食

堂車・へ行った︒

九㎜8

夕食する

八628

ゆうし ﹇勇士﹈︵名︶8 勇士δさんゆうし

博論3 さしもの尼子勢もへとへとにつかれ︑多く
の勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒

九鵬9 花盛を一目見た信長は︑この勇士の苦節に
同情した︒

十698 直立して︑この勇士に別れを告げた︒

月のさえた夜︑友人と二人町へ散歩に出
友人も績いてはいった︒
ベートーベンの友人も︑まったくわれを
忘れて︑一同夢に夢見るここち︒

十一⁝⁝5

十一田6

て︑

十一鵬8

十髄10 何位の敵をものともせず︑戦ひぬいたこの ゆうじん ﹇友人﹈︵名︶5 友人
勇士の頭に︑最後にひらめいたのが︑

﹁日本人か︒﹂トラックの上から勇士が

病院が︑この勇士の患者たちを待ってるる︒

十川8 内地に着きさへすれば︑完全な治療をする

どなった︒

十二213

雄姿

清い月の光が流れるやうに入り込んで︑

十二244 不動の姿勢をしたトラックの上の勇士も︑ 十﹁柵9 友人がそっと立って窓の戸をあけると︑
︿略﹀︑泣きながら歌ひ︑歌ひながら泣いた︒

十二宙5團更に︑皇帝陛下は︿略﹀︑皇軍の將兵︑
﹇雄姿﹈︵名︶1

戦残の勇士に︑しばし祈念を捧げたまうた︒
ゆうし

勇士たち

てい
八265團 くっきりと︑堂々と︑ 帝國の艦艇︑お

お︑その雄姿︒
﹇勇士達﹈︵名︶2

十一一悩1 魚雷襲射の持ち場についてみた勇士たち

ゆうしたち

845
ゆうひ一ゆうやけ

の支度にいそがしいおかあさん︒
あります︒

十四

いうびんきょく

いうびん⁝⁝⁝六十五
いうびん

﹇郵便局﹈︵名︶1

十四

いうびんごっこ

まもなくホ町にはいって︑いうびんきょ
﹇郵便﹈︵名︶1

尋ごゆうぶ

ゆうべより少し沖へ出たな︒

一郎さん︑ゆうべのお約束よ︒

たさうです︒

五黄6園

﹇勇名﹈︵名︶1 勇名

十一㎜1園

九伽6 かれの勇名は︑みかたのみか︑もう敵方に

ゆうめい

も知れ渡ってみた︒

石垣の石の大きいのは有名ですが︑

﹇有名﹈︵形状︶6 有名

八929

ゆうめい

そのころから紫式部は︑筆をとって有名

ドイツの有名な音主家ベートーベンが︑

かきのもとのひとま

ろ

やまべのあかひと

本居宣長は︑江戸時代の有名な學者で︑

十二424有名な歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人

十一悩7

もとをりのりなが

まだ若い時のことであった︒

十一価7

な源氏物語を書き始めました︒

十一359

寺院へ︑お参りをしました︒

花子さんと春枝さんは︑こんどは︑いう 八餌8 ガリレオといふ學生が︑この町の有名な大

びんごっこをすることにしました︒

四656

ゆうびんごっこ

くの前で止りました︒

四255

ゆうびんきょく

四654

四32

十351 おかあさんにさういって︑夕飯がすむとす ゆうびん ︹課名︺2 いうびん
ぐ出かけた︒

七311 二十二 夕日⁝⁝⁝百六

ゆうひ ︹課名︺2 夕日

七鵬1 二十二 夕日
ゆうひ ﹇夕日﹈︵名︶12夕日

三925國夕日が赤い︑森の上︒
平線に落ちて行くところです︒

だいじな物資や︑郵便物や︑私たちを一

ゆうぶ

氣に運んでくれる︒

九鵬7圃

なほも南 ゆうびんぶつ ﹇郵便物﹈︵名︶1 郵便物

謹書2 赤い大きな夕日が︑今︑西の遠い︑遠い地

八46圏 萬里の波に 夕日が落ちて︑
へ氣がはやる︒

か︑ふたかかへもありさうな大きな夕日です︒

八搦7 その大きなこと︑何といったらいいでせう
八鵬8 見渡すかぎり平な地平線に︑大きな夕日が

か︒

ゆうべ

ある日の夕べ︑あわただしくかま場より
ユウベ

ゆうべの

雨が

はれて︑

日が

四這よく

ゆうべ︑桑をやるのを忘れませんでした
ええ︑ゆうべ︑つけました︒

九刎11

あらわし

わが勇猛果敢な海の荒鷲が︑米のカリ

美しい夕やけだ︒

のは︑みごとなものです︒

タヤケ

八鵬5 このころ︑夕やけの空を︑日が落ちて行く

イオ月サマ︒

二215圖圓西十重ヤケ赤イクモ︑東ハマル

ォ月サマ︒

二204圃西ハタヤケ赤イクモ︑東ハマルイ

タやけOにし

イタリヤのピサの町に︑夕もやがこめて︑

﹇夕霧﹈︵名︶一 タもや

フォルニや型を撃沈したのだ︒

十二㎜9

八脳6

ゆうもや

﹇タ焼﹈︵名︶4

日が静かに落ちて行くころでした︒

ゆうやけ

ユウベ︑ネドコニハイッテカラ考ヘマシ

﹇昨夜﹈︵名︶8

六718

五371囹

ゆうべの火事で︑をぢさんのうちも︑焼け

五364園

てってゐます︒

三182

は︑ゆうべのゆめのことを思ひ出しました︒

二981ここまでお話をきいたとき︑ふと︑私 はゆうやけ

タ︒

ニ942

ゆうべ

走り出でたるかれは︑

十457図

が渡ってみる︒

十302

げ︒

七953團

﹇夕﹈︵名︶3 ゆふべ タベ
ぬま
二叉子馬︑ 沼の岸︑ 夏のゆふべの柳か

優美

の作も︑また萬葉集によって傳へられてるる︒
がん
夕べの光をかすかに残した大空を︑雁の群 ゆうもうかかん ﹇勇猛果敢﹈︵形状︶1 勇猛果敢

ゆうべ

赤々とはいって行きます︒

九川10 遠く特務院や︑關東軍司令部の建物が夕日
にはえ︑新しい住宅があざやかに見える︒

九㎜5 大きな赤い夕日が沈むところだ︒
九㎜5 夕日とぼくとの間には︑さへぎるもの一
ない︒

る︒

十295櫻も紅葉して︑みんな赤い夕日を受けてゐ

﹇優美﹈︵名︶1

く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑優美の極みで

十一溜5 のどかな春の日の光の中に︑あわただし

ゆうび

から夕日がさして︑西側はみすがあげられ︑

十一3710きれいに作ったしば垣の内の僧庵に︑折

夕日に映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒
そうあん

十456図 されど︑喜三右衛門は︑︿略﹀︑︸念ただ

がき︑すずなりの赤き實︑夕日を浴びて︑

十438図仰げば庭前の柿の梢は︑大空に墨給をゑ

つ

ゆうやけこやけ一ゆき

846

テンキニ

ゆうやけこやけ ﹇夕焼小事﹈︵名︶2 ユフヤケコヤ
ケ タやけ小やけ

一201圃 ユフヤケ コヤケ アシタ
ナアレ

六備8圏圖夕やけ小やけ︑ あした天氣になあれ︒
ゆうやみ ﹇夕闇﹈︵名︶2 タやみ
がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるくした︒

十265 稻むらの火は︑風にあふられてまたもえあ

とができなくなった︒

十604 やがて夕やみがたちこめて︑何物も見るこ
ゆうゆう ﹇悠悠﹈︵副︶3 いういう

で︑ほかの魚などには︑目もくれないといったふ

八M1 五六十センチもあるのが︑いういうと泳い
うです︒

九二8 甲部川の水は︑このうらみも知らぬ顔に︑
今もいういうと流れてみる
十二㎜4 高度をさげて︑いういうと近づいて來る︒

床

ゆうよ 呂いっせんにひゃくゆうよねん
ゆえ δそれゆえ
﹇床﹈︵名︶3

九佃1 夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ

ゆか

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒

十一刎6 西洋人の残して行った家は床が高く︑そ
しっき

の下を立つたままでらくに通行することができる︒

愉

四804圃

四781圃

すずめ親子の

ちらちらちらと

雪ヤコンコ︑

︽

シ︾

アラレヤコンコ︑

雪がふる︒

さらさ

野や山が︑また︑雪でまつ白になります︒

北風が︑雪や氷で︑野山をまつ白にした

それでみかんの木は︑しもや雪をじっとこ

支那の廣い野原は︑今︑白い雪で一面に

六892

六888

三人が︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足

學校へ行く時︑雪の上を歩いて行った︒

雪が降った︒

六905

六899

爾軍は︑

みんなは︑雪の上に集って並んだ︒

學校の窓も︑廊下も︑雪で明かるい︒

﹁たまを作れ︒﹂みんなは︑雪のたまを︑

やがて先生が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑

三人のうち︑だれか一人が︑雪の山にの

ぼって︑旗を取るのだ︒

六957

みんなは︑雪のたまをかかへた︒

六927

いくつもいくつもこしらへた︒

六922

しらへては︑それを積み重ねた︒

一生けんめい︑雪のかたまりをこ

六911

らうか

あとも︑並んでついた︒

六898

おほはれてゐます︒

六852国

らへて︑静かに眠ってゐます︒

六254

代りに︑

四稲5園

や山を暖くします︒

四価9 雪でも氷でも︑かたはしからとかして︑野

四備4

を︑少しでもとかさうとします︒

四佃6 さうして︑北風の作った雪の山や︑氷の池

きまはって︑雪やあられを降らせたり︑

四稲1 冬の間は︑寒い北風が︑びゆうびゆうと吹

降ったりして︑あげられなかったのですが︑

らさらと雪の音︒
四885国あの日から︑毎日雪が降ったり雨が

ねたあとは︑

て︑海の上を進んで行くのは︑何ともいへないゆ
思っただけでも︑ゆくわいではないか︒

くわいなものだ︒

六344国

だんだんなれて來ると︑日々の仕事がお
まっさかさまに︑水の中へずぶりとはいつ

もしろく︑ゆくわいになります︒

七837国
七911

林をぬって長距離をすべるのは︑ほんたう

て行くのは︑いかにも愉快さうでした︒

八8510

おとうさん︑ぼく︑みんなで海へ行って︑

に愉快であった︒

九387園

ごうごうと鳴る激流の上に︑高い橋がぐ

ほんたうに愉快でした︒

十一835

ゆかし

山路來て何やらゆかしすみれ草

﹇床﹈︵形︶1

らぐら動くのが︑愉快でたまらなかった︒
ゆか・し

十二麟4図圏

ゆかしい心⁝⁝⁝百二十

ゆかしい心

十八

ゆかしい心

︹下名︺2

十一37

十八

ゆかしいこころ

十一㎜7

ゆかた

﹇床下﹈︵名︶1 床下
ぶた
床下には︑豚や︑鶏が飼ってある︒
﹇浴衣﹈︵名︶1

十一泌6

ゆかした
ゆかた

﹇行﹈δくもゆき

いてるました︒

三674新しいゆかたをきた人が︑おほぜい歩
ゆき

二522圏圓

ゆき

十一晒2 渥氣から逃れるために︑部落全髄は︑高 ゆき ﹇雪﹈︵名︶47 雪δおおゆき・こなゆき．こ
さ一丈ぐらみの竹で作った床の上にできてみる︒
ゆかい ﹇愉快﹈︵形状︶8 ゆくわい ゆくわい

二528

雪ハ︑アトカラアトカラフッテ來マス︒

妹ハウタヒナガラ︑前議ケヲヒロゲテ︑

快Oふゆかい

二531

ハジメニ︑雪ノタマヲコシラヘテ︑ソレ
ヲニ人デコロガシマシタ︒

フッテ來ル雪ヲウケテヰマス︒

三336園 でも︑じゅんやうかんはゆくわいな軍
かんですよ︑せんかんよりもずっと早く走れ

二544

て︑形がすっきりしてみて︒
六305團 たがひにあいさつのラッパを吹きかはし

847
ゆきがっせん一ゆく

六968囹 この次に雪が降ったら︑またやることに
する︒

に降りだして來た ︒

六975 いつのまにか︑空がくもって︑雪がさかん

つて︑

みんなを喜 ば し て ゐ ま す ︒

八188北支那から︑北芋酒の雪の夜の家々にも窪
八789スキーの雪をすべる音だけが︑聖者よく聞
える︒

八819ふもとへ來て急停止すると︑ぱっと雪煙が
立ち︑ 汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

きながら︑小鳥のやうにおりて苦る︒

八822思ひ思ひに︑スキーのあとを雪の上にゑが
八856 お豊になったので︑雪の上で︑心しいおべ
んたうをたべた︒

がぼつぼつ見える︒

九躍9 雪の少い南口洲の畠はよく耕されて︑農家
九川7園 母は︑︿略﹀︑風の日も雪の日も待ってる
たが︑とうとう山の上でなくなったといふ︒

き

ひ

ら

たか

九脳12 北の方では︑二三日前に雪が降ったので︑
遠い山の峯が白くなってみる︒

九㎜4 次の日は︑雪が晴れた︒
し

十983図圃 雪残る頂一つ國ざかひ 子規
ね

十993図正月二十日漁りのことなれば︑比良の高
嶺の雪も消え︑谷々の氷打ち解けて︑

十．伽8図魍 雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の
ぞとにひねもす聞ゆ
かつらぎ

十一927 みんなが︑うれしがって雪をすくった︒
だき雪白し︒

十二392骨壷 かへりみすれば葛城の 山のいた
十二燭8 縁先の雪が︑かさりかさりと︑音をたて
て崩れる︒

十二価8 崩れた雪は︑やがて雨落ちのみぞに解け

込んで︑︿略﹀︑ちょうちょうと流れて行く︒

のんきな主人に置き忘れられ︑雪にうま

十一一鵬10園ねえさん︑雪の中からお人形が出て來
たの︒

十一一衙1
つて冬を越した人形が︑

十一一衙5弔しやくやくや︑すみせんが︑雪の下で︑
もう目をさましてみるのですから︒
はつらつ

はちきれるやうな芽をもたげ︑雪を割つ

ゆきだるま
シタ︒

二542

雪ダルマ

雪だるま

ニイサントニ人デ︑雪ダルマヲツクリマ

﹇雪達磨﹈︵名︶4

雪ダルマハ︑ドッカリスワッテヰマシタ︒

二553囹雪ダルマヲ見テ來マセウ︒
二557

八823 途中でころんで︑雪だるまになって起きあ

﹇行違﹈ ︵下二︶ 1 行きちがふ ︽1

がる者もある︒
ゆきちが・う

十棚6図 義経︑目にたつさまはしたれども︑かれ

へ︾

十二掛8

てのび出ようとしてみる物の溌刺たる力を想像し

雪合職

雪合職⁝⁝⁝八十八
雪ムロ職

雪合戦

雪白の春

雪煙

﹇雪﹈︹人名︺1 雪ちゃん

﹁雪ちゃん︒﹂少しかすれた聲でした︒

﹇行届﹈︵五︶1 行きとどく ︽ーイ︾

雪の日

雪の下道

雪の下道

由比の喜べを右に見て︑

ひ

﹇雪下道﹈︵名︶1

ゆ

︹課名︺2

Oやまなかしかのすけゆきもり

ころぶ人を笑うてころぶ雪見かな

﹇雪見﹈︵名︶1 雪見

ゆきもり

十一搦4図圃

ゆきみ

四34 十六 雪の日⁝⁝⁝七十七
四777 十六 雪の日

ゆきのひ

過ぎ行けば︑ 八幡宮の御やしろ︒

はちまん

十二753図圃

ゆきのしたみち

病氣には︑だれ一人かかつてみない︒

九252團 職陣衛生も行きとどいてみるから︑︿略﹀

ゆきとど・く

十一493園

ゆきちゃん

これ行きちがへて︑教経に組ませず︒

ながら︒

桑畠の雪もだいぶ減って︑あちらこちら

に黒ずんだ畠の土があらはに出てみる︒

十二悌8

この川べりは︑もうほとんど雪がなくな

十六

十六

︹課名︺2

つて︑雑草が一面に芽ぐんでみる︒

十二糊2

六35

ゆきがっせん

六〇〇〇〇7

﹇雪合戦﹈︵名︶2

きっと︑雪合載をするのだらうといって︑

ゆきがっせん
六902

雪國の直

雪年の春⁝⁝⁝百三十五

︹芸名︺2

今日は︑雪合戦をする︒

みんなは喜んだ︒

六907園

ゆきぐにのはる

十九

十九

﹇雪煙﹈︵名︶4

十一一38

十二価2
ゆきけむり

﹇行﹈︵四︶8 行く ︽tカ・ーキ・ーク・ーケ︾

ゆくすえ・さかゆく・すぎゆく・とびゆく・ながれ

かいていをゆく・こえゆく・こころゆく・こしかた

5あけゆく・いそぎゆく・うみゆかば・おちゆく・

ゆ・く

まんべんなく行き渡るやうにして乾かします︒

十旧3園時計仕掛で静かに回輔させながら︑漆が

ふもとへ去て急停止すると︑ぽっと雪煙が ゆきわた・る ﹇行渡﹈︵五︶1 行き渡る ︽ール︾

はげしい制動を掛けられると︑もうもうと

みんなが急停止をすると︑雪煙が一度にあ

立ち︑汗ばんだ顔に︑雪のこなが降りかかる︒

八819

がったっ

八825
八834

雪煙が消えて︑先生の笑顔が浮かんだ︒

雪煙が立つ︒

八834

ゆくえ一ゆだん

848

よろこびを

歌ふがごとく︑

かへり

だした︒

十二㎜11
十一一㎜11

再び行く手に︑青空が細く割れ目を見せ
基地の上空は一面の層雲で︑行く手はき

ゆず

湯氣

護衛の騙逐艦からも︑輸送船からも︑︿略﹀︑

たのであった︒

詳言6

輸送船からは︑船員たちが︑銃をはなせと

兵士が歯を食ひしばって磨墨する︒

聲をかぎりに叫び績ける︒

十㎜2

ゆだ

わが輸送船團は︑マライ半島のコタバルを

爆弾をかかへた敵の飛行機は︑輸送船團の

聞多が︑山口の町から湯田の自宅へ蹄る

﹇湯田﹈︹地名︺1 湯田

頭上から襲ひかかった︒

十囲9

めざして進んで行った︒

十㎜2

家族の︑蒸しい朝飯だと思へば︑あたた ゆそうせんだん ﹇輸送船団﹈︵名︶2 輸送船團

﹇湯気﹈︵名︶2

つと南海特有の積乱雲が多いことであらう︒

十482

十519圏白い御飯から︑あたたかいみそ汁から︑

かい御飯の湯氣が︑幸福に︑私たちの顔を打つ︒

十512圃

ゆげ

一足ごとに︑

ゆく・にげゆく・ふけゆく・みこころゆく

八444言為林の中の小道を行けば︑

音もまさりて︑

せせらぎ

西神門を出でて行く道は︑しばし森林の

かさこそと鳴る落葉︒
十72口騎凶
奥に人をいざなふ ︒

の

十一684図圏 行く水は少しにごれど︑
行くわれを迎ふるごとし︒

大君の邊にこそ死なめ︑

十二664

﹇輸送船﹈︵名︶4

輸送船

わが輸送船が︑南下して行くのが見えた︒

わが輸送船の一隻が︑敵弾のため火を面し

ゆだん

しかし︑北風が少しゆだんをしてみると︑

﹇油断﹈︵名︶4

逃したのでせう︒

十一403囹うっかり者だから︑ついゆだんをして

いといふので︑石のらうへ入れてしまひました︒

八386 頼朝は︑さあ︑この女にはゆだんができな

んで來て︑旗をうばって引きあげた︒

七588 番兵がゆだんをしてみると︑城兵が切りこ

暖い南風が︑そっとやって來ます︒

四穐4

ゆだん

のれないといふほど︑ゆたかにみのった︒

十㎜11 粟も︑大豆も︑かうりやんも︑これ以上實

あは

くと育つた塁湾のバナナは︑

八186 太陽のゆたかな熱と光とを吸って︑すくす

湾のゆたかな日光を受けて︑育つた果物です︒

わん

といふことです︒
たい
八137 私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑墓

みた村々は︑だんだんゆたかになっていった

四133そのおかげで︑日かげになって困って

途中︑暗やみの中に待ち受けてみる怪漢があった︒

今年も︑隣りのゆずが黄ばんだ︒

ゆず

十483囲

なつかしいゆずのかをり︑わたしは︑じ ゆたか ﹇豊﹈︵形状︶4 ゆたか

﹇柚﹈︵名︶2

十497囲

ゆず

ほかほかと︑立ちのぼる愚詠を見つめながら︑
十一689蜜
行くわれを迎ふるごとし︒
み
十二415図圃 海行かば水つくかばね︑ 山行かば ゆず ︹題名︺1 ゆず
へ
草むすかばね︑

みはせじ︒

十二416図圃 山行かば草むすかばね︑

十二943図 正行︑︿略﹀父の首を見て︑悲しみに

つと梢を仰ぎ見た︑

爆音は︑天をゆすり地をゆすって︑ものす

もろこしの葉を︑かさかさと秋風がゆする︒

爆音は︑天をゆすり地をゆすって︑

轟然︑天地をゆするやうな音響とともに︑
黒煙は天に立ちのぼった︒

十伽1

ぐわうぜん

十275

六槻4

ごくとどろき渡りました︒

奇話4

母あやしと思ひ︑あとより行きてやう ゆす・る ﹇揺﹈︵五︶4 ゆする ︽ーッ・ーリ・ール︾

たへず︑ひそかに持佛堂の方へ行きけり︒

すを見れば︑

十二944ロロ凶

行く先

ゆくえ 5つりばりのゆくえ
﹇行先﹈︵名︶1

行手

八81 燕の行く先は︑遠い︑遠い南の海のかなた

ゆくさき

です︒

ゆくて ﹇行手﹈︵名︶7 ゆくて 行く手

ちゃうど私たちの前へ來た時︑私たちは︑

和睦の條件として︑毛利方の領地︑備中・
はうき

ゆそうせん

︿略﹀・伯山の五箇國をゆづらうと申し出た︒

十酩2

れをおまへにゆつる︒

九旧4圏甚次郎︑このかぶとは祖先憲章の寳︑こ

すぐ立って︑席をゆづりました︒

五745

十6510 ざあっ︑ざあっと︑スコールのやうに︑弾 ゆず・る ﹇譲﹈︵五︶3 ゆつる ︽ーラ・ーリ・ール︾
丸の幕が行く手をさへぎる︒

られた鐵條網が︑行く手をさへぎつてみる︒

十欄7 海岸へたどり着くと︑目の前に屋根形に張

ゆくて

十一905 行手の道も﹁はひまつ﹂も︑すべて夢の
やうに霧の中に薄れてみる︒

十一鵬7図囲 丈鯨のろかいあやつりて︑

十旧2

十601

定めぬ波まくら︑

むっくりと首をもちあげて︑船を招いてみる︒

十二矧6 晴れた行く手の空には︑眞白な入道雲が

849
ゆちゃせったいじょ一ゆみ

ゆちゃせったいじょ ﹇湯茶接待所﹈︵名︶1

ゆっくり

ゆっくり

十一

6

子どもたちは︑この氷の上に︑指で字
さあ︑指で勢よくつぶすのだよ︒

先生が來られて︑重心のところを指にのせ
源作ちいさんは︑一メートルばかりの長さ

すると︑寒さのために指がこはりついて
やがて指がピヤノにふれたと思ふと︑

しまって︑わるくするとくさります︒

九備9園

しめるのですから︑

九尊7囹小さなねぢをしめるにしても︑指の先で

に焼けた炭の端を︑指の先でこすってみた︒

九757

て︑﹁︿略﹀︒よく飛びさうです︒

八511

七118囹

を書いたり︑人の顔をかいたりして遊びます︒

四493

湯茶接 ゆび﹇指﹈︵名︶7指←おやゆび

八569 軍隊が︑今夜この町を通るので︑私は︑

待所

︵副︶11

︿略﹀︑湯茶接待所へ手傳ひに來たのでした︒

ゆっくり

さいませ︒

三梱9園 どうぞ︑ゆっくり遊んでいってくだ

ゆっくり流れて行きます︒

五465 空の雲が水にうつって︑うきのそばを︑

うつしながら︑ゆっくりと流れて行きます︒

五535 川の水は︑すんではみませんが︑青い空を
七367 黒い牛が︑ゆっくりと引いて行くからすき
のあとには︑

くり水を飲む︒

した︒

十二柵6

指で勢よくつぶすのだよ︒﹂と︑勇さんが

緑も︑高いはんの木の影も︑ゆらゆら揺れて

母の指先が水にはいると︑川底のせりの

いったので︑私たちは︑みんな指先に力を入れま

七119

七956圃母が弛して︑ 子の馬は︑ ゆっくりゆつ ゆびさき ﹇指先﹈︵名︶2 指先

七956圃母が香して︑子の馬は︑ゆっくりゆつ
くり水を飲む︒

八柵2囹 つまり︑外側のものは︑大急ぎで進んで
みる︑内側のものは︑ゆっくり動いてみる︒

︽ーシ︾

天上

天下を

ゆびさして︑

お立ちに
文治が指さしたので︑見ると︑船が一さう
﹁︿略﹀︒﹂と指さしたところに︑みどり色

﹁ザ︑ザ︑ザー︒﹂と︑力強く水をかきま

たちは︑弓に矢をつがへましたが︑

にいさんは︑この弓と矢を持って︑山へ

すと︑あの太いかいが︑弓のやうに曲りました︒

五906

五伽2園

ある時︑藍玉香といふ人の家で︑弓の會

みやこのよしか

いらっしゃい︒

がありました︒

六987

るところへ︑道眞もやって來ました︒

六991 かはるがはる︑的をめがけて弓を引いてゐ

う︒

學問では︑とてもかなはない道眞を︑今日

六993囹あの人は學問はできるが︑弓はどうだら
六999

一人の若い男が︑つかつかと進み出て︑

あなたも︑弓をおやりになりませんか︒

はひとつ︑弓でいぢめてやらうと思ったのでせう︑

六欄4

六型2園

︿略﹀︑弓と矢を︑道眞につきつけました︒

弓を取らず︒

八306図弓を取る者は矢を取らず︑矢を取る者は

八307図矢を取る者は弓を取らず︒

八728図萬一射そんずるならば︑此切り折りて自

いかなる弓の名人も︑ただ一矢にて射落

害せんとて︑馬にまたがり︑海中に乗り入れたり︒

八731図

ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひを定め

すことは︑むつかしと見えたり︒

八737図

よしっね

てひようと放つ︒

海中にとり落したり︒

八749図義経︑︿略﹀︑わきにはさみ持ちたる弓を︑

八758圏

されども義経は︑太刀にて熊手を防ぎ防

その弓︑捨てたまへ︒

ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒

八761図

流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑

たそがれの薄明かりをすかして︑五兵衛の 八752図心纏は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑
弓亭あずさゆみ・おゆみ・お
﹁さあ︑來たぞ︒﹂と︑とのさまのけらい

﹇弓﹈︵名︶37
四395

んゆみ

ゆみ

指さす方を一同は見た︒

十2410

の上着を着たロシヤ婦人が本を青んでみる︒

九㎜7

走ってゐます︒

六伽7

なっていらっしゃる︒

三62圃

シ・ース︾

九518 漁船からは︑朝げの煙が波の上に影を落し ゆびさ・す ﹇指差﹈︵五︶4 ゆびさす 指さす ︽一
ながら︑ゆっくりと立ちのぼる︒

九967 ゆっくりと︑自然に雨腕で水を大きくかき︑
爾足で水をけって進む︒

九㎜5園 ゆっくり泳げ︒
ゆっくりする

十恥7 荷車を引きながら︑ゆっくり歩いて去る︒
ゆっくり・する ︵サ 変 ︶ −
ふんどう

を刻むのと同じやうに︑目に見えないくらみゆつ

十旧8 重い分銅のついた仕掛があって︑時計が時

くりした動きで︑わくが回雪してみる︒

ゆったり ︵副︶1 ゆったり
うな地鳴りとは︑

十207 長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなるや

ゆみづえ一ゆめにも

850

御命には代へがたし︒

八763図國 たとへ︑金銀にて作りたる弓なりとも︑

ため と も

八766図國 弓を惜しみたるにはあらず︒

八766図國 をぢ爲朝の弓のやうならば︑わざと落

﹇弓杖﹈︵名︶1

は︑いかに︒

ゆみづえ

弓杖

三訂4図敵の放つ矢に︑畠山︑馬の額を射られ︑

十五

十五

弓流し

弓流し

扇流し⁝⁝⁝七十四

︹課名︺2

馬はねあがれば︑弓杖ついており立ちたり︒
ゆみながし

八34

しても與ふべし︒

八767図圓 弱き弓を取られて︑これが義纒の弓な
八745
弓矢

まはりを︑弓矢を持ったとのさまのけ

﹇弓矢﹈︵名︶5

さ︑弓矢を返すよ︒

道眞は︑その弓矢を静かに受け取り︑前へ
弓矢に亙りて死するは︑つはものの望

と兄と約束して︑敵御方に別れおはすらんか︒

十一648図國弓矢取る身のはかりごと︑︿略﹀︑父

むところなり︒

九634図圓

進んで︑きっと身がまへました︒

六㎜8

五欄2囹

らいたちが︑いくへにもとりかこみました︒

四386

ゆみや

りと︑あざけらるるは︑源氏一門の恥ならずや︒
八768擁立 これが義纒の弓なりと︑

天蓋V︒﹂といひながら︑弓をこわきには

を抜きて弓につがへ︑きつねを追ひかけしが︑

九602図背に負ひたるうつぼより︑かりまたの矢
九枷1
さんで︑ざんぶと水にとび込んだ︒

九枷3 狼介は︑弓に矢をつがへて鹿茸をねらった︒
ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った︒

九侃7 ねらひ違はず︑狼介が満月のごとく引きし

九泉3 弓折れ矢書きて︑勝久はいさぎよく切腹す

九桝9 狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑

ユメ⁝⁝⁝九十四

ユメ

二十ニ

︹課名︶2

ニ310

ゆめ

ゆめ

の夢を實現しようといふのである︒

軍務のおつかれで︑王は︑ある面しばし

十㎜10 やっと目がさめたころ︑遠いところを通る
ゆめ
その聲を聞くのは︑夢の中の聲のやうに思はれる︒

やどりして春の山べにねたる夜は夢

かり寝のゆめをお結びになってみたが︑

十一119

十一332園務

行手の道も﹁はひまつ﹂も︑すべて夢の

のうちにも花ぞ散りける

かうして︑北洋にただよふ小船のせま苦

やうに霧の中に薄れてみる︒

十一906
十一㎜6

ベートーベンの友人も︑まったくわれを

しい船室に︑しばしの夢が結ばれる︒

この一年間は︑︿略﹀︑めづらしいやら

一同夢に夢見るここち︒

忘れて︑一同夢に夢見るここち︒

十一柵6
十一佃6
十一備6團

う ゐ

有爲の奥山今日越えて︑

淺き夢

樂しいやら︑まるで夢のやうに過して來ました︒

十一一548図魍園

塗笠の奥山今日越えて︑

淺き夢見

生死を超越してしまへば︑もう淺はかな

ゑ
見じ酔ひもせず︒

十二555

しげどう
能登守教生は︑︿略﹀︑重籐の弓持って︑

ることになった︒
立通7図

じ酔ひもせず︒

夢も迷ひもない︒

十二565図魍

ユメニ︑ヒロイノハラヲ見マシタ︒

倉へ行って見ますと︑屋根をつき抜けて︑

夜︑ふしぎなゆめを見ました︒

は︑ゆうべのゆめのことを思ひ出しました︒

十一一m3

に似て︑

日本町に

ふけ行く夜の

ゆめじ

しかも︑この御降嫁による公武↓和の望

英雄墓はこけむしぬ︒

かうした歌を聞きながら︑快い夢路には

﹇夢路﹈︵名︶1 夢路

いったことを思ひ出すであらう︒

十二襯3

わたしが︑ここで︑こんなにしかられて

みようなどとは︑おとうさんも︑おかあさんも︑

六麗4囹

こ ゆめにも ﹇夢﹈︵副︶2 ゆめにも

ゆめは故郷を
かっこう︑かっこう︑かんこ鳥︑

人の力から︑機械の力に移すといふ︑多年

かっこう︑かっこう︒

みは︑ほんの束の間の夢であった︒

六54

十799

だまのごと︑ゆめのごと︑

九718図圏

かけまはる︒

八61圏

ゆめに見た神様の劒が︑ちゃんとありました︒

六72

二981ここまでお話をきいたとき︑ふと︑私 十二768図圏 歴史は長し七百年︑ 興亡すべて夢

二953

二941 二十ニ ユメ
敵を散々に射れば︑
ゆめ
十一182図 射手とおぼしき者ども︑弓のつるをく ゆめ ﹇夢﹈︵名︶20 ユメ ゆめ 夢 夢
ひしめし︑矢束ね解いて待ちかけたり︒

十一194図三人張りの弓に十三束三伏せの矢をつ
がへ︑

十一586図 五人張りの弓長さ七尺五寸なるに︑三
十六さしたる黒羽の矢を負ひ︑

十一632図國汝︑兄に向かひて弓を引くことある
べからず︒

十一633図國禮儀を知らば︑弓を伏せて降参仕れ︒
十一635図國 兄に向かって弓引かんことあるべか
らずとは︑道理なり︒

十一636図圖 まさしく父に向かって弓引きたまふ

851
ゆめみる一ゆるす

ゆめにもお知りにならないだらう︒

ゆめ見る

再び軌道車に揺られて︑鋸途につく︒

木にたどり着きました︒
十一一1310

十二㎜2今日は快い南西の季節風に揺られて︑緑

り

ゆ

百合5しらゆり

り

の小波はなごやかなささやきを解けてみる︒
ゆ

﹇百合﹈︵名︶1

百合のつぼみのやうな形をした︑かはいら

しい花だ︒

九脳8

山べに野 ゆり

︽ーミル︾

九678図書 されば︑今この馬︑ゆめにも求め結べ
﹇夢見﹈ ︵ 上 一 ︶ 1

しとは思はざりき ︒
ゆめ・みる

五947圃 あすからうれしい夏やすみ︑
ゆめゆめ．

ゆめ見るやうに咲いてみる︒

﹇努努﹈︵副︶1

べに白ゆりが︑
ゆめゆめ

らず︒汝の夫の一大事あらん時にまみらせよとて︑

︵下一︶

5

ゆられる

樒られる

波にゆら

1

ゆり動かす

︽一

﹁ボー︒﹂と︑力強い汽笛が︑突然この静

﹇揺動﹈

られ︑ゆりさげられ︑

ス︾

ゆりうこか・す

ゆりこ

︹人名︺1

ゆり子
ゆり子様

十月二十日
︹人名︺1

六177團
ゆりこさま

ゆり子様
ゆり子さん

ゆるがせ

人間の衣食住といふものは︑みんな大切な

﹇忽﹈︵名︶1 ゆるがせ

ものであるから︑布を織る仕事も︑決してゆるが

十7410

せにしてはおかれない︒

ゆるぎな・し ﹇揺﹈︵形︶1 ゆるぎなし ︽ーキ︾

をなほ祈るかな

許し与おんゆるし

十66図圏神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世

﹇許﹈︵名︶1

九搦2 鹿介は主君に志を告げ︑許しをこうてわざ

ゆるし

﹇許﹈ ︵四五︶ 12 ユルス ゆるす 許す

と捕らはれの身となった︒
ゆる・す

ゆるして．おやり︒

モモタラウハ︑オニヲユルシテヤリマシ

︽ーサ・ーシ・ース・ーセ︾与おゆるしくださる

一854
タ︒

三997囹

五483 おとうさんが︑許してくださったので︑き

いや︑許すことはできない︒

のふの日曜日に︑にいさんと二人で出かけました︒

六備8 もう許してやらうと思って︑また本堂へ行

五梱8園

きました︒

七帽1囹錦ることは許さん︒

ユリ子サン

ユリ子サンノ弟ノ秋男サンバ︑

︹人名︺5

六162国
二613

ゆりこさん

七柵3囹 どうしても許さないといはれるなら︑今

︵下一︶1

ゆりさげる

︽一

許されず︒

これを許せば︑國家の政治が成り立た

一分のすきも許されない︒

﹁︿略﹀︒﹂と許してくれました︒

九801

父は︑しばらくだまってゐましたが︑

八727図蝕一は︑いくたびかことわりたれども︑

くさんのはうびを與へました︒

八438 頼朝は︑唐糸を許した上に︑萬壽には︑た

日は畳悟がありますそ︒

花子サントユリ子サンバ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ
ヒマシタ︒

一一633

太郎さんも︑次郎さんも︑花子さんも︑春
﹁日本の罵眞ね︒﹂と︑ゆり子さんがいひ

﹇揺下﹈

﹁︿略﹀︒﹂と︑ゆり子さんがいひました︒

十ニー26
ない︒

時に風強く︑波高ければ︑船はゆりあげ 十二606園
られ︑ゆりさげられ︑

八7210図

ゲ︾

ゆりさ・げる

六悩5圃

ました︒

六463

枝さんも︑ゆり子さんも︑みんな集りました︒

六361

ゆり子

かな港の空氣をゆり動かす︒

九462

︵五︶

八7210図時に風強く︑波高ければ︑船はゆりあげ

ゲ︾

九682図國ゆめゆめ︑世のつねのことに用ふべか ゆりあ・げる ﹇揺上﹈ ︵下一︶ 1 ゆりあげる ︽一

白い帆かげ

七964活水にうつった 三日月が︑ ゆらゆら見

ゆらゆら ︵副︶5 ゆらゆら
えたりかくれたり ︒

八687圃 ゆらりゆらゆら︑春の水︑
がうつってた︒

に廣がつて︑肩の邊にゆらゆら掛るのが︑

十一391 切りそろへた髪が︑ともすると扇のやう
十一㎜7 折からともし火がぱっと明かるくなった
と思ふと︑ゆらゆらと動いて消えてしまった︒

十二柵7 母の指先が水にはいると︑川底のせりの

白い帆かげ

緑も︑高いはんの木の影も︑ゆらゆら揺れて
ゆらり ︵副︶2 ゆらり

八687圏 ゆらりゆらゆら︑春の水︑
がうつってた︒

﹇揺﹈

の船の二丈ばかり離れたるに︑ゆらりと飛び移る︒

十m9図 義経︑長刀をわきにかいはさみ︑みかた
ゆら・れる
︽ーレ︾

れて浮かんでる︒

七57團 かもめが五六羽とんで來て︑

七鵬9 細い︑白い糸が︑夕風にゆられながら︑ふ
はふはと空中にただよってみるのは︑

七悩9 さうして︑風にゆられながら︑やっと柿の

ゆるむ一よ

852

ゆるめる

ゆるやか

︽ーメ︾

︽ーシ︾

揺れる

︽ーレ・

苗が︑二十センチぐらみにのびて︑葉先が︑

菊の御紋のついたまん幕が︑風にゆれてゐ

てるます︒

七995

ランプの動きがしだいに小さくなって︑の
するするとあがって行く日の丸の旗が︑風
水汲みに來た女の頭の上の水がめが︑ゆれ
オンドル部屋の中では︑薄暗いランプの火
私は︑學校へ急ぎながらも︑胸は大波のや
しゅんかん

よ

︵名︶

よ

﹇世﹈

12 よ 世 代 εうきよ・おおみ

ちよに

やちよに

よ・かみよ・かみよこのかた・きみがよ︒このよ・

きみがよは

みよ・みよみよ・よろずよ

戦國の世とはいへ︑京都では花が咲き︑人

七285図閣囹
てふ

九㎜7

は蝶のやうに浮かれてみた︒

せ

とこしへに民やすかれといのるなるわ

い

がよをまもれ伊勢のおほかみ

十64図圃

しんれい

十66図魍神風の伊勢の内外の宮柱ゆるぎなき世

をなほ祈るかな

みつから世を守り︑國をしづめ︑

十68図 今とこしへに忍泣としづまりまして︑御

﹇余﹈

わが

今の齪れた世に容れられなければこそ︑

色はにほへど散りぬるを︑

わが世

この喜びをあまねく世に分って︑人間を

色はにほへど散りぬるを︑

手を鑑くして合職仕り候はずば︑

君が代は千代に八千代にさざれ石の

︵名︶ 1 飴 εいちまんろっぴやくよに

いはほとなりてこけのむすまで

十二襯6図團

︿略﹀︑かひなき世のそしりをも受くべく候︒

十二985図園

たれぞ常ならむ︒

十二563魚期

救はなければならないと︑かれは思った︒

十二559

よたれぞ生ならむ︒

十二481団薗園

ほんたうに先生の大きいことがわかります︒

十二307園

をこそいのれとしのはじめに

一つ大きくゆれたと見る瞬間︑もくもく 十二45図圏西ひがしむつみかはして榮ゆかむ世
歩いて行くと荷が揺れて︑自然に分銅がど
ほのぼのとした影が揺れながら動くのは︑
えんてん

この炎天のもとのはるかな草原に︑大き
川底のせりの緑も︑高いはんの木の影も︑
ゆらゆら揺れて一つになる︒

十二幽8

なすすきの穂が波のやうに揺れ︑

十一畑1

子ども心を引きつけて止まない︒

十畑1

らに當る︒

尻敷3

と黒煙を残しただけで︑海中に沈没した︒

十703

うにゆれてみた︒

十532

が︑心細くゆれてみる︒

十318

て鳴る音だ︒

十314

に大きくゆれてみる︒

田川5

ちにはかすかにゆれるだけですが︑

八柳2

れ︑市民があわてふためいてみる中を︑

ひきつづき起る蝕震に︑家は震ひ︑地はゆ よ

朝風にかるくゆれるやうになると︑

七383

ました︒

八6710 任務を果して氣がゆるんだのか︑鳩は︑取 六義6

ゆる・む﹇緩﹈︵五︶2ゆるむ︽ーン︾

どこまでも助けようとする母の一念に︑

扱兵の手にだかれたまま︑つめたくなってしまつ
た︒

十一一722
﹇緩﹈︵ 下 一 ︶ 2

さすが張りつめた兄の心もゆるんでしまった︒
ゆる・める

十伽7 職人は︑話しながらも︑仕事の手はちっと
もゆるめない︒
たふじょうゐん

十二㎜3 しかも搭乗員は︑ 一瞬といへども氣を
﹇緩﹈︵形状︶3

ゆるめてはみないのである︒
ゆるやか
と水をたたへてゐました︒

五499 ときどき︑流れがゆるやかになって︑青々

六価2圏春は春でも︑まだはじめ︑ 村から町へ
ゆるやかに︑少しにごって行く水よ︒

ゆれ方

九365図圃 あふぎ見るマストの上をゆるやかに流
﹇揺方﹈︵名︶1

るる雲は白く光れり
ゆれかた

揺れだす

十207 長い︑ゆったりとしたゆれ方と︑うなるや
うな地鳴りとは︑
﹇揺出﹈ ︵ 五 ︶ 2

十鵬10 船は︑かなりひどく揺れだしました︒

ゆれだ・す

ゆれる

藁囲5 一人の患者が︑船が揺れだしてから急に悪
n揺﹈︵下 一 ︶ 1 6

くなって︑

ーレル︾

ゆ・れる

ゆれるたも

三701 ときどき吹いて來る風のために︑草の ゆんぜい ﹇弓勢﹈︵名︶5ごゆんぜい

美しい︒

ひらくと︑

葉が氣持よくゆれます︒
とが

四望6気質に︑左に

穴備9 風が吹いてみるらしく︑さくらの枝がゆれ

853
よ一よ

ん・いっせんにひゃくよねん・ごじゅうよさい・ご
じゅうよにん・ごひゃくよき・さんじゅうよねんま
え・さんぜんよき・さんぜんよにん・さんびやくよ

ひゃくよき・しちまんこせんよき・じゅうまんよ

き・さんびやくよねんまえ・しじゅうよにん・しち

き・にじゅうよちょう・にちようよ・ろくせんよ
き・ろくまんよき

十二778囹汝を呼び出したのは︑齢の儀ではない︒
よ ﹇夜﹈︵名︶39 夜5つきよ︒なぬかななよ

四358 八月の十五夜も近くなったある夜︑か
ぐやひめは聲をたてて泣きました︒
かが多いので︑かとり線香をつけました︒

五357 ある夜︑私が本を讃んでゐますと︑あまり

九梱7

えいろく

永禄十二年六月のある夜︑勝久を奉じる尼

夜が明けて︑最初に出かける班は︑トラク

子勢は出雲に入り︑

九章2

そのうちに東の地平線が白み︑まもなく夜

タi班だ︒

九別3

その夜︑喜三右衛門は︑かまのかたはら

が明けて朝日ののぼるころには︑

十462図

かはぎり

その夜︑山縣参謀総長から︑次のやうな電

やまがたさんぽう

夜は︑やうやく明けはなれたり︒

を離れざりき︒

十466図

十853
報があった︒

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

十995今夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ
夜を日に縫いでの仕事に︑さしもの大堤防

十捌1

十欄8

いつのまにか︑夜は明けはなれてみた︒

その夜︑宗治は髪を結ひ直した︒

も︑日ならずしてできあがった︒

十幡4

七158 だんだん夜がふけて來ました︒

ある夜︑これも鐵道線路がこはされてみる

おとうさんにお目にかけました︒

五552 その夜︑私は︑次のやうなことを書いて︑

七275 その夜︑つかれて︑うとうとしてるた徳坤

十川9

ねがはら

かいはう

みんなで介抱したが︑その夜は︑ただ眠り

軍務のおつかれで︑王は︑ある恥しばし

思はず夜のふけるのも知らないで︑見とれ

十一511

その夜の月の入り方に︑稻村が崎︑に
やどりして春の山べにねたる夜は夢
白雲にはね打ちかはし飛ぶかりの敷
その夜︑おとうさんも︑おかあさんも︑

さへ見ゆる秋の夜の月

十一338図圃

のうちにも花ぞ散りける

十一332図魍

はかに二十蝕町干あがりて︑平砂はるかに連なり︑

十一242図

かり寝のゆめをお結びになってみたが︑

十一119

てしまふ︒

十㎜3

績けてるるばかりであった︒

十㎜3

のを汐見し︑地だんだふんでくやしがった︒

が︑夜明近くなって︑ぱっちりと目をあけました︒

八301図夜に入りて︑義仲︑ひそかにみかたの兵
を敵の後にまはらせ ︑

八416 萬壽は︑その夜ひそかに︑うばをつれて︑
石のらうをたつねました︒

︑20
やがて︑うばも呼んで︑三人は︑その夜を

ノ五﹁−

涙のうちに明かしました︒

八591夜の明けないうちから︑北の方で︑銃聲が
聞えました︒

どこで休んだことであらう︒

八676 弱りきったこの小さな傳令使は︑その夜︑

や

八鵬9 その夜︑みんなが集ってみる時︑一郎さん
が ︑ ︿ 略 ﹀ ︑ 綴 り 方を讃んだ︒

しめって來る︒

九塒5 夜がふけると︑思ひなしか屋根瓦が少し

口ぐせのやうに﹁めでたい︑めでたい︒﹂といひ

ながら︑話はとだえがちでした︒

十一548図夜に入りて︑わが駆逐隊・水雷艇隊は︑

照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ

砲火をくぐって敵艦にせまり︑
十一739

さうして︑その夜はまんじりともせず机

月とは︑かういふ雲のかかった場合ですが︑

十一M1

第一線のある夜のことであった︒

に向かって︑かの曲を譜に書きあげた︒

十一伽9

その夜は︑高原の町マゲランにとまる︒
ひをけ

大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人

十一㎜3

十二69図圏

この夜︑満洲國皇帝陛下は︑大本営の

は霜やふむらむ
十一一備2圃

この夜︑陛下のおやすみになったのは︑

歴史的な嚢表を聞し召し︑やをら御起立︑

十二㎜8圏

午前二時とうけたまはる︒

﹇予﹈︵代名︶6 予 予

よ

東京から放送されて観た︒

十二圏9 この夜感激の軍艦行進曲が︑遥か祖國の
よ

よ
十二248囹ああ︑天は予をほろぼした︒

は︑弟子顔回の死にあって︑聲をあげて泣いた︒

十二248囹天は予をほろぼした︒﹂七十歳の孔子

十二257囹ああ︑天は予をほろぼした︒

十二332園芸回は︑予の前で教へを受ける時︑た

十一一258園天は予をほろぼした︒

ほかの弟子は︑教へについていろく

だだまってみるので︑

︵終助︶幽

ヨ

アヒコデショ︒

よむあれよあれよ・ふねはほぶ

質問もし︑それで予を啓果してくれることがある︒

十一一337園
よ

ねよ

一333魍ジャンケンポンヨ︑
一342圃マアダダヨ︒

一344圃 マアダダヨ︒
一346圏 モウイイヨ︒
一442囹 アサガホガサイタヨ︒

四価9園ちょっとごめんよ︒
んよ︒

どんなにおなかをふくらましても︑か 五341園 ぬれた葉を︑かひごにやってはいけませ

に來ましたよ︒

三308園
なひませんよ︒

來るよ︒

三471園
海は廣いよ︒
三478園それは︑にいさんのいふとほりだよ︒
三586囹つゆがあけると︑からりとした夏が

かんですよ︑

にんじんを忘れないやうに頼むよ︒

五964七みことよ︑行ってお治めなさい︒
五鵬6囹 お月様が走ってみるのだよ︒

きっと︑

あ︑それですよ︒
五372園
五392囹さあ︑もうちき︑まゆを作りますよ︒
五郎︑おちついてあげるんだよ︒
五473圏
五701團ぜひ見せたいと思ってみるが︑その時は︑

ら︑まゆを作りますよ︒

一473園 ハギハ︑オヂイサンノオスキナ花デ 三337園 でも︑じゅんやうかんはゆくわいな軍 五354囹 今︑三眠ですから︑もうあと一度眠った
一575囹サカナヲトッテ入レヨウヨ︒

シタヨ︒

P14園 ラジオガサウイヒマシタヨ︒
ニー17園 デハ︑オイシイオベンタウヲコシラヘ

Q囹 ソンナコトハナイヨ︒

R囹 ハノスヂガ︑キレイ臆見エマスヨ︒

ニー34園ケッショウテンハ︑アノ山ノ上ダヨ︒

るよ︒

五価5園 雲が走るか︑お月様が走るか︑よくわか

五掘6園 そんなことは︑いやだよ︒
五㎜2囹 さ︑弓矢を返すよ︒

六65囹高倉下よ︒

六325團春雄も︑今のうちから︑いろくな音が︑

よ︒

三854囹
そんなことはないよ︒
三936圃
もうかへらうよ︑ 日がくれる︒
ごはんですよ︒
三966囹

六568囹
にいさん︒

四163囹大ぢゃうぶなれるよ︒

四787圏圏烏が急いで

四775園

かへったよ︒
さ︑やすまうよ︒

六751園

六589囹

おかあさん︑うち中で︑みもん袋を作っ

ああ︑たうぶん︑やっかいになりますよ︒

あなたの孝行のせみですよ︒

少しにごって行く水よ︒

春は春でも︑まだはじめ︑

ゆるやかに︑

六伽3圃

から︑夜もぽかぽか暖いよ︒

村から町へ

六柵1園地の下には︑枯れた葉などが入れてある

春といふよりは夏だよ︒

六m7囹 日中は︑二十四五度ぐらみになるから︑

六描2園 春子︑チューリップが咲いたよ︒

て送ってあげませうよ︒

六804園

ふから︑あの子がやって來ましたよ︒

おや︑うはさをすればかげとやら︑向か

聞きわけられるやうにしておくことがだいじだよ︒

三982囹みんなでころがさうよ︒

しょ

早くおきめなさいよ︒
三607園
ぼくが︑持ってかへるよ︒
三618園
三794圃
子馬よ︑おまへはかはいいね︒
三828園
さうだ︑君︑かちかち山ごっこを

二601園 ボクハ ハウ兵ダヨ︒

二621囹 ボクバカウクウ兵ダヨ︒

二605園ボクハ工兵ダヨ︒
二α1園ボクハセンシャ兵ダヨ︒
P囹ボクハシチョウ兵ダヨ︒
ススメヨススメ︒

さうですか︑わたしもホ町まで行き

ひかうちゃうのやうなものですよ︒
ますよ︒

出征する孫が︑今日汽車で通ります

二棚3園サア︑早ク下肥キナサイヨ︒

のでね︑見送りに行くところなんですよ︒

四246囹

三88園 こんどは︑ぼくのをとばすよ︒

四793圏國

しっかりたのむよ︒

三286囹大きな︑大きなばけものが︑水をのみ

二柵9園 アラ︑ウグヒスヨ︒

校ガオクレマスヨ︒

二掴1囹 勇サン︑勇サン︑早クオキナイト︑學

二991山止クオキナイト︑學校ガオクレマスヨ︒ 四243囹

ウサンダヨ︒

二962圓 ワタシバ︑オマヘノオヂイサンノオト 四185囹 軍かんと いっても︑加賀などは︑動く

W13囹 デハ︑ヤリマスヨ︒

ン︑

ぼくも大きくなったら︑海軍だよ︑
二654團 カタカタカタカタ︑ パンポンパンポ 四159囹

U3

うよ︒

二364園 ソンナニ早クハヤケナイヨ︒

三835圓
さあ︑ぼくはうさぎ︑君はたぬきだ

一［

テアゲマスヨ︒

一一

R囹ボクハホ兵ダヨ︒
二592園ボクハキ兵ダヨ︒

P3

R2
T8

一一
一一

一一
一一

よ一よ

854

855
よ一よ

よ︒

六伽6囹 にいさん︑はま屋の船だよ︒
六皿3園 あれは︑きっとはま屋の正治くんだよ︒
七102園まてがひといふ貝ですよ︒
七113園ぼく︑こんなおもしろいものを見つけた

が た と ん ︑ ど どどん︒

七118園さあ︑指で勢よくつぶすのだよ︒
七269園早く元吉になって︑學校へ出るのですよ︒
鐵だよ︑ 音 だ よ ︒
七487圃
鐵だよ︑ 音 だ よ ︒
七487圃
七492圃ピストン︑ 腕だよ︒
七497圏ぐるぐまはるよ．
車輪と 車輪に︑ 皮おびすべるよ︒
七503圏
七511圃
動くよ︑音だよ︑鐵だよ︑ぐるぐ︑

七512圃
動くよ︑音だよ︑鐵だよ︑ぐるぐ︑
が た と ん ︑ ど どどん︒

が た と ん ︑ ど どどん︒

七513圃
動くよ︑音だよ︑鐵だよ︑ぐるぐ︑
これから︑だんだん早くなりますよ︒
七555 さあ︑

おお︑それよ︒

十442圏

一郎さん︑ゆうべのお約束よ︒

八伽6囹

敵ながら︑最後まで職ひぬいた敷千の籔

十579囹 さあ︑私たちも︑しっかりしませうよ︒

十柵6園

こくそといふものですよ︒

面くらひましたよ︒

十925園海の魚雷が︑山上から泳いで來るのには︑

よ︒

十7210囹

八旧5園けさは︑子どもたちが早く起きて︑︿略﹀︑
すっかりしてくれたのですよ︒

あなたもお行儀をよくしないと︑日本の

子どもに笑はれますよ︒

九297囹

日の丸の旗が作ってあるから︑あれを振

つて︑萬歳萬歳といって迎へるのですよ︒

九328囹

た熱しますら男の子も

いやだよ︒

九363図圏父母の國よさらばと手を振ればまなぶ 十獅1囹 おとうさん︑わたしも︑こんなところは

ぼりをして︑ほんたうにおもしろかったよ︒

りますよ︒

九394園本田くん︑おとうさんといつしょに山の 十一4110園 でも︑かういつまでも赤ちゃんでは困

︿略﹀︑それはそれは︑よく物がおわかりでしたよ︒

九421囹わかってみるから︑話さなくてもいいよ︒ 十一423囹 なくなられたあなたのおかあさんは︑

十一4410園 わたしがっくろつたのですよ︒

するどき矢をささしめたまふことよ︒
新一︑子馬が生まれたよ︒

九619図圖

もう二三年たったら︑きみたちも槍へ

こんなに遠く離れてみると︑うちのこ

わしは︑何も知りませんよ︑行者さん︒

とても︑なまではまつくてたべられや
しないよ︒

十一矯10囹

ばなりませんよ︒

十一柵7団しっかりとおけいこをしておかなけれ

とが何よりも知りたいのですよ︒

十一徊9国

登れるよ︒

十一967園

十一841園山をつけろよ︒

するのですよ︒

十一462園

せんよ︒

九786園

いとし子よ︑汝︑ますらをなれば︑大

いとし子よ︑ラングーンは落ちたり︒

犬きや︑おまへはおにいさんのお供を

十一454園今日はお正月だから︑泣いてはいけま
さうさう︑それですよ︒

九掴2圏園命がけでほつたおかげですよ︒
九麗1園

飛行機にお酒を供へたり︑︿略﹀︑翼をな

せまいところで修理をしてみると︑まる

でてやったりしますよ︒

九価1園

九宙8囹

で汗と油でぐっしょりになってしまひますよ︒
九伽10囹

こっちがのろまなんだよ︒

待てよ︑かげがく略﹀︑ぼくのせいの高
七687園

九川3園

これでも樂しいことがあるんだよ︒

飛行機の整備なくしては︑空中戦も敵地

さと同じ長さになる時が︑ あるにちがひない︒

九踊9園

十152図閣

十二516園

みたて

十191重圏

爆撃もありませんよ︒

七703園きみのかげを計るんぢやないよ︒
七704囹あの國旗掲揚皇の高さを計るんだよ︒
七709園百二十八センチあるよ︒
七913園わたなべくん︑上の段からとばうよ︒
七941囹うまかったよ︒

君の御楯と起ちて︑たくましく︑ををしく生きぬ︒
千里の海も

びっくりしちやいけませんよ︒

三本マスト︑

たった二文句ですよ︒

八42圏船は帆船よ︑

さういはないと取れないよ︒

十二527園

十288囹

十二535園

なんのその︒

十348園月がすばらしいよ︒

十2910囚剛

十3510囹

ぼくも︑ずるぶん手二つたよ︒

動かないよ︒

八126 今日︑始めて燕を見たよ︒

十416

がかさをさすならば︑ おれもかさをささうよ︒

十二8610圃國えいえい︑かさをさすならば︑人

八546囹 用意︑どんで︑飛ばすのですよ︒
八829囹 さあ︑おりるよ︒

もちろん︑草も木もありませんよ︒
八㎜4囹 みんな海にみる動物だよ︒

よあけ一よい

856

げに も さ う よ ︑

げにもさうよの︒

五298
齪

ヨイ

よい

︽ーイ・⁝ウ・一

そのうちに︑よひがまはって︑大蛇は︑と
︵形︶

うとう眠ってしまひましたQ
﹇良﹈

葉が氣持よくゆれます︒

三839囹たぬき君︑ よいお天長だね︒

三842園よからう︒
三㎜4囹 よかった︑

よ・い

三欄4園

ｧ2園ちゃうど

よかった︑

よい・すべりよい

ハナスト︑メダカハゲンキョク

コンや一雨デスガ︑アスハヨイ天キ

イケヘ

カッ・ーカラ・ーク・ーケレ・ーサ︾﹇Vいよげ・こころ

一59一
オヨギマス︒

ニー05園

た︒

り

よかっ

三撹6園 それはそれは︑きれいな︑よいところ

くりぬいて︑舟を作るがよい︒

でございます︒

四99園

コンナヨイ子ヲ︑ネズミノオヨメサ

はれて︑日が氣持よく

二人は︑よささうな石をあちこちとさ
雨が

勢のよいのがあたりまへさ︒

うんてんしゅさんがおたがひに手をあ
四305囹

やはり︑おなかがいっぱいになって︑よ

負けてもよいから︑しまひまで走れ︒

子どもたちは︑いくら寒くても︑元三よ
四532

をんどりは︑元氣よく羽ばたきをしなが

こまは勢よくぐんぐんまはります︒

ある日︑はまべへ出て見ると︑わにざめ

それなら︑海の水をあびて︑ねてゐ

三497囹

ときどき吹いて來る風のために︑草の

ほう︑よいところへ氣がつきました︒

四917国

四886国

ちゃうどよい風が吹いて來て︑糸を

今日はよいお天氣でした︒

のほをしいて︑その上にころがるがよい︒

四872園早く川の水でからだを洗って︑がま

るがよい︒

四852園

といひました︒

がゐましたので︑これはよいと思って︑﹁︿略V︒﹂

四812

ら︑﹁こけこっこう︒﹂と聲高く歌ひました︒

四574

くスケートをします︒

四513

い氣持になりました︒

四462

げて︑元氣よくあいさつをしました︒

四224

四124囹

だ︑勢のよいのがあたりまへさ︒

ニー16圏割

ダンダン大キクナッテ︑ヨイムスメニ

四123園あの勢のよいくすの木で︑作った舟

リマス︒

三94

アリマス︒

一一675園私ノウチニ︑タイヘンヨイムスメガ

ンニスルノハヲシイ︒

二663園

二663園ホンタウニヨイ子ダ︒

ナリマシタ︒

二66一

マア︑ヨカッタネ︒

っ

二384圃バウヤハヨイ子ダ︑ネンネシナ︒
二533 ナカヨクナランデ︑フッテ來ルノモア

ニナリマス︒

て

げにもさうよの︒

げにもさうよの︒

夜明近い ︽一

か
か

げに も さ う よ ︑

げに も さ う よ ︑
げにもさうよの︒

︵形︶

通発㌃

かさをさすならば︑ 人がかさをさ

げに も さ う よ ︑

その邊をあんまり歩いちやいけません

︵名︶5 夜明け

すばらしい日の入りが見られますよ︒

まだ︑なかば眠りからさめない心のうち

﹇ 夜明近﹈

のなびくのが漕望鏡に罵った︒
よあけちか・い

ゆうべの

がしました︒

三183

てってゐます︒

それもよいが︑だれが︑そのすずを

なるほど︑よいくふうだ︒

百九十九本は取った︒

三197 月のよいばんでした︒
三209園 よい刀を千本あつめるつもりで︑九

三445園

三442園

﹇宵﹈︵名︶1

よひ

よい

中がむっとして︑

九価8 暑い日がやっと暮れても︑よひの間は家の

一よよ
」かか
をっっ

三701

つけに行くのかね︒

夜明け前の一時間ぐらみに最高潮に達する︒

十一盟11 それは︑明け方になるにつれて激しく︑

九加7 儀式は︑夜明け前の暗いうちから行はれる︒

よあけまえ ﹇夜明前﹈︵名︶2 夜明け前

近くなって︑ぽっちりと目をあけました︒

七275 つかれて︑うとうとしてるた徳満が︑夜明

ク︾

1

十二梱1 太平洋の夜明け︑遠い地平線上に︑黒煙

夜明けまで潮のまにまに任せるのである︒

十一㎜4 船は畿動機を止めたまま︑網もろともに︑

葉の層を通して落ちて來る︒

十一802 夜明けに近い薄あかりが︑重なり合った

に︑山の夜明けだといふことが浮かぶ︒

よ
よい ﹇酔﹈︵名︶1 よひnVふなよい

一一

おれもかさをささうよ︒

1箋會藍玉轟鯉

今日は夜明けから︑張の家では︑姿刈をや

十 十あ十 十十十 十十十
一つ206け二よニニニす二ニニ
了8て12 203。13ア8787な8了8了87

857
よい一よい

のばすとぐんぐんあがります︒

四954 ぼくは︑早く晩になればよいと思ひま
した︒

四佃2囹 今日は︑よいお黒影だ︒

四981豆を庭へ向かって元氣よくまきますと︑
四三2園 なんとまあ︑よいけしきだらう︒

四冊4 けしきに見とれながら歩いてゐますと︑ど
こからか︑よいにほひがして富ます︒

五46園 どうしたら︑よからうか︒

五48 思ひかねの神といふちゑのある神檬が︑た
いそうよいことをお考へになりました︒

五捌4團

利根は︑足をやられただけですから︑ま

よいお天氣で︑あちらでもこちらでも︑稻

もなく︑よくなることと思ひます︒

六87

まつ白な花が咲いて︑何ともいへない︑よ

を刈ってゐます︒

六258

みんな︑お小さいかたがたのことですから︑

いかをりがあたりに滞ちあふれます︒

六506

家の前を︑警防團の人たちが︑ポンプを引

初めは︑仲よくしていらっしゃいましたが︑

六698

小野くんと︑友田くんと︑ぼくと︑三人仲

いて︑勢よくかけて行きました︒

六977
六備3園

おまへは︑給かきになるがよい︒

よく教室へ蹄って行った︒

五184囹橋の上で仲よく遊びたまへ︒

五175囹仲よくあがって來い︒
六欄6

いつものやうに︑四人つつ一組になって︑

ふんするが︑勢よくあがってゐます︒

さあ︑指で勢よくつぶすのだよ︒

先生にお願ひしますと︑先生は︑たもで勢

若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

學校として︑記念すべきおめでたい日で

七824国壁ぎはには︑銃を立て掛けておくところ

何ともいへないよい三遠です︒

七785国掛聲勇ましく禮操をしますが︑その時は︑

すから︑みんなで元氣よく︑校歌を歌ひませう︒

七443囹

見ただけでも氣持のよいものです︒

七379

このごろは︑おかげでだいぶよくなりました︒

七335園おなかの遠写で︑長い間寝てゐましたが︑

げで︑たいそうよくなりました︒

七332囹毎日︑かうして藥をいただいてみるおか

よく︑さっとおすくひになりました︒

七135

七118園

仲よく貝をお取りなさい︒

七74囹

六梛1

威勢よく風にひるがへってゐました︒

馨れふを知らせるまっかな吹流しが二本︑

五214 どれも︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾
をふって︑元氣よく泳いでゐました︒

に︑遊ばなくてもよいのでした︒

五227 また︑めだかや︑どぢゃうなどといっしょ
五361 あんなに元氣のよかったかひこが︑みんな
弱ってみるではありませんか︒

引いて行くのに出あひました︒

五539 車にかつををたくさんつんで︑みせいよく
五558 小さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑
いつのまにか大きくなります︒

五594囹 おお︑ひきがへる︑よいところへ干た︒
五616 二人は︑兄弟のやうに仲よくなさいました︒
五666團 氣持がよくて︑うれしいのだらう︒

すか︒

五816園おかあさん︑川へ行ってもようございま
﹁待て︒﹂といひますと︑行儀よくすわっ

て︑お見送りをするやうになりました︒

五柵6

勢よくかけ出しました︒

五雲1 どんなにはげしく︑弾が飛んで直る中でも︑

みんなは仲よくはげましあって︑毎日︑

があって︑︿略﹀小銃が︑行儀よく並んでゐます︒

七8310団

言辞のよい夏の夕方︑油蝉の子は︑今日こ

教練をしたり勉強したりして︑

そと穴から地上へはひ出します︒

七874

さうして︑天罰のよい夏の日を︑重しさう

よかった︑よかった︒

よかった︑よかった︒

に飛びまはり︑鳴きたてます︒

七896

七941園

七941園

ばせうに似た植物が︑きちんと行儀よく︑

しかも︑たくさん植ゑてあるのです︒

八156

にほひがして︑

八215国白いふさになった花の咲くころは︑よい

八353 困ってみるところへ︑御殿に仕へてるる萬
八535

前の日に︑こな雪がたくさん降ったので︑

ほんたうによいグライダー日よりだ︒

壽がよからうと︑申し出た者がありました︒
八777

スキーをするには︑ちやうどよかった︒

ああしてからだをしぼると︑中の水が勢

天
80
ノ了− スキーの雪をすべる音だけが︑氣持よく聞
える︒

八川8囹

よく下へ出る︒

八備5 ちやうど︑グライダーが空中をすべるやう

しゃりしゃりと︑かみそりの音が氣持よ

に︑手ぎはよく水を切って︑おりて來ます︒

く響くたびに︑

九199團

あなたもお行儀をよくしないと︑日本の

子どもに笑はれますよ︒

九296園

朝の風は︑頬をここちよくなでて通る︒

ほほ

九459 あたりはまだほの暗く︑明けきらない港の

たりして︑威勢よく右へ左へ運んで行く︒

九491 若者が︑大きな魚を︿略﹀︑手押車にのせ

よい
よい

858

よく並べられる︒

九493 見る見るまぐろもさめも︑次から次へ行儀
九509 新鮮をたっとぶ魚の取引きをする魚市場の
朝は︑見るからにきびくとして︑威勢がよい︒
元氣のよい聲で號令を掛ける︒

九537 やがて午前五時の鐘が鳴ると︑當直感校が
九555 まもなく︑當直將校から威勢のよい號令が
かかる︒

九804園 よからう︒
よく︑草原の上をはねまはることもありました︒

かいたくしや

諸君をりっぱな開拓者にしょうとして︑

このわけをよくおかあさんにいってあげ

よい試練を與へてくれた︒

九加10園

十146囹
て︑安心なさるやうにするがよい︒

大きな雁はさきに︑小さな雁はあとに︑

よかったら見に來たまへ︒

とんからとんから︑調子のよい音が流れ出

仲よくわたれ︒

十307圃圓

十3310
した︒

十348園

あれは海といはれる部分ですが︑月には水

﹁あげようか︒﹂と︑投げてくれたをぢ

かめば︑さくさくと歯切れよく︑朝の氣
かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ︑更に
この際︑秀吉にくみして身を立てようと
悪路少年隊には︑十一歳から十七歳までの

ほんたうによい雨です︒

少年がみて︑みんな元氣のよい顔に︑

十㎜2

思ふ者があったら︑すぐに行くがよい︒

十襯7囹

新しい工夫をこらして行った︒

十809

分を新たにする︒

十505囲

さんは︑よい人だつた︒

十493圖

原といった方がよいかも知れません︒

が一しっくもありませんから︑海といふより︑平

九8110 乳を飲むのも忘れて︑ひよう長い足で元手 十397
九951 熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に︑つめ
たい海の水が毒心よく感じられる︒

九953 露髄でからだに水を掛けると︑ひやっとし
て氣持がよい︒

九969 天心のよい日︑おだやかな海原を航海する
やうな樂しさである︒

い砂濱をめがけて︑元氣よく泳いで行った︒

九期10 ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑遠

ものが見えてもよささうなものである︒

九価4 八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

まロつり

十﹇99囹

十鵬4

九悩4園 尼子家の御威光は︑昔にひきかへておと
ろへるばかり︑それをよいことにして︑敵の毛利

時々︑毛抜きを鐵棒で勢よくしごく︒

がだんだん攻め寄せて來る︒

王は︑︿略﹀降りしきる雨を︑いかにも

天氣のよい日︑底が平で︑上が山の峯の

山小屋の前の小道をくだって行くと︑そ
よ風が頬にここちよい︒

ほほ

十一801

やうに積みあがった形に現れる白い雲は︑

十一7510

しては︑まあ何といふよい髪でせう︒

十一419囹櫛を使ふことをおきらひだが︑それに

氣持よささうにお眺めになった︒

十︻101

九伽8 かれは︑鹿介をよい相手とつけねらった︒

九榴1 そのころ︑京都のある寺に︑ひんのよい小
一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略V︒﹂と︑元

僧さんがみた︒
九川1

しゅ

氣よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒
きよ
九㎜1 ぼくがおじぎをすると︑みんな元氣よく畢
手をする︒

九㎜8 ぼくたちは︑元亨よく起きた︒

十一棚2 元氣のよい掛聲だ︒

十一伽4困田今︑こちらはいちばんよい時候で︑空

新年に持つわれわれ日本人の心持が︑す

がどこまでも高く澄んでゐます︒

スチャンといふ騨で乗りかへた時︑ジャ

らすらと品よくよみ出されてゐます︒

十一価6
十一踊5

かうつう

港がよければ︑しぜん政治・交通・産業

せいち

ワ人の品のよい一家族が乗って煮た︒

の中心となるので︑

十一㎜10

れらはみんな風通しをよくするためである︒

十﹁割8 金網を張って壁の代りにしてるるが︑こ

あったのかと驚かされるのがクチンである︒

十﹁㎜3 ボルネオにも︑こんなに氣持のよい町が

十二81 朝の光を受けて︑元氣よく腕をのばし︑

太陽の輝く青い空︑何といってあの明か

足を學げ︑胸を張る︒

るさをいひ表したらよいだらう︒

十ニー45

ほめられないからといって︑手かげん

するのが果してよい大工だらうか︒

十一一301園

大和は︑ほんたうにりっぱなよい國であ

もよいといふことになりはしないか︒

十二304仁人に用ひられるためには︑道はどうで

る︒

十二471

二文句と︑行者さんのからだと︑取り

十二534囹さうしたら︑私のからだをおまへにや

つてもよい︒

十二536園

十二811園

十二802囹

主人といふ者は︑きげんのよいことも

まつ地紙よくとござる︒

や︑よいことがある︒

かへっこをしてもよいといふのですかい︒

十二835園

あり︑悪いこともある︒

十二837園もし︑きげんが悪うござったら︑かう

、

859
よいしょ一よう

かうはやして舞はれたらよからう︒

十二旧2 よい獲物はないかとさがしてみる漕望鏡

十二852囹まつ地紙よく︒
に︑︿略﹀大きな 客 船 の 姿 が 篤 つ た ︒

ばう

十二櫛2 潜水艦は︑思ひきりよく攻撃態勢を捨て
て︑ぐるりと艦首を向けかへた︒

十二襯1圏 ねんねんころりよ︑おころりよ
やはよい子だ︑ねんねしな︒

よいしょ ︵感︶1 よいしょ
しょ︒

五二9園 大きな魚だ︒引きあげてやらう︒よい

﹁よいしょ︑こらしよ︒﹂元氣のよい

よいしょこらしょ ︵感︶1 よいしょ︑こらしよ
掛聲だ︒

十一梱1園
よいしょよいしょ ︵感︶6 よいしょ︑よいしょ

三983園よいしょ︑ よいしょ︒
五756圃
押せ押せ ︑ 車 を ︑
よいしょ︑ よいしょ︒
五764圃
押せ押せ ︑ 車 を ︑
よいしょ︑ よいしょ︒
よいしょ︑ よいしょ︒
五771圃
押せ押せ ︑ 車 を ︑
五776圃
押せ押せ ︑ 車 を ︑
よいしょ︑ よいしょ︒
五784圃
押せ押せ ︑ 車 を ︑
よいしょ︑ よいしょ︒
︹人名︺3 蝕一←なすのよいち
﹇余一﹈

よいち

られて︑

楊といふ少年がみた︒

やう

やう
﹇楊﹈︹人名︺1 楊

十川9

よう

ピ

テ︑ウミハ︑空ノヤウニヒロイノデス

やう5いかよう

クウチニ︑ツギノヤウナウタガアリマ

ヤウ

一622園

﹇様﹈︵形状︶鵬

ニ202

テワルクハナイヤウデス︒タベスギ

よう

ニ432囹

して︑大きな舟のやうに︑ぐんぐんと

︑正男さんが︑同じやうに空へなげまし

用5ごよう

三89

これも大きな舟のやうに動いて︑こつ

ヨウ

三143

﹇用﹈︵名︶3

一424圏

三157

よう

三207園何の用か︒

るでふうせん玉のやうにふくれました︒

した︒舟は︑すべるやうに流れて行きま

ヨウノナイモノ︑トホシマセン︒

九656図園すべて物は破れたるところをつくろへ

三258

←いんどよう・たいへいよう・にしたい

やうn▽おくりよう・くだしよ

三459

三407

﹁︿略V︒﹂と考へるやうになりました︒

のが少しなほったやうに思ひました︒

三371 さんは︑をぢさんのやうに︑海軍の軍人

三329園 うかんだお城のやうです︒大きな大
三361園すみかんは︑魚のやうに海の中へも

三312

﹇洋﹈

ば︑しばらくは用をなすものぞ︑
よう

﹇様﹈︵名︶9

へいよう
よう

大將源義経︑思ふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と

みなもとのよしっね

う・しよう・もうしょう

て︑

八324図

おちついたといふやうに︑しばらくじ

八3310図今は先へも進まれず︑後へひかんやうも 三491 は︑少しわかったやうに思ひました︒
三562 になって︑毎日のやうに雨がふります
なし︒

︒時には︑花びらのやうにひろがって大

三679 れながら︑おされるやうにして︑はいで

八727図心のうちに思ふやう︑萬一射そんずるな 三635
三639
無事媛︑﹁︿略﹀︒﹂と思ひたまひて︑尊に

らば︑弓切り折りて自害せんとて︑

九84図

三705 ははなれてみないやうです︒私は︑草
申したまふやう︑﹁︿略﹀︒﹂と申したまひて︑
十一173図 たとへ防ぎ職ふ者なくとも︑たやすく 三706 一枚一枚かぞへるやうに︑目でさがし
三718だじっとしてみるやうです︒風がやむ
のぼるべきやうなし︒
十一184図その勢決然として︑あへて攻むべきや 三729園うまく取れますやうに︒﹂心の中で
すは︑びっくりしたやうに︑かごの中で
三737
うもなし︒
よしさだ
い布をひろげたやうに︑ひろがります
十一235図 義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上 三758国
三764團ました︒おさらのやうなのや︑かたつむ
三764團
や︑かたつむりのやうなのや︑いろく

よひばん

﹇宵寝﹈︵名︶1

宵番

よひばん

八734図饒一︑目を閉ぢ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑しばし神

許されず︒

とて︑齢一を召し出す︒
八725図 ﹁それ呼べ︒﹂
八726図
齢一は︑ いくたびかことわりたれども︑

に祈りて見開けば︑風やや静まり︑扇も少しくお

三765国 の中で︑つめのやうな形をした︑つ
三853囹重くて進まないやうだ︒﹂うさぎ﹁そ

よいばん

けるを︑河内へ返さんとて︑櫻井の騨にてさとし

四68

四52圃

︑空の雲にとどくやうになりました︒
けるやう︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

かはち

十二888図

﹁︿略﹀︒﹂とそ申しける︒
まさつら

と︑しばし祈念をこらしつつ︑

をはるばると伏し拝み︑祈りけるやう︑﹁︿略﹀︒﹂

ちっきて︑射よげに見えたり︒

十一614図南朝まかり立ってつぶやきけるやう︑

三958 へんが見ちがへるやうに︑明かるくな
よひ祭

立つ︒やさしいやうでををしくて︑

その子正行が今年十一歳にて供したり
﹇宵祭﹈︵名︶1

十柵4 宵番の人が起しに來た聲を聞いて︑
よいまつり

十212 村では︑豊年を祝ふよひ祭の支度に心を取

よう一よう

860

四127園
ひかうちゃうのやうなものですよ︒

しれない︒鳥のやうに早い舟だか

きって︑鳥のとぶやうに走ります︒﹁︿

五237

五212

五202
︑何だかおそろしいやうな︑うれしいやう

るで︑ありの行列のやうに︑あとからあと

からともなく︑綿のやうに白い︑やはらか

四115

四185園

いやうな︑うれしいやうな氣がして︑わい

みるものもあるやうでした︒きまり
五238

四309

︑何だか息がつまるやうな氣がしました︒

見えました︒光るやうに美しいので︑

五246

四342

五337

五302

が︑私は︑いつものやうに︑桑をもらって

した︒血が︑たきのやうに出て︑ひの川が

四345 た︒世間では︑光るやうに美しいかぐや 五247 ︑氣がせいせいするやうに思ひました︒あ
四356 ︑じっと考へこむやうになりました︒
四487 花が︑咲きそろったやうなのもあります︒

五五五五五五五五五五五
119 11了 116 113 111 110 108 108 103 98

高く︑目は︑鏡のやうでございます︒そ

四635 うお正月になったやうな氣がしました
四737 ︒にいさんと同じやうな人が︑たくさ

四603

ゐます︒子どものやうですが︑なくな

四521 んうまくすべれるやうになるのです︒

五552

五505

五493

五472

五407

五396

五391

子どもがすがりつくやうでした︒まもなく

じ唱歌を歌ってみるやうに聞えました︒茂

先が︑おじぎをするやうに︑しきりに唱い

五414略﹀︒﹂と︑感心したやうにいひました︒八

五398

ろいうな心持があるやうに思ひました︒十

その夜︑私は︑次のやうなことを書いて︑

うすい︑うすい紙のやうなまゆでしたが︑

した︒目に見えないやうな細い糸を︑さか

て︑﹁︿略﹀︒﹂といふやうなやうすをしまし

すきとほって見えるやうになりました︒ね

六343国

六341幸すと︑生きた魚のやうに︑水の中をくぐ

六335面上にみるのと同じやうに︑どこへでも行

六324国

六322国

六316團

六309團

六157団

五湖2園

五糊6園

︑思ふものもあるやうだが︑今の潜水艦

のは︑まるで給のやうださうです︒どう

六67園 天皇にさしあげるやうに︒﹂この御聲と

六57囹

音でも聞きわけるやうな人が︑みなくて

︑細長い望遠鏡のやうなものがあって︑

いそうさわがしいやうである︒わがみこ

ここへ呼び集めるやうに︒﹂女﹁はい︒女

五687團

んじんを忘れないやうに頼むよ︒十四

ふってとんで選るやうに︑にいさんの愛

六353国

六351国時から︑きたへるやうにしなければなら

四M3 して︑暖い光を送るやうになります︒かう

五808

五798

受けて︑金のお皿のやうなのが︑三つ咲い

みは︑びっくりしたやうに︑﹁ジジ︒﹂と聲

六397

六378園ためられて︑このやうに日の丸の旗が︑

五56作って︑首かざりのやうに︑ひもにお通し

五906

五887

の太いかいが︑弓のやうに曲りました︒五

︒沖の方にも︑同じやうな旗が小さく見え

六467囹

六428囹ぼんが浮いてみるやうだなあ︒﹂と︑太

六419園

です︒日本と同じやうに︑南洋でもお米

の汁を︑茶わんのやうな器で受けます︒

五85 ︑世の中が︑もとのやうに明かるくなりま

六478 眞で見た南洋の海のやうに︑青々とすみき

五915

はく手が︑あらしのやうに起りました︒力

五151園 したのも︑うそのやうな氣がするね︒﹂

六626 ︑つい︑そこにあるやうに見えるではない

五947圖

ゆりが︑ゆめ見るやうに咲いてみる︒あ

五176 兵たいさんがしかるやうにいひます︒しか

五103囲殿は︑外宮と同じやうに︑お屋根がかや 五912 まるで一本のかいのやうに︑きちんとそろ

い花をまき散らしたやうです︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

四M4 ︑南風は︑もう前のやうに負けてばかりは

たら︑をぢさんのやうに︑溜水艦に乗っ

つきあたる︒山のやうな七夕や︑巡洋艦

じゅんやう

︑聞きわけられるやうにしておくことが

ばうゑんきやう

四875

五699国

︑海の御殿へ行くやうに教へてくれまし

四746 ︑自分が呼ばれたやうに思ひました︒

五563

た︒二人は︑兄弟のやうに仲よくなさいま

見ると︑豆のさやのやうな物を舟にして︑

四皿6 たいそう仲がわるいやうです︒冬の問は︑

四908国 三ちゃんだったやうです︒をぢさん
四909團 へていただいたやうに︑たこの糸め
四935團見えて︑すわったやうに動きません︒
四988圏 っぽいです︒花のやうなくんしゃう︑日
四991圃しゃう︑日の丸のやうなくんしゃう︑金
四棚7團 う︒あなたがたのやうな子どもさんが︑
四㎜4国 今度は︑この前のやうに︑はっかしがら

だは︑すぐもとのやうになりました︒

五574

のもかまはず︑はふやうにかけ出して︑利

んは︑氣がくるったやうに呼びつづけまし

は︑揮の下をくぐるやうに抜けて︑走りつ

で︑揮は雨あられのやうに飛んで來ます︒

兵隊さんから︑次のやうな手紙が來ました

さんがねがってみたやうに︑利根は︑軍隊

て︑お見送りをするやうになりました︒か

できるだけさせないやうにしました︒おか

た︒毎日︑きまったやうに︑運動をさせて

大急ぎで飛んで行くやうに見えます︒﹁︿略

39324769791園

五616

四491
っぽいにひろげたやうなのもあります︒ 五356つづいて︑かが出るやうになりました︒あ
四492 んで︑光ってみるやうなのもあります︒ 五377園 ︑元仁になりますやうに︒﹂といのりま
四504 やうで作った木のやうです︒このじゅ 五381 やらからだをのばすやうにして︑そろそろ
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六637と巻いて︑動かないやうにした︒これで︑
六666かあさんを引っぱるやうにして︑つれて來
六759んは︑ひとりごとのやうに︑かういはれま
六823園て︑送ってあげるやうなものもないが︑
六901になった︒外に集るやうにと︑先生がいは
六梱2 りと二王様か何かのやうに︑強さうに見え
六撹6 なは︑ただ︑よったやうになって︑大きな
六鵬8 つ︑にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒
六斯4 ひな様のぼんぼりのやうなかっかうです︒
六柵6 て︑さはってみたいやうな氣がします︒す
六柵9 受けて︑びろうどのやうに︑つやつやして
六㎜6 ︑寒い冬も知らないやうに︑みどりの葉が
六㎜1 ﹂と︑ひとりごとのやうに︑私はいひまし
六備4 の弾が︑雨あられのやうに飛んで來ます︒
六剛4 は︑北川をはげますやうに︑破壊筒に力を
六悩4顧 はこぬかか︑糸のやう︒ここは川ばた︑
六協4 と︑からだを浮かすやうに︑船がさがると
六伽5 と︑からだを沈めるやうにしてゐました︒
六伽4 して︑まるで戦場のやうです︒ぼくらの網
六悩6 ︒あの子どもたちのやうに︑お参りしたい
ひ
六鵬8 みます︒目のさめるやうな菊の花です︒日
六髄1 が︑せいのびをしたやうなかっかうをして
六川1 刷の工場です︒山のやうに積まれた紙が︑
六備3 て︑みるみる︑鳥のやうに小さくなります

七72 になってから︑次のやうにおっしゃいまし
七73囹ですが︑いつものやうに︑四人つつ一組
七75七く氣をつけて見るやうになさい︒﹂勇さ

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
65 58 56 56 55 54 53 4了 40 39 39 39 38 38 35 34 34 28 28 26 24

れんぐわ

、

固めて作った煉瓦のやうなものです︒父や

つつかんで︑まりのやうに投げつけた︒錦

が汲みに來られないやうにした︒城中には

市街が︑まるで給のやうに美しく見えるで

た︒右の方に︑林のやうに見える起重機1
︒みんな︑貨物船のやうです︒さあ︑港の

でも引つばつて行くやうですね︒もう︑上

です︒あの︑うなるやうに大きな汽笛の音

分の笛の音によったやうに︑ただ一心に吹

でも守っていただくやうに︑お祭をするだ

たちの世界だといふやうに︑さわぎたてま
︑まるで夕立の降るやうに︑蛙の聲でいつ

牛にゑんりよをするやうに︑聲をひそめて

朝風にかるくゆれるやうになると︑旧いた

置いて︑敷き並べたやうです︒苗が︑二十

略V︒﹂﹁︿略﹀︒﹂このやうな話をしながら︑

の痛みがなほらないやうな者のために︑藥

へありました︒このやうに︑しんせつにし

ちの心に︑しみこむやうに聞えました︒さ

て︑何か考へてるるやうでしたが︑やがて

と︑先生もはげますやうにいはれましたが

1541676354323165293109
︑芸
蝉が︑油を煮るやうに鳴きたてる︒び
七758圃
七795国たりします︒このやうに︑野原や山を一
七839国︑自分の弟か子のやうにしんせつにして
七843団ふ兵螢生活をするやうになるのですから
七844属ら︑しっかりやるやうにしてください︒
下853 ︑けらや︑もぐらのやうに︑土の中を上手
七856の子の口には︑針のやうな管がありますか
七865小さな︑白いうじのやうなものです︒この
七885 ︒ぐっとそりかへるやうにして︑頭を後へ
七915ると︑何だかこはいやうな群言がしました
七918と光って︑目が痛いやうです︒﹁︿略﹀︒﹂と

について︑離れないやうな氣がします︒空
︑ほっと一安心したやうでした︒今度は︑

向を見定めて︑矢のやうに飛んで行った︒

さんは︑つかれないやうにと︑焼いたする

て︑﹁生き返ったやうだ︒﹂といってみ

八596んで行って︑見たいやうな氣がしました︒

八595 ︑あたりをふるはすやうな︑大砲の音がし

八587がしくて目がまはるやうです︒かうして︑

八232団でき︑心持が合ふやうになりませう︒こ
八256團ひきしまって曇るやうに思ひました︒旅
八336図
砂なれば︑流るるやうにすべること二町
八397仕事まで引き受けるやうにしたので︑萬週
八486号
園このグライダーのやうに︑空中を飛ぶも
八506てしまった者もみたやうだ︒私は︑ちやう
八551らを︑まき散らしたやうであった︒その中

八221国びに︑貨物が山のやうにおろされたり︑
八225團内地へは︑毎日のやうに汽船が出ますの

いて行って︑ふさのやうになります︒花が

黄色な花が︑矢車のやうに並んで咲きます

大きな蓮のつぼみのやうなものがっきます

はす

ると︑梨や桃と同じやうに︑袋まで掛けて

ンナでも作った畠のやうな感じがします︒

︑相談でもしてみるやうに見えます︒まも

︿略﹀︒﹂と吐き出すやうにいったあとで︑

︑氣味わるく思ったやうですが︑わざと平

略﹀︒﹂と︑いつものやうにわうへいに答へ

船具を返してくれるやうに︑たびたびかけ

青に︑ぼかしあげたやうです︒あちらこち
︑裾綿を引き延したやうな雲が︑金色に︑

センチと刻んで行くやうに︑動くのがはつ

けた物が動いてみるやうに見えます︒地上

す︒導けきった鐵のやうにまっかです︒た

5214321827109164106

4
囹
4

2

七85た︒すると︑小石のやうなものが︑手にさ
七106ら︑子牛がねてみるやうな岩の方へ行きま
七108 ︒はばの廣いひものやうな形をしてゐます
七115根もとにまるい玉のやうな袋のついてみる
こ
七182園
子と仰せられますやうに︒﹂といひ終つ
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九398 て直接話ができないやうな時には︑手紙や

につぶしたり︑棒のやうに延したりして︑

九1010て︑それが例になるやうになった︒明治の

八冊7 ︑私は︑音のしないやうに起きて︑着物を
八佃9 つもとは違ってみるやうに思はれた︒ねえ
八伽2圃 の太陽がやけつくやうなまひる時︑冬の
八伽7圃 が來ました︒水のやうに澄んだ空を︑雲
八部8圃 ︑雌馬を散らしたやうに飛んでゐます︒
八目7圃 え︑飛ぶ虫の群のやうに︑飛行機が見え
八道8圃 経が︑いなづまのやうに動きます︒現れ
高年7 れいな青空が︑光るやうに︑地のはてまで
八悩2 いな空氣が︑流れるやうにはいって來ます

九485 の平水艦を思はせるやうな︑まるまると肥

九405 して心持が通じ合ふやうなことはありませ

したりするのと同じやうに︑大きな機械が

九515 に滞ちて生きもののやうに活動してみた魚

くわつそう

りません︒長い柱のやうに延されたこの鐵
をけ
が十メートルもあるやうな︑深い油の桶の

九117あとから育てて行くやうにしなければなら
九127らくは︑切りそいだやうながけの下の青い
九129われわれは目を移すやうになる︒窓の外の
九135りなのである︒このやうにして︑山を分け
九142大木が︑美しい柱のやうに立ってるる中立
九167おはらひをする時のやうに︑左右左と三た
かんむり
九175長く︑はるかに冠のやうな梢をいただいて

は︑まるで網の目のやうに︑組み合ってゐ

くし

んの串でさし通したやうになってゐます︒

の船の帆柱が︑林のやうに見えます︒市内

のかまどの煙の立つやうになったのを︑た
うす

と呼ばれて︑今日のやうな大都市となった

をたてながら︑臼のやうにつぶしたり︑棒

んで行きます︒このやうに︑打つたり︑熱

きな砲弾を撃ち出すやうな︑がんじょうな

は︑きらくと鏡のやうにかがやいた︑早

九412 しいものです︒このやうに︑ことばと文字

九439 文字で書くのと同じやうな心がけを持つこ

九442 も感心して讃まないやうに︑どんなにかざ

九446 が︑心から感動するやうに︑眞心を正しい

九455 海は︑油でも流したやうに静かである︒ば

九463 早手でだきかかへるやうに取り園んでみる

ぐろ︑細長い魚雷のやうなかじきまぐろ︑

九478 子どもがすがりつくやうに︑今はいって來

九466手の山の頂が︑銀のやうに白く光り始める

九486

九494 つて︑小型の爆弾のやうなかつをが置かれ

九495 ちびちとはねてみたやうな︑六七十センチ

九497 間にまじって︑帯のやうなたち魚が︑いく
九5010

された魚の箱を山のやうに積んだ貨物自動

九507 者や︑まるで戦場のやうないそがしさであ

みやま

場面が︑走馬燈のやうに次から次へ思ひ

て︑よみがへったやうになる︒おとうさ

九753 た時は︑とびあがるやうにうれしい︒この

九583図

九2210團雨が毎日きまったやうに降る︒はだかの 九557 ︑くもの子を散らすやうに八方へ散って︑

九532やつと見分けられるやうになったころ︑時
九234国

きあがります︒このやうに︑いろくな仕

九412 わかった時は︑同じやうに喜ばしいもので

どんぐ撃ちまくるやうな身がまへになり

九218国

九197團向かつて子どものやうにはしゃぎながら 九531 らう︒艦内は深山のやうな静かさである︒

ここにあって︑林のやうに立ち並ぶ煙突か

どっかり身がまへるやうになります︒かう

りをつるして︑同じやうなことを︑何べん

九248団

すきとほつた寒天のやうなからだから︑早

らがって咲いてみるやうなのは︑﹁いぼや

した︒ひのきの葉のやうな形で︑黄色やえ

九315

わけながら︑りすのやうに活動しました︒

九296囹

九253團

ながら︑巡査を辞むやうにして︑娘を一間

のです︒富士山のやうにりつぽです︒あ

へたちの心配するやうな病氣には︑だれ

九8410

九834 北斗は︑乳を離れるやうになりました︒か

九827 あちこちから︑同じやうな子馬がたくさん

九773 た小さなざぶとんのやうな腰皮をさげてゐ

九249團腹の底にしみ入るやうに思はれる︒あす 九768 た木馬に︑木を山のやうに積んで︑源作ぢ

てかけ出さうとするやうな時でも︑﹁ほう

でも青と遊んでみるやうでした︒九月に二

き︑からだをしぼるやうにして︑すいく

九349

九856
九3410

隊長は︑自分の子のやうにかはいがりまし

張った︑大きな窓のやうなものが︑順順に
あは
ふぎ
︑その胸びれ
扇のやうにひろがります︒

﹂とひとりごとのやうにいふ︒義家の家

どり色で︑菊の花のやうに美しい形をした

ました︒すきとほるやうなみどり色で︑菊

手紙をひったくるやうにして讃み始めた

どうやら同じであるやうに思はれてなりま

どんよりとくもったやうに見えます︒それ

九396 持を傳へます︒このやうに︑話しかける相

半価5 ダーが空中をすべるやうに︑手ぎはよく水
八価6 ︑胸のところに足のやうなものがあって︑
八柵6 先頭に︑まるで矢のやうに進みます︒これ

九406 たちは︑いつもこのやうに︑わが國のこと

ためとも

は︑ピヤノでもひくやうに︑絶えず動いて

八766図工をぢ身命の弓のやうならば︑わざと平
空中滑走をしてみるやうだ︒ふもとへ來て
八⁝⁝6

方から︑追ひたてるやうにいはれた︒百五

がきながら︑小鳥のやうにおりて來る︒途

56529765429752！035198311310292810
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十257百雷の一時に落ちたやうなとどろきとで︑
目で見分けられるやうにならないと︑一
九862園 なのは見かけないやうだ︒幅もあるし︑
十258 へとびのいた︒雲のやうに山手へ突進して
だがやっとはいるやうなせまいところで
九876 で寳石をちりばめたやうに美しくかがやい
十311 っぽいこはりついたやうにして︑またたい
音は︑どれも同じやうではありませんか
九893 の空に︑ひしゃくのやうな形に連なった美
十363 ︑さも自分で買ったやうな口振りでいふ︒
き聲はみんな同じやうだが︑おかあさん
九897 どひしやくを立てたやうなかつかうになつ
十373と︑あひっちを打つやうにいふ︒だが︑よ
き聲がすぐわかるやうなものです︒﹂勇﹁
九914 から出て西へはいるやうに︑星もだいたい
十374 一面にざらざらしたやうな感じである︒殊
九921 がくやうすがわかるやうに窺眞にうつりま 九月9 は︑胸がこみあげるやうにうれしかった︒
はち
す
十376 ︑蜂の巣を思はせるやうなでこぼこが︑目
九926 ます︒しかし︑このやうに星が動くといふ 九伽3 た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒﹁︿
てふ
あのあばたのやうに見えるのは︑大
十382
九936 れて︑小熊座を包むやうにのろくと曲り 九㎜7 花が咲き︑人は蝶のやうに浮かれてみた︒
はんてん
十395黒い︑大きな斑鮎のやうなものがあるでせ
九梱9 に呼び掛けでもしたやうに︑今まで敵につ
九946囹 らず目的地に着くやうに︒﹂先生の激働
十403遠鏡で見てもわかるやうに︑月のどこ一つ
弓隠7 母も何かいってみるやうだが︑こちらには
九969 かな海原を航海するやうな樂しさである︒
十405とすると︑地球上のやうに︑太陽から來る
﹁あじあ﹂は流れるやうに動きだした︒ぼ
九976 松がはっきり見えるやうになったころから 九川8
十407では︑書はこげつくやうな暑さ︑夜はその
九988 ︑先頭におくれないやうに︑一生けんめい 九二7囹 金州城が手に取るやうに見えます︒﹂雪
十411のでせう︒今もいふやうに︑光を調節する
九㎜12 られてるた︒眞冬のやうに寒い夜だ︒空に
九99直してもなかなか思ふやうにはいかない︒並
十532がらも︑胸は大波のやうにゆれてみた︒聰
九地8 本では感じられないやうな︑痛い寒さが脚
九993 だんだん弱って來たやうだ︒﹁︿略﹀︒﹂先生
十533れてるた︒勇ましいやうな︑ほこらしいや
九998 か一人取り残されたやうな︑さびしい氣持 光㎜11 三匹ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑
ゆ り
十533やうな︑ほこらしいやうな︑それでみて︑
九999 の氣持を彿ひのけるやうに︑手足に力を入 九脳8 る︒百合のつぼみのやうな形をした︑かは
しんかう
九9910 中で︑もがいてみるやうである︒顔を水に 九畑11 信仰となって︑このやうなオボを作り︑大 十561不安は︑まるで雲のやうに消え去ってしま
あめ
天の岩戸があけたやうな氣がしますね︒
十578園
九㎜1 作り︑大地をまつるやうになった︒見渡す
九欄1 て︑からだを浮かすやうにして泳いだ︒ 一
十607い︒妙に︑つかれたやうな︑腹立たしいや
九㎜9囹 ることができますやうに︒﹂と祈り︑ま
九㎜2 で手招きをしてみるやうだ︒手足が︑石の
十607やうな︑腹立たしいやうな主持でいつぼい
九別5 で木一本もなかったやうな草原に︑たちま
九㎜3 うだ︒手足が︑石のやうにごはばつて來る
十618略﹀︒﹂訓示に答へるやうに︑全員のまなざ
九泌12 がさっと引いて行くやうである︒さうして
九㎜9 いで︑まるで機械のやうに手足を動かした
十118 取って見ると︑次のやうなことが書いてあ 十641 ︑海の上へ焼きつくやうに注がれる︒おお
九棚4 々とした木が︑鏡のやうに艀かな海面に影
十1210閥国 てがらを立て候やうとの心願に候︒母 十652ルスに吸ひ込まれるやうに落下すると思ふ
九棚6 字に白い線を引いたやうな砂質が︑目にし
十136園進んで功を立てるやうなことはできない 十659あっと︑スコールのやうに︑弾丸の幕が掴
九梱6 砂濱が︑目にしみるやうに罵った︒﹁︿略﹀
十663まるで演習でもするやうに落ち着いて︑極
十207

たゆれ方と︑うなるやうな地鳴りとは︑切

からだの一部分のやうにさへ︑感じられ

︒何か生きもののやうに思はれます︒自

ても︑十分働けるやうに手入れをしてお
︑整備兵は母親のやうなものです︒飛行

109242
園囹馬草園

りを食ってあばれるやうにもがきながら︑
十6610

九伽1 だ︒﹂と鳴きたてるやうに思はれる︒もう
つでも飛び出せるやうに︑準備をしてお

九帽5 く風が︑思ひ出したやうにざわざわと音を

十146囹げて︑安心なさるやうにするがよい︒﹂

園囹囹園園

土213 氣がつかないもののやうである︒村から海 十699高角砲の目もくらむやうな光の中で︑レパ
十2210 た︒まるで失神したやうに︑かれはそこに 十701機隊の掃射を避けるやうに右手で顔をおほ
十237 ︑若者のあとを追ふやうにかけ出した︒高 十715 ︒駆逐艦が寄りそふやうに︑傾いたウェー
あり
十239 ︑それが蟻の歩みのやうにもどかしく思は 十724きれない︑あらしのやうな感動が︑全員の
十255 だ︒海水が︑絶壁のやうに目の前にせまつ 十727は︑何事もなかったやうに︑青い波頭がか
十743たが︑佐吉のもえるやうな研究熱は︑どう

るでおとぎ話のやうね︒﹂

九九九九九
118 118 11了 115

がのしかかって來たやうな重さと︑百雷の

九鵬6圏圓

543610

118

十256

九九九九九
113113112110110

十751はおかれない︒今のやうな仕方では︑みん
十758 ︑機械の力で動かすやうに工夫したかった
十759もっと早く往復するやうな仕組みになるだ
＋7510んずん織られて行くやうにもなるであらう

様で︑ここでも同じやうな工程がくり返さ

が時を刻むのと同じやうに︑目に見えない

＋舳−〇

十鵬3 は︑大きな毛抜きのやうなものを持ち︑片
ン︒﹂とあとを引くやうな響きがする︒そ
十描5
十矯8 ︒でんでんだいこのやうな︑ブリキのつづ
十購9 ︑輕やかな︑はずむやうな音をたてる︒す
十㎜2 で︑﹁︿略﹀︒﹂といふやうに聞える︒これを

十矯9

やう

らが一つ﹈つ︑このやうにしてできあがつ

ぐわうぜん

帯の敵陣から︑雨のやうな猛射を浴びせて

や

し

轟然︑天地をゆするやうな音響とともに︑
あくま

ざんがう

のは︑夢の中の聲のやうに思はれる︒春は

ゆめ

つたり︑土で團子のやうなものをこしらへ

ど後の方には︑帯のやうな整壕と︑椰子の

すれすれに︑悪魔のやうな翼をひるがへし

も︑まるで枯れ木のやうにもろかった︒砂

げながら︑もぐらのやうに進む皇軍の鐵か

うるし

いよいよやって來たやうです︒でも︑これ

︒半年も地面のやうに動かなかった川

ふの家の聯もわかるやうになって行く︒正

りの家の聯がわかるやうになり︑向かふの

ただ美しいかざりのやうな氣持で眺めてみ

い夜空に︑南京玉のやうな星がばらまかれ

なんきん

よく響き渡る︒このやうに︑いろくな物

聲であらうと︑管のやうな胡同には︑それ

十㎜5
十加7
十泌5
十盟1
十盟4
十惣4

れてるて︑あらしのやうに撃ちまくって來
︒兵士は︑もぐらのやうに全身を砂に埋め

空には︑ちりばめたやうに星がかがやいて

＋圏12 れる母のふところのやうなものである︒子

ん︑天地にとどろくやうな爆音といっしよ

は︑黒い漆を流したやうな海原をけって進
あくま

音が︑悪魔の叫びのやうに︑氣味悪くなつ
ますます荒れてみるやうです︒よろめきな

彿ひのけようとするやうにもがいてみるの

﹂と︑しかりつけるやうにいったこともあ

が耳もとでささやくやうですが︑だれもみ
ぼは︑たちまち湖のやうになった︒三
そんなことに慮じるやうな宗治ではない︒

くなった︒せと物のやうに固くなり︑ひび
こらあたりは︑海のやうになってしまふ︒
けっくわん

いなごの群は︑雨のやうに︑ざあっと畠に
人間でいへば血管のやうなものである︒も
になる︒殊に支那のやうに︑重くて大きな

だの働きも望めないやうに︑交通路に故障

墓地にll﹂と叫ぶやうにいった︒さうし

路少年隊には︑次のやうな美談がある︒あ

一見︑何の曲もないやうなこの胡同ではあ

︑御奉公なさるやうに︒﹂大命を舞さ

この電文が示すやうに︑ひたすら光工

さんも︑口ぐせのやうに﹁︿略﹀︒﹂とい

まるでよその人のやうに見えます︒分家

うです︒顔が火のやうになるのを︑私は

何かおっしゃったやうです︒顔が火のや

ら︒何だかうそのやうだIlと思ったと

なことででもあるやうに︑紫の君は源氏

さな妹でもできたやうに︑いろくと紫

たら︑源氏物語のやうな︑かな文は書か
︑ともすると扇のやうに廣がつて︑肩の

房いたします︒のやうに︑﹁御﹂や﹁お﹂
︒父爲時が願ったやうに︑もし紫式部が

︑

のすだれを掛けたやうに降りしきる雨を

御軍服は︑しぼるやうにぬれてみた︒﹁︿

を引かれてみるやうです︒﹂と仰せら

ろげ︑わが子のやうに滞洲をだきかか

11663151431037105372
圓
囹圏圏

やって來た︒黒山のやうに集った人たちは
＋7810

1278986753698273336535481105178エ08
は︑壷鐙が網の目のやうに通じてみる︒胡
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十766は︑まるで生き物のやうに動いてみた︒か
十776 てみた︒だが︑思ふやうに動くものは︑な
十797に圏内に使用されるやうになった︒しかも
十824て︑世界に乗り出すやうになった︒何前王
十828 ︑ほとばしってみるやうにさへ感じられる
十846園︑白くぬっておくやうに︒﹂といった︒
さんぽう
十853参謀総長から︑次のやうな電報があった︒
十866園皇陛下より︑このやうなもったいないお
十913 ︑ロシヤ兵から父のやうにしたはれてみた
十941 ッセル將軍は︑次のやうなことを申し出た
十964園ちに散在してみるやうですが︑あれはな
十978がせまいので︑思ふやうには行かなかった
十悩3図圖 ︒畠山︑﹁汝がやうなる者は︑いつも
生きる﹂﹁生る﹂のやうに︑﹁生﹂を﹁う

＋梱10虚︑ その上へ︑このやうに中塗りをします

正しい讃み方をするやうにしなければなり
かうやく
︑やはらか
な膏藥のやうなものを︑細い竹

を讃む時には︑このやうにいろくな漢字

す︒漢字には︑このやうに音と訓があり︑

重箱﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下を
︑﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を

︑﹁山川﹂﹁父母﹂のやうに︑﹁さんせん﹂﹁

うに︑訓にも︑音のやうに二つ以上ある場

なったのです︒このやうに︑訓にも︑音の
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位槻1園 りをします︒盆のやうに簡直なものでも
十河2園 せん︒まつ︑このやうに内側を塗って︑
十旧4囹 べんむく行き渡るやうにして乾かします
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864

はけで輕くはいたやうな︑または蝋型を

十一938

十一937
のやうに︑屏風のやうに︑紫紺のはだあ

・五郎と︑大波のやうに︑屏風のやうに

を突く槍の穂先のやうに突き立ってるる
びやうぶ

を薄く引き延したやうな白い雲の出るの
十一9410

十一938

それが畠のうねのやうに︑天の一方から

とから投げ出したやうで︑なかなか盛ん

ばに黒い雲が龍のやうに即いてみる場合

十一m10

十﹇柵4

十一㎜2

身にもわからないやうである︒きやうだ

者かが乗り移ったやう︒一音は一音より

十一9910園

十一994

十一962

遠くからただよふやうに汽笛が聞えて來

お出で︒﹂といふやうに︑しかしいかに

ざした︒馬の背のやうに︑与野ひの道が

びやうぶ

かで空をおほったやうになりますから︑

舞の袖を思はせるやうな雲です︒ところ

間などから流れるやうにすべり出る白い

りゆう

で︑上が山の峯のやうに積みあがった形

十一襯9

い月の光が流れるやうに入り込んで︑ピ
夜の芝生にをどるやう︑最後はまた急流

しばふ

荒波の岩に砕けるやうな調べに︑三人の

みの世界を照らすやう︑一輔すると︑今

十一鵬1

十一価6国ら︑まるで夢のやうに過して來ました

十一柵2

のはけがさはったやうなつめたさである

測所から手に取るやうに見えるので︑わ

そのまま現れるやうに思はれます︒い

えるといふ︑給のやうな歌です︒敷島の

びっくりさせるやうな大東亜職孚を︑

十一槻5

十一柵8国

十一悩2

んをかぶり︑風のやうな速さでタマリン

十一佃6国

十一鯉3

ると︑こほりつくやうなつめたさが全身

までが清められるやうな氣持がする︒胸
︑たたずんでみるやうである︒一々の鳴

十一㎜11

んなは待ってるたやうに︑そこらへ腰を

あとをふみしめるやうに︑一歩一歩登つ

ぼくらは︑小鳥のやうにをどる胸を押さ

見あげる︒きりのやうにとがった梢の先

すの聲がころがるやうに働いて走る︒こ

十一断3

十一㎜1

十一鵬4

十一㎜2

十一㎜1

くとかして流したやうな︑美しい静かな
や し
込み︑目もさめるやうな緑の葉の椰子の

いり︑市内電車のやうに町の中をどんど

の生えた鬼の頭のやうなドリヤン︒世界

かっかうで砂糖のやうにあまいサオ︑一

る︒じゃがいものやうなかつかうで砂糖

は︑まくはうりのやうで︑味は︑熟し柿

口の中でふくんだやうに鳴く山鳩の聲が

ることができないやうに︑鳥の聲がにぎ

抜けて通る︒玉のやうな︑清らかな水を

が枕もとへ流れるやうに聞えて來る︒ま
︑吸ひつけられるやうに室の中へしのび

は鯨り速くないやうです︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

はかに墨を流したやうに曇って︑天地も

︒青空にうろこのやうに群生する白い雲

5675539973109854765549210694927276
愛つたものがあるやうになった︒葉がふ

根︑岩角を敷へるやうに︑ふみしめふみ

十一㎜11

十一㎜10

十﹇㎜2

十一川4

族で︑色は黒檀のやうに黒くてつやつや

の村を歩いてみるやうな静かさである︒

千なりべうたんのやうにぶらさがってゐ

の中央を︑屋根のやうな山脈が走ってゐ
だん
同じく︑ひな壇のやうに家々が山の中腹

これと肩を並べるやうな港はない︒赤道

こくたん

木から長くひげのやうにぶらさがる﹁さ

十一烈4

十一訓2

十一㎜6

細い木が目につくやうになった︒つひに
はひまつ﹂が波のやうに績いて見えた︒

﹂も︑すべて夢のやうに霧の中に薄れて

まるで滞天の星のやうに美しかった︒そ

220

220

226226223223222222220

227

11

12

にたくはへておくやうにする︒船がラバ

がこの島を治めるやうになってから︑火

ングローブの林のやうに見える岸べから

本の山を思はせるやうな姿で︑地平線の

ら︑果物の香氣のやうなにほひをふくん

くだもの

通って︑更に袋のやうにひろがった湾内

原が︑ふと変畠のやうに感じられる︒た

しょねつ

ともない笛を吹くやうな調子で鳴く奇妙

すすきの穗が波のやうに揺れ︑とんぼが

ぼると︑嶢けっくやうな暑熱が地上を上

と︑世界は太古のやうな静けさの中へは

脈の上の黒水晶のやうにつやつやした大

も他の町々と同じやうに︑商店の持主は

じることは︑このやうな商店街が思った

地と︑すきとほるやうな水色や︑赤や︑

みない︒焼けつくやうな眞書の暑さは︑

かるかと思はれるやうな︑激しい雷が鳴

山のいぶきが水のやうに流れ込んで來る

そくはつ

へ︑耳をつんざくやうな雷鳴とともに︑

みる︒髪も束髪のやうに結ってみる︒マ

ってもさうであるやうに︑ここへも支那

のみなかへ行ったやうな氣持になること

な材木を︑鳥居のやうな形にがっしりと

の足場が落ちないやうにと念じながら︒

岩石がくつれないやうに︑働く人の足場

ら︑刃物でそいだやうに突つ立ってるて

も︑なほ足りないやうな氣がする︒七時

石も意志あるかのやうに思はれ︑その岩

い仕事をしてみるやうで︑決してさうで

でいへば︑木目のやうなものである︒小

の入りまで︑同じやうな仕事を︑くり返
︑山の道をすべるやうに運ばれて行く︒
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十二229 學校から︑黒山のやうな邦人の群が︑わ

十二204 ︑北方から疾風のやうに︑皇軍はダバオ

十ニー99 山の心も︑わかるやうな氣がするといふ

十ニー99 かかへてみる母のやうな山の心も︑わか

十二槻4

十二梱7

十二伽10

十二旧7

十二槻5

十二梱2

たところごま粒のやうだが︑實は地球よ

面に黒いごま粒のやうなものが見えるこ

へてみてもわかるやうに︑太陽から出る

︒吸ひつけられるやうに潜望鏡をのぞい

も︑吸ひ込まれるやうに海の中へ姿を没

るのが︑手に取るやうに見える距離まで

よふ ︽ーッ︾

とわかって狂氣のやうに手を振った︒た

﹇酔﹈︵五︶5

十二加10

六湿込みんなは︑ただ︑よったやうになって︑大

よ・う

きなため息をつくばかりでありました︒

がら︑奥の間へ行かうとしました︒

七159 たけるは︑︿略V︑酒によってよろよろしな

置いてある吸ひがら入れに︑吐く音が聞えます︒

宝算5 患者は半敷ぐらみよって︑ところどころに

七473 曲の進むにつれて︑用光は︑自分の笛の音

には︑太陽と同じやうな天仁が︑ほとん

︒食事は子どものやうに一々たべさせ︑

十二235 り返って︑死んだやうになってみた校舎
十二慨6

十二305

十二槻10

込んで︑銀の糸のやうにまぶしく輝きな

顔回は師を慰めるやうにいった︒﹁︿略﹀

十二242 示が終ると︑林のやうに静かになってゐ
十一一333園 かぼんやり者のやうに見える︒しかし

十二鵬6

な春の香を感じるやうにさへ思った︒﹁︿

十一一衙8

あとを追っかけるやうに︑﹁もういいか

たllはちきれるやうな芽をもたげ︑雪

なって︑吐いてしまひさうです︒

をなでおろしてみないと︑つひ患者といっしよに

十衙9 よってはならないと︑絶えず思ひ績けて胸

によったやうに︑ただ一心に吹いた︒

十二342 顔回を知ってみたやうに︑顔回もまたよ
十二鵬8

十二燭9

十一一糊3

なのである︒このやうに大切な國語であ

してみる︒太陽のやうな天髄は︑ただ一

十二441 までが︑聞かれるやうな感じのする歌で
十二468 立ちのぼり︑海のやうに見渡される池に
十一一鴇8

をのの

十二452 ︑ありありと見るやうな氣がする︒小野
十二472 景を目の前に見るやうにお歌ひになって
十二幽4

一575サ
囹カナヲトッテ入レヨウヨ︒

︵助動︶皿 ヨウ よう ︽ヨウ︾

︑羅刹はとぼけたやうに︑﹁︿略﹀︒﹂と答

よう

︒﹁︿略﹀︒﹂と歌ふやうにいひ終ると︑﹁︿

︑愛國の心が泉のやうに湧き起るのを感

十一一549

十一一515

ニー26園 カケッコヲシヨウカ︒

十二衛6

二267園
ボクガトッテアゲヨウ︒

十二5610 心に感動するかのやうに見えた︒修行者 十二幽10として一身一鶴のやうにならしめてみる
十二682 なぐりつけられるやうに痛む︒何よりも

十二欄7圃

二334園
ケフハ︑上道ケノカタヅケヲシヨウ︒

置物でも見てみるやうだ︒波もすっかり

ニー53園 ドレ︑出カケヨウカナ︒

ニー43園 コノヘンデ︑ヒルネヲシヨウ︒

十二709 ﹂それは︑しぼるやうな母の聲である︒

十二川9

蘭語は︑かういふやうに︑国家︒國民と

十二728 みも感じないかのやうに︑こんこんと眠

浦安の國であるやうに︑太平洋は︑皇

十二786囹立板に水を流すやうに︑ものをいひつ 十二㎜8 つ立たない︑鏡のやうな海面をすべって
十二鯉10

ひいろ

勇サンバ︑ スグオキヨウト思ヒマシタ︒

十二㎜9 は︑きほひかかるやうに前進する︒ハン

十二川6

十二㎜4

たず︑油を流したやうな静かさ︑画調さ

吸さへ聞えて張るやうだ︒このやさしい

でたたかれてるるやうな音を立て︑話し

は︑まるでかけるやうに右舷の海を渡つ

よう︒

内伽3

十二812園︒きつねの鳴くやうに︑こんこんとい

十二蹴11

︑緋色のねり絹のやうにひるがへして進

はぴたりと死んだやうに止んで︑地平線

十二827囹 そこな人︑そのやうに安いものではこ

十二脳4

のすだれを掛けたやうな雨足が︑さっと

た船のともし火のやうに見える︒日の出

十二854園︑きつねの鳴くやうに︑こんこんとい

十二踊11

十二晒3

二面6囹 いくつあるか︑かぞへてみよう︒
三246園みんなで︑ささ舟のきゃうさうをさせ

十二川9 ︒まことに奔流のやうな戦車隊・写生隊

十二悩1 材には︑チークのやうに重いものがある

十二㎜2

十二㎜11た機内は︑むれるやうな暑さである︒出

三609園

三439囹大きなすずをねこの首につけて︑そ
の 音が聞えたら︑逃げることにしようでは

十二価5 くが︑スコールのやうな勢ではね落ちる

いすだれを掛けたやうなスコールの中へ

三821囹 ﹁ぼくはたぬきにしよう︒﹂といって︑

しゃりやう

十二観7 立ち往生させないやうに︑わが工兵隊の

十二㎎5 官軍は︑今や潮のやうに東へ寄せて來る

十二川7

な木を押し立てたやうな龍巻さへ起って

すると︑おにが出て來て︑おひめさまを

たぬきの顔をかきました︒

どれにしようか︒

たべようとしました︒

三527

ありませんか︒

十二 8 は︑櫛の歯を引くやうに京都へ向かった

十二描11

十二川8

る︒生あるもののやうに飛び出して行つ

十二備7 分れて︑長く戦ふやうにでもなったら︑

十二備4下田 家名相立ち候やう︑私身命に代へ願

867
よう一よう

うよ︒

五653圃

植ゑよう︑植ゑましょ︑

彌兵衛は︑なにもオランダ人と︑けんくわ

私は︑急におもしろくなって來ました︒

これらの人たちは︑日本語を︑一生けん

この娘は︑頼朝が義仲を攻めようとするの

をさとって︑そのことを︑義仲のところへ知らせ

八379

めいにおぼえようとしてゐます︒

八2210国

をしょうといふのではありませんから︑

み國のために︒ 七榴5

三828園 さうだ︑君︑かちかち山ごっこをしょ 五644囲 植ゑよう︑植ゑましょ︑ み國のために︒

てあげよう︒

三841囹 これから︑いっしょに舟遊びをしよう︒ 五658團 國男︑今日は︑軍隊の馬のことを知らせ

三981園 このかめをころがしてみよう︒
さうだ︑ぼくも行ってみよう︒

五815
のぼってみよう︒

三㎜2園 頁ってあげよう︒
五悩6囹

五伽6囹どうしょう︑困ったな︒

ようと思ってまみりました︒

三槻3園今日は︑お禮にりゅうぐうへおつれし

がいたします︒

ひとつ︑めいめいで考へてみよう︒
私は︑何にしようかと思ってみると︑

たけるは︑もうねようといふので︑︿略﹀︑

火に追はれて︑逃げようとするまもなく︑

用器は︑逃げようにも逃げられず︑職はう
これにこりて︑賊は︑城の水をたやして︑

さうして︑これをよけようとして︑賊のさ
この上は︑ひやうらう攻めにしようとして︑
さ︑みんなで︑いっしよに計ってみよう︒
いったい︑何をしょうとするのかと思ふと︑

九㎜10

さあ︑出かけよう︒

丸太を︑あの炭僥がまへ入れて︑今度こそ

こまかいことはだんだん話してあげよう

さうなると︑先頭からかけ離れて︑間をつ

その氣持を梯ひのけるやうに︑手足に力を

をぢさんを園んで︑いろくお話をお聞

これでおしまひにしようと思ひますが︑

尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われの

あの山の傳説を話してあげようといへば︑

元春を︑おのれそのままにして置けようか︒

九価10

げつけようとした︒

九伽8 やがて狼介は満身の力をこめて︑鹿介を投

つたのである︒

九櫨5 大男のかれは︑鹿介を力で仕とめようと思

終りに一つだけお聞きいたします︒

九枷3園

きしようと思ひます︒

九柵6園

入れようとしたが︑力がはいらない︒

九999

めようとしてもなかなか思ふやうにはいかない︒

九991

が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒

九806囹

は︑上できの炭に焼いてみようと考へながら︑

九778

八782園

は︑また翼をひろげて飛びあがった︒

八673 つかまへようとして手をさしのべると︑鳩

うとしたが︑

てやりました︒
六297国 今日は︑潜水艦のことを話してあげよう︒
四84園 この木を切ることにしよう︒
四128園鳥のやうに早い舟だから︑早鳥とい 六583園起きようとすると︑そのへんに︑酒の香 八651 早くこのことを︑大石橋守備隊へ知らせよ

ふ名をつけよう︒

六813

六811園

て見ようと思って︑右の手に虫めがねを持って︑

四383園その晩けらいたちをたくさんやって︑ 六623 そのさかさまに見えるけしきを︑大きくし
おまへのうちを守らせることにしよう︒
思って︑あちらこちら歩きましたが︑

四445 おなかがすいたので︑草をたべようと

六829園ぼくは︑これを入れよう︒
わたしが︑ここで︑こんなにしかられて

四775囹 これなら︑ごほうこうもできよう︒

七旧4

七736園

賊は︑攻め寄せないことにした︒

七596

わぐところを射させて︑五千人濁りも殺した︒

七594

苦しめようとはかった︒

七581

にも武器がなかった︒

七458

かたはしから焼きたてられ︑

七226

奥の間へ行かうとしました︒

七159

ゆめにもお知りにならないだらう︒

みようなどとは︑おとうさんも︑おかあさんも︑

3園

六

多いか︑くらべてみょうではないか︒

四814圓 君の仲間とぼくの仲間と︑どっちが
四幡7囹わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑
野山をかざって見せよう︒

四㎜1園 持ってかへって︑うちのたからにしよう︒

四佃7園持ってかへって︑うちのたからにしよう
と思ひます︒

五81 大神はふしぎにお思ひになって︑少し戸の
外へ出ようとなさいました︒

五冒3 先にあがった子どもの足を引っぱって︑は
ねのけようとするものもあります︒

五182園 さあ︑お菓子をあげよう︒
五184園 氷砂糖をあげよう︒

五383 けれども︑どうしても桑をたべようとしな
いのが︑五匹ゐました︒
てなかなかあがりません︒

五469 はっと思って引きあげようとすると︑重く

ようい一よういっかまつる

868

かいたくしや

マルタは︿略﹀母といっしよに聞きたいといふ︒
よい試練を與へてくれた︒

九川10園 諸君をりっぱな開拓者にしょうとして︑

といふので︑大工の仕事に取りかかった︒

九珊12 自分たちの家は︑自分たちの手で建てよう

をして︑わが高千穂艦の名をあげよう︒

十144園その時には︑おたがひにめざましい働き

をしてみる︒

十319 おちいさんが︑孫を寝つかせようとして話
十492繍園 あげようか︒
ゆめ

十799 人の力から︑機械の力に移すといふ︑多年
の夢を實現しようといふのである︒

十976 別れようとした時︑ステッセル粛軍は愛馬
にまたがり︑はや足をさせたり︑かけ足をさせた
りして見せたが︑

のけようとするやうにもがいてみるのが︑

十㎜2 おほひかぶさって來る黒いかげでも︑梯ひ

思ふ者があったら︑すぐに行くがよい︒

十幽6囹 この際︑秀吉にくみして身を立てようと
十幣7園 もし今日中に和睦するなら︑城兵の命は︑

十一951

ややもするとくつれようとする砂と岩と ようい ﹇用意﹈ ︵名︶ 4 用意 δしゅっぱつよう

用意のラッパが鳴りました︒

い・はっしゃようい・はっしゃよういよろし
五907

はいってみよう︒

の間を︑﹁はひまつ﹂にすがりながら進んだ︒

十一伽5圏

勇さんは︑国旗掲揚皇のかげのところへ行

城中には︑十分水の用意がしてあった︒

九篇4

適いて農耕班が出嚢の用意をしてみる︒

のうかうはん

つて︑しるしをつける用意をする︒

七7210

七586

なまけようと思へば︑なまけられないこ

ようと思っても︑花はいふことをききません︒

十一佃3團心の落ち着かない時には︑いくらいけ

とはない︒

十四ー33

ひようとしません︒

﹇用意﹈︵感︶4

ヨウイ

﹇用意﹈︵サ変︶5

ようい

︽ーサ・

用意

用意する

三256園ようい︑どん︒
四286園 ﹁用意︒﹂と先生の聲︒
八549園
用意lIどん︒

ニー36園 ヨウイ︑ドン︒

ようい

のつかないことが多い︒

十二川1 殊に地平線上の雲の影は︑容易に見わけ

に思はれたことはなかった︒

十619 死といふものが︑この時ほど容易で︑泰然

十二296園だから︑世の中が先生を受け容れて用 ようい ﹇容易﹈︵形状︶2 容易
男と生まれた以上︑萬代に傳ふべき名も

立てないで︑どうして空しく死なれようか︒

十二447

﹁萬葉﹂とは﹁再呈﹂の意で︑萬世まで

も傳へようとした古人の心を︑

十二476

十二538園どうせ死ぬべきこのからだを捨てて︑
永久の命を得ようといふのだ︒
みしん

あと四年で明治維新の幕が切って落され

か

て候︒

ち

正成は︑いつのまに用意しておいたものか︑

﹇用意仕﹈ ︵四︶ 1 用意仕る

六波羅殿や御向かひあらんと心得て︑

ろくは ら

大和鍛冶のきたへ打つたる矢じりを少々用意仕り

やまと

十一193図國

︽ーリ︾

よういつかまつ・る

十973 やがて用意された書食が運ばれた︒

用意し︑眞白な布を掛けた︒

十841 會見室に當てられた部屋には︑大きな机を

たくさんのたいまつを出して︑

七6010

五295 そのとほりに用意しました︒

た車に乗りました︒

四416かぐやひめは︑︿略﹀︑天人の用意して來

ーシ︾

この子をどこまでも助けようとする母の ようい・する

ようといふ時だ︒

十二654

十一一721
一念に︑

十一一735園何一つ孝行も蓋くさないのに︑今母上

さっちやう

それがしも呼ばはってみよう︒

十二7810園

はて︑何を責ってくれようか︒

の力によって︑萬死に︸生を得ようとは︒

十粥2園明日︑私の首を進ぜよう︒

十二802園

宗治の首に代へて助けよう︒
十㎜4 花をつけようとした萎が︑そのまま枯れて︑

まつ御主人に急いでお目にかけよう︒

イギリスは︑薩長を通じて官軍に好意
吉岡︑おまへもいっしよに︑日本の
はつ
雪を割ってのび出ようとしてみる物の溌
刺たる力を想像しながら︒

逃げようとどうあせっても︑逃げられる
ものではない︒

十二別8

らっ

十二観9

宮城を遥拝しよう︒

十二描8圏國

を見せようとしてみた︒

十二柵6

十二839園

見えるかぎりの変畠は︑しらがになった︒
くと︑向かふから列車が進んで來る︒

十㎜10 急いで本隊に報告しようと思って走って行

り出した︒

十躍8 急いで報告しようと決心し︑いっさんに走
十一453園 あとで︑りっぱにつくろはせてあげよ
う︒

ましたが︑字も給も︑てんで目にはいりません︒

十一489 心を無理にしづめようとして雑誌を開き
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よういどん一ようす

よういどん

﹇用意﹈︵感︶1

用意︑どん

八546囹 用意︑どんで︑飛ばすのですよ︒

ようか 5ごがつようか︒じゆうにがつようか︒ほん
ようがん
﹇溶岩﹈︵名︶1 熔岩

ようかみめい
ようがん
ようがん

十398 たぶん︑昔︑このたくさんな火山からふき

七727囹
ようし︒

ようし︒

んだ時︑﹁進め︒﹂の號令が掛った︒

七735囹

﹁ようし︒﹂と叫ぶが早いか︑すばやく

ようし︑ここからすべりたい者は︑すべ

ノイツに組みつきました︒

七佃6囹

八814園

所・電話局などの要所をまたたく間に占領して︑

洋上哨

十躍11

はれつ
爆弾は︑大きな音をたてて破裂し︑その破

片が︑楊少年の肩や背にあたった︒

てみると︑楊少年が倒れてみる︒

十二1 この物音に驚いて︑村の入たちがかけつけ

十㎜4 楊少年は︑苦しい息の下から︑﹁悪者が三

人︑あの墓地にーー﹂と叫ぶやうにいった︒

察員の苦勢は︑並みたいていのことではない︒

シ・ースル︾

五

9

乗手が用心するならば︑馬もけがはな

キジガ︑トンデイッテ︑上カラチキノ

﹇様子﹈︵名︶28 ヤウス やうす

またやうすを知らせますから︑たのしみ

かひごは︑静かにはひあがって來て︑

相手は︑急にやうすをかへて︑﹁︿略﹀︒﹂と

利根のかかりの兵隊さんから︑ときどき︑

いひました︒

五㎜4

すをして︑お笑ひになりました︒

五992 うずめのみことは︑わざと︑おどけたやう

﹁︿略﹀︒﹂といふやうなやうすをしました︒

五396

にして待っておいで︒

五115国

のどくですから︑羽衣をお返しいたしませう︒﹂

四品8 天人のしをれたやうすを見て︑漁夫﹁おき

ヤウスヲ見マシタ︒

一813

ようす

かるべし︒

八333図國

がします︒

でも油蝉の子は用心して︑急いで安全な場所をさ

七876

もう鳥などはたいてい寝てゐますが︑それ

わが隊は︑︿略﹀︑めざすクワンタン東方八 ようじん・する ﹇用心﹈ ︵サ変︶ 2 用心する ︽一

十キロメートルの洋上へ︑まっしぐら︒

濃霧がだんだん薄れて︑太陽が洋上にに

一日中︑島影一つ見えない洋上に哨戒飛

先嚢の各機は︑もう洋上遥かに飛び出し

ぶい光を投げかける︒

十一川8

て行った︒

十一一㎜10

十一一㎜7

﹇洋上哨戒﹈︵名︶1

この洋上では︑よくかうしたことがある︒

行を績けるのである︒

十二㎜11

せうかい
洋上哨戒

楊少年

2

それに︑攻撃目標のない洋上哨戒の軍調

ようじょうしようかい
戒

十二㎜4

︹課名︺

さは︑やりきれないものがある︒

洋上哨戒飛行
せうかい

洋上哨戒飛行

﹇楊少年﹈︹人名︺6

二

洋上哨戒飛行

ようじょうしようかいひこう

飛行

十二311

二

楊少年は︑てっきりこれだと思った︒

楊少年は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑止めなかつ

ようしょうねん

十一一㎜8

十二η7 洋上飛行の目となり︑道しるべとなる偵

十㎜8 まもなく︑楊少年は︑また何かいはうとし
つてよろしい︒
出した熔岩が︑流れて固まったものでせう︒
やうこ
て口を動かしてみる︒
ようしょ ﹇要所﹈︵名︶1 要所
ようこ ﹇陽虎﹈︹人名︺2 陽虎 翠雲
やうこ
十一一264 かつて陽虎といふ者が︑この地でらんば 十二224 部隊は︑ダバオ州政磨・市役所・裁判ようじょうひこう ﹇洋上飛行﹈︵名︶1 洋上飛行
うを働いた︒

たかくら

十635

十一一265 不幸にも︑孔子の顔が郷信に似てみたと ようじょう ﹇洋上﹈︵名︶5 洋上
ころから︑匡人は孔子を取り白んだのである︒
ようさい

えうさい
﹇要塞﹈︵名︶1 要塞
えう さ い

せんでした︒

十911園 さすがの要塞も︑あの砲揮にはかなひま
ようざい ﹇用材﹈︵名︶3 用材■ごようざい・じ

かみち

んぐうこぞうえいようざいちゅう
い せ
九107 御殿舎を御造螢になる用材は︑もと伊勢の
神路山・高倉山などから伐り出されてみたが︑

心配がなくなったのである︒

九121 以來︑神宮御造螢の用材は︑永久につきる

用紙

九185 伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら
れ︑

﹇用紙︺︵名︶1

九㎜1 ﹁あじあ﹂のしるしのはいった用紙に手紙

ようし

を書いて︑

ようし ︵感︶8 ようし
﹁ようし︑洗い︑利根︒﹂と︑兵隊さん

十η3

は呼びました︒

五佃8園

五湘6園 ようし︑悪い︑利根︒

十η7

た︒

﹁ようし︒﹂といひながら︑たまをつか

五柵6園 ようし︑來い︑利根︒
六941園

ようする一よきょう

870

利根のやうすを知らせて來ました︒

六885団 私も︑戦地のやうすを知らせてあげませ
う︒

六糾4 大きなねずみが一匹︑雪舟の足もとにるて︑
今にもとびつきさうなやうすです︒

すである︒

十二466

母あやしと思ひ︑あとより行きてやう

香具山に登って︑國のやうすを見ると︑

十二944図
病院がわが軍に占領されたことを知った

すを見れば︑

十一﹇伽5

ようやく

﹇漸﹈︵副︶4

いちばん年若でした︒

やうやく

八356 萬壽は︑豊年やうやく十三︑舞姫の中では

八392 野を過ぎ山を越え︑なれない道を一月認り

夜は︑やうやく明けはなれたり︒

も歩き績けて︑やうやく鎌倉に着きました︒
十466図

養老

養老

﹇養老﹈︵名︶1 養老

ヨークタウン型

航空母艦サラトガ型︑ヨークタウン型

︹地名︺一 ヨーロッパ

急に落ちて來たことがあります︒

八97 ヨーロッパのある國で︑約十萬羽の燕が︑

ヨーロッパ

二隻撃沈︑

十二圏12囹

沈の勝報である︒

十二圏1 そこへまた敵航空母艦ヨークタウン型撃

ヨークタウンがた ︵名︶2

六604年號を︑﹁養老﹂とお改めになりました︒

ようろう

六542十一 養老

やうらう

六212十一 養老⁝⁝⁝五十四

︹課名︺2

やうらう

衣紋掛から白衣を取りはっすと︑

よろめきながら︑やうやくのびあがって︑

十柵7
︽ースル︾

時︑この將校は︑恐怖と失望とでがっかりしたや
要する

要するに

御造畢に要する檜の数は︑一萬二千本に近 ようろう

﹇要﹈︵サ変︶1

うすであった︒

九114

よう・する

ず時を過して︑

七629 このへんの敵のやうすを探るために︑思は
七桝9 しかも︑そのやうすがすこぶるわうへいで︑

﹇要﹈︵副︶1

それは︑要するにわが國初以下の尊い歴
夜討

強陣を破るにも︑城を攻めて敵を滅

﹇夜討﹈︵名︶2

夜討などいふこと︑汝らが同士軍︑
十騎二十騎の私ごとなり︒

十一611豊国

すにも︑利を得ること夜討にしくこと候はず︒

十一5910図國

ようち

史であり︑文學である︒

十一梱6

ようするに

く︑

七術6 このやうすを見て︑そばにるたオランダ人
たちが︑びっくりしました︒

輕快な戦闘機といったやうすです︒

せんとう

八609 職のやうすは︑一向わかりませんでした︒
八纈10

八描1 ﹁かれひ﹂が︑砂の中にもぐつてみるやう
すです︒

九3010 インド人の子と聞くと︑インド人の巡査は
やうすを愛へました︒

九726 源作ちいさんは︑その煙のやうすをじっと
見つめた︒

大きな石を二つに割り︑四つに割り︑用
途によっては更にいくつにも小さく割って行く︒

十四ー65

九728 煙の色もへんだが︑煙の出るやうすに活氣 ようと ﹇用途﹈︵名︶1 用途
がない︒

九817 そのかはいいやうすは︑今でも忘れません︒

︵サ変︶

1

日舞する

︽一

よかぜ

夜風に當り︑朝日に焦ると︑すっかり色が

﹇夜風﹈︵名︶1 夜風

﹇予期﹈︵名︶1

に乗ってやって來た︒

豫期

﹇余興﹈︵名︶1

けいば

鯨興

飴興として︑勇ましい競馬があり︑いか

よきょう

よきょう

三分は高まって行く︒

にも大陸的な蒙古ずまふが行はれたりして︑祭の

九踏9

よきょう

十二惣7 と︑寒期にたがはず︑一大勝報が︑電波

よき

婁って︑見るからに丈夫さうな油蝉になります︒

王が幼年學校の生徒でいらっしゃった時︑ 七894
﹇遥拝﹈

用明天皇

吉岡︑おまへもいっしよに︑日本の
宮城を遥痔しよう︒

十二描8圃圓

シ︾

ようはい・する

十一1510

εりんぐんようねんがっこう

九871 その勇ましいやうすを思ひ浮かべると︑ぼ ようねんがっこう ﹇幼年学校﹈ ︵名︶ 1 幼年學校 よか εりんぐんしかんがっこうよか
くは北斗のために喜んでやりたいのです︒
たをあけておくと︑この圓をゑがくやうすがわか

九9110 窺眞機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ
る や う に 盲 阿 眞 に うつります︒

當ててやうすを調べます︒

九川5園 嚢動機のおほひをはっして︑機械に手を

ようめい

息ごようめい

十547 その後のやうすをラジオで聞いた︒

﹇用明天皇﹈︹人名︶1

のちに︑御倉におつきになって︑用明天皇
と申しあげるお方であります︒

六512

ようめいてんのう
たうわく

十一㎜一 二人は︑不意の來客に︑さも驚いたらし
いやうすである︒

十﹇佃5 兄は︑むっつりとして︑やや當惑のやう

871
よく一よく

よく

﹇欲﹈︵名︶一

人デシタ︒
﹇善﹈︵副︶皿

ヨク

ヨク

よく

ヨ
能ク
能ク

ニ875 トナリノ オヂイサンバ︑ ヨクノ
よく

一313園 ヨクイラッシャイマシタ︒
一415園 ホホウ︑コレハ ヨクデキタネ︒
イマシタ︒

フカイ

一651囹 オヂイサン︑マア︑ヨクオイデクダサ

四佃8

漁夫は︑そばへよってよく見ます︒

あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こん

だんだん近寄って來るのを︑よく見ると︑

な白い糸が出て來るものですね︒

五402園
五573

おまへは︑方々へ出歩いて︑何でもよく

知ってみるが︑

五596園

かかしは︑田の中に立って︑四方を見てゐ

るので︑何でもよく知ってゐました︒

五606
五818園

あぶないから︑よく氣をおつけなさい︒

五価4園雲が走るか︑お月様が走るか︑よくわか
文子さんは︑ほんたうによく︑利根をかは

二957 見ルト︑私ノオヂイサンニヨクニタカ

五m1

たべものにもよく氣をつけて︑間食などは︑

おかげで︑利根は︑子犬のよくかかる病氣

できるだけさせないやうにしました︒

五葉8

いがりました︒

五佃3

るよ︒

一﹇346 コンドハヨクモエマシタ︒
タデシタ︒

三322 ゑを見たり︑をぢさんのお話を聞いた
りして︑軍かんのことはよく知ってゐます︒
三325 春雄さんは︑せんかんや︑︿略﹀︑せんする

かんなどのことをよく知ってゐます︒

三458園 これほどたくさんの水が流れて︑そ

にもならないで︑すくくと育ちました︒

乗って遊びます︒

七75囹 さうして︑海には︑どんな生きものがゐ

るかを︑よく氣をつけて見るやうになさい︒

私たちに︑その意味はよくわかりませんが︑

七86 砂を彿ってよく見ると︑大きなはまぐりで
した︒

おちついた聲で︑うやうやしく讃まれました︒

七426

手入れのよくとどいた小銃が︑行儀よく

並んでゐます︒

七823團

してありますから︑

七827国室のすみからすみまで︑よくせいとんが

夏の末ごろ︑燕が︑電線や物干竿に︑五六

羽ぐらゐ並んで止ってみるのを︑よく見かけます︒

八64

皇霊では︑よく山ぞひの土地に︑バナナが

植物に生る果物です︒

八139 ﹁ばせう﹂といってみるものに︑よく似た
八1410

ここで︑里人の子どもや︑ロシヤの子ど

植ゑてあります︒

もたちが︑よく遊んでゐます︒

八211團

あわてないで︑よく調べてごらん︒

よく飛びさうです︒

よく似あひますね︒

さうして︑よくごらん︒

八524園
八伽10園

たびたび激しい戦をしたのに︑よくもな

る

す

おとうさんの留守中︑︿略V︑くに子や︑

母はよくかういひました︒

九402 それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり

九298

ひさ子の世話をよくしてくれたりすることを︑

九226團

くならなかったものだと思ひながら︑

九215国

つて來ます︒

八価2 れんげうの咲いたそばに︑子どもがよく集

八麗8園

八512囹

よく拝むことができます︒

南洋の小さな子どもが︑よく葉の上に 八219国 高いところにそびえてみるので︑町から

よくおいでくださいました︒

五衙8園

れでよくなくならないものだ︒
三474 正男さんは︑まだよくわかりません︒

六433囹

てみると︑よくわかるだらう︒

三488園 おまへも︑いまにその山や海へ行っ

みるところです︒

三579 おちいさんが︑よくかうおっしゃいます︒ 六449囹 よくなれた象が︑大きな材木を︑運んで
三川1園 よくわかりました︒

ましたが︑

六槻9囹 作江︑よくやったな︒
過湿6 よく晴れた空を︑ 鳥がむらがって飛んでゐ

ちには︑ すぐれた︑りっぱな人になりました︒

なるほど︑ 日本によく似てゐますね︒
四145園 よくかへって望ましたね︒
六465園
四175園 さうだ︑よく定めたね︒
六573園よくせいが出ますね︒
四317園ころんでも︑よくしまひまで走った︒
六668園まあ︑よく見えるね︒
四553 そこへ︑勇さんによくなれたをんどり 六671園さかさまでも︑よく見えるでせう︒
が︑︿略﹀︑やっ て 來 ま し た ︒
六967囹しかし︑どちらもよく戦った︒
六984小さい時から︑よく勉強しましたので︑の

四884團 ほんたうによくあがりました︒

四938国⁝園 よくあがってみるな︒

四941女皇よく引っぱってみるな︒
四944国 このよくあがったところを︑をぢさ
んに見せてあげたいと思ひました︒

よく一よく

872

することばや︑文字がよくわかるからです︒

よく︑﹁︿略﹀︒﹂といふ人がありますが︑

し讃んで︑ことがらや心持がよくわかった時は︑

九411 お話を静かに聞き︑書かれたものをくり返
九4110

九698図圓 一豊は仕へて日なほ葺く︑家も貧しか
らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒
いて︑ひとつ一生けんめいにやって見るかな︒

九799園 うん︑おちいさんによく指撮していただ
九806囹 こまかいことはだんだん話してあげよう
が︑第一は︑馬をよくかはいがってやることだ︒
九854 教へることは何でもよく買えるし︑

九胴7

よく見ると︑むらさきの花が咲いてみる︒

このわけをよくおかあさんにいってあげ
だが︑よく見ると︑月の表面は決してなめ

て︑安心なさるやうにするがよい︒

十145園
十373
十394

験してみると︑はたしてよく動いた︒

それから︑よく見なさい︒

らかではない︒

十788

會見の當日は︑霜が深かったが︑朝からよ

しも

十792園よくやった︒
十877

よくわかりました︒

く晴れてみた︒

十962園

その乾き具合ですぐわかるほどです︒

九8510囹 おまへがよくめんだうを見てやったから︑ 十旧10園漆はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑
北斗はりっぱな二歳ごまになった︒

それらが一つ一つ︑このやうにしてできあ

がったのだといふことを︑よく考へてください︒

無量9

病室の患者は︑よく寝静まつてゐます︒

よく氣をつけて見ないとはっきりしません︒

九938 どちらも星があまり大きくありませんから︑

十悩8

張は︑よく實のりかけた委畠を見渡しなが

くわんじゃ

九梱7園廣田よくやった︒

十踊7

管のやうな胡同には︑それがふしぎなほど
ぜひとも敬語の使ひ方をよく心得ておか
源氏物語が︑いかによく人間を生き生き
なくなられたあなたのおかあさんは︑

十一551図

明くれば二十八日︑天よく晴れて海上

ヨ

モト

我が聯合艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前

レンガフ

波静かなり︒

十一5610圏

キセキ

奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑︿略﹀︑固

記ノ如キ奇績ヲ牧メ古京ルモノハ︑
キセキ

ジンヰ

十一572図圏

俗にむら雲といってゐますが︑西洋では

ヨリ人爲ノ能クスベキニアラズ︒

この春植ゑつけた野菜類は︑たいそう

よく牧場の群羊にたとへます︒

十一732
十一価8團

いけ花ほど︑いける人の氣持のよく現

よくできて︑この間一部分だけ牧穫しました︒

れるものはないと︑

十一帽10團

よく見ると肩のところに︑野菊の枝を

つけてみる兵隊さんがゐました︒

十一柵1国

十一悩6 らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑いか

きせつ

にもわがやまと魂をよく表してゐます︒

十一㎜5 殊に︑季節風が南西にかはる三月ごろか

ここがセレベスだとは思へないほど日本

ら始って︑十一月ごろまではよく灰が降り︑

内地の風景によく似てみる︒

十一㎜11

十一四5 あの内地の山によく似た山脈の森の中に

よく晴れた朝など︑この一大交響樂に

かうきやうがく

は︑どんな動物がみるのか想像がつかない︒

十一圏1
十ニー78

よく山と取り組んで働けるものだと思ふ︒

よく︑あの両腕で石が割れるものだ︒

しばしば目をさまされることがある︒

十ニー79

回もまたよくその師を知ってみた︒

十二404

顔回なればこそ︑偉大な孔子の全面を︑

まことによく國民の本分︑軍人としての

よく認めることができたのである︒

十二351

さういへば︑よくねえさんにいろく教 十二342 顔回もまたよくその師を知ってみた︒

す砲撃は︑よく敵艦に命中して績績火災を起し︑

十一542図沈着にして熟練なるわが砲員の撃ち出

へていただいたものでした︒

十一4910

で︑よく勉強してくださいね︒

十一497上皇がみなくなっても︑さびしがらない 十二342 孔子がよく財嚢を知ってみたやうに︑顔

︿略﹀︑それはそれは︑よく物がおわかりでしたよ︒

十一423園

と︑美しく︑こまやかに罵し出してみるかが

十一375

なければならない︒

十︻256

よく響き渡る︒

十㎜6

ら︑﹁︿略﹀︒﹂と思った︒

九梱1囹飛行機の整備といふことについてよく知
りたいと思ってみたのです︒
がらを立ててくれたと︑

九日9園しかし︑よくこれまで戦ってくれた︑手
九M10園 ああ︑よくやってくれたなといひながら︑
翼をなでてやったりしますよ︒

九描5園 一心にやってゐますので︑苦しいとは別
に思ひませんが︑困ることはよくあります︒
大切なことはよくわかりましたが︑

九拗4園今︑お話をうかがって︑飛行機の整備の
九伽8囹 けれどもよく考へてごらんなさい︒
九捌3園 よくわかりました︒

九㎜9 雪の少い南滞洲の畠はよく耕されて︑農家

一人でよく來たね︒

やあ︑よく來たね︒

がぼつぼつ見える︒

九㎜10囹

九㎜10園
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よくじつ一よこだおし

りっぱな畳悟を表した歌である︒

翌日

︽ース︾

十二9410︹凶圓

よくよく思ひても見よかし︒

すると︑みんなは︑すぐよけて兵たいさん
向かふから干る人は︑大人でも︑遠くから

五345

は︑頭をちゃんとあげて眠ります︒

家の前も︑後も︑横も︑まるで夕立の降る
横へすべって行くもの︑見るまに︑飛んで

やうに︑蛙の聲でいっぱいです︒

七394
八553

一機が風にあふられて︑上へ向かったかと

みる敷は少くなって︑たった二機になった︒

八557

中でも縦走メートル︑五十一メートルとい

思ふと︑横へ傾いて落ちてしまった︒

八931

﹁かれひ﹂は︑いつでもからだを横にした

ふすばらしく大きな石には︑

八七10

岩や砂の上を歩く時は︑八本の長い足を上

まま︑くねって行きます︒

八七7

よこ糸

ふんどう

よこ糸がなくなれば︑新しい仔が代ってと

右へと往復するのであるが︑

十815

﹇右側﹈︵名︶1 横側

び出して行くなど︑

よこがわ

た仕掛があって︑

十榴7 なるほど︑室の横型には︑重い分銅のつい

こまでも横車を押し通さうとした米國︑及び英國
に書して︑

お正月には︑馬にあてて︑年賀状をよこ

﹇寄越﹈︵五︶4 よこす ︽ーシ・ース︾

五694国

義仲からはすぐ返事があって︑︿略﹀︑大切

す兵隊さんもあるさうだ︒

八382

な刀を送ってよこしました︒

十摺2 毛利方は︑高松城の危いことを知り︑二七

太陽は︑私たちに絶えず熱と光とを二つ

の援軍を送ってよこした︒

よごす ︽ーシ︾

どこの家でも︑今までは石炭をたくので︑

﹇汚﹈︵五︶1

てよこす︒

十二伽1

八白4

よご・す

ばいえんが空をよごしてゐました︒
よこす か
﹇横須賀﹈︹地名︺1 横須賀

よこすか

よこすか

だん

へ︑神戸や横須賀などと同じく︑ひな壇のやうに

かうべ

十一烈3 ラバウルの町も︑その後にこの山脈を控

家々が山の中腹に並んでみる︒

横たへて︑︿略﹀身がまへるやうになります︒

八脳1 野砲も︑重砲も︑ずらりと大きなからだを

兵士を載せたトラックが︑帝國領事館の よこた・える ﹇横﹈︵下一︶1 横たへる ︽一へ︾

靴下は︑横になったままで︑どうにかはき

手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます︒

十号9

ました︒

十二228

﹇横糸﹈︵名︶3

横へ來ると︑

よこいと

シヤの國旗が︑

十二糎3 横倒しになったマストに掲げられたギリ

佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織る時︑ よこだおし ﹇横倒﹈︵名︶1 横倒し
ひ
よこ糸は︑仔によって︑右から左︑左から

たて糸の間を縫って行くよこ糸であった︒

十756

十756

十5310園東亜におけるわが國の地位を認めず︑ど

正成は高いがけの上から大木を落とさせた︒ よこぐるま ﹇横車﹈︵名︶1 横車

ころを射させて︑五千人蘇りも殺した︒

さうして︑これをよけようとして︑賊のさわぐと

七594

よけて通るほど︑強さうな犬になりました︒

五川4

を通らせます︒

四柵1

十二641囹 もとより︑將軍の心はよくわかってゐ よ・ける ﹇避﹈︵下一︶3 よける ︽ーケ︾
た︒

十一一813囹 きつねの鳴くやうに︑こんこんといふ
ほど︑よく張ってござる︒

十二854囹 この通り︑きつねの鳴くやうに︑こん
こんといふほど︑よく張ってござります︒
十二鯉12 日の出などは︑よく船火事と見まちがへ
られるほど︑ぼうっと赤く︑大きくもえあがって︑
﹇翌日﹈︵名︶1

浴す

翌朝

欲望

私たちなら︑横になってねるのに︑かひご よこ・す

十二㎜11 この洋上では︑よくかうしたことがある︒ よこ ﹇横﹈︵名︶9 横
よくじつ

十851 乃木將軍はこの旨を大本螢に打電し︑翌日︑

﹇ 浴 ﹈ ︵ サ 変︶1

雨軍代表は︑旅順開城の談判をすましたのであっ
た︒

よく・す

十一137図囲 十時二十分︑戦岡たけなはなる時︑
宮機を迎ふるの光榮に浴す︒
よくぞ

﹇翌朝﹈︵名︶1

荒鷲︑よくぞやってくれた︒

﹇良﹈︵副︶1

十二盟12

よくぞ
よくちょう

翌年

十一133 翌朝︑王の御宿舎の前には︑蒙古の住民
﹇翌年﹈︵名︶1

たちが並んでみた︒
よくねん
﹇欲望﹈︵名︶1

十796 翌年︑特許を得た︒
よくぼう

よくよく

十二321 あらゆる欲望にうちかって︑禮を實行せ
﹇善善﹈︵副︶3

よといふのである︒
よくよく

八備3 よくよく見ると︑二つの目だけを砂の間か
ら出して︑︿略﹀︑ 外 を 眺 め て ゐ ま す ︒

十132黙黙 いかばかりの思ひにて︑この手紙をし
たためしか︑よくよくお察しくだされたく候︒

よこたわる一よしおかしょうしよう
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よこたわ・る

﹇ 横 ﹈ ︵五︶4

横たはる

︽ーッ・⁝ル︾

検使が参るでございませう︒

よし書間はどんなに暑からうとも︑日光は

十二507園

よし︑相手は羅刹にもせよ︑悪魔にも

かすかに黄色味を帯びて︑

九重2

九472 山の頂に横たはる雲が︑黄にくれなみにか よし ﹇縦﹈︵副︶2 よし
がやき渡ると︑

たはってるるのは︑めづらしい見ものである︒

九498 帯のやうなたち魚が︑いくつもいくつも横

せよ︑佛のみことばとあれば聞かなければならな
よし

い︒

︵感︶6

三837囹よし︑やらう︒

よし

十一8310 岩角が出︑木の根が横たはってるる︒
航空將校が︑白い寝床の上に横たはってるた︒

十二協8 バリ島の敵の野戦病院には︑アメリカの
よこづけ ﹇横付﹈︵名︶2 横づけ 横着け

ぎ

横矢

よごれ

ほうたう

︽ーレ︾

兵衛は︑

おまへのうちを守らせることにしょ

よし

よし︑のがすな︒
﹇良﹈︵形︶10

十二筋7囹
よ・し

なかよし

︽ーキ・ーシ︾δ

良き馬にめして︑主君の御感にあっか

時はよし︑艦長は再び漕望鏡をあげた︒

み落して首を取り︑

義家の家來︑これを聞きつけて︑

﹇義家﹈︹人名︺11 義家﹇▽はちまんたろ

十二鵬1
よしいえ

九583図

うよしいえ

やがて匡房︑關白の館を出で︑病家も出

﹁︿略﹀︒﹂と心のうちに思へり︒

九585図
でぬ︒

房が車に乗らんとするところに進み寄りて︑ゑし

九588図皇家︑定めてしさいあるべしと思ひ︑匡
やくす︒

それよりのち︑皇家は転寝を師として學

かなざは

義家︑金澤の城を攻めんとする折︑

九5810図
びけり︒

九591図

九592図義家あやしみて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑手をわ

三百齢騎をかくしおきたるを︑墨家の軍

かつて三方より園む︒

九597図

あ

ぺ

むねたふ

さんざんに討ちて︑つひに敵軍を攻め破りぬゆ

き野を過ぎ行きしに︑

九5910図義血︑ある日安倍の宗任らをつれて︑廣

つがへ︑きつねを追ひかけしが︑

九601図義家︑︿略﹀︑かりまたの矢を抜きて弓に

九614図

九609図義家︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

正成・命懸︑︿略﹀︑よき敵と見れば組

吉岡︑おまへもいっしよに︑日本の

﹇吉岡﹈︹人名︺2 吉岡

義家︑背を向けてうつぼにささせけり︒
よしおか

吉岡︑今夜︑おまへはねられるか︒

宮城を遥拝しよう︒

十二備7圏圖
十二佃1圏國

十二備6囲

少將

この夜︑滞洲國皇帝陛下は︑︿略﹀︑御

直義の兵ども︑菊水の旗を見てよきよしおかしょうしよう ﹇吉岡少将﹈︹人名︺2 吉岡

つはもの

宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑
あっばれ︑よき大鷹に組まん︒
よき大首とこそ見まみらせ候へ︒

あの川しもの洲こそよき場所︒

十鵬9玄徳

さては汝のためにはよき相手ぞ︒

十価4図國
十僻6図國

それらはよき敵かは︒

されども部首を見知らざれば︑甲かぶと
ただよし

十二912図

敵なりと思ひ︑

十二9010図

のよき武者を︑義纏かと目をかけてかけまはる︒

十川5図

十川1園園

九伽10園

りたまへ︒

良し

十221囹 ﹁よし︒﹂と叫んで︑家へかけ込んだ五

と︑

五291園よし︑その大蛇をたいぢてやらう︒
七923園 ﹁よし︒﹂といって︑ちよつと下を見る

う︒

やって︑

八9410 大阪港は︑防波堤が遠く績き︑港内の岸壁 四381囹よし︑その晩けらいたちをたくさん
には︑一萬トン級の汽船が横づけになります︒

十716 驕逐艦が寄りそふやうに︑傾いたウェール
ズにぴたりと横着けになった︒
よこはま
﹇横浜﹈︹地名︺1 横濱

よこはま
よこはま

五874園 明治天皇が︑明治丸といふ帆前船で︑北
﹇横矢﹈︵名︶2

海道から︑横濱へおかへりになったからです︒
よこや
さかも

十︻231図 南は稻村が崎にて砂上期せまきに︑波
打際まで逆茂木を仕掛け︑沖四五町がほどに大船
どもを並べて︑横矢を射んとかまへたり︒

﹇汚﹈︵名︶1

引き潮にさそはれて︑遠く沖の方にただよへり︒

十︻243図 横矢を射んとかまへたる敷千の兵船も︑ 九687図國
よごれ
が梯はれてしまって︑
﹇汚﹈︵ 下 一 ︶ 1

よごれる

八目6 一度蒙古風が吹き通ると︑すっかりよごれ
よご・れる

九川7囹燃料を補充してやったり︑よごれたとこ
由

ろをきれいにしてやったりします︒
﹇由﹈︵名︶2

十121圖国聞けば︑そなたは豊島沖の海職にも出

よし

でず︑︿略﹀にも︑かくべつの働きなかりし由︑

十欄1囹 明日御切腹なさる由︑定めて秀吉方から
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よしおくん一よしのさんだい

用掛吉岡少將に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられ︑

十二柵9圃 お電話があり︑吉岡少將がふたたび参
﹇義男君﹈︹人名︺1

義男くん

進ずると︑﹁︿略﹀︒﹂と︑陛下は仰せられた︒

よしおくん
義男たち

義男くんは︑何年生かい︒

﹇義男達﹈︵名︶1

九2110国園
よしおたち

九192国國 これでは︑義男たちが見ても︑おとう
さんとは氣がつくまい︒

よしか 5みやこのよしか

四時間め

義目︑﹁︿略﹀︒﹂と重ねていへば︑

よしかげ ﹇義景﹈︹人名︺1 義景0じょうのすけ
よしかげ

九651図
﹇四時間目﹈︵名︶2

﹁︿略﹀︒﹂といひけり︒

よじかんめ

五841 學校では︑四時間めに︑共同作業をした︒

よしさだ

十546 四時間めに︑みんなは講堂へ．集った︒
よしさだ
﹇義貞﹈︹人名︺3 義貞 義貞

十一234図 義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上

よしさだ
をはるばると伏し拝み︑祈りけるやう︑

十一236図圖 義貞今臣たるの道を壷くさんため︑
武具を取って敵陣にのぞむ︒

よしっね

よしとも

よしとも

ただ兄にて候義朝などこそ︑かけ出

十一631図 義朝重ねて︑﹁︿略﹀︒﹂とそいひける︒

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

十一616図圓義朝は武略の奥義を極めたるものな

で候はめ︒

十一603図國

とのよしとも

八751図義経は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑よしとも ﹇義朝﹈︹人名︺6 義朝 義朝εみなも
流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑

くまで
敵は︑船中より熊手をもつて︑義纒のか

ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒

八754図

されども義経は︑太刀にて熊手を防ぎ防
義経笑ひて︑﹁︿略﹀︒﹂といふ︒

ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒

八761図
八765図

義光尋むらかみひこ

義朝︑手綱かいくり爲朝に向かひ︑

義仲与きそよしなか

義仲は︑五萬騎を引きつれ︑これも同じ

﹇義仲﹈︹人名︺5

夜に入りて︑義仲︑ひそかにみかたの兵

頼朝が義仲を攻めようとするのをさとって︑

すると︑義仲からはすぐ返事があって︑

楠木正行︑弟正時ら一族をうちつれて︑

﹇吉野﹈︹地名︺2 吉野

一首の歌を書きとどめ︑その日吉野を
よしのさんだい

︹題名︺1

吉野参内

うち出でて︑敵陣へとそ向かひける︒

十二棚3図

吉野の皇居に参向し︑

十二972図

よしの

︿略﹀︑大切な刀を送ってよこしました︒

八3710

︿略﹀︑義仲のところへ知らせてやりました︒

八379

をさとって︑

八379 この娘は︑頼朝が義仲を攻めようとするの

をあげさせたり︒

を敵の後にまはらせ︑前後より︑どっとときの聲

八301図

く︑となみ山のふもとに陣を取る︒

八296図

よしなか

﹁︿略﹀︒﹂といへば︑

十一666図

る内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒

は乗ったり︑軍の下知せんとて突つ立ちあがりた

十一644業火將義朝は︑大の男の︑大きなる馬に

は音もせず︒

八768図國弱き弓を取られて︑これが義経の弓な 十一637図 義朝︑道理にやつまりけん︑そののち
これを取って大將義脛の見参に入れたれ

りと︑あざけらるるは︑源氏一門の恥ならずや︒

十㎜9図

されども義纏を見知らざれば︑甲かぶと

ば︑見る人涙を流しけり︒

十銅4図

甲かぶとのよき武者を︑義経かと目をか

のよき武者を︑義纒かと目をかけてかけまはる︒

十川5図

義経︑目にたつさまはしたれども︑かれ

けてかけまはる︒

十伽6図

これ行きちがへて︑教法に組ませず︒

十川7図義経の船に乗り叢り︑あはやとばかり飛
義経︑長刀をわきにかいはさみ︑みかた

んでかかれば︑

十川8図

﹇義光﹈︹人名︺6

5さわらのじゅうろうよしっら

の船の二丈ばかり離れたるに︑ゆらりと飛び移る︒

よしてる

十一246図義貞これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下知しけ よしっら
れば︑

よしつね ﹇義経﹈︹人名︺15 義纒 義姉nVくろう

七632

しろうよしてる
まゆ
義光は︑ふしんの眉をひそめた︒

八334図圓 義纒を手本にせよ︒﹂とて︑下水にか

よしっね・みなもとのよしっね

七634義光は︑胸をとどろかした︒
七638義光は大工に︑﹁︿略﹀︒﹂とつめ寄った︒
七645義光は︑かっと怒った︒

けくだれば︑
よしっね
源氏の大蔵義経︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂

八717図

つた︒

七655大塔宮は︑義光の忠義を心からお喜びにな

去った義光は︑ やがて宮に追ひつきたてまつった︒

八742図陸には大將義経を始め︑源氏の軍勢︑馬 七653錦の御感を肩にかけ︑︿略﹀︑その場をたち
よしっね

のくらをたたきて喜びたり︒

八746図 義経︑馬を海中に乗り入れて︑はげしく
戦ふ折から︑︿略﹀弓を︑海中にとり落したり︒

よしのぶ一よちよち
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十二9610 吉野参内

よしのぶ ﹇慶喜﹈︹人名︺4 慶喜←とくがわよし
のぶ
これは﹁君側清むべし︒﹂といきまく︒

十二佃7図國 かれは﹁慶喜討つべし︒﹂と叫び︑

敵の名をかうむるのは︑けだし含量であった︒

十二佃9 慶喜に不臣の心がなかったとしても︑朝

大阪から海路江戸へ蹄つた︒

十二鵬2 慶喜は︑事のすこぶる重大なのを知って︑

十二川1 宮は︿略﹀︑慶喜の言上するところを

1

はん

慶喜叛

一々お聞きになるに及んで︑事情止むを得なかつ
︵名︶

たかれの心中をあはれみたまうた︒
﹇慶喜反逆﹈

はんぎゃ く

よしのぶはんぎゃく
逆

ぎゃく

︽ーッ︾

よ・す

﹇寄﹈︵下二︶3

よす

寄す

濁すみ

︵下一︶

1

︽ースル・ーセ︾

︽ーラ︾

︽一

吸ひて童と
寄せつける

千里寄せくる海の氣を
﹇寄付﹈

大東亜海へ︑一機も敵を寄せつけないた

﹇寄﹈︵下一︶6 よせる 寄せる ︽ーセ・

波が

だんだん

よせて

來て︑

ーセル︾5うちよせる・おしよせる・せめよせる・

よ・せる

すると︑

せっかく作った砂の山が︑くつれだしました︒

耳を寄せて聞くと︑﹁︿略V︒﹂といってみる︒

三789 波は︑あとからあとからよせて來ます︒
十鵬9

汽船をこの島へ寄せるとしたならば︑

︿略﹀カビエングといふ港をえらぶであらう︒

十一㎜11

官軍は︑今や潮のやうに東へ寄せて來る︒

十二4310 ひたひたと寄せる潮の静かな音︑

﹇余所﹈︵名︶6 よそ

十二撒5
よそ

私が︑にいさんと並んで立ってゐますと︑

すぐ前に掛けてみたよそのをぢさんが︑

五706

ほんたうに︑あのねえさんが︑よその人

づけてしまった︒

十744 父は︑とうとう佐吉をよその大工の家にあ
十一472

髪を結って︑晴れ着を着せられたねえさ

になってしまふのかしら︒

んは︑まるでよその人のやうに見えます︒

十一481

られないほど猛烈なものである︒

十一圏5 中でもクチンのスコールは︑よそでは見

つせとせりを摘んでみる︒

賊の寄せ手七萬五千齢騎︑︿略V岩の 十二糊9 川の少し上手に︑よそのをばさんも︑せ

まで攻め來たる︒

なだれを打って人馬落ち重なる︒

十一221図敷萬の寄せ手︑どうと打ちすゑられ︑
寄せ手雲霞のごとしといへども︑城を
攻めんといふ者なく︑

十一224図

あま

九943

天の川が︑夏の夜空に銀の砂子を美しくま

ただ晴れた夜空に星がきらくとさえ︑銀

き散らしてみるのが見られます︒

九柵1

河があざやかに中天にかかってみる︒
なんきん

十劉5 青みがかった明かるい夜空に︑南京玉のや

︵副︶一 ヨチヨチ

うな星がばらまかれて︑
よちよち

十一218図寄せ言いよいよ重なって︑木戸口の邊

なはず︑引かんとするもかなはずして︑

十一184言寄せ手これを見て︑進まんとするもか よそら ﹇夜空﹈︵名︶3 夜空

上を傳ひて︑一の木戸日の邊まで寄せたりけり︒

十一175図

三783

十一177図賊の寄せ手七萬五千鯨帯︑︿略﹀岩の ちかよせる・ひきよせる

与いざないよす・おしよす・かきょす・せめよす

義朝は武略の奥義を極めたるものな

上を傳ひて︑一の木戸口の邊まで寄せたりけり︒

十﹇617図圖

しの

いそ崎にたゆまずよするあら波を凌

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

十二43図圏
﹇四隅﹈︵名︶1

寄せ來たる

へい
祭場には︑中央と四すみに︑五色の幣がか

ぐいはほの力をぞおもふ
よすみ

九162

こんがうざん

﹇影取﹈︵四︶1

うがうしく立てられてみる︒
よせきた・る

金剛山のほとりにたてこもり︑敵寄

せ來たらば︑命にかけて忠を全うすべし︒

十二899多言

めには︑

十二㎜6

ケ︾

よせつ・ける

なりにけり︒

十一槌8図圃

十二梱10 慶喜叛逆の報がいち早く江戸に達した よせ・く ﹇寄来﹈︵力変︶1 寄せく ︽ークル︾
よちのぼる

雪の山にのぼって︑旗を取るのだ︒︿略﹀︒

﹇馨登 ﹈ ︵ 五 ︶ 1

時︑富はさすがに御憤りをお感じになったが︑
よじのぼ・る

六961

むちゅうになってよちのぼった︒
よしひさ 呂あまごよしひさ

齢震

十一453囹 よしょし︒あとで︑りつぽにつくろは よせて ﹇寄手﹈︵名︶5 寄せ手

よしょし ︵感︶1 よしょし

﹇余震﹈︵名︶2

せてあげよう︒
よしん

つづいて起る蝕即震 に お ど ろ い て ︑

七978 命からがら逃げ出した者も︑しばらくは︑

︽ーサ︾■およしなさる

れ︑市民があわてふためいてみる中を︑

七995 ひきつづき起る鯨震に︑家は震ひ︑地はゆ
よす

﹁よさうか︒﹂と思ひました︒

﹇止﹈︵五︶ 2

四304園

よ・す

うよさうと思っても︑

十二346園 とても先生には追ひつけないから︑も
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よっか一よのなか

四日前

前は︑夜中でも起きて︑心棒を手でまは
一人の兵隊さんが︑俳句を作ったから見

てくれといって︑夜中にやって來た︒

十一榴10

さなければならなかったのです︒

十榴5囹

に命令がくだることがあります︒

一143圃 ガアガア アヒル ヨチヨチ アヒル 七8210團眠ってみると︑夜中に︑﹁︿略﹀︒﹂と︑急
よっか ﹇四日﹈︵名︶1 四日←げんろくじゅうろ
くねんにがつよっか・じゅういちがつよっか
十874 四日に︑乃木將軍は︑ステッセル行軍に︑
﹇四日前﹈︵名︶1

ぶだう酒や︑鶏や︑白菜などを送りとどけた︒
よっかまえ
きんしう

四日め

アトノ四人ガ︑

四人

豫定

夜中

﹇四年以上﹈︵名︶1

遊びに齢即念がない︒

四年生

四年以上

七402 午前十時に︑四年以上の生徒が︑そこに集

よねんいじょう

﹇四年生﹈︵名︶3

合しました︒

よねんせい

隊さんから︑次のやうな手紙が來ました︒

五佃2 文子さんが︑四年生になった秋のころ︑兵

つてから︑次のやうにおっしゃいました︒

七71 先生は︑私たち四年生の人員をお調べにな

四年め

四年生のみなさんへ

n四年目﹈︵名︶1

八2510團
よねんめ

されば︑家貧しくして苦しむなどは︑

さうして︑こんなこともあったと︑世の

世の中に︑身貧しきほどくちをしきこ

十一一309囹君子を容れないのは世の中の恥でござ

何でもありません︒

十二306園世の中に容れられないといふことは︑

ひようとしません︒

十二295圓だから︑世の中が先生を受け容れて用

とはなし︒

九666図國

中に傳へてもらひたい︒

七466園

が︑もとのやうに明かるくなりました︒

五84 天照大神が外へお出ましになると︑世の中

りました︒

五43 明かるかった世の中が︑急にまっくらにな

よのなか ﹇世中﹈︵名︶7世の中

世のつねのことなり︒

九685図國

らず︒

九683図國ゆめゆめ︑世のつねのことに用ふべか

並んで︑ よのつね ﹇世常﹈︵名︶2 世のつね

おかあさんと四人

勇さんと︑正男さんと︑花子さんと︑私と︑

仲よく貝をお取りなさい︒

七77

ゑつちゆうのかみ

四人が一組になって︑ほり始めました︒

罪人としてひとまつ細川越中守以下︑
四年

四年の人も︑五年の人も︑六年の人

﹇四年﹈︵名︶2

四人の大名にお預けといふことになった︒

十一一591
よねん

一一973園

あと四年で明治維新の幕が切って落され

みしん

も︑その前の人も︑これをつかひました︒
ようといふ時だ︒

十一一653

齢念

いつのまにか向かふ側へ行った弟は︑土

﹇余念﹈︵名︶1

十一一柵5

よねん

べをする日が來た︒

一びきのかめをとり 十811 それから四年め︑再び外心製のものと腕比
友だちが

四人の子どもが︑
その

まいて遊んでゐます︒

三978

外では︑

おとうさんは出征︑
八百屋だ︑毎日︒

一人倒れ︑二人倒れ︑三人︑四人︑五人と︑
次々に倒れて行きます︒

六佃9

で︑

五761圃

﹁︿略﹀︒﹂といって︑手をふりました︒

四215

デンシャノオ客︒

夜中ごろになると︑急に︿略﹀︑あたりが

明かるくなりました︒

四392

八645 四日前に︑錦州へ向けて出登したわが軍が︑よなかごろ ﹇夜中頃﹈︵名︶1 夜中ごろ
﹇四日目﹈︵名︶1

つれて行った鳩であった︒

四つつじ

一一444圏

八226国内地へは︑毎日のやうに汽船が凹ますの よにん ﹇四人﹈︵名︶8 四人

よっかめ

かうぺ
で︑それに乗ると︑四日めには神戸に着きます︒

よっつ ﹇四﹈︵名︶3 四つ■およっつ
ながら︑渡って行きました︒

四833園 二つ︑二つ︑三つ︑四つ︒﹂とかぞへ
六㎜1 すみせんの花が四つ︑かはいらしいさくら
さうや︑ひなぎくも︑咲いてゐます︒

十二給5 大きな石を二つに割り︑四つに割り︑用
﹇四辻﹈︵名︶1

途によっては更にいくつにも小さく割って行く︒
よつつじ

﹇予定﹈︵名︶1

事を消しとめたのは︑えらいてがらです︒

六739囹それよりも︑あの風に︑四つつじで︑火 七73囹 いつものやうに︑四人つつ一組になって︑
よてい

十一一川5 豫定の哨戒線上に針路を取りもどしたと
見る間に︑︿略﹀スコールの中へ突つ込む︒

よていせんじょう ﹇予定線上﹈︵名︶1 豫定線上

十二盟4 右へ左へ廻りながら軍機で豫定線上を行
かなければならないだけに︑

れて︑西の大阪湾に注いでゐます︒

よど
よどがわ ﹇淀川﹈︹地名︺2 淀川 淀川
よど
八897 市を貫ぬいて流れる淀川は︑いく筋にも分

﹇夜中﹈︵名︶3

八909 それは︑淀川の中にある細長い島ですが︑
よなか

よばわる一よぶ
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います︒
よばわ・る

﹇ 呼 ﹈ ︵ 五︶2

呼ばはる

︽ーッ・ール︾

︽一

十二789園や︑物の欲しい時は︑大聲に呼ばはる
ものと見える︒

呼び集める

十二7810園 それがしも呼ばはってみよう︒
﹇呼集﹈︵下一︶1

四741

メ︾

呼ブ

呼ぶ

︽ーバ・

金すちのえりしゃうをつけた平たいさ
ヨブ

んが來て︑名を呼始めました︒
﹇呼﹈︵四五︶46

ワタクシバ︑オカアサンヲヨビマシタ︒

ービ・ーブ・1べ・ーン︾

よ・ぶ

一532
サルヲヨビニヤリマシタ︒

よぴあっ・める

花子サンバ︑人ギャウが病氣ニナツタノ

︵下一︶

1

呼び掛ける ︽一

呼び出す

︽ーシ︾

五363

1

1

呼びつづける

︽1

五㎜4

﹁シロ︑シロ︒﹂ト呼ビマシタガ︑シロバ

﹁ごはんですよ︒﹂と呼ばれて︑行って

ある日︑おかあさんは娘をそばへ呼ん
花子さんは︑弟の一郎さんを呼んで來
だんだん呼んでいって︑﹁山田武︒﹂と︑

まき場の

五八8圏

五柵5囹

では︑鯛をちょっとここへ呼んで來てく

呼んでまみりました︒

荷物をかたづける時︑どこにもみません

﹁ねえさん︒﹂と喜んで呼びました︒

れないか︒

六94

六727園

﹁︿略﹀︒﹂と大聲に呼びながら︑文治が立

でした︑何べんも呼んでみたけれど︒

ちあがりかけると︑

六伍4

まもなく朝の御飯になるので︑少年は︑そ

﹁東京︑東京︒﹂と呼ぶ聲がして來ました︒

の乗ってみる船を呼びました︒

六伽4 網が︑せばまって來た時︑網船は︑ぼくら
六鵬7

先生の名を呼びました︒

の時外へ出てみた父を呼びに行きました︒

七244
七261

また︑友だちの名を呼びました︒

班長殿に呼ばれて︑きみから來た手紙を

七261

渡された時は︑ほんたうにうれしく思ひました︒

七772團

涙のうちに明かしました︒

八429 やがて︑うばも呼んで︑三人は︑その夜を

九槻7

﹁杉野はいっこ︒杉野はみずや︒﹂

船

大阪が︑水の都として襲達し︑また︑煙の

母はさういひながら︑巡査を拝むやうにし

﹁おかあさん︒﹂子は︑もう一度母を呼び

﹁鉱員起し︒﹂と呼んで︑つり床の間をぬ

甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷へ行った︒

じんじらう

つて行く︒

九541

ました︒

九332

て︑娘を一間へ呼びました︒

九315

都と呼ばれて︑今日のやうな大都市となったのは︑

八963

さがせど見えず︒

内くまなく たつぬる三たび︑ 呼べど答へず︑

八875図魍

﹁山田武︒﹂と︑にいさんの名を呼びま 八724図園 ﹁それ呼べ︒﹂とて︑画一を召し出す︒
私は︑なんだか︑自分が呼ばれたやうに
﹁兵たいさん︒﹂大きな聲で呼びながら︑

あすからうれしい夏やすみ︑

いななきながら呼んでみる︒
﹁︿略﹀︒﹂と︑兵隊さんは呼びました︒

女は︑魚たちをたくさん呼んで著る︒

五⁝⁝⁝9

こまが朝風に︑

五953囲

ふってとんで來るやうに︑

﹁しろ︑しろ︒﹂と呼ぶと︑しろが尾を

私はおどろいて︑ねえさんを呼びました︒

支那の子どもたちが︑六七人置って來ました︒

五163

思ひました︒

四746

した︒

四743

にいさんの名を呼びました︒

四741

ました︒

四657

で︑何か包んだ物をわたしました︒

四584

みると︑おかあさんは︑

三967

ヰマセンデシタ︒

二481

デ︑オイシャサマヲヨビマシタ︒

二403

︽iサ︾

一一287

呼び起す

五㎜2園 魚たちを︑みんなここへ呼び集めるやう
﹇呼起﹈ ︵ 五 ︶ 1

メル︾

に︒

よびおこ・す

﹇呼掛﹈

六716 朝︑おかあさんに呼び起されて︑目をさま
すと︑

ケ︾

よびか・ける

九餅9 この聲が四方に呼び掛けでもしたやうに︑
︿略﹀奮臣が︑層々と勝久のところへ集った︒

よびこえ ﹇呼声﹈︵名︶2 呼び聲
者もみる︒

十㎜6 鳴り物を使はないで︑呼び聲でやって來る
三脚5 鳴りものであらうと︑呼び聲であらうと︑
﹇呼出﹈ ︵ 五 ︶ 3

管のやうな胡同には︑︿略﹀よく響き渡る︒
よびだ・す

八354 頼朝は一目見た上でと︑萬壽を呼び出しま
したが︑

﹁︿略V︒﹂といひました︒

八365 明くる日︑頼朝は月々を呼び出して︑

︵下一︶

十二778園汝を呼び出したのは︑齢の儀ではない︒ 五686国
﹇呼 続 ﹈

︵下一︶

呼始める

﹁︿略V︒﹂と︑かかりの兵隊さんは︑氣が

よびつづ・ける
︽ーケ︾

五佃9

﹇呼 始 ﹈

くるったやうに呼びつづけました︒
よびはじ・める

879
よみあげる一よむ

十478図 かれは︑︿略﹀︑つひに柿右衛門風と呼ば
﹁くに﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれる

るる︑精巧なる陶器を製作するにいたれり︒
十価2
ものですが︑

すどう
爲朝︑須藤の九郎を呼びて︑﹁︿略﹀︒﹂

︵下一︶

2

︽ーゲ

よみ入れる ︽一
おほとものやか

九216国

︽一

よってきまるのです︒

十一337

﹇詠人知﹈︵名︶1

よみ人しらず

とよんだのは︑

たむかひしかたきも今日は

︽ーム・ーン︾

よみ航しらず

よ・む ﹇詠﹈︵五︶6 よむ

乃木千軍が︑

大君の恵みの露にうるほひにけり

十873

一臣民である自分も︑しみじみと生きが

この時である︒

十一観6

のどかな春の日の光の中に︑あわただし

ひを感じるとよんでゐます︒

十一鵬5

おち
明治時代の陳者であり︑歌人であった落

く散って行く櫻の花をよんだ歌で︑

千二百年の昔︑東國から徴集されて︑九

警む

ヨンデイクウチニ︑ツギノヤウナウタ

マンシウノ子ドモタチノヨム本デシタ︒

︽ーマ・ーミ・一

かく上下を問はず︑國民一般が︑事に燭

ヨム

二202

ニー86

ム・ーン︾5およみくださる・およむ

よ・む ﹇読﹈ ︵五︶ 60

れ物に感じて歌をよむといふのは︑

十二4010

といふ歌をよんでみる︒

州方面の守備に向かった兵士の一人が︑ ︿略﹀

十二402

合直文が︑元旦に門松をよんだ歌です︒

あひなほぶみ

十一価3

︽一

み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑讃みならはしに

十佃1 漢字を音で讃むか訓で讃むか︑どの音で讃

それぞれの讃みならはしとなったのです︒

音が行はれてるたのが︑自然わが國へもはいって︑

十価10 これは︑もともと支那各地で︑いろくな

よくもなくならなかったものだと思ひな よみならわし ﹇読習﹈︵名︶2 膨みならはし
書いたものを何べんも笑み返して︑消した

がら︑もう一度讃み返してみる︒

九433
り書き足したりして︑

スコールの通り過ぎたあとには︑熱帯の

︽ーサ︾

そばにるた職友が︑おまへの手紙をひつ

よみはじ・める ﹇読始﹈︵下一︶1 讃み始める
メ︾

九219国

よみしたまふ

よみ出す

たくるやうにして護み始めた︒

大自然は︑今︑春の喜びと活動に︑よみ

よみびとしらず

﹇読方﹈︵名︶5

かなは︑だいたいきまった音で詰みますが︑
﹁こく﹂﹁みん﹂といふ讃み方は︑漢字本
﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂﹁なる﹂

殊に︑人の姓名や︑地名などには︑おのお

漢字を讃む時にはく略V場合に慮じた︑正
﹇嘉給﹈︵四︶1

陛下には︑將官ステッセルが祖國のた
くんこう

﹇読出﹈︵五︶1

新年に持つわれわれ日本人の心持が︑す
らすらと品よくよみ出されてゐます︒

十一価6

よみだ・す

を保持せしむることを望ませらる︒

めに書くしたる勧功をよみしたまひ︑武士の名碁

十856図国

ヒ︾

よみしたま・う

しい讃み方をするやうにしなければなりません︒

十佃5

の特別な讃み方があります︒

十佃2

の字の訓となったのです︒

て工んだもので︑それらの讃み方が︑自然﹁生﹂

といったわが國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當て

十幡6

來の獲音で︑これを漢字の音といひます︒

十王1

漢字にはいろくな讃み方があります︒

十胴8

よみかた

がへらうとしてるるのだ︒

十二欄5

讃み方

れて︑よみがへったやうになる︒

盛んな植物のみどりといふみどりがすっかり洗は

九234團

ラ︾

十一456 紫の君は︑人形の一つをおばあさんと呼 よみがえ・る ﹇蘇﹈︵五︶2 よみがへる ︽ーッ・一
んでみる︒

十一652図
といへば︑九郎︑﹁︿略﹀︒﹂と申す︒

十一753 雨雲はきまった形がなく︑空いっぱいに
薄黒くおほふもので︑彩雲と呼ばれてゐます︒

十一蹴9 果物の女王と呼ばれるマンゴスチンがあ
る︒

みの大きさの實の生ってみる木が︑

十一㎜3 南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら

それが太陽の黒嵩と呼ばれるもので︑

十一泌11 かれらは︑これをマンデーと呼んでみる︒
十一一槻5
﹁おかあさん︒﹂弟が大きな聲で呼んだ︒

たしょ

夢みあげる

十一一川5 どの星も大きく︑青く︑呼べば答へるほ

十一一㎜3

さ

﹇読上 ﹈ ︵ 下 一 ︶ 2

どの近さに見える︒
よみあ・げる
ル︾

ご

十863 津野田参謀が︑御沙汰書を護みあげると︑
副官は︑これをロシヤ語に課して傳達した︒

﹇詠入﹈

ど心魂をささげ書くしたことであらう︒

十一伽1 長い長い物語を誼みあげるのに︑ほとん
よみい・れる
レ︾
もち

十二413 上代からいひ傳へて來たのを︑大伴家
持が長歌の中によみ入れた次のことばは︑

讃み返す

︽ーシ︾

十二432 東西の美しさを一首の中によみ入れた︑
﹇読返 ﹈ ︵ 五 ︶ 2

まことに調子の高い歌である︒
よみかえ・す

ぼくが本を讃んでみると︑くつの音が

ガアリマシタ︒

四B6
して︑だれかうちへはいって來ました︒

四172園大日本︑その次は何と讃むの︑にい
さん︒

四684 花子さんは︑にこにこして讃みました︒

一年の時に︑みなさんが

﹁︿略﹀︒﹂と指さしたところに︑みどり色

れば︑その文を讃む人々が︑心から感動するやう
に︑

九㎜7
たかち

ほ

の上着を着たロシヤ婦人が本を忌んでみる︒

ざっし

ある日︑わが軍艦高千穂の一水兵が︑手紙

を讃みながら泣いてみた︒

十99

十備5

私たちは︑毎日︑本や︑新聞や︑雑誌を讃
かうして讃んだり書いたりする文章は︑漢
かなは︑だいたいきまった音で望みますが︑
﹁國民學校﹂の﹁國﹂﹁民﹂といふ漢字は︑

﹁國民學校﹂の﹁國﹂﹁民﹂といふ漢字は︑

﹁くに﹂﹁たみ﹂は︑漢字の訓と呼ばれる

﹁國﹂﹁民﹂﹁年﹂﹁島﹂など︑そのほか大
﹁木刀﹂﹁木目﹂の﹁木﹂は︑﹁ぼく﹂とも︑
また﹁銀行﹂﹁行列﹂の﹁行﹂は︑﹁かう﹂

﹁宮﹂は︑﹁きゆう﹂﹁ぐう﹂﹁く﹂などい

﹁生﹂を﹁うまれる﹂﹁はえる﹂﹁いきる﹂

﹁いきる﹂﹁なる﹂といったわが國のこと

﹁なる﹂と︑いろくに誼みます︒

十柵4

ろいろの音で讃みます︒

十備8

﹁ぎやう﹂などと讃み︑

十柵7

﹁もく﹂とも讃みます︒

十柵6

部分の漢字は一つの音で萎みますが︑

十備5

それを漢字に當てて並んだものです︒

ものですが︑これこそわが國の昔からのことばで︑

減価4

︿略﹀︑﹁くに﹂﹁たみ﹂とも讃みます︒

十榊9

も讃みます︒

﹁こく﹂﹁みん﹂と挑むほかに︑﹁くに﹂﹁たみ﹂と

十掴9

漢字にはいろくな讃み方があります︒

十M7

字とかなで書き表されます︒

十桝5

んでゐます︒

謬論4

四686 春枝さんも︑受取った はがきを翫んで 十133 大尉は︑これを讃んで思はず涙を落し︑
みますと︑

五357 ある夜︑私が本を萌んでゐますと︑あまり
かが多いので︑かとり線香をつけました︒
六851 私は︑それを︑みんなの前で畳みました︒
かふと︑つい︑給がかきたくてたまらなくなる︒

六川9園 お纒を讃まうと思ふのだけれど︑机に向
七425 神主さんが︑のりとを罷まれました︒
七428 私たちに︑その意味はよくわかりませんが︑
ｪ﹀ ︒ ﹂ と ︑

おちついた聲で︑うやうやしく讃まれました︒

八244団

のりと

文字に書き表したものは︑︿略﹀︑それを讃

九445 りつぽな心持が正しいことばで書かれてあ

も感心して讃まないやうに︑

九442 うそいつはりの心持を書いたのでは︑だれ

できます︒

むすべての人たちに︑︿略V心持を傳へることが

九4210

や心持がよくわかった時は︑

九411 書かれたものをくり返し讃んで︑ことがら

祝詞が讃まれる︒

九164 大麻を振って祭場が清められ︑おごそかに

八悩5 私は発語の﹁萬壽姫﹂を誼んだ︒

まんじゆのひめ

﹁︿略﹀︒﹂といって︑綴り方を讃んだ︒

八部3 一郎さんが︑お座敷の眞中に立って︑

八桝2園 初めに︑ぼくが綴り方を呑みます︒

讃んだ歌のとほりだと︑つくづく思ひました︒

「〈

よむ一よむ
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ばを︑漢字の﹁生﹂に當てて讃んだもので︑

十備9 漢字を︑二字以上組み合はせて︑ことばが

書き表された場合には︑どの漢字もすべて音で讃

むか︑または訓で讃むのが普通です︒

﹁先生﹂﹁遠足﹂﹁飛行機﹂﹁高射砲﹂など

讃むのが普通です︒

十備10 どの漢字もすべて音で讃むか︑または訓で
十二1

﹁神意﹂﹁笑顔﹂﹁物干竿﹂などは︑訓ばか

は︑音ばかりで讃む例で︑

りで怯む場合です︒

十術2

十七6 ﹁重箱﹂﹁記念日﹂のやうに︑上を音︑下

﹁手本﹂﹁道順﹂のやうに︑上を訓︑下を

を訓で囲んだり︑

十帽6

漢字を音で讃むか訓で讃むか︑どの音で讃

音で讃んだりする場合も︑まれにはあります︒

十術10

み︑どの訓で讃むかは︑

どの音で讃み︑どの訓で讃むかは︑

漢字を音で讃むか訓で護むか︑

どの音で讃み︑どの訓で讃むかは︑

十桁10

十佃1

私たちが漢字を窄む時には︑︿略﹀︑正しい

十術10

十八4

あま

ぶつだん

兄が史記を重んでるるのを︑そばでじつ

讃み方をするやうにしなければなりません︒

十一352

と聞いてみて︑

年とった上品な尼さんが佛壇に花を供へ

て︑静かにお纒を護んでみるQ

十一383

一字一字薄あかりにすかしながら尊んだ︒

十一桝4 兵隊さんがさし出す紙切れを手に取って︑

この兵隊さんは︑︿略﹀︑自作の俳句を讃

んでくれと︑わざくやって來たのである︒

十一悩9

を感謝のことばに表して︑部屋から出て行った︒

十一塒6 兵隊さんは︑俳句を誼んでもらった満足

十一櫨4 かれが天武天皇の仰せによって︑わが國

881

の正しい古記録を讃み︑古いいひ傳へをそらんじ
始めたのは︑三十蝕年前のことである︒

十一伽4 しかし︑これでは︑漢文流に﹁サウモク
アヲシ﹂と護むこともできる︒

十一伽5 ほんたうに間違ひなく誼ませるためには︑
﹁ ︿ 略 ﹀ ﹂ と で も 書かなければならなくなる︒

十一伽7 だが︑これではまたあまりに長過ぎて︑
嵩むのにかへって不便である︒

十一梱9 われわれは今日古事記を學んで︑國初以
來の歴史を知るとともに︑

十一齪1 古事記を讃んで︑︿略﹀︑古代日本人の精
神を︑ありありと讃むことができるのである︒

十︻燭7 私たちはこの歌を聲高く讃んで︑その
く略V︑つつましい心を味はひたいものです︒

十一一476 ﹁萬葉﹂とは﹁挙世﹂の意で︑憎悪まで
も傳へようとした古人の心を︑われわれは讃むこ
われわれが︑毎日話したり︑聞いたり︑

とができるのである︒
十一一備2

誼んだり︑書いたりすることばが出語である︒

四347薦むすこの嫁にしたい︒

よめ ﹇嫁﹈︵名︶1 嫁与およめ・およめさん

よ・める

﹇ 読 ﹈ ︵ 下 一︶2

讃める

︽ーメ・ーメル︾

よめいり 5およめいり・ねずみのよめいり

﹁さんせん﹂﹁ふぼ﹂︑あるひは﹁やまか

四175囹 さうだ︑よく讃めたね︒
十柵4

じ︒

十佃7図國

いかにもして助けまみらせんと思へど

爆破して行く橋梁を︑わが工兵隊は︑ま
よ

も︑みかたの軍兵満ち満ちて︑よものがし候はじ︒
よゆう
﹇余裕﹈︵名︶1 齢裕

よゆう

十二研2

モット
モット

エライ

エライ

エライ

エライ

左に高き大

た片端からかけ渡して︑︿略﹀︑敵に立ちなほる饒
裕を與へないのである︒

ゆう

世々

登るや石のきざはしの

﹇世世﹈︵名︶1

十二757図圃

よよ

問はばや遠き世々の跡︒

﹇寄﹈尋みなみより

いちやう︑
より

セカイ中日ハ︑私ヨリ

コノイケヨリヒロイノデスカ︒

ヨリよりnVもとより

︵格助︶鵬

一α8園

より
二685園

人ガヰマスカラ︒
セカイ中ニハ︑私ヨリ

モット

セカイ中ニハ︑私ヨリモット

人ガヰマスカラ︒

一一706園

二731園

人ガヰマスカラ︒

セカイ中目貫︑私ヨリ
人ガヰマスカラ︒

二753囹

ネエサンバ︑前ヨリモ大キナコエデイ
ヒマシタ︒

二㎜2

ゆくわいな

軍かん

大きな口で思ふぞんぶん風をのんで︑
じゅんやうかんは

やねよりもたかく尾をあげます︒

三187
三338囹

水遊びができる︑それよりも︑今年は海
私は︑さっきから︑せいより高くのびた

つれて行ってもらへる︒

三697

へ

ですよ︑せんかんよりもずっと早く走れて︑

は﹂﹁ちぢはは﹂と︑音でも訓でも富める場合が

三588

﹇四方﹈︵名︶1

あります︒

よも

よも

の櫻のさかりをぞみる

十二62図圏高殿の窓てふまどをあけさせてよも

草の中に︑
あま
九6410図國 その男︑尼が細工にはよもまさり候は 三945 風にひらくして︑いつもより勇ましく

よも︵副︶2よも

よめ一より

でも︑この木は︑切るよりほかにみ

見えました︒

四88園

にいさんは︑前よりもずっと色が黒く

ちがあるまい︒

なって︑

四147

お二人にお別れするのが︑何よりも悲

しうございます︒

四367園

お話をしてくださるのが︑何よりもうれ

たこよりも高くあがってゐました︒

四919国四五十メートルのばした時は︑だれの
四鵬3団

それよりも︑ときどき池の中で見かける鯉

しいのです︒

今では︑ぼくよりもずっとせいが高いが︑

ぼくの手先より二十センチも高い︒

やふなが︑親ではないかと思ったことが

五217
五796

近所の︑どの犬よりも大きく見えました︒

五811
五川1

六739園それよりも︑あの風に︑四つつじで︑火

事を消しとめたのは︑えらいてがらです︒
いんだ︒

六995園机の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細

六価2圃國梅は︑花よりもにほひが咲くのです︒

二十四五度ぐらみになるから︑春といふ

よりは夏だよ︒

六㎜7園

ろにるること．がわかりました︒

七88 はまぐりは︑あさりよりも︑少し深いとこ

七145岩壁の國で︑自分より強い者はない︒

七179園西の國では︑私より強い者はないので︑

少年の傷は思ったよりも重く︑

たけると申してをりました︒

八122 何よりも︑あの家の軒下に作った古巣が︑

七255

なつかしいでせう︒

八167 古い株を切って出た芽は︑それよりも早く

より一より
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成長して花が咲きます︒

八303図 ひそかにみかたの兵を敵の後にまはらせ︑
前後より︑どっとときの聲をあげさせたり︒
八338図 されど︑これより下︑十四五丈ばかりは︑
こけむしたる岩石︑壁のごとくつき立ちたり︒

ぼくのせい

八377 それより一年ばかり前のことです︒
高かった︒

八693圃 夏來たときは 土手の草︑
より

りこぎ出す︒

八714図 美しくかざりたる船一さう︑平家の方よ
くまで
八753図 敵は︑船中より熊手をもつて︑義経のか
それよりも︑タイピストさ︒

ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑
八佃10囹

かつさ

八鵬1 やなぎの木が︑ほかの木よりも早く目をさ
さがみの

まします︒

九96︹図 これよりのち︑このわたりを廣く﹁あづ

九75図 相模國より御船にて上総へ渡りたまふ︒
ま﹂といふとそ︒

て來ます︒

九416 心の中で思ってみた時よりも︑はっきりし
九589図 それよりのち︑富家は匡房を師として學
びけり︒

九596図手をわかって三方より園む︒
九601図 うつぼより︑かりまたの矢を抜きて
かまくら

ごんこらうかげまさ

九607図宗任︑馬よりおりて
九622図 鎌倉の椹五郎景正といふもの︑先祖より
名高きつはものなり︒

九631図野次がようひの草ずりをあげて下より突
かんとしければ︑

まに谷間より

ただよひのぼる︒

九887

頭の眞上まで行く途中︑眞中吊より少し低
夜九時ごろ︑北より少し西へ寄った方に︑
い す
それよりも︑北極星の右下の方に︑椅子の

いところに︑かなり大きな星が一つ見えるのが︑
九896

九939
わ

せ

形に連なる五つばかりの星は︑カシオペヤ座で︑

何よりも︑たんぼに早稻の穗が出そろって

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒

九柳7

それより七十六日置汝は︑母の心に生
いざ︑今日よりは母のふところに編り

きて︑今日の入城を待てり︒

十178図画
十196園圃
て︑安らかに眠れ︑

月には水が︿略﹀ありませんから︑海とい
もん

ふより︑平原といった方がよいかも知れません︒

十396

ゑ

かま場より出でし喜三右衛門は︑

さ

十435図

その日より︑喜三右衛門は︑赤色の焼き

き

十445図

つけに熱中し始めたり︒

十458図ある日のタベ︑あわただしくかま場より
十4610図

柿右衛門は︑今より三百鯨年前︑肥前の

かまより皿を取り出しみたるかれは︑

走り出でたるかれは︑

十476図

有田に出でし陶工なり︒

ありた

馳逐艦三隻ヨリ成ル直衛ヲ配ス︒

クチク

十637園

敵將ステッセルより開城の申し出でを
なしたるおもむき伏奏せしところ︑

十854下田

日本の天皇陛下より︑このやうなもった
いないおことばをいただき︑

十866園

さき

か

十917園饗つたといふよりは︑すばらしい進歩を
たちばな

橘の小島が崎より︑武者二騎︑引つ駈

示しました︒

十期2図

され︑はるかの下より打ちあげたり︒

け引つ駈け出で來たり︒
九675図鏡の箱の底より黄金不老を取り出す︒
するすみ
きり
九715團 いつくともなく霧わきて︑ 風のまに 十倣8図 梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流

十撹8図

はるかの下より打ちあげたり︒

の額を射られ︑

十鵬3図向かふの岸より敵の放つ矢に︑畠山︑馬

皆皆7︹曲打ちあがらんとするところに︑後よりむ

あまりに水が済うて︑馬をば川中より

つと引くものあり︒

押し流され︑これまでたどり着きて候︒

十鵬10気圏

落ち︑

雪降れば山よりくだる小鳥多し障子の

十鵬4ロロ凶 波打際にてむずと組んで︑馬よりどうと

十伽8図圃

廣くて大きな國では︑交通路が何よりも大

ぞとにひねもす聞ゆ
切である︒

十㎜9

荒尾馬より逆さまに落ちて︑起きも直

十一187図木戸の露なるやぐらより︑名のりける
は︑

らず死しけり︒

十一198図

十一211図十三束三伏せ︑前よりもなほ引きしぼ

これよりのちは︑寄せ手雲霞のごとし

りて︑手答へ高くはたと射る︒

十一224図

よしさだ

といへども︑城を攻めんといふ者なく︑

十一234口自凶義貞馬よりおり︑かぶとを脱いで海上

といふよりは︑︿略﹀といふのが︑相手

をはるばると伏し舞み︑

十一295

いつばんに︑女は男よりもいっそうてい

に封して禮儀のあるいひ方である︒

十一303

ねいにものをいふのが︑

十一347図園秋風にたなびく雲の絶え間よりもれ

そばでじっと聞いてみて︑兄より先に覧

いつる月のかげのさやけさ

十一352

えてしまふほどでした︒

十一52ーロ覇凶 わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ

883
よりあう一よりなが

撃つの計を定め︑
せうかんしなの

十一526図 わが哨艦信濃丸より︑無線電信にて
﹁ 敵 艦 見 ゆ ︒ ﹂ と の報告あり︒

十一731 いわし雲よりぐっと大きな塊になって︑
十一742 巻雲や︑薄雲・いわし雲などより低く︑
四五千メートルのところに浮かんでゐます︒

だぞ︒

鐵より

︽ーッ︾

したが︑

頼朝←みなもとのよ

奉納の當日は︑頼朝を始め舞見物の人々が︑

この時には︑頼朝もおもしろくなって︑い

明くる日︑頼朝は萬壽を呼び出して︑

てっかのたらうみつもり

この娘は︑頼朝が義仲を攻めようとするの

すきをねらって︑頼朝の命を取れ︒

光盛の娘は︑そののち書夜︑頼朝をねらひ

その刀に見おぼえがあった頼朝は︑さあ︑

それから頼朝の御殿へあがって︑うばと二

人でお仕へしたいと願ひ出ました︒

八395

うへ入れてしまひました︒

この女にはゆだんができないといふので︑石のら

八386

ましたが︑少しもすきがありません︒

八383

八381園

をさとって︑

八378

頼朝に仕へてるました︒

八378 木曾義仲の家君︑手塚太郎光盛の娘が︑

きそよしなか

した︒

八375．これを聞くと︑頼朝の顔色はさっと攣りま

﹁︿略﹀︒﹂といひました︒

八365

つしょに舞ひました︒

八361

何千人ともなく集りました︒

八358

頼朝は一目見た上でと︑軽打を呼び出しま

﹇頼朝﹈︹人名︺14

へ向かって敵の進路をふさぎ︑

よりとも

逆臣西國より攻めのぼり画筆︑

全員が︑マライ人より黒く日にやけて︑

十二978図國
十二価3

りとも

︽ーヒ︾

よりかかる

いはば奇怪な物の精が寄り集って︑夜の
﹇寄掛﹈︵五︶1

そのそばにある点式のピヤノによりかか

漁船のかたはらに︑小舟がぴったり寄りそ

︽ーケ︾

結局︑足もとにも寄りつけないと感じ
よりて

片岡隊の東方はるかに敷條の黒煙を見

﹇因﹈︵接︶1

る︒よりて謹厳艦隊及び巡洋艦隊は︑直ちに東方

十一554図

よりて

ながら︑ついて行くのである︒

十二349園

もとにもよりつけません︒

よりなが

頼朝を始め居あはせた者に︑だれ一人︑も

頼朝は︑唐糸を許した上に︑萬壽には︑た

﹇頼長﹈︹人名︺1

頼長

よりなが

くさんのはうびを與へました︒

八438

らひ泣きをしない者はありませんでした︒

八436

石のらうから唐糸を出してやりました︒

四932団だれのたこだって︑ぼくのたこの足 八434 親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑

つける

八354

いふまでもなく︑太陽が月より非常に遠

いところにあるからである︒

十二梱1

それが太陽の黒暗と呼ばれるもので︑

︿略﹀︑實は地球より大きいのがあり︑

十二競6

寄り合ふ

水は思ったより冷たかった︒
﹇寄合﹈︵四︶1

かれら三人寄り合ひて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑

小舟に乗り︑恩讐の船に並べて乗り移り︑

十m1図

よりあ・う

十二側2

もの︑太陽とほぼ同じ大きさのものもあるが︑

十一849園今日は︑あの山よりもつと高く登るの 十二鵬7 さうして︑その中には︑太陽より小さい
十一㎜1園 ゆうべより少し沖へ出たな︒

十一悩3図圃 いくとせここにきたへたる
堅きかひなあり︒

十一m3 一音は一音より妙を加へ神に入って︑

ふと︑

十刀5

ズにぴたりと横着けになった︒

駆逐艦が寄りそふやうに︑傾いたウェール

九4710

よりそ・う﹇寄添﹈︵五︶2寄りそふ︽ーフ︾

つてみるのは︑妹であらう︒

十一柳10

よりかか・る

芝生にをどるやう︑

しばふ

十一皿10

十一M8国 こんなに遠く離れてみると︑うちのこ よりあっま・る ﹇寄集﹈︵五︶1 寄り集る ︽ーッ︾
とが何よりも知りたいのですよ︒

十一㎜2 せいは日本人よりもずっと高く︑
十一㎜11 木々の色が︑フィリピンの島々よりもか
へって日本に近いものを感じさせるのは︑
せいけつ

十一加9 このやうな商店街が思ったよりも清潔で
あり︑

十二356 顔回が︑先生よりも先に死んでしまった︒
みたて

十二398寝端 今日よりはかへりみなくて大君のし
この御楯と出で立つわれは
十二682 何よりも︑のどがかわいてたまらない︒
わ
正成・正季︑東より西へ破って通り︑

十二911図取り込めてこれを討たんとしけれども︑よりつ・ける ﹇寄付﹈︵下一︶2 よりつける 寄り
十二912愚痴より南へ追ひなびけ︑
て︑

十二942図 正行︑敵より送り立たれる父の首を見
十二944図 母あやしと思ひ︑あとより行きてやう
すを見れば︑

返されしは︑

十二951図圓 兵庫へ向かはれし時︑汝を櫻井より

よりみち一よる

884

よりなが
十一589図左大臣皇尊︑爲朝に向かひ︑﹁︿略﹀︒﹂

よりみち

よりみち
﹇頼通﹈︹人名︺1 頼通

とあれば︑

よりみち
はちまん

九579図 八幡太郎義家︑關白頼通の館にて軍の物
語しける時︑

よる ﹇夜﹈︵名︶53 ヨル 夜←さむいよる・シン

一一552

ヨルニナッテ︑私江畔イサンニ︑

ガポールかんらくのよる・ふゆのよる・ほしのよる
﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑二人デ外へ出マシタ︒

三421園 夜ねる前にも︑みがくといいのです
がね︒

四63 たいへんな勢で︑ひるも夜も︑ぐんぐん
とのびていきました︒

船が︑ある港にとまった夜のことであった︒

雨戸をしめてから︑始めてほっとするほどです︒
七454

静かな夜の兵員のどの室からも︑力強い

七804團午後八時には︑夜の貼呼があるので︑
七815国

日本町に

ふけ行く夜の

ゆめは故郷を

奉讃の聲が聞えて來るのは︑この時です︒

八58囲

北支那から︑北漏洲の雪の夜の家々にも行

かけまはる︒

八188
つて︑みんなを喜ばしてゐます︒

八2310今夜は星が美しく︑手を延せば︑すぐつか
あとからあとから來る兵隊さんを迎へて︑

めさうに近く見えます︒

八589

とうとう︑夜の十一時ごろまで働きました︒

九875

夜九時ごろ︑北より少し西へ寄った方に︑

晴れた夜︑空を仰ぐと︑

夜︑道に迷った時など︑この星を見つけれ
夜九時に北斗七星を見てその位置を覧え︑
九鵬6

夜は︑そろそろこほろぎが家の中へはいつ

夜の燈火をしたって來る虫は︑

毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取って︑
眞冬のやうに寒い夜だ︒
夜になっても薄青い空︒

月の世界では︑書はこげつくやうな暑さ︑
夜はその反封に︑ひどい寒さであらうと

十407

十3010

九㎜12

みかたは一時氣勢をあげた︒

九悩9

て︑床の下や壁の中で聲高く鳴きたてる︒

九鵬1

更に十時︑十一時に見ると︑

九921

ば︑すぐ方角を知ることができます︒

九905

になってゐます︒

︿略﹀︑ちやうどひしやくを立てたやうなかつかう

九895

うなまひる時︑冬の風が骨をさしとほす朝

四413囹どうぞ︑月の夜には︑私のことを思 八㎜1圃雨の日︑風の夜︑夏の太陽がやけつくや
ひ出してください︒

月はまつ

四581 書も夜も︑ 一心にかいはうしましたが︑

駒留はわるくなるばかりでした︒
四擢7圏囹黒い衣のそろひでまふと︑
黒やみの夜︒

うとする敵の見はりをしたり︑

五価4 りかうな利根は︑︿略﹀︑夜︑ふいに近寄ら

六53 夜︑ふしぎなゆめを見ました︒
までにぎはふ宮の森︒

六194魍どんぐひやらら︑どんひやらら︑夜
六㎜8園 でも︑夜は寒いでせうね︒
から︑夜もぽかぽか暖いよ︒

六鵬9園地の下には︑枯れた葉などが入れてある
夜︑遠くの田で鳴く蛙の聲が︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

にぎやかに聞え始めます︒

七375

七392 夕方から夜になると︑さも自分たちの世界
だといふやうに︑さわぎたてます︒

七395 静かだといふみなかの夜も︑このころは︑

ほんのりと夜のとばりが明けて行かうとす

十418 夜︑月から地球を見るとすると︑
る基地で︑

十613

十774 それからは︑ほとんど書も夜もなかった︒

十別2 夜の胡同は眞暗なので︑それこそ鼻をつま

月が出てみれば︑出てみたで美しく︑星の

まれてもわからないほどである︒

豊玉4

昭和十五年九月六日︑防空演習で帝都は

夜であれば︑また更に美しい︒

十一146

夜︑この雲の績く果に︑半月がうっすら

夜のやみにとざされてるた︒

とかかってみるのは︑

十一726

て︑

十一価8 月のさえた夜︑友人と二人町へ散歩に出

芝生にをどるやう︑

しばふ

十一m1 いはば奇怪な物の精が寄り集って︑夜の

夜︑燈火を用ひることは堅く禁じられて
みるので︑

十一悩1

やつやした大陸に︑南十字星がかかって︑

十一㎜4 夜が來て︑山脈の上の黒水晶のやうにつ

静けさは︑︿略﹀︑想像もつかないであらう︒

十﹁㎜8 住民のまばらな︑廣大なセレベスの夜の

うに流れ込んで來る︒

十一盟8 夜になると︑窓から山のいぶきが水のや

十一圏10 スコールの荒れる夜など︑︿略﹀︑實にす

朝起きるから夜寝るまで︑︿略﹀︑いつさ

さまじい光景である︒

十二325
十二652

その夜である︒

元治元年九月二十五日の夜である︒

い禮に從ひ︑禮にかなへよといふのである︒
十二662

なく書となく︑しきりに苦痛をうったへた︒

十二㎜8 上半身にやけどをした敵の將校は︑夜と

885
よる一よる

や

し

十二梛5 椰子の葉越しに︑窓から月の光が美しく
さし込む夜であった︒
な星と︑同じものになってしまふであらう︒

十二榴2 夜の空に銀の砂子をまいたと見える小さ

よる

由ル

ヨ

依ル

︽ーッ・

十二鵬3 つまり太陽は︑夜の空に無敷に輝く星の
ヨ
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︸つなのであるが ︑
よ・る
ーラ・ーリ・ール︾

五51 それによって︑神様がたは︑いろくなこ
とを︑なさることになりました︒
て︑持ってまみりました︒

六238囹 遠い︑遠い國のたちばなを︑仰せによっ
六376園 シンガポールも︑︿略﹀勇ましい兵隊さ
んたちによって︑攻め落されてしまひました︒
つらぬによって︑汝を討てとの勅をかうむり︑

七176園 汝︑おそれ多くも︑朝廷の仰せに從ひま

七宝4 火はく略V︑元帥の指圖と︑集って來た
人々の働きによって︑消しとめられた︒
さいたま

八85 それによると︑埼玉縣のあるところで︑試
みにしるしをつけて︑はなしたものだといふこと
がわかりました︒

ほとんど全部︑バナナ畠であることがあります︒

八158 ところによると︑︿略﹀高い山の斜面が︑

よって作られます ︒

八欄3 それらも︑やはり同じ工場で︑受持受持に

す︒

八描8 にいさんの説明によると︑︿略﹀ださうで

から育てて行くやうにしなければならない︒

御神木は︑︿略﹀︑六十名の運材価によって

抜きのぞま夫たちによって︑伐られて行った︒
九186

もっともその高さは︑見る場所によってい

木馬に乗せられ︑木馬道を静かに運ばれて行く︒

九889
くぶん違ひます︒

ところで︑大空の他の星は︑時刻によって
飛行中に起つた故障は︑みんなこの人た

かなりあり場所が愛って行きます︒

九909
九備7園

始めてわれにかへった村人は︑この火によ

ちの手によってなほさなければなりません︒

十267

よこ糸は︑仔によって︑右から左︑左から

つて救はれたのだと氣がつくと︑
ひ

十756

ひ
よこ糸は︑仔によって︑右から左︑左から

右へと往復するのであるが︑

十757

右へと往復するのであるが︑これを人の手によら

すべて木材によって︑こまかなところまで

ず︑機械の力で動かすやうに工夫したかった︒

十783

自動織機の出現によって︑日本は︿略﹀綿

作り直して行った︒

十823

また︑ことばによっては︑﹁重箱﹂﹁記念

布工業國として︑世界に乗り出すやうになった︒

豊明5

漢字を音で讃むか訓で讃むか︑どの音で讃

日﹂のやうに︑上を音︑下を訓で亡んだり︑

十佃1

み︑どの訓で讃むかは︑すべて︑讃みならはしに
よってきまるのです︒

同じ大きさのどらでも︑その打ち方によつ
て音が違ふ︒

十川7

敬語の使ひ方によって︑尊敬や謙遜の心
をこまやかに表すことのできるのは︑

九117 檜は︑︿略V︑植林によって︑あとからあと 十一317

十一573図國

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑
キンセウ
特二我が軍ノ損失・死傷ノ僅少ナリ

うつりよう

九1110 そのおぼしめしによって︑木曾の御料林中 十一552図 わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑
に︑神宮書林が定められることになった︒

九179 御神木は︑さらに白衣を着た十四名のえり

ヨロコ

朕ハ汝等ノ忠烈二依リ︑祖宗ノ神窯

ヨ

ヨ
シバ︑歴代神霰ノ加護二由ルモノト信仰スルノ外
ナク︑
チン

暗くなるのは︑かうしたすばらしく厚い

ニ封フルヲ得ルヲ澤フ︒

コタ

十一578図國
十一773

ろ

お手紙によると︑︿略﹀︑熱心にいけ花

雲によって︑日光がさへぎられるからです︒
十一備2国

おほのやすま

のおけいこをしてみるさうですね︒
れ

稗田阿禮がそらんじるわが國の古画を︑文字に書

ひえだのあ

十一伽1 元明天皇の勅命によって︑太安萬侶は︑

き表すことになった︒

十一枷4 かれが天武天皇の仰せによって︑わが國

の正しい古記録を讃み︑古いいひ傳へをそらんじ

大きな石を二つに割り︑四つに割り︑用

始めたのは︑三十齢年前のことである︒

面を見て︑その目を見わけ︑それによつ

途によっては更にいくつにも小さく割って行く︒

十一一165
十ニー92

ろ

やまべのあかひと

有名な歌人︑柿本人麻呂や︑山部赤人

かきのもとのひとま

てこの石はかう割れるといふことが判断される︒

の作も︑また萬葉集によって傳へられてるる︒

十二425

十二626佛の慈悲によって︑助ける道でもあらば

淺吉の急報によって︑聞多の兄︑五郎三

といふ下心であったらう︒

十二689

母の必死の看護と︑書止の手鼻てとによ

郎は︑押つ取り刀でその場へかけつけたが︑
十一一731

聞多︑︿略﹀︑今母上の力によって︑萬

つて︑ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑
十二735園

母の慈愛によらなかったら︑三十歳の井

死に一生を得ようとは︒

十二7310

上聞多は︑山口在に非命の最期をとげたであらう︒

四條中納言によりて奏し奉る︒

十二973図 楠木正行︑︿略﹀︑吉野の皇居に参向し︑

よる一よろこび

886

十二m3 しかも︑この御降嫁による公武一和の望
みは︑ほんの束の間の夢であった︒

十二粥4 國語によって話したり︑考へたり︑物事
を學んだりして︑日本人となるのである︒
十一一備1 國語の力によらなかったら︑われわれの

心は︑どんなにばらぐになることであらう︒

ヨル

よる

寄る

とこしへに﹁太平﹂の愚なのである︒
﹇寄﹈︵四五 ︶ 1 7

︽

ッ・

十二㎜9圏 太平洋は︑皇國の呑めによってのみ︑
よ・る

る・ちかよる・つめよる・としよる・はしりよる

ーリ・ール・ーレ︾﹇Vかけよる・すすみよる・すりよ

オホゼイ

一332圏 カクレンボスルモノ︑ ヨットイデ︒

一603圃 メダカサン︑ メダカサン︑
ヨッテ ナンノサウダン︒
ました︒

豊麗6図圓

寄れや︑寄れ︒﹂といひけれども︑寄
寄れや︑寄れ︒

る者一人もなかりけり︒

十搬6図圏

大音聲あげて︑﹁︿略﹀︒﹂といひけれども︑

るひたたれに︑同じく獅子の金物打つたる甲を着︑

甲の袖にて彿ひ︑けちらして捨て候

大將源義朝は︑赤地錦のひたたれ

みなもとの

十一606図圓
はん︒

に︑黒糸をどしの甲着て︑

十﹇622図

甲を脱いでその身を見れば︑正成十一

﹇鎧兜﹈︵名︶1 甲かぶと

甲武者

甲武者三千鯨人︑かぶとの星をかがや

﹇鎧武者﹈︵名︶1

呂とりよろう

ここに閣下と親しくおあひするのは︑ま

よろこば・す﹇喜﹈︵五︶3喜ばす︽⁝シ・⁝ス︾

ことに忠暑ばしい次第です︒

十897園

やうに喜ばしいものです︒

九412 ことがらや心持がよくわかった時は︑同じ

よろこばし・い ﹇喜﹈︵形︶2 喜ばしい ︽！イ︾

よろう

うんか
かし︑︿略﹀︑雲霞のごとく並びみたり︒

十一1710図

よろいむしゃ

のよき武者を︑義経かと目をかけてかけまはる︒

十川5図 されども義経を見知らざれば︑甲かぶと

よろいかぶと

心その血色にあらはれければ︑

箇所まで傷を負ひたり︒

十二926図
つ

須藤の九郎つと寄りて︑野守が首を取
い

十二994ロ蔚凶 はらはらと涙を甲の袖に落しつつ︑義

甲

箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

寄る者一人もなかりけり︒

十搬7図

十一675図
る︒

十一柵8図圃
ようひ

景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ

﹇鎧﹈︵名︶16

沖の小島に波のよる見ゆ
よろい

九6210図

かはぎり

やあ︑それなる赤糸をどしの甲は︑尼子

の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

上値4園

方の大將と見た︒

もえぎにほひの甲着て︑黄金作りの太刀
能登守教纒は︑︿略﹀︑赤地の錦のひたた

3図甲の袖︑草ずりもかなぐり捨て︑胴ぽか

その矢︑︿略﹀荒尾の九郎が甲を通し

新しい木の香が︑ぼくたちを喜ばした︒

つて︑みんなを喜ばしてゐます︒

九π3

十一別6 オランウータンの子どもが︑︿略﹀︑日本

の兵隊さんたちを喜ばすのもこのあたりである︒

この者︑甲の下に腹巻を重ねて着た よろこび ﹇喜﹈︵名︶18 よろこび 喜び与おおよ

御矢一筋受けて︑甲をためし候はん︒

し

もし甲の上を射ば︑矢じり砕け折れ
し

三朝はく略V紺地に獅子の丸を縫ひた

すことができません︒

たちの喜びとは︑ことばでは︑とてもいひあらは

六278 そのけしきの美しさと︑みかんを作った人

ろこび・およろこび

十一205図國

十一585図

て︑通らぬこともあらん︒

十一207図國

ればこそ︑︿略﹀︑ここを射よと胸をたたくらん︒

十一203図國

て︑右の脇腹までぐざと射込む︒

わきばら

十一197図

うんか
し︑甲の袖を連ねて︑雲霞のごとく並びみたり︒

十一1710図武者三千鯨人︑かぶとの星をかがやか 八189 北支那から︑北滞洲の雪の夜の家々にも行

り着て︑大手をひろげて船の屋形に立ち出で︑

十

れに︑唐綾をどしの甲着て︑

からあや

十㎜6図

をはき︑連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

十価6図

めて︑馬の毛も甲の色もさだかならず︒

四222 めいめい左へ よって︑すれすれに通り 十996図 夜はすでに明け行けど︑川霧深く立ちこ

四232 私がわきへよって席をあけると︑
四557 をんどりは︑︿略V︑急にひきかへして︑

鏡の方へよって來ました︒
四丁3圏白いはまべの 松原に︑ 波がよったり︑
かへったり︒

四佃8 漁夫は︑そばへよってよく見ます︒
四悩3圏 白いはまべの 松原に︑ 波がよったり︑
かへったり︒

寄って來た︒

あし間の舟

六969 どやどやと︑みんなが︑ぼくのところへ

おんくし

八709圃 ひたひたひたと︑川の波︑
に寄って來る︒

寄りぬ︒

九91図七日ののち︑后の御櫛ただよひて海べに

くを立てたやうなかつかうになってゐます︒

九896 北より少し西へ寄った方に︑︿略﹀ひしゃ

887
よろこびいさむ一よろこぶ

六964
た︒

ヨロコブ

よろこぶ

親子は︑うばといつしょに︑喜び勇んで木
﹇喜﹈︵四五︶42

二人は喜んで︑﹁︿略﹀︒﹂といひながら︑て

いました︒

だらう︒

六839園

いやいや︑兵隊さんは︑きっと喜ばれる

へん喜んで︑ぜひ参りたいといってゐます︒

﹁ねえさん︒﹂と喜んで呼びました︒

鯛もよ

利根は︑なつかしさうに︑にほひをかぎ

いねいにおじぎをして︑掛けました︒

五746

五桝5国

いたい︑いたいと泣いてみた︑

ながら目の色をかへて喜びます︒

五幽1圃

ヨロコ

よろこ・ぶ

曾へ録りました︒

八439

ン︾

﹁萬歳︒﹂と︑みんなが︑喜びの聲をあげ よろこびいさ・む ﹇喜勇﹈ ︵五︶ 1喜び勇む ︽一

んなであったでせ う ︒

八4010 これを聞いた萬壽のおどろきと喜びは︑ど

八梱9 春の來ることは︑子どもたちには︑大きな

︽ーバ・tビ・ーフ・ーブ・ーン︾与およ

六165團お手紙のことを姉に申しましたら︑たい

六94

ろこびおめでたい︒

シロモ︑ヨロコンデツイテイキマス︒

喜ぶ

オヂイサンバ︑タイソウヨロコビマシタ︒

オヂイサントオバアサンバ︑タイソウヨ

きっと︑雪合戦をするのだらうといって︑

六856国私は︑とびあがって喜びました︒
六903

オヂイサンバ円円コビマシタ︒

七266

園です︒

徳論は︑涙を流して喜びました︒

ここは︑みなさんに喜ばれる上野の動物

みんなは喜んだ︒

二355言口︑﹁︿略﹀︒﹂トイッテ︑ヨロコビマシ

六㎜4囹
一一907

ドンナニヨロコブコトデセウ︒

二793國

タ︒

コノシャシンヲニイサンが見タラ︑

ロコンデ︑モモタラウヲムカヘマシタ︒

一876

ロコビマシタ︒

ろこぶ

一284

喜びの歌を歌ふ︒

歌ふがごとく︑

澤フ

一672

オヂイサンモオバアサンモ︑タイソウヨ

喜びです︒

十639 機内に︑どっと喜びの聲があがる︒

一737

よろこびを

せせらぎ

九別2 僧は︑この家畜の一頭一頭に祈りをささげ︑

十893囹 今開城に當って閣下と會堕することは︑
由号びにたへません ︒

音もまさりて︑

十一687図團 行く水は少しにごれど︑
の
國民の素朴な喜びがみなぎってゐます︒

十一麗8 その大きな︑力強い調子に︑古代のわが
十一槻9 私たちは︑この歌を口ずさんで︑更に新
しい喜びを感じるのであります︒

つて來た︒

十一一486 いひ知れぬ喜びが︑かれの胸にわきあが

おちいさんは喜んで︑その子を手のひ

﹁︿略﹀︒﹂と︑先生がいはれたので︑みん

陸には大降義経を始め︑源氏の軍勢︑馬
八802

マライ人・支那人・インド人たちは︑勇ま

みんなは喜んで︑急に元氣を出した︒

九6710図 一豊︑大きにおどろきて︑﹁︿略﹀︒﹂と喜

は︑喜んでいつまでもその話に耳を傾けます︒

九447 眞心を正しいことばで話せば︑聞く人たち

んで返事をしたり︑︿略﹀たりしてくれます︒

九399 話しかけると︑話しかけられた人たちも喜

しい日本の兵隊さんを喜んで迎へました︒

九27一

のくらをたたきて喜びたり︒

八743図

なは聲を出して喜んだ︒

八464

三251 次郎さんも三郎さんもよろこんで︑めい 八127園 ちらりと燕の姿を見た人は︑きっと
﹁︿略﹀︒﹂といって喜びます︒
めいのささ舟を持って︑小川の岸に並びまし
た︒

四333

のにもまして︑大きな喜びであった︒

十二487 病人が良藥を得︑渇者が煮冷な水を得た

十二513園前半分を聞いてさへ︑私は喜びにたへ

らに

す︒

四661 一郎さんは喜んで︑青い
切って︑ 切手をこしらへました︒

しました︒

兵たいさんたちは︑たいそう喜んでくださ

四921團
した︒

四欄7

次郎は喜んで︑﹁ばんざい︒﹂といひま

四875喜んで大國主のみことに︑﹁︿略﹀︒﹂と申

紙を小さく

四525寒ければ寒いほど︑子どもたちは喜びま

のせて︑うちへかへりました︒

ないが︑どうかく略﹀︑私に悟りを開かせてくれ︒

十二557 心は喜びでいっぱいになった︒

十二559 この喜びをあまねく世に分って︑人間を
救はなければならないと︑かれは思った︒

十二側5 大自然は︑今︑春の喜びと活動に︑よみ
がへらうとしてるるのだ︒

十二衛3 皇國のよろこびに︑國を墾げて萬歳を唱
へるのも︑

十二圏2 全身が勝利の喜びで震へるのを︑どうと
もすることができない︒

よろし一よわる

888

び︑またうらむ︒

九872 その勇ましいやうすを思ひ浮かべると︑ぼ
くは北斗のために喜んでやりたいのです︒

よろしい︒

よろしい︒

十二533囹
よろしうござる︒

十閥2園
十二831園

七848團

ください︒

六886團

がら︑奥の間へ行かうとしました︒
ようん
﹇輿論﹈︵名︶1 輿論
ようん

ようん

荻生祖彼のいふところは違ってみた︒

をぎふ そらい

十二602かうした天下の輿論に封して︑ただ一人

た︒

九㎜6 ぼくは︑自分の弱い心持が恥つかしくなつ

てるたお日様が︑目をさまして︑

四三2 今までは︑うとうと眠って︑弱い光を出し

どうぞ︑おかあさんによろしくおっ よわ・い ﹇弱﹈︵形︶2 弱い ︽ーイ︾

みなさんによろしく︒

みなさんに︑よろしくお禮を申しあげて

しゃつてください︒

六174團

九971 この調子なら︑わけもなく遠泳ができさう よろしく ﹇宜﹈︵副︶6 よろしく
だと︑ぼくは喜んだ︒

九品7園 愛機のプロペラにだきついて喜ぶ人さへ
﹁いかにも山中鹿介幸盛である︒﹂狼介は

あります︒

九伽8
ろうじゃ う

喜んでをどりあがった︒

ヨロコ

ヨ

︽一

といふよりは︑父がよろしく申しました︒

萬代

では︑おとうさんとおかあさんに︑よ

﹇万代﹈︵名︶2

山上憶良の作である︒

やまのうへのおくら

をのこやも空しかるべき萬代に語り
男と生まれた以上︑萬代に傳ふべき名も
︵五︶3

よろめく

︽ーカ・ーキ︾

つづく二人も︑それにつれてよろめきまし
よろめきながら︑やうやくのびあがって︑

かう思った私は︑もう船の動揺にもよろめ
︵副︶1

よろよろ

︵サ変︶1

よろよろする

たけるは︑︿略V︑酒によってよろよろしな

︽ーシ︾

鹿茸は︑︿略﹀︑片足が洲の端にすべり込ん

七159

よろよろ・する

で︑思はずよろよろとする︒

九伽9

よろよろ

かない足取りで︑病室へ向かってゐました︒

十型1

衣紋掛から白衣を取りはっすと︑

十柵7

たが︑二人は︑ぐっとふみこたへました︒

凸起7

よろめ・く

立てないで︑どうして空しく死なれようか︒

十二446

つぐべき名は立てずして

十二443図書

よろずよ

ろしくお傳へください︒

十︻㎜5團

︿略V︒といふのが

十一296

いました︒︿略﹀︒といふよりは

弱き弓を取られて︑これが義纒の弓な

﹇弱虫﹈︵名︶1

弱虫

よわりき・る

弱りきったこの小さな傳令使は︑その夜︑

﹇弱切﹈︵五︶1 弱りきる ︽ーッ︾

並んで泳いでみた小島くんも︑だんだん弱

﹁このくらみのことで弱るものか︒﹂と︑

新しい勇氣をふるって立ちあがった︒

十781囹

つて來たやうだ︒

九993

だので︑賊はすっかり弱った︒

七615 方々で︑官軍が︑ひやうらうの道をふさい

何べんも除きます︒

弱ってしまひますから︑いろくな藥で︑害虫を

六266 そのままにしておけば︑みかんの木は︑

弱ってみるではありませんか︒

五361 あんなに元三のよかったかひこが︑みんな

よわ・る ﹇弱﹈︵五︶6 弱る ︽ーッ・ーリ・ール︾

どこで休んだことであらう︒

八676

はりっぱな親蝉です︒

七892色はまだ青白くて︑弱々しさうですが︑形

よわよわし・い ﹇弱弱﹈︵形︶1 弱々しい ︽1︾

七929園 弱虫︑早くとびたまへ︒

よわむし

りと︑あざけらるるは︑源氏一門の恥ならずや︒

八767図園

十876 長い間篭城してみた將士たちに︑このお 十一291 だから︑おとうさんがよろしくおつしや よわ・し ﹇弱﹈︵形︶1 弱し ︽ーキ︾
くり物がどれほど喜ばれたことか︒

十934園祖國のために働くことができて︑︿略﹀︑
あの子どもたちも︑さぞ喜んで地下に眠ってみる
ことでせう︒

十備1 隆景は喜んで︑それぞれ刀を與へた︒

十柵9 宗治がたつねて行くと︑治嘉は喜んで迎へ
ながら︑かういった︒

十一99囹 二月直りも雨が降らなかったから︑こ
チン

の雨で︑農家はさぞ喜ぶことでせう︒
コタ

十一578図幽 朕ハ汝等ノ忠烈二君リ︑祖宗ノ神露
ニ封フルヲ得ルヲ愕フ︒

よろしい

よろし ﹇宜﹈︵形︶1 よろし ︽ーシ︾εはっしゃ

ヨロシイ

﹁登 射 用 意 よ ろ し ︒ ﹂

﹇宜﹈︵形︶7

よういよろし
十二川6囹

よろし・い
イ・ーウ︾

ヨロシイ︒
二812園
三㎜9園 まあ︑よろしいではございませんか︒
五備4園 見つかって︑ほんたうによろしうござい
ました︒

八814園ようし︑ ここからすべりだい者は︑すべ
ってよろしい0
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よんキローらしい

雷雨

ライオン

來年

午後になって︑わが艦隊に敵機來襲︒

﹇来年﹈︵名︶1

︵サ変︶

1

禮拝する

︽一

す
今年ある家の軒下で巣を作った燕が︑青年

﹇礼拝﹈

尊者︑多くの天人たちが現れて︑修行者
﹇雷爆撃﹈︵名︶2

雷爆撃

沈没したこの小さな母艦は︑敵五十機の
荒鷲部隊は︑決死母艦を離れ︑︿略V︑敵
雷鳴

ゴムの木の根へ︑耳をつんざくやうな雷

﹇雷鳴﹈︵名︶1

呂うららか・おおらか・きよらか・たからか・
﹇楽﹈︵形状︶4

十一烈7

らく

この廣い湾は︑ラバウルの生命で︑一萬

西洋人の残して行った家は床が高く︑そ

トン級の船が百五十隻ぐらゐはらくにはいれる︒

十一㎜5

だ︒

五襯3園 これで︑すっかりらくになりました︒
島の端をまはってしまへば︑あとはらく
九981園

らく

なだらか・なめらか・やすらか・やわらか

らか

鳴とともに︑幅廣い稻妻が鋭く切り込む時など︑

十一圏1一

らいめい

航空母艦めがけて雷爆撃に向かってみた︒

十二別12

雷爆撃を相手に︑敢然と戦ひぬき︑

十二㎜4

らいばくげき

の足もとにひれ伏しながら︑心から禮舜した︒

十二578

シ︾

らいはい・する

また︑同じ巣へもどって重るといふのです︒

八111

らいねん

十二圏4

十908囹 しかし︑日本軍の二十八サンチの砲揮に らいしゅう ﹇来襲﹈︵名︶1 來襲
は︑弱りました︒

十834 會見所は︑旅順から北西四キロばかりの地

よんキロ ︵名︶3 四キロ

﹁あと四キロだ︒﹂と先頭で叫ぶ︒

鮎︑水師螢の一民屋である︒
十一8610園

と坑内深くはいって行く︒

十二94 電燈看板に迎へられて︑三キロ︑四キロ

ら

ら δあべのむねとうら・おおいしくらのすけら・お

んら・それら・なんじら・ぼくら・まさときら・む

のれら・かしんら・かれら・きみら・これら︒じぶ

﹇雷雨﹈︵名︶1

ねはるら・わらべら・われら
らいう

十一771 朝顔雲とか︑かなとこ雲とかいって︑雷
︵名︶一

雨を起したり︑時にひようを降らしたりします︒
ライオン
坐客

六儒2 ライオンが︑大きな聲を出しました︒
﹇来客﹈︵名︶1

十一柳10 二人は︑不意の來客に︑さも驚いたらし

らいきゃく

いやうすである︒

らいげきき ﹇雷撃機﹈︵名︶1 雷撃機

﹇落日﹈︵名︶2

落日

の下を立つたままでらくに通行することができる︒
熱帯の海の落日は︑すばらしい︒

らくじつ

十二㎜9

赤道といふ文字は︑︿略﹀落日の美観を

現れた︒

十655 と︑この時︑わが雷撃機の第一隊が敢然と
らいげききたい ﹇雷撃機隊﹈︵名︶2 雷撃機隊

十二脳5
らしい

︵助動︶27

らしい

︽ラシイ・ラシク︾

いひ表すに︑最もふさはしい文字かも知れない︒

十657 雷撃機隊は︑たちまち二隊に分れた︒
撃にかかる︒

十6710 第二・第三の雷撃機隊が︑次々に現れて攻

うちへかへって︑えんがはに腰を掛けてゐ

ると︑川で︑だれか遊んでみるらしい︒

五814

六707園 だいぶ大きいらしいそ︒
てるます︒

六価9 風が吹いてみるらしく︑さくらの枝がゆれ

七6810 急に思ひついたらしく︑手をうつて︑正男

大川をめぐらした眺めは︑いかにも大阪ら

﹁さうだ︑さうだ︒かうすればいいんだ︒

八919

しいけしきです︒

光がさして來ます︒

八梱2 三月の聲を聞くと︑満洲でも︑春らしい日

九842 二歳ごまになって︑北斗もめっきり馬らし

くなりました︒

九価4 八月もなかばを越せば︑どこかに秋らしい

ものが見えてもよささうなものである︒
わ せ

二尉8 何よりも︑たんぼに早稻の穂が出そろって

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒

ことばも通じないらしい︒

九川7 窓を開くことができないので︑ぼくのこの

潜水艦の報告した地平まで來たには來たが︑

九㎜3 ﹁かささぎ﹂といふ日本語がわからないら
しい︒

どこにも敵艦らしいものは見えない︒

十626

十一308 ﹁行く﹂﹁來る﹂を﹁いらっしゃる﹂と

いふなども︑女らしいことばである︒

十一385 顔はふっくらとしてみるが︑目もとはさ

お正月が來たから︑あなたも少しはお

もだるさうで︑病身らしく見える︒
う ば
それは︑この子の乳母であるらしい︒

十一407

十一443囹

今夜はなぎらしいが︑水温や潮の流れ

とならしくなったでせうね︒
はどうだい︒

十一998園

ラジオーらっぱ

890

十一佃1 二人は︑不意の騒客に︑さも驚いたらし
いやうすである︒

十︻佃6 われながら鯨りだしぬけだと思ったらし
く ︑ 口 ご も り な が ら ︑﹁︿略﹀︒﹂

十一椥3国 日本の少女らしい︑つつましやかな心
を育ててください︒
十﹇鋤7 このあたりがいちばんジャワらしい風習
の残ってみるところだといふことを思ふ︒

十547

おそれ多くも今日おくだしになった宣戦の

その後のやうすをラジオで聞いた︒

大詔が︑ラジオを通して奉讃された︒

十552
うちでも︑母は︑ラジオの前で戦況に聞き
ラジオを敵の陣地へ放送する宣傳班員は︑

入ってみた︒

十573
十一梱一
︹課名︺2

ラジオノコトバ

︿略﹀︑接聲器の鮎検をしてみた︒

ラジオのことば

ニ25

ラジオノコトバ⁝⁝⁝十六

や し
十一川7 だが︑想像してみたココ椰子の林も︑船

ニー61四ラジオノコトバ

四

着き場も︑家らしい家さへも見えない︒

ずりをした︒

最前線の決職場︑南半球の珊瑚海で聞く

﹇羅刹﹈︵名︶11

羅刹⑫しゅぎょうじゃと
あくま
ただ︑ふとそば近く︑恐しい悪魔の姿を
この羅刹の聲であったらうか︒
まさか︑この無知非道な羅刹のことば
相手は羅刹にもせよ︑悪魔にもせよ︑

修行者はかう考へて︑静かに羅刹に問ひ

ゑじき

の餌食にならうといふのである︒

たい
あの恐しい羅刹は︑たちまち端嚴な帝

繹天の姿となって︑修行者を空中にささげ︑さ

しやくてん

十二574

︹町名︺2

らくかさん

うしてうやうやしく地上に安置した︒

らっかさん

らくかさん

らくかさん⁝⁝⁝七

勇さんと正男さんが︑かみでらくかさん

﹇落下傘﹈︵名︶6 らくかさん

二

三23 二

三72
らっかさん

をこしらへました︒

三73

勇さんが︑らくかさんをたたんで︑いと

つける石を︑さがして

をくるくまいて︑それを空へ向かって力

三83

らくかさんに

いっぱいなげました︒

三97園

すると︑らくかさんはぱっと開いて︑ふ

みるのです︒

三104

ちゃうどその時︑南の方から風が吹い

はりふはりと落ちて來ました︒

三112

﹇落下傘部隊﹈︵名︶3

やあ︑らくかさんぶたいだ︒

らくかさ

らくかさんは︑草の中へしっかに落ち

て來て︑らくかさんが吹きあげられました︒

三127
ました︒

らっかさんぶたい

三122園

んぶたい らくかさん部隊

勇ましい日本のらくかさん部隊が︑スマ

﹇落下﹈ ︵サ変︶ 1 落下する ︽iス

かんばん
に落下すると思ふと︑︿略﹀甲板に命中する︒

十652 大型爆揮が︑レパルスに吸ひ込まれるやう

そのてっぺんから身を投じて︑今や羅刹 らっぱ ﹇嘲臥﹈ ︵名︶ 12 ラッパ ﹇▽きしょうらっ

羅刹は座に着いて︑おもむろに口を開い

ル︾

﹁︿略﹀︒﹂といふそばから︑さも食ひしらっか・する

トラの空から︑地上へおりて行くところです︒

六402囹

すると︑羅刹はとぼけたやうに︑ 六398園あっ︑らくかさん部隊だ︒
﹁︿略﹀︒﹂と答へた︒

十二515

かけた︒

十二509

佛のみことばとあれば聞かなければならない︒

十二507囹

とは思へない︒

十一一504園

十二501園

した羅刹のみるのに氣がついた︒

十二499

らせつ

らせつ

ラジオ放送ll大本螢登表である︒

十二拠10

十二5210 さも食ひしんばうらしく︑羅刹は舌なめ ラジオほうそう ︵名︶一 ラジオ放送

十二㎜6 なるほど︑遥か左前方の地平線上に︑ぽ
つつりと黒い船らしいものが見える︒

て護る︒

十二川2囹掃海艇らしいものが︑こっちへ突進し
十二矯11 それといつしょに︑もっと払い︑巡洋艦
か騙逐艦らしい推進器の音も混って過る︒

ラジオ

敵の警戒は嚴重らしい︒

︵名︶1一

十二篇12
ラジオ

一448 ラジオノピヤノガ︑キコエテキマシタ︒
ニー02 少シイクト︑トケイヤノ店カラ︑ラジオ
ガキコエテ來マシタ︒
ニー13園 ラジオガサウイヒマシ墨池︒

ニー62圃 日本ノラジオハ︑日本ノコトバヲハ
ナシマス︒

十二567

た︒

十二544

んばうらしく︑羅刹は舌なめずりをした︒

十二5210

五868 朝禮の時間に︑ラジオでも︑そのお話が 十二523 羅刹は首を振った︒
あった︒

五877 ラジオは︑一日中︑海のお話や︑音樂で︑
にぎやかであった︒

を聞いた︒

十526 この朝︑私は︑ラジオのいつもと違った聲

891
ラップラップーられる

一242 ホンダサンガ︑ラッパノエ ヲカキマシ

ぱ・しょうとうらっぱ
タ︒

四252 ﹁ブウブウ︒﹂と︑ラッパをならしました︒
﹁ポポー︒﹂と︑ラッパを鳴らしながら︑

川岸の道を走って行きました︒

五529

五907 用意のラッパが鳴りました︒
六303團 軍港を出て行く時︑港内にみる軍艦と︑
たがひにあいさつのラッパを吹きかはして︑
七㎜3

ラップラップ

わが南洋のトラックを北の最良の港とす

れば︑南の最良港はこのラバウルである︒

十一㎜9
ラバウルの町も︑その後にこの山脈を控

へ︑︿略﹀家々が山の中腹に並んでみる︒

十一川2

ラバウルは︑南洋の町としてはりっぱで

さざなみ かげろふ

わが駆逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せ
十一562図

わが艦隊のためにあるひは撃沈せられ︑

つひに捕らへらるるに至れり︒

られ︑つひに捕らへらるるに至れり︒

十一562図

十﹇565図

ほくわく

あるひは捕獲せられて︑

ほくわく

あるひは捕獲せられて︑

十一565図

司令長官にたまへる勅語の中に︑

船がラバウルの湾の入口にさしかかった

十一5710図

日常の御生活のいかに御倹素にわたらせ

夜來の雨に清められし玉砂利︑

ば︑

十二柵10閥国

敵は大勢なり︑かけへだてられては父

す

ま

直義の五十萬騎︑楠木が七百蝕騎に打

是非是非官軍さし向けられ︑御取り

心中御憐察あらせられ︑願ひの通り︑

家名のところ御憐懸あらせられ候は

家名のところ御鉛管あらせられ候はば︑

十二瑠9諸国

つぶしに相成り候はば︑

十二備5國国

ちなびけられて︑須磨の方へと引き返す︒

十一﹇916図

のために悪しかりなんと思ひて︑

十一6310図

に︑道にもあらぬ御計らひ︑

﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

十一615図圖合職の事は武士にこそ任せらるべき

あるが︑戸敷は五六百を敷へるに過ぎない︒

十一川5
十﹇躍2
時︑

時々この火山が爆登して︑火山灰をラバ

ウルの町へふりまく︒

十﹇η4

船はゆりあげられ︑ゆりさげられ︑

十77図

せらる︒

十94図

らくかさんが吹きあげられました︒

﹁︿略﹀︒﹂とたつねられて︑私は︑はっと

もう庭の朝顔のせわをしてゐられた︒

五鵬7 文子さんのうちで育てられた︑勇ましい軍

五826

でも忘れられないで︑

五693団自分のかはいがつた馬のことは︑いつま

五678団手入れをしないではゐられない︒

しました︒

五369

あげられなかったのですが︑

四886国毎日雪が降ったり雨が降ったりして︑

四473 もう︑じっとしてゐられなくなりました︒

三113

昭憲皇太后かぎりなくめでさせたまひて︑ られる ︵助動︶娚 られる ︽ラレ・ラレル︾

十89図行幸ありし時の玉座︑今もそのままに拝

られしか︒

十44図

九624図敵の矢にて右の目を射られぬ︒

八7210図

げられ︑扇は風にひらめきて︑

八7210図波高ければ︑船はゆりあげられ︑ゆりさ

登舷禮︑らる ︵助動︶24 らる ︽ラル・ラルル・ラレ︾

たちまち︑城内にラッパが鳴り響きました︒
とうげん

八281点すべての艦艇はうやうやしく︑
﹁爾舷直︑整列︒﹂のラッパが一きは高く

君が代のラッパ︒

九553
響き渡ると︑

九568 まもなく︑食事のラッパが響く︒
﹁君が代﹂のラッパが奏され︑︿略﹀乗員

一同は︑皆︑姿勢を正して軍艦旗に敬書する︒

九571

り︑太鼓をたたいたり︑ラッパを吹いたりする︒

たいこ

九加8 まつ僧の祈りに祭典が始まり︑火をたいた

︵名︶一

十圏10 花嫁行列のラッパの音が︑どこかで響く︒
ラップラップ

多年の苦心は︑つひに報いられたり︒

しばしば行啓あらせられたりとそ︒

十473図

陛下には︑︿略﹀︑武士の名讐を保持せ

汝がやうなる者は︑いつも重忠にこそ

各号の寄せ手︑どうと打ちすゑられ︑

投げあげられて立ちあがり︑
なだれを打って人馬落ち重なる︒

十一222図

十餌5図

助けられんずれ︒

十三3図書

の額を射られ︑馬はねあがれば︑

温田4出向かふの岸より敵の放つ矢に︑畠山︑馬

しむることを望ませらる︒

てるるばかりで︑いつもはだか︑はだしで暮して

十一㎜1 腰にラップラップといふ短い腰巻を着け

ラバ

十857里国

︹地名︺一

みる︒

ラバ

十一脳図ラハ
十一川図 ラバウル

ラバウル ︹地名︺8 ラバウル与しんラバウル
十一㎜2 島の北の端に︿略﹀結い湾があって︑そ
の湾の奥に︑ラバウルといふりつぽな町がある︒

十﹇㎜3この廣い湾は︑ラバウルの生命で︑一萬
トン級の船が百五十隻ぐらゐはらくにはいれる︒

られる一られる
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犬です︒

教 へ ら れ る と ︑ ﹁ おあづけ︒﹂でも︑

五欄3 利根はかしこい犬でしたから︑文子さんに
五榊6団 あなたが︑かはいがってゐられたのと同
じ氣持で︑私も︑

であらう︒

六58園 わがみこたちも︑なんぎをしてゐられる
六98 稻を刈ってゐられたおとうさんと︑おかあ
さんは︑

日本人は國語を使ふものだと︑學校で教へ

られてから︑徳坤は︑

七258

私は︑おかあさんにつれられて︑夕方から︑

私たち女子の組も︑先生につれられて︑大

湯茶接待所へ手傳ひに來たのでした︒

八568

代りあって見まひに來られました︒

八592

七265

もうひたひたと︑水がたたへられてるます︒

八666

すみみったう

八833

八792

八784

はげしい制動を掛けられると︑もうもうと

先生たちは︑もう目の前へ來られた︒

﹁︿略﹀︒﹂と大きな聲を掛けられる︒

石井先生が︑みんなのあとから來られた︒

八棚10

ろ

高い温度で志せられます︒

かうしてきたへられた鐵の柱は︑

固い砲身に穴があけられて行きます︒

をまるくけづられて行きます︒

八㎜6 鐵の柱は︑今度は機械に掛けられて︑外側

八㎜6

八987

度で証せられます︒

八987 せいの高い大きな燈へ入れられて︑高い温

う︒

八968 どういふふうにして︑こしらへられるでせ

くては見られないけしきです︒

八955 何千といふ船が通ってみるのは︑大阪でな

りさせられます︒

八932 すばらしく大きな石には︑だれでもびつく

られます︒

八903 この川や堀を傳はつて︑大阪の町々にあげ

雪煙が立つ︒

八833

キi場へ行った︒

野田先生と石井先生につれられて︑山のス

い射撃を受けた︒

すると︑今度は敵軍に見つけられて︑一せ

演習の舞観に出かけました︒

七389

しやくを持って︑木のくつをはいてゐられ

八774

ました︒

七411

山田先生が號令を掛けられると︑校長先生

七413
が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒

いちご・バナナなどを︑それぞれ三方にの

みなさんのおとうさんや︑おかあさんも︑

三千人の番兵を置いて︑城兵が汲みに來ら
めいめいの部屋で整列して︑週番士官殿
集って來た人々の働きによって︑消しとめ
青々と植ゑつけられた夏の宝田を︑思ひ浮
なし

おいしい梨や水蜜桃などが︑畠でだいじに
はだ身はなさず持ってるた刀を︑見つけら

自分ながら見とれてみると︑先生が來られ
て︑重心のところを指にのせて︑

八511

れてるます︒

の封職車砲は︑

八鵬8 ゴムの車輪の上にとりつけられた︑小がた

力強い手で︑だんだん組み立てられて行きます︒

八408囹石のらうがあって︑唐糸様が押し込めら 八鵬4 作られたものは︑最後に︑職工さんたちの

れてしまひました︒

八385

育てられた木に生るのと同じことです︒

八146

かべてるるでせう︒

八121

られた︒

七麗4

の來られるのを待ちます︒

七805団

れないやうにした︒

七584

ゐられるはずです︒

七528

にも武器がなかった︒

用瀬は︑逃げようにも逃げられず︑職はう

神様のお曲りになる意趣ひがとなへられま

せて供へられました︒

七422
七436

六134 稻かけの方へ運んでゐられます︒
六171国 めづらしい牛行列が見られるさうですね︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑おとうさんにほめられたの

七458

した︒

せつな手で︑荷作りされたみかんは︑

六292 かうして︑あたたかい心で育てられ︑しん
六293 みかんは︑汽車や汽船にのせられて︑
六296團 今度︑漕水艦の艦長を命ぜられた︒
しておくことがだいじだよ︒

六324国 いろくな音が︑聞きわけられるやうに
六378囹 名も︑昭南島とあらためられて︑

六674 しばらく見てゐられたおかあさんは︑おっ

六632 もう︑じっとしてゐられなくなった︒
しやった︒

六687 急いでしたくをして︑家を出られました︒
六717 をばさんが︑うちへ來てるられます︒
六842

六732 おとうさんが︑錦って來られました︒
で︑弟はとくいになりました︒
六帽5 大きな柱にくくりつけられました︒

六川7 さびしい本堂の柱にくくりつけられて︑
やまとたけるのみこ

じっとしてみる間に︑

七181園 日本武皇子と仰せられますやうに︒
しまひました︒

七227 かたはしから焼きたてられ︑焼き殺されて

893
られる一られる

八備7 いろくの魚のみるのが見られました︒
員は︑これから訓練に取りかかるのである︒
北斗は︑きっと軍馬に買ひあげられるに違

九943夏の夜空に銀の砂子を美しくまき散らして

ひありません︒

九8610

飛行機の整備をしてゐられるをぢさんに

つめたい海の水が氣持よく感じられる︒

ては︑

八悩6 長い間︑閉ぢ込められてみた人たちにとつ

九951

これらの計器が一目で見分けられるやう

厚い大きな手袋をはめてみては︑しめら

れません︒

九三8園

にならないと︑一人前ではないのです︒

丸写10園

じられるのです︒

九備10園自分のからだの一部分のやうにさへ︑感

來ていただきました︒

みるのが見られます︒

九103 この御儀は︑天武天皇の御子に定められ︑
ぢ︑
とう
．第一回の大典は
持統天皇の御代に行はれた︒

九族5園

なく︑

九115 かうした檜は︑一朝一タに得られるもので
九1110 明治天皇は︑特にこのことに大御心をかけ
させられ︑そのおぼしめしによって︑
ことになった︒

九121 木曾め御料林中に︑神宮備林が定められる
へい
九163 祭場には︑中央と醒すみに︑五色の幣がか
うがうしく立てられてみる︒
かんむり

九163 大麻を振って祭場が清められ︑

いつのまにか狼介は切りたてられて︑しだ
しだいに水際に追ひつめられて行った︒

ありません︒

十402 この地球上に見られる異象現象は︑一つも

クワウソ

フ

十425 昔から月と文學が︑まったく離れられない
テンイウ

ものになってゐます︒

十558 ﹁天佑ヲ保有シ萬世一系ノ油平ヲ践メル

﹁︿略﹀︒﹂と仰せられてみる︒

大日本三型天皇﹂と仰せられる國がらの尊さ︒
十563

佐吉は︑もうじっとしてゐられなくなった︒

更に七年間の工夫が績けられ︑みごと佐吉

十771
十7910
十812

豊田佐吉の愛國的熱情が︑ほとばしってゐ

努力はつひに報いられた︒

の自動織機が完成された︒

十828

會見室に煮てられた部屋には︑大きな机を

るやうにさへ感じられる︒

命じられた津野田参謀は︑

用意し︑

十841
十859

胸には︑金鶏動章が掛けられてあった︒

閣下は︑︿略﹀︑平語でいらっしゃる︒そ

きんしくんしやう

十886

れどころか︑かへって満足してゐられる︒

十938園

十瑠6 もぐらのやうに進む皇軍の鐵かぶとの列が

十柵9

五兵衛の目は︑たちまちそこに吸ひつけら

非常に大きなものだといふことが考へられ

一刻もぐつぐつしてはみられない︒

軍醤殿は︑すぐ來られましたが︑患者はも

じっとしてはみられないと思った︒

更に秀吉から︑︿略﹀︑みかたになってくれ

ちみき

黄色や︑紅白の糸たばがくりひろげられて︑

十塑7 門の戸びらに︑眞赤な紙にめでたい文字を

しばらくは話がにぎやかに窪く︒

十錨11

けも︑ここにある︒

十㎜8 北支那に雲路村といふ地域が設けられたわ

モん

ないかとすすめられた時︑宗治が︑

十備6

十網10

う口をきく力もありません︒

十儒10

見られた︒

屋根型の鐵條網が︑嚴重に設けられてみる︒

日本では感じられないやうな︑痛い寒さが

遼陽の白塔が眺められた︒

れうやう

九踊3

おかあさんは︑一命を捨てて君恩に報い

式後︑神に供へられてるた馬や︑牛や︑ひ

泉のぞぱにまうけられたりする︒

いつみ

十215

よといってゐられるが︑

十1310園

つじなどは︑

九別5

九畑5

押し寄せて來る︒

九脚8

九伽2

いに水際に追ひつめられて行った︒

九伽1

う暑くなります︒

九176 幹は長く︑はるかに冠のやうな梢をいた 九柵5囹南洋の日光に照りつけられると︑いっそ
だいてみるのが見られる︒

九186 伐り倒された御神木は︑︿略﹀︑六十名の運
材夫によって木馬に乗せられ︑

九201国 もうこれで南洋の住民と見まちがへられ
母親から日本語を教へられ︑

る心配はなくなった︒
九2810

九345 この少女は︑その後︑皇軍のある隊の通繹
を命じられました︒

九399 かうして話しかけると︑話しかけられた人
たちも喜んで返事をしたり︑

九493 まぐろもさめも︑次から次へ行儀よく並べ
られる︒

九532 人の顔がやっと見分けられるやうになった

十219

れてしまった︒

十385

ころ︑時鐘番兵がことことと後甲板に來て︑
九544 つり床は正しく一定の場所に納められる︒

ます︒

九5610 艦尾の旗竿に軍艦旗があげられる︒

九575 軍艦旗を仰いで︑心の底まで清められた乗

られる一られる
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母宮殿下は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられ︑やさ

書いた春聯が張りつけられる︒
十一84
しく王を御覧になって︑

十一323 ていねいなことばつかひが重んじられて
みる︒

でふ
十一371 源氏物語五十四帖は︑︿略﹀︑世界にすぐ
れた文學としてほめたたへられてるます︒
十一381 西側はみすがあげられ︑

十一4710 髪を結って︑晴れ着を着せられたねえさ
んは︑まるでよその人のやうに見えます︒

す︒

十一737 何だか頭を押さへっけられさうになりま
十一783 つめたい空氣が︑吸ひつけられるやうに
室の中へしのびこむ︒

十一797 この水で口をすすぎ顔を洗ふと︑心の底
までが清められるやうな氣持がする︒

十一佃5国 日本の兵隊さんが︑こんなものやさし
い心を持ってるられるのかと︑ふと思ひました︒

十一㎜7團 かうしたやさしい情がこもってみるの
だと考へさせられました︒

十一悩1 燈火を用ひることは堅く禁じられてみる
ので︑

十一個4 その他古代のいひ傳へが︑古事記に載せ

十︻欄7 かうした苦心はやがて報いられて︑
られて今日に傳はつてみる︒

十一川3 その種類の多いことだけでもびっくりさ
くわてう

せられる︒

十一脳7 花鳥を染め出したはなやかなものが︑い
っぽんに用ひられてるる︒

十一㎜10 赤道を越えて南半球へはいると︑だれし
も遠く來たものだと思はないではみられないが︑
十一筋10囹 とても︑なまではまつくてたべられや

ひろびうとひろがってみる草原が︑ふと

しないよ︒

十一筋7
南洋のどこの町にも見られるあの支那風

委畠のやうに感じられる︒

十一㎜2

中でもクチンのスコールは︑よそでは見

あのごつた返したやかましさは見られな

の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒
十一加11
い︒

十一圏5

﹁採鑛へ練進軍︒﹂と書いた電燈看板に

られないほど猛烈なものである︒
十一﹇94

同じやうな仕事を︑くり返しくり返し績

なまけようと思へば︑なまけられないこ

迎へられて︑︿略﹀坑内深くはいって行く︒

十一一133
とはない︒

十ニー62

けてやる︒たとへ日が照らうが︑風が吹かうが︑
石材は︑石積み車に載せられて︑

じりじりと績けられて行く︒
十ニー69

十二299園細工のうまい大工が︑必ず人にほめら
れるときまってはみない︒

ほめられないからといって︑手かげん
するのが果してよい大工だらうか︒

十二2910園

いったいおまへは︑だれに今のことば

で︑後世歌聖とたたへられた︒

十二5010園

ほとんどあらゆるほめことばが︑かれら

を教へられたのか︒

に浴びせられた︒

十二588

十一一6210 すると法親王は︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられた

お醤者もここにるられる︒

たつねられても︑聞多には答へる力がな

からだ中が︑なぐりつけられるやうに痛

法親王は左右の者に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せら

だけで︑やがて御退出になった︒
十二647
れた︒

十二682
む︒

十二702
かった︒

十二711園

十二786園立板に水を流すやうに︑ものをいひつ

そなたは何をわいわいわめいてゐられ

けられるお方ぢや︒

るぞ︒

十二794園

はり
十二脳5 組み立てられて行く梁にのぼって︑釘や

すべての材料は兵隊の肩へ載せられ︑

かすがひを打ち込む兵隊︒

十二鵬1

によしやう

やさしい女性の御心に︑直火が匙じら

十二麗9 いつれも途中官軍に押さへられて︑目的

れた︒

十二柑4

ない御身であらせられた︒

十二柵8 宮には︑この爾三年︑御涙の乾くひまも

ささへ感じられるのである︒

十二302岨道の修つた者が︑必ず人に用ひられる 十二研4 ひたすら任務を遂行する姿には︑神の尊
とはさまってみない︒

十二303園人に用ひられるためには︑
十二306園世の中に容れられないといふことは︑
何でもありません︒

十二307囹今の細れた世に容れられなければこそ︑
ほんたうに先生の大きいことがわかります︒
やまべのあかひと

十二備9圏

御用掛吉岡少將に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せら

御文の力であった︒

を達しない︒

やはりついて行かないではゐられない︒
ろ

十二347園

柿本人麻呂や︑山部赤人の作も︑また 十二佃6 情を述べて残るところあらせられぬ宮の
人麻呂は︑特に歌の道にすぐれてみたの

萬葉集によって傳へられてるる︒

かきのもとのひとま

十二425

十二434

895
らん一り

れ︑うやうやしく最玉垂をあそばされた︒

十二柵3圃御目には︑御感涙の光るのさへ拝せら
十価3図画

一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

十皿2図囹水の底には大綱あるらん︒

いかなる人にておはすらん︒

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒
十鵬8図圓

れた︒

十二柵4圃皇帝陛下は南方へ向かはせられ︑

はすらんか︒

父と兄と約束して︑敵御方に別れお

こころなく花の散るらん

十一榴3良習

は霜やふむらむ
昔の音やこもるらん︒

雨雲はきまった形がなく︑患いっぽいに

﹇乱雲﹈︵名︶1

齪雲

十二774図圏建長︑青畳古寺の
らんうん

﹇欄干﹈︵名︶1

らんかん

牛わか丸は︑ひらりとらんかんの上へ
ラングーン

が︑ふと︑ガリレオの心をとらへました︒

八価9 つるしたランプは︑静かに左右へ動いてゐ
ます︒

八鵬2 ガリレオがふしぎに思ったのは︑そのラン

ランプが一回動くのに︑脈が二つ打つと︑

プの動き方でした︒

八柵9

ランプの動きがしだいに小さくなって︑の

次の動きにも︑脈は二つ打ちます︒

ちにはかすかにゆれるだけですが︑

八研一

十317 オンドル部屋の中では︑薄暗いランプの火

が︑心細くゆれてみる︒

端につけた目じるしのランプも︑光がぼんやりと

十一㎜3 濃霧がもうもうと立ちこめて︑網の綱の
見える︒

らんばう

かつて陽虎といふ者が︑この地でらんば

﹇乱暴﹈︵名︶1
やうこ

十二264

らんぼう

うを働いた︒
らんばう
﹇蘭方医﹈︵名︶1 蘭方醤
らんばう

らんばう者

十二723 かれは︑蘭方讐であった︒

らんぼうい

らんぼうもの ﹇乱暴者﹈︵名︶1

もかぎらないからである︒

十脚6 いつ心得違ひのらんばう者が︑現れないと
いとし子よ︑ラングーンは落ちたり︒

︹地名︺4

ランプ

ちやうど今︑番人が︑ランプに火をつけた

︵名︶8

天井からつるしてある︑この大きなランプ

り

り

利を得ること夜討にしくこと候はず︒

﹇利﹈︵名︶2

十﹇弱9図圖

利

と咲きにほふ山櫻の花は︑

十一悩5 さしのぼる朝日の光に輝いて︑らんまん

十153落魚

きょだん

昭和十六年十二月︑ラングーン第一回 らんまん ﹇燗漫﹈︵形状︶1 らんまん
の爆撃に︑

十161図團

ラングーン

とびあがりました︒

三224

らんかん

薄黒くおほふもので︑乱雲と呼ばれてゐます︒

十一753

山門高き松風に︑

十二69図圏大宮の火桶のもとも寒き夜に御軍人

ひをけ

ひさかたの光のどけき春の日にしつ

十一6410図圏

︿略﹀︑ここを射よと胸をたたくらん︒

十一206聖哲甲の下に腹巻を重ねて着たればこそ︑

﹁︿略﹀︒﹂と︑陛下は仰せられた︒

十二佃1圏圓 吉岡︑今夜︑おまへはねられるか︒
十二佃7圏

十二俄4 横倒しになったマストに掲げられたギリ
シヤの國旗が︑

もう︑じっとしてはみられない︒

みた艦長は︑

十一一伽7 吸ひつけられるやうに仰望鏡をのぞいて
十一一搦7

十二観1 のんきな主人に置き忘れられ︑雪にうま
つて冬を越した人形が︑

十二㎜12 よく船火事と見まちがへられるほど︑ぼ
うつと赤く︑大きくもえあがって︑

十二㎜5 目の前には︑敷知れぬ細引きが掛け並べ

十二㎜7園 すばらしい日の入りが見られますよ︒
られてるる︒

十二川1 もう太陽は没して残光は見られなかった︒
十一一川8 海員や船客たちは︑どんなにか慰められ
たことであらう︒

十二購5 漕望鏡を出したまま進んでも︑敵から見
られるはずはない︒

十二別8 逃げようとどうあせっても︑逃げられる

八価3

ばかりのところでした︒

八価1

ランプ

ぼやと思ふ今日の御旗ぞ︒

ものではない︒
十167図圃 更にラングーンの上空に現れ︑巨弾を
いっしゆん
らん
らん ﹇蘭﹈︵名︶1 蘭
投じたる一瞬︑
らん
十一9010 小さなすみれや︑蘭もところどころに咲 十189図圏 ラングーンに花と散りにし汝に︑見せ
いてるる︒

しんれい

十69図 今とこしへに神霞としづまりまして︑御

らん︵助動︶9らん︽ラム・ラン︾
みつから世を守り︑國をしづめ︑民草をもみそな
はすらん︒

十一618図圓 ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ
たらんには︑戦ふともいかで利あらんや︒
﹇理﹈︵名︶1

理

り ﹇里﹈5せんり・ばんり
り

十二脳6 義を立て︑理を壷くし︑情を述べて仕る
ところあらせられぬ宮の御文の力であった︒

來る弾に

り︵助動︶40リり︽ラク・リ・ル︾δいえらく
八299図その間わっかに三町ばかりとなれり︒
平家の人馬にてうづまれり︒
八315図
身ぶるひして立ちあがれり︒
八332図
八713図
平家は海に船を浮かべて︑相国せり︒
八771図 ｪ﹀︒﹂と︑皆感じあへり︒
今はとボートに 移れる中佐︑ 飛び
八882図圃

幸多く︒

たちま ち 失 せ て ︑

九55図圏島なれば嘗めぐらせり︑山の気海
九82図尊に從ひたまへる后︑弟橘媛︑

君と親とに

九88図 きぬだたみ八重を波の上に敷きて︑その
上におりたまへり ︒

九244図圏 ただ身にもてる寸心を︑
つくすまで︒

九366図圏 あふぎ見るマストの上をゆるやかに流
﹁︿略V︒﹂と心のうちに思へり︒

るる雲は白く光れり
九584図
ぜんに

九587図面 かの人は︑かくかくとのたまへり︒
九641図 松下輝尼といへり︒

十67図神かけて祈らせたまへるを︑今とこしへ

九6810図 やがて馬そろへの日とはなれり︒
しんれい

りくわし

に神葬としづまりまして︑

十166園圃 陸鷲は︑その十六機をほふれり︒
待てり︒

十437図

日は︑やや西に傾けり︒
今しも朝日︑はなやかにさし出でて︑か

つひに︑柿右衛門風と呼ばるる︑精巧な

ま場を照らせり︒

十469︹図

十479図

クワウ

ソ

フ

含蓄陸海軍は︑︿略﹀︑米蔵軍と職闘状態

る陶器を製作するにいたれり︒

十529園
に入れり︒

しばし祈念をこらしつつ︑みつからは

へい
岩を切って︑堀とし︑石をたたんで塀

午後二時四十五分︑勝敗すでに定まれ

れつ

その他の諸艦も多く相ついで沈没せり︒
午前十時十五分まったく敵を包涌せり︒

敵艦隊は四分五裂のありさまとなれり︒
敵將ネボカトフ少將︑︿略﹀︑その部下
ロジェストウェンスキー中院は︑︿略﹀︑

とともに降服せり︒

十一563図

十﹁槻3図圃御民われ生けるしるしあり天地の榮

へる勅語の中に︑﹁︿略﹀︒﹂と仰せられたり︒

ゆる時にあへらく思へば

その子︑まことに獅子の氣性あれば︑

ゆる時にあへらく思へば

十一槻3養魚御民われ生けるしるしあり天地の榮

十二891図幽

正行︑敵より送り看たれる父の首を見

はね返りて死せずといへり︒

て︑悲しみにたへず︑

十二942図

﹇陸﹈︵名︶10

たいと思ひました︒

陸

四806 白兎が︑島から向かふの陸へ行ってみ

一足で陸へあがらうといふ時︑

四826囹向かふの陸まで並んでみたまへ︒

もう

白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒

四836

屋島の合戦に︑源氏は陸に陣を取り︑平

かうして︑陸へあがったたくさんの子蛙は︑

八712図

五254

家は海に船を浮かべて︑相野せり︒

をとりつけ︑一人の官女︑その下に立ちて︑陸に

八715図見れば︑へさきに長き竿を立て︑赤き扇

陸には大將義纒を始め︑源氏の軍勢︑馬

向かひてさしまねく︒

八742図

されども義纒は︑太刀にて熊手を防ぎ防

のくらをたたきて喜びたり︒

八762図

海水が︑絶壁のやうに目の前にせまったと

ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にのぼる︒

十257

陸海軍←ていこ

わが陸の精鋭は︑ジャワのバリ島を奇襲

思ふと︑︿略﹀︑陸にぶつかった︒

﹇陸海軍﹈︵名︶2

し︑その上陸に成功した︒

十二悩5

りくかいぐん

シンガポールも︑わが陸海軍の勇ましい

兵隊さんたちによって︑攻め落されてしまひまし

六374園

十一577図勝報上聞に達するや︑司令長官にたま くりくかいぐん

つひに捕らへらるるに至れり︒

りく

十557手立世一系ノ皇詐ヲ践メル大日本帝國天りきゅう 5あかさかりきゅう
皇

十一172図
とせり︒

十一2310図

ける黄金作りの太刀を抜きて︑

本色における海軍のほとんど全勢力を

十一244図敷千の兵船も︑︿略﹀︑遠く沖の方にた
だよへり︒

十一517図

わが旗艦三笠は︑︿略﹀︑信號旗を以て

みかさ

學げて編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑
十一531図

三笠に乗れる東郷司令長官は︑

令を各艦にくだせり︒

54

0

「〈

十182図魍汝は︑母の心に生きて︑今日の入城を

53

43
図図

96108
図図図図

十十

闊鼈

十十十十
一一一一
55 55 54 54

り一りくかいぐん

896

897
りくぐん一りっぱ

た︒

る

﹇陸軍﹈︵名︶4

陸軍

農耕をしてみる︒

のうかう

の色が︑

十一㎜10
くだもの

今目の前に現れて來た陸地の姿や︑木々

十52図我か陸海軍今曉遂に英米軍と戦圖状態に入 りくち ﹇陸地﹈︵名︶3 陸地
りくぐん
わが陸軍のしるしの軍旗︒

ひをふくんだそよ風が流れて篭る︒

六766圏天皇陛下の みてつから︑ お授けくだ 十一筋2 陸地の方から︑果物の香盤のやうなにほ
さる尊い軍旗︑

心にきざん 十一拠10 陸ダイヤ族は︑︿略﹀︑海ダイヤ族に追は
のうかう
れて陸地深く逃げ込み︑農耕をしてみる︒
りくわし

わが陸軍のいのちの軍旗︒

六774囮天皇陛下の おことばを︑
でみ國を守る︑

わが陸軍のひかりの軍旗︒

りくわし

スピットファイヤー二十敷機と︑空中

﹇利口﹈︵形状︶5

りかう

りこう

りかうな利根は︑戦場で︑︿略﹀︑何をさせ

私は︑くものりかうなのに︑すっかり感心

九8010囹

しんせつにしてやれば︑馬ほどすなほで︑

してしまひました︒

七竃7

てもすばらしいはたらきをしました︒

五価3

りこう

戦はなばなしく︑陸鷲は︑その十六機をほふれり︒

十166図魍

六781圃天皇陛下の 御前に︑ 死ぬるかくごで りくわし ﹇陸鷲﹈︵名︶1 十二
敵地に進む︑

六786圏 天皇陛下の みいくさに︑ いつでも
勝っててがらをたてる︑ わが陸軍のほまれの軍
旗︒

りくぐんしかんがっこうよか ﹇陸軍士官学校予科﹈
︵名︶1 陸軍士官學校豫科

十一88 陸軍士官學校画面を御卒業になった王は︑
士官候補生としてく略V演習をなさってみた︒

九853

紫式部は︑子どもの時から非常にりこう

北斗は︑ほんたうにりこうで︑すなほです︒

りこうなものはめったにないそ︒

陸軍砲兵大尉

りくぐんほうへいたいい ﹇陸軍砲兵大尉﹈︵名︶1

十一351

りす

少女は︑たくみに日本語・英語・︿略﹀を

﹇栗鼠﹈︵名︶1

理想
りつぼ

ふじの山︒

りっぱ

孔子の理想とする﹁仁﹂についても︑

﹇理想﹈︵名︶1

﹇立派﹈︵形状︶55

すがたのりっぱな

一寸ぼふしは︑都へ行って︑りっぱなさ
さうして︑だれにもまけない︑りっぱな
さむらひになりました︒

三556

むらひにならうと考へました︒

三513

二851圏

りっぱ

十一一315

りそう

使ひわけながら︑りすのやうに活動しました︒

九349

りす

でした︒

十一104 陸軍砲兵大尉の御軍装で︑王は︑母宮殿
下の御前に不動の姿勢でお立ちになった︒
陸軍幼年下校

りくぐんようねんがっこう ﹇陸軍幼年学校﹈︵名︶1

十一73 陸軍幼年學校の制服をお召しになった北
白川宮永久王は︑

りくせん 与かいぐんとくべつりくせんたい
りくダイヤ ︵名︶1 陸ダイヤ
二種族がある︒

十一別4 ダイヤ族には︑陸ダイヤと海ダイヤとの
りくダイヤぞく ︵名︶1 陸ダイヤ族
ので︑海ダイヤ族に追はれて陸地深く逃げ込み︑

十一脳9 陸ダイヤ族は︑これに反し性質が從順な

三811圏早く大きくなって︑りっぱな軍馬に

うらしまは︑あたりの美しさにおどろき

おなりなさい︒

三脳2

りっぱな

兵たいさんに

ながら︑りっぱないすにこしをかけます︒

四762 見ちがへるほど

金のとびが︑今︑軍人さんの胸にかがや

りっぱな兵たいさんだな︒

なってみたので︑私はびっくりしました︒

四774園

いて︑りっぱなてがらをあらはしてみるのです︒

四996圏

五306 尾をざいてごらんになると︑たいそうりっ

文子さんは︑もらった子犬も︑りっぱな軍

ぱな劒が出て來ました︒

犬にしてみたいと思ひました︒

五伽4

もう︑軍犬のすることは︑どの犬にも負

五備6国利根は︑たいそうりっぱな軍犬になりま
した︒

けないで︑りっぱにやりとげます︒

五玉2團

まあ︑りっぱな神様が︑水にうつってい

らっしゃる︒

五燭1園

五佃1園

小さい時から︑よく勉強しましたので︑の

りっぱな神檬が︒

しゃいます︒

五鵬9囹門の前の木に︑りっぱな神檬がいらっ

六984

川をさかのぼって行くと︑りっぱな橋が︑

ちには︑すぐれた︑りっぱな人になりました︒
六槻8

ひとつ︑りっぱな宮殿を建て︑たくさん

その後に︑りっぱな建物があらはれました︒

次から次へとかかってゐました︒
六街2

でも︑最後まで︑りつばに歌ひ通しました︒

の兵士に守らせて︑大いにいばってやらう︒

七146囹
七298

に立つた時のことを思ひ︑

七447 歌ひながら︑このあき地に︑講堂がりつば

りひ一りょうがわ

898

七841国毎日︑教練をしたり勉強したりして︑軍
人としてのりっぱな精神を養って行くのです︒

七892色はまだ青白くて︑弱々しさうですが︑形
はりつばな夕蝉です︒

は︑もうりつばな網ができてゐました︒

七鵬9 晩になって︑また行って見ますと︑そこに
八493 穴と穴とを結びつけて︑線を引いて行くと︑
いつのまにか︑りつばな設計圖ができる︒

八801 野田先生が杖でさされる方を見ると︑なる
しんさい

ほどりっぱなスキー場で︑ジャンプ憂も見える︒
八922 心齋橋筋には︑りっぱな商店が並び︑
ことなどを︑いつも聞かされてゐました︒

九292 日本には富士山といふりつばなお山がある

九296園富士山のやうにりつばです︒
九404 どんなりつばな手紙を書いてみても︑決し
て心持が通じ合ふやうなことはありません︒

九444 りつばな心持が正しいことばで書かれてあ
れば︑

九448 私たちは︑文字を正しくきれいに書き︑り
つばなことばで話すことを忘れてはなりません︒

十697囹

十697園

十356園
りつばな最期だ︒

ああ︑りつばだ︒

りつばな望遠鏡ですね︒

りゅう

天候悪留の兆といはれる雲で︑そばに黒

りゅう
﹇竜﹈︵名︶1 龍
りゆう

い雲が龍のやうに幸いてるる場合には︑

十一729

す︒

りゅうぐうへ︒

ここがりゅうぐうでございます︒

三鵬5囹あれが︑りゅうぐうのこ門でございま

三皇4園

ようと思ってまみりました︒

三皿2園今日は︑お禮にりゅうぐうへおつれし

この日︑佐吉の織機を操って︑りつばに布 りゅうぐう ﹇竜宮﹈︵名︶4 りゅうぐう

を織ってみせた人こそ︑佐吉の母であった︒

十794
閣下は︑實にりっぱな方です︒

どうぞりつばに最期をおかざりください︒

十939園
十欄2園

この長い長い交通路を︑りつばに整へ︑安

三鵬9園

りょう

﹇竜﹈︵名︶1 龍

﹇領﹈与にっぽんりょう

九88図龍

りょう

ああ︑この子が男であったら︑りつば りょう ﹇両﹈δいちりょう・じゅうりょう

いつれもりつばな文字で書かれてある︒

全に保つことができないうちは︑

たも

十㎜5
十劉9

十一354園

りつばな書棚に︑たくさんの人形や︑家

な學者になるであらうに︒
しょだな

十一446

や︑車が並べてある︒

ぼくが︑山をのぼりかけると︑爾足をしつ

﹁えいつ︒﹂といひながら︑思ひきって︑

ゆっくりと︑自然に爾腕で水を大きくかき︑

後に立つた今↓人の怪漢が︑いきなり聞

雨腕

ゆっくりと︑自然に雨腕で水を大きくかき︑

﹇両腕﹈︵名︶2

爾がはに店がつづいて︑いろくなも

とどきさうでした︒

四202 雨がはからさし出た木の枝が︑まどに

のを責ってゐました︒

三676

﹇両側﹈︵名︶11 爾がは 雨側

よく︑あの雨腕で石が割れるものだ︒

爾足で水をけって進む︒

九967

りょううで

多の爾足をつかんで︑前へのめらせた︒

十二669

雨足で水をけって進む︒

九967

雨足で皇をけりました︒

七933

かりとっかまへて︑引っぱる者がある︒

六947

あとで︑りつばにつくろはせてあげよ りょうあし ﹇両足﹈︵名︶4 爾足
その湾の奥に︑ラバウルといふりっぱな

十一453園
う︒

十一㎜2

ラバウルは︑南洋の町としてはりつばで

町がある︒

十一節5

まことによく國民の本分︑軍人としての

あるが︑戸敷は五六百を敷へるに過ぎない︒

りつばな魯兄悟を表した歌である︒

九4410 さうすることが︑︿略﹀國語を︑ますます 十二405
りつばにみがいて行くことになるのです︒

大和の國には︑たくさんの山々があるが︑
大和は︑ほんたうにりつばなよい國であ

﹇流﹈Oかんぶんりゅう

りょうがわ

かれらをりつばに國法に從はせるのが︑ 十ニー78
理非

綱吉は︑元來情に動かされない人ではな

﹇理非﹈︵名︶1

りゅう

いが︑しかし理非にも明かるい人であった︒

十二607

りひ

佛の大慈悲であると思って︑

十一一644園

る︒

十二4610

中でもりっぱに整った香具山に登って︑

九8510囹 おまへがよくめんだうを見てやったから︑ 十二465
北斗はりつばな二歳ごまになった︒
を乗せて堂々と歩くでせう︒

九8610 さうして︑りつばな乗馬になり︑軍人さん

九旧7園 どうかりっぱな武士になり︑家の名をあ
むすごは︑︿略﹀︑りつばな身分になり︑

げてくれ︒

九脳4園

かいたくしや

いよいよ故郷へ鶴ることになった︒
九川10囹 諸君をりつばな開拓者にしょうとして︑
よい試練を與へてくれた︒

899
りょうがん一りょうて

五97国 道の雨がはには︑千年もたったかと思は
れる大きな杉の木が︑立ち並んでゐました︒

六佃6 雨側には店が並んでみて︑人が︑すれあふ
ほどたくさん歩いてゐます︒

七824国 雨側には寝垂があって︑寝塁の後には︑
めいめいの持物を置くたながあります︒
十㎜9 愛路村といふのは︑︿略﹀︑道の下側おのお
の十キロ以内のところを︑これに當ててるる︒

十脳8 あまり道幅もない雨側の土塀の上から︑
︿略﹀︑ねむの枝などが︑ずっと延び出してみる︒

十川2 前の荷の上に︑小さなどらをぶらさげてお
ふんど う
き︑その雨側に分銅をつるしておく︒

十一838 せまい道の雨側には︑大きなささが︑ぼ
くらの頭をおほふくらゐ高く茂ってみた︒
ほさう
十一加1 敷本の鋪装道路の雨側には︑︿略﹀支那
風の商店が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒
らうか

十一圏3廣い竹張りの廊下が部落の眞中を走り︑
﹇両岸﹈︵名︶4

爾岸

その単側に︑︿略﹀長屋がずらりと並んでみる︒
りょうがん
なりました︒

五512 だんだん雨岸が開けて撃て︑川はばが廣く
九伽1 雨岸の敵もみかたも︑思はず手に汗をにぎ
る︒

九伽8 鹿介の大音聲は︑雨岸に響き渡った︒

十一43圃遠い雨岸の間をぎっしりと張りつめて
玉眼

みた氷︑その下で︑眠ってみた黒龍江が︑
﹇両眼﹈︵名︶1

僚機
てんがい

十一柵一 ベートーベンの百眼は異様にかがやいて︑

りょうがん

﹇僚機﹈︵名︶1

十174図工汝︑にっこりとして天蓋を押し開き︑

りょうき

二王立ちとなって僚機に別れを告げ︑

りょうきかん ﹇両旗艦﹈︵名︶1 爾旗艦

爾軍
一生け

爾日

この雨日の戦に︑敵艦の大部分は︑

﹇両日﹈︵名︶1

領主

思へば︑しのぎをけつつて戦ひぬいた雨將

うちとけた雨蓋軍の話が︑次から次へと績

やがて︑孫子軍は︑堅く手をにぎって︑な

りやうしよく

ごりを惜しみながら別れを告げた︒

十979

いた︒

十926

軍である︒

十8810

三軍たがひに押し寄せて︑その間わっか りょうしょうぐん ﹇両将軍﹈︵名︶3 爾將軍

その領主となったのは︑

わたしが︑出雲に旗あげして︑一時でも

﹇領主﹈︵名︶1

ほくわく
＜略﹀撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑

十一564図

りょうじつ

く︑しかもすべてえりすぐった良質のものである︒

十一547図魚雷攻撃を受けて︑敵の雨旗艦を始め︑ 九115 御造螢に要する檜の敷は︑一萬二千本に近
﹇両軍﹈︵名︶6

その他の諸芸も多く相ついで沈没せり︒
りょうぐん
﹁築城始め︒﹂の號令で︑雨曇は︑

雨軍は︑﹁わあ︒﹂といって︑かけて進んだ︒ りょうしゅ

んめい︑雪のかたまりをこしらへては︑

六911

六943

笛が鳴ったので︑雨請は︑もとの位置に並

初石5園

六965
んだ︒

八298図

附近の家屋といふ家屋は︑雨軍の砲弾のた

に三町ばかりとなれり︒

十835

言言代

雨笠は︑足守川をさしはさんで封陣した︒

めに︑影も形もなくなってみた︒

十柵2

﹇両軍代表﹈︵名︶1

爾舷直

わびた︒

十748

りょうしん

ろ
路を憂へた︒

﹇領地﹈︵名︶1

﹇両手﹈︵名︶11

みまさか

蛍手

ぼくはそろそろとあるきだしました︒
て息を吸ふ︒

七63圃風に向かってぼくたちは︑

いなば

雨手をあげ

三619 ガラスばちを︑雨手にしっかり持って︑

りょうて

伯書の五箇國をゆづらうと申し出た︒

はうき

十柵1 毛利方の領地︑備中・備後・美作・因幡・

りょうち

領地

﹇両戦艦﹈︵名︶1 爾戦艦
しん
雨職艦は︑︿略﹀もがきながら︑大きく針

佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心の中で深く雨親に

﹇両親﹈︵名︶1 雨親

討死し︑それに糧食がとうとう導きてしまった︒

りやうしよく

九糊1 前後七年にわたる長い戦に︑尼子方は多く

翌日︑雨軍代表は︑旅順開城の談判をすま りょうしょく ﹇糧食﹈︵名︶1 糧食

りょうぐんだいひょう

十851

表

爾舷
船もまた雨舷にかみ出す白いしぶきを︑

﹇両舷﹈︵名︶1

したのであった︒

りょうげん
ひいろ

十一一川3

﹇両舷直﹈︵名︶1

緋色のねり絹のやうにひるがへして進む︒

良質

十6610

﹁雨舷直︑整列︒﹂のラッパが一きは高 りょうせんかん

りょうげんちょく
九552囹

く響き渡ると︑はだしのままの水兵員が︑後甲板

爾三年

小熊座を包むやうにのろくと曲りくねつ

にはせ集ってずらりと整列する︒
りょう
﹇竜座﹈︵名︶1 龍座

りょうざ

九937

﹇両三年﹈︵名︶1

りよう
て連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑

りょうさんねん

宮には︑この雨三年︑御涙の乾くひまも

﹇良質﹈︵形状︶1

←ていこくりょうじかん

ない御身であらせられた︒

十二m7
りょうじ
りょうしつ

りょうど一りょじゅんこうがい

900

八547 私たちは︑雨手にグライダーを持ちあげた︒

爾はし

りやうみ

を︑自由のきかない雨方の手で︑堅く握った︒

十一一487

りやうみ

良民

病人が良藥を得︑渇者が清冷な水を得た

れうやう

のにもまして︑大きな喜びであった︒
れうやう
﹇遼陽﹈︹地名︺1 遼陽

﹇料理﹈︵名︶1

参拝するものは︑子ひつじの料理をあげた

料理﹇Vしなりょうり・

まもなく︑遼陽の白塔が眺められた︒

りょうよう
九獅2
りょうり

九加9

せんじんりょうり

﹇両両﹈︵名︶1

密々

り︑手製のチーズやバタなどを供へたりする︒
りょうりょう

確々相打ち相激して遂に砲火を交へ︑し
呂きそのごりょうりん・ごりょうりん・

かも徳川方がもろくも敗れたのである︒

十二鵬8
りょうりん

ごりょうりんちゅう

りました︒

鼻の爾わきから耳へかけて︑茶色にぬ

りよく

りよく

εきおくりよく・げんどうりょく・だんけつ

孔子は楚の國へ行かうとして︑弟子たち

そ

﹇旅行﹈ ︵サ変︶ 1 旅行する ︽一

つて來ない燕も︑かなり多いといふことです︒
りょこう・する
シ︾

﹇旅順﹈︹地名︺7 旅順

とともに陳・察の野を旅行した︒

十二279
りょじゅん

旅順は︑どこへ行っても静かな美しい町

八2410團秋の遠足には︑旅銭へ行きました︒

で︑ここであんなはげしい職があったとは︑どう

八2410團

旅順の給はがきを別に送りましたから︑

しても思はれません︒

八256團

會見所は︑旅順から北西四キロばかりの地

みんなでごらんなさい︒

十834

貼︑水師螢の一民屋である︒

十895園私も︑十一箇月の間曲順を守りましたが︑

あまり旅順の守りが堅いので︑あんなも

つひに開城することになり︑

のを撃つぼり出したのです︒

十909園

つてゐます︒

十942園私は︑馬がすきで︑量販に四頭の馬を飼

城

十8410

今はとボートに

飛び

旅順港外

移れる中佐︑

﹇講話港外﹈︵名︶1

翌日︑爾軍代表は︑旅順開城の談判をすま

八885図圃

りょじゅんこうがい

したのであった︒

十851

なって︑つひに旅順開城を申し出て去た︒

ステッセル単二は︑︿略﹀守備しきれなく

今度は︑胸の雨わきが破れて︑そこからも りょじゅんかいじょう ﹇旅顧開城﹈︵名︶2 旅二十

口ばしの雨わきが︑いくぶん︑黄色に見え

二本の足が出ました︒

五241

八68

るのさへあります︒
旅客機

旅客機で朝だてば︑夕方には大阪に着き

﹇旅客機﹈︵名︶1

呂なかぶさおんせんりょかん

八226圏

りょかくき

ます︒

りょかん

八114 長い旅行を績けるせみか︑途中で死んで蹄

夏の日には︑この音が涼味をさそひ︑冬 りょこう ﹇旅行﹈︵名︶1 旅行
﹇良民﹈︵名︶1

悪者といっても︑村の良民と違った着物を

着てみるわけでもなければ︑

十川12

りょうみん

の日は︑いかにもさむざむとした氣持を起させる︒

十㎜12

八842 雨手をひろげて高くとばれる姿は︑なんと りょうみ ﹇涼味﹈︵名︶1 涼味
しよくかく

いふ勇ましさであらう︒

八進5 小さな鰯角があって︑それが︑ちやうど
人形のかはいらしい雨手を思はせます︒

九463 港を雨手でだきかかへるやうに取り團んで
みる裏の山々にこだましながら︑

一枚目皿を雨手にささげて︑し

九952 弓手でからだに水を掛けると︑ひやっとし りょうやく ﹇良薬﹈︵名︶1 良藥
か れは︑

て氣持がよい︒
十474ロ軸凶

ばしかま場にごをどりしぬ︒

た︒

十梱5 かれらは︑雨量をそろへて海岸の砂をほっ

あげると︑

十一795 玉のやうな︑清らかな水を雨量にすくひ

領土

顔にかけて︑たくさんの入れ墨をしてみる︒

十一泌5 海ダイヤ族は︑男女ともに胸から雨手・
﹇領土﹈︵名︶1

﹇両端﹈︵名︶1

七佃4 皇湾は︑明治以來日本の領土になりました

りょうど

が︑

りょうはし

爾方

三823

五104国 むねには︑大きなかつを木が並んで︑雨 りょうわき ﹇両脇﹈︵名︶3 雨わき
りやうふう

はしに︑千木が高くそびえてゐました︒
りやうふう

りょうふう ﹇涼風﹈︵名︶1 涼風

十二川1 涼風に吹き洗はれた空には︑みごとな
﹇両方﹈︵名︶4

星がいつぽいまき散らされてみる︒
りょうほう

四669 花子さんと春枝さんは︑えんがはで︑雨
方に分れてすわりました︒
六908 雨方に分れて︑それぞれ陣地についた︒

﹁︿略﹀︒﹂といって︑二人の衛生兵の手

六914 先生は︑雨方の山の高さをはかられた︒
十一一協5

901
りょじゅんこうこう一ルックサック

坐る弾に たちまち失せて︑ 旅順港外うらみぞ

深き︑軍神廣瀬とその名残れど︒
りょじゅんこうこう ﹇旅悲心ロ﹈︵名︶1 羽並港口
ひろせ
ると︑

八254国 廣瀬中佐で名高い旅習弊ロを眺めたりす

りんご δなんようりんご

りん 5かつようじゅりん・しんようじゅりん
臨時

りんと

さうして︑﹁︿略﹀︒﹂といふ臨時の知らせを

﹇臨時﹈︵名︶1

十531

りんじ
聞いて︑はっとした︒
﹇凛﹈︵副︶1

九搦6 鹿介は︑りんとした聲で大音に答へた︒

りんと

公正法親王﹈︹人名︺1 輪王寺宮公桝法親王

りんのうじのみやこうべんほうしんのう ﹇輪王寺宮

る

︵助動︶36

る

︽ル・ルル・レ︾

城へおいでになった ︒

十一一619 二月一日に︑輪王寺三二緋法親王が江戸

る

八305図不意を討たれて︑平家の軍は︑上を下へ
の大さわぎ︒

なし︒

八739図

扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く

舞ひあがり︑

漱

十一336図書

秋來ぬと目にはさやかに見えねども

風の音にぞおどろかれぬる

大將の前には親書に子討たるるとも

父上︑兵庫へ向かはれし時︑汝を櫻

一二笠の

みかさ

鹿の鳴く音にさそはれて︑

朝顔につるべ取られてもらひ水

るい

朝敵を滅して︑御代を安んじ奉れと

﹁︿略﹀︒﹂と仰せ出されければ︑正行︑

これんびん

おとうさんの留守中︑おかあさんを助け

て︑家の仕事に精を出したり︑

九225國

るすちゅう

←やさいるい
る す
﹇留守中﹈︵名︶1 留守中
る す

汚名をすすぎ︑家名相立ち候やう︑

十二備3國国何とぞ私への御憐慰と思し召され︑

頭を地につけて︑

十一一㎜5図

十一一996図

るべしとも思はれず︒
なほし
まつ直衣の袖をぞぬらされける︒

十二962図國君の御用にも立ちまみらせんことあ

いひおかれしところなり︒

十二959図國

十二953図國腹を切れと残されしにもあらず︒

をとぶらはせんためにもあらず︑

十二951図國汝を櫻井より返されしは︑父のあと

井より返されしは︑

十二9410図園

山をはなれけん︑

しか

十二381圏

十一搦1黒黒

かへりみず︑

十一655図園

八767図國弱き弓を取られて︑これが義経の弓な 十一598図國 敵に間まれて強陣を破るにも︑
これが義纒の弓なりと︑あざけらるる

りと︑あざけらるるは︑

八768図國

いかでか︑生きながら足にて顔をふま

は︑源氏一門の恥ならずや︒

九635図國

そなたのふがひなきことが思ひ出され

足並みのおのつからそろふも尊く思はる︒

るることあらん︒

十46図
十128男結

て︑この胸は張りさくるばかりにて候︒

十451図しかも工夫に心をうばはれては︑おのつ
つひに柿右衛門風と呼ばるる︑精巧なる

から家業もおろそかならざるを得ず︒

十478図

そう

その作品は︑ひとりわが國にもてはやさ

陶器を製作するにいたれり︒

十479図

するすみ

たたかれて書の蚊を吐く木魚かな

か

宣戦の大詔換爽さる

るるのみならず︑遠く海外にも傳はりて︑
十52図
せき

十987図圏
石

梶原が乗りたる磨墨は︑川中より押し流
され︑はるかの下より打ちあげたり︒

十麗8図

あふぎ

十悩1図圓馬をば川中より押し流され︑これまで
たどり着きて候︒

れて取って返し︑

八339黒黒は先へも進まれず︑後へひかんやうも 十指2図 熊谷︑︿略﹀扇をあげてさし招く︒招か

十一244図

十m8図源氏のものども多く手を負ひ︑射殺さる︒ ルックサック ︵名︶3 ルックサック

私のをぢさんは︑大阪にをられます︒

十一832

ぼくたちは︑ルックサックを背負って︑ス

こんがう

ルックサック・水筒・金剛杖の身支度も

するとう

キーをつけ︑︿略﹀︑そこへ集った︒

八779

中老校の生徒さんが︑二人乗りこみました︒

四196 サ村の入口で︑ルックサックをせおった

八344図 なだれのごとくくだるさま︑人わざとも

十一293

今日では︑男も混用したり︑あるものは
いつばんに使用されたりするが︑

十一309

引き潮にさそはれて︑遠く沖の方にただよへり︒

横矢を射んとかまへたる甲南の兵船も︑

．思はれず︒

めきつつ船に乗りて︑

八346図敵ははたして不意を討たれ︑あわてふた

許されず︒

八727図齢一は︑いくたびかことわりたれども︑

るり一レキシントンげきちんき

902

﹇瑠璃﹈︵名︶1
色あざやかに︑

令

るり
咲くものは露草の花︒

濃きる

かひがひしく︑ぼくらはく略﹀つり橋を渡った︒
るり
りの

十一702図面 つつましき 姿を見せて︑

﹇令﹈︵名︶1

か

﹇例﹈︵名︶6

例

お

かへ

だのぶなが

用材は︑︿略﹀︑織田信長が︑木曾の森林か

﹁先生﹂﹁遠足﹂﹁飛行機﹂﹁高射砲﹂など

﹁汁﹂を﹁おみおつけ﹂などいふのがそ

十一319 尊敬や謙遜の心をこまやかに表すことの

の例である︒

十一307

は︑音ばかりで営む例で︑

十宙1

つて︑それが例になるやうになった︒

ら伐採して奉ったことがあり︑その後百年起りた

九1010

れい

十二326 禮にかなへよといふのである︒

禮にかなへよといふのである︒

くこと︑いふこと︑行ふこと︑いっさい禮に從ひ︑

十二326朝起きるから夜寝るまで︑見ること︑聞

よといふのである︒

十二321 あらゆる欲望にうちかって︑禮を實零せ

十二3110囹己に克って禮に復るのが仁である︒

︿略﹀︑うやうやし く 學 手 の 禮 を し た ︒

できるのは︑實にわが論語の一大特色であり︑世
界各國の言語にその例を見ないところである︒

願ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち

れいか

︵名︶一

レール

の中でくだきました︒
レール

歴史

た大きな電車が來る︑汽車が怠る︒

六偽3 たくさんのレールが光って︑何垂もつづい

﹇歴史﹈︵名︶5

この夜︑客臣國皇帝陛下は︑大本螢の

興亡すべて夢

われわれは今日古事記を讃んで︑國初以

歴史は長し七百年︑

に似て︑英雄墓はこけむしぬ︒

十二767図圏

來の歴史を知るとともに︑

十一梱10

史であり︑文學である︒

十一梱6 それは︑要するにわが掃初以來の尊い歴

しまふかも知れないのであった︒

尊い歴史も文學も︑その死とともに傳はらないで

十一桝8 わが國の正しい古傳︑つまり神代以來の

るが實に一千二百有蝕年の歴史を重ねてみる︒

九105 昭和二十四年は︑第五十九回の正遷宮に當

﹁︿略﹀︒﹂とて︑例の大矢を打ちつが れきし

つがひ︑ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

十一647図
十一663図

ひ︑堅めてひようと射る︒
零

これを燭光であらはすと︑その敷は︑

しよくくわう

﹇零﹈︵名︶1

十一一競2

れい

三の次に零を二十七つけたものになる︒
簸

れいか

敵ながら︑最後まで職ひぬいた数千の讐

﹇霊﹈︵名︶1

十7210囹

れい

よ︒

度

藪氣

ばん

十二川11

レキシントン

距離が遠かったので︑レキシントンの甲

その艦首のかっかうから︑煙突の形から︑

板が見えず︑

きなからだを浮かし出してみるではないか︒

残り︑その員中にくっきりと︑レキシントンが大

十二珊3 太陽は没して︑西の方だけが員赤に暮れ

まさしくレキシントンに違ひないのである︒

十二踊3

かん

太陽を背景にして︑斜めにこっちへ向か

はいけい

︵名︶5

歴史的な爽表を聞し召し︑

十二描4圃

深山の璽氣に打たれて︑だれ一人静けさを れきしてき ﹇歴史的﹈︵形状︶1 歴史的

れいき

れいき
﹇霊気﹈︵名︶2 璽氣

みやま

破る者はない︒
みやま

この深山の朝の霊氣にふれるため︑私は

十二鋤10

レキシントン

教養の高い國民にあっては︑芳心を重ん

﹇礼儀﹈︵名︶5

禮儀

れいぎ

十一252

じ︑ことばつかひをていねいにすることが︑非常

敬語を使ひさへすれば禮儀になると考へ

相手に封して禮儀のあるいひ方である︒

に大切なことになってみる︒

十一2910

十一312

敬語の使用は︑禮儀にかなふとともに︑

たりするのは︑大きなあやまりである︒

十一314

レキシントン

十二㎜5 それっきり︑今まで聞えてみたレキシン

常に適正であることと︑

2

要急を知らば︑弓を伏せて降参仕れ︒

︹卿名︺

トンの推進器の音は︑聞えなくなってしまった︒

レキシントンげきちんき

冷藏庫

冷藏庫から氷を持って來て︑みかんの小箱

﹇冷蔵庫﹈︵名︶1

十一633学匠
十価10

れいぞうこ

つて走って來るレキシントンの姿であった︒

ここまでのぼって來たのだ︒

十一824

九151

れいき

十8610 ありがたく舞下したステッセル七里は︑ 六854團外は︑零下二十度といふ寒さです︒

げんれい

れい ﹇礼﹈︵名︶5 禮5おれい・おんれい・とう れいかにじゅうど ﹇零下二十度﹈︵名︶1 零下二十

ともに︑信號旗を以て令を各艦にくだせり︒

みかさ
十一531図 わが旗艦三笠は︑戦闘旗をかかぐると

れい

れ

903
れきだい一れる

十二312 三 レキシントン撃沈記

撃沈記

十二㎜1 三 レキシントン撃沈記

︵名︶

12

列

尋いちれつ・だいいちれ

きつりん

べきん

ここから安東・吉林・北京へ︑鐵道が分れ
向かふから列車が進んで來る︒

るので︑列車がいくつも止ってをり︑

九㎜11
十㎜10

レル

れる ︽レ・レル・レレ︾5め

來ルト︑カクサレテシマヒマス︒雲

︵助動︶姐

る畠の向かふには︑
れる

T園

をいぬかれて

V17園 ルト︑吹キトバサレテシマヒマス︒風
二764園
リガリトカジラレテハ︑タマリマセン

合はせてるた布を振って︑やっと列車を少年の寸

三115

ニ938

北の方へとばされて行きました︒勇

︑トウトウシバラレテシマヒマシタ︒

が︑ねこに取られてこまる︒なんと

三431園 んとかして取られないくふうはある
三679 あさんに手を引かれながら︑おされるや

三428園

前で止めた︒

十㎜11 このままにしておけば︑列車は︑ひっくり
れきだい ﹇歴代﹈︵名︶1 歴代
キンセウ
かへるばかりだ︒
十一573図案 我が軍ノ損失・死傷ノ僅少ナリシバ︑
ヨ
十卸1 少年は︑線路の上に二王立ちになり︑持ち
歴代神難ノ加護二言ルモノト信仰スルノ外ナク︑
﹇列﹈

つ・だいこれつ︒にれつ

れつ

旗艦プリンスーオブーウェールズと︑戦艦

三967

すっかり氷に包まれてしまふのです︒

勢の天人にかこまれながら︑しっかに

三947 のためになくなられた兵たいさんや︑

三679 引かれながら︑おされるやうにして︑は

ウェールズを一番艦に︑レパルスがこれに績き︑

四418

英國が最新鋭をほこるプリンスーオブー

駆逐艦三隻が先行してみるではないか︒

四501
一隊は右からウェールズへ他の一隊は左か
レパルスへ襲ひかかった一番機の魚雷も︑
十672

レパルスは︑速力がぐっと落ちてウェール

ウェールズは右へ︑レパルスは左へ︒

る︒

十692

四725

さんにあんないされて︑そちらへ行き

みの人たちに送られて︑兵螢の門まで

四362 泣くのか︒﹂と聞かれて︑はじめはだま

四736

はうまくだまされたな︒ぼくはここ

だか︑自分が呼ばれたやうに思ひまし
四838園

四746

四伽6園

かすみに

漁夫﹁いや︑返されません︒﹂天人は︑

四柵5 どもたちに手つだはれながら︑日本の兵た

四駅1圖

五322 ましたが︑さういはれてみると︑うちには

毎年一人つつ取られて︑残ったのは︑も

五97團 もたったかと思はれる大きな杉の木が︑

つつまれて︑かもめすいく
その自爆と同時に魚雷がレパルスに命中す

五274囹
はっきり見えた︒

十699

五463囹

岸は︑青葉でおほはれてゐますが︑ところ

︑水の中へ引きこまれました︒強い手ごた

んだ︑ゑさを取られたのか︒﹂と︑つま

五342 と︑ねえさんにいはれたので︑私は︑桑の
五468

が︑何ざうもつながれでるました︒川の水

大きくめぐってふり返ると︑やがてレパル
二番艦が︑レパルスが︑沈んだぞ︒

五489

スの最期が來た︒

十702
十705囹

五544

レモン

すず
黄色に熟したレモンが鈴なりになってゐ

︵名︶一

十一川12

レモン

ですよ︒﹂と呼ばれて︑行ってみると︑

かんぱん
に落下すると思ふと︑︿略﹀甲板に命中する︒

十643

レパルスを︑どうしても撃滅しなければならぬ︒

十586

八786 初めは二列で進んだが︑谷あひでは一列に レパルス ︵名︶1一 レパルス
なったので︑ずるぶん列が長かった︒

八816 ぼくたち三四人は︑列を離れて眞一文字に
すべりおりた︒

が︑林の間の細道傳ひに次から次へ績いて行く︒

九145 みそまはじめ祭の盛儀を辞観する人々の列

U9

レパルスの水兵が甲板に倒れてみる姿が︑

ズの後方︑二千五百メートルの海上にある︒

十689

命中する︒

十669

らレパルスへ襲ひかかる︒

十658

九592図たまく一行の雁︑刈田におりんとして︑ 十651 大型爆揮が︑レパルスに吸ひ込まれるやう
にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九594僧園 野に伏兵ある時︑雁︑列をみだる︒

の附近を見ると︑いろくの星の列があります︒

九9210 この北極星や北斗七星を目當てにして︑そ

九932 それは昔の人が︑それらの星の列に大きな
熊の形を考へたからです︒

九968 二列に並んだ列を︑まだだれも齪す者はな
い︒

ん彫れて行った︒

九986 きちんとそろって進んでみた列が︑だんだ

十榴6 砂を盛りあげながら︑もぐらのやうに進む

九987 おくれる者︑列からはみ出る者︒
皇軍の鐵かぶとの列が見られた︒

十一佃9團 日本の兵隊さんが︑山の谷あひを長い
列になって︑進軍して行くところが罵りました︒
しゃ・とくべつきゅうこうれっしゃ

れっしゃ ﹇列車﹈ ︵名︶ 4 列車 呂かもつれっ

一一
一一

れる一れる

904

五872

六915

六902
の山の高さをはかられた︒みかたの城には

うにと︑先生がいはれた︒きっと︑雪合職

七415

七374

七372

七371

が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒神主さんは

んだんこまかく耕されて行きます︒夜︑遠

水がなみなみと張られます︒今度は︑牛が

ます︒土がほり返され︑くれ打ちがすむと

ら︑﹁︿略 ﹀ ︒ ﹂ と 聞 か れ た 時 ︑ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂ と ︑

五896 のことばにはげまされて︑白組十三人の選
が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑みんなは︑

白木の机の上に運ばれました︒お米や︑お

並んだ︒先生はいはれた︒﹁︿略﹀︒﹂どやど

んが︑のりとを踏まれました︒私たちに︑

六927

七425

七419

玉ぐしをあげて拝まれました︒次に︑高等

︑うやうやしく讃まれました︒それから︑

六966

七428

五備9 て︑﹁行け︒﹂といはれるが早いか︑どんな

出る人はないと思はれてるました︒ある時

七432

五梱3国 利根は︑足をやられただけですから︑ま
六986

みするだらうと思はれた道眞は︑その弓矢

天神様にまつられてるる菅原道号とい

んにたいそうしかられました︒﹁︿略﹀︒﹂か

六982

五欄9園
六m6

着目7
六麗3園

條網が張りめぐらされてゐます︒この鐵條

なやうすです︒かまれては︑かはいさうだ

︑こんなにしかられてるようなどとは︑

七464園

七445

七439

が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒私たちは︑

ちの前を通って婦られました︒その時︑あ

ほでりの命﹁取られたって︒﹂ほをりの

五槻5園 ばりを︑魚に取られて︑困ってみるとこ

五柵8園 ばりを︑魚に取られてしまひました︒﹂

六82 の劒で︑みんな殺されてしまひました︒御
六桝5

六141

六伽9

六旧3

︑いわしの山が築かれます︒いわしの重み

﹂班長は︑撃ち破られた鐵條網の方へ︑作

七544

七471

な汽船に︑引っぱられて行くのです︒ちよ

これが︑名人といはれた自分の最後の曲だ

＞︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒ふかしたさ

六105

六柵3

六146 つたことが思ひ出されます︒今年は︑二十

ここで︑命を取られるのだから︑この世

が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれたので︑私は︑また

六108 ︒稻がだんだん刈られて來るせみか︑いな

六293 つな手で︑荷作りされたみかんは︑汽車や

︑また何百人か殺された︒ふみとどまって

網船から︑竿で押されながら︑しだいに網

七604

親仁2

前後から官軍に討たれて︑ちりぢりに逃げ

て︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒黒い紙をは

六365

七617

六475

六442

は︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒黒い紙を取

ら︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒﹁わにかな︒

六夢2

六川2

六観1

どもです︒火に追はれて︑逃げようとする

がすられ︑給がすられ︑たちまち本になつ
やま
り︑海の水でかくされてるました︒三 十

るうちに︑字がすられ︑給がすられ︑たち

す︒山のやうに積まれた紙が︑機械の間を

七価5 中にぴんと張り渡されました︒くもは︑こ

七二1 ることになる︒守られるだけは︑守らなけ

七柵7 ︑庭の中央に安置された︒やがて︑火は近

七8910

七8010團︑﹁各巻︒﹂といはれます︒ぼくたちは︑

七808国︑人員の報告をされます︒それから︑ぼ

ら來た手紙を渡された時は︑ほんたうに

う︒班長殿に呼ばれて︑きみから來た手

六376園よって︑攻め落されてしまひました︒名 六槻3 さんの荷物がおろされます︒﹁︿略﹀︒﹂水の

七772国

六517園 おとう様にしかられるにちがひない︒﹂

七1310

たてられ︑焼き殺されてしまひました︒あ

八1010

七宙3囹

七773国

六575園 んは︑元氣になられましたか︒﹂子ども﹁

七226

の午後︑かりに作られた治療所で手術を受

︑みなさんに喜ばれる上野の動物園です

つた詩が︑思ひ出されました︒﹁君が代﹂

六695 といって︑出て行かれました︒をぢさんの

七227

といふけが人が運ばれて︑先生たちは︑目

六趣4園

六悩8

六713 ︑おばあさんにいはれて︑私は︑ねどこの

七256

六383 おとうさんが説明されたので︑みんなはう

六716 かあさんに呼び起されて︑目をさますと︑

七263

いけがをしたと聞かれて︑代りあって見ま
七2610

町にある醤院へ送られて行きました︒その

受持の先生にまもられて︑遠くの町にある

ちんれつ

がたくさん陳列されてゐます︒それから

れたり︑積み込まれたりします︒大連か

八221團山のやうにおろされたり︑積み込まれた

八212国

八148 さんはきっとしかられるでせう︒皇湾のバ

に蹄って來るといはれてゐます︒つまり︑

も許さないといはれるなら︑今日は畳悟

年でさへ長いと思はれるのに︑外型には︑

に︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒すると︑を

七264

ちれうじよ

六752 といって涙をこぼされました︒あとで聞け

六737

軍旗

七274

六759 のやうに︑かういはれました︒十四

︑おちいさんがいはれました︒﹁︿略﹀︒﹂と

七274

八162 一本一本だいじにされてゐます︒まはりの

六798

︑おかあさんがいはれました︒﹁︿略﹀︒﹂と

はげますやうにいはれましたが︑しかし︑

六808

いみん

六812 ︑おとうさんがいはれました︒私は︑何に

八222国
七2910

八398 ︑人々にかはいがられました︒さて墨田は

八252團︑どうしても思はれません︒しかし︑に

人々の涙にみまもられながら︑やすらかに

六828

七368

は︑﹁︿略﹀︒﹂といはれました︒﹁︿略﹀︒﹂さ

六839園 んは︑きっと喜ばれるだらう︒なかなか

あとには︑ほり返された新しい土が︑暖い

六852重心で一面におほはれてゐます︒川の水も 七369 ︑暖い日光に照らされます︒土がほり返さ

83 82 82 8肇 80 80 了9 了9 了8 68 65 61 58 55 54 52 52 51 48 48 4了 4了 46
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vと︑先生がいはれたので︑みんなは練

vと︑先生がいはれた︒きちんと作るた

意が︑大切だといはれた︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先

むつかしいとは思はれないが︑先生のお話

る︒﹁︿略﹀︒﹂．といはれたのには︑おどろい

〉。

川を通って港へ送られます︒かうして︑多

は︑水の都ともいはれてみるのです︒大阪

工業がさかんに行はれます︒大阪は︑また

は︑地上の人となられた︒お査になったの
︑煙の都とさへいはれ︑大小一萬以上の工

をして︑すべり出された︒すばらしい早さ

は︑野田先生がとばれる番である︒先生は

をひろげて高くとばれる姿は︑なんといふ

て石井先生がすべられる︒そのみごとなす
︑石井先生がすべられるところである︒た

上へとのぼって行かれたが︑二百五十メi
︒﹂といふ合帯をされた︒ぼくたちも︑み

が︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒ぼくたち三四尊

ひたてるやうにいはれた︒百五十メートル

野田先生が杖でさされる方を見ると︑なる

りのぼれ︒﹂と叫ばれた︒この聲にはげま
︒この聲にはげまされて︑ぼくたちは︑一

田先生が先頭に立たれ︑石井先生が︑みん

︑取扱兵の手にだかれたまま︑つめたくな

下は外たうをも召されず︑熱心に職況をご
︑敵のためにごはされたので︑通信は︑た

これにも︒﹂と出されるので︑私たちは︑

︒一機が風にあふられて︑上へ向かったか

で︑﹁集れ︒﹂といはれたので︑私たちは︑

vと︑先生がいはれた︒私たちは︑めい

は︑﹁︿略V︒﹂といはれた︒それで︑またみ

て︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒三

V。
〉。
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長い柱のやうに延されたこの鐵が︑今度は

もう一度言意に焼かれます︒それを大きな

いがたから取り出された︑大きな鐵のかた

た城で︑近年復興された天守閣にのぼると

から南からかけ渡された橋ばかりでも︑二

九164こそかに祝詞が黒まれる︒いよいよ︑御神
じゅれい
九172 ︒しめなはでかざられた︑樹齢二百数十年
九179たちによって︑伐られて行った︒伐り方は
九183きのこだまで著たされる︒一打ちごとに︑
九185が現れる︒伐り倒された御神木は︑用材の
九185 ︑用材の長さに切られ︑六十名の運材夫に
九186木馬道を静かに運ばれて行く︒豊川夫が聲
O ﹁︿略﹀︒﹂と思はれるほど日にやけた眞
九194團
九234團りがすっかり洗はれて︑よみがへったや
九248國から次へ思ひ出される︒さうして︑この

九1510の太鼓が打ち鳴らされると︑奉仕の人々は

九148の前に南面して作られてみる︒木の間から
みやま
れいき
九151どで︑うづめつくされてみる︒深山の籔氣
みやま
れいき
九152 ︒深山の霞氣に打たれて︑だれ一人静けさ
九155けさを破って鳴らされる︒それを合圖に︑
九158渡って︑儀式に使はれるいろくな祭具が
九159ろいうな祭具が運ばれる︒最後の太鼓が打

九1310
そまはじめ祭の行はれたところである︒み

あった二重窓が開かれます︒窓といふ窓が

っかりよごれが彿はれてしまって︑きれい

ってみるやうに思はれた︒ねえさんは︑す

じであるやうに思はれてなりません︒﹁︿略

九5010に残して︑荷作りされた魚の箱を山のやう

九445正しいことばで書かれてあれば︑その文を
九495やうなかつをが置かれ︑ついさっきまでぴ

を静かに聞き︑書かれたものをくり返し讃
九4010

九297園本の子どもに笑はれますよ︒﹂と︑母は
九301敵の官憲からにらまれ︑ ある日︑突然イン

どを︑
いつも聞かされてゐました︒さうし

窓が︑すっかり開かれるので︑部屋の中の

九5310かさがたちまち破られ︑起床ラッパは勇ま

九523で軍港のやみに包まれてるた軍艦の壮大な

す通路が︑切り抜かれるのです︒まるい鋼

側がきれいにけづられて︑砲身の長さと︑

をさしたり︑けづられて行く砲身のまるみ

外側をまるくけづられて行きます︒黒くて
︑しだいにはぎ取られて行くと︑始めて︑

三が︑起重機でつられたまま︑そろそろと

中から︑眞赤に嶢かれた鐵の火柱が︑起重

今度は起重機につられながら︑せいの高い

の釜の中で︑白熱された鐵が︑どろどろに

また︑煙の都と呼ばれて︑今日のやうな大

殿がおごそかに拝まれます︒四天王寺に近

日本最初の寺といはれる四天王寺など︑み

てんしゅかく

がもう一度くり返されると︑砲身の中には

心292

九2410寸
み入るやうに思はれる︒あすからは︑ま

鳥かごがつるし出され︑鉢植の草花が持ち
しやうせんぐう

正遷宮の御心が行はれる︒この御告は︑天
とう

お

だのぶなが

統天皇の御代に行はれた︒昭和二十四年は
山などから伐り出されてみたが︑織田信長

清さに︑目をうばはれるのであるが︑やが

九545 の窓や出入口は開かれる︒これらの仕事は
九566 う︒﹂がいひかはされる︒歪なは一本のた
つつ
九571代﹂のラッパが奏され︑衛兵隊はささげ銃
九734みる︒壁にくり抜かれたいくつかの小さな

植の草花が持ち出され︑子どもたちの顔が

砲が︑どしどし作られて︑日本の國をしつ

のりと

て作られます︒作られたものは︑最後に︑

持受持によって作られます︒作られたもの

8842331106953334531871096576235271

れる一れる

906

九736 かまの中へ吸ひ込まれて行く︒そのかまに
九738 ぎっしりとつめ込まれてみるのだ︒ちいさ
てオボの祭にえらばれた家畜は︑決して費

九泌1 ものの中からえらばれたものである︒僧は
九別6 れ家畜の群にはなされる︒ 一度かうしてオ

十822

十808

十803

十801

かった︒押しも押されもしない﹁世界一の

しい比較試験が行はれた︒だが︑その結果

ころ︑わが國で使はれてるた外國製の自動

の自動織機が完成された︒これが︑日本に

九807園氣が荒いとかいはれるさうだが︑それも 九別6
九別−〇

ら父のやうにしたはれてみた官軍で︑その

り物がどれほど喜ばれたことか︒二見の當
どべい
て來た︒土塀で園まれた會見所に入り︑片

十876
十881

やがて用意された皇恩が運ばれた︒

意された書食が運ばれた︒戦陣料理のとぼ

いろくな音が行はれてるたのが︑自然わ

主人に案内された塗り物の工場は︑
接旧5囹

のない土藏が選ばれ︑更に︑室の中で乾

時計仕掛が獲明されない前は︑夜中でも

うな工程がくり返されてみる︒﹁︿略﹀︒﹂さ

十欄6 の前に屋根形に張られた鐵建網が︑行く手

十一1

十悩6囹

十擢5 いへば︑そばに積まれた中塗りの盆は︑内

十一1

十描9 ︑ことばが書き表された場合には︑どの漢

無価9

十備2 は︑漢字の訓と呼ばれるものですが︑これ

十桝6 字とかなで書き表されます︒かなは︑だい

十973

十973

十937二様を二人とも失はれて︑平戸でいらっし

十924夏鳶サンチにも驚かれたでせうが︑海の魚

口914

十847 敗北の記事で満たされてみたからである︒

な蒙古ずまふが行はれたりして︑祭の山分

九8310 止り︑追ったり追はれたりしながら︑焦し
︑﹁︿略﹀︒﹂と注意される︒遠くに見えた一

九962 からい海水を飲まされる︒初めは︑みんな
九974
る︒﹁︿略﹀︒﹂と話された先生のことばが︑

九価1 ︑援軍は敵にはばまれて近づくことができ

九悩7 ひしひしと取り蕾まれた︒秀吉の援軍が今

九伽1 た︒鹿介は組み敷かれた︒両岸の敵もみか

回伽5 のころ毛利軍に園まれてるた︒鹿介は︑戦

九慨7 甚次郎は︑兄に呼ばれて座敷へ行った︒見

じんじらう

九伽7二方がいいとは思はれませんか︒私ならさ

九冊9園 もののやうに思はれます︒自分のからだ

九佃8園 の機械だとは思はれません︒何か生きも

九柵9 が︑秋らしく見渡される︒やがて二百十日

九研1 きたてるやうに思はれる︒もう何といって

下心6 の上から先生が叫ばれた︒ぼくは︑自分の

九998 何だか一人取り残されたやうな︑さびしい

九983 ことばが︑思ひ出された︒潮流に負けては

九983

九盟2 大地にぽつんと残されるのである︒タイ
十212祭の支度に心を取られて︑さっきの地震に
十219うとも一のみにやられてしまふ︒もう︑一
十227移した︒風にあふられて︑火の手がばっと
十239うにもどかしく思はれた︒やっと二十人ほ
十263は︑波にゑぐり取られてあとかたもなくな
十265の火は︑風にあふられてまたもえあがり︑
十266がり︑夕やみに包まれたあたりを明かるく
十267 この火によって救はれたのだと氣がつくと
十366と︑正男くんにいはれて︑ぼくは望遠鏡に
十387百キロもあるといはれてゐます︒かうした
十395う︒あれは海といはれる部分ですが︑月に
十408寒さであらうと思はれます︒まだおもしろ
十412から︑太陽に照らされた部分は︑目が痛い
が︑まぶしく仰がれる︒かさこそと︑竹
十485圃
十552ジオを通して奉讃された︒君が代の奏樂の
十553うやうやしく奉讃されるのを︑私たちは︑
十619容易で︑雄壮に思はれたことはなかった︒

九燭2 ︒一碧の大軍に極まれては︑上月城は一た
びつちゆう
鹿介は西へ送られた︒ここは備中の十

九㎜11 ︑がっしりとにぎられてるた︒今冬のやう

九㎜8 場に大豆の山が積まれるさうだ︒やがて︑

動線が張りめぐらされ︑更にその後には︑

振りにも︑うかがはれます︒ひとしきり︑

十779らは︑ますます笑はれて︑だれ一人相手に

十川9

十㎜2 キロにもなるといはれる︒更に︑中支那・

も劇道線路がこはされてみるのを爽見し︑

十797盛んに國内に使用されるやうになった︒し

十欄5眞一文字にかき切られてみた︒﹁︿略﹀︒﹂と

十襯9 ならば︑平地に築かれた高松城が水びたし

十㎜7 かすかな叫びが聞かれました︒満身の力を

十㎜4

十梱1 色のトーチカが築かれてみて︑あらしのや

十㎜8

十矯3 ちらにも︑雨に打たれて動いてみた︒いな

九蹴9 満洲の畠はよく耕されて︑農家がぼつぼつ

十641焼きつくやうに注がれる︒おお︑見よ︒英
十652 レパルスに吸ひ込まれるやうに落下すると
十715ど停止したかと思はれた︒駆逐艦が寄りそ
十719とマライの海へのまれて行った︒あたり一
十734かういってあざけられた︒佐吉は︑父の大
十751るがせにしてはおかれない︒今のやうな仕

十㎜8 ︑むざんに食ひ荒されてしまった︒明月

九鵬4

下川7 來た︒枯草におほはれてみた野原に︑青い
いつみ
九㎜5 で︑小高い岡に作られたり︑泉のそばにま

十764東京に博寛會が開かれた︒佐吉は上京して

＋7510︑布がずんずん織られて行くやうにもなる

九㎜6 ひ越したり追ひ越されたりして︑満洲の大

九㎜3 オボの祭がもよほされる︒この時は︑遠い

九加2 かなみどりにおほはれるころ︑オボの祭が
九加7 の暗いうちから行はれる︒まつ僧の祈りに
かちく
九加11 ひつじなどがつながれる︒これらの家畜は
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れる一れる

十㎜−〇

中の聲のやうに思はれる︒春は︑苗漁りが

十目6 頭をつるつるにそられてるるのである︒糸

十一柵5

十一佃3園

十一柵6

十一946

についつり込まれてまみりました︒﹂

しばしの夢が結ばれる︒午前二時ごろ︑

十一992

十一968

りとして感に打たれてみる︒べートーべ

しだいにくり出されて︑その長さが約五

︑﹁︿略﹀︒﹂といはれた︒東も北も一帯に

ろげる景観に打たれて︑ぼくらは︑ほと

十一一345園主つばつて行かれる︒とても先生には

十ニー98

十ニー93

るかのやうに思はれ︑その岩石を何百萬

いふことが判断される︒もし石の目を見

この學校に監禁されてるた約八千の邦人

た君子でも困られることがあるのです

帯の森林におほはれてみるので︑飛行機

十二447

十二441 たきまでが︑聞かれるやうな感じのする

仁﹂の全土が説かれてみる︒さうして︑

確な射撃にみまはれる︒しかし︑この道

十一一469

十二327

十二285園

十二263 ︑突然軍兵に営まれたことがある︒かつ

十一一231

︑學校に監禁されてるます︒﹂といふ

十劉2 それこそ鼻をつままれてもわからないほど
十別5 やうな星がばらまかれて︑一つ一つが︑か
れん
十劉7 の門には︑聯が書かれてある︒めでたい文
十一備6團

かしく思ひ出されました︒ズ略﹀︒﹂と

十二396 ︑紫黒から徴集されて︑九州方面の守備
み
十二414 民の間に廣く歌はれてるる︒海行かば水

十二2110園

＋別10 りつぼな文字で書かれてある︒小さな子ど

十一帽3団

れるやうに思はれます︒いっか隣りの

十﹇槻2

ま文字に書き表された︒安全侶はこれを

で︑かはいがられてるると思ふと︑た

十盟3 の美しさが心に刻まれて來る︒隣りの家の
十一稲6国
十﹇槻7

と品よくよみ出されてゐます︒私たちは

もうきやう

十一61圖の流れにあふられ︑氷塊と氷塊がつき
十一82園永久に手を引かれてみるやうです︒﹂

十一柵8

十一751 か︑ね雲とかいはれる雲です︒雨雲はき

十一729 候悪攣の兆といはれる雲で︑そばに黒い

十一432 のうちへ引き取られることになった︒あ

十一431 この世に取り残されてしまった︒紫の君

十一431 おばあさんに死なれて︑たった一人この

十一421囹 さう︑なくなられたあなたのおかあさ

十一404囹 ︒鳥にでも取られたらどうしませう︒

十一375 九百年の昔に書かれた源氏物語が︑いか

十一153

をお迎へあそばされてみた︒﹁︿略﹀︒﹂と

十一別7

十一別1

十一㎜7

十一加1

十一㎜4

十一珊5

十一㎜3

十一㎜4

十一㎜3

十一㎜6

十一躍9

ばしば目をさまされることがある︒ボル

木かげでさへぎられ︑夜になると︑窓か

い人に飼ひならされたもので人を見ると

いゴム林におほはれた公園地帯の問を走

いっぱいにかざられ︑それが強烈な南洋

︒川にそって作られた敷本の鋪装道路の

つたのかと驚かされるのがクチンである

が虫の聲に満たされ︑木々の間に無敷の

道であった︒耕されてみないこんな酬い

鶏の鳴き聲が聞かれるのも︑のどかな風

南洋りんごと呼ばれる小さなトマトぐら

大きな果物といはれるノンコの實もある

果物の女王と呼ばれるマンゴスチンがあ

十二鵬5

十二871園

十一一864園

十二837園うはやして舞はれたらよからう︒﹂冠

十一﹇7210 次々に縫ひ合はされた︒それから幾十日

十二692

十二688

十二663

の手で自宅へ運ばれた︒淺吉の急報によ

の提燈にみちびかれながら︑聞多が︑山

十二654 の幕が切って落されようといふ時だ︒天

十一一644園そ︑花は惜しまれるのだ︒かれらをり

十二607

農夫たちにかつがれて錦つた弟のあさま

十二545 聲が出るかと思はれるほど美しい聲であ

十二495 れには︑さう思はれた︒修行者は︑座を

海のやうに見渡される池には︑かもめが

十一753 ので︑齪雲と呼ばれてゐます︒いちばん

十一盟8

略﹀︒﹂大命を辞されて︑王は蒙彊の地へ

十一113 ︑敬禮をあそばされた︒母宮殿下も︑御

十一108

十一塒6

うして空しく死なれようか︒﹂といふの

十一147 夜のやみにとざされてるた︒その中を︑

十一115 御答禮をあそばされた︒四

十一764 烈な日光に照らされた入道雲が︑まぶし

十一圏2

十一一脳2

かつて︑打ち込まれる橋柱を︑しっかり

ックから投げ出された木材を︑すつばだ

もののふ

敬禮をあそばされた︒御目には︑御感

十二柵6囲御拝をあそばされた︒十六

十一一擢1圃

十二M9 敵の汚名はすすがれ︑徳川の家名は断絶

十二掴10

十一一鵬10 中で︑平然と行はれる︒熱帯の木材には

して來る︒爆破された橋の上には︑やつ

まんまとだまされて︑申しわけに︑は

れllさういはれれば︑なるほどこれ

ちやうちん

︑元表情に動かされない人ではないが︑

十一774 ︑日光がさへぎられるからです︒巻雲の

ちかかるかと思はれるやうな︑激しい雷

ほさう

十一818 危ふげにかけ渡された一本の丸木橋の上

十一圏9
くわつえふ

十一843 にもはっきり聞かれる︒かうして︑つづ

海ダイヤ族に追はれて陸地深く逃げ込み
一分のすきも許されない︒もしあれば︑

十一8410 ︑石川先生がいはれた︒まばらな澗葉樹 十﹇別10
十ニー26

十二

て︑坑外へ運搬されて行く︒まさに山の

十一872 くのが︑力と頼まれる︒時々休んでは︑

んと割れる︒割られた石材は︑石積み車

7

十﹇883 のさへづりが聞かれる︒かうして︑とう

十ニー69
せっけい

十一916 ︑石川先生がいはれた︒みつばちが︑盛

十一9210 な雪下が見おろされた︒先頭は︑もう二 十一一1610 すべるやうに運ばれて行く︒日がな一日

れん一ろ
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ん十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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麗響饗禦響僻5卿謄鰐了響響1墓誌1鐸響1鞭1鰐

ある︒

十劉7

太陽の黒黙と呼ばれるもので︑見たとこ
ふところ

つむじ風だといはれ︑その敷や大きさは

れん
胡同に面した家々の門には︑聯が書かれて
小さな子どもは︑給も字もわからないころ

その文字の意味がわかって來ると︑いっそ

から︑この門柱の聯を眺めてみる︒

十八3
うその聯の美しさが心に刻まれて当る︒

隣りの家の聯がわかるやうになり︑向かふ

の家の聯もわかるやうになって行く︒

十盟4

﹇連翅﹈︵名︶3

れんぐわ

いちばん早く花をつけるのは︑れんげうで
れんげうの花は︑眞黄色で︑枝一面につき
れんげうの咲いたそばに︑子どもがよく集

だ

つて來ます︒

ひ

れんげ

わしは

れんげ
﹇蓮華﹈︹地名︺1 蓮華
飛騨山脈が︑蓮華・鷲羽・水晶・五郎と︑
﹇蓮華草﹈︵名︶3

れんげ草

川の向かふは︑見渡すかぎり︑れんげ草の

ル︾

ろ

﹇連呼﹈

︵サ変︶

1 連呼する ︽ース

﹁萬歳︒﹂を連呼する︒

練習

夕食後は︑ぼくらの最も樂しい時間で︑

﹇練習﹈︵名︶2

ゆこれんさつ

れんこ・する

十706

れんさつ
れんしゅう
ふ

七802團

とびこみ壷の中段へあがって︑そこから︑

お風呂へはいったり︑軍歌の練習をしたり︑
七907

︵名︶2

レンズ

二人ともとびこみの練習をしましたが︑

レンズ

十361園 レンズは︒

﹇連銭葦毛﹈︵名︶1

連銭あし毛

十362園 レンズは︑だいぶ上等なんだ︒
れんぜんあしげ

をはき︑連銭あし毛の馬に乗りたる武者一騎︑

十二7図 もえぎにほひの甲着て︑黄金作りの太刀

連敗

露國が連敗の勢を回復せんため︑︿略﹀

﹇連敗﹈︵名︶1

十一516図

れんぱい

5これんびん

全勢力を平げて編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑

れんびん

﹇連絡﹈︵名︶1 連絡

鑛員同志に﹁申し送り﹂があり︑︿略﹀︑

れんらく

う

たがひに堅く連絡を取るのもそのためである︒

十ニー29

ろ

たつねた︒

十二358

あいこう

ある日︑魯の唐墨が孔子に︑﹁︿略﹀︒﹂と

ろ

むらさきがかった赤いれんげ草が︑はても ろ ﹇魯﹈︹地名︺1 魯
レンガフ
﹇連合艦隊﹈︵名︶1 聯合艦隊

記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑

キセキ

八987 長い柱のやうに延されたこの鐵が︑今度は

レンガフ
ヨ
う
十一5610図國我が聯合艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前ろ ﹇炉﹈︵名︶3 櫨 櫨

れんこうかんたい

なくつづいてゐます︒

五199

畠です︒

五198

やねが美しい︒

三55罪すみれ︑たんぽぽ︑れんげ草︑花のお

れんげそう

︿略﹀そそり立ち︑うねり績く雄大青竜な姿︒

十一938

れんげ

れんげう

正角といふのは︑粘土を固めて作った煉瓦

ねんど

向かふの家の聯もわかるやうになって行く︒
れんぐわ
﹇煉瓦﹈︵名︶1 煉瓦

十盟4
れんが

七249
れんぎょう

のやうなものです︒

せいにあけはなされて︑どこからか︑カ
す︒

八悩8
八悩8

血流

ます︒

やさしい歌に歌はれてるることばこそ︑
︒この國歌に歌はれてるることばも︑ま

八髄1

︵名︶5

れん

界に︑かく放送されてるる︒軍艦行進曲

の東京から放送されて來た︒最前線の決

わけもなく撃退される︒と︑二期にたが

はっきりと聴音された︒わが魚雷は︑み

聴音機に吸ひ込まれて來た︒二回にわた

ちやうおん

いよいよ︑命令された哨戒線の果てまで

へ廻る︒風に流される機の方向を正すた

もにわが手に握られてみる大東亜海へ︑
︑これに巻き込まれたら一たまりもない

っぽいまき散らされてみる︒南十字星は

關の音もかき消されて︑目の前には︑敷
りやうふう
︒涼風に吹き洗はれた空には︑みごとな

が︑むちでたたかれてみるやうな音を立

はないとさへいはれてみる︒簑市を尊べ

︑母や祖母にだかれて︑かうした歌を聞

の小さな手にだかれてみた︒﹁︿略﹀︒﹂ふ

れて來たかと思はれる白雲が︑山の懐か

十二12

國旗も︑吸ひ込まれるやうに海の中へ姿
眞赤

がわが軍に占領されたことを知った時︑

から濠洲へ派遣された四十名の航空將校

力もほとんど失はれてるた︒かれは︑ア

しるしが赤く描かれてみる︒﹁嚢射止め︒

登射の準備がなされた︒乗組員たちは︑

旗に︑敬禮が送られた︒嚢射止め

朝の太陽に照らされながら︑緑の波の上

4109105854
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＋二梛10園たが︑私に示されたしんせつと︑あな

十十十十十十十十
れ

ろ
起重機につられながら︑せいの高い大きな煉へ入
れられて︑高い温度で附せられます︒

八988 鐵の柱は︑熱い櫨の中で︑じっとがまんを
してみるのです︒

八989 櫨のとびらがあいて︑中から︑眞赤に焼か

らう

すがしく︑たくさんの小舟が近づいて行く︒

十一晒7 廊下は︑いはば部落の大通である︒
きうす
廊下にもみを干し︑小さな木臼を園んで
米をつく︒

十一晒8

勢苦

この工兵隊の螢苦︑思へばただ頭がさが

﹇労苦﹈︵名︶1

十二町3

ろうく

十一一582
人が︑

十二616

らうし

くらのすけ

赤穗の浪士︑大石内子之助を始め四十蝕

残念とは思ひながら︑
ろうじゃう

十醜4園
せう︒

ろうじゃう

長い篭城に︑さぞお氣つかれのことで
篭城する

ろうじゃう

﹇篭城﹈︵サ変︶−

﹇郎等﹈︵名︶1 郎等

元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一587図かぶとを郎等に持たせて歩み出でたる

ろうどう

さま︑いかなる鬼神といへども恐れずといふこと
なし︒

ろうもん

十割5 そこで︑少年の老父が︑これに代って見張

りに出かけた︒

老幼男女

鳥居の奥に︑すがすがしき赤松の木立を

ろうもん

﹇老幼男女﹈︵名︶1

負ひたる棲門は︑一幅の給蚕に似て︑

五兵衛は︑あとからあとからのぼって詣る

ろうようだんじょ

十245

﹇膳権﹈︵名︶1 うかい

老幼男女を︑一人一人敷へた︒
うかい

牛わか丸⁝⁝⁝十九

カマキリヂイサン

六 カマキリヂイサン⁝⁝⁝二十ニ

︹課名︺25 六

六251

六27

五256

五27

四281

四23
四27

三196

三27

二221

二27

ろく

定めぬ波まくら︑

長い間篭城してみた將歴たちに︑このお 十一佃6図葉 丈蘇のろかいあやつりて︑ ゆくて

ろうじゃう

ろうじょう・する
︽ーシ︾

宗治には︑向井治嘉といふ老臣があった︒

﹇老臣﹈︵名︶1 老臣
はるよし

くり物がどれほど喜ばれたことか︒

十875
ろうしん

十56図

細川越中守を始め︑浪士を預った大名も ろうもん ﹇楼門﹈︵名︶1 櫻門

あかほ

る︒
れた鐵の火柱が︑︿略﹀外へ出て來ます︒
ろうどうじかん ﹇労働時間﹈︵名︶1 勢働時間
ろ ﹇路﹈δこうつうろ・じゅうじろ・しんげきう
ろうげんすい ﹇老元帥﹈︵名︶1 老元帥
十ニー37 七時間の下働時間も︑やがて過ぎてしま
ろ
う ﹇艦﹈︵名︶1 櫓
七
9
9
6
七
十
七
歳
の
老
元
帥
は
︑
赤
坂
離
宮
へ
と
急
い
だ
︒
ふ︒
ろ
らうし
九479 漁船をめがけて︑ぎいぎいと櫓の音もすが ろうし ﹇浪士﹈︵名︶2 浪士 浪士
ろうふ ﹇老父﹈︵名︶1 老父

﹇牢﹈︵名︶8

八387 頼朝は︑さあ︑この女にはゆだんができな

ろう

いといふので︑石のらうへ入れてしまひました︒
が押し込められてゐます︒

八408園 あの中には︑石のらうがあって︑唐糸様 ろうじょう ﹇篭城﹈︵名︶1 篭城
八417 萬壽は︑その夜ひそかに︑うばをつれて︑
石のらうをたつねました︒

八422 月の光にすかして︑あちらこちらさがしま
すと︑松林の中に石のらうがありました︒

八422 萬壽がかけ寄って︑らうのとびらに手を掛
けますと︑

十柵5

乏いて︑老人も︑女も︑子どもも︑若者の
あとを追ふやうにかけ出した︒

十236

八431 萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりをり石の ろうじん ﹇老人﹈︵名︶2 老人

八425 ﹁だれか︒﹂と︑らうの中から申しました︒
らうをたつねては︑母をなぐさめてゐました︒
八434 親を思ふ孝行の心には︑頼朝も感心して︑

當時二十八歳の若盛りであった阿禮が︑
らふそく

せまい通には︑赤いらふそくや︑︿略﹀︑は

﹇蝋燭﹈︵名︶3

今ではもう六十近い老人になった︒

十一枷6
ろうそく

3

すの實などを︑戸口に並べてみる店があります︒

四

薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い

らふそくには︑火がともった︒

十一柳8

十㎜2

占

占

占

占

石のらうから唐糸を出してやりました︒
らうか
ろうか ﹇廊下︺︵名︶5 廊下 廊下
らうか
六899 學校の窓も︑廊下も︑雪で明かるい︒
らうか
十一圏3 廣い竹張りの廊下が部落の眞中を走り︑

十一泌5 家の中に小さな通路があり︑廊下へ出な
くてもその通路をくぐれば︑部落全髄の家をたつ
ねることができる仕組みになってみる︒

ノ、

みかん

みかん⁝⁝⁝二十五

八岐のをうち

やまた

八岐のをうち⁝⁝⁝二十五

かけっこ

かけっこ⁝⁝⁝二十八

早鳥⁝⁝⁝六

牛わか丸

ノ、

！、

＿
占

一

ノ、
占

占

ノ、
ノ、
ノ、
山

占

ノ、
ノ、

909
ろ一ろく

もうちき六時ね︒

八31 十二

五31 十二

小さな傳生生⁝⁝⁝六十四

田植⁝⁝⁝六十四

﹇六月﹈︵名︶2

六月

六時

︵名︶1

六七十センチ

六時三十分ごろである︒

六時三十分ごろ

ろくじさんじっぷんごろ
十二劉10

六七十センチもある鯛が︑つやつやした櫻

ろくしちじつセンチ

九495
︵名︶2

六七センチ

色のはだに︑むらさきの星をきらめかしてみる︒
ろくしちセンチ

正男さんが︑六七センチもある細長い貝を︑

︹課名︺3

六七人

六十一

ネズミノヨメイリ⁝⁝⁝六十五

十三

新年⁝⁝⁝六十三

十一211

﹇六十近﹈ ︵形︶ 1 六十近い

十晴れ間⁝⁝⁝六十七

六十八

火事⁝⁝⁝六十八

川土手⁝⁝⁝六十八

﹇六十名﹈︵名︶1

六十名

當時二十八歳の若盛りであった阿禮が︑

ろくじゅうちか・い
︽ーイ︾

十一枷6

十三

︹童名︺2

今ではもう六十近い老人になった︒

六32

ろくじゅうはち

八32 十三
ろくじゅうめい

れ︑六十名の運材夫によって木馬に乗せられ︑

九185 伐り倒された御神木は︑用材の長さに切ら

十八

緑青

ろくしやう

お祭⁝⁝⁝六十六

ろくしやう

そこには︑緑青を薄くとかして流した

﹇六城﹈︵名︶1 六城

︵名︶2

その前路をさへぎり︑距離六千メート

六千メートル

三笠に乗れる東郷司令長官は︑六隻の

﹇六隻﹈︵名︶1 六隻

ろくせんよき

六千飴騎

入道雲の頂になると︑六千メートルから

﹇六千余騎﹈︵名︶1

八千メートルの高さになります︒

十一769

ば︑

ルに至りて始めて前職し︑激しく敵を砲撃せしか

十一538図

ろくせんメートル

主戦艦隊を率みて︑

十一534図

ろくせき

落ちてしまった今︑

十粥4 主家を守るべき七城のうち︑六三がすでに

ろくじょう

やうな︑美しい静かな海が奥深く入り込み︑

十一川2

ろくしょう ﹇緑青﹈︵名︶1

三36

支那の子どもたちが︑六七人やって來まし ろくじゅうろく ︹課名︺1 六十六

﹇六七人﹈︵名︶1

きれいな︑六七センチばかりの魚が︑

みんなの前へ出しました︒

七91
七131

五163

ろくしちにん
た︒

ろくじゅういち

ぼくの望遠鏡⁝⁝⁝六十一

神だな⁝⁝⁝六十一

錦の御旗⁝⁝⁝六十一

十二

十二

四213

十三

きりぎりす⁝⁝⁝六十九

六十九

六31

十九

︹課名︺1

七32
三37

ろくじゅうく

十七

いうびん⁝⁝⁝六十五

⊥ハ十五

二35

十四

にいさんの愛馬⁝⁝⁝六十五

︹課名︺5

四32

十三

ろくじゅうご

五32

國旗掲揚塁⁝⁝⁝六十五
母の力⁝⁝⁝六十五

十四
九

七33

十二210

四31

六十四

花火⁝⁝⁝六十四

︹課名︺3

十七

ろくじゅうし

三35

六十七

八梱7囹

下竪置

く・、套

九822 六月になると︑母馬につけて︑近くの牧場 ろくじゅうさん ︹課名︺1 六十三
へ放牧にやることになりました︒

﹇六時﹈︵名︶2

︹課名︺1

潮干狩⁝・：：⊥ハ

へ

九843 今年も︑六月から放牧に出しましたが︑
ろくじ

ろくじゅうしち

軍艦の起床時刻は︑夏は五時︑冬は六時で

シ＿真

ある︒

九534

くわうみやう

ミ棊茜；熱

﹇六時三十分頃﹈︵名︶1

光明皇后⁝⁝⁝三十二

光明皇后
燕はどこへ行く⁝⁝⁝輝
くりから谷⁝⁝⁝二十九
くりから谷
晴れたる山⁝⁝⁝三十五
晴れたる山
月の世界

月の世界⁝⁝⁝三十四
源氏物語⁝⁝⁝三十四

源氏物語

穴ま＿ン石…ハ

萬葉集⁝⁝⁝三十九

萬葉集

十一145 六
﹇六﹈︵名︶

十二353 六
ろく

一432圃

一357園 一︑
八九十︑

二鵬1園

六

ヨ犬事i三

ニニー一34235229223222

きな聲で︑次々に番號を送って行きます︒

L

無響多夢多二誤誤罷蕪i

了0136

ろくがつ

大

ろ
と かぞへて︑

等時蝿≡布
四た

十五く十十十十十十九九八八八七七七

七811国圓

＿菖＿ンーて

ノ
、

4ノ、ノ、ノ、ノ、Rロロ重晧ノノ蒋Ψ、呉半清阿

で一ニオ「：蚤

ろく一ろくせんよき

910

911
ろくにん一うてんかんぱんあらい

き ら

いしだう

かう

騎にて︑湊川の東へかけ出で︑
六人

六年

は

長谷観音の

せ

における海軍のほとんど全勢力を墨げて編成せる
太平洋第二・第三艦隊は︑
露坐

極樂寺坂越え行けば︑

露坐の大佛おはします︒

ごくらく

﹇露座﹈︵名︶1

堂近く︑

十二751図圖

ろざ

十二9110図吉良・石堂・高・上杉の者ども六千齢
﹇六人﹈︵名︶1

﹇六年﹈︵名︶2

十湿9 主從六人︑心おきなく酒もりをした︒

ろくにん

ろくねん

十一5510図

敵の司令長官ロジェストウェンスキー

ロジェストウェンスキー中將

二974囹 四年の人も︑五年の人も︑六年の人 ロジェストウェンスキーちゅうじょう ︹人名︺ 一
も︑その前の人も︑これをつかひました︒

中將は︑きのふの職圖に傷を負ひ︑︿略﹀︑つひに

七8910 ところで︑この六年でさへ長いと思はれる
のに︑外國には︑十何年も︑土の中にもぐつてゐ

ロシヤ

ロシヤ兵

の上着を着たロシヤ婦人が本を霞んでみる︒

いや︑ねばり強いのは︑ロシヤ兵です︒

ロシヤへい ︵名︶2
十905園

十913 コンドラテンコ少將は︑ロシヤ兵から父の

﹇六回﹈︵名︶1 六回

やうにしたはれてみた將軍で︑

五備6 利根は︑毎日︑五回も六回も︑この間を

ろっかい

映壼の幕は︑ たったあれだけなのに︑

﹇六階﹈︵名︶1 六階

行ったり來たりしました︒
ろっかい

五階︑六階︑家が出て來る︒

六487圃

﹇六百海里﹈︵名︶1

ロシヤ婦人

六百海里

六箇所の大傷が次々に縫ひ合はされた︒

嚢動機船が︑本島をあとに︑六百海里の

北を望んで︑績々と出て行く姿を見るであらう︒

十一979

ろっぴやくかいり

十二729

ここで︑客人の子どもや︑ロシヤの子ど ろっかしょ ﹇六箇所﹈︵名︶1 六箇所
こうしゅれい

あれは公主嶺で︑昔︑ロシヤのコサック
ロシヤ軍

たしょ

ロシヤ語
さ

ロシヤ皇帝

針金が︑六本あることまでわかる︒

﹇露天﹈︵名︶1 露天

日がな一日︑露天で働く石工たちは︑み

﹇露天甲板﹈︵名︶1

露天甲板

露天

﹁露天甲板洗へ︒﹂水兵は︑︿略﹀︑分隊

﹇露天甲板洗﹈︵名︶1

ごとに甲板洗ひを始める︒

九556園

うてんかんぱん

んな日にやけて︑顔も︑腕も︑黒々としてみる︒

十島ー71

うてん

六654

ときに︑ロシヤ軍の戦死者の墓は︑あち ろっぽん ﹇六本﹈︵名︶1 六本
︵名︶一

ご

津野田参謀が︑御沙汰書を詰みあげると︑
︵名︶一

コンドラテンコ少將は︑︿略﹀︑その日もロ

︵名︶一

ロシヤ人の女の子だ︒

そこで五分間の休みがあって︑露天甲板洗

うてんかんぱんあらい
甲板洗ひ

ロシヤ少女

九5410

︵名︶2

ロシヤ少女の給仕が︑ぼくの顔を見応えて

ロシヤ少女が︑給仕をして働いてみた︒

九㎜一

﹁︿略﹀︒﹂と指さしたところに︑みどり色

ロシヤふじん
九㎜7

ひとなる︒

九㎜10

みて︑にこにこしながら食事を運んでくれる︒

九㎜1一

ロシヤしょうじょ

シや皇帝の旨を奉じて︑

十914

ロシヤこうてい

副官は︑これをロシヤ語に課して傳達した︒

十864

ロシヤご

こちに散在してみるやうですが︑

十963園

︵名︶一

兵は︑あそこで教練したのだが︑

九㎜10囹

もたちが︑よく遊んでゐます︒

八211團

︹地名︺2

捕らへらるるに至れり︒

ら

昔︑仁徳天皇は︑︿略﹀︑六年間の税を免じ
ろくは

ロシヤ

る蝉があるといふことです︒
八9510

ろくねんかん ﹇六年間﹈︵名︶1 六年間

て︑

六枚

さがみ

ろくろく

ロシヤぐん

．十一191圏 倉番の君のおはします城なろ
れくば︑六

ろくはらどの ﹇六波羅殿﹈︵名︶1 六波羅殿

﹇六枚﹈︵名︶1

波羅殿や御向かひあらんと心得て︑

は ら

ろくまい

十334囹 どうだ︑六枚織れるか︒
むさし

ろくまんよき ﹇六万余騎﹈︵名︶1 六萬主思
かうづけ

かまくら

ゑちこ

十一249図 越後・上野・武藏・相模の軍勢六萬齢
騎︑︿略V︑鎌倉へ 寄 れ 入 る ︒

ろくメートル ︵名︶1 六メートル
八9210 中でも縦六メートル︑横十一メートルとい
﹇陸陸﹈︵副︶1

ふすばらしく大きな石には︑
ろくろく

も︑ろくろく臓ふ物がなかった︒

十一一281 道ははかどらず︑七日七夜︑孔子も弟子

露國

十847 新聞紙は︑露軍敗北の記事で滞たされてゐ ロシヤじん ︵名︶一 ロシヤ人

ろぐんはいぼく ﹇露軍敗北﹈︵名︶1 露軍敗北

﹇露国﹈︹地名︺1

たからである︒

ろこく

十一516図 露國が連敗の勢を回復せんため︑本國

わ一わが
912

い

つ

ひろが

四308園

﹁わあ︒﹂と手をたたいて︑笑ってゐ
﹁わあ︒﹂といひながら︑たまを投げ始

るものもあるやうでした︒
六929囹

わが 我が 我か

そなたは何をわいわいわめいてゐられるぞ︒

日本の國は︑わが子わが孫︑その子その

﹇我﹈︵連体︶瀧

五963園

わが

この鏡は︑わがみたまとして︑だいじに

わが子わが孫︑その子その孫の︑

孫の︑次々にお治めになる國であります︒

五963園

シンガポールも︑わが陸海軍の勇ましい

敵の陣地を︑にらんでゐます︒

四日前に︑錦州へ向けて出零したわが軍が︑

きんしう

わが歩兵の一隊は︑突撃に移りました︒

八672

八648

日本人である私たちは︑︿略﹀︑わが國のこ

附近にみたわが兵が︑これを見つけた︒

錦州へ向かったわが軍は︑

とばと文字のおかげをかうむつてるるのです︒

九406

つれて行った鳩であった︒

八646

六搬6

ち出しました︒

六柵9 すると︑わが歩兵も︑さかんに機關銃を撃

兵のために︑ 突撃の道を作らうといふのです︒

六宙4 この鐵血塗に破壊筒を投げこんで︑わが歩

︿略﹀︑

六描8 今︑わが工兵は︑三人つつ組になって︑

六766圃
わが陸軍のしるしの軍旗︒
六774圃
わが陸軍のいのちの軍旗︒
六781圏
わが陸軍のひかりの軍旗︒
六786圏
わが陸軍のほまれの軍旗︒

兵隊さんたちによって︑攻め落されて

六374囹

であらう︒

六57園わがみこたちも︑なんぎをしてゐられる

敵にとつげきして︑

五伽6 一時間ばかりののち︑わが軍は︑勇ましく

する日が來ました︒

五宙6 いよいよ︑わが軍が︑敵の陣地にとつげき

おまつりなさい︒

﹁わあ︒﹂といって︑かけて進んだ︒

めたが︑とどかない︒
六943園

わあっ

五971囹

わあっ

みかたは﹁わあ︒﹂とはやしたてた︒
﹁わあっ︒﹂といひました︒

﹁わあっ︒﹂と大聲をあげて︑はげし

﹁わあっ︒﹂と︑子どもたちは大喜びで

︵感︶6

九枷8園
わあっ
四927国⁝囹

七794團圓

﹁わあっ︒﹂とときの聲をあげ︑砂をけ

﹁わあっ︒﹂と思はず聲をたてる︒

く突撃したりします︒
おうゑん
﹁わあっ︒﹂といって︑翌翌をする︒

八554園
九鵬5園

わあっと

學校から︑黒山のやうな邦人の群が︑わ

︵副︶1

立てて︑いっせいに立ちあがった︒

血忌10園

わあっと

十二229

わあ︑わあ
﹁わあ︑わあ︒﹂いひながら︑行ってし

︵感︶1

あっとなだれを打って道路へ押し出して來た︒
わあわあ
三二6囹
まひます︒

わいわい

おたまじゃくしは︑何だかおそろしいやう

︵副︶5

みんながわいわいいふのを︑初めからだ

ひとつ當ってみませうIIなうなう︑

何者かは知らぬが︑わいわいわめいて

みんなが︑わいわい凝立をあげた︒

十二794園

みる︒

十二793囹

十一897

まって聞いてみた一人の子どもがありました︒

五餌5

ゐました︒

な︑うれしいやうな氣がして︑わいわいさわいで

五238

﹁パンパン︒﹂と︑白い煙の輪を吐きなが わいわい

わ

輪を重ねて湧きあがったと思ふうちに︑
﹇我﹈︵代名︶1

わあ︵感︶4わあ

沖の小島に波のよる見ゆ

十一鵬8竈 箱根路をわが越えくれば伊豆の海や

わ

十二川11 何といふ延びの早い雲だらう︒幾重にも

な藝をする︒

げい

十珊3 まるく輪になったその中で︑猿がさまざま

ら︑︿略﹀︑漁船 が 眞 直 に 近 寄 っ て 來 る ︒

九468

向を見定めて︑矢のやうに飛んで行った︒

八661 上空に輪をゑがいて飛んでみたが︑すぐ方

出ては消えるたび︑

七958間まるくひろがる 水の輪が︑ いくつも

をしたり︑いうぎをしたりします︒

六欄6 それが美しいわになったかと思ふと︑盟操

る波のわがまるい︒

六桝7圃 ぬれて︑しっくが落ちるたび︑

と︑波のわが︑だんだん大きくひろがりました︒

五451 ぽんと音をたてて︑うきが水の上へ落ちる

つり糸が︑空に大きなわをゑがきました︒

五448 にいさんが︑ひゅつと︑つり竿をふると︑

四432圃子だぬきが︑出て顧てお山へ集って︑ 五187園
す︒
ずらりと並んでわになった︒

わ ﹇輪﹈︵名︶10 わ 輪黒くびわ

んじつぽ・にじつぱ・やくじゅうまんば

わ ﹇羽﹈ 5いちわ・ごろっぱ・さんば・じつぱ・な

わ

913
わが一わが

九⁝⁝8囹私たちは︑わが航空部隊のめざましい働
きを聞いて︑たいへん感激してみるのですが︑

九梱4園 尼子家再興のことは︑わが年來の望みで
ある︒
い

せ

十64図魍 とこしへに民やすかれといのるなるわ
たかち

ほ

がよをまもれ伊勢のおほかみ
を蕾みながら泣いてみた︒

十98 ある日︑わが軍艦高千穂の一水兵が︑手紙
十1210國團 母も人間なれば︑わが子にくしとはつ
ゆ思ひ申さず︒

十144園 その時には︑おたがひにめざましい働き
をして︑わが高千穗艦の名をあげよう︒
ちぶさ

十6910

わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに右手で
わが偵察機は︑なほも大空をめぐりながら︑

顔をおほってみる兵もあった︒

十709

機械は︑どれ一つとして︑わが日本製のも

旗艦ウェールズの最期を見とどけた︒

十769
のでなかったからである︒

そのころ︑わが國で使はれてるた外國製の
の ぎ
わが攻園軍司令官乃木大間と︑敵の司令官

自動織機と︑

十803
十832

ステッセル総軍とが會脅することになった︒

ステッセル將軍は︑わが激しい攻撃に守備

しきれなくなって︑

十849

見れば︑わが子小次郎が年ごろにて十六
漢字の訓と呼ばれるものですが︑これこそ

﹁いきる﹂﹁なる﹂といったわが國のこと
わが輸送船團は︑マラノー半島のコタバルを

月明かりだったので︑海岸を防備する敵軍
わが輸送船の一隻が︑敵弾のため火を嚢し

十一304

女は男よりもいっそうていねいにものを

尊敬や謙遜の心をこまやかに表すことの

いふのが︑わが國語のならはしである︒

十一318

できるのは︑實にわが國語の一大特色であり︑

わが國語に︑敬語がこれほどに爽達した

十一319 古來わが蛋民は︑皇室を中心とし︑
のは︑

十一323
十一324

わが國がらの尊さ︑昔ながらの美風が︑
でふ
源氏物語五十四帖は︑わが國の偉大な小
十一3610

わが海軍は︑初めより敵を近海に迎へ

説であるばかりでなく︑

撃つの計を定め︑

十一519図

わが哨艦信濃丸より︑無線電信にて

せうかんしなの

十一525図

わが旗艦三笠は︑職闘旗をかかぐると

沈着にして熟練なるわが砲員の撃ち出

わが軍の士氣大いに振るふ︒

ともに︑信號旗を以て令を各庁にくだせり︒

﹁敵艦見ゆ︒﹂との報告あり︒
みかさ

十一5210図

十一533図

響いてわが駆逐隊及び水雷艇隊の魚雷

十一542図
す砲弾は︑

十一546図

わが駆逐隊・水雷艇隊は︑砲火をくぐ

攻撃を受けて︑

十一548図

わが艦隊は︑東郷司令長官の命により︑

つて敵艦にせまり︑無二無三に攻撃せしかば︑

うつりよう

十一551図

おほむね欝陵島附近に集りて敵を待ちしが︑

かげろふ

わが騙逐艦漣・陽炎の二隻に追撃せられ︑

さざなみ

十一561図 ロジェストウェンスキー中將は︑︿略﹀︑

十一564図 敵艦の大部分は︑わが艦隊のためにあ
ほくわく
るひは撃沈せられ︑あるひは捕獲せられて︑

キセキ

記ノ如キ奇績ヲ牧メ得タルモノハ︑

ヨ

十一567図

わが軍の死傷はなはだ少く︑
わが國語には敬語といふものがあって︑

十一5610図圓我が聯合艦隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前

レンガフ

十一254

相手を尊敬するためには︑自分のことを
謙遜していふのがわが国語のいき方で︑

十一265

わが子のやうに滞洲をだきかかへて︑

十一67圃やがて黒龍江は︑やさしい手をひろげ︑

たのであった︒

十椥2

は︑いち早くわが船團の近づくのを感知した︒

十伽5

めざして進んで行った︒

十島2

ばを︑漢字の﹁生﹂に當てて讃んだもので︑

十備5

れてるたのが︑自然わが國へもはいって︑

十価10︑もともと支那各地で︑いろくな音が行は

わが國の昔からのことばで︑

十柵3

七ばかり︑花のごとき少年なり︒

十鵬6図

十201図圏幼かりし時わが乳房にすがりて︑すや 十924園 わが二十八サンチにも驚かれたでせうが︑
すやと眠りしごとく︒

るるのみならず︑遠く海外にも傳はりて︑

十479図 その作品は︑ひとりわが國にもてはやさ

る

十52図我か陸海軍今曉遂に英米軍と戦闘状態に入

せうかい

十5310園 東亜におけるわが國の地位を認めず︑
十592 哨戒中のわが漕水艦から︑﹁敵艦嚢見︒﹂の
第一電が來た︒

十601 わが輸送船が︑南下して行くのが見えた︒

十6010 十旦二時四十分︑待ちに待つたわが漕水艦
から︑﹁敵艦管見 ︒ ﹂ の 第 二 電 が 観 た ︒

十631 まさしく︑わが偵察機の報告である︒

十632 反蓋しつつあったわが隊は︑この報をとら
へて一路機首を北へ向け︑

十655 と︑この時︑わが雷撃機の第一隊が敢然と
現れた︒

十662 わが機は︑まるで演習でもするやうに落ち
着いて︑極めて正確に次々と襲ひかかった︒
十691 襲ひかかるわが一機が︑火だるまになる︒

わが一わが

914

キンセウ

十一572図園 特二我が軍ノ損失・死傷ノ僅少ナリ
シバ︑

十一撹5図閣 松原に︑ 果たなびくとまやこそ︑
わがなつかしき住みかなれ︒

十一槻6 わが軍の貨物自動車は︑一皇一皇正確な

十一㎜5

わが海軍特別陸戦隊が︑この土地に敵前
がうしう

わが南洋のトラックを北の最良の港とす

上陸して︑濠洲兵を追ひ彿ひ︑

十一㎜7
れば︑南の最良港はこのラバウルである︒

十二48図魍としどしにわが日の本のさかゆくも

十二梱10

わが漕水艦の甲板には︑艦長を始め乗組

わが隠笠艦の甲板からは︑︿略﹀︑沈んで

員が︑不動の姿勢で立ってるる︒

十二擢7

艦長︑敵はわが病院船バイカル丸を撃

行くギリシャ國旗に︑敬禮が送られた︒

十二桝5囹

武士道こそは︑わが豊水艦魂なのだ︒

沈しました︒

わが陸の精鋭は︑ジャワのバリ島を奇襲

いそしむ民のあればなりけり

十一一悩8圏

ひえだのあれ

十二253これこそは︑わが道を傳へ得るただ一人

おほのやすまろ

射撃にみまはれる︒

十一枷2 太安観心は︑稗田阿禮がそらんじるわ

十二網6圃

病院がわが軍に占領されたことを知った

國歌を奉唱する時︑われわれ日本人は

この國歌に歌はれてるることばも︑また

だから︑わが國語には︑祖先以來の感

本の磯を洗ひながら︑北上し︑
たいふう
更にわが南洋から巻き起る騰風は︑

十二網2圃熱帯の海から流れ起る黒潮︑わが大日

は︑ひたひたと打ち寄せる︒

十二描4圏遠くわが南洋の島々まで︑太平洋の波

情・精神がとけ込んでをり︑

十二幽8

に及んでみる︒

十二幽7 わが國語もまた︑國初以來纒呈して現在

をいただき︑世界にたぐひなき國膿を成して︑

十二幽5 わが國は︑神代このかた萬世一系の天皇

わが尊い國語にほかならない︒

十二襯10

︿略﹀謡えますわが皇室の萬歳を心から祈り奉る︒

十二襯9

そ︑わがなつかしい國語である︒

十二襯4 このやさしい歌に歌はれてるることばこ

徹夜して︑心からしんせつに看護をしてやった︒

てつや

十二梛3 しかし︑二人のわが衛生兵は︑代る代る

時︑

十一一櫛4

濠洲からジャワのバンドンへ移り︑

十一一伽10 かれは︑︿略﹀︑わがジャワ攻略に先立ち︑

し︑その上陸に成功した︒

十一一櫛5

わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若

の弟子だと︑孔子はかねてから深く信頼してみた︒

事に垂れ物に感じて歌をよむといふのは︑

わが

わが古代の人々が︑雄大明朗の悪性を持

よたれぞ常ならむ︒

十一一481図臼玉色はにほへど散りぬるを︑

たれぞ常ならむ︒

十二563図圃色はにほへど散りぬるを︑

わが教へにたがふことなかれ︒
この道路を︑わが機械化部隊が︑英軍を

十一一893圏
十一一梱8

それを立ち往生させないやうに︑わが工

けちらしながら︑寸時の休みなく追撃する︒

十二麗7

敵が次々に爆破して行く橋梁を︑わが工

兵隊のすばらしい活躍が展開する︒

十二描10

聖堂︑欧米の強國は︑ひそかにわが國を

おうべい

兵隊は︑また片端からかけ渡して︑

十一一価4

﹁汽船だ︒﹂わが漕水艦は︑全速力で煙

うかがってみたのである︒
十一一伽4

わが潜水艦から撃ち出した砲揮は︑

のあとを追った︒

十二梱3

なほもわが漕水艦は︑敵船の周忌をぐる
りとまはりながら︑砲撃を績けた︒

十一一梱5

わが世

ち︑極めて純な感情に生きてみたからである︒

十一一474

わが國民性の特色といふべきである︒

十二4010

い顔回をひたすらに案じ︑

十二274

が國の古傳を︑文字に書き表すことになった︒
の正しい古記録を悩み︑

十一衡4 かれが天武天皇の仰せによって︑わが國
十一枷7 わが國の正しい古傳︑つまり神代以來の
尊い歴史も文學も︑

十一伽7 しかるに︑阿禮の語るところは︑すべて
わが國の古いことばである︒

に書き表すことが︑

十一伽8 わが國の古語を︑漢字ばかりでそのまま
十一㎜10 古事記といって︑わが國でも最も古い書
物の一つになってみる︒

十一梱6 それは︑要するにわが國斎忌來の尊い歴
史であり︑文學である︒

十一梱7 殊に大切なことは︑かうしてわが國の古
傳が︑古語のままに残ったことである︒
んでみる︒

十一梱8 古語には︑わが古代堕民の精神がとけ込

國民の素朴な喜びがみなぎってゐます︒

十一齪7 その大きな︑力強い調子に︑古代のわが
十﹁悩6 らんまんと咲きにほふ山櫻の花は︑いか
もとをりのりなが

にもわがやまと魂をよく表してゐます︒
本居宣長は︑︿略﹀︑古事記傳を大成して︑

わが下民精神の墨黒につとめました︒

十一悩7

出耀し︑眞南へくだって行くと︑

十一㎜7 汽船に乗って︑わが南洋のトラック島を

915
わかい一わかめ

ひうが

やま

十二欄6圏 日向を船出して︑画したまうた國は大
稗︑わが大日本はおほやまと︑

十二㎜3 置旧黒に空をおほふ弾幕や︑いどみかかつ
うみわし
て來る敵機をものともしないわが海鷲にも︑
けん

せうかい

十二㎜5 制海権・制空佐ともにわが手に握られて
みる大東亜海へ︑

は︑今日も獲物にありつけず︑

十二㎜3 ハワイの西方海面を哨戒中のわが濟水艦
十二㎜4 わが魚雷は︑みごと敵艦の上善庫か何か
にくひ入り︑

若い

︽ーイ・ーク︾←とし

﹁︿略﹀︒﹂と︑さも情なささうにいって

まだ若い時のことであった︒
十一町1

薄暗いらふそくの火のもとで︑色の青い

みるのは︑若い女の聲である︒

十一研9

この喜びをあまねく世に分って︑人間を

かつて三方より勤む︒

救はなければならないと︑かれは思った︒

十二559
わかのうら

﹇和歌浦﹈︹地名︺2 和歌の浦
かた
和歌の浦に潮みち來れば潟をなみあ

十一一435怪士

和歌の浦に潮が満ちて來ると︑干潟がな

しべをさしてたつ鳴きわたる
くなるので︑

十二438

明かるい︑明か

その小さな胸には︑若葉のもえる日本の春

十二価1図魍

富士ひとつうつみ残して若葉かな

の美しさを︑思ひ浮かべてみるでせう︒

八1110

五控3圃明かるい︑明かるい若葉から︒

るい若葉から︒

五122圃光は空から若葉から︑

わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若 わかば ﹇若葉﹈︵名︶4 若葉

その遠回が︑年若くてなくなったのであ

自動車の運極手は︑若いジャワ人で︑

元氣のなささうな若い男が︑靴を縫ってみる︒

十一㎜2
る︒

十二255
十二275

若草

い顔回をひたすらに案じ︑
﹇若草﹈︵名︶2

野山をかざって見せよう︒

もえて明かるい若草に︑

い雨が降る︒

六悩2翻

古き都のなごりとて

花はむかしの色
若盛り

當時二十八歳の若盛りであった阿禮が︑

﹇若盛﹈︵名︶1

春景色︑

十二367図心

に咲く︒

わかざかり

十一摺6

︽ーキ︾

今ではもう六十近い老人になった︒
若し

つくろへば︑しばらくは用をなすもの

﹇若﹈︵形︶3

九657図圓

わか・し

若旦那様

をいってすみませんでした︒

若宮道久王殿下が︑︿略﹀︑父宮の御凱旋

みちひさ

﹇若宮﹈︵名︶1 若宮

十一151

わかみや

しづのをだまき

若宮堂

若宮堂の舞の袖︑

﹇若宮堂﹈︵名︶1

をお迎へあそばされてみた︒

わかみやどう

かへしし人をしのびつつ︒

あるでせう︒

おや︑春枝さんは︑わかめを拾ひました

わかめの野原が

﹇若布﹈︵名︶3 わかめ

くり返し︑

十一一761図圃
わかめ

五431圃
七1010園

わかめ

暖い太陽が山一面にかがやきだすと︑この

﹇若芽﹈︵名︶1 若芽

るわかめかと思ひました︒

七112 私は︑これがあの︑おわんの中に浮いてゐ

ね︒

がいせん

わがまま ﹇我侭﹈︵名︶1 わがまま
わかくさやま ﹇若草山﹈︹地名︺1 若草山
かすが
若草山も春日野も かすみこめたる 十一506園 ねえさん︑これまでずるぶんわがまま

しとしと︑細

四五6囹わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑

﹁わが小型航空母艦沈没す︒﹂と︑接 わかくさ

聲器が艦内各部に報じた︒

十二鎚10園
あらわし

十一一珊9 わが勇猛果敢な海の荒鷲が︑米のカリ
フォルニや型を撃沈したのだ︒

空を︑銀翼で切って飛ぶ大編隊が見えた︒

十二別2 十三時三十分ごろ︑わが艦隊の左後方の
わが勇敢無比な荒鷲部隊は︑

﹇若﹈︵形 ︶ 1 2

十二圏4 午後になって︑わが艦隊に敵機來襲︒

十二劉11

わか

わか・い

三435 一びきの若いねずみが︑前へ出ていひ
ました︒

しらがのおちいさん︑

三m1圃 げんきで若いうらしまは︑ みるみる

﹁天皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑若き血潮

ぞ︑と若き人に見ならはせんとて︑

十176海山

に︑大空の積齪雲をいうどりぬ︒

﹇若旦那様﹈︵名︶1

年の若きが致すところか︒
おお︑井上の若旦那檬︒

十一6010心馳
十二686囹

︽ーッ︾

義白あやしみて︑﹁︿略﹀︒﹂とて︑手をわ 六257

﹇分﹈︵四五︶2わかつ分つ
九596図

わか・つ

わかだんなさま

六988 若い人たちが︑︿略V︑的をめがけて弓を引
いてるるところへ︑道眞もやって來ました︒

六㎜1 一人置若い男が︑つかつかと進み出て︑
︿略﹀︑弓と矢を ︑ 道 眞 に つ き つ け ま し た ︒

三年ぐらみの︑若い職工さんもみて︑

八㎜10 その機械のそばには︑高等科を卒業して二
十236 村の若い者は︑急いで山手へかけ出した︒
十一価7 ドイツの有名な白川家ベートーベンが︑

わかもの一わかる

916

若者

みかんの木に若芽がすくくとのびあがり︑
﹇若者﹈︵名︶3

娘には︑それが何であるかわかりませ

あ︑わかった︑大日本帝國海軍︒

どになりました︒
四174囹

何かわからぬことを︑がやがや話したり︑
がやがや何かわからぬことをいひながら︑

どっちから︑どっちへ流れるのかわからな
﹁︿略﹀︒﹂と︑大國主神は︑お供の者に

いほど︑艀かに流れてゐます︒

五197

三四人は︑車のかち棒にとりつきます︒

四研9

にこにこ笑ったりしながら︑

四価4

んでした︒

九4810 鉢巻をした若者が︑大きな魚を︿略﹀︑威 四599

わかもの
勢よく右へ左へ運んで行く︒

十237 績いて︑老人も︑女も︑子どもも︑若者の
あとを追ふやうにかけ出した︒

十239 二十人制どの若者が︑かけあがって來た︒

九503 魚の行列の間を︑市場の人たちと準問屋の

わかものたち ﹇若者達﹈︵名︶2 若者たち
若者たちが︑いそがしさうに右往左往してみる︒

五572

まだ勝ち負けはわかりません︒

五型5園雲が走るか︑お月様が走るか︑よくわか

五925

おっしゃいましたが︑お供の者にもわかりません

十一㎜9 船長の聲に︑防水具に身を固めた若者た
でした︒

ちが︑船室から出て來る︒
ぼくする
若山牧水

ぼくする

十桝1 若山牧水 土ぼこりうづまき立つや十あま

わかやまぼくすい ﹇若山牧水﹈︹人名︺1
り荷馬車すぎ行く夏草の野路に
るよ︒

わかった︑わかった︒

︽一

わかった︑わかった︒

わかりやすい

五鵬3園

﹇分易﹈︵形︶1

五鵬3囹

わかりやす・い

九435 文字で書き表す場合には︑︿略﹀︑自分の考

ク︾

六655

火事は︑少しはなれた川向かふの町だと︑

針金が︑六本あることまでわかる︒
すぐわかりました︒

六686

であるかは︑わかりません︒

遠い外國といふだけで︑それが︑どこの國

︽ーッ・ーラ・ーリ・

六212

わかる

へをできるだけわかりやすく書き表すことができ
ます︒
﹇ 分 ﹈ ︵ 五︶86

ール︾呂おわかり・おわかる

わか・る

昼酒5 ﹁おや︒﹂と思ってみる間に︑ぼくは︑

七549 もう︑上屋の人は︑だれがだれだか︑はつ

正男くん︑わかったつて︑ほんたうにわ

きりわからなくなりました︒

七697園

七698園

七698園

七697園

わかった︑やっとわかった︒

わかった︑やっとわかった︒

わかった︑ほんたうにわかった︒

わかった︑ほんたうにわかった︒

ほんたうにわかったのか︒

かったのか︒

七715囹

くもには︑それがすぐわかるものとみえて︑

七715園
七悩5

を怒らせたかわかりません︒

七備3 ︿略Vといふことが︑どれほど彌兵衛たち

いろくな方法で︑このことを調べてみま

なしたものだといふことがわかりました︒

八86 あるところで︑試みにしるしをつけて︑は

八114

あの地圖を見てもわかるでせうが︑町の

すと︑やはりさうであることがわかりました︒

名に︑日露職孚野塩の將軍がたの名が取ってあり

八198團
ます︒

母の後姿がちらと見えたきり︑あとは涙に

戦のやうすは︑一向わかりませんでした︒

八604 どこで大砲を撃ってるるのか︑わかりませ
ん︒

八609
九3310

それは皆︑おたがひに話したり︑書いたり

ぼっとして︑何が何やらわかりませんでした︒

九402

どうしたかわかりません︒

私は︑すぐ宮城だといふことがわかりまし

九403

九411

自分の思ってみることを︑話したり書いた

お話を静かに聞き︑書かれたものをくり返

うれしいことはありません︒

りして︑すっかり相手にわかってもらった時ほど︑

九409

まったくわからない外工人であったら︑

もし︑私たちの話すことばや︑書く文字が︑

することばや︑文字がよくわかるからです︒

はまぐりは︑あさりよりも︑少し深いとこ

六726園

六悩3

車のかずがわからなくなりました︒
三474 正男さんは︑まだよくわかりません︒

七89

みんなは︑︿略﹀︑いろく︑貝の名前を思
私たちに︑その意味はよくわかりませんが︑
おちついた聲で︑うやうやしく産まれました︒

七426

ひ出してみましたが︑だれにもわかりません︒

七96

ろにるることがわかりました︒

た︒

三488囹 おまへも︑いまにその山や海へ行っ
てみると︑よくわかるだらう︒
三491 正男さんは︑少しわかったやうに思ひま
した︒

三相1園 よくわかりました︒

四72 大きな枝は四方にひろがって︑どこか
らどこまでつづいてみるのか︑わからないほ

917
わかる一わかれ

し阻んで︑ことがらや心持がよくわかった時は︑
方の淺さがはっきりわかって︑

九418 今まで氣つかなかった考への不足や︑感じ

おかあさん︑私は︑今日ほんたうに日本

十403 望遠鏡で見てもわかるやうに︑月のどこ一
しょうこ
つくもったところがないのが︑その謹擦です︒
十575園
よくわかりました︒

の國のえらいことがわかりました︒

十962園

墓標を立て︑わかることなら︑高士の氏

九421園 わかってみるから︑話さなくてもいいよ︒

九423 わかってみると思ったことでも︑話したり
十965園

漆はよく天氣を知ってみて︑雨か晴かは︑

あれほど廣い支那のことであるから︑今で
﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑それぞれすぐわか

夜の胡同は眞暗なので︑それこそ鼻をつま
小さな子どもは︑給も字もわからないころ

だんだん大きくなって文字であることがわ
その文字の意味がわかって量ると︑いっそ

向かふの家の聯もわかるやうになって行く︒

隣りの家の聯がわかるやうになり︑

うその聯の美しさが心に刻まれて坐る︒

十盟3

かり︑その文字の意味がわかって守ると︑

十惣2

から︑この門柱の聯を眺めてみる︒

区別11

まれてもわからないほどである︒

十國2

る︒

十川10

も日本の眞意がわからないで︑

十㎜5

その乾き具合ですぐわかるほどです︒

十階1園

名や︑生まれ故郷も書いておきたいと思ひますが︑

書いたりして︑始めてほんたうにはっきりするの
です︒

動いてみるのだといふことがわかります︒

九917 星が︑北極星をほぼ中心に︑圓をゑがいて

たをあけておくと︑この圓をゑがくやうすがわか

九921 罵眞機を北極星に向けて︑一時間ぐらるふ
るやうに罵眞にうつります︒

九柵10園 たくさん並んで蹄って來る時︑あれは自
分の飛行機だといふことがわかりますか︒

九佃1囹機種の同じものはなかなかわかりません
が︑違ふものなら︑近づけばすぐわかります︒

九佃2園違ふものなら︑近づけばすぐわかります︒
九柵5園 おかあさんには︑うちの赤ちゃんの泣き

九佃2囹爆音でもわかります︒
聲がすぐわかるやうなものです︒

十勉4

九伽5園今︑お話をうかがって︑飛行機の整備の

十盟4

大切なことはよくわかりましたが︑

心耳3園 よくわかりました︒

十一376

妙を加へ神に入って︑何をひいてみるか︑

ナチブ山の頂には敵の砲兵観測所がある

窓から流れ込む空の明かるさで︑兵隊さ
んの顔もやっとわかるほどであった︒

十一悩2

飛行機からの偵察でもはっきりわからない︒

が︑山全学が熱帯の森林におほはれてみるので︑

十一槻3

かれ自身にもわからないやうである︒

十一柵4

と︑︿略﹀罵し出してみるかがわかるでせう︒

源氏物語が︑いかによく人間を生き生き

九梱2 さうして︑それが尼子家の子孫であること
がわかった︒

わからない︒

九舳8 母も何かいってみるやうだが︑こちらには

しい︒

九㎜3 ﹁かささぎ﹂といふ日本語がわからないら

九篇1 ﹁おきな草﹂といふ草花であることがわか

九㎜4 ﹁鳥の巣︒﹂といったら︑すぐわかった︒

つた︒

石工たちには︑︿略﹀母のやうな山の心

も︑わかるやうな氣がするといふ︒

十ニー99

十二282 困難に際會すると︑おのつから人の心が

わかるものである︒

ほんたうに先生の大きいことがわかります︒

十二308囹今の去れた世に容れられなければこそ︑

十二313 孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才

もとより︑二軍の心はよくわかってゐ

能に慮じてわかる程度に教へた︒

もし︑日本が官軍と朝敵とに分れて︑長

十一一641園
た︒

十二価8

く戦ふやうにでもなったら︑そのすきに乗じて︑

かれらは何をしたかもわからない︒

うに︑太陽から出る熱量は︑すばらしい

十二梱7夏の日の暑さから考へてみてもわかるや

十二㎜12更に英の戦艦ウォースバイト型にも︑大

ねらひ績けてるた高角砲の勇士たちは︑

損害を與へたことがわかる︒

︽ール・ーレ︾

みかた機とわかって狂濤のやうに手を振った︒

十二㎜10

別る

かたみに菊水の刀を與へて︑おのおの

﹇別﹈︵下二︶2 分る

十一一901図

わか・る

別れ5おわかれ

正成と正調と︑果たび合ひて猛たび分

東西へ別れけり︒

十二914図
る︒

七465囹今ここで︑命を取られるのだから︑この

わかれ ﹇別﹈︵名︶4

世の別れに︑一曲だけ吹かせてもらひたい︒
てんがい
汝︑にっこりとして天蓋を押し開き︑

やがて︑縦書軍は︑堅く手をにぎって︑な

直立して︑この勇士に別れを告げた︒

二王立ちとなって僚機に別れを告げ︑

十174図圃

十698
十9710

ごりを惜しみながら別れを告げた︒

わかれおわす一わきまえる

918

わかれおわ・す

﹇別御座﹈︵四︶1

別れおはす

︽一

編隊は︑敷隊に分れて次々に南へ飛び立つた︒

別れようとした時︑ステッセル將軍は愛馬

雷撃機隊は︑たちまち二隊に分れた︒

十657

ス︾

別
わかわし

上下二段にわかれた戸だなで︑

若々しい

︽ーイ︾

もし︑日本が官軍と朝敵とに分れて︑長
﹇若若﹈︵形︶1

云い水の上に︑ニセンチか三センチぐらゐ

﹇若鷲﹈︵名︶1

若鷲

の︑若々しいみどりの苗が出そろって行くのは︑

七378

わかわかし・い

く職ふやうにでもなったら︑

十一一柵7

十槻10

にまたがり︑

十一6410図圓 汝負けばわれをたのめ︑われ負けば 十976

分れめ

汝をたのまんなど︑父と兄と約束して︑敵御方に
﹇分目﹈︵名︶1

別れおはすらんか︒
わかれめ
けるかどうかが成否の分れめだ︒
わかれる

分れる

九983園 潮流の激しい一本松の沖あひを︑泳ぎ抜
﹇別﹈︵下一︶16

︽ーレ・ーレル︾←おわかれする・しにわかれ

わか・れる
れる
る

方に分れてすわりました︒
わき

﹇脇﹈

︵名︶

8

ワキ

わき

脇

与こわき・

四669 花子さんと春枝さんは︑えんがはで︑爾 十188図圃 いざ︑親鷲を先頭に︑績け︑若鷲︒

足もとからむくむくとにごって湧きあが

つた水が︑すぐに流れ澄んで︑

十二伽10

十二川9 入道雲の足もとから︑むくむくと二つ三

幾重にも輪を重ねて湧きあがったと思ふ

つ︑灰色の雲が湧きあがって來た︒

十二脳11

わき起る

湧き起る

大御心のかたじけなさ︑そぞろに涙のわ

﹇湧出﹈︵下二︶1 わき出づ ︽ーヅル︾

うちに︑太陽をさへぎり︑青空を埋めて行った︒
わきい・ず

十69図

﹇沸起﹈︵五︶2

き出つるをおぼゆ︒

からだ中に力がわき起って︑︿略﹀︑恥つ

﹇沸返﹈︵五︶1 わき返る ︽ーッ︾

き返ってゐました︒

五487 流れが急で︑白い波が︑石と石との間にわ

わきかえ・る

の心が泉のやうに湧き起るのを感じるのである︒

十二桝4 なつかしい日本語を聞くと︑︿略﹀︑愛野

かしくない御奉公をすることができた︒

九206団

︽ーッ・ール︾

わきおこ・る

マン中二︑オヂイサントオバアサンガ

私がわきへよって席をあけると︑

義纒︑長刀をわきにかいはさみ︑

いひ知れぬ喜びが︑かれの胸にわきあが

わきま・える

わき流れる ︽一

帽子の下からわき出る汗が︑顔を傳って

﹇湧出﹈︵下一︶1 わき出る ︽ーデル︾

しみつ

山からわき流れる清水が︑かけひをまつ

その矢︑︿略﹀荒尾の九郎が甲を通し

﹇弁﹈︵下一︶1 わきまへる ︽1へ︾

て︑右の脇腹までぐざと射込む︒

わきばら

十一197図

わきばら

しぐらにかけ抜けて通る︒
わきばら
﹇脇腹﹈︵名︶1 脇腹

十一794

レル︾

わきなが・れる ﹇湧流﹈︵下一︶1

流れ落ちる︒

十﹇852

わき・でる

湧き立たせる︑勇ましい調べがあります︒

十二㎜3囹怒涛の中には︑︿略﹀私たちの血潮を

どたう

わきた・つ ﹇沸立﹈︵五︶1 湧き立つ ︽ータ︾
うばを門のわきに立たせておいて︑姫は中

義纒︑︿略﹀︑わきにはさみ持ちたる弓を︑

十柵8図

安藝の太郎を︑左のわきにさしはさみ︑
弟の次郎を︑右のわきに取ってはさみ︑

十佃9図

海中にとり落したり︒

八748図

よしっね

へはいりました︒

八4110

四232

カアサンガオカケニナリ︑

ォカケニナリ︑ソノワキニ︑オトウサントオ

五277園今年もまた︑その大蛇が出て來るころに りょうわき
二783團
なりましたので︑この娘に別れるのが悲しくて︑
五八2 自分の育てた犬が︑いよいよ軍犬になるの
だと思ふと︑うれしくてたまりませんが︑別れる
のは︑ほんたうにつらいと思ひました︒

六908 十方に分れて︑それぞれ陣地についた︒
する︒わかれ︒

六968園 この次に雪が降ったら︑またやることに

れて︑西の大阪湾に注いでゐます︒

よど
八898 市を貫ぬいて流れる淀川は︑いく筋にも分

の來ることは︑子どもたちには︑大きな喜びです︒

八個8 スケート遊びと別れるのはいやですが︑春

十榴9図心の次郎を︑右のわきに取ってはさみ︑
たき大石を︑かるがると脇にさしはさみ︑

大力の僧︑︿略﹀︑百人にても動かしが

九352園 おかあさんに別れて︑さびしいかね︒

十一2110図
べきん

九866 二歳ごまの市が始れば︑いよいよ北斗と別
きつりん

れなければなりません︒

︽ーッ︾

つて來た︒

十二486

がる

九踊11 ここから安東・吉林・北京へ︑隠道が分れ わきあが・る ﹇沸上﹈︵五︶4 わきあがる 湧きあ
るので︑

九㎜7 ここからチチハルへ線が分れる︒
ていさつ

十622 まつ偵察機隊が出嚢し︑八時を過ぎて︑大

919
わく一わざわざ

十二柵9 ともすれば國語の恩をわきまへず︑中に
﹇枠﹈︵名︶4

わく

は國語といふことさへも考へない人がある︒
わく

が仕掛けてある︒

乱闘1 上下二段にわかれた戸だなで︑中にはわく
十型2園 このわくへ︑塗った物をはさみます︒

十旧2園 わくは心棒で支へ︑時計仕掛で静かに回
輔させながら︑漆がまんべんなく行き渡るやうに
して乾かします︒
ふんどう

十旧9 重い分銅のついた仕掛があって︑︿略﹀ゆ
つくりした動きで︑わくが回宜してるる︒

わ・く︹湧﹈︵四五︶7わく︽ーイ・ーキ︾

きり

風のまに

四45圃白いあふぎをさかさまに︑かけた下
から雲がわき︑
ただよひのぼる︒

九714図圏 いつくともなく霧わきて︑
まに谷間より

はなしに信仰となって︑このやうなオボを作り︑

しんかう

九㎜11 おのつからこれにたよる心がわき︑いっと
十㎜12 すると︑にはかに黒い雲がわいて來た︒

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

み

十二289 子路には︑ひょっとすると︑さういふ考
へがわいたのかも知れない︒
こ

十一一766図團 鎌倉宮にまうでては︑ つきせぬ親
わくわくする

︽ーシ︾

悲憤の涙わきぬべし︒

︵サ 変 ︶ 1

王のみうらみに︑

わくわく・する

くわくした︒

八556 二機が並んで行くのを見てみると︑胸がわ
﹇分﹈←みわけ

わけ ﹇訳﹈︵名︶17 わけδもうしわけ

わけ

いきません︒

五備7團
す︒

七705園

高いしゃうがいをわけもなくとびこえま
かういふわけなんだ︒

正男くんのせいと︑かげの長さと同じに

なった時刻は︑あの國旗掲揚塁の高さと︑かげの

七賢9園

満洲は︑前から︑日本と深いつながりが

長さが同じになるといふわけだらう︒

八205国

わけをたつねますと︑﹁︿略﹀︒﹂と答へまし

あったわけです︒
八407
た︒

この調子なら︑わけもなく遠泳ができさう

このわけをよくおかあさんにいってあげ

だと︑ぼくは喜んだ︒

九9610

十145囹

ちみき

十二盟6

八時四十分︑敵の一機が偵察に來たが︑

わけても︑︿略﹀蹄って來た燕を迎へる

﹇別﹈︵副︶1 わけても

わけもなく撃退される︒
わけても

﹇分﹈︵下一︶4 分ける ︽ーケ︾与かきわ

人の心は︑どんなにうれしいことでせう︒

八127園
わ・ける

私は︑またほかのきりぎりすをさがさ

ける・ききわける︒つかいわける・みわける

うと︑草を分けて行きました︒

三741

山から取って來たみかんは︑一家そう出で︑

いろくな種類に分けて︑

六286

七209 身の丈にもあまる草を分けて︑だんだん奥

山を分けながら谷間をのぼって行くと︑

へはいっていらっしゃいました︒

九135

うずめのみことは︑わざと︑おどけたやう

ノイツも︑氣味わるく思ったやうですが︑

をぢ爲朝の弓のやうならば︑わざと落

ためとも

かれらをりっぱに宗法に從はせるのが︑

﹇態態﹈︵副︶3

わざく

きれいな花を︑わざく持って重てくだ

さって︑ありがたう︒

四皿5團

わざく

なぞも解かず︑そのまま退出したのである︒

佛の大慈悲であると思って︑自分はわざと將軍の

十一一645囹

てわざとかく仕りて候︒

十一669図國兄にておはす上に︑思ふところあり

と捕らはれの身となった︒

九鵬2 鹿介は主君に志を告げ︑許しをこうてわざ

しても與ふべし︒

八767図國

わざと平筆な顔で︑

七帽8

すをして︑お笑ひになりました︒

五991

わざと﹇態﹈︵副︶6わざと

地球の直脛は︑月の約四倍ありますから︑ わざ ﹇業﹈︵名︶δはやわざ・ひとわざ・みわざ

て︑安心なさるやうにするがよい︒

十4110

夜︑月から地球を見るとすると︑われわれが常に
見る月の四倍ぐらみな地球が︑天にかかって見え

ただ︑軍馬も武器の一つですから︑私が

るわけです︒

十952園

そん

すぐいただくわけにはいきません︒

北支那に愛路村といふ地域が設けられたわ
けも︑ここにある︒

十㎜8

悪者といっても︑村の良民と違った着物を
村の良民と違った着物を着てみるわけでも

着てみるわけでもなければ︑

十姫1
1

なければ︑ことばが攣ってみるわけでもない︒

十

遊ぶといっても︑別におもちゃや給本など
を持って︑遊ぶわけではない︒

十踊7

地球と月との距離が︑今の約二倍なくて
は︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかない︒

十二㎜4

くとしても︑ざっと四十三年かかるわけである︒

五623囹私は︑いつまでも︑ここにるるわけには 十一一個4 四百キロの速さで飛ぶ飛行機に乗って行

わし一わすれる

920

わざ︑そのところへお出ましになりました︒

六602 時の天皇が︑それをお聞きになって︑わざ
十一悩9 この兵隊さんは︑︿略﹀︑自作の俳句を讃

んでくれと︑わざくやって見たのである︒
わし
わし ﹇鷲﹈︵名︶1 鷲5あらわし・うみわし・お

わし

やわし・りくわし・わかわし
わし
﹇儂﹈︵代名︶4

九湘5園鷲の顔をかくことにしてゐます︒

わし

十二516園 わしは︑何も知りませんよ︑行者さん︒
十二516園 わしは腹がへってをります︒
つい︑うは言が出たかも知れないが︑

わしには何も奮えがないのです︒

十一一518囹

れんげ

十二527園 わしのたべ物といふのはね︑行者さん︑

ひだ

わしは

人間の生肉︑それから飲み物といふのが︑
わしは
﹇鷲羽﹈︹地名︺1 厳器

十一938 飛騨山脈が︑蓮華・鷲羽・水晶・五郎と︑

わしは

﹇僅﹈︵形状 ︶ 1 6

わっか

︿略﹀そそり立ち︑うねり導く雄大荘嚴な姿︒
わずか

なりました︒

五924 決勝線まで︑わっか二百メートルぐらみに

ぺうかう

五価9 みかたの第一線は︑敵前わっか五十メート
ルといふところまでせまって︑

敵前︑わっか五十メートルといふ正清です︒

六冊6 昭和七年二月二十二日の午前五時︑廟巷の

いよいよ出置といふ時は︑日没までわっか

をはめ︑石筆はちびてわっかに再呈を残すのみ︒

十597

わが軍の死傷はなはだ少く︑艦艇の沈

わっか小説校を出ただけのかれには︑

一時間鯨りしかなかったが︑

十762

十一568図

没したるもの︑わっかに水雷艇三隻に過ぎず︒

附近には︑わっかな住民の家がところど

ころに鮎在し︑

十一㎜8

かに七十三騎となりにけり︒

十二924図その篤しだいに亡びて︑のちにはわっ
江戸城は︑︿略﹀わっか二回の悪血で︑

忘る

︽ーレ︾

さ
わっかな誤差から︑基地へ錦着すること

わっか四五分の間に︑すっかり海面を暗

しかも談笑のうちに開城の約が成立した︒

十二価1
十二川12
6

くしてしまった︒
ご

﹇忘﹈︵下二︶2

のできない危除さへ起る︒

十一一
わす・る

自分のかはいがつた馬のことは︑いつま

ゆうべ︑桑をやるのを忘れませんでした

みも忘れるほどでした︒

五364園
か︒

五693團

いっか國男にも︑にいさんの愛馬を︑ぜ

でも忘れられないで︑

ひ見せたいと思ってみるが︑その時は︑きっと︑

五699国

にんじんを忘れないやうに頼むよ︒

もしものことがあったら︑忘れずに︑こ
八118

私たちは︑文字を正しくきれいに書き︑り

燕は︑決して自分の國を忘れません︒

の袋の口をおあけなさい︒

七197園

九449
九817

時には乳を飲むのも忘れて︑︿略﹀元氣よ

そのかはいいやうすは︑今でも忘れません︒

つばなことばで話すことを忘れてはなりません︒
九8110

く︑草原の上をはねまはることもありました︒
あまご
それにつけても︑御主君︑尼子家の御恩

九桝2園

この光榮を忘れるな︒

人々は︑われを忘れて後へとびのいた︒

くわうえい

を忘れまいそ︒

九姫1園

その遺言をつぶさに聞きて︑この母

十258

十二961図圏

にも語りしものが︑いつのほどに忘れけるそや︒

あなたのお話がおもしろかったので︑痛

明治三十八年は︑佐吉にとって忘れること

しんせつな山のお招きの席に︑しばらく

住宅地に明け暮れを送ると︑しぼしば北

わが身の上の危さも忘れて︑孔子は年若

い顔回をひたすらに案じ︑

十二275

緯一度半の熱帯にみることを忘れてしまふ︒

十一盟6

忘れて︑一同夢に夢見るここち︒

花子さんは︑もうはの痛みを忘れて 十一柵6 ベートーベンの友人も︑まったくわれを

は︑すべてを忘れて立ってるた︒

十一812

のできない年である︒

十802

が︑永久に忘れることのできない日である︒

十一一965図正行︑父の遺言母の教へ︑身にしみ心
︽ーシ︾

昭和十六年のこの日こそ︑われわれ日本人
和する

十524
にしみて忘れず︒
くせまひ

﹇和﹈︵サ変︶1
せいぐわんじ

わ・する

誓願寺の曲舞を歌って︑舞ひ始めた︒五
人も︑これに和した︒

面当2

三425

与おきわすれる

七1810 尊は︑わっかの供人をつれて御出爽になりわす・れる ﹇忘﹈︵下一︶22 忘れる ︽ーレ・ーレル︾
ました︒

七573 千早城は︑︿略﹀︑まことに小さな城で︑軍

にこにこしてゐました︒

四412園お二人のご恩はけっして忘れません︒

勢もわっか千人ばかり︒

七623 お供の者は︑わっかに九人であった︒

四皿3国

ことを︑すっかり忘れてみたのです︒

金の牛は︑自分のからだが金であった

四477
せきばん

八298図爾軍たがひに押し寄せて︑その間わっか
に三町ばかりとなれり︒

十81図 昭憲皇太后の御硯箱は︑ふたの裏に石盤

せ

十二備7 國語を忘れた國民は︑國民ではないとさ
へいはれてみる︒
わ せ
わせ ﹇早稲﹈︵名︶1 早稻
わ

九重8 何よりも︑たんぼに早稻の穂が出そろって

白く波打つのが︑秋らしく見渡される︒

わた ﹇綿﹈︵名︶4 わた 綿←まわた

五202 どこからともなく︑綿のやうに白い︑やは
やなき

らかなやなぎの花がとんで來ます︒

舞って覧る︒

十二3 楊のわたが︑どこからともなくたくさん

ニ804團

二787團
ッシャイマシタ︒私ハ︑マイアサ︑ニイ

ガ立チマシタ︒私曲︑セイガヒクク

四㎜8 でくださいました︒私は︑また︑きっとお

四765

四751

なってみたので︑私はびっくりしまし

た︒おとうさんと私は︑つきそひの人

四柵6園

夫﹁いや︑これは私が拾ったのです︒三

四柵4園 女﹁もし︑それは私の着物でございます

四人6国 たう︒あの花が︑私の枕もとで︑今もま

﹀︒﹂﹁コンドハ︑私ガヤッテミマセウ

U囹

ニ958

五325 て︑動いてゐます︒私は︑竹田さんのとこ

ニタカタデシタ︒私物思ハズ︑﹁オヂイ

R カラ考ヘマシタ︒私心ハ︑オトウサンモ
ニ957來マシタ︒見ルト︑私ノオヂイサンニヨ
ニ981 いたとき︑ふと︑私は︑ゆうべのゆめ
三668 さまのお祭です︒私は︑弟の一郎とい

五342

五336 吹いてゐましたが︑私は︑いつものやうに

＞︒﹂といひました︒私は︑かひごがほしく

ました︒かへりに︑私は人形を買って

た︒おかあさんも︑私も︑一郎も︑いっし

五321

三686

んにいはれたので︑私は︑桑の葉を一枚一

三688
三703

えました︒﹁みた︒﹂私は︑手に持ってゐ

みないやうです︒私は︑草の葉を一枚

︒﹂と思ひながら︑私は︑そっとこゑの

五369 ﹂とたつねられて︑私は︑はっとしました

五363 ではありませんか︒私はおどろいて︑ねえ

五357 りました︒ある夜︑私が本を讃んでゐます

私は︑さっきから︑せ 五348 うかと思ひました︒私は︑早くまゆを作る

三715

三705

三697

したやうで︑なかなか盛んな感じのする雲です︒

十一733 青空に綿を大きくちぎって︿略﹀投げ出
私

ハナコデ

わたくし

私は︑あわてて窓をあ

ワタクシ

中ではねました︒私は︑またほかのき

﹇私﹈︵代名︶㎜

三739

わたくし

べ始めましたので︑私はほっとしました︒

イ︑サウデス︒ワタクシバ

三744團

五382

一294園
ロトナリマシタ︒ワタクシバ︑オカアサ

三767国 んすきでした︒私は貝をたくさん
らう︒﹂と思って︑私は急いで行って

一516

五453

にいさんと並んで︑私もつり始めました︒

五467 ︑ぐぐっと︑今度は私のうきが︑水の中へ

︒﹂といひました︒私も正男さんも︑﹁さ

五481

三913

三999園やり︒さうだ︒私に︑このかめを責

三877

かめ﹁私が︑またおともを

っしゃいますか︒私は︑おとひめでご

ニジガデマシタ︒ワタクシバ︑オカアサ

三戸7園

ニ476オッシャイマシタ︒私ハ︑ケンチャンヲ

ニ477 ︑外へ出マシタ︒私ハ︑オトナリノ前

三川5園

五723 がいひましたから︑私は掛けました︒次の

五721

五711

五706

ありがたう︒﹂と︑私もいひました︒﹁︿略

てくださいました︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂といひ

よそのをぢさんが︑私の顔を見ながら︑﹁︿

な小さな神様を︑私は︑見たことも︑聞

ばなりません︒私は︑お二人にお別

四364囹に答へました︒﹁私は︑もと︑月の世

五728 した︒にいさんは︑私のそばへ掛けました

五584囹

︑月の夜には︑私のことを思ひ出し

しゃいました︒﹁私は︑いつまでも︑こ

四367園

してください︒私も︑あの月の世界

さるたひこ

五705 ありませんでした︒私が︑にいさんと並ん

二675園
コロへ 行ッテ︑﹁私ノウチニ︑タイヘ
二681園 デス︒ドウカ︑私ノムスメヲモラッ
二685囹︒セカイ中野ハ︑私ヨリモットエライ
二694囹ンデス︒イクラ私ガテッテヰテモ︑

は︑﹁こんどは︑私が先に書きますか 五㎜5囹 かへて︑﹁いや︑私は︑皇孫がおいでに

おちいさんに︑﹁私は︑どこへもまみ

二706園 ﹁セカイ中ニハ︑私財リモットエライ

四413囹

五柵6園出てみる者です︒私が御案内いたします

ぞいてるました︒私がわきへよって
ちの三郎さんが︑私のおりるのを見つ

V15囹ンデス︒イクラ私が空デイパッテ

四698圓

四414園

た︒おとうさんと私もはいりました︒

五加6囹案内いたします︒私の名は︑猿田彦と申

四352園

二731園 ﹁セカイ中ニハ︑私署リモットエライ

四731

︒﹂と答へました︒私は︑なんだか︑自分

四231
四258

二741園ンデス︒イクラ私ガチカライッパイ
二753園 ﹁セカイ中野ハ︑私塾リモットエライ

四746

五623園

五552 ゐました︒その夜︑私は︑次のやうなこと

私は︑一度︑川にそっ

ニ552 ︒ヨルニナッテ︑私田ニイサンニ︑﹁︿

二51一 ウニイヒマシタ︒私ガ︑﹁︿略﹀︒﹂トイ

一53一

五411 が遊びに來ました︒私が︑かひこの箱を見

五376

十㎜4 小さな光ったわたが︑土塀の片すみにたま

一一
一一

おかあさん︑私は︑きのふをばさ

る︒

X4 W2

二786国 ニ︑ネエサント私が立チマシタ︒私

一一

921
わせ一わたくし

わたくし一わたくし

922

五徊6国
五伽7園
五俗4園
五協9囹
五梛3園
五槻7囹
五慨9園
五柵4園
五佃5囹
のと同じ氣持で︑私も︑利根を一生けん
﹁今日一日だけ︑私に海へ行かせてくだ

ていらっしゃる︒私は︑毎日山へ行って
いで︑今日だけ︑私につりをさせてくだ
の命﹁さうです︒私も︑一度︑あの懐き
︑おきのどくな︒私が︑いいことを教へ

じなつりばりで︑私も困ってしまひまし

ぐお乗りなさい︒私が︑その舟を押して

年取った神様が︑私に︑海の御殿へ行く

六92 みた弟が︑遠くから私を見つけて︑﹁ねえ
六96 いま︒﹂といって︑私はかばんをおろしま
六125るつもりなのです︒私は︑をかしくなって
六128刈る音が聞えます︒私も︑何か手つだはう
六134運んでゐられます︒私も︑少しつつ持って
六141 ﹂といはれたので︑私は︑また弟の方へ行
六581園います︒この間︑私が︑山でたきぎを拾
六696ちの方角と聞いて︑私は︑恐しくなりまし
六713あさんにいはれて︑私は︑ねどこの中へは
六717 へ來てるられます︒私はびっくりしました
六723 ったのださうです︒私は︑﹁︿略﹀︒﹂と聞き
六731 はいさうに︒﹂と︑私はいひました︒やが
これから︑ずっと私のうちにいらっしゃ
六747園
六805した︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私がいふと︑﹁︿略﹀︒﹂
六813んがいはれました︒私は︑何にしようかと
六838した︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私がいひますと︑﹁︿導
六844くいになりました︒私は︑私のだいすきな
六844なりました︒私は︑私のだいすきな︑かは
六851お禮の手紙でした︒私は︑それを︑みんな
が來てるました︒私は︑とびあがって喜
六856国
た︒﹁︿略﹀︒﹂と︑私は思はず大仁でいひ
六862国
なたのお人形は︑私のポケットにしまつ
六881国
︑お人形さんは︑私といっしょです︒い
六882国
七m4

事をつづけました︒私は︑くものりかうな

するのかと思ふと︑私は︑急におもしろく

vといったので︑私は︑音のしないやう
六884団 らせてください︒私も︑職地のやうすを 八㎎7
八伽1 御飯をたき始めた︒私は︑野墓を出してふ
六鵬3 こしにいったので︑私は︑急いで庭へ出ま
八榴4園 庭のさうちまで︑私の知らないうちに︑
六塀2 ︑きれいね︒﹂と︑私は思はずいひました
まんじゆのひめ
八悩5 といふのであった︒私は國語の﹁二型姫﹂
六㎜1 とりごとのやうに︑私はいひました︒﹁ど
八価6 た︒﹁︿略﹀︒﹂次に︑私が︑自分でこしらへ
六悩3 ぐらが見えました︒私は︑すぐ宮城だとい
八㎜4圃 高さは︑方向は︒私はすぐ電話に向かつ
七77 んと︑花子さんと︑私と︑四人が一組にな
七111 さんがいひました︒私は︑これがあの︑お 九308園いえ︑違ひます︒私の子ではありません
もインド人です︒私は︑この子の影乾で
七179園 か︒西の國では︑私より強い者はないの 九309園
七334園
もありました︒﹁私は︑おなかの病氣で 丁柵7園 ︒當番にあたった私が評註者になりませ
七463園 てもかなはない︒私も畳悟をした︒私は 丁伽7園 思はれませんか︒私ならさう思ひますが
七464園 私も豊悟をした︒私は無人である︒今こ 十112囹なおことばです︒私には︑妻も子もあり
十113園子もありません︒私も︑日本男子です︒
七皿7 が一匹︑すうつと︑私の目の前へぶらさが
十521團を見つめながら︑私は︑さくさくと白菜
七麗8 さがって來ました︒私は︑びっくりしまし
十526日である︒この朝︑私は︑ラジオのいつも
十532 いて︑はっとした︒私は︑學校へ急ぎなが
七価7

八537

八536

八527

八507

八499

八494

て落ちてしまった︒私のがまだ飛んで行く

あった︒その中を︑私のグライダーは︑眞

氣に飛んで行った︒私は自分で拍手をした

さかんに飛ばした︒私も飛ばしてみた︒飛

できあがったのだ︒私は︑そっと翼をなで

た者もみたやうだ︒私は︑ちやうどきちん

のは一人もみない︒私は︑胴盟に鼻木をし

線を引きながらも︑私の心に浮かぶものは

十955園

十952囹 の一つですから︑私がすぐいただくわけ

十942園

十939園 りつぼな方です︒私などの遠く及ぶとこ

十934園 くことができて︑私も満足ですが︑あの

十901囹

十895園

＋5710ためながら︑じっと私を見つめた︒十

ました︒この春︑私がこちらへ來たころ

八551

大きな聲で叫んだ︒私は︑このグライダー

十目1 んだことのなかった私は︑船の勤めば話に

﹂さて︑みなさん︒私は陳列室へはいって
かん
十重3 さましさうなので︑私は︑箱をかかへて甲

十957圏 とはありません︒私も︑馬は大すきです

略﹀︒﹂﹁閣下は︑私から物をお受けにな

とを申し出た︒﹁私は︑馬がすきで︑旅

ッセル將軍が︑﹁私のいちばん感じたこ

ッセル戯評は︑﹁私も︑十一箇月の間旅

不

八559

この町を通るので︑私は︑おかあさんにつ
がしいおかあさん︒私も︑兵隊さんの靴下

はくしゅ

八562

八626

とうさんについて︑私も町角まで見送りま

日は︑兵隊さんが︑私の家にもとまるとい 十伽5

八637

八6110

八568

八246團

八209国場がありますが︑私は︑給はがきにある 十563と仰せられてみる︒私は︑神武天皇の昔︑
十572きてみるのである︒私は︑すっかり明かる
十574園︒﹁おかあさん︑私は︑今日ほんたうに

八193国士で何よりです︒私もずっと丈夫で︑毎 十556した︒そのうちに︑私は︑目も︑心も︑熱
八197團窺生しましたね︒私の送ってあげた大連 ＋5510さう思ったとたん︑私は︑もう何もいらな

〉。

十⁝⁝7 つてしまひました︒私は︑注射をして脈に
來ました︒﹁︿略﹀︒﹂私のからだは︑すつく

十欄3 ません︒とたんに︑私の頭の中には︑病室
十川7

十槻1 ればllかう思った私は︑もう船の動揺に
十柵2囹 よろしい︒明日︑私の首を進ぜよう︒﹂
十㎜3園 かざりください︒私は︑お先に切腹をい
十一266 ︒自分のことを﹁わたくし﹂といふのが
十一269 のが普通である︒私もまみりませう︒も
十一272 のもののことを︑私は︑まだめしあがり
十一277めにする場合は︑私が御案内申しませう
十一293 でになりません︒私のをぢさんは︑大阪
十一298日まみりません︒私のをぢは︑大阪にを

を聞いてさへ︑私は喜びにたへないが

りを聞かせて︑私に悟りを開かせてく

ψ．

ごれんびん

庭におり立つた私は︑荒なはで枝をつ

てありません︒私は︑日本の軍隊がつ

あなたがたが︑私に示されたしんせつ

めてやると︑﹁私の今の身の上を悲し

られ候はば︑私は申すまでもなく︑

候所存に候︒私一命は惜しみ申さず

立ち候やう︑私身命に代へ願ひあげ

た︒﹁何とぞ私への御高恩と思し召

さうしたら︑私のからだをおまへに

心でいった︒﹁私はおまへの弟子にな

PA

O
6レ

，

虚

私たちは︑自動車が見えなくなるまで︑

ら︒﹂といひました︒

三919

私たち

私たちの立てた國旗が︑風にひらく

見てゐました︒

して︑いつもより勇ましく見えました︒

三944

こもんしゃう︑

まもなく︑新しい軍服を着た一人の兵

すきな花︒

四273魍菊はたふとい
の

たいさんが︑私たちのところへ來ました︒

四759

四川9国子どもさんが︑みもんに來てくださると︑

私たちなら︑横になってねるのに︑かひご

私たちは︑ほんたうにうれしいのです︒

五525

五445

おばあさんとをばさんが︑ちゃうど私たち

町の入口で︑私たちは馬車をおりました︒

汽車が止ったので︑私たちはおりました︒

私たちは︑急いでつりのしたくをしました︒

は︑頭をちゃんとあげて眠ります︒

五344

五537

私事

五744

﹇私事﹈︵名︶1

御取りつぶしに相成り候はば︑私事
きっと覧悟致し候所存に候︒

二378

おとう様のお心にそむいて︑けんくわを

六突9 私たちは︑きちんとすわりなほして︑おじ

私たちは︑波うちぎはを︑ぼちやばちや歩

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんがいったので︑私た

私たちは︑先生といっしよに︑岩のそばへ
行きました︒

七1210

ちは︑みんな指先に力を入れました︒

七119

きながら︑︿略﹀岩の方へ行きました︒

七105

つてから︑次のやうにおっしゃいました︒

ぎをしました︒

私

七71 先生は︑私たち四年生の人員をお調べにな

私たちも︑いっしょに歌ひました︒

私タチバカンゴフニナリマセウ︒

私たちは︑すぐ立って︑席をゆづりました︒

五745
私ごと

﹇私事﹈︵名︶1

一一634園

いたしました私たちでございます︒

六532囹
ワタクシタチ

夜討などいふこと︑汝らが同士軍︑
十騎二十騎の私ごとなり︒
﹇私達﹈︵代名︶77

タチ私たち

わたくしたち

モ一
ワタクシタチハゲン

ニドオジギシテ︑手ヲウッテ︑
ツウッテ︑オジギシテ︑

一436圃
キデス︒

ワタクシタチハ︑手工モチキレナイホド
い氣がします︒私もいけ花がすきなの

ワタクシタチハオイシクタベマシタ︒
限り︑どうして私が死ねませう︒﹂と

三911

三176圃

をぢさんたちは︑私たちに︑﹁さやうな 七138 私たちの滞る時には︑あのあさりをほった

はみられない︒私が力のあらん限り修

ツンデ︑ウチヘカヘリマシタ︒

一497

の前へ來た時︑私たちは︑すぐ立って︑

藁家滅亡を見つつ長らへ居り候も残念に候ま

ほほ笑みながら私はかういったllは

てはみられない︒私は︑その土をしっか

，」．

，ぐ

十一469やることが︑つい私の耳をす通りします

2ごき當5こ8753109107433132
圏と矯圏と・て・無畜園舗圏無畏園園
〒露＿畠

＿

十一475なの笑った顔が︑私に集ってゐます︒先
わ

わ

十一475ゐます︒先生が︑私に何かおっしゃった
十一476やうになるのを︑私は感じました︒午後
十一488びしい氣がして︑私は自分の部屋へもど
十一496 っとこれだけが︑私の口から出ました︒

十十十十十十十十十十十十十十

臼旨

＿

﹁ありがたう︒私がみなくなっても︑

十た
十た十十十十十十十十十十十十十十
一くまも二くニニニニニニニニニニニニニニ
61し、、113し13了1訪1舗1圏12了12了113113↑1311353525151

限り︑どうして私が死ねませう︒﹂と

てありました︒私のおいて來た花ばさ

てるることが︑私をこんなに丈夫にし
︑大陸の氣候が私に合ふのかも知れま

たいのですよ︒私も︑こちらへ來てか

めんください︒私は音富家ですが︑お

曲なんでせう︒私には︑もうとてもひ

氣にふれるため︑私はここまでのぼって

私はだまってうなづき

のです︒どうぞ私に代って︑おとうさ

57184431284527
凶具
園園岩国團團團團園園
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115

115

116

116

2了

34

35

923
わたくしごと一わたくしたち

わたくしたち一わたくしたち

924

ところも︑︿略﹀海の水でかくされてるました︒

七399 私たちの學校では︑新しい講堂が立つこと
になりました︒

七426 私たちに︑その意味はよくわかりませんが︑
おちついた聲で︑うやうやしく僻まれました︒

七438 三人の神主さんが︑静かに︑私たちの前を
通って蹄られました︒

七446 私たちは︑聲をそろへて校歌を歌ひました︒

七534 さあ︑私たちも︑いっしよに歌はうではあ
りませんか︒

ちの船は︑ひとりで走り始めました︒

七553 いよいよ︑小さな汽船からはなれて︑出た
八137 私たちのたべる︑あの美しいバナナは︑
よく似た植物に生る果物です︒

八138 私たちが︑﹁ばせう﹂といってみるものに︑
八473 私たちも︑あんなのを作るのかと思ったら︑
なほうれしくなった︒

八489 それで︑私たちは︑第一に設計圖をかくこ
とになった︒

八531 私たちは︑めいめいのグライダーを机の上
に置いて︑おべんたうをたべた︒
﹁集れ︒﹂といはれたので︑私たちは︑み

んなそちらへ走って行った︒

八542

八547 私たちは︑海手にグライダーを持ちあげた︒

八567 騎兵の一隊が︑勇ましく私たちの前を通り
過ぎました︒

八602

野外統監部を遠く望むところで︑私たちは

とうかん

拝観してゐましたが︑

それを拝した時︑私たちは︑何ともいへな

い感じがして︑目が涙でいっぱいになりました︒

八615

︑
30
ノρ01 私たちは︑その勇ましい姿を︑いつまでも
見送ってゐました︒

この大空のはてのはてまで︑私たちは︑

てるる私たちなのです︒

八桝5間それが︑いつも︑ここに︑かうして立つ
八伽2圃

︿略﹀︑じっと︑にらみ渡してみるのです︒

もし︑︿略﹀︑飛行機が見えたら︑私たち
私たちが︑うれしいなと感じたり︑︿略﹀︑

の全神纒が︑いなづまのやうに動きます︒

八伽8圏
九382

もし︑私たちの話すことばや︑書く文字が︑

何かすばらしいことを思ひついた時などには︑
九402

日本人である私たちは︑︿略﹀︑わが國のこ

まったくわからない外國人であったら︑

九405

とばと文字のおかげをかうむつてるるのです︒

このやうに︑ことばと文字は︑私たちの心
私たちが︑心の中で考へたり感じたりして

を樂しくしてくれます︒

九412
九414

私たちは︑文字を正しくきれいに書き︑り

みることを︑ことばで話してみると︑

九448

昔から傳はつてみるだいじな私たちの論語

つばなことばで話すことを忘れてはなりません︒

だいじな物資や︑郵便物や︑私たちを一

九4410
を︑

日ごろ私たちは︑わが航空部隊のめざま

私たちが︑小さなグライダーを作って飛

に手を當てて︑熱のかげんをみたりなんかするの
と

ばしただけでも︑うれしいのですから︒

九柵6園

九梱2囹整備は職闘なりといふことを︑私たちは

かりに︑私たちが月の世界へ行ったとする

かたく信じてゐます︒

今日私たちは︑それが死の世界であると知

と︑そのけしきはどんなものでせう︒

十409
十429

あたたかい御飯の湯氣が︑幸福に︑私た

つても︑やはり月がなかったらさびしい︒

ちの顔を打つ︒

十513圃

十543園私たちは︑もうとっくに︑畳悟がきまつ

君が代の奏樂ののち︑うやうやしく奉讃さ

てるたはずです︒

十553

私たち國民は︑︿略﹀︑今こそ新しい國生み

れるのを︑私たちは︑かしこまって聞いた︒
十567

私たち少國民も︑この光榮ある大きな時代

のみわざに︑はせ参じてみるのである︒

さあ︑私たちも︑しっかりしませうよ︒
ざっし

に生きてみるのである︒

十5610
十578園

んでゐます︒

十餌4 私たちは︑毎日︑本や︑新聞や︑雑誌を讃

私たちはこの歌を聲高く富んで︿略﹀ほ

昭和の聖代に生をうけた私たちは︑

ろいろな漢字の音と訓とに注意して︑

重合4 私たちが漢字を讃む時には︑このやうにい

十一価6

十﹇齪9

私たち人類にとって︑否︑すべての生物

がらかな︑つつましい心を味はひたいものです︒

十二伽8

太陽は︑私たちに絶えず熱と光とを送つ

にとって︑太陽ほどありがたいものがあるだらう
十二憎1

しい働きを聞いて︑たいへん感激してみるのです
私たちがからだ具合でも悪いと︑母が額

か︒

晶相9囹

が︑

九三8園

氣に運んでくれる︒

八5710 兵隊さんは︑やれうれしやとばかり︑私た 九佃8團
ちの前へ押しかけて來ました︒

八586 私たちは︑いそがしくて目がまはるやうで
す︒

演習の止観に出かけました︒

八591 私たち女子の組も︑先生につれられて︑大

925
わたくしども一わだまさたか

てよこす︒

十二伽3 月は死の世界であるといふことを︑私た
ちはすでに知った︒

十二伽9 太陽が︑私たちの住む地球から見ると︑
だいたい月と同じ大きさに見えるのは︑

十二梱5 これほど遠いところにありながら︑太陽
は︑私たちに十分な熱と光とを送ってくれる︒

十二㎜3園 海國に生まれ︑海國に育つた私たちの
﹇私共﹈︵代名︶3

私ども

血潮を湧き立たせる︑勇ましい調べがあります︒
わたくしども

が︑

五273園 私どもには︑もと娘が八人ございました

七備3囹私どもは︑日本へ蹄らうと思ひますから︑
ぜひ︑出航を許可していただきたうございます︒
心でございます︒

十襯9囹私どもは︑一命をささげて國境を守る決

びつちゆう

わたし ﹇渡﹈︵名︶1 渡し←おひきわたし・さし
わたし

ワタシ

わたし

五714囹

大波小波

ある日︑おかあさんは娘をそばへ呼ん

一枚を花子

一枚を春枝さん

﹁すず木さん︒﹂といって︑

﹁林さん︒﹂といって︑

四705 一郎さんが切手をわたしますと︑花子さ

にわたしました︒

四683

さんにわたしました︒

四681

で︑何か包んだ物をわたしました︒

四585

ないから︑安心して︑泣くことはおやめ︒

四373園 だが︑迎へに來てもけっしてわたさ

たす・みわたす

す・かけわたす・てわたす︒にらみわたす・はりわ

与あけわたす・うえわたす・おみわたす・おわた

いや︑わたしは︑もうちきおりますから︑ わた・す ﹇渡﹈︵五︶9 わたす 渡す ︽ーサ・ーシ︾

かまはずに︑お掛けなさい︒
海がわたしを待ってみる︒

あすからうれしい夏やすみ︑

おみやげに︑わたしの作ったお人形さん

しかたがない︑わたしは山へ行かう︒

うち寄せて︑

五956圃
五帽7囹

六175團

火事は︑をぢさんのうちの方角だから︑

を︑持って行ってあげたいと思ひます︒

六692囹

わたしは︑消防にばかり働いてみて︑手

わたしは見まひに行きます︒

六735園

わたしのお人形さんを︑ここへ入れてや

傳ひもできず︑まことにすまなかった︒

六佃9園
りたいなあ︒

﹁林さん︒﹂といって︑わたしました︒

んはそれをはってポストへ入れました︒

にいさんは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑ふろし

わたしが︑ここで︑こんなにしかられて

四711

六義2園

四771

わたなべくん

賊は︑大きなはしごを作り︑これを城の前

︹人名︺1

わたなべくん

渡された時は︑ほんたうにうれしく思ひました︒

七773団 班長殿に呼ばれて︑きみから來た手紙を

の谷に渡して橋にした︒

七607

き包をわたしました︒

みようなどとは︑おとうさんも︑おかあさんも︑

たとへ︑十年たっても二十年たっても︑

わたしがわるかった︒

ゆめにもお知りにならないだらう︒

六価3園
九323囹

いたづらに朽ち果てたかも知れないわた

わたしはきっと撃って冷ますから

九鵬4園

しが︑出雲に旗あげして︑一時でもその領主とな

﹇私﹈︵代名︶22

九搦5 ここは備中の國甲部川の渡しである︒

つたのは︑まったくおまへの力であった︒

わたし

ニ962園 ワタシバ︑オマヘノオヂイサンノオト

一211圏 ワタシガ アルク

五522

わたしば

おとうさん︑わたしも︑こんなところは
わたしがこんなに病氣で︑いっとも知
わたしがっくろつたのですよ︒
渡し場
渡し場がありました︒

﹇渡場﹈︵名︶1

十一4410囹

れない身になってみるのに︑

十一4010園

いやだよ︒

十㎜1園

つと梢を仰ぎ見た︑

一24図
ン

ワタナベサンガ︑グンカンノエ

ワタナベマサヲ

﹇和田正隆﹈︵名︶1

まさたか
和田正隆

ワタナベマサヲサン︒

わたなべまさおさん ︹人名︺

一233囹
わだまさたか

ヲカキ

一 ワタナベマサヲサ

わたなべまさお ︹人名︺一 ワタナベマサヲ

マシタ︒

一244

ウサンダヨ︒
七913囹わたなべくん︑上の段からとばうよ︒
十134園 わたしが悪かった︒
三289園 その大きなばけものは︑わたしくらみ 十498間なつかしいゆずのかをり︑わたしは︑じわたなべさん ︹人名︺一 ワタナベサン
もあったかね︒

四242園 さうですか︑わたしもホ町まで行き
ますよ︒

四掴8圓 わたしは︑もう一度おまへを追ひはらっ
て︑野や山をまつ白にしてやる︒

四描5園 北風が︑雪や氷で︑野山をまつ白にした
代りに︑わたしは︑赤い花や︑みどりの若草で︑
野山をかざって見せよう︒

わたり一わどうごねんしょうがつにじゅうはちにち
926

う さ み

まさもろ

まさたか

十二938図 宇佐美正安・神宮寺正暦・和田正隆を
﹇辺﹈︵名︶2

わたり

始めとして︑一族十六人︑從ふ兵五十孟春︑
わたり

かつさ

渡りたまふ ︽一

はるかなる

九96図 これよりのち︑このわたりを廣く﹁あづ
ま﹂といふとそ︒

麓のわたり かすかに響き︑

ふもと

︵四︶

﹇ 渡 ﹈ ﹇ ▽ か ちわたり
﹇ 渡 給﹈
さがみの

1

九712団圃 川の流れか︑さらさらと
わたり
わたりたま・う
フ︾
やまとたけるのみこと

﹇渡始﹈

︵下一︶

1

渡り始める

九76ロ司凶日本武尊︑相模國より御船にて上絡
へ渡りたまふ︒
わたりはじ・める
︽ーメ︾

︵四五︶

35

わたる

渡る

δうちわたる・か

ワタル

七餌8 くもには︑︿略﹀︑やがてそれを傳って︑向
﹇渡﹈

かふへ渡り始めました︒
わた・る
︽ ー ッ ・ ー ラ ・ ー リ・ール・ーレ︾

がやきわたる・さえわたる・しみわたる・しれわた

りわたる・はれわたる・ひびきわたる・ふきわた

る・すみわたる・とどろきわたる・なきわたる・な
る・ゆきわたる
レテ︑オニガシマヘワタリマシタ︒

一808 モモタラウハ︑犬ト︑サルト︑キジヲツ

四218 橋をわたらうとすると︑向かふからも
乗合自動車が來ました︒
四834 白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂とかぞへながら︑渡っ

て行きました︒
う

ち

川を泳いで渡ったり︑遠くにかくしてあ

みた川が︑右手を流れて︑

五備8團
い

くまの

はるばると海を渡って︑紀伊の熊野といふ

き

る手ぶくろを︑すばやくさがしあてたりします︒

六44
村にお着きになりますと︑
てうせん

田道間守は︑土日︑朝鮮から日本へ渡って來

た人の子孫でした︒

六244

消しゴムや︑ゴムまりも︑はるばる南洋

幅が一丈五尺︑長さが二十丈︑その上を賊

から海を渡って來たゴムで作ったものです︒

六424囹
七609
はわれ先にと渡った︒

毫湾へも︑早くから往來して︑︿略﹀︑そこ

秋風はさわや

からさらに南支那へ渡ったりしてゐました︒

七棚3

青空ははてもなく澄み︑

かに海をわたる︒

八291團

おほえ
御堂筋といふ大通を進むと︑やがて大江橋
なかのしま

を渡って︑中之島といふところへ來ます︒

八909
がん

雁の群が︑シベリヤの野山に卵を生まうと
して︑さかんに空を渡って行きます︒

八樹2

十萬五千町歩にわたる木曾の御料林中︑最

か

むすごは︑勉強のため山東へ渡って行つ

前後七年にわたる長い職に︑尼子方は多く

良の檜である︒

九177
九伽10
討死し︑

たいし

太子河を渡る︒
さうち
﹁あじあ﹂は防音装置がしてあるので︑鐵

九脳2囹
た︒

九矯4

九㎜5

橋を渡る響きが車内にやかましくは聞えない︒

神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大鳥居に︑菊
花の御紋章を辞するかしこさ︒

十43図

谷を渡り︑走って行く︒

四838園 ぼくはここへ渡って來たかったのだ︒ 九㎜11 三匹ののろは︑とぶやうにして岡を越え︑
五93国 宇治橋を渡ると︑青々としたしばふがつ
づいて︑鶏が遊んでゐました︒

五516 汽車が鐵橋を渡ると︑今まで左手を流れて

十77図 日常の御生活のいかに御倹素にわたらせ
られしか︒

がん
十303 タベの光をかすかに残した大空を︑雁の群

雁︑雁︑わたれ︒

が渡ってみる︒

十304圏國

仲よくわたれ︒

十307囲園大きな雁はさきに︑小さな雁はあとに︑

一年にわたる嚴しい比較試験が行はれた︒
いけずき

十醜7図 宇治川速しといへども︑生食といふ日本

十807

浮世をば今こそわたれもののふの名を

一の馬に乗りたれば︑眞一文字にさっと渡り︑
こけ

十鵬5図圏

危ふげにかけ渡された一本の丸木橋の上

高松の苔にのこして

十一818

ぼくらは︑小鳥のやうにをどる胸を押さ

を︑静かに渡る︒

十一833

航空機は︑燕のごとく渡り︑世界の電

つばめ

憶良は︑遣唐使に八って支那へ渡ったこ

けんたうし

へながら︑つり橋を渡った︒

十二445
ともある︒

十二術5團

このスコールの足は︑まるでかけるやう

波は︑この海洋を越えて縦横に脈うつ︒

十二獅12

︵感︶1わっしょい︑わっ

二回にわたる爆音である︒

に右舷の海を渡って來る︒
十二川11

﹁わっしょい︑わっしょい︒﹂といふ

わっしょいわっしょい
六柵4園

しょい

ワットニゲテッタ︒

︿略﹀聲がして︑みこしをかついだ子どもたちが︑

ア︑ミンナガ

︵副︶一 ワット

一606圖

わっと

和銅五年正月二十八日︑今から一千二百

わどう

わどうごねんしょうがつにじゅうはちにち ﹇和銅五
わどう
年正月二十八日﹈︵名︶1 和銅五年正月二十八日
十﹇欄10

927

蝕年の昔のことである︒
わに

わにざめ

﹁わにかな︒﹂と︑まつ先にいったのは

﹇鰐﹈︵名︶1

六443園

わに
勇さんでした︒

﹇鰐鮫﹈︵名︶5

四811 ある日︑はまべへ出て見ると︑わにざめ

わにざめ

がゐましたので︑
四815 わにざめは︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑すぐに

仲間を大勢つれて來ました︒

四829 わにざめは︑白兎のいふとほりに並び
ました︒

和睦する ︽ース

十二793囹
みる︒

十一一794園

何者かは知らぬが︑わいわいわめいて
なうなう︑そなたは何をわいわいわめ

いてるられるぞ︒

わら

ねえさんに︑こしらへてもらったわらのお

﹇藁﹈︵名︶3

五394

わら

わらの切れば

うちを︑箱の中へ入れてやると︑かひごは︑

六伽5圃卵のからを浮かべたり︑

えびやめだかも︑泳がせて︒

ただ歩兵が︑木の小枝や︑わらをからだに

し浮かべたり︑

八605

笑ひ聲

つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ました︒

わらいだ・す

一一437

﹇笑出﹈︵五︶2

︽ーシ︾

花子サンバ︑トウトウ笑ヒダシマシタ︒
笑フ

笑ふ

︽ーウ・ーッ・

正男サンモ笑ヒダシマシタ︒
﹇笑﹈︵四五︶37

二438

四309

デモ︑笑ハナイデ︑ジットガマンシテヰ
﹁︿略﹀︒﹂といって︑にいさんは笑ひま
﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑金魚や
ねえさんが︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひま

三郎さんが︑私のおりるのを見つけて︑

﹁わあ︒﹂と手をたたいて︑笑ってみる

笑ひながら走って來ました︒

四258

した︒

三644

さんが笑ひました︒

三611

した︒

三473

マシタ︒

二426

ーハ・ーヒ・ーフ︾息うちわらう・おわらう

わら・う

笑ヒダス

それが︑見てみる人にはかへっておもしろ

笑ひ聲も起る︒

﹇笑声﹈︵名︶2

四842 わにざめはそれを聞くと︑たいそうお わらい ←ものわらい
わらいこえ

九567

こりました︒

四843 一番しまひにるたわにざめが︑白兎を

1

く︑笑ひ聲が絶えない︒

十㎜7

︽ービ︾δおわび

つかまへて︑からだの毛をみんなむしり取っ
てしまひました︒
わび nVおわび
わびる

和睦

佐吉は︑﹁︿略﹀︒﹂と︑心の中で深く二親に

﹇詫﹈︵上一 ︶ 1

わびる ﹇俺﹈5まちわびる
いたす

わ・びる

わびた︒

十748

わぼく
﹇和睦﹈︵名︶2 和睦

わぼく
十柵9 輝元はこれを聞き︑和睦をして宗治らを救

わぼく
はうと思った︒
はうき

十酩1 和睦の単管として︑毛利方の領地︑備中・
︵サ変︶

もし今日中に和睦するなら︑城兵の命は︑

﹇和睦﹈

︿略﹀・伯書の五箇國をゆづらうと申し出た︒
わぼく・する

十⁝⁝6園

ル︾

宗治の首に代へて助けよう︒

わめ・く﹇喚﹈︵五︶2わめく︽ーイ︾

わに一わらう

ものもあるやうでした︒

﹁あら︑おんなじですね︒﹂といって︑

いって︑笑ひました︒

四549 さうして︑﹁いたづらな花子さんね︒﹂と
四692

もう

一足で陸へあがらうといふ時︑

二人とも笑ひました︒

四841

みんなが︑﹁へんなたこだ︒﹂といっ

白兎は︑﹁︿略﹀︒﹂といって︑笑ひました︒

四893団

うっかりして︑﹁鬼は内︑福は外︒﹂と

て︑笑ひました︒

四978

何かわからぬことを︑がやがや話したり︑

いったので︑みんなが笑ひました︒
四価5

﹁なんだ︑ゑさを取られたのか︒﹂と︑ つ

にこにこ笑ったりしながら︑

まらなささうに笑ひました︒

五464

五561 きらくと光って笑ったり︑青くすんで︑

﹁︿略V︒﹂と︑次郎さんがいったので︑み

どうして︑そんなに笑ふのか︒

じっと考へこんだりします︒

五996囹

んなが笑ひました︒

六436

﹁︿略﹀︒﹂と︑勇さんのおとうさんも笑ひ

ながら︑ズ略﹀︒﹂といはれました︒

六438

﹁︿略﹀︒﹂とうれしさうに笑ひながら︑勇

にいさんは笑って︑﹁︿略﹀︒﹂

一つ︑にっこり笑ったやうに咲いてゐます︒

六鵬8 まん中の鉢に︑美しいチューリップの花が
六欄4

七114

空では︑大きな入道雲が笑ってゐます︒

さんが走って來ました︒

七928

が︑垂の上で笑ってゐました︒

七937水の上へ顔を出すと︑本田くんと山本くん

といふ︒

八765図﹁︿略﹀︒﹂と申せば︑義経笑ひて︑﹁︿略﹀︒﹂

わらにんぎょう一わるい

928

な顔でやって亘る者もある︒

そののちは︑童どもと戦のまねして︑

﹇童等﹈︵名︶1

わらべら

﹇藁屋根﹈︵名︶1

に唱歌ををそはりてみる
わらやね

その煙の中に︑ぽかりぽかり︑わら屋根が

浮いて見える︒

十292

わら屋根

﹁︿略﹀︒﹂と︑ぼくがいったので︑にいさ

九681図圓

されどこれは︑わらはこの家にまみり

し時︑この鏡の下に父の入れたまひて︑
割合

足の長い割合に︑甲は小さいのですが︑お

﹇割合﹈︵名︶1

八帽10

わりあい

もしろいのは︑その口のところです︒

が多い︒

幸ひにしてこのころは︑割合ひなぎの日
これらは名前であるから︑割合ひ簡輩で
もあらうが︑長い文章になると︑

十一欄4

わる

破る

わ

割る

︽ーッ・

南方の海は︑割合ひおだやかな日が旨く︒
﹇割﹈︵四五︶9

十一一瑠2
わ・る

おとうさんたちは︑忌むらさき色のマン

割られた石材は︑石積み車に載せられて︑

山の道をすべるやうに運ばれて行く︒

十ニー69

たとへば石を割るには︑石の目を見わけ

なければならない︒

十ニー89

はつらつ

十二欄9 芽をもたげ︑雪を割ってのび出ようとし

﹇悪﹈︵形︶30 ワルイ わるい 悪い ︽一

てるる物の溌刺たる力を想像しながら︒
わる・い

二307

サルハ︑ジブンガワルカッタトアヤマリ

イ・ーウ・ーカッ・ーカラ・ーク︾

マシタ︒

二431園タイシテワルクハナイヤウデス︒

さうすると︑こんなにはがわるくな

ワルイヤツダ︒

思ひながら︑ぼくは

三422囹

わるいと

二936囹

らないでせう︒

おしまひまで走りつづけました︒

四311 きまりが

四582 書も夜も︑一心にかいはうしましたが︑

病氣はわるくなるばかりでした︒

四961 ぼくは︑少しきまりがわるかったが︑思

北風と南風は︑たいそう仲がわるいやうで

ひきって︑﹁︿略﹀︒﹂と聲をはりあげて︑

四重6
す︒

あの笛を聞いたら︑わるいことなんかで

きなくなった︒

七481園

その大きな石を二つに割り︑四つに割り︑

九758

九755

火のまはりが悪かったのだ︒

失敗した時は︑ひどく寒帯が悪い︒

ノイツも︑氣味わるく思ったやうですが︑
その大きな石を二つに割り︑四つに割り︑

七柵8
十ニー65

大きな石を二つに割り︑四つに割り︑用

九7510

どこも悪くはない︒

わざと平氣な顔で︑

十ニー65

途によっては更にいくつにも小さく割って行く︒

十ニー66

ゴスチンを︑身二つに割ってたべる︒

九237團

に小さな女の子がゐました︒

四332その竹を切って︑わって見ますと︑中 六衡3囹 わたしがわるかった︒

ーラ・ーリ・ール︾

北より南へ追ひなびけ︑

わ
九374図圏わらべらはちひさき笑顔ならべつつ兵 十二911図 正成・正季︑東より西へ破って通り︑

わらべら

﹁これは朝敵の首を取るなり︒﹂といひ︑

十一一966図

八824 にこにこ笑ひながらおりて來る者︑まじめ わらべども ﹇童共﹈︵名︶1 童ども

子どもに笑はれますよ︒

九297園 あなたもお行儀をよくしないと︑日本の
一人の兵隊さんがぼくに︑﹁︿略﹀︒﹂と︑元

氣よく話しながら︑日にやけた顔で笑った︒

九川1

九脳4 こんなことをいって︑笑った︒
水兵は︑︿略﹀︑やがて手をあげて敬面し︑

にっこりと笑って立ち去った︒

十149

十378

十289 二人は笑ひながら︑豆畠の方へ走って行く︒ わらわ ﹇妾﹈︵代名︶1 わらは
んも正男くんも︑笑った︒

一度にどつ

十779 世間からは︑ますます笑はれて︑だれ一人 わり δいちわり
敵もみかたもこれを聞きて︑

相手にさへしなくなる︒
十二10図
とそ笑ひける︒

吸ひて

十﹇982

十一．474 先生の目が︑みんなの笑った顔が︑私に わりあい ﹇割合﹈︵副︶3 割合ひ
集ってゐます︒

十一513 にいさんだけが︑時々おどけたことをい
﹁あなたの名前は︒﹂とたつねても︑だ

つて︑みんなを笑はせました︒

十一櫛5
まったまま笑ってみた︒

﹁︿略﹀︒﹂と︑以前セレベスにみた人が

十一楢4図閣 ころぶ人を笑うてころぶ雪見かな
十一師11

笑って教へてくれた︒

童

七604 ふみとどまってみたのは︑みんなわら人形

わらにんぎょう ﹇藁人形﹈︵名︶1 わら人形

﹇童﹈︵名︶1

であった︒

わらべ

守の歌と聞き︑ 千里寄せくる海の氣を

十一鵬1図圏生まれて潮にゆあみして︑ 波を子
童となりにけり︒

929
わるくち一われ

九807園 日本の馬は︑氣が荒いとかいはれるさう
だが︑それも馬が悪いのではない︑

ついてしまふのだ ︒

に賊のわるロをいはせた︒

十二316園人のわる口をいはないことだ︒
わる者﹁これは京に住まひ致すわる者で
わる者﹁それがしは︑末廣がり屋の主人

十節10

その悪者がどこから來たか︑どこへ逃げて

悪者といっても︑村の良民と違った着物を

行ったか︑何名來たか︑それらを調べ始めた︒

着てみるわけでもなければ︑ことばが愛ってみる

十刎12

﹁悪者が三人︑あの墓地に11﹂と叫ぶ

わけでもない︒

十鵬6園

これは京に住まひ致すわる者でござる︒

やうにいった︒
わる者﹁いかにも︒﹂

十二792園

十二7910

して︑償はいかほどでござらうか︒﹂わ

わる者﹁よろしうござる︒

わる者﹁主人といふ者は︑きげんのよい

わる者ども

悪者たちは︑そのままどこかへ姿をかくし

ちは︑この劒で︑みんな殺されてしまひました︒

六81 すると︑あの熊になって出て來たわる者た
十㎜12

﹇悪者共﹈︵名︶3

てしまった︒

わるものども

あわてたのは︑わる者どもです︒

者どもは︑一度に草に火をつけました︒

七212 この野原をかこんで待ちかまへてみたわる
七226

ほも東へお進みになりました︒

七229 尊は︑生き残ったわる者どもを平げて︑な

人々は︑われを忘れて後へとびのいた︒

﹇我﹈︵代名︶21

﹇割﹈︵名︶5ひわれ

われOみたみわれ

われ︑皇子に代りて海に入り︑海神の

み こ

われ︑敵の後を突かん︒

われ

九361図圏

すがやかに晴れたる山をあふぎつつわ

心をなだめん︒

九85鞍馬

八326図圓

われ

忘れて︑一同夢に夢見るここち︒

十一㎜6 ベートーベンの友人も︑まったくわれを

つて救はれたのだと氣がつくと︑

十266 始めてわれにかへった村人は︑この火によ

十258

わる者﹁なう︑そこな人︑そのやうに安 われ ﹇我﹈︵名︶3 われ

わる者﹁十爾でござる︒﹂

たち

わる者﹁心得ましたi一はて︑何を費つわるものたち ﹇悪者達﹈︵名︶2 わる者たち 悪者

十二831

いものではござらぬ︒

十二827

十二824

る者コ局うござるぞ︒﹂

十二822

しめるによって︑要もとしめてでござる︒﹂

十二818わる者﹁かう廣げて︑この金物でじっと

と︒

十二812わる者﹁これ︑地紙とはこの紙のこと︒
十二815わる者﹁これ︑試みがきとはこの骨のこ

＋二8010わる者﹁では︑お極みくだされ︒﹂

十二806わる者﹁いかにも︒﹂

てくれようか︒

十二802

でござる︒﹂

十一一798

ござる︒

十二792

九808霊活ふ人がいけないから︑馬に悪いくせが わるもの ﹇悪者﹈︹話手︺15 わる者

に手を當てて︑

九帽9園私たちがからだ具合でも悪いと︑母が額

しまって︑わるくするとくさります︒

九備10囹 すると︑寒さのために指がこはりついて
十134園 わたしが悪かった︒
十価2 少し氣分が悪いので︑水で顔を洗ってから︑
病室の中をまはりました︒

二藍7 潮風が一時に吹きつけて來て︑士分の悪い
のも︑眠いのも︑さらって行ってしまひました︒
悪魔の叫びのやうに︑黄味悪くなって來ました︒

あくま

十柵3 海はますますしけて來て︑波や風の音が︑
十⁝⁝5 一人の患者が︑船が揺れだしてから急に悪
くなって︑全身に冷汗が流れ︑

十一7310 このおぼろ雲は︑天候の前兆としてはい
よいよ悪い方だといひます︒

十二292囹 困ったら悪いことでも何でもするとい
ふのが小人である ︒

十二835囹 主人といふ者は︑きげんのよいことも
あり︑悪いこともある︒

十一一835

持ちでござらう︒﹂

十二836園もし︑きげんが悪うござったら︑かう 十二833 わる者﹁なうなう︑そなたは定めて主人
かうはやして舞はれたらよからう︒

十一一㎜7 このあたりは︑時に氣味悪いほど静かな

わる者悪者
日本武尊は︑そののち︑東の國のわる者を

﹇悪者﹈︵名︶6

こともあり︑悪いこともある︒

わるもの

なぎが訪れる︒

十一一㎜6 どんなに天候が悪からうと︑早朝から飛

七綿9

この國にみたわる者のかしらは︑かねて︑
尊の御勇武を聞き傳へて知ってゐましたので︑

七201

平げよといふ勅をお受けになりました︒

び出して︿略﹀洋上に哨戒飛行を績けるのである︒
わる口

十二川5 その氣味悪い推進器の音が耳に響いて︑
﹇悪口﹈︵名︶2

七591 正成は︑この旗を城門に立てて︑さんざん

わるくち

われがね一われわれ

930

れ御軍の一人となりぬ

九636図圓汝を殺して︑われも死すべきなり︒
とはいへ︑

十二川4

くわういん

われ︑かたじけなくも皇胤に生まれた

川をへだてた勲臣から︑鹿介の姿をちらと

見た狼介は︑われ鐘のやうな聲で叫んだ︒

九伽3

九伽1囹願はくは︑われに七難八苦を與へたまへ︒ われがね ﹇割鐘﹈︵名︶1 われ鐘
経組んで生け捕りにせよ︒

十皿5図國源氏の方にわれと思はん者あらば︑教

音もまさりて︑

よろこびを

歌ふがごとく︑

われながら

幅が一十五尺︑長さが二十丈︑その上を賊
﹇我乍﹈︵副︶1

ベートーベンも︑われながら鯨りだしぬ

われは海の子

われは海の子⁝⁝⁝十二

われは海の子

十五

︹課名︺2

十五

割れ目

その割れ目が静かにひろがって︑深い藍

再び行く手に︑青空が細く割れ目を見せ

﹇割目﹈︵名︶2

十一34

じ︒

﹇我等﹈︵代名︶3

われら

われらには︑かかるところも平地に同

ワレル

︽ーレ・

ワレテ︑中カラ

割れる

われら最大の目標であった敵航空母艦サ

﹇割﹈︵下一︶7

スルト︑モモガニツニ

そのうちに︑堅いせなかの皮が縦に割れて︑
中からみつみつしいからだが現れます︒

七8710

大キナ男ノ子ガウマレマシタ︒

一735

ーレル︾

わ・れる

ラトが型は︑

十一一盟10

かみかからば︑などか勝たざるべき︒

十稲3図國

たとへ鬼神なりとも︑われら三人がつ

八341図國

われら

色が頭の上にかぶさったころには︑

十二㎜11

だした︒

十二㎜11

われめ

十﹁皿1

われはうみのこ

けだと思ったらしく︑口ごもりながら︑

十一佃6

われながら

はわれ先にと渡った︒

七608

十一537図敵の先頭部隊は直ちに砲火を開始せし われさきに ﹇我先﹈︵副︶1 われ先に
が︑われは急にその前路をさへぎり︑

しかば︑敵の諸下穿多大の損害をかうむり︑

十一544図 われは︑これに乗じてすかさず攻撃せ
十一648図園 汝負けばわれをたのめ︑われ負けば
汝をたのまんなど︑父と兄と約束して︑

十一649図圓 われ負けば汝をたのまんなど︑
の

十一689図圃行く水は少しにごれど︑ せせらぎ
行くわれを迎ふるごとし︒

十一皿2図團 われは海の子︑白波の さわぐいそ
べの松原に︑

樂とわれは聞く︒

われは護

われは拾

十一鵬5図生なぎさの松に吹く風を︑ いみじき
十一塒3図書 いで大船を乗り出して︑
はん海の富︒

十一価5図圃 いで軍艦に乗り組みて︑
らん海の國︒

十一麗3図圃御民われ生けるしるしあり天地の榮
ゆる時にあへらく思へば

十一一401図魍今日よりはかへりみなくて大君のし
みたて

この御楯と出で立つわれは

われもさやうに思ふなり︒

十一一571園 一言半句の教へのために︑この身を捨
てるわれを見よ︒

十一一935図画

十二954図園 われ︑たとへ職場にて命を失ふとも︑
汝︑生き残りたらん一族どもを助け養ひ︑

十一47圃

めりめりと氷が割れる︑砕ける︑地響

堅い︑大きな石が︑小さな盤と槌で︑思

きをたてながら︒

十ニー68
十ニー79

大きな石が︑おもしろいほど思ひ通りに

よく︑あの雨腕で石が割れるものだ︒

ひ通りにばくんばくんと割れる︒

十ニー87

石の面を見て︑その目を見わけ︑︿略﹀

割れる腕前になるには︑

﹇我我﹈︵代名︶30

われわれ

この石はかう割れるといふことが判臨される︒

十ニー93
われわれ

われは目を移すやうになる︒

九129 やがて︑左右を取り巻く山の木々に︑われ

ら︑

九926 實はわれわれの住んでみる地球がまはるか

が︑天にかかって見えるわけです︒

十418 われわれが常に見る月の四倍ぐらみな地球

れわれに大きな慰めを與へるからです︒

十424 その青白い︑しみじみと親しめる光が︑わ

が︑永久に忘れることのできない日である︒

十523 昭和十六年のこの日こそ︑われわれ日本人

民は︑命をささげ奉るのである︒

十559 この天皇の御ためなればこそ︑われわれ國

をめぐって︑二度めの爆撃に移る︒

十654 われわれ爆撃機隊は︑更に大きく揮幕の中

大任を果したわれわれ搭乗員も泣いた︒

れわれ爆撃機隊は︑引きあげて行った︒

十707 この歓喜を胸いっぱいにいだきながら︑わ
十722

れわれの手をにぎった︒

十724 地上勤務の者も泣きながら走り寄って︑わ

十726 それから三日め︑われわれの一隊は︑もう

﹁︿略﹀︒﹂といふ︑われわれの心やりであ

一度あの戦場の上空を飛んだ︒
十731

931
わん一を

つた︒

われわれは常に用ひてみる

十一259 尊敬の意を表すために︑特別なことばを︑

ばを書き表さうとしたら︑どうなるであらう︒

十一㎜1 漢字ばかりで︑われわれの日常使ふこと

來の歴史を知るとともに︑

十一梱9 われわれは今日古事記を讃んで︑國初以
十一価5 新年に持つわれわれ日本人の心持が︑す
らすらと品よくよみ出されてゐます︒

づいて來て︑

十一篇6 住民たちが︑丸木舟でわれわれの船に近
十一鵬5 耕されてみないこんな廣い原野といふも
のになじみのないわれわれには︑
われわれは認むことができるのである︒

十二476 萬世までも傳へようとした古人の心を︑

十一一悩6園今こそ︑われわれに仇を討たせてくだ
さい︒

太陽は︑︿略﹀︑われわれに近いために︑

特に大きく︑明かるく見えるに過ぎない︒

十二榴4

えり

十一一襯8 この國歌を奉唱する時︑われわれ日本人
は︑思はず襟を正して︑

讃んだり︑書いたりすることばが外語である︒

十二備2 われわれが︑毎日話したり︑聞いたり︑
十二⁝⁝3 われわれは︑一日たりとも︑虚語の力を
かりずに生活する日はない︒

十二備4われわれは︑國語によって話したり︑考
國語こそは︑まことにわれわれを育て︑

へたり︑︿略﹀して︑日本人となるのである︒
十一一鴇6

われわれを教へてくれる大恩斜なのである︒

る︒

十一一備6 われわれを教へてくれる大恩人なのであ

十二幽9 今日のわれわれを結びつけて︑國民とし

て一身一篇のやうにならしめてみるのである︒

平語の力によらなかったら︑われわれの

心は・どんなにばらぐになることであらう︒

十二備1
軍艦行進曲を聞きながら︑われわれは︑

﹇湾﹈︵名︶4

﹇椀﹈←おわん

湾←おおさかわん・スタリン

だまったまま︑艀かに端坐してみた︒

十二泌3

わん

わん

島の北の端に︑深い水をたたへた廣い潜

わん・ダワールわん・トミニわん・ボネわん

十一㎜1

その潜の奥に︑ラバウルといふりつばな

があって︑その湾の奥に︑

十一㎜1

朝講︑町の姿をうつすこの廣い灘は︑ラ

町がある︒

十一㎜3

船がラバウルの灘の入口にさしかかった

パウルの生命で︑

十一躍2

湾内

を

を

4 ヲ をεかいていをゆく・かわをく

︵格助︶細

だる・きをつけ・だいちをひらく・マライをすす

一252

一245

一242

ガ︑フジサンノエヲカキマシタ︒セン

ンガ︑サクラノエヲカキマシタ︒ハヤ

ガ︑グンカンノエヲカキマシタ︒スズ

ンガ︑ラッパノエヲカキマシタ︒ワタ

む・めをいぬかれて︒ものを

一255
一375

リマス︒ミヅノ上ヲ︑ズンズンハシリ

ガアリマス︒カゼヲウケテ︑ハシリマ

一37一 マス︒イケニ︑フネヲウカベマシタ︒フ

一377

一40一 フタリデ︑ハコ血温ヲツクリマシタ︒ツ

ツクリマシタ︒ツチヲタカクシテ︑山ヲ
﹇湾内﹈︵名︶1

一403

時︑

ヲタカクシテ︑山ヲツクリマシタ︒山
︒山ノソバニ︑川ヲツクリマシタ︒山

わんない

一403
一404

︒山型︑小サイ木ヲ五本ウエマシタ︒

せまい水道を通って︑更に袋のやうにひ
ろがった灘内へはいると︑

一405
︵名︶一

十一脳11

ワンワン

わんわん

レヨンデシャセイヲシマシタ︒ラジオ

一48一

二︑ナデシコノ花ヲミツケマシタ︒ソ

レテ︑ノハラへ花ヲツミニイキマシタ

キキャウノツボミヲソットツマンデ︑

︑ヲミナヘシノ花ヲミツケマシタ︒松

一484

一48一 リマシタ︒イモウトヲツレテ︑ノハラへ

一465 バカノマハリノ草ヲトッタリ︑オハカ
一466 タリ︑オハカノ石ヲ水デアラッタリシ
一476 ソノネモトニ︑水ヲオカケニナリマシ

一447

オジギシテ︑手ヲウッテ︑モーツウ

川ノフチニ︑イシヲナラベマシタ︒バ
わんわん

ほえて︑

一434圃

キヌ子サン︑チョットケンチャンヲツ 一407

ニ474園

ワンワン

ワンワン︒

︵感︶4

レテ︑ワンワンヲ見二行ッテチャウダイ︒
わんわん

二815園

わんわんと

まっさきに

一﹇866園 ﹁ココホレ︑ワンワン︑ココホレ︑

犬も

ココホレ︑ワンワン︒

ワンワン︒﹂トナキマシタ︒

三123

一﹇867囹

走って行きました︒

一486

︑ザワザワトオトヲタテマシタ︒大ツ

一494

一503

一544忌日ナカノ 小ミチヲトホル︒マジメナ

一532 クシバ︑オカアサンヲヨビマシタ︒﹁︿略

一517 イッショニアマドヲシメマシタ︒雨ガ︑

一506 ︑イソイデアマドヲオシメニナリマシ

一857

一855

一854

ラゥハ︑出合ラモノヲモッテ︑オニガシ

一845園

イロノタカラモノヲサシダシマシタ︒

二268

ルシメタリ︑モノヲトッタリイタシマ ニ251圃國

﹁コレカラハ︑人ヲクルシメタリ︑モ

ニ275

ニ271 手ヲノバシテ︑柿ヲノークツモイクツモ

モモタラウハ︑専一ヲユルシテヤリマシ 二253圏国タネ︒早クメヲ出セ︑柿ノタネ︒

一847園

一832

モッテ︑オニガシマヲタチマシタ︒タカ

︒モモタラウハ︑刀ヲヌイテ︑オニノタ 二244 サルハ︑ニギリメシヲオイシサウニタベ

一56一 ル︒川バタノスナヲボルト︑下カラ水
一858

マシタ︒引合ラモノヲツンダクルマヲ︑

二285 タ︒ミンナデ︑サルヲコラスコトニシ
V
ニシマシタ︒サルヲヨビニヤリマシタ

ニ278

ニナゲツケ

ノヲツンダクルマヲ︑犬ガヒキマス︒

チガ︑サルノカホヲチクリトサシマシ

ヲ

一マイヒロッテ︑

花子サンガ︑オチバヲヒロヒニ︑林ノ中

ンガ︑キイロナハ

タヶノカタヅケヲシヨウ︒﹂ト︑オト

U ンガ︑モミヂノハヲヒロッテ︑又略﹀︒
V園 ヒロッテ︑﹁コレヲオシバニシマセウ

R17

R12

U

ニ294イ︒﹂トイッテ︑水ヲカケニイキマシタ

タ︒カニハ大ケガヲシマシタ︒ソコへ︑

一862

シマヒニ︑青イ柿ヲカニ

リマシタ︒長イ手ヲノバシテ︑柿ヲイ

カニハ︑柿ノタネヲニハニマキマシタ
タ︒﹁早クメヲ出セ︑柿ノタネ︒

一564 マサヲサンバ︑スナヲホッテ︑イケヲツ
一86一

ハイッテ︑サカナヲサガシマシタ︒ズ

︒サルガアトオシヲシマス︒キジガツ

ニ247

一574園 マシタ︒﹁サカナヲトッテ入レヨウ二

一565 ナヲホッテ︑イケヲツクリマシタ︒バ
一578

一864

マス︒キジガツナヲヒキマス︒﹁︿略﹀︒

エビトドヂャウヲトッタ︒﹂ト︑イサ
一865

一586園
一61一 テッタ︒トビガ︑空ヲトンデヰマシタ︒

コンデ︑モモタラウヲムカヘマシタ︒ホ

イヒナガラ︑カサヲサシテ出カケマシ

ヒツカッテ︑ハガキヲ出シニイキマシタ

デテルテルバウズヲツクリマシタ︒ソ
ツクリマシタ︒ソレヲニハノ木ノ枝ニ

一876

ニ82
ニ83

一656 コビデ︑オヂイサンヲオザシキヘトホシ
一66一 イロイロゴチソウヲシマシタ︒オホゼ

一667 オミヤゲニツヅラヲアゲマシタ︒オヂ
一682 ︒オホシサマガ︑目ヲサマシマシタ︒森 ニ96
一684 キガ︑オイデオイデヲシテヰマス︒オ月 ニ98

ニ334囹

枝ヤ︑カレ草ナドヲ︑ヒトトコロニア

ニ341

大イソギデハガキヲ出シテ︑ウチヘカ

ニ342 ︑オトウサンが火ヲオツケニナリマシ

P11

ニー17囹 シイオベンタウヲコシラヘテアゲマ

サンガ︑カンナクヅヲモッテオイデニ

ニ347 ︑カレ枝ヤオチバヲカブセルト︑パチ
ニ358 ガ︑大キナオイモヲニツモッテ來テ︑
ナリノウサギノ子ヲ見二行キマシタ︒

ニ403 ノデ︑オイシャサマヲヨビマシタ︒オイ

ニ375 ドレ︒﹂ト︑灰ノ中ヲサガシテ︑﹁ヤケタ

タ︒オイモノコトヲオモヒ出シテ︑マ
二213 ハリナガラ︑イキヲイッパイスピコミ

二212 ハ外へ出テ︑ムネヲハリナガラ︑イキ

テ︑大キナカバンヲモッテ︑ハイッテ

︒オトナノバウシヲカブッテ︑大キナ

二365

一792 サルモ︑キビダンゴヲモラッテ︑ケライ

ニ405

ニ405

二368

一805 キジモ︑キビダンゴヲモラッテ︑ケライ

二218垣イ
下ナア︑ドッチヲ見テモヒロノーナア

一754 タリハ︑キビダンゴヲコシラヘテヤリマ ニー83

一807 犬ト︑サルト︑キジヲツレテ︑オニガシ

ニ414 子サンバ︑正男サンヲオクヘトホシマシ

一816

二237

ニギリメシヲヒロヒマシタ︒サ
二戸ガ︑

二236 サルガ︑柿ノタネヲヒロヒマシタ︒カ

ニ425

ニ422

ニ42一

ミマシタ︒オナカヲオサヘテミマシタ

ハ︑人ギャウノ手ヲトリマシタ︒ヒタ
ハ︑スルスルト門ヲノボッテ︑中カラ

ー818 テ︑中カラ門ノ戸ヲアケマシタ︒モモ

二243ネトトリカヘッコヲシマシタ︒サルハ︑

ノーシャサマノマネヲスルノデ︑花子サ

一825 ハッテオニノカホヲツツキマシタ︒サ

一81一 シタ︒オニハ︑モンヲシメテ︑マモッテ

二224圃
イネカリニ︑カマヲカツイデ アゼミ
一814 カラテキノヤウスヲ見マシタ︒サルハ︑ 二225圏ツイデ アゼミチヲ︑トホイタンボヘ

ヲヂサンカラ︑本ヲオクッテイタダキ

ニ344

ニー26園 ウサギ﹁カケッコヲシヨウカ︒﹂ヵメ﹁

一734 オバアサンガ︑モモヲキラウトシマシタ ニー43囹 ノヘンデ︑ヒルネヲシヨウ︒グウグウ
ニー46園 サギサン︑ヒルネヲシテヰルゾ︒イマ

一723

一685 ︒オ月サマガ︑カホヲダシマシタ︒ドコ

Q8

一774 ︑下士キビダンゴヲヤリマシタ︒犬ハ︑ 二207團ロイナア︑ドッチヲ見テモヒロイナア

一751園 カラ︑キビダンゴヲコシラヘテクダサ ニー63圏 ︑日本ノコトバヲハナシマス︒正シ

一738 ︑モモタラウトナヲツケマシタ︒モモ

サンバ︑ソノモモヲヒロッテ︑ウチへ

一一

一一
一一

一一

一一

一一

Q9

R2 R2

一728 サンバ︑ソノモモヲ見セマシタ︒オヂ

一一

を一を
932

R ヲ入レテ︑カヒバヲタベテヰマシタ︒

ンガ︑﹁手ガミヲヤレバイイサ︒ゲ

︑ノコッテヰ地曳ヲカキアツメテ︑力

二932 ︒オヂイサンバ︑灰ヲツカンデマキマシ

二929園︑﹁モウード︑花ヲ咲カセテゴラン︒

ノサマノオカヘリヲマッテヰマシタ︒

モマタ︑カゲエヲシテ見セテクダ

二926

トビ︒クチバシヲゴラン︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

二927

ニ821囹

二807囹

クセンドウサンヲ奥底テクダサイ︒
﹀︒﹂﹁ホウ︑ナニヲヤルカナ︒﹂﹁︿略﹀

二968園

れでべんきゃうをしました︒三年生

二965 生が︑こんなお話をなさいました︒﹁︿

セウ︒コンナコトヲ考ヘテヰルウチ
二︑ヒロイノハラヲ見マシタ︒花が一

竹ノサヲデ︑舟ヲコギマス︒﹂﹁︿略﹀

二827囹

れでべんきゃうをしました︒四年の
二979

ニ川一

＞︒﹂ここまでお話をきいたとき︑ふと

うべのゆめのことを思ひ出しました︒

ヘンジヲシマシタガ︑マタ

の机やこしかけを︑かはいがってや

︑勇サンバ

ジノガラスカラ外ヲ見ナガラ︑﹁︿略﹀︒

二995

二986圓

二981

前の人も︑これをつかひました︒み

二971園

二877

T園

二831囹ノ上ニゴムマリヲノセテヰルネ︒﹂﹁
S團 たがある︒朝日をうつした 日の丸
R ガアリマシタ︒犬ヲーピキカッテ︑タ

ニ95一
ニ953

二825園

二823囹

ンニ︑﹁オ早ウ︒﹂ヲイヒマス︒十九

ニ805團

二798国圓

ト︑マジメナカホヲシテイヒマシタ︒

ットケンチャンヲツレテ︑ワンワン

サハッタリ︑キレヲヒッパッタリシマ

二434
ニ467

二463 カアサンガ︑キモノヲヌッテイラッシャ
ニ473囹

ニ474園ツレテ︑ワンワンヲ見二行ッテチャ
U︒私儀︑ケンチャンヲツレテ︑外へ出マ
R︑ヲケノ中ヘカホヲ入レテ︑カヒバヲ
二495 ︑トキドキシッポヲフッテヰマシタ︒
二527 タヒナガラ︑前カケヲヒロゲテ︑フッテ

ニ877 ノ話ヲキイテ︑犬ヲカリニ來マシタ︒
二878 マシタ︒ムリニ犬ヲナカセテ︑畠ヲホ
ニ879 犬ヲナカセテ︑畠ヲホッテミマスト︑
二882 ンハ︑オコッテ犬ヲコロシテシマヒマ

コシラヘテ︑ソレヲ中人デコロガシマ

ニ544 ジメニ︑雪ノタマヲコシラヘテ︑ソレ

人デシタ︒コノ話ヲキイテ︑犬ヲカリ

二535 マス︒オッカケッコヲシナガラ︑フッテ

シマヒマシタ︒犬ヲカハイガッテヰタ

黶@オヂイサンガ︑ソコヲホッテミマスト︑

ニ538 マス︒トンボガヘリヲシナガラ︑フッテ

シタ︒犬ノオハカヲツクッテ︑ソコへ︑

二人デ︑雪ダルマヲツクリマシタ︒ハ

ニ884

ニ542
ニ544

ニ886

んは︑大きなこゑを出してかぞへまし

二脳7 は︑畠の中のみちを走って︑せんろの
二士4 わん車が大きな音をたてて來ました︒
二柵6 とから︑大きな木をつんだ車や︑石を
二描7 をつんだ車や︑石をつんだ車が︑いく

二鵬9
黶@ノ松ノ木デ︑ウスヲコシラヘマシタ︒
二89一 マシタ︒ソレデ米ヲツクト︑オカネヤ

三62圖

ソコへ︑小サナ松ヲ一本ウエマシタ︒

ハ︑マタソノウスヲカリニ來マシタ︒

三82 略﹀︒﹂二人は︑それを持って出かけまし

三73

V

S サンバ︑竹ノツツヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

ニ894

タオコッテ︑ウスヲコハシテ︑火蓋ク

リニ來マシタ︒米ヲツイテミマスト︑

ガ吹イテ來テ︑灰ヲトバシマシタ︒ソ

三84

こんどは︑ぼくのをとばすよ︒﹂とい

くるまいて︑それを空へ向かって力

三83 さんが︑らくかさんをたたんで︑いとを
三83 をたたんで︑いとを．くるくまいて︑

かみでらくかさんをこしらへました︒﹁

さま︒天上天下をゆびさして︑お立

二柳6 き見た牛のことを考へて︑﹁︿略﹀︒﹂

S ︑小サイシャベルヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

二897

シマヒマシタ︒犬ヲカハイガッテヰタ
ニ903

三88園

黶@イサンバ︑ソノ灰ヲモラッテ來マシタ

R園 アナタニ︑ムスメヲアゲタイト思ヒマ

ヨロコビマシタ︒灰ヲザル刈入レテ︑﹁︿

三95

に來ました︒﹁何をさがしていらっし

へ︑春枝さんが︑犬をつれてあそびに

三97園さんにつける石を︑さがしてみるの

三96園

は︑よささうな石をあちこちとさがし

ニ908

X18 木刀ノボッテ︑灰ヲマキマシタ︒スル
S
ナッテ︑ゴハウビヲタクサンクダサイ

オモシロイ︒花ヲ咲カセテゴラン︒

イ︒カレ木皿花ヲ気書セマセウ︒﹂ト 三94

T園 アナタニ︑ムスメヲアゲタイト思ヒマ

コノシャシンヲニイサンが見タラ

ンナデシャシンヲウツシマシタ︒デ

ニ914囹

二909囹

ニ792煙害

ニ776團

ニ772 トウサンバ︑ムスメヲ︑キンジョノネズ

W囹 アナタニ︑ムスメヲアゲタイト思ヒマ

二663園︒コンナヨイ子ヲ︑ネズミノォヨメ
P囹 力︑私ノムスメヲモラッテクダサイ

X

二895

モチャノテッパウヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

一一

S チャノジドウシャヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

Q

ニ553園 ンニ︑﹁雪ダルマヲ見テ來マセウ︒﹂

一一
一一

一一
一一

一一

一一
一一
一一

U2

一一
一一

一一

二614 ガミノグライダーヲ持ッテ︑﹁︿略﹀︒﹂

W9 W8

ニ547 ハ︑少シ小サイノヲコシラヘテ︑大キ
ニ55一 カラ︑炭デ目トロヲツケマシタ︒ヨル

ニ528 テ︑フッテ來ル雪ヲウケテヰマス︒雪

W7 W6 W4

一一

一一

一一
一一

X7

一一

一一

一一

S9 S9 S7

U0 T9 T8

一一

V4 V2 V0 U8

一一

X0 W9

X2

933
を一を

を一を

934

した︒﹁︿略﹀︒﹂それをおもりにつけかへ

三101 枝さんはガラス玉を二つ見せました︒
三103

三243

三241
たちと︑ささの葉を取って︑ささ舟を

鳥が︑木の上で歌を歌ってゐます︒太

三121
さんも︑そのあとをおって行きました 三244 を取って︑ささ舟を作りました︒﹁︿略
三132 です︒神さまが︑國をケくしたいとお考 三246園 舟のきゃうさうをさせよう︒ねえさ
三133 神さまは︑海の上をお見わたしになり 三247園 の上でしんばんをしてください︒﹂
三136
土地に太いつなをかけて︑ありった 三252 めいめいのささ舟を持って︑小川の単
三254 んは︑ささの小枝を持って︑橋の上に
三嘆7 ︑ありったけの力を出して︑お引きに
三257 は︑いっしょに舟を出しました︒舟は︑
三145
さまは︑その土地をつぎあはして︑國
並んで川のふちを走って行きます︒
三146
つぎあはして︑國を老くなさいました 三261
三147 まは︑また海の上をお見わたしになり 三268 さっとささの小枝をふりあげて︑﹁︿略
三281 こへ牛が來て︑水をのみました︒子羽
三153
まは︑それにつなをかけて︑﹁︿略﹀︒﹂

いさんにこのことを聞いてみました︒

池を作ったり︑魚をすくったりして遊

三445園
れが︑そのすずをつけに行くのかね
三453 んは︑この川で池を作ったり︑魚をす

三454

三476 うさんに同じことを聞きました︒﹁︿略

三462

三516
三518

三495

︒そこで︑針の刀をこしにさして︑お
でこぎながら︑川をのぼって行きまし

三484囹

ひめさまのおともをして︑たびに出か

んどは︑そのことをおちいさんに聞い

だ︒またこの川をだんだんくだって

三478園りだよ︒この川をずっとのぼって

三524

來て︑おひめさまをたべようとしまし
三286園
ぼけものが︑水をのみに來ましたよ 三527
三158
まは︑かうして國を解くなさったと
三528 ぼふしは︑針の刀をぬいて︑おにに
三172囲 さくと小じゃりをふんで︑女學校の 三288 みた大蛙が︑それを聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂
三532 おには︑一寸ぼふしをつまんで︑一口に
蛙は︑うんといきを吸ひごんで︑おな
三174圃 で︑さいけいれいをして︑こゑをそろ 三297

三535

おにのおなかの中を︑針の刀でちくり
どんなにおなかをふくらましても︑

吸ひごんで︑おなかをふくらましました︒

のどへのぼり︑鼻を通って目へ出て
なうち出の小づちをおき忘れて行きま
うち出の小づちをふると︑一寸ぼふ

三298

﹁君が代

のびたいねの苗を︑田にきちんとう

三307園

いをして︑こゑをそろへて

三553

三175圏 へて ﹁君が代﹂を歌ひました︒私た

三575

の水がふえて︑音をたてて流れます︒

三175圃

三582

三543
三549

三186
三187
三188
三192

んと二人で︑金魚を買ひに行きました

三583 に小川でどぢゃうをすくひます︒﹁︿略

三595

三198

これですきなのを︑おすくひなさい︒

って︑じっと金魚を見ました︒どれも

って︑小さなあみをかしてくれました

三603園

三195

で思ふぞんぶん風をのんで︑やねより 三311 ︑力いっぱいいきを吸ひこみました︒
ねよりもたかく尾をあげます︒尾をお 三318 ほんたうの軍かんを見たことはあり
んにもらったゑを見たり︑をぢさん
尾をあげます︒尾をおろして來てさ 三321
思ふと︑またはらをふくらましてをど 三321 ︑をぢさんのお話を聞いたりして︑軍
三325
みかんなどのことをよく知ってゐま
のかげが地の上をおよぎます︒六
︒牛わか丸が︑ふえを吹きながらあるい 三326 にせんかんのことを聞くと︑かう答へ
三332園 ︑てきの軍かんをどしどしうちます

三204

した︒ぼくはそれを持って︑じっと金

︑大きななぎなたを持った大男が立

三342園 ︑せかい中の海をのりまはしてみた 三604
三209囹
ひたい︒よい刀を千本あつめるつ
三215園 本だ︒さあ︑刀を出せ︒﹂牛わか丸は 三351園 ︑大きな軍かんをやっつけます︒﹂と 三605

笑ひました︒赤いのを忌びき︑赤白のぶ

︒﹂といって︑だいを持って乾てくだ

れました︒﹁これを少しあげませう︒

︿略﹀︒﹂ガラスばちを︑平手にしっかり

金魚やさんは︑もをガラスばちの中へ

びき︑赤白のぶちを二ひきすくって︑

三619

三615

三612
洗ったり︑くすりをつけたりしてくだ 三612

︑もうはの痛みを忘れてにこにこし

しゃさまのおうちを出た時︑花子さん

みる︒おくわしをたべすぎましたね︒

三364園

ん︑あなたははをみがきますか︒﹂と 三614園

んから︑ひかうきをいくつもいくつも 三605
三404

三424

三402園

三222 んけいは︑なぎなたをふりまはして切っ

三416囹

三227

三425

た︒﹁大きなすずをねこの首につけ

左へとびのき︑左を切ると右へとび

三226 た︒べんけいが上を切ると︑牛わか丸
三227
とびおります︒右を切ると左へとび
三231 でべんけいのうでをたたきました︒べ

三437囹

三626

三237 たたかく野原の草をてらしてゐます︒

三232 ︑大きななぎなたをがらりと落しまし

935
を一を

三637 しました︒もの間をおよぎぬけたり︑
三643囹魚とにらめっこをしてみるのね︒﹂

三629

三816

三815

三813

︒太郎さんは︑それを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と

三806圃

くかきました︒目を赤くぬりました︒

をかきました︒耳を長くかきました︒

うしにうさぎの顔をかきました︒耳を

三805圃
ぐわようしでめんを作って遊びました

ときどき︑おちぢをさがすのでせう︒

かあさんのあとをおっかけて行って

三㎜3 ﹂うらしまは︑お金を子どもたちにやり

三㎜1園

三989囹

三987囹

三984

三984

しま﹁そんなことをしてはいけない︒

しろいから︑かめをころがしてみるの

ら︑みんなでかめをころがします︒そ

いしょ︒﹂かけごゑをかげながら︑みん

って︑たぬきの顔をかきました︒鼻の

三梱1 す︒かめは︑なみだをふきながら︑てい

三伽9

三㎜9 かりなさい︒﹂かめをだき起して︑せな

へりに︑私は人形を買っていただきま 三822

人は︑はさみでゑを切りぬいて︑めん

そっとガラスばちをのせました︒おと

三671 についておまるりをしに行きました︒

三818

三817

私に︑このかめを費ってくれないか

三679 ︒おかあさんに手を引かれながら︑お

三674 た︒新しいゆかたをきた人が︑おほぜ
三676 ︑いろくなものを責ってゐました︒
三688
いといって︑それを買っていただきま 三825

︑あつい紙で︑舟を二つ作りました︒

三撹9

を取って︑そこらをぐるぐ歩きます

三鯉9 は︑うらしまの手を取って︑そこらを

三棚6

かめが︑うらしまをあんないしながら︑

ていねいにおじぎをします︒うらしま﹁

三士2園 ま﹁ちゃうどここを通りかかってよか

三831

っしょに舟遊びをしよう︒﹂たぬき﹁

ました︒長いひもをつけて︑首へかけ

三鵬8

三731 いのりながら︑ねぎを︑きりぎりすのか

うらしまがつりをしてゐます︒そこ

三832

三脳8囹 ︒この間は︑かめをお助けくださいま

三伽3 っぱないすにこしをかけます︒いろい

三智1

三694
ると︑すぐたいこをならしました︒お
三825
切りぬいて︑めんを作りました︒二人
三694 らしました︒おじぎをしたり︑小さい手 三827 した︒二人置︑めんをつけました︒﹁︿略

だき起して︑せなかをさすってやります

三692

三695 したり︑小さい手をたたいたりしては︑ 三828園 かちかち山ごっこをしょうよ︒﹂と︑太

三棚4 ︒﹂かめは︑おじぎをしながら︑どこか

三843 ぎとたぬきは︑舟をこぎます︒うさぎ
三887飯豊がはの後の車をごらんなさい︒﹂と

三841園

あったほかの車を持って干て︑とり

んしゅは︑その車をはっしました︒さ

三695 たりしては︑たいこをならしました︒十

三897

す︒私は︑草の葉を一枚一枚かぞへ
に持ってみた竹を︑そっときりぎり

三734 のりうつって︑ねぎをおいしさうにたべ

三901

三705
三715

ほかのきりぎりすをさがさうと︑草を

三736 きします︒竹の先をそっと引きよせな

あさんは︑赤ちゃんをおんぶしたまま︑

ｧ1園 かかはったことをして︑おなぐさめ
三下4園
み
やげに玉手箱をさしあげませう︒﹂
三佃6
かめが︑玉手箱を持って來ます︒う
＝而5園 が︑またおともをいたしませう︒﹂
が︑うらしまの手を取って出て行き

三価2 魚たちは︑ごちそうをはこんで來ます︒

三739

三739

たびに︑白い布をひろげたやうに︑

をさがさうと︑草を分けて行きました 三943 ︑にいさんと義旗を立てました︒私た 三描2園 もしろいをどりををどってもらひま
べで︑どっと音をたててくだけます 三946 へ出て︑宮城の方を拝みました︒また︑ 三欄2 は︑父や母のことを思ひ出して︑急に
三951
ために︑もくたうをいたしました︒そ
三柵7園 ぎやかなをどりをして︑ごらんにい

三758團

三755団

三967

三763国 や砂はまで︑貝を見つけました︒お 三953 さんのお手つだひをして︑庭の草を
三765国
つめのやうな形をした︑つやつやと
三953 ひをして︑庭の草を取りました︒おと
三767團
でした︒私は貝をたくさんひろって 三956 つたかきねの朝顔を︑きれいに取って
三771 さんとぼくが︑手をつないで︑海へは 三961 みたごみ箱のふたをなほしました︒お
三773 さんは︑ぼくの手をはなして︑深い方

ｧ2

いつて︑この大木を見あげました︒あ

三781 ︑はまべの砂で山を作りました︒する

が︑

一びきのかめをとりまいて遊んで 四84園がない︒この木を切ることにしょ
ども；このかめをころがしてみよう 四86囹 こんな大きな木を︑切っていいもの

四82

三968 りおぜんのしたくをしていらっしゃい 四44圃 い︒白いあふぎをさかさまに︑かけ
とうさんが︑おはしを取りながらおっし 四54團日本一のこの山を︑世界の人があふ
三978

いさんに︑みもん文をかきました︒二十

三975

三981園

三972

三豊6といひながら︑砂をどんぐもりあげ
三802圃 はいいね︒おつむをそっとなでてあ

三η・けずにどんぐ砂をもりあげました・

三775 ︑淺いところで水をとばして遊びまし

一一

一一

を一を
936

四96 ︑切りたふした木を︑どうするかとい
四258

四252

が︑私のおりるのを見つけて︑笑ひな

ブウ︒﹂と︑ラッパをならしました︒に

四464

四461

くと︑みどりの島を眺めては︑おなか

って︑みどりの島を眺めました︒やは

眺めては︑おなかをいっぱいにしまし

﹁くりぬいて︑舟を作るがよい︒﹂と

四515

四513

四509

四493
四494

四488

四476

いしょは︑スケートをつけて氷の上に

元氣よくスケートをします︒さいしょ

とかはいらしい音をたてます︒満洲に

氷の上に︑指で字を書いたり︑人の顔
書いたり︑人の顔をかいたりして遊び

︒白くじゃくが︑羽をいっぱいにひろげ

金であったことを︑すっかり忘れて

四471園 ら︑あの島の草をほんたうにたべた
四475 した︒いきなり海をめがけて︑どぶん

四468 ︑ふとこんなことを考へました︒﹁︿略

四99園

四345

四464

おかあさんはお茶を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂

四545

といって︑手で顔をかくしました︒さ

ねえさんの顔へ光をあてました︒ねえ

四531
ひもでこまの腹をたたきます︒する
四532はります︒ほっぺたをつめたい風に赤
四537 ころへ︑小さな鏡を持って出ました︒
四541 した︒鏡で日の光を受けると︑きらき
四542 子さんは︑その光を︑二かいの窓のし
四543 と︑そのしゃうじをあけて︑中からね

四529

が︑えんがはで︑鏡を持って遊んでゐ

い棒の先にひもをつけて︑そのひも

四547

四522 たり︑友だちと手をつなぎあったりし
四528 でこしらへたこまを︑氷の上でまはし

四552

かぐやひめのことを聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂﹁

四149

にいさんのまはりをとび歩きました︒

︑明治のみかどを あがめませう︒菊
四102
こで︑大勢の大工を集めて︑舟を作る 四268圃
四103 大工を集めて︑舟を作る・ことになり 四292 ちに︑二人がぼくを追ひこしました︒﹁
四306 と︑おっしゃったのを思ひ出して︑また
四113 いことです︒かいをそろへて 一かさ
四114 そろへて一かさ水をかくと︑舟は七つ 四309 た︒﹁わあ︒﹂と手をたたいて︑笑って
四115 ︑舟は七つの大波を乗りきって︑鳥の 四323 りました︒毎日竹を切って來て︑ざる
四127園 ︑早鳥といふ名をつけよう︒﹂とい 四325 來て︑ざるやかごを作ってゐました︒
四131 の米や︑変や︑豆をつんで︑都の方へ 四331 う光ってみる竹を︑一本見つけまし
四136
ぼくが本を讃んでみると︑く 四目1 けました︒その竹を切って︑わって諸
四142 さんにごあいさつをしました︒うらの 声333 は喜んで︑その子を手のひらにのせて
四336 てました︒この子を見つけてから︑お
四143 ︑頭から手ぬぐひを取りながら︑﹁︿略
四344 ぐやひめといふ名をつけました︒世間
四154

四356 ︑かぐやひめは月を眺めて︑じっと考
四359 ︑かぐやひめは聲をたてて泣きました

四369 略﹀︒﹂このことばを聞いて︑おちいさ
四177 ︑みんなでごはんをいただきました︒
四376
かしてかぐやひめを引止めたいと思ひ
四179 きのおもしろい話を︑いろくとして
四378 たすゑ︑このことをとのさまに申しま
四193 行きました︒松並木を通りぬけると︑た
四382園の晩けらいたちをたくさんやって︑
四194 と︑たんぼでは︑稻をさかんにかり取っ
四382園
︑おまへのうちを守らせることに
四195 の引いてみる車をおひこしました︒
四196 口で︑ルックサックをせおった中夏校の 四386 さんの家のまはりを︑弓矢を持ったと
のまはりを︑弓矢を持ったとのさまの
四201 自動車は大きな音をたてて︑ぐんぐん 四386

四167

入口に立って番をしてをります︒夜

かりとかぐやひめをだいてをります︒

にいさんのばうしをかぶると︑おとう

四165 いさんはぼくの頭をなでてくれました

四391

四389

ゐました︒たうげをおりたところで︑

四217 ＞︒﹂といって︑手をふりました︒川へ

四212

四448

四445

牛は︑ひとりごとをいひました︒する

にあがって︑四方を見わたしました︒

がすいたので︑草をたべようと思って

四573

四569

四564園

さうになって︑鏡をひっこめました︒

は︑力いっぱい鏡をくちばしでつつき

四555
は︑をんどりに鏡を見せました︒をん
四218 川へ來ました︒橋をわたらうとすると 四395 いたちは︑弓に矢をつがへましたが︑
四224 んがおたがひに手をあげて︑元氣よく 四413囹 には︑私のことを思ひ出してくださ 四559 んどりは︑首の毛をさか立てて︑鏡に
四414園 世界から︑お二人を拝んでをりませう 四561 うつる自分のかげをめがけて︑とびつ
四225 元氣よくあいさつをしました︒ホ町に
四228 た︒ふろしきつつみをさげてゐましたが 四417 ました︒かぐやひめを乗せた車は︑大勢 四562 んどりも︑首の毛をさか立ててゐます
や︑自分のかげを︑ほかのをんどり

四232

四456

わきへよって席をあけると︑おばあ

四249 りがたくさんゑさをひろってゐました

四233 ︑おばあさんは腰をかげながら︑﹁︿略

937
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四574

元氣よく羽ばたきをしながら︑﹁こけこ

しました︒﹁これをおまへにあげるか

四585 で︑何か包んだ物をわたしました︒﹁︿

四584 ︑おかあさんは娘をそばへ呼んで︑四
四586園

さんは︑﹁お手紙をくださって︑あり

四705 ︒一郎さんが切手をわたしますと︑花
四706 ︑花子さんはそれをはってポストへ
四707 さんは︑その手紙を春枝さんのところ
四717国

四588園 たかったら︑これをあけてごらんなさ 四721 ︒﹂と書いて︑切手をはってポストへ
四595 ださった物のことを思ひ出しました︒
四596 間へはいって︑包をあけて見ますと︑

青年學校の服を着て︑赤いたすき
着て︑赤いたすきをかけたにいさんは
みんなにあいさつをして︑門の中へ

四891団した︒あのたこを︑次郎と二人で外

四902團めいめいのたこをあげてゐます︒次
四903国す︒次郎にたこを持たせ︑ぼくは糸
四903国たせ︑ぼくは糸を少しのばして︑風

四911團に︑たこの細めをなほして︑下男を
四911団 なほして︑下糸を少しつめました︒
四912團ートルばかり糸を出して︑かげんを
四912団 出して︑かげんを見てゐますと︑た

四915團へ︑紙のテープをつけました︒三度
四917国吹いて來て︑糸をのばすとぐんぐん
四924国 した︒ぼくは糸をどんぐくり出し
四929国十メートルの糸をみんな出しました

四723
四724
四728

いさんが來て︑名を呼始めました︒だ

四939国園﹂﹁ちょっと糸を持たせてくれたま

はいりました︒門をはいると︑ゑい兵

と︑にいさんの名を呼びました︒にい

四944国あがったところを︑をぢさんに見せ
O おかあさんは︑豆をたくさんいって
四952

四732

四741

ちあがってけい禮をしました︒まもな

た軍人さんが︑門をはいって來ると︑

四733 いさんが七八人腰をかけてゐました︒
四739 すちのえりしゃうをつけた兵たいさん

四756

︑神だなにあかりをあげて︑みんなで

白をしいて︑鏡餅をのせてお供へに
四743
床の間にも︑鏡餅をおかざりになりま 四753

ちいさんは︑神だなをおかざりになりま
︒新しいしめなはをはったり︑さかき
はったり︑さかきをあげたりなさいま
︑白い紙とうら白をしいて︑鏡餅をの

四607 ん︒﹂といって︑鏡をだきしめました︒

四612
四614
四615
四617
四617
四622
四627
四655
四656
四657
四661
四664

四662

四666
四667
四671
四674

四854

がたの重いふくろをせおっていらっし
また今までのことを申しました︒大國

兎はすぐ海の水をあびました︒する

︑りっぱなてがらをあらはしてみるので

四皿7角筆って︑毎朝︑水をとりかへてゐます︒
いただいたたこを︑今日あげてみま 四撹9国何か︑みもんひんを持って來てくださる

四撹5下した︒きれいな花を︑わざく持って來

四伽5 そのかたがたへ︑花をさしあげました︒そ

四m3 ました︒遣手できずを受けたり︑病氣にな

四996圃

︑神だなから︑ますをおろしてください
今まで︑羽をついてみた花子 四758 なく︑新しい軍服を着た一人の兵た
四
9
5
8
は︑いうびんごっこをすることにしまし
四
7
7
1
い
っ
て
︑
ふ
ろ
し
き
包
を
わ
た
し
ま
し
た
︒
に
て︑ ﹁︿略﹀︒﹂と聲をはりあげて︑豆を
四963
は︑弟の一郎さんを呼んで富ました︒ 四817
って︑すぐに仲間を大勢つれて來ま
四963をはりあげて︑豆をまきました︒方々
は喜んで︑青い紙を小さく切って︑切 四818
した︒白兎はそれを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と
四964した︒方々のへやをまいて歩くと︑妹
さく切って︑切手をこしらへました︒
四823園 らのせなかの上を︑かぞへながらと
四967やつ︒﹂と大さわぎをして︑豆を拾ひま
はがきとふうとうをこしらへました︒
四
8
4
2
︒
わ
に
ざ
め
は
そ
れ
を
聞
く
と
︑
た
い
そ
う
四968さわぎをして︑豆を拾ひました︒ぼく
ら大きな紙の箱をいただいて來て︑
四843
わにざめが︑白兎をつかまへて︑から
四973だんだん大きな聲を出しながら︑豆を
いて診て︑ポストをこしらへました︒
四844
へて︑からだの毛をみんなむしり取っ
四974を出しながら︑豆をまきました︒その
︑まん中にポストをおいて︑そのそば 四849 兎が今までのことを申しますと︑神品 四981といひながら︑豆を庭へ向かって元
一郎さんは︑かばんを取りに行きました
四
8
5
2
囹
れ
な
ら
︑
海
の
水
を
あ
び
て
︑
ね
て
み
る
四982おかあさんが雨戸をぴしゃりとおしめ
四984から︑みんなで豆を年の敷だけたべ

四677 ︒一郎さんは︑それをかばんに入れて︑

四681 ︒﹂といって︑一枚を花子さんにわたし 四859
四683 ︒﹂といって︑一枚を春枝さんにわたし 四868
︑受取ったはがきを讃んでみますと︑

四871園川の水でからだを洗って︑がまのほ
四872園って︑がまのほをしいて︑その上に

四686

四699園 枝さん︑ごへんじをください︒﹂とい

四883国

四877囹

今は重いふくろをせおっていらっし

四703園 て︑﹁四鏡の切手を一枚ください︒﹂

四701 ︒﹂といって︑手紙を書きました︒さう

を一を
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口写8国那の子どものお話をしてあげませう︒二
四M9園

て︑ありったけの力を出して︑南風を追ひ

四M9囹

高言3

の力を出して︑南風を追ひたてます︒野や

はらって︑野や山をまつ白にしてやる︒

︑もう一度おまへを追ひはらって︑野や

をさまして︑暖い光を送るやうになります

ひます︒こんなことを︑何べんもくりかへ

四悩5 くや︑はすの實などを︑戸口に並べてみる
四価3

南風は︑すぐに元氣をとりかへします︒南

四備9

四悩7 に︑大きなぶたの肉をぶらさげ︑大きなは
四価3

國から︑大勢の仲間をつれて乾て︑北風を

四佃1国 ︑そんなしんぽいをしないでください︒

四価2 ︑車にいっぱい荷物をつんで︑この通にさ
四価5

をつれて來て︑北風をどしどしと追ひまく

五56神様は︑きれいな玉をたくさん作って︑里
五58山へ行って︑さか木を︑根のついたままほ
五61 のさか木に︑鏡と玉をかざって︑岩屋の前
五63前へ進んで︑のりとをおよみになりました
五65めのみことは︑まひをおまひになりました
五66なりました︒かづらをたすきにかけ︑ささ
五66きにかけ︑ささの葉を手に持って︑ふせた
五67持って︑ふせたをけをだいにして︑とんと
五75は︑少しばかり岩戸をおあけになって︑お
五77神様がたは︑さか木を︑ずっと前へお出し
五78お出しになって︑鏡を大神に見せておあげ
五83ばかり︑さっと岩戸をおあけになりました
五86 ︒大勢の神様は︑手をうってお喜びになり

てるたお日様が︑目をさまして︑暖い光を

四鵬5 ︒何かわからぬことを︑がやがや話したり
岳価7

らとかして︑野や山を暖くします︒暖い雨

うと眠って︑弱い光を出してみたお日様が

四価6 止って︑兵たいさんを見てみるものもあり
四価8

暖くします︒暖い雨を︑何べんか降らせま

四M2

四価7 せまい通には︑買物をする人たちがたくさ
四六1

四M2

四価8 ︑兵たいさんは︑車を引きながら︑ときど
四幡1

四佃2團 がたが來て︑お話をしてくださるのが︑

四丁2 ぐよけて兵たいさんを通らせます︒通をぬ

五91團

四型4団 で︑ぜひ︑いうぎをして見せてください

四描3 んを通らせます︒通をぬけて︑町の入口の

木が︑だんだんと芽をふき︑花のつぼみが

四柵4 の兵たいさんが︑銃を持って番をしてゐま

のきれいな水で手を洗ひ︑口をすすぎま

しました︒宇治橋を渡ると︑青々とした

うち

五93団

くさくと玉じゃりをふんで︑神殿の御門

かへりに︑たいまをいただき︑宇治橋の

五113團

ます︒またやうすを知らせますから︑た

早く起きて日の出を葬み︑それから︑橿

をかけて︑川の流れを見つめながら︑日本

五115国

たいさんが二人︑話をしてゐます︒兵たい

どなうの上に腰をかけて︑川の流れを
五153

いさんは︑今日は銃を持ってゐません︒て

なにはげしい戦雫をしたのも︑うそのや

五154

兵たいさんがへんじをすると︑みんな一度

五148囹

五155

あがった子どもの足を引っぱって︑はねの

ます︒﹁けんくわをしてはいけない︒﹂﹁

五166
五174囹

五172

五152

かし

五112團とりました︒方々を見物して︑二見へ來

五111團そばで︑しゃしんをとりました︒方々を

五109国

五99團

五95團水で手を洗ひ︑口をすすぎました︒すき

五94国

う ち

ないくう

外宮のおまるりをすまして︑それから

げくう

洗蒔2

五92團︑内宮へおまるりをしました︒宇治橋を

四鵬4 んが︑銃を持って番をしてゐます︒車を引
四柵5 番をしてゐます︒車を引いてみる兵たいさ
四竃5 たいさんが︑けい禮をします︒番をしてゐ
四⁝⁝6 けい禮をします︒番をしてみる潤たいさん

四柵6 たいさんも︑けい禮をします︒口にはいひ
四皿2 がひありません︒門を過ぎると︑廣場があ
四這3 の子どもたちが︑車を引いてみる兵たいさ
四研3 いてるる兵たいさんを見ると︑﹁兵たいさ

四柳8 さん﹂といふ日本語を︑おぼえてみるので
四三9 や何かわからぬことをいひながら︑三四人
四㎜2 三人は︑車の後押しをします︒みんな一生
四鵬6 は︑にこにこして車を引いて行きます︒す

五42 いりになって︑岩戸をおしめになりました
五51 ︑たいそうよいことをお考へになりました
五52 は︑いろくなことを︑なさることになり
五53 ︒まったくさんの鶏を集めて︑しきりにお
五55る神様は︑大きな鏡をお作りになりました

︑

四谷5園 ︑雪や氷で︑野山をまつ白にした代りに
四備6園 りの若草で︑野山をかざって見せよう︒
四佃2 漁夫は︑その着物を取って︑持って行か
四伽7 人は︑悲しさうな顔をして︑じっと空を見
四伽7 顔をして︑じっと空を見あげます︒天人の
四伽8 人のしをれたやうすを見て︑漁夫﹁おきの
四伽9圏 くですから︑羽衣をお返しいたしませう
四捌3囹 さい︒天人のまひを︑まって見せていた
四梱7園 ﹁といって︑羽衣をお返ししたら︑あな
四捌9圏 ︑うそといふものを知りません︒﹂漁夫﹁
四槻1園 ︑はっかしいことを申しました︒﹂漁夫
四面2 した︒﹂漁夫は羽衣を返します︒天人は︑
四擢2 ます︒天人は︑それを着て︑静かにまひま

四㎜3 て︑子どもたちは聲をそろへて底ひました
四備1 はって︑雪やあられを降らせたり︑水をこ
四備1 れを降らせたり︑水をこはらせたりします
四二4 ︑北風が少しゆだんをしてみると︑暖い南
四備8 ︑北風は︑すぐ南風を追ひはらひます︒こ

四葉7 た雪の山や︑氷の池を︑少しでもとかさう
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五401

五399

分のからだのまはりを包んで行きました︒

えないやうな細い糸を︑さかんに口から出

五408

︑にいさんが︑小川をのぞきこんでいひま

︒私が︑かひこの箱を見せますと︑﹁︿略﹀

が︑だんだんあつみをもって來て︑かひご

五402囹あんな青い桑の葉をたべて︑よく︑こん
五412

急いでつりのしたくをしました︒にいさん

五443
五446

糸が︑空に大きなわをゑがきました︒ぼん

︑ひゅつと︑つり竿をふると︑つり糸が︑

きました︒ぽんと音をたてて︑うきが水の

五447

五448

人は︑じっと︑うきを見つめました︒あた

五448
五455

︑川かみの板橋の上を通る荷車のひびきだ
五465

り竿の先が︑おじぎをするやうに︑しきり

手ごたへが︑つり竿をつたはって來ました

つって︑うきのそばを︑ゆっくり流れて行

︒﹁なんだ︑ゑさを取られたのか︒﹂と︑

五458

五468

五463囹

五472

つゆにしめった小道を通って行くと︑川の

といっしょに︑唱歌を歌ひました︒すると

いさんと二人で︑氣をつけながら引きあげ
五492

川の音も︑同じ唱歌を歌ってみるやうに聞

五475

五492

した︒川原の石の上を︑せきれいがとんで

になって︑青々と水をたたへてゐました︒

五485

五501

出ると︑高いところを走ってみるので︑川

五502
五509

五駁6 渡ると︑今まで左手を流れてみた川が︑右

五駅6 ゐます︒汽車が鐵橋を渡ると︑今まで左手

五517 れてるた川が︑右手を流れて︑日の光をあ

五517 手を流れて︑日の光をあびて︑まぶしいほ

五519 時︑子どもがこちらを見て︑ばんざいをし

五519 した︒村のふみきりを通る時︑子どもがこ

五521 らを見て︑ばんざいをしてゐました︒渡し

ポi︒﹂と︑ラッパを鳴らしながら︑川岸

五523 た︒船頭さんが︑舟をこいでゐました︒舟

五182園 だ︒さあ︑お菓子をあげよう︒向かふで 五舗7園 ね︒でも︑桑の葉をどうしたらいいかし
五324のかひごは︑桑の葉をほしさうにして︑動
五184囹
﹁︿略﹀︒﹂﹁氷砂糖をあげよう︒橋の上で
五326 ︑桑の木があることを思ひ出したからです
五186 や︑氷砂糖のふくろを取り出しました︒﹁
五191 さわぎです︒お菓子をもらふと︑子どもた 五328 ︒さっそく︑桑の葉をもらって來て︑箱の
五192 なしく川のふちに腰をおろしたり︑ねそべ 五332ました︒小刀で︑葉を切ってやりました︒
五193 ︒さうして︑お菓子をたべながら︑歌を歌 五337いつものやうに︑桑をもらってかへって來
口193 子をたべながら︑歌を歌ひ始めました︒ま 五339囹
した︒﹁ぬれた葉を︑かひごにやっては
五211 いっしょに︑池の中を泳いでゐました︒ま 五342ので︑私は︑桑の葉を一枚一枚ていねいに
五213 ︑これも︑まるい頭をふり︑長い尾をふつ 五345のに︑かひごは︑頭をちゃんとあげて眠り
五213 い頭をふり︑長い尾をふって︑寛解よく泳 五348た︒私は︑早くまゆを作るところが見たい
五219 また︑小さなめだかを見ると︑これも︑自 五351囹
︑﹁いつごろまゆを作るでせう︒﹂と聞
惚231 がとんで來て︑かげをうつすことがありま 五354園
上意ったら︑まゆを作りますよ︒﹂とい
五239 どき︑水の上へ︑顔を出してみたりしまし 五357た︒ある夜︑私が本を讃んでゐますと︑あ
五246 ました︒水の上へ顔を出すと︑氣がせいせ 五358いので︑かとり線香をつけました︒そのあ
五252 てるました︒あと足を曲げて︑前足をつい 五359のあくる日の朝︑箱をのぞいて見ると︑ど
五252 と足を曲げて︑前足をついてすわったかっ 五363どういて︑ねえさんを呼びました︒﹁︿略﹀
五255 かげのあちらこちらを︑うれしさうにとび 五364園た︒﹁ゆうべ︑桑をやるのを忘れません
五269 あさんが︑一人の娘を中において︑泣いて 五364園
うべ︑桑をやるのを忘れませんでしたか
五289 ﹂みことは︑この話をお聞きになって︑﹁︿ 五365園いいえ︑新しいのをたくさんやっておき
五291園
﹁よし︑その大蛇をたいぢてやらう︒強 五368園
やで︑かとり線香をつけませんでしたか
五291園 てやらう︒強い酒をたくさんつくれ︒そ 五376 私は︑あわてて窓をあけました︒桑をも
五292園 さんつくれ︒それを︑八つのをけに入れ 五376
窓をあけました︒桑をもらひに行く途中も
五296 が出て來ました︒酒を見つけて︑八つの頭 五379 ︒つみたての桑の葉をやると︑かひごは︑
角297見つけて︑八つの頭を八つのをけに入れて 五381は︑どうやらからだをのばすやうにして︑
五301 した︒みことは︑劒を抜いて︑大蛇を︑ず 五383ども︑どうしても桑をたべようとしないの
五301 ︑劒を抜いて︑大蛇を︑ずたずたにお切り 五386した︒四度めの眠りをすましたかひごは︑
五304 した︒みことが︑尾をお切りになった時︑
五387きくなって︑桑の葉を︑おいしさうに︑た
五305 お思ひになって︑尾をさいてごらんになる 五392囹
︑もうちき︑まゆを作りますよ︒﹂とい
五311 ︒みことは︑その劒を︑天照大神におさし 五394らったわらのおうちを︑箱の中へ入れてや
五396園
さて︑どこにまゆを作らうかな︒﹂とい
五397といふやうなやうすをしました︒かひごは

五529

五314 んのうちから︑二眠をすましたかひごを︑

五398した︒かひごは︑糸をはき出しました︒目

五314 眠をすましたかひごを︑二十匹もらって來

五315 って來ました︒それを箱に入れて︑ねえさ

五529しながら︑川岸の道を走って行きました︒
五535ゐませんが︑青い空をうつしながら︑ゆっ
五537口で︑私たちは馬車をおりました︒あみを
五537をおりました︒あみを干してあるのが︑あ
五538ました︒車にかつををたくさんつんで︑み
五542に出あひました︒町を通りぬけて︑川口に
五547ゐます︒頭のすぐ上を︑かもめが︑五六羽
五549きました︒いその香をふくんだ風が︑そよ
五552は︑次のやうなことを書いて︑おとうさん
五555てるました︒白い波をたてて︑走ってゐま
五558さな川と︑仲よく手をつないで︑川は︑い
いつも
五565主神が︑出雲の海岸を歩いていらっしゃい
五573だん近寄って弄るのを︑よく見ると︑豆の
五574豆のさやのやうな物を舟にして︑それに何
五578せんでした︒虫の皮を着物にして着ていら
こんな小さな神檬を︑私は︑見たことも
五584園
五589りましたが︑へんじをなさいません︒その
の小さなお方の名を知らないか︒﹂
五598園
五599 ひきがへるは︑目をぱちくりさせながら
五605の中に立って︑四方を見てみるので︑何で
︑この小さなお方を知ってみるか︒﹂す
五608囹
五614になって︑少彦名神を︑おうちへおつれに
五616くなさいました︒心を合はせて︑野や山を
五617を合はせて︑野や山を開いて田や畠にした
五617田や畠にしたり︑道をつけたり︑川に橋を
五618をつけたり︑川に橋をかけたりなさいまし
略﹀︒﹂﹁新しい國を開きに︒﹂かういひ
五632園
五646圃らだ︑たからの草を︑植ゑりゃ︑こがね
五658團︑軍隊の馬のことを知らせてあげよう︒
馬屋へ行って︑馬をねどこから外へつれ
五663團
五664国つれ出し︑ひづめを洗ひ︑鐵で作ったく
五664亡
けで︑馬のからだをこすって︑きれいに
のすきなうちの犬を︑﹁しろ︑しろ︒﹂と

︑じっとにいさんを見つめる︒國男のす

ちゃんとにいさんをおぼえてしまふ︒﹁

これほど︑毎日馬をかはいがってやると

と︑もう︑手入れをしないではゐられな

かかへて︑ひづめを水で洗ってやるのに

それでも︑馬の足をかかへて︑ひづめを

五846囹

五842 は︑校舎のうらの草をむしった︒先週の金

五841

五836 け足をしたり︑燈操をしたりした︒七月十

五835 進をしたり︑かけ足をしたり︑膿操をした

五835 りつける中で︑行進をしたり︑かけ足をし

五826

五821 した︒ぼくは︑帽子をかぶって︑いちもく

五818園

ないから︑よく氣をおつけなさい︒﹂と︑

呼ぶと︑しろが尾をふってとんで守るや

にあてて︑年賀状をよこす兵隊さんもあ

げて︑かるく地面をたたく︒かうなると

五863 ぶくろと︑みもん文を送ったので︑そのへ

五861 ︑安心した︒きうりを少しやった︒學校か

五859

五856 日へ行って︑すず虫を買ってかへった︒ね

どうしてそんな聲をたてるのです︒﹂と

時間めに︑共同作業をした︒ぼくたちは︑

もう庭の朝顔のせわをしてゐられた︒﹁︿略

うれしさうに前足をあげて︑かるく地面

つも︑腰にふくろをさげてみる︒愛馬ぶ

五865 たつりだうぐで︑魚をつるのが香しみだと

たちは︑この軍艦を代表して︑競歯する

いかもめが︑海の上を︑すいくとんで行

できる︒みんな心を合はせて︑一生けん

日ごろきたへた力を︑ためすことができ

五884

五894園

五893園

五892囹

五875 さんから聞いたことをお答へした︒ラジオ

きると︑すぐすず虫を見た︒元畜なので︑

︑にいさんの愛馬を︑ぜひ見せたいと思

をぢさんが︑私の顔を見ながら︑﹁︿略﹀︒﹂

ら︑二つ三つ停留場を過ぎて︑表町まで來
あさんと︑赤ちゃんをおぶったをばさんと
は︑すぐ立って︑席をゆづりました︒二人

五902

︑ひたせ︒﹂と詔令を掛けると︑﹁オー︒﹂

五898 顔に︑白いはちまきをしっかりしめてゐま

五904 乙鳥勇ましく︑かいをいっせいに水にひた

よいしょ︑ ょいし

よいしょ︑ よいし

ていねいにおじぎをして︑掛けました︒
し︒押せ押せ︑

五905

五919 さくなりました︒旗を立てた船が︑たくさ

1︒﹂と︑力強く水をかきますと︑あの太
よいしょ︑ ょいし

五914 とに︑ぐんぐん早さをまして進みます︒は

五921 ︑しきりにおうゑんをしてゐます︒沖の旗

あっと︑つめたい水をかけると︑いい面持
︑いい言忌だ︒げたをはいて︑うらの畠へ

戸ばたへ行って︑足を洗った︒ざあっと︑

うに︑﹁ジジ︒﹂と聲をたてて︑とんで行っ

しくなって︑木の幹をとんとたたく︒

n

■

〉

ゴ

占

って︑えんがはに腰を掛けてみると︑川で

日まはりは︑暑い日をいっぱい受けて︑金

、

五928

大きな掛聲で︑選手をはげましてゐます︒

せて︑海がわたしを待ってみる︒二十

した︒﹁ドン︒﹂決勝を知らせる銃の音がし

五975 大勢の神様が︑お供をなさることになりま

五967 鏡に︑御玉と︑御劒をおそへになって︑み

五956圃

五935

五922 してゐます︒沖の旗をまはって︑四さうの

︒せいのびして︑ 手をのばしてみたが︑ だ

よいしょ︑ ょいし

よいしょ︑ ょいし

、

日︒押せ押せ︑
り︒押せ押せ︑
す︒押せ押せ︑

、

、

、

、

せみ

う︒押せ押せ︑
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きっと︑にんじんを忘れないやうに頼む
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五978園
︑恐しい男が︑道をふさいで立ってをり
五982園
︑からだ中から光を出して︑天も地も︑
五985照大神は︑このことをお聞きになって︑﹁︿
五992と︑おどけたやうすをして︑お笑ひになり
五麗9

︒文子さんも︑手紙を出しました︒文子さ

どき︑利根のやうすを知らせて來ました︒
︒高いしゃうがいをわけもなくとびこえ

五備1
とびこえます︒腹を地につけて︑ふせを
ふせをしたり︑川を泳いで渡ったり︑遠

地につけて︑ふせをしたり︑川を泳いで

みる︑大きな川の名を取って︑おとうさん

をぢさんの家のそばを流れてみる︑大きな

には︑利根といふ名をつけました︒それは

んのうちから︑子犬を一匹もらって來まし

五梱3 なさって︑大空の雲をかき分けながら︑勇
五梱8 どほりに︑日本の國をお治めになりました
五湿2 人集って︑かげふみをして遊んでゐました
五鯉7 どもたちは遊ぶことをやめて︑しばらく月
五皿7 やめて︑しばらく月を見てゐました︒する
五鵬8 ︒しかし︑じっと月を見つめてゐますと︑
五掴5 ながわいわいいふのを︑初めからだまって
五脳8 しばらく枝こしに月を見てゐましたが︑﹁︿
五価7囹 に立って︑お月様を︑枝の間から見たま

神に︑おいとまごひをなさって︑大空の雲
．五梱2

五帽2

五備7

五備6

五備4

山勘1

五価8

五備6

五衡5

五柵5

五価4

には︑敵が利根の姿を見つけて︑弾をあび

わのふくろに︑通信を入れてもらって︑﹁

回も六回も︑この間を行ったり來たりしま

第一線と本部との間をお使ひするものは︑

んがうの中から︑敵をこうげきしましたが

隊は︑ 何業といふ敵を相手に︑はげしく戦

すばらしいはたらきをしました︒ そのうち

お使ひをしたり︑何をさせてもすばらしい

と隊との間のお使ひをしたり︑何をさせて

うとする敵の見はりをしたり︑隊と隊との

五掴4團 しさうに︑にほひをかぎながら目の色を
五掴5團 かぎながら目の色をかへて喜びます︒あ
五掴6團 持で︑私も︑利根を一生けんめいで育て

五M3團紙が溜ると︑それを︑利根に見せてやり

してある手ぶくろを︑すばやくさがしあ

るずっと前にも︑犬をかってみたことがあ

五榴7團
五惚7團
五備8團
五運8團
五佃9團

10了

五㎜1園 のお通りになる道を︑ふさいで立ってゐ
五㎜4 相手は︑急にやうすをかへて︑﹁︿略﹀︒﹂と
五㎜9 ︑かへってこのことを申しあげました︒に

10了

五伽7

︒ その時︑何かが糸を引く︒おや︑引く︑

五爵7 りました︒この手紙を見て︑文子さんは︑
五盟2 と︑おとうさんも涙を流しながら︑お喜び
五伽6囹 毎日海へ出て︑魚を取っていらっしゃる
五伽7園 て︑鳥や︑けものを取ってみますね︒﹂
五撚9囹 日だけ︑私につりをさせてください︒﹂
五桝3囹 度︑あの大きな鯛をつってみたいのです
五梛5園 の命﹁では︑つりをしてみるがいいさ︒
五旧9園 うだ︒このつり竿を持って行け︒﹂ほを
五重2園 んは︑この弓と矢を持って︑山へいらっ

五梱1 をりの命が︑つり竿をお引きあげになる︒
五伽3園 まった︒大きいのを逃した︒残念さうに
五掘4 残念さうに︑つり糸をいちっていらっしゃ
五柵2園 もない︒さ︑弓矢を返すよ︒﹂ほをりの
五柵6囹 しわけのないことをしてしまひました︒
五㎜8囹 りの命﹁つりばりを︑魚に取られてしま
五悪5園 だいじなつりばりをなくしてしまふなん
五槻5園 だいじなつりばりを︑魚に取られて︑困
五麗7園 ︒私が︑いいことを教へてあげませう︒

五耀9

五柵5

五柵5

五柵3

五柵2

︒敵の揮が︑うなりをたてて飛んで來ます

利根は︑最後の通信を首にして︑﹁行け︒﹂

はたらきを見て︑涙を流すほどでした︒い

のかうしたばたらきを見て︑涙を流すほど

でも利根は︑弾の下をくぐるやうに抜けて

の姿を見つけて︑弾をあびせかけます︒そ

五搦1

五価2 うやうやしくおじぎをする︒ほをりの命﹁
五価3囹 ︒ほをりの命﹁水を一ばいください︒﹂

五価2

五悩5 る︒ほをりの命は木を見あげながら︑ほを
五悩7 ︒木にのぼって︑下をごらんになる︒あ︑
五悩9 出て重る︒井戸の水をくまうとして︑女﹁

五膳9囹 い︒私が︑その舟を押してあげますから
五儲1園 ら︑しばらく︑目をつぶっていらっしゃ
五型9下 ︑きっといいことを教へてくださるでせ

たり︑きれでからだをふいてやったりしま

五佃2

して︑利根のからだを︑しっかりとだきか

五搦5

んたうによく︑利根をかはいがりました︒
︒朝夕︑からだの毛をすいたり︑きれでか

まったやうに︑運動をさせてやりました︒

五聖4

とうとう︑その陣地をせんりゃうしました
五梱3国

︑きっと甲號功章を︑いただくにちがひ

ひに︑利根は︑足をやられただけですか

五摺7

五日5

神様が︑ほをりの命をおつれ申して︑出て

面に︑ 海の神様が腰を掛けていらっしゃる

︒ ほをりの命は︑腰をお掛けになるQよく

五鼎5国

女は︑井戸から水をくんで︑ほをりの命

っしゃる︒﹂木の上を見あげて︑女は︑う

しでもできると︑頭をなでてほめてやりま

五㎜7
にたくさんごちそうをしてやりました︒自
︑日の丸の小さな旗を作って︑利根の首に

たべものにもよく氣をつけて︑間食などは
︑利根に﹁待て︒﹂を教へました︒子犬で

すわって︑お見送りをするやうになりまし
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扁螺3 で︑敵のみるところをさがしあてたり︑夜

10了
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五㎜1園 じつは︑海でつりをしてみたら︑つりば
五柵2園 向かって︑魚たちを︑みんなここへ呼び
五一4 はい︒女は︑魚たちをたくさん呼んで來る
五柵1囹 お子様のつりばりを︑取って行ったもの
五柵8園 ︑女に︑では︑鯛をちょっとここへ呼ん
女は︑鯛をつれて出て來る︒鯛
五玉1
五欄3園 お子様のつりばりを知ってみないか︒﹂
五傾5園 この間︑つりばりをのどにかけまして︑
五三9園 ら︑そのつりばりを取ってやれ︒﹂女﹁は
つりばりを取る︒鯛﹁あ︑これ
五襯2
女は︑つりばりを水で洗って︑海の神
五襯5
六119ます︒弟は︑いなごを飼ふのだといって︑
六119いって︑土でかこひをこしらへました︒い

六275いふ山︑谷といふ谷を︑うづめつくしてし
六277の美しさと︑みかんを作った人たちの喜び
六281ができません︒かごを持って山へのぼる人
六281 へのぼる人︑みかんをせおって山をおりて

六265 ついて︑みかんの木を苦しめます︒そのま
六267ろいうな藥で︑害虫を何べんも除きます︒
六269 ︑ぼつぼつ︑黄色みをおびて來ます︒もう

六254んの木は︑しもや雪をじっとこらへて︑静

六124聲で弟がひとりごとをいひます︒弟は︑短
六124いひます︒弟は︑牛を飼ってみるつもりな
六127が︑すいくと︑空を飛んでゐます︒ざく
六128す︒ざくざくと︑稻を刈る音が聞えます︒

六281みかんをせおって山をおりて來る人︑上手
六282る人︑上手にはさみを使って︑みかんを取
六282みを使って︑みかんを取りながら︑みかん
六283がら︑みかん取り歌を歌ふ人たちで︑急に

六116をつかむと︑あと足をふんばって︑逃げさ
六118飛べないので︑地面をはって行きます︒見

六133かあさんは︑刈るのをやめて︑稻の束をま
六133のをやめて︑稻の束をまとめて︑稻かけの
六148午後から︑ねえさんをさそって︑ぜひ來て
六156團牛にきれいな着物を着せ︑牛飼が︑赤白

寄ったり︑遠く海を乗りこえて︑敵の港
六347團

潜水艦は︑見はりをしてみる大きな敵艦
六346国

六294せられて︑ふるさとを要覧して行きます︒
六296團
度︑漕水艦の艦長を命ぜられた︒今日は
六297国は︑漕水艦のことを話してあげよう︒漕

六156團が︑赤白のたづなを引いて通るのは︑ま
六164国去年のお祭のことを思ひ出して︑急にな
た︒お手紙のことを姉に申しましたら︑
六165團
六168團︑氏神様へお参りをしたり︑おかぐらや
六168国かぐらや︑すまふを見たりしたいと思ひ
六176團作ったお人形さんを︑持って行ってあげ
すみにん
六203 垂仁天皇の仰せを受けた田道間守は︑
六206くだものがあることを︑天皇は︑お聞きに
六207 ︒田道間守は︑それをさがしに行くことに
六218ばなが生ってみるのを見つけました︒ 田道
六221守は︑大喜びでそれを船に積みました︒枝
六223て︑大急ぎで︑日本をさして鯖って來まし
六225 ︑田道間守には︑風を帆にいっぱいはらん
六232 つたたちばなの半分を︑皇后にけん上しま
六233ました︒あとの半分を持って︑天皇のみさ
六236をりの高いたちばなを︑みささぎの前に供
六238二遠い國のたちばなを︑仰せによって︑持
六243た︒田道問守は︑聲をたてて泣きました︒

穴348国りして︑ふいうちをする︒そのためには

くロリ

六58園こたちも︑なんぎをしてゐられるであら
六61園の神は︑﹁この劒を︑天皇にさしあげる

六54 ︒夜︑ふしぎなゆめを見ました︒天照大神

六245も負けない忠義の心を持ってゐました︒泣

あまてらすおほみかみ

六42 神武天皇は︑日向をおたちになって︑大
き い
くまの
六44 した︒はるばると海を渡って︑紀伊の熊野
みいくさ
六48 になりました︒お供をしてみた大勢の御軍

六64園から︑その者の倉を目あてに︑この劒を
六64囹目あてに︑この劒を落します︒ll高倉
六67囹ら︑きっとこの劒を︑天皇にさしあげる
六72 って見ますと︑屋根をつき抜けて︑ゆめに
六76 した︒高倉下が︑劒を天皇にさしあげると
六79 した︒さうして︑劒をお受け取りになりま
六83 ︒御軍人たちは︑目をさましました︒勇ま
六88 でもこちらでも︑稻を刈ってゐます︒田の
六91 田のあぜに︑むしろを敷いてもらって遊ん
六92 だ弟が︑遠くから私を見つけて︑﹁ねえさ
六96 いって︑私はかばんをおろしました︒稻を
六98 をおろしました︒稻を刈ってゐられたおと
六99 ︑おかあさんは︑腰をのばしながら︑﹁︿略

六253むしろやこもの着物を着せて︑暖くしてや

六342團ぐりながら︑敵艦をめがけて行って︑つ

六341国器は魚雷だ︒魚雷をうち出すと︑生きた
六341圏のやうに︑水の中をくぐりながら︑敵艦

六318国また︑水の中で音を聞きわける機械もあ
艦の進んで降る音を聞きわけながら︑敵
六318團
六333国てみるか︑それらを一々はかる機械があ
六338團︒中には︑飛行機を持ってみるものもあ

六298團い︒だが︑軍艦旗を朝風になびかせなが
六301團かせながら︑軍港を出て行く時︑港内に
六303團あいさつのラッパを吹きかはして︑海の
六304團かはして︑海の上を進んで行くのは︑何
六313團んのタンクへ︑水を入れて沈む︒その水
六313團れて沈む︒その水を押し出せば︑自由に
六317團があって︑海の上を︑すっかり見渡すこ

六106ふかしたさつまいもをかごから出して︑弟
六115の手で︑頭のあたりをつかむと︑あと足を

六363園 しろい南洋の罵眞を︑うつしてあげませ
六366 はれました︒黒い紙をはって︑部屋を暗く
六366 い紙をはって︑部屋を暗くしました︒かべ
六385 い海に︑静かにかげをうつしてみるやしの
六396 面に︑ぱっと白い花をまき散らしたやうで

六392園︒その海面にかげをうつすのがやしの木
六404 うさんは︑スマトラを始め︑南洋からたく
六406 と︑せきゆは飛行機を飛ばしたり︑自動車
六406 したり︑自動車や船を走らせたりするのに
六407 ないものであることを︑お話しになりまし

．六419園
で受けます︒それを集めて︑かためると
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61

流れてみるところを︑見つけたといふの

さんのすきなものを︑いろく買って來

六667

六666 ぼくは︑おかあさんを引っぱるやうにして

六664囹男さん︑大きな聲をして︒﹂﹁︿略﹀︒﹂ぼ

六663

して︑ぼくの望遠鏡をのぞいてもらった︒

﹂おかあさんは︑目をまるくして︑﹁︿略﹀

そこへ︑たきぎをせおった子どもが︑

一﹁おや︑うはさをすればかげとやら︑

六684 鳴りだしました︒窓をあけて見ると︑西の

六673囹︒あ︑人がこっちを見てみる︒森の木が

六687 おとうさんは︑夜業をやめて︑急いでした

やら︑うちで仕事をしてをります︒﹂村

私が︑山でたきぎを拾ってゐますと︑つ

六687 でしたくをして︑家を出られました︒おと

六687 めて︑急いでしたくをして︑家を出られま

あなたは︑山で酒を見つけたといふこと

と思って︑あたりを見ますと︑石の間か

六691 のです︒おとうさんを送り出してから︑お

まあ︑おとうさんをだいじにしておあげ
子どもは︑おじぎをして劣る︒村の人一

六698 いさうです︒家の前を︑警防團の人たちが

六716

六708

に呼び起されて︑目をさますと︑をぢさん

す︒﹁︿略﹀︒﹂と︑道を通る人が︑話し合っ

六698 の人たちが︑ポンプを引いて︑勢よくかけ

はめになって︑年號を︑﹁養老﹂とお改め

机の引出しを︑かたづけてみると
︑ぼくは︑この二つを︑重ねたり︑別々に
したりして︑机の上を見たり︑外のけしき
と︑おもしろいことを嚢益した︒左の手に
の手に︑めがねの玉を持って︑目から遠く
さまに見えるけしきを︑大きくして見よう
︑右の手に虫めがねを持って︑のぞいて見
た︒ぼくは︑書用紙を取り出した︒さうし
はしに︑めがねの玉をはめた︒きちんとは

さうして︑その一枚をぐるぐと巻いた︒
まった時︑巻いた紙を︑糸できりきりと巻

・もう一枚の董用紙を︑ぐるぐ巻いた

六815

六809園さあ︑どんな品物を送ってあげるかな︒

六817囹ですけれど︑これを送ってはいけないで
六826園もあるから︑それを入れることにしませ
六829園 ︒﹁ぼくは︑これを入れよう︒﹂さうい

︑せっせと︑くつ下をあんでみたねえさん

のはしに︑虫めがねをとりつけた︒かうし

しゃうじの間から顔を出してみる︒ぼくは

でわかる︒もっと下を見る︒屋根だ︒しゃ

り見える︒二つの筒を︑延したり︑ちぢめ

えるか︑どうか︒外をのぞいて見た︒長い

かりません︒荷物をかたづける時︑どこ
六726園
四つつじで︑火事を消しとめたのは︑え
六739園
く略V︒﹂といって涙をこぼされました︒あ
六752
六755の子どもが︑マッチをすって︑そのもえが
って︑そのもえがらを捨てたのが︑もとだ
六755
陛下の おことばを︑心にきざんでみ國
六772圃
心にきざんでみ國を守る︑わが陸軍のい
六773圃
でも勝っててがらをたてる︑わが陸軍の
六785圃
ちにあたってみかんをたべながら︑みんな
六794
戦地の兵隊さんの話をしました︒﹁︿略﹀︒﹂
六795
んに︑このみかんをあげたいなあ︒﹂と
六801囹
べかけてみたみかんを見せました︒﹁︿略﹀
六802
六803ち
園中で︑ みもん袋を作って送ってあげま

して︑子どもの孝行をおほめになって︑年

人は︑子どもの後姿をじっと見てみる︒そ
︑時の天皇が︑それをお聞きになって︑わ

61
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見たり︑外のけしきを︑のぞいたりしてみ
61

6

六414園︒では︑ゴムの木をうつしませう︒ll
六417園でせう︒そのみぞをつたはって︑ぽたり
六419園りと落ちる木の汁を︑茶わんのやうな器
六423園るばる南洋から海を渡って來たゴムで作
六439園がたのすきな動物をうつしませう︒何が
六451園
象が︑大きな材木を︑運んでみるところ

園園園

囹囹園囹囹

7

8632696633431

六459 眞がかはって︑
田植をしてみるところがう

六468園に︑南洋でもお米を作ってみるのは︑お
六471囹ら︑しっかりと手をつないで行く日本も
六476はれました︒黒い紙を取りのけると︑ 今ま
たちばなのとよひのみこと
六511した︒太子の御父君を︑橘豊平尊と申しあ
六513ちが︑何か大きな聲をして︑さわいでいら
六514いでいらっしゃるのをお聞きになって︑お
六531園
むいて︑けんくわをいたしました私たち
六532園
でございます︒橋をかけて︑天へ逃げる
六533園
もできません︒穴をほって︑地にかくれ
六534囹︒不孝のおとがめを︑つつしんでお受け
六537太子のこのおことばを︑お聞きになって︑
六543村の人が︑二人で話をしてみる︒村の人一
六546園
な子どものうはさを︑お聞きですか︒﹂
六548園
のいつも︑たきぎをせおって歩く子ども

・
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六831弟が持って來た圖董を見ますと︑子どもが
六832すと︑子どもが︑手をあげてけい禮をして
六832 ︑手をあげてけい禮をしてみる糟でした︒
六844い人形と︑みもん文を入れました︒兵隊さ
六851でした︒私は︑それを︑みんなの前で讃み
六855團です︒午後の演習をすまして︑兵舎へ錦
ろの火で︑かき餅を焼きました︒﹁︿略﹀
六865国
︑内地のにほひをかいだ︒﹂﹁︿略﹀︒﹂
六866團園
かい毛糸のくつ下を見て︑みんなは︑﹁︿
六875國
とや︑學校のことを知らせてください︒
六884国
六885團も︑職地のやうすを知らせてあげませう
に︑よろしくお禮を申しあげてください
六886團
六892校へ行く時︑雪の上を歩いて行った︒ふり
六893ふり返って︑足あとを見ると︑くねくと
六898 ︑並んでまた雪の上を歩いたら︑足あとも
六902た︒きっと︑雪合職をするのだらうといっ
﹁今日は︑雪合職をする︒前列は赤︑後
六907園
六911めい︑雪のかたまりをこしらへては︑それ
六912こしらへては︑それを積み重ねた︒高さ一
六913二トル半ばかりの山を作って︑その上に︑
六913 って︑その上に︑旗を立てるのである︒山
六914は︑爾方の山の高さをはかられた︒みかた
六919にこにこしてこちらを見てみる︒﹁たまを
見てみる︒﹁たまを作れ︒﹂みんなは︑
六921園
六922みんなは︑雪のたまを︑いくつもいくつも
がて先生が︑﹁笛を鳴らしたら︑たまを
六924園
鳴らしたら︑たまを投げる︒次に進めの
六924園
︒次に進めの號令を掛けたら︑攻撃を始
六925園
を掛けたら︑攻撃を始める︒﹂といはれ
六926園
六928みんなは︑雪のたまをかかへた︒﹁ビリー︒
六931といひながら︑たまを投げ始めたが︑とど
六933 ︒ぼくは︑友田くんをめがけて投げた︒う

六937 ︒友田くんも︑ぼくをねらふ︒今度こそう
六941といひながら︑たまをつかんだ時︑﹁進め︒
六944進んだ︒敵の城の旗を取れば︑勝つのだ︒
六944 つのだ︒しかし︑城を守ってみる隊もみる
六947必死だ︒ぼくが︑山をのぼりかけると︑爾
六947ぼりかけると︑両足をしっかりとっかまへ
六955 のうちだ︒﹂と元亨を出して︑みかた三人
六955三人が︑しっかり腕を組んで進んだ︒三人
六957 の山にのぼって︑旗を取るのだ︒ぼくは︑
六962ちあがって︑その旗をふった︒﹁萬歳︒﹂と
六964みんなが︑喜びの聲をあげた︒笛が鳴った
六972といって︑ぼくの肩をたたく者がある︒友
六991 ︑かはるがはる︑的をめがけて弓を引いて
六991る︑的をめがけて弓を引いてみるところへ
六998てもかなはない頂角を︑今日はひとつ︑弓
六㎜2園 す︒あなたも︑弓をおやりになりません
六㎜4 いひながら︑弓と矢を︑道眞につきつけま
六㎜8 た道眞は︑その弓矢を静かに受け取り︑前
六棚7 と︑的のまん中の星を︑射抜いて立ちまし
六梱8 つづいて︑第二の矢を引きしぼりました︒
六慨2 れに並んで︑まん中を射抜きました︒第三
六醜4 まらぬ手早さで︑矢をつがへ︑矢を放ちま
六醜4 で︑矢をつがへ︑矢を放ちました︒的をは
六醜4 矢を放ちました︒的をはつれる矢は︑一本
六齪6 目て︑大きなため息をつくばかりでありま
べに
六研5 のところに︑こい紅をさしてゐます︒ほん
六研8 ほんたうのすみれ色をした花が︑暖い日を
六柳8 をした花が︑暖い日を受けて︑びろうどの
六鵬9圏 たしのお人形さんを︑ここへ入れてやり
六佃5七 お人形さんが︑汗をかくだらう︒このガ
六佃6園 このガラスのふたをすると︑少しすかし
六白7園 おまへは︑また給をかいてみるのか︒い
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︒﹁いつも︑お経を讃まうと思ふのだけ

て︑ちっともお経をおぼえない︒おまへ
︑和尚さんは︑雪舟を引っぱって︑本堂へ

︿略﹀︒﹂こんなことを考へてるると︑雪舟

生けんめいにお経を習はう︒わたしが︑

︑板の間に落ちた涙をいちってみました︒

ちて︑本堂の板の間をぬらしました︒少し
︑ぼんやり︑足もとを見てみた雪舟は︑何

︑涙で︑板の間に給をかき始めたのでした

︒雪舟は︑足の親指を使ひながら︑涙で︑

はくわいとう

ました︒急いでなはを解いてやりながら︑
︑雪舟は︑一心に給を習ひました︒學問も

へながら︑敵の陣地を︑にらんでゐます︒

なって︑長い破壊筒をかかへながら︑敵の

のために︑突撃の道を作らうといふのです

この笹戸網に破壊筒を投げこんで︑わが歩

には︑ほとんど︑顔を向けることができま

と︑命令のくだるのを待ってゐます︒しか

も︑さかんに機關銃を撃ち出しました︒さ
︑もうもうと︑煙幕を張りました︒﹁前進︒

となっては︑破壊筒を持って行って︑鐵條

さし入れてから︑火をつけるといったやり

さくえ い

壌筒の火なはに︑火をつけることを命じま

︑火をつけた破壊筒をしっかりとかかへ︑

に︑火をつけることを命じました︒作江伊
︑三人の工兵は︑火をつけた破壊筒をしつ

︑だれ一人︑破壊筒をはなしたものはあり

無心の火は︑火なはを傳はって︑ずんずん

北川は︑決死の勇氣をふるって︑すっくと

江下︑作江は︑北川をはげますやうに︑破

やうに︑破壊筒に力を入れて︑進めとばか

持った一本の破壌筒を通じて︑一つになつ

・
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六槻3
六槻4
六槻4
六槻7
六鵬3
ました︒爆音は︑天をゆすり地をゆすって

す鐵條網に︑破壌筒を投げこみました︒爆
音は︑天をゆすり地をゆすって︑ものすご
した︒班長も︑部下を指診しながら進みま
鐵條網の方へ︑祥忌を向かせながら︑﹁︿這

六m9ういって︑静かに目をつぶりました︒二十

六柵2 小さな女の子が︑豆をまいてやりました︒
六㎜9 木が︑にぎやかな通をきれいにかざってみ
六柵6 の聲がして︑みこしをかついだ子どもたち

継れ6

てるる︑茶色な海藻を持ってるました︒﹁︿

は︑みんな指先に力を入れました︒﹁パチ

七117囹ち︑このまるい玉を︑みんなで持ちたま
七119

﹁おもしろいことをしてゐますね︒その

かりの魚が︑からだをくねらせて︑岩に生

七132 岩に生えた海藻の間を上手に泳いでゐまし

七132

七134 す︒何とかしてべらを取りたいと思ひまし

12了

126

126

126

5
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7

4
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1

7

5

3

3

8

8

5

4
ます︒出ると︑機械をいっぱいに掛けて︑

で︑網から︑いわしをどんぐぼくらの船

からだから︑玉の汗を流してゐます︒網が

さ︑やつさ︒﹂と網をたぐります︒だれも

﹂と︑一人がおんどを取ると︑大勢の船方

七71

七68

七63圃

の人たちが︑潮干狩をしてゐました︒先生

七63圃

私たち四年生の人員をお調べになってから

七52圏

︑二手をあげて息を吸ふ︒朝の海べはも

ぼくたちは︑両手をあげて息を吸ふ︒朝

でも︒ぼくらは石を投げてみた︑コニ

七171

七167

ぶるぶると喜ぶるひをして︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

抜いて︑たけるの胸を突きました︒﹁あっ︒

七166 うにかくしてみた劒を抜いて︑たけるの胸

七162 で︑やさしくお給仕をしてみた少女は︑す

七157 女も座敷へ出て︑酒をついでまはりました

七149 で︑ある日︑お祝ひをすることになりまし

七137 で︑書のおべんたうをたべました︒そのこ

128
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13了

走ってゐます︒屋號を染めぬいた小旗も見
といひました︒あとをふり返ると︑もう矢
︑今︑思ひ思ひに網を張ってみるところで

るところです︒白波を立てながら︑行った

らの網船は︑もう網をたぐり始めました︒

くらの乗ってみる船を呼びました︒網船二

へさきには︑契れふを知らせるまっかな真
日︑東京といふ映蚕を見せてもらひました

てるました︒橋の下をくぐって通る時︑﹁

きになりました︒川をさかのぼって行くと

が︑上手にぶらんこをしてゐました︒白熊

しろくま

りなほして︑おじぎをしました︒ときは木

くまで

七101囹
これは︑いいものを見つけましたね︒ま
七103園
て︑みんなで標本を作ってごらんなさい
七105たちは︑波うちぎはを︑ばちやぼちや歩き

七78 た︒小さな熊手で砂をかくと︑かちりとさ
七86 にさはりました︒砂を彿ってよく見ると︑
七92 ンチもある細長い貝を︑みんなの前へ出し
七95 いろく︑貝の名前を思ひ出してみました
七99花子さんは︑その貝を持って︑先生のとこ

七109

しろくま

したやうなかっかうをしてゐました︒ライ

七1010園
枝さんは︑わかめを拾ひましたね︒﹂と︑

ました︒白熊が︑頭をふってゐました︒き

イオンが︑大きな聲を出しました︒﹁︿略﹀
とら

きりんが︑せいのびをしたやうなかっかう

虎が︑じっとこちらを向いてすわってゐま

七113園なおもしろいものを見つけたよ︒﹂とう

辛いひものやうな形をしてゐます
﹁︒
︿略﹀

く集って填て︑ゑさを拾ってみるところが

つ︑りつばな宮殿を建て︑たくさんの兵

らぬによって︑汝を討てとの勅をかうむ

ら︑ただ今︑お名をさしあげませう︒日

熊襲を討って︑都へお痴り

尊は︑わっかの供人をつれて御出登になり

をお受けになったのを︑勇ましくも︑また

あめのむらくものつるぎ

た︑一つの小さな袋をお渡しになって︑﹁︿

七197園ずに︑この袋の口をおあけなさい︒﹂と

七196

七195 に︑大切な天叢雲劒を尊にお授けになりま

七193

七193 は︑尊が二度の大任をお受けになったのを

七191 宮に参って︑御武運をお祈りになりました

七1810

七189 者を平げよといふ勅をお受けになりました

七189 ち︑東の國のわる者を平げよといふ勅をお

七188

七185 ただお一人で︑熊襲をおほろぼしになりま

七1710園

七177囹︑汝を討てとの勅をかうむり︑ここへ來

七176園

七139 時には︑あのあさりをほったところも︑海

128
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七124園

七139 つたところも︑海藻を拾った波うちぎはも

128

がさがると︑からだを沈めるやうにしてゐ

128
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六伽4圃 く水よ︒卵のからを浮かべたり︑わらの

七144 まかせて︑四方に勢を張り︑のちには︑朝

129
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があがると︑からだを浮かすやうに︑船が

六側2 れた紙が︑機械の間を流れるうちに︑字が
六川5 さんたちが︑足並みをそろへて行進して來
六川7 たかと思ふと︑艦操をしたり︑いうぎをし
六川7 操をしたり︑いうぎをしたりします︒﹁︿略
六襯4園 ます︒﹁今︑音樂を放送してみるところ
六襯6 した︒よく晴れた空を︑鳥がむらがって飛
七43圃︑弟と二人︑海べをかける︒しめった砂

七146園
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七416 ︒神主さんは︑大麻をふって︑みんなのお

七288やちよに徳坤が心をこめて歌ふ聲は︑同 超勤3 と︑山田先生が號令を掛けられると︑校長

着物を着て︑えぼしをかぶって︑しやくを

七416 ︑みんなのおはらひをしてくださいました

をかぶって︑しやくを持って︑木のくつを

七418 おいでになる口曳ひをなさいました︒次に

七4010

七307圃金の御紋章︑御門を通って行きました︒

七299

聖武天皇の皇后を︑光明皇后と申しあ

七4010

七207園 おなぐさみに︑狩をなさってはいかがで

がおしかけて︑病氣をみてもらったり︑藥

七419

ん︑ぼく︑君が代を歌ひます︒﹂少年は︑

七209 身の丈にもあまる草を分けて︑だんだん奥
七322

園425 神主さんが︑のりとを讃まれました︒覧た

七282園

七211 ねてから︑この野原をかこんで待ちかまへ
七327

みてもらったり︑藥をいただいたりしてゐ

七429 ら︑地面のおはらひをして︑うがちぞめが

七201 かねて︑尊の御勇武を聞き傳へて知ってゐ

七213 もは︑一度に草に火をつけました︒火は︑

七328

七431 といふのは︑鍬で土をほる儀式であります

七411 を持って︑木のくつをはいてゐられました

七219 です︒急いで袋の口をおあけになると︑中
七331園

七432 長先生が︑先生がたを代表して︑玉ぐしを

少年は︑ちよつと目をつぶって︑何か考へ

七221 りました︒天叢雲劒を扱いて︑手早くあた
七338

になって︑病人たちをお志まひになりまし

七432 を代表して︑玉ぐしをあげて拝まれました

七283

七222 ︑手早くあたりの草をなぎ彿ひ︑火打石で
七3310

︒やさしいおことばを︑たまはることさへ

七433 の人が︑全校の生徒を代表して玉ぐしをあ

七204 ました︒そこで︑尊をうやうやしく迎へて

七222 ぎ彿ひ︑火打石で火をきって︑その草にお
七3310

のために︑藥の風呂を作っておやりになり

徒を代表して玉ぐしをあげて拝みました︒

七204 いろくおもてなしをしながら申しました 七284 でしたが︑やがて息を深く吸って︑静かに

七224 來た火は︑急に方向をかへて︑向かふへ向
七346

分で︑病人のせわをなさるといふことだ

に︑お供へしたものをみんなさげてから︑

︒次に︑お供へものをいろくと︑白木の

さいだん

七421 いちご・バナナなどを︑それぞれ三方にの

七423 した︒明かるい日光をあびて︑祭壇が︑美

七238 も目がさめると︑顔を洗ってから︑うやう

ろ

七239 なに向かって︑辞禮をしました︒神だなに

ふ

した︒﹁︿略﹀︒﹂と涙をこぼして︑ありがた

毎日︑かうして藥をいただいてみるおか

しやうむ

通しました︒君が代を歌ひ終った徳坤は︑

七229 ︒あやふい無いのちをお埋りになった尊は
七349囹

千人の病人のせわをなさるといふ大願を

︑皇后様におせわをしていただくのと︑

七434

から︑﹁玉垂︒﹂と聲を高くあげて︑神様の

七2210 き残ったわる者どもを平げて︑なほも東へ
七352園

七435

七417

七231 の時から︑この御連を︑草薙劒と申しあげ

七354園

なさるといふ大願を︑お立てになったさ
七356

七354囹

略﹀︒﹂このやうな話をしながら︑藥の風呂

七244 の時外へ出てみた父を呼びに行きました︒

七443園

七439 静かに︑私たちの前を通って蹄られました

七446 ︑聲をそろへて校歌を歌ひました︒歌ひな

れんぐわ

七245 びに行きました︒家を出て少し行った時︑

七3510
人めの病人のおせわをなさった時︑急に病

七359になって︑一人一人をおせわなさいました

七447 ぱに立つた時のことを思ひ︑新しいその講

ねんど

七249 角といふのは︑粘土を固めて作った煉瓦の

七372今度は︑牛がまぐはを引いて︑泥水の中を
七372を引いて︑泥水の中を︑行ったり來たりし

七449 つて並んだ時のことを思って︑うれしさで

略﹀︒﹂といって︑笛を取り出した︒海賊ど

はない︒私も毘悟をした︒私は樂人であ

た︒海賊どもは︑顔を見合はせて︑﹁︿略V

る︒今ここで︑命を取られるのだから︑
七468

七464園
七468

七464囹

七461 出に︑心残りなく笛を吹いてから死にたい

七459 とても助らぬと三里をきめた︒ただ︑自分

七456 り移って來て︑用光をとり團んでしまった

七446 した︒私たちは︑聲をそろへて校歌を歌ひ
七3710
く形のみどりの敷物を︑きちんと間を置い

で元氣よく︑校歌を歌ひませう︒﹂とい

七251 は︑頭と足に避けがをして︑道ばたに倒れ
七256 られた治療所で手術を受けました︒このつ

七3710
敷物を︑きちんと間を置いて︑敷き並べた

ちれうじよ

七257 年は︑決して皇三層を口に出しませんでし

七251 た︒それでも父の姿を見ると︑少年は︑自

七258 した︒日本人は三層を使ふものだと︑四千

七4010
人ともまつ白な着物を着て︑えぼしをかぶ

七259 に不自由でも︑國語を使ひ通して來たので 七385むくらゐ暑い日ざしを受けて︑男も︑女も
七2510 しきりに學校のことをいひました︒先生の 七391人や︑牛にゑんりよをするやうに︑聲をひ
七2510 ひました︒先生の名を呼びました︒また︑ 七392よをするやうに︑聲をひそめてゐますが︑
七261 ︒また︑友だちの名を呼びました︒ちやう 七395 ︑このころは︑雨戸をしめてから︑始めて
七264 が︑徳望が重いけがをしたと聞かれて︑十 七405申しあげて︑その家を︑いつまでも守って
七406ただくやうに︑お祭をするだいじな儀式だ
七276 つて︑ぱっちりと目をあけました︒さうし

七266 ました︒徳坤は︑涙を流して喜びました︒

947
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た︒さうして︑これをよけようとして︑賊
︑賊のさわぐところを射させて︑五千人鯨

いがけの上から大木を落させた︒さうして

はせた︒賊が︑これを聞いて︑くやしがつ

んざんに賊のわる口をいはせた︒賊が︑こ

た︒正成は︑この旗を城門に立てて︑さん

切りこんで來て︑旗をうばって引きあげた

ない︒番兵がゆだんをしてみると︑城兵が

りに︑三千人の番兵を置いて︑城兵が汲み

りて︑賊は︑城の水をたやして︑苦しめよ

やぐらから大きな石を投げ落して︑賊のさ
︑賊のさわぐところを︑さんざんに射た︒

か千人ばかり︒これを亡んだ賊は︑百萬と

いて︑正午ごろ門司を出航します︒それか

です︒今︑新しい船を何ざうか︑こしらへ
せ
堤へ來ました︒あれを越すと︑きれいな瀬

の人が︑赤い日がさを振ってみるではあり

れでも︑みんな合圖をしてゐます︒ごらん

あげなさい︒船が港を出る時は︑途中まで

で︑ハンケチや帽子を振ってゐます︒さあ

うに大きな汽笛の音を︑お聞きなさい︒船
がんぺき
︒船は︑静か
に岸壁をはなれて行きます︒

みた人たちは︑これを合圖に︑船からおり

見送りの人や︑積荷をしてみた人たちは︑

機を動かして︑荷物を積んでゐます︒みな

ください︒みなさんを乗せる船は︑今さか
︑今さかんに起重機を動かして︑荷物を積

に乗って︑神戸の港をたつのだと考へてく

かうべ

もは︑そのまま︑船をこいで蹄って行った

543211984187462711039871118863

七476音は︑高く低く︑波を越えてひびいた︒海
七478賊どもは︑じっと耳を傾けて聞いた︒目に
七481囹﹁だめだ︒あの笛を聞いたら︑わるいこ

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
59 59 59 59 59 59 58 58 58 58 5了 5了 5了 56 56 55 55 54 54 53 53 53 53 53 52 51 51 51 48

と︑城から大きな石を四五十︑一度に落し

賊が︑四方からこれをめがけて押し寄せる

て︑どっとときの聲をあげた︒賊は︑﹁︿略

七659

七655

七653

三人とも︑旗竿の先を見あげてみる︒勇﹁

新宮は︑義光の忠義を心からお喜びになつ

きはらって︑その場をたち去った義光は︑

七673

國旗掲揚皇の高さを︑あててみるのです
七678園

みんな︑ここで何をしてみるのですか︒

さが二十丈︑その上を賊はわれ先にと渡っ

七681

七672囹

たくさんのたいまつを出して︑これに火を

七6810

七671園

を出して︑これに火をつけて︑橋の上に投

七6810

はしごを作り︑これを城の前の谷に渡して

うして︑その上へ油を注がせた︒橋は︑ま
︒賊が︑千早城一つをもてあましてみると

七701囹

七6910園 まつ︑ぼくのかげを計るのです︒﹂花子﹁

と︑向かふに︑日月を金銀で現した錦の至

あとから急ぎ足に道をたどって來たが︑ふ

るために︑思はず時を過して︑宮のおあと

のへんの敵のやうすを探るために︑思はず

つて︑道に手下の者を配ってみた︒宮は︑
︑どうしても︑そこをお通りにならなけれ

のお通りになることを知って︑道に手下の

七728園

七721園豊春のかげの長さを計るのですね︒﹂正

七7010囹

七708

七707園ぼくのかげの長さを計ってくれたまへ︒

七706

七704園

七703囹︒﹂勇﹁きみのかげを計るんぢやないよ︒

ろへ行って︑しるしをつける用意をする︒

げの端に︑しるしをつけてくれたまへ︒

﹁正男さんのかげを計ってから︑どうし

は︑正男さんのかげを計る︒勇﹁百二十八

︒正男さんは︑巻尺を勇さんに手渡して︑

國旗掲揚皇の高さを計るんだよ︒﹂正男﹁

急で現した錦の御旗を︑おし立ててみる者

七7210しるしをつける用意をする︒春枝さんと︑

七729

まゆ

らうか︒義光は︑胸をとどろかした︒急い

義光は︑ふしんの眉をひそめた︒あれこそ

です︒﹂花子﹁かげを︒﹂正男﹁さう︒﹂勇﹁

ひついたらしく︑手をうつて︑正男﹁さう

歩くのをやめて︑立ち止まる

さんが︑自分のかげを見ながら考へこんで

て︑きちんと高さを計れないものかな︒

が︑ひやうらうの道をふさいだので︑賊は

子さんも︑旗竿の先を見あげる︒春枝﹁花

高時征伐のため︑兵をお集めにならうとし

賊は︑大きなはしごを作り︑これを城の前

542111099655154211877329
七652

七652

旗を肩にかけ︑相手をにらみつけながら︑

げつけた︒錦の御旗を肩にかけ︑相手をに

二人は︑巻尺を張って見つめてみる
七733
來の大男に宮の御旗を持たせて︑さもとく
七735ぶ︒勇さんはしるしをつける︒勇﹁さ︑み
旗︑どうしてそれを手に入れたのか︒﹂
七639囹
七642園 答へた︒﹁大塔宮を御道筋に待ち受け申 七737 三メートル︒﹂と聲を出して数へる︒みん
七643囹 け申し︑この御旗を︑この荘司が手に入 七742て︑國旗掲揚皇の先を見あげる︒十五夏
ぽいでこぼこの道を︑トラックが通る︒
七647園多くも宮の御道筋をふさいだ上に︑錦の 七746圃
せみ
立には︑蝉が︑油を煮るやうに鳴きたて
七648園 だ上に︑錦の御旗をけがしたてまつると 七758圃
つしょりと︑軍服を汗ににじませて︑兵
七6410 ＞︒﹂と叫んで︑御旗をうばひ取るが早いか 七762圃
きみから來た手紙を渡された時は︑ほん
七651 が早いか︑かの大男をひっつかんで︑まり 七773国
て︑毎日樂しい日を送ってゐます︒朝︑
七777国
す︒すばやく寝床をかたづけて︑かわい
七779甚

七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七七
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前に並んで︑貼呼を受けるのです︒嵩呼

521184328532210886654311998877431
の壁ぎはには︑銃を立て掛けておくとこ
︑めいめいの持物を置くたながあります

をつけたり︑手紙を書いたりします︒ぼ

な命令や注意などを受けます︒九時には
︑その前に︑日記をつけたり︑手紙を書

氣持で︑軍人勅諭を奉讃します︒静かな

ちょくゆ

終ると︑みんな聲をそろへて︑おごそか

聲で︑次々に番號を送って行きます︒貼

﹂と︑人員の報告をされます︒それから

昇殿の來られるのを待ちます︒週番士官

恥じまんの話に花を咲かせたりします︒

お汁粉や︑大福餅をたべながら︑お興じ

たり︑軍歌の練習をしたり︑お汁粉や︑

山もりにした御飯を︑見るまに平げてし

入れをして︑夕飯をたべますが︑そのお

ぐに兵器の手入れをして︑夕飯をたべま

つて︑割方おなかをぺこぺこにして︑な

やうに︑野原や山を一日中かけまはって

わあっ︒﹂と大営をあげて︑はげしく突

と︑小銃や機關銃を撃つたり︑相手の陣

なって森や林の中をかけまはったり︑﹁︿

小銃を撃つけいこをしたりします︒時に

﹂の姿勢で︑小銃を撃つけいこをしたり

と銃を肩に︑歩調を合はせて勇ましく行

したり︑背嚢と銃を肩に︑歩調を合はせ

はいなう

に手をあげて艶艶をしたり︑背嚢と銃を

はいなう

したり︑大きな目を見はって︑くわつぼ
︑くわっぽつに手をあげて敬禮をしたり

をつけ︒﹂の姿勢をきちんとしたり︑大

掛聲勇ましく膿操をしますが︑その時は

きれいな朝の空字を好いつぼい吸って︑

国国国團團国国国国智慧国国国團国国團団団團團團憂国国團軽士〕團團團
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てのりっぱな精神を養って行くのです︒

つて︑毎日︑教練をしたり勉強したりし

たがたは︑ぼくらを︑自分の弟か子のや

家庭で︑中隊長暦を始め︑上官のかたが

つめたい水で食器を洗ったり︑せんたく

くる螢庭で︑教練をしたり︑つめたい水

七9910

七999 坂離宮に︑悪政殿下をお見まひ申しあげた

七996．てふためいてるる中を︑七十七歳の老元帥

七9810 ︑うやうやしく動章をつけた︒﹁︿略﹀︒﹂と

七988

七988

七979

七956翻

けて︑みつから軍服を取り出し︑手早く着

つて返した︒たんすをあけて︑みつから十

かり︒まして︑けがをした者や︑つぶれた

つくりゆっくり水を飲む︒まるくひろが

かういふ兵螢生活をするやうになるので

らのやうに︑土の中を上手にもぐって行き

七㎜5園

七㎜1 ︑三時ごろおいとまを申しあげて︑自宅へ

七三1

事でいらっしゃるのを辞した元帥は︑胸を

せっしやう

くんしやう

てください︒手紙を書いてみる間に︑い

ていは︑木の細い根をぢくにして︑まるい

根にさしこんで︑汁を吸って生きてゐます

りますから︑その管を木の根にさしこんで

七棚2 家に残ってみた人々を指圖しながら︑みつ

七柵10 はたちまち元帥の家をおそった︒まつ︑十

七鵬1 ひのところから︑糸を引いておりて來たの

の家々へ︑めいわくをかけることになる︒

七三4 から︑いったい︑何をしょうとするのかと

七麗1

七棚10 なかった︒自分の家を焼くのは︑近所の十

さな虫が︑やがて木をおりて︑いつのまに

卵は︑そのままで冬を越して︑あくる年の

七佃7 ︑たくさんの細い糸を引き出し始めました

七里6 ︑やがて後の方の足を動かして︑おしりの

七脳6 て︑しきりにこの糸を︑引つばったり動か

今度は︑前の方の足をしきりに動かして︑

幽翠7 したが︑やがてそれを傳って︑向かふへ十
七価2

七塒7 たり來たりして︑すを作る仕事をつづけま

七価6 た︒くもは︑この上を︑いそがしさうに十

皇土2 に動かして︑この糸を自分の方へたぐり十
ともとびこみの練習をしましたが︑本田く

営養7 して︑すを作る仕事をつづけました︒私は

ないで︑向かふの山をじっと見つめました

たので︑今度は︑下を見ないで︑向かふの

いって︑ちよつと下を見ると︑足がぴつた

多幸2 那から直る船と貿易をしたり︑そこからさ

七m10

七㎜7 の人が︑未開の生活をしてみるだけであり

七期7囲

七柳10

テナが︑せいのびをしてみる︒どこまで

ちらこちらに︑眞綿を引き延したやうな雲

聖駕8 かい金の矢が︑夕空を染めて︑空は赤から

ひきって︑雨足で皇をけりました︒﹁あっ︒

まで進出して︑貿易をしてゐました︒した

ぼうえき

ました︒水の上へ顔を出すと︑本田くんと

でるました︒からだをぴんとのばして︑垂
︒とばうと思って下を見ると︑何だかこは

んといっしよに︑肩を並べて泳いで行きま

へるやうにして︑頭を後へさげます︒しば
︑天上のよい夏の日を︑樂しさうに飛びま

で︑おもしろい運動を始めます︒ぐっとそ

上へ出る日の來るのを待ってるます︒天中
︑急いで安全な場所をさがします︒木とか

ころにるますが︑年を取るにつれて︑だん

つけて︑その中に卵を生みます︒卵は︑そ

蝉は︑木の皮にきずをつけて︑その中に卵

︑﹁陛下のお罵眞を︑庭へお移し申せ︒

を拝した元帥は︑胸をなでおろしながら︑

くにして︑まるい穴をほり︑その中にはい

731105597465462753327744363219854
團團国君駅留團團
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七並3 一割といふ高い關税を彿ふことを命じまし

七撒3 那船が︑貿易するのをさまたげるために︑

七麗2 を占領し︑そこに城を築きました︒さうし

七麗1 兵力を以て皇湾の港を占領し︑そこに城を

七半5

馬柵5

七柵2

オランダ兵士が︑揮をこめた銃を持ってか

人が︑逃げ出して急を知らせました︒たち

七⁝⁝10

七海9

士が︑弾をこめた銃を持ってかけつけて來

七麗7 は︑たびたび日本船を取り調べたり荷物を

七麗5 人が︑古参の日本人をじゃまあっかひにし

七伽7

七伽5

七伽3

ら彌兵衛は︑ノイツをしばりあげたままで

︑仕方なく撃つことをやめました︒それか

ました︒﹁︿略﹀︒﹂目を白黒させながら︑ノ

七柵10

で︑長い間だんばんをつづけました︒とう

つて︑きっとあたりをにらみました︒﹁︿略

彌兵衛の部下も︑刀を抜きました︒その室

すゑ︑かた手に短刀を抜いて︑その胸に突

七糀3 高い關税を彿ふことを命じました︒いはば

七搬8 を取り調べたり荷物を没牧したりして︑さ
七伽8

目塞3 ました︒彌兵衛が腹を立てたのは︑それが

七m3 おいて︑武器や船具を没牧させてしまひま

七備2 させ︑一時置彌兵衛を一室にとちこめてお

七備2 役人に命じてその船を調べさせ︑一時︑彌

七捌4

七梱4

七梱3

目蓋一

七梱1

て︑堂々と皇湾の港を出航しました︒﹁ヤ

にオランダ岩心さうを引きつれて︑堂々と

は︑受け取った荷物をいつぽい積み︑おま

吉日ののち︑彌兵衛を船長とする二さうの

ベての物を返すことを約束しました︒命日

そのほかすべての物を返すことを約束しま

は︑ノイツの首に刀を突きつけたまま︑﹁︿

七m8 さんざんいやがらせをしました︒彌兵衛が
七三9

七日5 ンダ人と︑けんくわをしょうといふのでは

七桝5

ぼっしう

七 10 仕立て︑荷物や武器を積んで︑壷湾に長い

七麗10 衛が︑末次船路さうを仕立て︑荷物や武器

七備7 に出て︑武器や船具を返してくれるやうに

照る月影を︑昔の人はどう見

八55圃

の林に

七型9園 何のために︑武器を積んで來たのか︒﹂

ゆめは故郷をかけまはる︒二

ない日本に︑なごりを惜しんでみるのかも

八61團夜の

とする遠い國のことを︑話し合ってみるの

︑﹁︿略﹀ ︒ ﹂ と 彌 兵 衛 を 責 め ま す ︒ ﹁ ︿ 略 ﹀ ︒ ﹂

八73

がて︑九月もなかばを過ぎると︑燕は︑そ

七冊10

八74

燕は︑そろそろ日本を去って行きます︒十

並んで止ってみるのを︑よく見かけます︒

七草8 イツは︑武器や船具を返さないばかりか︑

八76

の燕が並んでみるのを見ると︑何かしら︑

七M10 ぞり返りながら︑足をもう一つの椅子の背

八76

うほとんど︑その姿を見せなくなってしま

八64

七価3 どれほど彌兵衛たちを怒らせたかわかりま

月の末︑子どもが燕をつかまへました︒す

八71

七百5 まんして︑日本の恥を垂湾にさらしたくあ

八78

七餌7 ︒かういふかけ合ひをしてみる間に︑むな

七価9 ノイツに最後の面會を求めました︒その時

八83

七M6 しらばくれて︑武器を返さうといひません

日備3園 から︑ぜひ︑出航を許可していただきた

八84

︑中には︑さらに海を越えて︑遠いオース

ろで︑試みにしるしをつけて︑はなしたも

の足に︑日本の文字を記した︑小さな金属

七備6囹武器のお引き渡しを願ひたいと思ひます

八88

八85

八104

八91

ノイツは︑まだ返事をしません︒﹁︿略﹀︒﹂

七備8

七佃4 衛は︑じっとノイツを見つめました︒もう

このつかれはてた鳥を拾ひ集めて︑暖い家

から︑二百キロの海を︑一穴に飛ぶことも

七桁6 ました︒このやうすを見て︑そばにるたオ
七去8 手にノイツの胸ぐらをつかんで引きすゑ︑

八八八ノ、ノ、八八八八
八八八八八八八八バ、八八八八八八八八八
18 18 18 16 16 16 16 16 14 13 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 董1 11 11 10 10 10

に入れてやり︑食物を與へてやりました︒
︑つかれのなほるのを待って︑南の暖い國

︑ たびたびお手紙をありがたう︒元氣で
八192團
八195国つてあった菊の花を見て︑ふと︑みなさ
八195国︑みなさんのことを思ひ出しました︒去
八196團 ︑學校園の菊の花を罵生しましたね︒私
八198團ですね︒あの地圖を見てもわかるでせう

にも行って︑みんなを喜ばしてゐます︒四

のゆたかな熱と光とを吸って︑すくくと

船は︑いつもバナナを積んでゐます︒青い

が咲きます︒古い株を切って出た芽は︑そ

です︒バナナは︑苗を植ゑてから早くて十

ほか︑いろくせわをしてやるのです︒實

草を取ったり︑肥料をやったり︑そのほか

みます︒まはりの草を取ったり︑肥料をや

もあって︑黄色なのを︑そのまま取ってた

皇湾のゆたかな日光を受けて︑育つた果物

たいわん

か︑みなさんはそれを知ってゐますか︒私

せう︒あの黄色な皮をむくと︑中から白い

今日はバナナのお話をしませう︒あの黄色

いそと錦って來た燕を迎へる人の心は︑ど

と﹁今日︑始めて燕を見たよ︒﹂といって

す︒ちらりと燕の姿を見た人は︑きっと﹁

お客の蹄って曇るのを︑待ちこがれてゐま

つけられた夏の稻田を︑思ひ浮かべてみる

る日本の春の美しさを︑思ひ浮かべてみる

たてもたまらず︑北をさして進むのです︒

は︑決して自分の國を忘れません︒日本に

からだで︑長い旅行を導けるせみか︑途中

な方法で︑このことを調べてみますと︑や

ふ敷ですから︑これを送るのはたいへんな
す
年ある家の軒下で巣を作った燕が︑來年ま

963753222 8632865511098431765

を一を
950

八231團も︑やがて日本語を通して︑たがひにお

八229国人たちは︑日本語を︑一生けんめいにお

Q16團 ほひがして︑そこを馬車に乗って走るの
ちゆう
八217團 ものです︒並木道をのぼって行くと︑忠

八214國 たでせう︒あの下を何度も通りました︒

八324南岳敵はけはしき山をたのみ︑後のぞなへ

八319図

八311図
から谷に︑なだれを打って落ち入りたり

平家の軍は逃げ場を失ひて︑後のくりか

八307図︑矢を取る者は弓を取らず︒人の馬には

八391 ことを聞いて︑うばをつれて︑鎌倉をさし

八3810

八385 なさず持ってるた刀を︑見つけられてしま

八318図鯨騎︑一の谷に城をかまへて︑源氏の大 八383 そののち書夜︑頼朝をねらひましたが︑少

八312図

八391 うばをつれて︑鎌倉をさしてくだりました

八382 つてみた︑大切な刀を送ってよこしました

八381囹

八381園

み︑後のぞなへを怠りてあらん︒われ

かまくら

のたよりにこのことを聞いて︑うばをつれ
かまくら

らって︑頼朝の命を取れ︒﹂と︑木曾の

があって︑﹁すきをねらって︑頼朝の命

八233團 のあひだ︑支那町を見に行った時︑おも
八325図国

八392 ました︒二人は︑野を過ぎ山を越え︑なれ

へて︑源氏の大軍を防ぐ︒後は山けはし

八234国 赤い布ぎれのふさをつるしたものですが

ひそかに三千鯨騎を引きつれ︑山を傳ひ

八327図

八2310国 は星が美しく︑手を延せば︑すぐつかめ 八326舌下︒われ︑敵の後を突かん︒﹂とて︑ひ

八394 宮へ参って︑母の命をお助けくださいと祈

八392 を越え︑なれない道を一月鯨りも歩き績け

八327図騎を引きつれ︑山を傳ひて︑ひよどり越 八392 二人は︑野を過ぎ山を越え︑なれない道を
︑試みに敷匹の馬を追ひ落したるに︑こ

は︑あたかも屏風を立てたるがごとし︒

びやうぶ

八3210図

です︒﹁雁に手紙を頼みたい︒﹂といふ

八248国

八331図乗るるもあり︑足ををりて死ぬるもあり 八399 ︑だれか母のうはさをする者はないかと︑

はちまんぐう

と答へました︒これを聞いた萬壽のおどろ

と申しました︒わけをたつねますと︑﹁︿略

八402 ではないのかと︑力を落してゐました︒あ

八423

で︑三人前︑その夜を涙のうちに明かしま

親子は手を取りあって泣きまし

は︑格子の間から手を入れて︑﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

︑らうのとびらに手を掛けますと︑﹁だれ
かうし

八346図敵ははたして不意を討たれ︑あわてふた 八4110 いてるました︒うばを門のわきに立たせて

ば︑三千鯨騎︑馬を並べてかけくだる︒

日たっても︑母の名をいふ者はありません

八333図

八407

る者はないかと︑氣をつけてゐましたが︑

八257團︒旅行の給はがきを別に送りましたから

八334図圓

八4010

八3310図もなし︒皆々︑顔を見合はせ︑ただあき 八404の氣もなく︑あたりを眺めてゐますと︑小

八335図

も績いて進む︒聲をしのばせ︑馬をはげ

八417 の夜ひそかに︑うばをつれて︑石のらうを

八399

八268團さんさんと秋の日をあび︑今日︑おごそ

聲をしのばせ︑馬をはげましつつ︑なだ

八418 をつれて︑石のらうをたつねました︒八幡

八3910

八274圃 進む︑巡洋艦高雄を先導に︑加古・古鷹

八343図

↓度にどっとときをあげて︑平家の城に

れり︒大足︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とて

八275圃 導に︑加古・逆馬をうしろに從へて︒

八343図

て︑平家の城に火を放つ︒敵ははたして

ざ︑進め︒義経を手本にせよ︒﹂とて︑

八285圃 まち敷百機が︑空をおほうて分列式︑分

八345図

ふるたか

八287圃 はるばると︑艦列をぬって進む︒青空は

八346図

ゑつちゆう

平維盛は︑十萬騎を引きつれ︑越中の國

ふるたか

八291馬穴はさわやかに海をわたる︒六 くりか
たひらのこれもり

つるがをか

八426

八4210

八429

八434

八432 うをたつねては︑母をなぐさめてゐました

八297図 み山のふもとに陣を取る︒爾軍たがひに

八363た︒その五番めの舞を舞ったのが︑あの暫
八365くる日︑頼朝は萬壽を呼び出して︑﹁︿略﹀
八375と申しました︒これを聞くと︑頼朝の顔色

八436 泣いた時には︑頼朝を始め居あはせた者に

八435︑石のらうから唐糸を出してやりました︒

なったのでした︒親を思ふ孝行の心には︑

音432 ︑をりをり石のらうをたつねては︑母をな

八431 ︑萬壽は︑うばと心を合はせ︑をりをり石

八379の娘は︑頼朝が義仲を攻めようとするのを

八307図 は矢を取らず︑矢を取る者は弓を取らず

八307図︒弓を取る者は矢を取らず︑矢を取る者 八379を攻めようとするのをさとって︑そのこと
八379さとって︑そのことを︑義仲のところへ知

八305図 げさせたり︒不意を討たれて︑平家の軍
八306図 ︑平家の軍は︑上を下への大さわぎ︒弓

八303図 ︑どっとときの聲をあげさせたり︒不意

八306図 への大さわぎ︒弓を取る者は矢を取らず

八302図 そかにみかたの兵を敵の後にまはらせ︑

︑鶴岡の八幡宮へ舞を奉納することになつ
八296図 國︑となみ山に陣を取る︒義仲は︑五萬 八349
八296図︒義仲は︑五萬騎を引きつれ︑これも同 八351ことになって︑舞姫を集めました︒十二人
八354目見た上でと︑萬壽を呼び出しましたが︑
八358奉納の當日は︑頼朝を始め舞見物の人々が

八295ロ巨万

じゅんやう

八294図 は︑あわてて討手をさし向けたり︒大將

八329図

八255国 で名高い旅順港口を眺めたりすると︑心

八248国略﹀︒﹂といふことを︑昔からいひますが
ひろせ
八253團 ぼったり︑品名塔を仰いだり︑廣瀬中佐

八243團 ロイナア︑ドッチヲミテモヒロイナア︒

．八

八437 れ一人︑もらひ泣きをしない者はありませ
八438 した︒頼朝は︑唐糸を許した上に︑高説に
八438 ︑たくさんのはうびを與へました︒親子は

八444朱圏 林の中の小道を行けば︑一足ごとに
八463囹 から︑グライダーを作る︒﹂と︑先生が

八464 たので︑みんなは聲を出して喜んだ︒道具
八466 あがりのグライダーを見せていただいた︒
飛びさうなかっかうをしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂

八468 いただいた︒白い紙をはった︑いかにも飛
砂468

八474 私たちも︑あんなのを作るのかと思ったら
八477 ダーの部分部分の名を︑教へていただいた
八484園 ︒﹁動かないものを作るなら︑少しくら
八486園 iのやうに︑空中を飛ぶものになると︑
八4810 ちは︑第一に設計圖をかくことになった︒

八491 小さな穴で︑しるしをつけてくださった紙
八492 とにした︒穴と穴とを結びつけて︑線を引
入492 とを結びつけて︑線を引いて行くと︑いつ

機禮の材料をいただいて︑いよい

八493 設計圖ができる︒線を引きながらも︑私の

八497

八498けんめいだ︒話などをしてみるものは一人
八499 ︒私は︑胴禮に鼻木をしっかりと結びつけ
八502 あるからだ︒次に翼を作るために︑ひごを
八502 を作るために︑ひごをまるく曲げなければ

八504︒それで︑紙でひ︑こを︑こしぐとしごき
八505 圖に當てて見て︑形を整へる︒曲げ過ぎて
八506 ︒曲げ過ぎて︑ひごを折ってしまった者も

れて︑重心のところを指にのせて︑﹁︿略﹀

＞︒﹂と︑思はずそれを持ちあげて︑自分な

八507 とできたので︑それを胴盟にとりつけた︒
八511

八5010

八515事は︑この翼に︑紙をはることである︒も
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いめいのグライダーを机の上に置いて︑お

のに︑陛下は外たうをも召されず︑熱心に

なりました︒最敬禮をしてから仰ぎ見ます

外統監部へ︑天皇旗をお進めになって︑御

ました︒騎兵が︑土をけって走るのを見ま
︑土をけって走るのを見ました︒戦のやう

かげをかけて行くのを見ました︒騎兵が︑

つけて︑土手のかげをかけて行くのを見ま

したが︑どこで大砲を撃ってるるのか︑わ
︑木の小枝や︑わらをからだにつけて︑土

ました︒野外統監部を遠く望むところで︑

とうかん

外たうのえりに︑首をうづめてるました︒

飛行機が勇ましい音をたてて︑飛んで來ま
︒ときどき︑あたりをふるはすやうな︑大

とから覚る兵隊さんを迎へて︑とうとう︑

人々が並んで︑豊平をついであげてゐます

が︑﹁︿略﹀︒﹂と號令を掛けました︒兵隊さ

ごうとすさまじい音をたてて︑たくさんの

軍隊が︑今夜この町を通るので︑私は︑お

勇ましく私たちの前を通り過ぎました︒軍

﹁日本號﹂といふ名をつけることにした︒

二機が並んで行くのを見てみると︑胸がわ

んで行く︒ちう返りをして落ちるもの︑ま
ゑん
︒﹂といっお
てう︑
慮援をする︒二機が並んで

うであった︒その中を︑私のグライダーは

どん︒﹂白い花びらを︑まき散らしたやう

て行ってグライダーを拾ひあげると︑なほ
︑雨曇にグライダーを持ちあげた︒﹁用意

た︒私は自分で拍手をした︒走って行って

はくしゅ

置いて︑おべんたうをたべた︒四

544218776531954848287265211088821
っしゃいます︒それを拝した時︑私たちは

されず︑熱心に職況をごらんになっていら

人々も︑今は診たうを着てみる者は︑一人

ると︑鳩は︑また翼をひろげて飛びあがつ

かまへようとして手をさしのべると︑鳩は

みたわが兵が︑これを見つけた︒つかまへ

一弾は︑鳩の左の足をうばひ︑一弾は︑そ
︑一落は︑その腹部をつらぬいた︒この重

られて︑一せい射撃を受けた︒ 一弾は︑鳩

ものともせず︑南東をさして高く飛んでゐ
︑ふと︑たかの一群を見たので︑すばやく

で行った︒寒い夕空をものともせず︑南東

でるたが︑すぐ方向を見定めて︑矢のやう

ら︑かはいい目で空を見あげてみた︒戦の
︒二三回︑上空に輪をゑがいて飛んでみた

小さな丁令使は︑胸をふるはせながら︑か

つけて︑途中の無事を祈った︒小さな傳令

く鳩のからだにほほをすりつけて︑途中の

アルミニュームの管を︑鳩の右の足にとり

はなかった︒通信紙をつめたアルミニュー

った︒早くこのことを︑大石橋守備隊へ知

みれ︑身には重い傷を負って︑息もたえだ

だきあげて足の番號を見ると︑四日前に︑

は︑その勇ましい姿を︑いつまでも見送つ

︒﹂と︑ちやうちんをあげるのに答へて︑

い空に︑またたく星を仰ぎながら︑おとう

いたするめや氷砂糖を︑紙に包んであげま

起きて︑出営の支度をしてあげました︒お

て︑おもしろいお話を聞きました︒おとう

も︑兵隊さんの靴下を火にあぶって︑かわ

そのそばで︑銃や劒を見せてもらって大喜

靴下を洗ったり︑靴をみがいたりしてゐま

入れをすまし︑靴下を洗ったり︑靴をみが

みて︑兵器の手入れをすまし︑靴下を三つ

2987533219765339751086539652227
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八517 だけおちついて︑氣をつけながら︑少しづ
八527 だ︒私は︑そっと翼をなでてみた︒何とも

八八 八八八八八八八、八八八八八八八八ノ、八八八八八八ノ、八八八八八八八
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951

を一を

八679は︑さっそく信書管をとりはっして︑手あ
八792

︿略﹀︒﹂と大きな聲を掛けられる︒石井先

八803

八801

︒まるで︑空中滑走をしてみるやうだ︒ふ

くたち三四人は︑列を離れて虞一文字にす

は喜んで︑急に元氣を出した︒いよいよ︑

生が杖でさされる方を見ると︑なるほどり

て行った︒松林の中を通って行く時︑だれ

八816

ひに︑スキーのあとを雪の上にゑがきなが

八796

八818

る︒みんなが急停止をすると︑雪煙が一度

くたちも︑みんな杖を振って︑それに答へ

である︒先生は鉢巻をして︑すべり出され

りさせられます︒城を出ると︑堀ばたの廣

かう

てるます︒仁徳天皇をおまつりしてある高

がそびえて︑白い姿を︑くっきりと大空に

天皇は︑この地に都をお定めになって︑堀

中へ︑眞斜なからだを沈めにかかります︒

は︑そのほのほの中を︑下へ下へと沈んで

へません︒この砲身をのせる︑鋼鐵で作つ

に︑いろくな仕事を重ねて︑やっと一本

るふと︑大砲の役目を果すことができない
︑機械が園長するのを︑じっと見つめてみ

ると︑次には︑砲揮を撃ち出す通路が︑切

たり︑こまかな注意をしながら︑熱心に働

て行く砲身のまるみを計ったり︑こまかな

職工さんもみて︑油をさしたり︑けづられ

のそばには︑高等科を卒業して二三年ぐら

に掛けられて︑外側をまるくけづられて行

勝って︑からだや心をきたへて行くのと︑

させて︑大きな砲揮を撃ち出すやうな︑が

したりして︑鐵の質を固くし︑強くします
︑あの力の強い火留を一時に爆饗させて︑

中で︑じっとがまんをしてみるのです︒や

まに︑鐵のかたまりを手玉に取ってみるの

るで︑つきたての餅を︑手でまるくしたり

けてるます︒その鐵を︑大砲の形とは似て
つち
に焼かれます︒それを大きな鐵の槌が︑こ
うす
ん︑ごとんと地響きをたてながら︑臼のや

がありますか︒大砲を作る工場へ行ってみ

職車の厚い鋼鐵の板を射抜く封戦車砲︑馬

飛行機を撃ち落す高射砲︑職

立つやうになったのを︑たいそうお喜びに

定めになって︑堀江をお開きになり︑また
︑また︑六年間の税を免じて︑民のかまど

にんとく

93

95

八6710かんこしたが︑任務を果して氣がゆるんだ

八822

ぼったところで︑杖をあげて︑﹁さあ︑お

くわつそう

八825
八828

れた︒はげしい制動を掛けられると︑もう

るよ︒﹂といふ合圖をされた︒ぼくたちも

八829

はるがはるジャンプをしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂

八829

八838

うに浮かんだ︒濡手をひろげて高くとばれ

先生も︑ジャンプをなさるさうだ︒﹂と︑

八833
八839園

八842
八846

らだは︑美しくちうをとんで行く︒﹁萬歳︒

みんなは︑思はず手をたたいた︒今度は︑

八851

四十メートルも空中をとんで︑先生は︑地

八844

八854

人︑正しいすべり方を教へていただいた︒

︑樂しいおべんたうをたべた︒午後は︑先
八857

くだり坂の道だ︒林をぬって長距離をすべ
八871図韻
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八856
八859

八893

から︑絶えず黒い煙を吐き出してみるので
よど
んなところです︒市を貫ぬいて流れる淀川

︒林をぬって長距離をすべるのは︑ほんた

経笑ひて︑﹁弓を惜しみたるにはあら

八897

小船で︑この川や堀を傳はつて︑大阪の町

八859

ふべし︒弱き弓を取られて︑これが義

八903

今は枯草︑川土手を︑寒い北風 吹きま
八705團
八712図に︑源氏は陸に陣を取り︑平家は海に船
八712図り︑平家は海に船を浮かべて︑相出せり
八714図︑へさきに長き竿を立て︑赤き扇をとり
八714図竿を立て︑赤き扇をとりつけ︑一人の官
よしっね
の大鷺義経︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂
八717図
八718図圓見て︑﹁かの扇を︑射落す者はなきか
八725図べ︒﹂とて︑饒一を召し出す︒齢一は︑
えたり︒蝕一︑目を閉ぢ︑﹁︿略﹀︒﹂と︑
八734図
﹁あの扇の空中を︑射させたまへ︒﹂
八734図園
八737図︒ただちに弓に矢をつがへ︑ねらひを定
八738図をつがへ︑ねらひを定めてひようと放つ
八739図扇は︑かなめぎはを射切られて︑空高く
︒陸には大將義経を始め︑源氏の軍勢︑
八742図
の軍勢︑馬のくらをたたきて喜びたり︒
八742図
は平家︑ふなばたをたたきて︑どっとほ
八743図
よしっね
義経︑馬を海中に乗り入れて︑
八746図
はさみ持ちたる弓を︑海中にとり落した
八749図
にて︑流れ行く弓を︑かき寄せ取らんと
八752図
は︑太刀にて熊手を防ぎ防ぎ︑つひに弓
八761図
ぎ防ぎ︑つひに弓を拾ひあげて︑陸にの
八761図

氏の者ども︑これを聞きて︑又略﹀︒﹂と

八904

阪の物産も︑堀や川を通って港へ送られま
おほえ
︑御堂筋といふ大通を進むと︑やがて大江

キの上に︑やみを貫ぬく中佐の叫び︑

八777降ったので︑スキーをするには︑ちやうど
八779ちは︑ルックサックを背負って︑スキーを

八908

なかのしま

八909

ありませんが︑大川をめぐらした眺めは︑

むと︑やがて大江橋を渡って︑中之島とい
くし
つて︑まるで中之島を︑たくさんの串でさ

おほえ

八779を背負って︑スキーをつけ︑二本の杖をつ

八918

八912

八779一をつけ︑二本の杖をつきながら︑そこへ
八791囹が︑﹁さあ︑元氣を出して︒﹂と大きな

八789行った︒スキーの雪をすべる音だけが︑氣

図圏圏
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八鵬6 て行きます︒しあげを終ると︑高射砲は︑

八事2 す時︑砲身の根もとを固くふさぐものも必

八専1 垂もいります︒砲弾を込めて撃ち出す時︑

八備9

八幡8

八備5

八備4

八桝8

す︒ほかの魚は︑腹を下にし︑背を上にし

﹂は︑平たいからだをくねらせて泳ぎます

うに︑手ぎはよく水を切って︑おりて來ま

︑グライダーが空中をすべるやうに︑手ぎ

︑背びれ・しりびれを上下に張って進むか

八進9園

八促5 て︑みんなのみるのをごらんになって︑び

八双10

八桝7園 ですから︑何か花をかざりたいものです

八価10

八価9

らだに︑ちよつと砂をかぶると︑上から見

は︑腹を下にし︑背を上にして泳ぎますが

八桝6

八桝5 は一語の﹁萬華墨﹂を讃んだ︒それからね

八悩2園

八桝1園︑母の日のお祝ひをいたします︒初めに

あさんのお手相ひをしたのです︒﹂とい

になってみた︒それを折って來ると︑ねえ

八鵬7 向け︑今にも飛行機を撃ち落しさうなかつ

八鵬6 鐵の垂の上で︑砲身を空へ向け︑今にも飛
八悩1 らりと大きなからだを横たへて︑さあ︑い
八幡2

りきょうりと目だまを動かしながら︑外を

ると︑二つの目だけを砂の間から出して︑

こ﹂は︑憂つた活動をします︒岩や砂の上

を動かしながら︑外を眺めてゐます︒﹁た

円価3囹 おや︑おかあさんをかいてくれましたね

八章1

山巡9園

山畑7園

かあさんは︑﹁何をいただくのでせう︒

かあさんに記念品をさしあげます︒﹂と

︑﹁母﹂といふ唱歌を歌った︒ 一郎さんが

まんじゆのひめ

﹂といって︑綴り方を掴んだ︒題は︑﹁ぼ

に︑ぼくが綴り方を夢みます︒﹂といつ

八脳4 作られて︑日本の國をしっかり守ってくれ
八備4
八幡5

します︒岩や砂の上を歩く時は︑八本の長

八悩3

八口9 な大寺院へ︑お参りをしました︒寺院の中
八備4
八柵6

は︑いつでもからだを横にしたまま︑くね

八戸4 ふと︑ガリレオの心をとらへました︒﹁お

八価1 番人が︑ランプに火をつけたばかりのとこ
八柵1 今しがた︑番人が火をつけるために︑手で
八備6

八重5 て︑同じやうなことを︑何べんとなくやつ
八柵5

八専7

八㎜7

を一つにそろへ︑胴を先頭に︑まるで矢の

めました︒八本の足を一つにそろへ︑胴を

上手にくねらせ︑頭を横に傾けて進みます

時は︑八本の長い足を上手にくねらせ︑頭

中陰3

八伽8 おかあさんは︑それをちよつとお當てにな

円心7 分でこしらへた前掛をあげた︒おかあさん

郎さんが︑一枚の給をさしあげた︒﹁︿略V

八柳5 うして︑糸でおもりをつるして︑同じやう

八鵬7 ︑やがて︑自分の脈を取ってみました︒や

八期7 てみました︒おもりを糸でつるして︑それ

八柵5

ゐました︒左右の足をいっぱいに延したら

八伽8圃 空を︑雲が︑眞綿を散らしたやうに飛ん

八伽7團 のやうに澄んだ空を︑雲が︑眞綿を散ら

八州3圃

八搦4園 これは︑いいものをもらひました︒毎日

んだきれいな買物袋をさしあげた︒﹁︿略﹀

八研8 へ振ります︒その糸を短くすれば︑振り方

八佃7 糸でつるして︑それを動かすと︑おもりは

八帽9

のかはいらしい幸手を思はせます︒しかも
やうに起きて︑着物を着かへた︒こんなに

八二3圃

八柵3圏 たちは︑からだ中を目にし︑からだ中を

る時︑冬の風が骨をさしとほす朝llい

八㎜3 リレオは︑このことを襲訂したのでした︒

八研9 ︒しかし︑糸の長さを︑一メートルなら一

八柵5

と︑静かにお仕事をしませうね︒一郎さ
さんは︑すぐに御飯をたき始めた︒私は︑

八景5囹
八伽1

始めた︒私は︑飯墓を出してふいたり︑み

八梱2
三月の聲を聞くと︑満洲でも︑
︑
訓7 ︑スケートの手入れをして︑ちゃんとしま
ノー

八柵7

八㎜8 時計の機械に︑振子を仕組んだもので︑こ

八伽云

︑おはしゃ︑おわんを並べたりした︒それ

八㎜7 リレオの︑この打見を財用したものです︒

八㎜7 水が︑こまかいあわをたてながら︑どの箱

八椥2

︒それから一郎さんを起しに行くと︑﹁ね

八佃6 でにない正確な時計を嚢明しました︒それ

八m7 花のやうに美しい形をしたのは︑﹁いそぎ

八伽5

八拗3

こ﹂︑そのほか名前を始めて聞く魚が︑た

八穐5 次の室には︑ガラスを張った︑大きな窓の

八糀10園 みるものも︑内側をまはってみるものも

八擢9園 よくごらん︒外側をまはってみるものも

八二8園 ﹁ああしてからだをしぼると︑中の水が

八幡4

八桝2

八梱1囹

八伽10

なことをいって︑庭をはき始めた︒みんな

いな︒﹂そんなことをいって︑庭をはき始

一郎さんは︑はうきを持って︑外へ出て行

﹁ぼくは︑庭はきをするのでしたね︒﹂

で︑じゃぶじやぶ顔を洗ってから︑﹁︿略﹀

層累9﹂といひながら︑目をこすって起きた︒水

八価4 満人が︑外に鳥かごを持ち出して來て︑鳥

八榴9 ひろがります︒寒さを防ぐために︑しめて
八悩8 す︒いちばん早く花をつけるのは︑れんげ

八柵4 ので︑ばいえんが空をよごしてゐました︒

八麗8 す︒黄色な砂ぼこりを運んで來るので︑こ
八柵3 でも︑今までは石炭をたくので︑ばいえん

八麗6 から吹き起って大陸を吹き渡り︑海を越え
八撹6 大陸を吹き渡り︑海を越えて︑日本から劃

目にし︑からだ中を耳にして︑じっと︑

八㎜10 で︑黄色やえび茶色をしてみるのは︑﹁い

八m8

八勝4

いな︒﹂と大きな聲を出した︒﹁︿略﹀︒﹂と

八川6 ︒ときどき︑からだをしぼるやうにして︑

八掴7 いた魚です︒胸びれをすっと左右に張り︑
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八鵬5
八価7
八悩7
八鵬1
八柵2
八鵬2
八搦2
八燭3
八鵬5
八衙1
八樹2
八面2
八樹3
八樹4
八糊5
八徹5
八衙7
八慨8

持ち出して來て︑鳥を鳴かせ始めます︒鳥
︒久しぶりに廣い空を見︑澄んだ空氣を吸

かの木よりも早く目をさまします︒みどり

空を見︑澄んだ空氣を吸って︑満洲ひばり
どりがかったこずゑを延してせいのびをし
ゑを延してせいのびをし︑小さな芽をつけ
のびをし︑小さな芽をつけ始めます︒遠く
のころ︑夕やけの空を︑日が落ちて行くの

から︑やなぎの並木を見ると︑うすみどり
シベリヤの野山に卵を生まうとして︑さか
として︑さかんに空を渡って行きます︒日
げんかい

から來て︑玄界なだを越え︑満洲から︑も
ら︑もっともっと北をめざして︑飛んで行
す
す︒かささぎは︑巣を作らうとして︑あち

ぎは︑毎年新しい巣を作って︑ひな鳥を育
巣を作って︑ひな鳥を育てるのです︒農夫
かうりやんなどの種をまくころは︑もう満

ちは︑廣い︑青い畠を耕し始めます︒すつ

この國を神生みたまひ︑ こ
九42図魍
九43図書 たまひ︑この國を薄しろしめし︑こ
九44図團 しめし︑この國を神まもります︒島
九85図國入り︑海神の心をなだめん︒皇子は勅
九86図國 ん︒皇子は勅命を果して︑めでたくか
九88図︑きぬだたみ八重を波の上に敷きて︑そ
九89図︑御船は進むことを得たり︒七日ののち

九92図寄りぬ︒尊︑これををさめて︑后のみは
九92ロa凶めて︑后のみはかを作らせたまふ︒東國
あしがら

九93図 たまふ︒東國の賊を平げて︑尊︑西へ闘
九94図 まふ︒はるかに海を望みたまひて︑﹁あ

九93図 時︑相模の足柄山を越えたまふ︒はるか

九101 とにあらたに御殿舎を御造語になり︑その

九96図 のち︑このわたりを廣く﹁あづま﹂とい

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 13 13 13 12 12 12 12 12 11 11 11 10 10
る︒あらたに御殿舎を御造営になる用材は

千二百有翌年の歴史を重ねてみる︒あらた

九2010國︑敷千キロの海山を越えて︑おとうさん

九173及ぶ二もとの御神木を仰げば︑天を指して
九173御神木を仰げば︑天を指してすくくと生
かんむり
九175るかに冠のやうな梢をいただいてみるのが
九178神木は︑さらに白衣を着た十四名のえり抜
九181 へとぎすましたをのを︑はっしと打ち込む
九186に乗せられ︑木馬道を静かに運ばれて行く
九188先備林の溝鼠な空氣を明かるくふるはせて
今日鏡をのぞいて︑﹁おや︒﹂
九191國
九191團 や︒﹂と思はず顔をなでまはした︒﹁︿略
九202團なった︒敵前上陸をして敵陣へ突撃する
九203国みついてるる密林を︑へとへとになって
九207團かしくない御奉公をすることができた︒
九209團 ︒朝夕︑武運長久を祈ってくれるおまへ

内宮・外宮の御神膿を奉安する御神木伐り
九1610

げくう

内宮・外宮の御神木を伐り出したみそまは

ないくう

山を分けながら谷間をのぼって行くと︑や

このやうにして︑山を分けながら谷間をの

々に︑われわれは目を移すやうになる︒窓

るが︑やがて︑左右を取り巻く山の木々に

れる水の清さに︑目をうばはれるのである

央線の上松騨で汽車をおり︑森林中道に乗

あげまつ

にこのことに大御心をかけさせられ︑その
︑白い御影石の川床をかんで流れる木曾谷

がって︑つねに大木を保護するとともに︑

らず木曾から御用材を奉ることになってみ

青々と大空をおほふ檜の大木が︑

そまはじめ祭の盛儀を舞観する人々の列が
︒しめなは・まん幕を張りめぐらした祭場
て︑だれ一人静けさを破る者はない︒きち
して︑祭典の始るのを待ってるる︒午前十

ない︒きちんと姿勢を正して︑祭典の留る

て鳴らされる︒それを合圖に︑身も心も清

が︑あたりの静けさを破って鳴らされる︒

さいふく

めて︑ひたすら今日を待ってるた奉仕員た
ばかりの眞歪な鼠算を着て︑定めの場所へ
所に並んでおはらひを受け︑祭具やお供へ
︑祭具やお供へものをささげて︑静かに祭
てられてるる︒大麻を振って祭場が清めら
た︒奉仕員は︑をのを取って御神木の前方
み︑大麻でおはらひをする時のやうに︑左
もとへ向かってをのを打ち込む︒をの入れ
一拝して静かに祭場を退出した︒内宮・外

打ち込む︒をの入れを終って︑奉仕の人々

︑いかなることをか務むべき︒ただ身
九243息急
身にもてる眞心を︑君と親とにつくす
九244図圏

す

九211国いっしよに︑戦野をしてみるのだと三つ
九213国思ってみる︒ひげをそったあとのさっぱ
九213団した氣持で︑持物をせいとんしてみると
九215国たびたび激しい職をしたのに︑よくもな
九218團が︑おまへの手紙をひったくるやうにし
九223團して︑おとうさんをうらやましさうに見
守中︑おかあさんを助けて︑家の仕事に
九225団
九226国て︑家の仕事に精を出したり︑くに子や
九226国や︑ひさ子の世話をよくしてくれたりす
九227團くれたりすることを︑おかあさんからの
九229團らない︒この手紙を書いてみると︑あた
九232團うれしさうに雨水を浴びてみる︒スコー
色のマンゴスチンを︑眞二つに割ってた
九236團
九237團てたべる︒白い實を舌の上にのせると︑
九241團かの戦友たちも聲をそろへて︑いかなる

じって聞えて至る中を︑今日のみそまはじ

988763110765432275429659985396175

955
を一を

九246團さんは︑静かに目をつむって︑歌聲に耳 九335丸を取り出し︑一本を娘に與へて︑ふたた
九246国 むつて︑歌聲に耳を傾ける︒今まで︑お 九338た︒しばらくして顔をあげると︑巡査のあ
九252国 のだ︒おとうさんを始め︑部隊の者はみ 九345皇軍のある隊の通繹を命じられました︒そ
九259團 だllといふことを︑しみじみと感じる九349 マライ語・インド語を使ひわけながら︑り
九2510国ちが大きくなるのを︑廣い南洋の天地と 九353 ﹂と︑兵隊さんが肩をたたくと︑﹁︿略﹀︒﹂
九2510團 の住民たちが︑手をひろげて待ってるる 九355園
といつしょに仕事をすることは︑お國の
九261團 る︒家のお手傳ひをしながら︑一生けん 九361図圃かに晴れたる山をあふぎつつわれ御軍
九265
マライの英軍を急追し︑所在に撃破 九363図圃
國よさらばと手を振ればまなぶた熱し
九267 皇軍來たる︒﹂の報を聞くと︑附近の密林 九365図魍
見るマストの上をゆるやかに流るる雲
九367図魍のしらじら明けを攻め進むすめら御軍
九269 しい日本の兵隊さんを喜んで迎へました︒
九275 少女が︑日の丸の旗を振りながら︑﹁萬歳︒ 九374図圏べつつ兵に唱歌ををそはりてみる
九278 ︑兵隊さんたちの目を引きました︒﹁︿略﹀
九383何かすばらしいことを思ひついた時などに
九2810 ら︑母親から日本語を教へられ︑日本には 九383などには︑そのことを︑おとうさんや︑お
九292 お山があることなどを︑いつも聞かされて 九389園
人は︑えらいことをしたものですね︒﹂﹁
九293 いっしよに︑お罵眞を拝むことにしてゐま 九392囹
うとうこんなものを作りました︒﹂﹁︿略
九296園 ︒あなたもお行儀をよくしないと︑日本 九393園
つしょに山のぼりをして︑ほんたうにお
九302 査が來て︑母に同行を求めました︒娘のゐ 九395いって︑自分の氣持を傳へます︒このやう
九302 ました︒娘のみるのを見て︑巡査は︑﹁︿略 九397にみる時は︑ことばを口に出して︑思って
九397て︑思ってみることを傳へますが︑離れて
九3910り︑いろくなことを話したりしてくれま

九3910
人たちも喜んで返事をしたり︑いろくな

九3010 ド人の巡査はやうすを愛へました︒さうし

九315 舞むやうにして︑娘を一間へ呼びました︒

九404どんなりっぱな手紙を書いてみても︑決し
九406とばと文字のおかげをかうむつてるるので
九408分の思ってみることを︑話したり書いたり

九315 ういひながら︑巡査を拝むやうにして︑娘

九4010
た︑いろくなお話を静かに聞き︑書かれ

九317 びました︒母は︑子をだきしめました︒﹁
九319 をしました︒この子を今手ばなして︑また

聞き︑書かれたものをくり返し讃んで︑こ
九4010

九319 母は︑子にほほずりをしました︒この子を

九328園 てあるから︑あれを振って︑萬歳萬歳と

九322園なりません︒病氣をしないで︑元氣で待

九334 した︒二人は︑萬感をこめて最敬禮をしま

九333 立ちあがり︑娘の手を取ってお罵虞の前に

九332 呼びました︒母は涙をふいて立ちあがり︑

九332 ﹂子は︑もう一度母を呼びました︒母は涙

九413文字は︑私たちの心を卑しくしてくれます
九414じたりしてみることを︑ことぽで話してみ
九417ことばで話したことを文字で書き表します
九419 ︑自分の考へや感じを︑いっそうくはしく
九423や文字のありがたさを知らない人です︒わ
九426字は︑いはば心の中を寓し出す鏡でありま
九334 萬感をこめて最敬禮をしました︒母は︑戸
山335 なから二本の日の丸を取り出し︑一本を娘
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とばは︑思ったことを聲でいひ表すのです

て來た敷々の海の幸を︑漁船から小さな舟

て來たばかりの漁船をめがけて︑ぎいぎい

港へはいって來たのをきっかけに︑二隻・

光りだす︒帆柱に旗を立てた漁船が︑港へ

と︑はるかな海の上をおほうてるたもやも

た港の船が︑急に目をさまし始める︒海面

近寄って來る︒これを合圖に︑今まで眠っ

ながら︑乳色のもやを破って︑漁船が眞直

海面が︑にぶい光線を反射する︒折から︑
︒﹂と︑白い煙の輪を吐きながら︑乳色の

ましながら︑長く尾を引いて消えて行く︒

かす︒その音が︑港を爾手でだきかかへる

この静かな港の空氣をゆり動かす︒その音

い港の朝の風は︑頬をここちよくなでて通

ほほ

波が足もとで輕く音をたててみる︒あたり

いじな私たちの面骨を︑ますますりっぱに

なことばで話すことを忘れてはなりません

す︒私たちは︑文字を正しくきれいに書き

つまでもその話に耳を傾けます︒私たちは

動ずるやうに︑眞心を正しいことばで話せ

れてあれば︑その文を込む人々が︑心から

ば︑少しも聞く人々を感心させません︒こ

うそいつはりの心持を書いたのでは︑だれ

くら美しい文字で文を書いても︑うそいつ

と同じやうな心がけを持つことが大切であ

へたり︑いひまはしを工夫したりするひま

時には︑一々ことばを深く考へたり︑いひ

りして︑自分の考へをできるだけわかりや

合には︑書いたものを何べんも讃み返して

ても︑ちゃんと心持を傳へることができま

残りますから︑それを讃むすべての人たち

48663109987432971098765421966431107
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九6110図﹀︒﹂とて︑手に汗をにぎりけり︒目を射

九618図国

九614図出せば︑墨家︑背を向けてうつぼにささ

九5510口からふき出る海水を︑をけに汲んでどん

九557 ﹂水兵は︑くもの子を散らすやうに八方へ
九558かひがひしくズボンをまくりあげ︑身輕な
九559分隊ごとに甲板洗ひを始める︒下士官が︑

九623図大軍に向かひ︑命を捨てて職ふ折から︑

移す︒小型の通水艦を思はせるやうな︑ま
大急ぎで岸の魚市場をめざしてこぎ鶴って
ん流すと︑洗ひばけを持つた何十人の水兵
九5510

九624図敵の矢にて右の目を射られぬ︒矢は︑首

な︒するどき矢をささしめたまふこと

たたきの上を︑鉢巻をした若者が︑大きな

九561十人の水兵が︑甲板をこすりながら頭を詳
九561略をこすりながら頭を並べて進んで行く︒
九564こで始めて乗員は顔を洗ふ︒そのうちに上
つつ
九571隊はささげ銃の敬禮を行ひ︑艦長を始め乗
九572 の敬重を行ひ︑艦長を始め乗員一同は︑皆
九572員一同は︑皆︑姿勢を正して軍艦旗に敬禮
九575そかである︒軍艦旗を仰いで︑心の底まで
も︑なほ軍の道を知りたまはず︒﹂と
九582図面
直家の家憲︑これを聞きつけて︑﹁︿略﹀
九583図
﹁けしかることをいふ人かな︒﹂と心
九584図面

青光のする新鮮な色を見せ︑まるいをけの

今にもちゆつと塩水を吹き出しさうである
︒この魚の行列の間を︑市場の人たちと魚

︑まぐろやさめの腹をさいて︑氷を入れて

めの腹をさいて︑氷を入れて送り出す者や

がしさである︒新鮮をたっとぶ魚の取引き

たつとぶ魚の取引きをする魚市場の朝は︑

ぬ︒家來︑あるじを見て︑﹁︿略﹀︒﹂とい

はもの︑景正が顔をふまへて矢を抜かん

借りてのち﹁手を負ひぬ︒﹂といひて︑

九628図

景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ

が顔をふまへて矢を抜かんとす︒景正︑

ながら足にて顔をふまるることあらん

がようひの草ずりをあげて下より突かん

ぜんに

ことばなく︑ひざをかがめ顔を押さへて

ことあらん︒汝を殺して︑われも死す

九6210図

九638図

九636図圏

九635図圖

九6210図

九629図

九627図國

九626図 てて︑その場に敵を射倒しけり︒景正︑

られぬ︒矢は︑首を貫ぬきてかぶとに射

た若者が︑大きな魚をてんびん棒につるし

九585図

九638図︑ひざをかがめ顔を押さへて︑矢を抜き

さがみのかみときより

に

つた掌信三兵が遠くを見張ってみる︒舷門

九596図

九596図

る日安倍の宗任らをつれて︑廣き野を面

ちて︑つひに敵軍を攻め破りぬ︒かりま

て︑敵︑三百鯨騎をかくしおきたるを︑

︿略﹀︒﹂とて︑手をわかって三方より圃

九656圏

信長の家臣らこれを見るに︑まことにな

︑しばらくは用をなすものぞ︑と若き

九652m凶漁

九646︹凶幽

義景︑﹁すべてを張りかへんは︑はる

て︑﹁その障子をこなたへたまはりて

九644図︒城介義景︑これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と申

かなざは

やすく抜けず︒矢を折り捨てて︑その場

たたましい警笛の音をあとに残して︑荷作

九586図

相模守時頼の母を︑松下輝尼といへり

九638図顔を押さへて︑矢を抜き取りけり︒障子

九625図

荷作りされた魚の箱を山のやうに積んだ貨

のち︑義家は匡房を師として學びけり︒

尼といへり︒時頼を招くことありけるに

九625図

物自動車が︑魚市場を出て行くのは︑それ

九5810図

︒塗家︑金澤の城を攻めんとする折︑た

九642図

九641図

だに︑むらさきの星をきらめかしてみる︒

かあかと四方の山々を照らし︑波が静かな

九591図

ある時︑雁︑列をみだる︒この野にか

して︑にはかに列をみだしつつ飛び行き
九595図幽

みる︒舷門には︑銃を手にした番兵があた

九598図

り︑かりまたの矢を抜きて弓につがへ︑

心5910︹図

九673︹凶幽

九661図

けたる障子の破れを︑檸尼︑てっから小

にした番兵があたりを警戒してみる︒千何
︑なほ安らかな眠りを着けてみるのであら

九602図

につがへ︑きつねを追ひかけしが︑殺さ

九675図の底より黄金十爾を取り出す︒一豊︑大

だちてたくましきを信長うち見て︑﹁︿略

求めたまへ︒償をば︑みつからまるら

をつれて︑融き野を過ぎ行きしに︑きつ 九656図國破れたるところをつくろへば︑しばら

じゃうのすけよしかげ

の天氣はどうかと空を眺めてみる︒やがて

九603図

て︑左右の耳の間をねらひてひようと射

九643図

元氣のよい聲で號令を掛ける︒﹁縮員起し︒

九604図

︑あやまたず頭上をすれすれにかすめて

九691図

九689図︑すなはちその馬を求めたり︒やがて馬

むねたふ

響き︑傳適薬は號笛を吹きながら︑﹁総員

九605図

よりおりてきつねを引きあげながら︑﹁︿

べ

呼んで︑つり床の間をぬって行く︒すると

九607図

あ

きて︑手早くつり床をくくる︒これから號

九613図宗任︑すなはち矢を取りてさし出せば︑

九5910図

具をかたづけ︑雨戸をくるのと攣りはない

起きると︑まつ夜具をかたづけ︑雨戸をく

げの煙が波の上に影を落しながら︑ゆつく
︑艦橋には︑望遠鏡を持つた掌信区署が遠

て二連︑参照の館を出で︑患家も出でぬ

つて︑またあすの朝を待つのである︒ちや

九592図

このまぐろや︑さめをのせた小舟は︑大急

九617図 家來どもこのさまを見て︑又略﹀︒﹂とて

場の廣いたたきの上を︑鉢巻をした若者が

663218697765863110108755321711010885
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九797園

馬は︑ぼくに世話をさせてください︒﹂

まれたばかりの子馬をしきりになめてやつ

う︑おまへが世話をするといふのか︒よ

九791
九802

九695図國
引きてまみりしを︑一豊が求め得たる
は︑その煙のやうすをじっと見つめた︒黄

九804園

うが︑第一は︑馬をよくかはいがってや
びやうさうな目つきをして︑始めて見る世

て︑始めて見る世界をさもめづらしさうに
にすり寄っては︑乳を吸ってばかりゐます

かくなれて來た北斗を︑手もとからはなす

元氣よく︑草原の上をはねまはることもあ

九817

來てるて︑尊王の草をたべるあとを追ひな

このかまの中の丸太をむし焼きにする仕掛

九823

馬の草をたべるあとを追ひながら︑廣い野

來ました︒時には乳を飲むのも忘れて︑ひ

九827

ひながら︑廣い野原を照しさうに遊びまは

九8110

した火氣が手のひらを打つ︒源作ちいさん

九828

九821

もくと立ちのぼる煙を見つめながら︑黄色

九828

かまの上へそっと手を置いた︒かっとした

ってから︑かまの口を開いた源作ちいさん

は︑黒黒に僥けた炭を外へ取り出した︒﹁︿

ろへとんで嘗て︑鼻をすりつけます︒手の

いよいよ北斗は︑乳を離れるやうになりま

ます︒手のひらに塩をのせてやると︑うま

た︒からだの手入れをしたり︑運動をさせ

九845

九834

九845

までもおとなしく草をたべながら︑ぼくの

めます︒ぼくが唱歌を歌ふと︑北斗は．いつ

九835

は︑かまの天井や壁をこっくとたたいて

九846

がせく︒三十何年炭を焼いてみても︑かま

て︑煙突へ通じる口を︑ふと見たとたん︑

九847

入れをしたり︑運動をさせたり︑ぼくの無

りついて︑煙の出口をふさいでみる︒これ

ふので︑八月に北斗をうちへっれて節りま
くし
えるし︑櫛で手入れをしたり︑足をあげさ

度はかならず︑北斗をつれて運動に出かけ

裏の山道には︑丸太を並べた木馬道が︑尊

九851

手入れをしたり︑足をあげさせてひづめの

九835

いてるる︒そりの形をした木馬に︑木を山

九854

げさせてひづめの裏をさうちしたりしても

言838

形をした木馬に︑木を山のやうに積んで︑

九854

︑﹁ほうほう︒﹂と聲を掛けて︑手のひらで

が悪かったのだ︒炭を取り出しながら︑源

ぴたりと止った︒汗をふきふき︑ちいさん

九857

九855

︑祖父のこのことばを聞いて︑ほんたうに

九8510園へがよくめんだうを見てやったから︑北

九857

馬になり︑軍人さんを乗せて堂々と歩くで

はいって︑のこぎりを持ち出した︒腰には

みる︒腰送の上に腰をおろし︑切って來た

九864

その勇ましいやうすを思ひ浮かべると︑ぼ

らで輕く首やせなかをなでてやると︑すぐ

って來たばかりの木を︑一メートルばかり

九871
九872

た︒一本一本の丸太を︑あの炭僥がまへ入
﹂といひます︒それを聞くと︑ぼくは︑む

ちいさんは一心に木をひいてみる︒十三

ぶとんのやうな腰皮をさげてみる︒至心の

長さに焼けた炭の端を︑指の先でこすって

き色に憂って行くのを心に念じた︒二

えさかるほのほの色をじっと見た︒それか

九鋭4

さっそく︑そのことを祖父にいひますと︑

がない︒かまが病氣をしてみるな！iと︑

九806園

79744311886219971109764311092196
のぞいて火のかげんを見た︒眞赤に僥けた
︑あのかまから火氣を送って︑このかまの

九814

つて︑たき口から中をのぞいて火のかげん

九699図國
くもかかる名馬を求めたるぞ︒見あげ
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晴れた夜︑空を仰ぐと︑たくさんの

尾を入れて︑小熊座を包むやうにのろく

北斗七星との間に尾を入れて︑小熊座を包

しやく形に連なるのを︑大熊座に閉して小

です︒また︑北極星を柄の端にして︑北斗

の列に大きな熊の形を考へたからです︒ま

おほぐま
にあるいくつかの星を加へて︑大熊座とい

てにして︑その附近を見ると︑いろくの

の北極星や北斗七星を目當てにして︑その

が︑今の場合︑それを考へに入れないでお

える星ほど大きな圓をゑがきます︒しかし

える星ほど小さな圓をゑがき︑遠くに見え

七星を見てその位置を畳え︑更に十時︑違

けておくと︑この圓をゑがくやうすがわか
︑夜九時に北斗七星を見てその位置を誘え

わかります︒釜飯機を北極星に向けて︑一
︑一時間ぐらるふたをあけておくと︑この

星をほぼ中心に︑圓をゑがいて動いてみる

では︑星が︑北極星をほぼ中心に︑圓をゑ

のです︒星の動き方を︑もっとくはしく調

つければ︑すぐ方角を知ることができます
︒今どれか一つの星を︑東へさし出た軒端

つた時など︑この星を見つければ︑すぐ方

結ぶ線を引き︑それをなほ右の方へ延して

の二つの星を結ぶ線を引き︑それをなほ右

かりにこの二つの星を結ぶ線を引き︑それ

ます︒この七つの星を北斗七星といひます

下に︑少し曲った柄を上に︑ちやうどひし
︑ちやうどひしやくを立てたやうなかつか

へ寄った方に︑ますを下に︑少し曲った柄

つた美しい七つの星を︑さがすことにしま

の星が︑まるで寳石をちりばめたやうに美

6543219985422109866510661118776455

りよう

九938 ませんから︑よく氣をつけて見ないとはつ

九937 連なる十ばかりの星を龍座といひますが︑
九943 夏の夜空に銀の砂子を美しくまき散らして
﹁これから遠泳をする︒一人残らず目

薬947 先生の激働のことばをしっかり心にだいて

九946園

九949 つた︒熱い海岸の砂をふんでみた足の裏に
九951 感じられる︒水の中を歩きながら︑顔を洗
九951 中を歩きながら︑顔を洗ひ頭を水でひたす
九951 ながら︑顔を洗ひ頭を水でひたす︒両手で
九952 ︒元手でからだに水を掛けると︑ひやっと
九954 思ひきって︑からだをずぶりと水の中へつ
九957 を前へ延し足で地面をけると︑からだはす

か︑いくら手足に力を入れても︑進みはに

からかけ離れて︑間をつめようとしてもな
︑むちゅうで腕と足を動かした︒ふと氣が

持になる︒その泣面を梯ひのけるやうに︑

るやうに︑手足に力を入れようとしたが︑

みるやうである︒顔を水にひたして︑から

にひたして︑からだを浮かすやうにして面

して泳いだ︒一本松を見たが︑まだかなり

遠いところで手招きをしてみるやうだ︒手

で機械のやうに手足を動かした︒一本松が

で行った︒がけの下をぐるつとまはると︑

た︒もう一息だと力を出した時︑ふしぎに

やうにざわざわと音をたてる︒背戸のみぞ

はいらしい薄赤の花をつける︒畠のにらの

り︑飛行機の整備をしてゐられるをぢさ

農家はただ風ばかりを心配する︒夜は︑そ

ました︒をぢさんを園んで︑いろくお

のめざましい働きを聞いて︑たいへん感

で︑いろくお話をお聞きしょうと思ひ

間もこの方の仕事をしていらっしゃいま

︑をぢさんにお話をお願ひいたします︒

︑いろくなお話をしてください︒また

せるやうに︑準備をしておくことなので

けるやうに手入れをしておくことなので

をして︑その爆音を聞いてみて︑順調で

動機です︒試二重をして︑その爆音を聞

たり︑燃料や爆弾を積み込んだり︑機械

ねんれう

には︑どんな準備をしますか︒﹂をぢ﹁車
ねんれう
をぢ﹁車輪に乱立を入れたり︑燃料や爆

は︑どんな手入れをしますか︒﹂をぢ﹁や

ら︑あちこちに油をさしてやったり︑燃

でくれた︑手がらを立ててくれたと︑手

った子どもの跨りを案じる母親の心と愛

たり︑痛いところをさすってやったりす

つたり︑息づかひを聞いたり︑痛いとこ

です︒飛行機の熱を計ったり︑息づかひ

てて︑熱のかげんをみたりなんかするの

いと︑母が額に手を當てて︑熱のかげん

てやったり︑燃料を補充してやったり︑
︑よごれたところをきれいにしてやった

手を當ててやうすを調べます︒それから

づして︑機械に手を當ててやうすを調べ

︒襲動機のおほひをはっして︑機械に手

︑嚢動機の手入れを三皇にします︒焚動

110

うに静かな海面に影を投げかけてみる︒そ
︑眞一文字に白い線を引いたやうな砂濱が

﹂ぼくは︑全身の力を腕と足とにこめて︑

にこめて︑遠い砂錫をめがけて︑元氣よく

關門海峡はさざ波をたたへ︑車窓から何
さん︑あの海峡をくぐるのね︒﹂

ん︑今︑海の底を走ってみるのね︒﹂

郵便物や︑私たちを一氣に運んでくれる
關門海峡はさざ波をたたへ︑いそがしさ
あさん︑あの下を通って來たのね︒﹂

暑い暑いの奪回が口をついて出て來る︒眞
の暑さはだれも語々をしてみるが︑八月も
るが︑八月もなかばを越せば︑どこかに秋
に︑寒暖計は三十度を越えたがる︒暑さは
森で︑﹁︿略﹀︒﹂の聲を聞いた︒暑い日がや

はるとどうやら熱氣を吐いてみる︒二階へ
さんの聲であることを感じる︒夜がふける

110

九957 た︒立ち止って︑手を前へ延し足で地面を

である︒﹁島の端をまはってしまへば︑

つて來る︒夜の燈火をしたって來る虫は︑
︑やがて﹁︿略V︒﹂をくり返す︒このくら

107332109766555429866543105386641065
囹囹囹園囹園園囹園園野心園園三園園園園囹溢血園園玉門園園園．．
110

九9510 ︑小さな三角の小山をこしらへ︑それが顔
九962 ぶりと塩からい海水を飲まされる︒初めは
九964 みどり色に選る︒後をふり返ると︑海岸は
九965 さく見える︒目の前を︑白いかもめが海面
九967 と︑自然に爾腕で水を大きくかき︑爾足で
九967 きくかき︑逐電で水をけって進む︒二列に
九968 む︒二列に並んだ列を︑まだだれも齪す者
九969 日︑おだやかな海原を航海するやうな樂し

先生が︑﹁時々頭を水にひたせ︒﹂と注

九971 で行く︒いつもそばを離れない警備船の上

九971 くは喜んだ︒一本松を目當てに進んで行く
九973囹

九977 から︑今までからだを浮かしてみてくれた
九978 れた海が︑いくら力を出して泳いでも︑な
九979 人かと思って前の方を見ると︑みんなも同
九981囹

九9710囹 から︑みんな元氣を出せ︒﹂先生の聲で

396497533274826399542192111098619
光、つ、は森にるの暑無様幽囲に一．・うでた鯨。にるる持．・硬
光はかすかに黄色味を帯びて︑壁やへいの
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九982園 い一本松の沖あひを︑泳ぎ抜けるかどう
九985 は一かさ一けりに力をこめて︑潮の流れと
九988 ︑一生けんめいで水をけった︒潮の流れは

九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九九
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ててくれたと︑手を合はせて拝みたい氣

九擢4図圃

九慨4図圏

九旧1図圏
地卵を見る外套をもて灯を

突撃を待つ草むらに虫ずだ

九枷10 いか︑四尺の大太刀を抜いて切ってかかつ

ひ

る外套をもて灯をかばひ

ず飛行機の身の上を案じてゐます︒こん

九悩2囹

九桝1

へるばかり︑それをよいことにして︑敵

君︑尼子家の御恩を忘れまいそ︒尼子家

︿略﹀︒﹂といって頭をさげた︒母はそばか

九伽7兵士になり︑家の名をあげてくれ︒﹂甚次

先傳來の寳︑これをおまへにゆつる︒十

ひ

機七十機と︑頭上を堂々と出嚢して行く

九千4園

ぐわいたう

小さなグライダーを作って飛ばしただけ

九榴6園︑軍に出て敵の首を取ったほど強いおま

ぐわいたう

うか︑うまく弾幕をくぐり抜けたかしら

機といっしよに空をかけめぐってゐます

ます︒こんな心配をしてみる時に︑無事

九悩4園

たく主家を興すことを誓った︒さうして︑

り︑心にかたく主家を興すことを誓った︒

こぼやかはたかかげ

ぺやま

きっかはもとはる

九悩1園 勝久に︑出雲一鞭をいただきたうござい
丁悩2
鹿介の血を吐くことばに︑信長
はりま
九悩5 ち早く播磨の上月城を占領して︑ここにた
九悩8 かあす労るか︑それを頼みに勝久は城を守

れをたよった︒事解を一目見た信長は︑こ

ことを知って︑かれをたよった︒鹿茸を一

攻めの志があることを知って︑かれをたよ

勇士は︑むざんや枕を並べて討死した︒勝

南三里︑布部山に敵を迎へ討つた︒みかた

ふ

めた︒すべての軍兵を率みて︑富田城の南

川元春・小早川隆景を副將として︑一号五
︒しかし︑鹿介は腹をきめた︒すべての軍

かはもとはる

がやって來た︒輝元を大將とし︑吉川元春

てるもと

築いて三度ときの聲を作った︒この聲が四

は出雲に入り︑一城を築いて三度ときの聲

六月のある夜︑勝久を奉じる尼子勢は出雲

くもかういって︑衣を脱ぎ捨て︑尼子勝久

介は︑この小僧さんを主君と仰いだ︒﹁︿聰

として︑主家の再興を企てた︒そのころ︑

た︒かれらは︑鹿介を中心として︑主家の

散した︒鹿介は︑身をやつして京都へのぼ

城主尼子義久は︑涙をのんで敵に降った︒

8883887438875310105210

あまご

ん︒飛行機にお酒を供へたり︑しっかり

九桝9

を討って︑御威光を昔に返しておくれ︒

九桝9

め︑折もあらば鹿介を討ち取らうと思った

あ︑一騎討の勝負をいたさう︒あの罪し

介もただ一人︑流れを切って進んだ︒狼介

﹂といひながら︑弓をこわきにはさんで︑

だ︒狼介は︑弓に矢をつがへて鹿介をねら
に矢をつがへて鹿介をねらった︒尼子方の
あきあげいおりのすけ

もの敵も︑この一城をもてあましたが︑前

九伽4 叫んで︑狼介は太刀を投げ捨てた︒大男の
九伽5 大男のかれは︑鹿介を力で仕とめようと思
九伽6 らくはたがひに呼吸をはかってみたが︑や
九伽7 がて狼介は漏身の力をこめて︑鹿介を投げ
九伽7 の力をこめて︑鹿介を投げつけようとした
九伽8 した︒鹿介は︑それをじっとふみこたへた
九旧1 たも︑思はず手に汗をにぎる︒とたんに︑
九伽6園 聞け︒現れ出た狼を︑鹿野が討ち取った

といひながら︑翼をなでてやったりしま
弓台5園

闇黒5園︑一日も早く毛利を討って︑御威光を昔

り︑燃料や︑電力を調節したりします︒

みた︒かれは︑鹿革をよい相手とつけねら

の端にかかる三日目を仰いでは︑﹁︿略﹀︒﹂

九伽8

とつけねらった︒名を械木狼介勝盛と改め

九悩10

爽動機の調子に氣をつけてみたり︑燃料

うれしい時のお話をうかがひましたが︑
︑苦しい時のことをお話してくださいま

九伽9

︑われに七難八苦を與へたまへ︒﹂と祈

どうしても︑手袋を脱ぎます︒すると︑

六事10

のこと︑鹿介は部下をつれて︑城外を見ま

つてしばしば手がらを立てた︒かれの勇名

で︑片手つつ手袋を脱いで︑仕事をしま

九伽1

部下をつれて︑城外を見まはってみた︒川

九献6

袋を脱いで︑仕事をします︒それに︑挿

九州1

見まはってみた︒川をへだてた封岸から︑

九価1園

めてやるのに苦心をします︒﹂花子﹁寒い

九伽2

鞘堂から︑鹿介の姿をちらと見た狼介は︑

たらぎおほかみのすけかつもり

まいところで修理をしてみると︑まるで

九搦2

例へば小さなねぢをしめるにしても︑指
︑厚い大きな手袋をはめてみては︑しめ

勇﹁何か目じるしをつけたら︑いいぢや

九拠10囹

九梛3

二世2

九伽1

す︒自分の飛行機を早く知りたいために

尾翼にちよつと色をぬっておくとか︑何
︑どこかにしるしをつけることもありま
わし

か︒﹂をぢ﹁鷲の顔をかくことにしてゐま

九梛3

と︑これも手早く矢をつがへてひようと射

の秋上伊織介がそれを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と︑

します︒今︑お話をうかがって︑飛行機

九伍4

ぼってみる弓のつるを︑ふつりと射切った

九国6

︒狼介は︑怒って弓をからりと捨て︑洲に

思したり︑空中戦をやったりした方がい

九旧7

行機に乗って敵地を爆撃したり︑空中職

三焦9
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准31
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132
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133

では︑どんな仕事をするのですか︒﹂を

3266452987721108763265431954316410
ません︒機上勤務をする人もゐます︒﹂

園三園三園囹桑園園園園田囹園早算園囹皇軍囹囹囹囹囹囹宇多梅園園園
圖なりといふことを︑私たちはかたく信
︒ためになるお話をたくさんお聞かせく
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九踊5

してあるので︑懸橋を渡る響きが車内にや

めに︑ここで大地を開くのだ︒この光榮

九五10園

立面10園

くのだ︒この光榮を忘れるな︒﹂

として︑よい試練を與へてくれた︒諸君

へてくれた︒諸君をりつぼな開拓者にし

かいたくしや

れを頼みに勝久は城を守った︒毛利方の大
ない︒﹁スタンプを押しませんか︒﹂ボ

九㎜1園

九㎜1囹

けて︑益し方行く末を思ひながら︑鹿介は
つばめ
はじっと水のおもてを眺めた︒燕が︑川水

君に志を告げ︑許しをこうてわざと捕らは

る︒鹿介は主君に志を告げ︑許しをこうて

てその片われの元春を︑おのれそのままに

泣いて主君におわびをした︒しかし︑かれ
︒尼子重代の敵毛利を︑せめてその片われ

九川4

九川3

九㎜12圏

九㎜10園

九㎜6

九㎜5

九㎜5

九㎜5

や牛が︑かけっこをしてみる︒﹂と︑元

に︑﹁あそこの岡を知ってみるかね︒あ

して︑満洲の大平野をまっしぐらに突進す

じあ﹂は︑雲のかげを追ひ越したり追ひ越

て︑早春の畠を︑野を︑そのかげがはって

に流れて︑早春の畠を︑野を︑そのかげが

九㎜11

九㎜9 ﹂といひながら︑手をにぎった︒二

九㎜6 宿舎のほかには︑目をさへぎる何物もない

くわうえい

九㎜7園
いそがしさうに荷物を運んでみる︒騨前に

あじあ﹂のスタンプを二つ押してもらった

に飛んでは︑白い腹を見せてちう返りをし

くわうえい

九獅9

136

九㎜3 行った︒散兵の隊形をとって︑遠巻きにの

九㎜11

九㎜5

九㎜4

︑とぶやうにして岡を越え︑谷を渡り︑野

あっ︒﹂と思はず聲をたてる︒のろはびつ

行く︒どんぐ野原を進んで行くと︑向か

九㎜3 つて︑遠巻きにのろを追ひ出して行く︒ど

滞人たちが耕作の手を休めて︑こちらを眺

にして岡を越え︑谷を渡り︑走って行く︒

みんな元氣よく畢手をする︒マルタも︑お

歯面12

とびあがりながら手を振った︒大きな赤い

九川11

九脳8 のつぼみのやうな形をした︑かはいらしい

九脳4

れを見てみたら︑母を思ひ出した︒タ食し

九踊4 農耕班が出饗の用意をしてみる︒ほかの班

立師3 1班だ︒襲動機の音をとどろかしながら︑

る︒ぼくは︑この花を根からほって︑宿舎

︿略﹀︒﹂こんなことをいって︑笑った︒三

九㎜1

がたなびいた︒それを見てみたら︑母を思

かうさく

手を休めて︑こちらを眺めてみる︒﹁︿略﹀

望㎜11

であると知るや︑身をかはして︑ざんぶと

九㎜4
至㎜8

タ食して︑母に手紙を書かうと思って︑食

きよしゆ

中で戦ったが︑重手を負ひながらも︑鹿野
九㎜8

した︒ぼくがおじぎをすると︑みんな元氣

から鹿島のもとどりをつかんで引き倒した

介は大力の新左衛門を組み伏せてしまった

は︑三十四歳で終りを告げた︒下部川の水

九㎜9

九㎜1

九㎜11

みた大陸に︑第一日を迎へるのだ︒起床ラ

てもらったスタンプを入れて︑ボーイに頼

はいった用紙に手紙を書いて︑書間押して

こにこしながら食事を運んでくれる︒どこ

の給仕が︑ぼくの顔を見証えてみて︑にこ

九購3 大きくなって︑ つるを延してみる︒このこ

面面12囹

九矯12囹

直筋12園

だんのびる︒それを毎朝見に行くのが︑

くと︑かはいい芽を出す︒芽がだんだん

る︒﹁︿略﹀︒﹂﹁種をまくと︑かはいい芽

のうかうはん

︒﹁︿略﹀︒﹂ぼくが手をあげると︑母もあげ

のあはい三日月の影を浮かべながら︒附録

九㎜11

と︑母もあげた︒窓を開くことができない
す
木に︑かささぎが巣をいくつも掛けてみる

九㎜2

放牧の馬が︑露をふくんだ草をおいし

九㎜6

︑露をふくんだ草をおいしさうにたべて
にじ

で︑

見てみると︑﹁何を見てみるの︒﹂と︑

てるる︒ぼくがそれを見てみると︑﹁何を

着を着たり︑ズボンをはいたりしてみると

なので︑急いで上着を着たり︑ズボンをは

九齢6
九珊6
九齢8
九㎜10

べてるる︒朝日の光をうけて︑霧に薄い虹

九㎜10

九鵬11 別に宿舎の建てましをしなければならない

ぶっつける︒水で口をすすぎ︑顔を洗ふと

望川1

九㎜11てるると︑思はず頭を柱にぶっつける︒野
ゆうがくじゃう

に︑みどり色の上着を着たロシヤ婦人が本

九鉗4

つた︒それから髄操をする︒﹁えい︑やあ︒

る︒旗竿に高く國旗をかかげた︒するする

九鉗6 た大きなまんぢゆうをたべる︒甘味は少い

九川5

九戸1水で口をすすぎ︑顔を洗ふと︑心がからつ
九川7

と︑合いっぽい掛聲を掛けると︑心が引き
ふぶき
へ始めて來た諸君を︑自然はこの吹雪を

した︒あの山の傳説を話してあげようとい
︑マルタはお登御飯をたべながら︑母とい

ロシヤ少女が︑給仕をして働いてみた︒﹁︿

窪田7

九川3 木の香が︑ぼくたちを喜ばした︒三時過ぎ
︒その時︑うどん粉をふかした大きなまん
あまみ
九節9園

か

い形である︒太子河を渡る︒﹁あじあ﹂は

たいし

少し︑車内の温度をあげてくれたまへ︒

九鉗2 れない手つきでをのを振るひ︑のこぎりを
九雅2 を振るひ︑のこぎりをひき︑かんなを掛け
九川2 ぎりをひき︑かんなを掛けた︒柱ができる

着たロシヤ婦人が本を讃んでみる︒熊岳黙

あのかささぎの巣を見てみるのさ︒﹂し

の︒﹂と︑後から聲を掛けた者がある︒ロ

が

135

135

136

136

136

六日たって︑のろ狩をやった︒のろといふ

136

腹を見せてちう返りをしてみた︒突然︑後

九踊12

つた︒毛利方の大砲を夜に乗じてうばひ取
︑みかたは一時氣勢をあげた︒しかし︑援
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十144園 わが高千穂艦の名をあげよう︒このわけ

十144囹 にめざましい働きをして︑わが高千島艦

十139園 かあさんは︑一命を捨てて君恩に報いよ

十139園 ︑自分の職務に精を出すのが第一だ︒お

蒙古の大草原を旅する者は︑あちこ

すすぎて︑この門を入れば︑中央の拝殿

十63図中の大御歌・御歌をしのびまつれば︑と

十59図

と︑

のるなるわがよをまもれ伊勢のおほか

もうこ

十64図閣

九字10 やめ︒﹂みんな道具をきちんとまとめて集

九㎜2

十66図圃柱ゆるぎなき世をなほ祈るかな

せ

血膿2 あちこちにあるオボを目當てに歩いて行く
やなぎ

い

九㎜4 といふのは︑地の神をまつるために︑蒙古

かせた︒水兵は︑頭をさげて聞いてみたが

下が愛機の胴禮を貫ぬきつ︒機は︑た
＋1610図圏

十166図魍は︑その十六機をほふれり︒更にラン
きょだん
いっしゆん
十168図圃空に現れ︑巨弾を投じたる一瞬︑敵高

十148

十145囹 げよう︒このわけをよくおかあさんにい

九㎜6 ︒その上に︑楊の枝をたばねて突きさした
九㎜7 たのがあり︑石ころを積み重ねたのがあり

西神門を出でて行く道は︑し
十72図
十73図ばし森林の奥に人をいざなふ︒やがて木
十75図かなたに︑寳物殿を望む︒殿内に入りて
十76図内に入りて御遺物を辞観す︒日常の御生
せきばん
十81図︑ふたの裏に石盤をはめ︑石筆はちびて
十82図びてわっかに寸鯨を残すのみ︒まことに

十95図とこしへに大御心をしのびまつるも︑い
ほ
十99穂の一水兵が︑手紙を讃みながら泣いてゐ

てるたが︑やがて手をあげて敬詳し︑につ

＋610図に涙のわき出つるをおぼゆ︒寳物殿

十68図て︑富みつから世を守り︑國をしづめ︑
十68図から世を守り︑國をしづめ︑民草をもみ
十68図國をしづめ︑民草をもみそなはすらん︒

行く人が︑オボの前を通る時には︑﹁︿略﹀
略﹀︒﹂と感謝の祈りをささげる︒そのお禮

十148

九㎜7 を立てて︑それに字を書いた旗を結びつけ

九㎜7 重ねたのがあり︑柱を立てて︑それに字を
九畑7 それに字を書いた旗を結びつけたのがある
九㎜1 て︑このやうなオボを作り︑大地をまつる
九㎜1 なオボを作り︑大地をまつるやうになった
九㎜4 小さなオボでも︑旅をする者には實に大き
九㎜7

九㎜5 じるしである︒草原を海にたとへれば︑オ

九㎜11

九㎜8囹 どうぞ︑無事に旅をすることができます
九㎜12 み重ねたり︑楊の枝を立てたりするので︑
たいこ
九㎜8 に祭典が始まり︑火をたいたり︑太鼓をた
たいこ
告別8 火をたいたり︑太鼓をたたいたり︑ラッパ

九加10 のチーズやバタなどを供へたりする︒オボ

九別9 は︑子ひつじの料理をあげたり︑手製のチ

九重8 たたいたり︑ラッパを吹いたりする︒参拝

十122國田出で候ぞ︒一命を捨てて︑君の御恩に 十222は︑大きなたいまつを持ってとび出して來

十101つたある大尉がこれを見て︑鯨りにめめし
つて︑軍に出たのを男子の面目とも思は
十105園
十109りしばらく大尉の顔を見つめてみたが︑﹁︿
男子です︒何で命を惜しみませう︒どう
十113園
う︒どうぞ︑これをごらんください︒﹂
十114園
十116といって︑その手紙をさし出した︒大尉が
十117出した︒大尉がそれを取って見ると︑次の

十171嵩置たちまちほのほを吐き︑翼は︑空中分
十172重圏量は︑空中分解を始めぬ︒汝︑につこ
てんがい
十173図圏こりとして天蓋を押し開き︑二王立ち
十174図面 つて僚機に別れを告げ︑﹁天皇陛下萬
十175図圃 皇陛下萬歳︒﹂を奉唱︑若き血潮に︑
十177図圏 ︑大空の積齪雲をいうどりぬ︒それよ
十182重恩て︑今日の入城を待てり︒署し︑母は
さいだん
亡し︑母は齋壇をしつらへ︑日の丸の
十183図圏
十184図圏丸の小旗二もとをかかげつ︒一もとは
十187図圏 へ︒いざ︑親鷲を先頭に︑色け︑若鷲
︑ 心配さうに下の村を見おろした︒村では
十211
十212した︒村では︑豊年を祝ふよひ祭の支度に
十212ふよひ祭の支度に心を取られて︑さっきの

諫止2 をささげ︑喜びの歌を歌ふ︒そのうちに東

れを讃んで思はず涙を落し︑水兵の手をに

候︒﹂大尉は︑これを囲んで思はず涙を落

にて︑この手紙をしたためしか︑よく
十133

︑一人で進んで功を立てるやうなことは

十133

十136園

すべて上官の命令を守って︑自分の職務

涙を落し︑水兵の手をにぎって︑﹁︿略﹀︒﹂

十138園

十133

十132國田

十233 ︒稻むらの火は︑天をこがした︒山寺では
十233 ︒山寺では︑この火を見て早鐘をつき出し
十234 ︑この火を見て早鐘をつき出した︒﹁︿略﹀
十237どもも︑若者のあとを追ふやうにかけ出し

立つたまま︑沖の方を眺めてみた︒日はす
＋2210

十229しまふと︑たいまつを捨てた︒まるで失神

十127山国︑その方々の顔を見るごとに︑そなた 十226の稻むらの一つに火を移した︒風にあふら
十129國国ぼれなるてがらを立て候やうとの心願 十229すべての稻むらに火をつけてしまふと︑た

虚妄1 畜の一頭一頭に祈りをささげ︑喜びの歌を
神宮橋を渡りて︑まつ仰ぐ大
十43図
十43図 に︑菊花の御紋章を拝するかしこさ︒南
十47図 々は︑参道の左右を始め︑到るところす
十51図等して更に大鳥居を過ぎ︑神氣身にせま
十52図 ︑神憂身にせまるをおぼえつつ︑静かに
十52図 つつ︑静かに歩みを移せば︑参道はまた
ろうもん
十56一 がしき赤松の木立を負ひたる一門は︑一
十57図も尊嚴のおもむきをそへたり︒水屋の水

を一を
962

十245 ぼって創る老幼男女を︑一人一人数へた︒
十337

十337
︑娘を相手にきぬたを打ってるる︒﹁︿略﹀

そばでは︑母が︑娘を相手にきぬたを打つ

十2310 ︒かれらは︑すぐ火を消しにかからうとす 十331 相手に︑父がかますを織ってみる︒﹁︿略﹀
十246 むらと五兵衛の顔とを︑代る代る見くらべ

十4610図

十469図
十474図

つつ︑かまより皿を取り出しみたるかれ

し出でて︑かま場を照らせり︒一つまた

かれは︑一枚の皿を着手にささげて︑し

の後いよいよ研究を重ね︑工夫を積みて

十2410 たそがれの薄明かりをすかして︑五兵衛の 十339 る︒﹁︿略V︒﹂母が棒を取って︑とんとひや 十475図衛門は︑やがて名を柿右衛門と改めたり

る︑精巧なる陶器を製作するにいたれり

研究を重ね︑工夫を積みて︑つひに柿右

竹竿であの木の梢をつついてみた隣りの

十477図
十478図

十477図

さんが天髄望遠鏡を作ったんだ︒﹂﹁ほう

十487圃

﹁︿略﹀︒﹂墨田の門を出ると︑正男くんが

︑もう縁先に望遠鏡をすゑつけて︑にいさ

十496圃

十494圃︑ざくつとおや指を皮に突き立てたら︑

て︑とんとひやうしを取った︒とんからと

んが︑代る代る観測をしてみる︒長さ一メ

十344

十352

︑ぼくは望遠鏡に目を近寄せた︒望遠鏡の

十2410 ︑五兵衛の指さす方を一同は見た︒遠く海 十339

十353

十258 つた︒人々は︑われを忘れて後へとびのい
十261 る︑白い︑恐しい海を見た︒二度三度︑村
十366

十346園

山261 ︒二度三度︑村の上を︑海は進みまた退い

う︒﹂と︑あひっちを打つやうにいふ︒だ

十2510 は︑自分らの村の上を荒れくるって通る︑

十263 かたもなくなった村を︑ただあきれて見お
十373

十501圏

十498圃

妹も︑だまって箸を動かしてみる︒そろ

れよく︑朝の氣分を新たにする︒父も︑

つてみるをぢさんを思ひながら︒朝飯

たしは︑じっと梢を仰ぎ見た︑今は部隊

ほとばしって︑爪を黄いろく染めたもの

つめ

十266 みに包まれたあたりを明かるくした︒始め

部分に近く︑蜂の巣を思はせるやうなでこ

十506圃

く︒帝國米英に宣職を布告す

のいつもと違った聲を聞いた︒さうして︑

十521圃

十519圃︑立ちのぼる湯氣を見つめながら︑私は

す

十375

からおもしろい説明を聞いた︒にいさんの

十513圏福に︑私たちの顔を打つ︒明けて行く朝

十508圃

ら︑夜︑月から地球を見るとすると︑われ

十527

はち

十274 みる︒もろこしの葉を︑かさかさと秋風が
十3710

今もいふやうに︑光を調節するものがない

太陽から來る光や熱を調節するものがない

十418

さしい︑平和な氣持を與へてくれるものは

十52図

ちゅうざい

十276 風がゆする︒秋の日をまともに受けた駐在
十411

十406

十2810 豆が︑かさかさと音をたてる︒どの家も︑

十423

れわれに大きな慰めを與へるからです︒殊

はぎ

十285園 だ︒きみ︑とんぼを取るんだらう︒﹂﹁う

十278 萩のはうきでとんぼを追ひかけると︑とん

十291 どの家も︑オンドルをたきだしたと見えて

十424

＞︒﹂と︑自分で自分を働ました︒三等の時

十二月八

十293 て見える︒まだ西日を受けてみる屋根に︑

十537

十301 人は︑じっととんぼを見てみる︒市場鋸り
十302 て過ぎる︒タベの光をかすかに残した大空
がん
十303 かすかに残した大空を︑雁の群が渡ってゐ

十5310囹

︑どこまでも横車を押し通さうとした米

けるわが國の地位を認めず︑どこまでも

た日ざしが︑運動場を照らし︑窓を通して

十5310囹

﹁どんないたづらをしたの︒﹂おちいさ

うして︑いたづらをしたの︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁

十464図らず・かまの周園を︑ぐるぐとめぐり

十463図れざりき︒鶏の聲を聞きては︑はや心も

十463図 ︑かまのかたはらを離れざりき︒鶏の聲

十557図

十556

十553 やしく奉讃されるのを︑私たちは︑かしこ

十552

十549 こみあげるうれしさを押さへながら︑熱心

十544

十326囹

十467図けはなれたり︒胸ををどらせつつ︑やを

て︑その後のやうすをラジオで聞いた︒﹁

十328囹

十467図 つつ︑やをらかまを開かんとすれば︑今

十319 ︒おちいさんが︑孫を寝つかせようとして

といふ臨時の知らせを聞いて︑はっとした

十438図りの赤き實︑夕日を浴びて︑さながら珊
十451図 ︑しかも工夫に心をうばはれては︑おの
十452図おろそかならざるを得ず︒やがて︑その

面547

十544 運動場を照らし︑窓を通して教室にさし工

︑さくさくと白菜をかむ︒九

十296 て︑みんな赤い夕日を受けてみる︒一郎と

十438図梢は︑大空に墨給をゑがき︑すずなりの
さん

＋4510図
手當りしだいに物を運びて︑かまの火に

十453図 ︑弟子たちこの師を見かぎり去りて︑写
十453図り去りて︑手助けをする者一人もなし︒
十454図なし︒人はこの様を見て︑たはけとあざ
十456図日に映ゆる柿の色を求めて止まざりき︒

安な氣持があることを知って︑﹁︿略﹀︒﹂と

つかせようとして話をしてみる︒﹁︿略﹀︒﹂

十534

︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁そばを通る子どもに︑いた

十531

十3110

どもに︑いたづらをした︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十297 貞童は︑とんぼ取りをやめて蹄って來た︒

十324囹

十299 た虫かごに︑とんぼを入れた︒﹁動かない

十324園

十329 ﹂おちいさんは︑口をむにやむにやさせて

クワウ

を感じた︒﹁天佑ヲ保有シ豆油一系ノ皇

テンイウ

︑熱くなって行くのを感じた︒﹁天佑ヲ保

テンイウ

戦の大詔が︑ラジオを通して奉讃された︒

十331 別な部屋では︑息子を相手に︑父がかます

963
を一を

クワウソ

フ

十557図 シ萬世一系ノ皇詐ヲ寺上ル大日本帝國天
十559 われわれ國民は︑命をささげ奉るのである
たかくら じ

十563 の昔︑高倉下が神劒を奉り︑金のとびが御
忌564 弓の先に止ったことを思った︒天照大神が
十565 くだしたまうた神勅を思った︒神様が︑こ
十566 ︒神様が︑この野土をお生みになったこと

十566お生みになったことを考へた︒さうだ︒私
あめ

記567 は︑天皇陛下の大命を奉じて︑今こそ新し

十577当りがたいおことばを聞いて︑まるで天の
十5710 めながら︑じっと私を見つめた︒十

不沈

十5710 ﹂といって︑目に涙をためながら︑じっと

ものであるから︑布を織る仕事も︑決して
＋7410

十746 の間に立って︑佐吉を働ましたり︑慰めた

く

ながら︑激しい掃射を浴びせかける︒レパ
しんろ

十753 ︑どうしても︑織機をもつともっと進歩さ
十755る︒佐吉が︑最初目をつけたのは︑布を織
十755目をつけたのは︑布を織る時︑たて糸の間
十755織る時︑たて糸の間を縫って行くよこ糸で
十757るのであるが︑これを人の手によらず︑機
十762たが︑わっか小端校を出ただけのかれには
十765佐吉は上京して︑目をかがやかしながら︑
十767は︑その精巧な機械を見て感心するととも

くぢら

うど大きな鯨がもりを食ってあばれるやう

攻撃にかかる︒深手を負ったウェールズは

のめざしてみる織機を仕あげて︑いっかは

＋7610園
のか︒日本の將來をどうするのだ︒﹂佐

ながら︑大きく針路を攣へた︒ウェールズ

た︒さすがに︑不沈をほこるだけのねばり

に大きな水柱と火焔をあげた︒五

つた二番機が︑魚雷を放ってその右舷前方
︑機はぱっと赤い火を吐きながら︑火だる

射した︒ウェールズを襲った二番機が︑魚

れ右から左から魚雷を襲射した︒ウェール

番機が︑二型の針路をねらって︑それぞれ

る︒艦はすでに火災を起してみたが︑砲火

つしょである︒それを見るたび︑﹁おのれ︒

て︑この勇士に別れを告げた︒高角砲の目
わが爆撃機隊の掃射を避けるやうに右手で
かん

けるやうに右手で顔をおほってみる兵もあ
ちになり︑﹁萬歳︒﹂を連呼する︒この歓喜

間︑もくもくと黒煙を残しただけで︑海中
連呼する︒この歓喜を囲いっぽいにいだき

察機は︑なほも大空をめぐりながら︑旗艦
艦ウェールズの最期を見とどけた︒プリン
︑中央と艦尾から煙を吐きながら︑八ノッ
は泣いてみた︒大任を果したわれわれ搭乗
って︑われわれの手をにぎった︒押さへき
な感動が︑全員の胸を走りまはるのであっ
一度あの戦場の上空を飛んだ︒直下には︑
向けて︑大きな花束を落した︒﹁︿略﹀︒﹂と

は︑父の大工の仕事を助けて働いてみたが
あれば︑織機のことを調べ績けてるたので

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
80 80 80 80 80 79 了9 了9 79 79 78 了8 78 了8 了8 了8 了了 了了 7了 77 了7

かれは︑愛機の敗因を根氣よく調べ︑更に

を十皇︑佐吉のものを五十皇すゑつけて︑

十毫︑等質製のものを十皇︑佐吉のものを

ある︒英訳製のものを五十皇︑米國製のも

らがすぐれてみるかを験すことになったの

すといふ︑多年の夢を實現しようといふの

ゆめ

である︒翌年︑特許を得た︒豊田式人力織

操って︑りつばに布を織ってみせた人こそ

この日︑佐吉の織機を操って︑りっぱに布

くふしぎな機械に目を見張つた︒﹁︿略﹀︒﹂

集った人たちは︑布をみごとに織って行く

く動いた︒この織機を︑村の人々の前で︑

な取り除いて︑面目を一新した設計圖がで

今までの失敗の原因を︑みんな取り除いて

立ちあがった︒華甲を使ふことができなか

vと︑新しい勇氣をふるって立ちあがつ

らといふ＝呈の織機を作りあげたが︑これ

組み立てては︑それを動かしてみた︒だが

もなかった︒設計士を引いては︑組み立て

て︑いっかは︑外掛を見返してやらうと固

9766496441109553285432

十585 ちが︑しきりに作戦をねってみる︒シンが
十586 ズと︑職艦レパルスを︑どうしても撃滅し
十589 て︑軍港内の主力艦をたたきつけるか︒さ
十599 ︑こをどりして基地を飛び立つた︒のぼつ

十667 見るまに︑機は艦橋をすれすれに飛び越え

〉。

十603 ざす地鮎に來て︑雨をついて雲の下へ出て
好機である︒全力をつくせ︒﹂﹁︿略V︒﹂

十614 基地で︑出撃の訓示をする司令の目は︑ぎ
十616園

十621 機隊が出蔑し︑八時を過ぎて︑大編隊は︑

十633 たわが隊は︑この報をとらへて一路機首を
十633 をとらへて一路機首を北へ向け︑めざすク
十642 見よ︒英國が最新鋭をほこるプリンスーオ

十638囹三隻ヨリ成ル直衛ヲ配ス︒﹂機内に︑ど
十643 ーオブーウェールズを一番艦に︑レパルス
十649 の命令である︒高度をさげて行くと︑敵艦
ぬ

十6410 いっせいに防空砲火を撃ち出す︒すきまも
さくれつ

十6410 もなく炸裂する砲弾を縫って︑たちまち爆
十651 つて︑たちまち黒黒を投下した︒大型爆弾

65875421109663118410718655431108

十6510 ︑弾丸の幕が行く手をさへぎる︒炸裂する 十741囹
れだ︒ほかのことを考へないで︑みっし
十661 ︑海上一面にしぶきを立ててみる︒まこと 十742囹
で︑みっしり仕事をやってくれ︒﹂とさ
十744父は︑とうとう佐吉をよその大工の家にあ

十654 更に大きく揮幕の中をめぐって︑二度めの

十＋十十十十十十十十十十十十十＋十＋十十十十十十十十十十十
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964

＋8010べ︑更に新しい工夫をこらして行った︒そ

十811國製のものと腕比べをする日が來た︒努力
十825自動織機が勢そろひをして︑いっせいに活
十827ある︒流れ出る綿布を見てみると︑あたか
十837 のは︑日本軍がここを占領してから︑直ち
十838根に大きな赤十字旗をひるがへしてみたか
残ってみる弾のあとを︑ともかくも新聞紙
＋8310

＋8410て︑つひに旅順開城を申し出て來た︒乃木

十841部屋には︑大きな机を用意し︑眞白な布を
十842を用意し︑眞白な布を掛けた︒下見分をし
十843布を掛けた︒下見分をした乃木將軍は︑陣
十844る新聞紙に︑ふと目を注いで︑﹁︿略﹀︒﹂と
十846園で︑﹁あの新聞紙を︑白くぬっておくや

参謀は︑二名の部下をつれて︑ステッセル
＋8510

十851 ︒乃木將軍はこの旨を大本螢に打電し︑翌
十852は︑旅順開城の談判をすましたのであった
十854図田開城の申し出でをなしたるおもむき伏
くんこう
十856図国書くしたる動功をよみしたまひ︑武士
十856図團ひ︑武士の名答を保持せしむることを
十857図国持せしむることを望ませらる︒右つつ
十858に命じて︑この聖旨を傳達することにした

漱石

十987二五

そうせき

十988図園

か

つめの木に︑その馬をつないだ︒まもなく

十998送出で︑水のおもてを見渡して︑人々の心

びやうどう

ん︑﹁水の引くをば待つべきか︒いか

山門をぎいととざすや秋の

てあった︒静かに手をさしのべると︑ステ

十999図渡して︑人々の心を見んとや思ひけん︑

たかれて書の蚊を吐く木魚かな

セル將軍は︑その手を堅くにぎった︒思へ

十㎜1昼前

た︒思へば︑しのぎをけつつて戦ひぬいた

十一箇月の間服順を守りましたが︑つひ

十皿4図 れば︑佐々木︑刀を抜いて馬の足にかか

りけれど︑内々先を孚ひけん︑梶原は︑

十皿5図 かりたる大綱どもを︑ふつふっと打ち切

十棚5図

十棚1図 ひしひしとくつわを並ぶ︒ここに平等院

は︑決して持ち場を離れないえらさに︑

十鵬4図 に︑畠山︑馬の額を射られ︑馬はねあが

兵隊が自分の任務を果すまでは︑決して

がすむと︑一同は机を取り園んで着席した

ので︑あんなものを引っぱり出したので

十二6図 ともせず︑水の底をくぐりて︑向かふの

將も︑あれで戦死をしたのです︒﹂

日もロシヤ皇帝の旨を奉じて︑部下の論士

十佃10図心

︑すばらしい進歩を示しました︒たぶん

十

十餌5重立ちあがり︑太刀を抜いて額に曾て︑大

十餌4図 といふまま︑大串をつかんで岸の上へ投

水が速うて︑馬をば川中より押し流さ

奉じて︑部下の將士を集めて︑激働してゐ

ッセル將軍は︑口調を改めて︑﹁︿略﹀︒﹂と

十塒7図︑黄金作りの太刀をはき︑連打あし毛の

9図敵もみかたもこれを聞きて︑一度にどつ
﹂とていねいに悔みをのべた︒﹁︿略﹀︒﹂と

で︑それぞれ職死をしました︒宮町のた

あふぎ
︑﹁︿略﹀︒﹂と︑扇をあげてさし招く︒招

せ候へ︒敵に後を見せたまふな︒返さ

上価7図者一騎︑沖なる船をめがけて︑海へさつ
心心1図

十重10図國

は︑最愛のお子様を二人とも失はれて︑

正順に四頭の馬を飼ってゐます︒今日

十鵬5図

十鵬5図取って押さへて首を取らんと︑かぶとを

︑

は︑次のやうなことを申し出た︒﹁︿略﹀︒﹂

︒﹁閣下の御厚意を感謝いたします︒た

箇所に集めて墓標を立て︑わかることな

した︒閣下から馬をいただけば︑いつま

閣下は︑私から物をお受けになるのが︑

十佃10図圖

十糊8図園

壁榴5図

十柵3図

谷︑はらはらと涙を流して︑﹁︿略﹀︒﹂と

︿略﹀︒﹂とて︑後をかへりみければ︑土

十衙7図圖名のらずとも首を取って人に問へ︒見

取らんと︑かぶとをあふのけて見れば︑
上︑正式の手績きをしてからいただきま

とまで︑深いお情をいただきまして︑お

十977をさせたり︑かけ足をさせたりして見せた

十977にまたがり︑はや足をさせたり︑かけ足を

十善4図

二期4図 んとて︑ひたたれを解きて見れば︑錦の

十㎜3図 を打ちにけり︒首を包まんとて︑ひたた

十柵3図 ねば︑泣く泣く首を打ちにけり︒首を五

も︒とくとく首を取れ︒﹂とそいひけ

のちのとぶらひをも仕らん︒﹂と申せ
へ出て︑記念の罵眞を取った︒別れようと

十979 ︑爾心象は︑堅く手をにぎって︑なごりを

十梱10図

たれば︑見る人涙を流しけり︒のちに聞

十糊9図嚢﹀︒﹂とて︑これを取って大戸義纒の見

の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒﹁︿

十979をにぎって︑なごりを惜しみながら別れを

＋8610やうやしく畢手の禮をした︒乃木將軍が︑

島々に灯をともしけり春の海

元日

十984暴富

ぐわいたう

＋9710を惜しみながら別れを告げた︒十三
ひ

十875や︑鶏や︑白菜などを送りとどけた︒長い
くロり
十879し毛の馬に︑黒い鞍を置いて乗ってみた︒

十862と︑帽子と︑手袋とを持って來させ︑身支
十862 って來させ︑身支度を整へてから不動の姿
十862 へてから不動の姿勢を取った︒津野田参謀
ご さ たしょ
十863田参謀が︑御沙汰書を由みあげると︑副官
十863ると︑副官は︑これをロシヤ語に課して傳
たいないおことばをいただき︑この上も
十867囹
︑陛下に厚く御禮を申しあげてください
十868園

584105312173178542932859872
吾々園園園園囹 梅園
囹． 園下冷囹 園

＋8710の後に︑水色の外套を着た將校が四騎績い

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

しげどう

登守教纒は︑今日を最期とや思ひけん︑
を
つたるかぶとの緒をしめ︑いか物作りの

籐の弓持って︑敵を散々に射れば︑源氏

どう

おほなぎなた

のものども多く手を負ひ︑射殺さる︒矢

︑大太刀︑大長刀を左右に持って︑散々

新中納言知盛これを見て︑教纒のもとに

し ん ぢ ゅ う な ご んとももり

る︒されども義纒を見知らざれぱ︑甲か

ます︒私たちが漢字を讃む時には︑このや
﹁工場を見せていただきたい

じた︑正しい踏み方をするやうにしなけれ

かうやく

藏の中である︒障子をもれて來る窓際の明

な膏藥のやうなものを︑細い竹べらでつめ
うるし

つめてみる︒﹁何をつめてみるのですか

粉と︑おがくつとを︑漆でねり合はせた

︑すき間や︑きずをなくすために︑かう

左手で︑盆をくるくまはしなが

のすき間へ︑こくそをつめて行く︒次の部

へはいると︑こくそをつめた白木の盆が︑

みる︒その手は︑盆を一枚一枚︑はけでさ

十榴2園

十擢10

でも起きて︑心棒を手でまはさなければ

わくへ︑塗った物をはさみます︒わくは

り物の並んでみるのを見ましたが︑みなさ

ったのだといふことを︑よく考へてくださ

な塗り物があるか氣をつけてごらんなさい

ライ半島のコタバルをめざして進んで行つ

わが船團の近づくのを感知した︒上陸開始

りだったので︑海岸を防備する敵軍は︑い

浴びせて來る︒爆揮をかかへた敵の飛行機

ら︑雨のやうな猛射を浴びせて來る︒爆揮

かった︒轟然︑天地をゆするやうな音響と

ぐわうぜん

隻が︑敵揮のため火を漉したのであった︒

翼がぱっと紅の火焔を吐いて︑まつさかさ

に︑悪魔のやうな翼をひるがへして︑掃射
く
艇からも︑兵士が歯を食ひしばって鷹溢す

あくま

あった︒兵士は︑銃を持つたまま︑みんな

は︑ますます烈しさを加へて來た︒泳いで

が︑銃をはなせと聲をかぎりに叫び績ける

た︒そのくぼみに頭をかくし︑肩をかくし

然︑網を切るはさみを持ってるる兵士が一

せまった︒突然︑網を切るはさみを持って

動いて行く︒砂の上を︑ひとりでにすべつ

ら︑鐵かぶとが銃劒を引きずって動いて行

ぎらぐと太陽の光を反射させながら︑鐵

もぐらのやうに全身を砂に埋めて︑十三ン

みに頭をかくし︑肩をかくし︑全身を埋め
︑肩をかくし︑全身を埋めた︒砂の上には

をそろへて海岸の砂をほった︒そのくぼみ

い︒かれらは︑撃手をそろへて海岸の砂を

ひあがった兵士の身を︑かくす物は何一つ

た鐵富岳が︑行く手をさへぎつてみる︒そ

兵士で︑だれ一人銃をはなした者はなかっ

は︑船員たちが︑銃をはなせと聲をかぎり

から鼻から︑白い水を吐き出す︒輸送船か

くわえん

1四

教経のもとに使者を立て︑﹁︿略﹀︒﹂とい

かぶとのよき武者を︑義纒かと目をかけ

るめない︒急な階段をのぼって二階へ行く
も︑だまって塗り物を塗ってみる人たちが
くじゃくの羽で穂先を作った細い筆で︑漆

盆の内側へ︑黒い漆を塗って行く︒さうし
︑漆にまじったごみを取ってみる︒﹁︿略﹀

︑このやうに内側を塗って︑それを乾か

むろ

せん︒この室の中をごらんなさい︒﹂と

﹂のやうに︑﹁生﹂を﹁うまれる﹂﹁はえ

十榴5園

てしまったら水分を受けつけません︒乾

が乾く時には水分を吸牧しますが︑乾い

︒﹁漆はよく天子を知ってみて︑雨か晴
十悩2園

十悩1囹

かけて最後の仕あげをする仕方は︑中塗り
できあがった品物を見ていただきたいと

128

129

﹀︒﹂とて︑敵の船を飛んでまはる︒され

者を︑義纒かと目をかけてかけまはる︒

ばかり着て︑大手をひろげて船の屋形に

れば︑義経︑長刀をわきにかいはさみ︑

かかる︒教纒これを見て︑まつ眞先に進

安藝の太郎が家來を︑どうとけて海へ落

かかる安藝の太郎を︑左のわきにさしは

側を塗って︑それを乾かしてから外側を

このやうに中塗りをします︒盆のやうに

高槻2園

十梱10囹

十慨2園

ざっし

には綴り方や︑手紙を書きます︒かうして

本や︑新聞や︑雑誌を泥んでゐます︒時に

はさみ︑弟の次郎を︑右のわきに取って

本甲の嚢音で︑これを漢字の音といひます

十字8園

十槻3園

乾かしてから外側を塗るのです︒なかな

らのことばで︑それを漢字に當てて讃んだ

つたわが國のことばを︑漢字の﹁生﹂に當

十旧8

ひながら︑主人は戸を開いた︒上下二段に

があります︒音と訓を持つた漢字を︑二字

面隠10囹

があって︑時計が時を刻むのと同じやうに

念日﹂のやうに︑上を音︑下を訓で呑んだ

音と訓を持つた漢字を︑二字以上組み合は

やうに︑上を音︑下を訓で亡んだり︑﹁手

雨請9

道順﹂のやうに︑上を訓︑下を音で込んだ

十悩10

ができた上へ︑上漆をかけて最後の仕あげ
やうに︑上を訓︑下を音で讃んだりする場

十価3囹
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囹

てるるのです︒漢字を音で讃むか訓で讃む
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↑⑳
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120
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1⑳

121

いか物作りの太刀をはき︑重籐の弓持つ
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だ︒﹁地雷だ︑氣をつけろ︒﹂部隊長の

十麗5 に︑砂煙が︑あたりをおほひ包んだ︒﹁︿略
記麗6囹

十槻9 した兵士たちの全身をなぐりつけた︒﹁そ

十柵4
の人が起しに來た聲を聞いて︑早く白衣に

十m8 て︑衣紋掛から白衣を取りはっすと︑また
十川7 立ちあがって︑白衣を着てゐました︒内地
十側8 すれば︑完全な治療をする病院が︑この勇
十川9 この勇士の患者たちを待ってるる︒それま

十鵬1 りつけた︒﹁その場を動くな︒﹂部隊長の
十握3 だ︒兵士は︑はさみを手に手に持って︑次
＋簡−〇

とでもして看護の手を蓋くし︑無事に送り
︒押し寄せて蘇る波を見ながら︑宗治は︑

十七5 網の向かふ側に︑砂を盛りあげながら︑も

十榴9 た︒﹁ダーン︒﹂と音をたてて︑敵の砲弾が

十悩1 あっ︒﹂とときの聲をあげ︑砂をけ立てて

す

十島1 ときの聲をあげ︑砂をけ立てて︑いっせい
い

はうき

わぼく

わほく

山主3 まはりました︒毛布を脱いでみる人に︑そ

＋幽−o囹 命をささげて國境を守る決心でございま

十幽5 竪子は︑七城の城主を集めて︑沢略﹀︒﹂と
十幽6園 秀吉にくみして身を立てようと思ふ者が
十網9園 ︒私どもは︑一命をささげて國境を守る

二巴6 ︑さうした人々の目をさますまいと︑氣を
十階8 行くと︑ぱっちり目をあける人があって︑

十燭7 をさますまいと︑氣をつけて静かに歩いて
公価10 ので︑冷藏庫から氷を持って來て︑みかん
十鵬3 けません︒患者が目をさましさうなので︑
かんばん

うるし

十搦4 うなので︑私は︑箱をかかへて甲板へ出ま
十柵6 いて︑船は︑黒い漆を流したやうな海原を
十柵6 を流したやうな海原をけって進んでゐます
十窟4 りさうになるからだを︑はめ板や︑手すり
十衙9 絶えず思ひ響けて胸をなでおろしてみない

長が三萬五千の大軍を引きつれて︑攻めて

て︑城中のあと始末を一々書き記した︒五

ひ直した︒静かに筆を取って︑城申のあと

み

けはなれてみた︒身を清め︑姿を正した宗

みた︒身を清め︑姿を正した宗治は︑巳の
み
した宗治は︑巳の刻を期して︑城をあとに

巳の刻を期して︑城をあとに︑秀吉の本陣

十槻6

︑ 検使は︑酒さかなを宗治に供へた︒﹁︿略

くせまひ

むうに誓願寺の曲舞を歌って︑ 舞ひ始めた

︑ 心おきなく酒もりをした︒やがて宗治は

せいぐわんじ

十柵2

十塒7

して︑ みごとに切腹をした︒五人の者も︑

十二7 こして と在世の歌を残して︑みごとに切

こけ

十型9

十倣2園 た︒﹁︿略﹀︒﹂﹁時をたがへずおいでにな
あいさつ
十撹3 ことばずくなに挨拶を取りかはした︒﹁︿略

ふなばた
たへた水の上に︑舷を並べた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

の本陣へ向かって舟をこぎ出した︒五人の

み

150

150

150

150

151

151

151

151

151

151

て︑涙ながらに介錯をしてやった︒その夜
︒その夜︑宗治は髪を結ひ直した︒静かに

十価5 けてあげる︒いびきをたててみる人︑歯ぎ

十旧5図書 が終ると︑浮世をば今こそわたれもの

5
囹

なが

147

8

二塁3 つてから︑病室の中をまはりました︒毛布

高価5 てるる人︑歯ぎしりをしてみる人︑さうし

十二5図圃 れもののふの名を高松の苔にのこして
の軍に降り︑時機を待て︒﹂といふこと

十衛1 喜んで︑それぞれ刀を與へた︒宗治は︑﹁︿
十爾2園 かなはぬ時は︑城を枕に討死せよといふ
びつちゆう びんご
十衛5 備中・備後の二箇國を與へるから︑みかた
十衛9 よいよ怒って︑軍勢をさし向けたのである
十備2 ︑高松城水攻めの計を申し出た者があった
十備3 秀吉はさっそくこれを用ひみつから堤防工
十備4 から堤防工事の指圖をした︒夜を日に縫い
十描4 事の指圖をした︒夜を日に憎いでの仕事に
もり
ながら
十描7 守川は︑長良川の水を集めてあふれるばか
十幡7 かりであった︒それを一言に流し込んだの
十帽1 ︑高松城の危いことを知り︑二子の援軍を
十帽1 を知り︑二萬の援軍を送ってよこした︒雨

かいしゃく

には︑決して犬死をさせないそ︒﹂とい

つた︒﹁︿略﹀︒﹂腹巻を取ると︑治嘉の腹は

私は︑お先に切腹をいたしました︒決し

うぞりつぽに最期をおかざりください︒

すが︑ぜひおいでを︒﹂といって來た︒

い︒明日︑私の首を進ぜよう︒﹂と宗治

いった︒宗治はこれを聞いて︑﹁︿略﹀︒﹂と

因幡・伯書の五箇國をゆづらうと申し出た

いなば

き︑秀吉方にその意を傳へた︒和睦の條件

た︒安國寺の僧恵環を招き︑秀吉方にその

ゑけい

はこれを聞き︑和睦をして宗治らを救はう
わぼく
︑
和睦をして宗治らを救はうと思った︒安

あった︒霧笛はこれを聞き︑和睦をして宗

10544339887653282921101099
囹 園園圓園
十帽2 た︒爾軍は︑足守川をさしはさんで這出し

たかかげ

考へた︒自分と生死を共にするといってみ

つてみる五千の生命をも考へた︒自分と生

るに違ひない︒主家を守るべき七城のうち

軍は︑直ちに毛利方を攻めるに違ひない︒

治は︑主家毛利輝元を案じた︒この城が落

てるもと

十備1
十備2
十備3
十備4
十柵7
十柵8

十型6 たちは︑鐵條網の下をほって︑もぐって︑

高恩2 だ︒第一線の鐵條網を破ってからは︑とげ

十M4 きに︑羽柴秀吉と軍を交へるにあたり︑輝

十鵬8 いっしよに堅く銃身をにぎりしめた︒﹁ダ

十四9 ︒だまって椅子に腰をおろしてみると︑機

147
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14了

14了
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148

148

149

149

150

150

150

150

十柵10 たが︑患者はもう口をきく力もありません

十価2 が悪いので︑水で顔を洗ってから︑病室の

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

試製7 ました︒私は︑注射をして脈に注意してゐ

十柵10 ひました︒何萬の敵をものともせず︑戦ひ

十柵7 れました︒漏身の力をこめて︑出したこと

十 十

147
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十五8 の者も︑皆そのあとを追った︒検使は︑宗
十旧9 ︒検使は︑宗治の首を持ち立つた︒秀吉は
十旧9 つた︒秀吉は︑それを上座にすゑて︑﹁︿略

十川4 ︑うらめしさうに天を仰いだ︒もう︑何度
十矧5 ︒もう︑何度雨ごひをしたか知れない︒け
十蹴1 ︑口々にそんなことをいった︒畠の土が︑

十㎜4 ひびがはいった︒花をつけようとした変が
︑張は︑倉から変粉を出して來た︒﹁︿略﹀

十鯉9 の二人の息子のことを思ひ︑倉には︑ほと
十㎜10

十脳4

︿略﹀︒﹂張は︑遠くを流れてみる川の音に

十㎜11園 になっても︑ここを離れることはできな
十川4 てるる川の音に︑耳をすました︒一たび︑
十川9 ︿略﹀︒﹂張は︑夜具をかつぎ︑手に変粉と

十島9 つぎ︑手に愛粉と塩をさげ︑妻は︑なべや

﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁何をいってみる︒水さへ

紙や︑油や︑マッチを持つた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十脳10 わんや︑布ぎれなどを持つた︒二人の子ど
十鋤2囹

十川11

水を逃げて行く農夫の群

十晒7 く實のりかけた島蔭を見渡しながら︑﹁︿略

十三3

十獅9 もたちと約束した物を︑ふと思ひ出した︒

十踊11 あった︒こんなことを底ひながら︑地平線
十鋤11 思ひながら︑地平線を見た︒すると︑には
十㎜5 持つたり︑たいまつを持つたりしたまま︑

十㎜5 農夫たちは︑はうきを持つたり︑たいまつ
十㎜6 ︑うはのそらで︑天を見てみるばかりであ
＞︒﹂長い委の一うねを刈りあげるたびに︑

十㎜12 ︑張の家では︑変刈をやってみた︒いくら
十川5
なし

べに

十川6 ︑こんなひとりごとをいった︒子どもたち
十㎜12 の上に︑梨やぶだうを供へた︒紅をつけた
べに
十㎜1 ぶだうを供へた︒紅をつけたお菓子もかざ

この長い長い交通路を︑りっぱに整へ︑安

といふのは︑交通路を愛し︑これを守る村

交通路を愛し︑これを守る村のことで︑道
そしき

十キロ以内のところを︑これに當ててるる

しき

青年は︑愛路青年隊を組織し︑女子は婦女

織し︑女子は婦女隊を組織し︑少年たちは

かし

たちは︑愛路少年隊を組織してみるのであ
かし
顔に︑國防色の制服を着て︑樫の棒をかつ

制服を着て︑樫の棒をかつぎながら堂々と

は︑それぞれの任務を帯びて︑受持の場所

する︒かうした訓練を受けたのち︑少年た

道のこはれてみるのを見つけた︒急いで本

持ち合はせてるた布を振って︑やっと列車
振って︑やっと列車を少年の寸前で止めた
自動車道路の見張りを受け持ってるたが︑

になって來た︒がけを曲らうとした時︑烈
が吹いて來て︑父親を深い谷あひに落して
がこはされてみるのを細見し︑地だんだふ
雅名來たか︑それらを調べ始めた︒悪者と
の良民と違った着物を着てみるわけでもな
わけでもない︒これをさがし出すのは︑非
かりもないこの調査を︑打ち切らうといひ
すると︑三人もあとを追ひかけた︒追ひつ

方︑かれは村の墓地を通ってみた︒すると
いきなり手投げ爆弾を投げつけた︒爆弾は
はれ
︒爆弾は︑大きな音をたてて
破つ
裂し︑その
たった︒少年は︑氣を失った︒悪者たちは
になって︑始めて目をさました︒楊少年は

そのままどこかへ姿をかくしてしまった︒

何かいはうとして口を動かしてみる︒耳を
どべい

この家も︑高い土塀を立てめぐらしてみる
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216
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を動かしてみる︒耳を寄せて聞くと︑﹁︿略

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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十㎜3 二人の子どもは︑笛を合はせて吹いてみる
十㎜3 支那・南支那のものを合はせたら︑實にお

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
214

967
を一を

むうして︑日だまりを樂しみ︑夏は夏で︑

を使ったり︑せりふをいったり︑はやしを

い︒猿まはしは︑猿を使ったり︑せりふを

んでもない別のことを演じたりする︒それ

いった支那の昔物語をやるつもりなのだが

やうに聞える︒これを聞きつけて︑子ども
げい
ごくし
︑猿がさまざ
まな藝をするさ
︒ん三
國志とか︑

がしくて︑大きな音をたてるのは︑猿まは
︑手のひらで︑どらを急に押さへるので︑

と︑かはいらしい音をたてる︒どらにも大

き︑その爾側に分銅をつるしておく︒謳い

ふんどう

の上に︑小さなどらをぶらさげておき︑そ

うな道具を入れた荷をかついでみる︒前の

も︑いろくな道具を入れた荷をかついで

つて來て︑糸屋さんを取り巻く︒黄色や︑

な︑はずむやうな音をたてる︒すると︑ど

な︑ブリキのつづみを鳴らしてやって來る

の子どもが︑もう頭をつるつるにそられて
︒糸屋が盗る︒荷車を引きながら︑ゆつく

ビューン︒﹂とあとを引くやうな響きがす

みて︑時々︑毛抜きを鐵棒で勢よくしごく

持ち︑片手には鐵棒をにぎってみて︑時々

毛抜きのやうなものを持ち︑片手には鐵棒

や︑洗面器や︑道具を入れた︑これも朱塗
︑これも朱塗りの箱を︑てんびん棒でかつ

せんめん

ろいうな物音に︑耳を傾けたりしてみるの

で團子のやうなものをこしらへたり︑遠く

尻もちをついて︑穴をほったり︑土で團子

しり

り︑地べたに尻もちをついて︑穴をほった

しり

けではない︒その邊を走ったり︑地べたに

おもちゃや給本などを持って︑遊ぶわけで

とした土塀の日かげを選んで︑風の通り道

8764421124321110987654332110988875白

十⁝⁝⁝12

ぶたい
などに︑影給の舞塁をこしらへて︑そこで

十畑8 をいったり︑はやしを入れたりしなければ

十㎜2 動くのは︑子ども心を引きつけて止まない

十㎜12 らへて︑そこで人形をあやつる︒ほのぼの
十㎜6 つたりする︒鳴り物を使はないで︑呼び聲

︿略﹀︒﹂こんなことをいって通る︒アイス

﹁さあさあ︑金魚をお買ひなさい︒高き

十珊9 たころ︑遠いところを通るその聲を聞くの
ゆめ
十㎜9 ところを通るその聲を聞くのは︑夢の中の
十㎜1

十㎜12園

すみさう
らない︒大きな水槽をのせた一輪車が︑﹁︿

十二8 に親しいものは︑水を運ぶ一輪車の音であ
けん
十加9 では︑一軒一軒︑水を運んで行かなければ
十㎜10

十加11 がら︑かん高い響きをたてる︒だから︑車
りやうみ
十加12 には︑この音が涼味をさそひ︑冬の日は︑
十別1 さむざむとした氣持を起させる︒夜の弓手
十別2 なので︑それこそ鼻をつままれてもわから
十劉12 から︑この門柱の聯を眺めてみる︒ただ美
十盟6 な紙にめでたい文字を書いた春聯が張りつ

﹂と冬のなごりを吐く︒暗黒色の流れ
は︑やさしい手をひろげ︑わが子のや
永久二

ながひさ

子のやうに満洲をだきかかへて︑春の

かへて︑春の歌を歌ふ︒二

軍幼年學校の制服をお召しになった北白

ち量りになった杖を︑母宮殿下におあげ

げになった︒それをお受け取りになった

下は︑﹁この杖をかうして持ってるる

ると︑永久に手を引かれてみるやうで

られ︑やさしく王を御覧になって︑につ

陸軍士官無封豫科を御卒業になった王は

て︑今日も武藏野を縦横にかけめぐりな

ぐりながら︑演習をなさってみた︒今ま

するしやう

て︑水晶のすだれを掛けたやうに降りし
うに降りしきる雨を︑いかにも工面よさ
もうきやう
ごあいさつ

た︒﹁︿略﹀︒﹂大命を拝されて︑王は弓手

母宮殿下に御挨拶を申していらっしゃる
注目になり︑敬禮をあそばされた︒母宮
なり︑心もち御頭をおさげになって︑御

て︑劇職の御指導をなさったのである︒

ひさ

もしやう

れてるた︒その中を︑王の御なきがらを
︑王の御なきがらを奉安する御ひつぎの

久王殿下が︑喪章をつけない日の丸の小

がいせん

ない日の丸の小旗をお持ちになって︑父

て︑父宮の御凱旋をお迎へあそばされて

︑心の中で萬歳を唱へてお迎へするの

﹁名讐の御凱旋をなさるのですから︑

りになって御挨拶をなさったのも︑曲玉

時︑最後の御封面をなさったのも︑この

て一片の白雲峯を埋め︑谷深くして萬

お迎へのおことばを︑親しくおかはしに

て萬丈の青無道をさへぎる︒つづら折

づら折りなる道をあがること十八町︑

こと十八町︑岩を切って堀とし︑石を
へい
って堀とし︑石をたたんで塀とせり︒

れども城中鳴りを静めて︑人ありとも

取りつき岩の上を傳ひて︑一の木戸口

休めて︑城の中をきっと見あぐれば︑

城の一の木戸を堅めたり︒前陣に進

一天の君に命をささげまみらせて︑

し︒寄せ手これを見て︑進まんとする

ども︑弓のつるをくひしめし︑矢束ね

人︑かぶとの星をかがやかし︑甲の袖
うんか
やかし︑甲の袖を連ねて︑雲霞のごと

錦の御運に日月を金銀にて打って着け
1了

こらう

りけり︒ここを遊ばし候へ︒御矢一

弟の彌五郎これを敵に見せじと︑矢面

や

三束三伏せの矢をつがへ︑滞月のごと
︑はるかなる谷をへだてて二町鯨りの
わきばら
荒尾の九郎が甲を通して︑右の脇腹ま

つたる矢じりを少々用意仕りて候︒

18

足さうに王のお顔を御覧になり︑心もち
になって︑御混禮をあそばされた︒四
ばしかり寝のゆめをお結びになってみた
つかくの御熟睡をおさまたげいたしま

ごじゆくすみ

さわがしさで︑目をおさましになった︒

一服の藥をお取り出しになった

なった︒﹁これを飲ませておやり︒﹂

やって︑

おつきの者にそれをお渡しになった︒翌
なる時︑軍機を迎ふるの光榮に浴す

情に︑心からお禮を申しあげるためであ
さし出すこの電報を御＝讃ののち︑今飛
ていさつ

はるかかなたの空を︑もう一度ふり返つ

18

倉皇9 ら響いて來て︑胡同をにぎははせる︒鳩笛

110964211021095543981109984221938769
王はさ圏融園や園、ばにな事象母たうてぐて陸、園囹げ輝悶調
王は︑彼我の戦況を御偵察になって︑作

18

十惣8 なかざりに正月氣分を味はふ︒春になると
十惣10 といふのは︑鳩に笛を結びつけて飛ばすの
十二10 である︒飛ぶと︑風を受けてその笛が鳴る

十重5 子どもたちは︑それをつかまうとして追ひ
ぶた
十㎜7 て追ひかける︒大通を︑豚がぞろぞろと歩
弓圏12 胡同は︑子どもたちを育ててくれる母のふ

つ大きなあくびをしてから︑春のいぶ

みやはく

砕ける︑地響きをたてながら︒半年も
み︑ウスリー江をのみ︑はるかオホー

な脈搏︒松花江をのみ︑ウスリー江を

14

14

15

15

15

15

15

16

16

16

16

16

1了

1了

1了

17

1了

1了

1了

18
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19

19

︑ 遠い爾岸の間をぎっしりと張りつめ

555444
761653
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圏図図図二言翌翌図図図図図図図図図図図図図お時，囹園てな久寒・れて
20

ら︑春のいぶきをいっぱいに吸ひ込ん

圏圃圏〔i圓圃圃

十脳2 たり︑人情の温かさを吸って︑おほらかに

十十十十十十

を一を
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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土十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一203図二筋受けて︑甲をためし候はん︒﹂と︑
十一205図

けり︒足助これを聞きて︑﹁︿略﹀︒﹂と

十一204図 ︿略﹀︒﹂と︑胸をたたいて立ちたりけ
が崎の遠干がたを︑眞一文字にかけ通

名・桃井の面面を始めとして︑越後・

なし︒義貞これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下

に連なり︑横矢を射んとかまへたる敷

十一328図圃

十一322 うして︑また長上を敬ふ家族制度の美風

十一321 敬語を用ひることをならはしとしてみる

十一321 には︑最上の敬語を用ひることをならは

ゑちこ

にあっては︑禮儀を重んじ︑ことばつか

もものみ

じ︑ことばつかひをていねいにすること

でした︒兄が史記を望んでみるのを︑そ

せば柳さくらをこきまぜて都ぞ春の

ら︑ことばつかひをていねいにするため

に潤して尊敬の意を表すために︑特別な

とも敬語の使ひ方をよく心得ておかなけ

に︑特別なことばを︑われわれは常に用

くであらう︒相手を﹁あなた﹂といふの

それである︒相手を尊敬するためには︑

や目上の人の動作を述べるのに︑﹁いら

いる︒自分のことを﹁わたくし﹂といふ

には︑自分のことを謙遜していふのがわ
目下のもののことを︑私は︑まだめしあ
︑﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬語にするの
︑﹁御﹂や﹁お﹂をつけて敬ふのは︑い

であるから︑それを相手とする時︑おと

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一205警官甲の下に腹巻を重ねて着たればこそ
十一206図譜 こそ︑前の矢を見ながら︑ここを射
十一206図圓ながら︑ここを射よと胸をたたくら
十一206図書 こを射よと胸をたたくらん︒もし甲
十一207図圏 ︒もし甲の上を射ば︑矢じり砕け折
十一208図國かぶとの眞向を射たらんに︑などか
眉間の空中をぐざと射込みたりけ

みけん

る︒思ふねらひを違へず︑彌五郎がか

て︑

力の僧︑ 衣の袖を結んで引き違へ︑百

ぎ

には︑自分のことを謙遜していふのと同
えさんは︑お仕事をしておいでです︒と
ます︒姉は︑仕事をしてゐます︒といふ

うていねいにものをいふのが︑わが空語
あるひは︑﹁汁﹂を﹁おみおつけ﹂など
︒﹁行く﹂﹁來る﹂を﹁いらっしゃる﹂と

するが︑それが度を越すと︑かへってば

ぶつだん

詰軍にして︑それを今日のことばで表し
︑いかによく人間を生き生きと︑美しく

ある︒﹁雀の子を︑あの沸きが逃した

て見せたり︑人形を求めてやったりした

ために︑源氏は給をかいて見せたり︑人

る︒この不幸な子を慰めるために︑源氏

おばあさんのことを思ひ出しては泣くこ

紫の君のめんだうを見てやった︒紫の君
︒紫の君も︑源氏をほんたうのにいさん

つと聞きながら目を伏せてみたが︑とう

の時おとうさんをおなくしでしたが︑

﹁櫛を使ふことをおきらひだが︑それ

でながら︑﹁櫛を使ふことをおきらひ

んは︑子どもの髪をなでながら︑﹁︿略﹀

ですか︒生き物をいじめるといふこと

﹂かういって︑雀をさがしに立って向か

ら︑ついゆだんをして逃したのでせう

上に山吹色の着物を重ねて︑かけ出して

へて︑静かにお纏を讃んでみる︒顔はふ

あま

尼さんが佛壇に花を供へて︑静かにお纒

︑源氏物語の一節を簡軍にして︑それを

こそ︑當時の國語を自由自在に使って︑
︑その時代の生活をこまやかに窺し出す

ので︑男は︑漢文を書くのが普通であっ

て有名な源氏物語を書き始めました︒そ

から紫式部は︑筆をとって有名な源氏物

記を讃んでみるのを︑そばでじっと聞い

101098666288626389325437659822
園園園 囹 三園一 ．一＿．．．．
一＿
3了

死にけり︒ これを軍の初めとして︑大

なだれを打って人馬落ち的な

かしがたき大石を︑ かるがると脇にさ

ゑられ︑

ただ四方を嵩みて︑遠攻めにご

といへども︑ 城を攻めんといふ者なく

なく︑

行く月に敵の方を見渡せば︑ 北は山高
さかも

萬のつはもの陣を並べて控へたり︒南

ほどに大船どもを並べて︑横矢を射ん

打際まで逆茂木を仕掛け︑沖四五町が

れば︑この堅陣を打ち破って攻め寄せ

を並べて︑横矢を射んとかまへたり︒

りおり︑かぶとを脱いで海上をはるば

とを脱いで海上をはるばると伏し拝み

も﹁御﹂や﹁お﹂をつけさへすれば敬語
と思ったり︑敬語を使ひさへすれば三儀
︑尊敬や謙遜の心をこまやかに表すこと

わが國民は︑皇室を中心とし︑至誠の心

國の言語にその例を見ないところである

心とし︑至誠の心を表すためには︑最上
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十一236図圓 今臣たるの道を暫くさんため︑武具

24

43

十一236露玉 んため︑武具を取って敵陣にのぞむ

24

43

十一237語言 ひとへに権化をたすけ奉って︑民生

24

43

十一237圏 奉って︑民生を安んぜんとするにあ

24

43

十一238図圓 くは︑臣が心をあはれみたまへ︒﹂
十一2310図 と︑しばし祈念をこらしつつ︑みつか
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図図図図図図図図図図図図図図図図
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3董
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十十十十十十十十十十十十十十十十
十一241図 黄金作りの太刀を抜きて︑海中へ投げ
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図図図図
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

しい︒﹁豆まきをするつて︑このお人

十一447 ︒紫の君は︑それを部屋いっぱいにひろ
十︻449園

十﹁449囹 このお人形さんを寒きがこはしました
十一456 君は︑人形の一つをおばあさんと呼んで
十一457 ら︑きれいな着物を着せてあげた︒﹁︿略
形にも美しい着物を着せた︒﹁︿略﹀︒﹂﹁

とが︑つい私の耳をす通りします︒教室

火のやうになるのを︑私は感じました︒

急ぎ足で學校の門を出ました︒蹄ってみ

した︒きれいに髪を結って︑晴れ着を着

ねえさんのお支度をしてみるところでし

を結って︑晴れ着を着せられたねえさん

をぢさんなどと話をしてゐます︒何だか

めようとして雑誌を開きましたが︑字も

もどりました︒心を無理にしづめようと

︒﹁生まれた家を出て行くのです︒ど

んやおかあさんを︑だいじにしてあげ

みぶんわがままをいってすみませんで

時々おどけたことをいって︑みんなを笑

をいって︑みんなを笑はせました︒八

三笠は︑戦闘旗をかかぐるとともに︑

をして︑敵艦隊を沖島附近にいざなひ

十﹇598図圓

十一595図圓

十一587図

凄まれて強陣を破るにも︑城を攻め

大小の合職敷を知らず︑中にもせつ

おきのしま

信號旗を以て令を各艦にくだせり︒い

十︻598図圓破るにも︑城を攻めて敵を滅すにも

を負ひ︑かぶとを郎等に持たせて歩み

六隻の主職艦隊を率みて︑上村艦隊と

十一599図無

十﹁599図無城を攻めて敵を滅すにも︑利を得る

戦し︑激しく敵を砲撃せしかば︑敵の

は急にその前路をさ．へぎり︑距離六千

べからず︑矢を恐れん者は火を逃る

十一602図心逃れん者は矢を翻るべからず︑矢を

十一602図圓候はんに︑火を逃れん者は矢を免る

十一601図心せ︑三方に火をかけ︑一方にて支へ

みかさ

隊は︑敵の後尾をつく︒敵の先頭部隊

れ︑早くも戦列を古るるものあり︒風

恐れん者は火を逃るべからず︒ただ

矢にて︑眞中を射通し候はん︒まし

十一603図心

なり︒源平敷を書くして勝負を決せ

十一608口a凶國ざる前に勝負を決すること︑何のう

十一604図国

蓋くして勝負を決せんこと︑決して

十一603図圏

れり︒敵は︑算を心して逃れ去らんと

十一612事忌

を起し︑黒煙海をおほふ︒午後二時四

無憂多大の損害をかうむり︑績いてわ

十一612図囹

は武略の奥義を極めたるものなれば

て︑敵の爾旗艦を始め︑その他の諸艦

て︑風上に火をかけたらんには︑戦

十一626図圓すみやかに陣を開いて退散すべし︒

十一616騎射

に向かひて弓を引くことあるべから

十一6210図圓 墨取朝︑一陣を承って堅めたり︒﹂

雷艇隊は︑砲火をくぐって敵艦にせま

からず︒挙動を知らば︑弓を伏せて

十一623図打つたるかぶとをつけ︑黒馬に黒くら
かつて敵の進路をふさぎ︑片岡・瓜生

十一632図圓

十一618図国

諸隊はその退路を絶ちて︑午前十時十

十一633図圓

附近に集りて敵を待ちしが︑たちまち

五分まったく敵を包園せり︒魚田ネボ

キ

十﹁633図國を知らば︑弓を伏せて降参仕れ︒﹂
キセキ

イ一世以下四隻を揺げて︑その部下と
ヨ

のふの奮闘に傷を負ひ︑幕僚とともに

かに敷革の黒煙を見る︒よりて主戦艦

艇隊の魚雷攻撃を受けて︑敵の爾⁝旗艦

中して績績火災を起し︑黒煙海をおほ

滅すにも︑利を得ること夜討にしく

隊は直ちに砲火を開始せしが︑われは

図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図図

1866543877643310987641109

汝負けばわれをたのめ︑われ負けば

ひと︑例の大矢を打ちつがひ︑ただ一

われ負けば汝をたのまんなど︑父と

十︻647図

十一649図國
十一575多勢

十一657図國︑大勢に矢風を負はせ︑引き退けん

十一649図圓

十一578圏

紺地に獅子の丸を縫ひたるひたたれに

十一578図國封フルヲ得ルヲ繹フ︒﹂と仰せられ

十一664図

十一663図とて︑例の大矢を打ちつがひ︑堅めて

十﹇5610図圓記ノ如キ畢生ヲ牧メ二重ルモノハ︑
タダ
︑皆此ノ成果ヲ見ルニ及ンデ︑唯々

ほとんど全勢力を昼げて編成せる太平
︑今や朝鮮海峡を纒て︑ウラジオスト

金物打つたる甲を着︑三尺五寸の太刀

し

ヨロコ

神憲二封フルヲ得ルヲ澤フ︒﹂と仰
し

る︒思ふねらひをあやまたず︑矢はか

すどう
十一652図 朝︑須藤の九郎を呼びて︑﹁︿略﹀︒﹂と

十一6410図︑つがひたる矢をさしはっす︒心のう

は︑初めより敵を近海に迎へ撃つの計

十一584図

したる黒羽の矢を負ひ︑かぶとを郎等

ヨロコ

に迎へ撃つの計を定め︑あらかじめ全

十一585図

コタ

あらかじめ全力を朝鮮海峡に集中して

十一586図

コタ

に集中してこれを待つ︒明治三十八年

激ノ極言フ所ヲ知ラザルモノノ如シ

十︻575図國

十一5610図圓隊ガ︑能ク勝ヲ制シテ前記ノ如キ奇 十︻642図 へ引く︒敵これを見て︑防ぎかねて引

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

ちに全軍に出動を命じ︑まつ小巡洋艦

露国が連敗の勢を回復せんため︑本國
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十一458園 にも︑いい着物を着せてあげなければ
十一4510

た犬きが︑その車を引いた︒庭では︑う

十一462園 にいさんのお供をするのですよ︒﹂﹁は

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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えさんがお嫁入りをします︒さう思ふと
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十一664返矢はかぶとの星を射けつつて︑具なる
てんがい

山小屋の前の小道をくだって行くと︑そ

る︒一々の鳴き聲を聞きわけることがで

る︒緑色のガラスを張りめぐらした部屋

なり合った葉の層を通して落ちて亙る︒

り合って︑頭の上を自然の天蓋でかざつ

えて來る︒その間を際立ってくっきりと

をふく︒水筒の水を飲むと︑のどがごく
︑急に快い涼しさを畳える︒時に﹁さう

へ腰をおろして汗をふく︒水筒の水を飲

うに︑そこらへ腰をおろして汗をふく︒

方でいつしか悲鳴をあげる︒﹁︿略﹀︒﹂と

わき出る汗が︑顔を傳って流れ落ちる︒

まばらな霊鳥樹林を通して︑太陽がじり

くわつえふ

りの明かるい山道を︑あへぎあへぎ登つ

十一841園 つてみる︒﹁氣をつけろよ︒﹂と︑隔

さが︑ぼくらの頭をおほふくらゐ高く茂

へながら︑つり橋を渡った︒ごうごうと
︒前の人の足あとをふみしめるやうに︑

のやうにをどる胸を押さへながら︑つり

にこの温泉の谷間を照らしてみる︒ルッ

さふさした枝の冠をいただいて立ってる

かんむり

にとがった梢の先を天に向けて眞直に立

い山々の針葉樹林を見あげる︒きりのや

陽の前に身じまひを正し始めた高い山々

一本の丸木橋の上を︑静かに渡る︒この

く聞えて摩る︒林を出はつれて︑頭の上
か
朝の日の光が︑石を噛んで流れる水の上

つてみた︒林の中を︑奥へ奥へと進んで

ばらくは︑すべてを忘れて立ってるた︒

鳥の聲のごちそうを前にして︑しんせつ

80

十一672図 れば︑爲朝これをはたと射る︒かぶと
晴れ間

十一673図 る︒かぶとの板を筋かひに︑左の耳も
十一675図 りて︑深雪が首を取る︒十

十一681図圏やきて︑白雲を 通す日影に︑はや
十一683図圏はや夏の暑さをおぼゆ︒行く水は少
十一687具現て︑よろこびを 歌ふがごとく︑行
十一689図圏く︑行くわれを迎ふるごとし︒田園
または眞綿を薄く引き延したやう

な白い雲の出るのを︑ 巻雲といひます︒

うな︑

天女の意い舞の袖を思はせるやうな雲で

月が︑大きなかさを着るのはこの雲のか

殊にさうした感じを深くします︒天候悪

へます︒青空に綿を大きくちぎって︑あ

ねず

なって︑何だか頭を押さへっけられさう

鼠色にかがやくのを見ると︑雲の王者と

とかいって︑雷雨を起したり︑時にひよ

80

んでは︑また勇氣を振るひ起す︒植物に

る︒木の根︑岩角を敷へるやうに︑ふみ

さるをがせ﹂などを︑石川先生に教へて

．いはかがみ﹂の花を︑道端に見つけるの

て來て︑大木の幹を︑かなたへかなたへ

と薄く見せた︒耳を澄ますと︑遠く近く

さがめづらしく花をつけてみた︒いつの

みた︒ここで辮當をたべる︑そのおいし

が︑わいわい歓聲をあげた︒道は︑やや

ところに︑三角貼を示す石があった︒そ

ねざくら﹂が︑今を盛りと咲いてみるの

ぼかぼかとせなかを温める︒道端は︑﹁

の中に近く山小屋を見あげるところへ來

りと咲いてみるのを見た︒眞夏に櫻の満
︑うれしがって雪をすくった︒つひに︑

と︑だれかが帽子を振りながら︑ぼくら

ふすばらしい景色を︑西の方に見渡した

ただよって︑中腹をおほひ︑峯をかくし

岳が︑それこそ天を突く槍の穗先のやう

中腹をおほひ︑峯をかくし︑融々の雪下

と相映じて︑山々を奥深く見せる︒ぼく

とんど一種の興奮を感じるほどであった

する砂と岩との間を︑﹁はひまつ﹂にす

呈して︑燕の絶頂をめざした︒馬の背の

は︑もうもうと雲を巻きあげて︑それが
︑それがこの尾根を界に消散する︒それ

しろうま

白馬・立山等の姿を見ないのが︑まった

いだきながら︑山をくだった︒十四

ここ北千島の一角を根操地とする二百隻

国々と出て行く姿を見るであらう︒幸ひ

に︑六百海里の北を望んで︑門々と出て

愚管機船が︑本島をあとに︑六百海里の

千島の漁場が活氣を帯びて來る︒その前

北

登らうといふ希望をいだきながら︑山を

95

たり︑時にひようを降らしたりします︒
︒一天にはかに墨を流したやうに曇って

ぶ︒はね起きて窓を開いた︒つめたい空
すあし

ざうり

小屋の重い並びらを音もなく開き︑素足
すあし

開き︑素足に草履をはいて︑露深い草の
︑あたりの静けさをふるはせて︑頭の上

しみつ

やかな聲の絶え間を縫って︑どこからと

る清水が︑かけひをまっしぐらにかけ抜

うな︑清らかな水を爾手にすくひあげる
ほる︒この水で口をすすぎ顔を云ふと︑

水で口をすすぎ顔を洗ふと︑心の底まで

な至言がする︒胸を張って︑思ひきり深
深く朝の山の空心を吸ふ︒山小屋の前の
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一984 る︒爽動機の調子をしらべたり︑網の支
もやう

十一985 べたり︑網の支度をしたり︑特に船長た
十一985 ︑晴雨計と空模檬を熱心に見比べてみる
十一9810 つてみさうな場所をさがして︑投網にか

十一988 は爆音高く根野地を出て行く︒思ひ思ひ

に似たなつかしさを懐えさせる︒﹁︿略﹀

十一991 かる︒ぐっと速度を落しながら一直線に
十一996

十一998園 せる︒﹁網の綱をしっかりつないでお
十一㎜8園

る︒﹁おい︑網をあげるんだ︒﹂船長

であった︒ ラジオを敵の陣地へ放送する

民﹁㎜2国 さんも︑いけ花をみっしりけいこして
十一伽3團 つましやかな心を育ててください︒今

十一伽1里 やさしくし︑心を美しくしたいものだ

つと立って窓の戸をあけると︑清い月の

びピヤノの前に腰をおろした︒月は︑ま

で︑鑛聲器の鮎検をしてみた︒そのうち

＋一字−o團 もっともっと心をやさしくし︑心を美

は︑この月の光を題に一曲︒﹂といつ

十一梱1

十一㎜8團 そ︑世界の人々をびっくりさせるやう
十一佃8團 うな大東亜戦孚を︑戦ひぬくことがで

らく澄みきった空を眺めてみたが︑やが

十一梱2

ヤノのひき手の顔を照らした︒しかし︑

だいにやみの世界を照らすやう︑一望す

娘がひいてみた曲をまたひき始めた︒﹁︿

きやうだいは︑口をそろへていった︒﹁

密林をきり開いては進む雲

が手をする足をする

つなはへが手をする足をする

ころぶ人を笑うてころぶ雪見か

んでもらった子心を感謝のことばに表し

兵隊さんは︑俳句を営んでもらった漏足

前夜︑自作の俳句を讃んでくれと︑わざ

は︑前線への写実を明日に控へながら︑

嚢かな

なう

がさし出す紙切れを手に取って︑一字一

て來た︒夜︑燈火を用ひることは堅く禁

兵隊さんが︑俳句を作ったから見てくれ

と思って︑あたりを見まはすと︑かたは

て︑ナチブ山の頂をにらんでみる︒この
︑ふと猫の鳴き聲を耳にした︒こんなと

中へずらりと放列をしいて︑ナチブ山の

の目標になることを避けてみる︒みかた

うしてもこの耳鼻を突破しなければなら

長唄の音に耳を傾けてみた︒猫

十︻梱5囹 で︑日本の長唄を聞くなんて︑うれし

の間は︑お手紙をありがたうございま

つて︑不朽の名楽を博したのはこの曲で

ら︑

ふり返ってその娘を見た︒かれは︑急い

みることが︑私をこんなに丈夫にして

向かって︑かの曲を譜に書きあげた︒べ

の一年間は︑何を見ても︑何をしても
にうつした窺眞を同封しておきました

何を見ても︑何をしても︑始めてのも

にして野の草花をいけたりすると︑そ

8846698631942111087

園賭ん戸前は團がて兵、・て中のうら

命のくだったことを承った阿禮は︑それ

十一伽1 て︑長い長い物語を済みあげるのに︑ほ

＋一叢−〇

十一梛5 み︑古いいひ傳へをそらんじ始めたのは

十一撫4 國の正しい古記録を讃み︑古いいひ傳へ

十一捌2 じるわが國の古論を︑文字に書き表すこ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一伽3 える︒船は襲動機を止めたまま︑網もろ
十一㎜9 聲に︑防水具に身を固めた若者たちが︑

十一川2 のよい掛聲だ︒網を引きあげる片端から
かん
十一棚5 なれた手つきで魚をはっす︒見る見る甲
きっすゐ

十一梱8 が洋上ににぶい光を投げかける︒船は︑

十一川9 いただく島山の峯を目當てに︑根画地へ

十一棚9 り吃水深く︑残雪をいただく島山の峯を

でききやうの花を見つけたので︑それ

け花のおけいこをしてみるさうですね

した︒﹁はらんを︑何度も何度もいけ

けたので︑それを摘んで來ていけてみ

かりとおけいこをしておかなければな
りませんよ︒何を畳えるにしても︑そ
ても︑そのもとをのみこむことが大切
︑花はいふことをききません︒晴れ晴
隣りのお子さんをつれて︑ニュース映
︑ニュース謹書を見に行きました︒映
が︑山の谷あひを長い列になって︑進
した︒みんな銃をかついで︑重さうな
はいなう
︑重さう
な背嚢を背負って歩いてみま
うに︑野菊の枝をつけてみる兵隊さん
ものやさしい心を持ってるられるのか

121

122

122

123

123

123

123

123

十一棚10 に︑根撮地へと波を切って行く︒十五

十一皿7図圃 あみして︑波を子守の歌と聞き︑千
十一撹8m凶圏 せくる海の氣を 吸ひて童となりに

十一柵4図魍 の松に吹く風を︑いみじき樂とわれ
十一価2図幽 じ︒いで大船を乗り出して︑われは
十一鵬1 出て︑薄暗い小路を通り︑ある小さなみ
十︻鵬5 突然かういって足を止めた︒二人は戸外
︒﹁そんなことをいったつて仕方がな

十一鵬6 んで︑しばらく耳を澄ましてみたが︑や
十一研2囹

十一研6 1ベンは︑急に戸をあけてはいって二つ
十一研9 うな若い男が︑靴を縫ってみる︒そのぞ
十﹁鵬9 はピヤノの前に腰を掛けて︑すぐにひき

十一柵3一音は一音より妙を加へ神に入って︑何

11了
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124

124
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126
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114

114

115

114
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118
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十一㎜3 へ神に入って︑何をひいてみるか︑かれ
十一柵6 も︑まったくわれを忘れて︑一同夢に夢
十一柵9 ーベンは︑ひく手をやめた︒友人がそつ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

に︑ほとんど心魂をささげ壷くしたこと
︒ところで︑これを文字に書き表す安萬

る︒わが國の古語を︑漢字ばかりでその

の日常使ふことばを書き表さうとしたら

アヲイ﹂といふのを漢字だけで書けば︑

ラ

ゲ

︑いろくの方法を用ひた︒例へば︑﹁
ク

メツチ﹂といふのを﹁天地﹂と書き︑﹁

クラゲ﹂といふのを﹁久羅下﹂と書いた
ハヤスサノヲノミコト

ミコト﹂といふのを﹁速須佐之男命﹂と

前者は﹁クサキ﹂を﹁草木﹂と書くのと

幾﹂と二つの方法をいっしよにしたので

た︒安萬侶はこれを三巻の書物にまとめ
やま
の神代の尊い物語を始め︑神武天皇や日

われは今日古事記を讃んで︑國初以來の
︑國初以來の歴史を知るとともに︑その

もに︑そのことばを通して︑古代日本人

生まれ合はせたのを思ふと︑一臣民であ

古代日本人の精神を︑ありありと讃むご

みじみと生きがひを感じるとよんでゐま
︒昭和の聖代に生をうけた私たちは︑こ

は︑かうした心持を心ゆくまで味はつて

散って行く櫻の花をよんだ歌で︑優美の

私たちは︑この歌を口ずさんで︑更に新
︑更に新しい喜びを感じるのであります

味はつて︑都の春を疑しんだのでした︒
い つ

ぷみ

＋一悩−o図面 ひとつもて親を祝はんふたもとある

＋一二−o図圃 ひとつもて君を祝はんひとつもて親

十一悩3重圏 やまとごころを人とはば朝日ににほ
十一悩6 にもわがやまと魂をよく表してゐます︒
十一掛7 砂面で︑古事記傳を大成して︑わが國民

十一㎜8図魍 した︒箱根路をわが越えくれば伊豆

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十一価3 文が︑元旦に門松をよんだ歌です︒二本

を以て聖壽の萬歳を祝し奉り︑その一本

にとまる︒虫の聲を聞きながら︑遠くム

車のやうに町の中をどんぐ走る︒止つ

ド島である︒汽船をこの島へ寄せるとし

半ぐらゐ南へ航海を績けると︑一つの島

きなれない鳴き聲をして飛びまはってみ

青などの美しい羽をしたいろくな小鳥

もある樹木のかげを行くと︑梢には赤・

ビエングといふ港をえらぶであらう︒そ
くしやう
︒そこにろは
︑緑青を薄くとかして流した

南洋のトラック島を出羽し︑函南へくだ

ビスマ

立ちのぼる赤い火を眺めた︒ニ

届けた︒その英雄を生んだのが︑この地

ころだといふことを思ふ︒百年ばかり前

なたちみふるまひを見て︑このあたりが

着くたびに︑かごを頭に載せた女たちが
︑日本のかしは餅を思はせる︒高原にも

山道を︑汽車は鐘を鳴らしながら登る︒

や緑などで︑花鳥を染め出したはなやか
︒さわやかな山道を︑汽車は鐘を鳴らし

くわてう

も女でも︑サロンを腰に巻いてみる︒い

山羊もみる︒これを追ってみるのは︑み

マリンドの並木路を走り績ける︒その緑

びろうどのづきんをかぶり︑風のやうな

には︑白い雲が光を帯びて流れてみる︒

な船が︑三角の帆をあげて静かに浮かん

な︑つつましい心を味はひたいものです
う
︑いろくなも
模や様
をかいた小さな船が︑

本を以て親の長喜を祈らうといふ意味で
︒私たちはこの歌を聲高く並んで︑その

31109821119743211862111010655321767644
いパパイヤが︑手を延せばとどきさうな
︑にこにこした顔を見せてみるし︑南洋

208

りに︑三島まで枝をさしのべてみる︒も

床が高く︑その下を立つたままでらくに
︒窓も良く︑金網を張って壁の代りにし

る火山が︑白い煙を吐いてみたが︑時々

みるせみか︑井戸をほっても水は出て來

ふ︒皇軍がこの島を治めるやうになって

がって來た︒赤道を越えて南半球へはい

子の實からコブラを取るためである︒そ
︑どこか日本の山を思はせるやうな姿で

の梢にのぼって實を取ってみることがあ

食としてみる︒魚を取ることも上手であ

ナ・タロいもなどを常食としてみる︒魚

新ラバウルの市街を作ることになってゐ

爆窪して︑火山灰をラバウルの町へふり

らはみんな風通しをよくするためである

が︑戸敷は五六百を敷へるに過ぎない︒

だ︒この島の中央を︑屋根のやうな山脈
かうぺ
よこすか
その後にこの山脈を控へ︑神戸や横須賀

ここにどっかり腰をすゑて︑濠洲のかな

が南洋のトラックを北の最良の港とすれ

な港はない︒赤道をさしはさんでへわが

部にも︑これと肩を並べるやうな港はな

る︒朝夕︑町の姿をうつすこの凹い湾は

北の端に︑深い水をたたへた廣い湾があ

て︑更に南へ航海を懸けると︑半日もた

ーアイルランド島をあとにして︑更に南

さと心のやさしさを知って︑すっかりな

ひ︑日本領の標柱を打ち立てた當時から

上陸して︑濠洲兵を追ひ彿ひ︑日本領の

がうしう

やさしく︑日本人を心から尊敬して︑な

プといふ短い腰巻を着けてみるばかりで

内地のみなかの村を歩いてみるやうな艀

973211964312877532128763110107663195
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て日本に近いものを感じさせるのは︑十

から︑せまい水道を通って︑更に袋のや
さんごせう

船は︑淺い珊瑚礁を警戒していかりをお

を警戒していかりをおろした︒日は︑も

氣のやうなにほひをふくんだそよ風が三

千馬匹化の美しさを見せる︒住民たちが
︑太いバナナふ
のさ
房をささげる︒日本人の

ナナがすきなことを知って︑選りに坐る

げがちよこんと頭をもたげてすわってみ

つたりしてみるのを見ると︑あの内地の

いたこともない笛を吹くやうな調子で鳴
しょねつ

えんてん

とともに内地の春を思はせるのであるが

やうな暑熱が地上を支配する︒この炎天

んぼが飛びかふのを見てみると︑これが

群がって青白い光を見せ始めると︑世界

のみなかでは︑窓を開けはなし︑かやを

開けはなし︑かやをつって︑きらくと
だくりう

と輝く南半球の星を眺めながら寝につく

廣々と流れる濁流をさかのぼること三三
︑雑貨店ご
とふ
呉く
服店を中心に︑南洋のどこ
さらさ

緑色の涼しいかげを作ってをり︑木立の
てをり︑木立の間を流れる空馬はひえび

住宅地に明け暮れを送ると︑しばしば北
の熱帯にみることを忘れてしまふ︒あの
が︑いっせいに歌を奏する︒よく晴れた
きやうがく

が︑ものすごい音をたててゴムの葉をた

異型にしばしば目をさまされることがあ
をたててゴムの葉をたたき︑しぶきをあ
をたたき︑しぶきをあげ︑一間先も見え

こへも支那の生活をそのまま持ち込んで

しふくわん

たたくまに支那街を作り︑そこに支那で

まの生活と習慣とをくりひろげる︒土地

よするあら波を凌ぐいはほの力をそ

しの

似たちだけの世界を築きあげる︒それは

て榮ゆかむ世をこそいのれとしのは

ぐいはほの力をぞおもふ

の窓てふまどをあけさせてよもの櫻

る大空の廣きをおのが心ともがな

の櫻のさかりをぞみる

に住み︑すなどりを業としてみるが︑性

たくさんの入れ墨をしてみる︒主として

十二79 ︑いっせいに髄操をする︒朝の光を受け

十二79 ︒嚴かな國雪上禮を行ったのち︑いっせ

十二77 かぶとに似た帽子をかぶり︑作業服・ぢ

十二75 早撃たちの乗るのを待ってるる︒集合し

たかきみいつをあふぐ今日かな

が且つぼく︑海賊を働いたり︑今でも人

ムの木の根へ︑耳をつんざくやうな雷鳴
し
クチンでも大部分を占めてみる︒ダイヤ

り︑今でも人の首を取ったりする悪習が

十二81

十二81 操をする︒朝の光を受けて︑元氣よく腕
にうわ

のうかう

く逃げ込み︑農耕をしてみる︒クチンあ

けて︑元氣よく腕をのばし︑足を墾げ︑
小がらで柔和な顔をしてみる︒かれらは

十二81 く腕をのばし︑足を墨げ︑胸を張る︒膿

らうか

廊下が部落の田中を走り︑その民謡に︑

十二81 し︑足を逃げ︑胸を張る︒髄操がすむと

今日も︑十分氣をつけて働いてくださ

なくてもその通路をくぐれば︑部落全膿

メートルのたて坑を一思におりて行く︒

十一一99 たよりに︑ほら穴を奥へ奥へもぐって行

十二97

十二810 があって︑その下を通過する時︑鑛員た

十二84園

十二99 ぐ︒アセチレン燈をたよりに︑ほら穴を
きうす

ば︑部落全盤の家をたつねることができ
︑勤勉に働いて家を守ってみる︒廊下に
きうす
みる︒廊下にもみを干し︑小さな木肌を
きうす
干し︑小さな羅臼を薦んで米をつく︒そ

ダ︒﹂と堅石に穴をあける︒いくつもあ

な木臼を園んで米をつく︒そのきねは︑
せいりう

夕︑部落のほとりを流れる清流にはいつ
︒男女ともサロンをまとひ︑女は日本風

十ニー11

けてはそこへ爆藥をつめる︒爆破させる

十二ー08 てるるのだ︒日本を守ってくれる寳が︑
さくがん
送るのだ︒竪岩機をかかへて︑﹁ダ︑ダ︑
十島ー1一

口に立ってるるのを見ると︑ふと九州の

十ニー18

十ニー14

︒これが晴れるのを待って︑鑛石運搬の
がいせん
く︒まさに山の幸を得ての凱旋だ︒鑛石
十ニー18
いた日本人の男女を見ると︑マライ人と
︒かれらは︑これをマンデーと呼んでゐ

十ニー19

との坑内に︑支柱を組み立てる鑛員が仕

ての凱旋だ︒鑛石を運んでしまったあと

がいせん

ンのままマンデーをするマライ人でいつ

そくはつ

十ニー12

225

12

もやう

72265335432

麗麗團團兄分。た．

こんな姿で子どもをだいて門口に立って

226

3

が︑ぎっしりと軒を並べてみる︒さうし

十十十十十十十十十十十
666544422722722了22了

日本風のじゅばんを着てみる︒髪も束髪
226

4

あざやかな花模様を散らした更紗地と︑
︑まぶしい色どりをただよはしてみる︒

よはしてみる︒町を歩いてまつ感じるこ

れた公園地帯の間を走ってみる︒さうし

どもが︑大きな頭を振りながら時々現れ

本の兵隊さんたちを喜ばすのもこのあた

らされたもので人を見るとへうきんなか

うきんなかつかうをして︑なつかしげに
を國外へ出すことを禁じて保護してみた

3
226

5
226
226

國時代には︑これを國外へ出すことを禁
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三にウォウォ津島を見ながら︑船は静か
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

がんじような材木を︑鳥居のやうな形に
︒かうして︑鑛石を掘る人︑鑛石を運ぶ

石を運ぶ人︑支柱を立てる人llこれら

とはできない︒心を一つにすることが︑

たがひに堅く連絡を取るのもそのためで

はちやうど︑かまをたく人︑運轄する人

要望する人︑方向を見定める人などが︑

しょになって艦船を走らせるのと愛りは

暗なところで仕事をするので︑なまけよ

うか︑職線に弾丸を一獲でも多く送って

つち

つち

れる︒もし石の目を見まちがへれば︑石
︑思はない倒れ方をする︒石の山で働く

面を見て︑その目を見わけ︑それによつ

十二263 ︑匡といふところを通った時︑突然軍兵

十二262 孔子が︑弟子たちをつれて︑匡といふと

十二258園ぼした︒天は予をほろぼした︒﹂まさ

きやう

十二264 この地でらんばうを働いた︒不幸にも︑

きやう

十二259 ﹂まさに︑後維者を失った者の悲痛な叫

かで荒っぽい仕事をしてみるやうで︑決

うではない︒一生を石の中で暮してみる

十二267 にかけつけた顔回を見た孔子は︑ほっと

十二265 から︑黒人は孔子を取り跳んだのである

十二275 孔子は年若い顔回をひたすらに案じ︑ま

思はれ︑その岩石を何百萬年もだきかか

に︑皇軍はダバオをめざして押し寄せた

十二276 れほどまでその師を慕ってみたのであっ

八千名の在留邦人を︑一刻も早く救ひ出

た︒武装した兵士を満載したトラックが

十二283 は︑ぶつぶつ不平をもらす者があった︒

十二279 ともに陳・票の野を旅行した︒あいにく

こんぼう

しかかると︑棍棒を持つた二三人の男が

︑世の中が先生を受け容れて用ひよう
︑少し手かげんをなさったらいかがで

十二287 ︒助けないところを見ると︑先生はまだ

た︒さうして︑聲をふるはしながら︑﹁︿

略﹀︒﹂といふ答へを聞くが早いか︑トラ

電話局などの要所をまたたく間に占領し
︑屋上高く日章旗をかかげた︒兵士を載
をかかげた︒兵士を載せたトラックが︑
︑わあっとなだれを打って道路へ押し出

人が︑皇軍の入城を知って︑狂喜してこ
て︑狂喜してこれを迎へたのであった︒
あいさつ

あいさつ

士たちは︑高く手を振って挨拶しながら
挨拶しながら︑敵を急追してフィリピン
つたことばで訓示をした︒人々の中から
ほほ

つた︒不動の姿勢をしたトラックの上の

予の前で教へを受ける時︑ただだま

る︒かれは︑一を聞いて十を知る男だ
︑一を聞いて十を知る男だ︒﹂ともい

もし︑それで予を啓下してくれること

何か自分で工夫をこらしてみる︒決し

︑

︒五 孔子は器量をほめて︑﹁︿略﹀︒﹂と

もむつかしい教へを︑そのまま實行ずる

にうちかって︑禮を實行ぜよといふので

の討ひやすい方面を述べたのである︒と

むつかしいことを先にすることだ︒﹂

は﹁人のわる口をいはないことだ︒﹂

ある者には﹁人を愛することだ︒﹂と

孔子は︑弟子に道を説くのに︑弟子の才

のことばが︑孔子をどんなに満足させた

いますが︑君子を容れないのは世の中

わかります︒道を修めないのは君子の

く略﹀︒﹂差回は師を慰めるやうにいった

いって手かげんをしたら︑人に用ひら

109842181876531985376
園園園直言一
囹言訳＿． 園園 園園三

鑛員たちは︑現場を引きあげて昇降機に
のみ

つてあの明かるさをいひ表したらよいだ

のみ

で働いてみる︒墾を持つ人︑それを槌で

つ人︑その穴に水をさす人︒堅い石に︑

墾を持つ人︑それを槌で打つ人︑その穴

堅い石に︑長い盤を打ち込んで行くこの

が︑一蓋ごとに心をこめて打ってるる音
︑同じやうな仕事を︑くり返しくり返し

行く︒十分深く穴を掘ってしまふと︑干

てしまふと︑火藥を固くつめる︒爆音と

る︒その大きな石を二つに割り︑四つに

ほほ

居並ぶ邦人も︑頬を傳ふ涙を梯ひもせず
人も︑頬を傳ふ涙を梯ひもせず︑泣きな
よ

十二248園﹁ああ︑天は予をほろぼした︒天は予
十二248囹
ぼした︒天は予をほろぼした︒﹂七十

29

29

30

30

30

30

31

31

31

31

3！

31

せられて︑山の道をすべるやうに運ばれ

早くから弟子入りをしなければならない

子たちは︑石くつをかたづけたり︑仕事

り︑仕事場の掃除をしたり︑竪などをや

をしたり︑墾などをやく火のふいごをふ

の死にあって︑聲をあげて泣いた︒三千
︑顔回ほどその師を知り︑師の教へを守
を知り︑師の教へを守り︑師の教へを實
を守り︑師の教へを實行ずることに心掛
れこそは︑わが道を傳へ得るただ一人の

﹁ああ︑天は予をほろぼした︒天は予
十一一257扇

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
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32119
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をやく火のふいごをふいたりする︒かう
ては︑石工の仕事を見畳えて行くのであ
みる︒たとへば石を割るには︑石の目を

混ってみる石の面を見て︑その目を見わ

割るには︑石の目を見わけなければなら

54310432210764156543876542
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十一一342

︒孔子がよく顔回を知ってみたやうに︑

十二343 もまたよくその師を知ってみた︒顔回は
みた︒顔回は孔子をたたへて︑﹁︿略﹀︒﹂

十二345園︑ぐんぐんと人を引つばつて行かれる

十二343

のうち︑最も學を好むものはだれか︒

十一一351 偉大な孔子の全面を︑よく認めることが
十一一359園

十二377図圏 平の むかしを固く封じたり︒古人

十二362囹 をりました︒學を好み︑過ちも二度と
みかさ

十二382図魍 て︑三笠の山をはなれけん︑満月は
︒六

萬葉集

今を去る千二百年の昔︑

といふ歌をよんでみる︒﹁︿略﹀

以後は︑一身一家をかへりみることなく

てのりつぼな畳悟を表した歌である︒か

御代の天皇の御製を始め奉り︑そのころ

である︒かく上下を問はず︑國民一般が

作︑約四千五百首を二十巻に牧めたのが

おほとものやかもち

集れ物に感じて歌をよむといふのは︑わ

りみはせじ︒﹁海を進むなら︑水にひた

いひ傳へて來たのを︑大伴家持が長歌の

ばねともなれ︑山を進むなら︑草の生え

やまと

あ

き

とにををしい精神を傳へ︑忠勇の心がみ

大和の安騎野で狩をなさった︒人麻呂も

る︒東西の美しさを一首の中によみ入れ

つて︑國のやうすを見ると︑平地は廣々
って︑美しい光景を目の前に見るやうに
︑雄大明朗の氣性を持ち︑極めて純な感

とばを聞き︑それをくり返し口に唱へた

十一一555 ︒すると︑﹁生死を超越してしまへば︑

十二553

世に分って︑人間を救はなければならな

なった︒この喜びをあまねく世に分って

のてっぺんから身を投じて︑今や羅刹の

十一﹇559

十二559
十一﹇561

うとした古人の心を︑われわれは讃むこ

とこのことばに耳を傾けた︒いひ知れぬ

十二567

ために︑この身を捨てるわれを見よ︒

る︒木は︑枝や葉を震はせながら︑修行

︑渇者が寒冷な水を得たのにもまして︑

十二571園

となって︑修行者を空中にささげ︑さう

身を捨てるわれを見よ︒﹂と高らかに

のすけ

十二575

ら

士︑大石内藏之助を始め四十鯨人が︑亡

く

︑ただ一すぢに道を求めて止まなかった

きらかうづけのすけ

の仇︑吉良上野介を討って︑あっばれ本

し

十二583

た︒しかし︑徒窯を組んで天下を騒がす

て︑あっばれ本望をとげたといふので︑

徒窯を組んで天下を騒がすといふことは

十二583

の事件の始末に心を痛めた︒まつ役人た

つ役人たちに評議をさせ︑また學者の意

十二589
十一﹇597

十二596

十二589

十一一582

十二579

はず︑今のことばを書きつけた︒色はに

來た︒病人が良藥を得︑渇者が清冷な水

十二571園

十二569

た︒修行者は︑座を立ってあたりを見ま

座を立ってあたりを見まはしたが︑佛の
︑恐しあ
いく
悪ま魔の姿をした羅刹のみるのに

のものすごい形相を見つめた︒﹁︿略﹀︒﹂

昔の御佛に教へを聞かなかったとは限

れに今のことばを教へられたのか︒思

ひない︒前半分を聞いてさへ︑私は喜
が︑どうか選りを聞かせて︑私に悟り
せて︑私に悟りを開かせてくれ︒﹂す
︒どうか︑残りを教へていただきたい
︿略﹀︒﹂羅刹は首を振った︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿

十二597

と命じた︒天下を騒がした者は︑たと

た結果︑﹁切腹を申しつけよ︒﹂と命

のである︒これを許せば︑國家の政治

情を以って國法を破ったのである︒こ

た︒﹁亡君の仇を報いたのは︑義には
︑みだりに騒動を起したのは︑結局私

れば︑今後忠義を働ます道がないであ

︑また學者の意見をも徴した︒すると︑
へってみることを考へてくれない︒﹂﹁
い︑おまへは何をたべるのか︒﹂﹁︿略

羅刹は舌なめずりをした︒しかし︑修行
のことばの残りを聞かう︒ さうしたら

ら︑私のからだをおまへにやってもよ
︑取りかへっこをしてもよいといふの
べきこのからだを捨てて︑永久の命を
しか

てて︑永久の命を得ようといふのだ︒

それを地上
それを地上に敷いた︒﹁︿略

おもむろに口を開いた︒あの恐しい

つた︒細川越中守を始め︑浪士を預った

までも武士の名碁を重んじた扱ひであっ

」

き︑ふり返って西を見れば︑残月が亡い
かた

みち來れば潟をなみあしべをさして

3243110886431653233210629767746416
園
園囹囹園園 園園 園囹園医1囹園
で佛のみことばを承りませう︒﹂羅刹

それをくり返

911066219655410
園園園囹園園

者に︑﹁あの話を︑將軍から聞いた時

いでに︑﹁政治を行ふ身ほどつらいも

親王に種々御物語をしたついでに︑﹁︿略

中守を始め︑浪士を預った大名も残念と

園園．．

をなみあしべをさしてたつ鳴きわた
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の國へ行幸の御供をした時︑赤人が作つ

のであって︑後人を奮起させるものがあ

ひ茂ってみる岸べをさして︑鶴が鳴きな

登り立ち國見をすれば︑國原はけぶ
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十二394図魍 へらく︑大佛を見かけて遠き冬野か

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

寵r「

．−

■

t＾

．L

一

｝

．

、

O

♪

〔

■

O

，曜

L
、

1．

、

￡L

、盲

O

一

61

62

63

なやかな奈良の都を︑ありありと見るや

とてて 融着
羅
く
の 座た 來とう つつ
し でをけてべ らの刹いへ略。せがひれ昔も恐を。渇たこと雄てて
てぎお佛取ててき取 こは つ％どて なにののし立修者。のし大
こよものつみ こり私と舌おてLう どい今御すいつ行が病こた明美國
のろむみてる永のかのばなまみ羅か私う。の佛ご悪脅て者清人と古堅しの
こりろこ 鹿差等かへかのめへる刹 にか前こにい魔まあは冷がば人のいや
ととにとそののらつら残ずはこは残醤蝦半と薄塗のた な良にの氣光う
ば目口ばれ皮命だこだりり何と判りりり分ばへ相姿り座水藥耳心性景す
をををををををををををををををををををををををををををををををを
聞事開承地取得度しお聞した考振教開聞西教聞見し見立得得傾 持目見
きらいり上つよててまかたべへっへかかいへかったまった けわちのる
したまにてうてもへう。るてたてせせてらなめ羅はての事たれ 前と
ワ

われは

團なのひの離るき大韮、ば。い鯛で作当て以わρ

82897552192993109875226

49

50

50

50

51

51

51

52

52

52

52

53

53

53

53

53

53

53

54

54

54

55

55

39

40

40

40

40

40

40

40

41

41

41

42

42

43

43

43

43

43

43

44

45

45

を一を
976

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二642囹とても︑かれらを法衣の袖にくるんで 十二741 丁霊に非命の最期をとげたであらう︒ま
ひ

十二894密漁んこと︑これを限りと思ふなり︒正

う早かった︒汝を呼び出したのは︑鯨

十一一901図

て︑御方は陣をへだてたり︒今は︑

︑﹁敵︑前後をさへぎつて︑御方は

たみに菊水の刀を與へて︑おのおの東

十二899図接点にかけて忠を全うすべし︒これぞ

︑一旦の身命を助らんために︑多年

ゆ

物に︑末廣がりを出さうと思ふ︒汝は

十二904図國

とて︑七百鯨騎を前後に立てて︑大勢

︑多年の忠烈を失ひて︑敵に降るこ

人は︑立板に水を流すやうに︑ものを

十二904図圓

ども︑菊水の旗を見てよき敵なりと思

十二896図国

すやうに︑ものをいひつけられるお方

十一一909図

十二905 図園

取り込めてこれを討たんとしけれども

十二897血温

しは末廣がり屋を存ぜぬが︑何と致さ

十二9010図

︒由比の濱べを右に見て︑雪の下道

よう︒末廣がりを買はう︑末廣がりを

十二911︹図

十一一752図魍

はう︑末廣がりを買はう︒﹂わる者﹁こ

ります︒とくさをかけてみがいてある

者﹁それこそ氣をつけました︒これ︑

のこと︒とくさをかけてみがいてある

あるから︑これを責ってやらうlIな

十一一927図

十二926図十一箇所まで傷を負ひたり︒七十二人

十二926図

十一一926図

十二921図

十二919図國

まつ前なる敵を一散らし追ひまくつ

う︑そなたは何をわいわいわめいてみ

十一一918図 返す︒尊氏これを見て︑﹁︿略﹀︒﹂と下

十一一913図ば組み落して首を取り︑取るに足らぬ

49548762109866110635327411086518

十一一763図魍︑かへしし人をしのびつつ︒鎌倉宮

第三の男が︑大刀を振るって聞多のせな

たllはて︑何を費ってくれようか︒

る︒末廣がり屋を知らぬによって︑か

そちは末廣がりを知らぬな︒末廣がり

十二933図國まれて︑朝敵を滅さばやと存じ候︒

見て︑﹁新手を入れかへて︑直義討

おのれは古がさを買うて來て︑やれ末

十二935図國ば︑同じく生をかへて︑この本懐を

ほんくわい

十一一936図園 て︑この本懐を達せん︒﹂とちぎり︑

みて︑一度に腹をぞ切ったりける︒母

まさたか

いえい︑かさをさすならば︑人がか

十二9310図

十二938図郭師・和田正隆を始めとして︑一族十

まさもろ

ば︑人がかさをさすならば︑おれも

り行きてやうすを見れば︑正行は︑父

十二944図

十一一942図來たれる父の首を見て︑悲しみにたへ
うよの︒かさをさすならば︑人がか

十一一946図持ちて︑袴の腰を押しさげ︑自害せん

十二945図どめし菊水の刀を右の手に抜き持ちて

はれし時︑汝を櫻井より返されしは

十一一952図國は︑父のあとをとぶらはせんために

十一一951図國

取りついて︑涙を流しいひけるは︑﹁︿

はかま

ば︑人がかさをさすならば︑おれも
くすのきまさしげ

へくだる︒これを限りの合戦と思ひけ

日︑楠木正成都をたち︑五百齢騎にて

十二953図圓もあらず︑腹を切れと残されしにも

し

生にて汝が顔を見んこと︑これを限

︑﹁獅子は子を産み︑三日にして︑

し

十二947図

︑おれもかさをささうよ︒げにもさ

に︑はやしものをするとは︒いやいや

︑おれもかさをささうよ︒﹂大名﹁や

ほんくわい

所︑三箇所︑傷を負はぬはなかりけり

を脱いでその身を見れば︑正成十一箇

に走り入り︑甲を脱いでその身を見れ

かけ出で︑あとを突かんと取り巻きけ

して︑ごきげんをなほさう︒えいえい

さうちや︒あれをはやして︑ごきげん

圏皇図図圏図図園圏昏昏三園囹園『囹翠『『『『『『『翠誓

十二644園 るのだ︒かれらをりっぱに寺法に從は
ぶんた

つて聞多のせなかを眞二つ︒それを︑ふ

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二649 よく切腹して︑名を後世に輝かした︒九
十二657 上聞多が︑反軍黛を向かふにまはして︑

十二658 幕府に封ずる武備を主張した︒堂々とし
十二667 れがだしぬけに聲をかける︒﹁井上聞多︒
十一一6610

十二669 きなり聞多の爾足をつかんで︑前へのめ
十一一6610

十一一671 かを眞二つ︒それを︑ふしぎにも聞多の

十二674 立ちあがって︑刀を抜かうとした︒する
十二675 一刀がまた後頭部をみまった︒更に︑前
十二675 更に︑前から顔面を深く切り込んだ︒ほ
十二677 に︑聞多はその場をうまくのがれた︒あ
十二678 らは︑なほも聞多をさがしたが︑もうど
十二6710 に︑しばらくは氣を失ってみた聞多が︑

十二707 然として︑兄は刀を抜いた︒﹁待ってお

十二687 やっと手まねで水を飲ませてもらった聞
十二712囹 できるだけの手を響くさないでは︑こ
十二717 ︿略﹀︒﹂兄は︑刀を振りあげた︒その時

十二715園 せぬぞ︒手當てをしても︑ただ苦しめ

︒﹁︿略﹀︒﹂この子をどこまでも助けよう

十二718 けの聞多のからだをひしとだきしめた︒
十二721

ちう

十二725 れは︑刀のさげ緒をたすきに掛け︑かひ
せうちう
十一一726 ひがひしく身支度をしてから︑僥酎で血
十一一726 酎で血だらけの傷を洗ひ︑あり合はせの
十一一727 小さな昼針で傷口を縫ひ始めた︒聞多は
︑ふしぎにも一命を取り止めた聞多が︑

十一一729 何くれとこの手術を手並つた︒かうして
十一一召2

て︑萬死に一生を得ようとは︒﹂ほど

十一一733 の母の慈愛の態度を聞くや︑病床にさめ
十一一735園

十二738 歳の前前ある長壽を終るまで︑功績は高
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へ戦場にて命を失ふとも︑汝︑生き
らん一族どもを助け養ひ︑今ひとた
今ひとたび軍を起し︑朝敵を滅して
を起し︑朝敵を滅して︑御代を安ん
り︒その遺言をつぶさに聞きて︑こ

滅して︑御代を安んじ奉れといひお

て︑抜きたる刀をうばひ取る︒正行︑
れは朝敵の首を取るなり︒﹂といひ︑

ひ︑竹馬にむちを當てて︑﹁︿略﹀︒﹂な

﹁これは尊氏を追ひかくるなり︒﹂

だこのことのみを思ひけり︒吉野参内
を以って大敵を打ち破り︑先皇の御

弟正時ら一族をうちつれて︑吉野の

︑先皇の御心を休めまみらせ候︒し
てあらん一族を助け養ひ︑朝敵を滅
け養ひ︑朝敵を滅して御代を安んじ
を滅して御代を安んじまみらせよと
たびこそ︑手を蓋くして合職仕り候
き世のそしりをも受くべく候︒もし
向かひ︑身命を孟くして合戦仕り︑

︑かれらが首を正行が手に掛けて取
行・正時が首をかれらに取らせ候か
つのうちに職を決すべきにて候︒お
とたび︑玉顔を拝し奉らんために参

十二994図 はらはらと涙を甲の袖に落しつつ︑
なほし
十二996図 ︑まつ直衣の袖をぞぬらされける︒主
十二997図はち南殿のみすを高く巻かせて︑玉顔
十二998図るはしく︑諸卒をみそなはし︑正行を

て退くは︑後を全うせんがためなり

正行︑頭を地につけて︑とかく

つつしんで命を全うすべし︒﹂と仰

ただこれを最後の参内と思ひ定

如意有価の壁

にょいりんだう

おのおの名字を書き連ねて︑その末
と︑一

一首の歌を書きとどめ︑その日

この道路を︑わが機械化部隊が

その日吉野をうち出でて︑敵陣へ

と︑

き敷にいる名をぞとどむる

つて︑

ある︒

いかに快速を嚢揮する機械化部隊

橋といふ橋を片端から破壌する︒

つるはしを荷物垂にしばりつけ

往生になる︒ それを立ち往生させないや
ベルや︑

しばりつけ︑ 鐵砲をかついだ工兵が︑自
けうりやう

︑自船車のペタルをふんで︑橋梁地へか

っける︒橋梁材料をぎっしり積んだトラ
ーターボートで川を傳ひながら︑工兵隊
ひながら︑工兵隊をねらひ撃ちして干る
る︒このじゃま物を取り除き︑この危険
除き︑この危険物を掘り出す作業が︑砲
投げ出された木材を︑すっぱだかの工兵
︒大きつ
なち
槌で橋柱を打ち込む兵隊︑組み
や

し

て︑釘やかすがひを打ち込む兵隊︒みん
くと︑椰子のからを破ってその水を飲み
らを破ってその水を飲み︑熟しかけのパ
だくりう
けのパイナップルをかじる︒肩まで濁流

ヤツ一枚で︑作業を指揮する隊長がある

ラックに積み︑汗を拭ふまもなく︑器材

ず︑ひたすら任務を遂行する姿には︑神

静寛平

わびのお取り成しを願ひ︑身は寛永寺の

かずのみや

はさすがに御憤りをお感じになったが︑

めには︑水火の中をもいとはない御子悟

兄孝明天皇の御心を安んじ奉り︑國のた

叔母君で︑御幼名を梅宮と申しあげた︒

を ば

たすらに墨壷の意を表した︒二

皇院宮に事の次第を申しあげて︑切に天

すこぶる重大なのを知って︑大阪から海

しても︑朝敵の名をかうむるのは︑けだ

相激して遂に砲火を交へ︑しかも徳川弔

た︑．三百年目蕾恩を思って︑主君の馬前

がへして︑新日本を打ち立てることがで

ければ︑武家政治を勤皇からくつがへし

は︑あくまで徳川を討たなければ︑武家

つた︒すでに大政を奉還したかれに︑逆

も朝敵といふ汚名をかうむつた︒すでに

に立ちなほる齢裕を與へないのである︒

よゆう

車を通らせ︑大砲を前進させて︑敵に立

かけ渡して︑戦車を通らせ︑大砲を前進

爆破して行く橋梁を︑わが工兵隊は︑ま

器材と人員の鮎検を受けて︑これもその

隊は︑齢つた材料をトラックに積み︑汗

ックが︑垂々と橋を乗り切って行く︒工

衛生隊が︑しびれを切らして待ちかまヘ

へ載せられ︑砲火ををかしてのかけ足で

一隊は︑橋梁材料を肩にかついで︑前線

汗もが一面の地圖をゑがいてるる︒ここ

に白い︒ハンマーを振るってみる熱川隊の

長がある︒その上を︑熱帯の太陽がかん

11109654210854331942111088875196421

し︒進むべきを知って進むは︑時を
り︒退くべきを見て退くは︑後を全

て進むは︑時を失はざらんがためな

1橋のけつるかとがこの一にお御た正しく退む進
械化部隊が︑ 英軍をけちらしながら︑寸

てるる︒

め︑

10999642885521110763883311096543322
駈けらくて・魔除。ひ1つ・。べ往。つ械て図図 ｣図図図図圏圏圏圏圏
打ち込まれる橋柱を︑しっかり支へてる
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十二998図そなはし︑正行を近く召したまふ︒﹁︿
十二999図嚢戦に勝つことを得て︑敵軍の氣を屈
︒大敵︑隠勢を書くして來たるなれ
＋一一9910図國

るッそのすでた危やエト梁ぺ る。にい の日首いのいだ行んはくはむ
橋プのかが橋木険ま兵で材タ鐵はそ快ふ英道吉のる名とこ で べ べ
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

局江戸百萬の市民を救ふことであるll

ことか︒徳川の家を救ふことは︑結局江

おめおめと江戸城を明け渡すはずはない

れば︑徳川の恩義を思ふ奮臣たちが︑お

嫁しては徳川の家を離れないのが女の干

かつたかれの心中をあはれみたまうた︒

及んで︑事情止むを得なかったかれの心

の言上するところを一々お聞きになるに

十二㎜2圃

十二冊6圏圓

十一一佃3圃園

十二柵7圃

十二柵6圏

十二柵1圃

十二柵8

に︑しばし祈念を捧げたまうた︒深更

うやしく最敬禮をあそばされた︒御目

十一一描8國國︑日本の宮城を遥思しよう︒﹂と仰

十一一描4圃

たまうた︒深更を過ぎて︑お電話があ
︑慶祝の親電を︑書き終ったところ

打電の手鑑きをしてもらひたい︒﹂
日︑寒風はだへをさす満洲のあした︑

ひけふ

きりょく攻撃態勢を捨てて︑ぐるりと艦

十二桝9園 卑怯なふるまひをしてはならない︒﹂

選士賢士士士怪士士士士士士士士隊士士同士士士士士士士士要垣士士

て︑ぐるりと艦首を向けかへた︒野戦病
︑ジャワのバリ島を奇襲し︑その上陸に

に占領されたことを知った時︑この將校
︒上半身にやけどをした敵の將校は︑夜

一

じて︑かれらは何をしたかもわからない

藤子は︑宮の御文を奉持して︑東海道を

十二佃6圃心ゆくまで御開をあそばされた︒十六
の商船だが︑國旗を掲げてみない︒國上
げてみない︒國旗を掲げない船は︑撃沈
︑もうもうと黒煙を吐いて逃げ出した︒
きっすみ

追ひつめて︑砲口をじっと向けると︑敵
して︑吃水線に穴をあけた︒なほもわが
はりながら︑砲撃を戯けた︒撃ち出す砲

艦は︑敵船の周園をぐるりとまはりなが
弾は︑一襲も目標をはつれない︒文字通
敵の乗組員は︑船を捨てて二隻のボート
の甲板には︑艦長を始め乗組員が︑不動
やうに海の中へ姿を没してしまった︒わ
一時にさっと右手を學げて︑沈んで行く
︑あかあかと燈火をともした二本煙突の
今かと爆撃の命令を待ってるた︒吸ひつ

65852194321655432103159631984632
e
囹

もとに︑そっと顔を出してみる黒い土を

私は︑荒なはで枝をつった松の根もとに

さりかさりと︑音をたてて崩れる︒崩れ

懐からぽっかり顔を出しては︑見るまに

ふところ

夜の空に銀の砂子をまいたと見える小さ

か︒かりに︑太陽をもつともっと遠いと

さは︑凡そ十一年を週期として増減して

ラスを通して太陽を見ると︑表面に黒い

くいぶしたガラスを通して太陽を見ると

敷は︑三の次に零を二十七つけたものに

ができない︒これを燭光であらはすと︑

しよくくわう

に十分な熱と光とを送ってくれる︒夏の

ンポンの球︑地球を十ニセンチのゴムま

かない︒また︑月を直脛三センチのピン

︑月が太陽の表面を廻るわけにはいかな

くり移して︑地球を太陽の中心に置くと
︑月は太陽の内部を廻るだけである︒地

ない︒月は︑地球を中心として︑ぐるぐ

であるといふことを︑私たちはすでに知

に絶えず熱と光とを送ってよこす︒地上

二人の衛生兵の手を︑自由のきかない爾

私の今の身の上を悲しんで泣いてみる

代へ︑傷の手品てをていねいにしてやる
や し
らしんせつに看護をしてやった︒椰子の
︑寝床の上に半身を起して︑さめざめと

く︑しきりに苦痛をうったへた︒目が二

一

の歴史的な爽表を聞し召し︑やをら御

奉持して︑東海道を西へのぼった︒官軍

全速力で煙のあとを追った︒近づいて見

廷へ寛大の御詰置を請ひ奉る歎願書をた

ふち

間にも︑主家の難を救はうと︑朝廷へ寛

を請ひ奉る歎願書をたつさへた關東方の

の使者は︑櫛の歯を引くやうに京都へ向

さへられて︑目的を達しない︒無事京都

十一而3胴差 召され︑汚名をすすぎ︑家名面立ち
十一而6國團 も︑當家滅亡を見つつ長らへ居り候
十二備8圏国 とともに身命を捨て旧事は︑朝廷へ
た︒又写﹀︒﹂徳川を討たねば止まぬの硬

十二掴1國承 も︑深く朝恩を仰ぎ重事と存じまる
ねば止まぬの硬論を持する朝臣たちも︑

たちも︑この御文を卓見してひとしく泣

た︒それは全く義を立て︑理を悪くし︑

全く義を立て︑理を壷くし︑情を述べて
︑理を書くし︑情を述べて残るところあ

れるやうに潜望鏡をのぞいてみた艦長は
︑艦長のこの命令を意外に思った︒﹁︿略
は︑潜望鏡から目を離しながらかういつ

院船バイカル丸を撃沈しました︒今こ
︑われわれに仇を討たせてください︒
つた︒﹁︿略﹀︒﹂涙を浮かべてくやしがる

くやしがる乗組員をなだあながら︑艦長
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徳川の家名は断絶を免れた︒奮臣たちは
んど
︑ほっあと
安堵の胸をなでおろした︒江戸

江戸市民は︑兵火を免れた︒さうして︑
︑ひそかにわが國をうかがってみたので
さっちやう

フランスは徳川方を鷹冷し︑イギリスは
イギリスは︑薩長を通じて官軍に好意を
通じて官軍に好意を見せようとしてみた
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すまで
えり

この國歌を奉唱する時︑われわ

て︑かすかに針路を愛へたころから︑左

ごやかなささやきを績けてるる︒南西の

っても二本のしわを描いて︑消えずに残

スマトラ島の北端を廻ると︑いよいよイ
︑鏡のやうな海面をすべって行く船の跡

る︒そこから針路を北西に取って︑スマ

飛び魚が銀色の肌を光らしながら飛んで

かけて來た︒時計を見ると︑二十時を過

202

本人は︑思はず襟を正して︑云えますわ

すわが皇室の萬歳を心から祈り奉る︒こ

りとも︑國語の力をかりずに生活する日
︑考へたり︑物事を學んだりして︑日本

まことにわれわれを育て︑われわれを教

を見ると︑二十時を過ぎてみる︒﹁︿略﹀

3

るやうに右舷の海を渡って來る︒地平線

から︑縄のすだれを掛けたやうな雨足が

る︒こんな太い雨を見たことはなかった

主持で︑その雨足をじっと見送ってみる

れてるるやうな音を立て︑話し聲も︑機

その鉛色の地平線を︑右に左に歩いて行

なは

に︑すっかり海面を暗くしてしまった︒

をさへぎり︑青空を埋めて行った︒わづ

思ふうちに︑太陽をさへぎり︑青空を埋

らう︒幾重にも輪を重ねて湧きあがった

が攣って來た︒頂を︑あかね色に染めか

うした落日の美観をいひ表すに︑最もふ
︑その雄大な美観を待ちわびてみるうち

み出す白いしぶきを︑緋色のねり絹のや

ひいう

みんな淡紅色の旗を捧げて︑歌ってみる
︑また刻刻に濃さを増して︑見渡す限り

首を振り振り翼翼をする︒初めはみんな

の紅を損して︑首を振り振り髄操をする

︑大きな太陽の紅を罪して︑首を振り振

4

十二鵬6 出してみる黒い土を見つけた︒もう︑じ

みた︒﹁その邊をあんまり歩いちやい

を育て︑われわれを教へてくれる大恩人

もすれば國語の恩をわきまへず︑中には

ひとたび外國の地を踏んで︑ことばの通

雲語のありがたさをしみじみと感じる︒
ぢごく
なつかしい日本語を聞くと︑まるで地獄

た萬世︸系の天皇をいただき︑世界にた

やうに湧き起るのを感じるのである︒わ

202

8

十二鵬7 い︒私は︑その土をしっかりと握ってみ
十二鵬8 ︑ほのかな春の香を感じるやうにさへ思
十二衙1 ︑雪にうまって冬を越した人形が︑それ
十二柵4園

十二観2 れでも暖さうな顔をして︑妹の小さな手
十二榔5園 の下で︑もう目をさましてみるのです
十一一観7 ぎさうに︑あたりを見まはしてみる妹に

十二観8 ちきれるやうな芽をもたげ︑雪を割って
はつ ら つ

十二餅8 な芽をもたげ︑雪を割ってのび出ようと
十二靴9 る物の溌刺たる力を想像しながら︒ふと
十二㎜1 ︑泥まみれの長靴をはいた弟が︑せなか

にたぐひなき國禮を成して︑今日に進ん
だ今日のわれわれを結びつけて︑國民と
旦緩急ある時︑國を學げて國難に赴くの
のよろこびに︑國を墨げて萬歳を唱へる
︑國を墨げて萬歳を唱へるのも︑一つに

はれてるる︒卑語を尊べ︒國語を愛せよ

ものである︒國語を忘れた平民は︑國民

に︑神は大八洲を生み︑皇祖皇宗は國

︑皇祖皇宗は國を肇めたまふ︒そこに
ひうが
みるのだ︒日向を船出して︑都したま
船は︑南支那海を比量に南下して︑い

雲がむっくりと首をもちあげて︑船を招
をもちあげて︑船を招いてみる︒あの雲

202

9
1

十二㎜2 かのあたりまで泥をはねあげて︑垣に沿
十一一儒2 ︑垣に沿った小路を︑とんで行くのが見
十二糊3 た︒と︑そのあとを追っかけるやうに︑

十二㎜3 てしばらくこちらを見てみた母が︑左手
十二㎜4 てるた母が︑左手をあげた︒弟がかけ出
十二㎜5 ぼくも︑弟のあとを追ふ︒近づいてから
十二糊9 たまらない︒上着を取って︑はんの木の
十二柵10 も︑せっせとせりを摘んでみる︒ぼくら

ーリングの荒海を巻き︑南︑南極海の

國語を尊べ︒卑語を愛せよ︒國語こそは

波は︑この海洋を越えて縦横に脈うつ

十二㎜10 んでみる︒ぼくらを見てにっこりしたの

十二備6圏

しみつ

アメリカの大陸をつく︒更にわが南洋

十二柵1 ので︑ぼくは帽子を取っておじぎをした

十二酩5圃

わが大日本の磯を洗ひながら︑北上し
十二襯6圃

十二㍑7翻

十二柵6 見ては︑またせりを摘む︒母の指先が水

十一一襯9圃

十二協2圏

十二柵9 る︒ぼくも︑長靴をはいたまま︑下手の

十二励1圏

十二柵6 ︒母は時々弟の方を見ては︑またせりを

十二川1 美しく見える︒手を入れる︒水は思った

十二㈱4圃

十二糊1 子を取っておじぎをした︒清水の流れだ

十二川3 1この三四箇月土を見ることのできなか

十一一鋤3

おほやしま

十二側6 もうちき訪れる春を考へながら︑あたり

十二川7

世界最大の波紋を描く︒黒潮と鵬風と

十二傾6 へながら︑あたりを見まはした︒晴れ渡

十二細7

202

3
204

3

青空が細く割れ目を見せだした︒その割

て︑内地のありかをささやき顔にまたた
︒このやさしい目を見張って︑永遠にま

長はうっとりと空を見あげた︒﹁︿略﹀︒﹂

4

997432965431109665498漏

十二襯3 路にはいったことを思ひ出すであらう︒

203

4

1
203
204

5
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十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

十二襯2 れて︑かうした歌を聞きながら︑快い夢
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を一を
980

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十

︑急に元主な號令をくだした︒艦は︑た
たちまちさげかちを取って︑突つ込んで

214

5

9

十二㎜3園 た私たちの血潮を湧き立たせる︑勇ま
ら︑﹁弓懸用意︒﹂を襲令した︒﹁饗射用

215

8

十二㎜5 波とが︑明かるさを増して來た︒スコ三

215

8

十二㎜9 員が思ひきり帽子を振って見送ってくれ

215

1

十二㎜2 あらう︒眞黒に空をおほふ弾幕や︑いど

饗した︒また深度を少しつつ減らして行
︑艦長は︑濟望鏡を減量間かちよつと出
はいけい

216

3

た︒魚雷はうなりを生じて突進して行く

に敵の針路と速力を観測した︒﹁爽即言

い︒艦長は漕望鏡を出したまま突進し︑

これなら︑漕望鏡を出したまま進んでも

沈みかかった太陽を背景にして︑斜めに

216

4

艦隊の左後方の空を︑銀翼で切って飛ぶ

呼︒うれし涙が頬を傳って流れる︒十三

ほほ

ト型にも︑大損害を與へたことがわかる

カリフォルニや型を撃沈したのだ︒更に

敵五十機の雷爆撃を相手に︑敢然と戦ひ

︒﹁︿略﹀︒﹂と︑歯を食ひしばった︒沈没

十二m2園に見ろ︒敵艦隊を一隻も鯨さず︑珊瑚

くひ入り︑大爆音をあげて轟沈させたの

張りの抜けた神纒を引きしめさせる︒ち

く︒こっちの所在を知ってか知らずか︑
︑ちやうど頭の上を通って行った︒その

は︑ほっとため息をついた︒艦は急速に

つた魚雷のうなりを聞いて︑下魚管掌は

ンが大きなからだを浮かし出してみるで

って︑全員白鉢巻をきりつとしめた︒で
てん
艦長は再び漕望鏡をあげた︒何といふ天

目はおたがひに物をいって︑全員白鉢巻

である︒全艦これを聞いてをどりあがつ

216

5

十二㎜2 かかって盗る敵機をものともしないわが
十二㎜6 亜海へ︑一機も敵を寄せつけないために
十二㎜7 い洋上に哨戒飛行を績けるのである︒雲

十二㎜9 iトル以下の低空を飛んでみる︒機上の
十二㎜10 みる︒機上の朝食を終ったばかりなのに
十二㎜10 なのに︑ガラス窓をしめきった機内は︑

十二㎜12 かり︑やっと層雲を抜けたので︑少し高
十二㎜12 たので︑少し高度を取ったが︑やつぼり
十二脚2 波一つ立たず︑油を流したやうな静かさ
十二㎜3 一瞬といへども氣をゆるめてはみないの
十二烈5 ルもあらう︒これを避けて北へ遠廻りを
十一一矧5 る︒やっと切れめを見つけて︑肯定の哨

十二川5 避けて北へ遠廻りをする︒やっと切れめ
十二烈6 の哨戒線上に針路を取りもどしたと見る

十二節6 間に︑白いすだれを掛けたやうなスコi
十二川8 ︑灰色の大きな木を押し立てたやうな龍
ちやうぎ

十二烈12 流される機の方向を正すため︑偵察員は

︒﹁︿略﹀︒﹂漕望鏡をおろしてから︑艦長

十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十
十十十十十十十十十十

十二㎜2 ︑コンパス・定木を手にしながら︑絶え
十二㎜2 絶えず現在の位置を海上に書き込んで行

せうかい

もとうとう敵は影を見せなかった︒三

十二㎜11 ︒ぐっと機の方向を攣へる︒ああ︑今日

十二躍4 ら軍機で豫定線上を行かなければならな
十一﹇躍11

なな

十二㎜2 ハワイの西方海面を哨戒中のわが悪水艦
十二㎜7

1111

216

6
1212

3
5

121110

難蓼蓼勇雲台類書
しんれい

がいか

空高らかに︑凱歌をあげて基地へ論ると
︒感極まり︑萬ぜ
歳っ
をけ
絶う叫する︒二 五月

しゆう

る︒実益日本の姿を思うて︑血の高鳴る
しゆう
て︑血の高鳴るのを感じた︒雌雄をこの

のを感じた︒雌雄をこの一學に決する最

部隊は︑決死母艦を離れ︑決勝の翼をつ

の喜びで震へるのを︑どうともすること

を離れ︑決勝の翼をつらねて︑敵航空母

を

みる︒軍艦行進曲を聞きながら︑われわ

三百鯨騎をかくしおきたるを︑患家の軍

6

に神璽としづまりまして︑

十二479図韻囹色はにほへど散りぬるを︑

よたれぞ常ならむ︒

十二562図圏色はにほへど散りぬるを︑

わが世

その子正行が今年十一歳にて供したり

まさつら

たれぞ常ならむ︒

かはち

十二887図

正行十一歳に相成り候ひしを︑合戦

けるを︑河内へ返さんとて︑

十二981図國

をして

を以って

を以て

全軍に出動を命じ︑まつ小巡洋艦をし

︵格助︶1

の場へはともなはで︑

をして

をもって

かれらは︑兵力を以て皇湾の港を占領し︑

︵格助︶11

て︑敵艦隊を沖島附近にいざなひ寄せしむ︒

おきのしま

十一529図

1

十831

九川9囹

くまで

船中より熊手をもつて︑義経のかぶとに︑

明治三十八年一月五日午前十一時IIこの

自然はこの吹雪をもつて迎へてくれた︒

ふぶき

打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒

八754図

そこに城を築きました︒

七

をもって

わが

十67図神かけて祈らせたまへるを︑今とこしへ

さんざんに討ちて︑

を

て狂氣のやうに手を振った︒たった今︑

しゅくん

九十十十十十十十十十

ウォースバイト型を血祭にあげた︑殊動

配置について照準を定め︑ねらひ涌けて

せうじゆん

編隊である︒高度をさげて︑いういうと

2

4

8

十二㎜4 かかる太陽の残光を斜めに受けて︑異檬
十二㎜7 艦長は︑ひとり言をいった︒だれもだま
十二㎜8 て︑くまなく四方を偵察してみたが︑西

十二m8 長は︑また潜望鏡をあげて︑くまなく四

213
213
214
2田4

5
7
7

216

8

214
216
216
216
217
217

3
4
7

4

21了
218

220220220220笈0219219219219219

1210

981
を一をもって

の ぎ
時刻を以って︑︿略﹀乃木大守と︑敵の司令官ス
テッセル將軍とが會見することになった︒
その日の夕方︑使者を以って︑﹁︿略﹀︒﹂と

いって來た︒

十寸6
みかさ
わが旗艦三笠は︑戦圖旗をかかぐると

ともに︑信二上を以て令を各艦にくだせり︒

十一531爾面凶

の萬歳を祝し奉り ︑

十一塒3 二本の門松のうち︑その一本を以て聖壽
十一価4 その一本を以て親の長戸を祈らうといふ
意味で︑

を以って國法を破ったのである︒

十二605園 みだりに騒動を起したのは︑結局私情
十二975広蓋 父正成︑勤皇の軍を以って大敵を打
ちん

ひ

朕︑汝を以って股肱とす︒

ここう

ち破り︑先皇の御心を休めまみらせ候︒
十一一㎜3図國
ぐわいたう

をもて ︵格助︶1 をもて

ん

九盟4図跡地圖を見る外套をもて灯をかばひ

︵準助︶28

行くんだ︒

三464囹 川は︑遠い山から流れて來て︑海へ
四246囹 出征する孫が︑今日汽車で通ります
のでね︑見送りに行くところなんですよ︒

ガ︑シロバヰマセンデシタ︒ツトムサ

シクテタマリマセンデシタ︒大イソギ

ニバカナヒマセン︒﹂トオッシャイマ

ニー08

ニバカナヒマセン︒﹂トイヒマシタ︒

ニ483
ニ696園

ニバカナヒマセン︒﹂トイヒマシタ︒

ニ718園
R囹

二945

オイデニナリマセン︒今戸︑オイデ心

二933 モ︑花甲咲キマセン︒シマヒニ︑灰ガ︑

二765囹テハ︑タマリマセン︒﹂トイヒマシタ︒

こっちがのろまなんだよ︒

九脳3園

生デハアリマセンカ︒サア︑早クオ

ムクテタマリマセン︒ソノ時︑庭ノ方

これでも樂しいことがあるんだよ︒

九矯9園

それを毎朝見に行くのが︑ほんたうに樂

ニ伽4

ニチガピアリマセン︒ソレハ︑ドンナ

九鵬1園
しみなんだ︒

ても︑かなひませんよ︒﹂といひました

のではありません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂といっ

はびくともしません︒﹁︿略﹀︒﹂といひ
三301圏

三217

三308園

三441園

︒ 三413園

三395

三354囹

って︑こぼれませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

うではありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂とい

ってはいけませんね︒﹂とおっしゃい

いのがなほりません︒花子さんは︑おか

たのはありませんか︒﹂と聞きますと

三318たことはありませんが︑をぢさんにも

三469園

どう
＋一4010
囹して︑いつまでもかうなんでせう

十一412園あなたは雀の子に夢中なんですか︒
ですから︒﹂

﹁おい︑網をあげるんだ︒﹂

三柵1囹

ってはなりません︒いつまでも︑その

三柵4園 まひもできませんでした︒では︑お

三鵬9園

しくてたまりません︒にいさんのばう

ではございませんか︒﹂うらしま﹁でも
十一㎜8園

にいさん︑まあ何といふいい曲なんで

四166

せう︒

十一鵬8園

敵艦の胴腹深く飛び込むんだぞと︑毎日

十二鵬10

四367園

ることができませんでした︒かぐやひ

ることもできませんでした︒その時︑

ければなりません︒私は︑お二人に

たうございません︒﹂といって︑こと

もう何も見えません︒ぼくはむ中で走
いって聞かせてみる魚雷だ︒

四397

︵助動5
︶26ンん︽ン︾
一303園イラッシャイマセンカ︒ハイ︑アリガタ

四407

﹇打消﹈

五712囹

一424圏モノ︑トホシマセン︒テンジンサマへ

四412園 っして忘れません︒どうぞ︑月の夜

ん

五㎜5園 ちっとも︑つれなかったんです︒

二76 パイデタマリマセン︒外へ出テ︑空バ

四352園

四298

十一998園網の綱をしっかりつないでおくんだぞ︒ 三709

三475 だよくわかりません︒それで︑おとうさ
すがたが見えません︒風がさっと吹い

十一504囹おかあさんは︑さうお丈夫ではないん

十243囹村中の人に來てもらふんだ︒
十285園きみ︑とんぼを取るんだらう︒
十286園うん︑取るんだQ
十346園にいさんが天盟望遠鏡を作ったんだ︒
十358囹これでにいさんのお手製なんだ︒
十362囹レンズは︑だいぶ上等なんだ︒
十川7囹 この村に︑きっと不信心者がみるんだ︒

二棚3園

馳947

四センチなんです︒

七692園かうすればいいんだ︒
七703園きみのかげを計るんぢやないよ︒
七704園あの莚旗掲揚墓の高さを計るんだよ︒
七705園かういふわけなんだ︒
山712園ところが︑ぼくのせいの高さは︑百二十
一一

一851園 タリイタシマセン︒ドウゾ︑オユルシ

いんだ︒

い い んです︒

V4

六996園 机の上の勉強ばかりで︑腕は線香より細

五473囹 五郎︑おちついてあげるんだよ︒

ん

ん

をもて一ん

982

983
ん一ん

ふことはありませんでした︒ところで︑

国も生えてゐませんでした︒金の牛は
五572

五535

五471

し︑虫ではありませんでした︒虫の皮を着

の者にもわかりませんでした︒だんだん近

は︑すんではみませんが︑青い空をうつし

なかなかあがりません︒つり糸がぴんとは

六709

六574園 かう役にたちません︒﹂村の県門﹁おとう

六534園 ることもできません︒不孝のおとがめを

六533園 ることもできません︒穴をほって︑地に

へんじをなさいません︒その時︑ひょっこ

六727囹︑どこにもみませんでした︑何べんも呼

六726囹 したかわかりません︒荷物をかたづける

六714 ︑なかなか眠れませんでした︒朝︑おかあ

消えさうに見えません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑おば

じものがありません︒人がかいても︑
五585園

五577

いや︑ぞんじません︒きっと︑あのもの

六728囹

こともございません︒﹂と申しました︒﹁

しかたがありません︒それからは︑おと

ろくてたまりません︒寒ければ寒いほ

五602囹

わけにはいきません︒これで︑おいとま

は︑ 一本もありませんでした︒みんなは︑

六㎜3園

するものもありません︒﹁ひゆう︒﹂と︑音

おやりになりませんか︒﹂といひながら︑

は︑一つもありませんでした︒私が︑にい

六梱4

五589
五624囹

思ったら︑おりませんでした︒それから︑

六撹5

あるかわかりませんでした︒そっとの

︑﹁もうありませんか︒あったら早く
五705
五725

ち負けはわかりません︒選手は︑力いっぽ

したものはありません︒ただその間にも︑

六佃7 とてもまにあひません︒そこで班長は︑ま

六型9 けることができません︒すると︑わが歩兵

六M8 ねずみではありませんでした︒雪舟が︑板

六M7 じっとして動きません︒近づいて見ると︑

五926

︑死も生もありませんでした︒三人は︑一

はいくてたまりませんでしたが︑ただ學校
︑なかなか聞きませんでしたが︑決してし

六梱1

かげふみもできません︒子どもたちは遊ぶ

う子犬ではありませんでした︒近所の︑ど

六槻1

五柵6
五柵1

れしくてたまりませんが︑別れるのは︑ほ

五湿6

けてばかりはみません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑南風

五柵9

う走る力がありません︒かかりの兵隊さん

るにちがひありません︒門を過ぎると︑廣

お返しはできません︒この國のたからに

五麗2

ることができません︒どうぞ︑お返しく

七144

五型2

いや︑返されません︒﹂天人は︑悲しさ

七257 湾語を口に出しませんでした︒日本人は國

かざりもありません︒まことにかうがう

ふものを知りません︒﹂漁夫﹁ああ︑これ

は銃を持ってゐません︒てつかぶともかぶ

が︑だれも知りません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑先生

だれにもわかりません︒﹁︿略﹀︒﹂と︑花子

七5510 よっと敷へきれませんね︒大きいのは︑満

七551 てるるではありませんか︒いよいよ︑小さ

の仰せにも從ひませんでした︒﹁︿略﹀︒﹂と

五341掛やってはいけませんよ︒﹂と︑ねえさん

ごっこはできませんか︒﹂と︑次郎さん

れしくてたまりませんでした︒青い海に︑

六469囹

六435園

ことではありませんか︒これから︑しつ

やるのを忘れませんでしたか︒﹂﹁︿略﹀︒

六521

五364園

五368囹 り線香をつけませんでしたか︒﹂とたつ

︑お逃げになりませんでした︒お逃げにな
五445 るにちがひありません︒私たちは︑急いで

七891 蝉の子ではありません︒色はまだ青白くて

七565 見えるではありませんか︒この船は︑あす

六384

ともかぶってゐません︒二人とも︑ほんた

︒﹁何もありません︒成功しましたか︒
みさき

たち﹁ぞんじません︒﹂海の神様﹁いや︑

へまみってゐません︒﹂海の神様﹁さうか

七2710 じたのかも知れません︒それからしばらく

七272 いさうでたまりませんでした︒少年は︑あ

六拠2園

少しもぞんじません︒﹂海の神様﹁をかし

七357 が︑いつも絶えませんでした︒光明皇后は

六摺9 矢島の岬も見えません︒目のとどくかぎり

かなかっかまりません︒大きなのが一匹︑

七427 味はよくわかりませんが︑おちついた聲で

にちがひありません︒と書いてありまし

五捌6団
五櫛4園
五伽3囹
五三6囹
五柵8三
五圃2囹
五三5囹

るかは︑わかりません︒田道間守は︑あの

七535 歌はうではありませんか︒いよいよ出航で

せてくださいませんか︑にいさんは︑山

せていただけませんか︒﹂天人﹁それでは

六111

︑しかたがありませんでした︒日本へ鋸っ

ふことができません︒﹂漁夫﹁といって︑

だ上手には歌へませんが︑兵たいさんに教

六212

はすことができません︒かごを持って山へ

七126

とは︑思ってゐませんでした︒それよりも

六226

七97

さびしくはありませんでした︒また︑めだ

六279

しわけがありません︒どうぞ︑お許しく

やくしではありませんでした︒かうして︑

まことにすみません︒﹂ほでりの命﹁何か

す︒口にはいひませんが︑おたがひに︑﹁

やうに動きません︒みんながぼくら
くてたまりません︒このよくあがっ

だのかも知れません︒﹂﹁かはいさうに︒

もよりつけません︒ほかのたこは︑

痛くてたまりません︑はまべでしくし

367465796464251746254134467
團團團 胡
團囹園囹脱落囹

戸362 てるるではありませんか︒私はおどろいて
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984

七椴6 なかなか承知しませんでした︒そこで︑オ

七里6 ともきまってゐませんでした︒今日︑高砂

七柵2立って︑たまりませんでした︒毫湾は︑明

七鵬3 て動かうともしません︒これから︑いった

八984

八964

八918

八806囹

八618

がったとはいへません︒この砲身をのせる

けではまだ足りません︒長い柱のやうに延

はなければなりません︒十九

大砲のでき

さう導くはありませんが︑大川をめぐらし

べつてはいけませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂と︑

は︑一人もありませんでした︒たき火も︑

九備3園

払価8園 なければなりません︒機上整備兵の座席

九牛3圓 さうではありません︒機上勤務をする人

九桝9圓 はいくてなりません︒飛行機にお酒を供

話劇6囹 れしくてなりません︒愛機のプロペラに

九稲8囹 だとは思はれません︒何か生きもののや

九備5園 とは別に思ひませんが︑困ることはよく

かなかわかりませんが︑違ふものなら︑

に思はれてなりません︒﹁︿略﹀︒﹂しばらく

たかさご

七冊6 いふのではありませんから︑できるだけお
八鵬5

八雲10

してくださいませんか︒﹂をぢ﹁ただ一心

七島9 に水さへもくれません︒しかも︑そのやう

七M6 を返さうといひません︒かういふかけ合ひ

九佃1園

やうではありませんか︒﹂をぢ﹁いや︑赤

九備8囹 は︑しめられません︒どうしても︑手袋

いいぢやありませんか︒﹂をぢ﹁さうです

のか見當がつきません︒よくよく見ると︑

九佃3園

進むものはありません︒﹁︿略﹀︒﹂﹁︿略﹀︒﹂

九佃7園

八麗5

しなければなりません︒蒙古風といふのは

八備3

いだけではありません︑ありがたいのです

七価4 らせたかわかりません︒彌兵衛は︑もうこ
八撹5

七価6 さらしたくありませんでした︒何とかして
八丁7

︑まだ返事をしません︒﹁︿略﹀︒﹂するとノ

七冊8

九伽10囹 地爆撃もありませんよ︒そこで航空部隊

九㎜7囹 いとは思はれませんか︒私ならさう思ひ

七柵1園 ﹁錦ることは許さん︒﹂と︑いつものや

の子ではありません︒この子は︑父も母

九305園本人ではありません︒﹂といひました︒﹁

八68 燕ほどこくありません︒口ばしの爾わきが

九3310

なければなりません︒病氣をしないで︑

九343

九308園

八93 ふしぎではありません︒しかし︑その中に

九354園

九322囹

八74 みるのかも知れません︒これから行かうと

八96 ないともかぎりません︒昭和六年の秋のこ

九405

り︑手も足も出ません︒たった十一歳︑内

十396 一しっくもありませんから︑海といふより

十112園妻も子もありません︒私も︑日本男子で

十397 がよいかも知れません︒たぶん︑昔︑この

九449

は︑今でも忘れません︒日がたつにつれて

れしくてたまりません︒さっそく︑そのこ

を忘れてはなりません︒さうすることが︑

十911園揮にはかなひませんでした︒コンドラテ

十906園

十893囹︑喜びにたへません︒﹂とあいさつする

するひまがありません︒それで︑とかくこ

しいことはありません︒また︑いろくな 十402 は︑一つもありません︒月は︑いつも晴天

うなことはありません︒日本人である私た

さびしくありません︒兵隊さんといつし

タンプを押しませんか︒﹂ボーイがさう

八118 自分の國を忘れません︒日本に春が來ると

十416 ︑草も木もありませんよ︒その代り︑一つ

九篇7園

八135 物にちがひありません︒ところで︑あのバ

九4010

十423 れるものはありません︒その青白い︑しみ

九梱1園 なければなりません︒整備は戦闘なりと

八143 と思ふかも知れませんが︑それは大きなま

九437

が何やらわかりませんでした︒四

八75 みるのかも知れません︒やがて︑九月もな

八145 きるのではありません︒ちやうど︑みなさ
八352 との一人がありません︒困ってみるところ

九802

もの

八252済しても思はれません︒しかし︑にれい山 九444 人々を感心させません︒これと反封に︑り

九818

十9110囹︑代ってはみません︒初めから終りまで
ばり見當がつきません︒そこで︑まつ品等

十952園

なことはありません︒私も︑馬は署すき

わけにはいきません︒一磨軍で受け取つ

十9310囹 ころではありません︒﹂

のどくでなりません︒深くお察しいたし

服のほかありません︒﹂といふ︒﹁︿略﹀︒

八373園 望みはございませんが︑唐糸の身代りに

れなければなりません︒一年半も罪しほに
九881

まり大きくありませんから︑よく氣をつけ

十967園

十957園

からいと

八384 しもすきがありません︒かへって︑はだ身

九8610

九867

九938

いぢやありませんか︒命がけでほつた

いとはっきりしません︒それよりも︑北極

十929園

八401 をいふ者はありません︒ああ︑母はもうこ
八437 しない者はありませんでした︒頼朝は︑唐

九938

れるに違ひありません︒さうして︑りっぱ

八406囹 いってはなりません︒﹂と申しました︒

八485園 いことはありません︒しかし︑このグラ

九悩1圏國
九穐7園

九襯6園

親の心と漁りません︒﹂勇﹁敵弾でも受け

が氣ではありません︒それはちやうど︑

温田6 しなければなりません︒十六

十969囹 ことばもありません︒ただ︑先ほども申

御希望はありませんか︒﹂﹁︿略﹀︒﹂﹁承知

八487囹 ︑決して飛びません︒﹂と︑先生がいは

八486園 ︑さうはいきません︒いいかげんにやつ
八604 るのか︑わかりません︒ただ歩兵が︑木の

塗り物の話

八609 は︑一向わかりませんでした︒やがて︑野

十擢2園 ることはできません︒まつ︑このやうに
むろ
十擢8園 やすくはいきません︒この室の中をこら
のではありません︒あなたがたが︑私

十二713園の心がすみません︒﹂﹁︿略﹀︒﹂兄は︑
＋二伽−o囹

漁家︑金澤の城を攻めんとする折︑

九635図國

いかでか︑生きながら足にて顔をふま

その障子をこなたへたまはりて︑なに

るることあらん︒

九647図国

九591図

この野にかならず伏兵あらん︒

きつねを追ひかけしが︑殺さんもふびん
ためつぐ

三浦の平太郎爲次といふつはもの︑景正

すべてを張りかへんは︑はるかにたや

尼も︑のちには新しく張りかへんとは

つくろへば︑しばらくは用をなすもの

かかる名馬に乗りて見参に入れたらん

汝の夫の一大事あらん時にまみらせよ

一豊は仕へて日なほ淺く︑家も貧しか

一人の子が︑御國のため軍に出でしこ

よしっね

大薮軍九郎義経︑︿略﹀︑人々の心を見ん

重忠︑まつ瀬ぶみ仕らん︒

け船に乗らんとて︑みぎはの方へ落ち行くらん︒

十価3適齢 一の谷の軍破れ︑平家のきんだち︑助

つと引くものあり︒

十鵬7図打ちあがらんとするところに︑後よりむ

十㎜9図國

十㎜2嬉嬉水の引くをば待つべきか︒いかにせん︒

とや思ひけん︑

十999図

とすれば︑

十467図胸ををどらせつつ︑やをらかまを開かん

となれば︑定めて不自由なることもあらん︒

十125紀国

なき木立となりて︑神域いよいよ嚴かならんとす︒

しんみき

十49図 参道の左右を始め︑到るところすき間も

らんに︑よくもかかる名馬を求めたるぞ︒

九698図圓

とて︑たまひき︒

九684図圖

には︑主君の御感にもあっかるべきものを︒

九667図園

人もなく︑空しく引き蹄らんとす︒

九663図 されど債あまりに高くして︑買ふもの一

ぞ︑と若き人に見ならはせんとて︑

九657図無

思へど︑

九655図國

すく候︒

がしに張らせ候はん︒

十二伽3囹 決してありません︒私は︑日本の軍隊
十二僻4囹 いちやいけませんよ︒しゃくやくや︑

九652画筆

十悩2園 分を受けつけません︒乾かさうと思へば
十搦3 なかなかくだけません︒患者が目をさまし

＋二川12園 りではありません︒五月から八月まで

を怠りてあらん︒

八326図圓敵はけはしき山をたのみ︑後のぞなへ

ん﹇意志・推量﹈ ︵助動︶鵬 ん ︽メ・ン︾

十㎜1 をきく力もありません︒ふいてもふいても
十幽6 ︑からだがききません︒海は︑ますます荒
十削4園 のではございません︒﹂腹巻を取ると︑

十欄3 みるのではありません︒とたんに︑私の頭
十一123園 けもございません︒﹂おつきの者が︑

われ︑敵の後を突かん︒

八3310図今は先へも進まれず︑後へひかんやうも

八326図圓

流れ行く弓を︑かき寄せ取らんとすれば︑

ぶとに︑打ち掛け打ち掛け︑引き倒さんとす︒

八756図

くまで
敵は︑船中より熊手をもつて︑義経のか

八753図身軽は︑馬上にうつぶし︑むちの先にて︑

害せんとて︑馬にまたがり︑

八728図萬一射そんずるならば︑弓切り折りて自

なし︒

十一127園 でもございません︒この附近の住民が
十一292 おいでになりません︒私のをぢさんは︑

十一272 だめしあがりません︒妹たちも︑きのふ
十一297 ︑今日まみりません︒私のをぢは︑大阪
十一454園 いてはいけませんよ︒﹂といって︑源

十一468 とも落ち着きませんでした︒先生のおつ

十一506囹 いってすみませんでした︒﹂llそれ

十一4810 で目にはいりません︒ふすまがすうとあ

こ

かくては御命も危からん︒
み

九83図圓

絶家︑︿略﹀︑匡房が車に乗らんとすると

のかも知れません︒この一年間は︑何

たまく一行の雁︑刈田におりんとして︑
九595図心

にはかに列をみだしつつ飛び行きぬ︒

九592図

ことをききません︒晴れ晴れとして心

みうら

景正︑すなはち刀を抜き︑爲次がようひ
の草ずりをあげて下より突かんとしければ︑

九631図

が顔をふまへて矢を抜かんとす︒

九629図

と思ひて︑左右の耳の間をねらひて

九604図

しちやいけませんよ︒わしのたべ物と

何でもありません︒今の齪れた世に容
︑何も知りませんよ︑行者さん︒わし

ひようとしません︒先生は︑少し手か

言質はありません︒﹂と答へた︒﹁あな

に違ひありません︒それにつけても日

ければなりません︒いけ花ほど︑いけ

ければなりませんよ︒何を畳えるにし

かなざは

ころに進み寄りて︑ゑしやくす︒

九589図

心をなだめん︒

十一738 うにしか見えません︒照りもせず曇りも
とてもひけません︒ほんたうに一度で

われ︑皇子に代りて海に入り︑海神の

7666293974249

妙妙一つしませんでした︒毎日毎日畠

譜もございませんが︒﹂と︑兄がいふ︒

園園囹囹囹団團團国国国囹園

九85図圓

十十十十十十十十十十十十十

十一754 ふまでもありません︒曇り雲と同じく︑
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115

11了

11了
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51
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ん一ん

ん一ん
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十価4図国 あっばれ︑よき大逆に組まん︒

十型3図招かれて取って返し︑みぎはに打ちあが
らんとするところに︑

十鵬5図熊谷︑︿略﹀︑取って押さへて首を取らん
と︑かぶとをあふのけて見れば︑

義貞今臣たるの道を墨くさんため︑

せんこと︑たやすかるべしとは見えざりけり︒
十一236図國
武具を取って敵陣にのぞむ︒

その志︑ひとへに里馬をたすけ奉つ

て︑民生を安んぜんとするにあり︒

十一238図圓

十一619図圖

職ふともいかで利あらんや︒

十一635図國兄に向かって弓引かんことあるべか

敵は大勢なり︑かけへだてられては父

らずとは︑道理なり︒

のために悪しかりなんと思ひて︑門の内へ引く︒

十一641図

十一657図圓

汝負けばわれをたのめ︑われ負けば

いざさらば︑大紫に矢風を負はせ︑

汝をたのまんなど︑父と兄と約束して︑

十一649図圖

つがひ︑ただ一矢にて射落さんとしけるが︑

十一647図願ふところの幸ひと︑例の大矢を打ち

内かぶと︑まことに射よげに見えたり︒

十一243図横矢を射んとかまへたる敷千の兵船も︑ 十︻645図 軍の下知せんとて突つ立ちあがりたる

助けま み ら せ ん ︒

十櫛9の凶圖

太平洋第二・第三艦隊は︑今や朝鮮海

されば︑ただ今敵方に押し寄せ︑三

ただし︑御あやまりも候はん︒

十一659圏

引き退けんと思ふは︑いかに︒

十一602図國火を逃れん者は矢を免るべからず︑

波にただよふ氷山も︑

いで大船を乗り出して︑

われは護

われは拾

來たらば來

まことに御許しあらば︑二の矢仕ら

十一6610図圏

十一661図昏乱とてさることのあらん︒
よしとも

十一603図書矢を恐れん者は火を興るべからず︒

ん︒

十一脳7図圃

いで軍艦に乗り組みて︑

たれ︑恐れんや︒

十一価3図魍
はん海の富︒

十一価5図魍

ひとつもて君を祝はんひとつもて親

ひとつもて親を祝はん

早くたべてくださいといはんばかりに︑

往來まで枝をさしのべてみる︒

十一㎜5

十一悩10図圏

を祝はんふたもとある松

十一悩10図魍

十一607吾嬬爲朝が矢二つ三つ放さんばかりにて︑

はん︒

十一606図心甲の袖にて梯ひ︑けちらして捨て候

ん︒

十一605図国それも一矢にて︑眞中を射通し候は

で候はめ︒

十一604霊園ただ兄にて候義朝などこそ︑かけ出

方に火をかけ︑一方にて支へ候はんに︑

十一602男振

十﹇544素敵は︑算を嘉して逃れ去らんとす︒

峡を纒て︑ウラジオストックに向かはんとす︒

十一519図

編成せる太平洋第二・第三艦隊は︑

十一516図露國が連敗の勢を回復せんため︑︿略﹀

みければ︑土肥・梶原五十騎ばかり出で來たり︒

十期2︹図囹 助けまみらせん︒﹂とて︑後をかへり

も︑みかたの軍兵満ち漏ちて︑

十佃6図國 いかにもして助けまみらせんと思へど

のとぶらひをも仕らん︒

十佃8図圏同じくは直道が手にかけ奉って︑のち

ば︑錦の袋に入れたる笛を腰に指しみたり︒

十㎜3図 首を包まんとて︑ひたたれを解きて見れ

纏組んで生け捕りにせよ︒

十槻5図圓源氏の方にわれと思はん者あらば︑教
十側6園 かぎりある身の力ためさん︒

十一184図寄せ手これを見て︑進まんとするもか
なはず︑引かんとするもかなはずして︑

波羅殿や御向かひあらんと心得て︑

は ら

十一185図引かんとするもかなはずして︑
ろく
十一192園園 萬乗の君のおはします城なれば︑六

いまだ天の明けざる前に勝負を決すること︑

らん海の國︒
うたがひも候はず︒

何の

十一203図圓 御矢一筋受けて︑甲をためし候はん︒

合職の事は武士にこそ任せらるべき

ただ今押し寄せて︑風上に火をかけ
たらんには︑職ふともいかで利あらんや︒

十一618必至

れば︑定めて今夜寄せてぞ來たらん︒

十二386図圏

古人いへらく︑

仲麻呂の魂祭せん

なかま ろ

十二348園私が力のあらん限り修養しても︑

をこそいのれとしのはじめに

十一617図面義朝は武略の奥義を極めたるものな 十二45図圏西ひがしむつみかはして榮ゆかむ世

に︑道にもあらぬ御冠らひ︑いかがあらん︒

十一616図國

決してしかるべきにあらず︒

十一612図震源平敷を書くして勝負を決せんこと︑

十一207図國もし甲の上を射ば︑矢じり砕け折れ
て︑通らぬこともあらん︒

さらば一矢仕り候はん︒

十一208図國 かぶとの眞向を射たらんに︑などか
通らざるべき︒
十一2010図圖

十一225図 寄せ手雲霞のごとしといへども︑城を
攻めんといふ者なく︑

十一231図 横矢を射んとかまへたり︒

十一232図 されば︑この堅陣を打ち破って攻め寄

987
んず一んず

今日の月︒

はせじ︒

へ
十二417図圏 大君の邊にこそ死なめ︑

わが世たれぞ常ならむ︒

十二481図圏園 わがよたれぞ常ならむ︒
まさつら

十一一563図圃

かへりみ

正行が今年十一歳にて供したりけるを︑

河内へ返さんとて︑

かはち

十一一887図

十二894図圏今生にて汝が顔を見んこと︑これを
限りと思ふなり︒

忠烈を失ひて︑敵に降ることあるべからず︒

十一一896図圓 一旦の身命を助らんために︑多年の

こんがうざん

十二898図圏 一族のうち︑一人も生き残りてあら
いざや︑まつ前なる敵を一散らし追

ん間は︑金剛山のほとりにたてこもり︑
十一一906ロ凶園
ただよし

つはもの

ひまくって︑後なる敵と職はん︒

今生にて今ひとたび︑玉顔を辞し奉

らんために参内仕りて候︒

十二992図國

十二㎜2図園進むべきを知って進むは︑時を失は
退くべきを見て退くは︑後を全うせ

ざらんがためなり︒

十二柵3図園

一つところにて討死せんと約束したり

んがためなり︒

十一一伽8図
︵助動︶1

んず

︽ンズレ︾

ける者ども百四十三人︑

助けられんずれ︒

十悩3図國汝がやうなる者は︑いつも重忠にこそ

んず

十二911図直義の兵ども︑菊水の旗を見て︿略﹀︑
取り込めてこれを討たんとしけれども︑

十二915図 その心︑ひとへに直義に近づき︑組ん
かう

で討たんと思ふにあり︒

十一一921図 高・上杉の者ども六千鯨騎にて︑湊川
の東へかけ出で︑あとを突かんと取り巻きけり︒

はかま

十二936図國 いざさらば︑同じく生をかへて︑ご
ほんくわい

の本懐を達せん︒
害せんとそしみたりける︒

十二946図正行は︑︿略﹀︑袴の腰を押しさげ︑自

をとぶらはせんためにもあらず︑

十一一952図園 汝を櫻井より返されしは︑父のあと

養ひ︑今ひとたび軍を起し︑

十二956図國汝︑生き残りたらん一族どもを助け

も立ちまみらせんことあるべしとも思はれず︒

十二962図圖 かくては父の名も失ひ︑君の御用に
十一一982図圓生きてあらん一族を助け養ひ︑
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七六五四三ニー登
！、

附二十十十十十十十十十
録十九八七六五四三ニー

士士＋＋九八七六五四三二障

星の話

ぼくの小馬

炭焼小屋

かんこ鳥

九十四

八十七

七十八

七十二

七十

百二

遠泳

百四

漢字の音と訓
百二十六

百十八

百十四

九十九

塗り物の話
百二十八

源氏と平家

ばらの芽

言路少年隊

土とともに

百四十二

百三十四

敵前上陸

病院船
一

ひとさしの舞
二
胡同風景

四

三

黒龍江の解氷

七

二十五

永久王

三十二

十六

見わたせば

敬語の使ひ方

三十四

御旗の影

源氏物語
日本海海戦

五十八

五十一

四十六

鎭西八郎爲朝

巻十二

いけ花

ゆかしい心
朝顔に

古事記
ジャワ風景

御民われ

ビスマルク諸島
セレベスのゐなか

七

四

二十

十二

十一

静寛院宮

菊水の流れ

末廣がり

七十四

六十五

五十八

四十七

三十九

三十六

二十四

サラワクの印象

玉のひびき
山の生活二題
ダバオへ

孔子と顔回
萬葉集

奈良の四季
修行者と羅刹
國法と大慈悲
母の力
六十七

十三

百十九

百十六

百七

百一

八十八

七十七
七十

十四

北千島の漁場

百二

雲のさまざま

八十二

七十七

シンガポール陥落の夜
われは海の子

百五

マライを進む

燕岳に登る

山の朝

十五

一

三二二百百
十十十二十
二六五十四

九十七

鎌倉

百百百

もののふの情
月光の曲

國語の力

雪國の春

梅が香

太陽

百四十六

百四十一

百三十五

百三十四

百二十八

熱帯の海

太平洋

一

洋上哨戒飛行

レキシントン撃沈記

珊瑚海の勝利

四 三 二

海底を行く
秋のおとつれ

百二十一

百八
百二十二

四

附二十十十十十十
録十九八七六五四

姑差竺＋九八七六五四三二準

飛行機の整備
三日月の影

動員
﹁あじあ﹂ に乗りて

九

二十六

四 三 二 一

十六

晴れ間

附二二十十十
録十十九八七
十 九 八 七 六 五 四 三 二

一

二 大地を開く

明治神宮

三 草原のオボ

水兵の母

三十四

十五

朝鮮のみなか
四十三

姿なき入城

月の世界

二十

柿の色

四十八

稻むらの火

初冬二題

五十二

七十三

五十八

世界一の織機

八十二

不沈艦の最期

水師螢

九十八

十二月八日

元日や

姉

1課名一覧
992

附二二十十十
録十十九八七

993
文字のある挿絵一覧
2

文字のある挿絵一覧

︵スレンバンの少女︶マレー半島の地図︒﹁コタバル﹂﹁クア

ラルンプール﹂﹁マラッカ海峡﹂その他の地名がある︒

︵十二月八日︶日本の第二次世界大戦参戦の新聞記事及び号

十一・踊

︵ビスマルク諸島︶パプアニューギニアを中心とした︑メ

︵ジャワ風景︶インドネシアのジャワ島の地図︒

十二・鵬

十二・35

︵セレベスのみなか︶インドネシアのセレベス島全図及び

︵太陽︶地球と月の軌道と︑太陽の大きさを比較した図︒

︵孔子と顔回︶孔子廟︒﹁大成殿﹂の額がかかる︒

セレベス島南東部の﹁ブツン島﹂﹁ムナ島﹂などの地図︒

十一・脳

ラネシアこヒクロネシア・インドネシアの地図︒

十一・劉

外の見出し︒

十・52

極付近の星図︒

九・88 ︵星の話︶﹁カシオペヤ﹂﹁北極星﹂﹁北斗七星﹂などの天の北

九・27

一・88 五十音図

﹁すずきはなご﹂﹁はやしはるえ﹂の名前がある︒

一・24 子供が書いた絵の中に﹁ほんだいさむ﹂﹁わたなべまさお﹂

巻・ページ︵課名︶内容

の所在と︑その挿絵の簡略な説明を記した︒

第五期国定読本の挿絵のうち︑用語採集の対象とした文字のある挿絵

2
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3

●

レシ・ガテチメスヘザバタ・レノウンヌマ・ト…サイカア警

2322222222222121202020202020191918181817171717i6161615

ホヰ2ダゴ♀ツワニキケヤ2ユリピモナラセミクフソオデロ
ツ
ウ
フ
こ

3

仮名一覧︵提出順︶

1515141413131212121010101010999988877666ぺ
5

第五期国定読本の教師用書に提示された新出の片仮名を提出

順に示した︒

一巻

●

仮名一覧（提出順）

38373635353333333232323232313130303029292828282727252424242323232323

ウ

孚ヅゼ分宗〜）3ボブボブネペゾドgビ〜）余写丁丁ヂギ劣ジグエパエズヲベム
ヤ
ウ）ヨヤ
ウ
ヤ）ウ））

ウ）））

）

）））

@）

83 73 68 63 59 59 58 55 52 49 42 38

︵セウ︶

︵カフ︶

︵キョウ︶

︵チョ︶

︵ハウ︶

︵ヂャウ︶

︵ニョ︶

︵ヒョ︶

︵ラウ︶

︵イフ︶

︵シャウ︶

ゲ

音図

オ
ピ

ポ

ヨ
ニチシキヨ
ヒ
ミ

アイウ
カキク

リ

ヨ
ヨ
ヨ

サシスセソ
タチツテ ト
ニヌネノ
ヒフヘホ

ビヂジギヨ

ミ

ユ
ユ
ユ
ユ
ユ
ユ

ムメモ

リ
ピ

ビヂジギ

ユ

こ︑

ぺ

冒

ヨ
ヨ
ヨ
ヨ

ヤ

ユ

ヤイユエヨ
ラリルレロ
ワヰウエヲ

ピ

ユ
ユ

ヒ

ヤ

ヨ

ユ

ユ

ブ

ニチシキ
ヒ

ノく

パダザガ
ビヂジギ
ブヅズグ
ベデゼゲ
ボドゾゴ
ヤ
ヤ
ヤ

ミ

ヤ

ニチシキ
リ

ヤ
ヤ
ヤ
ヤ

ケ・エ
コ

五十音図︵片仮名︶ ︵巻一88・89ページ︶

片仮名音図のみで︑いろはや平仮名五十音図はない︒

第五期国定読本にあげられている五十音図を写真版で示した︒今回は

4
ハナ

マ
ン

ヤ

ビヂジギ

ヤ

995
音図・いろは
4
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46

44

43

43

43

43

43

43

40

40

39

38

37

36

35

35

35

35

ぺ巻
i 一

35

35

松花水草大手八＋七九石本山川小上木六五四三ニー
蓼
）

糞畢興購響脚騨脚下下下卿
哲・2862・7665・535554・・428・
103

垂

読
み

人刀戸門犬少勇男子中來月森

替

40

40

目見入出下

日

40

40

39

34

34

33

31

31

31

29

29

28

26

25

23

日雨空

小

23

20

20

18

18

17

17

15

14

10

9

8

7

7

6

5

漢字一覧︵提出順︶

戸レ粥揃謝揃婦湯み3扇奮
灯46

第一期〜第四期と異なり︑第五期国定読本においては︑欄外

46

漢字一覧（提出順）

に新出漢字または読替漢字を掲げていないが︑教師用書に同様
のものがあるので︑それを提出順に示す︒読み替えとして提出
されるもの︵原文では左側に傍線を引く︶は︑二字分︑下げて

46

示す︒

48

5

5

5

4

42223326633214816254113128263755545
氣病

正

71

里消火弟音林行灰前栗長早柿秋東赤夕西

人

71

69

66

正

中

65

60

60

59

59

58

57

56

56

56

55

55

55

54

54

52

52

52

51

急店

來

50

50

枝外天方青海村

出

50

48

48

47

45

45

44

42

4240

65466534414311611228425431516445654
吹風雲三生工次郎太兵回持

光炭口
正月

誉1061051051胆1031031031011001DO

竹雪氷妹池冬馬呼私學校客笑
二人來

急男

9898969696969695959494919089878786858584847877

糧

薪2忌｝ラララ｝垢掃婦レ8髭みみみる垢｝レ鮎ろみ3婦シ
蓑

牛

列走車回

窮車
）

春庭

土時

時新年間机先

今考通咲米話土畠代品丸朝立送

生人一

5

997

漢字一覧（提出順）

脚脚即脚脚脚孚興脚lll§lll§lllll販ll壬

54112644221885411652955441112276536

白明

橋動

地層神学國引

北南玉何

重太土
32

32

32

31

31

31

29

29

28

27

犬
27

26

26

25

25

24

重同落開力向原

枝
24

23

23

茶美

野鳥

22

日今上下草
22

22

21

21

21

20

20

19

18

18

18

18

17

1717

33277676887543143887763217247441543
知雄
人海

57

57

軍吸答聞遊蛙近止岸
大

56

56

56

作平流
三

55

54

51

51

51

50

49

48

46

45

左右切取百千用待
小

43

43

43

43

尾矢
地

42

42

41

41

41

41

40

39

鯉歌並女
先

39

37

37

35

33

33

3332

11744436313914187535182213443398119
色黄強

高鼻針都寸

根谷遠家逃首若

日二
75

75

74

74

73

73

72

70

70

70

忘夜毎

使

洗痛苦

旗魚形砲

城

次
68

68

67

67

67

67

66

66

66

66

66

63

63

63

61

59

59

59

58

58

58

57

57

5757

31816175448786538887287395228865311
沖船帆分下心表枚足進

拝宮責歩町

形

97

979797

96

96

959494949494

祭星沈浮涼雨買金

夜神今

夏苗田實梅

94949392

90

898988

87

魚目今

878683

83

81

81

81

77

77

76

76

76

7575

51115157663331223417111916514333173
文

三下枯戦
朝今家

起
城柵國

曜寺道乗
旗

破後
空

自助
動

紙耳顔
君

淺深砂貝
馬

布波
生

998

5

漢字一覧（提出順）

巻

響騨脚稗卿脚lllll！llllll興塑
・・7362・・7222287655355・・・… 醤 622423
書字黒頭讃

変豆名

173
半困々 午勢世界洋平 富士 読
み

集

通勢工木後
36

36

35

35

35

34

34

33

29

29

28

107

28

28

26

26

26

26

26

26

24

24

23

23

22

22

21

21

107

104

102

母父

太山覚
智

24

107

分

19

19

禮

後

19

19

100

18

金

1817

76965755327646655513333294537431113
別迎泣眺晩嫁

育負追聲意線陛皇
間

57

57

55

54

54

53

52

節治菊孫征
明

腰席結元友

52

52

51

50

49

49

49

48

48

出

44

44

44

44

44

徒稻
女

42

42

42

42

41

39

39

合賀加配
並

38

38

38

37

37

3736

94921599611853828432265432218629338
孝

毛窓受鏡棒細場住包

書指羽寒岩匹島漏洲

腹親打恩

番

弓守申

安悲

羽
88

85

85

84

83

81

81

80

80

78

75

74

74

73

73

72

72

72

72

72

71

70

65

65

65

65

63

63

62

62

61

61

58

5757

59764336561824233322332211767277599
降兄主様渡仲多陸兎烏休舎武札所服着

螢

青

114114114

113

112111

111

111

111

10810了107

107

106105105104

始鏡

入

104

和昭

上手

床餅供物娘

門新方

103103103102100100

99

98

98

96

96

行

96

96

91

90

9089

22153532127224227477363236482221936
眠弱終暖桃笛官段久押語

場

過銃

物

荷肉卵那支

代

枕孚院

胸敷拾福内鬼度教糸骨

武

5

999

漢字一覧（提出順）

巻

興脚騨卵脚脚稗孕韓脚llll販垂悟
34・88255444222422959988333・哲
176
綿曲愛糖

初泳

行弟兄進

菓

居殿御杉鶏鳴屋読
み

砂子重長物見千

122

119

2

9

118

118

1

116

1

116

82

蝉茸夫上衣芽

着世墓
）

51

51

51

51

50

50

50

49

49

48

45

44

42

41

41

38

37

35

34

31

31

30

30

30

30

29

29

29

27

25

25

25

24

2424

66327112238736457857452117614872953
鐵

停
橋戸岸

83

83

83

唱
川原

許板竿底皿感死途香北桑

83

83

82

82

歌

82

刃血抜劒飲恐酒残

82

眠

茂息短

81

80

79

79

78

72

70

70

70

69

68

甥御曲

68

65

65

64

63

63

57

57

57

56

54

53

53

5352

33322443143977462139785183811687432
操
同

96

以晴
合間

96

92

92

記帽樂暑井幹桐留掛電頼状面
月

隊穂植姿董皮者

92

92

90

安

90

89

89

89

89

89

88

88

88

87

87

87

87

86

寄
供

86

86

86

86

86

86

85

85

干煙側
香

84

頭

84

84

84

8383

54954422766228627744888766682211173
位

最

勝川目令

治勝

組選

艦嚢競

手甲代

118117117117116116116116116

室

念

汗週

中共

艦

樂音北道朝教日二十木作火

116115115正15115115115111

111110110108

108

106103101

100100100100

99

99

99

97

9696

28657762229988773396987966653881875
命暗陣涙

信回

通

弾

敵

第部倍

明輝前軍

儀食運

大人近

飛峯

文

案承問

内

相

仰

舞楽下御

1000

5

巻
242322222120202019181816151414141413131111988六
． ． ． ． ． ． 。 ． ． 。 ． ・ ・ ・ …
（

133

129

漢字一覧（提出順）

127

125

124

123

121

121

121

晶う｝齢量36775755434・98・52哲 243411555

義門門積

186
恵豊 姉絶参去堺町 束飼置敷刈殺藝

似

生外船

作

運

鯛願

董

殿残

章章甲三
行

馨

41

41

38

37

37

36

36

36

35

35

35

34

33

33

33

33

33

32

31

31

31

30

2928

28

282726

26

26

26

26

26

2524

98261633665799987188311966477551165
汁説攻

眞寓會常

門島部
70

69

69

69

6868

68

雷

器

關員機械由港働旅類種増藥除

南港武飛
65

64636361

61

61

61

61

60

59

57

57

害

散陽忠

虫満
57

53

53

53

50

49

49

4848

48484543

4342

28328854843631114766494326372111112
粉團

角防警

消

102

101

柱延巻

事

101

1DO

98

98

古望

紙別

98

98

97

96

96

改傳事仕役歳不穴賢萬毫階幕書映材

鏡遠

96

95

94

94

園
植

92

92

92

90

90

88

86

86

85

85

85

83

80

79

79

76

76

75

消

7271

47198544255359666497777553194155548
放射王身的

勉
問

130

130

130

130

129

128

肩
強

126

122

腕倒必
置位萬

正22

122

121

121

撃投築
攻

121

119

118

118

味郷習演堅圖品飯袋尊授捨猫焼
後合

117

117

117

117

117

117

116

115

113

112

111

111

110

110

110

110

106

106

106

62219287629811428442227122428533711
威傾染移爆秒無成班
左右

築網

指

弾

突條網張貼解
円理歩

氣習柱

堂纒僧鉢温
雪舟

床

5

1001

漢字一覧（提出順）

巻

1414141410876644七
ロ

コ

コ

コ

ロ

143

964436・66・2奮

祝

從廷標梯調狩

増

35

34

33

干

33

32

31

31

30

30

1填2

142

142

142

142

141

137

137

136

136

136

135

135

135

134

133

133

132

131

130

130

1854438449533328882988

コ

199
銀潮読
み

局

覚

乗着

奏技博館公紋社
放送

清詩藍建貨
参宮

京
笛東

馨

25

25

25

25

24

23

23

23

22

20

19

19

19

19

19

18

18

17

17

17

17

16

16

15

1515

4741933326653999549443219310765721065
湯寝配

535251

51

族遺櫻

50

49

47

當術傷

47

固

麻震

丈特

47464545454545454543434343

42

41

任

40

祈

39

39

絶失勅討汝

37

37

37

37

36

給奥座

36

36

3636

9385566634996652133316106981074299211
振景

航歯輪低越

覧悟園賊現

等全科鍬

式講

耕泥照

起音命都名味根祭形種光代色金
77

75757271

68

67

65

64646463

63

6262

6262

62

61

61

61

61

60

60

6059

58

57

5756

56

56

56

5554

2828748310525510995193229885484442265
煮響端刻攣計

叫怒筋

探

伐錦

油注危幅尺齢汲坂附市街

堤造妙
波

91

88

88

87

87

86

86

85

84

84

83

83

83

82

82

81

81

81

81

80

80

80

80

80

80

80

79

78

78

78

78

78

77

7777

187101062622444421084410887741198761972
快完直縦割柔末管養精

壁燈
當庭初寝

奉
注讃

報告纏故整
無

敬
最小調

練
姿

拭活
呼

武

1002
115113113112112

112112112112

112111

111

110110110

107

107

1G6105100100

99

99

99

98

98

97

97

5

漢字一覧（提出順）

97

97

96

95

95

9291

1103665311161642101547165233874278361
背責具

税
知承古

占
力

商往未領法
以

圓
眞刻

央宅老
直

封素質
震

四

民三災暮
齢

柳離愉
輪

十稗脚llllllllllll贈桑
944・5・・…655444732・54奮 11899319833105
121

176
斜
軒與 順候難縣試属
績惜談 影 藝
野旅
績
文記
相 零幸
磐

35

34

34

33

33

33

32

32

31

31

31

31

29

27

27

27

26

26

25

25

24

121

119

118

118

118

118

約

23

116

116

116

吐
東屋刀短加

24

116

23

22

20

20

20

115

115

可求恥
都返許

19

19

18

16

16

1616

599108885988154335154102976101019967522
舞納皆
品

64

怠

石岩出

64

64

63

62

62

61

源騎導召

防氏

61

59

58

失

58

58

観佐

御雄

56

56

55

50

50

口

50

50

澄理込
足豆

49

49

48

客

48

48

48

將熱株箇料肥
形町

47

47

47

露

47

47

47

47

38

3736

3227624213339946542107992299988773610
靴況帥婦在中折
守傳使角度

90

90

89

89

89

聲

89

89

8888

郷待

87

86

86

少

8583

即製設確垂翼憐情

整熱翼

83

81

80

77

76

計正

76

73

71

67

尾直

67

66

6666

主

66

端書

66

66

6464

望

64

6464

64985448414394395911441010109755276643
達産堀湾各阪貫荒距制杖閉堅果屈
行實

失

丸

笑

止傾

刀太

出

群定

腹射低

扱備

草書管

5

1003

漢字一覧（提出順）

11110810810610610510410310210210110110010010099

98

9797

97

97

96

96

96

94949494

93

93

9292

92

9292

4717635253511010110477226611010626697732
慮輕脈験

寒

要

轄路

四時路

卒職

身

冷

釜鋼厚免

藥足眞赤白
巻

級

塔

有復興劇

壁美寺育

店

脚台脚ll§llll§ll睦
9985538・・62… 63・醤 710311428732981019
採

歴史典

森伐

得

伏

幸

137

134

133

131

131

130

農邊

130

嚴藝

林重勅号從者磁

129

129

124

型
炭早春話

124

119

115

114

題綴違

112

纒群

正11

干反
平輕

）
2424

23

23

2321

21

20

20

19

19

19

19

19

19

17

17

17

17

17

16

14

14

12

12

12

12

11

11

11

11

11

11

1010

31732853210666628753299510322665531109
然舌

務
48

浴

激密帯

48

盛友
48

47

47

46

46

闘

梢

及退

住落養休義衣歩仰

46

43

42

41

37

37

36

36

34

34

30

30

30

盛

永保護良

夏生流久

30

30

29

28

26

26

26

際例

夕造

25

25

25

25

25

奉

24

2424

85571864666227165991111855555521987
漕

隻薄乳頂裏

市肥
66

64

63

62

更

岡江

夫寓牛

奮課縫

61

61

61

61

60

60

59

58

58

軍
58

57

巡査憲

雑

57

母
57

57

56

英亜

55

赤破追
54

54

54

54

53

53

53

協衛準句

建
52

52

52

走激
52

50

50

5049

110102966585410102996359774475287637427
障祖悪他
商細

師量
降頭候頭伏學

訓
語館

律規
風蹄吐

副鐘戒三景牡鮮
納定鐘

塩
右

帯

1004
9493

92

91

90

9089

89

89

878585

848282

80

79

78

5

75

757369

69

69

68

68

68

漢字一覧（提出順）

6767

66

66

66

66

6666

510726487456482234254595573392986321
俗球迷極柄連寳驚

泳端星

牧

斗敗隣志

畳清牧門門悪

116116116115114

111111111

妻貧債臣

人野良用夫得黄門空

11011010810810710610510510310310310310210210210110199

9898

97

96

96

96

94

9494

10863196610871515277734318653210871766
片脱

勤魂額補充
例

司
確試

河

﹂4・3

巻十︵新出聯

4・8

﹂4・4

137

136

136

136

135

床端

135

135

歎郵便資州

133

暖

峡

133

132

窓

到濱援否

132

132

131

130

130

130

底

130

129

逆鼠
潮

働

128

127

126

126

自吸

12d

124

123

122

目的

122

117

117

117

4621744528871010105182610499183722

読み替え伽︶

花
砂
到

烈捕謝朽率利諸再企書

力

告

果再新

兵

散

聲際違負甲

誓幾修
興口角

苦温

脚四丁丁丁孚卿脚lllllll！！！lll販llll壬

377742832921541854883109999764766219
僚

起齪積雲

44

44

43

42

郊察致

解投

42

42

42

報由目妻

41

41

40

40

40

39

37

36

尉

啓

野面

幸四極

36

35

35

33

異筆硯鉛倹

33

33

筆

29

29

外宮尊給幅歩折嚴

29

26

25

25

25

24

24

23

22

21

2019

109788449232275873211155115225525789
究

墨像想
息

慰
親

陰
常

象
晴

殊眼視旧縁
現原

織
息

紅紫
子葉

非速
退絶

没救
幼男

幼
攣験

5

1005

漢字一覧（提出順）

56

56

56

56

56

56

55

55

55

55

55

54

54

54

53

53

53

52

52

50

50

50

50

50

48

47

47

46

46

46

45

45

45

4444

942222775218811071989983218610446331010
露宗
丸天

78

77

上

76

75

群言詔宣襲敢認臨態康健得率

在世

74

73

73

沈

73

70

70

70

70

働

69

69

68

67

米

66

65

65

巧陶

飯冬

64

63

63

62

62

61

周

眼園

61

61

61

費研

止弟子

60

59

59

59

58

5856

57458432666181988108273102998615117410
因覧強堅
納

96

96

親

歓

96

95

94

機織

避衰

93

93

92

連喜

91

89

89

立

87

86

86

掃

鋭

緯編容易潮上輸

速側

片襲

成首

85

85

85

85

85

85

85

83

滅導爆

直明日

82

82

81

81

81

80

80

80

80

80

80

7979

643192128724105886621144487288876164
希墓存悔期
墓厚男
129129129

129

閣學聖讐判旨

簡努較

示次酒受旨持打西綿布巧

12812612412d

124

12312魁122121119119118118

117116115115

114114113

比翌

結果嚴始操

105105105102101

101

98

98

97

9796

7661731061221791723108843366187551438
艇駆逐

猛
響

巻十一︵新出獅 読み替え90

153

152

程
雨

152

150

牧
選

150

150

乾軍禁熟薄塗姓
支

150

148

普省
川

146

146

146

146

145

144

144

143

漢
宮聞

141

1d1

141

141

椿
鬼金黄雲下西孚

140

138

138

137

136

136

135

135

元笑食藤

135

133

131

130

129

792988119664109481010887941105101035798
僻

髪

検件湖

主峯末結

智境交

梅雨縫

届看療

共

讐

揺

庫

埋

羅衣揺勤深冷毛盛設紅

1006
2423

23

23

21

20

19

19

19

19

19

18

16

15

14

14

14

14

13

11

5

11

11

10

9

9

8

8

8

7

漢字一覧（提出順）

6

6

6

6

5

4

5107248108863144821177754319988211168
化
子祈

56

56

控
堅言思面殺逆

56

55

55

54

54

54

袖慈
仕

53

53

彼我

51

唱護指

51

48

46

41

粗宿
浴

41

41

39

39

装
答

36

36

粒
軒

33

31

豫
縦横

31

31

31

塊
竹

31

30

28

三
色黒暗松

27

27

26

26

2626

1010196544828791822811012101041191317442
如

損
我平帯包

算

77

76

75

75

73

逃

73

此

73

至

72

誌

71

経畢

71

70

寄贈

70

内

70

69

雀扇偉才夢誠至適
夢

69

69

混

66

柔弱

66

65

64

63

61

60

59

59

58

遜謙述
敬祝聖食

58

57

57

57

57

57

57

5756

4773831872872661664726293531088554310
性俳層

曇羊
陰

103

102101

兆絹
塊

101

99

99

晶
女

99

99

98

濃
巻

97

95

95

限

綱

遙略

天地

手

阪幸

94

93

93

93

93

93

92

熊紺
免滅居

90

88

88

86

85

泣烈等所言外仰牧

85

84

82

82

81

81

80

80

80

8078

17771054437647998553351155586101087636
童男獲沿

捺旬秘奮荘

守紅霧濃
135

135

134

134

134

133

133

132

132

辮霧

泉登樹鳩

緑

界嚴紫色景紅頂快鳴畢宿針混雑薄
131

131

130

129

128

127

127

127

122

121

121

117

115

115

114

112

112

110

110

109

109

107

107

106

105

104

4287585834498243323229931010117422638
壽旦揚

輝

優朴

江路

蹟

録凡憶偵偶揺摘封穫

榮載隅隅魂

朽

奇怪

盲譜賃

檬異

龍

家戸富

5

1007

漢字一覧（提出順）

巻

2019191815141313131313121212121212111010101099888777654十

33143310887798666379987641093432913薪
出
邦断

疲

勢

絡

瞼

掘即功硬

貴昇

馳三州代門門三分危

4343

41

40

40

39

38

37

37

36

36

35

33

32

31

31

31

195
鑛響銅霜磯崎勢

棚

31

寳板過係
29

2928

28

282727

馨
ラ

25252424

23

22

2222

箭

2120

9810996664621091101033965528694662433104
鶴浦

鰯般徴
側

6565

65

6560

60

季

欲仁己能

魂平門

過好會

60

59

6059

59

59

59

徳
説必容

58

58

5858

58

58

厄慕
修困

58

5757

孔
痛頼

57

57

5555

狂裁磨政監疾
顔

52

51

4847

47

47

474544

98655441773219997332833155137844313
論侯迫
張

評議預窯騒罪鑑仇亡

私騒違致

助

1071071071D4103102102102102102101101

罪

100

96

望

96

95

92

89

88

超

禮朗妙言

88

78

77

76

75

渇

越終悟

75

73

73

73

純朗

修性

72

72

71

渡萬

71

70

6767

8646888643965104939939667187775545107
汚寛遂釘

躍展揮却壊奔

憤跡坐績

爵曼緒滴是

識

門限三吉歎遺賢全産延欲名從任血
128

128

126

126

125

125

123

123

121

120

120

118

117

117

117

116

116

113

113

113

113

112

112

112

111

111

110

110

110

110

109

109

108

108

108

8655101092395376581963277561632166981
握怖

否恐

派遣描

獲

瞬慮掲慶

捧残

階

塵請

崩

愼謹

還

三三誠居思涙潮討憤束嫁嫁早出

1008
15〔｝

150

149

145

145

144

143

141

1哩1

140

140

140

138

138

135

5

漢字一覧（提出順）

134

133

133

132

132

13〔｝129

918323106210948289559217
鎭肇焦赴緩

踏訪
泉

湧瀬蒸
冷

宙宇減零廻
減沿崩菜

凡

漢字一覧︵五十音順︶

第五期国定読本の教師用書に示された新出漢字および読み替え漢字を︑代表音
訓によって五十音順に配列し︑読本に用いられている音訓と︑その提出熟語・提
出箇所を示す︒一つの漢字に二つ以上の音訓が提出されている場合は︑提出順に

村々
九・25

四・7

提出熟語 巻・ページ
大東亜

愛國行進曲五・19

アン

安友

安心する

取扱兵
五・68 言

四・37

八・64

偉大

位置

御位

十・10

六・㎜

十一・36

六・96

五・96

ころも

イ

白衣

羽衣

北緯四度

ちがう
イ

たがう
イ

ユイ

かこむ
イ
イ

イク

そだてる
いそ

イチ

相違
遺族章
遺言
とり園む
周園

軍讐殿
教育塔

イン

原因

乗組員

一人

イン

國引き
のむ
イン

かげ
みぎ

イン

陰氣

病院

ひき

︵ひとり︶

衣紋掛

イ

あげる︒音は片仮名︑訓は平仮名で示し︑熟字訓には︵︶を付ける︒

漢字提出音訓
々

アイ

九・61

十二・伽
九・75

にぎる
わるい

あし

やす

うす暗い
五・m
暗黒色
十一・6

あつかい

アン

くらい

威勢

四・28

六

案内

大尉

七・皿

三年生以上 五・83

五・㎜

アン
イ

もって
くらい

用意

右

エン

そう

エン

けむり

エン

演習

エン

塩水

鉛筆

望遠鏡

とおい

エン

オウ

往來する

奥の間

中央

汚名

しお

エン

おく

後押し

オウ

二王様

縦横

よこ

おし

オウ

磨用する

オウ

オウ

さくら

おか

屋内

天の岩屋

ご恩

記憶力

オク

オク

下界

天上天下

音樂

温床

オン

オン

あたためる

おと

オン

した

カ

しも

ロ

左右

右往左往
宇宙

羽ばたき

雲サン

積齪雲
月影
永久

映壼

遠泳
英軍
最新鋭

戦陣衛生

容易
東京騨
超越する

植物園
延元元年
聲援
沿岸

縁煙
先幕

138

85

53

118

35

46

61

7

50

106

107

コ

コ

ロ

コ

100

15

111

108

34

8

コ

108

101

ロ

ロ

30

37

4

119

127

41

106

暗

位
イ
イ
イ
イ

十・42

イ

なぐさめ

六・伽

ことなる

異様

十・7
十一・m
イ

うつる

十
十
十
十
十五三一七五二九六四一七五九七八六一五四七七七二七九十六三十六五六ニ

ロ

117

31

87

47

56

6

97

102

オ

や

ね

ゲ

煙演

遠縁

横肥上士七十圓塩鉛

富岡六六王

温言憶

音

下

コ
コ
の
ロ
5 17 69 13 108 146 126 51 57 48 78 133 50 130
48

コ
21 12
94
26

コ
64 25
コ コ
56 72 80
132
61
133

コ コ
43 55 47
64

ロ ロ
99 99 88

エ

運梅春
動雨雨
光入
榮螢

6
ア

羽烏三
雨
運
雲
二六映影
鋭衛士
榮螢
言霊易

62
116
17
140
119
127
60
31
95
45
46
138
33

コ
コ
コ
コ
コ

93
5
35
95
32
78
12
29
100
41
75
22

延言
沿援

出語代
順・表
に提音

ハみミ

十
十
十 十
三一十四五三十六ニー二八四十十七二七二九八十九四十

コ

七七
違

遺

一磯

陰斎言素因員

二二愛亜
乱雲

素案

異素意尉富田
移

1009
漢字一覧（五十音順）
6

二エエのエエこエイさエ冒すエエエエおエエかウくはウウさあははかウウユ
ンンンばンッえキ かイイるイイイイよイイげンもこン めめ ねら
ウ

さ

±九主六六生七六＋土＋四±＋九九九五九六八＋二六五＋＋一四四四生九六

家

カ

なに

皇化

十一・23
三・9

加賀
四・18
つけ加へる 七・佃

カ

くわえる

ノ

X農
●U7

七・43

十一・期

七・63

三・97

三・45

十二・m

四・34
十二・m

九・14

三・58

七・m

許可する

嫁ぎたまう

御降嫁

初夏

カ

なつ
カ

よめ
カ

とつぐ
いえ

一家

家來
家賃
高等科

朽ち果てる 九・燭
十・80

唱歌
九・燗
二・34

五・49

結果

銀河
五・83

三・17

火曜日

八・16

一・46
十・4

十箇月

四・鵬

くつ

あたい

靴下

八・62
九・66
十・17

空中分解
五・蝿

六・価

カイ

五回

十一・6

とく
カイ

氷塊

カイ

十二・珊

十一・73

十一・86

七・91

かたまり

愉快
十一・皿
九・52

奇怪

まわる
こころよい

カイ
カイ

警戒する

六・60

十・93

カイ

お改め

六・31

くやみ
あらためる

機械
海軍

二・29
四・5

三・32

十一・95
八・33
六・48

三・8
五階

六・35
會得する

十二・33

十一・血

八・89

二・23

七・97

三・27

六・15
十・5

十二・皿

石垣

給書

破壊する

三・76
子ども常會

皆々

世界

二・5

カイ
カイ

うみ
はい

カイ
さかい
みな

ひらく
かい

カイ

カイ

カイ
え

かえる

カイ
かき

漁獲

各種

かき
カク

カク

牧穫する

正獲
確物
監禁する

漢字

敢然

感心する

潮干狩

静寛院宮

官女さん

完全

寒天

稻刈

渇者

兵螢生活

畳悟

据聲器

閣下

比較試験

町角

方角

園カカあカカみひほカカカカさかかかかカカわかおカカカ二つかカカたカえ
ンンンせンンき すンンンンむわりまぶッッれけぼククククのどククしク
さか
るるえ
か
す
る
め
る
看護

管竿

間召還貫弱冠簡

123
48
110
115
69
63
122
80
89
121
45
85
70
87
77

カ

カ

はたす
はてる
カ

うたう
カ
カ

カ

はな

カ

荷物

五・18

菊花
お菓子

貨物船
六・魏
四・斯
七・62
通過する 十二・8
十二・36

コ
コ
コ

反

巻

我桶越観歓

外書賀正

額下天

カ

カ
上

すぎる
すごす
カ

あやまち

十
十
十
十
十
十
十二十五十五五七五二四七八四十六八八二七七五九七一十十九八六一九八二

コ

48
16
97
8
122
48
111
88
111
107
53
6
79
41
54
85
11d
21
141

確

角穫

据計較

寒蒲刈釜蚕下軒割掛
弱弱官需

看監漢汗軒下石

エ

薔薇南
扇回
快廻

海石灰下露石
下灰

會石階青葱
給壊

獲各斎垣蛙

や ケ
ひ
に

加何化
面面
嫁

果科
歌

火出
花面

前貨菓荷

漢字一覧（五十音順）
6

1010

ひかガほとかそかかめわかカカカカカケまやカカまケあかカつカ平平カくさ
たイイか イと
が ンンンンンンくかンン ンいがンらンンンンだお
た
だみ ぬ
い
く

つり竿

信書管

緩急

軍艦

奉還する

世間

五・44

八・64

七・85

十・81

五・88

十二・輔

／ ＼・7
8

十二・鵬

二・96

十二・58

五・83

四・38

四・34

六・捌

一間

三時間め

九・57

帝室博物館

十一・70

六・63

巻雲

十一・燭

十・70

三巻

八・26

歓喜

六・33

十二・蝿

観艦式

十一・14

機關銃

相落

十一・56

彼我

六・48

四・18

四・妬

罫書

十・6

六・20

加賀

外國

九・m

七・56

六・26

十一・57

二・7

内外

害虫

市街

1011

漢字一覧（五十音順）

旗机揮幾希寄奇基

訟

眼

ガク

まなぶ

ガク

たのしい

學校前

音樂

日の丸

弾丸

火の丸

肉爾
眼岸

學

訴

まる

ガン

たま

きし

ガン

ガン

いわ

まなこ

岩石

孔子と顔回

ガン

ガン

お願ひ

十

かほ

ねがい

大願

十

素

顔

ガン

あやうい

危険

十

キ

お喜び

歓喜

武器

飛行基地

奇怪

近寄る

御希望

焚揮する

幾山河

國旗

十

キ キ

願

くわだてる

キ キ

よろこぶ

キ

うつわ

キ

よる

いく

つくえ

はた

キ

危訴

喜

器

岸

6

三三二二九十五一十六六十三二七九七五ニ

三八四十十五三十八二五五九二

ロ

コ

●

●

●

●

●

●

●

●

94

37

81

33

44

46

36

51

25

56

コ

の

96

102

の

122

休仇

96

久

56

112

58

客却

41

コ

コ

コ

70

96

12

33

吉菊

氣

コ

60

130

35

蹄

125

24

起貴

鬼騎輝

●

記規季

●

86

●

84

●

87

祈汽

●

81

●

58

機

45

期

キやあキひカキキよキキグキキかキおキかたキおたしキキキキいキはキゴキ
に
ユすだユさクヤヤしチク
え
がっきつる
のた
や
るとす
る
ウむ ウし クク
る
く

い

い

短期間

敦盛の最期

機械

お祈り

汽車

四季

祈念

日記

規律

起重機

十萬騎

鬼神

騙艦する

何氣なく

病氣

豊田佐吉

菊の花

退却

吉野参内

オ客

旅客機

永久

休養

十
十十
十
十十
十
九四二九四八二二二十四六二九六十四八一十七三二八五九ニー七二十六十十
コ

19

75

58

12

111

ロ

22

44

102

96

73

26

居

墨披距許

ロ

113

40

56

22

113

96

29

134

去奮九給級究球

19

ロ

51

94

10

泣汲求

8

82

54

36

朽救

23

コ

の

19

103

73

31

急弓

105

92

宮

吸及

おキいさキキクキキキキキなくもキくすキいゆクグキみキすお
るヨ るヨユ ユユユユユくむとユちくユそみ ウユやユうよ
ウウウウウウ めウるうウぐ
ウウぶ
る

キキキキゆ
ヨヨヨヨる

す

吸ひごむ

お宮

呼吸

明治神宮

宮城

弓矢

宮内省

朽ち果てる

不朽

感泣する

地球

一萬トン級

研究

お給仕

復奮工事

たち去る

去年

居住

鳥居

長らへ居り

許可する

根擦地

長距離

學手

＋±八七五主．±五七六九一七八＋九±四七七±九＋二二四＋六三三九三九
●

86

●

98

・

85

極

●

116

…

48

113

59

曲局峡驚

●

10

●

●

65

14

響

●

34

鏡

●

43

●

16

●

94

44

●

92

o

郷胸狂況

●

57

●

35

58

●

橋

●

115

教

●

o

1正4

135

●

22

恐

…

42

14

38

．

115

強境叫協

●

135

・

94

●

67

・

96

共競

・

29

●

17

供京

きキまキキキおキひキかゴキむキキキはキおキおキつささキとキキとそキ凌

お供へ

十

東京

お供

土ハ同作業

競孚

協力する

十

い

國境

し

勉強する

二重橋

戦況

鐵橋

狂喜する

郷土

在郷軍人

望遠鏡

音響

關門海峡

行進曲

放送局

北極星

る

恐怖

く

教室

幻蛎要蒜謀謬ウ許鍔計鍍弓幻隷鴬も瀕も駕ぐ

十

十九五五六九九十七六四八六四二八五三五四二五六三十七九十五五五四六一
コ

8

90

ロ

25

コ

19

142

コ

102

85

129

75

61

53

58

ロ

86

98

コ

23

61

コ

51

16

86

コ

90

126

29

98

ロ

56

144

64

コ

25

143

84

88

57

61

130

51

面

勤務

錦の御旗
禁物
御道筋
謹愼
近所
金魚
お金

金色
行儀

黄金作り
競技場
忠義
義男たち
評議
逆さま

金魚
御門
御弟
御位

御召艦
御感

たま

ギョク
ク

ギン

ガラス玉
玉座
一句

銀色

空イッパイ

騙逐艦

苦心

ク

ク

くるしむ

そら

空氣

たぬき君

君が代

屈する

クウ

むなし
クツ

くし
ほる

くま
くり
きみ

訓練

くわ
クン

御軍

軍かん

一群

偶然

船具

クン

グウ
グン

グン

關係

むれ
いくさ

係員
傾斜

ケイ

ケイ

兄様がた

カカり
かたむく
あに

行啓

人形

三・68

十二・齪

六・19

八・20

たんざく玉壷・37
圓形

慶祝

十二・枷
七・78
七・52

十一・28
景氣

十一・93

敬禮

景色

六・68

八・48

七・67

十・55
設計圖

萬世一系

警防員

八・皿

十・蝿
五・63
︑・08
一

八・掴

四・22

ノ

十一・51
九・30

八・鵬

六・m

直樫

お纏
全神纏
縫母

輕快

五・5
五・92

十・80

決勝線
結びめ

十・伽

六・53
結果

六・85

十・50

十・幽

五・30
十二・67 月

結い直す
出血
條件
健康

建

犬正

見肩石馬研

百石謙

万引縣検証嘉言

馬下迎

激

兀

敬掲露点
景
計系
纒樫警
綴
輕董
結嘉事鶏
血
堅属下

︵きょうだい︶ 兄弟

ケイ

何型

85

玉
苦句話

10
8
4
24
39
117
129
50
89
66
41
66
12
58
28
43
85
83
57
20

十
十十

十

十

113
121
66
129
31
36
49
8
130
9

80
コ

130

コ

33

かた

かたち

三八十五四八六二八九三八八一七九三二七ニー二八一九三一十九三九七十三
コ

グ

78
115
137
61
121
64
1〔｝9
26
110
59
100
36
105

馬騙

君百石熊掘屈騙
蒲扇具訓
軍
係
傾
兄
形型啓

コ

ロ

コ

110
141
24
19
59
97
19
106
37
118
35
59
9

十
十
十
十

コ

ロ

コ
コ
コ

25
96
27
66
96
17
57
84

信仰
共同作業

五一九五九八五五五三三四九ニー九二九六六五十七三三五三二七十七十九五
ロ

漁水
夫牛

勤前
近謹筋禁錦
金

義技儀
逆議
牛

痛論
御
面

漢字一覧（五十音順）
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ギコあおギおみおゴギうギギうさギギよギギギOコかキキちキすキにつキき

弓ウ鱒ヨんヨおヨ言しか穿し @嚢ンねンン馨ンじン影り

ゲゲかつゲはうゲゲむケたケケケつケケケのかケケみかきすケケいケケたケ
ンッツきキげつキキかンめンンンるンンンきしンンえたぬずンンぬンンてン
し
え す
ぎ
こい
る
り

い

建設

九・30

九・25

六・鵬

官憲

一・76
三・12

十一・23

ぐんよう犬

十・7

十・44

堅陣

研究

建物

御硯箱

六・97

十一・71

五・11

一・59

見物する

十一・26

十・7
五・30

十二・伽

十一・9

八・11

六・50

謙遜する

軒下

一軒

御倹素

八・8

十・㎜

派遣する

検使

攻撃

劇場

纏験する

六・田

六・92

八・92

十・20

危険

埼玉縣

撃ち出す

一・68

九・24

十二・12
︑・0
6
一

ノ

激職

お正月

五・82
四・22

二・56

九・21

四・36

オ月サマ

月曜日
元氣

原

ガン

︵かわら︶

はら
ゲン
ゲン
へる

グン
グン

あらわれる
グン
ゲン
こと

いう
ゴン

川原

元日や
五・50

三・8

十・98

十・39

野原
平原

八・31

十二・儒

増減する 十二・麗
源氏
十・40

七・45
氣象現象
九・52
十一・21

＝言一句 十・55

舷門
二言
十二・57

十一・57

十二・期

十一・69

一言半句

無限

かぎり
ゲン

九・5
十・4

嚴として

おごそか

グン

七・24

七・78

二・48

七・囎

六・61

十一・93向

十・80

古参

荘嚴

きびしい
ゴン

ふるい
よぶ

貼呼

十二・31
十・燭
一・81

冷藏庫

黄色く
黄金

黄金作り
復興する

交代
毛利侯
氣候

日光

公園

甲號功章
御厚意
旅順港口
口調

さいわい
コウ

ひかえる

健康

さら

コウ

深更

更に

攻撃

攻め落す

コウ

江南

學校前

せめる

コウ

甲號功章

軍港

江戸時代

コウ

コウ

え

みなと
コウ

よろい

皇孫
硬度

天皇陛下

紅葉する

コウ
コウ

オウ

コウ

くれない
ベに

ク

つな

たがやす
コウ

かんがえる
あらい
コウ

いく

ギョウ

つりばりの行くへ

近郊

講堂

五・伽

ゆく

コウ

おこなう
コウ

コ
コ
コ
コ
の
コ コ
129 29 10 99 26 126 121 34 30 134 36 45 117 41 92 37 19 50 64
92
99
66

コ
94 37

限

呼
かためる
おのれ
と

十一・鵬
七・80
十一・27

行幸

す

57
67
105
92
124
144

コ

123

9
／＼・8

十・16

七・39

降鋼

今此込骨國谷黒告刻鑛廣高香

魂紺混根困

手紅深
綱ま紅

荒出
波航

行孝
列行

ロ

ロ

の

13
65
9
60
55
36
136

の

96

121
ロ

95
55
コ

8

25
ロ

22
23
8

紅硬皇甲港江校更攻控康
行荒航考耕綱
郊講

皇方
后向
中入
機坑

精大工孝孔
巧工兵行子

7
61
35
ロ

57

24
ロ

51

の
31 86
ロ
21 57
ヘ

戸外
事故
それ故

枯れかかる 三・95
十・幽
三・18

十七八五く五四二八七二七一一一十十二五四九五六六一九二二九六六一十一

コ コ
39 89 124

16

かれる

鯉のぼり

十十 十
十十
十九十十四二四二二十二九六七三九八二十八五六七二九八二二十九八十九三
60
10
47
81
5
8

ゆえ

こい

みずうみ

コさたコクコココこココきココむクコくコあコココひそコココまおコOオき

ｶウウウウ雲ウウ套ウ物ウちウ3ウウウ奮1ウウウ1手ウ謹ウ
ウち

黄
興
交

琴平
光

十字公
口

三

好坑

工孝孔
巧
幸

コ
コ

コ
コ
コ

減

現源
言舷
嚴
古

戸庫己固
故
鯉湖枯
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漢字一覧（五十音順）
6

1擦；ね誓ll裟こ灘駕長轄磁か弼轡

鋼鐵

降服する

四・88

八・96

九・61

五・35

十一・55

五・54

十二・7

かとり線香

三・55

鑛員たち

七・71

三・13

時刻

七・80

九・燭

七・餌

報告

十一・6

四・14

暗黒色

三・94

三︒12

三・7

二・94

十一・53

八・20

四・89

三・48

國旗

國引き

此の

植込み

今日

三・66

三・58

三・97

今夜

今朝

十二・28

今年

困難

三・49
七・41

九・魍

十一・58

十一・80

十一・30

四・7

大根

混用する

紺地

1014

歳採才

妻

最

再

砂払

6

左佐號

合

護

語

漢字一覧（五十音順）

二二五

二

り

ササササつもサふサシサすササひサゴカゴあまゴかゴさゴコゴあうゴゴたコ
ウ とし
まン
ウツウいもたと
イイイイまつイたイやなだ
ろ
り り り
と た
も び

『十

午後

日本語

物語

保護する

乗合自動車

合同髄操

艦合職

號令

廣瀬中佐

左右

巡査

砂はま

氷砂糖

玉砂利

再興

最後

妻子

天才

四歳

伐採する

十

畳後午
悟列後

魚心
祭魂

十

十十

六九一十九七五九九十五三九六三八五六五四一九九四二七六四三三四一ニー
コ コ
コ コ
コ
コ
コ
ロ ロ
53103610668092133130418763013022259088831914115710751459071048873538128
算

産

散

山

三皿

素札察

阪砕

際

三士

菜

細

祭災

お祭

大震災

地回祭

細工

白菜

菜の花

裁判所

満載

際する

水際

大阪騨

坂東武者

いそ崎

共同作業

豊年満作

お察し

立札

必殺

三郎さん

富士山

四散する

物産

）

作信士

十 十 十
十十十十
十
一二八九六四一三一五一六四十六五三二ニー八一九九一一二二十九四七三七
十十
54

88

思

90

130

宗師

26

4

40

市

25

35

子

の

コ

41

19

コ

8

コ

73

亡姉

コ

13

18

84

24

コ

4

コ

90

始士四史司

ロ

65

88

4

使

コ

128

11

仕

ロ

131

101

22

残土

134

50

罪材

コ

コ

64

52

39

66

三座坐

97

参
る

おシこシいシシこシすあシはシシシシシつつつシザのザザつザあザザザサま
かかか ンこッイみイりイ
ンい
も こ ち
がね じ
うまえ
る
う ろ
た
ま
つる
ざ
る
る

し

七・15

十二・75

支

お参りする 六・14
参道
六・燭

座敷

露坐

八・58

止

十・56

在郷軍人

六・45

十二・58旨

十二・59

九・28 土

材木

罪人

雑貨商

五・27

五・魏

七・19

十一・19
三・41

残念

八・64

六・57

九・鵬

六三

仕事

傳令使

九・10

私

用意仕る

司會者

紙糸

歴史

一・35

十・80
六・16

四・4

五・63

紫

富士山

始祖

七・78

至

四・71

お姿

言詩意

姿勢

五・18

一・73

七・56

お菓子

市街

九・58

九・48

九・69

二・66

十二・12

魚市場

鑛員同志

矢飼本誌

指

さき

くし

やかシシシこシシいシシむシかいシわシうしやシとええシむさシシさゆおシ
た
じぬむ ま だ ねさ
しびぼ
う
こ
た
ら みと
る
る
え
す
ろ

み

る

三・26

思案する 十一・20
思し召す 十二・期
四・49
指圖する
六・伽
御指導
十一・14
支那
四・鵬
十・鵬
十・85
聖旨
十・85
二・8
三・9

春枝さん

八・81
十・45

五・38
六・14

急停止する

氏神様

八・31

二・47

源氏

十二・60

六・63

私情

書用紙

十一・31

十・29
十一・93

四・90
三・83

紫色
紫紺

十一・53

十・36
六・悩

至誠

視野

九・鵬
六・11

ノX︒8
九・m
十一・48

物資

三・18

試運轄
雑誌

矢車

6

1015

漢字一覧（五十音順）

主爵尺舎

弓取

者

車謝

射質疾室

社煮斜捨

失七識式歯

シュ

シュウ

とる

シュ

まもる

ぬシシシうシくシシシもやシにシすシいシシシううシシシシは
しやヤやつやるヤヤヤのしやるヤてやるッツツせしッチキキ
る
るな
クク す ま
ろ
う

十

歯車

儀式

無意識

失禮

疾風

教室

質素

射抜く

射撃

斜面

お社

靖國神社

從者

感謝する

汽車

十

十

二七四九六二二九九五七六七八六八六七二五八八七一二七七
コ

60

74

習

42

36

の

終秋

105

103

135

8

57

30

136

75

ロ

15

75

等州宗周

洲等

コ

66

首

コ

コ

コ

ロ

101

98

20

86

酒

88

種狩

31

17

43

67

40

50

亭

73

士

襲

寓眞

47

潔し出す

集週

152

兵舎

21

一二五尺

38

侯爵

四・85

ノ押手士ノ｝
64

大國主のみこと

守備隊

主主
従翼

亭

1；薯購鍵響1；；弓；ζ蹄犠た攣
子守

上手

選手

殊に

十十

手綱

御殊勝

種類

修本皇周機
理州宗園首

潮干狩

種まき

十

ぶだう酒

一

修行者

先週

襲いかかる

中程
洲洲

演練
習生

空雪お
襲舟舟

）

十

十

四五十十六二六六二四二五四四二二九九十十十三十五七六七十十一五四一一

コ の
コ コ コ
コ
コ
コ
コ ロ
コ
10 84 65 54 110 57 112 85 52 114 23 51 44 96 47 28 117 103 56 46 63 43 87 29 37 28 6 152 37 66 89 65 43 102

唱

商計

十三諸

書芸暑

所

初瞬

半祝宿年

三

吸寄する

御宿舎

温泉宿

お祝ひ

瞬早
間春

祝賀式

出征する

こぎ出す

ゑい兵所

入螢當初

さげ緒

信書管

笛城

御庭置

死傷する

決勝線

勝ち負け

貿易商

唱商
歌人

御召艦

）

勝

±五九九七八五五七七生九八四生五±四七五主，、二八八四二二七±±±＋
15

コ
49 69

障

66

111

27

92

鐘象詔

92

コ
61

25

ロ コ
112131 64

懸章照焦

17

ロ
72

80

消梢

57

73

83

23

121

131

半半平字掌招

101

71

コ
32 24

承

9

56

27

14

床

84

コ
11 56

少

124

小
さ

シかシシみシえわシてシシけきこシまシシシシまシうゆシとすシすシおこち
ヨねヨヨこヨ らヨる門戸すえずヨつヨヨヨヨねヨけかヨこくヨこヨ
い
なウしウ
ウウウウくウた ウ
ウ ウウとウ うウ ウウ るえウ
い
い
ま
の
わ
り
松

少

る
結言昇掌祭承
温床 女 小小小
花
銃川ミ
副肝降信に知
床の
江
チ
機號招す
間
兵くる
り 兵象
十 十 十
九九九十十十八二五七二六六二九一一一四二九六七五九六四八七一七三一一
三音焦消消
號ら丁丁し
功す
ゴ
章
ム
十

障 時重大談笑
子 鐘三三笑顔
張 番現

コ

63

53

53

コ

40

55

97

ロ

83

42

121

コ

36

コ

149

69

42

34

17

5

48

コ

コ

コ

コ

コ

70

65

9

52

14

コ

112

100

108

106

62

55

15

コ

76

79

23

54

38

將軍がた

身がまへる
八・血

六・m
三・70

砲身

自動車
自然

三・81
三・87
九・96

五月下旬

準備

86

手拭

●

59

三・57

●

17

十・塒

●

21

僻世

助命

女學校

天女

●

71

八・89
三・43
四・皿
十︸・31
四・54
十・86

掃除

●

26

五・19

實に

柔弱
辞受する

六・76子
十一・燭

十一・81

●

18

行進曲

六・36

聖壽

針葉樹林

天上天下

上手

●

56

田植

七・口

九・19

●

37

三・51

罵眞

八・97

九・皿

●

6

十一・81
七・23

眞綿

住民

四︒51
補充する

身の丈

お城

大丈夫

スケート場

宮城

子ども常會

廣場

●

65

針葉樹林
地震
七・99
七・33
七・82

頭赤

六・57

十二・鵬

仕事

六・68

謹愼

寝皇

火事

五・86

一・43
七・86
十一・31

七月二十日
柔弱

三・9

六・41
三・16

●

56

植物園
織機
職工さん
黄色く
金色
暗黒色
景色

書食

間食

通信

三・93

六・20
四・17
お寺

八・94
十一・16

四天王寺
御慈愛

十・85

二・56

二重橋

年賀状

水蒸氣

●

20

●

35

二・98

五・14

七・87

十二・73

九・8

七・14

四・鵬

九・8

つみ重ねる

八重

從者

從一位

乗客

鐵條網

●

25

■

41

保持する
七時

八・姻

二・㎜
振子時計

ニ・60
十・89

三・50

次郎サン
次第

四・26
五・96

明治節

十・珊

十一・8
七・25條

縦横
熟練する

●

32

●

37

安心する

森林
深夜
神さま
天神さま

十・団

手術

26

97

25

●

●

●

●

47

30

●

94

●

●

52

●

96

）

9

●

●

77

●

■

69

不巡
順査

お事
情情

助順子純準旬述

女

上弓

丈

長

場

常

情

乗蒸状杖

107

●

90

140

●

●

●

い

三田
實

弱若
受

住壽樹七

57
36
26
40
116
73
37
53
98
63

十七
柔

重汁
從銃
縦

術士

家臣ら

治療

十・61
十・91

訓示

十
十十 十
十
十 十十
六六三二五八十八十六四四三三七七十四三一一二六一四三二三八九二九一一

●

1哩3

117

親だぬき

七七七時七七七七似事忌三士震針半身
ﾞジシ書ジ1毒ジジ警ジ腔1ま；画師幣み
ギチ

19
71
77

コ

43

64

コ

100

73

33

コ

コ

93

6

コ

97

108

コ

コ

ロ
コ

66

の

133
68
10
77
136
37

コ

66

13
コ

新新
手年

爾親

十十
十十
十十四九三三四十三九一九四二七四三五ニ一十五一一七三八十十六五七六八
42
42
74

い

色二三植拭焼將
二
心二二
二二
森
深
神申
親臣

漢字一覧（五十音順）
6

1016

；1奉磯聯品等三婆1軍ll沸鍔犠；

鍔騰；え蓋；鍔ll；；；平ぎ響1辮みジ鴨

一・84
ニ・40

セイ

いきおい
セイ
セイ

制動
大勢
姓名

八・83

四・6
四・10
十・畑
十一・77

四・24

女性的
十二・47

出征する

セイ

氣性

セイ

ショウ

成功する
州政臆

＼●
0
匿﹂

七・80

十二・22

十・63

六・囎

セイ
セイ

なる

整列

三・66

晴天

ニ・40

五・82
十・40

ノ

正男サン

二・56

九・89

まさ

お正月

八・48

北斗七星

セイ

ととのえる
ほし
セイ

ショウ

正確
清らか

はれ

セイ

九・84

ただしい

十二・14

六・燭
清風

二・65
二・96

セイ

二・17

きよい

清くん

セイ

きよし

三・41

うまれる

生えかはる

先生

六・21
九・12

三・76

三・41

セイ

一生

はえる
いきる

ショウ

生やさしい

黒い茂る

なる

おう

あ

大切

接待所

左折する

設計圖

明治節

説明する

千本

千木

占領する

アマノ川

宣職

川原

山川

温泉旅館

染めぬく

汽船

選手

22

十二・72

人ギャウ
二・54

聾針

二人
三・32

二・95

軍人さん

五・m

一人

大人
九・69

五・79

なま

盛儀

コ

コ

ロ

19

56

50

5

48

130

26

38

商人

十二・31
五・30
五・m
ニ・71

陣地
吹キトブ
八・47

九・㎜
垂直尾翼

三・37

一・46

大元帥陛下 八・61 晴
水兵さん
十・69

五・m
五・9

四・98

五・65 清

十二・鵬

遂行する 十二・期
遂に

多敷

三・51

十一・39
一寸ぼふし

六・83

八・鵬

セイ

さかん

十

十十十

31

52

110

96

18

21

10

112

55

39

50

117

39

82

144

40

コ

ロ

ロ

ロ

126

28

75

20

89

124

50

94

115

十二・即

井戸ばた

十・m
四・5
五・4

五三九十五六三四六三ニー一十五一十七五三三二六二二六四十八十八八七三

コ

先雪
生舟

戦新
地鮮

切

三二

設

説節

雪

先

千

二二占

泉扇

二線二二

選

戦鮮

ロ

84

133
コ

85
49
18
83
101
31
113
12d
112
5
72
28
59
129
122
47
23

コ
コ
コ
コ

7
13
43
33
22
17
73
113
20
97
コ

75

29
コ

131
コ

一

聲學奉

雲ン

一ケ蹟

西里聖蔓
立

青請誓
聲

勢三

巴二三
堅

雪三
星
正

生
盛

石玉惜席隻静
積

重葦葺

夕壁跡

圖壷

天井

十・55

一タ御 赤眞
功積 岩石大
二 大銃 青 請 誠至西北 製聖精盛
朝や事 子赤
足守 石ダ昔
隻 音聲 年 い に誠國西 作旨神り
夕
校 る
げ
る
十十
十
十 十十
九ニー二九八二七二十六八一三八四九四九八四四二二九ニー十十二八十七十

コ

18
11

●

●

淺瀬

萬世一系

宮内省
世界
世の中

十
九九二
231415
〇

G1いせズう轡ほ
孝よセ

人畳

水帥垂吹壷陣刃仁
遂衰
穂

井瀬圖寸雀杉
世省

1017
漢字一覧（五十音順）
6

携鞭革彗陛報輩℃鮪三品扁虫腰詠奎耕続砦糖
かウ
い うと
いる
しむ
か

つ

）

1018

相

草

走

絶税是鏡潜淺
セン

ゼ

あさい

セン

ゼイ

漕水艦

四鏡

是非

關税

絶壁

全突敵
校然前

白質粗先
組素末祖

たえる

ゼツ

した

まえ

ゼン

ゼン

ゼン

まっとうす

小僧

ソ

演奏する

ソ

ソウ

層雲

ソ

ソウ

くみ

ソウ

掃射

想像

くわ

ソウ

合同艦操

車窓

れんげ草

ソウ

ソウ

あやつる

ソウ

はやい

ソウ

あい

まど

ソウ

くさ

ソウ

はしる

相相早
談手春

漢字一覧（五十音順）

前舌

全然

操掃想層奏僧桑組素粗祖

早

窓

6

十
十
十 十
二三一九四八五八二十五十十一六六五五七一九二七九五二九十七七二四九三
104

5

46

102

ロ
54

コ
99 131

7

孫存袖率卒

25

79

コ
66

83

速

コ
75

42

コ
110 31

142

足測

コ
89 98

束

11

息

コ ロ
89 43 24

62

コ
29 23

115

側子装荘総

コ コ
25 18 112

箏壮

71

70

騒霜

48

77

送

発ご撃朔鷺琵萎鍔筋禦諺窮群凋鮮凋鉢鷹謬
る

ご

じ

う
走馬燈

放送する

纏員

荘嚴

息子

御軍装

向かふ側

舷側

お側

息子

歎息する

約束する

観測

束の間

二足

遠足

卒業する

速力

存ずる

皇孫

職壮騒
孚大動

五四＋±九八＋＋八八三＋生七六＋＋五㌔五＋±±七＋四九竺主六二九
99

24

94

18

132

封鯛隊

100

コ コ ロ
25 98 24 70

68

退袋態怠

35

110

ロ ロ
コ ロ
ロ
ロ
コ コ
13 44 33 24 41 67 53 33 10 93 80 101 100 52 60 58 6 142 77 24

121

待

太

多他

績厩族賊俗藏

造

増像遜村損

尊

糊戦擦響まタタ嚢タ劉ヲ鶴鮮鵜鶴1
く

る

い
謙遜する

想像

増長する

造船所

土藏

白木造り

海賊

俗に

金属

遺族章

降り績く

績々

太郎サン

多敷

太平洋

太刀

接待所

ゐもん袋

戦闘状態

退出する

軍隊

封する

損尊
害嚴

十 十
七五五十九六十八八三八四三二五四九八八八七七九十九七七六十一ニー十六
コ

コ

99

127

コ

65

26

16

79

皇題第

52

コ

32

56

20

76

コ

5

13

59

代

大

ロ

116

コ

81

61

10

7

コ

8

31

ロ

45

93

119

11

55

14

27

42

26

4

54

コ

コ

5

76

端短炭歎旦探棚達澤宅髄帯

打軍

紹1轡協よダ島雛は彬1多膨挙多多多桝
熱帯

自宅

十

合同腔操

十

嚢達する

十

光澤

神棚

石炭

短刀

先端

みぞ端

軒端

簡軍

打ちくら

君が代

打電する

代表する

交代

苗代

大すき

大人

大砲

第一線

何十垂

十

歎元
聲旦

十

六八五五三三一二七五四二十四十九九八七七五八二二九一七二八二七五九九
コ

49

124

115

コ

111

33

コ

31

44

13

36

コ

89

103

85

85

ロ

42

コ

122

107

91

47

コ

72

118

24

133

55

96

105

135

コ

コ

62

8

90

10

100

83

49

20

6
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漢字一覧（五十音順）

着二二

竹

築

弾團談

知噺

地

置池智恥

致

男段

暖脱

｝鶴頭チ轡チ笹 Pジチチ乞糊雛重罪
寒暖計

正男サン

長男

老幼男女

相談

警防團

承知する

土地

天地

智勇

日参致す

位置

一致する

築城

駆逐艦

黒竹

あま茶

着陸する

判爆
断弾
十

十

十

十

六五四三十一二六六二十六六二十七一三三七三二六五六八十十ニー四九四九
コ

142

8

72

5

129

長超

7

52

七七

コ

ロ

コ

129

90

60

コ

12

町

96

11

ロ

50

潮

コ

コ

145115

69

19

朝徴

13

112

67

112

定堤偵停

98

4

86

97

84

39

三十七綴

コ

111

ロ

ロ

105

柱昌昌仲

113116

中沖

す十

十

一八八四六三七七六六六二四ニー三
コ

コ

65

日本中

20

73

仲間

底意

35

注

40

宇宙

7

24

忠義

78

93

電柱

十十
ロ

7

注意

55

虫

害虫

26

書

69

虫かご

12

コ

116

主張する

朝日

徴集する

今朝

潮風

朝禮

潮流

お調べ

歩調

超越する

十

122

ウウウウぐらウウウウ

五二二七七四八三二九七五三二二二六
コ

コ

19

はチすチひチむチそはチチチなチなお
るヨむユるユしユそしユユユかユかき

るる

コ

コ

32

張子澄

ξ鰯矯翼粥璽重葬

十

コ

72

117

通

痛

23

38

49

コ

コ

26

73

年半賃

81

61

111

沈

65

24

133

直

81

17

73

二軍鳥

75

頂

亡君暫君尊卑単三巽號袴与勢控雪捺楚雪ぢ魏
め

る

いきるいるい

め

むクるクとウウだ
の
き
頂上

小鳥

州政臆

勅命

起き直る

まつ直

垂直尾翼

直ちに

追ひこす

急追する

オ通り

悲痛

通信

綴り方

低空

停車場

偵察

見定める

防波堤

一定

帝國

海底

家撃
賃沈

り

九五四九八七±五八七生＋八五四二皇九四主面＋三＋八七七九七生三藍鼠
102

42

17

54

66

ロ コ
122 50

56

ロ
47

66

殿泥土韓

雷電田

98

124

コ ロ
116 13 91

コ
25 39

天田十字

店展

コ
29 150

26

笛

59

47

コ
105

88

8

4

90

46

二廷

庭
にわ

テイ

テイ

工程

弟子たち

舟艇

︵きょうだい︶ 兄弟

おとうと

︵でし︶

テイ

花摘み

テイ

つむ

くぎ

一滴

敵前

テキ

目的地

テキ

テキ

十

コ
22

17

的滴敵摘釘艇二

十

十十

ロ ロ
54 63

107

まと

適正

汽笛

ふえ

テキ

大典

鐵橋

テキ

テン

天照大神

天キ

テツ

テン

展開する

天地

あま

︵あめつち︶

運轄する

商店

テン

テン

みせ

テン

泥水

地鮎

神殿

テン

御殿

どう

テン

デン

田うゑ

班長殿

電車

どの

つたわる

デン

た

43

朝螢
野庭

十十

六五三七五五七六八八二ニー十二九五一六四九六二五一二十十十五二七七ニ
ロ

59

コ

70

57

コ

77

133

9

37

116

102

コ

92

10

102

コ

69

56

7

10

51

31

ロ

131

111

94

98

コ

71

115

117

104

129

ロ

124

45

20

33

14

83

100

塗り物

吐水口

吐き出す

四・19

十・齪

九・55

七・皿

八・64
四・80

生徒さん
九・78
四・83

十・48
一・83

る

氷砂糖
到着貼

五・18
九・皿

十・47

十一・54

三・43

十二・幽

八・24 同

四・13

到るところ 十・4
七・17
十二・m

追討
大豆

逃れ去る

五・52

陶工
船頭さん

九・60

四・14
頭上

手當

七・83
四・19

七・25

九・61
十二・㎜
入螢當初

九・19
十二・58

戦圖
徒黛

九・8
九・67 南
九・79

十二・28
七・19

得意
特に

六・m
七・16

突撃

努力

四・91

十・81

十・姐
今度

土地

勢働時間

三・13
七・64
六・29
十二・13

六・m

五・83

三・8

三・14
三・87
合同髄操

八・27

自動車

本堂

三・92
五・87

十二・7
四・13
七・81

八・9

六・35

二・54

納

八・47

十一・鵬

先導
胴髄
北海道

銅山
奉讃する

十一・73
四・鵬
五・㎜

支那
御案内

十一・46

四・96
御参内
南洋

三・11

災難

七・17
二人

三・56

一・35

二日

五・86

日本

三・7

一・52
一・63

四・脳

七月二十日

今日

二日

日月

七月二十日

明日

乳色

︑●8
一■
︑・
0
只U

十・53

十二・70

ノ

三・58

三・43

二・96

年より

五・86

ノ

今年

十一・70

八・34

十一・99

十・77

九・54

納屋

七・62

七・33

七・価

十二・鵬

九・75

十一・76

九・26

三・89

十二・伽

七・56

三・75

八・餅

十二・31

心配する

失敗する

俳句

撃破する

派遣する

防波堤

農夫たち

才能

奉納する

濃霧

海の記念日

二年生

ロ

59

傳令使
白兎

北斗

三・51

五・37

渡海する 十二・45
途中
七・45
七・鵬

初冬二題
七・囎
八・76

京都
都合
十一・82
六・94

短刀
太刀
八・93
四・44

二・50

教育塔
六・37

十・16

六・92

昭南島

投ずる

二・20
六・㎜
四・皿

ド

八・62
二・鵬

二・87

支度
土手

56

86

ロ

46

62

コ

57

72

19

ト

わたる
ト

みやこ

ト

ト

のぼる

たおれる
トウ

ふゆ
かたな
トウ
︵たち︶

トウ
しま
トウ
トウ

なげる
ひがし

東京

七・34

十一・11

十一・57
三・29

消燈ラッパ七・81
高等科
七・43
汝等
御答禮

大入
任螢

デン
兎 うさぎ
吐 はく
ト

二
トウ

もも
ゆ

トウ
トウ
ら

こたえる
トウ

七四一九十七五三

し

入言

言

言言

年

立言

丁霊
動

道言言導言
言言

言言言

二言難
日記

波農二

言言

言信

士背

ドとつトトトトうえトトいトあこかズトあトのにふズまトういトト
ウたウがげむ めウつたウウ
どくッククク るウウねウてうし
ま れる
る
け
べら
ドつタ
ちク

る

到言
言
豆

逃踏
頭言
言

言言言言
二言徳
云云届
土

トぬ
ツ

吐兎

渡斗徒塗
二途

二倒登
二

島二
二

等二二二
二

漢字一覧（五十音順）
6

1020

る

1孟ひ磯二搬彬ナ1粥吾郷耀1畢ト

磐？㌻ハ1ハハ脇ナ1締三亡零籍拶ll

6

1021

漢字一覧（五十音順）

梅倍

馬

飯般班

板搬帆反半判坂鳩髪獲鉢八畠

肇箸箱迫

拝
おがむ

ハイ

ハク

バク

しろい

バク

うすれる

辞禮

博物館

白熱する

薄明

切迫する

十

バク

十

ごみ箱

十

肇めたまふ

出嚢線

山鳩

談判

反動

半分

運搬する

十

白帆

電燈看板

十

板橋

第一班

國民一般

夕飯

朝飯

何軍
倍旧

はこ

け

はし

はじめる

うババうめハハハバいハほハハハさはかハハハは
めイ ましンンンンたン ンンンかとみツチチた

白博

薄

十十

三五三二十六二六二五二三八四十七一十五六一二二

十三ニー九八三六七三
●

●

●

●

57

50

96

65

78

●

o

●

115

●

81

o

48

上士百

o

50

o

●

79

筆

●

40

●

118

9

●

45

11

必匹秘

74

●

●

●

●

●

111

7

85

57

80

150

●

●

88

106

●

43

86

150

半弓

否番手抜

●

●

97

16

●

●

137

●

23

68

伐変爆昇等
バイ

かう

うる

バク

梅雨

爆嚢する

十・蜘

品評

三・59

三・67

六・捌

四・13

九・10

七・62

尾備濱貧

むぎ

伐り出す
五・30

征伐

四・35

バツ

ぬく

四・39

九・98

美

o

47

きる

バン

成否

バン

ヒ

四・36

十二・齪

十一・14

いな

彼我

十一・85

病描半平

ヒ

悲鳴

かなしい

ヒ

十︒80

五・57

十二・13

八・16

九・48

腕比べ

肥料

夫不苗秒

●

くらべ

つかれる

十・44

かわ

十・70

こえる

ついやす

ヒ

さける

十・25

五・鵬

六・認

十一・95

四・44

富士

●

肥皮引比

非常

飛だ灯機

ヒ

神秘

とぶ

ヒ

一匹

六・94

十二・29

布

o

白土長子

ヒ

ヒキ

十・7
十・7

必死

三・21

ヒツ

九百九十九

鉛筆

かならず

ヒツ

ふで

ヒャク

七・10

二・51

標本

こおり

ヒョウ

父上上敷怖

g

表

ちうフしフフぬとフフおフフフなビやビえねはビうビおビはまヒしヒヒおヒ
えヨまヨがこな つ
まずンなヨヨもヨ
ちか く
のみ
つウ
ウいウく
く
し
ウウてウ
ぶ
と
じゅ氷

代表する

評議

品物

上品

砂濱

守備隊

水平尾翼

美術館

病氣

敷秒

漁夫

不孝

工夫する

婦人會

富士山

普通

恐綿
怖布

し
い

＋
＋
＋
士
三三十六二十三一四八九九四六三六七二二六三八三八三八九九八六＿五三四
コ

107

63

116

9

ロ

126

82

75

コ

105

物部舞

4

58

コ

68

43

118

53

の

57

の

121

32

40

123

72

ロ

54

94

5

47

18

64

101

66

ロ

35

ロ

80

武粉奮憤三十福三幅復副耳風封附赴

59

89

72

49

平字

モもヘブまたブムたこフいフはフはフフフはフフフふフかフフおフおまフフ
も
うけ
ッの
いけ
け ンきンらクらクククばクククすウぜウ
し
ど
う
む
る
お
る

勝負

十

附近

風サン

十十十

同封する

海風

伏兵

副長

復興する

一幅

腹部

腹つづみ

悲憤

興奮

御憤り

山田武

武器

神武天皇

武男くん

荷物

部部
屋隊

く

樂祖
譜父

十

十

四四六五八七六四四六一二二七八四四四十七八九九九九ニー七二九八四一九
105

ロ

ロ

58

36

コ

115

34

77

33

99

ロ

74

70

94

111

76

8

66

ロ

42

96

72

5

60

92

コ

ロ

53

59

コ

8

57

71

115

ロ

57

145

126

64

29

ロ

109

80

1022

米点

攣

返血

片

品品閉

6

平晶晶

温品

漢字一覧（五十音順）

文

分佛

べこへへかへかヘへかへかへとななえヒひたヘヒヘブきモふブブブわブほブ
ヨらいイヨインくンみン ンけッとッ
イめンンわンえンンたキベイじみら
ウたら ウ
る け
り す
る ぶ
いぐ

見物する

佛檬

大佛殿

一分

十分

みもん文

文子さん

文字

新聞

兵タイ

軍兵

平げよ

太平洋

天平

松並木

天皇陛下

壁ぎは

岸壁

片手

破片

大編隊

返事

大愛

米英軍

十
十
十十
十二八十七七四十十九八七四八四三九二八七四九二十三八五三二三三ニー五
の

52

89

134

21

68

コ

116

119

青函天下砲法

コ

62

65

方

116

ロ

94

82

斑石

26

73

19

17

崩峯

89

奉

37

コ

115

報

コ

18

5

132

58

114

28

包補

8

106

97

12

コ

107

74

37

歩嘉保浦辮勉

41

11

便

別

ホホおぬホホかホホはさくホみたホむホホつホあブホあとホうべベベビベわ
ウウとうウウたウウなさずウねてウくウウつ ゆ
るら らンンンンッか
れ

るる

っ

る

る
別々

不便

郵便物

勉強する

和歌の浦

歩兵

五千町歩

包園する

報告

在留邦人

寳石

辮當

る

保護する

る

十十
十十十
十
十十 十
九二二十三七四二六六二二二五九七十七一四九十九六三九九ニー六一九六四
コ

87

20

141

75

33

110

62

木

残

6

142

102

牧下墨

コ

117

135

の

110

101

防棒

10

81

12

コ

80

望忘帽

55

50

111

亡

5

17

117

67

母青青

136

コ

コ

11

43

墓

の

88

98

129

本誌堀

103

61

36

北豊

みれび

るう

豊年満作

北海道

奔流

日の本

亡雲綴
君母母

五本

墓標

帽子

望遠鏡

本望

警防員

大木

木かげ

木曜日

職残

放牧素墨
牧場朴給

ら

ボモこボきボまボすふボボモのボわボほボモボはくしボはもホホほホきホた
ツク ク クきクみせウウウぞウすウろウ
はれた かとンンりクたウか
ぐ
る る

心
十
十
十十十
十
十
十
二五四四一九九一十八六四二八六三五二二二九三七二十十九一二八五三六二
●

117

●

●

●

●

●

85

42

8

36

82

夢

●

43

民

●

31

●

68

●

52

●

58

●

36

61

妙脈密話

●

●

42

82

味

92

●

58

●

o

19

o

30

満

●

●

107

●

96

●

27

5

●

40

●

●

101

●

89

●

87

10

凡没
ボン

非凡

没する

大麻

埋設する

ボツ

マ

十

十

18

およそ

マイ

毎一
朝枚

●

11

埋麻
うずめる

マイ

いもうと

マイ

枕もと

幕僚

まく

バク

十

●

96

幕毎枚妹

まくら

何萬トン

すえ

萬歳

マン

マン

萬代

滞始
洲末

●

96

末枕
マツ

バン

みちる

よろず

こ㌔

市民

密未意
林開味

十

●

萬

あじ

こ㌔

ミツ

ミャク

ミョウ

ミン

たえ

たみ

夢中

任二
務眠

十十

●

132

眠
ミン

ム

●

ねむる

つとめる

ゆめ

ム

務

o

82

十十

一一

續ｪ五四十七二七八九七七六二六六六四十七四一六三三二二十七ニー十
●

●

●

●

41

24

67

31

1h

●

●

33

●

6

●

●

●

●

97

57

54

106

●

●

20

110

●

42

●

86

●

●

●

●

●

44

96

49

26

44

●

150

●

●

86

102

●

56

●

48

●

41

●

o

70

50

●

103

●

●

131

●

23

●

129

●

127

23

6

古血猛

名晶

晶

点

無

ム

濃霧

笛の名人

きり

大名

むすめ

メイ

命令

な

ミョウ

明治節

明日

メイ

いのち

あかるい

メイ

︵あす︶

悲鳴

まよう

メイ

なく

撃滅する

免じる

メツ

ほろぼす

メン

まぬかる

わた

メン

毛布

メン

猛射

おも

モウ

盲人

おもて

モウ

鐵條網

矢面地綿
面影面布

鳴迷

魚

病

面

しげる

モウ

網場

け

モウ

目ダマ

目的地

あみ

モク

め

毛茂

明

目

1023

面

漢字一覧（五十音順）

ブ ム

無無
事心

十
十
十 十 十
十
十十
九一六六一十十四五一十五十五一八一十一五九十四三七五二七四四一一七六
ロ

94

59

128117

盤面有

コ

ロ

109128135

友

55

ロ

24

19

勇優

9

68

82

20

60

96

由輸油愉課

59

58

85

5

ヤク

ヤク

活躍

八年戦役
約束する

くすり

ヤク

ヤク

あぶら

ユウ

よし

ユウ

12

31

60

61

91

34

100

26

102

野野夜今
生山中夜

コ

9

121

57

10

六六
お

ユウ

ユウ

あずける

郵便物

春雄さん

九・鵬

三・31

十二・59

八・26

お預け

雄姿

浴
ほしい

ヨク

あびる

ヨク

つばさ

ヨク

魚雷

信頼する

たのむ

ライ

一段落

勝利

料理

千里

規律

上流

連家
絡來

ライ

こ

き

ライ

くる

ラク

ラク

おちる

博寛會

積齪雲

みだす

ラン

たまご

ラン

はなれる

リ

直立する

リク

リツ

柳かげ

武略

リツ

リャク

たつ

やなぎ

リュウ

ながれる

リなやリりたリリはりさうりリラうみたうおラ
ユがたヤツつツクな とら
ンンだまクちク

61

翼設

立

立言

言言

十一・8

齪卵

29

100

豫科

13哩

ヨ

X一●
0
⊥

94

十・85

里裏理利覧

5

98

ノ

20

名碁

68

ヨ

あたえる

73

ヨ

七・59

24

136

言言言意預

七・97

29

81

五千人鯨り

万万陸離

103

63

鯨震

63

ロ

42

あまり

116

四・23

25

十・19

十・24

84

121

七六

ロ

66

こし

老幼男女

十・61

流南天

19

おさなし

ヨウ

受け容れる

容易

十十

39

幼腰

ヨウ

136

5

いれる

爽揚

日曜日

138

14

言

ヨウ

太平洋

十

27

ニー四十十九七六ニー八十三一九三四三一二
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
コ
84

80

十

ヨウ

十十

七紋

88

十六二八三四三三四一六六五四十

ヨウ

ヨウ

もちう

群羊

紅葉する

ヨウ

ヨウ

必要

蓬拝する

ヨウ

ヨウ

太陽

はるか

ヨウ

動揺

やしなう

神様

休養

ヨウ

異様

揺れだす

さま

欲望

ヨウ

ヨウ

ゆれる

ヨク

は

99

面目

133

十十
110

夜

57

鏡餅

75

12

問ひ返す

25

45

エヤヤヤのよやよかモモモともボ
キクク
るどンンンうちク

欲檬揺養陽遙要証雇用洋曜揚

32

野

サ

21

ロ

77

學問

21

118

御紋

92

コ

46

門松

輸送船

自由

優美

友だち

勇氣

コ

140

16

明治二十七

戦友

いさましい

有名

ユウ

ユウ

とも

ユウ

わく

あそぶ

愉通火
快課藥

26

役畜

十
十
十
三二八九四五一一十六十七七九八六二七
コ

59

藥躍約

ユ
ユ
あわユユとユいユよユユあユヤやくヤや
そぐウウもウさウしウ ぶ ククすクク

27

ロ

90

主翌浴
翼年す

九三七±＋二九四七、に九八九＋＋九四九三生七二ニー詰五八八＋㌔生
コ

12

23

95

61

69

78

54

80

92

4

39

ロ

46

23

132

ロ

76

17

96

104

19

8

12

63

52

15

72

33

25

70

50

47

79

13

23

78

類

1024

涙隣

例令

冷

林緑

輪臨

6

漢字一覧（五十音順）

良療涼料僚

力爾領量

旅慮龍粒留
リョ

たつ

つぶ

リュウ

遠慮

龍巻

大粒

停留場

旅行

良治
質療

旅だつ

nソヨ

両領器
手土量

僚機

緑大兵
色力力

肥料

御料林

臨時

車輪

號令

例へば

冷藏庫

種血
類涙

たび

レひたレレたルルなとわリリリはみりりちリリリよリりすリリ
イやとイイぐイイみな ンンンやどキヨかヨヨヨしヨヨずヨヨ
すえ
い
だり
しり クらウウウ ウウしウウ
る
い

十 十
十
十十十
十八九九五一六二五九七七十九ニー九七三三七九九九十三八十八六ニー一五
ゆ

135

99

コ

116

10

9G

丁丁

24

28

1正3

117

73

95

コ

コ

49

53

9

丁丁論丁丁丁丁老

31

80

朗

137

コ

112

8

露

61

110

路

58

68

11

連練

141

63

コ

16

コ

17

11

28

烈列丁丁

120

禮

104

9

72

丁零

ら

ワうワはワロロロロロロほロロつじみロレつレレはレレレラレはレレつ
ち ンらンッげッキイイイげイイめ
ンで な ンククウウウがウ ゆ
ま
た
な
し
し
す
い
る
い
か
激働

お禮

禮舞する

歴史

十

神難

十

列車

連呼する

通路

箱根路

十十

日露戦孚

明朗

太郎サン

十

老元帥

勢働時間

議論

古記録

昭和

電話

大阪湾

十十

教忠
練烈

十

十十

八六八二四ニー一二二七二二八五一八八十九七一九二九十二三十九二二
コ

89

95

130

87

65

65

コ

コ

コ

127

35

13

59

99

コ

コ

57

47

コ

19

123

133102

ロ

正01

コ

70

89

78

コ

57

136

105

10

56

57

102

53

94

132

141
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アサヒ読本修正経過
7

﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄
東京書籍

翻刻発行兼印刷者の住所の末尾

定価欄の下

︿国定読本の使用年度と奥付の符号の関係﹀

日本書籍

り

る

よ

記した十二冊は初年度使用本の原本である︒その後の調査で﹃よみかた

等科国語一﹄﹃初等科国語六﹄︑玉川学園教育博物館所蔵の﹃初等科国語

東京都江戸川区立小岩小学校所蔵の﹃よみかた三﹄﹃よみかた四﹄﹃初

昭和十七年度

昭和十七年度

昭和十七年度

年度の後期用︵偶数巻︶はない︒

昭和二十年度

﹃ヨミカ二一﹄昭和十六年度
九年度

﹃ヨミカタニ﹄昭和十六年度
九年度

﹃よみかた三﹄昭和十六年度

昭和十八年度

昭和十八年度

昭和十八年度

昭和十

昭和十

昭和十

第五期国定読本の各巻が使用された年度は次の通りである︒昭和二十

四﹄については昭和十七年七月六日修正発行の原本を見ることができ

とおりと推定される︒

︿国定読本の使用年度と奥付の符号の関係﹀は昭和十三年度以降も次の

本書籍の算用数字︶によって推定した︒﹃国定読本用語総覧4﹄解説の表

調査した教科書の使用年度は︑奥付の符号︵東京書籍のひらがな︑日

三﹄については使用年度が判明しており︑奥付の符号から推定したとお

を

ｺ和20年

︵アサヒ読本︶修正経過

第五期国定読本﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄は昭和十六年

度から二学年ずつの学年進行で順次使用され︑終戦まで使われた︒すな

ち

34

わち︑その使用開始は﹃ヨミカタ﹄一・二﹃よみかた﹄三・四が昭和十
六年︑﹃初等科国語﹄一〜四が昭和十七年︑﹃初等科国語﹄五〜八が昭和
十八年であり︑昭和二十年八月をもって使用は終了した︒

第四期までの国定読本は︑それぞれの使用期間中に修正がたびたび行
われ︑その経過を知る資料も見ることができたが︑第五期については資
料はなく︑修正について知る手立てがない︒そこで︑﹃ヨミカタ﹄﹃よみ
かた﹄﹃初等科国語﹄︵全十二冊︶の各々について使用年度と異同の関係
を調査した︒

か

第五期

昭和19

た︒同様の修正発行の原本が︑翻刻本の奥付の記載事項から他には﹃よ

ひきつづき第四期

33
りである︒

期

わ

アサヒ読本

みから三﹄だけに考えられるが︑これはまだ見ていない︒

第五期国定読本には文部省原本がある︒﹃国定読本用語総覧8﹄解説に

昭和18

x前期まで

35

昭和20

32

昭和17

g用開始
31

昭和16

30
ぬ

昭和15

ひきつづき

昭和13

29

昭和14

Tクラ読本

28

教科書
日本書籍

東京書籍

年度

7

九年度

昭和二十年度

﹃よみかた四﹄昭和十六年度

昭和十八年度

昭和十九年度

昭和十九年度

昭和十九年度

昭和十八年度

昭和十八年度

昭和十八年度

昭和十七年度

﹃初等科国語＝昭和十七年度

九年度

﹃初等科国語二﹄昭和十七年度

二十年度
﹃初等科国語三﹄昭和十七年度

昭和十
昭和

語総覧8﹄解説⑧ページに﹁昭和十九年度発行のものについては﹃初

その有無を判別するのに十分な本を見ていない︒﹂とのべた︒しかし︑

等科国語﹄七︒八にはあるが﹃同﹄六にはない︒﹃同﹄五については︑

その後の調査であらたに明らかになったことがあり︑この記述は正確

さを欠いている︒﹃初等科国語﹄五〜八の昭和十九年度用の付録の有無

﹃初等科国語五﹄﹃初等科国語七﹄には表の資料番号⑲・⑭・⑭・

は次のとおりである︒

昭和十九年度

昭和十八年度
昭和二十年度

昭和十九年度

は目録にも載せていない︒しかし︑日本書籍翻刻発行本︵⑫・⑱︶は

﹃初等科国語六﹄にはない︒東京書籍翻刻発行本︵⑫・⑫・⑧・⑧︶

昭和

﹃初等科国語四﹄昭和十七年度

昭和十九年度

⑭・⑭のとおり︑付録がある︒

﹃初等科国語五﹄昭和十八年度

二十年度

﹃初等科国語六﹄昭和十八年度

昭和十九年度

ある︒

以上を次の表にまとめる︒

付録の有無

﹃初等科国語五﹄
﹃初等科国語六﹄
﹃初等科国語七﹄

付録がないが︑目録には載せてあるもの

前期

A型

A型

二十年度

C型

C型

前期

A型・B型・C型

B型・C型

十九年度
後期

付録がなく︑目録にも載せてないもの

A型

後期

昭和十八年度
前期

A型
A型
A型

さらに調査をすすめれば︑いっそう明らかになるかもしれない︒

﹃初等科国語八﹄

付録があるもの

本にも目録には載せてある本︵⑥︶と目録にも載せてない本︵⑪︶が

﹃初等科国語八﹄には付録のある本︵⑲・⑫︶とない本がある︒ない

目録には載せてある︒

﹃初等科国語七﹄昭和十八年度
昭和十九年度

︵全十二冊︶についての使用年度

昭和二十年度

﹃初等科国語八﹄昭和十八年度
﹃初等科国語﹄
﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄

と異同の関係の調査結果は表のとおりである︒ 若干の特徴を述べてお
く︒

◎表紙の異同
﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄のいずれも昭和二十年度用の

み表紙のデザノーンが異なる︒このため﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等
科国語﹄の奇数巻は表紙のデザインが二通りある︒初年度使用本以来︑

表紙の文字は地模様の上に﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄は右横書き︑﹃初

等科国語﹄は書名が中央に縦書きで書かれてあるスタイルである︒し
かし昭和二十年度用は﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄のいず

れも地模様︵それまでのとは異なる︶が左七分の二になく︑その白地
の部分に縦書きで書かれている︒

﹃初等科国語﹄五〜八には使用開始年度︵昭和十八年度︶には付録が

◎付録

あり︑昭和二十年度用にはない︒十九年度用については﹃国定読本用

CBA

型三型

アサヒ読本修正経過
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◎同一使用年度の中の異同

えた﹁温﹂と示したものである︒

茨城大学の調査は主幹︵当時︶飛田良文氏︵現・国際基督教大学教授︶

が︑福岡教育大学の調査は飛田良文氏と福岡女学院大学専任講師服部平

第五期は奥付の符号が同じ本の中にも異同がある︒付録の有無以外
にも﹃初等科国語三﹄の⑳⑳⑪と⑫︵いずれも日本書籍
氏が行った︒

符号33︶に

は送りがなのっけかたに違いがある︒また︑印刷の質の悪さによると

思われる符号等の有無は他の巻に昭和十八年度以降しばしば見られ
る︒

なお︑修正にかかわる事象に次の二点がある︒

◎第四期までにくらべ︑修正の規模は著しく小さい︒

切

﹃よみかた三﹄にある興亜奉公日は︑大詔奉戴日が昭和十七年一月八
日より行われるに際し廃止された︒

切手﹂が﹁五銭の

切手﹂と修正された︒封書の値段は昭

﹃よみかた四﹄七十ページ三行目は﹁四銭の

手﹂となり︑さらに﹁七銭の

和十二年四月一日から四銭であったのが十七年四月一日に五銭︑十九
年四月一日に七銭に改定された︒切手の色︵六十六ページ一行目に関
連︶は四銭切手が暗緑色︵十二年八月一日より︶︑五銭切手が蘇芳色
︵十七年四月一日より︶︑七銭切手が濃緑色︵十四年十月十六日より︶・

朱色︵十九年六月十五日より︶である︒

表中の﹁文部省検査年月日﹂﹁翻刻印刷年月日﹂﹁翻刻発行年月日﹂の

修正一覧を次にあげる︒

年は昭和である︒

翻刻発行本の最上欄が底本である︒

便宜上︑底本のかたちを修正前︑底本と異なるかたちを修正後として
いる︒

﹁欠﹂は切り取り・破り取りにより当該箇所がないことをしめす︒
﹁墨﹂は墨ぬりにより読めないことをしめす︒
﹁／﹂は修正前︵×︶・修正後︵○︶のいずれでもないことをしめす︒

付録のページは﹁付﹂をつけて示した︒﹁付18﹂は本書本文で二百を加
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はこ起て
．ら︑
へ

明治丸という船で
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

○

×

石 マ
石 X
○

欠

○
欠

×

×

×

O
6
6

S17
S17
S17
S17
S17
S17
S17
S18
S18
S19
一
r19
S19
S20

×

X

（原

×

×

×

発行所

一一一一

○

未詳

×

奥付の符号 文部省検査年月日

本）

（原本）
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
日本書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
日本書籍
大阪書籍

を を を を を を

×
×

X

用

度

×

X
X

×

使

N

×

17．2．17
17．2．17
17．2．17
17．2．17
17．2．17
17．2．17

32

17．2．17
17．2．17

わ
わ
か

ｩ

一

か

35
二

17．2．17
17．2．17
17．2．17
17．2．17
17．2．17
17．2．17

翻刻印刷年月日
翻刻発行年月日
所 蔵 者
i原本は印刷年月日） i原本は発行年月日）
17．2．14
17．2．16
東書文庫
教科書研究センター
17．2．16
17．2．14
大分県立大分図書館
17．3．27
17．2．16
17．3．27
17．2．16
東書文庫
17．3．27
17，2．16
東書文庫
横須賀市教育研究所
17．3．27
17．2．16
福岡教育大学
17．3．27
17．2．16
福岡教育大学
17．3．27
17．2．16
東京都江戸川区立小岩小学校
17．2．16
17．3．7
玉川学園教育博物館
17．2．16
17．3．27
福岡教育大学
17．3．27
17，2．16
福岡教育大学
17，3．27
17，2．16
福岡教育大学
17．3．27
17，2．16
福岡教育大学
17，3．27
17．2．16
17．3． 7
国立教育研究所
17，2．16
教科書研究センター
17，3．26
17，2．16

⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱

員

X
X

行

修正前田印裏3 修正糞○口裏3

書名が中き

よこは藍ヒ9 ︑ら︑

×

明治丸といふ帆前船で

4

初等科国語
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度

発行所

×
×
×

×

欠

○
×

×
×
×
×

員叉

墨

一一一一
一一一

S17
S17
S17
S18
S18
S18
S19
S19
S19
S19
S19
一一一一一
r19
一一一一一
r19

本）

東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
日本書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
一一

一一

坙{書籍
一
坙{書籍

翻刻発行年月日
翻刻印刷年月日
奥付の符号 文部省検査年月日 i原本は印刷年月日） i原本は発行年月日）
17，7．11

17．7．10

17，7．10
17．8．25

17．7．10
17．7．10
17．7．10

17．8．25
17．8．25
17．8．25

わ

17，7．11
17．7．11
17．7．11
17．7．11

17．7．10

33

17．7．11

17．7．10

17．8．25
17．7．31

か

17．7．11
17．7．11

17．7．10
17．7．10

17．7．11
17．7．11

17．7．10
17，7．10

17．8．25
17．8．25
17．8．25
17．8．25

17．7．11
17．7．11

17．7．10
17．7．10

17．8．25
17．7．31

17．7．11

17．7．10

17．7．31

を を を

（原

わ

か
か
か
か

@34
@34

一一一一一一一

一一一一一一

17．7．

8

所

蔵

者

教科書研究センター
大分県立大分図書館

東書文庫
東書文庫
千葉県総合教育センター
八千代市歴史民俗資料館
教科書研究センター

東書文庫
国立教育研究所
国立教育研究所
横須賀市教育研究所
横須賀市教育研究所
国立教育研究所
教科書研究センター
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使
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×

一

×
×

×

一
一
一
一欠一x一x一×一〇

×

マ
X
∠

一

×

並
×

○

一〇一〇

欠Σ迷迷○ ○石

×一X X一×

○

X

一一

S17
S17
r17
S17
S18
一一一一一
r18
S18
S18
r18
S19
r19
S20

一一一

一一一一

一一一

○

東京書籍
東京書籍
東京書籍
日本書籍
東京書籍

一一一

一一一一

本）

一一

一

一一

坙{書籍

日本書籍
日本書籍
日本書籍
東京書籍
日本書籍
日本書籍

を を を

（原

×

翻刻印刷年月日
奥付の符号 文部省検査年月日 i原本は印刷年月日）
17．2．17
一一一｝一
P7，2．17

一一一一

17．2．14
17．2．16
一

17，2．17
17．2．17
17．2．17
17．2．17

32
わ

@33
『皿一

33
33
33

17．2．正7

か

17，2．17
17．2．17

17，2．17
17．2．17

34
35

翻刻発行年月日
i原本は発行年月日）

17．2．17

17．2．16

17．2．16
17．2．16
17．2．16
17．2．16
17．2．16
17．2．16
17．2．16
17．2．16
17．2．16
17．2．16

所

蔵

者
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×

×
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東書文庫

17，3．16
17，3．16
17，3．16

大分県立大分図書館

東書文庫
東書文庫

17，3．16
17．3．25
17．3．16
17，3．25
17．3．25
17，3．25
17．3．25

教科書研究センター
福岡教育大学
国立教育研究所
横須賀市教育研究所
教科書研究センター
教科書研究センター
玉川学園教育博物館
教科書研究センター
国立教育研究所

17，3．16
17．3．25
17．3．25

×

×

×

○

X

○
○

○

○

○

○

○

○

X

×
×

×

×

○

×

×

○
○

×

×

×

×

○

×

×

×

×

○

○

×

一一一

一一一

S17
S17
S17
S17
S18
S18
S19
S19
S19
S19
S19
S19
S19
S19
S19

本）

東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
日本書籍
日本書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
日本書籍
日本書籍
日本書籍
日本書籍
日本書籍

奥付の符号 文部省検査年月日

翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）

翻刻発行年月日
i原本は発行年月日）

所

蔵

者

教科書研究センター
大分県立大分図書館

17．7．9

17．7．4
17．7．8

17．7．9

17．7．8

P7，8，

3

東書文庫

@を

17．7．9

17．7．8一一一

17，8，

3

｡須賀市教育研究所

17．7．9

17．7．8

17，8，

3

33
33

17．7．9

17．7．9一一一

17，8．25

17．7．9

17．7．9

17，8．25

か

17．7．9

17，8，

3

か

17．7．9

17．8．

3

か

17．7．9

か

17．7．9

17．7．8
17．7．8
17．7．8
17．7．8

玉川学園教育博物館
教科書研究センター
千葉県総合教育センター
国立教育研究所
国立教育研究所

34
34
34
34
34

17．7．9

を一一一一

17，7，
17．8．
一

＝翼＆317．8． 3一 一

×

×

○ ○ ○

○

○ ○

○

×

○

X

○
○
○
○

発行所

一

7
3

東書文庫

17．7．9

17．7．9
17．7．9

17．8．25
17．8．25

17．7．9
17．7．9
17．7．9

17．7．9
17．7．9
17，7．9

17．8．25
17．8．25
17．8．25

教科書研究センター
国立教育研究所
教科書研究センター
教科書研究センター
教科書研究センター
横須賀市教育研究所

一
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X

度

を

×
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N

を

×
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×
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×

X

○

×
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×

X

×
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×
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×
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×

×
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×

4
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﹁はうぼう

あらはして
×

6

毛玉︒

﹁はうぼう﹂
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×
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×
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×
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×
×

×

マ

一一一

一一一一

一一

一一

一一一

一一一一

欠

マ
マ

O
○

w
X

○
○

S18
S18
S18
一一一
r18
S19
S19
S19
S20
未詳

発行所
（原

本）

（原

本）

東京書籍
東京書籍
日本書籍
日本書籍
東京書籍
東京書籍
一
結桴草ﾐ
日本書籍
大阪書籍

奥付の符号 文部省検査年月日

わ
わ

33
33
か
か
か

35
ホ

17．12．22
17．12．22
17．12．22
17．12．22
17．12．22
17．12．22
17．12．22
17．12．22
17．12．22

翻刻印刷年月日
翻刻発行年月日
i原本は印刷年月日） i原本は発行年月日）
17．12．19
17．12．19
17．12．21
17．12．21
17．12．21
17．12．21
17．12．21
17．12．21
17．12．21
17．12．21
17．12．21

所

蔵

者

17．12．21
17．12．21

国立教育研究所
教科書研究センター

18．

1．23

18．

1．23

東書文庫
郵書文庫

18．

2．28

18．

2，28

18．

1，23

18．

1，23

18．

1．23

18．

2．28

18．

1．25

⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑫⑲⑭⑭⑫

×

使

教科書研究センター
千葉県総合教育センター
千葉県総合教育センター
横須賀市教育研究所
玉川学園教育博物館
国立教育研究所
教科書研究センター

録付

60 27 27 27 27
地図

地図

地図

絵

4

7

3

3

3

5

12

11

11
一﹁あじあ﹂に乗りて

二大地を開く

さ那みの相模國

三草原のオボ

少女が︑

東支那海

︵縮尺なし︶

︵半島名なし︶

︵付録あり︶

︵矢が上向き︶

︵なし︶

︵なし︶

︵なし︶

さがみ相模の國

少女が

南支那海

︵縮尺あり︶o瑠

マライ半島

︵付録なし︶

︵矢が下向き︶

×

×

×

×

×

×

×

X

×

×

×

○

○

×

×

×

X

○
○

×

X

×

欠
○
○
○
○

×

×

×

×

○

×

O
O
○
○

0

×

X
X

×
×

×

○
○
○

×

○

欠
○
○
○

×

×

○
○
○
○
○

×

欠

×

×

○ ○

×

×

欠

×欠

明不

○
○

×

×ヌ

マ
マ

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

一×

×

×

×

欠

欠

×

×

×

×

○

○
○

○
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X

×

×

×

○

○

○
○
○

○

×

×

×

×

X

×

用

N

度

発行所
（原

S18
S18
一

：

○

○ ○ ○ ○

○

X

X
X

使

S18
S19
S19
至19

S19
S19
S19

奥付の符号 文部省検査年月日

本）

東京書籍
東京書籍
東京書籍
日本書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
東京書籍
日本書籍
日本書籍

わ

翻刻印刷年月日
i原本は印刷年月日）

翻刻発行年月日
i原本は発行年月日）

18．7．10

18．7．12

所

蔵

者

教科書研究センター
大分県立大分図書館

18．7．13
18．7．13

18．8．
18．8．

4

18．7．13
18．7．12

18．8．

4

33

18，7．14
18．7．14
18．7．14

18．8．29

千葉県総合教育センター

か

18．7．14

18．7．13

18．8．

4

東書文庫

か

18．7．14

4

18．7．14

18．7．13
18．7．13

18，8．

か

18，8，

4

か

18．7．14

18．7．13

18，8．4

34
34

18．7．14

18．7．12

18，8．29

18．7．14

18．7．12

18．8．29

わ
わ

⑫⑫⑮⑫⑰⑱⑱⑩⑪⑫⑯

×

六

S18一

×

修正糞○畢表芭

X

修正更昂裏玄

︵なし︶

︵なし︶
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二愛路少年隊

三胡同風景

X

X
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東書文庫
一書文庫
国立教育研究所
国立教育研究所
横須賀市教育研究所
国立教育研究所
東京都江戸川区立小岩小学校
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㎜燭鵬佃田

○

○

○

○

○
○
○

○

○
○

X

×

×

×

×

×

○
○
○
○
○
○

○
○

豊島沖

X

ほうたう豊島沖

×

外

×

×

×

×

X

×

×

×

×

×

×

×

X

×

×

X

×

×

×

×

O

×

×

×

×

○

○

○

○

○

○

○

○

○
○

○
○

○

○
○

○
○
○

×

×

×

×

×

×

X

×

×

×

×

×

X
X

○

×

○

×

今日よりは︑

×

ほか

×

幼かりし時︑

×

今日よりは

×

9

X

○ ○

×

4

×

○

×

X
X
X

6

×

×

×7

×

×

9

幼かりし時

いびきを立てて

支へ

︵付録なし︶

やがて
×

×

5

工場は

いびきをたてて

支へ︑

︵付録あり︶

やがて︑

×

1

上を音

2

工場は︑

5
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編集の経過と担当者

八九四

一二︑九〇三
一二六︑〇三一二

また︑犬飼芳子・木村睦子・高比良富江・近藤裕子が︑この作業を助
︵平成六年四月木村睦子記す︶

乾とね

第五期に関する作業にたずさわったのは次の通りである︒
国語辞典編集室室長 木村睦子
同研究員 加藤安彦・藤原浩史
同調査員 林大・貝美代子・久池井紀子・山田雅一・奥村大志・

が収録されている︒

用例

参照見出し︵後要素︶

見出し

﹁用語総覧8﹂と﹁同9﹂の二巻からなる第五期国定読本用語総覧には

けて出力できるようにするつもりである︒

とから︑随時必用な部分のKWICを利用者の希望する長さの文脈を付

期を追って用例数が増え︑第四期から十二万を超えた︒一期の約四倍
の用例を二巻に収めるために︑極力文脈を切り詰めてきたが︑その欠を
補うために四期からフロッピー版本文の提供を開始した︒今までのとこ
ろ︑要求件数は百件ほどである︒今すぐにというわけにはいかないが︑
最終的には一〜六期すべての本文を提供するとともに︑本文と所在索引

ならないことを念じている︒

り︑一層の省力化を行った︒それが利用者の方々にとって大きな不便に

率化を進めてきた︒さらに五期からは一部をKWICにすることによ

第二期はカードを利用した手作業方式であったが︑第三期からはコン
ピュータ利用方式に切り換え︑文脈の長さ指定の自動化など︑次第に効

第五期国定読本﹃ヨミカタ﹄﹃よみかた﹄﹃初等科国語﹄︵いわゆるアサ
ヒ読本︶の総索引作成作業は︑平成三年五月から開始された︒第一期︑

後

CONCORDANCE 9 TO KOKUTEI TOKUHON
2.

L CONCORDANCE 9 is the result of work done by the Section for Dictionary Research
of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
CONCORDANCE 9 is published as part of the basic research materials to be used for

3.

the Historical Japanese Dictionary being planned.

Computer‑aided concordance making was adopted from Vol. 4 in the series of concord‑
ances to Koleutei 7bleuhon, and an optical character reader was also used.
Koleutei Toleuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the Ministry

4.

of Education. These were used in all elementary schools nationwide for 45 school years
5.

from April 1904 to March 1949.
CONCORDANCE 9 covers the fifth Koleutei 7bleuhon. The original textbooks in twelve

volumes were used for the six grades of compulsory education from April 1941 to
6.

August 1945.
The fifth Koleutei Toleuhon was revised several times. The texts chosen for CONCORD‑

ANCE 9 are the earliest versions used in the years from 1941, and are now in the
possession of two organs separately.
7.

CONCORDANCE 9 covers the latter half of the vocabulary of the fifth Koleutei
Tbleuhon or words from TE (v() to N (iV); the first half of the words from A (a) to

TU (')) is covered by CONCORDANCE 8.
8.

The number of words and quotations in Concordance 8 and 9 is as follows:

12,903 entry words;
894 reference words (secomd element of compounds); and
126,033 quotations.
9.

Information on the fifth series Koleutei Toleuhon is explained in the introduction in

CONCORDANCE 8. The appendix in CONCORDANCE 9 contains lists of leana and
Kanzi, explanations of illustrations containing letters, and the process of textbook
revlslon.
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